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１．はじめに

近年、日本国内はもとより、米国、欧州、中国など
の各地において、自動運転に関する研究開発及び公道
実証実験が活発に行われている。内閣府による戦略的
イノベーション創造プログラム（SIP）自動運転（シ
ステムとサービスの拡張）研究開発計画1)では、関係
省庁、自動車メーカー、学識経験者、自動車関連団体
等が参加し、システムの開発・検証や実証実験、実用
化に向けた基盤技術開発、社会的受容性の醸成などに
着手している。例えば、国土交通省は、2017～2019年
度にわたり「中山間地域における道の駅等を拠点とし
た自動運転サービス実証実験」として、北海道大樹町
などで道の駅を拠点とした実験2)を実施した。また、
北海道には国内最多の28の自動車関連テストコースが
立地しており、自動車関連企業によるテストコース及
び公道での自動運転システムの実証実験3)が数多く取
り組まれている。さらに、国土交通省は、このような
自動運転車の社会実装化を踏まえ、道路インフラ側か
ら早急に取り組むべき事項として、道路空間、インフ
ラ協調、技術開発や整備・管理のあり方4)をとりまと
めている。
自動運転システムは、運転主体がドライバーかある
いはシステムか、限定条件の有無、自動運転技術の組
合せにより、5段階に分けられる（表－1）。日本国内
では、自動運転システムの初期段階であるレベル2と
して、複数の運転支援技術が搭載された車両がすでに
市販されている。これらは、主に高速道路（自動車専
用道路）における利用が前提とされている。しかしな
がら、どのような道路条件下で、運転支援装置が稼働
し、また稼働しないのかについて、具体的には明らか
にされてはいない。
そこで、筆者らは、当所研究施設の苫小牧寒地試験
道路（苫小牧市柏原1-18）並びに周囲の公道において、
被験者ドライバー10名による運転支援装置搭載車両の
走行実験を行った。実験結果を踏まえ、同装置の1つ
である車線維持支援システムが機能する道路条件とし
て区画線レベルについて整理したので、報告する。

２．本研究の目的

本研究では、走行実験を通じ、以下を明らかにする
ことを目的とする。
1)�道路条件別の運転支援装置の機能の作動状況
2)�区画線レベルと運転支援装置の機能の作動状況

３．運転支援装置の概要

市販車の運転支援装置のうち、自動車専用道路など
で利用できる代表的な機能として以下を列挙できる。
(1)�車線維持支援システム� (Lane� Keeping�Assist�
System)
自動車が走行中に車線を逸脱することを防ぐ車線逸
脱防止システム。車載カメラの画像認識により、運転
者の不注意によって車線からはみ出しそうになったと
き、自動的にハンドル制御を行って車線維持を支援す
る機能。
(2)�定速走行・車間距離制御装置�(Adaptive�Cruise�
Control；ACC)
自動車が走行時において、先行車との車間距離をレ
ーダーなどで測距し、自動的に速度を調節して追従す
る機能。
(3)�自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ；Collision�
Damage�Reduction�Brake）
自動車による衝突の被害を軽減するため、自動的に
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定速走行・車間距離制御装置（ACC）

内　容 技術の例

レベル５
完全運転自動化
（限定条件なし）

システムが全ての運転タスクを実施。

レベル４
高度運転自動化
（限定条件あり）

システムが全ての運転タスクを実施。

レベル３ システムの高度化
加速・操舵・制動を全てシステムが行
い、システムが要請したときのみドライ
バーが対応する状態。

レベル２ システムの複合化 レベル１の組合せ・高機能化 LKAS+ACC

レベル１ 単独型
加速・操舵・制動のいずれかの操作を
システムが行う状態。

自動ブレーキ、
ACC、LKAS

レベル分け

表－1　自動運転システムの段階
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ブレーキをかけるシステム機能。
運転支援技術の作動イメージは、図－1の通りである。

新車登録台数に占める運転支援技術の普及状況（自
動ブレーキ、車線維持支援システム、定速走行・車間
距離制御装置）は、年々進展している（図－2）。ま
た、上記以外には、ペダル踏み間違い時加速抑制装
置(Acceleration�Suppression�Device�when�Pedaling�
Mistake)、自動車線変更支援（LCA：Lane�Change�
Assist）、自動駐車システム（Automatic� Parking�
System）などがある。

４．走行実験の実施

４．１　実験日

令和元年12月9日(月)～10日(火)に、運転支援装置
搭載車両の走行実験を行った（表－2）。運転支援装置
搭載車両については、レンタルにより10台を調達し
た。走行区間は、苫小牧寒地試験道路及び周辺の公道
（苫小牧東部地域内、全長：約21km）とし、道路階層
別に高速道路、国道、道道、市道、試験道路を含んで
いる（表－3、図－3）。なお、実験当時、路面状態は、
湿潤もしくは乾燥であった。

４．２　対象道路の区画線の状態の計測

実験開始前に、対象道路区間の区画線（9区間20箇所）
について、目視による剥離率の判定、及び反射輝度値
の計測により、5段階にランク分けした6)。区画線の
反射輝度の測定については、反射輝度計（MIROLUX7、
写真－1）により、対象道路の各区間内3箇所において
3回計測し、平均値を用いた。

(1) 車線維持支援システム

(2) 定速走行・車間距離制御装置

(3) 自動ブレーキ

図－1　運転支援技術の作動イメージ
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図－2　運転支援技術の普及状況5)

（国土交通省調べ）

実 験 日 時  間  帯 車 両 被験者
令和元年12月9日(月)

〜10日(⽕)
午前・午後・
夕方・夜間

10台 10人

表－2  実験概要

高速道路 ① 日高自動車道 4.0km
国道 ① 国道235号 3.2km

② 国道234号 4.5km
道道 ① 道道129号 1.5km
市道 ① 柏原開拓道１号線 1.3km

② 柏原開拓道１号線 1.8km
③ 東部2条通 2.0km

2.7km苫小牧寒地試験道路

表－3  対象道路

写真－1　反射輝度計（MIROLUX7）
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区画線のランク分けについては、参考文献6）に示
された目視評価のランク分け（5段階）を用いた（表

－4）。各ランクの状態について補足すると、以下の通
りである。
・ランク５～�標示全体が維持されており、摩耗が少な

く、剥離が見られない。経時による塗膜
の劣化が見られない。

・ランク４～�摩耗の進行と若干の剥離が見られるが、
標示全体の形状は維持されている。割
れ、クラック等の経時による劣化がわず
かに見られる程度である。

・ランク３～�摩耗または剥離により、標示の中に舗装
路面の露出が見られる。標示全体の形状
は維持されている。摩耗、剥離が少ない
塗膜での経時による表面の劣化、割れ、
クラックが見られる。

・ランク２～�摩耗または剥離が進行し、標示の形状に
不鮮明な部分が見られるようになる。摩
耗等の少ない塗膜では、経時による表面
の劣化、割れ、クラックが顕著である。

・ランク１～�摩耗または剥離が進行し、標示の形状、
機能がほとんどない。経時による表面の
劣化、割れ、クラックが著しい。

本実験の対象道路（9区間、20箇所）について、区
画線ランクと反射輝度値の計測結果は、図－4の通り
である。区画線の反射輝度値の測定は、外側線並びに
中央線、それぞれについて行った。区画線の目視評価
のランクが小さくなるに従って、反射輝度値も減少す
る傾向が確認された。

高速道路①

国道①  国道②

 市道①  市道②

市道③ 道道① 

図－3  対象とした道路階層/走行区間と区画線の状態

    
目視評価ランク 剥離率

（％）
反射輝度値
（mcd/lx･㎡）

5 0〜5 176〜215

4 5〜20 94〜277

3 10〜60 54〜183

2 40〜95 25〜98

1 90〜95 8〜45

表－4  区画線のランク分け
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図－4  区画線ランクと反射輝度値の関係
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４．３　運転支援技術の稼働に関する評価

走行区間を9区間に分割した。それぞれの区間にお
いて、運転支援装置の作動状況を5段階（5：作動した
（8割を超える）、4：大体作動した（6～8割）、3：時々
作動した（4～6割）、2：たまに作動した（2～4割）、1：
作動しなかった（2割未満））にランク分けし、被験者
からアンケート形式で評価してもらった（図－5）。作
動状況については、ドライバーの運転席の表示に基づ
き、被験者が確認・評価した。対象とした運転支援装
置の機能は、車線維持支援システム、定速走行・車間
距離制御装置、自動ブレーキとした。

被験者は、車線維持支援システムの作動状況につい
て、表－3に示す対象道路の区間毎にアンケート様式
に記入した。以降、車線維持支援システムの作動状況
に着目し、道路区画線条件について述べる。

５．走行実験の結果

５．１　 道路階層/走行区間別の車線維持支援システ

ムの作動状況

本実験の走行区間は、高速道路、国道、道道、市道、試
験道路と異なる道路階層を含んでいる。各道路階層区
間を運転支援装置搭載車両が走行したときの車線維持
支援システムの作動状況は、図－6に示す通りである。
なお、作動状況については、ほぼ確実に作動した作
動率A（RA）を示し、以下の式(1)による。
　RA＝A5／N    �� ………………………　(1)
ここで、
　RA :作動率A
　A5 :作動状況5の回答数
　N :全体の車両台数

本実験の対象とした道路階層と走行区間は、図－3

に示す通りである。例えば、各道路階層・区間につい
ては、以下のような条件の違いがある。
1)高速道路：往復分離（アクセスコントロール）
　　　　　　自動車専用
　　　　　　区画線の管理レベルが高い
2)国道①：　往復分離構造
　　　　　　区画線の管理レベルが中程度
3)国道②：　往復非分離
　　　　　　区画線の管理レベルが中程度
4)市道①：　往復非分離
　　　　　　区画線の管理レベルが低い
　　　　　　（中央線見えるが、外側線消えている）
5)市道②：　往復非分離
　　　　　　区画線の管理レベルが低い
　　　　　　（中央線・外側線ともに剥離が著しい)
6)市道③：　往復非分離
　　　　　　区画線の管理レベルが中程度
　　　　　　（中央線・外側線ともに見える）
7)道道①：　往復非分離
　　　　　　区画線の管理レベルが中程度
　　　　　　（中央線見えるが、外側線は剥離）

５．２　区画線ランクと車線維持支援システムの作動

５．１の道路階層／走行区間別の車線維持支援シス
テムの作動状況を踏まえ、道路の区画線ランク（外側
線並びに中央線）と車線維持支援システムの作動状況
を調べると図－7並びに図－8を得た。車線維持支援シ
ステムの作動率は、前述の式(1)による。

車線維持支援システム定速走行・車間距離制御装置

図－5  運転支援装置の作動の事例

（作動有り：緑色、作動無し：白色）
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グラフ中に多項式近似式を示しているが、外側線に
おける決定係数R2は0.6493となり、比較的高くなった。
また、中央線における決定係数R2は0.1009となり、や
や低くなった。この結果から、車線維持支援システム
の作動は、中央線並びに外側線の両方について車両が
認識することが条件であり、作動状況は外側線のレベ
ルに依存することが大きいことが分かった。

図－9は運転支援装置作動時の追従走行事例である
が、車両は定速走行・車間距離制御装置並びに車線維
持支援システムの機能により、車間距離を一定に保ち、
かつ車線の中央の位置を走行していることが分かる。
他方、図－10は運転支援装置未作動時の追従走行事例
であるが、前車と後車との車間距離と車線内の横断方
向の走行位置もばらついている。

６．まとめ

苫小牧寒地試験道路及びその周辺の公道において、
市販車の運転支援装置を使用した走行実験を行った。
代表的な機能である車線維持支援システムに着目し、
作動するときの道路区画線条件を整理したところ、以
下が明らかになった。
(1)�道路階層別にみると、高速道路（自動車専用道路）
区間での車線維持支援システムの作動状況は高い
ことが確認された。他方、往復分離構造や区画線
の管理レベルが高い一般道路においても、路面条

y = 0.1442x2 - 0.515x + 0.3893

R² = 0.6493
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図－7  区画線ランクと車線維持支援システムの作動（RA）

（外側線）

車間距離は一定、

かつ車線の中央

を走行。 

図－9　運転支援装置作動時の走行

（苫小牧寒地試験道路：バックストレート）

図－8  区画線ランクと車線維持支援システムの作動（RA）

（中央線）

車間距離と車線

内の横断方向の

位置もばらつい

ている。

図－10　運転支援装置未作動時の走行

（苫小牧寒地試験道路：ホームストレート）
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件が良好なときは、車線維持支援システムが作動
する。

(2)�一般道路においては、外側線並びに中央線ともに、
管理レベルが高いときに、車線維持支援システム
が作動する。

(3)�区間線ランクは、目視評価及び反射輝度測定によ
り5段階にランク分けした。車線維持支援システ
ムについては、区画線ランク4以上において作動
状況が高くなった。他方、区画線ランク3以下で
は作動率が低くなった。
以上から、運転支援装置の作動が想定される道路（自
動車専用道路など）では、外側線並びに中央線ともに
区画線ランク4以上の管理が求められる。
また、今後の展開として、安定した自動走行を支援
するための道路条件（冬期路面条件など）について、
引続き検討を進めていく所存であるので、関係各位と
の連携を深めていきたい。
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