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凍結防止剤散布の現地作業判断支援技術に関する研究
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我が国では、昨今の厳しい財政事情によって道路の維持管理費が削減され、冬期道路管理において
も一層の効率化が急務とされており、その一環として凍結防止剤のより適正な散布が求められている。
このような中、作業経験が豊富なオペレータ（以下、熟練オペ）によって現地での散布作業が行われて
いるが、
熟練オペがどのような情報を基に現地の路面状況判断を行っているのか未解明な部分が多い。
また、近年は熟練オペの高齢化や離職が進んでいる他、新たなオペの確保や育成も困難になっており、
今後、経験の浅いまたは経験の無いオペ（以下、未熟オペ）が作業を行うことになれば冬期路面管理作
業の質の低下が懸念される。
著者らは、凍結防止剤散布作業においてオペの熟練度に左右されず、的確な状況判断を可能とする
ための支援技術を構築し、冬期路面管理作業の正確性の確保および向上に資することを目指している。
そこで、本研究では凍結防止剤散布作業時における熟練オペおよび未熟オペの路面状況認知、判断、
散布作業の正確性および主観的メンタルワークロードを計測し、両者の違いを把握するとともに、車
内に搭載した情報端末による情報提供がオペの路面状況認知、判断、散布作業の正確性向上および主
観的メンタルワークロードの改善に寄与するか否かを調べた。本稿では、当該研究でこれまで得られ
た結果と今後の展望について述べる。
《キーワード：判断支援、情報提供、オペレータ、メンタルワークロード》
Due to recent severe financial circumstances in Japan, road maintenance budgets are reduced.
Therefore more efficient and also effective winter maintenance activities are demanded including
more appropriate anti-freezing agent spreading. On the other hand, it is not enough clear what
kind of information and/or judgment resource is used by the expert operator for spreading
activity. Also in recent years, aging and turnover of expert operator is occurring and it is also
becoming difficult to recruit and train new operators. If non-expert operator performs the
spreading activity in the future, the deterioration of winter road surface maintenance activities is
concerned.
In this study, in order to contribute to the improvement of winter maintenance activities, the
authors intend to develop a decision support technology where the operator can decide correctly
the spreading of anti-freezing agent regardless of experience. To this end a series of test were
conducted to measure the expert and non-expert operator’
s behavior and subjective mental
workload performing road surface condition recognition and spreading operation. Furthermore, the
effects of onsite information providing on operator’
s road surface recognition and spreading
operation performance were examined.
《Keywords: Decision Support, Information Providing, Operator, Mental Workload》
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とするための支援技術を構築・提案し、冬期路面管理

１．はじめに

作業の正確性を確保・向上させることを目的とする。
道路管理の効率化とコスト縮減は、重要な課題であ

そのため、著者らは熟練度が異なるオペの路面状況の

り、道路管理者による冬期の凍結防止剤散布では、路

認知・判断および散布作業状況を被験者実験によって

面の「凍結が発生しやすい区間を対象とし、路面状況

計測・評価した。また、凍結防止剤散布車に搭載した

1）

に応じて散布を実施」 している。そのため、現地で

情報端末（タブレット）による情報提供がオペの路面状

の凍結防止剤散布オペによる路面状況の的確な判断が

態認知・判断および散布作業の正確性向上に寄与する

非常に重要である。

か否かおよびその度合も調査した。
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凍結防止剤散布について

道路管理者による冬期路面管理作業（凍結防止剤散
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２．１

布）の判断は、除雪等に関するハンドブック3，4）や冬期
路面管理マニュアル（案）5）等に記されているように、
当日の気象や現地の路面条件を把握し、これらを参考

2）

除雪オペの年齢構成と推移

にしながら必要な区間において凍結防止剤の散布を行
っている。具体的には、凍結防止剤を路線全線に散布

表－1

除雪機械に関する問題点2）
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するのではなく、凍結路面の発生しやすい箇所や凍結
が発生した場合に交通障害の程度が大きくなる区間を
重点管理エリアとして予め設定し、これらの箇所・エ
リアにおいて気象予報等に基づいた事前散布（凍結予
防）や現地での目視確認による事後散布（雪氷融解）を
行い、作業の効率化に努めている。また、道路管理者
は路面管理作業等に関するオペ向けのトレーニング等
3）

も適宜行っており、オペの技能向上 ･ 維持に努めて

いる。しかし、最終的には現地のオペが路面状態を随
時判断しながら散布作業を行っているのが殆どで、そ
の判断と作業の妥当性・説明性には未解明な部分が多
い。

このような中、近年は新たなオペを確保・育成する
2）

このような中、近年では車載式光学路面状態判別セ

ことが困難 になっており、現在作業に従事している

ンサーの利用や散布作業の自動化6）が試行されるなど、

熟練オペに頼らざるを得ない状況にある（図－1および

現地オペの判断・作業を支援する技術の検討が進めら

表－1）
。また、これらのオペの高齢化も進んでおり、

れている。しかしながら、これらの技術は導入コスト

今後後継者を確保・育成できなければ、経験の浅いま

が高額等の理由もあり、実用化および普及まで進んで

たは経験のないオペ（以下、未熟オペ）が作業を行うこ

いないのが現状である。

とになるため、作業の質の低下が懸念される。このた
め、未熟オペでも現地にて的確に状況を判断し、正確

２．２

メンタルワークロードについて

な散布作業を可能とする支援技術
（現地状況判断支援

人間が行う仕事において、身体的活動が主となる活

技術）の早期開発が望まれる。しかし、これを実現さ

動であってもその活動は全て精神的負荷（メンタルワ

せるためには熟練オペと未熟オペによる能力の違いや

ークロード：以下、MW）であるとされている。この

情報提供による判断支援技術が散布作業にどのような

MW の概念・用語は ISO（国際標準化機構）において

効果をもたらすのかを明らかにする必要がある。

定義されている7）。

本研究では、凍結防止剤散布作業においてオペの作
業経験や熟練度に左右されずに的確な状況判断を可能
22

産業分野、航空分野、鉄道分野、自動車分野等では、
過剰な負荷がかかるような課題内容や長時間に及ぶ単
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純・単調な課題はヒューマンエラーにつながり、作業

指標として採用した。NASA-TLX は、精神的要求、

効率の低下や事故の要因になるとして、作業中におけ

身体的要求、忙しさ、努力、達成度および不満度の6

8）

る人間の負担に関する様々な研究 が既に行われてい

項目の評価尺度から構成されている。しかしながら、

る。この負担の把握・評価には、上記の MW が用い

NASA-TLX は高度な知識を有する宇宙飛行士の主観

られている。特に、自動車運転中における運転者の

的 MW を測定するために開発されたものであり、一

MW に関しては、様々な研究が既に国内外で行われて

般のドライバー、建設作業員等を対象としたものでは

いる

9、10）

。しかし、道路の維持管理作業に従事するオ

ない。原形の NASA-TLX の評価プロセスや6項目の

ペについては、これらの課題処理能力を MW によっ

評価尺度を一般の被験者が理解するのは相当の時間が

て評価した例は著者らの知る限り見受けられない。本

必要になる。芳賀8）、Tokunaga ら10）、三宅12）は、6項

研究では、凍結防止剤散布の現地作業判断支援技術の

目の説明を簡易化・具体化している。これらの既往研

構築に向けて、凍結防止剤散布作業におけるオペの課

究を踏まえ、本研究においても凍結防止剤散布オペに

題処理能力を MW によって定量化および評価した。

分かりやすくするため、NASA-TLX の6項目の説明内

特定の課題を遂行する人間の MW は、客観的および

容 を 改 良 し た。 表 －2は、 本 研 究 に 用 い た NASA-

主観的に評価が可能であるが、それぞれには長所と短

TLX の6項目とそれらの説明内容を示す。被験者は、

所があるため、両者を同時に用いて調べることが望ま

アンケート用紙において与えられた各課題に対して尺

しい。客観的評価法は、更に行動的評価と生理的評価

度の「小さい・大きい」、「少ない・多い」又は「良い・

の二つに分かれる。行動的評価は、被験者の挙動（眼

悪い」の両極を持つ6項目の線分上に、評定尺度によ

球運動、反応時間等）を指標として評価するものであ

って○印で記入する。被験者が位置付けした○印は、

る。生理的評価は、被験者の心身反応（心拍、脳波、

分析時において0 ～ 10の数値に変換し、被験者の主観

発汗等）を指標として評価するものである。他方、主

的な評価を数値化する。

観的評価は、被験者本人または第三者がある課題に対

本研究では、6項目の評価尺度の平均値を NASA-

し自身の行動や心理状態を評価するものである。これ

TLX 総合値とし、被験者の主観的 MW の値として用

らは、ヒアリングやアンケート形式により、実験担当

いた。被験者は、NASA-TLX 式アンケート用紙にお

者が予め設定した評価尺度に基づいて主観的に評価し

いて路面判別のみ、路面判別＋散布（情報なし）および

てもらう方法が最も多い。本研究では、客観的評価法
と主観的評価法の両者を用いて凍結防止剤散布におけ
るオペの MW を評価することとした。

表－2

NASA-TLX を構成する評価尺度とそれらの説明
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客観的評価法による MW の把握

本研究では、客観的評価法として行動的評価を採用
した。具体的には、被験者に車内助手席から前方の路
面状態を判断させ、予め設定した凍結防止剤散布区間
に対し、前方の散布すべき区間を認知・判断した地点
（認知距離）
、散布を開始した地点（散布開始距離）およ
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３．研究手法
３．１
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び散布を終了した地点
（散布終了距離）の計3地点（距
離）
を計測・評価した。また、車内に設置したタブレッ
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ト端末によって路面状態等の情報を与えた場合と与え
なかった場合による各距離の違いを比較した。
３．２

主観的評価法による MW の把握

主観的評価法として、被験者本人によるアンケート
形式を採用した。具体的には、Hart ら11）が開発した
NASA-Task Load Index（以下、NASA-TLX）を評価
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路面判別＋散布
（情報あり）の3つの課題について評価
した。
３．３

調査方法

３．３．１

実験実施場所・日時

本研究の実験は、平成27年2月2日～ 5日の4日間、夜
間（18：00 ～ 23：00）において、当研究所が所有する
苫小牧寒地試験道路で行った。当該試験道路は、延長
2,700m の長円形周回路で、アスファルト舗装された
直線部2区間
（片側2車線区間1,200m および片側1車線

写真－1

実験に用いた凍結防止剤散布車

1,200m）および半径50m の曲線部2区間によって構成
されており、各車線の幅員は3.5m で直線部は2％の横
断勾配を有する。なお、実験コースとなった周回路に
おいて街路灯等の照明施設はない。
３．３．２
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被験者（未熟オペ・熟練オペ）
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被験者は、全員が建設作業員で未熟オペ12名
（平均
年齢48歳、全員が散布作業歴なし）
、および熟練オペ
12名
（平均年齢51歳、平均散布作業歴9年）
、計24名と
した。なお、被験者全員が男性で自動車運転免許証保
有者
（視力0.7以上）
であった。
３．３．３

実験に用いた車両と装置

写真－2

助手席付近に設置した各機器

本実験には、道路管理者が実道において実際に凍結
防止剤散布に使用している同等仕様の凍結防止剤散布
車
（4.0㎥が積載可能な6×6駆動車）を用いた
（写真－
1）
。なお、当該車両は日常的に凍結防止剤散布車を運
転している職業ドライバーが運転した。当該散布車に
は、被験者の行動
（認知・判断や散布作業）を計測する
ため、車内に凍結防止剤散布制御装置を模した液晶タ
ッチパネルをダッシュボード前（助手席右前方）に設置
し、散布量設定ボタン
（0 ～ 50g）
および散布 ON・OFF
ボタンを画面上に表示して被験者がこれらを簡単に操
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作できるようにした
（写真－2）
。液晶タッチパネルに
表示された各ボタンの操作は、加速度計、三軸ジャイ
ロおよび GPS（静止精度≒3m）が備わった記録装置に
10Hz（0.1秒間隔）
で記録収集した。
３．３．４

情報端末

図－2

情報端末による路面状態の情報表示例

被験者に路面状態や重点管理エリア等に関する情報
を提供するため、情報端末
（7インチタブレット）を前

オペに伝えた。当該ソフトウェアは、実際の道路で使

述の車両のダッシュボード上（助手席左前方）に設置

用する場合は、路線の基本情報（交差点、橋梁、トン

し、画像および音声で最大200m 先までの情報が提供

ネル坑口等）、道路管理者が Web-GIS 上で予め設定し

可能なアプリケーションをインストールした（図－2）。

た重点管理エリアに関する情報および既往のシステム

なお、このソフトウェアには予め設定した実験コース

による道路気象予測情報等が通信サーバーを介してリ

のレイアウトに従って路面状態および重点管理エリア

アルタイムに提供されることを想定してプログラミン

の測位等を組み込み、コース後半において前方の凍結

グされている。

路面および湿潤路面の存在を画像と音声（ビープ音）で
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３．３．５

実験コース概略図および凍結・湿潤路面のレイアウト例

実験コースおよび走行方法

て作製した（写真－4）。

本実験は、前述の苫小牧寒地試験道路周回路2,700m

情報端末による路面状態および重点管理エリアの情

全区間を実験コースとして使用し、凍結防止剤散布車

報提供は、実験コース後半で行った。なお、凍結防止

は実験コースの KP0.3付近を起終点として反時計周り

剤散布車による実験コース内の走行速度は、30km/h

で走行した
（図－3）。

とした。

実験コースの路面状態は、乾燥路面を主とし、コー
ス内の前半と後半の直線部に約400m の重点管理エリ
アをそれぞれに設けた。本実験では、この重点管理エ
リア内の湿潤路面または凍結路面においてのみ散布作
業を行うこととし、各エリアに湿潤路面を1区間（約
100m）
、または凍結路面を1区間
（約100m）敷設した。
更に、重点管理エリア外にも上記同様の湿潤路面区間
および凍結路面区間をそれぞれ1区間ずつ設けた。な
お、重点管理エリアおよび凍結路面区間・湿潤路面区
間の配置は、毎日ランダムに変更した。
凍結路面は、日没後の気温低下（氷点下）を待ち、実

写真－4

湿潤路面の作製状況（散水＋水溶液散布）

験開始前に散水車で真水を指定区間に散水し作製した
（写真－3）
。湿潤路面は、凍結路面作製時と同じ要領

３．３．６

被験者に与えられた課題

で指定区間に散水した直後に路面が凍結しないよう水

被験者には、路面状態を常に判断する（以下、路面

溶液散布車で塩化カルシウム水溶液を同区間に散布し

判別）および路面判別を行いながら散布作業を行う（以
下、路面判別 + 散布）という2つの課題を与えた。
路面判別の具体的な課題内容は、実験コース内走行
時に前方の路面状態を常に観察し、予め野帳に記載さ
れた重点管理エリア内にて前方に散布を必要とする路
面状態（凍結または湿潤路面）を認知次第、速やかに凍
結防止剤散布装置の散布量を設定するものとした。こ
の時の凍結防止剤散布量設定は、凍結路面で30g/ ｍ2
および湿潤路面で20g/ ｍ2とした。次いで、路面判別
+ 散布の具体的な課題内容は、散布を必要とする区間
の起点・終点で散布 ON・OFF ボタンを操作するもの
とした。なお、車内に設置した情報端末から前方の路

写真－3
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面状態等に関する情報提供があった場合は、これを参
25

考にしながら上記課題を遂行して良いこととした。
３．３．７

認知距離、散布開始・終了距離の定義

本実験では、前方の凍結防止剤を散布すべき区間の
起点（Kp1）に対し、被験者が認知
（散布量を設定）した

次に、被験者は凍結防止剤散布車の助手席に乗り、
散布装置の位置・操作方法等を確認した後、実験コー
スの起点から終点に向けて与えられた課題を遂行しな
がら一周した（写真－5）。

地点までの差を認知距離とした
（図－4）
。また、Kp1に

走行終了後、被験者は待合室に戻り、本実験で課せ

対し、散布 ON ボタンを操作した地点との差を散布開

られた課題に対する、主観的 MW 評価方法について説

始距離とした。更に、凍結防止剤を散布すべき区間の

明を受けた後、散布作業によって感じた主観的 MW に

終点
（Kp2）に対し、散布 OFF ボタンを操作した地点

ついて所定の質問用紙に記入した。この時、実験内容

の差を散布終了距離とした。

の漏えいを避けるため、実験前と実験後の被験者が交
わらないように工夫した。
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図－4

認知距離、散布開始・終了距離の概略図

４．１

認知距離、散布開始・終了距離について

本研究において行われた4日間の実験から、3日分
（18人分）の距離データを得ることができた。残りの1
日（6人分）の距離データは、実験初日の際に計測記録
装置に不具合が発生したため、データが取得できなか

３．３．８

実験手順

被験者は、試験道路観測室（被験者待合室）にて、実

った。表－3、4、5は、熟練度別および情報の有無に
よる認知距離、散布開始距離および散布終了距離の標

験担当者から配布された質問用紙に氏名、運転歴、年

本数、平均値、標準偏差（以下、σ）等を示している。

間走行距離、散布オペ経験の有無（有の場合は年数）等

また、図－5、6、7は認知距離、散布開始距離および

を記入した後、本実験の目的、実験内容、実験手順、

散布終了距離の全データの百分位数（以下、パーセン

個人情報保護に関する事項および安全確保に関する留

タイル）を箱ひげ図で表したものである。箱の左端は、

意点について文章および口頭で説明を受け、実験協力

全データの25パーセンタイル、右端は75パーセンタイ

承諾書用紙に同意の署名をした。

ルおよび箱の中の線は50パーセンタイルを示す。箱か

被験者待合室にて、被験者は実験コース内で使用す

ら延びるひげの端は箱の幅の1.5倍以内にある最小値・

る散布制御パネルの操作方法について書面および口頭

最大値までの距離を示す。最小値以下・最大値以上の

で説明を受けるとともに、実験全体の流れについて実

値ははずれ値として「○」で表し、異常値は「＊」で

験担当者とともに確認した。また、本実験では熟練度

示す。

による差を明確にするために、熟練オペには試験実施

４．１．１

前に予め用意した周回路のビデオ画像を数回見せ、走
行経路及び重点管理エリアを熟知してもらった。

認知距離

表－3、図－5は、熟練度別および情報の有無による
未熟オペおよび熟練オペの認知距離を示す。
未熟オペの情報なしによる平均認知距離は－13m
（σ =5m）と Kp1までの距離が非常に短かった。また、
未熟オペの9人中4人しか Kp1通過前に前方の路面状
態を認知できず、認知漏れが目立った。他方、熟練オ
ペの情報なしによる平均認知距離は－93m（σ =91m）
と長く、未熟オペとは異なった。また、熟練オペ9人
中7人が Kp1通過前に前方の路面状態を認知し、未熟
オペより認知漏れが少なかった。但し、上記のとおり
熟練オペの認知距離のσを見るとばらつきが大きく、
情報なしの認知距離に個人差があると言えた。

写真－5

凍結防止剤散布車の実験コース走行状況

情報ありの場合、未熟オペの平均認知距離は－40m
（σ =82m）と情報なしの時より長くなった。また、未
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表－3

熟練度別および情報の有無による認知距離

認知し、情報なしと比べて認知漏れが低減した。しか
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熟オペの9人中6人が Kp1通過前に前方の路面状態を
しながら、認知距離のσを見るとばらつきが大きく、
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＝75m）
と情報なしの時より短くなった。この結果から、

情報の効果には個人差があると言えた。他方、熟練オ

情報が熟練オペの認知プロセスにどのような影響を及
ぼしたのかは不明である。なお、熟練度および情報の
有無による有意差について分散分析（両側検定）を行っ
たが、統計的有意な差は認められなかった。
４．１．２

散布開始距離

表－4、図－6は、熟練度別および情報の有無による
未熟オペおよび熟練オペの散布開始距離を示す。未熟
オペによる情報なしの平均散布開始距離は－20m（σ
=34m）で熟練オペが0m（σ =25m）だった。また、情
報ありの場合は、未熟オペが20m で熟練オペが10m
だった。何れも、両者ともに平均散布開始距離が ±
20m 内に留まった。更に、熟練度および情報の有無
による有意差について分散分析（両側検定）を行った
図－5

熟練度別および情報の有無による認知距離

が、その結果にも統計的有意な差は認められなかった。
４．１．３

散布終了距離

表－5、図－7は、熟練度別および情報の有無による
表－4

熟練度別および情報の有無による散布開始距離

表－5

熟練度別および情報の有無による散布終了距離
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図－6 熟練度別および情報の有無による散布開始距離

寒地土木研究所月報

№759

2016年８月 

ᖹᆒ್
䠄㼙䠅

୰ኸ್
䠄㼙䠅

ᶆ‽೫ᕪ
䠄㼙䠅

㻥

㻤㻜

㻡㻜

㻝㻝㻠

㻤

㻠㻥

㻜

㻤㻤

䛺䛧

㻤

㻟㻝

㻝㻡

㻠㻣

䛒䜚

㻥

㻙㻢

㻙㻝㻜

㻥

ᶆᮏᩘ

図－7 熟練度別および情報の有無による散布終了距離
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未熟オペおよび熟練オペの散布終了距離を示す。

表－6

熟練度別および情報の有無による主観的 MW

未熟オペによる情報なしの平均散布終了距離は80m
（σ＝114m）と Kp2を大幅に過ぎており散布終了操作
の遅れが目立った。他方、熟練オペの平均散布終了距
離は31m（σ＝47m）
と未熟オペに比べて散布終了操作
の遅れが短かった。
情報ありの場合、未熟オペの平均散布終了距離は
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49m
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と情報なしの時より短縮した。しかし、
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熟練オペの情報なし時の終了距離よりも長くばらつき
も大きかった。他方、熟練オペの散布終了距離は－6m
（σ =9m）
で情報なしに比べて短くなり、熟練度および
情報の有無の中で最も小さい値を示した。以上の結果
から、情報提供によって熟練オペの場合は作業の正確
性が向上したと言えるが、未熟オペの場合は情報提供
による効果に個人差があり、Kp2に関する情報の内容
が分かり難かった可能性があると考えられる。
熟練度および情報の有無による有意差について分散
分析
（両側検定）
を行った。その結果、熟練度による統
計的な有意差は認められなかったが、情報の有無では
有意差
（F（1，14）= 10.693, p < 0.05）が認められた。
４．２

主観的 MW について

図－8

熟練度別および情報の有無による主観的 MW

表－6、図－8は、熟練度別および情報の有無による
未熟オペおよび熟練オペの主観的 MW を示す。
路面判別のみ
（情報なし）の平均主観的 MW は、未
熟オペが4.9点
（σ =1.7点）および熟練オペが4.6点（σ

有意差は認められなかったが、課題間では有意差（F
（2，22）= 17.040, p < 0.05）が認められた。

=2.1点）
だった。

以上の結果から、熟練度による変動の差はあるが、

次いで、路面判別＋散布（情報なし）の平均主観的

路面判別＋散布（情報なし）と路面判別＋散布（情報あ

MW は、未熟オペが5.5点
（σ =2.0点）および熟練オペ

り）の主観的 MW の差は著しく、情報による主観的

が4.7点
（σ =2.4点）となり、未熟オペ・熟練オペとも

MW の軽減が両者に現れ、情報提供の有用性を主観

に主観的 MW が3課題の中で最も上昇した。特に、未

的側面から定量的に示すことができた。

熟オペの主観的 MW は、路面判別のみ（情報なし）か
らの増分が0.6点と熟練オペの増分
（0.1点）に比べて大

５．まとめと今後の課題

きい。これは、慣れない散布作業が未熟オペの主観的
MW 増に大きく影響したと考えられる。

本研究では、冬期路面管理の一環である凍結防止剤

他 方、 路 面 判 別 ＋ 散 布（ 情 報 あ り ）の 平 均 主 観 的

散布作業においてオペの作業経験や熟練度に左右され

MW は、未熟オペが3.3点
（σ =1.9点）および熟練オペ

ない的確な路面状況判断が可能な支援技術の確立を目

が3.7点
（σ =2.2点）となり、未熟オペ・熟練オペとも

指すため、凍結防止剤散布作業時において熟練度が異

に主観的 MW が3課題の中で最も低下した。特に、未

なるオペの路面状況の認知・判断および散布作業状況

熟オペの主観的 MW は、路面判別 + 散布
（情報なし）

を被験者実験によって計測・評価した。また、凍結防

からの減少が2.2点と熟練オペの減少
（1.0点）に比べて

止剤散布車に搭載した情報端末による情報提供がオペ

大きく、情報が未熟オペの主観的 MW 低減に大きく

の路面状態認知・判断および散布作業の正確性向上に

寄与したと考えられる。

寄与するか否かおよびその度合も調査した。その結果、

熟練度および課題間の有意差について分散分析（両
側検定）を行った。その結果、熟練度による統計的な
28

以下の知見を得ることができた。
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が非常に短く
（認知が遅い）、散布終了についても

・

遅れを示した。また、未熟オペは路面判別のみか

4） M i n n e s o t a L o c a l R o a d R e s e a r c h B o a r d :

ら路面判別＋散布（情報なし）の主観的 MW の増

Minnesota Snow and Ice Control – Field

分が大きかった。

Handbook for Snowplow Operators, Second

熟練オペは、情報なし時の散布区間を認知した地

Edition, http://www.mnltap.umn.edu/

点にばらつきを示したが、散布を開始・終了した

publications/handbooks/documents/snowice.pdf,

地点の正確性が比較的高かった。また、熟練オペ

October 2012

の主観的 MW は、路面判別のみと路面判別＋散
布
（情報なし）
間で増加したが、未熟オペに比べて
変動が少なかった。
・

2013

5） 北海道開発局建設部道路維持課：冬期路面管理マ
ニュアル（案）、平成9年11月
6） Tho mps o n G r e go r y e t a l .: C l e a r Road s –

情報提供による効果は、オペの熟練度によって違

Developing a Totally Automated Spreading

いはあるが、情報提供が凍結防止剤散布作業にお

System, Final Report, http://clearroads.org/wp-

ける認知・判断、散布作業の正確性向上および主

content/uploads/dlm_uploads/11-03-Totally-

観的 MW の改善に寄与していることを確認した。

automated-spreader_final_report.pdf, February

今後は、実道での凍結防止剤散布作業において熟練
オペの認知・判断および作業の実態を確認するととも

2014
7） 青木和夫：ISO/TC159におけるメンタルワーク

に、引き続き試験道路での被験者実験を重ね、未熟オ

ロードの概念と定義および設計の指針、人間工学、

ペ・熟練オペの認知・判断と作業プロセスの差に関す

Vol. 29、No.6（‘93）、pp.339-342、平成5年9月

るデータの蓄積・分析および情報提供方法（画像・音声・

8） 芳賀繁：NASA タスクロードインデックス日本

タイミング等）による効果の検証を更に進め、凍結防

語版の作成と試行、鉄道総研報告、特集：人間科

止剤散布作業における現地状況判断支援技術の確立を

学、Vol.18、No.1、Pp.15-20、平成6年

目指す所存である。

9） De Waard Dick: The Measurement of Driver’
s
Mental Workload, The Traffic Research Centre
VSC, University of Groningen – The Netherlands,
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