技術資料

凍結防止剤散布支援技術が散布作業にもたらす効果について
徳永
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賢治

は、主観的・客観的に評価するよう推奨されている。

１．はじめに

そのため、本研究では凍結防止剤散布作業における被
道路管理の効率化とコスト縮減は重要な課題であ

験者のMWを主観的および客観的に評価している。主

る。道路管理者は、その一環として冬期の凍結防止剤

観的MWの評価には、Hartら 4）､ 5)が開発したNASA-

散布の場合は路面の「凍結が発生しやすい区間を対象

Task Load Index（以下、NASA-TLX）形式のアンケ

とし、路面状況に応じて散布を実施」 している。そ

ート票を用いている。また、客観的MWの評価には、

のため、現地での凍結防止剤散布オペレーター（以下、

被験者が前方の要散布区間を認知した地点（認知距

オペ）による路面状況の的確な判断が非常に重要であ

離）、路面状態に応じた散布量の設定状況（判断の的

る。このような中、近年は新たなオペを確保・育成す

中率）、散布作業時の注視点等を用いている。

1)

ることが困難 になっており、現在作業に従事してい
2)

る熟練オペに頼らざるを得ない状況にある。しかし、

２．２

実験概要

この熟練オペの高齢化も進んでおり、今後更に人材難

被験者実験は、2018年1月29日～2月1日の4日間、夜

やコスト縮減が進めば、経験の浅いまたは経験のない

間（18：00～23：00）において、当研究所が所有する

オペが作業を行うに留まらず、運転手がオペを兼ねる

苫小牧寒地試験道路で行った。当該試験道路は、延長

作業形態（一人乗車体制による運転＋散布）が想定さ

2,700mの長円形周回路で、アスファルト舗装された

れ、作業の確実性と安全性の低下が懸念される。

直線部2区間（片側2車線区間1,200mおよび片側1車線

寒地土木研究所では、オペの作業経験や熟練度に左

1,200m）および半径50mの曲線部2区間によって構成

右されず、かつ一人乗車体制でも安全で確実な凍結防

されており、各車線の幅員は3.5mで直線部は2％の横

止剤散布作業を可能とする支援技術の確立を目指して

断勾配を有する。なお、実験コースとなった周回路に

いる。そのため、著者らは試験道路における被験者実

おいて街路灯等の照明施設はない。

験において凍結防止剤散布支援技術が散布作業にもた
らす効果について調べている。2018年冬期の実験で
は、散布支援の有無・種別に①支援なし、②情報のみ、
③情報＋音声操作機能（以下、音操）および④情報＋
音操＋自動散布機能（以下、自散）による4つの試験
条件を設定し、これらの条件下における運転中の被験
者の散布作業状況の変化の有無・度合いを把握した。
本稿では、上記実験の概要、主な結果および今後の展
望について述べる。
図－1

実験コースと凍結・湿潤路面区間の配置例

２．研究手法
本実験では、試験道路周回路全区間を使用し、試験
２．１

車両は実験コースのKP0.3付近を起終点に反時計周り

凍結防止剤散布作業状況の評価方法

人間が行う作業において、身体的活動が主となる活

で周回路を約40km/hで走行した（図－1）。また、実

動であってもその活動は全て精神的負荷（メンタルワ

験コースの路面状態は乾燥路面を主とし、コース内

ークロード：以下、MW）であるとされている。この

の一部には100mの湿潤路面および凍結路面を各3区間

MWの概念・用語は、ISO（国際標準化機構） におい

（計6区間）人工的に作製した。被験者には、この内の

て定義されており、特定の課題を遂行する人間のMW

4区間において散布作業を行うよう予め指示した。な

3)
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9

お、散布作業を行うべき湿潤・凍結路面区間の指示は
散布支援の有無・種別毎に無作為に変更した。
実験に参加した被験者は、建設作業員8名とし、全
員が男性かつ自動車運転免許保有者、年齢は40～60代
（平均年齢53.0歳）であった。
実験には、写真－1に示す2トントラック（AT車・
平ボディ）を模擬散布車両として用い、当該車両を被
験者が運転し、助手席には実験担当者が同乗した。
写真－3

アイトラッキング装置

高画質ビデオ画像（1,920×1,080ピクセル）と注視点
座標を30Hzで計測記録した。
本実験では、散布作業支援のためのツールとして、
情報端末（7インチタブレット）を運転席右前方に設
置し、散布を要する湿潤・凍結路面区間の起点の約
200m手前から情報提供（音声＋画像）を開始するア
プリケーションをインストールした（図－2）。このア
プリケーションには、散布を要する湿潤・凍結路面区
間の位置が予め組み込まれており、走行中の試験車両
写真－1

実験に用いた試験車両

が散布を要する湿潤・凍結路面区間に近づくとその存
在を情報端末で被験者に伝えた。

被験者の行動を計測するため、凍結防止剤散布制御
装置を模した操作パネルを車内ダッシュボード前（運
転席左前方）に設置し、電源ボタン、散布量設定ボタ
ンおよび散布開始・終了ボタンを画面上に表示してこ
れらを運転中に画面タッチで操作できるようにした
（写真－2）
。なお、凍結防止剤散布制御装置の操作は、
GNSSを搭載する記録装置に10Hzで記録収集した。ま
た、フロントガラスには前方車両のブレーキランプを
模した赤色ランプを設置し、当該ランプ点灯から被験
者が自車のブレーキ操作を行うまでの反応時間を計測
した。更に、実験コース走行時における被験者の注視
点は、写真－3に示すアイトラッキング装置を用いて

図－2

情報端末による路面状態の情報提供例

当該実験では、上記情報を提供するアプリケーショ
ンの他に、音操および自散を可能にする機能を凍結防
止剤散布制御装置に加えた。
音操は、実験コース内の要散布区間において被験者
が操作パネルのボタンを手で操作することなく凍結防
止剤散布装置の制御が可能な音声認識・制御プログラ
写真－2

10

試験車両内に設置した各種機器

ムである。被験者は、
「電源ON」、
「30グラム」、
「開始」、
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「終了」等の単純な音声命令を運転中に発し、凍結防

認次第、速やかに試験車両のブレーキを作動させて
30km/hまで減速し、上記ランプが消灯後、40km/hに

止剤散布制御装置を操作した。
自散は、実験コース内の凍結防止剤散布を要する湿
潤・凍結路面区間において運転中の被験者が操作する

戻した。
被験者は、試験条件毎の練習走行後に本走行（1周）

ことなく、自動的に電源、散布量設定、散布開始・終

を行い、運転を兼ねた散布作業を実験コース内の4区

了が可能な自動散布制御プログラムである。被験者が

間において行った。また、NASA-TLXによる主観的

試験車両を運転し、散布対象区間を通過するだけで凍

MWの評価は一試験条件終了毎に行った。以上の手順

結防止剤散布制御装置が自動的に作動した。

に従った全実験は、被験者一人当り約120分を要した。

被験者には、実験コース内走行時に前方の路面状態
を常に観察しながら運転し、前方に凍結防止剤の散布

３．実験結果

を要する凍結または湿潤路面を認知次第、速やかに凍
結防止剤散布制御装置の電源を入れ、散布量を設定す
るよう指示した。この時の凍結防止剤散布量設定は、
湿潤路面区間で20g/m および凍結路面区間で30g/m
2

2

３．１

主観的MW

表－1に、散布支援の有無・種別による被験者の主
観的MWの標本数、平均値、標準偏差等を示し、図－

とした。なお、路面状態の判断が的中か否かの判定は、

3は散布作業支援の有無・種別による被験者の主観的

路面状態に応じて正しい散布量でセットされていれば

MWを箱ひげ図で示している。なお、当該図の箱の下

的中とした。次いで、湿潤・凍結路面区間の起終点で

端は全データの25パーセンタイル、上端は75パーセン

散布開始・終了を操作するものとした。以上の課題遂

タイルおよび箱の中の線は50パーセンタイル（中央

行において、情報のみ、情報＋音操および情報＋音操

値）を示す。また、箱から延びるひげの端は箱の長さ

＋自散の何れかによる散布判断・操作支援があった場

の1.5倍以内にある最小値・最大値までの距離を示す。

合、被験者はこれらを活用して運転中の散布作業を行

最小値以下・最大値以上の値は、はずれ値を「○」で

った。

表し、異常値は「＊」で示す。

２．３

表－1

実験手順

被験者は、被験者待合室にて実験担当者から配布さ
れた質問用紙に氏名等を記入した後、本実験の目的、
実験概要、個人情報保護に関する事項および安全確保
に関するに留意点について説明を受け、実験協力承諾
書用紙に同意の署名をした。その後、実験コース、試

散布支援の有無・種別による主観的ＭＷ
主観的MW

支援有無・
種別
支援なし
情報のみ
情報+音操
情報+音操+自散

標本数

平均値
（点）

中央値
（点）

標準偏差
（点）

8
8
8
8

5.2
3.5
2.2
1.2

5.3
3.4
2.3
1.0

1.6
0.9
0.9
0.8

験車両、車内の各種装置等に関する説明を受け、完全
に理解するまで各事項を繰り返し確認した。また、主
観的MW評価用のNASA-TLXについても説明を受け、
アンケート票の記入要領等について習得した。その
後、注視点計測のためにアイトラッキング装置を被験
者に装着し、調整および動作確認を行った。
被験者は、実験コース起終点に停車した試験車両の
運転席に乗り、車載情報端末、散布制御装置の位置確
認や操作方法について助手席に同乗した実験担当者と
確認した。
上記確認を終えた後、実験担当者の説明や指示に従
いながら40km/hで実験コースを周回し、湿潤・凍結
路面6区間中、スタート前に指示された4区間において

図－3

散布支援の有無・種別による主観的ＭＷ

散布作業を実施する練習走行を行った。また、実験担
当者は実験コース走行中に模擬ブレーキランプを無作

支援なしにおける被験者の平均主観的MWは、5.2

為に2回点灯（約3秒／回）させ、被験者はこれを確

点となり、4つの条件の中で評価点（精神的負荷）が
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最も高かった。また、散布支援が情報のみの時の平均

が大きく伸びた。また、散布支援が情報＋音操の時の

主観的MWは3.5点となり、情報提供によって被験者

平均認知距離は-110mとなった。なお、情報＋音操＋

の主観的MWが軽減することを確認した。更に、散布

自散の場合は、湿潤・凍結路面区間の起点において電

支援が情報＋音操になると、被験者の平均主観的MW

源ON・散布量設定・散布ONが自動的かつ同時に作動

は2.2点となり、主観的MWが情報のみの時より更に

したため、平均認知距離を0mとした。これらの結果

低下した。最後に、散布支援が情報＋音操＋自散では、

から、散布支援が情報のみおよび情報＋音操の場合、

被験者の主観的MWは1.2点となり、散布作業支援の

被験者は支援なしに比べてより手前で散布すべき区間

有無・種別の中で最も低下した。理由として、被験者

を認知できるようになり、散布判断のための時間的余

は運転中に散布作業を行う必要が一切なく、車両の運

裕ができたと考えられる。また、散布支援が情報＋音

転のみに専念できたためと考えられる。

操＋自散の場合、被験者は運転中に散布を要する区間
を認知する必要がなく、車両の運転のみに専念できた

３．２

と考えられる。

客観的MW

表－2は、散布支援の有無・種別による被験者の認

表－3および図－5は、散布支援の有無・種別による

知距離の標本数、平均値、標準偏差等を示し、図－4

被験者の路面状態の判断（散布量設定）の的中率を示

は散布支援の有無・種別による被験者の認知距離を箱

している。

ひげ図で示している。なお、本稿での認知距離とは、
湿潤・凍結路面区間の起点に対し、散布区間を認知し
て散布制御装置の電源を入れた地点までの距離を示す
ものである。
表－2

散布支援の有無・種別による認知距離
認知距離

支援有無・
種別

標本数

平均値
（m）

中央値
（m）

標準偏差
（m）

支援なし
情報のみ
情報+音操
情報+音操+自散

32
32
32
32

-87
-123
-110
0

-79
-120
-104
0

51
46
35
0

表－3

散布支援の有無・種別による判断の的中率
路面状態の判断

支援有無・
種別

標本数

的中
（件）

はずれ
（件）

的中率
（％）

支援なし
情報のみ
情報+音操
情報+音操+自散

32
32
32
32

13
28
31
32

19
4
1
0

41%
88%
97%
100%

図－5

散布支援の有無・種別による判断の的中率

支援なしの的中率は41％と最も低い結果を示した。
また、情報のみの的中率は88％であった。更に、情報
湿潤・凍結路
面区間の起点

＋音操の的中率は97％であった。なお、被験者の判断
が含まれない情報＋音操＋自散の的中率は100％とし
た。これらの結果は、情報のみおよび情報＋音操によ
る散布支援が被験者の路面状態の判断の的中率向上に

図－4

散布支援の有無・種別による認知距離

貢献することを示した。また、散布支援が情報＋音操
＋自散の場合、運転中の路面状態の判断（散布量の設

支援なしにおける被験者の平均認知距離は、-87m
であった。他方、散布支援が情報のみの時の平均認知
距離は-123mとなり、支援なしの時より平均認知距離
12

定）が不要となり、被験者はここでも運転のみに専念
できたと考えられる。
表－4は、散布作業支援の有無・種別による被験者
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表－4

散布支援の有無・種別による反応時間

表－5

反応時間

支援有無・
種別

標本数

平均値
（秒）

中央値
（秒）

標準偏差
（秒）

散布作業支援
有無・種別

支援なし
情報のみ
情報+音操
情報+音操+自散

15
16
16
16

1.6
1.4
1.2
1.2

1.3
1.3
1.2
1.2

0.6
0.7
0.3
0.4

情報のみ

支援なし
情報+音操
情報+音操+自散

図－7
図－6

散布支援の有無・種別による注視率（認知区間）

散布支援の有無・種別による反応時間

認知区間における注視率
道路・背景 散布制御装置

情報端末

車内

速度メーター

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）
（％）

83.5
77.9
82.3
84.9

5.4
8.4
9.2
6.2

7.0
9.0
4.3
3.1

3.2
5.4
4.8
4.6

0.0
3.6
4.1
2.8

0.0
2.9
2.4
2.7

0.9
1.0
0.9
0.8

1.8
1.2
1.6
2.2

8.6
8.5
8.4
8.3

3.6
4.4
6.7
4.1

散布支援の有無・種別による注視率（認知区間）

「車内」および「速度メーター」の5つの注視エリアに
分け、散布支援の有無種別に各エリアを注視した割合

の反応時間の標本数、平均値、標準偏差を示し、図－

を抽出した。

6は散布作業支援の有無・種別による被験者の反応時

支援なしでは、5エリアの中で道路・背景の注視率

間を箱ひげ図で示している。なお、本稿の反応時間と

最も高く、83.5％を示した。他方、散布制御装置・情

は、試験車両のフロントガラスに設置した模擬ブレー

報端末の注視率はそれぞれ7.0％および0.0％であった。

キランプ点灯から被験者が自車のブレーキ操作を行う

なお、車内・速度メーターの注視率についてはそれぞ

までの経過時間である。支援なしにおける被験者の平

れが0.9％および8.6％となり、その他の条件（情報のみ、

均反応時間は1.6秒であった。また、当該条件では模

情報＋音操および情報＋音操＋自散）においてもこれ

擬ブレーキランプ点灯の見落としが1件確認された。

らの値がほとんど変動することはなかった。

他方、散布作業支援が情報のみの時の平均反応時間は

情報のみでは、支援なしと同じく5エリアの中で道

1.4秒となり、支援なしの時より平均反応時間が短く

路・背景の注視率が最も高く77.9％を示したが、支援

なった。また、散布作業支援が音声＋音操の時の平均

なしより減少し、4条件の中で最も減少した。一方、

反応時間は1.2秒と更に短縮した。なお、散布作業に

散布制御装置・情報端末の注視率はそれぞれが9.0％

被験者の介入を要しない情報＋音操＋自散の場合は、

および3.6％となり、当該2エリア合計の注視率が増え

平均反応時間が1.2秒と情報＋音操の時と同じ結果を

たことを示した。

示した。これらの結果から、散布支援は被験者の反応

情報＋音操では、5エリアの中で道路・背景の注視

時間短縮やエラー（見落とし）の軽減に寄与している

率が最も高く、82.3％と情報のみより増加し、支援な

と考えられる。

しの注視率に近づいた。他方、散布制御装置・情報

表－5および図－7は、認知区間における散布支援の
有無・種別による被験者8名の注視率を示している。

端末の注視率は、それぞれが4.3％および4.1％となり、
当該2エリアで情報のみのそれより減少した。

なお、本項の認知区間とは、湿潤・凍結路面区間の起

情報＋音操＋自散では、他の条件と同じく5エリア

点約200m手前から散布制御装置の主電源ボタンを操

の中で道路・背景の注視率が84.9％と最も高く、4条

作するまでの区間を示すものである。

件の中においても最も高い注視率を示した。他方、散

当該実験では、被験者が試験車両の運転席から見た

布制御装置・情報端末の注視率は、それぞれが3.1％

前景を「道路・背景」、「散布制御装置」、「情報端末」、

および2.8％となり、当該2エリア合計の注視率が4条
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件の中で最も低かった。

実験の結果は限られた被験者数および外部要因等が制

以上の結果から、認知区間では散布支援の有無・種

限された条件下（試験道路）で得られたものであるた

別に関係なく道路・背景を注視する割合が5つのエリ

め、より実践的な条件等を踏まえた実験によるデータ

アの中で最も高いことが分かった。しかしながら、情

を蓄積し、更なる検証を進める必要がある。

報のみは散布制御装置・情報端末の注視率を支援なし

今後は、実際の凍結防止剤散布装置に散布支援技術

の時より増加させた。これは、注視を要する情報等に

（情報提供、音声操作機能、自動散布機能等）を搭載

よって被験者の注視点が道路・背景から情報端末等に

するためのアプリケーションプログラムや接続インタ

移動・滞留する頻度が増えたためと考えられる。他

ーフェースの設計・構築に取り組むとともに、試験道

方、情報＋音操は、散布制御装置・情報端末の注視率

路および実道においてこれらの支援技術を用いたより

を支援なしより増加させたが、情報のみほどではなか

実践的な被験者実験と取得データの分析を更に行い、

った。これは、運転中の被験者が散布制御装置を手で

支援技術がオペのMWにもたらす効果を考慮した安全

操作することなく音声を発して散布作業が可能になっ

で確実な凍結防止剤散布作業が可能な支援技術の確立

たため、情報端末や散布制御装置の注視率増加抑制に

に取り組む所存である。

寄与したと考えられる。また、情報＋音操＋自散は、
散布制御装置・情報端末の注視率を情報＋音操より更
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