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１．ま　え　が　き

国際連合欧州経済委員会（UN/ECE）が定める規則UN-

R46「間接視界に関する協定規則」1）が，2016年6月18日に

改定され，欧州では自動車のミラーをカメラモニタシステ

ム（Camera Monitor System：CMS）で代替することが可

能となった．この直後，我が国の国土交通省も道路運送車

両の保安基準第44条「後写鏡等」2）をUN-R46に合わせて改

定した．それに伴いトヨタ自動車が2018年10月にサイド

ミラーをCMSで代替したいわゆる電子ミラー車を世界に先

駆けて発売した3）4）．その後，米国運輸省道路交通安全局

（NHTSA）5）でも自動車メーカ2社からサイドミラーを代替

するCMSの認可申請（2018年10月時点）があり，米国自動

車安全基準（FMVSS）No.111の改定へ向けて動き出した．

従来のミラーと比較したCMSの潜在的な利点について

は，Terzis6），Schmidt et al. 7）などによると，（1）広角カメ

ラの利用により視野が広がり死角が減少する，（2）モニタ

は従来ミラーの制約を受けずに車内のさまざまな位置に配

置できる，（3）空力抵抗が低減し燃費が向上する，（4）夜間

走行や雨などの悪天候においても後方視界を確実に表示で

きる，などが挙げられている．これらの利点の中で，（1）

と（2）は安全性と快適性に直接影響する人間工学的な検討

課題を含んでいる．

ミラーをCMSで代替するにあたって，人間工学的に最も

重要な検討課題は，モニタによる後続車の距離と速度の知覚

精度が，ミラーに劣らないことを検証することであった．

UN-R46 の改定に先立って，ミシガン大学交通研究所

（UMTRI）8）～10）およびドイツ連邦道路交通研究所（FHRI）7）11）

ではミラーとモニタによる知覚が比較検討されている．こ

れらの研究によると，ミラーをCMSで代替しても距離と速

度の知覚は安全上問題がないと結論づけている．

例えば，二次元のモニタでは，ミラーのように調節や輻

輳よる奥行き知覚の手がかりが使えないが，車両の相対サ

イズ，視野内の垂直位置などから距離と速度をミラーと遜

色なく知覚できるとしている8）9）．これは，距離判断が求

められる後続車が20 m～80 m後方にあり，この距離では

調節や輻輳による奥行感度が低く，後続車の相対サイズと

視野内の垂直位置が支配的な手がかりとなる12）ためである．

むしろ，二次元のモニタではドライバが頭部を動かしても

画像内の相対的位置が変化しないことが相対サイズや視野

内の位置の高さを把握しやすくしている可能性もある．

Schmidt et al.7）11）は，車線変更時の後続車との安全間隔

（Last Safe Gap）を，ミラーとCMSでドライバに見積もら

せた結果，CMSの方が安全間隔を広くとる傾向があったと

している．つまり，ミラーよりCMSの方が安全側に判断す
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る傾向があった．

さらに，Schmidt et al.7）11），Mazzae et al.5）は，実車走

行実験を行いミラーからCMSへの変更には，ドライバに

ある程度の慣れが必要であるが，慣れるまでの時間は短く，

安全上問題にならないと結論づけた．

以上のような研究成果に基づいて，UN-R46はミラーを

CMSで代替可とした．CMSの人間工学的な側面に重心を

置いた規格として，ISO16505「道路車両－カメラモニタシ

ステムの人間工学および性能の側面」13）がある．しかし，

ISO16505は，基本的にUN-R46に準じており，従来ミラー

と同等の機能性を担保することを主眼に置いている．その

ためにCMSの潜在的な利点が必ずしも生かせない場合があ

る．特に，先に述べたCMSの潜在的な利点（1）の広角カメ

ラによる死角低減については，従来ミラーに準ずる表示倍

率制限があり，合流時や駐車操作時の一時的な変更時以外

は，さほど広角が使えないという問題がある．CMSを積極

的な死角低減に用いるためには，ドライバがCMSに要求す

る視野の大きさについての実験的な検討が必要である．

なお，ここでCMSの視野とは，ドライバの直接的な視野

ではなく，特定の大きさのモニタを介して見えるカメラで

切り出された後方視界の角度範囲である．すなわち，CMS

におけるカメラの視野，ないし画角である．したがって，

CMSの視野の変化は表示倍率の変化も伴う．これは従来ミ

ラーにおける凸面鏡の曲率の変化に相当する．

本研究では，サイドミラーを代替するCMSに要求される

視野の大きさを，サイドミラー下部のカメラで録画した後

方視界映像の視野の大きさをドライバに調整させることに

よって測定した．モニタは実車のダッシュボード上の左右

に配置して運転席から観察，調整した．CMSに要求される

視野の大きさは，走行環境，走行速度，ドライバの運転経

験，運転席側と助手席側の違いの影響を受ける可能性があ

り，それらをすべて実験変数とした．対象としたサイドミ

ラーは，車両カテゴリーM1，すなわち，乗用10人以下

（欧州9人以下）の必須サイドミラーのクラスⅢ1）とした．

２．方　法

2.1 実験参加者

実験参加者は，普通自動車免許取得後1年以上かつ5,000

km以上の運転経験を有する19歳から25歳の男子大学生23

名で，7大学から参加した．運転経験距離は5,000 km～10

万km，平均約3万kmであった．両眼での5m視力は0.7～

1.5，30 cm視力は0.9～1.5であった．なお，23名中21名は

各大学の自動車部に所属していた．

本研究の実施については，公益財団法人大原記念労働科

学研究所の研究倫理審査委員会の承認を得ている．

2.2 実験装置

図1に示したように停車した実験車両（Volkswagen Polo

2007年製）のダッシュボード上に，左右の後方視界を鏡像

として表示する7型LCD（1920×1080, 323 ppi）を2台配置

した．表示輝度は約400cd/m2（白）で，車内の照度は200

～500 lxであった．運転席に座した実験参加者の目からモ

ニタ中心までの距離は，右側（運転席側）：約80 cm，左側

（助手席側）：約100 cmであった．各モニタの向きは，画

面の法線がほぼドライバの目に向かうように設定した．し

たがって，モニタの水平観視画角は，右側：10.7ﾟ，左側：

8.6ﾟとなる．

なお，モニタの配置については，さまざまな検討7）11）14）～17）

がなされているが，評価した走行環境の違いもあり，必ず

しも一致した結果は得られていない．現状では，従来ミ

ラーとの互換性や構造上の配置可能性を考慮して，Aピ

ラー下部またはドアトリム前方上部に配置する傾向にあ

る．また，UN-R46では「モニタへの視線方向は従来ミラー

の方向とおおよそ同じにしなくてはならない」という記述

もある．

本研究では，左側モニタは，従来のフェンダーミラーの

方向に配置した．予備実験の結果，左側モニタを，右側A

ピラー下部のモニタとステアリングを挟んで対称に配置し

た場合と，左Aピラー下部に配置した場合とで評価が二分

されたため，その中間となるフェンダーミラー方向に配置

した．

2.3 後方視界映像と視野の大きさの条件

後方視界の原映像は，市街地および高速道路で収録した．

水平視野60ﾟに設定したカメラ（MP4, 1920×1080, 30p）を両

サイドミラー下部に路面からレンズ中心までが85cmとなる

高さに装着して走行しながら録画した．カメラの方向は，

水平視野を20ﾟまで制限しても，図2に示したUN-R46と

ISO16505の視野要件を満たし，車体が水平画角の概ね1/6映

り込む方向に設定した．なお，録画した後方視界映像は左

右のミラーに合わせてそれぞれ鏡像反転して表示した．

上記の映像から，市街地における3つの走行環境（a.片側

一車線直進，b.片側二車線直進，c.交差点左折），および高

速道路における3つの速度条件（a.50 km/h，b.80 km/h，

c.120 km/h）の合計6条件について，後方に車両や歩行者が

適度に存在するシーンを切り出し，20秒間のビデオクリッ

プとして繰り返し再生して実験に用いた．なお，高速道路

における50 km/hと120 km/hの速度条件は，80 km/hの走

行映像から再生速度変換により生成したものである．また，

片側二車線の道路については，市街地では右車線，高速道
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図1 実験におけるモニタの配置



路では左車線を走行中の映像を用いた．

視野の大きさの条件は，水平視野で20ﾟ～60ﾟまで5ﾟ間

隔で9段階に設定した．すなわち，先に述べた6条件の走

行環境の映像に対して，左右それぞれに，視野60ﾟの原映

像から各大きさを切り出して，図1に示した7型のLCD上

で切り替えて表示できるようにした．図3 a～図3cに市街

地の3つの走行環境における1フレームを視野60ﾟと20ﾟと

で対比して示した．図4は高速道路条件の1フレームを同

様に示した．これらの例のうち片側二車線の左車線を走行

した図4の高速道路条件のみ右側，それ以外は左側の画像

を例示した．

2.4 手続き

各参加者は，静止した実験車両の運転席（図1参照）に座

して，走行環境条件ごとに後方視界映像の視野の大きさを

調整した．市街地条件では左右の表示を別々に調整し，高

速道路条件は右側だけ調整した．したがって，各参加者は，

市街地の走行環境3条件×左と右2条件，および高速道路

の速度3条件×右のみの1条件，合計9条件で評価した．ひ

とつの条件で2回測定し，2回の平均値を分析に用いた．

調整は助手席の実験者が，参加者の口頭での「広い」，「狭

い」という指示により，先に示した視野の大きさが異なる

映像を切り替えて，「丁度良い」という応答が得られるまで

繰り返した．最初に提示する視野の大きさ条件はランダム

にした．各大きさの視野映像は20秒間の繰り返し再生映像

である．まず，提示された条件で20秒間観察し，2回目以

降の再生中に判断を求めた．ほぼ3回目までで判断が得ら

れた．

参加者に与えた教示は，「ステアリングを握って実際に

運転しているつもりになり，状況把握にあたって，最も安

全かつ快適に感じられる視野を選択してください．なお，

1～2秒の短時間の注視で状況把握することを前提に評価

してください」とした．各条件の試行順は順序効果を相殺

するために参加者によって変えた．実験時間はひとり20～

30分間であった．

３．結果と考察

3.1 CMSに求められる視野と走行条件との関係

図5は，各走行条件においてドライバが要求した視野（水

平視野）の大きさを表している．左側が市街地の3つの走

行環境，右側が高速道路の3段階の速度条件に対する結果

を示す．

図5左側の市街地の走行環境依存の結果について，参加

者23名のデータを用いて，走行環境（3条件）×左と右（2

条件）の参加者内比較の分散分析を行った．その結果，走

行環境による影響は有意であった（F（2, 44）=5.16，

p=0.008）．しかし，左右のCMS間では有意差が認められ

なかった．走行環境による違いは有意だが，その差は比較

的小さく，23名の平均値では全体に41ﾟ～45ﾟの範囲に収

まっている．平均値では，左折時により広い視野を選択し

ている．ただし，多重比較（Bonferroni）では，右ミラーの

左折と二車線との間にしか有意差は認められなかった．実
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図4 高速道路　右CMS映像の1フレーム

図3a 市街地　片側一車線　左CMSの1フレーム

図2 UN-R46とISO16505のCMS（クラスⅢ）の視野要件

（従来ミラー付近にカメラを装着すると水平10～12ﾟが最小要件）

図3b 市街地　片側二車線　左CMS映像の1フレーム

図3c 市街地　交差点左折　左CMS映像の1フレーム



際の運転では，左折時は左ミラーの利用が中心となるが，

右ミラーを見た場合は，旋回によって短時間に広範囲の視

覚情報が取り込まれるために，より広い視野を選択したの

ではないかと考えられる．

図5右側の高速道路の速度依存の結果についても，参加

者23名のデータを用いて，走行速度（3条件）の参加者内比

較の分散分析を行った．走行速度は，CMSの視野の大きさ

に対して有意ではなかった．ただし，あくまでウィンド

シールを介した前景情報がないCMSのモニタ上だけでの

評価である．

以上，本研究で設定した市街地と高速道路における走行

条件の違いは，CMSに主観的に求められる視野の大きさに

はさほど影響を及ぼさず，水平視野で41ﾟ～45ﾟの範囲に

収まった．一方，従来ミラーは凸面鏡が多いが，水平視野

は20ﾟ～25ﾟである．したがって，CMSでは従来ミラーよ

りかなり広い視野を選択しており，死角低減の側面からは

有利に作用すると考えられる．

しかし，視野を広げるほど，次節で述べる表示倍率が小

さくなり，従来ミラーに準じた表示倍率の制限に抵触する

可能性が高まる．表示倍率の問題は，モニタの大きさと視

距離にも依存するために，勝れて人間工学的な課題となる．

3.2 CMSの表示倍率の規格要件との関係

CMSの表示倍率（Magnification Factor）は，モニタの水

平観視画角（αdisplay）とカメラの水平視野（αcamera）との関係

で決まり，CMS の表示倍率は，CMSm a g n i f i c a t i o n＝

αdisplay/αcameraで表される1）13）．従来ミラーでは，凸面鏡を

用いることが多く，平面鏡を1.0とした倍率で表す．本研

究では，モニタの水平観視画角は，右側（運転席側）：

10.7ﾟ，左側（助手席側）：8.6ﾟであった．したがって，水

平視野20ﾟ～60ﾟの映像に対する表示倍率は，右モニタ：

0.54～ 0.18，左モニタ：0.43～ 0.14となる．UN-R46と

ISO16505では，クラスⅢに対する倍率の要件は，平均倍率

では，運転席側：0.31以上，助手席側：0.20以上である．

これらは，2013年に実施された量産車（従来ミラ―車）の

実態調査結果から求めた従来ミラーの規制値に準拠したも

のである．この規格は，合流時や駐車操作時の一時的な変

更時以外に適用される．

図6に図5のドライバの要求視野における表示倍率を表

した．図中にUN-R46とISO16505のクラスⅢに対する倍率

の要件を右側（運転席側）と左側（助手席側）それぞれ実線

と点線で記入した．あくまで7型モニタを右側80 cm，左

側100 cmの視距離に配置した本研究の結果である．ドライ

バが要求した視野の大きさにおいては，右側モニタでは，

表示倍率の要件0.31以上を大きく下回っている．一方，左

側モニタは平均値では，表示倍率の要件0.20とほぼ同レベ

ルとなっている．本研究では，左側モニタを従来のフェン

ダーミラーの方向に配置したため，ドアミラーを想定した

規格よりもモニタの視距離が近い．そのために，モニタの

水平観視画角（αdisplay）が大きく，41ﾟ～45ﾟの視野映像で

も，表示倍率は平均値でほぼ0.20を確保できている．

ドライバが要求する視野の大きさが本研究で求めた41ﾟ

～45ﾟだとすると，表示倍率の規格要件を満たすには，よ

り大きなモニタを用いるか，視距離を近づけるしかない．

ただし，UN-R46とISO16505では，従来ミラーの表示倍率

規格に準じているため，CMSにおいても左右のモニタを従

来のドアミラーの近くに配置しないと辻褄が合わない．

ドアミラーの視距離は，Reed et al. 18）による43名のドライ

バの自家用車での測定結果では，運転席側77.8 cm，助手席

側133.4 cmであった．なお，ルームミラーは51.5 cmだった．

本研究で用いた実験車両で7型モニタを左右のAピラー下部

に配置すると，モニタの視距離は，左側約120 cm，右側約

80cmとなった．

そこで，この配置で，モニタを5型，7型，10型とした

場合に，CMSの水平視野と表示倍率との関係を求め図7に

プロットした．本研究で用いた7型モニタでは，表示倍率

規格を満たすのは概ね35ﾟまでである．10型モニタでは，

表示倍率規格を満たしながら約50ﾟを表示できるが，ドラ

イバの前方視界や他の車載表示を阻害しない配置は難し

い．さらに，5型では表示倍率規格を満たすのは約25ﾟま

でで，従来ミラーと大差ない視野の大きさしか得られない．
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図5 各走行条件においてドライバが要求したCMSの視野

（23名の平均値と±1標準偏差）

図6 図5の視野を表示倍率で表した結果

（23名の幾何平均値と±1幾何標準偏差）



これらの結果から，広角カメラの利用により死角が低減

するというCMSの潜在的なメリットを積極的に活かすた

めには，従来ミラーに準じた表示倍率規格を見直す必要が

あるかもしれない．

一方，表示倍率を下げて視野を大きくすると，個々の視

認対象物は小さくなり，CMSによる状況把握に影響を与え

る可能性がある．しかし，Flannagan et al. 9）は，画像サイ

ズを0.44倍，0.22倍と縮小しても距離の判断にはほとんど

影響がなかったとしている．もちろん，画像が極端に小さ

い場合はモニタの解像度やモニタの距離に対するドライバ

の視力に配慮する必要がある19）．本研究では，若年ドライ

バを参加者として用いたが，視機能が低下した中・高年ド

ライバでは特に配慮が必要である．ただし，調節距離につ

いては，CMSのモニタは概ね80 cm以上に配置されるため，

インパネやカーナビの表示と同等もしくはそれ以上である

ことから問題が生じる可能性は低い．しかし，ルームミ

ラー代替のCMSでは，ルームミラーの位置にモニタを配

置すると視距離が50 cm前後18）になり，かつ視線方向が上

向きになるために，上方向に遠距離矯正をもたせた多焦点

眼鏡を使用する中・高年のドライバでは問題が生じる可能

性がある．

3.3 ドライバの運転経験との関係

図8は，市街地条件と高速道路条件における，運転経験

と調整されたCMSの水平視野との関係を表している．運

転経験距離を対数変換して正規化した上で，ピアソンの積

率相関係数を求め，無相関検定を行った．市街地条件では

相関は有意でないが，高速道路条件ではr=0.597，p=0.003

で有意である．すなわち，運転経験が長いドライバほどよ

り広い視野をCMSに求める傾向がある．市街地条件で有

意でなかったのは，市街地条件では，多様な走行環境が含

まれるために運転経験の違いが一貫した傾向として表出し

にくかったと考えられる．それに対して，高速道路条件で

は，右側の隣接車線を後方から接近してくる車両の位置と

速度の予測が主課題となるために，運転経験の差が表れや

すかったと言えよう．運転経験が長いドライバほどCMS

に広い視野を求めるのは，いわゆる有効視野20）が経験によ

り広がるためと考えられる．この運転経験に依存した個人

差は大きい．CMSのドライバ受容性（Driver Acceptance）

を向上させるためには充分に考慮する必要がある．

４．むすび

本研究では，サイドミラーを代替するCMSに要求される

視野の大きさ（カメラの視野）について，走行環境，走行速

度，ドライバの運転経験，運転席側と助手席側の違いを変

数として実験的に検討した．

運転経験が豊富な学生ドライバ23名に，さまざまな走行

条件においてサイドミラー下部に装着したカメラで収録し

た後方視界映像の視野の大きさを，好適条件に調整させた．

静止した実験車両のダッシュボード上の左右に7型モニタ

を配置して運転席から観察，調整した．ドライバには，運

転しているつもりになり，1～2秒の注視で状況把握する

ことを想定して調整するように指示した．

ドライバが多様な条件において調整したCMSの水平視野

は，左折時に広く，運転経験が長いドライバほど広いとい

う有意な傾向は認められたが，その他の要因については有

意ではなかった．ただし，ドライバが調整した水平視野の

大きさは，23名の平均値で41ﾟ～45ﾟであり，従来ミラー

よりもかなり広かった．しかし，従来ミラーに準じたUN-

R46，ISO16505の表示倍率の規制があるため，合流時や駐

車操作時の一時的な変更時以外，この大きさの視野の実装

は容易ではない．表示倍率の規格要件を満たすためには，

より大きなモニタを用いるか，視距離を近づける必要があ

る．モニタサイズと視距離を変数として，実装可能な視野

の大きさについて考察した．

また，運転経験が長いドライバほどCMSに広い視野を求

める有意な傾向が認められた．この運転経験の違いによる

個人差は大きく，CMSのドライバ受容性を向上させるため

には充分に考慮する必要がある．

（177） 323論　文□自動車のサイドミラーを代替するカメラモニタシステムに求められる視野の大きさとその実装可能性

図8 運転経験距離と調整した水平視野との関係

（左：市街地条件，右：高速道路条件）図7 異なる大きさのモニタに対する水平視野と表示倍率との関係

（左右のモニタを左右のAピラー下部に配置した場合）
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