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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のモニタ
の配置およびドライバの受容性に関する実車走行実験
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サイドミラー代替のカメラモニタシステム（CMS）を従来ミラーと併せて実装した実験車両を，運転経

験が豊富な 23 名の学生ドライバが運転し，従来ミラーとの比較およびモニタの配置について主観評価した．約 10 分
間の運転を 3 試行し，各試行後に CMS と従来ミラーとを，死角の少なさ，距離感，表示の見やすさ，総合評価につい
て比較した．同時に，CMS に対する慣れの評価，および左側モニタを A ピラー下部に配した場合とダッシュボード
上中央に配した場合との間で比較を行った．結果は，20 分程度で CMS の利用に慣れ，総合評価も従来ミラーより有
意に高くなった．CMS の優位性には死角の少なさ，表示の見やすさが寄与している．モニタの配置に有意差はな
かったが，運転経験が長いドライバほど試行を重ねると従来ミラーに近い A ピラー寄りに評価がシフトした．ドライ
バの内省報告から CMS のモニタ配置およびドライバ受容性について多くの示唆を得た．
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のために，合流時や駐車操作時の一時的な変更時以外，こ

１．ま

え

が

き

国際連合欧州経済委員会が定める規則 UN-R46「間接視界
に関する協定規則」1）が 2016 年に改定され，我が国でも自

の大きさの視野の実装が容易でないことを指摘した．また，
ドライバが求める視野の大きさは，主に運転経験に依存す
る個人差が大きいことも指摘した．

動車のサイドミラーをカメラモニタシステム（Camera

一方，CMS のもう一つの重要なメリットとして，ある程

Monitor System ： CMS）で代替可能となった 2）．すでに市

度の制約の範囲内で，モニタを車内の自由な位置に配置で

販車にも搭載されている 3）．CMS によるミラーの代替に関

きる点がある．モニタの配置については，人間工学的な側

する人間工学的な課題については，UN-R46 の改定に先

面から比較的多くの検討がなされている 11）〜 17）．しかし，

立って，ドイツ連邦道路交通研究所（FHRI）4），ミシガン大

走行環境条件，評価方法などの違いにより，必ずしも一貫

学交通研究所（UMTRI）5）〜 7）などで検討され，その後，米

した結果は得られていない．現状では，従来ミラーとの互

国運輸省道路交通安全局（NHTSA）8）でも試作車による調

換性や構造上の配置可能性を考慮して，A ピラー下部，ド

査が行われた．

アトリム前方上部，ダッシュボード両端に配置する傾向に

筆者ら 9）はそれらの研究を概観した上で，CMS の最大の
メリットである広角カメラの利用による死角低減に注目

ある．いずれにしても，実車による多様な走行環境での検
討が求められる．

し，ドライバがサイドミラー代替の CMS に求める視野の大

さらに，CMS のドライバ受容性（Driver Acceptance）
，す

きさを実験的に求めた．その結果，ドライバが多様な走行

なわち，多様な走行環境において従来ミラーと比較した

環境で要求した CMS の水平視野の大きさは，23 名の平均

CMS の主観的な優位性の評価は，ドライビングシミュレー

値で 41ﾟ 〜 45ﾟ であった．これは従来ミラーのほぼ 2 倍であ

タでは難しい．コスト増が避けられない CMS による従来ミ

る．この結果は CMS が死角の低減に寄与し得ることを示し

ラーの代替のためには，CMS による機能上の付加価値だけ

ている．しかし，従来ミラーに準じた表示倍率の規制 1）10）

でなく，ドライバの受容性が高いことが一義的に重要である．
本研究では，従来のサイドミラーに加えて CMS を実装し
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２．方
2.1

俯角が大きくなるほどディストラクションが生じやすいこ

法

とは明らかであり，検討すべきは左右方向であること．ま

実験参加者

た，左右方向については，助手席側モニタを運転席寄りに

実験参加者（以後ドライバ）は，前報 9）の CMS の視野評

配した方が視線の移動が少なく有利とする研究 11）12）15）と，

価実験に参加した 23 名である．普通自動車免許取得後 1 年

従来ミラーに近い A ピラー寄りが有利とする研究 13）16）に分

以上かつ 5,000 km 以上の運転経験を有する 19 歳から 25 歳

かれる．この点について，多様な走行環境においてドライ

の男子大学生であった．運転経験距離は 5,000 km 〜 10 万

バの慣れの要因も含めた実車走行実験が必要と考えられる

km，平均約 3 万 km，両眼 5 m 視力は 0.7 〜 1.5, 30 cm 視力

ためである．

は 0.9 〜 1.5 であった．なお，23 名中 21 名は 7 つの大学の自
動車部に所属しており，運転技能は高いと言えよう．
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

実験車両とモニタの配置

実験車両は Volkswagen Polo 2007 年製（AT 車）である．

2.3

カメラのアングルと視野

カメラ（MP4, 1920 × 1080 pixels，30 fps progressivescan，水平視野 20ﾟ 〜 60ﾟ）は，左右のサイドミラー下部に
路面からレンズ中心までが 85 cm となる高さに装着した．
カメラの方向は，水平視野を 20ﾟ に制限しても，UN-R46 と
ISO16505 の視野要件を満たし，車体が水平視野の約 1/6 映

図 1 に示したようにダッシュボード上に，左右の後方視界

り込む方向に設定した．車体の映り込みは，従来ミラーの

を鏡像として表示する 7 型 IPS-LCD（1920 × 1080 pixels，

場合，我が国では水平視野の 1/3 〜 1/5 が推奨されること

cd/m2（白），クリアパネル，鏡面反

が多い．しかし，米国における実態調査 19）では，水平視野

射率 5.5%）を 3 台配置した．従来ミラーは，安全性の担保

に対する車体の映り込みは運転席側 21%，助手席側は 15%

および CMS との比較のために装備したままで走行した．

であった．なお，米国では運転席側ミラーは基本的に凸面

なお，これら 3 台のモニタを配置しても国土交通省が定め

鏡が使えない 20）．そのために，サイドミラーの水平視野の

る直接前方視界の要件 18）は満たしている．

平均は，助手席側が 22.5ﾟ に対して，運転席側は 12.9ﾟ で

323 ppi，表示輝度 400

図 2 にドライバのアイポイントとモニタとの位置関係を示
す．モニタ配置の検討にあたって，左モニタ（LL と LC）をこ
の 2 個所に配置した理由は次のとおりである．上下方向は，

あった 19）．
本研究では，各ドライバは前報 9）において本実験の走行
路を対象として CMS の好適視野条件を測定しており，ド
ライバごとに当該条件にカメラの視野を設定して実験し
た．左右個別に設定した水平視野は 31ﾟ 〜 53ﾟ，23 名の平
均では左 43.1ﾟ 右 42.3ﾟ で，左右で有意差はなかった．それ
に対して，実験車両の従来ミラーの水平視野は，ミラーの
幅が広い部分で左側約 17ﾟ，右側約 21ﾟ であった．
2.4

走行路

各ドライバが運転した走行路は市街地であった．一回の
運転試行で 2.6 km，所要時間約 10 分間の道のりを運転した．
図 1 実験車両のモニタ配置

この 2.6 km は片側二車線の直進路 730 m を含み，それ以外

左モニタは，第 1 試行では LL と LC，両方を ON，第 2 試行と第 3 試行

は片側一車線の住宅街であった．右折 4 回，左折 6 回で出

では LL, LC のいずれかのみ ON にした．ドライバによって LL と LC の
試行順を変えた．

発地点の駐車場に戻る．各ドライバはこの走行路を 3 回運
転した．なお，前報 9）の CMS の視野評価に用いた市街地条
件の映像はすべてこの走行路に含まれている．
走行路の交通量については次のとおりであった．片側二
車線 730 m の直進路では，10 数台〜 30 数台の対向車があり，
先行車，後続車も存在することが多かった．また，街路樹
で隔てられた広い歩道があり歩行者は横断歩道でしか視野
に入らなかった．一方，住宅街の片側一車線路 2 km 弱の
区間は，歩行者との間にガードレールはなく，対向車は 10
数台以下で，先行車，後続車も稀であった．この 2 km 弱
の区間において，対向車線も含めて通過した歩行者や自転
車は多い試行でも 50 名以下であった．
走行時の時間帯と天候は，ほとんどが日中の晴れまたは
曇りで，小雨が 3 名，薄暮が 4 名であった．小雨かつ薄暮

図 2 モニタおよびカメラとドライバのアイポイントとの関係
論

はなかった．
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2.5

手続き

（a）実験の流れ
図 3 に実験の流れを示す．各ドライバは，実験室でイン
フォームドコンセントと視力検査を受ける．その後，実験
室前の駐車場の実験車両に乗車する．座席，サイドミラー，
ルームミラー等を調整した上で，助手席に同乗した実験者
から教示を受けた．実験者は，運転経験距離約 20 万 km で，
実験走行路を普段運転して熟知しており，安全確認と誘導
役も担った．なお，実験者は CMS のモニタで後方視界を
確認できる．
ドライバに与えた教示は以下のとおりである．すなわち，
「実験者の誘導に従い，安全を最優先し，余裕の範囲で
CMS も利用して運転してください．約 10 分間の運転を 3 試
行します．1 試行ごとに駐車場に戻り停車状態でモニタの
配置や CMS と従来ミラーの比較等について聴取します」で
ある．
第 1 試行は，主に実験車両と CMS に慣れるための試行と
し，モニタは 3 台とも表示した．第 2 試行と第 3 試行は，左

図 4 主観評価項目と評価尺度

側モニタ LL と LC のいずれかのみを ON にして，それぞれを
異なる試行で体験した．ドライバによって LL と L C の試行
順を変えた．なお，各試行後に「従来ミラーなしで CMS だ

カート尺度で聴取した．（2）CMS と従来ミラーの比較，お

けでも運転できるか」を問うた結果，第 1 試行後は 23 名中

よび左モニタ L L と L C の位置比較は，シェッフェの一対比

21 名，第 2 試行後は 23 名中 22 名が「可能」とした．可能と

較で順序を考慮しない 2 つの試料のみの評価であった．統

したドライバには，できる限り CMS だけを利用して運転

計処理は 2 点嗜好法（評定値あり）21）を適用した．第 3 試行

するように指示した．

後のモニタ配置の評価についても，第 1 試行ですでに両方

（b）主観評価項目と評価尺度
図 4 に各試行後に聴取した主観評価項目と評価尺度を示
す．（1）CMS および実験車両に対する慣れは，7 点リッ

の条件を体験しているため，順序を考慮しない 2 点嗜好法
を同様に適用した．

３．結果と考察
3.1

CMS に対する慣れ

図 5 に各試行後に評価した実験車両および CMS に対する
慣れの評価を 23 名の平均値と標準誤差で示す．実験車両の
運転（●）については第 1 試行後，すなわち約 10 分間でかな
り慣れている．それに対して，CMS（▲）については第 1 試
行後ではまだ充分に慣れているとは言い難い．しかし，第
2 試行後，すなわち約 20 分間の運転後には，7 点のリッ
カート尺度でほぼ 6 点のレベルに達している．なお，先に
も述べたように，第 2 試行後は，23 名中 22 名が CMS だけ
で運転できるとしている．CMS だけでは不安とした 1 名は，
運転経験距離 5,000 km で最も経験が浅いドライバであっ
た．また，CMS の利用に対する不安（■）は概して低く，
第 3 試行後には「2．不安に思わない」レベルとなっている．
これらの結果は CMS への主観的な習熟が 20 分程度の比
較的短時間で得られたことを示している．Schmidt et al.4），
Mazzae et al.8）も実車試験により，CMS のドライバの慣れ
は，定性的な記述ながら，比較的早いことを確認している．
3.2

CMS と従来ミラーの比較

図 6 に各試行後に評価した CMS と従来ミラーの一対比較
図 3 実験の流れ
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の結果を 23 名の平均値と 95%の信頼区間で示す．一対比較
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ウを介さずに見られ，特に雨天では見やすいとの内省報告
が得られている．また，CMS は薄暮でも明るく見え，従来
ミラーでは見落としそうな対象も視認できたとする内省報
告も得られている．実験車のミラーの反射率は約 55%，ミ
ラーからアイポイントへのサイドウィンドウの斜め方向の
透過率は約 60%であった．したがって，ミラーを通して見
る後方視界の輝度は約 1/3 に減衰している．それに対して，
モニタ LCD の表示輝度は 400 cd/m2 で屋外利用を想定した
一般的なスマートフォンの表示輝度に近く，画素密度も
323 ppi であった．これらの要因がモニタの見やすさに寄与
していると考えられる．もちろん天候によっては 400 cd/m2
の表示輝度では不足に感じられる場合もありうる 22）が，本
実験においてはモニタの明るさ不足を訴えるドライバはい
なかった．車載モニタの表示パラメータの動的適応と最適
図 5 実験車両および CMS に対する慣れの評価結果

化については別途検討している．
なお，モニタの LCD は，いわゆるクリアパネル（鏡面反
射率 5.5%）であったが，映り込みによる視認性の阻害や外
光によるコントラスト低下を訴えるドライバはいなかっ
た．モニタの方向と車両の構造との関係を適切に設計すれ
ば，ウィンドウから入射した直射日光がモニタに正反射し
てドライバのアイポイントに向かうことは避けられる．し
かし，直射日光が入射した内装やドライバの白いシャツな
どが間接拡散光源となり，モニタに映り込んでコントラス
ト低下をもたらすことはある 23）．したがって，LCD の表面
処理は重要である．車載モニタ用 LCD の表面処理について
は，AGAR（Matte Anti-Reflection/Anti-Glare Coating）よ
りも AR（Glossy Anti Reflection）の方が，自動車の光環境
においてドライバの好ましさの評価が高いことが確認され
ている 22）．
また，実験で用いた 7 型モニタの大きさについては，実
験後の聞き取りでは，23 名中 13 名が「丁度良い」，8 名が

図 6 CMS と従来ミラーの一対比較の結果

「やや大きい」，2 名が「やや小さい」であった．
一方，距離の把握しやすさ（▲）は，信頼区間が 0 を跨い
でいるため有意差がない，つまり，CMS と従来ミラーとの

の結果は，95%の信頼区間が 0 を跨いでいない場合有意差

間で差があるとは言えない．ただし，試行を重ねるにつれ

あり，跨いでいる場合有意差なしと言える．ただし，試行

て CMS の評価が上昇している．CMS による後続車の距離

間の有意差は信頼区間から判断できない．そこで，評価項

の把握にはミラーのように調節，輻輳，両眼視差が関与し

目ごとに反復測定による一元配置分散分析を行い，参加者

ない．また，ドライバの視点を動かしても視野は変わらな

内効果として試行の繰り返しの影響を分析した．その結果，

い．さらに，従来ミラーとモニタでは対象物の像の大きさ

試行の繰り返しの影響が有意であったのは，距離の把握し

が異なり得るために，距離感が必ずしも一致しない 24）．試

やすさ（F（2, 44）=8.56, p<0.001）と，総合評価（F（2, 44）

行を重ねるにつれて，これらの違いに対する適応が進み

=11.34, p<0.001）であった．多重比較（Bonferroni 法）の結

CMS の距離の把握しやすさの評価が向上したと考えられ

果は図中に示した．

る．モニタでも後続車の距離を，車両の相対サイズ，視野

死角の少なさ（●）と表示の見やすさ（■）は，第 1 試行後
から CMS の評価が有意に高い．死角の少なさ（●）につい
ては，従来ミラーが水平視野左約 17ﾟ，右約 21ﾟ に対して，

内の垂直位置などから，ミラーと遜色なく知覚できること
は確認されている 5）6）．
なお，車庫入れ時などに利用するいわゆるバックモニタ

CMS は各ドライバの好適値に合わせて 31ﾟ 〜 53ﾟ に設定さ

の場合は，対象物の距離が数 m 以内と近いために，両眼視

れているために当然と言えよう．

差が機能することから 25），ミラーや目視の方が二次元のモ

表示の見やすさに（■）ついては，CMS はサイドウィンド
論

ニタより奥行き知覚の精度は高いと言える．しかし，サイ

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のモニタの配置およびドライバの受容性に関する実車走行実験

（137） 827

ドミラー代替の CMS の場合は，後続車の距離判断は 10 m
以上の場合が多い．この距離では，奥行き知覚に対して両
眼視差は機能せず，相対サイズや視野内の位置の高さが奥
行き知覚の支配的な手がかりとなる 25）．したがって，CMS
でも従来ミラーと遜色ない状況把握ができると考えられる．
総合評価（●）については，これらの要因と前節に示した
CMS に対する主観的な慣れの不足のために，第 1 試行後で
は CMS と従来ミラーとの間で有意差が認められなかったと
言えよう．しかし，第 2 試行後からは，CMS の方が有意に
高い．したがって，従来ミラーから CMS への移行には，20
分程度の比較的短時間で慣れ，その後の CMS のドライバ受
容性は高いと言える．そして，CMS の受容性の高さは，主
観的に死角が少なく，表示が見やすいことが寄与している．
3.3

モニタの配置の比較

図 7 は，左側モニタの配置（図 1 参照）を左 A ピラー下
（LL）とダッシュボード上中央（LC）とで，いずれが好まし
いかについて一対比較した結果を表している．第 1 試行後
と第 3 試行後に比較した結果を，23 名の平均値と 95%の信

図 8 モニタ配置の評価と運転経験距離
（第 1 試行後から第 3 試行後への評価の変化を示す）

頼区間で示した．ドライバによるばらつきが大きく，LL と
LC の間に有意差は認められない．また，平均値では第 1 試
行後と第 3 試行後の評価も変化していない．
そこで，図 8 に運転経験距離を縦軸にとって，ドライバ

CMS のドライバ受容性に対していくつかの重要な示唆があ
る．以下にできる限り忠実に記載した．

ごとに第 1 試行後と第 3 試行後の評価をプロットした．23

（a）モニタの配置に関する内省

名中 13 名は，第 1 試行後と第 3 試行後で評価が変化してい

（1）実験は市街地走行だったが，高速走行では有効視野

る．評価が変化した 13 名のうち，7 名は LL 寄りに変化し，

が狭まるので，LL よりも LC の方が視線の移動が少な

6 名は LC 寄りに変化している．ここで興味深いのは，LL 寄

く望ましい．

り（従来ミラー寄り）に変化した 7 名は，運転経験距離 2 万
5 千 km 以上の運転経験が豊富なドライバであった．逆に，
LC 寄りに変化した 6 名は運転経験距離 1 万 km 以下である．

（2）LC 条件で運転してみて視線移動が少ないフェンダー
ミラーのメリットの一端が体感できた．
（3）L C では左方向の目視確認がおろそかになりそうだ．

この運転経験による評価の違いを本研究の結果だけから

通常走行時は LC を使用し，左折時や左車線変更時だ

解釈するのは難しい．しかし，少なくとも運転経験と，モ

け L L が ON になると望ましい．例えば，左ウィン

ニタの配置に対するドライバの適応レベルが，モニタの位

カーと同期して LL が表示されるなど．

置の評価に大きく影響することを示している．ドライバの
内省報告にこれらの関係について考えるための多くの手が
かりがある．
3.4

（4）目視確認の必要がない場合は，明らかに LL より LC が
望ましい．
（5）教習所では 3 点確認，ルームミラー⇒ドアミラー⇒目

ドライバの内省報告

実験後のドライバの内省報告は，モニタの配置および

視の流れを教える．これを遵守する必要があるとす
れば，この流れを考慮した配置が必要だろう．目視
は実際に左折などの行動を起こす場合だけ必要なの
で目視が求められる頻度との関係ではないか．
（6）後方から接近して自車の左側を追い抜く，または追
い越す車両は，まず，左モニタの右寄りに出現して，
モニタ上を左へ移動，次に，左の実視野に出現する．
この流れがモニタ，特に中央寄りの LC のモニタで監
視すると，運転視界の中で自然な流れとして感じら
れ好ましい．
（7）LC は二輪車の感覚に近く好ましい．ただし，助手席
側の車両感覚を保持するのが難しいかもしれない．
（b）CMS のドライバ受容性に関する内省

図 7 左側モニタ配置の一対比較の結果
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（1）CMS はモニタが車内にあって視線の移動が少ないの
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で好ましい．

ら CMS の評価が有意に高くなった．

（2）従来ミラーでは後続車の距離に目の調節を合わせて

（4）距離の把握しやすさは，CMS と従来ミラーとで有意

視認している気がする．モニタでは個々の車両の距

差は認められなかったが，試行を重ねるにつれて

離に合わせて調節する必要がないためか楽に感じた．

CMS の評価が向上した．

（3）実際に運転してみると，視野評価実験 9）で調整した

（5）左側モニタの配置の比較は，個人差が大きく有意差

視野よりもさらに広く設定した方が，特に左折時は，

は認められなかった．ただし，運転経験が長いドラ

有利と感じた．

イバほど試行を重ねると従来ミラーに近い左 A ピ

（4）CMS では上下の視野も広く，後方から接近してくる
自転車搭乗者や歩行者の頭部の動きや場合によって
は表情が把握できるので行動を予測しやすかった．

ラー寄りに評価がシフトする傾向が認められた．
（6）実験後のドライバの内省報告からCMSのモニタ配置お
よびドライバ受容性について多くの示唆が得られた．

（5）CMS は助手席からも後方視界が確認できるので安全

最後に本研究の趣旨を理解し快く協力して頂いた成蹊大

に寄与する．助手席で後方視界が見えると逆に不安

学自動車部をはじめ各大学の自動車部の皆様に心より感謝

という人もいるかもしれないが，少なくとも教習車

申し上げます．

の補助ミラーは必要なくなる可能性がある．
（6）CMS では薄暮でも明るく見え，従来ミラーでは見落
としそうな対象も視認できた（3.2 節参照）
．
（7）CMS はサイドウィンドウを介さないので見やすい．
特に雨天で有利と感じた．
（8）CMS における車体の映り込みはもう少しあった方が
よい（2.3 節参照）
．
（9）CMS では信号機のフリッカー，後続車のヘッドライ
トのブルーミング，表示の動きに対するブレが気に
なることがあった．
（10）壁などに幅寄せする場合，従来ミラーではミラーと
壁とのギャップを直視しながら寄せられたが，CMS
ではそれができない．
以上は，実際の走行環境における運転を約 30 分間にわた
り体験した直後のドライバの内省報告である．質的データ
として CMS を実装する際の参考になり得る．

４．む

す

び

本研究では，サイドミラーを代替する CMS を従来のサイ
ドミラーに併せて実装した実験車両を，運転経験が豊富な
23 名の学生ドライバが運転して，CMS のドライバ受容性
およびモニタの配置について主観評価した．
各ドライバは，約 10 分間の市街地の運転試行を 3 回繰り
返した．各試行後に，一対比較により，死角の少なさ，距
離の把握しやすさ，表示の見やすさ，総合評価について，
CMS と従来ミラーを比較した．同様に試行ごとに，CMS
に対する慣れについて，評定尺度法により主観評価した．
また，モニタの配置については，左側モニタを左 A ピラー
下部に配した場合とダッシュボード上中央に配した場合と
で一対比較を行った．
主な結果は以下のとおりである．
（1）CMS の主観的な習熟時間は約 20 分であった．
（2）死角の少なさと表示の見やすさについては，第 1 試行
後（約10分運転後）からCMSの評価が有意に高かった．
（3）総合評価については，第 1 試行後（約 10 分運転後）は
有意差がなかったが，第 2 試行後（約 20 分運転後）か
論
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