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解 説

自動運転への過信・依存の評価を目的とした
ドライバ状態の計測と解析†

荒川 俊也＊

1. はじめに
本論は，自動運転に対する過信・依存の評価を目的として，
生体情報に基づくドライバ状態の計測と解析について述べたも
のである．
現在，自動運転車の開発が各国で進められている．レオナル
ド・ダ・ヴィンチが機械仕掛けの自動車を考えた時代から人類
は自動運転車を夢見てきたと言われている．古くは 1939年に
ゼネラル・モーターズが，ニューヨーク万国博覧会で「フュー
チュラマ（Futurama）」と呼ばれる概念展示を行ったことがきっ
かけとなり，自動運転のアイディアが一般的に広まったと言わ
れている [1, 2]．その後，様々な研究機関や大学などで自動運
転車が開発され，我が国においては 2008 年から 2012 年にか
け，安全で環境にやさしい次世代の物流輸送システムの実現
を目指した大型トラックの隊列自動走行技術が開発されると
共に，2014 年度より政府が中心となり自動運転車の実用化を
目指した取り組み（SIP-adus（Automated Driving for Universal
Service））が開始されている [3]．現在は自動運転の早期実現
に向けて産学官が密接に連携した取り組みを推進しており，国
土交通省も，自動運転戦略本部の下，車両の安全確保等に関す
るルール整備を実施している [4]．
我が国を取り巻く環境を見てみると，少子高齢化や都市部の
人工集中をはじめとした社会構造の変化を背景に，道路交通を
巡る様々な社会的な課題の深刻化が懸念されている．例えば高
齢者が原因の交通事故割合の増加や，人口減少・過疎化が進む
ことによる公共交通への需要減少や，それに伴う地方交通事業
者ならびに地方公共団体の財政逼迫，運転者不足などの複合的
な要因が相まって，地域公共交通ネットワークの維持が一層困
難となり，交通空白地帯の拡大が懸念されている．そして，高
齢者をはじめとした移動弱者の移動手段確保が大きな課題とし
て顕在化する恐れがある [5]．
他方で，三大都市圏を中心とした都市部では，経済活動や人
口の更なる集中化やインバウンド需要の増加を背景として交通
渋滞や混雑が発生すれば，経済損失や地球温暖化等の要因にな
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ドライバの負の適応には，システムに対する過信と依存があると言われている．自動運転のシステムにおいても，過信・
依存の問題は極めて重要である．本論では，ドライビングシミュレータ運転時における，ドライバの様々な生体データを
計測・解析した結果について述べる．自動運転による運転時，視線挙動の観点からは，自動運転時には運転に関係のない
箇所を注視する傾向にあることがわかった．また，覚醒度が低下することもわかった．このことから，ドライバは，自動
運転に過信・依存する傾向にあることが示唆された．次に，自動運転に対する過信・依存に起因して，ドライバが，システ
ムの介入要件に対応できない状態になり得ることを検証した．血圧の観点からは，眠気に抗うことによる血圧増加傾向が
見られたり，ドライバの，システムの介入によるメンタルワークロードの増加が示唆された．また，前頭部酸素化ヘモグ
ロビン濃度の観点からは，ドライバが，自動運転を経た後に「意識の脇見」に似たような状態に陥る可能性が示唆された．
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か，表 1にまとめた．なお，自動運転レベルの定義は，首相官
邸ホームページ「官民 ITS構想・ロードマップ 2017」を参考に
している [6]．自動運転レベル 0からレベル 2までは，安全運
転に係る監視や対応の主体がドライバであるが，レベル 3から
5までは，監視や対応の主体がシステムである，という点で大
きな違いがある．レベル 1または 2の運転自動化システム，も
しくはレベル 3の自動運転システムの性能が向上すればするほ
ど，ドライバの運転機会が減少することによる運転技能の低下
だけでなく，システムに対する過信が生じることで，システム
の機能失陥時にドライバが対応できない状況が起こり得る [7]．
ドライバの負の適応には，システムに対する過信と依存があ
ると言われている [8]．システムに対する過信については，「機
械を信頼してよい状況ではないにもかかわらず，そのことに気
が付かないまま下した『この機械は信頼できる』との誤った主
観的判断」であるという説明がある [9]．これを踏まえ，自動
運転について考えると，「ドライバがシステムに対して過信し
ている」と判断できる条件は，以下の 2つが同時に起こる場合
という考えがある [7]．
(1)ドライバがシステムを信頼している．
(2)システムが対応できない状況になっている．
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劉らは，ドライバがシステムの状態や機能の限界を理解でき
る場合には，システムに対する信頼・不信を適切に判断できる
ものとしている [7]．一方，ドライバがシステムに対する正し
い状況認識ができない場合には，過信（過剰信頼）と過剰不信
に陥りやすくなるとしている [7]．
このように過信については概念が整理されつつある．その一
方で，システムに対する依存については，整理の途上であると
言えるため，様々な考えがあろう．そもそも依存とは，「特定
の物質や行為・過程に対して，やめたくても，やめられない，
程々にできない状態」であるとされる [10]．一般的な機械や，
自動車の立場で考えると，「機械を用いて部分をこなしながら
も，全体像が見えていない状態にある」状態や [11]，「システ
ムの機能についてドライバが思考および行動の質を低下させる
こと」とする見方 [12]がある．以上より，過信と依存は，どち
らも，ドライバが自動運転のシステムを信頼しているというこ
とは同じであろう．しかし，過信は，システムがドライバの要
求に対して対応できないか否か，ということであり，依存は，
ドライバがシステムの全体像を把握していない（どこまで要求
できるか理解していない）ということである，という違いがあ
ると考えられる．過信と依存の問題は，それらに起因する事故
が増えていることもあり [13]，近年重要な問題になっている．
自動運転に対する過信や依存に関する研究はこれまでにも行わ
れてきているが [14, 15]近年増加傾向にある印象である．
因みに，世間，特にマスコミは，自動運転レベル 1から 5を
区別せず，一律に「自動運転」と称している印象であるが，以
上の内容を考慮すると，これは極めて乱暴であり，重大な誤解
を招く．特に，自動運転レベル 1および 2が搭載されたシステ
ムを用いるにあたって，監視や対応がドライバ主体であるにも
拘らず，システム主体であると思い込み，過信や依存を招く危
険性がある．そのため，自動運転レベル 1 および 2 が搭載さ
れたシステムは「運転支援」，レベル 3から 5が搭載されたシ
ステムを「自動運転」と称し，誤解を招かないようにすべきで
ある．
本論では，ドライバが自動運転に対する過信・依存に陥った
際の生体情報の特徴について，これまでに筆者らが実験および
検討した内容について述べる．本論で述べる実験は 2 つであ
る．1つは，過信・依存を生じることに関する検証であり，も
う 1つは，自動運転のシステムが破綻したことを想定した状況
下における，ドライバのメンタルワークロードや認知・判断に
関する検証である．
本論の構成は次の通りである．第 2節では，ドライバが自動
運転のシステムに対して過信・依存を生じることを検証する実
験について述べる．第 3節では，自動運転のシステムが破綻，
もしくはドライバにシステムから急遽権限移譲されたことを想
定した状況下におけるドライバ状態の評価実験について述べ
る．第 4節はまとめである．

2. 過信・依存発生の検証
2.1 実験環境
ドライバが，自動運転のシステムに対して，過信・依存を生
じる可能性を検証する実験を行った．実験は男子大学生 5 名

図 1 運転時の様子

（平均年齢 21歳）に対して行った．それぞれの実験協力者はド
ライビングシミュレータ（D3sim，三菱プレシジョン製）に乗
り，市街地を模した環境を運転した．最初に自動運転レベル 0
を想定した状況（アクセル，ブレーキ，ステアリング操作全て
実験協力者自身で行い，自動車側が自動でこれらを制御するこ
とは無い．以降，MD（Manual Driving，マニュアル運転）と
称す．）で 15分運転した．その後休憩を挟み，次に，自動運転
レベル 3 以上を想定した状況（車両の制御は全てシステム側
で行い，システムが主体となる運転．以降，AD（Autonomous
Driving,自動運転）と称す．）で 15分運転した．運転中は実験
協力者の視認行動を計測するため，視線計測装置（T.K.K.2950
TalkEye Lite，竹井機器工業株式会社製）を装着した状態で運転
した．また，運転中の実験協力者の顔画像を記録するために，
ステアリング部に CMOSカメラ（YT-704，ワイケー無線株式
会社製）を装着した．加えて，実験協力者が，ブレーキペダル
に足を乗せる，もしくはブレーキペダルを踏む行動（ブレーキ
挙動）を計測するために，実験協力者の足元部に赤外線カメラ
（YM-203C，ワイケー無線株式会社製）を装着した．実験時の
様子についてはビデオカメラ（Eberio，JVC製）を用いて記録
した．これらの映像を画面分割切替器（AQ-400，キャロット
システムズ株式会社製）を用いて 1画面とし，この画面を DV
デッキ（GV-HD700，ソニー株式会社製）を用いて記録した．
運転時の様子を図 1に示す．図 1において，左上は実験協力者
の表情，右上は実験協力者のブレーキ挙動，左下は運転時の状
況を示している．なお，全ての実験協力者に対し，AD運転開
始前に，「自動運転のシステムは途中で作動しなくなる可能性
がある」という教示をしている．但し，実際には，作動しなく
なることはない．
なお，本実験は，愛知工科大学ヒトを対象とする研究審査の
承認を得て実施している（承認番号：#28-5）．

2.2 実験結果
2.2.1 視線停留割合について
図 2に，実験協力者のうち，1名（実験協力者 A）の，視線
停留割合の時系列変化を示す．(a)はMD，(b)は ADにおける
運転を示している．横軸は時間経過を，縦軸は，視線挙動の水
平方向成分を示している．縦軸について，0 [deg] は実験協力
者正面（自車進行方向）を示し，負値は実験協力者から見て左
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図 2 実験協力者 Aの運転時の視線停留割合の変化．(a): MD
時，(b): AD時

方向，正値は実験協力者から見て右方向を示している．また，
色が白い箇所ほど，その時刻において，当該箇所を注視する割
合が高いことを意味している．逆に，色が黒い箇所ほど，当該
箇所を殆ど注視していないことを意味している．
図 2(a) より，MD のときは，殆ど全ての時間で，自車進行
方向を注視している．一方で，図 2(b)より，ADのときは，基
本的には自車進行方向を注視しているものの，時折，自車進行
方向とは異なる領域，例えば −60 [deg]近傍や +60 [deg]近傍
を注視する場合が増えている．言い換えると，運転とは直接関
係の無い箇所を注視するようになっている．MDでは，自動運
転レベル 0を想定していることもあり，先行車に追突しないよ
うにしたり，自車進行方向の障害物に対して注意を払っている
ことが考えられる．しかし，AD では，アクセル，ブレーキ，
ステアリング操作を自ら行う必要もないこともあり，実験協
力者自身で周辺環境を認知・判断する必要がない．そのため，
−60 [deg] 近傍や +60 [deg] 近傍といった運転に関係のない領
域を注視するようになっていると考えられる．筆者らの先行研
究 [16]では，運転の合理化が進み，ドライバが漫然状態に遷移
した際に，視線の水平方向成分のばらつきが大きくなり，先行
者以外の領域を注視する傾向になることを示した．このことか
ら考えると，ADにおける視線停留の状況は，運転の合理化が
進んだことによる漫然化と類似した状態にあることが示唆され
る．このような視線停留割合の推移は，実験協力者 A以外の 2
名についても同様であった．

2.2.2 ブレーキ挙動について
次に，実験協力者の足元部を撮影した動画を基に，運転開始
時から終了時まで，実験協力者がブレーキ挙動をどの程度実施
したかを検証する．自動運転のシステムに対し過信・依存して
いる場合は，ブレーキ挙動が殆ど生じず，一方，システムに対
して過信・依存が発生していない場合は，ブレーキ挙動が頻繁
に発生するものと考えられる．実験協力者 A のブレーキ挙動
の変化を図 3に示す．なお，図 3において，薄い灰色の線は，
ADによるブレーキを示し，濃い灰色の線は，実験協力者 Aに
よるブレーキを示す．薄い灰色の線と濃い灰色の線が完全に
オーバーラップしていれば，ドライバは，自動運転のシステム

図 3 実験協力者 Aの運転時のブレーキ挙動の変化

表 2 ADによるブレーキ挙動に対する，実験協力者自身のブ
レーキ行動の割合

Participant No. Braking rate [%]
A 42.2
B 98.8
C 49.2
D 27.9
E 13.3

を過信・依存しておらず，自らの判断を頼りにしてブレーキ挙
動を生じていると判断できる．
全ての実験協力者について，全運転時間における，AD時の
ブレーキ挙動に対する，実験協力者自身のブレーキ行動の割合
を示したものを表 2 に示す．実験協力者 B 以外の全ての実験
協力者は，AD時のブレーキ挙動に対する，実験協力者自身の
ブレーキ挙動の割合が高々 50%程度であり，多かれ少なかれ，
自動運転システムに対する過信・依存傾向が見られるものと示
唆される．先行研究 [17] では，自動運転中のドライバ行動に
おいて，先行者の減速・停止に対して，ブレーキペダルに足を
構えたドライバが約 20% であるという知見が得られている．
本論の実験は，この先行研究のような，先行者の減速・停止と
いうシチュエイションではない．しかし，自動運転システムに
対する過信・依存という観点では，先行研究 [17]の結果の妥当
性を追認していると考えられる．

2.2.3 覚醒度の推移について
最後に，実験協力者の顔画像を基に，AD運転時における覚

醒度の推定を試みた．覚醒度推定にあたっては NEDO の評価
法を用いた [18]．NEDO の評価法とは，実験協力者の顔画像
を数人で観測し，それぞれの顔画像が下記 (1)から (5)に示さ
れた状態であれば当該の眠気レベルであるといういことを合議
制（多数決）で判定するというものである．
(1)眠気レベル 1：全く眠くなさそう（視線の移動が早く頻繁
である．瞬きは 2秒に 2回くらいの安定した周期，動きが
活発で身体の動きを伴う）

(2)眠気レベル 2：やや眠そう（唇が開いている，視線移動の
動きが遅い）

(3)眠気レベル 3：眠そう（瞬きはゆっくりと頻発，口の動き
がある，座り直しあり，顔に手をやる）

(4)眠気レベル 4：かなり眠そう（意識的と思われる瞬きがあ
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図 4 実験協力者 Aの覚醒度の推移

る，頭を振る・肩の上下動などの無用な身体全体の動きが
ある，あくびは頻発し深呼吸も見られる，瞬きも視線の動
きも遅い）

(5)眠気レベル 5：非常に眠そう（瞼を閉じる，頭が前に傾く，
頭が後ろに倒れる）

NEDOの評価法の厳密なやり方としては，5秒毎に 5段階の評
価点を付けるというものであり，2名で行うことが推奨されて
いる．先行研究 [19]では，評価において，顔面表情や動作によ
る眠気具合の変化点を捉えることが最も重要であるため，明ら
かに表情や動作の変化が起こった時間だけ評価点をつける方法
としており，本実験でもこの方法を採用した．実験協力者 Aの
眠気レベルの推移を図 4 に示す．図 4 より，実験協力者 A の
眠気レベルは，運転開始時は眠気レベル 1であったが，高々約
15 分の運転であっても，運転終了時には，眠気レベル 3 に上
昇していることがわかる．実際，実験協力者 Aは，運転終了後
に，大あくびをして伸びをする，という行動が見受けられた．
このような覚醒度の推移は，実験協力者 A 以外の 3 名につい
ても同様であった．自動運転時の覚醒度の低下については，他
の先行研究 [20, 21]でも示されており，本結果は妥当であると
示唆される．

2.2.4 例外を示した実験協力者について
これまでに示した，視線停留割合，ブレーキ挙動，覚醒度の
推移については，5名中 4名，同様の傾向を示している．しか
し，実験協力者 Bについては，他の実験協力者と異なる傾向を
示している．紙数の関係で図は省略するが，視線停留割合につ
いては，MD における運転時以上に，AD における運転時に，
自車進行方向に視線が殆ど停留していた．ブレーキ挙動につい
ては，表 2より，ADによるブレーキ挙動に対する，実験協力
者 B自身のブレーキ挙動の割合は，98.8%であった．事後の質
問では，「ドライビングシミュレータによる運転であることは
知っているものの，自動運転システムを信頼できず，何かあっ
たら先行車に追突するのではないかという気持ちがあり，過剰
に緊張していた．前方を注視し，自車進行方向に対して常に気
を配っていた．そのため，ブレーキペダルに，ほぼ常に足を乗
せていた」とのことであった．基本的には，自動運転システム
に対する過信・依存は発生しやすいが，実験協力者 Bの結果か
ら，ドライバへの教示および教示に対するドライバの受け止め
方によっては，過信・依存を抑制できると示唆される．

3. システム破綻時におけるドライバ状態評価
自動運転レベル 3では，「システムが全ての運転タスクを実

施するが，システムの介入要求等に対してドライバが適切に対
応することが必要」とされている [22]．すなわち，システムの
介入要求等があったときに，ドライバが要求に応えられるよう
な状態にある必要がある．しかし，覚醒度の低下や，漫然など
の状態下では，要求に適切に応えられるとは言えない．
さて，自動運転レベル 3以上を実現するには，現在安全運転
支援システムで実用化されてる信頼性において大幅な技術革新
が求められている [3]．その一方で，機械は，予想外のときに
故障をすることがあれば，突然壊れて使い物にならなくなって
しまうこともあり，絶対に壊れない機械や設備を作ることは不
可能であるとされている [23]．従って，ドライバがシステムの
介入要求を受ける事態は起こり得る話であり，自動運転レベル
3を実現するにあたっては，システムの介入要求を受ける際に，
ドライバが，介入要求に対応できるに相応しい状態である必要
がある．しかし，前節で述べたように，ドライバは，自動運転
システムに対して過信・依存する可能性が示唆されていること
から，システムの介入要件に対応できない状態にある可能性が
考えられる．このことは，過去に発生した，自動運転システム
における事故からも示唆されている．例えば，2018年 3月に，
カリフォルニア州で発生した，米国の電気自動車専門メーカー
の車の自損事故の例が挙げられる [24]．この事故では，オート
パイロット時に緊急事態が発生し，ドライバがハンドルを握
り，対応することを促す警報を出していたにも拘らず，ドライ
バがそれに対応せず，衝突回避行動を行わなかったために発生
した．
ここでは，MDから AD，ADからMDとシステムの状態が

遷移した際に，自動運転に対する過信・依存に起因して，ドラ
イバが，システムの介入要件に対応できない状態になり得るこ
とを検証する．

3.1 実験環境
実験は男性 13名，女性 1名（21歳～46歳）に対して行った．

実験協力者はドライビングシミュレータ（D3sim，三菱プレシ
ジョン製）に乗り，市街地を模した環境を運転した．運転は 3
週間実施し，1週目はMD，2週目は AD，3週目はMDで運転
をした．1 週毎に MD と AD を切り替えるという状況を設定
した理由は，シミュレータの仕様上，MDと ADそれぞれの遷
移を，運転中に発生させることが不可能であるためである．な
お，3週目のMDは，自動運転システムの破綻を想定したもの
である．2.1節と同様に，MDは，自動運転レベル 0を想定し
た状況であり，ADは，自動運転レベル 3以上を想定した状況
とした．過去の調査結果を参照し [25]，各週の運転は平日の 3
日間実施した．従って，実験協力者全員，3日 /週×3週 = 9日
運転を行った．それぞれの実験協力者の各回の運転は，同じ
ルートとした．また，サーカディアンリズムを考慮し [26]，各
実験協力者の運転開始時刻は全ての日で極力同じにするように
した．各回の運転については，前節と同様に，MDおよび AD
共に約 15分とした．全ての実験協力者は，運転中の視認行動
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図 5 運転時の様子

を計測するため，視線計測装置（T.K.K.2950 TallkEye Lite，竹
井機器工業株式会社製），実験協力者の運転時の血圧を計測す
るため，連続血圧計測装置（Radia press RBP-100，株式会社
ケーアンドエス製），および前頭部の酸素化ヘモグロビン濃度
（oxy-Hb）を計測するため，携帯型脳活動計測装置（HOT-1000，
NeU 株式会社製）を装着した．加えて，ドライバの座圧を調
べるために，体圧検知センサ（SRソフトビジョン，住友理工
株式会社製）をシート座面に装着した．更に，運転前および運
転後，唾液アミラーゼモニタ（CM-2.1，ニプロ株式会社製）を
用いて，唾液アミラーゼ濃度を計測した．唾液アミラーゼ濃度
はストレス指標と言われているため，MDおよび ADにおいて
運転前後のストレスの増減を評価することが可能である．運転
時の様子を図 5に示す．図 5において，左上は実験協力者の表
情，右上は運転時の状況，左下は実験協力者のブレーキ挙動，
右下は実験協力者の視線挙動を示している．
なお，本実験は，愛知工科大学ヒトを対象とする研究審査の
承認を得て実施している（承認番号：#28-5）．

3.2 実験結果
紙数の関係から，血圧の結果と，酸素化ヘモグロビン濃度の
結果についてのみ述べる．その他の計測結果についての詳細
は文献 [27]を参照されたい．なお，第 1週目 1日目から 3日
目のMDをM1，M2およびM3，第 2週目 1日目から 3日目
の AD を A1，A2 および A3，第 3 週目 1 日目から 3 日目の
MDをM4，M5およびM6と記す．また，各実験協力者毎に，
10 [sec]毎を 1フレームと称し，フレーム単位でデータを算出
している．

3.2.1 血圧について
実験協力者 14名の，M1からM3，A1から A3，およびM4
から M6における平均血圧を図 6に示す．図 6の上段は，M1
から M3 の変化を，中段は，A1 から A3 の変化を，下段は，
M4からM6の変化を示している．ここで，図 6は，運転開始
時の血圧からの相対的な変化を示しており，緊張やストレス等
によって，値が増加する．先行研究では，およそ 20分の運転
で，血圧が 30 から 40 [mmHg] 上昇することが報告されてい
る [28]．そのため，図 6における上昇傾向は，自動車運転時の
自然な上昇であると考えることが妥当である．

A1 から A3 と，M1 から M3 を比較すると，前者の方が血

図 6 実験協力者 14名の平均血圧の変化

圧の変化は後者よりも大きい傾向にある．これは，実験協力者
が，ADによって，自ら操縦せず，システム側でアクセル，ブ
レーキ，ステアリング操作全て行うことに対する違和感を感じ
ていることに起因すると考えられる．加えて，数名の実験協力
者は，ADによる運転中に，極めて眠いと申告している．先行
研究では，眠気に抗うときに血圧が増加することが示唆されて
いる [29]．以上により，MDに比べて ADのほうが血圧が増加
しているものと考えられる．しかし，本内容は，現時点におい
て，あくまでも推測の域に過ぎない．次に，M4 から M6 と，
M1からM3を比較すると，これらの血圧増加の傾向は類似し
ているが，血圧の平均値は，M4からM6の方が，M1からM3
の場合に比べて大きくなっている．M4，M5，M6を比較する
と，M4 <M5 <M6と，血圧が増加傾向にある．これは，A1か
ら A3においては，実験協力者のメンタルワークロードがMD
時に比べて低い一方，ADからMDに遷移した後に，実験協力
者自身で認知・判断しなければならないという意識付けに基づ
き，メンタルワークロードが増加したことに起因すると推測さ
れる．

3.2.2 前頭部酸素化ヘモグロビン濃度について
左脳は論理的思考および判断を司ると言われている [30]．本
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図 7 実験協力者 14名の左前頭部の平均酸素化ヘモグロビン
濃度の変化

実験では，MDおよび ADにおける認知・判断について検証す
るため，左前頭部の平均酸素化ヘモグロビン濃度の変化を調べ
た．実験協力者 14 名の，M1 から M3，A1 から A3，および
M4から M6における左前頭部酸素化ヘモグロビン濃度を図 7
に示す．図 7の上段は，M1からM3の変化を，中段は，A1か
ら A3 の変化を，下段は，M4 から M6 の変化を示している．
ここで，図 7は，運転開始時の血圧からの相対的な変化を示し
ており，値が大きいほど，実験協力者が，論理的思考や判断を
行っていると解釈できる．
まず，M1からM3について考察する．平均酸素化ヘモグロ
ビン濃度は，M3 が最も高く，M1 が最も低い．MD において
は，実験協力者が進むべきルートはスクリーン上に表示されナ
ビゲートされるため（図 5右上），実験において初回の運転で
ある M1 では，実験協力者は特にルートについて意識するこ
となく，ナビゲーションに従って運転している．しかし，M2，
M3と，運転を重ねるに従って，ナビゲーション表示を意識せ
ずに，過去の運転で走行したルートを思い出しながら走行する
ことに起因して，酸素化ヘモグロビン濃度が増加していると考
えられる．M2に比べてM3の方が酸素化ヘモグロビン濃度が
増加しているのは，運転を重ねることにより，走行ルートを思

い出す頻度が増加しているためと推測される．
次に，A1から A3について考察する．A1と A3の平均酸素

化ヘモグロビン濃度は，MD時と同等か，低い値を取っている
傾向にある．このことは，A1 と A3 では，実験協力者が，運
転に対して意識を働かせていないことが示唆される．一方で，
A2の酸素化ヘモグロビン濃度の平均値は，A1および A3に比
べると高い値を取っている．この理由は明確ではないが，実験
後に，複数の実験協力者から，AD時は運転が単調，退屈であ
るため，運転とは関係のない他のことを考えていたというコメ
ントがあった．従って，運転とは関係のない他のことを考えな
がら運転をしていたということにより，左前頭部の酸素化ヘモ
グロビン濃度が増加しているものと思われる．但し，A3では
A2と同様の傾向にないことについては，今後更に考察の必要
がある．

ADの後のシステム破綻を想定した MD，すなわち，M4か
らM6については，M1からM3，および，A1から A3に比べ
て，酸素化ヘモグロビン濃度が減少する傾向が著しい．ADで
は，実験協力者は，センサに頼って運転すれば良いこともあり，
基本的に，周辺環境に注意を払う必要がない．しかし，システ
ム破綻を想定したMDでは，実験協力者は，ADを経験した後
ということを鑑みると，周辺環境を見てはいるものの，M1か
らM3と同等の認知・判断度合いで周辺環境を認知・判断して
いない可能性が考えられる．いわば，「意識の脇見」[31]と似
たような状態にあることが考えられる．一方で，3.2.1 節の考
察に従うと，ドライバは，自分で認知・判断しなければならな
いという意識を持っていると考えられる．そのため，意識と実
際が乖離している状況である可能性が示唆される．このことか
ら，システムからの介入要求があり，ADからMDに遷移した
際には，周辺環境を認知・判断しなければならない意識はあっ
ても，実際には認知・判断できる状況に至っておらず，介入要
求に応えるには不適切な状態である可能性が示唆される．この
「意識の脇見」に似た状態は，ドライバが，システムに介入し
なければならない状態であっても，適切に対応できない可能性
を示唆していると考えられる．

4. まとめ
本論では，自動運転に対する過信・依存，および，システム
破綻を想定した後のドライバ状態を，ドライビングシミュレー
タを用いた実験を通じて計測・解析した結果について述べた．
実験条件の設定などの難しさなどもあり，推測の域を超えない
内容もあるが，本論で述べた実験と考察を通じ，自動運転時の
過信・依存について，十分とは言えないが，一定の知見が得ら
れたものと判断している．
筆者は決して自動運転それ自体を否定するつもりはない．自
動運転は QOL（Quality of Life），利便性を向上させると共に，
今後の高齢化社会に向けて必要になる技術である．しかし，同
時に，自動運転に対しては，その利便性のみが誇張されており，
やや美化，礼賛され過ぎている感もある．重要なことは，自動
運転技術の長所と短所をそれぞれ理解し，過信しないようにす
ることであると考えている．また，未だに，世間では，「運転
支援」と「自動運転」を混在させ，誤解を招いている印象もあ
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る．このことが，自動運転の長所と短所の理解の妨げになって
いる一因でもある．そのためには，「システムはこの程度まで
ならできる（この程度しかできない）」「システムは破綻する可
能性がある」「ドライバは自動運転に過信・依存する可能性が
ある」ということを意識した上で，今後，どのように自動運転
と接するべきか，各々がしっかりと考えるべきである．
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