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　道路の吹雪対策や道路交通管理に用いられている「視程」は気象学上で定義された視角0.5°以上
５°以下の黒い目標物を肉眼で認めることのできる最大距離である。しかし、実際の道路では視線誘
導施設などの視的目標物が存在する。このため、吹雪視程障害対策施設の整備や冬期の道路管理をよ
り効率的に実施していくには、道路利用者が吹雪時に実際に感じる視程障害により近い視程の評価方
法を明らかにすることが必要である。
　そこで、道路交通における視程の評価方法の確立に向け、吹雪時にドライバーが感じている道路上
の視認性や運転困難度とその影響要因について調査を行った。その結果、道路周辺に存在する視線誘
導施設、防雪柵などの道路付属施設や電柱、家屋などの有無によってドライバーが感じる視認性や運
転困難度は異なることが明らかとなった。また、本研究では、運転困難度を吹雪時における視程障害
度の評価指標とみなし、調査結果を基にその評価手法について検討を行った。

《キーワード：冬期道路；吹雪；視程；視認性；視程障害；視線誘導施設》

　The meteorological term range of visibility, which is used in highway snowstorm 
countermeasures and traffic control, refers to the maximum distance at which a black object with 
an angular size between 0.5 and 5 degrees can be discerned with the naked eye.  As delineators 
and other fixtures intended to visually guide road users are installed on roads, it is necessary to 
clarify a method of accurately evaluating poor visibility as perceived by road users in snowstorms.  
This will enable effective improvement of related countermeasures and support the implementation 
of winter road management.
　Against this background, a study was conducted to investigate roadway visibility and driving 
difficulty as perceived by drivers during snowstorms and to identify related influences with the 
goal of establishing a method for evaluating the range of visibility on roads.  The results revealed 
that differences in perception regarding visibility and driving difficulty arose due to the presence 
of roadside traffic control fixtures（such as delineators and snow fences）, roadside utility poles 
and houses.  The study also examined a method of determining visibility based on the investigation 
results using driving difficulty as an indicator to evaluate poor visibility in snowstorms.

《Keywords：winter road, snowstorm, range of visibility, visibility, poor visibility, delineator》
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１．はじめに

　北海道の様な積雪寒冷地の冬期道路では、吹雪によ
る視程障害によって通行止め、多重衝突事故などが発
生しており、吹雪を起因とした冬期交通障害が大きな
課題の１つである。このため、道路管理者は、吹雪時
に道路で視程の計測等を行うことにより視程障害の状
況を把握し、道路防雪林、防雪柵などの整備（写真－１、

写真－２）、通行規制、情報提供を吹雪視程障害対策
として行っている。

なることが考えられる。すなわち、現在、道路管理や
吹雪調査で把握している視程は、ドライバーが実際に
感じる視程とは一致していない可能性がある。
　そこで、本研究では視程計によって把握される MOR
とドライバーが感じる道路の視認性との差異やその影
響要因について調査を実施し、ドライバーの感じてい
る“視程障害度”の評価方法について検討を行った。

２．調査方法

２．１　調査概要

　本研究では、吹雪時における視程障害度の評価方法
を検討するため、吹雪時の道路映像を用いた屋内被験
者実験を行った。そしてその結果を基に、吹雪視程障
害度の指標化について検討を行った。

２．２　調査方法

　調査は、寒地土木研究所内の講堂で2007 ～ 2010年
度（平成19 ～ 22年度）の各年度に被験者を集め実施し
た。被験者の属性は、表－１のとおりである。調査では、
これらの被験者に、日中の吹雪時に撮影した走行中の
道路映像を見せた上でアンケートに回答いただいた。
　被験者の道路映像を見る位置は、運転時の視角と実
験映像の視角が概ね一致するようスクリーン（2.10×
3.05m）から概ね3.5m 手前とした（図－１）。１回の調
査では10名前後の被験者を対象とした。

２．３　アンケート調査項目

　厳しい吹雪視程障害時に、ドライバーは左側の路肩
を注視しながら運転していることが明らかとされてい
る２）。つまり、視程障害時の安全な運転走行には「道
路前方の視認できる距離」に加えて、「道路線形の確
認しやすさ」や「道路路側の視認しやすさ」が重要に
なると考えられる。そして、ドライバーの感じる運転
困難度はこれらの視認性の違いによって変化すること
が推測される。
　そこで本調査では、各道路映像を見せた被験者に対
し吹雪時の「視認距離」「道路方向の確認性」「道路路
側の視認性」「運転意志」について、アンケート調査
を実施した。図－２の問１～３に示すとおり、「視認
距離」は０－300m までのスケールを10m 毎に示し被
験者に回答させた。「道路方向の確認性」及び「道路
側の視認性」については「全く分からない」（評点１）
から「よく分かる」（評点５）までの５段階で被験者に
回答させた。また、「運転意志」については、図－２

写真－１　道路防雪林の設置状況

写真－２　防雪柵（吹き払い柵）の設置状況

　視程は、昼間においては空を背景とした視角0.5°
以上５°以下の黒い目標物を肉眼で認めることのでき
る最大距離１）であり、夜間においては灯火を用いて昼
間と同じ明るさにしたと仮定した場合に、目標を認め
ることのできる最大距離として地上気象観測法におい
て定義されている。
　近年では、観測者の主観が入ることや連続的な観測
ができないこと等の課題から、光学式視程計で検出し
た大気の透過率や反射率から求めた気象光学距離

（MOR）１）が視程として代用されている。なお、この
MOR は目視で観測している視程ともほぼ一致すると
されており、道路交通管理においてもこの光学式視程
計によって計測された MOR が「視程」として利用さ
れている。
　しかし、道路上やその周辺には気象学上定義される
目標とは異なる視線誘導施設などの視的目標物が散在
しており、ドライバーが実際に道路上で感じる吹雪時
の視程や視程障害はこれらの有無によっても大きく異
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写真－３　視程障害移動観測車

図－２　アンケートの設問内容

表－２　調査に用いた年度別の道路映像数

表－１　被験者の属性

図－１　調査方法

の問４に示す５段階の選択肢の中から被験者に回答さ
せた。
　なお、「道路方向の確認性」「道路路側の視認認性」「運
転意志」については2009 ～ 2010年度にのみ調査を実
施した。
　調査に用いた道路映像はビデオカメラ、前方散乱型
視程計（明星電気（株）製 TZF-31A）を搭載した視程障
害移動観測車（写真－３）を用いて、吹雪の発生した冬
期間に北海道石狩市近郊の道路で撮影したものであ
る。撮影時には併せて視程（以下、機械視程計測値

（Vm））３）を計測している。
　撮影した道路映像から、視的目標物になり得ると考
えられる視線誘導施設（自発光式・非発光式固定式視
線誘導柱（矢羽根）、非発光式視線誘導標、防雪対策施
設（吹き止め柵・吹き払い柵）、連続した林帯、車両用
防護柵など連続した沿道施設、沿道家屋、電柱の有無
等の条件が異なるように、10秒のクリップ映像を抽出
した。
　評価対象として抽出した道路映像数は計172ケース
で、各調査年度に評価した被験者数と道路映像数を表

－２に示す。なお、2009年度については114名の被験
者を３グループに分けそれぞれ異なる道路映像を評価
させた。
　評価対象とした道路映像は機械視程計測値1000m
未満とし、10映像を除く162映像は300m 未満の厳し
い吹雪時の道路映像を抽出し調査に用いた。図－３に
は、調査に用いた道路映像からトリミングした画像の
一例を示す。
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図－３　調査に用いた道路映像（一例）

10

100

(m
)

(Vm)(m)

(n=35)
(n=11)

( =20)
( =11)

y=0.1399x1.1211 R2 = 0.7285

y=7.1442x0.5118 R2 = 0.6525

y=8.2668x0.4463 R2 = 0.4322

y=73019x0.4475 R2 = 0.4795

10

100

(m
)

(Vm)(m)

(n=8)
(n=16)

( =24)
( =11)

y=0.1399x1.1211 R2 = 0.7285

y=4.5034x0.6383 R2 = 0.3795

y=6.4165x0.5461 R2 = 0.5476

y=3.643x0.6071 R2 = 0.8024

10

100

(m
)

(Vm)(m)

(n=10)
( (n=18)

( =13)
(n=33)

( =11)

y=4.9467x0.5648 R2 = 0.662

y=5.1339x0.5369 R2 = 0.8076

y=3.6561x0.6184 R2 = 0.6479

y=9.576x0.4263 R2 = 0.4565

y=0.1399x1.1211 R2 = 0.7285

(a) 

(b) 

(c) 

図－４　視認距離と機械視程計測値

３．調査結果

３．１　吹雪視程障害時の視認性と沿道施設の影響

　図－４、図－５、図－６、図－７は、沿道施設が存
在しない場合と視線誘導施設などの沿道施設が存在す
る場合の、それぞれ視認距離の評価と機械視程計測値
との関係（図－４）、道路方向の確認性の評価と機械視
程計測値との関係（図－５）、道路路側の視認性の評価
と機械視程計測値との関係（図－６）、運転意志の評価
と機械視程計測値との関係（図－７）である。
　これらは、2009年度に取得したデータを基に整理し
た。なお、各映像の「視認距離」「道路方向の確認性」

「道路路側の視認性」「運転意志」の評価は全被験者が
回答した評価の中央値を用いている。
　最初に図－４（a）（b）（c）より、被験者が吹雪時に
感じる道路上の視認距離は、沿道施設が存在しない場
合に比べ視線誘導施設などの沿道施設が道路周辺に存
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図－５　道路方向の確認性と機械視程計測値 図－６　道路路側の視認性と機械視程計測値
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在する場合に大きくなる傾向が見られた。具体的には、
図－４（a）より各種の視線誘導施設が存在する場合、
機械視程計測値（Vm）が40－60m の時に最大で50m 程
度となり、視認距離が大きくなる傾向が見られる。
　さらに、図－４より機械視程計測値（Vm）と視認距
離の関係は沿道施設が存在しない場合、機械視程計測
値（Vm）が40－60m の場合に視認距離は10－20m 程度
で、機械視程計測値（Vm）が300m の場合に視認距離
は100m 以下である。このように、沿道施設が存在し
ない場合、被験者が吹雪時に感じる視程は視程計で計
測される視程に比べ短くなることが確認された。一方、
矢羽根や視線誘導標などの視線誘導施設が存在する場
合、機械視程計測値（Vm）が100－200m では視認距離
は50－150m 程度となる。機械視程計測値（Vm）が
100m 未満では視認距離は機械視程計測値と概ね同程
度の傾向が見られた。なお、既往研究４）においても矢
羽根や視線誘導標が視認できる日中の吹雪時における
距離は、視程計で計測された視程が100 ～ 200m より
大きい場合には機械視程計測値より短いことが指摘さ
れており、それらの結果とも一致した。
　次に、道路方向の確認性（図－５）と道路路側の視認
性（図－６）について述べる。図－５、図－６より沿道
施設が存在しない場合には機械視程計測値（Vm）が
200－300m 程度の道路映像は評点２から４と評価さ
れ、機械視程計測値（Vm）が130m 未満の道路映像は
評点１「全く分からない」又は２と評価された。一方、
視線誘導施設や防雪柵及び車両用防護柵、その他の沿
道施設が存在する場合には、機械視程計測値（Vm）が
50m 以上の道路映像で評点が概ね３以上と評価された。
　次に、被験者が回答した運転意志（図－７）について
述べる。図－７より、沿道施設が存在せず機械視程計
測値（Vm）が100m 未満となる59m、62m であった道
路映像は、運転意志が「１：運転することができず、
停止」と評価された。一方、視線誘導施設などの沿道
施設が存在する場合には、機械視程計測値（Vm）が
100m 未満であっても、運転意志は「２：運転が困難
で本当は停止したいが、やむを得ず走行」「３：かろ
うじて走行可能だが、コンビニや GS などの駐車スペ
ースがあれば停車」「４：視界が悪いため、ゆっくり
と走行を継続」と評価された。
　このような「道路方向の確認性」「道路路側の視認性」

「運転意志」の結果から、機械視程計測値（Vm）が
100m を下回るような吹雪視程障害時で、かつ沿道施
設が存在しない場合、運転が非常に困難な状況である
ことが考えられる。一方で、視的目標物となり得る沿

図－７　運転意志と機械視程計測値
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が評価した視認距離との関係である。なお、運転困難
度（運転意志）及び視認距離はそれぞれ中央値を集計し
た。
　図－８（上図）より、運転意志は機械視程計測値（Vm）
が短いほど低くなる傾向があるように見えるが、決定
係数（R2）が0.261と低い。一方、図－８（下図）より、運
転困難度と視認距離の関係を見ると、視認距離が短い
ほど運転意志は低く運転困難度が高くなる傾向が見ら
れ、その決定係数（R2）も0.840と高い結果が得られた。
　この要因には、図－４で明らかとなった機械視程計
測値（Vm）が同じであっても、道路周辺の沿道施設の
有無によって道路利用者が吹雪時に実際感じる視認距
離が異なったことが考えられる。このため、道路利用
者が吹雪時に感じている運転困難度を精度良く評価す
る上では、道路利用者が吹雪時に実際感じている道路
上の視認距離を推定することが重要と考えられる。
　そこで、被験者が吹雪時の道路映像から評価した道

道施設が存在する場合には、機械視程計測値（Vm）が
同様に概ね100m を下回っても50m 以上であれば、運
転困難度はある程度改善されると考えられる。
　なお、既往研究において加治屋ら５）は、吹雪時の機
械視程計測値が50m 以上100m 未満の状況では「走行
速度が顕著に低下するほか、速度をコントロールする
アクセル踏量の標準偏差が大きくなり、ブレーキ回数
も増加しはじめる」となる運転挙動を確認しており、

「沿道の視的目標物を頼りに走行を維持している」と
評価している。さらに、吹雪時の機械視程計測値50m
未満の状況では「急激な速度低下やハンドル操舵角の
標準偏差が大きくなり、短い時間でのブレーキ回数も
持続して多くなる」となる運転挙動を確認しており、
走行状態は極めて不安定と評価している。
　このような既往の運転挙動に関する評価とも、本研
究で調査した「道路方向の確認性」「道路路側の視認性」

「運転意志」から考察した運転困難度は概ね一致した。

３．２　沿道施設を考慮した吹雪視程障害度の評価手法

３．２．１　吹雪視程障害度の指標

　冬期道路の吹雪時における視程障害の度合いを評価
するためには、その指標となる項目を設定する必要が
ある。
　３．１での結果から気象学上定義される視程とドラ
イバーの感じる道路の視認性は、沿道施設の種類やそ
の有無によって異なることが明らかとされた。
　このため、道路上の吹雪視程障害を評価する上では、
光の透過率６）や飛雪流量７）等から推定された気象学上
の視程に加え、道路周辺に存在する沿道施設の有無な
どの要因にも考慮した指標を用いることが必要と考え
られる。
　さらに、吹雪視程障害度の評価指標は道路利用者に
も分かりやすくなるように、吹雪視程障害時の運転困
難度を表した具体的な指標とすることも必要と考えら
れる。なお、本研究で調査した「運転意志」は各吹雪
視程障害状況に応じた運転困難度を道路周辺に存在す
る沿道施設の有無等の影響も反映して評価した結果で
あり、吹雪視程障害度の評価指標に適するものと考え
られる。
　そこで、被験者が評価した吹雪時の運転意志（図－

２）を運転困難度とみなして吹雪視程障害度の評価手
法について検討を行った。
３．２．２　吹雪視程障害度の評価手法

　図－８は、各道路映像を見て被験者が評価した運転
困難度（運転意志）と機械視程計測値（Vm）及び被験者

n=140

n=140

図－８　運転困難度（運転意志）
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表－３　目的変数と説明変数

設の効果は小さいものの、視程が著しく低下した状況
では、沿道施設の有無が視認距離に与える影響は相対
的に大きいと考えられる。また、降雪の有無によって
は、視認距離が約28m 異なり視認距離への影響が大
きい傾向が見られた。
　また、視程が急変する防雪柵端部などの箇所は、「道
路吹雪対策マニュアル」でも危険とされており９）、視
程変動強度（I）が大きいほど視認距離は短く、運転の
困難度は高くなることを想定していた。しかし、視程
変動強度（I）の違いによる視認距離の違いは３～４m
程度にとどまり、ほとんど視程変動強度（I）による視
認距離に違いは見られなかった。ただし、今回のクリ
ップ映像は評価しやすいように時間を10秒間と短くし
たため防雪柵端部を含んだ道路映像は基本的に抽出し
ていない。このため、本調査では防雪柵端部での急激
な視程低下のような変動に対する評価までは出来てい
ないことが考えられる。
　図－９は機械視程計測値（Vm）及び表－４の結果を
基に、推定した視認距離と被験者が評価した視認距離

路上の視認距離を目的変数、沿道環境条件及び気象条
件を説明変数として設定し（表－３）、多変量解析を行
った。解析対象は2007 ～ 2010年度に取得したデータ
とした。なお、視認距離にはこれまで同様、被験者が
評価した結果の中央値を用いた。
　道路上の視認距離は機械視程計測値（Vm）が同様で
あっても、図－４の結果からも分かるとおり、視線誘
導施設や防雪柵などの吹雪対策施設、電柱や沿道家屋
の有無によっても変化することが想定される。そこで、
沿道環境に関する説明変数として①間隔をおいて配置
される固定式視線誘導柱（非発光及び自発光式）、②防
雪柵や林帯、車両用防護柵などの連続して設置される
施設（防雪対策施設等）、③電柱、④家屋の有無の4項
目を用いることとした。
　さらに、気象条件に関する説明変数としては①機械
視程計測値（Vm）、②降雪の有無を用いた。また、吹雪
時の視程は短時間での変動幅が非常に大きく、機械視
程計測値（Vm）が同じであってもドライバーの感じる
視認距離は視程の変動幅によっても異なることが考え
られる。なお、吹雪時における視程の変動を、石本８）

は式（1）に示す視程変動強度（I）を用いて評価してい
る。そこで、この③視程変動強度（I）を加え、これら
の３項目を気象条件に関する説明変数に用いた。

･･････････････　（1）

　　　 I　：視程変動強度（％）
　　　Vm：機械視程計測値（m）
　なお、機械視程計測値（Vm）及び視程変動強度（I）を
除くすべての説明変数は質的データ（カテゴリー変数）
である。このため、本研究では分析手法に数量化Ⅰ類
を用いることとし、各説明変数のカテゴリー数とその
内容は以下に示すとおり設定した（表－３）。機械視程
計測値（Vm）は、既往研究５）において得られている機
械視程計測値（Vm）と運転挙動との関係を基に、「50m
未満」「50m 以上100m 未満」「100m 以上200m 未満」

「200m 以上」の４段階に区分した。また、視程変動
強度（I）については、「50％未満」「50％以上100％未満」

「100％以上」の３段階に区分し、それ以外の説明変数
については有無の２つに区分した。
　分析の結果を、表－４に示す。表－４に示す各アイ
テムのカテゴリースコア値の差より、視認距離は固定
式視線誘導柱が存在することによって約13m、防雪対
策施設等の連続した施設が存在することによって約
20m、電柱が存在することによって約18m 改善するこ
とが示された。視程が多少悪い程度の場合では沿道施

表－４　数量化Ⅰ類による多変量解析の結果
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との関係を示したものである。図－９（上図）に示した
とおり、機械視程計測値（Vm）は視認距離より短くな

る傾向があり、決定係数（R2）も0.372と低かった。こ
れに対し、図－９（下図）に示したとおり多変量解析の
結果から推定した視認距離は実際観測された視認距離
と概ね一致しするようになり、決定係数（R2）も0.549
に向上した。
　視認距離を精度良く推定する上では、決定係数（R2）
0.549は十分とは言い難いものの、視程障害度を評価
する上では数段階に区分して評価ができれば良いと考
えられるので、この結果を用いて視程障害度の評価を
行うこととする。
　図－10には、吹雪視程障害度の評価手法の提案に向
け、表4で得た説明変数毎のカテゴリースコアを基に
気象条件と沿道施設条件から視認距離を推定する評点
表（図－10の上の表）を作成した。さらに、推定された
視認距離より、図－８において示した視認距離と運転
困難度との関係を用いて、吹雪視程障害度を５段階で
判定する表を図－10の下に示すとおり取りまとめた。

４．まとめ

　本研究では、以下のことが明らかとなった。
１） 道路上の視認距離は、機械視程計測値（Vm）と同

程度かそれより短くなる傾向が見られた。さらに、
機械視程計測値（Vm）が同程度であっても、道路
周辺に視的目標物になり得る固定式視線誘導柱や
防雪柵などの沿道施設の有無によって道路上の視
認距離や視認性、運転困難度に相当する運転意志
は異なる傾向が見られた。

２） 機械視程計測値（Vm）に加え、視認距離への影響
が見られた固定式視線誘導柱など視的目標物にな
り得る沿道施設の有無などを考慮し、ドライバー
が実際感じる道路の視認距離を推定する手法を多
変量解析により検討した。その結果、吹雪時の視
認距離に影響する沿道施設の影響度を把握するこ
とが出来た。

３） 吹雪時の運転困難度を評価した運転行動の意志は
機械視程計測値（Vm）よりも被験者の感じる視認
距離との相関性が高い傾向が見られた。このため、
２）で推定した吹雪時の視認距離を基に、運転困
難を判定し吹雪視程障害度を５段階で評価する手
法を提案した。

５．今後の課題

　本研究の結果を基に、道路周辺に存在する固定式視

図－10　吹雪視程障害度の評価手法（案）

※日中：機械視程計測値1000m 未満

y = 4.5068x0.5615
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( )
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図－９　視認距離の推定結果
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線誘導柱、防雪柵などの道路付属施設や電柱、家屋な
どの沿道施設の有無に配慮した視認距離を推定する手
法を提案したが、観測した視認距離と推定した視認距
離との間での決定係数（R2）は0.549であり、視認距離
の推定精度の向上に検討の余地がある。例えば、各説
明変数の影響度であるカテゴリースコア（表－４）は、
機械視程計測値（Vm）が大きい場合と非常に低い場合
では異なることも考えられる。このため、機械視程計測
値（Vm）のランク別にデータを充実させるなど、視認
距離の推定精度向上に向けた調査が必要と考えられる。
　また、被験者が1回の実験で評価できるデータ数に
は限りがあり、本研究では時間帯を日中に絞って評価
を行っている。夜間で評価した場合には、結果が異な
ると考えられ、今後は夜間におけるデータについても
収集し評価を行っていくことも重要と考えられる。
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