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１．はじめに

　吹雪や雪崩対策等に関する研究にあたっては、冬期
間の気象や吹雪時の視程、交通観測データの長年にわ
たる収集・蓄積が重要となる。
　吹雪による視程障害時の観測データ収集は、冬期間
の吹雪発生時にしかできないため、万全なデータ収集
体制が必要となる。
　雪氷チームでは、吹雪時の気象データに関し、気象
庁アメダスや北海道開発局のテレメータ及び CCTV
画像等の各種のデータに加えて、札幌市郊外の４箇所
に気象観測所を設置し、独自に気象データを収集して
いる（図－１、表－１）。
　当チームの観測機器は、設置から15年を経過してい
るため、今後故障による欠測を生じる恐れがある。こ
うした欠測を未然に防ぐには、観測設備の更新が重要
となるため、改修の検討を行ってきた。
　本報では、雪氷チームで構築した気象観測データ伝
送収録システム（以下、「CDAS」と言う。）の現状と改
修状況について報告する。

２．観測施設の概要

　雪氷チームでは、石狩吹雪実験場、中山峠、当別町
当別太、江別市角山の札幌市近郊の４箇所の気象観測
施設を設置し、常時観測を行っている（図－１）。観測
項目は表－１に示す、気象データ、CCTV画像、交
通量となっている。
　石狩吹雪実験場（図－２）は、札幌中心部から北方
17kmの位置にあり、冬期に強い北西の季節風を受け
るため北海道内でも吹雪頻度が高い地域のひとつとな
っており、当チームの重要な吹雪観測施設である。
　当実験場は、昭和61年度より現在地にて吹雪及び視
程観測の研究を開始し、防雪柵や防雪林、道路構造に
よる吹雪対策効果の調査を現在も行っており、過去に
は寒冷地AHS（走行支援道路システム）をはじめとす
る ITS（高度道路交通システム）に関する研究開発を
行っていた箇所である。

表－１　観測項目

図－１　気象観測施設位置図

図－２　石狩吹雪実験場気象観測施設
（左）観測局舎（右）観測機器の設置状況
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図－３　ネットワーク図（平成23年４月１日現在：吹雪観測システム関連部分のみ掲載）

　中山峠気象観測所は、中山大橋札幌側と北海道開発
局小樽開発建設部の中山除雪ステーション構内の２箇
所より構成されており、昭和50年代から吹雪や積雪の
観測を行ってきている。現在の観測システムは、平成
８年度に設置されたもので、現在では多くの機関が行
っているが、当時では珍しかったインターネットによ
るリアルタイムの道路情報提供や ITS 技術を活用し
た道路情報提供実験を設置当初より行っていた。吹雪
対策や着雪、雪崩の研究フィールドに近いため、現在
はそれらの基礎データに用いている。
　一般国道337号当別気象観測所と一般国道275号角山
気象観測所は、平成８年度にそれぞれ運用を開始した。
当時、吹雪による視程障害時の運転挙動の研究や寒冷
地AHSの開発に関する共同研究の実験フィールドだ
った事から、これらの基礎データを収集する目的で設
置していたもので、現在も吹雪対策に関する基礎デー
タ収集に使用している。

３．吹雪観測ネットワークの概要

　平成23年度当初の吹雪観測ネットワーク図を図－３

に示す。CDAS は、平成５年度に開発した開発土木
研究所（現　寒地土木研究所）の第１実験棟情報解析室
と石狩吹雪実験場及び中山峠気象観測所とをモデム通
信により結ぶテレメータシステムである。現在のシス
テムは平成８～９年度に整備された。
　本システムではセンサーからの電気信号をネットワ
ーク上の CDAS クライアントで観測値に変換する。
吹雪時の視程等のデータは、短時間で変動するため、
0.1秒周期で観測を行っている。観測データは、当別
及び角山気象観測所では観測所内の CDAS クライア
ントに、石狩吹雪実験場及び中山峠気象観測所では、
観測所内の CDAS サーバにデータを転送して保存し
ている。ネットワーク上でデータの確認や取り出しを
行う場合には、CDASサーバにアクセスをして行う。
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を行っている。ここで用いるタイムラプスビデオは２
時間のVHS テープに最大960時間（３秒間に１コマの
録画の場合）の画像を録画でき、主に防犯等の目的で
使用されているものである。
　石狩吹雪実験場の観測データについては、ネットワ
ーク内の PCの web ブラウザ上で確認ができる（図－

４）。また、CCTVカメラの画像については、web イ
メージサーバでキャプチャーし、静止画をweb ペー
ジ上に表示するシステムとなっている。さらに、リバ
ースプロキシサーバを介して、石狩吹雪実験場の
CDAS サーバにアクセスする事により、インターネ
ット経由で外部からもセキュリティを確保しつつリア
ルタイムにデータを確認する事ができ、外注業務や共
同研究等で活用されている。

４．吹雪観測ネットワークの問題

　
　吹雪観測ネットワークには平成23年４月時点で、次
のような課題があり、対策について検討した。

４．１　CDAS システムの問題

　CDAS 各種サーバ ･ クライアントには FAパソコ
ンを使用しており、24時間稼働していても耐久性が高
いものを使用している。しかし、観測所は気温の変動
が大きく結露が発生しやすい環境にあるため、FAパ
ソコンであっても、故障が発生しやすい。機器は平成
８～９年度に設置されたものが多く、設置後15年が経
過しており、製造中止となっているほか、交換部品も
既に無いため、システム停止の恐れがある状況にあっ
た。また、OS にWindows NT を用いており、既に
サポートが終了している一方で、CDAS システムの
製作メーカーが北海道より撤退し当時の開発担当者が
いなくなったため、ソフト的な改修ができないという
問題があった。
　観測データは各観測所サーバに保存されており、春
から秋までの非観測期に１回、現地で定期的にバック
アップを行っているものの、冬期間に故障した場合は、
観測データが取得できなくなる恐れがあった。
　また、NTP＊サーバや電波時計に接続されておらず、
時刻修正が自動でできないため、１ヶ月で数秒から数
分のずれを生じる事があり、観測所毎に設置されてい
る映像との比較に支障を来す場合があった。

図－４　観測システムの web 表示画面

（石狩吹雪実験場）
（上）トップ画面（下）グラフ表示画面（風速、視程）

　情報解析室と各観測所を結ぶネットワーク回線は、
石狩吹雪実験場については、信頼性の高い64kbps の
デジタル専用線を、また、中山峠気象観測所について
は、ISDN 64kbpsを用いている。中山峠気象観測所は、
観測項目によりセンサーの設置箇所が離れており、中
山峠除雪ステーションから中山峠観測局舎まで56
kbps のアナログ電話回線を用いて、定期的にダイヤ
ルアップ通信して、データを統合するシステムとなっ
ている。
　気象データの他に、吹雪時の映像を収集するために、
石狩吹雪実験場では３台の、その他の気象観測所では
各1台の CCTV カメラを設置し、VHS タイムラプス
ビデオに録画している。吹雪映像は、吹雪対策の研究
に使用しており、視程計による吹雪の視程値との比較

＊ Network Time Protocol（ネットワークタイムプロトコル）: ネットワー
クに接続される機器において、機器が持つ時計を正しい時刻へ同期するた
めの通信方法の事
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＊＊ File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）: ファイルを別のパ
ソコンに転送する規約の事

　これらの事から、早急なシステムの更新が必要とな
ったため、検討に着手する事とした。

４．２　回線的問題

　石狩吹雪実験場と中山峠気象観測所については、観
測所まで回線が整備されているが、当別気象観測所と
角山気象観測所は、オンライン化されておらず、観測
機器の稼働状況やデータ保存状況の確認できない状態
である。吹雪対策の研究には多くのフィールドでの観
測が必要となるため、効率的な運用に向けて、観測所
と情報解析室間とを結ぶオンライン化が必要となる。
　また、石狩吹雪実験場や中山峠気象観測所と情報解
析室を結ぶネットワーク回線は、64kbps と容量が小
さいため、まとまった観測データや動画、解像度の高
い静止画データが取得できない事から、改善が必要と
なった。

４．３　映像保存方法の問題

　各観測所の画像は、観測局舎内に設置されている
VHS タイムラプスビデオに保存しているが、VHS タ
イムラプスビデオは、製造後10年以上経過しており、
ほとんどのメーカーのVHS 対応機器が生産終了とな
っているほか、ビデオテープ交換毎に十数秒程度時刻
にずれを生じるため、観測データと照合する際にずれ
を考慮しなければならず、解析の効率化に課題が残る
ため、保存方法を検討する事が必要となった。
　近年、HDDレコーダーの普及により、監視に使わ
れるタイムラプスビデオもHDDに置き換わってきて
いる。HDDタイムラプスレコーダーは画像の劣化が
無く、長期録画も可能となる反面、録画データがHDD
の容量に達した場合、古い映像データから上書き消去
される事、また、データの取り出しに時間がかかる等
の課題がある。
　また、著作権保護のため、専用ソフトでしか画像が
見えない機種がある事や、メモリカードで短時間のデ
ータしか取り出せない機器が多い事から、HDDレコ
ーダーによる映像収録は採用できない。現在、石狩吹
雪実験場において静止画をweb 上で確認できるシス
テムを運用中であり、今後、解析作業の効率性を考え
ると、CCTVカメラのネットワーク化が必要である。

５．吹雪観測ネットワークの構築の条件

　さきに述べた吹雪観測ネットワークの問題点につい
て、以下の点に着目し再構築の検討を行った。

（1） 可能な限り市販品で構築し、ソフトウェアの作り
込みを少なくする。

（2） 観測所には PCを置かず、ロガー等でデータ収録
を行い、メモリカード等に保存し安定した運用を
図る。

（3） 観測データは、データ加工の容易なテキスト形式
及びCSV形式とする。

（4） 表－１の観測項目の表示が可能なものとする。視
程は視程計の出力（電圧出力）をもとに、既往の研
究で求められた式１）２）で演算を行って求めるもの
とする。

（5） 情報解析室に設置したサーバにデータを転送し、
保存できるものとする。

（6） 吹雪の視程値の短時間の変動が確認できる様、１
秒周期でデータ収録できる様にする。

（7） 情報解析室から各観測所を結ぶ回線は、準動画（約
1.5Mbps）を伝送可能な容量を確保し、外部から
の侵入が困難なセキュリティの高い回線とする。

（8） 情報解析室から、リアルタイムの動画の確認や、
画像データの保存を可能にする。

６．吹雪観測ネットワークの改修検討

　前項の（1）～（6）に対応する計測機器を選定し、（7）
の条件を満たす回線について調査し、（8）の条件に合
う映像機器の選定を行った。

６．１　計測機器選定

　気象観測機器を扱っている多くのメーカーでは、気
象専用のシステムでネットワーク構成ができる仕様と
なっているが、前述した条件をすべて満たすものは見
つからなかった。そこで、汎用の計装用機器について
調査したところ、主に工場管理用の計装機器の記録計
に使用される FTP＊＊機能付きデータ記録計（チノー
製　KR-3000）が仕様を満たす事が判ったため選定し
た。リアルタイムのグラフ表示（図－５）の見やすさは
気象観測専用のものには劣るものの、トレンド、バー
グラフ、数値表示の切り替えが可能であり、気象情報
の確認には問題は無い事が判った。
　記録計には、センサーからの電圧値 ･電流 ･パルス
信号を最短で0.1秒周期で計測する事が可能である。
現在運用中のシステム（CDAS）の計測周期は、0.1秒と
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が可能と考えられた。また、当別と角山の観測所は現
在、光回線のエリアとなっていないが、少なくとも
ADSL は整備可能なため、ADSL 回線の品質によっ
ては準動画の送信は可能と考えられる。一方、中山峠
気象観測所は光回線及びADSL 回線の開通予定が無
い事から、当面静止画のみの伝送を ISDN回線によっ
て行う事とした。
　セキュリティ確保の観点からは、現在、情報解析室
と石狩吹雪実験場間の通信に用いられている専用線が
優れているが、準動画を伝送できる回線容量（1.5
Mbps）を確保する場合には、月額約40万円程度と非常
に高価になる事が判った。また、光インターネット回
線の場合には、月額使用料は６千円と安価であるもの
の、セキュリティの確保に問題がある。このため、電
気通信事業者がサービスを提供しているVPN＊＊＊＊回
線での整備を検討した。
　VPN回線は物理的には、回線を他機関と共有する
形をとるが、電気通信事業者の設備でネットワーク的
に独立した回線となるためのセキュリティの確保が容
易である。また、回線使用料が光回線の場合で月額７
千円程度と安価であるため、VPN回線で整備する事
とした。VPN回線は、ISDN回線でも整備できるので、
中山峠気象観測所でも利用を検討している。

６．３　映像機器の整備

　CDAS ではリアルタイムで画像を確認できるのは、
石狩吹雪実験場の２台の CCTVカメラの静止画のみ
である。今回の整備では既存の CCTVカメラのアナ
ログ映像信号を H264や MPEG-4形式に変換して、
LAN回線で伝送するビデオエンコーダを設置する事
とした。
　画像はソフトデコーダで自動変換され、パソコンで
動画も手軽に確認する事ができる。また、情報解析室
に設置されたデータサーバに保存する事で、データを
現地に取り出しに行く必要が無くなるため、解析作業
が効率的となる。
　さらに、データ記録計とデータサーバがNTPの機
能を持たせたファイヤーウォールにアクセスする設定
を行う事により自動的に時刻補正されるため、観測デ

なっているが、視程計の時定数が１秒である事から測
定周期は１秒で問題ないと判断した。
　計測データの保存には、CSV形式やバイナリ形式
が用いられ、バイナリ形式はデータ容量を小さくする
事ができる反面、専用のコンパイラソフトが必要で、
長期にわたり使用するデータの場合、コンパイラソフ
トが将来のOSに適合しない場合等により、データが
見られなくなる恐れがある事から、広く使われている
CSV形式を採用した。生成されたデータは自動的に
データサーバに転送されるほか、データ記録計内のメ
モリカードにも保存される事から、データ保存の信頼
性の向上を図る事ができる。
　また、指数演算及び対数演算が可能であり、例えば、
視程計の信号から視程値［m］を自動計算１）２）でき、現
在運用中の全てのセンサーのデータ収録が可能である。

６．２　回線の整備

　各観測所からの画像伝送を行うため、回線種別毎の
サービスエリアについて調査した（表－２）。石狩吹雪
実験場は、平成23年４月よりNTT東日本の IRU＊＊＊

協定で石狩市が整備した光ケーブルにより、NTTの
光回線のサービスエリアとなった事から、画像の伝送

図－５　データ記録計の表示画面（イメージ）

＊＊＊ Indefeasible Right of User（破棄し得ない所有権）：電気通信設備など
を長期安定的に使用できる権利の事。自治体で整備した光ケーブルを電気
通信事業者が借りて、電気通信事業者よりサービスを提供する事。石狩市
の光ファイバー網等の基盤整備事業にて光ケーブルが敷設された。
＊＊＊＊ Virtual Private Network（仮想プライベートネットワーク）: 多数の
加入者で帯域共用する通信網を利用し、拠点間の LAN間など接続を専用
線の様に独立して通信する技術

表－２　回線種別毎のサービス状況
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う事で回線の切断や観測機器の故障によるデータ取得
失敗やデータ消失の防止を図っている。
　また新たに、石狩吹雪実験場に日射計を追加したほ
か、汎用のドーム型のネットワークカメラを追加した。
これは、着雪やレンズカバーの汚れの程度を調べて、
ワイパーの無い安価なドーム型カメラが、研究に使用
できるかを確認するために試験的に設置したものであ
る。平成24年度以降は、石狩吹雪実験場と同様に他の
観測所の回線も含めた整備を行う予定である。なお、
中山峠観測所の２箇所の観測施設においては、光回線
のサービスエリアではないため、画像についてのみ現
地でHDDレコーダーに保存する予定である。

８．おわりに

　これまで雪氷チームが運用してきた吹雪観測ネット
ワーク機器は、設置後15年が経過して、早急な更新が
必要であり、大きな故障が発生した場合、研究に多大

ータと画像の時刻の同期を取る事ができる。

７．新しい吹雪観測ネットワークの構築

　前章で仕様を定めた機器を統合し、吹雪観測ネット
ワークを構築する事とした（図－６）。このうち平成23
年度は、石狩吹雪実験場の整備を実施した。情報解析
室と石狩吹雪実験場を結ぶ回線に、光回線のVPNを
用いた。また、既設の専用線は、光回線が切断された
場合に、情報解析室及び石狩吹雪実験場のルータで自
動的に回線が切り替わるバックアップ回線として残す
事とした。
　今回、石狩吹雪実験場に FTP機能付きデータ記録
計（チノー製　KR-3000）を設置した。収録データは、
メモリカードスロットに挿入されている８GBのメモ
リカードに保存され、約１年４ヶ月分のデータが保存
可能である。また、情報解析室のデータサーバへ
FTP 機能によりファイル転送し、バックアップを行

図－６　吹雪観測ネットワーク案（平成24年３月30日現在）
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検討中である。
　近年、安価で高性能な汎用品の機器が開発された事
で特定のメーカーに依存せず、汎用的で安価なシステ
ムの構築が可能となった。
　今回紹介したシステムが今後、様々な機関にて、気
象観測システムを構築する際の参考となれば幸いであ
る。
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な支障を及ぼす恐れがあった。しかし、現状と同等な
システムを整備するには、多大な費用が発生する。従
来、観測システムの構築にあたっては、観測条件に応
じて、専用の機器やソフトウェアを設計・製作してい
たため、高価なものとなっていた。また、改造や修理
を行う場合にも、システムを構築した特定のメーカー
でしか対応できない事も課題となっていた。
　そこで、汎用品の組み合わせで現状の性能にできる
だけ近づけるようなシステムの構築について検討した。
　検討にあたっては、計測機器及び観測設備メーカー
のカタログやホームページ、またメーカーの営業担当
者からの聞き取りにより情報の収集を行った。今回の
システムを構成する機器の多くは、メーカーの展示会
で見つけたものであり、従来の４分の１程度の費用で
整備が可能となった。さらに現在、汎用品のデータ収
録ソフトの導入によるデータ整理の簡素化についても
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