
２．改良前のミニバン型視程障害移動観測車の概要

　ミニバン型の移動観測車の改良前の観測システムの
構成を図－１、設置状況を写真－２に示す。観測シス
テムは、各種のセンサー、演算・制御を行うデータ収
録 PC、演算結果をグラフ化表示するデータ表示 PC、
機器に商用電源相当のAC100V を供給するDC-ACイ
ンバーターにより構成される。
　観測項目は、道路気象等（視程、風向風速、気温、
映像（ビデオカメラ）、緯度経度（GPS センサー）に加
えて、当所の移動観測車特有の運転挙動（加速度２方
向、アクセル開度、ブレーキ踏力、ハンドル舵角）で
あり、吹雪による視程障害がドライバーの運転挙動に
与える影響の調査も可能となっている。
　なお、移動観測システムは、60㎞ /h で走行した際
に取付道路周辺の防雪柵の切れ目による視程変動につ
いても観測できるよう、観測周期は0.1秒を採用した。
　移動観測システムの主な構成について、以下に述べ
る。視程計には、車載型の前方散乱型視程計を採用し
た。この視程計は気象観測施設に設置されている視程
計と異なり、車両搭載用に設計されており、時定数が
１秒以内と一般的な視程計の約１分と比べて短く、走
行中の視程変動がきめ細かく観測できるものとなって
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１．はじめに

　積雪寒冷地の冬期道路は、吹雪による視程障害や滑
りやすい雪氷路面のため、非常に厳しい走行環境にあ
る。このため、防雪林や防雪柵等、各種の吹雪対策施
設の整備が進められてきているが、効果的な対策の実
施にあたっては、ドライバーの視点に立った、路線を
通した連続的な道路気象の把握が重要である。
　寒地土木研究所の前身である北海道開発局開発土木
研究所では、道路走行中に気象観測を実施できる車載
型の視程計や風向風速計の開発試験を行い１）２）、これ
らを含む各種の観測機器やブレーキ等の運転挙動を計
測するセンサーを搭載したRV型の視程障害移動観測
車（以下、「移動観測車」という）。を平成６年度に開
発した。今日では、同様の観測車両（運転挙動計測を
除く）が土木コンサルタント会社等でも、道路の吹雪
調査に用いられている。
　近年急激に発達した低気圧により、従来吹雪視程障
害頻度が少なかった地域でも、吹雪視程障害による交
通障害が発生するようになり、同時に複数の地域にお
ける吹雪を調査する必要が生じたため、当研究所では、
さらに平成17年度に移動観測車（写真－１）を１台導入
した。RV型の移動観測車は乗用車と比べて大型で運
転席が高く、冬道での通常の運転挙動と異なることが
懸念されるため、乗用車に近い大きさのミニバン型を
採用した。しかし、平成17年度に導入した移動観測車
の観測システム（以下、「移動観測システム」という。）
は、データ整合性に配慮して、平成６年度に導入した
移動観測車を踏襲した機器構成となっている。このた
め、開発から17年が経過し、軽微な故障が増加しつつ
あり、また、故障の際の代替部品の入手が困難となる
恐れがある等の問題が生じていることから、移動観測
システムの改修を行うこととした。
　本報では、移動観測システムの概要と平成24年度に
実施した改良の経緯について報告する。

写真－１　視程障害移動観測車

（ミニバン型：マツダ　プレマシー）
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a）移動観測車外観

d）風向風速計と温度計の取付状況
（写真右側が車両前方）

b）車内機器設置状況
（①ﾃﾞｰﾀ収録 PC、②ﾃﾞｰﾀ表示 PC、
③ひずみ計ｱﾝﾌﾟ ､ ④MO ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、
⑤ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ）

e）ハンドル舵角センサー取付状況
（①ｾﾝｻｰ、②ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ、③ｾﾝｻｰﾜｲﾔｰ）
ｾﾝｻｰﾜｲﾔｰをｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄに巻き付け、
ﾊﾝﾄﾞﾙを廻す事によりﾜｲﾔｰが伸縮し
操蛇角に換算する。

c）表示ﾓﾆﾀ設置状況

f）プレーキ踏力計設置状況
（①ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ、②ｾﾝｻｰ）
ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ上にｾﾝｻｰを取付けて踏
込力を計測する。

図－１　視程障害移動観測システム構成図（改良前）

写真－２　観測機器設置状況（改良前）
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いる。
　風向風速計には、一般的な気象観測用ブロペラ式風
向風速計を採用し、走行中の車体の影響による風速変
動の影響を受けないよう、取付高さを車体上面から1.3
m とした。GPS と車速パルスにより車両の進行方向
と速度を演算し、観測された風向風速をベクトル分解
して、走行地点の真の風向風速を算出する（図－２）２）。

図－２　実風速・風向の算出原理２）

　運転挙動観測は、吹雪による視程の変化がドライバ
ーの運転挙動に与える影響を調査するために行い、ア
イマークカメラとの併用により、ドライバーの視線挙
動も観測可能となっている。ハンドル舵角（写真－２ 

e））とアクセル開度は、専用のセンサーでなくワイヤ
ー式（ポテンショメータ）変位計を用いている。
　ハンドル舵角センサーとしては、専用センサーが市
販されているが、車検対応しておらず公道走行ができ
ないため、ワイヤー式（ポテンショメータ）変位計のワ
イヤーをステアリングシャフトに巻付け、回転による
センサーワイヤーの伸縮をハンドル蛇角に換算して測
定することとした。
　アクセル開度はアクセルペダルのアームに取り付け
たセンサーワイヤーの伸縮から、アクセル開度を測定
している。
　データ収録には開発当時（平成６年度）の一般的なパ
ソコンの処理能力では不十分だったため、OSにMS-
DOS を採用したシングルボード PC＊を用い、プログ
ラムを IC チップに書き込み、耐久性向上や高速化を
図ったものとなっている。

３．移動観測システムの課題

　移動観測システムは平成６年度当時の機器により構
成され、故障発生頻度が増加しつつあり、観測に支障
が来す恐れが出てきたため、改修の検討を行った。改
修は、ミニバン型の移動観測車から行うこととした。
　移動観測システムの改修に当たり、運用上の問題点
を、以下のとおり抽出した。
①データ収録 PC はMS-DOS 対応のシングルボー
ド PCで専用のプログラムが組み込まれている。
システムを設計した会社が倒産したため、故障し
た際の、修理や交換ができない。

②データ収録 PCには、モニタの接続ができないた
め、不具合の発見が難しい。また、不具合の原因
がデータ収集 PCかデータ表示 PCのどちらにあ
るか特定が困難である。観測データの保存には
MOを用いるがドライブ及びメディアが一般的に
用いられなくなってきている。

③データ収録 PCの時刻の確認・補正ができないた
め、観測開始・終了時に正確な時刻を野帳等に記
入し、後で記録されたデータの時刻を補正する必
要がある。

④ビデオカメラと観測システムは、それぞれ独立し
ており、時刻の同期をとることができず、観測デ
ータと映像との照合が難しい。

⑤データの保存がバイナリ形式で行われるため、デ
ータの閲覧には、専用のソフトが必要となる。

⑥映像の保存がVHS テープで行われるため、再生
デッキ、テープの生産が終了しつつあることから、
今後の利用が困難となる恐れがある。

⑦視程計がフロントグリルの前、地上高75㎝の位置
に取り付けられており、ドライバーの目線よりか
なり低い。このため、例えば吹き払い柵の設置区
間等、道路の周辺環境や吹雪の状況により、ビデ
オから確認されるドライバーの視線位置の視程と
視程計の計測値が大きく異なる事例がみられる。

＊１枚の回路基板に単体のとして動作するのに必要なすべての
機能・要素をしたもの。基板には必要最低限の入出力端子な
どが実装されているのみである。
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４．移動観測システムの要求仕様

　改良前の移動観測システムには、前項で示したよう
に多くの課題があり、システムの老朽化も著しいため、
部分的な改修ではなく、新しくシステムの構築を行う
こととした。ただし、視程計、車速センサーや運転挙
動を計測するセンサーは、現在のシステムのものを用
いることとした。検討にあたり、観測上の必要条件に
加えて、操作性、データの正確性、解析の効率化を考
慮し、以下の要求仕様を定め、これらに適合する機器
類を選定することとした。
（１）�できるだけ汎用品を使用し、特注のソフトウェ

アに依存しないこと
（２）�視程の演算に必要な対数・指数演算が可能であ

ること
（３）�走行中の振動に耐えること
（４）�観測データと映像の時刻の同期がとれること
（５）�改良前と同じ内容の観測が可能であること
（６）�観測に支障のない範囲で既存のセンサーを活用

すること
（７）�GPS データの取込が可能なこと
（８）�観測周期が0.1秒であること
（９）�計測データ及び撮影した映像をリアルタイムで

確認できること
（10）�観測データと画像データが汎用的なファイル形

式で保存できること
（11）�観測と画像の収録開始・停止を１つの操作で同

時にできること
（12）�映像を保存するメディアが、現在一般的に使用

されているものであること
（13）�視程計の設置を、なるべくドライバーの視線に

近い位置とすること

５．新しい移動観測システムの構築

　前項の要求仕様に基づき、システム改修の検討を行
った。検討にあたり、移動観測車を所有する会社や構
築実績のあるメーカー、気象観測機器のメーカーに聞
き取り調査を行った。改良後のシステム構成を図－３

に、設置状況を写真－３に示す。

５．１　データ収録装置の選定

　データ収録装置（ロガー）について、気象観測機器メ
ーカーへの聞き取り調査では、前項の条件を満たす装
置が見つからなかった。このため、データ計測用ロガ

ーを調べたところ、岩盤のひずみ計測や、自動車の特
性試験で使用されている高速ロガー（共和電業製　
EDX-3000）がシステムに係わる条件を満たす事が確認
できた。
　当ロガーは0.1秒周期で、CSV形式でデータ収録が
可能である。また、気象観測用ロガーでは不可能な吹
雪の視程値演算の対数演算及び指数演算２）が可能とな
っている。また、自動車への搭載を想定しているロガ
ーであるため、振動への耐久性も高いと考えられた。
　運転挙動の観測に使用しているセンサーは、ひずみ
ゲージ式を用いており、改良前は動ひずみアンプが必
要であったが、選定したロガーにはひずみ計用アンプ
が内蔵されており、直接ロガーに接続できるシンプル
な構成となった。また、OSにWindows�XP�Embedded
が使用され、通常の PCと同様の操作が可能となって
いる。インターフェースには、電圧入力に加え、LAN、
USBを備え、拡張性も優れている。
　データ収録用のハードディスクに、映像データと観
測データが同時に収録可能となったことから、改良前
は困難であった観測データと映像の同期がとれ、解析
作業も容易となった。

５．２　風向風速計の変更

　改良前のプロペラ型風向風速計は、応答速度が１秒
と遅く、許容誤差が0.5m/s となっていた。例えば、
走行速度60㎞ /h の場合、毎秒17m進むため、地形変
化や防雪施設端部での風の変化を捕らえない恐れがあ
った。このため、応答速度の速い超音波式の風向風速
計（クリマテック製 CYG-85004）に変更した。なお、
センサーの応答速度は0.25秒、許容誤差は0.1m/s とな
っている（写真－３ b））。

５．３　気温計の変更

　改良前の温度計は感部の外径が６㎜と大きく、気温
変化への応答に数秒かかると考えられる。応答速度を
高めるために、温度計感部を外形の小さい（１㎜）もの
に交換し、応答速度の改善を図った。

５．４　視程計の移設

　視程計は、ドライバーの視線に近い位置に設置する
必要があるが、自動車の走行による気流の変化や自動
車運転上の支障、各種法令による制限を考慮しなけれ
ばならない。このため、視程計をルーフ上に設置する
こととした。視程計は赤外線により、雪粒子の反射強
度を計測するものであるため、自動車のフロントウィ
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a）車内機器設置状況（後部）
（①気象データ収録部、②GPS ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、③
DC-AC ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ、④ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ、⑤ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ）

C）車内機器設置状況（後部）
表示用モニタ及び、ﾜｲﾔﾚｽｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

b）超音波風向風速計及び視程計設置状況
（①超音波風速計、②移設した車載型視程計）

d）観測データ表示状況

図－３　視程障害移動観測システム構成図（改良後）

写真－３　観測機器設置状況（改良後）
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６．移設した視程計の精度検証

　移動観測システムの視程計の設置位置の変更による
観測値の精度確認を行った。精度確認は、石狩吹雪実
験場内の試験道路の中央分離帯上高さ1.5m の位置に
設置された透過型視程計付近に移動観測車を停車さ
せ、吹雪時の視程観測値の比較を行った（写真－４、
図－４）。

ンドウによる光の反射の影響を受けないように位置を
調整した（写真－３ b））。

５．５　インバーターの変更

　システムを構成する機器には、AC100V 電源を必要
とするものもあるため、DC-AC インバーターが設置
されている。改良前のインバーターは、交流電源が矩
形波であり、ノイズ混入の恐れがあった。このため、
一般商用電力に近い電源波形を発生する正弦波インバ
ーターを採用した。

５．６　GPS センサーの変更

　改良前の GPS センサーは、業務用カーナビゲーシ
ョンシステムを RS-232C インターフェースにより接
続して用いている。時定数は１秒となっており、最大
８個の衛星を捕捉して緯度経度を割り出す。GPS 装
置は、観測場所の特定や、風向風速の演算のために、
高い精度が求められる。このセンサーの精度は、およ
そ10m以内と高いものの、ジャイロセンサーが無い
ことから、市街地や山間部、トンネル内等の箇所では、
位置の特定が困難となり、風向風速の誤差を生じる恐
れがあった。
　今回選定した GPS センサー（パイオニア製 GPS-
M1ZZ）は、ジャイロセンサーを内蔵しており、時定
数が最小0.25秒と短い。また、GPS の時刻データを利
用してデータロガーの時刻を自動的に補正することも
可能となった。改良前は、距離の計測に車速センサー
を用いていたが、GPS センサーの精度向上により、
車速センサーを用いずに精度の高い計測が可能となっ
た。

５．７　操作性・視認性の改良

　操作用キーボード及びマウスをワイヤレス式に変更
した。これにより、車内の任意の位置で、計測の開始・
停止が可能となり、操作性が向上した（写真－３ C））。
　また、観測中のデータと映像を１つの画面で同時に
表示することが可能となった。映像と観測データの比
較が容易に行えるため、観測データの異常も早期に発
見しやすくなった。このほか、観測データの数値表示
とグラフ表示を、観測中に容易に変更可能となり、デ
ータ確認の利便性が向上した。

写真－４　視程計の比較計測状況

　図－４ a）は著しい視程障害時、図－４ b）はやや視
程不良時の観測結果である。図－４ a）の４分間の平
均視程は、69m（透過型）、64m（車載型）、図－４ b）

では５分間の平均視程が553m（透過型）、509m（車
載型）となった。ここで、透過型視程計の計測値（V0）
に対する移動観測車の視程計計測値（Vi）の相対誤差は
次の（2）式により求められる。

　　相対誤差 = 　　　　　　　　　　　　　…（2）

　相対誤差は図－４ a）では1.7％、図－４ b）では1.3
% と求められ、視程の観測値の誤差が小さいことが
確認された。また、車載型視程計の方が、中央分離帯
に設置した透過型視程計に比べ、サンプリング周期が
短いため応答性が早いことが確認できた。
　これらのことから、視程計の位置の変更や、移動観
測システムの改良による、精度への影響が無いことが
確認できた。
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７．まとめ

　視程障害移動観測車の観測システムについて、観測
やデータ解析の効率化、観測精度の向上を考慮し改良
の検討を行った。機器選定にあたっては、改良前の専
用の機器やソフトウェアを用いたことによる維持管理
上の課題を解消するために、可能な限り汎用品を用い
てシステムを構築した。今回の移動観測システムの改
修費用は、センサーを含めて既存システムのおよそ２
分の１となっており、十分な低コストを図ることがで
きた。
　今後、RV型移動観測車の観測システムの改修も予
定しており、より多くの観測を実施し、吹雪危険度評
価の精度向上や吹雪災害対策の一助としていきたい。

図－４　視程計移設後の比較観測グラフ（平成24年４月４日）

a）著しい視程障害時

b）やや視程不良時

a）著しい視程障害時
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