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　厳しい吹雪視程障害や雪氷路面の発生する積雪寒冷地の冬期道路では、視界及び路面状況に応じた
走りやすさや所要時間等の情報を、ドライバーへ提供することが安全走行支援方策として重要である。
しかし、冬期道路の視界及び路面状況に応じた走りやすさを直接評価することは非常に難しい。この
ため先ずは、道路の走りやすさと相関が高い運転挙動の１つに考えられる走行速度への、冬期道路の
視界と路面状況による影響を明らかとすることが必要と考えられる。
　そこで本研究では、冬期道路の視界と路面状況の走行速度との関係について調査を行った。その結
果、冬期道路における走行速度の低下割合は積雪路面で最も大きく、視界状況の悪化に伴い大きくな
る傾向が明らかとなった。

《 キーワード：冬期道路；走行速度；走行環境；吹雪；視程；雪氷路面；道路線形》

　On winter roads in cold， snowy regions， where severe snowstorms hinder visibility and road 
surfaces become covered with snow and ice， it is important to provide drivers with information on 
the ease of driving and required journey times depending on visibility and surface conditions， as a 
measure to support safe driving.  However， it is extremely difficult to evaluate the relationship 
between the ease of driving and the visibility and surface conditions on winter roads.  It is 
therefore necessary to first clarify the effects that visibility and surface conditions on winter roads 
have on driving speed， which is thought to be one of the factors closely correlated with the ease 
of driving.
　Accordingly， this study examined the relationship between the driving speed and the visibility 
and surface conditions on winter roads.  The results revealed that the rate of decrease in driving 
speed on winter roads was the highest on snow － covered surfaces and tended to increase with 
the deterioration of visibility.

《Key words：winter road， driving speed， road environment， snowstorms， visibility， icy road， 
road alignment 》
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る影響までは考慮がされていない。
　一方、加治屋ら２）はドライバーの主観による走りや
すさと冬期道路の視界及び路面状況との関係をマトリ
クス表に整理している。しかし、冬期ドライバーの運
転挙動など実際の交通行動を考慮した道路の走りやす
さと視界及び路面状況との関係までは取りまとめられ
ていない。
　そこで本文では、道路の走りやすさと相関が高い運
転挙動の１つに考えられる走行速度に着目し、先ずは
冬期道路の視界と路面状況の走行速度との関係につい
て調査を行ったので、その結果を報告する。

２．調査方法

　著者らは、これまでに観測された北海道内の冬期道
路での走行速度と観測時の視界及び路面状況を整理
し、冬期道路の視界と路面状況の違いによる走行速度
の変化について分析を行った。
　調査では、表１に示す３つの観測データを分析の対
象とした。分析対象とした走行速度データの観測箇所

１．はじめに

　積雪寒冷地の冬期道路では、降雪、吹雪による視程
障害や非常に滑りやすい雪氷路面などが発生してお
り、ドライバーはこのような厳しい走行環境での運転
を強いられている。このため、冬期道路におけるドラ
イバーへの安全走行支援は重要であり、冬期の走行環
境に応じたリアルタイムな走りやすさや所要時間等の
情報をドライバーへ提供することが有効な手段の１つ
に考えられる。
　このような情報提供を行うには、冬期のリアルタイ
ムな走行環境と走りやすさの関係を明らかにすること
が重要である。
　現在、国土交通省では「道路の走りやすさマップ」
が作成され、北海道においても市街地部、郊外山地部
別に最大５ランクに分類した冬期道路の走りやすさマ
ップが公開されている１）。しかし、この走りやすさは
道路の車線数、プローブカー調査の結果を基にしたカ
ーブ・縦断勾配の多さや大きさなど静的な情報に基づ
くものであり、冬期道路の視界や路面状況の違いによ

表－１　分析の対象とした走行速度及び気象データの概要

図－１　分析対象とした走行速度データの観測箇所
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は表１，図１に示す通りである。なお、「早来」「喜茂
別」を除く観測箇所の前後には交通を制御する信号機
等が存在せず、「早来」「喜茂別」についても信号機は
観測箇所からは少なくとも250m 以上離れており、全
ての観測箇所で自由走行時の走行速度が基本的に観測
可能と考えられる。
２.１.分析データ No. Ⅰ

　分析データ No. Ⅰは、表２，写真１に示す通り一般
国道230号喜茂別町の「中山峠」で観測された走行速
度データである。観測箇所は郊外部の縦断勾配が4.92
％の下り勾配で曲線半径200 ～ 250m のカーブ区間で
ある。
２.１.１．走行速度データの概要

　走行速度には、寒地土木研究所で設置している交通
量常時観測装置によって観測された４冬期間のデータ
を用いた。この走行速度データは10分間に通過した車
両の平均走行速度を記録したものである。

２.１.２．視界・路面データの概要

　走行速度の観測箇所には反射型視程計、CCTV カ
メラを設置しており、視程と道路映像を記録した。走
行速度観測時の視界及び路面状況はこれらデータ及び
映像を基に把握した。
　視界状況は、10分毎に観測された視程の平均値を基
に「1000m 以上」「500m 以上1000m 未満」「200m 以
上500m 未満」「100ｍ以上200m 未満」「100m 未満」
の５ランクに判別した。
　路面状況は、タイムラプスビデオで記録された４秒
１コマの映像を基に、積雪の有無、路面の色、走行車
のタイヤ跡、路面の濡れ具合や光沢感から10分毎に「乾
燥」「湿潤」「シャーベット」「積雪」「凍結」の５つに
判別を行った。
２.１.３.走行速度と視界・路面状況の関係整理

　10分毎に整理した視界と路面状況を平均走行速度と
対応させ、各視界状況（５ランク）及び各路面状況にお

表－２　分析対象とした走行速度データの観測箇所と道路線形
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写真－１　観測箇所の周辺状況

中山峠（起点側→終点側）

日高（終点側→起点側）

厚田（起点側→終点側）

上勇知（終点側→起点側）

寒別（起点側→終点側）

中越（終点側→起点側）

開源１（終点側→起点側）

ルクシ峠（終点側→起点側）

早来（終点側→起点側）

開源２（起点側→終点側）

稲里（起点側→終点側）

喜茂別（起点側→終点側）

ける平均走行速度を算出した。次に、視界状況が「1000
m 以上」、路面状況が「乾燥」の場合の車両の平均走
行速度を100％としたときの、各視界状況、路面状況
での平均走行速度の割合（以下：走行速度比）を求めた。
　なお、夜間については路面状況の判別が困難である
ため分析対象から除外した。また、映像により濃霧に
よって視程障害が発生している事例が一部確認された
ので、このデータについても分析対象から除外した。
さらに、各視界状況・路面状況のカテゴリーに含まれ
る平均走行速度のデータ数が計5事例に満たない場合
にはそれらのデータを集計対象から除外した。

２.２.分析データ No. Ⅱ

　分析データ No. Ⅱは、表２，写真１に示す通り一般
国道40号稚内市の「上勇知」及び豊富町の「開源１」「開
源２」の３箇所で観測されたデータである。観測箇所
は全て縦断勾配のほとんど無い郊外部の直線区間であ
る（表２，写真１）。
２.２.１．走行速度データの概要

　走行速度には、簡易トラフィックカウンターによっ

て３冬期に観測された約３週間分のデータを用いた。
なお、この走行速度データは通過車両毎の走行速度が
記録されたものである。
２.２.２．視界・路面データの概要

　走行速度の観測箇所近傍に設置した反射型視程計で
視程を計測し、静止画カメラ（ノースワン㈱製 KADEC
21－ EYEⅡ）もしくは道路管理用に設置された CCTV
カメラにより道路映像を記録した。
　視界状況は、１分毎に観測された視程の平均値を基
に分析データNo. Ⅰと同様の５ランクに判別を行った。
　路面状況は、１時間毎に記録した数分の映像又は10
分毎に撮影した静止画像から分析データ No. Ⅰと同様
の５つに判別を行った。
２.２.３.走行速度と視界・路面状況の関係整理

　前節で整理した視界状況及び路面状況と各通過車両
の走行速度を対応させ、視界状況（５ランク）、路面状
況のカテゴリー毎に平均走行速度を算出した。その後、
２. １. ３節と同様に各視界状況、路面状況のカテゴリ
ーでの走行速度比を観測箇所毎に分析した。
　なお、前走車両の通過から５秒以内に通過した後続
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表－３　視界・路面状況と走行速度比の関係

車両の速度データは、前走車の影響を受けた追従走行
時のデータである可能性があることから、分析対象か
ら除外した。また、車両長が300㎝未満又は1300㎝超
と計測された車両の速度データについても異常値と判
断し分析対象から除外した。

２.３.分析データ No. Ⅲ

　分析データ No. Ⅲは、表２，写真１に示す通り道路
の平面線形、縦断線形が異なる北海道内の一般国道８
箇所で観測されたデータである。
　各観測箇所の道路線形は表２，写真１に示す通りで、

「日高」は郊外部の直線区間で下り車線手前の縦断勾
配が2.35％の下り勾配である。また、「寒別」は郊外
部の直線区間で縦断勾配のほとんど無い平地部である。
　一方、「ルクシ峠」「稲里」「厚田」「中越」は郊外部
の曲線半径140 ～ 400m のカーブ区間で、「ルクシ峠」

「厚田」は縦断勾配の存在する区間、それ以外の観測
箇所は縦断勾配のほとんどない平地部である。また、

「早来」「喜茂別」は市街地近郊のそれぞれ曲線半径
600ｍ，1200m のカーブ区間で、縦断勾配のほとんど
ない平地部である。
２.３.１．走行速度データの概要

　走行速度には、国土交通省北海道開発局が設置して
いる交通量常時観測装置で観測された１冬期間２ヶ月
分のデータを用いた。この走行速度データは５分間に
通過した車両の平均走行速度を記録したものである。
２.３.２.視界・路面状況の概要

　走行速度観測時の視界及び路面状況は、走行速度の
観測箇所近傍の路側に設置した静止画カメラ（ノース
ワン㈱製 KADEC21－ EYE Ⅱ）により10分毎に撮影
された道路上の静止画像を用い把握した。
　視界状況は、撮影した静止画像より各観測箇所の道
路及びその周辺に存在する目標物の視認性を基に分析
データ No. Ⅰ， Ⅱと同様の５ランクに分類し判別を行
った。路面状況についても撮影した静止画像を基に同
様の５つに分類し判別を行った。
２.３.３.走行速度と視界・路面状況の関係整理

　静止画像より10分毎に判別した視界及び路面状況と
画像撮影前５分間の平均走行速度を対応させ整理し、
各視界状況、路面状況のカテゴリーにおける平均走行
速度を算出した。その後、２. １. ３節と同様に各視界
状況、路面状況のカテゴリーでの走行速度比を観測箇
所毎に分析した。
　なお、ここでは平均走行速度が130㎞ /h を上回る
データや20㎞ /h を下回るデータが存在したため、こ

れらのデータは異常値と判断し集計対象から除外した。
　また、「厚田」「中越」「喜茂別」では道路照明が存
在せず静止画像から夜間の視界及び路面状況を判別す
ることが不可能であるため、「厚田」「中越」「喜茂別」
については夜間に取得した平均走行速度のデータを集
計対象から除外した。
　さらに、各視界・路面状況のカテゴリーに含まれる
平均走行速度のデータ数が計５事例に満たない場合に
はそれらのデータを分析データ No. Ⅰと同様に集計対
象から除外した。

３．調査結果

３.１.分析データ No. Ⅰ

　表３は、「中山峠」における視界状況1000m 以上・
乾燥路面での平均走行速度に対する各視界、路面状況
の走行速度比をマトリクス表に整理したものである。

　表３より、視界状況1000m 以上の各路面状況での
走行速度比を見ると、積雪路面の場合に84.9％と走行
速度が乾燥路面から15.1％低下しており、路面状況の
中で最も速度の低下割合が大きい傾向が見られた。
　一方、凍結路面では走行速度の低下割合が最も大き
いことを想定していたが、視界状況が1000m 以上の
場合の走行速度比は94.7％であり、速度の低下割合は
積雪路面に比べると小さかった。
　次に視界状況の違いによる走行速度比の変化を見て
みると、表３より路面状況の違いに関わらず視界状況
が悪化するとともに走行速度比が小さくなる傾向が見
られた。中でも、積雪路面の視界状況が200－500m
及び100－200m の場合には走行速度比がそれぞれ78.2
％，67.0％と最も小さかった。
　このように、縦断勾配が比較的大きく、かつ曲線半
径200m のカーブ区間では積雪路面で速度低下が最も
大きく乾燥路面に比べ15％程度の速度低下がみられ
た。次いで凍結路面で５％程度の速度低下が見られた。
また、積雪路面で視界状況が100 ～ 500m の場合には、
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乾燥路面で視界状況1000m 以上の場合に比べ速度が
21.8 ～ 33.0％低下する結果が見られた。

３.２.分析データ No. Ⅱ

　表４は、「上勇知」「開源１」「開源２」における視
界状況1000m 以上・乾燥路面での平均走行速度に対
する各視界、路面状況の走行速度比をマトリクス表に
整理したものである。

　表４より、まず視界状況1000m 以上の各路面状況
での走行速度比に注目すると、シャーベット路面の場
合、走行速度比が「上勇知」「開源１」「開源２」の各
箇所で87.9％～ 94.3％と他の路面に比べ最も速度低下
が大きかった。さらに、「開源１」では積雪路面で走
行速度比が89.9％と速度低下が大きい傾向が見られ
た。一方、凍結路面での走行速度比は「上勇知」「開
源１」「開源２」の各箇所で97.1％～ 100.9％であり、
ほとんど速度低下が見られなかった。
　次に視界状況の違いによる走行速度比の変化につい
て注目すると、表４よりいずれの路面状況においても
視界状況の悪化により走行速度の低下割合が大きくな
る傾向が見られた。中でも「開源１」の積雪路面では、
視界状況が200－500m，100－200m，100m 未満で走
行速度比がそれぞれ85.5％，82.9％，72.6％となり、走
行速度の低下割合が特に大きかった。
　このように、縦断勾配の小さい郊外部の直線区間で
は、シャーベットや積雪路面の場合に乾燥路面からの
速度低下が大きく、積雪路面の視界状況が500m 未満

では乾燥路面の視界状況1000m 以上の場合に比べ走
行速度が4.1％～ 27.4％低下する傾向が見られた。

３.３.分析データ No. Ⅲ

３.３.１.直線区間での走行速度

　表５，表６は、「日高」「寒別」における視界状況
1000m 以上・乾燥路面での平均走行速度に対する各
視界、路面状況の走行速度比をマトリクス表に整理し
たものである。なお、縦断勾配の存在する「日高」に
ついては、縦断勾配の影響に配慮し上り車線、下り車
線に分けた整理も行った。
　表５（c），表６より、視界状況1000m 以上の各路面
状況における「日高」「寒別」での走行速度比を見ると、
積雪路面の場合にはそれぞれ93.5％，90.8％、シャー
ベット路面の場合にはそれぞれ96.3％，92.1％あった。
このように、直線区間では乾燥路面からの速度低下が、
積雪路面で最も大きく、次いでシャーベット路面で速
度低下が大きい傾向が見られた。
　また、縦断勾配の有無によっても走行速度の変化に

(a) 

(b) 

(c) 

(b) 

(c) 

(a) 

表－４　視界・路面状況と走行速度比の関係

表－５　視界・路面状況と走行速度比の関係

表－６　視界・路面状況と走行速度比の関係
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(a) 

(b) 

(f) 

(d) 

(e) 

(c) 

違いがあることを想定していたが、縦断勾配の上り下
り（表５（a）（b））や縦断勾配の有無（表５，表６）によ
る走行速度比の変化には、あまり大きな差異が見られ
なかった。
　次に視界状況の違いによる走行速度比の変化につい
て注目すると、表５（c），表６より積雪路面で視界状
況が200－500m 及び100－200m の場合、走行速度比
は「日高」でそれぞれ90.2％，85.1％、「寒別」でそれ
ぞれ88.7％，87.0％であった。このように、直線区間
の積雪路面では視界状況が200－500m，100－200m と
悪化することによって、乾燥路面の視界状況1000m
以上の場合より走行速度は9.8 ～ 14.9％低下する結果
が得られた。
　一方、積雪路面以外の路面状況では、視界状況の悪
化に伴う走行速度の低下傾向はあまり見られなかった。
３.３.２.カーブ区間での走行速度

　表７は、「ルクシ峠」「稲里」「厚田」「中越」「早来」
「喜茂別」における視界状況1000m 以上・乾燥路面で
の平均走行速度に対する各視界、路面状況の走行速度
比をマトリクス表に整理したものである。ただし、道
路の平面線形が走行速度に与えている影響を把握する
ため、「ルクシ峠」については縦断勾配が下りで通過
後に曲線半径140mのカーブ区間が存在する上り車線、

「中越」については通過後に曲線半径400m のカーブ
区間が存在する上り車線、「厚田」については縦断勾
配が下りで通過後に曲線半径300m のカーブ区間が存
在する下り車線、「喜茂別」については通過後に曲線
半径1200m のカーブ区間が存在する下り車線の平均
走行速度データのみを用いた。
　表７より、視界状況1000m 以上の各路面状況での
走行速度比に注目すると、路面状況が積雪路面の場合、
走行速度比が曲線半径の比較的小さい「ルクシ峠」「稲
里」「厚田」「中越」では87.3％～ 90.2％、曲線半径の
比較的大きい「早来」「喜茂別」では走行速度比が
91.9％，90.2％であった。このことから、視界状況1000
m 以上の積雪路面では走行速度が乾燥路面から曲線
半径600m 未満のカーブ区間で10％以上、曲線半径
600m 以上のカーブ区間では10％程度低下することが
考えられる。この結果は、曲線半径500m 未満のカー
ブ区間で積雪期の走行速度の低下が大きくなった既往
研究３）とも概ね一致する。
　また、視界状況1000m 以上で路面状況が凍結路面
の場合には、走行速度比が「ルクシ峠」「稲里」「厚田」

「中越」「早来」「喜茂別」の各箇所で87.8％～ 96.7％、
シャーベット路面の場合には走行速度比がそれぞれ

89.4％～ 96.8％であり、凍結路面やシャーベット路面
では乾燥路面からの走行速度の低下割合が5－10％程
度見られた。
　このように、観測箇所又は観測箇所の先がカーブ区
間の場合、乾燥路面からの速度低下が積雪路面で最も
大きく、次いで凍結やシャーベット路面で大きい傾向
が見られた。
　次に視界状況の違いによる走行速度比の変化につい
て見ると、表７より積雪路面では「ルクシ峠」「稲里」

「中越」「早来」「喜茂別」の走行速度比が視界状況200
－500m の場合にそれぞれ85.0％～ 90.9％、視界状況
100－200mの場合にそれぞれ79.6％～88.9％であった。

表－７　視界・路面状況と走行速度比の関係
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　同様に曲線半径600m 以上のカーブ区間では積雪路
面で視界状況が200－500m，100－200ｍと悪化した場
合に平均で11.3％，12.4％の速度低下が見られた。
　さらに、曲線半径600m 未満のカーブ区間では積雪
路面で視界状況が200－500m，100－200ｍ，100m 未
満と悪化した場合に平均で12.6％，17.4％，28.8％の
速度低下が見られた。特に、縦断勾配が－５％程度で
曲線半径の最も小さい「中山峠」「ルクシ峠」では視
界状況が100－200m でも20％以上の速度低下が見ら
れるなど視界状況の悪化による影響が最も大きい傾向
が見られた（表３，表７（a））。
　伊東ら４）によると、冬期ドライバーは区画線の視認
できない積雪路面を走行する際には走行車のタイヤ跡

（露出した舗装）を注視している結果が得られている。

このように、「厚田」を除くとカーブ区間では積雪路
面 の 場 合 に 視 界 状 況 が200－500m，100－200
m と悪化することによって、走行速度が乾燥路面の
視界状況1000m 以上の場合より10 ～ 20％程度低下す
る傾向が見られた。また、表７（a）（b）より「ルクシ峠」

「稲里」では積雪路面以外の路面状況においても視界
状況の悪化によって走行速度が低下する傾向が見られ
た。
　一方、「厚田」では路面状況に関わらず視界状況の
悪化によっては走行速度が低下する傾向があまり見ら
れなかった。そこで、走行速度比を算出する際の基準
とした視界1000m 以上・乾燥路面での平均走行速度
を各カーブ区間で比較したところ、「厚田」では48.6
㎞ /h とカーブ区間６箇所の中で最も低かった。この
ことから、「厚田」では視界や路面状況以外の要因、
例えば道路構造等によって速度低下が他のカーブ区間
より生じており、視界状況による走行速度への影響が
小さかったことが考えられる。
　なお、曲線半径のより小さい観測箇所である「ルク
シ峠」「稲里」よりも「厚田」の平均走行速度が低か
った原因には、「ルクシ峠」では走行速度の観測箇所
とカーブ区間が149m と最も離れていたこと、「稲里」
は縦断勾配のほとんどない箇所であったのに対し「厚
田」は縦断勾配の存在する箇所であったことが考えら
れる。

３.４.冬期道路の走行環境が走行速度に与える影響

　表８には、分析データ No. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲで整理した各
観測箇所での視界・路面状況別の走行速度比を基に、
視界状況・路面状況のカテゴリー毎の走行速度の低下
割合について平均値及び最大・最小値を整理した。な
お、整理は道路の平面線形別に直線区間、曲線半径
600m 以上及び600m 未満のカーブ区間の３つに区分
し行った。
３.４.１. 視界状況が走行速度に与える影響

　表８より、道路の平面線形に関わらずほとんどの観
測箇所で、走行速度が視界状況の悪化に伴って低下す
る傾向が見られた。
　路面状況別に見ると、視界状況の悪化に伴う速度低
下は積雪路面で最も大きかった。直線区間では視界状
況が200－500m，100－200ｍ，100m 未満と悪化する
に伴い、乾燥路面の視界1000m 以上の場合に比べ走
行速度が平均で7.9％，12.2％，16.8％と徐々に低下し
ていく傾向が見られた。この結果は、郊外部の直線区
間で行った既往研究の結果３）とも概ね一致した。

(a) 

(b) 

(c) 

表－８　視界・路面状況と平均走行速度の低下割合
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面の影響についてはさらに検証が必要と考える。

４．まとめ

　本調査では、以下のことが明らかとなった。
１）道路の平面線形に関わらず、視界状況の悪化に伴

い走行速度が低下する傾向が積雪路面で顕著に見
られた。

２）郊外部の直線区間では、乾燥路面からの走行速度
の低下割合がシャーベットや積雪路面で大きい傾
向が見られた。

３）郊外部や市街地近郊のカーブ区間では、乾燥路面
からの走行速度の低下割合が積雪路面、次いで凍
結路面、シャーベット路面で大きい傾向が見られ
た。また、カーブ区間では直線区間に比べ積雪や
凍結路面において乾燥路面からの速度低下の割合
が大きい傾向が見られた。

５．おわりに

　現在、北海道の道路情報総合案内サイトである「北
の道ナビ」５）のコンテンツ「距離と時間検索」の検索
結果では出発地から目的地までの所要時間や静的な道
路の走りやすさ１）に関するルート情報が提供されてい
る（図２）。また、本調査の結果からもわかる通り冬期
道路の視界状況が走りやすさに与えている影響は非常

湿潤、シャーベット、凍結路面では舗装が露出してい
る場合が多いのに対し積雪路面では舗装が露出してい
なかったことから（写真２）、積雪路面で視界状況の悪
化に伴う速度低下が最も大きかった要因には、ドライ
バーへの視線誘導効果の違いが考えられる。
３.４.２. 路面状況が走行速度に与える影響

　表８より、直線区間ではシャーベット、積雪、凍結
路面で走行速度がそれぞれ平均8.0％，4.0％，1.3％、
乾燥路面に比べ低下する結果が得られ、シャーベット
路面で最も速度低下が大きかった。一方、曲線半径
600m 以上のカーブ区間ではシャーベット、積雪、凍
結路面でそれぞれ平均3.3％，8.9％，4.7％、また曲線
半径600m 未満のカーブ区間でそれぞれ平均6.9％，
12.0％，7.6％走行速度が低下する結果が得られ、積雪
路面次いで凍結路面で速度低下が大きかった。
　シャーベット路面は路面上の積雪そのものが走行性
を低下させるのに対し、凍結路面はシャーベット路面
に比べると走行性はそれほど低くないが制動をかけた
場合に車両がスリップする危険性が高い。このため、
直線区間ではカーブ区間に比べると制動を加える必要
性が低いことから、直線区間の凍結路面では走行速度
の低下が小さかったことが考えられる。
　ただし、路面状況は静止画像を基に判別しており凍
結路面と湿潤路面の厳密な判別は難しい。このため、
凍結路面における走行速度には湿潤路面における走行
速度が含まれていた可能性がある。このため、凍結路

写真－２　路面状況別での舗装の露出状況（観測箇所：中越）

（乾燥）

（積雪）

（湿潤）

（凍結）

（シャーベット）
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期道路の走りやすさや所要時間に関する情報をこのよ
うな情報サイトを通じて道路利用者へどのように提供
すべきか検討していく予定である。
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