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冬期道路交通評価へのタクシープローブデータの活用 〜札幌市における事例〜
Using Probe‑Car Data to Analyze Winter Road Traﬃc Performance
‑ A Case Study of Sapporo City ‑
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北海道札幌市における年間の累計降雪量は約５m に達し、降積雪や雪氷路面の発生に伴い道路交
通機能が著しく低下する等、冬期渋滞対策及び冬期道路交通の確保が重要な課題となっている。これ
に対し、道路管理者は、冬期道路交通状況を適正に把握すると共に、利用者に対し適正なサービスを
提供することが必要とされている。本研究は、タクシープローブデータを活用した札幌都市圏におけ
る冬期交通特性を分析すると共に、冬期道路に求められるサービスの質及び同データの利活用方法を
検討することを目的とする。プローブカー調査とは、タクシー等のモニター車両に GPS 機器を搭載し、
時刻、座標（緯度・経度）並びに速度等のデータを一定の時間間隔で取得することにより、一定道路
区間の平均旅行速度や旅行時間を把握する調査手法である。タクシー会社が保有するタクシーの総台
数は115台、総走行距離は１日当り約４万㎞に及んでいる。当所では、タクシー会社を通じて、総115
台分のタクシープローブデータ（年間：365日分）を取得しており、同データを活用し、札幌市内の
道路交通特性の分析・把握に取り組んでいる。本報告では、タクシープローブ調査による札幌市の冬
期交通特性分析結果例を紹介すると共に、タクシープローブデータの利活用方法について考察した。
同調査の結果、降雪時や圧雪路面の発生により、平均旅行速度が著しく低下した。また、乾燥路面の
ときは、平均旅行速度は低下せず、一定を確保していることが分かった。
《キーワード：プローブ調査、旅行速度、冬期道路交通》
In Sapporo City of Hokkaido, Japan, total amount of snowfall is five meter level for a year.
Automobile travel speeds are reduced in winter by snowfall and by adverse road surface
conditions caused by snow and ice. Urban areas incur particularly great economic losses due to
traﬃc congestion and the like. To address this issue, road administrator must clearly understand
the current conditions of winter road traﬃc and provide an appropriate service for road users.
Objectives of the research are analysis on winter road traﬃc performance using probe-car data
and review on quality of service for road users in Sapporo City. Information of time, coordinate
（latitude, longitude）, and speed is obtained at a regular interval by probe-car survey using taxi
GPS data. The taxi company has 115 vehicles with GPS device, which are running at 40 thousands
kilometers for a day. Average travel speed and travel time are calculated by the information of
taxi GPS data every day at a road link. We tried to analyze winter road traﬃc performance by
travel speed using probe-car data, and to discuss utilizing the data for evaluating for winter road
traﬃc.
As a result, it is found that automobile travel speeds are dropped in winter by snowfall, by
adverse compacted snow conditions of road surface. Also it was found that automobile travel
speeds are not dropped by dry conditions of road surface in winter.
《Keywords : probe-car survey, automobile travel speed, winter road traﬃc》
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利活用した冬期道路管理諸施策の評価等を試みてい

１．はじめに
積雪寒冷地においては、冬期間の降雪、積雪並びに

る。本報告では、タクシープローブデータによる無雪

雪氷路面の出現により、
交通車両の旅行速度が低下し、

期及び積雪期の札幌市内道路の交通特性に関する分析

特に都市圏では交通渋滞に至ること等が大きな課題と

結果及び冬期道路交通分野における同データの利活用

なっている。札幌市では、年間の累計降雪量は約５m

方法について述べる。

に達し、世界的にみても特に豪雪の厳しい気象環境に
ある。よって、同市では、冬期間において円滑な交通

２．調査方法

流を確保することが強く求められている。
これに対し、

２．１

本研究の目的

道路管理者が冬期道路交通状況の実態を正確に把握す

本研究の目的は以下の通りである。

ると共に、適切な冬期道路管理諸施策を実施する必要

１）札幌都市圏道路を対象とし、タクシープローブ

がある。筆者らは、プローブ調査により冬期道路交通

データにより、無雪期と積雪期における道路交

実態を把握すると共に、同データによる分析や利活用

通を評価する。

方法に関する研究を実施している。
プローブ調査とは、

２）積雪寒冷地における冬期路面状態の違いを踏ま

路線バスやタクシー等のモニター車両にＧＰＳ機器を
搭載し、時刻、座標（緯度・経度）並びに速度等のデ

え、道路交通を評価する。
２．２

タクシープローブ調査の概要

ータを一定の時間間隔で取得することにより車両の走

本稿で取り扱うタクシープローブデータとは、運行

行軌跡が明らかになると共に、特定道路区間の旅行速

管理改善用としてタクシー内設置のカーナビに搭載さ

度、旅行時間等を把握するものである。国内外では、

れた車載 GPS から得られる日付、時刻（秒単位）
、位

プローブデータを利用し、渋滞状況のデータ収集や道

置（緯度・経度）、速度等から構成されている（表－

路交通施策（例えば、ＴＤＭ施策）の業績評価（アウ

１参照）。タクシーが運行する度に、走行履歴が GPS

トカム指標）としての活用等、様々な取り組みが行わ

データとして記録される。プローブデータの収集機器

れている。しかしながら、冬期気象や路面管理状態を

には、PDA タイプや GPS 携帯電話タイプ等様々なも

考慮し、プローブデータによる冬期道路交通の評価に

のがあるが、本研究で活用している機器はカーナビ改

ついては実施されていない。筆者らは、札幌市内を走

良型である。位置データ等の走行履歴は、車載カーナ

行する某社所有のタクシー 115台による運行管理改善

ビのデジタル道路地図とのマッチング作業を経てメモ

用の走行データ（ＧＰＳデータ）をプローブデータと

リーカードに記録される。タクシー会社が運行管理し

して活用し、冬期道路交通特性の分析及び同データを

ているタクシーの総台数は115台、総走行距離は１日

図－１
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プローブデータ取得のプロセス
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表－１

タクシープローブデータの概要

ータの取得及び有効活用が図られている。なお、タク
シー会社では、GPS による位置データを配車の効率
化、最適経路の選択等に活用している。
２．３

タクシープローブデータを利用した道路交通
特性の分析プロセス

取得したタクシープローブデータについては、当研
究所所有のシステムにおいて Oracle 形式によりデー
タベース化している。なお、データベースに登録する
際、タクシーが走行していない状態（例えば、客待ち、
停車、休憩）のデータは除外している。すなわち、タ
クシーが走行している状態を対象とし、登録している。
本データベースから、路線、道路区間、時間帯等を指
定し、解析対象とする条件別に平均旅行速度を求める
ことができる。タクシープローブ調査により得られた
平均旅行速度を主たる指標として、以下のアプローチ
により、冬期道路交通特性の分析や冬期道路管理諸施
策の評価検討に取り組んでいる。
①

路線並びに道路区間別に平均旅行速度（Ｖ）の経
年推移を把握（朝・夕ピーク時、昼間12時間等）

図－２

時間帯別のプローブデータ取得状況
（2004年１月15日の１日当り）

②

札幌市全域の渋滞状況の面的な把握

③

交通量（Ｑ）のデータも重ね合わせ、冬期道路条
件別のＱ−Ｖ特性の把握

④

冬期気象状況（気温、降雪状況等）、路面状態等
とのマッチング

⑤

除雪状況、凍結防止剤の散布状況等との冬期道路
管理作業実態とのマッチング

⑥

道路構造（交差点形状、横断面構成等）並びに冬
期特有の構造的要因（雪堤の出現や有効幅員の減
少）を考慮した検討

図－３

道路種別のプローブデータ取得状況
（2004年１月15日の１日当り）

⑦

上記を総括した適切な冬期道路管理、渋滞対策、
費用便益の検討

当り約４万㎞に及んでいる。タクシープローブデータ
の取得プロセスは、図－１に示す通りである。タクシ
ーの通常営業に基づく札幌都心部における時間帯別の
プローブデータ取得状況を図－２、道路種別のプロー
ブデータ取得状況を図－３に示す通りである。図－２
によれば、朝５〜７時台の走行距離が他の時間帯と比
して少なくなっているものの、24時間間断なくデータ
が取得されていることが分かる。図－３からは、全体
のうち11％の走行距離を一般国道が占めているのに対
し、67％がその他の道路（市道などの街路）が占めて
いる。
このように、独立行政法人北海道開発土木研究所と
タクシー会社のパートナーシップにより、プローブデ
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図－４

プローブカー分析システムの画面
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３．調査結果
３．
１

年間の平均旅行速度の推移

タクシープローブ調査の特長の１つが、年間のプロ
ーブデータについて、基本的に、毎日かつ24時間取得
できることである。同データから平均旅行速度を求め
ることにより、路線や時間帯等の条件別に年間を通じ
た道路交通特性、すなわち道路パフォーマンスの推移
を把握することができる。2003年４月１日〜 2004年
３月31日の間に、タクシープローブデータが取得され
た全区間を対象とした１日毎の平均旅行速度の推移に
ついて、図－５に示す。なお、対象時間帯は昼間12時

図－５

間（７時〜 19時まで）
、対象区間はその時間帯に取得

札幌市内における年間の平均旅行速度の推移
（2003年４月１日～ 2004年３月31日）

された全ての道路リンク（国道、道道、市道を含む）
を対象としている。この結果、以下のような傾向が見
られた。
①

４月から11月にかけては、平均旅行速度30㎞ /h
程度で推移している。一定の周期で平均旅行速度
が高い日が見られるが、これは日曜日のデータを
示している。また、その他の休日（祝祭日、連休）
についても平均旅行速度が高くなっている。

②

12月上旬頃から平均旅行速度が低下しはじめ、12
月から２月における平均旅行速度は25㎞ /h 程度
で推移している。

③

図－６

冬期間では、日毎の平均旅行速度において、日々、

国道走行率の月別平均値の推移
（2001年度～ 2004年度）

大きな変動が見られている。特に、１月13日〜
16日にかけて平均旅行速度が低下しているが、こ
の期間は札幌市内で１日当り数㎝〜 20㎝の降雪
を観測した期間である。
④

３．２

無雪期及び積雪期の交通特性

（１）面的な交通特性の把握
タクシープローブデータを基に、無雪期及び積雪期

３月以降、春の到来が近づくに従って、平均旅行

の道路交通特性の分析を行った。分析対象期間は、無

速度は除々に向上している。

雪期が2003年12月１日（月）〜４日（木）、積雪期が

他方、2001年度〜 2004年度を対象とし、タクシー

2004年１月13日（火）〜 16日（金）とした。各対象

の全走行データのうち、国道走行率（＝国道走行距離

期間の路面状態、天候、気象データ、除雪作業の実施

／全走行距離）の月別平均値の推移について、図－６

状況は表－２の通りである。無雪期の路面状態は乾燥

に示した。これによれば、
各年度共に、
４月〜 11月（無

である。積雪期については、2004年１月13日だけが乾

雪期）については国道走行率10％前後で推移している。

燥路面であるが、１月14 〜 16日は圧雪路面である。

しかし、11月から12月になる従い、各年度共に、国道

また、１月14 〜 15日にかけては、ほぼ一日中、降雪

走行率が11 〜 12％へと高くなった。11月下旬から12

が続いた。

月上旬は、例年、本格的な降雪が確認される時期であ

無雪期のうち2003年12月１日、及び積雪期のうち

り、無雪期から積雪期に移行する時期である。12月か

2004年１月15日を対象とし、タクシープローブデータ

ら3月の積雪期においては、各年度共に、国道走行率

を基に、昼間12時間（７時〜 19時）の平均旅行速度

が11 〜 12％程度で推移している。よって、積雪期の

を求めたところ、図－７及び図－８の結果を得た。速

方が無雪期よりも国道走行率がわずかに高くなる傾向

度20㎞ /h 以下を赤色、20 〜 40㎞ /h までを緑色、40

が見られた。

〜 60㎞ /h までを黄色、60㎞ /h を超えるものを青色
で表示している。最小の道路リンク（交差点と交差点
の間）を１区間として区間の平均旅行速度を求め、

22
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GIS 機能により図化させたものである。本手法により

㎞ /h 以下の区間は、札幌市中心部等をはじめと

札幌市全域の交通特性を分析したところ、以下のよう

し限定的な区間に留まっている。中心部から郊外

な傾向が見られた。

部方向に向かうに従って、緑色、黄色となり、ご

①

く僅かであるが青色の区間も見られる。

札幌市全体を見たとき、積雪期の交通流が無雪期
と比べて、著しく滞り、平均旅行速度が低下して

②

③

積雪期の場合、無雪期と比べて、赤色の区間が大

いることについて、面的に把握できた。

幅に拡大し、ほぼ札幌市全域に広がっていること

無雪期の場合、赤色で表示された平均旅行速度20

が確認された。

図－７

札幌市内の平均旅行速度（無雪期）

［2003年12月１日（月）昼間12時間］

図－８

札幌市内の平均旅行速度（積雪期）

［2004年１月15日（木）昼間12時間］
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表－２

分析対象期間の路面状態、気象データ及び除雪作業の実施状況

（２）乾燥路面及び圧雪路面別の Q-V 特性

／車線、平均旅行速度が約25㎞／ h を境（臨界点）

札幌市内国道のうち次の２区間を対象とし、交通量

としてプロット値が二分されている。すなわち、

（Q）と平均旅行速度（V）の関係を調べた。
（図－９

平均旅行速度25㎞ /h 以下で自由流ではない状態、

参照）

渋滞が発生しているものと考えられる。これは、

○一般国道５号手稲（調査区間延長：L=4.3㎞）

乾燥路面のときと比較して、平均旅行速度で約20

○一般国道12号苗穂（調査区間延長：L=1.1㎞）

㎞ /h の低速（44％減少）になっていると共に、

両区間共に、沿道状況はＤＩＤ区間、横断面構成は片

交通量で約120台／時／車線の減少（24％減少）

側２車線、両側４車線の一般国道である。両区間の道

となっている。

路横断面構成は図－10に示す通りである。1999年実施

②

一般国道５号手稲の下り方向の乾燥路面では、交

の道路交通センサス調査（秋期）による日交通量は、

通量が約500台／時／車線、平均旅行速度が約35

一 般 国 道 ５ 号 手 稲：23,622台、 一 般 国 道12号 苗 穂：

㎞ /h を境（臨界点）としてプロット値が二分さ

32,509台である。ここでは、路面状態の違いに着目し、

れている。すなわち、平均旅行速度35㎞ /h 以下

乾燥路面と圧雪路面の別にデータ分析を行った。
（2004

で自由流ではない状態、渋滞に近い状態になって

年１月13日は積雪期であるが、路面状態は乾燥である

いるものと考えられる。他方、圧雪路面では、交

ので、乾燥路面として分析した。
）一般国道５号手稲

通量が約380台／時／車線、平均旅行速度が約25

及び一般国道12号苗穂を対象とし、昼間12時間（７時

㎞ /h を境（臨界点）としてプロット値が二分さ

〜 19時）について、
１時間毎の１車線当り交通量（Q）

れている。これは、乾燥路面のときと比較して、

と平均旅行速度（V）の関係を Q − V 図により示し

平均旅行速度で約10㎞ /h の低速（40％減少）に

たところ、図－11の結果を得た。なお、交通量（Q）

なっていると共に、交通量で約120台／時／車線

は同区間内の常観データ（トラフィック・カウンター）

の減少（24％減少）となっている。

による時間交通量、平均旅行速度（V）は同区間内で

③

一般国道12号苗穂の上り方向の乾燥路面では、交

取得された１時間分のタクシープローブデータを基に

通量が約700台／時／車線、平均旅行速度が約40

した計算値である。

㎞ /h を境（臨界点）としてプロット値が二分さ

①

一般国道５号手稲の上り方向の乾燥路面では、交

れている。これに対し、圧雪路面では、交通量約

通量が約500台／時／車線、平均旅行速度が約45

500台／時／車線、平均旅行速度約20㎞ /h 程度

㎞ /h を境（臨界点）としてプロット値が二分さ

まで臨界点が低下した。同下り方向においても、

れている。すなわち、平均旅行速度45㎞ /h 以下

圧雪路面では乾燥路面時と比較して、同様に臨界

で自由流ではない状態、車両が他の車両に拘束さ

点が低下している。

れる等の渋滞に近い状態になっているものと考え
られる。他方、圧雪路面では通量が約380台／時
24

④

一般国道５号手稲及び一般国道12号苗穂を比較し
たとき、圧雪路面時の旅行速度は苗穂区間の方が
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低下している。

区間内の新雪除雪並びに路面整正作業が完了し、かつ

圧雪路面は乾燥路面と比べて、車両のタイヤと路面間

雪が止み、降雪がない状態である。（注：新雪除雪とは、

のすべり摩擦係数が小さくなり、すべりやすい状態に

降雪に伴う道路上の積雪を除雪グレーダ等により路側

なっている。よって、ドライバーは、発進・停止時の

に除雪する作業のことである。路面整正とは、除雪グ

加減速の円滑性の低下、車間距離をより長く確保する

レーダ等により路面の凸凹や圧雪層を切削し、平坦性

等の傾向にある。このため、交通量及び平均旅行速度

を確保する作業のことである。）一般除雪作業実施の

共に低下することにつながっているものと考えられ

途中段階は、１月14日及び15日のデータ、一般除雪作

る。

業実施後は１月16日のデータについて、それぞれ昼間

（３）除雪作業の実施状況別の Q-V 特性

12時間の１時間毎データを示した。同図によれば、一

圧雪路面時を対象とし、一般除雪作業実施の途中段

般国道５号手稲の上下方向では、一般除雪実施後は、

階と一般除雪作業実施後の段階の Q-V 特性に関して、

両方向共に、交通量が増加し、かつ平均旅行速度も上

一般国道５号手稲及び一般国道12号苗穂の結果を図－

昇する傾向が見られている。他方、一般国道12号苗穂

12に示した。ここで、一般除雪作業の途中段階とは、

の上下方向では、一般除雪実施に伴い、交通量は増加

区間内の新雪除雪作業を実施するも、なお降雪状態が

しているが、平均旅行速度は同程度を確保するに留ま

継続している段階である。一般除雪作業実施後とは、

っている。

図－９

図－10
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一般国道５号手稲及び一般国道12号苗穂の位置

道路横断面構成（一般国道５号手稲、一般国道12号苗穂）
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（a）一般国道５号手稲／上り方向

（b）一般国道５号手稲／下り方向

(c) 一般国道12号苗穂／上り方向

（d）一般国道12号苗穂／下り方向

図－11

(a) 一般国道５号手稲／上り方向

乾燥路面及び圧雪路面時の Q-V 特性

(b) 一般国道5号手稲／下り方向

(c) 一般国道12号苗穂／上り方向
(d) 一般国道12号苗穂／下り方向
図－12 一般除雪作業の実施レベル別の Q-V 特性
26
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４．プローブデータの利活用方法の検討

表－３

想定されるプローブデータの利用例

積雪寒冷地では、道路管理者による適切な冬期道路
管理、それに応じた道路利用者へのサービス提供が求
められている。タクシープローブ調査から得られるデ
ータ（旅行速度あるいは旅行時間）は、道路管理者並
びに道路利用者の双方にとって分かりやすい指標であ
る。よって、タクシープローブ調査から得られるデー
タを評価指標として利活用し、冬期道路交通特性を把
握することが有益と考えられる。これまでの成果とし
て、年間の平均旅行速度の経年推移、面的な渋滞状況
の把握、路面状態別の交通特性の把握等、タクシープ
ローブデータの利活用について紹介した。筆者等は、
タクシープローブデータがデータ取得性の自由度が高
いこと等を考慮し、冬期渋滞対策検討や各種の冬期道
路管理諸施策の評価として、同データを利活用するこ
とを検討している。特に、冬期間の札幌市の場合、１
日の路面状態が朝、昼、夜と時々刻々と変化する（降
雪に伴う圧雪、凍結、湿潤、乾燥が繰り返される状態）
ことが平均旅行速度の変動に大きく影響を及ぼしてい
ると考えられる。例えば、写真－１のような非常にす
べりやすい路面（「つるつる路面」と言われる）の出
現や雪堤の出現による平均旅行速度への影響把握、除

５．まとめ

排雪作業の実施（写真－２）による効果把握等が求め

札幌市における冬期道路交通評価へのタクシープロ

られる。タクシープローブデータによる道路交通特性

ーブデータの活用に関するまとめは、
以下の通りである。

を検討する際の利用例としては、表－３に示すような
項目が想定される。

（１）タクシーは年間365日かつ24時間間断なく札幌市
内の道路を走行していることから、自由度の高いプ
ローブデータを取得することができる。これにより、
札幌市における年間を通じた平均旅行速度の推移を
把握することができた。札幌市の場合、本格的な降
雪及び積雪期を迎える12月初旬以降に平均旅行速度
が大きく低下し、春の到来が近くなる３月中旬以降
は除々に平均旅行速度が高くなった。
（２）無雪期と積雪期の交通特性について、札幌市の

写真－１ 冬期道路状況
（左：非常にすべりやすい路面の出現、右：雪堤の出現）

西端に位置する一般国道５号手稲及び札幌都心に近
い一般国道12号苗穂を対象とし、路面状態に着目し
て冬期の道路交通を評価した。今回の分析での路面
状態は、乾燥路面と圧雪路面を対象とした。圧雪路
面においては、乾燥路面の場合と比較し、交通量及
び平均旅行速度共に大きく低下しており、道路機能
の著しい低下に至った。本現象は、圧雪路面では車
両のタイヤと路面間のすべり摩擦係数が低くなるこ
とから、ドライバーは、発進・停車時の円滑性の低

写真－２ 冬期間の除排雪作業
（左：一般除雪、右：運搬排雪）
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下やより車間距離を確保すると共に、速度を低下さ
せる等の安全性を考慮した運転を余儀なくされるも
のと考えられる。
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（３）冬期道路の路面状態は、降雪に伴う圧雪、凍結、

ーブデータの利用例についてケーススタディを示すと

湿潤、乾燥等の状態を繰り返している。また、気象

共に、同データの利活用方法について考察した。今後

状況（降雪の有無、降雪の程度）や除排雪作業の実

さらなるデータ分析及び評価を進め、冬期道路交通評

施状況により、刻々と道路状況が変化している。こ

価への活用方法について知見を深めていく所存である。

のような状況を踏まえ、冬期道路交通を評価するに
際し、データ取得の自由度が高いタクシープローブ
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