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冬期路面管理支援システムの構築と運用
Development and Operation of the Winter Maintenance Support System
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積雪寒冷な地域では、冬期における道路交通機能の確保は重要な課題である。道路管理者は様々な
冬期路面対策を実施しているが、予算制約のある中、冬期路面管理をより効率的に実施することが必
要である。当研究所では、冬期路面管理の一層の効率化に資するため、凍結予測情報等を提供する冬
期路面管理支援システムの構築に取り組んでいる。当該システムは、気象予報、熱収支法等を用いた
路面凍結予測と予測結果のインターネットを用いた道路管理者への情報提供から構成されており、気
象事業者、大学、道路管理者といった複数機関の連携によって構築と改良を進めている。
当該システムは、2004年度から気象・路面温度観測とモデルの構築に着手し、2005年度から試験運
用を開始し、逐次、モデルやインターフェースを改良しながら運用を行っている。本稿では、当該シ
ステムの開発、運用の状況について紹介する。
《キーワード：冬期路面管理；冬期路面管理支援システム；凍結予測；熱収支法》
In snowy, cold regions, keeping the safe, eﬀective and eﬃcient travel during the wintertime is an
important theme. Road administrations conduct various snow and ice control operations to provide
as good roadway condition as possible. With the limitation of the budgets, it is necessary to
conduct winter maintenance operations more eﬃciently. Therefore, for several years, our institute
has undertaken developing the winter maintenance support system that provides information such
as icing forecast to improve the productivity and eﬃciency of winter maintenance management
and its practices. This system is consisted of the weather forecast, the prediction of road surface
temperature and condition and the providing of the forecast results to the road authorities through
the internet. Furthermore, the system has been developed and improved in cooperation with other
relevant organizations. For instance, the project involves the meteorological agency, academic
institution and road authorities.
The project began observing the weather and road surface temperature and developing the
prediction model in 2004, and in 2005 the prototype started experimentally providing the
information to road authorities. Then, the system has been practically used while improving the
model and interface as the need arises. This paper describes the conceptual framework of this
information system and status of the project and also details the operational situation.
《Keywords: Winter maintenance; Winter maintenance support system; Icing forecast; Heat balance
modeling》
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冬期路面管理のＰＤＣＡサイクル構築に資するもの
として、科学的な手法に基づく適確な予測情報を発信

積雪寒冷な地域では、冬期の気温低下や降積雪に
よって雪氷路面が出現し、道路交通機能が低下する。

して道路管理者の判断を支援する冬期路面管理支援シ
ステムの開発にあたった。

冬期道路交通機能の確保は重要な課題であるが、一方
で、予算の制約があるため、冬期路面管理の一層の効

Ȫ3ȫ੨̫̤࣭ͥͅٸΏΑΞθٳอ͈ેޙ
諸外国でも、道路管理者に気象情報や路面状態の予

率化も重要な課題である。
当研究所では、冬期路面管理の一層の効率化に資す

測情報を発信するシステムの開発が進められており、

るため、道路管理者に気象予測情報、凍結予測情報等

ＲＷＩＳ（Road Weather Information System）やＭＤ

を提供する「冬期路面管理支援システム」の構築に

ＳＳ（Maintenance Decision Support System）と呼ば

2004年度から取り組んでおり、2005年度冬期から札幌

れている３）。このような事例も参考に、冬期路面管理

市内の国道を対象に試験運用を開始し、逐次インター

支援システムの開発にあたった。

フェース等を改良しながらシステムを運用している。

一 例 と し て、  Ƚ ˎ に 米 国 連 邦 道 路 庁
（Federal

本論文では、第２章で冬期路面管理支援システム開

Highway Administration: FHWA）で開発中のＭＤＳ

発の概要を紹介し、第３章でシステムの構成や機能に

Ｓの画面の一部を紹介する４）。Ƚˎの上図は、路面

ついて述べる。第４章でシステムの利用状況等につい

温度（注：単位は華氏）の分布図で、Ƚˎの下図は、

て紹介し、最後にまとめとして今後の課題や展望につ

推奨する対策と代替案を表示するトリートメント・セ

いて述べる。

レクター（treatment selector）
画面である。

ˎȅൃܢႹ࿂ۯၑ׳ΏΑΞθٳอ͈ٽါ
Ȫ2ȫ
ΏΑΞθٳอ͈ࠊ
冬期路面管理を行う上で、 予測

は必要不可欠な

要素である。例えば、凍結防止剤の散布は、凍結路面
が発生しないよう、
路面が凍結する前に散布するのが、
最も効果のある散布方法である１）。Ƚˍは、筆者が
考える、予測に基づく冬期路面管理作業のＰＤＣＡサ
イクル２）の概念図である。気象や路面状態の変化を予
測することができれば、予測に基づいて事前の判断で
作業体制を構築したり、適切なタイミングで作業を実
施することが可能となり、冬期路面管理がより的確で
より効率的なものになると考えられる。

࠴ࠚ࠶ࠢߦၮߠߊᡷༀ

ᬺ⸘↹್ᢿ
᳇⽎੍᷹
〝㕙ಓ⚿੍᷹

ᬺߩታᣉ
㒰㔐ᬺ
ಓ⚿㒐ᱛᢔᏓ ╬

ኻ╷ߩലᨐ⏕⹏ଔ
ᡂଥᢙ╬

ȽˍȁൃܢႹ࿂ۯၑैު͈ˬˠ˟˝ͼ·σ
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bȫΟȜΗ͈৾ං

Ȫ4ȫ
ΏΑΞθ͈ٳอఘଷ
冬期路面管理支援システムは、システムのユーザー

現地に機器を設置して気象観測・路面温度観測を

である道路管理者との連携はもとより、大学、気象事

行っている。また、気象機関から日射量、雲量、湿度

業者との連携・協働によって開発を進めている。Ƚ

といった気象実況データや予測データを入手し、気象

ˏに関係機関との連携状況を示す。

予報、凍結予測情報の作成に用いている。
cȫΟȜΗ͈ਬ
現地で取得した気象データ、路面温度データはデー

〝▤ℂ⠪

タロガーに記録された後に NTT 回線を介して、また、

ᖱႎឭଏ㗄⋡ߩㆬቯ
ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬᡷༀ ╬

気象機関のデータは専用回線を介して冬期路面管理支
援システムのサーバーに集約される。
dȫထ௶ૂ༭͈ै଼

ᒰ⎇ⓥᚲ
᳇⽎᷹ⷰߩታᣉ
᳇⽎੍ႎߩ⊒ା ╬

〝㕙᷷ᐲ੍᷹ᚻᴺ
ߩ᭴▽ ╬

集約されたデータをもとに、路面温度及び路面状態
予測情報を作成する。路面温度予測は、熱収支法を用
いて通過車両や沿道構造物の影響を考慮した路面温度

᳇⽎ᬺ⠪

ᄢ ቇ

推定モデル５）、６）を大学との共同研究により開発し（
Ƚˑ及び式（1）〜式（3））、路面状態は、路面上の水の

Ƚˏȁ͈͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈેޙ

収支から路面状態を推定するモデルを構築した
（Ƚ˒
及び式（4）
〜式（6））
。

Ȫ5ȫ
ൃܢႹ࿂ۯၑ׳ΏΑΞθ͈ٽါ
Ƚːに冬期路面管理支援システムの概要図を示す。
以下、
概要図に沿って情報発信のプロセスを紹介する。
ᴪ᭴ㅧ‛

ㆤ⭁

㐳ᵄ

C ࠺࠲ߩขᓧ

ȽˑȁႹ࿂أഽଔκΟσ͈ٽැ
D ࠺࠲ߩ㓸⚂

㧾ω㧩ǻ㨀㨟㧠㧗㧴㧗l㧱㧗㧳  

 

㧾ω㧦〝㕙߳ߩജࠛࡀ࡞ࠡ=9O?
ǻ㧦ࠬ࠹ࡈࠔࡦ㧙ࡏ࡞࠷ࡑࡦଥᢙ㧔9O-㧕
E ੍᷹ᖱႎߩᚑ

㨀㨟㧦〝㕙᷷ᐲ=-?
㧴㧦㗼ᾲવ㆐ᾲ㊂ 㗼ᾲࡈ࠶ࠢࠬ =9O?

F ੍᷹ᖱႎߩ⊒ା

l㧱㧦ẜᾲવ㆐ᾲ㊂㧔ẜᾲࡈ࠶ࠢࠬ㧕=9O?

㧳㧦ਛવ㆐ᾲ㊂㧔ਛᾲࡈ࠶ࠢࠬ㧕=9O?

㧾ω㧩5Tω㧙5Tχ㧗.Tω㧗.E
ω

 


5T 㧦〝㕙߇ฃߌࠆᱜߩᣣ㊂=9O ?
5Tχ㧦〝㕙ߢߩ㊂=9O?
.Tω㧦〝㕙߇ฃߌࠆᱜߩᄢ᳇㊂=9O?
.E㧦⥄േゞߩゞ߆ࠄߩ⿒ᄖ㊂=9O?

Loω㧩(1-Ǿ)Lrω㧗ǾLstrcω 

 

Ǿ㧦ㆤ⭁₸㧔ᴪ᭴ㅧ‛╬ߢᄤⓨ߇ⷒࠊࠇߡࠆഀว㧕

ȽːȁൃܢႹ࿂ۯၑ׳ΏΑΞθٽါ
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㒠᳓
⋧ᄌൻ
ଏ⛎䊶៊ᄬ

燥）｝の３分類では約７割であった。

᳓䋺䇭ᶧ䈱㪟㪉㪦
㔐䋺䇭㒠㔐䈮䉋䉎࿕䈱㪟㪉㪦
᳖䋺䇭ᶧ䈱㪟㪉㪦䈏ಓ⚿䈚䈢㪟㪉㪦

㒠㔎

eȫထ௶ૂ༭͈อ

㒠㔐

作成された路面温度及び路面凍結予測情報は、気象
Ⲣ⸃
〝䈎䉌䈱ᾲଏ⛎䇮
⮎ᢔᏓ

⫳⊒䋨ಝ⚿䋩

൦ᝪသ

予測情報とともにインターネットを利用して道路管理

⪇䋨ಝ⚿䋩

者及び維持請負業者に配信される。インターネットを

ᩌᝪသ

利用したのは、専用の回線や情報端末などを必要とし
ಓ⚿
〝䈻䈱ᾲ䈱
ឃ᳓ญ䈻䈱ឃ᳓
Ⲣ⸃
〝䈎䉌䈱ᾲଏ⛎
⮎ᢔᏓ

ないので、イニシャルコスト、ランニングコストを抑

⪇䋨ಝ⚿䋩

൧ᝪသ

えられるためである。

㔐᳖䈱ឃ
㒰㔐

なお、道路管理者及び維持管理請負業者向けのシス

Ƚ˒ȁႹ࿂ેఠଔκΟσ͈ٽැ

テムであるため、ID とパスワードによってアクセス
を制限している。

dqwater
M
lE
= −τqwater +
−
+ Pr ecwater
dt
L Levap

 

Ȫ6ȫΏΑΞθٳอȆဥ͈ࠐ
ນȽˍにシステム開発・運用の経緯を示す。

qwater㧦᳓ߩ⾂⇐㊂㨇OO㨉
Ǽ㧦ឃ᳓ଥᢙ 㨪

ນȽˍȁΏΑΞθٳอȆဥ͈ࠐ

M㧦Ⲣ⸃(ಓ⚿)ᾲ㊂(ᱜߩ႐วⲢ⸃ᾲ㊂)=9O?
L㧦Ⲣ⸃ẜᾲ㨇,MI㨉

ᣣ ઃ

Levap㧦⫳⊒ẜᾲ㨇,MI㨉

㨪

Precwater㧦㒠᳓㊂㨇OO㨉

〝㕙᷷ᐲផቯࡕ࠺࡞╬ߩ᭴▽♖ᐲᬌ⸽


ࠪࠬ࠹ࡓߩ⹜㛎ㆇ↪㐿ᆎ
̪࠹ࠠࠬ࠻ᖱႎߩߺࠍឭଏ㧔 ὐ㧕



qsnow 㧦㔐ߩ⾂⇐㊂㨇OO㨉

੍᷹⚿ᨐࠍ࿑ᒻ ࠣࡈ ␜
ᖱႎឭଏὐᢙࠍㅊട㧔ψ ὐ㧕

qice㧦᳖ߩ⾂⇐㊂㨇OO㨉




Lsubl㧦⪇ẜᾲ  ,MI ޔ

 ᐕᐲ౻ᦼߩ⹜㛎ㆇ↪㐿ᆎ
㧔ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬߪᐔᚑ  ᐕߣหߓ㧕

rm㧦㒰㔐㊂㨇OO㨉

ᖱႎឭଏኻ⽎〝✢ࠍㅊട㧔৻⥸࿖  ภ㧕

Precsnow㧦㒠㔐㊂㨇OO㨉


AޔBޔǌ㧦㧝ߩࡈࠣ

⎧1,
Γ=⎨
⎩0

ኻ⽎〝✢ߩㆬቯ㧔ᧅᏻᣂ㧕
᳇⽎〝㕙᷷ᐲ᷹ⷰߩ㐿ᆎ

dqsnow
q
M
lE
= −A − B
− Γrm snow + Pr ecsnow  
dt
L
Lsubl
qsnow + qice

⎧1, q snow > 0
A=⎨
⎩0
⎧1, q snow > 0
B=⎨
⎩0

ታᣉౝኈ

and

ᣢሽࠪࠬ࠹ࡓߣ⛔ว
ᧅ
ᧅᏻᣂࠍኻ⽎ߦ✢⊛੍᷹ᖱႎߩ⹜㛎⊛ឭଏ

M >0

ࠍ㐿ᆎ

システム開発にあたっては、工程を順番に進めてシ

rm > 0

ステム全体を一気に開発する
モデル

dqice
qice
M
lE
= −(1 − A) − (1 − B)
− Γrm
dt
L
Lsubl
qsnow + qice

 

ウオーターフォール・

ではなく、システムの一部分について設計・

実装を行い、顧客からのフィードバックやインター
フェースの検討などを経て、さらに設計・実装を繰り
返していく

スパイラル・モデル

を採用している。

道路管理者にとって望ましい体系やインターフェース
平成18年度冬期間
（平成18年12月〜平成19年３月）に
おけるモデルの精度を検証した結果、路面温度の精度
は約２℃まで向上している。
また、路面状態は、「凍結、圧雪、シャーベット、

が事前には不明であったため、試験的に運用しながら
システムを改善していくことにしたものである。
このため、システム開発の初期の段階から現在に至
るまで、道路管理者及び維持管理請負業者から、作業

湿潤、乾燥」の５分類では約６割、 凍結リスク ｛高

サ イ ク ル や 実 施 時 間 帯、 情 報 提 供 項 目 や インター

（凍結）
、中
（圧雪及びシャーベット）、低（湿潤及び乾

フェース、操作性などについてヒアリングを繰り返し
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ながらシステムの開発・改善・運用を行っている
（Ƚ
Ϥែ᩿ሥྸ

˓、ນȽˎ）
。

ȡȃǷȥൢᝋऴإ

ᨀᩌ

ɟᑍൢᝋऴإ

ԉᩌᙻᆉ

ૅੲǷǹȆȠ
ȈȃȗȚȸǸ

ᨀ൦

ែ᩿ϵኽʖย

ែ᩿ภࡇ

ൢภ

ᲢዴႎʖยᲣ
ϵኽȪǹǯ

Ƚ˓ȁൽႹۯၑ৪Ȇު৪͈͒ΪͺςϋΈેޙ

ǨȪǢਘٻ

ែ᩿ภࡇ

ϵኽȪǹǯ

ນȽˎȁΪͺςϋΈࣜ࿒
Ȫาଘȫ
㽲౻ᦼ〝㕙⛽ᜬ▤ℂᬺ䈱ታᘒ䈮䈧䈇䈩

ែ᩿ϵኽʖย

ᣣ䇱䈱ᬺⴕ⒟䈶䉰䉟䉪䊦

ែ᩿ภࡇ

ᲢעໜʖยᲣ

ᬺታᣉ䈱⋡ᮡ

ែ᩿ཞ७

ಓ⚿䈮ኻ䈚䈩․䈮⇐ᗧ䈏ᔅⷐ䈭ὐ䊶㑆
ಓ⚿㒐ᱛ䈱㊀ὐ⊛䈭ᢔᏓ▎ᚲ䉇㑆

ɟᑍൢᝋऴإ

ಓ⚿㒐ᱛ䈱ᢔᏓ㊂䉇䈇ಽ䈔䈮䈧䈇䈩䇭䇭䇭䈭䈬
㽳ᖱႎឭଏ㗄⋡䇮ౝኈ䇮↹㕙䈮䈧䈇䈩

Ƚ˔ȁൃܢႹ࿂ۯၑ׳ΏΑΞθ͈ఘࠏ

ᤨ㑆వ䉁䈪䈱੍᷹ᖱႎ䈏䈅䉎䈫ᦸ䉁䈚䈇䈎
ᖱႎឭଏ䈏ᔅⷐ䈭㗄⋡䈲䋿
〝㕙ಽ㘃䈲ಽ㘃䈏ㆡಾ䈎䋿
ᤨ㑆వ䉁䈪䈱੍᷹ᖱႎ䈏䈅䉎䈫ᦸ䉁䈚䈇䈎

Ȫ3ȫΠΛίβȜΐȟιΛΏνܨયૂ༭ْ࿂

ᖱႎឭଏ䈏ᔅⷐ䈭㗄⋡䈲䋿
〝㕙ಽ㘃䈲ಽ㘃䈏ㆡಾ䈎䋿
䊃䉾䊒↹㕙䈱␜䈶⺑䈮䈧䈇䈩
䋱↹㕙䈮␜䈜䉎ᖱႎ㊂䈮䈧䈇䈩
ὐ䈱੍᷹↹㕙䈱❑䈱㐳䈘䋨䉴䉪䊨䊷䊦䈮ᓇ㗀䋩
⸵ኈ䈪䈐䉎䉪䊥䉾䉪࿁ᢙ䈮䈧䈇䈩
✢⊛䈭੍᷹䉕ⴕ䈉႐ว䈱↹㕙␜ᣇᴺ䈮䈧䈇䈩

Ƚ˕にトップページを示す。本研究で連携してい
る道路管理者は、従前より本システムとは別に降雪予
測情報等を提供する

道路管理支援システム

７）

を利

用していた。本システムは当初、そのシステムとは独
䈭䈬

䋨䈱␜↹㕙䉇ᖱႎឭଏ䈮ኻ䈜䉎ⷐᦸ䈱ઁ䇮㐳ᦼ
⊛䈭ᡷༀⷐᦸ㗄䉕䉃䋩

立したシステムとなっていたが、協議・検討の結果、
両システムを統合することとなった。統合は、古くか
ら運用され認知度が高かった道路管理支援システムの
トップページを活用して情報を集約することとした。
統合により、アクセス数が大幅に伸びた
（詳細は第４

ˏȅΏΑΞθ͈ఘࠏ͂ܥෝࢹ଼

章で紹介）
。
なお、トップページは、降雪、吹雪視程、降水、気

Ȫ2ȫ
ΏΑΞθ͈ఘࠏ

温のメッシュ予測情報と過去のデータを表示するメッ

本システムの体系図
（平成18年度末現在）
をȽ˔に

シュ気象情報画面を兼用している。気象庁から配信さ

示す。提供する情報を大まかに区分すると、メッシュ

れるのは降水、気温のメッシュ情報のみで、本システ

気象情報と路面凍結予測情報の二つのカテゴリの情報

ムで降雪と吹雪視程に関するメッシュ情報を作成して

で、それらに一般的な気象情報を付随させ、情報提供

発信している。

している。次節以降に、システムを構成する主なパー
ツの概要を紹介する。

メッシュのサイズは１㎞四方で、提供する情報は道
路管理者が作業を行う上で参考にしている値などを基
準に５段階程度で区分し、また、情報を表示する際の
色使いは、カテゴリが多いと色分けを視認しにくいと
いったヒアリング結果などを踏まえて５色程度にした。
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表示される。
なお、平成18年度冬期間
（平成18年12月〜平成19年
３月末まで）における路面温度の推定精度（誤差）は、
おおよそ±2℃となっている。

Ƚ˕ȁΠΛίβȜΐȟιΛΏνܨયૂ༭ْ࿂
Ȫ4ȫ
Ⴙ࿂ൄࠫထ௶ْ࿂
Ȫഎထ௶ȫ
トップページの地図、または、地図の横のウインド
ウをクリックすることで路面凍結予測（線的予測）の

Ƚ21ȁႹ࿂أഽထ௶ْ࿂

トップ画面に移動する。路面凍結予測（線的予測）で提
供するのは、路面温度予測と凍結リスク情報（路面状
態の予測情報）
の２種類である。
道路管理者は、凍結防止剤を路線一様に散布するの

cȫൄࠫςΑ·ထ௶ْ࿂
画面上部の 凍結リスク ボタンをクリックすると、

ではなく、スリップ事故の多い交差点付近、橋梁など

凍結リスク予測トップ画面に移動し、対象路線の凍結

の構造物区間、局所的に凍結のおそれがある箇所など

リスク分布の全景が示される（Ƚ22）
。

１）

を行っており、 線的

に限定した

スポット散布

な予測情報

は、このような冬期路面管理に対応した

雪氷路面の状態は、「凍結、圧雪、シャーベット、
湿潤、乾燥」の５段階に分類することとし、路面状態
推定モデルは、この５分類に対応しているが、現段階

ものである。

では
bȫ
Ⴙ࿂أഽထ௶ْ࿂

凍結リスク

として「高（凍結）、中（圧雪及び

シャーベット）、低（湿潤及び乾燥）」の3段階で表示し

路面凍結予測
（線的予測）
のトップ画面では、対象路

ている。これは、道路管理者から、詳細な路面分類よ

線の線的路面温度分布の全景が示される
（Ƚ21）。路

り端的に路面が凍結するか否かを知りたいという意見

面温度は、凍結のおそれのほとんど無い＋２℃以上の

があり、これを踏まえて試行しているものである。

他に５段階にカテゴリ分けされていて、地図の上のタ

画面の構成は路面温度予測画面と同様で、予測時間

ブをクリックすることで１時間毎、16時間先までの路

は１時間毎、16時間先までであり、また、地図左上に

面温度分布が表示される。16時間先までとしたのは、

は天候予測
（ピクトグラム）、地図右上にはエリア選択

都市部における凍結防止剤の散布は、朝の通勤時間帯

の小ウインドウが配置されている。

前に終了するよう深夜から未明にかけて作業を行うこ

なお、平成18年度冬期間
（平成18年12月〜平成19年

とも多く、このような作業計画の検討を日中に行うこ

３月末まで）における路面状態の的中率は、路面状態

とに対応できるようにしたものである。

５分類では約６割、３分類では約７割であった。

また、地図左上の小ウインドウには、天候予測（ピ
クトグラム）と気温、降水量の気象予報が表示され、
地図右上の小ウインドウをクリックすると、路線のエ
リア拡大地図が表示され、より詳細な路面温度分布が
寒地土木研究所月報
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地点別予測画面では、当該地点の写真、気象・路温
の現況値、気温及び降水量の予測値、路面温度と路面
状態（５分類）
の予測情報を提供している。
地点の写真については、リアルタイムの動画配信が
望ましいという意見もあるが、新たに ITV カメラを
設置する必要があり、コスト面などの問題から今後の
検討事項となっている。

Ƚ22ȁൄࠫςΑ·ထ௶ْ࿂

dȫ
ςͺڐఱْ࿂
路面温度予測画面、凍結リスク予測画面の地図右上
にある

エリア選択

ウインドウから各エリアの拡大

画面に移動する
（Ƚ23）。エリア拡大画面では、拡大
された地図にコンビニエンスストアやガソリンスタン
ドの位置が地点認知の目安となるように表示されてい

Ƚ24ȁ౷ത༆ထ௶ْ࿂

る。
ːȅΏΑΞθ͈၌ဥેޙ
Ȫ2ȫΏΑΞθ͈၌ဥેޙ
冬期路面管理支援システムの利用状況について、道
路管理者・維持業者から聞き取った主なコメントを以
下に紹介する。なお、インターフェースや操作性につ
いてのコメントもあるが、前章までの説明と重複する
ところがあるため、本節での紹介は割愛する。
bȫר။ે̞̀̾ͅޙ
Ƚ23ȁςͺڐఱْ࿂
ȪऒȇႹ࿂أഽȂֲȇൄࠫςΑ·ȫ

・天候が不安定なときは１時間毎にチェックしてい
る（特に夕方から朝方５〜８時）。
・天候が安定しているときは、日に２〜３回程度。

Ȫ5ȫ
౷ത༆ထ௶ْ࿂
Ƚ24に地点別の予測画面を示す。地点別の予測は、
先述の線的な予測情報提供を行い始める以前に設定し
た情報提供画面であるが、①路線の代表的な地点の情

・（夜間の作業計画を検討する）夕方か気温が＋１℃
を下回るときによく見ている。
・天候が大荒れの場合は、体制が確定するので逆に
利用しない。

報が得られること、②路面温度、路面状態など多くの
情報がスクロールやクリック無しに一覧できること、

cȫൃܢႹ࿂ۯၑैު͈͒ڰဥે̞̀̾ͅޙ

といったメリットがあるため、今のところ地点別予測

・凍結防止剤散布作業の参考として利用している。

画面を廃止せずに情報提供を続けているものである。

・パトロールの出動時間の判断材料としている。
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dȫ
ࣽࢃ͈٨͈༷࢜Ȇܢఞ̞̾̀ͅ

頻繁に利用されるようになったと理解している。

・凍結防止剤の散布によって、散布後の（路面状態
ˑȅ͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈هఴ

の）
予測値が変わるのが望ましい。
・今後は今以上に、管理作業について説明責任が求
められてくるので、その際の根拠として積極的に
利用したい。

本稿では、冬期路面管理支援システム構築の背景か
ら現在の運用状況を紹介してきた。冬期路面管理支援
システムは、道路管理者の必要とする情報を提供する

Ȫˎȫ
ΏΑΞθ͈͒ͺ·ΓΑତ

ことで作業判断を支援するものであるが、さらに予測

Ƚ25にアクセス数の推移を示す。2005年12月に運

情報の精度を高めることにより、凍結防止剤の過剰散

用を開始した直後はアクセス数が伸びなかったが、

布
（散布が必要ないのに散布すること）や見逃し
（散布

2005年１月下旬以降は着実にアクセス数が伸びるよう

が必要なのに散布しないこと）を回避し、散布の効率

になった。これは、運用開始直後には低かったシステ

化・適正化に資することが可能になると期待される。

ムの認知度が、時間の経過とともに高まったためと考

冬期路面管理支援システム構築による、このような

えられる。

散布の効率化・適正化などの効果の評価に取り組むと

2006年度運用開始当初は、暖冬の影響かアクセス数

ともに、引き続き、道路管理者をはじめ関係機関と協

はあまり伸びなかったが、2007年２月に、①既存シス

議・連携しながら、冬期路面管理支援システムが道路

テムと統合、②線的な予測情報の提供を開始、したこ

管理者にとってより信頼できる、より有用なシステム

とを契機にアクセス数が大幅に伸びるようになった。

となるよう、改善に取り組む予定である。

道路管理者にとってより必要性の高い情報
（線的な予
測情報）を提供できるようになったこと、システムを

以下に、改善のための課題と考えている事項を紹介
する。

統合したことで情報へのアクセシビリティが向上した
こと、の効果と考えている。

①モデルの精度向上

2006年度末時点での累計アクセス件数は22,503件に

モデルの精度の向上がシステムの信頼性向上につ

達した
（一時、アクセスログ消失トラブルあり）
。シス

ながる。例えば、路面温度推定モデルの精度（誤差）

テムの閲覧者は道路管理者関係者（主に道路事務所の

は、沿道構造物の影響を考慮するなどの改良を加え

維持担当者）と請負業者で、請負業者は当日の担当者

ることで±2℃程度まで向上しているが、±0℃近傍

（当番）
が主に見るので閲覧者数は実質50名に満たない

では、この程度の誤差でも「凍結するかしないか」

ことを考えると、システムの認知度が高まり、かなり

という、冬期路面管理の意志決定において重要な問
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題となりうる。路面凍結をより正確に予測できるよ

४ࣉࡃ

う、観測を継続するとともに、モデルのパラメータ

１）冬期路面管理マニュアル（案）、北海道開発局、平

値の精査などに取り組み、モデルの精度向上を図り

成９年11月．
２）道路行政マネジメント：国土交通省道路局、

たい。

<http://www.mlit.go.jp/road/management/
② GIS の活用

about.html>，

現在、システムでは、対象路線の全景と拡大地図

３）例えば、Kimmo Toivonen and Jouko Kantonen:

の２段階で表示をしている。今後は、GIS を活用し

Finnish Road Administrationʼ s Web Road Weather

て、任意の倍率で任意の区間を表示できるように改

Project, 6th International Symposium on Snow

良していきたい。

Removal and Ice Control Technology, Transportation
Research E-Circular No. E-C063, 2004．

③システムのインタラクティブ
（双方向）
化

４）Paul A. Pisano, David L. Huft and Andrew D.

除雪作業の有無、凍結防止剤散布作業の有無に

Stern: Deployment of Maintenance Decision

よって路面状態が変化する。予測精度向上のために

Support Systems for Winter Operations, 11th

は、それらの作業を入力し、予測手法に反映するこ

AASHTO-TRB Maintenance Management

とが必要である。作業に関する情報を入力すること

Conference Transportation Research Board

は請負者の負担増になるが、入力した情報がそのま

American Association of State Highway and

ま凍結防止剤散布等の作業の数量の記録となる仕組

Transportation Officials Federal Highway

みを構築できれば、実施可能と考えている。

Administration, Transportation Research

さらに、推奨する対策案を提示したり、道路管理

E-Circular No. E-C098, 2006．

者が路面管理作業予定を入力することで、当該作業

５）Naoto Takahashi, Roberto A. Tokunaga, Motoki

を実施した場合の路面状態の推移をシミュレーショ

Asano and Nobuyoshi Ishikawa: Toward Strategic

ンできる機能を有するインタラクティブ
（双方向）な

Snow and Ice Control on Roads: Developing a

システムへと発展させることで道路管理者の作業実

Method for Surface-Icing Forecast with Applying

施判断をより積極的に支援し、強いて言えば、将来、

a Heat Balance Model, TRB 85th annual meeting,

道路利用者に路面状態予測情報を提供することも可

No.06-2067, CD-ROM, 2006．

能ではないかと考えている。

６）高橋尚人、浅野基樹、石川信敬：沿道構造物の影
響を考慮した路面温度推定モデルの構築について、

また、当研究チームでは、本稿で紹介した路面凍結

寒地技術論文・報告集 vol.22 pp153-158、2006年．

予測手法構築に係る研究の他、すべり抵抗値等で雪氷

７）Yuji Yamagiwa, yasuhiko Kajiya and Tatsuya

路面状態を定量的に計測・評価する手法についても検

Uemura: Development of an Advanced Winter

８）

討している 。

Road Management Support System for Greater

将来的には、
冬期路面管理支援システムの路面温度・

Sapporo, 6th International Symposium on Snow

路面凍結予測手法や情報提供技術と組み合わせ、路面

Removal and Ice Control Technology, Transportation

温度・路面状態から雪氷路面の滑りやすさを予測し、

Research E-Circular No. E-C063, 2004．

情報発信するシステムとして発展させるなどの技術開

８）寒地交通チーム：連続路面すべり抵抗測定装置の

発を進め、これらの技術を活用してȽˍに示した冬

導入と関連する技術情報の収得、寒地土木研究所

期路面管理のＰＤＣＡサイクルの確立、冬期路面管理

月報

№646、2007年３月．

の効率化に資していきたい。
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