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Abstract 
 
Winter driving conditions in cold, snowy regions are extremely severe, due to snow 
and ice on roads and reduced visibility by falling and blowing snow.  Continuing 
growth in the number of risk-prone elderly drivers and an increase in multi-vehicular 
collision accidents in winter have been seen since studded tires were banned in 1990.  
There is a pressing need to improve the safety and efficiency of winter road traffic.  
At the same time, there is a need to promote motor tourism, which brings great 
numbers of sightseers to Hokkaido municipalities in summer. 
 
On a related front, the government is intent on developing Intelligent Transport 
Systems (ITS), in light of the recent growth in information and telecommunications 
technologies as well as in smart technologies for vehicles and roads.  A society that 
relies on ITS will have drivers, vehicles and roads that function in a coordinated 
manner; road traffic that is much safer and more efficient, an environment that is better 
protected, driving that is enjoyable, and industries that are newly created.  By 
providing appropriate information via ITS and thereby supporting driving safety, it is 
expected that the roadway environment in cold, snowy regions will be made safer and 
more pleasant throughout the four seasons, and serious accidents in winter can be 
avoided. 
 
Based on considerations of conditions specific to Japan’s cold, snowy regions and 
recent social changes, this study analyzes user needs for cold-region ITS and proposes 
scenarios for development of such ITS technologies.  New technologies were 
developed, and their effective introduction was examined through field tests. 
 
The summaries of chapters are as follows. 
 
Chapter 1 outlines the objectives of the study, how it is configured, and its relation to 
previous studies. 
 
Chapter 2 clarifies the principal direction for technology development of cold-region 
ITS.  Questionnaire surveys were conducted on ITS experts and winter road experts 

*    本稿は北海道大学審査学位論文である。 
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in Japan and overseas and on discussions among experts on traffic engineering, 
automotive engineering, telecommunications, broadcast and the Internet.  Six 
application scenarios for cold-region ITS are focused on, and forecasts are made on the 
timing for their realization, widespread use and related impact.  Furthermore, ten 
experiments and five regional ITS plans are proposed.  Finally, methods for 
measuring the following ITS benefits are examined and proposed: 1) reduction in 
winter-specific accidents, 2) enhanced disaster prevention, and 3) growth in tourism. 
 
Chapter 3 clarifies drivers' opinions on driving on winter roads and driving in reduced 
visibility conditions due to falling and blowing snow.  Analysis is made of drivers’ 
experiences of winter accidents and “close calls” using questionnaire surveys given to 
drivers in Hokkaido on road usage in winter and driver needs.  In addition, in view of 
winter roads and human factors, influences of snow and ice on roads as hindrance to 
safe driving and of reduced visibility on driver behavior were clarified through driving 
tests on a test course and on roads in service.  Especially noteworthy is analysis made 
on the behaviors of elderly drivers that lead to accidents.  Furthermore, based on 
existing data on multi-vehicular collision accidents during snowfall and blowing snow 
and on related weather records, causes are identified for multi-vehicular collision 
accidents under reduced visibility and methods are proposed for risk assessment of 
multi-vehicular collision based on environmental, weather and traffic factors.  Finally, 
analysis is made on the effects of light-emitting delineators from the driver’s 
perspective. 
 
Chapter 4 classifies situations in which support systems for safe winter driving are 
needed from the viewpoint of road users.  Millimeter-wave radars, whose 
effectiveness in snow and fog makes them ideal for road sensors in cold, snowy 
regions, are compared with various other sensors.  In addition, the chapter discusses 
the development of a support system for safe driving utilizing millimeter-wave radar 
(named the Intelligent Delineator System) as well as the development and field-testing 
of millimeter-wave radar for vehicles.  These systems are verified as practical.  
Finally, non-market values such as driving comfort and peace of mind provided by the 
support systems for safe winter driving are evaluated by contingent valuation method.  
These values prove to be high. 
 
Chapter 5 reviews Internet application in the field of road information in light of the 
explosive growth in Internet use in the latter half of the 1990s and examines the 
effectiveness of Internet information provision based on an experiment to provide 
images of major mountain passes in Hokkaido.  The mountain pass image provision 
was developed into Northern Road Navi, a regional road information portal site in 
Hokkaido on an experimental basis. Questionnaire surveys were conducted using the 
website immediately after the eruption of Mt. Usu in March 2000 and the Tokachi-oki 
Earthquake in September 2003, to help analyze user needs for road information 
available on the Internet.  The results are analyzed in the chapter.  Furthermore, 
analysis is made on the provision of information at Michi-no-ekis (roadway rest areas) 
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based on questionnaire surveys conducted on Michi-no-eki users and operators.  
Information needs of road administrators are also discussed, focusing on the “Greater 
Sapporo White Net Information-Sharing Experiment,” an information-sharing trial for 
road administrators launched after the heavy snowfall disaster in Sapporo and its 
environs of January 1996.  Furthermore, the “Smart Sapporo Snow Information 
Experiment,” aimed at offering snow-related information primarily to car commuters, 
is discussed and possibilities are reviewed of offering transport-demand management 
to meet winter weather conditions.  Finally, a proposal is made that information on 
roadside scenic views and other tourist attractions be provided via Internet.  In a 
related attempt, review is made on the possibility of promoting scenic byways in 
Hokkaido.  
 
Chapter 6 focuses XML, the next-generation Internet language, which facilitates 
information sharing on the Web based on the growing popularity of mobile Internet 
represented by i-mode mobile phones.  Review is made on road information service 
models that are based on these technologies.  The chapter also discusses the 
development of RWML (Road Web Markup Language), an XML for road information 
application.  Assessment is made on the “Niseko-Yotei-Toya e-route Experiment” on 
these technologies, in which information on roads and regional tourist attractions is 
provided to users depending on their locations and times.  In the near future, a society 
will emerge in which all machines including home electric appliances and vehicles are 
linked via the Internet.  If road information can be freely transmitted between 
machines on the Internet, seamless mobility will be achieved in which machines 
support the transport of people.  This is another new possibility of ITS in a ubiquitous 
society.  Towards this, mobile Internet technologies should be further promoted for 
application to regional ITS. 
 
Chapter 7 summarizes achievements of our study and future challenges. 
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1.1 本研究の背景と目的 

積雪寒冷地の冬期道路には、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視程障害など、

車の運転には非常に厳しい環境条件が存在している。また、高齢化の一層の進展、1990 年

のスパイクタイヤの法規制以降の冬期多重衝突事故の増加等の問題もあり、冬期道路の安

全性・効率性の向上が急務の課題となっている。さらに、夏期にはドライブを目的とした

観光客が数多く訪れており、ドライブ観光を今後の地域産業の大きな柱に育てる必要性も

生じてきている。 

一方、近年の情報通信技術や車両・道路のインテリジェント化技術の発達により、人と

車と道路が一体となって機能し、道路交通の安全性・効率性の飛躍的向上や環境の改善、

運転する楽しさや新たな産業の創出を実現する高度道路交通システム(ITS)の技術開発が

国を挙げて取り組まれている。ITS で適切な情報を提供し、安全な走行を支援することで、

冬期における重大事故の防止や、四季を通じた安心・快適な寒地道路交通環境の実現が期

待されている。 
我が国は、1995 年 2 月に策定した「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」において

初めて ITS の推進を国家的なレベルで位置づけた 1)。これをふまえ、翌年 7月には当時の

５省庁(警察庁，通商産業省，運輸省，郵政省，建設省)が「高度道路交通システム(ITS)
推進に関する全体構想 2)」を策定し、1999 年 11 月には５省庁が我が国の ITS のシステム

全体の骨格を示すシステムアーキテクチャを策定した。 

また、1990 年代後半のインターネットの爆発的普及により、情報通信技術(IT)が社会・

経済の隅々にまで影響を及ぼす、いわゆる“IT 革命”の時代が到来し、“５年以内に日本

を世界最先端の IT 国家とする”という“e-Japan 戦略(2001 年 1 月)”のもと、ITS は IT
国家戦略の一翼を担うものとなった(図 1.1.1)。 

全体構想 2)では、我が国における ITS の開発分野を９つに分け、20 の利用者サービスと

今後 20 年間の開発展開計画(マスタープラン)を定めた(図 1.1.2)が、システムアーキテク

チャ策定時には、高度情報通信社会との相互運用性・相互接続性の確保の視点から、高度

情報通信社会において ITSと調和させるべき領域を広範囲に見据えることが重要であると

考え、21 番目の利用者サービス“高度情報通信社会関連情報の利用”を追加定義した(図

1.1.3，図 1.1.4)。このことは、ITS が道路交通という狭い世界での情報化、すなわち“特

別のインフラや情報端末を用いて特別な情報をやりとりするシステム”から、“一般のイン

フラや情報端末を用いて一般の情報と同時に道路交通情報をやりとりするシステム”へと

変化しつつあることを意味する。 

森地ら 3)は、道路交通や自動車を出発点とした ITS が、IT の進展に伴って現在ではす

そ野がはるかに拡大し、社会システムとして統一的にとらえる時期にきており、高度情報

通信社会において安全性や快適性を実現するネットワークシステムのひとつとして機能す

ることを目指す必要があると指摘している。また、システムアーキテクチャに記述されて

いるものは、当面予定できる暫定的なツール・手段・機器の原則にすぎず、社会実験等に
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より実際に運用を進めていくなかで、生活者の評価によって変わっていくべきものである

としている。 

本研究では、このような社会環境の変化もふまえ、積雪寒冷地における ITS の利用者ニ

ーズと有効な導入方策について以下の視点から総合的な検討を行った。 
1) 北海道のような寒地特有の ITS の利用者ニーズを検討し、必要となる技術開発や将来

展開のシナリオを提案する。 

2) 冬期道路に特有なヒューマン・ファクターから、高齢化の一層の進展等の今後の社会

環境の変化をふまえた事故防止システムのあり方を提案する。 

3) 冬期道路において安全な走行を支援するシステムを開発・提案し、そのユーザ受容性

や効果を検証する。 

4) 道路情報提供におけるインターネットの活用について提案し、そのユーザ受容性や効

果を検証する。 

5) 地域の ITS にモバイル・インターネット技術を活用することを提案し、ユビキタス・

ネットワーク社会における ITS の新しい形を提案する。 

 

1.2 本研究の内容と構成 

本研究の構成を図 1.2.1 に示す。本研究は、７章から構成され、第１章では本研究の目

的および構成、既往の研究との関係を示している。 

第２章では、まず寒地 ITS が対応すべき道路交通の問題を概観し、寒地 ITS の定義につ

いて述べる。次に、国内外の ITS や冬期道路の専門家に対して行ったアンケート調査や、

交通工学や自動車工学、通信・放送、インターネット分野の専門家の議論より、将来シナ

リオを６つの場面に絞り、その実現時期や普及・影響の期待度を明らかにする。これらよ

り、寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性を明らかにする。さらに、地域への展開構想を提

案して、そのインパクトの評価手法を整理して示す。 

第３章では、冬期道路とヒューマン・ファクターの視点から、冬期道路に対する利用者

の意識、安全走行障害要因としての雪氷路面と視程障害がドライバーの運転挙動に与える

影響などを分析する。特に、高齢のドライバーがとりやすい運転挙動を、実験場や実道に

おける被験者実験から明らかにする。また、過去の事故事例や観測事例から、視程障害時

の多重衝突事故の発生要因を整理して、多重衝突事故の発生危険度の新たな評価手法を提

案する。さらに、自発光視線誘導標の効果をドライバーの視点から分析・整理する。 

第４章では、まず前章で行ったヒヤリ体験調査の結果等から冬期道路における安全走行

支援の場面イメージを類型化する。次に、寒地型センサーとしてのミリ波レーダの特性を

各種センサーとの対比で整理し、ミリ波レーダを活用した安全走行支援システム(インテリ

ジェント・デリニェータ・システム)の開発や車載用ミリ波レーダを活用した安全走行支援

システムの開発とフィールド実験の結果について報告する。さらに、冬期道路の安全走行

支援システムによる走行快適性や安心感の向上等の非市場的価値を仮想的市場評価法
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(CVM 法)により評価した事例を報告する。 

第５章では、1990 年代後半のインターネットの爆発的な普及をふまえ、道路情報分野へ

の活用について考察し、実際に北海道の代表的な国道の峠の画像情報提供に活用した事例

から、その効果について検証する。また、これを発展させ、北海道内の道路情報のポータ

ルサイト「北の道ナビ」を実験的に開設し、Web 上で行ったアンケート調査などから、イ

ンターネット道路情報提供の利用者ニーズについて分析する。さらに、道の駅の情報化や

道路管理者の情報利用ニーズについても分析し、1996 年 1 月の札幌圏の大雪災害の教訓か

ら行った道路管理者間の情報共有実験「札幌圏ホワイトネット」について述べる。加えて、

マイカーで通勤する市民などを対象に雪関連情報を提供する「スマート札幌ゆき情報実験」

により、冬期の気象条件に応じた交通需要マネジメントの可能性について考察する。さら

に、景観情報等の観光資源としての道路沿道情報をインターネットで提供することを提案

し、北海道版シーニックバイウェイへの活用の可能性について述べる。 

第６章では、i-mode 携帯電話に代表されるモバイル・インターネットの急速な普及をふ

まえ、ウェブ・システム上での情報の流通を極めて容易にするインターネットの次世代言

語 XML 技術に着目し、これを道路情報分野に活用するサービスモデルを考案するととも

に、道路用の XML として RWML(Road Web Markup Language)を開発する。また、これ

を活用したフィールド実験「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道」を行い、利用者の位置や時間に

応じて道路や地域・観光情報を提供することの有効性を検証する。近未来には、家電や車

をはじめとするあらゆる機器がネットワークに繋がり、情報をやりとりするユビキタス・

ネットワーク社会が実現する。地域の ITS にモバイル・インターネット技術を活用して、

ユビキタス・ネットワーク社会における ITS の新しい形を提案する。 

第７章では、本研究の成果をとりまとめるとともに、今後の課題を列挙する。 

 

1.3 既往の研究との関係 

本節では、本研究の内容を既往の研究との関係から述べ、本研究のオリジナリティを明

らかにする。 

(1) 寒地 ITS の利用者ニーズと将来展開に関する研究 

積雪寒冷地域における ITS の利用者ニーズや導入方策については、北米のミネソタ州で

の先駆的に検討された事例 4)が見られたが、我が国の積雪寒冷地特有の諸条件をふまえた

研究はなく、特に 1990 年代後半の日本におけるインターネットの爆発的な普及や、日本

特有のモバイル・インターネットの急速な普及等をふまえた研究はこれまで行われていな

い。本研究と時を同じくして、欧州連合(EU)が“VIKING”という北欧の地域 ITS の導入

検討 5)を行ったのは興味深いが、本研究では日本の積雪寒冷地特有の諸事情と技術的環境

をふまえて利用者ニーズや発展シナリオを検討しているところが特徴的である。 

(2) 冬期道路とヒューマン・ファクターに関する研究 

冬期道路における降雪・吹雪による視程障害の発生メカニズムや事故との関連、防止対
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策技術に関する研究は、長年にわたって北海道開発土木研究所を中心に行われてきた。 

竹内 6)は、雪による視程障害の発生メカニズムを明らかにし、実態調査から視程障害が

道路交通に与える影響や防雪柵、防雪林、防雪盛土といった視程障害防止対策を明らかに

した。また、石本 7)は、雪粒子による視程の時間的・空間的変動に着目し、車による雪煙

の発生メカニズムの解明や CCD カメラを用いた視程計測システムの開発を行った。さら

に、福澤 8)は、降雪・吹雪による視程障害の発生要因として気象要因や地形要因が支配的

であることを明らかにし、車載型視程計の開発を行って道路上の視程障害対策が必要とな

る箇所の対策手法の確立を行った。本研究は、これらの長年にわたる北海道開発土木研究

所における冬期視程障害対策に関する研究の成果をふまえ、さらに北海道における今後の

高齢化の一層の進展をふまえて、人間的要因から高齢者の冬期の運転特性を明らかにする

とともに、降雪・吹雪による視程障害時の多重衝突事故の発生要因を事故事例などから整

理してリスク・インデックスづくりを試みているところが特徴的である。 

(3) 冬期道路の安全走行支援システムに関する研究 

冬期道路において安全な走行を支援するシステムの研究については、国内外でも既往の

研究事例は非常に少ない。フィンランドでは天候状況によって制限速度を変更するシステ

ムの研究 9)が行われてきたが、本研究のように、ミリ波レーダ等を用いて降雪・吹雪等に

よる視程障害時でも道路上の停止車両等を検知して後続車両に情報提供するシステムの研

究は行われていない。その後、米国では除雪車にミリ波レーダを搭載して降雪・吹雪等の

視程障害時でも安全に走行することができるシステムの研究 10)が行われるようになった

が、本研究以前には類似システムの研究は行われておらず、こうしたことから 1995 年(平

成 7年)に申請した本システムの特許が 2000 年(平成 12 年)には認められた。 

(4) インターネットを活用した道路情報提供に関する研究 

インターネットを活用した道路情報提供については、米国のカルフォルニア州やワシン

トン州、ミネソタ州などが世界的に最も早い時期から取り組んできた 11)。しかし、これら

は通信環境や気象条件が日本とは異なり、我が国の積雪寒冷地特有の諸条件をふまえた研

究は行われていなかった。特に 1990 年代後半に日本ではインターネットが爆発的に普及

し、これらをふまえた研究を行う必要があった。本研究では、我が国で最も早い時期にイ

ンターネットを活用した道路情報提供に取り組み、日本の積雪寒冷地特有の諸事情と技術

的環境をふまえて利用者ニーズや効果などを分析した点が特徴的である。 

(5) ユビキタス・ネットワーク社会における ITS に関する研究 

モバイル・インターネットの急速な普及は、日本特有のものであり、その技術を活用し

た ITS の研究は、本研究以前には諸外国でもほとんど行われていないのが実態である。特

に、インターネットの次世代言語である XML 技術を道路に適用した道路用 Web 記述言語

RWML の開発とその応用フィールド実験は、本研究が世界に先駆けて行ったものとして

特徴的なものである。 
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2.1 概説 

 1996 年 7 月に策定された「高度道路交通システム(ITS)推進に関する全体構想 1)」をふ

まえ、ITS 関係５省庁(警察庁，通商産業省，運輸省，郵政省，建設省)は、米国、欧州等

で当時広がりつつあったモデル地区実験を 1997 年度から 1999 年度に日本でも行うことと

し、多様な分野の有識者で構成する「ITS モデル地区実験構想フィージビリティスタディ

委員会」を設置してモデル地区の公募を行った 2)。この結果、豊田市・高知県・警視庁・

岐阜県・岡山県がモデル地区として選ばれ、それぞれの地域の課題解決に ITSを活用する、

いわゆる“地域 ITS”に注目が集まることとなった。 

朝倉 3)は、米国で“Rural ITS”として主要な ITS 分野のひとつとされている非都市地

域、非平常時の ITS が、我が国ではそれほど重点が置かれていないとし、四国地域の自然

災害時の道路通行規制の例を挙げながら、我が国でもこれらの必要性の高いことを指摘し

た。 

北海道は、都市が広域に分散し、主要な都市間に気象条件の厳しい峠が存在する点で、

米国の状況に近いと言える。また、土砂災害、地震災害、火山災害、雪害など自然災害の

多い地域で、地域の ITS を考えるにあたっては、非都市地域、非平常時の ITS という視

点が非常に重要となる。 
筆者らは、国家レベルの ITS マスタープランである全体構想をふまえながら、北海道の

ような積雪寒冷地の視点から、地域の課題解決に ITSをどのように活用していけばよいか、

またどのような発展シナリオと技術開発が必要かを検討することとした。 

 本章では、まず寒地 ITS が対応すべき道路交通の問題を概観し、寒地 ITS の定義につい

て述べる。次に、国内外の ITS や冬期道路の専門家に対して行ったアンケート調査や、交

通工学や自動車工学、通信・放送、インターネット分野の専門家の議論より、将来シナリ

オを６つの場面に絞り、その実現時期や普及・影響の期待度を明らかにする。これらより、

寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性を明らかにする。さらに、地域への展開構想を提案し

て、そのインパクトの評価手法を整理して示す。 
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2.2 寒地 ITS とは？ 

 本研究で言うところの“寒地 ITS”とは、必ずしも冬期の道路交通問題のみに対応する

ITS を指したものではない。北海道をはじめとする積雪寒冷地域の道路交通には、多種多

様な課題が存在する。それらに総合的に対応する ITS を検討するという趣旨で、この用語

を用いることとした。では、北海道をはじめとする積雪寒冷地域の道路交通の課題とは何

か、以下に述べることとしたい。 

まず北海道は、面積において日本全体の 22.1％を占める広大な地域であり、日本の 北

に位置する有数の多雪地域である。このような多雪地域に 183 万人もの人口を擁する札幌

市をはじめとして、多くの都市が立地しているのは世界的にもあまり例がない。札幌では、

ひと冬に平均して 125 日降雪が観測され、その降雪深の累計は 496cm にも達する 4)。その

札幌がひとたび大雪に見舞われると、道路は大渋滞し、都市機能が完全に麻痺してしまう

こともある。札幌は北海道の中枢機能を担う都市であるため、その影響は札幌圏のみにと

どまらず、全道にも及ぶことになる。したがって、どのような降雪条件下でも迅速・確実

に除・排雪を行い、年間を通じて都市機能を維持していくことが求められる。しかも、そ

れに係るコストを 低限に抑えていくことがますます重要になっている。 

 また北海道は、鉄道の廃止などの影響もあり、日本国内でも特に自動車に依存する割合

が高い地域となっている。しかし、都市間距離が長く、冬期気象条件の厳しい峠山間部を

抱えており、地域間の交流促進や地域セキュリティ確保の面からも道路網の確実性・信頼

性向上が課題となっている。 

 さらに、北海道は日本の都道府県の中でも特に交通事故が多く、中でも死亡事故の割合

が高い。特に、夏期にはスピードの出しすぎによる車両単独の交通事故が多くなっている。

また冬期には、滑りやすい雪氷路面や吹雪等による視界不良を誘因とする事故が増加して

いる。加えて、1990 年に施行されたいわゆる「スパイクタイヤ規制法」により、スタッド

レスタイヤが急速に普及して、非常に滑りやすい路面が出現するようになり、スリップ事

故の増加に拍車をかける一因となっている。上述の、冬でも高速走行可能な規格の高い道

路の延伸と合わせて考えると、冬期道路管理の質と効率の向上が大きな課題になることが

容易に理解できる。 

 また、北海道は日本でも特に高齢化の進展が著しい地域となっている。2000 年の段階で

は、65 歳以上の高齢者は北海道の全人口の約 18％であったが、2030 年には全体の約 34％

に達し、約 3 人に 1 人が高齢者になると予測されている 5)。北海道における現在の自動車

保有率の高さ・免許保有率の高さを考慮すると、将来的な高齢ドライバーの比率はますま

す増加することが予想される。高齢ドライバーは、一般のドライバーに比べ反射神経や運

動能力が劣るため、事故率が高いとされている。北海道交通安全協会のデータによると

1990～1997年の８年間の平均で65歳以上の高齢ドライバーの事故率は25歳未満のドライ

バーよりも高いことが明らかになっている。今後、さらなる高齢化の進展をふまえ、高齢

者の安全性確保を考慮した交通安全対策が必要になっている。  
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さらに、北海道では地震や津波、土砂崩落など自然災害への対応も道路管理の面で重要

な課題となっている。特に広大な地域を抱える北海道は、事務所ごとの道路管理延長が長

いため、災害時に道路の被災状況を迅速に把握して情報の提供を行い、二次災害の防止を

図ることが重要になっている。 

北海道は、豊かな自然や美しい景観による観光を主要産業とする地域でもあり、外国か

らの観光客も含め、土地に不案内な旅行者に適切な情報提供を行うことが求められている。

また、団体からグループ・個人の観光へと旅行の形態が変化しつつあり、リピーターを増

やすためにも、滞在型・体験型観光に関する情報提供を充実させるなど、観光客の多様な

ニーズに応えることが必要になっている。加えて、農水産物の自由化や公共事業の縮減な

ど、北海道の地域経済を疲弊させる社会要因が多くなる中で、新しい産業の創出につなが

る ITS には大きな期待が寄せられている。 

 以上より、寒地 ITS によって解決が期待される課題は、北海道の冬に特有な交通問題(安

全・渋滞など)の解決や、除・排雪、路面管理などの冬期道路管理の効率化、四季を通じた

北海道の交通安全問題の解決、急激な高齢化の進展への対応、大規模地震などの災害時対

応の高度化、北海道らしい高度な道路サービスの実現などがあげられる。また、これらの

諸問題に総合的に対応する地域の ITS として、“寒地 ITS”を定義するものとする。 
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2.3 寒地 ITS の有識者アンケート調査 6,7,8) 

(1) 有識者アンケート調査（第１回目） 

 有識者アンケートは、２回に分け、第１回目のアンケートでは、北海道の地域特性・地

域課題と ITS の分野との関係および北海道の地域特性を考慮した ITS に対する期待度・期

待されている分野について尋ねた。アンケートの対象者は、国内・国外を問わず何らかの

形で ITS に関わっている有識者を対象とした。具体的には、学識経験者・道路管理者・民

間会社の方々とした(図 2.3.1)。また、アンケートは郵送・ＦＡＸに加え、インターネッ

トのホームページを用いた形式でも行った。第１回目のアンケートの総配布数は 328 で、

有効回収数 155、有効回収率は約 47％であった。 

 アンケート調査の結果、ITS により解決が も期待できる北海道の地域課題として、冬

期交通が選ばれ、次いで気象条件、自然災害、交通事故、道路混雑、高齢化の順となった(図 

2.3.2)。これより冬期の気象条件に関連する項目への効果の期待が大きいことが分かった。

また、北海道の地域課題に対して効果が期待できる ITS の分野として、「ナビゲーション

の高度化」「安全運転の支援」「道路管理の効率化」の３分野が幅広く選ばれた(表 2.3.2)。 

(2) 懇談会による議論 

 懇談会は、学識経験者を中心に自動車メーカーやマスメディア関係者６名から構成され

(表 2.3.1)、平成８年７月から平成９年１月までに計４回にわたり、アンケートの結果分

析も交えて、ITS に対する意見・要望をはじめ、北海道における日常生活者の視点等、多

岐に渡る観点から議論をいただいた。その結果、前述したようなアンケートで指摘された

項目に加え、「環境」および「地域の活性化」に対する配慮の必要性が指摘された。 

座 長 中辻 隆   北海道大学助教授 

委 員 山本 強   北海道大学教授 

委 員 上瀧 實   北海道東海大学教授 

委 員 佐城 民矩  (社)日本自動車工業会 ITS 部会委員(いすゞ自動車(株)) 

委 員 松田 亜紀子 北海道テレビ放送(株) 

委 員 石本 敬志  北海道開発局 開発土木研究所 道路部長 

表 2.3.1 北海道における ITS 推進懇談会 
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2.4 寒地 ITS の将来シナリオ 6,7,8) 

(1) 将来シナリオの作成 

第１回目のアンケート調査や懇談会の議論をふまえたキーワード抽出の作業(図 2.4.1)

を経て、ITS で実現する寒地 ITS の将来イメージとして以下の６つの場面を設定し、キー

ワードを選定してシナリオ作成を行った(図 2.4.2)。 

これら６つの場面は、大きく「安全・安心」および「くらし・活力」といった観点に集

約できるものと考えられる。なお、ここで「北海道ライフ」とは、「北海道の気候や風土に

適した北海道らしい生活文化の創造」を意味し、「四季を通じてすべての人が生き生きとし

た生活を送る地域社会を実現しようとするもの」である。 

［場面１：ふゆ］豪雪の朝の都市の混乱 

 冬の朝 記録的なドカ雪 都市の道路交通マヒ 道路状況・除雪作業予定の確認 マイ

カーの利用自粛 バス運行確認少し遅れているが運行中 寒い停留所で待たずに乗れる 

［場面２：交通事故］吹雪時の安全走行支援 

 冬の午後 クール宅配便のトラック 生鮮水産物を夕方の飛行機で東京へ 峠の状況確

認＆ルート決定 吹雪と事故に遭遇 支援システムで命びろい 少し遅れて空港着 

［場面３：防災］緊急災害時の的確な情報提供 

 東アジアの観光客 空港でレンタカーカーナビで見知らぬ土地でも安心 海岸の雄大な

風景 突然の地震 情報板とカーナビが道路の被災と津波の危険 高所への避難誘導 ラ

ジオで地震の詳細情報警報解除で被災箇所を通ると路肩崩れ 駅でレンタカー返し鉄道で

次の目的地へ 

［場面４：北海道ライフ］運転中の急病時の緊急通報 

 秋の夕方 老人の運転 支援システムで運転が楽 道路脇に動物 近は動物の事故も

減る 急に気分が悪くなる 緊急通報システム 救急車が救命救急センターへ 

［場面５：環境］環境の保全と地域交流拠点としての道の駅 

 フェリー キャンピングカー カーナビで家族と自然を学ぶ旅 道の駅でイベント情報 

地元の先生によるバードウォッチング教室 教室で知り合った地元の人 ファームステイ

で体験農業 次のオートリゾートへ 

［場面６：地域の活力＆新しい産業］新しい産業の創出とライフスタイル 

 情報通信で在宅勤務 豊かな自然 ゆとりある暮らし 家族とのふれあい 道の駅を核

に地域の情報化 マルチメディアの社会実験 通勤渋滞の解消が環境への負荷軽減 ソフ

トウェア産業の誘致 地域の活性化 

(2) 有識者アンケート調査（第２回目） 

 第２回目のアンケートでは、こうしたイメージが実現する時期やそれを支える要素技術

の普及・影響の度合を尋ねた。第２回目のアンケート回答者の属性を図 2.3.1 に示す。第

１回目に比べて、官公庁職員の回答者が少なく、民間企業の回答者が多くなっているが、

これは、２回目のアンケートでは、ITS 技術の未来予測という関連から、ITS 技術に詳し
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い専門家を主たる回答者としたためである。なお、第２回目のアンケートの総配布数は 220、

有効回収数 127、有効回収率は約 58％であった。 

 ６場面の将来イメージのうち、場面１・２・５については 10 年以内の短期に実現可能と

する回答が多く、場面３・４・６についてはもう少し中長期的な実現になるとの回答が得

られた(図 2.4.3)。 

 また普及や影響の期待度については、吹雪等の視程障害時の追突・衝突事故を低減させ

るミリ波レーダーや視線誘導システムについては 10 年後に約 24％、家庭や職場から気象

条件の厳しい地域の道路・気象情報が把握できるシステムについては 10 年後に約 39％、

二次災害への遭遇減少と緊急車両の迅速な対応のための災害検知システムについては 10

年後に約 28％、との結果が得られた(図 2.4.4)。 

 さらに整備効果については、安全運転支援による効果が期待できる事故要因としては吹

雪等の視程障害が も高いとされ(図 2.4.5)、道路情報が欲しい場所として車内と家庭が

も多い結果となった(図 2.4.6)。 

(3) 寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性 

 以上の結果をふまえ、６つの分野に対して今後の寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性を

以下のようにまとめた。 

［ふゆ］ 豪雪時などにも道路交通や都市の機能低下を 小限に押さえ、必要な道路交通

の確保が可能となる ITS を目指すことが必要である。特に、冬期の道路情報などを関連機

関で共有するとともに、道路状況が車内や家庭から把握可能となるシステムの開発・導入

を図る必要がある。 

［交通事故］ 四季を通じて安心して車の運転ができるシステムの開発・導入を進める必

要がある。特に、冬期交通には滑りやすい雪氷路面や吹雪による視程障害といった克服す

べき課題も多く、安全な走行を支援したり、高度な道路情報提供を行うシステムにより、

安全性の飛躍的向上が期待できる ITS 技術の潜在的なインパクトの大きい分野と言える。

こうした意味からも、積極的な技術開発が必要である。 

［防災］ 地震や津波、土砂災害などの際にも、適切な情報提供により避難誘導が行われ、

二次災害の防止と迅速な災害対応が可能となる ITS を目指すことが必要である。特に、北

海道は、災害の多い地域であり、地域の災害特性に対応した ITS の開発・導入が必要です。

また、災害時の関連機関の連携を支援する ITS が必要である。 

［北海道ライフ］ 「北海道の気候や風土に適した北海道らしい生活文化を創造」し、「四

季を通じてすべての人が生き生きとした生活を送る地域社会を実現する」ために ITS の技

術は役立てられる必要がある。そのため、バリアフリーの思想に基づき、すべての人が交

通システムの恩恵を受け、人生を豊かにできるような社会基盤とすることが必要である。

また、豊かな自然環境を享受し、北海道らしいゆとりある暮らしを実現する ITS とするこ

とが必要である。 

［環境］ ITS は、地域社会の環境との共生を実現するものにすることが重要である。特
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に、北海道は貴重な自然が多く残っている地域であり、環境への負荷を低減できる ITS を

目指す必要がある。このため、公共交通機関も含めた総合的な交通利用体系を支援する ITS
とすることが必要である。情報の高度利用が、交通需要のマネジメントを可能にし、また

自然をベースにした観光にも高い付加価値を与えて、地域社会が環境の保全を図りながら

自立できるようになると期待される。 

［地域の活力＆新しい産業］ ITS は、道路の安全性・効率性の向上などに加えて、物流

コストの削減やオートリゾートなど観光の高付加価値化、地域間流動の促進などをもたら

し、地域の活性化と新しい産業の創出を実現する。特に、道路情報の新たな利用が、様々

な地域情報と組み合わさることで、既存産業も含めて地域の活性化に多くの波及効果を及

ぼすと期待される。また、高度情報化の実現により、地方部でも都市部と同じように様々

な職業の選択や、世界へ向けた情報の受発信が可能となる。この意味において、ITS は高

度情報化社会実験の一翼を担うものであり、地域においては高度情報化に対する総合的な

取り組みのもとに開発・導入が図られる必要がある。 

 

 また、ITS の推進は、研究と行政の連携をはじめ、行政と行政および行政と地域住民の

連携のもとに行われるべきものであり、情報の共有化をベースにした複数の組織間の連携

体制システムの確立が重要になってくる。そこで、ITS に関連する地域の諸機関との連携

を密にし、地域住民を中心とした推進体制の確立を図ることとした。 

なお平成 11 年 4 月には、これらの検討結果をふまえて“札幌圏 ITS 推進フォーラム(現

北海道 ITS 推進フォーラム)”が設立されることとなった。 
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2.5 寒地 ITS の地域展開 9,10) 

 前節の将来シナリオの作成と各シナリオの実現時期、普及・影響の期待度に関するアン

ケート調査結果などをふまえ、平成９年度から具体的な北海道における寒地 ITS の地域展

開について検討を行った。検討にあたっては、「寒地 ITS 研究会」を設立し、専用のホー

ムページも開設して、地域 ITS 構想にもとづくフィールド実験の検討をインターネットも

活用したパブリック・インボルブメント(PI)手法で行った。 

(1) 寒地 ITS 研究会と調査のフロー 

 寒地 ITS 研究会は、北海道における ITS の実現可能性の検討を目的として、インターネ

ット上に開設したもので、「コアメンバー」と「ネットメンバー」で構成している(図 2.5.1)。

コアメンバーは、大学や研究機関、地域の関連業界等の専門家や有識者 12 名から構成され

る。またネットメンバーは、インターネットを通じて参加する広範な関連分野の有識者か

らなる。具体的には、約 50 名の方がホームページへの意見登録を行うとともに、電子メー

ルによるアンケート回答に協力していただいた。 

(2) フィールド実験の提案 

フィールド実験の目的は、寒地型 ITS 技術の本格整備に先だって小規模あるいは限定的

な整備によって社会実験を行い、利用者・住民の参加の基に、整備計画の推進や改善の意

志決定を行うものである。従って、実験とは言え、地域のニーズに合致した内容、つまり、

地域課題の解消に大いに貢献することが必要である。一方、実験である以上、既存施設や

短期的に整備が既に予定されている施設等を活用し、実験コストを低減することが求めら

れる。 

以上の点を考慮し、10 の実験メニューを５つの地域 ITS 構想(図 2.5.2)とともに提案し、

それぞれの実験メニューをどの地域で重点的に行うべきかを表 2.5.1 のように定めた。 

【10 の実験メニュー】 

1) 高度情報化による冬期道路管理の効率化・円滑化（道路管理情報の詳細情報の動的収

集、インターネット技術を活用した関係機関の情報共有、雪氷対策の高度化） 

2) マルチメディアの活用による冬期交通の確保・交通需要管理（インターネット、各種

放送メディア、移動体通信等による情報提供による交通行動支援） 

3) 冬期の安全走行支援（凍結路面の検知による情報提供・凍結対策高度化、吹雪時の視

線誘導や前方障害物検知・情報提供） 

4) 速度超過型事故の防止（事故多発地点の情報提供や速度超過の警告） 

5) 豪雪・地震・津波の防災（インターネット技術を活用した地域防災システムによる災

害情報の提供と復旧作業の迅速・効率化） 

6) 越波・斜面崩落・トンネル崩落等の防災（高度通信技術を応用した災害監視・検知シ

ステムと情報提供、復旧作業支援） 

7) 高齢者等の歩行・運転支援（歩道除雪状況を含む冬期のバリアフリー情報提供、走行

時の視認性補助・線形情報提供等） 
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8) 緊急通報・医療情報提供（事故発生時の救急救命機関への自動通報、走行時の医療機

関情報の提供） 

9) 野生動物の保護（野生動物の出没検知と注意喚起情報の提供） 

10) 北海道の道路・地域情報ネットワーク（道路災害情報の開発部間の共有、道の駅の情

報ネットワーク化による道路・地域情報提供） 

 

【５つの地域 ITS 構想(図 2.5.2)】 

1) 札幌圏 ITS 構想(図 2.5.3) 

 道央地域では、世界的にみても降雪量の多い大都市札幌を抱え、冬期の凍結路面や降積

雪が通勤・通学時の道路交通渋滞に拍車をかけるとともに、スリップや視界不良による冬

型事故を誘発している。また、中枢都市機能が集積しているため、豪雪時の道路交通機能

の低下は、北海道の生活・経済活動に大きな影響を及ぼすこととなる。この他、急速な高

齢化への対応としてバリアフリー社会の形成や地球環境問題を考えた都市環境の改善が地

域課題・ニーズとして挙げられる。以上の様な地域課題・ニーズを踏まえ、“札幌圏 ITS
構想”は、「２１世紀のスマートな雪寒対策～情報を活用した冬期道路管理～」をコンセプ

トとして、①社会基盤としてのインターネットのフル活用、②気象条件に応じた交通需要

マネジメント、③市民参加による冬期道路管理の社会実験という３点を特徴としている。 

 フィールド実験としては、「マルチメディアを活用した冬期道路交通の高度情報化」を提

案している。これは、インターネット技術の活用により道路管理者間で情報を共有化し、

管理の効率化・高度化を図るとともに、各種マルチメディアを用いて利用者に峠情報や都

市圏交通情報、降雪・凍結予測情報等を提供し、適切な対応行動を呼びかけることによっ

て、冬期の気象条件に応じた都市圏交通需要マネジメントを行うものである。この他、視

界不良下におけるドライバーの視線誘導や衝突事故防止のための危険警告システムによっ

て安全性の向上を図る「吹雪時の安全走行支援」の実験、都市部での非常に滑りやすい凍

結路面に対する路面管理及び雪氷作業の高度化を目指す「凍結路面の安全走行支援」の実

験等を提案している。 

2) 道北圏ブリザードネット構想 

 道北地域は、低温、多雪、強風地域という道内でも冬期気象条件の厳しい地域である。

この地域では吹雪・地吹雪による視程障害、雪崩、凍結路面などを原因とした通行止めや

交通事故等の交通障害が発生し、地域住民の社会・経済活動に多大な影響を与えている。

特に、一瞬にして視界をさえぎる地吹雪の際には交通事故が多発する状況にある。また、

高齢化の進む中、他の北海道の地方部と同様に、高齢者ドライバーの安全性向上や医療サ

ービス環境の地域間格差の是正も課題として挙げられる。以上の様な地域課題・ニーズを

踏まえ、“道北圏ブリザードネット構想”は厳しい道北の地吹雪から冬期交通の安全向上を

メインテーマに、従来の防雪事業に加え、ITS 技術を活用して交通事故・交通障害を克服

し、誰もが安全かつ安心できる冬期道路交通の確保を目指す地域 ITS 構想としている。 
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 フィールド実験としては、ミリ波技術を活用した視界不良時の前方危険警告、各種セン

サーや視線誘導施設の高度化などによって地吹雪における事故の発生防止を図る「地吹雪

時の安全走行支援」の実験、インターネット技術を活用して関係機関で情報を共有化し、

管理の効率化・円滑化を図るとともに、インターネットやコミュニティＦＭ、道の駅の情

報キオスクなどを用いて利用者に吹雪情報や交通規制情報などを提供し、安全で円滑な冬

期道路交通の確保を目指す「マルチメディアを活用した冬期道路交通の高度情報化」の実

験、医療機関情報の提供による安心感向上を目指す「緊急通報・医療情報提供」の実験も

提案している。 

3) ニュー・カントリーロード構想 

 道東地域は、釧路湿原等の豊かな自然環境下にあり、エゾ鹿などの野生動物をはじめと

する自然環境との共生が重要視されている。また冬期には海路閉鎖のため陸上輸送への依

存度が高まる。しかし冬期の厳しい気象条件下では、峠部の降雪による閉鎖や地吹雪のも

たらす視程不良が道路交通機能を低下させている。この他、平坦で直線的な線形がもたら

す速度超過型事故や地震・津波などの広域災害への対応が地域の課題・ニーズとなってい

る。以上の様な地域課題・ニーズを踏まえ、“ニュー・カントリーロード構想”では、「先

進道路技術の活用による環境共生型道路の実現」をコンセプトとし、①野生動物と道路交

通の共存、②冬期気象条件の克服、③地理条件に応じた安全対策の３点を特徴としている。 

 フィールド実験としては、野生動物（特にエゾ鹿）の出没・道路接近をセンサー技術に

より検知し、走行中のドライバーや地域住民に、道路情報板、車載器、キオスク端末、ホ

ームページ等を通じ注意喚起情報を提供し、道路交通の安全性の向上と野生動物の殺傷（ロ

ードキル）回避を図る「野生動物の保護」を提案している。加えて、エジ鹿の死骸を検知

し、道路管理者等の残し処理の迅速化を図る。この他、「速度超過型事故の防止」として、

事故多発区間の情報提供や速度が超過し易い線形区間での速度超過警告による道路交通の

安全性の向上を図る実験を提案している。また、「マルチメディアを活用した冬期道路交通

の高度情報化」の実験や「緊急通報・医療情報の提供」の実験についても提案を行ってい

る。 

4) ソーラン ITS 構想 

 道南地域では、越波、斜面崩落など海岸道路沿いの自然災害や、冬期における凍結路面

によるスリップ事故等が問題となっている。また、海岸道路の中には、未改良のトンネル

や線形不良個所も残されている。他の北海道の地方部と同様に、高齢者ドライバーの安全

性向上や医療サービス環境の地域間格差の是正も課題として挙げられる。以上の様な地域

課題・ニーズを踏まえ、“ソーラン ITS 構想”では、海岸道路の地域防災をメインテーマ

に掲げ、ITS 技術を導入することにより、災害の監視・検知体制の充実や道路災害情報の

共有化といった地域防災の高度化を推進するとともに、冬期型の交通事故・交通障害を克

服した誰もが安全かつ安心できる冬期道路交通の確保を目指す地域 ITS 構想としている。 

 フィールド実験としては、海岸道路に災害監視・検知システムを整備し、越波、斜面崩
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落、岩盤崩落等の局地的災害の監視強化を図るとともに、豪雪・豪雨や地震といった広域

的災害に対してもエクストラネットによる地域防災システムで災害情報の共有化や情報提

供の迅速化を図り、被災の 小化と復旧の迅速化を目指す「高度情報技術を活用した地域

防災」の実験を提案している。また「マルチメディアを活用した冬期道路交通の高度情報

化」や「凍結路面の安全走行支援の実験」、「緊急通報・医療情報の提供」に関する実験も

提案している。 

5) 北の道ネット構想 

 道路管理者間及び地域間の情報共有は、その手段を電話に頼っているのが現状であり、

地域情報についても「道の駅」を中心とした地域内情報が主なものとなっている。そのた

め、地域を越えた全道レベルでの道路・地域情報の収集・提供体制が必要とされている。

今後は道路管理の効率化や利用者ニーズの多様化への対応からも、全道レベルで道路情報

や「道の駅」情報を共有し、道内全域で一体的な高度情報化を推進していくことが期待さ

れている。以上の様な課題・ニーズを踏まえ、“北の道ネット構想”では「北海道における

道路・地域情報ネットワーク」を実験メニューとして提案している。実験はインターネッ

ト技術を活用し、道路災害情報及び「道の駅」イベント情報の共有化を図り、また、収集

した道路・地域情報をインターネットの先進技術である XML 技術を活用したドライブ・

アドバイス・サーバ 11)で融合・蓄積・提供することで利用者の個別ニーズに応じたサービ

スを目指している。 
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2.6 寒地 ITS の効果計測手法 12) 

(1) 寒地 ITS の３つの効果 

 寒地 ITS の効果を検討するにあたっては、道路利用者、道路管理者および地域住民の理

解を得やすいこと、また全国的に検討が進められている ITS の整備効果の中でも、特に北

海道における重要性が高いと考えられることなどの理由により、以下の３つの効果に着目

することとした。 

1) 冬型事故の削減効果 

2) 防災性向上に関する効果 

3) 観光振興の効果 

 これら３つの各効果について、提供されるべき ITS サービス、その具体的な効果項目、

効果の計測方法について述べる。 

(2) 冬型事故削減に関する効果計測(図 2.6.1, 表 2.6.1) 

 冬型事故削減のために導入する主な ITS サービスには、気象情報や路面情報、経路情報

等の移動時に必要な情報提供のほか、車両の前後方向の障害情報検知・警告、ドライバー

への危険警告の機能を有する安全走行支援システムなどが挙げられる。 

 その効果は、直接効果として事故損害の削減、事故による渋滞・通行止めがもたらす時

間損失の低減等の計測可能な効果のほか、冬道走行に対する不安感の低減とそれに伴う行

動・外出機会の確保といった非計測効果(非市場的価値)があり、間接効果としての生活機

会・交流機会の拡大による地域経済活性化など波及的な効果として現れる。 

 この内、例えば事故損害は損失額の算出、時間損失は時間価値換算による損失時間便益

の算出、不安感の低減は仮想的市場評価法(CVM)による支払い意志額の算出による方法な

どが考えられる。 

(3) 防災性向上に関する効果計測(図 2.6.2, 表 2.6.2) 

 道路交通に障害を与える自然災害は、広域的に甚大な被害をもたらす火山活動、地震、

豪雪といったものから、落石や斜面崩壊などの局所的なものまで広範囲に及ぶ。 

 北海道における自然災害は、平成 8 年 1月の札幌圏豪雪や平成 12 年 3 月の有珠山噴火、

平成 15 年 9 月の十勝沖地震、平成 16 年 1 月の道東豪雪などが記憶に新しい。また、斜面

崩壊も局所的とはいえ、時として甚大な被害をもたらす。 

 災害に対しては、発生前は発生を未然に防いだり、発生を予知し適切な対応を準備した

りすることが想定される。また万一発生した場合は、二次災害を防止したり、迅速な復旧

活動を行うことで平時の状態を回復または代替的な経路や移動手段を提供することなどが、

非常に重要な対応策となる。 

 ITS 導入により、未然に災害を防ぐことが理想的ではあるが、自然災害の場合はあるレ

ベルで予知はできても発生自体をくい止めることは困難であろう。したがって ITS 導入の

主要な効果として、災害発生後に迂回路の有無や復旧の見込み等を通行者に迅速に通知し、

行動を取り止めないでもすむようにすること(行動機会の確保)、的確な迂回の指示による
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迷走等の防止により、迂回の時間と経費を 小にすること、通行止めになった場合は、他

の交通手段への転換を円滑にすること、ドライバーが安全、円滑に通行できるかどうかと

いった不安感を払拭することなどが期待できる。 

 ただし、特に冬期の激しい吹雪時などに該当するケースとして、通常であれば通行止め

になる状況であっても、ITS 導入により走行が可能となり、通行止めを回避できる効果も

考えられる。ここでは、災害を未然に防止する場合の効果ではなく、災害発生後の効果に

着目することとする。 

 この ITS サービスには、迷走を防止し、円滑な通行を確保する迂回路情報や災害の復旧

情報、災害復旧を支援する道路管理者間等における維持管理情報、行動機会を確保する適

切な経路情報や代替交通機関の乗り換え・運行情報の提供などが挙げられる。 

 効果算出方法としては、例えば迂回の損失時間・走行経費の 小化に対しては、迷走防

止による迂回時間短縮分の時間便益の算出、通行時の不安感や行動機会が確保されること

に対する支払い意志額の算出などが考えられる。 

(4) 観光に関する効果計測(図 2.6.3, 表 2.6.3) 

 北海道において、「観光」はきわめて重要な産業として位置づけられている。平成 10 年

の観光消費額の総額は約１兆２千億円で、これは北海道の基幹産業である農業の粗生産額

１兆１千億円を上回っている。 

 一方、観光入り込み客数（全道延べ数）は、平成 1１年度 14,939 万人と 10 年前の平成

２年度に比べ約 12％増となっており、長期的には比較的順調に増加してきた。しかし、平

成 12 年度は有珠山噴火の影響で対前年比で 10％近い急減となるなど楽観視できない状況

にあり、噴火後の「風評被害」対策を含む積極的な観光情報提供の重要性が再認識される

ところとなっている。 

 観光面での ITS サービスとしては、日常生活から旅行中・旅行後を通じた様々な場面に

おいて、インターネットや携帯端末などの情報媒体を通して道路交通情報、地域・観光情

報を提供することが中心となる。その効果としては、これらの情報提供が日常において観

光旅行の端緒になったり、旅行中においては新たな魅力の発見による立ち寄り先の増加と

いった観光需要の喚起をもたらすことが考えられる。 

 また、その観光地域への理解度が深まることで、心理的欲求の充足や満足感の向上が期

待できる。そして、この観光需要の喚起・増大が、観光消費と観光投資の増大をもたらし、

観光関連産業や地域の活性化につながることとなる。観光面での効果算出方法は、例えば

観光入り込みデータに基づく観光消費額の増加やそれから波及する経済効果の経済モデル

による算出、満足感に対する支払い意志額の算出などがある。 

(5) 寒地 ITS 導入の効果と計測における課題 

 以上、３つの分野について寒地 ITS 導入の効果と計測手法を概観した。多様な効果を有

する寒地 ITS であるが、それぞれ貨幣価値に換算して費用対効果(B/C)を算出することを

終目的とするならば、冬型事故を例にとれば、総じて交通量が少なく広大な北海道にお
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いては、事故削減効果だけでは大きな便益が得られない場合もあると考えられる。 

 しかしその一方で、冬期の厳しい気象環境下での運転は、多くのドライバーに非常に大

きな心理的負荷を強いている。そのマイナス面を取り除くことは、ドライバーに安心感や

満足感、快適性といった心理面で絶大な効果をもたらすことが容易に予測できる。よって、

この計測不可能な非市場的な価値もまた北海道においては ITSのきわめて重要な効果であ

る。 

今後は、非計測項目を如何に正確に貨幣価値換算できるかが課題となる。有力な方法と

して、先に効果把握の方法として言及した仮想的市場評価法(CVM)による支払い意志額の

算出が挙げられるが、地域 ITS の効果把握に対して CVM が適用された事例はほとんど無

い。今後予定されている社会実験等においては、こうした非計測項目の把握について事例

を積み重ねる必要がある。 









開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 36

2.6 まとめ 

北海道のような積雪寒冷地では、冬期の道路交通問題(安全・渋滞など)の解決や、除・

排雪、路面管理などの冬期道路管理の効率化、大規模地震などの災害時対応の高度化、急

激な高齢化の進展への対応、北海道らしい高度な道路サービスの実現が求められている。

寒地 ITS は、これらの諸問題に総合的に対処できる方策として、大きな期待が寄せられて

いるものである。 
本章では、国内外の ITS や冬期道路の専門家に対して行ったアンケート調査や、交通工

学や自動車工学、通信・放送、インターネット分野の専門家の議論より、寒地 ITS の将来

シナリオを６つの場面に絞り、その実現時期や普及・影響の期待度を明らかにした。これ

らより、寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性を明らかにした。さらに、10 の実験メニュー

と５つの地域 ITS 構想を提案した。また、1)冬型事故の削減効果、2)防災性向上に関する

効果、3)観光振興の効果について、それぞれの計測方法を整理して示した。 

 多様な技術開発と地域展開が考えられる寒地 ITS であるが、本章における検討により、

技術的にも社会・経済的にも実施可能な将来展開の方向性が明らかにできたと考えている。 

 

 後に、本研究を実施するにあたり、「北海道における ITS 推進懇談会」、「寒地 ITS 研

究会」の委員各位、メンバー各位には多大なご協力をいただいた。ここに記して感謝の意

を表する次第である。 
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3.1 概説 

わが国は、ここ数年において先進国の中で最も急激に高齢化が進展する国である(図 

3.1.1)。また、国立社会保障・人口問題研究所が 2002 年 3 月に発表した都道府県の将来推

計人口 1)によると、日本全国の総人口は 2,030 年には現在の 93％程度にまで減少し、高齢

化率は 30％程度にまで達する。その傾向は北海道ではさらに著しく、人口減少は 84％、高

齢化率増加は 34％という値まで達する(図 3.1.2, 3.1.3)。さらに現在の高齢者の免許保

有率がそれほど高くないことを合わせて考えると、高齢のドライバー(免許保有者)は、高

齢者数以上に急激な増加を見せるものと考えられる。こうしたことから、北海道の道路交

通は今後 20～30 年間に極めて急激な高齢化の影響を受けるものと考えられる。この急激な

高齢化の影響を正確に把握して、道路の設計や管理面に適切に反映させることが非常に重

要になってくる。 

丹保ら 2)は、人口が地方を中心に減少していく中で、地域においてフルセットのサービ

スを提供する施設を持つことは困難になることが確実であり、今後縮小、撤退の段階で、

地域の特質と規模に応じた施設の整備や維持運営が求められると指摘している。また、労

働力のかなりの部分を高齢者が担うことをふまえ、高齢者が働きやすい環境の整備が重要

であるとも指摘している。 

積雪寒冷地域の冬期道路には、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視程障害など

の厳しい運転環境条件が存在する。とりわけ、高齢化が急激に進展する北海道を始めとす

る積雪寒冷地域においては、何らかの対策や支援の仕組みを考えることが重要な課題とな

っている。 

本章では、冬期道路とヒューマン・ファクターの視点から、冬期道路に対する利用者の

意識、安全走行障害要因としての雪氷路面と視程障害がドライバーの運転挙動に与える影

響などを分析する。特に、高齢のドライバーがとりやすい運転挙動を、実験場や実道にお

ける被験者実験から明らかにする。また、過去の事故事例や観測事例から、視程障害時の

多重衝突事故の発生要因を整理して、多重衝突事故の発生危険度の新たな評価手法を提案

する。さらに、自発光視線誘導標の効果をドライバーの視点から分析・整理する。 
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3.2 安全走行障害要因としての雪氷路面と視程障害 3) 

冬期における道路利用状況とドライバー・ニーズを把握するため、1997 年春に北海道内

のドライバーを対象にアンケート調査を行った。 

(1) 調査の概要 

 本アンケート調査は、主として以下の項目について行なった。 

1) 冬期における道路利用状況(運転状況) 

2) 冬期道路における交通事故及びそれに類する経験(ヒヤリ体験) 

3) 吹雪や雪煙による視程障害時の走行経験及びヒヤリ体験 

4) 視程障害時の安全対策に関する意識 

(2) 調査の結果 

アンケート回収総数は 1574 通で、回答者のうち一般ドライバー(職業ドライバー以外)

が 94％を占めた(図 3.2.1)。 

1) 冬期における道路利用状況  

 冬道運転の負担感を尋ねた設問では、苦にならないとする回答はわずか 7％にとどまり、

程度の違いはあるが多くの運転者(93％)が冬道運転を負担に感じていることが分かった

(図 3.2.2)。冬道運転が負担になる理由としては、滑りやすい路面が最も多くあげられ、

事故の恐れ、わだち、吹雪による視程障害がこれに次いでいた。 

冬期の運転状況についての回答では、夏期と変わらない（42％）、状況により運転を控え

る（22％）、遠距離の運転を控える(25％)、極力運転を控える(6％)となっていた。ここで、

上記の設問について、回答を「夏期と変わらない」と「運転を控える」の２つに大別し、

年代別の傾向の違いを調べてみた。50 歳未満の年齢層では、「夏期と変わらない」と「運

転を控える」がほぼ同じ割合となっているが、50 歳以上では運転を控える傾向が強まり、

60 歳以上では 8 割近くが運転を控えると回答していることが分かった(図 3.2.3)。 

 冬期道路では、多くの運転者が滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視程障害、交

通事故の恐れ等により負担を感じており、高年齢層で特に運転を控える傾向が強い。 

前述のとおり、わが国はここ数年で急激に高齢化が進展する国であり、特に北海道を始

めとする積雪寒冷地域でその傾向が著しい。ここで明らかになった“高年齢層ほど冬期に

運転を控える傾向”と合わせて考えると、冬期の道路において安全な走行を支援する何ら

かの仕組みが提供されなければ、将来的に高齢者は冬には家に閉じこもり、ほとんど外出

せずに暮らすようなことになりかねない。 

2) 冬期道路における交通事故とヒヤリ体験  

 冬道の運転中に事故に遭ったり、「ヒヤッ」とした経験の有無を尋ねた設問では、「一冬

に 1～2 度ヒヤッとする」が 30％と最も多く、「時々ヒヤッとする(23％)」、「過去に 1～2

度ヒヤッとした(20％)」がこれに続き、「交通事故に遭遇した」は 16％であった。「経験な

し」は非常に少なく 4％にとどまった(図 3.2.4)。 

危険を感じた要因としては、路面凍結をあげる回答が最も多く、吹雪、地吹雪、雪煙に
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よる視程障害、わだちがこれに次いで多かった。場所では、周囲が平坦な道路と交差点付

近が多く、この他、カーブ区間、下り坂、日陰、トンネル付近、橋梁付近等がこれに次い

でいた(図 3.2.5)。 

冬期における道路利用状況の項でも述べたように、高齢化の視点が今後重要となるため、

ヒヤリ体験について年齢別に表わしたものが図 3.2.6 である。この図から、50 代では建物

や防雪柵の前後を、また、60 歳以上ではトンネルの前後を挙げる回答が多く、高齢者ほど、

構造物周辺でヒヤリ体験の多い傾向が見られた。 

3) 吹雪や雪煙による視程障害時の走行経験とヒヤリ体験  

 吹雪や雪煙による視程障害については、ほとんどの回答者(94％)が経験しており、この

うちの多くの回答者(91％)が交通事故の危険を感じたと答え、この時の視界状況について

は 69％が「全く前が見えなかった」と答えた(図 3.2.7)。また、視程障害による危険を感

じた場所としては、周囲の平坦な道路が圧倒的に多く(図 3.2.8)、危険を感じた状況では

前走車への追突、後方からの追突、対向車との衝突、路外逸脱・車線逸脱、歩行者・障害

物への衝突等をあげていた。この時にとった行動としては、「天候の回復を待った」は非常

に少なく、７割近い回答者が止むを得ずそのまま走行したと回答していた(図 3.2.9)。 

走行中の目標物としては、前走車のテールランプや、スノーポールが多くあげられてお

り、これらの有効性に関する設問では、「有効ではないが、他に目標物が無かった」との回

答が半数近くを占めていた(図 3.2.9)。 

 

以上、冬道運転や吹雪や雪煙による視程障害時の走行経験、ヒヤリ体験の調査結果より、

1)周囲が平坦な道路、2)交差点付近、3)カーブ区間、下り坂、日陰、4)トンネル等の構造

物付近、5)高規格（高速）道路の分合流付近 でヒヤリとした経験を持つドライバーが多

く、何らかの対策や支援の仕組みに対するニーズの存在することが明らかになった。 
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3.3 雪氷路面条件下におけるドライバーの運転挙動 4,5) 

 雪氷路面条件下におけるドライバーの運転挙動特性を把握するため、実験場内の試験走

路、並びに供用道路において車両走行実験を行った。 

 

(1) 車両走行実験その１（平成９年２月実施） 

（被験者と実験車両） 

被験者は合計 44 名で、性別、運転習熟度などを考慮し、概ね 20～29 歳、30～39 歳、 

40～49 歳、50 歳以上の年齢層がそれぞれ 10 名前後になるよう調整し、走行実験を行っ 

た。このうち、30～39 歳の男性被験者のみ、夜間における一部の実験を行った(表 3.3.1)。

実験車両は、全被験者に同一のものを使用した。その外観と主な仕様を図 3.3.1 に示す。 

（実験の内容） 

実験は、平成 9 年 2 月 10～11 日と 2 月 17～21 日に、石狩市美登位に位置する北海道開

発土木研究所の石狩吹雪実験場内の試験走路で行った。 

内容としては、i)ドライバーの安全な車間距離認識に関する試験調査、ii)冬期道路での

制動停止距離の試験調査、iii)冬期道路での障害物回避行動の試験調査 の３項目について

実験を行った。また実験の基礎データの収集として、それぞれの実験中に、iv)試験走路に

おけるすべり摩擦係数の観測も行った。 

各試験調査は、原則として日中に行ったが、30～39 歳男性被験者については、夜間にお

ける v)ドライバーの安全な車間距離認識に関する試験調査、vi)冬期道路での障害物回避

行動の試験調査も実施した。それぞれの実験実施日の気象・路面状況を(表 3.3.2)に、調

査項目の目的や着目点を表 3.3.3 に示す。 

実験観測の方法としては、実験場内の試験走路を往復走行することにより行い、１被験

者１実験あたり５往復の走行を基本として観測を実施した。なお、障害物には段ボール箱

を用いた。また、それぞれの試験調査における観測項目や実験方法を表 3.3.4，表 3.3.5

に示す。 

（実験の結果） 

1) 冬期道路における制動停止 

反応時間：図 3.3.2 は、被験者の属性別の反応時間を平均値と標準偏差でまとめたもので

ある。これを見ると、女性の反応時間は男性に比べて平均値で 0.18 秒ほど長くばらつき

も大きい。また、運転歴１年未満の人やたまにしか運転しない人も、反応時間が長くばら

つきが大きい傾向にある。これらの被験者の個々の実験値を集計した場合、反応時間に１

秒以上要した実験値の割合は 19～28％であった。なお、今回の実験では、あらかじめ被験

者に停止の合図を知らせていたので、被験者が判断に迷って空走する時間は極めて短く、

道路構造令で規定するところの反動時間に相当するものと考えられる。 

ブレーキ操作：図 3.3.3 は、被験者の属性別のブレーキ操作を区分したものである。これ

でも同様に、女性や運転歴１年未満の人、たまにしか運転しない人にフルロックブレーキ
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をかける人が多いことが分かる。 

制動停止距離：図 3.3.4 は、ブレーキの操作区分別の制動停止距離を滑り摩擦係数から算

出した制動停止距離と比較したものである。これを見ると、ポンピングブレーキで停止し

た場合に、摩擦係数から算出した値よりも短い距離で停止した例の多いことが分かる。 

急制動による車両停止：停止状態として、車両が 45 度以上横向きになって停止したもの

や車線からはみ出て停止したものを「危険な状態で停止」とし、車線上で進行方向にほぼ

まっすぐな状態で停止したものを「安全に停止」と区分した。また、その中間にあたるも

のを「やや危険な状態で停止」とした。被験者の属性別の比較では、全体的にあまり大き

な差はないが、ブレーキ操作の差などを反映してか、女性や運転歴１年未満の人、たまに

しか運転しない人に安全に停止した人の割合が低い。全体として、安全に停止できた割 

合は８割未満であった。 

安全な状態で停止するための制動距離：図 3.3.5 は、滑り摩擦係数ごとに安全に停止でき

た人の割合を、走行速度別にまとめたものであるが、これを見ると滑り摩擦係数が 0.2 を

下回ると、安全に停止させることがかなり難しくなってくることが分かる。 

2) 冬期道路における車間距離特性 

図 3.3.6 は、今回の実験で得たドライバーの反応速度や道路構造令に示される 2.5 秒と

いう反応速度と滑り摩擦係数から求めた制動停止距離より長い車間距離(すなわち安全な

車間距離)で運転した人の割合を、被験者の属性別にまとめたものである。これを見ると、

運転歴１年以内の人などに安全な車間距離で運転した人の少ないことが分かる。 

3) 冬期道路における障害物回避行動 

表 3.3.6 は、障害物回避行動における回避行動開始時の速度や、滑り摩擦係数と 2.5 秒

の反応時間から算出した制動停止距離、走行軌跡上の行動開始位置、減速後の速度の割合

を、被験者の属性別にまとめたものである。また、図 3.3.7，図 3.3.8 は、一例として男

女別と年代別の走行軌跡のばらつきと平均などを示したものである。これらより、以下の

ことが分かる。 

回避行動前後の速度変化：回避行動時の減速については、男性よりも女性の方が、また高

齢になるほど、さらに運転歴が短く、運転頻度の少ない人ほど減速の程度を大きくしてい

る傾向にある。 

回避行動の走行軌跡、開始位置：走行軌跡上の行動開始位置は、女性や 50 才以上、運転

歴１年未満、たまにしか運転しない人などで障害物に近くなっており、急なハンドル操作

を行っていることが分かる。ただ、図 3.3.7 を見ても分かるように、走行軌跡にはかなり

ばらつきがあり、個人差が大きいと言える。 

 

（まとめ） 

冬期道路におけるドライバーの運転挙動を把握するため、実験場内の試験走路において

車両走行実験を行い、以下の知見を得た。 
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• 女性や運転歴が１年未満の人、たまにしか運転しない人など、相対的に運転を苦手とす

る人ほど、反応時間が長く、またフルロックブレーキを使いがちで、安全に停止できな

い率も高い。 

• 非常に滑り易い雪氷路面では、安全に停止させることは難しく、滑り摩擦係数が 0.2 を

下回るような状態ではそれが顕著である。 

• 追従走行する場合に、路面の滑りを勘案した安全な車間距離で運転する人は非常に少な

い。 

• 障害物回避については、女性や 50 才以上、運転歴１年未満、たまにしか運転しない人

などが減速の程度が大きく、障害物近くで急なハンドル操作をしている。また、走行軌

跡には個人差が非常に大きい。 

 

今回の実験により、滑りやすい雪氷路面の冬期道路条件下におけるドライバーの運転挙

動特性がある程度明らかになった。雪氷路面のように運転を苦手とする人にとって難しい

運転条件下では、動作にばらつきが出やすく、交通流の錯綜などが生じやすくなることが

容易に伺える。 

 

(2) 車両走行実験その２（平成 10 年２月実施） 

この実験も、“その１”と同様に石狩吹雪実験場内の試験走路で行ったもので、ドライバ

ーの障害物回避行動に着眼したものである。ドライバーに障害物情報を予め与えた場合と

与えなかった場合について実験を行い、両者の運転挙動を比較した。 

 実験期間中(H10.2.4～13）、試験走路の路面は雪氷路面で、摩擦係数はおおむね 0.20～

0.30 で、一部 0.20 を下回る摩擦係数も観測された。気象条件は晴れから吹雪まであり、

多様な条件下で実験を行うことができた。なお、障害物としては、写真 3.3.1 に示すよう

な小型車の模擬板を使用した。 

 直線区間における障害物回避行動実験は、石狩吹雪実験場内の 300m の試験走路を用い、

1 被験者あたり 10 周の走行を基本として行った。10 周のうち 4 周程度を被験者に障害物情

報を路側の自発光視線誘導標の点滅で与え、80m 前方で障害物を出現させた。なお、実験

では、1～2 周は障害物情報を与えずに障害物を出現させ、また残りを障害物を出現させな

い走行とした。このようにすることで、情報の有無による比較と基本的な走行特性を把握

した。直線区間の走行速度は 40～50km/h とした。写真 3.3.2 に実験の状況を示す。 

 カーブ区間における障害物回避行動実験は、実験場の正門から吹雪実験場に至る場内道

路で行った。被験者による走行は、吹雪実験場から正門に向かう方向についてのみ行い、1

被験者あたり 5 回の走行を基本に行った。障害物情報は、路側に止めた車両の前照灯の点

灯で与えた。写真 3.3.2 に実験の状況を示す。  

（実験車両と被験者） 

 実験に用いた車両は、図 3.3.9 に示す視程障害移動観測車 6)である。この車両は、吹雪
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による視程障害状況を走行しながら観測する目的で開発されたものだが、気象状況に加え

て、ドライバーのアクセル踏量、ブレーキ踏力、ハンドル操舵角などの運転挙動、加速度、

速度などの走行挙動を記録できるようにしている。これらのデータは 0.1 秒間隔で収録さ

れるほか、車内のカメラ画像はビデオテープに収録される。  

 この実験には、性別、年齢層、習熟度のバラツキを考慮した合計 39 名の被験者が参加し

た。 

 

(2) 試験走路における障害物回避  

（被験者の予期しない障害物） 

1) 直線区間  

 試験走路の直線区間において、被験者に知らせず 80m 前方から障害物を出現させ、この

時の運転挙動を分析した。  

 ここで障害物が出現してからの最低速度を出現直前の速度で除した値を減速比と定義し、

属性毎にその値の分布を示したものが図 3.3.10 である。その結果、30～39 歳男性に比較

して 65 歳以上の高齢ドライバーで、障害物により減速する被験者が多い傾向にあり、有意

な差がみられた。  

 また、この時のブレーキ操作の有無について統計したのが図 3.3.11 である。この図か

ら、30～39 歳男性に比較して、65 歳以上の高齢者男性、初心者男性、女性の順にブレーキ

を踏む被験者の多いことが分かった。特に、高齢者男性では半数以上の被験者が障害物の

出現に反応してブレーキを踏んでいる。  

 さらに、ドライバーのアクセル踏量について回避行動中の分散を統計したところ、図 

3.3.12 に示すように、30～39 歳男性に比較して 65 歳以上の高齢者男性、女性でその分散

が大きいことがわかった。この分散の差は有意水準 5％の F 検定でも明確である。このこ

とは、凍結路における障害物の出現時に、運転弱者ほどアクセルの踏み加減が安定せず、

加減速を生じやすいことを意味している。  

 これらのことから、冬期道路においてドライバーが予期していない障害物が前方に出現

した場合、冬期道路での運転を苦手とするドライバーほど、不安定なアクセル操作、ブレ

ーキ操作を行う傾向にあり、急減速を生じやすいと考えられる。  

2) カーブ区間  

 実験を行ったカーブ区間は雪堤のため見通しは利かず障害物までの視距は 25m である。

そのため、障害物の 25m 前方の速度を基準として、25m 区間内の減速比を直線区間と同

様に算出した。この減速率について各属性毎に比較したが、有意な差はみられなかった。

これは、被験者にとって 25m 先という近距離で障害物が視認されるため、属性に関わらず

ドライバーが反応しやすいためと思われる。  

 ここで、実験時の視程から視程 200m 以上、200m 未満に区分して、この減速比を比較

したものが図 3.3.13 である。視程 200m 以下のデータ数は少ないが、65 歳以上の高齢者
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男性、初心者男性で、視界不良時の減速比は 1 に近くあまり減速していない。吹雪によっ

て視程が損なわれる状態では、このような運転弱者の障害物発見およびその行動が遅れ、

本来の減速が行われないためと考えられる。ブレーキ操作の有無についても、直線道路の

ような属性間の差は明確でなく、ほとんどの被験者がブレーキを踏んでいる。  

 そこで、このブレーキ操作に関わる最大ブレーキ踏力とその位置の関係を被験者の属性

毎に図 3.3.14 に示す。ほとんどの被験者は障害物を視認した直後の 15～25m 前方に集中

しているが、高齢者男性や初心者男性では最大ブレーキ位置が障害物直前まで遅れる事例

がみられた。最大ブレーキ踏力は障害物に近いほど大きくなる傾向があり、30～39 歳男性

に比較して高齢者や初心者でブレーキ踏力が大きい。  

 

（被験者に障害物情報を与えた場合） 

1) 減速動作について  

 以上のような、被験者が予期していない障害物の出現に際して、直線区間においては運

転弱者のリアクションが大きく、カーブ区間では運転弱者の反応が遅くなる傾向が明らか

となった。様々な属性や立場のドライバーが混在する冬期道路においては、このようなド

ライバーによる反応や行動の違いは事故の発生誘因、拡大誘因となると考えることができ

る。  

 吹雪による視程障害時の冬期道路において、考えられる対策方法の一つは、停止車両や

障害物の存在を検知し後続車に知らせるシステムの開発である。本実験は、このようなシ

ステムが障害物の存在を知らせた場合、前述の障害物回避行動がどのように変化するかを

把握するための基礎資料となり得る。 

 図 3.3.15 は、被験者に障害物の出現を予め知らせた場合の直線区間での運転挙動につ

いて、ブレーキ操作の有無を統計したものである。前述の図 3.3.11 に比較して、65 歳以

上の高齢者男性のブレーキ操作割合が格段に減少していることが分かる。障害物情報が与

えられていない場合には、属性間のブレーキ操作の差が目立ったが、存在を知らせること

によって属性間の差が縮まっている。 

 また、障害物付近の平均通過速度を直線区間について図 3.3.16 に示す。障害物の存在

を被験者が知らない場合、30～39 歳男性に比較して高齢者男性、初心者男性、女性の速度

が 4～17km/h 遅いが、障害物の存在を知らせた場合には、30～39 歳男性は遅く、高齢者

男性、初心者男性、女性はやや速くなっている。  

 また、直線区間で視程 200m 以上の場合の障害物出現時における減速比を、被験者に障

害物の出現を知らせない場合と知らせた場合で比較したのが図 3.3.17 である。各被験者

の減速比の分布から、障害物情報を与えることによって個人差が縮まっていることが分か

る。減速比の平均値には両者に有意な差が見られなかったが、F 検定（有意水準 5％）から

情報の有無について減速比の分散では有意な差を得た。  

 一方、視程 200m 未満の直線道路やカーブ区間については、情報の有無による有意な差
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はみられなかった。視程障害時の減速比について有意な差が得られなかったのは、情報を

与えることがかえってドライバーの減速動作を生じていることによると考えられる。また、

見通しの利かないカーブ区間では情報の有無に関わらず、被験者は減速し安全に走行しよ

うとするためと考えられる。  

2) アクセル動作  

 障害物の有無を被験者に知らせた場合、見通しのよい直線区間では、知らせない場合に

比較して減速動作に有意な差がみられたが、視程障害時やカーブ区間ではその差が明らか

でなかった。ここでは、ドライバーのアクセル操作の点から、情報の有無による違いを検

討する。  

 図 3.3.18 は視程 200m 未満の直線遠路において、障害物情報の有無によるアクセル踏

量の分散を属性毎に比較したものである。また、図 3.3.19 はカーブ区間について同様に

示したものである。両図ともデータ数が少ないが、いずれも障害物情報をドライバーに与

えた方が、アクセル踏量の分散が小さくなる傾向のあることが分かる。有意水準 5％の F

検定から、このアクセル踏量のバラツキに有意な差がみられ、障害物情報はドライバーの

アクセル操作の安定性に寄与するといえる。  

 

(3) 車両走行実験その３（平成 10 年３月，平成 11 年２月実施） 

この実験は、石狩市～当別町の一般国道 337 号で行ったもので、交差点での停止や分合

流での加減速など、供用道路における運転挙動に着目したものである。平成 9 年度には、

石狩市花川から花畔大橋を経由して一般国道 337 号に入り、札幌大橋を経て当別町美登江

を周回して石狩市花川に戻るコースを用いた。また平成 10 年度には、当別町から札幌大橋

を経由して花畔大橋に至る一般国道 337 号を実験に用いた。  

（実験車両と被験者） 

 実験に用いた車両は、“車両走行実験その２”と同様に視程障害移動観測車 6)(図 3.3.9)

を用いた。供用道路での実験では、30～39 歳の男性 7 名、65 歳以上の高齢者男性 9 名の被

験者が参加した。 

（供用道路でのドライバーの運転挙動）  

 一般国道 337 号石狩市～当別町間における供用道路での被験者走行の実験結果から、被

験者の属性による急制動の実態を検出した。実験時の路面状況は凍結路面と湿潤・乾燥路

面が混在する状況であったが、加速度 0.15G 以上の減速を急制動とした。この値を基準と

したのは道路構造令で凍結路面の縦すべり摩擦係数を 0.15 としていることから、これを越

えるブレーキ動作はスリップを招く恐れが大きいと考えられることによる。  

 合計 16 名の被験者の走行データから、この急制動の回数を属性毎に図 3.3.20 に示す。

30～39歳男性の急制動回数は1走行あたり1～2回の被験者が多く最大でも3回であるが、

65 歳以上の高齢者では 1 走行あたり 3回以上の被験者が 5 名に達する。このことから、高

齢ドライバーでは走行時に急制動を伴う減速動作をとりやすい。  
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 また、この急制動を含む一連のブレーキ動作におけるそのブレーキ操作距離の分布を図 

3.3.21 に示す。急制動を含むブレーキ操作距離は 30～39 歳被験者に比較して 65 歳以上の

高齢者の距離が長い傾向にある。これは、高齢者の急制動は頻度が高いだけでなく、大き

な減速度を生じやすいことを意味する。  

 次に、被験者がその急制動を生じた場面を図 3.3.22 に示す。急制動の生じた場面は赤

信号 8 例、信号の変化 7 例、分合流や道路線形の変化が 7 例と、交差点及び前方の状況変

化に対応したものが多かった。  

 一方、前方に停止車両のいない交差点において、ブレーキ操作の開始位置の分布を示し

たのが図 3.3.23 である。この図から、30～39 歳男性のブレーキ開始位置は交差点の 100m
以上前方がほとんどと安定しているが、高齢者のブレーキ開始位置は半数が交差点から

100m 未満の距離となってからである。その一方、高齢者のブレーキ開始位置が交差点よ

り 200m 以上も前方の場合もあり、その位置が安定しておらず、個人差も大きい。  

 

 以上、供用道路での被験者走行実験の結果から、急制動および交差点部でのブレーキ操

作についてまとめたが、高齢者の急制動の頻度が高く、ブレーキ操作位置も安定していな

いことが明らかとなった。  

 

(4) まとめ  

 被験者を用いた試験走路および供用道路での車両走行実験の結果から、雪氷路面条件下

のドライバーの運転特性は、特に30～39歳男性と65歳以上の高齢ドライバーを対比して、

次のようにまとめられる。  

• 障害物回避行動に伴う減速は高齢者ほど顕著である。  

• 特に高齢者では障害物回避行動時に減速動作を伴うことが多い。  

• 障害物回避行動時のアクセル操作は高齢者ほど不安定であり、障害物の回避が大きな負

担となっている可能性がある。 

• 高齢者では前方の道路状況の変化に敏感に反応する結果として、急制動を伴う頻度が高

い。 

• 交差点部におけるブレーキ開始位置は、高齢者ほどバラツキが大きく個人差も大きい。  

 

 このような運転特性の属性間の差は、様々なドライバーや車種が混在する一般道路では

事故発生の大きな誘因となり得るものである。特に、前方の障害物に対する行動様式の違

いは、二次事故の誘発要因としても着目される。  

 冬期道路において、このような個々のドライバーの反応差を補い、高齢ドライバーなど

の運転弱者を支援する方法のひとつとして、ドライバーへの的確な前方の道路情報(障害物

情報など)の提供が考えられる。試験走路において行った、ドライバーへの障害物情報提供

の走行実験からは、以下の知見を得た。  
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• 障害物情報を与えることによって、回避に伴う減速行動の個人差は低減される。 

• 吹雪時や見通しの利かないカーブ区間においては、障害物情報はドライバーのアクセル

操作の安定性に寄与する。 

 

冬期道路において障害物の存在を後続のドライバーに知らせることは、個々の反応差を

緩和し、安定した走行を促すことが確認され、事故対策としての有効性が示唆された。 
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3.4 視程障害条件下におけるドライバーの運転挙動 7) 

  ここでは、厳しい運転環境となる降雪・吹雪による視程障害時に走行するドライバーの

運転挙動に着目し、供用道路におけるドライバーの詳細な運転挙動および気象データより

これを解析した。 

 

(1) 実験内容 

この実験では、一般国道 275 号江別市角山において、道路上を走行しながら路線上の気

象データ、およびドライバーの運転挙動を計測した。観測条件は吹雪時を主とし、運転挙

動特性を解析した。図 3.4.1 に示すように、観測区間は緩やかなカーブ区間を含む片側 2

車線道路であり、周囲は開けた平坦地である。この区間では、吹雪時の視程障害による多

重衝突事故が過去に何度か発生している。そのため、区間西側には道路防雪林や防雪柵が

整備されている。なお、本研究における観測期間中においても 5 台の車両が関係する多重

衝突事故が発生した。 

 

（実験車両） 

  実験に用いた車両は、前節で紹介した視程障害移動観測車 6)(図 3.3.9)である。この実

験車両は、走行しながらその地点での気象データおよびドライバーの運転挙動を計測でき

るものである。今回は、走行時の気象として風向風速、視程、気温を、ドライバーの運転

挙動としてアクセル踏量、ブレーキ踏力、ハンドル操舵角、加速度、速度を 0.1 秒毎に収

録した。また、視界状況として車内からの画像をビデオに収録した。 

（被験者） 

  被験者となったドライバーは、22～35 歳男性 5人であり、各被験者とも数回の往復走行

によって観測を行った。被験者はいずれも日常的に乗用車を運転している一般ドライバー

であり、冬期道路には比較的慣れているといえる。 

 

(2) 実験結果 

1) 晴天時と吹雪時の運転挙動 

  合計 38 回の走行実験の中から、同一ドライバーによる運転挙動について、晴天時と吹雪

時の代表的な運転挙動の経過を図 3.4.2 に示す。晴天時の事例は、平成 12 年 3 月 7 日の

日中に観測したものであり、このときの路面は湿潤路面である。吹雪時の事例は翌日の日

中に観測したものであり、この時は激しい吹雪により視程は断続的に 50～100m に低下し

た。また、路面は圧雪である。なお、この実験走行の直前にこの区間において車両 5 台が

関係する多重衝突事故が発生した。図において横軸は距離（キロポスト）を示し、観測区

間におけるドライバーの運転挙動、走行挙動の変化を示した。 

  晴天時の場合、車両の走行挙動では信号機のある KP=6.5 から加速し、その後ほぼ一定の

速度を保ち、KP=9.5 にかけて減速しており速度変化はスムーズである。運転挙動ではアク
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セル踏量が加速時に大きいものの、その後はほぼ一定のアクセル操作を行っていることが

分かる。ハンドル操舵角も安定しており、前後の区間を除いてブレーキ操作もない。 

  一方、吹雪時の走行挙動は、晴天時より低速であるだけでなく、速度変化が大きく安定

していない。ドライバーのアクセル操作は短い周期で踏量が大きく変化し、前後加速度の

変化にみられるように頻繁に加減速を繰り返している。また、晴天時に比較してハンドル

操舵角も小刻みに変化し、交差交通のない単路であるにもかかわらず数回のブレーキ動作

がみられる。 

  このように、吹雪による厳しい視程障害時のドライバーの運転挙動は、単に低速走行に

なるだけでなく、走行の安定性を大きく欠くものになりがちである。 

2) 視程障害による運転挙動への影響 

  晴天時、吹雪時の走行実験の結果から、吹雪による視程障害によってドライバーの運転

挙動の安定性が損なわれる傾向にあることがわかった。しかし、ドライバーは周辺交通の

状況や道路線形、交差点の有無によってその挙動は大きく異なると予想される。そこで、

取得したデータから、周辺交通や地物が少ない単路部、停止車両が存在しやすい信号交差

点を抽出し、それぞれの区間について視程障害が運転挙動に与える影響を分析した。 

• 単路部 

単路部に関しては測定区間のうち周辺環境が極端に変化しない 5 区間を設定し、計測デ

ータからそれぞれ 10 秒間の値を抽出して解析した。その結果を以下に記す。 

速度および速度変化 

図 3.4.3 は単路部の走行速度を視程との関係で示したものである。この図から、視程の

低下に伴う速度低下が明確であり、特に前方に走行車がいない場合に、視程 200m 以下で

この傾向が顕著である。 

ここで、各速度データの標準偏差を求め、視程との散布図を示すと図 3.4.4 のようにな

る。視程障害は速度低下を招くだけでなく、走行中の速度の変動が大きくなることを意味

している。速度の変動は前方車の影響を受け変動しやすいが、日中の吹雪時では前方車の

有無に関わらず速度の変動が大きい。 

同様に、各 10 秒間の加減速度の標準偏差について視程との散布図を示したのが、図 

3.4.5 である。図ではカーブと直線を区分して示す。カーブでは視程に関わらず加減速度

の変動は大きい傾向にあるが、吹雪時の直線ではカーブと同程度まで加減速度の変動が大

きい。 

  このように、車両の速度変化に着目すると、直線単路部の吹雪時では低速走行となるだ

けでなく、追従走行や道路線形に関わらず速度が不安定になる。 

 

(アクセル操作) 

吹雪時の走行では速度変化が大きいことから、ドライバーのアクセル操作も加減速を繰

り返すことになる。図 3.4.6 は、アクセル踏量の標準偏差を視程との関係で整理し、散布
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図に示したものである。ドライバーのアクセル踏量の変動は視程が低下するほど大きくな

る傾向がある。特に、前方に車両が走行していない場合にこの傾向が顕著であり、視程

100m 以下ではアクセルペダルの踏み方が強弱を繰り返す様子が見られる。 

 

 (ブレーキ操作) 

単路部の走行においては、障害物や周辺車両などの突発的な事象を除いてブレーキ操作

は少ないと考えられる。図 3.4.7 は 10 秒間毎の最大ブレーキ踏力を視程との関係で散布

図に示したものである。この観測データのうち、ドライバーが明らかにブレーキを踏んだ

事例が２件あり、これらは視程 100m 以下の吹雪時で周辺車両が存在する場合であった。

車内から撮影したビデオ画像から判断すると、これらの周辺車両が障害となる挙動を行っ

てはおらず、周辺車両の存在に過剰に反応した結果ではないかと推察された。 

また、全体的に晴天時に比較して視程障害時の最大ブレーキ踏力がわずかながら大きい

事例が多い。このような事例では走行中に明確な減速は全くみられないものの、区間中に

わずかなブレーキ踏力を観測している。これは、前方がよく見えない状況で走行するため、

突発的な事象にも対応できるようにドライバーが頻繁にブレーキペダルに足をかけている

ためと考えられる。 

ここで、信号交差点付近以外の単路全体(7.0～8.5KP)のブレーキ操作回数を集計し、視

程との関係で示したのが図 3.4.8 である。このブレーキ回数は、障害物や渋滞に回避する

ための必然のブレーキ操作を除いた回数である。晴天時の単路走行では追従走行している

事例もあるが、ブレーキ操作は皆無である。一方、視程 100m 以下では明確な障害物が存

在しないにもかかわらず、ドライバーが 1～2 回のブレーキ操作を行う事例がみられる。こ

れらは、断続的に激しく低下する視程障害に対応したものである。 

(ハンドル操作) 

視的目標物が極端に乏しくなる吹雪時の走行では、速度や加減速が不安定になるだけで

なく、車両の左右方向の挙動も不安定になることが容易に想像できる。図 3.4.9 にはドラ

イバーの操舵角の標準偏差と視程の関係を示した。 

  この図から、前方には走行する車両が存在しない場合、視程の低下に伴ってドライバー

のハンドル操作の変動が大きくなる傾向にあることが分かる。また、直線とカーブを比較

した場合、晴天時には変動の少ない直線でのハンドル操作の変動が、視程障害時にはカー

ブ区間と同程度まで変動が大きくなる傾向にあった。 

 

• 信号交差点部 

  計測区間では往復で各 1 箇所の信号交差点があり、この交差点進入時のドライバーの運

転挙動について解析した。 

(信号機が青の場合) 

信号機が青で交差点を通過する場合、ドライバーの立場としての走行は単路部とほぼ同
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様と考えられる。交差点までの 10 秒間の運転挙動を解析したところ、ブレーキ操作を除い

て、単路部の走行と同様に視程の低下に伴って運転挙動や走行挙動が不安定になる傾向が

みられた。 

図 3.4.10 は青信号の交差点に進入したときの最大ブレーキ踏力を視程との関係で散布

図に示したものである。単路部で 0.5kgf 以上の明確なブレーキ操作は直前の走行車や並走

車など近い位置での周辺車両の存在に伴うものであったが、青信号の交差点では前方車が

存在しない場合や遠方である場合にも明確なブレーキ操作を行う事例がある。前方車が存

在しない場合に注目し、図 3.4.7 の単路部と比較すると、青信号の交差点部ではブレーキ

踏力がやや大きく、ドライバーはより警戒しながら交差点に進入している様子がうかがえ

る。 

 (信号機が赤で停止する場合) 

信号交差点において赤信号で停止する場合の制動挙動に着目し、吹雪時と晴天時の違い

を解析した。図 3.4.11 はドライバーの最大ブレーキ踏力と停止位置までの距離を表した

ものである。晴天時の最大ブレーキ踏力位置は停止位置の約 100m 前方～直前に幅広く分

布しているが、吹雪時(視程200m以下)では停止位置の50m前後に集中している。これは、

さらに遠方だと信号機を識別しにくいことと、直前での強いブレーキ操作が危険であるこ

とをドライバーが経験的に知っていることによると考えられる。なお、停止位置までの距

離が短いほど最大ブレーキ踏力の大きい事例が出現している。 

また、急激なブレーキ操作として 0.1 秒間の最大ブレーキ踏力差とその位置を示したの

が図 3.4.12 である。図 3.4.11 ではドライバーが最も強く踏むブレーキを扱ったが、ここ

では急激に踏み込むブレーキ操作に着目する。晴天時にドライバーが急激に踏むブレーキ

の位置は停止位置の 100m 前方～直前まで大きくばらついているが、吹雪時では 1 例を除

いて 60m 以上前方であり比較的まとまっている。また、吹雪時の場合、停止位置に近いほ

ど急激に踏み込むブレーキの踏量が大きいことが分かる。 

以上の結果から、吹雪時における赤信号交差点でのブレーキ操作は、晴天時に比較して

より離れた位置でやや急激に行うものの、その位置はむしろ安定している傾向にあった。

一方、停止位置近くでブレーキ操作を行うほどその踏力は大きくなる傾向にあり、視程が

著しく損なわれ、ドライバーの信号認知が遅れた場合には、事故の危険性は高くなると言

える。 

 

3) 視程障害時の高齢者の運転挙動 

一般国道 275 号角山で計測した運転挙動はいずれも冬期道路に慣れた男性ドライバーで

ある。そのため、運転に不慣れなドライバーの場合、視程障害による影響をより一層受け

ることが予想される。筆者らは平成 10 年度に高齢者の実車走行実験を試験走路で行ってお

り、吹雪による視程障害時のデータも数例取得している。そこで、このデータを用い視程

障害時の高齢者の運転挙動について解析した。 
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図 3.4.13 は同一高齢被験者の 1)著しい視程障害時と、2)視程が良好な降雪時の運転挙

動を比較したものである。試験走路の延長は約 300m であり、速度変化からも分かるよう

に定常的な単路走行としては短い。しかし、アクセル踏量やハンドル操舵角に着眼すると、

視程良好時に比較して視程不良時ではその変動が大きく、小刻みに増減を繰り返している

ことが分かる。この傾向は供用道路で計測した結果(図 3.4.3)と同様である。 

走行区間の長さにあまり影響されない運転挙動として、試験走路(高齢者)と供用道路(22

～35 歳男性)のハンドル操舵角の標準偏差と視程の散布図を図 3.4.14 に示す。ここでは試

験走路が直線単路部であることから、供用道路のデータも同じ直線単路部に絞った。 

  この図から分かるように、高齢者の操舵角のバラツキは、30 代男性に比較して視程の低

下とともにより大きくなっている。試験走路では周辺車両がいないことを差し引くと、供

用道路における高齢者の操舵角の不安定さはこれよりもさらに大きくなることが推察され

る。 

 

(3) まとめ 

  以上の結果を総合し、吹雪による視程障害時のドライバーの運転挙動をまとめると次の

ようになる。 

• 低速走行のほか、加減速に関わるドライバーの運転挙動の変動が大きくなる。 

• その結果、車両は加速・減速を繰り返しながら走行するようになる。 

• 極端に視程が損なわれる場合、周囲の変化に反応したブレーキ操作も発生する。 

• また、ハンドル操作の変動も大きくなり車両もふらつきやすくなる。 

• このような運転・走行挙動は日中の吹雪時で、特に前方に車両が走行していない場合に

顕著であった。また、高齢者などの運転弱者ほど吹雪時の不安定な運転動作の度合いは

高まると推察できる。 

 

一方、吹雪時の信号交差点における運転挙動については次のようにまとめられる。 

• 青信号の場合、ドライバーの運転挙動は単路部の挙動とほぼ同様であるが、より警戒し

て走行している。 

• 赤色信号で停止する場合、ドライバーの運転挙動は、晴天時に比較して吹雪時ではより

離れた位置でやや急激にブレーキを踏む傾向にある。 

• 信号交差点では晴天時に比較してブレーキ位置がやや前方で安定している傾向にあった

が、これは冬期道路での減速操作をドライバーが慎重に行っている結果と考えられる。

ブレーキ踏力は停止位置に近いほど強くなる傾向にあり、ドライバーの信号視認が遅れ

た場合、事故の危険性はきわめて高まることが予想される。 
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3.5 降雪・吹雪による視程障害時の多重衝突事故の発生要因 8,9) 

  図 3.5.1 は、札幌市近郊で相次いで多重衝突事故が発生した 1998 年 1 月 7 日のレーダ

ー・エコー図である。降雪域は風向（北西－南東方向）に沿って何本かの帯状に分布し、

幅 10～20km の狭い地域に強い降雪が集中しながら移動している。相次いだ多重衝突事故

はこの降雪域ですべて発生した。このことは、激しい視程障害による交通事故の危険個所

を事前にドライバーに知らせることにより、経路や時間の変更を促し、事故の発生を軽減

できる可能性を示唆している。 

 降雪・吹雪時の多重衝突事故は気象条件のほか、交通状況や周辺環境、ドライバーの人

的要因が複雑に関連して発生すると考えている。さらに、各要因を統合して把握すること

によって事故の危険度を定量的に評価できるものと思われる。このような視点から、降雪・

吹雪時の多重衝突事故の要因分析を行い、事故の危険度の評価方法について検討を行った。 

 

(1) 多重衝突事故の発生要因 

  降雪・吹雪時の多重衝突事故の発生要因は図 3.5.2 に示すように構造化することができ

る。多重衝突事故の発生には多くの要因が密接に関係すると考えられるが、環境要因、気

象要因、交通要因、人的要因に大別される。このうち、個々のドライバーの質に依存され

る人的要因を除いた環境要因、気象要因、交通要因について検討した。 

 

(2) 解析資料 

  降雪・吹雪時の多重衝突事故の要因分析に用いた資料は次のとおりである。 

1) 多重衝突事故データベース: 北海道の国道事故資料(1995～1996 年の 23 件)、新聞報道

記事資料(1983～1997 年の 56 件) 

2) 多重衝突事故地点での観測資料: 一般国道 275 号角山 (1997～2000 年)での気象観測、

交通量観測 

3) ドライバー・アンケート調査資料: 北海道内のドライバー1,574 人に対して 1997 年春

に行った「冬道運転におけるヒヤリ体験アンケート調査」 

 

(3) 多重衝突事故に関わる吹雪危険度要因 

1) 気象要因 

角山での気象・交通量観測の結果から、視程障害時に多重衝突事故や錯綜が発生したと

きの視程と視程障害継続時間の関係を調べた。この関係をプロットしたのが図 3.5.3 であ

る。錯綜は、吹雪による著しい徐行や駐停車、蛇行、車両間のニアミスと定義し、ビデオ

画像から 20 事例を抽出した。その結果、視程 100m 以上での錯綜事例は 4 例と比較的少な

く、視程 50～100m での事故や錯綜 7 件は、視程が 100m 以下になってから 60 分以内に発

生している。この結果は、吹雪時の多重衝突事故が視程の急変直後に多いことを示し、視

程急変直後は事故の危険性が特に高いことを裏付けている。 
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 一方、視程が 50m 以下の厳しい吹雪時では、視程障害の継続時間に関係なく事故や錯綜

が発生している。このことは、視程が 50m 未満となる極めて厳しい気象条件では、常に事

故の危険性が高いとこを示している。 

  このように視程障害直後に事故や錯綜の発生が多い原因として、視程 100m 以下の経過

時間と走行速度の関係を図 3.5.4 に示す。視程 100m 未満の経過時間が短いほど走行速度

のバラツキが大きく、極端な低速車も発生する。逆に、視程障害が長時間続くと車両毎の

速度差は小さくなり安定する傾向にある。車両間の速度差が大きいことは、前後の車両ど

うしの錯綜を招く恐れが高いと言える。この図から、速度のバラツキの大きくなる目安と

して、視程 100m 未満の継続時間 2 時間以内を読み取ることができる。 

2) 環境要因 

次に、北海道の国道における多重衝突事故資料から発生地点の周辺土地利用、道路構造

を表 3.5.1 にまとめる。多重衝突事故の 87%は非市街地で発生しており、単路部が 75%と

大部分を占める。一般的に交通事故は加減速が煩雑で周辺交通の多い市街地や交差点で発

生率が高いが、降雪・吹雪時の多重衝突事故は非市街地の単路部に多いのが大きな特徴で

ある。また、降雪・吹雪時に事故の危険を感じた場所に関して 1,574 人のドライバーにア

ンケート調査を行った結果、郊外の一般道路や周囲の平坦な道路で事故の危険を感じたド

ライバーが圧倒的に多く、表 3.5.1 の結果を強く裏付けている。 

 このことから、吹雪時の多重衝突事故に関わる環境要因の影響の大きいものとして郊外

部の単路を挙げることとした。 

図 3.5.5 は、新聞報道記事資料から時間毎の多重衝突事故件数を示したものである。な

お、比較のため国道の平均交通量についても示した。降雪・吹雪時の多重衝突事故は日中

に集中し、交通量の多い日没前後は比較的少ないことが分かる。これは、周囲が白一色と

なる日中の吹雪時は背景輝度が高いためテールライトなどの物の視認性が低くなるためと

考えられる。 

 

3) 交通要因 

  前述した気象要因および環境要因は、吹雪による視程障害の発生に関する要因と言える。

しかし、多くの車両が関係する多重衝突事故では、このほかに現地の交通状況そのものも

密接に関係すると考えられる。 

ここで、北海道の国道での多重衝突事故資料から事故形態を表 3.5.2 にまとめた。この

表に示される事故形態は多重衝突事故のきっかけとなった誘発行為事故のみを扱っている。

吹雪時の多重衝突事故は運転者不在車両への単独事故を含めて全て車両相互の事故に起因

している。特に、追突事故が 18 件を占め圧倒的に多い。そのうち 17 件はドライバーが乗

車中の停止車両に後続車が追突したことにより発生した多重衝突事故である。このことか

ら、吹雪による多重衝突事故は前方の車両に後続車が追突して発生するという構図が明ら

かである。また、ドライバー・アンケート結果では、視程障害時に 42％のドライバーが前
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方車のテールライトを頼りにし、前方車になんとか追従して走行を維持しているという結

果も得ている。 

  このような事故形態を念頭におくと、多重衝突事故の発生には事故のきっかけとなる誘

発要因と、多数の車両が巻き込まれやすい拡大要因に分けて考えることができる。そこで、

この 2 つの要因に区分して交通要因を検討する。 

 

（吹雪時の事故の誘発要因） 

  吹雪時の多重衝突事故は前方車の停止、徐行、減速に起因して発生することが多いこと

から、車群先頭車の極端な低速走行や、個々の車両の速度差が大きいほど事故の危険が高

まると解釈できる。図 3.5.6 は視程 100m 未満の視程障害時において、車線あたりの 10

分間交通量と車群先頭車の走行速度の関係を示したものである。ここで車群とは、5 台以

上の車が車間距離 200m 以下で連なって走行する状況と定義し、その先頭車の走行速度を

図に示している。交通量が多い場合には、多くの車両が連なって走行するため極端な低速

車はむしろ出現しにくくなる。しかし、交通量が少ない場合では、前方車から孤立した極

端な低速車が出現しやすい。図によると、大型車では交通量 60 台以下で、小型車では 80

台以下で 30km/h 以下の低速車が出現することが分かる。 

図 3.5.7 は角山の観測結果のうち、吹雪による視程障害時の事故や錯綜事例について 10

分間の速度の標準偏差と大型車率を示したものである。錯綜、事故時とも、速度の標準偏

差が 8km/h 以上で生じている。速度の標準偏差の大きさは車両間の錯綜や事故の危険性を

増大させる要因として示される。 

すなわち、図 3.5.6の結果と合わせると吹雪時に10分間交通量80台以下(1車線あたり)、

および走行速度の標準偏差 8km/h 以上では、錯綜や事故を生じる恐れが高くなると考えら

れる。 

（吹雪時の多重衝突事故の拡大要因） 

 先の図 3.5.7 について、大型車率に着目すると、吹雪時の錯綜は大型車率との明確な関

係は見られず、0～20%の範囲である。しかし、実際に多重衝突事故となった 2 例は大型車

率が 14%、46%と高い。これは大型車の走行割合が大きいと、吹雪時の錯綜が実際に事故と

して顕在化したり、特に多重衝突事故に拡大したりする可能性が大きくなることを示して

いる。この大型車率については 10%以上をおよその目安と考えられる。 

  ちなみに、新聞報道記事をもとにしたデータベースによると、56 件の多重衝突事故のう

ち 12 件は大型車の関与が不明であるが、残り 44 件のうち 40 件は大型車が関係して多重衝

突事故が発生している。このように、大型車が関係する事故では、結果として小型車が犠

牲になり、事故の規模が大きくなりやすく、大型車の存在は多重衝突事故の大きな要因の

ひとつと言える。 

  一方、前述したように、吹雪時の追従走行は事故発生要因のひとつとして挙げられ、多

くの車両が連なる車群走行は事故の拡大要因として捉えられる。図 3.5.8 は視程 100m 未
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満において、車線あたりの 10 分間交通量と、車群走行する車両割合の関係を示したもので

ある。この車群走行は、5 台以上の車が車間距離 200m 以下で連なって走行する状況とし、

交通量に占める割合を図に示した。交通量の増加に伴い車群走行の割合が高くなるのは当

然であるが、10 分間交通量が 40 台を超えると車群走行の割合が急激に高まり、吹雪時の

多重衝突事故の危険性が高まると言える。 

 

(4) 吹雪危険度の評価方法 

1) 多重衝突事故のリスク要因 

 前述の要因分析の結果から明らかに指摘することができ、吹雪時の多重事故発生との関

連性が特に明瞭な要因は表 3.5.3 にまとめることができる。 

 この表に示す要因のうち、道路環境は道路の立地条件によって決まるが、このほかの 7

つは時間的変化を伴うものである。したがって、同一箇所において時々刻々と変化する気

象、交通状況から多重衝突事故の危険度を評価することができる。 

 また、前述したように個々のドライバーの人的要因については、実際の運転者状況を逐

次把握することは現実的ではなく、この評価に用いるのは困難である。人的要因を軽減す

る対策としては、直前の障害物情報をいち早くドライバーに警告し、反応の遅れや急激な

回避動作を軽減するシステムが考えられよう。 

2) 多重衝突事故のリスク・ポテンシャルの評価検証 

 以上の結果から、表 3.5.3 に示す多重衝突事故の発生要因が実際の多重衝突事故の発生

事例で、どの程度あてはまっているかを検討した。表に示される該当要因数を一般国道 275

号角山の観測資料をもとに算出し、時間経過とともに図 3.5.9 に示す。 

 1998 年 1 月 7 日は、未明からの断続的な吹雪による気象要因のほか、朝からの交通量の

増加、大型車の混入などの交通要因が加わり、9:30～9:40 に表に該当する要因数が最大の

６に達した時に実際の多重衝突事故が発生した。 

 また、2000 年 3 月 8日の多重衝突事故は、該当する要因の数が連続的に８となった後に

多重衝突事故が発生している。この時も、交通量の増加などの交通要因と 10 時以降の激し

い吹雪による気象要因が重なっている。 

さらに、1998～2000 年度の角山での観測結果から、視程障害の著しい 19 日間の吹雪日

を抽出した。この 19 日間について 10 分毎のデータから表に示す多重衝突事故発生の該当

要因数をそれぞれ算出し、事故や錯綜の発生状況を調べた。このときの該当数の出現度数

と、事故や錯綜の件数や比率の対応を示したのが図 3.5.10 である。この図から分かるよ

うに、事故や錯綜は表に該当する要因の数が４から発生するようになり、５～７で最も多

い。事故や錯綜の発生割合は、その該当要因数が大きいほど増加する傾向にあり、６では

1.3%、７では 2.8%、全て該当する８では 4.5%に達する。このことは、表に示す吹雪時の多

重衝突事故の発生要因がその危険度をよく表現できていることを意味するものと思われる。 
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(5) まとめ 

 札幌圏で多発した多重衝突事故時の気象解析から、局所的に移動する強い降雪域に対応

して事故が発生し、気象要因が事故発生に強く関連していること、気象条件とともに交通

量などの交通要因が事故の危険性を高める要素であることなどを明らかにした。また、過

去の吹雪時の多重衝突事故資料を解析して、事故発生状況を説明する周辺環境や道路構造

の要因についても検討した。さらに、吹雪時の実際の多重衝突事故や錯綜事例を解析し、

多重衝突事故の発生に特に関連が強いと考えられる要因を抽出して、この該当数から多重

衝突事故の危険度を評価する方法を提案した。実際の事故や錯綜の発生事例をもとに検証

を行ったところ、この該当要因数は環境要因、気象要因、交通要因を加味した多重衝突事

故発生の危険度の推移を良く表現できることが分かった。定量的な危険度の評価手法とし

ては、個々の要因の条件値や重みづけなどについてはさらに検討の余地があるものの、現

地の環境・気象・交通状況に応じて降雪・吹雪時の多重衝突事故の危険度を客観的に説明

することが可能になった。 
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3.6 自発光視線誘導標の効果 

 降雪・吹雪による視程障害時に、ドライバーは安全走行のため必要不可欠な視覚情報が

得難い状況の中で、やむなく前走車に追従して接近走行をしたり、後続車に追突されるこ

とを懸念して、必要以上に速い速度で走行したりする。 

竹内 10)は、白い雪のほかには何も見えない、いわゆる“ホワイトアウト”と呼ばれるよ

うな低視程時でも、黒い物体など雪と区別できようなものを持ってくると、意外に遠くか

らでも見えるとし、目標になり得る物の有無や状態によって、同じ気象条件の下でも実際

に感じる視程は非常に違ったものになるとしている。この意味から、人が感じる視程を“顕

在視程”とし、通常の視程をこれと区別して“潜在視程”と定義している 10)。 

車を運転しているドライバーは、常に前車との車間距離と路面状態から想定される制動

停止距離を比較して、安全な速度で走行するよう速度調整を行っている。しかし、降雪や

吹雪で視程が著しく低下している場合には、目標となるものを失い、まず自分がどれだけ

視認できているのか、その判断さえつかなくなってしまう。そうなると、通常の安全運転

のための思考が第一段階でつまずき、その後の判断も困難を極めることになる。 

自発光視線誘導標等は、このような視程障害時に明確なドライバーの目標物となり、視

認できている距離がどれほどなのか、その間に前車がいるのかいないのか、を的確に教え

てくれる(図 3.6.1)。視線誘導標という名称から、道路の線形情報をドライバーに提供し、

その視線を適切に誘導してスムーズなハンドル操作を促すことが唯一の効果だと考えがち

であるが、視程障害時の自発光視線誘導標は、目標物として存在そのものがドライバーに

自分が視認できている距離を教え、前車との車間間隔の把握など安全運転のための基本的

な思考をサポートすることにも非常に重要な役割があると筆者は考えている。 

もちろん、視線誘導そのものについても十分効果は発揮する。アイカメラを用いた筆者

らの研究 11)でも、視程が 200m 以下になるとドライバーは認識できる目標物を道路側方に

求めるようになり、目標物探査活動を活発化することが分かっている。これは、前方の視

界がある程度得られている状態では、道路線形をいちはやく知るために視点を遠方に置く

が、前方の目標物が得難い視程障害時には、道路左側にわずかに識別できる目標物を頼り

に走行するという実態を示している。また、自発光式視線誘導標を点灯すると、ドライバ

ーの視線はより遠方に促されることが分かっている。目標物を道路側方に求めずに済み、

前方に神経を集中することができるため、前方の低速車・停止車の発見を素早く行うこと

ができ、事故の防止に寄与するものと思われる。 

以上、自発光視線誘導標の効果をドライバーの視点から分析・整理した。  
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3.7 まとめ 

積雪寒冷地域の冬期道路には、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視程障害など

の厳しい運転環境条件が存在する。とりわけ、高齢化が急激に進展する北海道を始めとす

る積雪寒冷地域においては、何らかの対策や支援の仕組みが必要である。 

本章では、まず北海道内のドライバーを対象に行った冬期における道路利用状況とドラ

イバー・ニーズに関するアンケート調査で、冬期の交通事故及びそれに類する経験(ヒヤリ

体験)を分析し、冬期道路や吹雪による視程障害時の走行に対する意識を明らかにした。ま

た、冬期道路とヒューマン・ファクターの視点から、安全走行障害要因としての雪氷路面

と視程障害がドライバーの運転挙動に与える影響について、実験場内の試験走路や供用道

路での車両走行実験から明らかにした。特に、高齢ドライバーがとりやすい、事故につな

がる運転挙動について分析を行った。また、降雪・吹雪による多重衝突事故に関する過去

の事故事例や観測事例から、視程障害時の多重衝突事故の発生要因を整理して、環境要因、

気象要因、交通要因を加味した多重衝突事故の発生危険度の新たな評価手法を提案した。

さらに、自発光視線誘導標の効果をドライバーの視点から分析・整理した。 

冬期道路における多重衝突事故の発生は、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪による視程

障害条件下で、前走車のテールランプを頼りにして車間距離を十分とらずに走行し、また

前走車が減速あるいは停止した際に適切な運転操作を行うことができないことが誘因にな

っている。こうした事故の発生に至るヒューマン・ファクターについてはこれまでほとん

ど明らかにされていなかった。 

本研究の結果、こうした事故を誘発するドライバーの運転挙動特性や発生危険度を支配

する要因などが明らかになった。冬期の交通安全対策には、ドライバーの運転技能の向上

も望まれるところであるが、今後の高齢化の急激な進展などを考えると、こうしたドライ

バーが交通流の中にある程度混在する状況も想定した安全対策、或いは安全な走行を支援

するシステムが必要になってくるものと考える。また、今後に向けては、多様な運転者の

人間要因を逆に意図的に利用することで、事故の発生を抑止する手法なども考えていく必

要があろう。 

 

最後に、本研究の実施にあたって車両走行実験などに参加・協力いただいた被験者の方々

に厚く感謝の意を表する次第である。 
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4.1 概説 

積雪寒冷地の冬期道路には、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視程障害など、

車の運転には非常に厳しい環境条件が存在している。また前章で示したように、高齢化の

一層の進展、1990 年のスパイクタイヤの法規制以降の冬期多重衝突事故の増加等の問題も

あり、冬期道路の安全性・効率性の向上が急務の課題となっている。 

一方、近年の情報通信技術や車両・道路のインテリジェント化技術の発達により、これ

らの厳しい冬期道路の環境条件を克服する ITS の技術開発が可能になりつつある。冬期に

誰でも安全に走行できるような支援システムが実現すれば、積雪寒冷地の冬期道路は安全

性・効率性が飛躍的に向上するものと思われる。ITS は、冬期道路に対して極めて大きな

潜在的ポテンシャルを有していると考えられる。 

 本章では、まず前章で行ったヒヤリ体験調査の結果等から冬期道路における安全走行支

援の場面イメージを類型化する。次に、寒地型センサーとしてのミリ波レーダの特性を各

種センサーとの対比で整理し、ミリ波レーダを活用した安全走行支援システム(インテリジ

ェント・デリニェータ・システム)の開発や車載用ミリ波レーダを活用した安全走行支援シ

ステムの開発とフィールド実験の結果について報告する。さらに、冬期道路の安全走行支

援システムによる走行快適性や安心感の向上等の非市場的価値を仮想的市場評価法(CVM
法)により評価した事例を報告する。 
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4.2 冬期道路における安全走行支援の場面イメージ 1,2) 

冬期道路の安全走行支援システムの開発にあたって、筆者らは前章で述べた“ヒヤリ体

験調査”の結果等から、安全走行支援の必要な場面イメージを以下のように類型化した(図 

4.2.1)。 

1） 周囲が平坦な道路 

 冬期道路におけるヒヤリ体験、視程障害時のヒヤリ体験とも頻度が高く、また、全く前

が見えない程の視程障害が日常的に生じており、運転者は危険を感じながらも、前走車の

テールランプを目標に追従走行する実態にあることから、環境の変化に応じて最も見やす

い輝度で発光する視線誘導標や、視界が不十分な中で前方の障害物の存在を後続車に警告

する装置が有効と考えられる。  

2） 交差点付近 

 冬期道路におけるヒヤリ体験の頻度が最も高く、安全支援の必要性も高いと考えられる。

ここでは、歩行者や交差車両、障害物の存在、路面状況等を運転者が的確に把握できるよ

うな、道路照明の機能向上が重要と考えられる。また、除雪により生じた雪堤等によって

視認が困難な歩行者や交差車両を自動的に検知して危険警告を行なう装置や、路面の滑り

易さを自動的に検知して運転者に注意を促す装置が有効と考えられる。  

3） カーブ区間、下り坂、日陰 

 カーブ区間は、冬期道路におけるヒヤリ体験、視程障害時のヒヤリ体験とも 1 割程度と

なっている。これらの場面では、状況の予見が難しく、困難な条件が急に現われることか

ら、道路状況を運転者や道路管理者に提供する施設や、環境，変化に応じた視線誘導を行

なう施設等が有効となると考えられる。  

4） トンネル等の構造物付近 

 ヒヤリ体験の頻度は上記の 3 つより低いものの、高齢者のヒヤリ体験の頻度が高く、今

後の急速な高齢化を考え併せると、安全支援の重要性が高い場面と考えられる。トンネル

出口付近等、視界が急変する場面では、障害物等を検知し、通行車両に危険警告を行なう

施設の開発が重要と考えられる。  

5） 高規格（高速）道路の分合流付近 

 ヒヤリ体験の頻度は高くないものの、走行速度が大きく交通流に乱れが生じやすいこと

や、ここに示していないが、大型車両のヒヤリ体験が比較的多いことから見て、高規格（高

速）道路の分合流部付近の安全支援の必要性は高いと考えられる。ここでは、合流部の本

線車両と流入車両の存在を互いに情報提供する施設や、分岐部の減速車両の存在や、前方

の渋滞の発生状況を後続車両に伝える施設の重要性が高いことが考えられる。 
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4.3 寒地型センサーとしてのミリ波レーダの特徴 3) 

道路状況を検知するセンサーは、主にマイクロ波、ミリ波、光波を利用したものに分類

される(表 4.3.1)。一番周波数が低く(300MHz～30GHz)波長が長いマイクロ波は、無線

電話などに使われる電磁波である。特徴として、夜間や霧、雪など外的要因の影響を受け

にくく、探知距離も長い利点があるが、分解能が悪く、また装置そのものが大規模になっ

てしまう短所がある。その点、30GHz から 300GHz 帯の電磁波であるミリ波は、マイクロ

波に比べて波長が短いため装置の小型化・軽量化が可能であり、高分解能・高精度なセン

シングが可能である。その上、雪や霧による減衰が光波に比べて小さい。ただ現状として

は、ミリ波の部品が高価でありコストが高くなる問題があるが、自動車メーカーが車両へ

の搭載等も進めており、今後部品の大量生産により低廉化が期待できる。一方、光波と呼

ばれる領域は、赤外線、レーザ光、可視光に分類される。可視光の帯域は、監視カメラを

利用した画像処理が可能であるが、光が必要不可欠なだけに、通常夜間は性能が劣る。ま

た、霧、雪など気象条件に左右されやすい。光波の中で、最も波長が長い赤外線は夜間に

強い上に画像処理が可能といった特徴がある。 

 

 以上より、寒地型センサーとしてのミリ波レーダの特徴をまとめると以下のようになる。 

1) ミリ波はマイクロ波に比べて波長が短いため、装置の小型・軽量化が可能であり、高

分解能・高精度なセンシングシステムの実現が可能。 

2) ミリ波はマイクロ波に比べて大気や雨による減哀が大きいが、逆に同一周波数を用い

ても混信することが少ない。 

3) ミリ波は雪や霧による減衰が光波に比べて小さい。 

 

1）および 2)の特徴から、ミリ波はマイクロ波と比べて比較的至近距離での高分解能・高

精度センサーに適している。また、3)の特徴から、降雪・霧等の視界不良下でのセンサー

に適していると言える。 
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4.4 ミリ波レーダを活用した安全走行支援システムの開発 4,5,6) 

  －インテリジェント・デリニェータ・システム－ 

 周囲が平坦な道路ならびにカーブ区間等を対象として、ミリ波レーダを活用した安全走

行支援システム(インテリジェント・デリニェータ・システム)を開発した。 

(1) インテリジェント・デリニェータ・システムの構成と概念 

このシステムは、自発光デリニェータにポール型視程計、停止車両検知用レーダを組み

込み、吹雪などの視程障害時には状況に応じた発光を自動的に行ってドライバーに注意を

促すとともに、事故や運転困難で停止した車両が出た場合にはこれを自動的に検知して後

続車に警報を発するものである(図 4.4.1)。中央分離帯に設置された一群の自発光デリニ

ェータのうち、一部にポール型視程計や停止車両検知装置が組み込まれており、吹雪によ

る視程障害時に前方で生じた事故などを検知して、発光の形態を変えることで後続車に前

方の危険を警告する仕組みになっている。 

(2) ポール型視程計の開発 

ポール型視程計は、インテリジェント・デリニェータ・システムのために特別に開発を

行った小型の視程計である。中央分離帯や路側に設置する自発光デリニェータと組み合わ

せて使用するため、径の小さな垂直ポールの中に納めた構造となっている。  

 図 4.4.2 は、ポール型視程計のブロック図である。高速変調された光ビームを空間に投

射し、飛来する雪粒子によって前方又は前側方に散乱されたビームが受光器に補足され、

その強度が測定される。受光信号は、更に増幅回路・信号弁別回路・出力判別回路にて処

理された後、視程信号を発生する。  

 なお、3 年間にわたる冬期のフィールド実測データ及び発煙試験棟内の比較試験の結果、

このポール型視程計は実用上十分な測定精度が得られていることを確認している。 

(3) 停止車両検知用レーダの開発 

停止車両検知用レーダ(CHSR；Car Halt Surveillance Radar)は、ミリ波(59.5GHz，
70mW)を用いた FM-CW レーダの一種である。路上水平面内でペンシルビームを回転し、

対象物体までの距離と角度を計測する。停止車両がない時の計測データ(キャルデータ)を

参照しながら停止車両の有無を判定する。  

 図 4.4.3 に、停止車両検知用レーダのブロック図を示す。オフセットパラボラ形の反射

板が円筒筐体の中で 2～3 秒に 1回の速度で回転する。これにより、路面上約 80cm の高さ

の水平面を鋭いビームの送信電波が連続的に掃引(SWEEP)することになる。  

 道路の進行方向から直角方向まで約 4 度ごとに区切って送信波の受信を行うと、計 23

ステップの信号が得られる。この信号を A/D 変換し、FFT 処理を施して全部で 128 値の

パワースペクトラムを得る。これを横軸に周波数、縦軸に信号強度をとって棒グラフにす

るとスペクトル列が得られる。  

 図 4.4.4(a)は、評価実験時のモニタ画面である。上段が受信信号波形(ビート信号)、下

段が FFT 処理後のスペクトル列である。図 4.4.4(b)は、横軸が距離、縦軸が角度のモニ
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タ画面を表したものである。角度は 0 度から 4 度毎に計測したもので波形の波の大きさが

受信レベルを表している。なお、双曲線状に信号がとぎれているのは、計測範囲を限定し

ているためである。 

 94/95 冬期の実験に使用した機器は最大検知距離が 60m であったが、95/96 冬期の実験

では、最大検知距離を 110m まで延ばすことができた。これは、計測範囲を路上に限定す

るソフトウェアの改良を並行して行ったことにより実現したものである。 

1) 94/95 冬期におけるフィールド試験結果 1,2)  

 1995 年 2 月、冬期の道路上で停止車両の検知試験を行った。試験は、軽い降雪の中で行

ったほか、ロータリー除雪車で高さ約 20m まで雪を吹き上げて安定した低視程状況を作り

上げて行った。  

 図 4.4.5 は、94/95 冬期におけるフィールド試験結果である。試験の結果は良好で、距

離約 40m のところにある小型車が視程約 10m に低下した状態でも確実に検知することが

できた。図からは、吹雪の有無に関わらず、出力にほとんど差のないことが分かる。  

2) 95/96 冬期におけるフィールド試験結果  

 95/96 冬期においては、94/95 冬期の試作機に改良を施し、最大検知距離の延長と反応時

間の検証を目的に試験を行った。試験は、石狩吹雪実験場で 96 年 1 月 18 日と 3 月 22 日の

2 回、国道 12 号江別道路で 2 月 22 日に 1回実施した。 

 95/96 冬期の試験では、実際の道路環境を想定し、軽乗用車、小型車、RV 車、バスの 4

車種を用いた。写真 4.4.1 は、停止車両検知用レーダと試験状況を撮影したものである。

また、図 4.4.6 は、幅員 10m、延長 120m の走行路の 0m 地点に停止車両検知器を設置し、

20m 間隔で検知試験を行った配置図を表したものである。  

（1996 年 1 月 18 日の試験結果） 

 1996 年 1 月 18 日は、北西の風、風速 5～8m/s、気温－11℃で視程 20～100m の吹雪状況

であった。試験は、4 車種について車両を 20m ごとに停止し、検知の確認及び反応時間の

測定を同時に行なった。測定結果は、各車種・各間隔とも全て検知をしたが、反応時間は

15sec～30sec かかり安定した結果が得られなかった。当日使用した範囲設定プログラム及

び自動計測プログラムはまだ改良段階にあったので、94/95 冬期に使用した手動プログラ

ムに置き換えて試験を行った。  

（1996 年 3 月 22 日の試験結果）  

 1996 年 3 月 22 日は、北西の風、風速 5～6m/s、気温－2℃で視程 100～200m の降雪状況

であった。試験は、前回同様 4 車種で同じ走行路の条件で、改良された範囲設定プログラ

ム及び自動計測プログラムで実施された。測定結果は、検知最大距離が 110m まで確実に計

測された。また、1月 18 日には問題とされた反応時間についても、全地点で 6秒（現段階

では回転速度は 2.0 秒/1 回転なので 3回転）で検知の安定した結果となった。検知動作の

検証は、計測データをパソコンのハードディスクに取り込み、また目視でも確認できるよ

うに赤色ランプの点灯を併用して行った。試験結果を表 4.4.1 に示す。 
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(4) まとめ 

自発光デリニェータにポール型視程計、停止車両検知用レーダを組み込み、吹雪などの

視程障害時には状況に応じた発光を自動的に行ってドライバーに注意を促すとともに、事

故や運転困難で停止した車両が出た場合にはこれを自動的に検知して後続車に警報を発す

るインテリジェント・デリニェータ・システムを開発した。システムの開発は 1993 年に開

始し、93/94 冬期にはポール型視程計のフィールド試験を、また 94/95 と 95/96 の冬期に

は、ミリ波を用いた停止車両検知用レーダのフィールド試験を行った。  

 試験の結果、ポール型視程計は十分な視程測定精度と高い動作安定性を有することが明

らかになった。また停止車両検知用レーダについては、95/96 冬期の試験では、軽乗用車、

小型車、RV 車、バスの 4車種とも、視程約 20m の激しい吹雪の中でも約 100m 離れた地

点から検知することができた。これらの試験の結果から、停止車両検知用レーダとトータ

ルとしてのこのシステムは、今後の実用化に向けて開発が十分可能であることを確認した。

また、ミリ波は降雪に影響されることがなく、冬期交通のための ITS の基礎技術として欠

くことのできないものであることを確信した次第である。 

 なお、本システムについては、特許(第 3046995 号 道路の安全走行支援システム)を取得

している。 
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4.5 冬期道路の安全走行支援システムのフィールド実験 7,8) 

また、交差点やトンネル等の構造物付近を対象に、車載用のミリ波レーダ(写真 4.5.1)

を活用した安全走行支援システムを開発し、検証実験を行った。トンネル等の構造物付近

は、高齢者のヒヤリ体験が多い箇所である。高齢者は、明るさが急変するトンネルの出入

口付近で目の明・暗順応に時間を要し、障害物の発見が遅れる可能性がある。このため、

ミリ波レーダによりトンネル出入口付近の低速車や停止車両を検知し、情報板等によって

後続車に知らせるシステムが有効と考えられる。また、このようなシステムは、トンネル

だけでなく見通しの悪い交差点等にも適用可能である。 

(1) 実験内容 

 本システムの検証実験は、札幌市近郊の一般国道 337 号当別町の交差点付近にて、平成

11 年 3 月 24 日に行なった。レーダには 60.5GHz 帯の送信出力 3mW の FM-CW 式の車載

用のものを使用し、交差点から 150m 離れた歩道上のポールの高さ 4.1m の部分に設置し

た。検知では、レーダの送信波と受信波を合成して得られるビート信号周波数から、通過

中の車両の距離と速度を求め、交差点に向かう車両の速度が約 15km/h 以下の場合を「低

速車有り」、交差点手前に 1 台の停止車両を検知した場合を「停止車両有り」、複数の停止

車両を検知した場合を「渋滞」と定義した。レーダによる検知情報は、交差点の 200m 手

前に設置した道路情報板に表示することとした(写真 4.5.2)。なお、表示板設置位置は、

現地の制限速度(60km/h)と、滑りやすい雪氷路面の摩擦係数(0.1)から計算した制動停止

距離(184m)に基づいて設定した。また、システムを実際に運用した場合、道路管理者はシ

ステム稼働状態や現地状況について遠隔管理することが必要となるため、ミリ波レーダ、

情報板、道路監視カメラを LAN 接続し、デジタル通信回線により川崎市にある共同研究

者の工場と接続し、遠隔制御及びカメラ映像の確認を行なった。  

(2) 実験結果  

 道路上の停止車両や低速車両の検知について、ミリ波レーダによる検知情報と、付近に

設置した道路監視カメラのビデオ映像を比較照合し、15km/h 以上の通過車両を検知した場

合を誤検知、低速車や停止車両を検知できない場合を未検知として評価を行なった。結果

の概略について表 4.5.1 に示す。また、検知情報が正しく情報板に表示さたか否かについ

ても、情報板を撮影したビデオ映像との照合により評価したところ、検知情報は全て正し

く表示されており、誤りは見られなかったため、結果一覧表からは省略した。  

 通過車両台数 900 台の内、検知対象となる車両は 426 台、検知台数は 425 台となってい

た。この内、通過車両に対する誤検知が大型車両で 1 件、普通車で 2 件、渋滞時の未検知

が普通車で 4件あり、通過車両台数に対して正しく検知した割合は 99.2％と、ほぼ良好な

結果が得られた。  

 誤検知について、ビデオ映像と検知データから原因を調べたところ、複数の車両が特定

の速度で近接走行した場合に発生していたことが分かった。ミリ波レーダによる車両検知

では、ビート信号を FFT 処理し、送信周波数の上昇区間のスペクトラムと、下降区間のス
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ペクトラムを各々求め、それぞれのピーク周波数を一対として、和分から距離を、差分か

ら速度を求めている。誤検知はピーク周波数の片方に、異なる車両によるピーク周波数を

採用していたことが原因とわかった。また、未検知については、手前側の大型車両に先行

車が隠された場合と、道路の縦断的な窪みによって車両からの反射が低下した場合に生じ

ていた。これらに関し、アルゴリズムに改良を加えた結果、誤検知は解消し、未検知につ

いても機能上支障が無い程度まで、改善効果が得られた。 
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4.6 冬期道路の安全走行支援システムの価値・評価 9,10) 

 冬期道路の降雪・吹雪等による視程障害は、事故そのものによる損失に加えて、ドライ

バーに対して大きな不安感と緊張感等の心理的負担を与える。平成 13 年度に北海道開発局

が行った北海道内の道路に関する満足度調査によれば、冬期における長距離移動について

約 65％の道路利用者が不満を感じており、その不満理由の７割が「吹雪や地吹雪により危

険を感じるから」とされていた(図 4.6.1)。これらの解消や緩和は利用者意識の視点から

大きな効果をもつことが予想される。 

 冬期道路の安全走行支援システムによる走行快適性や安心感の向上等の非市場的価値を

評価するため、仮想的市場評価法(CVM 法：Contingent -Valuation Method)11)による調査

を行った。なおここでは、冬期道路の安全走行支援システムを、1)吹雪に巻き込まれない

ために、事前に経路上の気象・道路状況をきめ細かくドライバーへ提供する広域情報提供

サービスと、2)吹雪の中でも自発光式視線誘導標による視線誘導と前方の危険事象を自発

光式視線誘導標の発光点滅の注意喚起によりリアルタイムに後続車両へ伝える路側情報提

供サービスの２つのサービスからなるものとした(図 4.6.2)。 

(1) 調査の内容 

 前述した吹雪に対する２つのサービスを利用する際の走行快適性や安心感の向上の非市

場的価値を CVM 法により算出した。本調査の内容を表 4.6.1 に示す。 

(サンプル抽出・配布・回収) 

 調査は、サンプル数を確実に確保するため、並びに想定するシステム、サービス内容の

伝達ミスが生じないようにするため、直接面接方式により実施した。 

 サンプルの抽出は、ある程度の頻度で吹雪等の視程障害が発生する路線・区間を比較的

頻繁に走行すると考えられる道路利用者が居住する地域(札幌北区北部、東区東部、江別市

全域、岩見沢市（幌向・上幌向）、石狩市、当別町)から、無作為に抽出する作業を行い、

約 500 名を対象に調査協力依頼の往復はがきを郵送した。その結果、返信のあった約 100

名にアンケート調査会場に集まっていただき、調査を実施した。 

(調査票のデザイン及び支払い意思額の質問形式) 

 CVM による状況の想定、及び質問内容は表 4.6.2, 図 4.6.3 のとおりとした。質問形

式は、比較的バイアスが少ない二項選択方式のダブルバウンド方式を採用した。支払い意

思額の提示にあたっては、事前調査を行い、提示額を決定した。 

 次に、冬期道路の高度情報提供システムとして検討を進めている広域情報提供サービス

と路側情報提供サービスについて、ビデオ、スライド等(図 4.6.4)によって説明を行った。

また、この他に個人属性や吹雪に関する意識調査も合わせて実施した。 

(2) 調査の結果 

(被験者の属性) 

 被験者数は111名であり、性別及び年齢構成は図 4.6.5のとおり、男性より女性が多く、

年齢は 30 代の 29％を先頭に各年代に均一に構成されている。 
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 吹雪に関する意識調査結果では、被験者の運転頻度は、夏期、冬期ともほぼ毎日運転、

及び週に３～４日運転する被験者が８割程度で、トラック等の業務車両のドライバーでは

なく一般ドライバーのみであった。また、９割以上の被験者が吹雪等による視程障害を経

験していると回答していた(図 4.6.6)、これは過去に実施したアンケート調査と同様の結

果であった。 

(支払い意志額の推定結果) 

1) 広域情報提供サービスの支払い意思額 

 広域情報提供サービスでは、冬期における気象・道路の状況を自宅のパソコンや携帯電

話により、いつでも何度でも情報を入手できると想定し、「一冬(12～３月)につき 1,000

円の場合、あなたは会費を支払い情報サービスを受けますか」等の質問に回答していただ

いた。回答集計結果を図 4.6.7 に示す。 

 本調査では、二項選択方式によるロジットモデルによって支払い意思額の推定を行うこ

ととし、ロジットモデルはランダム効用モデルを用いた。 

 これらを推計した結果、中央値で 438 円、平均値で 581 円となった。なお、「500 円でも

高い」「お金で評価は不適当（税金でまかなうべきだ）」等の抵抗回答も 60 名と多かった。 

2) 路側情報提供サービスの支払い意思額 

 路側情報提供サービスでは、延長 1km を対象に視界不良時でも道路の線形(カーブ等)

を認識でき、前方の道路上にある停止車両などの障害物の存在を警告してもらえるサービ

スを受けることができると想定し、「このサービスの利用料金が１回につき 100 円の場合、

あなたは利用料金を支払ってこのサービスを受けますか」等の質問に回答してもらった。

回答集計結果を図 4.6.8 に示す。 

 広域情報提供サービスと同様に推計を行った結果、中央値で 88 円、平均値で 100 円とな

った。なお、「50 円でも高い」「お金で評価は不適当（税金でまかなうべきだ）」等の抵抗

回答は 45 名であった。 

(評価額の試算) 

1) 広域情報提供サービスの非市場的価値の推定結果 

 広域情報提供サービスは、パソコンや携帯電話による吹雪に関する気象、道路情報提供

を行うものであり、情報提供内容を十分考慮して、受益者を設定しなければならない。今

回は、計測対象を札幌圏の吹雪常襲地帯の世帯とした。これに特に吹雪情報を取得する必

要性があると考えられる自動車を保有している世帯を求めるため、１世帯当たりの自動車

保有率を乗じた。また、情報提供を受けることが不可能な世帯を除くため、インターネッ

ト普及率を乗じて得られた世帯数を対象に評価額を試算することとした。 

 評価額は、以下の式により算出した。 

Ｂ＝ｂ×世帯当たり自動車保有率(%)×インターネット普及世帯率(%)×対象地域全世帯  

ここで Ｂ：一冬サービスを提供した場合の便益(円／年) 

ｂ：１世帯当たりのサービスに対する貨幣換算価値(円)(581 円) 
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 例えば、石狩市、当別町を対象地域(約 29,000 世帯)とし、支払い意思額(WTP)の平均

値 581 円を用いた場合、11.7 百万円／年の評価額が算出された。 

 本情報提供において利用した実験システム費用、及び運用管理費用は３～５百万円程度

であった。実運用時には、運用管理の充実、セキュリティー対策等を十分にとる必要があ

り、コストアップが想定されるが、費用対効果の確保は十分可能と考えられる。 

2) 路側情報提供サービスの非市場的価値の推定結果 

 路側情報提供サービスは、路側に自発光式視線誘導標、情報板等により冬期道道路の安

全走行支援を行うものである。そのため、計測対象主体は、設定した路線の交通量と一冬

に発生する吹雪発生頻度 12)をもとに算出できると考えた。 

 なお、アンケート調査において、サービス対象路線１ｋｍ当たりと設定をしているもの

の対象延長を延伸することで、支払い意思額が増加するとは考えにくいため、今回、路線

延長の要素は含めないこととした。 

 評価額は、以下の式により算出した。 

 Ｂ＝ｂ×日交通量(台/24h）×冬期日数(=121 日)×吹雪発生頻度(％) 

ここで Ｂ：サービスによる便益(円) 

ｂ：１回当たりのサービスに対する貨幣換算価値(円)(100 円) 

 吹雪発生頻度 20％、交通量 10,000 台/日の路線を想定し、支払い意思額(WTP)の平均

値 100 円を用いて試算した結果、路側情報提供サービスの非市場的価値は、220 百万円/ 10

年と算出された。 

(3) まとめ 

 一般の費用便益分析では、「走行時間短縮便益」「走行費用減少便益」「交通事故減少便

益」「環境改善便益」といった市場的価値の評価を主な対象としている。しかしながら、 

ITS 技術を利用したサービスは、ドライバーに対する的確な情報提供を行うことで、安心

感の向上(不安感の軽減)等の効果を与え、また、交通行動の変更を支援して、気象環境の

厳しい地域への進入や危険事象への遭遇回避などをもたらす効果がある。 

 安全走行支援システムの正当な評価を行うためには、事故削減等の市場的価値の評価に

加えて、走行快適性の向上や安心感の向上に伴う非市場的価値を適切に評価することが重

要である。 

 今回行った CVM 調査の結果、冬期道路の安全走行支援システム(広域情報提供＋路側情

報提供の２つのサービスで構成)の支払い意思額(WTP)は、平均値でそれぞれ、581 円、

100 円となった。 

 石狩市、当別町を対象地域として、広域情報提供サービスの便益額を試算したところ、

支払い意思額(WTP)の平均値 581円を用いた場合、11.7百万円／年の評価額が得られた。

また、吹雪発生頻度 20％、交通量 10,000 台/日の路線を想定し、路側情報提供サービスの

便益額を試算したところ、支払い意思額(WTP)の平均値 100 円を用いた結果、220 百万円

/10 年の評価額が得られた。 
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 なお、今回の調査では、「500 円でも高い」「お金で評価は不適当（税金でまかなうべき

だ）」といった抵抗回答も多かった。ITS 技術を利用したサービスへの CVM 法の適用につ

いてはまだ適用事例も少ないことから、今後さらに事例を積み重ねる必要がある。 
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4.7 まとめ 

冬期道路の安全走行支援システムについては、冬期の厳しい走行環境条件と高齢化の急

激な進展を合わせて考えると、将来的には積雪寒冷地域の道路交通には必要不可欠なもの

になると思われる。 

本章では、冬期道路の安全走行支援システムを利用者の視点から整理して、支援システ

ムが必要となる場面イメージを類型化して示した。また、雪や霧に強い、まさに積雪寒冷

地向けの道路状況センサーであるミリ波レーダを、各種センサーとの対比で整理してその

特徴を明らかにした。さらに、ミリ波レーダを活用した安全走行支援システム(インテリジ

ェント・デリニェータ・システム)の開発や車載用ミリ波レーダを活用した安全走行支援シ

ステムの開発とフィールド実験の結果について報告し、これらのシステムが実際に運用可

能であることを検証した。また、冬期道路の安全走行支援システムの走行快適性や安心感

の向上等の非市場的価値を仮想的市場評価法(CVM 法)により調査し、その価値が十分高

いことを明らかにした。 

 

 最後に、冬期道路の安全走行支援システムの価値・評価に関するアンケート調査を実施

するにあたって、札幌近郊にお住まいの多くの方々にご協力をいただいた。ここに記して

感謝の意を表する次第である。 
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5.1 概説 

インターネットの急速な普及は、情報の発信・受信、或いは情報の収集・提供・共有に

かかるコストを限りなくゼロに近づけた。電子メールの同報送信、メーリングリストへの

投稿、ホームページの開設等々、今では個人でも容易に多人数を相手に情報発信すること

ができる。また、それらを活用することで、多人数が容易に同じ情報を共有し、認識をひ

とつにすることができる。また、同時に個人の情報収集処理能力が飛躍的に向上したこと

で、従来であれば大きな組織でなければ発見・分析できなかった情報が個人の手の届くと

ころとなった。人々は多くの情報の中から、自分に必要な情報を随時選んで自分の暮らし

を豊かにすることができるようになった。もはや、常に必要な情報が手に入ることは当た

り前のことになり、逆に車で移動する際に必要な道路情報などがインターネットを通じて

容易に得られないことなど不思議に感じるようにさえなった。 

道路情報を発信する道路管理者側の立場から考えても、インターネットの普及は情報を

受ける側の利用者が持つハードウェアなどの違いを意識することなく、一定の受信環境を

前提に情報の提供ができるようになったことで非常にメリットが大きい。また、画像（静

止画・動画）や音声など、マルチメディアを駆使した多様な表現が可能になり、利用者に

分かりやすい形で情報提供が行えるようになったと言える。 

本章では、1990 年代後半のインターネットの爆発的な普及をふまえ、道路情報分野への

活用について考察し、実際に北海道の代表的な国道の峠の画像情報提供に活用した事例か

ら、その効果について検証する。また、これを発展させ、北海道内の道路情報のポータル

サイト「北の道ナビ」を実験的に開設し、Web 上で行ったアンケート調査などから、イン

ターネット道路情報提供の利用者ニーズについて分析する。さらに、道の駅の情報化や道

路管理者の情報利用ニーズについても分析し、1996 年 1 月の札幌圏の大雪災害の教訓から

行った道路管理者間の情報共有実験「札幌圏ホワイトネット」について述べる。加えて、

マイカーで通勤する市民などを対象に雪関連情報を提供する「スマート札幌ゆき情報実験」

により、冬期の気象条件に応じた交通需要マネジメントの可能性について考察する。さら

に、景観情報等の観光資源としての道路沿道情報をインターネットで提供することを提案

し、北海道版シーニックバイウェイへの活用の可能性について述べる。 
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5.2 インターネットの急速な普及 

1991 年に米国で商用開放されたインターネットが、1993 年に開発された“モザイク”と

いうブラウザ・ソフトウェアの登場によって開花し、World Wide Web(WWW)を広く一般

の人が情報を収集する環境に変えた。それまで、研究者間のコミュニケーションや文献管

理のツールとして使われてきたインターネットは、さらに 1995 年の Microsoft 社のパーソ

ナル・コンピュータ OS、Windows95 の登場を経て全世界に波及し、世界中の家庭にまで

浸透して爆発的な普及を迎えるに至った。 

通信白書で、わが国のインターネット人口に言及されたのは 1998 年(平成 10 年)版が最

初である。この白書では、1997 年(平成９年)末の国内のインターネット人口を 1,155 万と

推計し、2,005 年で 4,136 万人に、また 2,010 年で 4,459 万人に増加すると予測した 1)。 

さらに、1999 年(平成 11 年)版の通信白書では、わが国のインターネット人口の急激な

増加を特集して取り上げ、1998 年(平成 10 年)末におけるわが国のインターネット人口を

約 1,694 万人と推計した。この白書では、平成 5 年(1993 年)に国内で商業利用が開始され

て以来わずか５年間で世帯普及率 10％を超えたと報じ、従来の主要な情報通信メディアと

比較して、インターネットがいかに急速に家庭に普及したかを示した 2)。 

また、2000 年(平成 12 年)版の通信白書では、1999 年(平成 11 年)末のインターネット人

口を 2,706 万人と推計し、2005 年における値を 7,670 万人と予測した 3)。そして、翌年 2001

年(平成 13 年)版の情報通信白書では、2000 年(平成 12 年)末で 4,708 万人になったと報告

し、2005 年の予測値を 8,720 万人に書き換えた 4)。さらに翌 2002 年(平成 14 年)版の情報

通信白書では 2001 年(平成 13 年)末で 5,593 万人 5)、そして 2003 年(平成 15 年)版の情報

通信白書では 2002 年(平成 14 年)末で 6,942 万人になったと報告し、人口普及率は 54.5％

とはじめて半数を超え、国民の 2 人に 1 人がインターネットを利用している状況になった

(図 5.2.1) 6)。 

このようにインターネットの普及は、絶えず予想を上回る勢いで伸び続け、1998 年当時

に半信半疑に思われた 2,010 年で 4,459 万人という数字は、2000 年(平成 12 年)末には簡

単に突破された。特に、この傾向に拍車をかけたのが、1999 年(平成 11 年)2 月に登場した

インターネット対応型携帯電話の爆発的な普及であった。 
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5.3 インターネットの道路情報分野への活用 7) 

 インターネットを活用した道路情報提供は、国内では 1996 年頃から行われ始めた。建設

省(当時)の関連では、東北地方建設局の仙台工事事務所や山形工事事務所、関東地方建設

局の長野国道工事事務所や中国地方建設局の岡山国道工事事務所などが、画像を含むリア

ルタイム道路情報提供に早くから取り組んだ。また、ユニークな取り組みとしては、北陸

地方建設局長岡国道工事事務所管内の湯沢・塩沢道路情報伝達センターが冬期間のみを１

～２時間間隔で国道１７号三国峠～塩沢町間や関越自動車道水上～塩沢石打間の最新の道

路情報を提供していたような事例もあった。 

建設省道路局では、1998 年１月に「安全で活力ある雪国を支えるみちづくり懇談会」の

提言を発表したが、今後の施策のひとつとして「安全・信頼性を支える冬期道路情報シス

テムの整備」を掲げ、具体策としてインターネット等を活用した高度な道路情報の提供を

示した 8)。またこの年の冬、長野で冬季オリンピックが開催され、インターネット等も駆

使した総合的な冬期道路情報提供が長野 ITS ショーケースとして行われ、広く注目を集め

た。 

 国外に目を向けると、米国・カナダなどではインターネット道路情報提供はかなり早く

から普及しており、渋滞情報や多地点の画像情報なども含めて非常に幅広い情報提供が生

活に身近なものとして認知されていた。代表的な道路情報提供サイトとしては、ミネソタ

州、バージニア州、 ワシントン州、アリゾナ州、テキサス州、カルフォルニア州、オンタ

リオ州などが有名であった。これらのうち米国の州の多くは、連邦道路庁(FHWA)が国全

体の ITS モデル事業として認定・補助したものであった。また、いくつかのホームページ

は民間企業との連携によって行われ、公共事業への民間資本導入(PFI)のモデルとしても

示唆に富むものであった。 
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5.4 峠画像の伝送実験 

 1996 年当時、地方部における道路情報の提供は、道路情報板や路側放送、(財)日本道路

交通情報センターと放送局を通じてカーラジオなどで行われているのが一般的であった。

しかし、道路情報板や路側放送ではその設置場所に行かなければ情報が得られない、カー

ラジオでは音声情報に限られ現地の状況を直感的にイメージしにくいなどの課題があった。

一方、積雪寒冷地の峠部の気象条件は非常に厳しく、特に初冬期・終冬期など、平地部と

は全く異なる状況になりがちである。インターネットを用いて、いろいろな場所からリア

ルタイムに画像を含めた現地の気象状況が確認できれば、経路の選択や出発時刻の調整な

ど旅行計画の再検討も可能になり、安全な装備で峠部に向かうこともできる。このような

道路情報提供の高度化により、冬道で危険な目に遭う機会が減り、間接的に冬期の事故も

減少するのではないかと期待された。  

筆者らは、寒地 ITS の技術開発の一環として、冬期に厳しい気象条件に見舞われる道内

３峠(中山・日勝・石北峠)の画像情報・道路情報をインターネットの WWW サーバで提供

システムを開発し、96/97 冬期には、地域の道の駅や市町村、バス・トラック会社などの

モニターに提供する実験を行った。また、97/98 冬期にはこの情報提供を一般道路利用者

まで拡大し、ホームページ上のアンケート調査でシステムの有用性などを検証した 9)。 

(1) 峠画像情報提供システム 

このシステムは、開発土木研究所(当時)の WWW サーバ上に専用ページを設け、一般国

道 230 号中山峠、一般国道 274 号日勝峠、一般国道 39 号石北峠の 1時間毎の静止画像を掲

載し、外部の利用者が通常のブラウザソフトでインターネットを介して常時確認できるよ

うにしたものである。静止画像は、各峠の道路監視用に設置している ITV カメラのもので、

開発土木研究所に設置したパソコンが画像伝送装置を制御して北海道開発局内の多重無線

回線を介して現地の画像伝送装置にアクセスし、画像情報を毎時自動収集して、WWW サ

ーバ上のデータの更新処理を行った。また、図 5.4.1 の各峠画像をマウスでクリックする

と、それぞれの峠の詳細情報のページに移り、文字による道路・気象情報（天候・気温・

風速・路面状態・視程・通行規制）を確認することができるようにした。気温・風速・視

程の情報は各峠の道路テレメータのデータを用い、また、天候・路面状態・通行規制に関

しては、各峠の道路管理事務所の監視員が端末に手動入力することにより更新した。これ

らのデータも、一般の電話回線を利用して当所に伝送され、画像と同様にパソコンが 1 時

間毎に自動的に WWW ページ上のデータ更新を行った。  

(2) 96/97 冬期の峠画像伝送実験 

 96/97 冬期の峠画像伝送実験の期間は、平成 8 年 11 月 1 日から平成 9 年 5 月 10 日まで

とし、情報提供は 24 時間運用で行った。この実験では、当所の通信回線容量等の関係から、

実験参加モニターの対象を、1）各地の「道の駅」、2）上記 3 峠を通行する路線バス会社、

3）上記 3峠を通行する運輸会社、4）北海道開発局以外の道路管理者（市町村）、に限定し

て募集した。  



開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 119

 また、実験参加モニターには、1）自己負担でインターネット端末（パソコン等）を用意

できる、2）その端末上でブラウザと電子メールのソフトウェアが使用でき、その操作に精

通した人がいる、3）実験期間中・終了後にアンケート調査に協力できる、4）営利などに

使用しない、ことなどを応募条件とした。一般の利用者は、各地の「道の駅」や他の道路

管理者(市町村)が設置するインターネット端末を利用することにより、静止画像を確認で

きるようにした。  

 実験参加モニターの募集は、8月 10 日の「道の日」から開始し、11 月 1 日の実験開始の

段階ではモニターの応募は 11 機関であったが、実験期間中さらに応募者が増え、翌年 5

月 10 日の実験終了段階では 14 機関が参加するまでになった。現在から考えると、これら

のモニター数は非常に少ないものであるが、インターネットに接続できる通信環境等が限

られていた平成 8 年当時には遠隔地から峠の画像等が確認できるとして話題となった。例

えばモニターとなった倶知安町では、地元のスキー場と連携してスキー場隣接ホテルに端

末を設置し、スキー帰りのドライバーに峠情報を見てもらうようにした。  

（峠画像サーバへのアクセス状況）  

 峠画像を提供している WWW サーバには、接続開始日時、接続時間など、アクセス状況

の履歴情報（ログ）が自動記録されている。これらのログからは、利用者のアクセス状況

が把握できるので、本システムの客観的な検証を行う上で貴重なデータとなる。そこで、

今回の実験期間である平成 8 年 11 月 1 日～平成 9 年 5 月 10 日のログを集計し分析を行っ

た。なお、システム保守など実験参加モニター以外のアクセスは極力ログから除外して集

計した。また、同じユーザーが 30 分以内の間に同じページに再度アクセスしても 1カウン

トとして計上した。同じユーザーが異なるページにアクセスした場合は別のカウントとし

て計上した（従ってカウントはページ単位）。  

 図 5.4.2 は、実験期間中のアクセス状況をまとめたものである。総アクセス件数は 5,094

件で１日あたりにすると平均約 27 件のアクセスということになる。実験参加モニターの数

が実験終了段階でも 14 機関ということからすると、このアクセス状況は、利用者の情報ニ

ーズの高さを表したものといえるであろう。日によって大きなばらつきがあるが、これは

峠が吹雪に見舞われるなど気象状況の影響が大きかった。なお、2 月 18～21 日のピークは

一部のモニターが回線変更のために連続的な接続試験を行ったとのことである。  

 利用時間帯別のアクセス状況を見ると、8 時～16 時台の昼間の時間帯の利用頻度が高く、

中でも 16 時台の利用頻度が高いことが分かった。これは、夕方にかけて気温が低下し、 日

中湿潤状態などにある路面でも気温の低下に伴い凍結することへの懸念などから確認した

いというニーズが現れているものと見ることができる。一方、夜間の時間帯の利用頻度は

少ないが、深夜2時から早朝5時台のような時間帯にあってもアクセス実績があることは、

この種の道路情報のニーズが 24 時間少なからずあるということを表している。  

（利用者アンケート調査の結果）  

 本実験では、提供情報の評価及びシステムが旅行計画や安全運転へ及ぼす影響の把握を
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目的として、システムの利用者に対してアンケート調査を実施した。アンケートの方法と

しては、端末の側に用紙を設置して記入いただいた上で、回収ボックスに投じていただく

形と、同じ内容でホームページ上に専用ページを用意してオンラインで回答できるように

したものの両方で行った。しかしながら、アンケートの回収結果は芳しくなく、その総数

は 58 にとどまった。回答のほとんどは「道の駅」などでの一般の道路利用者によるもので

あるが、システムが直感的でわかり易いために、かえってパッと情報を確認してすぐその

場を離れてしまう方が多く、少々時間を要するアンケートが避けられてしまったためであ

った。今後アンケート回答のインセンティブを高めるための方策が必要と思われる。  

 しかしながら、少ないながらもアンケート調査から興味深い結果が得られている。この

システムについてほぼ 4 人に 3 人が「使いやすい」あるいは「まあまあ使える」との回答

を寄せ、約 86％の利用者が「安全運転に役立つ」とし、さらに約 84％の人が「峠画像を見

てルートを変更することがあり得る」と回答している(図 5.4.3)。これらのことから、こ

のシステムに対しては非常に肯定的に受け止められ、その潜在的な有効性が検証できたも

のと考えられる。また、図－7 に示すように、システムの具体的な効果として、「吹雪など

天候の悪い峠の通過を避けることができる」を選ぶ人が最も多かった。このことは「冬期

の悪天候の峠のドライブなどをできれば避けたい」という、北海道の道路利用者の経験に

もとづく潜在的なニーズが現れた結果ではないかと考えられる。  

 さらに、このシステムを使いたい場所としては、「道の駅」や「家庭・職場」、「ガソリン

スタンドやコンビニ」、「ホテル・旅館」、「駅・空港・フェリーターミナル」の順に回答す

る人が多かった。  

（実験参加モニターの評価）  

 実験参加モニターの反応は、ほとんどが肯定的なものであった。特に、バス会社や運輸

会社のモニターからは「事前に峠の道路状況並びに気象状況がわかるので、運行管理面で

非常に役立つ」といった評価をいただいた。バスやトラックなどの輸送事業者は、安全運

行はもとより運行・輸送の定時性確保が、サービスの質と綿密に関わるので、特に今回モ

ニターになっていただいた運行管理に携わる担当者の方々などは道路情報に対する関心と

ニーズが際だって高いものと思われた。また「道の駅」など一般道路利用者に情報提供を

行う場所のモニターからも、ドライバーに好評であったとの反響をいただいた。 

(3) 97/98 冬期の峠画像伝送実験 

 96/97 冬期の実験では利用モニターを限定したのに対して、97/98 冬期の実験ではこの情

報提供を一般道路利用者まで拡大し、ホームページ上のアンケート調査でシステムの有用

性などを検証した。 

その結果、1997 年 11 月 1 日～1998 年 5 月 10 日までの総アクセス件数は 33,128 件、１

日平均約 173 件のアクセスを得た(図 5.4.4，5.4.5)。また、アンケート調査の結果、92％

の利用者が「安全運転に役立つ」とし(有効回答数 309)、約 84％の人が「峠画像を見てル

ートを変更することがあり得る」と回答した(図 5.4.6, 有効回答数 305)。またシステム
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の効果として、「事前に峠の状況が分かるので、運転の不安が軽減される」とする人が最も

多く、本システムは非常に肯定的に受け止められた。さらに将来アクセスしたい場所とし

て、一般道路の休憩施設である「道の駅」や「駅・空港・フェリーターミナル」などをあ

げる人が多かった。 

 96/97，97/98 冬期の峠画像の伝送実験の結果をふまえ、本システムは 98/99 冬期から北

海道開発局の実運用システムとして通年稼働することとなった。またインターネットを通

じて提供した画像が早朝のテレビ番組で利用されるなど、インターネット利用者以外にも

その情報が行き渡り、利便性が広く認知されるようになった。 
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5.5 北の道ナビ 

 1999 年(平成 11 年)7 月、筆者らは北海道内の主要な道路管理者である北海道開発局、北

海道、札幌市、日本道路公団北海道支社の協力を得て、北海道内の道路情報総合案内サイ

ト「北の道ナビ( http://northern-road.jp/navi/ )」を開設した(図 5.5.1)。この頃にな

ると、北海道内で道路を利用する際に役に立つ情報は、上記の道路管理者のほか(財)道路

交通情報センターや気象機関、また市町村や道の駅連絡会等数多くの関連団体が行うよう

になっていた。しかし、情報が多くの組織にまたがったり、道路を扱う部著が組織の一部

であったりしていたために、該当するページをひとつひとつ探して必要な情報を得るとい

う難しい面があった。そこで、こうした問題に対処するため同サイトを開設することとし

た。 

 「北の道ナビ」では、図 5.5.2 に示すように、各組織に散らばる情報をリンクで集約す

るとともに、出発地から目的地までの経路情報などを紹介する「距離と時間検索」といっ

た独自コンテンツも用意して、北海道内の道路情報のポータルサイト機能を持たせた。利

用者は、「北の道ナビ」を経由して各組織の情報にアクセスすることで、効率的に情報が得

られるようになった。 

 また、「北の道ナビ」では、ロードマップや広域観光ルートの情報、関連リンク集なども

掲載して、日常的に使って役立つサイトとしての機能充実を図ってきた(表 5.5.1)。その

結果、「北の道ナビ」は利用者に広く周知され、図 5.5.3に示すように1999年(平成11年)7

月の開設以来４年余りで累計アクセス数が 100 万件を超えて、2003 年(平成 15 年)4～9 月

の１日当たり平均アクセス数では 1,846 件にまでなった。 

一方、北海道内の主要都市間の距離と時間を出発地・目的地を選択して情報提供する「距

離と時間検索」は「北の道ナビ」の一機能として、2002 年(平成 14 年)1 月 26 日から提供

しているものだが、当初は、距離と時間のみ数値で提供していたものを、2002 年(平成 14

年)4 月 26 日からは経路を図示して、途中通過する道の駅や市町村の情報を表示するよう

にした。さらに、2002 年(平成 14 年)12 月 25 日からは途中通過する峠や道路景観の情報ま

で提供できるようにした。この検索機能については、2003 年(平成 15 年)夏の観光シーズ

ンには１日あたり 2,500 回以上使用され、「北の道ナビ」の中心的なコンテンツとなった。 
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5.6 インターネット道路情報の利用者ニーズと効果 

インターネット道路情報の利用者ニーズと効果について分析するため、「北の道ナビ」上

で平成 14 年度の夏期・冬期にアンケート調査を実施した。 

(1) 夏期アンケート 

夏期アンケートは、「北の道ナビ」のホームページ上で平成 14 年 9 月 9 日から 11 月 4

日まで約 2 ヶ月間実施した。アンケートは、「北の道ナビ」の情報の利用状況や有用性、実

際に車で出かける場合の移動経路決定と情報の関係等について全部で 27 の質問を設けた。 

また、上記の Web アンケートの回答者のうち、距離と時間検索の利用経験者に、追加ア

ンケートを郵送で送り回答してもらった。このアンケートでは、インターネット上で利用

している距離と時間検索の結果と実際の移動との関連等について全部で 15 の質問を設け

た。 

夏期アンケートのうち、Web アンケートの有効回答数は 589 で、男性が 80％と圧倒的に

多く、北海道内居住者が 77％であった。年代別では 30 代が 36％と最も多く、20 代から 40

代までで全体の 82％を占めていた。 

Web アンケートの結果から、以下のようなことが明らかになった。 

• 「北の道ナビ」を知ったきっかけは、「Yahoo!等の検索ページ」が最も多い。 

• 全般的に「観光・旅行・レジャー」用途で使われており、特に道外居住者でその傾向が

強い。 

• コンテンツの利用目的は、「道路情報」のほかに、「距離と時間検索」や「観光情報の入

手」が多い。特に道外居住者は「観光情報の入手」の回答割合が高い。 

• 「北の道ナビ」でよく見るもの、役にたつものは「地図情報」「距離と時間検索」「道路

情報」が多い。一方、「距離と時間検索」は充実の希望も多い(図 5.6.1）。 

• 回答者の約 80％が満足しており、97％が今後も利用したいと回答している。 

• 情報のナビゲーションは 80％以上が満足しているが、不満点の改善方法として「目的別

インデックスを作成する」という要望が多い。 

• 回答者の約 80％が距離と時間検索の利用経験があり、観光目的での利用が多い。 

• 移動経路を決定する際に重視する情報としては、「距離」「所用時間」が多いが、「道の駅

等の休憩施設」をあげる回答も多い。また道外居住者では、「道路からの景色」や「観光

地の有無」をあげる回答も多い(図 5.6.2）。 

 

郵送による距離と時間検索アンケートは、Web アンケートで距離と時間検索を利用した

ことがあると回答した 468 名に送付して行った。有効回答数は 171 で、Web アンケートと

同様に男性が 86％と多く、北海道居住者が 77％であった。年代別では 30 代が 41％と最も

多く、20 代から 40 代で全体の 86％を占めていた。 

距離と時間検索に関するアンケートからは、以下のようなことが明らかになった。 

• 移動経路を調べる手段として、道内居住者は大部分が「道路地図」を利用しているが、
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道外居住者は「パンフレットやガイドブック等に記載されている地図」を利用している

割合が高い。 

• 「距離と時間検索」の結果については、約半数が「検索結果をメモまたは印刷して実際

の移動時に利用した」と回答している。 

• 「距離と時間検索」の結果ページへの追加情報として、道外居住者は「景観情報」の利

用意向が高い。 

• 今後の利用端末機器として、「道の駅等の休憩施設に設置したキオスク端末」および「イ

ンターネットに接続可能な携帯電話」をあげる回答者が多い。 

 

また「距離と時間検索」で提供する情報の効果について、以下のような結果が得られた。 

• 「距離と時間検索」の利用により、移動計画立案の効率化に高い効果が認められるほか、

運転時の安心感向上について、特に道外居住者に高く評価されている。 

• 「距離と時間検索」の利用により、「道の駅や観光施設への立ち寄り機会が増える」とい

う回答も 50％以上得られ、情報のナビゲーション機能としての「北の道ナビ」の有効性

が裏付けられた(図 5.6.3）。 

 

(2) 冬期アンケート 

冬期アンケートは、「北の道ナビ」のホームページ上で平成 15 年 2 月 14 日から 3 月 14

日まで約 1 ヶ月間実施した。アンケートは、「北の道ナビ」の情報の利用状況や有用性、11

月下旬から新たに提供し始めた「峠情報」について、全部で 20 の質問を設けた。 

この峠情報は、北海道内 25 の峠について、その長さや標高、雪の期間、道路線形、道路

画像や峠の天気予報等の情報を一覧提供したものである。さらに、従来から提供してきた

距離と時間検索機能にこれらを組み合わせ、出発地と目的地を指定して得られる結果検索

ページに通過する峠の情報を表示できるようにした。 

 冬期アンケート(Web アンケート)の有効回答数は 207 で、男性が 81％と圧倒的に多く、

北海道内居住者が 78％であった。年代別では 30 代が 34％と最も多く、20 代から 40 代ま

でで全体の 87％を占めていた。 

冬期の Web アンケートの結果から、以下のようなことが明らかになった。 

• 回答者の半数以上が 10 年以上の運転経験を有し、88％が北海道の冬道の運転経験を有し

ている。また、ほぼ毎日運転が 60％以上で、峠道の運転は月１回程度が最も多い。 

• 冬期間の「北の道ナビ」の利用用途は、「観光・旅行・レジャー」が最も多いが、夏期ア

ンケートに比較すると仕事(業務)の割合が増加していた。特に「峠情報」でその傾向が

強い。 

• コンテンツの利用目的は、「道路情報」や「距離と時間検索」のほか、新たに提供した「峠

情報」が多い。一方、「観光情報の入手」は大幅に減少している。 

 



開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 130 

また、冬期アンケートにより情報提供の効果について以下のような結果が得られた。 

• 「北の道ナビ」が冬期道路利用時の安全性や安心感の向上させるのに役立つかどうかに

ついては、全体の 90％が「役立つ」と回答し、なかでも「道路情報」や「峠情報」の寄

与度が高い(図 5.6.4）。また、全ての回答者が今後も利用したいと回答している。 

• 「峠情報」については、「峠の道路画像」や「峠の天気予報」などのリアルタイム情報の

ほか、「峠の雪(霜)の期間」も安全性や安心感の向上に役立つとする回答が多い(図 

5.6.5）。 

 

また CS(顧客満足度)分析の手法を用い、「峠情報」の詳細コンテンツが冬期道路利用時

の安全性や安心感を向上させるためにどの程度役立つか(有用性)を質問し、峠情報全体の

評価との関連度合いから各コンテンツの改善優先度を算出した。 

この結果、北の道ナビ「峠情報」で提供される各種情報の改善優先度は「峠の地形情報

（標高や勾配など）」が最も高く、次に「峠の天気」が続いていることが分かった(図 5.6.6）。

一方、「峠の道路画像」などは比較的満足度が高いと言える。 

これらの分析をふまえ、今後は峠の長さや標高などの地形情報がより直感的に把握でき

るよう縦断図を表中に加えるなど改善を行うこととした。また、道路画像についてもリン

ク先が画像であることがより分かりやすい形にするなどしてユーザビリティの向上を図っ

た(図 5.6.6）。 

 

「北の道ナビ」について、夏期・冬期アンケート調査を実施し、1)夏期には道外居住者

を中心に観光目的の利用が多く、2)冬期には仕事(業務)目的の利用が増えること、3)移動

経路を決定する際に距離や時間のほかに道の駅等の休憩施設の有無も重視されること、4)

経路上の情報提供の充実が求められていることなどを明らかにした。また、5)夏期・冬期

を通じて情報提供が安全性や安心感の向上に役立つとされ、6)非常に高い利用満足度を得

ていることを明らかにした。さらに、7)経路上の道の駅等の休憩施設の情報提供が立ち寄

り機会増加にもつながるとの結果を得た。 

以上より、「北の道ナビ」が夏期には旅行計画の策定支援で適切な休憩時間確保等を促し、

また冬期には適切な経路選択や出発時間の調整などを促して、安全性の向上や安心感の増

大に寄与していることを検証できた。 
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5.7 災害時の道路情報ニーズ 

「北の道ナビ」の運営期間中、平成 12 年 3 月 31 日には有珠山が噴火をして１日で 800

件を超えるアクセスがあった。また平成 15 年 8 月 10 日には台風 10 号が北海道を襲い、１

日で 6,994 件のアクセスが集中した。さらに同年 9 月 26 日には十勝沖地震が発生し、１日

で 4,204 件のアクセスが集中した。 

以下は、各災害後に行ったアンケート調査から、災害時の道路情報ニーズについて分析

したものである。 

(1) 有珠山噴火等の災害をふまえた道路情報に関するアンケート 

このアンケートは、北の道ナビ上において平成 12 年 10 月 16 日～11 月 20 日までの 36

日間に行ったもので、21 の設問からなり有珠山噴火災害における道路情報の利用実態と利

用満足度、今後の道路情報提供への要望等について質問した。 

 アンケートの有効回答数は164で、回答者の属性は男性が84％と女性より圧倒的に多く、

また年代別では 20 代および 30 代で全体の約 6 割を占めていた。なお、回答者の 85％が道

内在住者であり、その 63％が札幌市在住者であった。 

 図 5.7.1 は、今回の有珠山噴火災害に伴う道路通行止め区間や地域の認知度とそれらに

関する情報の活用度について調査した結果である。男女とも通行止め区間や地域を認知し

ている人が多くなっているが、移動にそれらの情報を活用した人は男性が約半数であった

のに対し、女性は 30％程度にとどまっていた。また年代別に調べた結果では各年代に大き

な違いは見られなかった。 

図 5.7.2 は、情報の入手手段について調査した結果である。男女とも TV・ラジオとい

った回答が多かったが、特に男性の場合はインターネットの利用が女性に比べ多かった。

自宅はもちろん職場でのインターネット利用環境が影響しているものと思われた。 

 このほか、アンケート調査の結果から、以下のようなことが明らかになった。 

• 有珠山噴火災害では各種メディアによる情報提供は全般的に満足という回答が多かった

一方で、情報内容に対する不満点も指摘された。 

• TV・ラジオ等と同様に、インターネット・携帯電話でのリアルタイム性に対する不満点

は少なく、これらメディアの速報性が評価されていた。 

• インターネット・携帯電話では迂回路情報の中でも最短経路というナビゲーション的な

情報にニーズが多かった。 

• インターネットを利用した災害時の情報提供については、全般的に高い評価が得られた

一方で、更に深い情報提供が望まれていることが分かった。 

• 特に災害に対応した道路情報サービスとして、リアルタイム性の高い情報への要望が高

く、またこれらの情報伝達形態としては携帯電話をはじめとする移動中での情報提供へ

の要望が高いことが確認された。 

 

(2) 平成 15 十勝沖地震時の「北の道ナビ」のアクセス状況 
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 平成15年 9月 26日午前4時50分に発生した十勝沖地震は北海道の日高や十勝地方に甚

大な被害をもたらした。ここでは、地震発生前後の「北の道ナビ」のアクセス分析を通じ

て、災害時の道路情報提供におけるインターネットの活用について述べる。 

 今回の十勝沖地震発生直前１週間の１日当たり平均アクセス数は 1,400 件であったが、

地震当日には 4,204 件のアクセスを記録し、翌日以降は減少してその後 1 週間の 1 日当た

りの平均アクセス数は 1,614 件と地震発生前の１週間と比較して約 15％増程度であった。 

 今回の地震で、「北の道ナビ」のアクセス数が増加した理由として、北海道開発局および

北海道が地震発生当日の午前中に地震関連情報をインターネットに掲載し、「北の道ナビ」

でも、そうした情報へのリンクをトップページに迅速に掲載できたことが挙げられる(図 

5.7.3)。また、平成 15 年６月に国土交通省が同省の防災関連情報をワンストップでアクセ

スできるよう「防災情報提供センター」のページを開設していたが、「北の道ナビ」では地

震発生前からこのページへのリンクをトップページに掲載して利用者の便に供することが

できたことも一因と思われる。 

 表 5.7.1，表 5.7.2 は、「北の道ナビ」における地震関連情報のリンク掲載とそのクリ

ック状況を示したものである。これを見ると、地震発生当日のトップページのアクセス数

全体に対する各情報のクリックの比率は、(a)通行規制の確認が 30％と最も高く、次いで

(b)、(c)、(d)の順となっていた。ただし(c)と(d)は当日の昼過ぎに掲載したことを考慮す

る必要がある。 (a)通行規制確認のクリックの比率は地震発生当日に比較して 28 日には半

分程度まで減少したが、(c) (d)の北海道開発局や北海道の地震関連情報へのリンクについ

ては、翌日には逆に増加し 28 日以降も引き続き安定してクリックされる傾向が見られた。 

 また、地震発生当日のアクセス状況の詳細（15 分毎の値）を図 5.7.4 に示す。この図を

みると、9 月 26 日の地震発生後、すぐに 15 分間値で 20 アクセス程度を記録していた。通

常時のアクセス状況を地震発生前日の 9 月 25 日の例からみると、同じ時間帯では 15 分間

値で数アクセス程度であるため、地震発生直後から「北の道ナビ」を経由して情報を確認

しようとした人がいたことがうかがえる。 

 さらに、地震に対応する情報の掲載を開始した 5時 50 分以降はアクセス数の伸びが著し

く、特に 8時から 10 時にかけては 15 分間値で 80 アクセス以上を記録した。北海道開発局

や北海道は、地震被害の第一報を午前中には発表し、ホームページにも掲載を開始した。

また、「北の道ナビ」でも 12 時 45 分頃にはトップページに北海道開発局や北海道の地震関

連情報へのリンクを掲載したので、昼のテレビニュースなどで地震被害の概要を知った利

用者が、さらに詳細な被害状況や通行規制の確認をしようとホームページを閲覧したもの

と思われる。「北の道ナビ」は、通常時から道内の道路関連機関のリンクを数多く掲載して

いたことから、利用者が道路関連情報のポータルサイトとして「北の道ナビ」を利用し、

その結果としてアクセス数が急増したものと考えられる。 

 「北の道ナビ」の地震発生前後のアクセス数の推移から、このサイトが災害時にもポー

タルサイトとしての機能を発揮して、北海道開発局や北海道が提供した地震関連情報に適
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切に誘導していたことが明らかになった。今回の地震では、北海道開発局や北海道の被災

状況の把握や情報提供は迅速に行われたので、情報提供面における混乱は最小限に抑えら

れた。しかし多くの利用者は、早い段階からホームページで道路の被害や通行規制の状況

を確認しようとしており、災害時の道路情報の利用者ニーズの一端が伺えた。 

 インターネットによる道路情報提供は、画像や地図など、利用者に分かりやすい形で情

報を提供することが可能であり、災害時にも適切に利用すれば、現地の事務所等における

問い合わせ電話の対応業務軽減等にもつながり、災害対応業務の効率化に一定の効果を発

揮するものと考えられる。こうしたこともふまえると、災害時の道路情報提供におけるイ

ンターネットの活用について道路管理者の積極的な取り組みが期待される。 

 

(3) 平成 15 十勝沖地震後に行った「北の道ナビ」ユーザーアンケート 

（第３回，平成 15 年度秋期） 

このアンケートは、北の道ナビ上において平成 15 年 10 月 8 日～11 月 10 日までの 34 日

間に行ったもので、25 の設問からなり平成 15 年十勝沖地震での道路情報提供などについ

て質問した。有効回答数は 310 で、回答者の属性は、男性が 85％、女性が 15％で、年齢は

85％が 20 代～40 代（最多は 30 代で 38％）であった。 また回答者の居住地は北海道内が

78％で、北海道外が 22％であった。  

 図 5.7.5 は、H15 十勝沖地震後に初めて車で移動した時間と目的を尋ねた結果であるが、

「9 月 26 日の地震発生後から 7時までの間」という回答が 19％，「9 月 26 日の 7 時から 24

時までの間」という回答が 33％と，地震発生当日に車で移動した人が回答者の 50％を超え

ていた。またその目的は、「通勤・通学」「業務」「私用」と回答した人が合わせて 76％と

多く、「避難」「安否確認・災害状況確認」と回答した人は合わせて 8.5％と少なかった。 

図 5.7.6 は、地震後初めて車で移動したときに、道路の通行止め地域や具体的な区間、

迂回路などを知っていたか尋ねた結果である。「被害が発生した地域を知っていた」と回答

した人が 69％，「通行止め区間を知っていた」と回答した人が 39％であったが，「迂回路を

知っていた」と回答した人は７％にとどまっていた。また，「知らなかった」と回答した人

も 25％いた。 

図 5.7.7 は、地震後に通行止め等の道路情報を得たメディア、役立ったメディアを尋ね

た結果であるが、情報を得たメディアとしては「テレビ」「新聞」「ラジオ」「インターネッ

トホームページ」の回答が多かった。一方役立ったメディアとしては、「テレビ」「ラジオ」

「インターネットホームページ」が「非常に役立った」＋「役立った」の合計で 80％を超

え、「インターネットに接続できる携帯電話」がこれらにこれに続く結果となった。 

 

 このほか、アンケート調査の結果から、以下のようなことが明らかになった。 

• H15 十勝沖地震における北の道ナビの災害情報の提供に対する満足度は、「非常に満足」

と「やや満足」を合わせて約 66％と高かった。 
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• 災害に対応した道路情報提供サービスとして必要な情報項目は、「通行止めや通行規制」

の回答が最も多く，次いで「災害や気象」「迂回路」「復旧見込みや開通予定」の順で回

答が多かった。 

• 今後、災害に対応した道路情報提供サービスの入手手段として便利だと思うものについ

ては、自宅や職場のパソコンをあげる回答が最も多く、次いでインターネットに接続で

きる携帯電話であった。また、道の駅に設置した情報端末やコンビニ・GS に設置した情

報端末、通信機能付きのカーナビなどにも期待が寄せられた(図 5.7.8)。 
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5.8 道の駅における道路情報ニーズ 

 (1) 道の駅利用者の道路情報ニーズ 

「道の駅」は①道路利用者のための休憩機能、②道路利用者や地域住民ための情報発信

機能、③活力ある地域づくりを行なうための地域の連携機能、の３つの機能を果たす施設

として平成５年に登録が始まり、現在全国で 743 箇所(平成 15 年 8 月現在)が登録されてい

る。北海道においても、83 箇所が登録され((図 5.8.1，平成 15 年 8 月現在)、沿道地域の

文化、歴史、名所、特産物などの地域情報や各種道路情報の提供を行っている。また、北

海道内の道の駅では、観光客の集中する春から秋にかけて全道規模のスタンプラリーを実

施しており、多くの参加者を得て人気となっている(図 5.8.2)。 

「道の駅」のあり方を考える研究会の検討報告 12)によれば、道の駅の情報発信機能につ

いては、パンフレット、マップ、案内板が７割以上の駅で設置され、案内人を配置する駅

も４割以上となっている。観光情報や道路交通情報は８割以上の駅で提供され、災害情報

や医療情報などを提供している駅もある。ただし情報発信については、制度創設以降、携

帯電話やインターネット、カーナビの普及など、社会全体の状況が大きく変化してきてお

り、今後「道の駅」で提供すべき情報には検討の余地があるとされている。また、「地域の

連携機能」についても、８割以上の駅で設置されている物産販売施設が地域の活性化に大

きな効果をもたらしているものの、まだまだ「道の駅」を活用した多様な可能性が十分に

生かせていないとされている。 

「道の駅」における道路情報提供は、積雪寒冷地である北海道の道路の安全性や効率性、

快適性の向上に大きく寄与するものと考えられ、とりわけ移動中の道路利用者が詳細な道

路情報を入手する場所として道の駅に大きな役割が期待されている。また、道の駅は地域

活性化にも大きな役割が期待されている。しかし、北海道では夏期・冬期で入り込み数に

大きな差があり、冬期の入り込み数の安定が一つの課題となっている。 

 以上のような課題を解決するためにも、道の駅利用者の情報ニーズを適切に把握し、情

報拠点としての道の駅の役割を再検討する必要がある。そこで平成 13 年 2 月に道の駅の情

報化について道の駅利用者と道の駅管理者に対してアンケート調査を実施した。 

 

(2) 道の駅利用者に対するアンケート 

 道の駅利用者に対するアンケートは、1)日頃の道の駅の利用実態、2)移動する際の「旅

行情報」「道路情報」の入手手段の現状と今後に望むこと等、3)積雪寒冷地における夏期・

冬期での道路情報提供ニーズの違い等、4)インターネットの利用による道路情報ニーズ等 

について、13 の設問からなるアンケートを作成し、現地の道の駅で調査員が対面により聞

き取りを行った。 

回答者の属性は、男性が70％弱と多く、年代別では20代～40代で全体の80％弱を占め、

10 代及び 60 代以上のサンプルは約 7％と少なかった。回答者の居住地では、北海道内が

78％で、北海道外が 16％であった。 
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（アンケート調査の実施概要） 

調査年月日   調査箇所    回答数 

平成 13 年 2 月 2 日(金)  道の駅「望羊中山」  105 

平成 13 年 2 月 3 日(土)  道の駅「ニセコビュープラザ」 23 

平成 13 年 2 月 9 日(金)  道の駅「ニセコビュープラザ」 51 

道の駅「ﾌｫｰﾚｽﾄ 276 大滝」  41 

平成 13 年 2 月 10 日(土)  道の駅「ニセコビュープラザ」 67 

道の駅「ﾌｫｰﾚｽﾄ 276 大滝」  71 

合 計    358 

 

 このアンケート調査から、以下のことが明らかになった。 

• 移動の目的については、観光・レクリエーションが約 70％と最も多く、次いで仕事が 22％

であった。 

• 道の駅の利用頻度については、「ほとんど毎日」「週 2 から 3 回」「月 2 から 3 回」をあわ

せると 50％を超えていた。道の駅が道路利用者に確実に定着していることが伺えた。 

• 道の駅の利用目的については、トイレの利用が圧倒的に多く、次いで売店、自動販売機、

休憩施設の利用の順で多く、道の駅の休憩機能は利用者に十分浸透していた。一方、道

路情報や観光情報の入手という回答数は少なく、現状では情報を入手する拠点としては

十分利用されていないことが分かった(図 5.8.3)。 

• 道の駅の滞在時間については、30 分以内が全体で 90％を越え、現状では道の駅は小休止

的な利用がほとんどである。情報拠点としての整備を考える場合は、このような短い滞

在時間を考慮すべきである。 

• 旅行(移動)前の道路・旅行情報の入手手段について質問した結果、旅行情報については

新聞・ガイド誌、道路情報についてはテレビ・ラジオ等の、一般的な従来型メディアの

利用割合が高く、インターネットの利用割合は低かった。また、特に両方とも調べてい

ないという回答も多かった。 

• 一方、今後望む情報入手手段を質問した結果、両情報ともインターネットという回答が

多かった。今後の情報入手手段としてインターネットが伸びる余地のあることが伺えた。   

• 道の駅の改善要望については、道路情報の充実、観光情報の充実が 33％、27％と多く、

道の駅での情報提供充実に対するニーズの高さが示された(図 5.8.4)。 

• 情報入手手段とあわせて、旅行計画の立て方について質問した結果、旅行(移動)計画を

変更しないという回答が多いものの、現地で情報を入手するという回答も 50％を超えて

いた。特に、この傾向は「ニセコビュープラザ」で顕著であった。このことから、現地

での情報提供ニーズの強いことが伺えた。 

• 次に、道の駅で観光情報等の現地詳細情報が入手できた場合の旅行(移動)行動の変更可
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能性について質問した。その結果、全体の約 77％が立ち寄る可能性があると回答した。

これは、道の駅における観光情報、地域情報の提供が地域の観光振興や交流拡大に大き

く寄与する可能性を示したものと言える。 

• 旅行(移動)中に必要となる情報としては、夏期には交通・通行規制や渋滞情報等の交通

情報が、冬期には道路の路面・気象情報といった道路情報へのニーズが高くなっていた。

また季節を問わず沿道情報や目的地までの所要時間などのニーズも高かった。 

 

(3) 道の駅管理者に対するアンケート 

 道の駅管理者に対するアンケートは、1)道の駅における情報提供方法の現状及びコスト、

利用者の反応等、2)道の駅で提供すべき情報内容と将来的に取り入れたい情報提供媒体お

よび情報交換・共有の現状と今後について等、3)市町村関係者に対して、市町村の情報化

の現状について等について、29 の設問からなるアンケートを作成し、全道 70 箇所の道の

駅(平成 13 年２月当時)に調査票を郵送して行った。なお、調査の実施にあたっては、北海

道地区「道の駅」連絡会の情報化ワーキンググループの協力を得た。 

アンケートの回答は、北海道内の全ての道の駅(70 駅)から得られ、管理者側も道の駅の

情報化のあり方に多大な関心を寄せていることが分かった。なお、道の駅の管理主体であ

るが、地元自治体が 35 駅、次いで公社・株式会社が 23 駅となっており、この他 12 駅が市

町村の観光協会など関連団体等による運営であった。また道の駅の従業員数は 5 名以下が

32 駅、6～10 名が 14 駅、11～20 名が 11 駅、21 名以上が 6駅、未記入 7駅となっていた。 

 

このアンケートからは、以下のことが明らかになった。 

（道の駅利用者への情報提供） 

• 現在道の駅で行われている情報提供媒体では、パンフレット、案内人といった手段が多

い一方、パソコンやキオスク端末は合わせても 16％でインターネットに接続された端末

については 9％と少なかった。 

• 道の駅の情報化に期待する効果としては、地元産業・観光の振興、道の駅への来訪者増

加、来訪者へのホスピタリティ向上などの回答が多く(図 5.8.5)、道の駅の情報化を地

域振興につなげて考える傾向が見られた。一方道の駅へのインターネット端末の設置に

ついては、設置する予定はないと回答した割合が 61％と多く、今後の期待と現状の間に

はギャップが生じていた。 

• 道の駅で提供すべき情報のコンテンツと提供方法については、道路情報では通行規制情

報、路面や気象の情報、目的地までの経路・所要時間情報が、地域情報では観光・宿泊

施設情報、特産品や飲食・買い物情報、自然・景観情報、イベント情報など観光関連情

報が重要であるという結果が得られた。 

• 今後取り入れたい情報提供方法では、案内人・パンフレットという回答も多い一方で、

インターネット端末の導入への期待も 29％と多かった。 
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（道の駅間での情報交換・共有） 

 次に、有珠山噴火災害のような広域的な災害発生も想定し、道の駅間での情報交換・共

有について調査した。 

• 現状では、道の駅間の情報交換の多くは郵便、電話、FAX で行われているが、情報交換

をしていないという道の駅も 27 駅ほど存在した。ただし、将来の情報交換手段について

はインターネットが 52 件となっており、インターネットへの期待の大きさが表れていた。

また、道の駅間の情報共有に期待する内容として、最も回答が多かったのは観光情報の

共有 64 件、道路情報の共有 52 件、災害・防災情報の共有 21 件と続いた。これら情報の

交換・共有の体制を強化すべき関係者としては、他の道の駅管理者、道路管理者、観光

協会や観光事業者、気象機関の順に回答が多かった。 

 

（市町村における情報化について） 

 各地の道の駅は、市町村が設置しているものであり、道の駅の情報化を論じるにあたり、

市町村の情報化の現状や今後の予定が背景として欠かせないため、これらの現状と情報化

推進の期待について調査した。調査の結果、以下のことが明らかになった。 

• 行政情報システム、緊急通報システム、防災情報提供システム、観光・地域情報提供シ

ステムについては、整備済みまたは整備・計画中という回答が多かった。 

• 道の駅のある 70 市町村のうち 59 市町村が既にホームページを開設しており、64 市町村

が職員の全員または一部がインターネットを利用できる環境を整えていた。また市町村

としても情報化による地域情報の発信や地元産業・観光の振興への期待が大きい。また

近隣市町村との情報共有についても、観光情報の共有をあげる声が最も多かった。 

 

（まとめ） 

アンケート調査から、現状では道の駅は利用者の認知度も高く、休憩施設としての役割

を十分に果たしている反面、情報を入手する拠点としてはまだ十分活用されていないこと

が浮き彫りになった。しかし今後に向けては、道の駅でインターネット情報を入手できる

ことが望まれていた。道の駅で詳細な現地観光情報が入手できた場合、4 分の 3 を超える

人が旅行(移動)行動を変更する可能性があると回答し、道の駅における情報提供が地域の

観光振興や交流拡大に大きく寄与する可能性が示された。 

道路利用者や道の駅利用者が望んでいる道路情報や観光・地域情報の提供については、

道の駅管理者としてもニーズの高いことを認知しており、今後これらの情報提供にあたっ

ては、インターネットを活用したシステムに期待の大きいことが分かった。道の駅へのイ

ンターネット端末の設置は、コスト・管理負担等の問題もあり、導入事例が少なかったが、

市町村では観光・地域情報システム等の整備も比較的進んでいることから、既存システム

を活用・連携することで、コスト負担を抑えることも可能と思われた。また、道の駅の情

報化にあたっては、広域観光ルート形成や地域振興の視点から、道路事業として取り組む
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ことも重要である。道の駅の広域拠点性を上手に活用して、情報提供の面でも拠点機能を

発揮する情報システム整備を進めるべきと言える。さらに、広域観光案内や大規模災害時

の情報提供を想定して、道の駅間で情報を交換・共有する体制を早急に整備すべきである。

“メーリングリストや北海道地区「道の駅「連絡会」のホームページを活用”といった比

較的容易に実施可能なものから着手することが望まれる。 
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5.9 道路管理者の情報利用ニーズ 

 これまでインターネットを活用した道路情報の利用者として、一般のドライバーや道の

駅利用者、道の駅管理者などを想定してきたが、道路管理者自身の情報利用も重要な要素

となる。ここでは、道路管理者に対して行ったアンケートから、今後のインターネット道

路情報に求めるニーズなどを述べる。 

(1) 道路管理者に対するアンケート調査 

 道路管理者に対するアンケートは、主に道路の維持管理に従事する技術職員を対象に、

平成 9 年 6月下旬から 7 月上旬にかけて、札幌、函館、稚内、釧路の各開発建設部におい

て実施した。道路管理者間の情報共存、外部の気象・防災関連機関、地方自治体との情報

交換、道路利用者への情報提供などにインターネット技術を活用することを想定し、1）情

報収集・共有の内容、2）情報の更新、3）情報の入手形態、4）情報の活用場面、5）情報

の提供場所に応じた情報内容、6）他機関との連携について 14 の設問を設けて質問した。 

なお、アンケート調査を行う前に ITS についての説明を行い、各設問毎に解説を行いなが

ら調査を実施した、 

アンケートの有効回答数は 133（札幌 41，函館 29，稚内 35，釧路 28）で、以下のよう

なことが明らかになった。 

• 情報の収集共有による業務効率化については、交通情報、現地状況情報、気象情報、防

災情報、危機管理情報が効果大・効果中をあわせて 70％を越えており、大きな期待が寄

せている(図 5.9.1)。  

• 交通情報として取り扱うべき内容は、時間交通量、交通事故情報、渋滞情報であり、交

通状況についての迅速な実況把握が重要視されている。  

• 気象情報として重点的・優先的に取り扱うべき内容は、雨量、降雪量がともに 70％を越

えて高く、大雨時の通行規制、雪氷対策作業などの実施に必要とするため関心が高い。

注意報警報は異常気象時の待機体制をとる判断材料としての活用実績があり、予測値に

ついても関心が高く、活用への意識も高い。  

• 防災情報として取り扱うべき内容は、津波予報、避難場所・経路、被害予想情報、緊急

輸送路、冬期道路閉鎖と災害発生に備えた経路情報に関する項目が上位を占め、災害発

生時における交通確保の可能性を検討する際に必要な情報項目への意識が高い。  

• 危機管理情報として取り扱うべき内容は、他機関との連携が 65％と最も高く、災害発生

時に迅速かつ的確な道路被災情報を把握するため、組織を越えて広範囲な連携の必要性

を強く意識している(図 5.9.2)。次いで、緊急時マニュアル、組織内連携方法で、平常

時からの備えとして情報システムの中に整備されることが期待されている。 

• 情報を入手する端末について、情報交換の項目との組み合わせで調査した結果、全ての

項目で「パソコン」が第 1 位を占めており(45～66％)、道路情報収集におけるパソコン

機能の有効性が広く認知されつつあることが伺えた。次いで、従来からの主要端末であ

る電話/FAX が 18～23％であった。また、現場においてリアルタイムな情報を入手する端
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末として、携帯端末が 12～17％の支持を得ており、新たな情報入手端末として注目され

ていることが伺え、今後増加するものと思われた。 

• 情報の活用場面については、特に災害緊急対応時のニーズが高かった。また、防災情報

を入手したいフェーズとして、津波予報は地震発生直後から数分以内の入手が 66％を占

め、過去の津波被害の大きさから要望が高いものとなった。また、被害予想情報では 1

日目以内での情報入手が 74％と高かった。 災害情報を入手したいフェーズとしては、

地震情報が直後から数分以内が 81％と最も高く、地震被害の大きさへの関心の高さが現

れていた。 

• 情報を受け取る場所については、それぞれの執務場所(開発建設部や事務所、除雪ステー

ション等)を挙げる人が多く、情報入手後に行うべき情報伝達、緊急対応体制、関係機関

との連携などを行う体制が整っている場所での要望が高い。しかし、常に執務場所で情

報入手ができるとは言えないこともあり、不測の事態に備えて路上や自宅での受け取り

を要望する回答もあった。 

• 他機関との連携については、交通管理者と交通状況、気象機関と気象情報、地方自治体

等他の道路管理者と災害情報、公共交通事業者と交通状況情報、防災機関と防災情報な

どが上位を占めている。 

 

以上のアンケート結果をふまえ、道路情報の収集共有システムの構築については、業務

の効率化への期待度の高い災害情報、気象情報、交通状況情報などを重点的・優先的に進

めるのが望ましく、タイムリーな情報入手と分かりやすい情報提供をこころがけ、他機関

との連携を常に意識したシステム構築を行うことが重要と言える。 
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5.10 道路管理者間の情報共有実験 7) 

   －札幌圏ホワイトネット－ 

 スパイクタイヤの法規制以降、札幌圏では非常に滑りやすい路面の出現が顕著になり、

より高度な路面管理が求められるようになった。一方、1996 年 1 月には、２日間で 50cm

以上、場所によっては約 1ｍの記録的な大雪に見舞われ、札幌圏の道路交通が寸断し、救

急車両の出動もままならないなど都市機能は３～４日にわたって麻痺した。自衛隊の出動

などもありその後復旧に至ったが、交通網の確保や情報提供のあり方について関係機関の

連携不足などが指摘され、新たな取り組みが求められるようになった。 

 開発土木研究所(当時)では、北海道開発局はもとより、北海道、札幌市、日本道路公団

北海道支社にも呼びかけ、1997 年 8 月に「札幌圏道路情報高度活用連絡会議」を設置して、

冬期を中心に道路管理の効率化・高度化の観点から、関係機関による連携のための情報共

有や道路利用者への適切な情報提供のあり方について協力して調査・検討することとした。 

「札幌圏ホワイトネット実験」は、97/98 冬期に上記の４道路管理者に加え、(財)北海

道道路管理技術センター、(財)日本気象協会北海道本部、(株)札幌総合情報センター、そ

して除雪請負業者が、実験的にアクセス制限をかけたホームページを開設(すなわちエクス

トラネットを構築)し、そのぺージ上でモデル路線に対する降雪や路面凍結などの気象情報、

路面監視カメラ画像や除雪・排雪などの作業情報を共有するところからスタートした。ま

た、大雪が予想される際にはホームページ上に電子連絡室を設け、時々刻々変わる管理作

業情報を交換した(図 5.10.1)。 

 この実験では、エクストラネットというインターネット技術を活用することで、異なる

機関や組織の間で情報共有化を図ろうとした。すべてインターネット技術を利用している

ところから、極めてオープンで拡張性に富むシステム構築が可能となった。通信のセキュ

リティやメール受信の確実性など、一般にインターネットが抱える問題は課題として残る

が、将来的な拡張として道路をはじめとする交通や都市機能の雪害情報を道路・交通管理

者や公共交通、地方公共団体、防災、医療、通信・放送事業者などの関連機関で共有する

情報システムに発展したり、総合的な都市情報サービスに融合することも可能なシステム

となっている 7)。 

(1) 情報共有システムの構築 15,16) 

 情報共有システムは、平成９年度以降、段階的に構築を行い、アンケ－ト等を通して問

題点を分析することによりシステム改良を行った。平成 11 年度までの情報共有の試行から、

1)各機関に導入しやすいオープンなシステムとする、2)情報の入力、閲覧に汎用性を持た

せ、誰でも容易に利用できるシステムとする、3)事務所内だけではなく移動中や作業中を

含む事務所外での情報入手も可能にする、4)緊急性の高い情報を迅速、かつ的確に伝える

ために情報発信者の判断でメール配信を可能にする、5)地図をベースとした画面のユーザ

ーインターフェースに配慮する、6)システム構築のための多大な設備投資を必用とせず、

システム導入コストをできるだけ抑える、7)将来的なシステム改良に配慮し標準化された



開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 154 

情報技術を採用すること、などの視点がシステム構築に重要であることが指摘され、これ

らの留意点を反映させる形で、平成 12 年度に本運用システムを構築した。 

 情報共有システム構築するに当たって、共有すべき情報を、種別、原因、情報提供のタ

イミング(情報の緊急度)の観点から(表 5.10.1)のように体系化し、さらに気象センサ情報、

ITV 道路画像情報、気象予測情報等も共有した。 

 情報共有システムは、ブラウザ上で道路管理情報を登録する“入力 Web ページ”と、情

報を共有する“閲覧 Web ページ”からなり、道路管理情報入力時には、道路管理者の判断

で関係者への自動メール配信を行うことができるようにした。この機能により、吹雪によ

る通行止め等の緊急性の高い情報を、関係者の携帯電話等に同報で発信することも可能に

なった。なお、閲覧 Web ページはインターネット接続できる端末であれば全て利用可能で

ある(図 5.10.2)。 
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5.11 気象条件に応じた交通需要マネジメントの可能性 

   －スマート札幌ゆき情報実験－ 

 札幌圏は、人口 200 万人を抱える大都市圏でありながら、年間の累計降雪深は約 5m に達

する地域である。冬期には降雪及び路面凍結が原因による慢性的な交通渋滞が問題となっ

ており、冬期道路交通の確実性・定時性を確保することは、地域の社会経済活動を維持す

るために非常に重要な課題となっている。 

 前述のように、1996 年１月に札幌圏は記録的な大雪に見舞われ、３～４日にわたって都

市機能が麻痺して大きな問題となった。関連機関の連携強化や、道路利用者への適切な情

報提供の必要性が指摘された。これらの課題を解決するため、北海道開発土木研究所では、

北海道開発局では地域の道路管理者や関係機関、市民の協力を得て、インターネットやモ

バイル情報端末などの先進情報通信技術を活用した ITS実験「スマート札幌ゆき情報実験」

を実施した。 

 この実験では、きめ細かな道路・気象情報の提供が冬期における都市交通問題の解決手

段としての有効性が確認されるとともに、情報提供システムの構築に、第６章で述べる道

路用 Web 記述言語 RWML(Road Web Markup Language)を用いることで、分散する情報

源からインターネットを介してデータを収集し、利用者のニーズに合わせて加工して提供

するシステムが効率的に構築でき、仕様拡張にも柔軟に対応できることが実証できた。 

 以下に、2002/2003 年冬期に行った実験の概要と雪情報の提供による冬期交通需要マネ

ジメントの可能性(図 5.11.1)について報告する。 

(1) 実験の概要 

 実験は平成 14 年 12 月 4 日から平成 15 年 2 月 28 日までスマート札幌ゆき情報実験協議

会が実施した。実験では、携帯電話やパソコンに Web と電子メールにより、５つのタイプ

の情報提供を行った(表 5.11.1)。Web は一般公開して誰でも閲覧できるようにし、メー

ル配信はモニター登録者のみとした。 

 実験の中心となる“通勤・通学ゆき情報”では、メール配信内容についてモニターが、

自宅周辺や勤務先など希望するエリアや早朝の配信時刻、配信日、降雪量や気温による配

信条件を設定可能な仕組みとした(図 5.11.2)。また、路面情報は国道 16 箇所の路面実況

と予測情報を Web で提供した。路面実況は朝８時と 16 時の実況を「乾燥」・「湿潤」・「積

雪」・「凍結」・「非常に滑りやすい路面」の 5分類で提供した。路面状況予測は 18 時に午前

０時と朝８時の予測を「非常に滑りやすい路面の可能性」として「可能性小(0-20%未満)」・

「可能性中(20-50%未満)」・「可能性大(50%以上)」の３ランクで提供した(図 5.11.3)。 

(2) 実験の結果 

 メール配信を希望したモニターに対し、交通行動の変更や情報の満足度、実験に対する

評価、今後の情報提供の充実に伴う行動変更の意向などについてアンケート調査を実施し

た。615 名にアンケート票を配布し 252 名から回答を得た(回答率 41％)。そのうち通勤・

通学にマイカーを利用しているモニターは 96 名であった。なお、96 名の回答者の属性と
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しては、男性 78％、女性 21％で，30 代が 47％と多く、次いで 40 代 18％、30 才未満 17％

と続き、居住地は 84％が札幌市内で、運転歴は 10 年以上が 75％と多かった。 

 アンケート調査から得られた、マイカー利用者の情報提供による通勤・通学行動の変更

に関する主な結果は以下のとおりである。 

• モニターの 85％が情報提供は役に立ったと評価し、57％(55 人)は、出発時刻や交通手段

の変更を行なったと回答している。また、46％(44 人)が情報提供により精神的に余裕を

もって通勤・通学することができたと回答している(図 5.11.4)。 

• 情報提供により通勤・通学の交通行動変更を行なったモニター55 人のうち、出発時間の

みを変更した人が69％(38人)と多く、次いで経路と出発時間を変更した人が22％(12人)

と続き、公共交通に乗換えたことがある人は 7％(4 人)と少なかった(図 5.11.5)。 

• 情報提供サービスの充実による通勤・通学の交通行動変更の可能性については、時間や

経路の変更は行うと思うと回答した人が 53％(51 人)と多く、公共交通への変更につなが

ると思うと回答した人も 29％(28 人)いた(図 5.11.6)。 

• 情報提供サービスが充実すれば、公共交通への変更につながると回答した人を詳細に分

析すると、公共交通に変更しても所要時間の増加が少なく、大雪時にも比較的定時性が

確保される地下鉄を利用できる環境にある人の多いことが分かった。 

 

(4) 情報の価値と冬期気象情報の有効性 

 実験で提供した気象情報や路面情報は、ユーザーにとってどの程度の価値が認められて

いるのかを把握するため、実験後に実施したマイカー利用者を対象としたアンケート調査

結果をもとに情報価値の分析を行なった。 

 分析データを収集するために、実験後のマイカー利用者を対象としたアンケート票に表 

5.11.2 に示すような設問を設けた。この設問では、気象・路面・渋滞の各情報項目に対し

て、２つの情報水準を設定した。一つは現在テレビやラジオで提供されるレベル、もう一

つは今回の実験のように Web や携帯電話へ提供されるレベルとした。３つの情報項目と２

つの水準を組合せて作成した８つの情報提供タイプについて、マイカー利用者が交通行動

を変更するための判断材料として、その情報サービスを受けたいかどうかを５段階の尺度

で評定してもらうこととした。 

 結果の分析にはコンジョイント分析の手法を用いた。この手法はマーケティングの分野

で発展した分析手法で、新しい製品やサービスの内容、価格・デザインなどを検討する際

に、さまざまな選択肢の重要度を分析し、最適な組合せを見出すのに有効とされている手

法である。今回はこの手法を用いることにより、各情報の重要度及び相対的評価による情

報価値の分析を試みた。設問段階では各情報項目の各水準とも情報料は無料の設定とし、

気象(降雪量、気温)情報及び路面情報の価値を現在有料提供されている渋滞情報との比較

で評価してもらった。 

 分析の結果、３つの情報の重要度はどれもほぼ同程度であり、冬の交通行動を変更する
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場合の判断材料として、気象情報や路面情報についても現在有料で提供されている渋滞情

報と同程度の価値が認められていると評価できる。 

 また、回答者を前述の「冬の交通行動変更意向」の回答結果から、1)公共交通などへ手

段変更の意向を持つ回答者と、2)手段変更は行わないが出発時間や経路を変更する意向を

持つ回答者の２つにグループ分けして分析した結果、交通手段の変更意向をもつ回答者は

気象情報を重視し、出発時間や経路の変更意向をもつ回答者は渋滞情報を重視する傾向が

あらわれた(図 5.11.7)。 

 公共交通への手段変更を促進させることが、冬期の渋滞緩和には効果的である。したが

って、交通手段の変更意向を持つマイカー利用者が重視する気象情報の充実は、公共交通

の利用促進に有効性が高いと考えられた。 

 

 (4) まとめ 

 「スマート札幌ゆき情報実験」より、以下のことが明らかになった。 

• 冬期の道路・気象情報を適切に道路利用者に提供することで、マイカー通勤・通学者の

交通行動変更を促すことが可能である。特に、気象状況や路面状況、利用者の通勤環境

等に応じたきめ細かな情報適が、時差出勤やマイカーから公共交通への転換を促すこと

につながり、交通渋滞の緩和や交通の円滑化につながる可能性を示すことができた。 

• 特に、交通手段の変更意向を持つマイカー利用者に、公共交通の利用を促進してもらう

には、気象情報の充実が有効であることが分かった。 
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5.12 観光資源としての道路沿道情報の提供 

   －北海道版シーニックバイウェイへの活用－ 

 前節まで、冬期道路を意識した道路情報の提供について述べたが、本節では観光資源と

しての道路沿道情報の提供について述べることとする。 

 北海道では、平成 14 年度より、地域や自治体、国が一体となって道路や沿道景観の向上

による美しいツーリング環境づくりや、地域資源の保全と活用による個性的な地域環境づ

くりを目指す“北海道版シーニックバイウェイ制度の導入及び展開の検討(図 5.12.1)”が

始まっている 4)。この取り組みは、米国の制度を手本とし、北海道の地域特性に合った制

度として導入を図ろうとしているものである。平成 15 年度には、千歳～ニセコルートと旭

川～占冠ルートの２つのモデルルートが選定され、32 の地域の団体が認定されて活動を開

始している。北海道版シーニックバイウェイについては、３つの基本方針のひとつに“き

め細かい情報提供と総合的なサポート体制”を掲げ、沿道の地域・観光情報を旅行者に提

供するシステムや沿道の関係者が情報共有を行うためのシステムなどを構築するとしてい

る。 

制度の手本となる米国においても、シーニックバイウェイの取り組みを全米レベルでの

ブランドイメージ創出と位置づけ、インターネットによる広範な情報発信が行われている。

Sharon Hurt Davidson 氏の指摘によれば、シーニック・バイウェイも、ブランドがなけ

ればよくありがちな“ただの街道”だが、ブランドが形成されると“アメリカ人の心の琴

線に触れるようなアメリカ物語の語り部”になり得る、と言う 4)。 

シーニック・バイウェイは、“シーニック”という言葉で“景観”が前面に押し出されて

いるようにとらえられがちだが、実は“アメリカ人が忘れたくない”、あるいは“旅行者が

アメリカに期待する”極めてアメリカ的なものを保全し、また演出する道路と言える 4)。 

 また Cheryl Newman 氏は、高齢ドライバーがゆったりとしたドライブを好み、結果と

して長時間車を運転することになっても気にしないと指摘している 4)。確かに、日本国内

でも、中高年の中には一般道路をのんびりドライブして旅行したいと考える人がまま見受

けられる。高齢ドライバーにとっては、時間はそれほど重要な制約条件ではなく、むしろ

自分のペースでゆったり走れることの方が重要なのであろう。シーニック・バイウェイは、

そのような目的にはぴったりの道路である。高齢化が急激に進展する現在、そうした高齢

ドライバーの嗜好というものも見逃せない視点であろう。今後は、このようなニーズに対

応した情報発信が重要になるものと思われる 4)。 

前述の「北の道ナビ」では、北海道内の主要都市間の距離と時間を出発地・目的地を選

択して距離や時間、経路などを紹介する機能を「距離と時間検索」として提供しているが、

この機能の中で、途中通過する峠、道の駅、市町村、道路景観などの詳細な沿道情報が自

然な形で利用者に伝わる仕組みを設けた(図 5.12.2)。また、距離と時間検索の検索結果ペ

ージに該当する目的地や経路周辺の情報を提供しているサイトのバナー掲出を行う“北の

道ナビ・パートナーシップ・プログラム”を平成 15 年 4 月 1日から開始し、平成 15 年 12
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月末現在で地域の観光連盟など 16 の機関がこれに参加して、道路情報と地域情報がシーム

レスに繋がった形で提供できるようになった。夏の観光シーズンには、距離と時間検索は

１日あたり 2,500 回以上も使用され、地理不案内な北海道を旅行する観光客に好評を得た。 

 これらは、道路という“移動の軌跡”を軸にして、沿道(すなわち移動軌跡の周辺)の情

報を適切に提供しようとする試みである。まだ、沿道の情報がそれほど充実していないこ

と、利用者の嗜好などに応じて情報を選択的に提供する仕組みが十分出来ていないことな

どが課題であるが、沿道の観光情報コンテンツは、景観や歴史、文化、自然、レクリエー

ションなどさまざまな形で存在するので、利用者ニーズに的確に対応した情報を効率的に

整備して提供することができれば、地域の活性化や観光の振興に大きな効果をもたらすも

のと思われる。 

 そのひとつの解決策として有効と考えられるのが、地域のボランティアや沿道のガソリ

ンスタンド、コンビニなどの協力を得て、官民連携で沿道の情報を効率的に収集・提供す

るシステムを構築することである(図 5.12.3)。こうしたシステムの構築にあたっては、地

域に特別な情報基盤がないことが考慮して、汎用的なインターネットや携帯電話などを活

用することが重要である。インターネットに接続できる携帯電話などを上手に利用すれば、

情報の利用者自身を情報の収集・提供サイドに参加させることも可能となり、利用者自身

が価値が高いと評価した情報がシステム上に再び流れて再利用されるという好循環を生む

ことができる。また、こうしたシステムが利用されている地域では、道路利用者と道路管

理者が連携して、防災に関する情報を相互に交換・共有する地域防災システムなどを構築

することも容易に行えるものと思われる。 
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5.11 まとめ 

本章では、1990 年代後半のインターネットの爆発的な普及をふまえ、道路情報分野への

活用について考察し、実際に北海道の代表的な国道の峠の画像情報提供に活用した事例か

ら、その効果について検証した。また、これを発展させ、北海道内の道路情報のポータル

サイト「北の道ナビ」を実験的に開設し、有珠山噴火(2000 年 3 月)の火山災害後や十勝沖

地震(2003 年 9 月)後に実施した Web アンケート調査などから、インターネット道路情報

提供の利用者ニーズについて分析した。さらに、道の駅の利用者並びに管理者を対象に行

ったアンケート調査から、道の駅の情報化について分析した。また、道路管理者の情報利

用ニーズについても述べ、1996 年 1 月の札幌圏の大雪災害の教訓から行った道路管理者間

の情報共有実験「札幌圏ホワイトネット」について述べた。加えて、マイカーで通勤する

市民などを対象に雪関連情報を提供する「スマート札幌ゆき情報実験」を行い、冬期の気

象条件に応じた交通需要マネジメントの可能性について考察した。さらに、景観情報等の

観光資源としての道路沿道情報をインターネットで提供することを提案し、北海道版シー

ニックバイウェイへの活用の可能性について考察した。 

インターネットが世の中に登場して急速な普及を遂げたことは、人々の情報利用環境を

一変させた。ホームページや電子メールの利用により、個人の情報収集処理能力が飛躍的

に向上し、常に必要な情報が手に入ることが当たり前になった。筆者らは、こうした時期

にあって、この技術をいかに道路情報分野に活用するか、様々な手法を実証的に検討した。 

情報の提供は、道路の線形改良や新しいトンネル掘削によるハード的な対策とは異なり、

道路環境を直接変えるものではない。しかし、出発時刻の調整や経路の変更など旅行計画

を再検討させることで厳しい運転条件に遭遇する機会を減らせる可能性を有するものであ

る。ある意味では、利用者が享受する走行環境を向上させることができるので、峠の標高

を下げるようなハード的対策にも匹敵する安全・安心の向上効果を得ることができる。し

かも対策の実施にそれほど長い時間を要するものではなく、ハード的対策に比べれば大規

模な費用を必要とするものではなく、短期間で効果が現れるものである。まさに、既存ス

トックを徹底活用して、ハード面はそのままに同じ道路から規格の高いサービスが引き出

せるようになるのである。 

 

 最後に、“峠画像の伝送実験”“北の道ナビ”“札幌圏ホワイトネット”“スマート札幌ゆ

き情報実験”等の実施にあたってご協力をいただいた、北海道開発局、北海道、札幌市、

ＪＨ日本道路公団北海道支社など地域の道路管理者、道内市町村、(社)北海道開発技術セ

ンター、(財)北海道道路管理技術センター、(財)日本気象協会北海道支社、札幌総合情報

センター(株) 、(社)北海道バス協会、(社)北海道トラック協会、北海道地区「道の駅」連

絡会など関係機関の方々、さらに共同研究機関の関係各位や実験にご参加いただいた市民

モニター、インターネットや道の駅等でのアンケート調査にご協力いただいた道路利用者

の皆様にも厚く感謝の意を表する次第である。 
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6.1 概説 

 現在、インターネット上での道路情報の提供はホームページを記述する言語である

HTML(Hyper Text Markup Language)によって行われているが、携帯電話や車載端末向

けの情報提供には操作性、安全性への配慮や、位置情報をキーとした情報検索性の向上や

音声出力等の配慮が必要であり、また情報を加工したり、複数の情報を組み合わせて付加

価値を高めたりする必要性からも HTML には限界が見えてきている。 
筆者らは、インターネット上に無数にある情報源から必要な情報を抽出し組み合わせて

提供することで付加価値の高い情報提供が可能になると考え、インターネットの次世代言

語 XML に着目し、道路情報分野にこれを適用した道路用 Web 記述言語 RWML(Road Web 
Markup Language)を世界に先駆けて開発した。また、平成 13 年 2 月より民間企業等と

の共同研究を実施し、移動中のオンデマンド等に対応した情報提供装置で、道路情報はも

とより、観光・イベント、行政サービス、公共施設情報や気象・防災情報等を利用する技

術について研究に取り組んだ。 
本章では、i-mode 携帯電話に代表されるモバイル・インターネットの急速な普及をふま

え、ウェブ・システム上での情報の流通を極めて容易にするインターネットの次世代言語

XML技術に着目し、これを道路情報分野に活用するサービスモデルを考案するとともに、

道路用の XML として RWML(Road Web Markup Language)を開発する。また、これを活

用したフィールド実験「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道」を行い、利用者の位置や時間に応じ

て道路や地域・観光情報を提供することの有効性を検証する。近未来には、家電や車をは

じめとするあらゆる機器がネットワークに繋がり、情報をやりとりするユビキタス・ネッ

トワーク社会が実現する。地域の ITS にモバイル・インターネット技術を活用して、ユビ

キタス・ネットワーク社会における ITS の新しい形を提案する。 
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6.2 モバイル・インターネットの急速な普及 

2003 年(平成 15 年)版の情報通信白書によれば、我が国の携帯インターネット(携帯電話

を使ったインターネット接続サービス)の契約数は、平成 11 年 2 月に開始されて以来わず

か 4年余りの間に 6,000 万契約を突破し、平成 14 年度末には 6,246 万契約に達している。

また、携帯電話の契約数に占める携帯インターネット契約数の割合は、平成 14 年度末現在

で 82.6％と 8 割を超えており(図 6.2.1)1)、近年のインターネット利用人口の増加の中で

非常に大きな割合を占めている。 

 インターネットや携帯インターネットの爆発的な普及は、道路情報分野にも大きな影響

を与えている。平成 15 年 5 月、国土交通省は国道事務所などのホームページのアクセス数

を「情報公開度」の視点から道路行政の成果を表す指標のひとつに採用した 2)。特にアク

セス数の多い事務所では、冬期の路面凍結や積雪情報(道路路面状況の情報など)、災害時

通行止めなどの道路規制情報、路線バスなどの運行情報など、道路利用者の欲する情報を

提供しているとして、このような情報提供を推奨するようになった。こうしたことから、

現在では多くの国道事務所や地方公共団体等が冬期の峠情報などをインターネットや携帯

インターネットで提供するようになった。さらに、最近では、国土交通省の地方整備局が

携帯電話向けの道路情報提供サイトを、インターフェースを標準化・統一化して開設を進

めており、利用者はどこにいても携帯電話で道路の状態をリアルタイムに知ることができ

るようになりつつある。 

またカーナビの累計出荷台数も平成 15 年 9 月末で 1,294 万台に達し(図 6.2.2)、最新の

ものでは携帯電話を用いたインターネット接続機能を有して、ナビゲーションの高度化と

ともに、車で移動中にインターネットを通じて情報を入手することができるようになりつ

つある。さらに平成 14 年以降、自動車メーカーが相次いで通信カーナビを用いた新しい車

両情報サービス(テレマティクス・サービス)を開始するに至っている。また、国土交通省

では、ETC(自動料金収受システム)の関連技術である DSRC(狭域通信システム)を用いて、

車内とインターネットを結び大量の情報をやりとりするサービスについて研究会を立ち上

げて検討を開始している 3)。 

さらに村井ら 4)は、IPv6 という移動体にも対応したインターネットのアドレス技術の体

系について検討し、“インターネット ITS 5)”と称するネットワークに常時接続された車へ

の情報提供やクルマからの情報収集について検討を進めている。 

 走行する車がネットワークに常時接続する時代が到来した場合、国道事務所などがイン

ターネットを通じて提供する道路情報が、他のいろいろな情報と組み合わされ、高い付加

価値を持った情報に加工されてドライバーや車両自体に提供されることが容易に想像され

る。こうした形態の情報提供は、新しい産業の創出にもつながる大きな可能性を有するが、

その実現のためにはネットワーク上の道路情報の流通性を飛躍的に向上させる必要がある。 
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6.3 道路関連情報の流通性の課題 

前述のように、インターネットを通じた道路関連情報の提供は充実しつつあるものの、

情報を管理する道路管理者などが自身のホームページで所管のデータを表示掲載する形態

がほとんどである。利用者は、複数の情報源から個別に情報を収集しなければならず、相

応の時間と労力を要していた。大手の車両情報サービス会社などではそれぞれの情報コン

テンツを有する機関と個別の契約をして総合的な情報提供を行っているが、各情報コンテ

ンツの用意に多大な労力とコストを要していた。また、関係する機関同士がお互いに情報

を交換・共有したりする場合にも、互いのデータの表現や型式を合わせたり、専用線など

でシステム同士の接続を行う必要があり、多大の労力とコストを要していた。 

 一般にドライバーは、出発前あるいは移動中に、道路情報のみならず、気象情報や地域・

観光情報など、移動の目的に応じた様々な情報を同時に入手したいと考えている。また輸

送事業者や救急医療の関係者などは、非常にきめ細かい道路状況の情報を必要としている。

さらに、情報提供の媒体についても、道路情報板や道の駅端末などはもとより、パソコン

や携帯電話、車載情報システム(カーナビ)など非常に多岐にわたっている。このように、

道路関連情報に対するニーズは多様化しており、利用者ごとに関心の高い情報の種類や提

供して欲しい媒体の種類などが異なっている。 

 こうした様々な利用者のニーズに合わせた情報提供を行う場合、多種多様な情報を一元

的に集中管理するシステムを構築しなければならなかった。しかし、このようなシステム

の構築には、各組織の連携・協調のための調整作業に多くの労力やコストを費やしたり、

統合情報センターのような新たな組織の設置を必要としたりして、システムの構築や運用

にかかる経費や時間が膨大になりがちであった。 

 加えて、パソコンや携帯電話、車載情報システム(カーナビ)など、様々な媒体で情報提

供するためにはそれぞれに対応したシステムを開発しなければならず、システムが冗長で

非効率なものになりがちであった。しかも、集中管理型のシステムでは、システムが大き

くなり過ぎて、利用者ニーズの変化に迅速に対応できず、利用者に満足される情報提供が

なかなか実現出来ないという状況にあった。 

XML 技術は、こうした課題に一定の解決策を与えてくれるものである。XML により意

味づけがなされた道路関連情報がインターネット上に流通することで、二次加工・カスタ

マイズ化・詳細化などが容易に可能になり、様々な利用者ニーズに応じた付加価値の高い

情報サービスが実現できるようになるのである(図 6.3.1)。 
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6.4 インターネット次世代言語 XML の道路情報分野への活用 

 インターネットのホームページは、HTML(Hyper Text Markup Language)という言語

で記述されている。HTML は、ホームページ上の文字や画像がどのような大きさやレイア

ウトで表現されるのか、リンクがどこのサーバのどのページに飛ぶものなのかなどを正確

に記述するために策定されたものである。 

 これに対して XML(Extensible Markup Language)は、この HTML の記述方法を拡張

し、その情報が機械にも理解可能な(機械可読性のある)データとして扱われるよう、拡張

の仕方を一般化して定義したものである。情報を特別の対の<タグ>で囲むことにより、そ

れがどのようなデータで、どのように使われるべきものであるかを使う側にも理解可能に

している。 

 XML は、1)ネット上にある膨大な情報を利用可能にする、2)Web というインターネッ

トの中核をなすシステム上でのデータ流通を可能にする、3)スケーラビリティがあり小さ

なアプリケーションからグローバルなサービスまでカバーできる、4)付加価値の高い情報

サービスが容易に構築可能で新しい産業を創出する潜在力を有している、などのメリット

がある。また、Web 技術の標準化を進める国際的な団体である W3C(World Wide Web 
Consortium)により、1998 年 2 月にその標準仕様が勧告として発表 6)された(図 6.4.1)。 

 XML は、インターネットを介したデータ処理の分野で現在注目を集めており、顧客の

要求に合わせて最適な商品や商店を検索するような、EC(電子商取引：Electronic 
Commerce)分野での活用が非常に期待されている。 

 こうしたことから、筆者らは XML 技術を道路情報分野まで活用することを考え、オム

ロン(株)、名古屋電機工業(株)、三菱電機(株)をはじめとする共同研究グループで、この

XML を用いて道路情報専用の記述言語を定義しようと考え､道路用 Web 記述言語

RWML(Road Web Markup Language)の策定に着手した 7,8)。 

RWML を用いることにより、ネット上に分散する道路関連情報は、必要に応じてアプ

リケーション側で選択・加工し、利用者に提供することが可能になる。その結果、利用者

の位置や情報ニーズ、嗜好に応じて情報を取捨選択したり、情報を組み合わせて提供した

りすることが可能になるのである 9,10,11)。従来型のセンタ集中方式と RWML による分散方

式の比較を表 6.4.1 に示す。 
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6.5 道路用Web 記述言語 RWML の開発 12,13) 

道路用 Web 記述言語 RWML は、前述のとおり XML に準拠することにより道路に関連

する情報をインターネット上で自在に流通させ、また自在に利用できるようにするための

言語として開発したものである。 

 RWML では、道路に関連する情報として道路情報、気象情報、防災情報、地域情報の 4

つの情報について以下の情報項目を規定している。 

1) 道路情報 

*道路気象 *路面情報 *監視画像 *渋滞情報 *規制情報 *交通流情報 

*旅行時間情報 *特定時間情報 *道路管理者情報 

2) 気象情報 

*気象実況情報 *気象予測情報 *注意報・警報情報 

3) 防災情報 

*震源地情報 *震度情報 *津波予想情報 *道路被災情報 *危険箇所情報  

*津波危険箇所情報 *避難場所情報 *災害時連絡情報 *迂回路情報  

*緊急輸送路情報 *防災拠点情報 *復旧情報 

4) 地域情報 

*カントリーメッセージ *イベント情報 *自然情報 *温泉情報 *歴史・文化情報 

*体験情報 *飲食情報 *宿泊情報 *シーニック情報 

(1) 基本形の導入 

 道路情報の道路気象情報には、観測地点に関する情報(緯度・経度、住所、路線など)や

観測日時、あるいは、天候、気温、湿度といった気象センサーの値などの情報が含まれる。

一方、地域情報のイベント情報には、イベントの開催地(住所、アクセス情報など)や開催

期間、概要、連絡先などの情報が含まれる。このように、道路に関連する様々な情報を仕

様化するにあたっては、それぞれの情報項目に含まれる内容がまちまちであるため、情報

項目ごとに記述する内容をひとつひとつ規定してやる必要がある。 

 しかしながら、各情報項目においてそれぞれ独自に記述形式を定義した場合、全体とし

て複雑で、統一の取れていない仕様となってしまう可能性が高い。例えば、RWML を用

いたアプリケーションとして、ある経路上の情報を抽出して表示するソフトウェアなどが

考えられるが、そのようなソフトウェアを作成しようとした場合、多くの情報の中から該

当する経路上の情報であることを判別するために、必要とする全ての情報項目の仕様を解

析するコードを実装しなければ実現できない。また、更新日時や管理者、提供条件、タイ

トルなどのメタ情報はどのような情報項目にとっても共通のものであり、そのような情報

の記述形式は共通化されていることが望ましい。 

 このため、RWML では道路に関連するあらゆる事象を包括的に記述できる枠組みとし

て、図 6.5.1 に示す“基本形”を定めた。 

 例えば、基本形では地点を表す要素として point 要素を定めている。point 要素には属
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性として緯度、経度、高度、住所、地域コード、路線名、キロポスト等が記述できる。 

 前述した道路気象情報の観測地点は、緯度・経度、住所、路線などの情報の記述を必要

とするが、それは以下のように記述できる。 

 (他の情報項目についても記述は同様である。) 

<point type=”observe” 
datum=”ITRF” altitude=”800.0” 
latitude=”+42.8” longitude=”+141.0” 
address=”北海道 虻田郡 喜茂別町 字川上” 
road-name=”国道 230 号” road-kp=”48.0” 
>中山峠</point> 

 このように記述してあれば、アプリケーションでは、緯度・経度や住所、あるいは路線

名をキーにして検索をかけることが可能である。また、どのような情報項目であっても

point 要素の記述は共通であるため、point 要素さえ解析できれば地点情報が理解できるこ

とになる。これにより、アプリケーションの実装が容易になり、かつ、将来、新規に情報

項目が追加されたとしても、地点の検索に関してはソフトウェアの修正を必要としなくて

よいことになる。 

 同様に、路線、地域、日時、期間なども基本形として規定しており、場所や時間などで

の検索が可能である。 

 このように、基本形の導入によりアプリケーションの作成が容易になるばかりでなく、

仕様としても統一性のあるシンプルで見通しのよい仕様にすることができたのではないか

と考えている。 

 また、基本形には管理者情報や提供条件なども含まれており、例えば管理者情報により

コンテンツの著作権を明確にすることができ、提供条件によりコンテンツの課金条件など

を明示できるなど、インターネット上に分散された情報提供システムにおいて必要な情報

が記述できるようにしている。 

 RWML で記述した情報の例を図 6.5.2 に示す。 

 

(2) XML Schema への対応 

 RWML Version 1.0 では XML Schema への対応も行っている。XML Schema では文字

列の他、数値、日付などのデータ型を指定でき、これにより、データの電子化やアプリケ

ーション開発を容易にすることができる。RWML Version 1.0 では、各要素、属性の値に

ついてデータ型を規定し、アプリケーションが自動的に解釈するデータであるか、人への

表示用のデータであるかを仕様に明記するなど、アプリケーション開発を容易にする工夫

を行っている。 

 また、XML Schema では、DTD に比べ高度な構造の定義が可能であり、RWML Version 
1.0 における基本形などの構造に関して、より仕様を反映した構造の記述が可能となった。 
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 さらに XML Schema は名前空間をサポートしているため、異なる文書を統合的に扱う

ことも可能である。このことは、将来的に RWML を SOAP と組み合わせ、XML Web 
Service として利用するなどの拡張が可能になり、非常に有用と考えられる。 

 この他、XML Schema は構造の記述を XML 自身で記述するなどの特徴があり、市販の

XML Schema 対応アプリケーションソフトの利用が可能になるなどのメリットがある（図

6.5.3）。 

(3) RWML の開発と改訂の経緯 

 RWML は当初、独立行政法人北海道開発土木研究所の前身である北海道開発局開発土

木研究所の公募共同研究「インターネット技術を活用した道路情報システムの開発に関す

る研究」(1996～1998 年度)において、1997 年末頃から検討が開始された。 

 路側の気象センサーや道路監視用カメラの画像を扱った予備実験を経て、1998 年 6 月に

RWML 仕様策定ワーキンググループを発足させ、本格的な仕様検討に入った。1999 年 7

月には RWML 仕様書 Version 0.7 を策定し、インターネット上で公開した 12)。その後、

若干の修正を加えた RWML 仕様書 Version 0.71 を 1999 年 10 月に公開した 12)。 

 さらに北海道開発土木研究所の公募共同研究「移動中の高度情報通信社会流通情報の利

用技術に関する研究」(2000～2002 年度)では、北海道の夏の観光シーズンにおける移動中

の情報提供のあり方を探る「ニセコ・羊蹄 e街道実験 15)」(2001 年), 「ニセコ・羊蹄・洞

爺 e街道実験 16)」(2002 年)と、情報提供により北海道の冬の都市交通の円滑化を図る「ス

マート札幌ゆき情報実験 17,18)」(2002 年, 2003 年)をこの RWML 技術を活用して行った。 

 これらの実験では、ともに一般から広くモニターを募集し、インターネットを通じて携

帯電話やパソコンなどへ情報提供を行い、情報提供が交通行動に与える効果などを評価し

た。2002 年のニセコ・羊蹄・洞爺 e 街道実験では 2,000 名、2003 年のスマート札幌ゆき情

報実験では 615 名のモニターがそれぞれ参加した比較的規模の大きなフィールド実験であ

った。 

 実験におけるサーバ間の情報交換などには、実際に RWML を用いてシステム構築を行

った。実験実施中は大きなトラブルもなく、これらの実験を通して RWML の実用性を確

認することができた。 

 なお、2001 年のニセコ・羊蹄 e街道実験において RWML の情報項目を追加・変更した

ものを RWML 仕様書 Version 0.80 として 2001 年 10 月に公開した 12)。また、2002 年のス

マート札幌ゆき情報実験に際して変更した仕様を Version 0.81, 2002 年のニセコ・羊蹄・

洞爺 e 街道実験に際して変更した仕様を Version 0.82 とし(これらは非公開)、2003 年のス

マート札幌ゆき情報実験でもこの仕様を用いた。 

(4) RWML Version 1.0 の策定 

 このような経緯のもと、RWML の修正・変更を重ねることによって、その情報項目に

ついてはほぼ固定化することができた。一方、実験システムの構築時に、RWML を処理

するアプリケーションの開発の難しさが一部指摘され、今後の普及に課題があると感じら
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れた。 

 そこで、よりシンプルで見通しの良い仕様を目指し、RWML の構造を大幅に見直す方

針を固め、RWML Version 0.82 の仕様をベースに、RWML Version 1.0 の仕様策定にとり

かかった。RWML Version 1.0 においては、基本形の導入や XML Schema への対応も行

うこととした。これにより、アプリケーション開発を容易にするとともに、仕様の拡張性

を高めることができた。RWML Version 1.0 は、現在専用サイト 12)で仕様を公開している

(図 6.5.4)。 







開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 185

6.6 XML 技術を活用した移動中の情報利用サービスモデル 14) 

 道路情報と地域情報等の情報を組み合わせて提供しようとする場合、その情報ソースは

情報収集主体が異なる等の理由により分散して存在している。各種の情報を提供するため

には、情報ソースが分散して配置されたままでも共有化が容易であるという特性を持つイ

ンターネットの次世代言語 XML の活用が有効な手段としてあげられる。 

RWML 技術は、道路情報の収集から提供まで広く活用可能なものである。RWML の活

用ステージは、収集(Collection)、共有(Sharing)、交換(Exchange)、供給(Providing)、配

信(Distribution)、二次加工(Value Addition)、売買(Commerce)の７つのステージに分けら

れる(図 6.6.1)。「収集」から「交換」は、主にデータ所有者や関連機関がイントラネット

やエクストラネット上でデータを活用するステージであり、「供給」や「配信」は主にデー

タ所有者が一般性の高い公共的な情報を提供するステージであり、「二次加工」や「売買」

はニーズに合わせたデータの提供や商業利用のステージと位置付けられる。これらの活用

ステージに応じて、次の５つのサービスが考えられる。 

 「収集」から「交換」のステージにおいては、道路管理の効率化や関連機関との情報共

有をイメージした(1) Mobile Sensor Service（移動中の道路作業車の位置・時間情報を元

に作業情報を RWML により提供すると共に作業車に対して必要な情報を提供する等）や

(2) Mobile Personnel Support Service（移動中の道路管理者に対して、豪雪など災害時に

位置や時間に応じて適切な情報を提供し、また道路管理者間の迅速な情報共有を図る等）

といったサービス形態である。 

 「供給」や「配信」のステージにおいては、高齢者や交通弱者への支援を含めた道路利

用者への適切な情報提供をイメージした (3) Mobile Support Service（移動中の車両や歩

行者に対して、目的地、時刻、目的といった利用者情報を元に、RWML の必要な情報を

選択的に提供し、吹雪時の危険警告などの安全運転の支援やバリアフリー環境情報の歩行

者への提供等、車や人の移動支援）といったサービス形態である。一例を上げると、初冬

期の峠道など気象変化の激しく、部分的な積雪・凍結路面が発生するような状況では、冬

用タイヤの装着が行われていない場合が多く、走行中のドライバーに対して、目的地、装

着タイヤに応じて、目的地までの凍結路面の発生状況、チェーン装着する最適なチェーン

着脱場、タイヤ交換可能なガソリンスタンド位置等の情報を音声提供することで安全走行

を支援するといったサービスである(図 6.6.2，6.6.3)は、筆者らが Mobile Support 
Service の最初のプロトタイプとして試験的に構築したドライブ・アドバイス・サーバ 10,11)

の例)。 

 「二次加工」や「売買」のステージにおいては、より付加価値の高い情報利用や売買を

イメージした (4) Mobile Edu-tainment Service（移動中の利用者属性に応じて、地域の

観光情報や行政情報などを複合的に提供）や(5) Mobile Commerce Service（車で移動して

いる観光者に対し、観光地に由来のある音楽や映像などを、従来の観光情報に比べて付加

価値のある形態で提供し、利用者は必要に応じてそれらを購入する）などのサービス形態
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である。前述の初冬期の峠道を例にとると、冬用タイヤやチェーンが必要となったドライ

バーに対し、使用タイヤサイズや運転技術等に応じて利用可能なデータの中から装着可能

なチェーンや冬用タイヤを販売している沿道施設情報、さらに在庫状況から供給可能な沿

道施設、最も安価に販売している沿道施設等の情報提供を行うとともに、予約・電子決済

を可能とするといったサービスとなる。 

 これらのサービスは、(1)から(5)へと情報の活用ステージが「収集」から「売買」にい

くに従い、公共的なサービスからパートナーシップに基づくビジネス的なサービスへと移

り変わるものである。また、これらのサービスを実現する技術としては、インターネット

を通じて利用者の属性やニーズに合わせた形での情報提供を行う Personalized Mail(PM)
や Personalized Web(PW)、衛星デジタル放送などの利用による広い範囲で多くの情報を

ユーザーに配信する Data Broadcasting for Personalized Application(DB4PA)などが考

えられる。「いつでも・どこでも・ニーズに合わせた様々な情報利用」という機能の実現や

XML の特長であるプラットホームへの非依存性・各種メディアへの変換の容易さなどを

考慮した場合、モバイル・マルチメディアの実現環境としては、ネットワークにおける情

報流通量の視点から、データ量の少ないものは PM や PW の利用で足りるであろうし、デ

ータ量が大きなものは DB4PA の利用が適していると言える。 

 移動中における情報利用の活用ステージは、(1) Mobile Sensor Service、(2) Mobile 
Personnel Support Service、(3) Mobile Support Service、(4) Mobile Edu-taiment 
Service、(5) Mobile Commerce Service の５つが想定できる。これらのサービスは、(1)

から(5)へと活用ステージが移るに従い、公共的なサービスから公共とビジネスのパートナ

ーシップに基づくビジネス的なサービスへと移り変わるものである。道路関連情報と民間

系の情報と組み合わせて活用することが可能になれば、ユーザーの趣味・嗜好に応じた付

加価値の高いサービスの実現が考えられ、新たなビジネスチャンスの発掘も期待される。 

このようなサービスが実現・拡大し、多くの道路利用者が様々な恩恵を受けるためにも、

ネット上に分散したデータを容易に共有化し活用可能とする環境の構築が必要であり、

XML 技術を活用した道路関連情報の収集・共有・提供の技術開発が重要な意味を持って

くる。XML 技術はプラットホームへの非依存性や各種メディアとの変換の容易さなどの

特長を備え、時間と位置と情報を有機的に結びつけることを可能とする。特別な ITS イン

フラを持たない地方部の地域 ITS 構築には、このようなインターネット技術は非常に有効

で現実的な解決策を提示するものである。 
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6.7 RWML を活用した情報提供実験 16) 

－ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道実験－ 

「ニセコ・羊蹄・洞爺e街道実験」は、RWMLを活用することで、分散した情報源から様々

な道路関連情報(道路や気象、地域・観光情報等)を収集し、利用者の位置や時間などに応

じて適切な形で提供するサービスが容易に実現できることを実証するために行ったもので、

ニセコ・羊蹄・洞爺の15市町村を実験対象エリアとした。またこの実験では、インターネ

ットや携帯電話等を活用した情報提供により、道路の安全性・利便性向上への寄与や、地

域・観光情報などの提供による地域活性化への寄与について検証を行った。 

(1) 実験体制 

 実験は平成14年6月～11月に、北海道開発土木研究所が中心となった「ニセコ・羊蹄・洞

爺ｅ街道実験協議会」が実施した。この協議会は、情報データの提供や管理、実験広報を

行う地域部会と、RWMLの改良や実験システムの構築を行う研究部会から成る。地域部会

には北海道開発局や北海道の地域出先機関、地元の15市町村が、研究部会には北海道開発

土木研究所が公募した共同研究の相手機関11グループが参加した。さらに、北海道地区「道

の駅」連絡会をはじめ、地域の多くの関係団体に協力をいただき実施した。 

 実験の広報をポスターやチラシ、旅行雑誌、実験ホームページ、携帯電話会社の公式Web
サイトなどで行い、当地域を訪れる旅行者に実験モニターとして参加してもらった。モニ

ターは自分で実験Webサイトの“マイｅ街道”で参加登録し、メール配信の設定を行った。 

(2) 情報提供内容 

 情報提供は道路情報、気象情報、地域・観光情報などをモニターの携帯電話やパソコン

に電子メールとWebで行った(図 6.7.1)。 

 道路情報はWebにより提供した。ニセコ・羊蹄地域については、現在、携帯電話用道路利

用者サービスとして北海道開発局が行っている後志地域国道通行情報にリンクして、緊急

通行規制情報や異常気象時通行情報（規制・雨量）、気象観測データなどを提供した。洞爺

地域については、工事による国道通行規制情報を提供した。また、道路管理者からのメッ

セージをWebで知らせるシステムや緊急の防災情報などを電子メールで一斉配信できるシ

ステムも構築した。実際に、平成14年7月10日には、台風接近に関する臨時気象情報を配信

し、旅行者に注意喚起を促した。 

 気象情報は、ニセコ・羊蹄地域と洞爺地域の天気予報と最高・最低気温予測を電子メー

ルで、各市町村毎の天気予報と最高・最低気温予測をWebで提供した。 

 地域・観光情報は、“カントリーメッセージ”や観光・イベント情報をWebで提供した。

カントリーメッセージは、各市町村から旅行者へのお知らせで、観光担当者が収集したお

花畑の開花状況や旬の食べ物情報など、旅行雑誌には載っていない現地ならではのタイム

リーな情報を提供した。観光情報は、自然・景観、温泉、文化、体験、飲食、宿泊の項目

について、既存の観光データベースから1,082件を提供した。また、イベント情報は道の駅

のイベントやコンサート、産業まつりなど62件を提供した。 
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 また、民間事業者によりレストランやペンションなどについて“食べる、泊まる、買う”

の項目について、営業内容や料金割引など82件の“まるとく情報”が提供された。 

 その他、モニターが旅行中で出会った素敵なことや感動したことなどを携帯電話のWeb
で投稿し閲覧できる“マイおすすめ”を設けて、モニターからの情報発信やモニター同士

の情報交換が可能となる仕組みも設けた。 

(3) 情報の収集および提供方法 

 本実験での情報収集および提供方法は、道路情報（北海道開発局の道路情報館）、気象情

報（日本気象協会北海道支社）、地域・観光情報（15市町村）のデータをRWMLに基づきXML
化し、それぞれの機関がインターネット上に分散した状態でデータサーバを構築、移動体

情報提供サーバが各データサーバから情報を収集、実験参加モニターの位置や時間、ニー

ズに応じた情報を携帯電話やパソコンに提供するシステムとした(図 6.7.2)。 

 地域・観光情報は、各市町村の担当者がWebブラウザ上の入力フォームでデータ入力する

と、自動的にXMLデータとして登録されるようになっている。カントリーメッセージなど

リアルタイムな情報は、配信する月日と時間を設定でき、時間に応じたきめ細やかな情報

発信ができた。 

 情報の提供は、電子メールによる“プッシュ型情報配信”と、Webによる“リクエスト型

情報検索”で行った。プッシュ型情報配信では、朝８時と夕方18時に、現地を旅行してい

るモニターに対して、国道の通行規制情報へのリンクや地域の天気予報、カントリーメッ

セージの更新情報を電子メールで配信した。モニターが旅行中かどうかの判断は、後述の

モバイルラリーの参加で判断した。また月に２回、モニターにイベント案内や旬な情報な

どをメールで提供する“ｅ街道メールマガジン”を発行し、地域への来訪を呼びかけた。 

 リクエスト型情報検索では、Webの情報検索サイトにより各市町村別にカントリーメッセ

ージや道路情報、気象情報、観光情報、イベント情報、まるとく情報の検索や、マイおす

すめの投稿や閲覧をできるようにした。 

(4) モバイルラリー 

 実験では、楽しみながら参加でき、実験エリアを積極的に周ってもらえるようにイベン

ト的な要素として、現在、北海道内でも大きな人気を集めている「道の駅スタンプラリー」

のモバイル版の企画を盛り込んだ。 

 これは実験エリア内の観光施設29ヶ所に設置したチェックポイントに掲示された地域に

関するクイズの答えを携帯電話に入力し、正解するとポイントがもらえ、各自のラリー帳

に自動的に記録されるもので、実験終了後、獲得したポイント数に応じて各賞に自動エン

トリーされるものである。また、基本チェックポイント（無料観光施設）のクイズに正解

すると同一市町村の特別チェックポイント（有料観光施設）の入場割引きサービスを受け

られるようにして、観光施設への誘導を図った。このクイズの答えの入力行為により、モ

ニターが今、旅行中であることを判断して、プッシュ型情報配信を行った。 

(5) RWMLを実装した情報提供システムの構築 
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 情報提供システムは、RWML に基づきXML化したデータを格納するデータサーバと、

情報を収集・検索・加工・提供する情報提供サーバで構成した(図 6.7.2)。 

 情報提供サーバは、モニターの登録・管理とプッシュメール起動・配信処理等の機能を

有するセンターサーバ、道路・気象・地域情報などをモニターの位置や嗜好に合わせてメ

ール情報を編集・加工するプッシュ型サーバ、Webで必要な情報を検索できるリクエスト型

サーバで構成した。 

 フィールド実験では、センターサーバを軸とする本構築システムにより、利用者の必要

な情報を携帯電話やパソコンに電子メールやWebで提供する情報提供システムの稼働を確

認した。また、一部の道の駅では、XML技術により当該地域に関連する情報のみを表示す

るキオスク端末を設置して、ユーザー受容性を検証した(図 6.7.3)。 

 今回構築した情報提供システムでは、情報の収集から提供までの各サーバ間の情報交換

は、民間地域情報以外のデータをRWMLに基づくXML化したデータにて行った。情報交換

手法はWeb上に掲載された情報をhttpプロトコルによりインターネットを通じて交換し、各

所に分散されたサーバ間での情報交換を実現することができた。 

(6) 実験結果 

 ４ヶ月半の実験期間で2,000人が実験モニターとして参加した。旅行中の実験参加者に配

信した電子メールは延べ8,287通で、平均では1日当たり60通／日のメールが配信された。 

 実験Webサイトへのアクセス数は、携帯電話から延べ17,404回、パソコンから約19,795

回のアクセスがあり、平均では携帯電話からは1日当たり127回／日、パソコンからは144回

／日のアクセスがあった。また、実験Webサイトのページ・ビュー総数は、延べ157,244ペ

ージで、１日平均1,148ページであり、携帯電話からは約98,826ページ、パソコンからは約

58,418ページ・ビュー数であった。 

 モバイルラリーのチェックポイントにおいて、全29地点のクリアした人数の合計は4,080

人にのぼった(図 6.7.4)。基本チェックポイントに設定された６つの道の駅は、どの地点

もクリアした人数が多く、道の駅が地方の観光拠点となっていることが明らかになった。 

 また、モバイルラリーで割引サービス情報を提供した８ヶ所の特別チェックポイントに

おいて、来訪モニターの約49％が提供された割引サービスを利用した(表 6.7.1)。特に、

中山峠森の美術館と木田金次郎美術館は、割引きサービス利用率が高く、来訪者の多い基

本チェックポイント（道の駅）から人を誘導することが出来た良い例といえる。 

 実験参加モニターが旅先で出会った素敵なことや感動したことを投稿できる“マイおす

すめ”は、358件の投稿が寄せられた。投稿内容としては、飲食に関する投稿が156件（44％）

と最も多く、ついで自然・景観（53件／15％）、温泉（58件／16％）などの内容が多くみら

れた(図 6.7.5)。 

おすすめ投稿の市町村別・カテゴリー別の集計結果でも、多くの市町村で飲食に関する

投稿が多い傾向があらわれており、なかでも地場産品の直売に力を入れている道の駅「ニ

セコビュープラザ」と「フォーレスト276大滝」の飲食のおすすめ投稿が多かった。このこ
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とから、地元からの情報発信として“うまいもの情報”などの飲食に関する情報発信が有

効であると考えられる。 

(7) アンケート調査結果 

 実験終了後、情報の利用状況や移動行動などについて、一般モニターへのWebアンケート

調査及びモバイルラリー当選者への郵送アンケート調査を実施し、一般モニターからは59

名、モバイルラリー当選者からは108名の回答結果が得られた。なお両モニターの違いとし

て、一般モニターは実験参加者の標準的なサンプルであると考えられ、モバイルラリー当

選者はチェックポイントのクリア数も多くプッシュメールの受信回数も多い特性を有して

いる。回答者の属性としては、男性が54％、女性が46％であり、年代別では20～40代が94％

と大半を占めていた。また居住地別では、北海道内が87％と多く、北海道外が13％であっ

た。以下に代表的な回答結果を示す。 

 

• 実験での提供メニュー別の利用状況をみると、両モニターとも情報検索を70％以上の人が

利用しており、ラリーへの参加にかかわらず多くのモニターが提供された情報を利用して

いることが伺える。 

• 提供された情報により予定していた移動行動を変更した割合をみると、一般モニターでは

34%が、ラリー当選者では51％のモニターが、予定していた行動を変更しており、情報提

供が旅の行程を変更するきっかけとなっていることが表れている(図 6.7.6)。 

• 両モニターとも、そのうちの約80％の回答者が「買い物や飲食などの予定していなかった

消費行動をとった」としており、情報提供による経済効果の可能性も伺える(図 6.7.7)。 

• 移動行動の変更内容は「予定にない立寄箇所を訪れた（モバイルラリーのチェックポイン

ト）」の割合が高く（一般モニター 50～60％、ラリー当選者 60～70%）、また、「移動経路

を変更した」の割合も比較的高い（一般モニター 30％、ラリー当選者 40%）ことからも、

モバイルラリーのような参加型企画による行動変更の効果が表れている。 

 

「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道実験」の実施により、RWMLを活用することで情報源が分

散したまま様々な道路関連情報(道路や気象、地域・観光情報等)を収集して、付加価値の

高い情報提供を行うことができることが明らかになった。また、インターネットや携帯電

話等を活用した情報提供で、道路の安全性や利便性が向上したり、地域の活性化に寄与で

きることが検証された。 

 なお、後志地域においては、「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道実験」の経験もふまえ、平成14

年度から後志観光連盟が中心となって、広域ドライブ観光支援の情報発信の組織と運用の

仕組み作りが検討され始めた。ここでは、ドライブ観光の快適性の向上を図るために必要

な案内機能と情報提供機能の高度化並びに官民協働体制の確立を目的として、平成15年度

からの実運用の実験を目指した。筆者らもこれに参加して、協力・支援を行うこととした。

こうして、平成15年７月、後志観光連盟による「広域ドライブ観光に関する総合的道案内



開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 193

システムの実験」が開始された。現地の観光案内所である「iセンター」の設置や地域情報

と道路・交通・気象情報等の公的情報を一元的にインターネットで提供する「しりべしiネ

ット19)」が開設され、情報発信を行っている。このサイトについては、現在も継続的に情報

内容の充実が図られているところである。 
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6.8 ユビキタス・ネットワーク社会における情報提供 

  －シームレスなモビリティの実現－ 

 近年、ユビキタス・ネットワーク、或いはユビキタス・コンピューティングという言葉

が頻繁に使われるようになっている。このユビキタスという言葉は、「あらゆるところに存

在する」という意味で、ユビキタス・ネットワーク社会は社会の隅々に至るまでネットワ

ークが行き渡り、家電や車を始めとするすべての機器がネットワークに繋がり

(connectable)、いつでもどこでも欲しい情報が手に入る(available)社会を言う。参考文

献20)によれば、ユビキタス・ネットワークには、1)マルチモーダルな広帯域ネットワーク、

2)ボーダレスなコネクティビティを持つ情報機器、3)シームレスにポータブルなコンテン

ツが必要であると言う。IPv6などのモバイル・インターネット技術がこうした社会の到来

を可能にするものと思われるが、ITSもこうした社会の実現とともに大きく変貌していくも

のと思われる。特別なネットワークと特別な機器に基づくITSから、汎用のネットワークと

汎用の機器に基づくITSへと変化していくものと考えられる。 

 今日のインターネットの基礎となるHTMLとWebシステムが開発されたことにより、テ

キスト、画像、リンクなどWebコンテンツの表現方法が標準化され、リンクの機能を使って

擬似的に他のWebサイトのコンテンツを任意に組み合わせて自サイトのコンテンツを表現

したり、世界中のWebページをひとつの大きなデータベースに見立てて検索をかけたりする

ことができるようになった。これに対して、XMLはWebシステムというプラットホーム上

でのデータの意味や構造の定義方法を標準化し、データの意味が機械的にも分かるように

して情報の流通性を飛躍的に高めようとしている。 

現在インターネット技術の分野では、この考え方を発展させたセマンティックWeb や
Webサービスという技術が検討されている。セマンティックWeb とは、内容に関する情報

をWebページ自体にXMLで持たせることでコンピュータ(機械)がその内容を理解して、情

報を自動処理することができるようにする技術である。インターネットの基礎技術である

URLやHTTP、HTMLを最初に設計したTim Berners-Lee氏ら21,22)によれば、セマンティッ

クWebは情報の意味がうまく定義された現在のWebの延長上にあるもので、情報を使うコン

ピュータ(機械)や人が上手に連携することを可能にするという。さらに、異なるアプリケー

ションを連携させるために要している膨大な資金と労力が不要になるとも指摘している。 

また、Webサービスは、これまでウェブ上で単独で提供されてきたサービスの入出力API

を公開し、入出力データをXMLを使用してやり取りすることにより、相互接続を実現する

ものである。つまり、Webシステム上でのサービスの標準化を図り、任意のサービスを複数

組み合わせてより付加価値の高い新しいサービスを提供することが可能になる(図 6.8.1) 

23,24)。 

 Web サービスにもとづくITSを考えると、利用者のニーズに応じてサービスを自在に組

み合わせられるため、利用者の位置や時間、好みに応じてカスタマイズしたサービスを柔

軟に提供でき、様々なアイデアや地域特性をふまえた情報サービスのシステム構築が容易



開発土木研究所報告 2004 年 12 月 №122 198 

となり、地域ITSビジネスの活性化も大いに期待できる。 

 たとえばWeb上のシステムとして、道路情報を提供するサービス、気象情報を提供するサ

ービス、観光情報を提供するサービス、イベント情報を提供するサービスがあり、これら

がWeb サービスの考え方を導入して標準化されていれば、道路関連総合情報提供サービス

を構築することが容易に可能になる。 

 このような広範なモビリティ支援サービスを構築するためには、道路関連情報に加えて、

公共交通、観光、地図情報などの他分野のXMLデータも統合的に扱い、それぞれのXML に
もとづくWeb サービスを組み合わせて提供できるようにする必要がある。インターネット

技術の分野では、これらのサービスの定義や入出力、組み合わせる手順などについて、SOAP、
WSDL、UDDIといった標準化の方法が提唱されており、それらの技術の活用が今後非常に

重要になるものと思われる。 

 SOAPは郵便で言う封筒のようなものでWeb サービスの接続に必要な相手先等の情報を

記述するものである。またWSDL は各種サービスの利用方法の記述を標準化したもので利

用マニュアルのようなものと言える。UDDI は、Web サービスの探索ディレクトリーで、

企業情報、業務情報(イエローページ)などの機能からなり、Web サービスを提供する主体

がUDDI レジストリーに登録を行うことになる。 

 Webサービスによる道路関連総合情報提供サービスの構築イメージは次のようなもので

ある。まず、UDDI によるWeb サービス検索ポータルにより組み込みたいサービスを検索

する。それが見つかったらWSDL によってインターフェースを確認する。そしてそのイン

ターフェースをSOAP によって実装しデータ交換を実現して、サービス間の相互接続が行

われる(図 6.8.2) 23,24)。このように、現在のRWML技術を拡張していくことにより、道路

関連総合情報提供サービスの構築が容易に行えるようになると思われる。  

 移動する際に必要となるのは道路情報ばかりでなく、公共交通機関の情報、観光情報、

ショッピング情報など多岐にわたる(図 6.8.3)。利用者に視点に立った場合、どれだけの

情報を利用できるサービスがあるかが重要であり、どれだけ利用者のニーズに応えるサー

ビスを提供できるかが重要となる。XMLとWebサービスにもとづくITSは、ITS がビジネ

スとして成熟していくためになくてはならない技術になるものと思われる。このような流

れを踏まえ、RWML技術をさらに発展させていきたいと考えている。 
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6.9 まとめ 

 本章では、i-mode 携帯電話に代表されるモバイル・インターネットの急速な普及をふま

え、ウェブ・システム上での情報の流通を極めて容易にするインターネットの次世代言語

XML技術に着目し、これを道路情報分野に活用するサービスモデルを考案するとともに、

道路用の XML として RWML(Road Web Markup Language)を開発した。また、これを活

用したフィールド実験「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道」を行い、利用者の位置や時間に応じ

て道路や地域・観光情報を提供することの有効性を検証した。近未来には、家電や車をは

じめとするあらゆる機器がネットワークに繋がり、情報をやりとりするユビキタス・ネッ

トワーク社会が実現する。道路関連情報をインターネットを通じて機械同士が自在にやり

とりすることができれば、機械が人間の移動を適切にサポートするシームレスなモビリテ

ィが実現できる。地域の ITS にモバイル・インターネット技術の一層の活用を促し、ユビ

キタス・ネットワーク社会における ITS の新しい形を提案した。 

急速に普及の進むモバイル・インターネットの活用は、ITS 分野においても今後のキー

になるものと思われる。とりわけ、特別な ITS インフラを持たない地方部の地域 ITS 構築

には、インターネット技術は非常に有効で現実的な解決策を提示するものである。 

今後、ユビキタス・ネットワーク社会の進展に伴い、家電や車を始めとするすべての機

器がネットワークに繋がり、いつでもどこでもあらゆる情報が手に入る環境が実現するも

のと思われる。走行環境に関連する情報がネットワークを通じていつでもアクセス可能に

なることで、車はそれらの情報を使って自らの判断で安全・快適な走行が出来る。筆者ら

が開発した道路用Web記述言語RWMLが、このような社会のITSの実現に大きく寄与できる

ものと考える次第である。 

 

 最後に、道路用 Web 記述言語 RWML の開発や Version 1.0 仕様書の策定にあたってご

尽力をいただいた下記機関の関係各位に改めて感謝する次第である。また、地域の道路管

理者はじめ市町村、関係機関の各位には、「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道実験」「スマート札

幌ゆき情報実験」などのフィールド実験で多大なご協力をいただいた。ここに記して感謝

の意を表する次第である。 

 

※RWML 共同研究グループ（2000～2002 年度，50 音順）：住友電気工業(株)，(株)東芝，

名古屋電機工業(株)，(財)日本気象協会北海道支社，日本工営(株)，富士通(株)，(社)北

海道開発技術センターJV，(財)北海道道路管理技術センター 

※RWML 共同研究事務局（2000～2002 年度）：(財)道路新産業開発機構，セントラルコン

サルタント(株)，(株)日本ユニテック 
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7.1 本研究の成果 

ITS は、近年の情報通信技術の飛躍的な発達と“IT 革命”と呼ばれる情報化による社会

全体の変容があって、初めて実用可能になった技術分野である。その ITS を積雪寒冷地域

の道路交通の課題解決に活用しようとする寒地 ITS の研究は、技術的にも社会的にもきわ

めて先駆的なものと言える。冬期道路には、滑りやすい雪氷路面や降雪・吹雪等による視

程障害など、車の運転には非常に厳しい環境条件が依然として存在するが、ITS で適切な

情報を提供し、安全な走行を支援することで重大事故の防止や安心感の飛躍的向上など、

高い効果が期待される分野である。 
本研究では、日本の積雪寒冷地特有の諸事情も考慮し、社会環境の変化もふまえ、積雪

寒冷地における ITSの利用者ニーズと有効な導入方策について以下の視点から総合的な検

討を行った。各章の概要を要約すると以下のようになる。 

各章の概要を要約すると以下のようになる。まず、第１章では本研究の目的および構成、

既往の研究との関係を示した。 

 

［第２章 寒地ＩＴＳの利用者ニーズと将来展開］ 

第２章では、国内外の ITS や冬期道路の専門家に対して行ったアンケート調査や、交通

工学や自動車工学、通信・放送、インターネット分野の専門家の議論より、寒地 ITS の将

来シナリオを６つの場面に絞り、その実現時期や普及・影響の期待度を明らかにした。こ

れらより、寒地 ITS 技術開発の基本的な方向性を明らかにした。さらに、10 の実験メニュ

ーと５つの地域 ITS 構想を提案した。また、1)冬型事故の削減効果、2)防災性向上に関す

る効果、3)観光振興の効果について、それぞれの計測方法を整理して示した。 

 

［第３章 冬期道路とヒューマン・ファクター］ 

第３章では、まず北海道内のドライバーを対象に行った冬期における道路利用状況とド

ライバー・ニーズに関するアンケート調査で、冬期の交通事故及びそれに類する経験(ヒヤ

リ体験)を分析し、冬期道路や吹雪による視程障害時の走行に対する意識を明らかにした。

また、冬期道路とヒューマン・ファクターの視点から、安全走行障害要因としての雪氷路

面と視程障害がドライバーの運転挙動に与える影響について、実験場内の試験走路や供用

道路での車両走行実験から明らかにした。特に、高齢ドライバーがとりやすい、事故につ

ながる運転挙動について分析を行った。また、降雪・吹雪による多重衝突事故に関する過

去の事故事例や観測事例から、視程障害時の多重衝突事故の発生要因を整理して、環境要

因、気象要因、交通要因を加味した多重衝突事故の発生危険度の新たな評価手法を提案し

た。さらに、自発光視線誘導標の効果をドライバーの視点から分析・整理した。 

 

［第４章 冬期道路の安全走行支援システム］ 

第４章では、冬期道路の安全走行支援システムを利用者の視点から整理して、支援シス
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テムが必要となる場面イメージを類型化して示した。また、雪や霧に強い、まさに積雪寒

冷地向けの道路状況センサーであるミリ波レーダを、各種センサーとの対比で整理してそ

の特徴を明らかにした。さらに、ミリ波レーダを活用した安全走行支援システム(インテリ

ジェント・デリニェータ・システム)の開発や車載用ミリ波レーダを活用した安全走行支援

システムの開発とフィールド実験の結果について報告し、これらのシステムが実際に運用

可能であることを検証した。また、冬期道路の安全走行支援システムの走行快適性や安心

感の向上等の非市場的価値を仮想的市場評価法(CVM 法)により調査し、その価値が十分

高いことを明らかにした。 

 

［第５章 インターネットを活用した道路情報提供］ 

第５章では、1990 年代後半のインターネットの爆発的な普及をふまえ、道路情報分野へ

の活用について考察し、実際に北海道の代表的な国道の峠の画像情報提供に活用した事例

から、その効果について検証した。また、これを発展させ、北海道内の道路情報のポータ

ルサイト「北の道ナビ」を実験的に開設し、有珠山噴火(2000 年 3 月)や十勝沖地震(2003

年 9 月)の後に実施した Web アンケート調査などから、インターネット道路情報提供の利

用者ニーズについて分析した。さらに、道の駅の利用者並びに管理者を対象に行ったアン

ケート調査から、道の駅の情報化について分析した。また、道路管理者の情報利用ニーズ

についても述べ、1996 年 1 月の札幌圏の大雪災害の教訓から行った道路管理者間の情報共

有実験「札幌圏ホワイトネット」について述べた。加えて、マイカーで通勤する市民など

を対象に雪関連情報を提供する「スマート札幌ゆき情報実験」を行い、冬期の気象条件に

応じた交通需要マネジメントの可能性について考察した。さらに、景観情報等の観光資源

としての道路沿道情報をインターネットで提供することを提案し、北海道版シーニックバ

イウェイへの活用の可能性について考察した。 

 

［第６章 ユビキタス・ネットワーク社会における ITS］ 

第６章では、i-mode 携帯電話に代表されるモバイル・インターネットの急速な普及をふ

まえ、ウェブ・システム上での情報の流通を極めて容易にするインターネットの次世代言

語 XML 技術に着目し、これを道路情報分野に活用するサービスモデルを考案するととも

に、道路用の XML として RWML(Road Web Markup Language)を開発した。また、これ

を活用したフィールド実験「ニセコ・羊蹄・洞爺ｅ街道」を行い、利用者の位置や時間に

応じて道路や地域・観光情報を提供することの有効性を検証した。近未来には、家電や車

をはじめとするあらゆる機器がネットワークに繋がり、情報をやりとりするユビキタス・

ネットワーク社会が実現する。道路関連情報をインターネットを通じて機械同士が自在に

やりとりすることができれば、機械が人間の移動を適切にサポートするシームレスなモビ

リティが実現できる。地域の ITS にモバイル・インターネット技術の一層の活用を促し、

ユビキタス・ネットワーク社会における ITS の新しい形を提案した。 
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 次節に今後の課題を記し、寒地 ITS の発展すべき方向性を示した。 

 

7.2 今後の課題 

 

 本論文の今後の課題としては、以下の点があげられる。 

 

(1) 本論文では、道路交通を中心にして寒地 ITS を論じたが、ITS には全ての交通モード

が含まれる。今後は、さらに積雪寒冷地域の総合交通体系施策やその上位概念である

地域計画や国土計画とともに寒地 ITS を論じる必要がある。 

 

(2) 本論文では、高齢化の影響を冬期道路条件下の運転挙動面から分析したが、高齢化の

影響は単純に高齢ドライバーが増加するだけでなく、社会構造全体が変化して人や物

の移動に様々な影響をもたらす可能性が高い。今後はこれらの影響についても十分考

慮し、情報提供の高度化や安全運転の支援ばかりでなく、幅広い ITS 技術の活用を検

討する必要がある。 

 

(3) 本論文では、ユビキタス・ネットワーク社会における ITS を道路交通の視点からのみ

検討したが、あらゆるものが情報で結ばれるユビキタス・ネットワーク社会では、人

や物の移動のみならず、人の生活や働き方自体が大きく変わる可能性が秘められてい

る。また、技術の進展速度が著しい分野でもあり、今後はより幅広い技術の活用を検

討する必要がある。 
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