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北海道の冬期道路では、吹雪による交通障害がしばしば発生するなど、厳しい走行環境にあ
る。当研究所では、平成24年度よりインターネットサイト『吹雪の視界情報』で、視界予測情
報を提供している。平成25年度からは、スマートフォン向けの閲覧サイトと、予測情報のメー
ル配信サービスを開始した。これらの活用状況を把握するため、一般ユーザへのアンケート調
査、及び自治体担当者への聞き取り結果について報告する。
キーワード：自然災害、防災情報、視程障害、情報

情報』、② 『吹雪の投稿情報』、③ 『気象警報・注意
報』、④ 『道路通行止め情報』等を集約したもので、
平成25年2月1日から運用を行っている（図-1）。
積雪寒冷地の冬期道路では、吹雪による視程障害に
ここでは、① 『吹雪の視界情報』と② 『吹雪の投稿
よる交通障害がしばしば発生するなど、厳しい走行環境
情報』について詳述する。
にある。特に、近年急激に発達した低気圧の影響により、 a) 吹雪の視界情報
極端な暴風雪による吹雪災害が発生するようになってき
『吹雪の視界情報』は、北海道を203に細分化したエ
た。このような暴風雪に対して効果的な対策を行うには、 リアごとに提供している。このエリア区分は、合併前の
対策施設等の整備に加えて吹雪の現況および予測情報を
旧市町村を基本とする。
提供し、道路管理者や道路利用者の判断を支援すること
が重要と考えられる。
著者らは、平成25年2月よりインターネットサイト
『吹雪の視界情報』において、北海道内の視界の予測情
報の提供を開始した。さらに、平成25年12月からは、従
来のパソコン向けの情報提供に加えて、スマートフォン
向け情報提供サイトの構築と注意喚起メール配信実験を
開始した。本稿では、これらの情報の活用状況を把握す
るため、一般利用者へのアンケート調査及び、自治体担
当者への聞き取りを実施した結果、ならびに今年度の実
施内容について報告する。

１. はじめに

２. 平成25年度の吹雪情報提供の概要
平成25年度の提供実験における、主要なコンテンツを
以下に示す。

図-1 吹雪の視界情報ポータルサイト
URL：http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm

(1) パソコン版 吹雪の視界情報ポータルサイト
｢吹雪の視界情報ポータルサイト｣は、① 『吹雪の視界
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『吹雪の視界情報』は、サイトの左側（北海道の地図）で表示。
『吹雪の投稿情報』は、同右上（緑色）から別画面に移動する。

提供情報は現況と予測であり、予測時間は1～6時間先
までは1時間ごと、それ以降は9、12、24時間先となって
いる(図-2)。視界不良の程度は、吹雪時のドライバーの
運転挙動に関する研究成果1)をもとに、視程100m未満、
100～200m、200～500m、500m～1,000m、1,000m以上の5ラ
ンクに区分し、エリアごとに色分け表示している（図-1、
図-2）。吹雪視程の予測は、気象庁から入手した気象デ
ータを用い、寒地土木研究所サーバで演算して求めてい
る（図-3）。演算手法については、既報2)を参考された
い。
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(2) スマートフォン版 吹雪の視界情報
移動中や吹雪遭遇時の閲覧の利便性向上を図るため、
平成25年12月1日よりスマートフォン版のサイトでも提
供を開始した。これは、パソコン向けのレイアウトで提
供していた｢吹雪の視界情報ポータルサイト｣を、スマー
トフォン向けのレイアウトで閲覧できるようにしたもの
である（図-5(a)）。また、位置情報を送信することに
より、現在地の視界情報を確認できる機能を追加した
（図-5(b)）。

寒地土木研究所
吹雪視程演算サーバー

図-3 吹雪視程予測の演算の流れ

b) 吹雪の投稿情報
『吹雪の投稿情報』は、道路利用者のパソコンや携
帯電話等から、視界情報を投稿してもらい、その情報を
ウェブサイト上で提供するシステムである。暴風雪時に
ソーシャル・ネットワーキング・サービスを用いて、一
般市民から提供された情報を共有する試みは一部で行わ
れており 3)、吹雪時においてもドライバーから寄せられ
た吹雪情報は、非常に有益であると考えられる。
投稿者（登録ユーザ）は、投稿画面に市町村名、路線
名、視界状況、天候、コメントなどを記入し、道路の静
止画像などを添付して投稿する。この情報は、『吹雪の
投稿情報』ページで図-4に示す2種類の形式で公開され
る。平成24年度シーズンの『吹雪の投稿情報』の登録ユ
ーザ数は206人、投稿件数は224件であった。平成25年度
シーズンの登録ユーザ数が301人、投稿件数は722件であ
る。

Tetsuya Kokubu， Yusuke Harada， Masaru Matsuzawa

(3) メール配信サービス
視界不良が予測された場合、事前に注意喚起を促すた
めの『メール配信サービス』を、平成25年12月20日より
開始した。利用者が事前にメールアドレスと表-1に示す
配信条件を登録すると、条件に合致した際に視界不良の
予測結果を自動で通知するものである（図-5(c)）。
表-1 『メール配信サービス』の配信条件

項目
エリア

配信
時間
予測視
程
予測時
間

概
要
メール配信の対象エリアを選択可能。
（複数選択可）
【市町村等をまとめた気象庁の天気予報に
用いる１次細分区分の北海道46エリア】
メールが配信される時間を選択可能。
【6, 9, 12, 15, 18, 21時の1日6回または、9,
12, 15, 18時の1日4回】
メールが配信される視程条件を選択可能。
【500m未満,200m未満,100m未満のいずれか】
何時間後の予測を配信するのか選択が可能。
【3時間先まで , 6時間先までのいずれか】

（ａ）

（ｃ）
メール配信
サービス
2014/02/17 09:01:00
fuyumichi@time-n-rd.jp
xxsampleaddressxx@ceri.go.jp
6時発表：視程障害発生の恐れがあります

スマートフォン
専用ページ

今後、 石狩中部 で６時間以内 に視程500m
未満 の視程障害が発生する恐れがあります。
お出かけや運転にご注意ください。

石狩中部
15時発表：視程障害の恐れがあります
中央区
1時間後 ： 視程200～500m未満
北区 1時間後 ： 視程200～500m未満
東区 1時間後 ： 視程200～500m未満
豊平区 1時間後 ： 視程200～500m未満
南区 2時間後 ： 視程200～500m未満
西区 1時間後 ： 視程200～500m未満
厚別区 1時間後 ： 視程200～500m未満
：
：
↓↓詳しい情報はこちら↓↓
パソコン版
http://northern-road.jp/navi/touge/fubuki.htm
スマートフォン版

（ｂ）

現在地の
視界情報提供

図-5『吹雪の視界情報』スマートフォン専用ページと『メール配信サービス』の概要

予測情報の提供を開始した平成24年度（2月～3月）に比
べて、平成25年度（12月～3月）の日平均アクセス数は、
約1.6倍に増加した。特に、北海道東部が暴風雪に襲わ
れた平成26年2月17日には、1万件を超えるアクセスがあ
った。

３. 平成25年度吹雪情報提供の結果
(1) 『吹雪の視界情報』アクセス数
図-6に、『吹雪の視界情報』の平成24、25年度の日ア
クセス数を示す。
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図-6 『吹雪の視界情報』日アクセス数の推移
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図-7 『吹雪の投稿情報』の日アクセス数及び日投稿数（平成 25 年 12 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

(2) 『吹雪の投稿情報』アクセス数
平成 25 年 12 月 1 日～平成 26 年 3 月 1 日におけるア
クセス数及び投稿数を図-7に示す。北海道東部が暴風雪
に襲われた平成 26 年 2 月 17 日には、『吹雪の投稿情
報』を開始して最大のアクセス数 2,922 件を記録した。
また、投稿数は、北海道の北部と東部を中心に吹雪災害
が発生した平成 26 年 3 月 6 日に、最大となる 29 件の投
稿を記録した。
以上より、天候悪化時には、多くのアクセス数ならび
に投稿数があったことから、道路利用者の協力による道
路情報収集の可能性が確かめられた。

図-8 吹雪視界情報提供サイトの満足度
左：パソコンサイト(n=75),右：スマートフォンサイト(N=50)

４. 一般利用者へのアンケート調査について
『吹雪の視界情報』と『メール配信サービス』の効果
を把握するため、アンケート調査を実施した。

実際の視界の方が提供された情報に比べて・・
悪い方に2ランク程度
差を感じる 17%

良い方に3ランク以上
差を感じる 1%

良い方に2ランク程度
差を感じる 17%

(1) 『吹雪の視界情報』に関するアンケート
平成26年4月7日から5月15日まで、ホームページ上で
アンケート調査を実施し133名から回答を得た。
差を感じない
（良い方・悪い方に
図-8はＰＣサイトとスマートフォンサイトの満足度で
1ランク程度まで）
65%
ある。共に80％以上が満足（「非常に満足」、「満足」、
「やや満足」の総和）と回答した。
図-9は「提供された情報と実際の視界に差を感じた
図-9 提供された視程と実際の視程との差異(N=119)
か」の問いに対する回答である。65％の方が差を感じな
いと回答している。前述のＰＣ版サイトの満足度に関し
また、外出中には58％がスマートフォンを使って、『吹
て不満（「やや不満」，「非常に不満」）と回答したの
雪の視界情報』のサイトにアクセスしていることがわか
は12名であり、そのうち、差を感じないと回答したのは
った(図-10)。
5名であった。
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『吹雪の視界情報』システムの改善すべき要望として、
カメラ画像が提供されていない峠の詳細な道路情報や、
吹雪時の休憩場所や避難場所などの提供が挙げられてい
た。
(2) 『メール配信サービス』に関するアンケート
『メール配信サービス』に関するアンケートは、サー
ビス利用者を対象に平成26年4月14日から5月15日までホ
ームページ上で実施し、150名から回答を得た。
図-12はサービスの満足度である。満足度については
殆ど(89％)の利用者が「満足」（「非常に満足」、「満
足」、「やや満足」の総和）と回答している。一方、不
満の理由としては、吹雪予測情報の精度が低いことやメ
ールの配信の遅れが挙げられた。

図-10 外出中における『吹雪の視界情報』の
入手ツール（N=107）

図-11は、『吹雪の視界情報』を利用して行動や予定
の変更を検討したかを尋ねた結果である。「吹雪の視界
情報を参考にして行動や予定を変更した」の回答者が
56％と多かった。また、「検討したが変更しなかった」
を含めると約90％の回答者が、情報を利用して行動変更
を検討したことが明らかになった。
また、交通行動を変更した回答者67名のうち、出発時
刻を変更した方が35名(52%)、旅行中止や休憩を取った
方が34名(51％)、次いでルートを変更した方が30名
(43％)であった。
図-12 メール配信サービスの満足度(N=150)

図-13は、メールを受け取ってどのように活用したか
尋ねた結果である。41％が『吹雪の視界情報』を、18％
が気象情報等を確認する等、メール受信をきっかけとし
て積極的に情報収集を行っていることが判明した。
内訳

図-13 メールを受け取った後の活用(N=150)

図-11 吹雪情報による交通行動や予定の変更の有無
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５. 自治体担当者への聞き取り調査について
発達した低気圧の影響により、平成 26 年 2 月 17～19
日に北海道内の各地で暴風雪の影響により、高速道路 1
路線 1 区間、国道 10 路線 13 区間、道道 75 路線 92 区間
が通行止めとなった（18 日正午時点）。本調査は,上記
暴風雪時の『吹雪の視界情報』の活用状況に関し、自治
体に対して行った。その中で代表的な意見を下に示す。
•
•

•
•
•

通行止めの開始・終了の直接的な判断は、道路パ
トロールや除雪作業状況に基づき行っている。
通行止め検討時の参考情報として、道路のCCTV画
像・気象予測状況と合わせて『吹雪の視界情報』
を活用した。
吹雪の開始から終了を把握し、パトロールの参考
や事前の体制準備などに活用した。
住民向け注意喚起メールの配信判断に活用した。
さらにそのメール本文に、『吹雪の視界情報』へ
のリンクを配信した。

•

•

『メール配信サービス』の利用者にアンケート実
施した結果、視界不良のメールを受信した後、積
極的に情報収集を行っていることが確認された。
一方、吹雪視程予測の精度向上を求める声もあ
るほか、『メール配信サービス』については配信
の遅延が満足度を低下する要因の一つとなってい
ることが明らかになった。
自治体担当者へのヒアリングの結果、体制準備等
に活用されていた。また、住民向け注意喚起メー
ルの配信判断に参考情報とされており、リンクを
張る等の活用がなされていた。

７. 今年度の実施内容

今年度は、前年度のアンケート結果を踏まえて、吹雪
予測精度の向上や、メールの速やかな配信を行っている。
また、利用者にとって、より有益な吹雪時の表現方法や
情報提供の方法について、関連文献等を収集・整理し
『吹雪の視界情報』への適用を検討している。これらを
もとに、さらに効果的な情報提供を目指す予定である。

６. まとめ
謝辞
吹雪時における交通行動の判断を支援するため、吹雪
本研究の実施に関して、『吹雪の視界情報』の周知や
時の視程予測に関する情報提供実験を行った。その結果、 調査に協力していただいた各位に謝意を示す。
以下の効果が確認できた。
•

•

インターネットサイト『吹雪の視界情報』、『吹
雪の投稿情報』の日アクセス及び投稿数の傾向か
ら、いずれも天候悪化時にそれぞれ増加している
ことが判明した。このことから、『吹雪の視界情
報』を利用して行動判断に活用されていることが
考えられる。また、『吹雪の投稿情報』に登録し
た道路利用者の協力による情報収集の可能性が確
かめられた。
『吹雪の視界情報』の利用者にアンケートを実施
した結果、このサイトを利用して交通行動を変更
する実態が明らかになった。その内訳は、出発時
刻を変える、出発を取りやめたり休憩する等に加
え、ルートを変更したという回答が多いことが確
認できた。さらに、「行動や予定を変更した」利
用者の大多数が、『吹雪の視界情報』に加えて他
の情報を併用していることが判明した。
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