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冬期間における安全かつ円滑な道路交通機能の確保は重要な課題である。冬期道路管理では、
冬期路面状態の予測・判断は適切かつ効率的な冬期道路管理を目指すうえで重要な要素である。
そこで、冬期道路管理の効率性向上のため、道路管理者を対象に気象予測情報、路面凍結予測
情報及び路面のモニタリング情報を提供する冬期道路マネジメントシステムの試行運用を行っ
ている。本稿では、当システムの概要について紹介する。
キーワード：冬期道路、気象予測、路面状態

1. はじめに
冬期間における安全かつ円滑な道路交通機能の確保は
重要な課題である。そのため、道路管理者は道路の施設
整備や除排雪・凍結防止剤等の散布といった冬期道路の
維持管理を恒常的に施しているが、昨今の予算制約によ
ってより効果的・効率的な冬期道路管理の実施が求めら
れている。その中で、冬期道路管理の一環である冬期路
面管理では冬期路面状態の予測・判断は適切かつ効率的
な路面管理を目指す上で重要な要素である。
当研究所では、冬期路面管理の効率性向上のため、道
路管理者に気象予測情報、路面凍結予測情報及び冬期路
面すべり抵抗モニタリング情報を提供する意思決定支援
システムとして冬期道路マネジメントシステムの試行運
用を行っている。当該システムは、逐次改良しながら試
行運用しており、現在も北海道における情報提供対象路
線と地点の拡大、情報提供用の地図の操作性の向上等の
インターフェース改良を随時行い、道路管理者に情報提
供を試行している。本稿では、当該システムの概要、情
報の利用状況および今後の展望について紹介する。

から冬期路面すべり抵抗モニタリング情報（詳細は
2.(3)）の提供を順次開始し、冬期道路マネジメントシ
ステムは平成22年度より運用を開始した。
(1) GIS（地理情報システム）
冬期道路マネジメントシステムでは、冬期路面管理支
援システムおよび冬期路面すべり抵抗モニタリングシス
テムの情報を統合するプラットフォームとして、国土地
理院が公開している電子国土Webシステム1)を背景地図
として採用した。電子国土の他にも、背景地図として利
用できるものは様々なものがある。しかし、その多くは
有料のサービスや無料であってもボランティアにより作
成されたものなど、費用やデータの信頼性、地図情報の
更新頻度の点が懸念される。一方、電子国土は国土地理
院が保有している情報を基に作成されていることから信
頼性が高く、新たに開通した道路等の地図への反映も迅
速であることから、筆者の知る限り当システムの背景と
して最適であると考える。

2. 冬期道路マネジメントシステムの概要

路面状態変化の確認
に基づく意思決定

冬期道路マネジメントシステムは、冬期路面管理支援
システムおよび冬期路面すべり抵抗モニタリングシステ
ムの2つのサブシステムで構成され、1つのGIS上におい
て両システムの情報を総合的に提供する（図-1～3）。
冬期路面管理支援システムは平成17年度から気象予測情
報および路面状態予測情報（詳細は2.(2)）の提供を、
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図-2 冬期道路マネジメントシステムの概要図
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図-3 冬期道路マネジメントシステム
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(2) 冬期路面管理支援システム
気象予測情報は、データの取得・集約、予測情報の作
成、予測情報の発信というプロセスを経て提供される。
データの取得は、沿道に設置した気象観測機器（道路管
理者が所管している道路テレメータを含む）から気象観
測データ・路面温度観測データを取得する。同時に、気
象機関から日射量、雲量、湿度といった気象実況データ
や予測データを入手し、気象予測情報、路線状態予測情
報、定点情報の作成に用いている。
作成したデータは、冬期道路マネジメントシステムの
サーバーに集約・提供されている。情報は、図-4(a)～(d)
に示す1kmメッシュの気象予測情報（時間降雪量・時間
降雨量・気温・吹雪視程）、図-5(a)、(b)に示す24路線・

約570kmの区間における路線状態予測情報（路面温度・
凍結リスク）、図-6に示す道内120箇所の道路テレメー
タ地点における定点情報（路面温度・気温・降水量・風
速・路面状態）を提供している。気象予測情報は最大6
時間先、路線状態予測情報および定点情報は最大16 時
間先までの予測情報を提供している。また、数値的な情
報だけでなく目視による路面状態の確認が可能なよう、
CCTVカメラの画像も提供している（図-7）。なお、路
面温度の予測値は、気象の予測値等を当研究所で構築し
た予測モデル2)が組まれたサーバーに入力することで得
られたものである。これらの予測情報は、気象や路面状
態の変化に対応した作業判断が適宜かつ迅速に行えるよ
う一時間毎に更新される。

(a) 時間降雪量

(a) 路面温度

(b) 時間降水量
(b) 凍結リスク

(c) 気温
図-5 路線状態予測情報

(d) 吹雪視程

図-4 気象予測情報
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図-6 定点情報

図-7 CCTV カメラ画像

(3) 冬期路面すべり抵抗モニタリングシステム
冬期路面すべり抵抗モニタリング情報では、当研究
所が保有している、連続路面すべり抵抗値測定装置（以
下、CFT）を用いて計測したすべり抵抗値、走行速度、
路面温度、外気温、天候、路面状態、路線番号、測点を
提供している。
a) 連続路面すべり抵抗値測定装置3)、4)
連続路面すべり抵抗値測定装置（Continuous Friction
Tester：CFT）を図-8に示す。CFTは、測定輪が車両の進
行方向に対し1～2度傾いており、車両走行により発生す
る横力を計測する。CFTで計測されるすべり抵抗値は、
装置開発者の名前からHFN（Halliday Friction Number）と
呼ばれ、測定輪が空転する横力無負荷状態を0、乾燥し
た舗装路面（路面温度-17.8℃）における横力負荷を100
とし、その間を100等分した値である。
b) 連続路面すべり抵抗値測定装置計測システム
CFTで計測したHFNを冬期道路マネジメントシステム
において利用するためには、HFNを記録して冬期道路マ
ネジメントシステムのサーバーへデータを送る必要があ
る。そのため、CFT牽引車内に市販の車載PCを搭載して、
データの記録を行っている。車載PCではHFNの他、CFT
牽引車に搭載したGPS、温度センサ（路面温度、外気
温）の情報を0.1秒毎に記録する。車載PCは情報を記録
しながら、ワイヤレスのWiFiルータを用いて、リアルタ
イムにサーバーへデータを送信し、道路管理者への迅速
な情報提供を行っている。
c) 冬期路面すべり抵抗モニタリング情報の路面管理へ
の活用
冬期路面すべり抵抗モニタリング情報は、図-9に示す
ように詳細情報を吹き出しで表示している。平成23年度
からは、CFT牽引車のGPSで収集した緯度・経度の情報
から、サーバー内でマップマッチングの手法を用いて路
線番号および測点を冬期路面すべり抵抗モニタリング情
報に付加した。このことにより、道路管理における最も
基本的な情報である測点と関連付けた路面状態の把握が
容易となった。
測点の情報が付加されたことにより、従来は手作業で
行っていたため作成に時間を要した図-10や図-11に示し
たようなグラフが、自動かつ迅速に作成可能となった。

図-10は、横軸に測点、縦軸に任意の期間におけるHFN
の出現率を示ており、すべりやすい路面状態が出現しや
すい区間やすべりやすい路面状態となりにくい区間の抽
出が可能である。また、図-11は任意の期間におけるす
べり抵抗値の推移である。縦軸に日付を横軸に測点を示
しHFNは色分けにより示している。このグラフからは、
図-10では確認することのできない日々のすべりやすさ
の状況を把握することが可能であり、気象や路面管理作
業のデータと組み合わせることで、気象と路面のすべり
やすさとの関係や路面管理作業とすべりやすさとの関係
を把握することが可能である。
これにより、路線のすべり特性を把握することで重点散
布区間の抽出、路面管理作業実施前後の作業効果の確認
が可能となり、短期的な作業の効果検証や長期的な意思
決定に活用可能である。
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図-8 連続路面すべり抵抗値測定装置

図-9 路面すべり抵抗モニタリング情報
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図-10 区間におけるすべり抵抗値の出現率
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図-11 計測毎のすべり抵抗値の推移

(1) 気象とアクセスについて
図-12に、ある事務所における平成25年1月の事務所所
在地の日降雪量とアクセス数を示す。この図から、降雪
量が多かった日にアクセス数が多かったことが判る。

3. 情報の利用状況
平成17年からの8シーズンにおける累計アクセス数は
155,807件に達した。平成23年度、平成24年度はシーズン
のアクセス数は約17,000件であった。
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(2) 情報の閲覧内容について
図-13に当システムで提供している情報の閲覧割合を

図-12 注意報・警報件数、降雪量とアクセス数
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示す。各情報のカウントは、端末からサーバーへの情報
リクエストの件数をカウントしたものである。
この図から、時間降雪量が最も多く閲覧され、次いで
路面温度が多い結果であったことが判る。この理由とし
ては、除雪作業と散布作業の出動判断に時間降雪量およ
び路面温度の情報を特に参考としているためと考える。

4. まとめと今後の展望
冬期道路マネジメントシステムを構築することで、
客観的で科学的な気象予測情報や路面状態を容易に把握
することが可能となった。しかしながら、当該システム
は机上のPCに限定され、かつOSや閲覧環境に条件もあ
る。そこで、OSやデバイスに依存しない情報の取得を
可能とするため、マルチプラットフォーム化へ向けた検
討を行っているところである。
また、図-10および図-11に例示したような路線、測点
をベースとしたすべり抵抗値の集計や整理を、自動でか
つ迅速に行うことが可能となった。このことから、路線
のすべり特性の把握が可能となり、短期的な作業効果検
証や長期的な意思決定根拠への活用方法の確立へ向けて
更なる検討を進める。
冬期道路管理を行う事務所における情報の利用状況
を調査した結果、降雪時にアクセス件数が多くなり、時

間降雪量と路面温度が多く閲覧されていることが判った。
更に効率的な情報提供へ向けた利便性向上を図るため、
詳細な情報の利用状況に関する調査を進める予定である。
今後も情報提供の試行を継続しつつ、システム利用
者の意見や、システムの利用状況を踏まえ、冬期道路管
理における意思決定支援ツールとしての有用性を高める
べく、情報の質・量・提供方法についての検討を継続し
て進める所存である。これにより、科学的かつ客観的な
情報に基づいた冬期路面管理作業の実施が可能となり、
効率的かつ効果的な冬期道路管理に資するシステムとな
るよう、更なる改善を図っていく所存である。
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