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札幌市内道路における冬期条件を考慮した旅行時間信頼性分析
Travel Time Reliability Analysis with Consideration of Winter Conditions
in Sapporo Urban Road
宗広

一徳

中村

直久

佐藤

昌哉

MUNEHIRO Kazunori, NAKAMURA Naohisa and SATO Masaya

多雪地域の都市道路においては、冬期の天候条件によって、旅行時間が大きく変動する。従来の交
通調査では、調査車両が特定日に設定区間を走行するという統一された方法により、旅行速度を測定
した。一方、豊富なデータを取得し、年間を通じて都市内道路の円滑性を評価する必要がある。本研
究では、過去15年間に蓄積された札幌市内を走行するタクシーが取得するGPSデータに基づき、冬期
条件を考慮した旅行時間信頼性分析の結果を報告する。同分析は月毎、曜日毎、天候別、日降雪量の
別により行った。旅行時間信頼性指標として、95パーセンタイル旅行時間に基づく指標を用いた。
結果として、対象道路区間においては、冬期の旅行時間信頼性は、日降雪量の増加に伴い、大きく低
下することが示された。
《キーワード：旅行時間信頼性；冬期条件；日降雪量；プローブデータ》
Traveling time fluctuates greatly due to winter weather conditions on urban roads in snow
regions. Traffic surveys have traditionally been carried out getting the travel speed by actual
traveling of survey vehicles in a unified way. On the other hand, by acquiring abundant data, it is
required to evaluate the smoothness of urban roads throughout the year. In this research, we
report the result of the travel time reliability analysis of the road considering the winter conditions
based on the GPS data accumulated over the past 15 years, using a taxi running in Sapporo, Japan
as a probe vehicle. Analysis was conducted by monthly, by day of the week, by weather, by day
snowfall amount. As a travel time reliability index, we used it using 95th percentile travel time. The
data showed that the travel time reliability in the winter season declined with the increase in the
day snowfall amount in the target national highway and the road section.
《Keywords：Travel Time Reliability; Winter Condition, Daily Snowfall Amount; Probe Data》
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て道路の旅行時間信頼性分析を試みてきた。

１．はじめに

Hong Y.らは、自動料金収受システム（ETC）から
札幌市は、北緯43度、東経141度に位置している。

得たプローブデータを用いて、自動車専用道路を事例

真冬の1～2月の日最高気温は平年値氷点下1度、日最

として月毎の旅行時間の変動を示した7）。Eazaz S.ら

低気温は平年値で氷点下7度にもなる。年間の累計降

は、1ヶ月間のGoogle座標履歴（GLH）のデータを用い

1）

雪量は約6ｍにも達する 。同市は、世界的な豪雪地帯

て、曜日毎の旅行時間の変動を示し、携帯電話のGPS

に位置し、冬期の道路状況の悪化は著しい。積雪寒冷

データを活用することの有効性について論じた 8）。

地の道路では、降雪により路面上が雪で覆われる等の

Chen M.らとCetinらは、旅行時間信頼性に求められ

道路状況の悪化に伴い、冬期の旅行時間が夏期に比べ

るプローブ車両の台数について論じた9），10）。

て長くなる。特に、冬期においては、その日の降雪量

Michelle L. A.らは、米国フロリダ州の自動車専用道

や除雪作業の実施の有無により、道路状況の悪化のレ

路を対象とし、雨天時における交通への影響として、

ベルは異なる。冬期の道路状況の違いに伴い、その区

降雨程度が強まるに従って、平均旅行速度及び区間交

間旅行時間は大きく変動する。しかし、従来の冬期道

通量が低下することを示した11）。Donald G.らは、カナ

路交通センサス調査の実施による旅行速度の算出にお

ダのオンタリオ州の事例として、冬期気象条件（風

いては、一元的に調査車両の実走行による旅行速度調

速、視界、気温）と平均旅行速度及び交通量のモデル

。これは、ある特定日の調

化を示した12）。Kwon T. J.らは、冬期気象条件（時間

査結果にとどまり、冬期の日々の道路状況の変動に伴

降雪深、風速、視界、気温）と自由流速度及び交通容

う、交通の時間信頼性を示したものではなかった。

量の関係をモデル化した13）。

査が行われてきた

2），3），4）

そこで、旅行速度や旅行時間のばらつきを評価する

宗広らは、札幌市内を走行するタクシーをプローブ

時間信頼性の考え方を用いた冬期道路の円滑性の評価

車両とし、過去10年間に亘り蓄積したGPSデータか

が求められている。時間信頼性は、「旅行時間の日々

ら、地理情報システムを活用し、区間平均旅行速度の

5）

の変動」と定義される 。時間信頼性を求めるために

可視化及び除排雪前後の交通回復の結果を示した6）。

は、豊富な基礎データの取得が求められる。近年、デ

Sungmin Hongらは、札幌市内の混雑を引き起こす

ータを取得する媒体は、路側設置の車両感知器、車両

降雪量と除雪実施の影響に関するモデル化を示した

に搭載されたカーナビゲーションシステム、携帯電話、

14）

スマートフォンなど、多岐に亘る。

は、時間信頼性指標としてTTI（Travel Time Index）

。Highway Capacity Manual（HCM）6th Editionで

寒地土木研究所では、2001年度（平成13年度）以

を取り上げ、天候として雨天及び降雪を事例とし、悪

降、札幌市内を主たる営業エリアとするタクシー会社

天候時には時間信頼性が低下することを示した5），15）。

と連携し、同会社が所有するタクシー車両115台の運

しかしながら、積雪寒冷地の道路を対象とし、豊富

行管理用のGPSデータを基礎とするプローブ調査を実

なデータを基に、通年に亘る季節及び月毎、曜日毎の

施してきた6）。当所では、このタクシープローブ調査

旅行時間信頼性分析、及び冬期降雪の程度を考慮した

により得たGPSデータを基に、区間の旅行時間や旅行

旅行時間信頼性分析を示した研究は見当たらない。

速度を算出し、通年に亘る札幌市内の交通性能の変動
を把握し、冬期道路の評価を実施してきた。本研究で

３．研究方法

は、過去15年間に亘り蓄積したタクシーのGPSデータ
を基に、時間信頼性指標の活用により、札幌市内の道
路の円滑性評価を行った。本研究の目的は、次の2つ

３．１

データの取得

本研究で対象とするタクシープローブデータとは、

である。

札幌市内のタクシー会社が所有する車両115台に搭載

1） 札幌市内道路の通年に亘る旅行時間信頼性を示す。

された車載GPSによる日付、時刻（秒単位）、位置

2） 国道区間と道道区間を事例とし、冬期降雪条件を

（緯度・経度）、速度等を記録したデータのことであ

考慮した旅行時間信頼性を示す。

る6）。1日当たりのタクシー総走行距離は、約3～4万km
に達する。寒地土木研究所では、このタクシープロー

２．既往研究のレビュー

ブ調査をタクシー会社の協力のもと、2001年以降継続
している。同データは、寒地土木研究所所有の「分析

数多くの既往研究が、様々なセンサーデータを用い
22

システム」のデータベース（SQlite形式）に記録され
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る。SQliteは、パブリックドメイン（公有）の軽量な

2005年の道路交通センサス調査時の昼間12時間交通量

データ分析管理システムである。「プローブデータ分析

を示している4）。

システム」の地図表示や分析などの機能については、地

１）一般国道5号

理情報システムとしてArcGIS 10.2（ESRI社）により

・延長：L＝8.2km

構築した。「プローブデータ分析システム」により、

・区間：1001（4.3km）、1002（3.1km）、1003（0.8km）

路線（国道、道道、市道）、道路区間、日別、時間帯

起点～札幌市・小樽市界

別（昼間12時間、朝／夕ピーク時等）、天候などの条

終点～札幌市西区宮の沢1条3丁目

件設定により、区間旅行時間や区間旅行速度のデータ

２）道道下手稲札幌線

を出力できる。本研究では、このGPS記録に基づく区

・延長：L＝10.4km

6）

間旅行時間データを旅行時間信頼性分析に用いた 。

・区間：6013（4.7km）、6014（3.2km）、6015（2.5km）
起点～札幌市手稲区前田6条10丁目

３．２

終点～札幌市中央区北1条西11丁目

対象区間

国道及び道道（札幌市管理）の各1路線、計2路線を

この2区間を選んだ理由は、第一にプローブデータ

対象とし、旅行時間信頼性分析の対象区間とした。道

（GPSデータ）を豊富に所得できており、日々の旅行

路横断面構成は、両区間ともに、片側2車線、両側4車

時間信頼性検討に十分であったこと、第二に並行区間

線の道路である（図－1）。なお、表中の交通量は、

に位置しており、分析結果を国道と道道（札幌市管
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理）の冬期円滑性や冬期除雪管理の検討の基礎資料と

標の算定を行った。

して活用できるからである。
対象とする札幌市における気象の平年値は、表－1
1）

のとおりである 。

３．４

旅行時間信頼性分析の項目

道道下手稲札幌線における旅行時間、あるいは旅行
時間信頼性指標について、次のアプローチにより分析

３．３

した。

旅行時間信頼性指標の算定方法

３．３．１

1） 月毎分析

対象データ

上記対象区間について、旅行時間信頼性指標を算定

2） 曜日別分析

し、データ集計・整理した。算定条件は以下の通りで

3） 天候別分析

ある。

4） 日降雪量別分析

１）時間帯：昼間12時間（7～19時）

各分析アプローチにおける対象データは、表－2の

２）データ取得期間

とおりである。なお、日降雪量分析については、道道

2001年度～2008年度：12ヶ月（4月～3月）

下手稲札幌線に加えて、国道5号についても行った。

2010年度～2015年度：6ヶ月（10月～3月）

新雪除雪の出動基準は、国道が「5～10cm程度の降雪

なお、2009年度は、タクシー車両搭載のGPS機器の

量に達し、さらに降雪が続くことが予想される等、道

更新・入替えの時期となったため、データ取得はでき

路交通に支障を来す恐れがある場合」、道道が「原則、

なかった。さらに、2010年以降は、冬期特性に特化し

降雪量が10cmを超える場合」である。この出動基準の

たデータ分析を行う観点から、6ヶ月間のGPSデータ

違いに伴う、旅行時間の変動を把握するため、日降雪

取得を継続している。

量分析については、国道及び道道の2路線を対象とし

３．３．２

た。

旅行時間信頼性指標の算定

旅行時間信頼性指標（PT、PTI、BT、BTI）につ
いて、95％タイル値を用いて算定した。旅行時間信頼

４．調査結果

性指標を以下の計算式により求めた。
・PT（Planning Time）＝95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ旅行時間

（1）

過去15年間に亘り実施したタクシープローブ調査に

・PTI（Planning Time Index）＝PT／Tmin

（2）

より蓄積したGPSデータを用いて、調査対象区間にお

・BT（Buffer Time）＝PT－Tave

（3）

ける旅行時間信頼性について分析した。対象としたの

・BTI（Buffer Time Index）＝BT／Tave

（4）

は、道道下手稲札幌線である。

ここで、
BT（緩衝時間）、Tmin（最小旅行時間）、
Tave（平均旅行時間）とする。

表－2

᭶ẖศᯒ
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（1）旅行時間（6013）

（2）旅行時間信頼性指標（6013）

（3）旅行時間（6014）

（4）旅行時間信頼性指標（6014）

（5）旅行時間（6015）

（6）旅行時間信頼性指標（6015）

図－2

月別の旅行時間と旅行時間信頼性指標（道道下手稲札幌線）

取得した2001年度から2008年度を対象とし、1月～12

は、より大きくなり4分程度で推移した。

月までのPT（95パーセントタイル旅行時間）、Tave

区間6013の旅行時間信頼性指標として、PTIとBTI

（平均旅行時間）、及びBT（緩衝時間）を算出した

については、3～11月までは、PTIが1.2前後で推移し

ところ、図－2を得た。

た。本格的な降雪期である12～2月に至っては、PTI

まず、区間6013（L＝4.7km）の旅行時間を見る

が12月：約1.7、1月：約2.0、2月：約1.6と大きくなっ

と、3月～10月までは、平均旅行時間約9分、95パーセ

た。BTIについては、4～10月まで約0.1未満で推移し

ンタイル旅行時間約10分で推移している。

た。12～2月に至っては、BTIが0.4程度で推移した。

しかし、本格的な降雪期である12～2月に至って

区間6014（L＝3.2km）と区間6015（L＝0.8km）の

は、平均旅行時間約11分、95パーセンタイル旅行時間

平均旅行時間、95パーセンタイル旅行時間、緩衝時間

は約14～15分と大きくなった。緩衝時間については、

は、区間6013と同様な傾向を示し、3～11月までは横

4月から10月は1分未満で推移した。12～2月にかけて

ばいで推移し、本格的な降雪期である12～2月に大き
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くなった。

タイル旅行時間、平均旅行時間、緩衝時間を比較した

区間6014の旅行時間信頼性指標として、PTIとBTI

ところ、図－3を得た。

を示した。4～10月までは、PTIが1.2～1.3前後で推移

区間6015の夏期の旅行時間を見ると、月曜日から土

した。本格的な降雪期である12～2月に至っては、

曜日まで、平均旅行時間約5分、95パーセンタイル旅

PTIが12月：約1.9、1月：約2.0、2月：約1.7と大きく

行時間約6分で推移している。日曜日については、他

なった。BTIについては、4～10月まで約0.1未満で推

の曜日と比べて、平均旅行時間で0.5分程度、95パー

移した。12～2月に至っては、BTIが0.4～0.5程度で推

センタイル旅行時間で1分程度小さくなった。緩衝時

移した。

間については、各曜日ともに、1分程度であった。

区間6015のPTIとBTIを示した。4～10月までは、

区間6015の旅行時間信頼性指標として、PTI及び

PTIが約1.5もしくはそれ以上で推移した。8月のPTI

BTIについて示した。夏期のPTIは、月～土曜日まで、

は約1.8と少し大きくなった。12～2月に至っては、PTI

約1.5～1.6で推移した。日曜日には、約1.4まで低下し

が12月：2.5、1月：2.4、2月：2.0と大きくなった。BTI

た。BTIについては、月曜日から日曜日まで0.2～0.3

については、4～10月までは、約0.2で推移した。12～

で推移した。

2月に至っては、12月：0.6、1月：0.5、2月：0.4で推
移した。

区間6015の冬期の旅行時間を見ると、月曜日から土
曜日まで、平均旅行時間約5～6分、95パーセンタイル
旅行時間約8から9分で推移している。日曜日について

４．２

曜日別の旅行時間信頼性の変動

は、他の曜日と比べて、平均旅行時間でわずかに1分

対象区間のうち、区間6015の曜日別の旅行時間信頼

程度、95パーセンタイル旅行時間で約2～3分程度小さ

性を分析した。通年のGPSデータを取得した2001年度

くなった。曜日別に比較すると、月曜日の95パーセン

～2008年度を対象とし、夏期（5～10月）と冬期（12

タイル旅行時間が最大となった。

～3月）の大きく２つに分けて、曜日別に95パーセン

区間6015の冬期の旅行時間信頼性指標を見ると、冬

（1）旅行時間（6015：夏期）

（2）旅行時間信頼性指標（6015：夏期）
㻟㻚㻜

PTI

㻞㻚㻡

BTI

㼀㼀㻵

㻞㻚㻜
㻝㻚㻡
㻝㻚㻜
㻜㻚㻡
㻜㻚㻜
᭶

（3）旅行時間（6015：冬期）
図－3
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（4）旅行時間信頼性指標（6015：冬期）

曜日別の旅行時間と旅行時間信頼性指標（道道下手稲札幌線）
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期のPTIは、月～土曜日まで、約2.0～2.5で推移した。
日曜日は、約1.7まで低下した。BTIについては、月曜
日から土曜日まで、約0.5～0.6で推移した。日曜日の
BTIが最小で約0.4となった。
４．３

天候別の旅行時間信頼性の変動

区間6013、区間6014、区間6015について、天候別の
旅行時間信頼性を分析した。通年のGPSデータを取得
した2001年度～2008年度を対象とし、天候別に比較し
たところ、図－4を得た。
区間6013についてみると、天候が晴れまたは曇りの

（1）天候別の旅行時間（6013）

ときの平均旅行時間は9.3分、緩衝時間は1.3分、95パ
ーセンタイル旅行時間は10.6分であった。この数値

15

は、雨天時における平均旅行時間が9.2分、緩衝時間
かった。他方、降雪時には、平均旅行時間が10.9分、
緩衝時間は3.9分、95パーセンタイル旅行時間は14.8分
となった。すなわち、降雪時には、旅行時間信頼性が
低下し、旅行時間が大きくなることが示された。
区間6014及び区間6015においても、区間6013と同様
に、晴天・曇天と雨天時について、平均旅行時間、緩
衝時間、95パーセンタイル旅行時間を比較すると、大
差はなかった。また、同様に、降雪時の平均旅行時間、
緩衝時間、95パーセンタイル時間について、晴天・曇

12
᪑⾜㛫䠄ศ䠅

は0.6分、95パーセンタイル旅行時間は9.8分と大差はな

BT
Tave

9

2.3

6

1.0

0.6

3

5.8

5.8

7.0

ᬕ䜜䞉䜚

㞵

㞷

0
ኳೃ
（2）天候別の旅行時間（6014）

天時と比較すると、大幅に大きくなった。
４．４

日降雪量別の時間信頼性の変動

道道下手稲札幌線の6013、6014、6015区間を対象と
し、日降雪量別の旅行時間信頼性を分析した。降雪期
のGPSデータを取得した2001年度～2015年度（2009年
度を除く）を対象とし、日降雪量別に示したところ、
図－5を得た。
区間6013では、日降雪量0cmでは、平均旅行時間
10.3分、緩衝時間：3.3分、95パーセンタイル旅行時
間：13.6分である。日降雪量の増加に伴い、各旅行時
間は大きくなった。日降雪量11～15cmで、平均旅行
時間：11.7分、緩衝時間：3.3分、95パーセンタイル旅
行時間：15分となった。これは、日降雪量6～10cmの

（3）天候別の旅行時間（6015）
図－4

天候別の旅行時間と旅行時間指標
（道道下手稲札幌線）

PT：15分と大差はない。さらに、日降雪量21cm以上
で、平均旅行時間：12.5分、緩衝時間：5.2分、95パー

分である。日降雪量11～15cm、平均旅行時間7.7分、

センタイル旅行時間：17.7分となった。日降雪量別の

緩衝時間：3.0分、95パーセンタイル旅行時間：10.7分

旅行時間についてパーセンタイル値で示したところ、

である。さらに、日降雪量16～20cmでは、平均旅行

日降雪量の増加とともに、旅行時間が大きくなった。

時間8.1分、緩衝時間：1.5分、95パーセンタイル旅行

区間6014では、日降雪量0cmでは、平均旅行時間6.6

時間：9.6分である。すなわち、日降雪量11～15cmと

分、緩衝時間：2.6分、95パーセンタイル旅行時間：9.2

日降雪量16～20cmにおいて、PTの数値は逆転してい
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（1）旅行時間（6013）

（2）パーセンタイル（6013）

（3）旅行時間（6014）

（4）パーセンタイル（6014）

（5）旅行時間（6015）

（6）パーセンタイル（6015）

図－5

日降雪量別の旅行時間（道道下手稲札幌線）

る。日降雪量別の旅行時間について、パーセンタイル

雪量別の旅行時間信頼性を分析した。降雪期のGPSデ

値で示したところ、日降雪量の増加とともに、旅行時

ータを取得した2001年度～2015年度（2009年度を除

間が大きくなった。

く）を対象とし、日降雪量別に示したところ、図－6を

区間6015における日降雪量別の旅行時間、パーセン
タイルについても、他区間と同様の傾向を示した。
国道5号の1001、1002、1003区間を対象とし、日降
28

得た。
区間1001では、日降雪量1～5cmでは、平均旅行時
間7.3分、緩衝時間：1.3分、95パーセンタイル旅行時
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（1）旅行時間（1001）

（2）パーセンタイル（1001）

（3）旅行時間（1002）

（4）パーセンタイル（1002）

（5）旅行時間（1003）

（6）パーセンタイル（1003）

図－6

日降雪量別の旅行時間及びパーセンタイル（国道５号）

間：8.6分である。日降雪量の増加に伴い、各旅行時

の旅行時間について、パーセンタイル値で示したとこ

間は大きくなった。日降雪量6～10cmで、平均旅行時

ろ、日降雪量の増加とともに、旅行時間が大きくなっ

間：7.1分、緩衝時間：2.1分、95パーセンタイル旅行

た。

時間：9.2分となった。これは、日降雪量1～5cmの平均

区間1002では、日降雪量1～5cmで平均旅行時間5.6

旅行時間と逆転した。さらに、日降雪量が11cmより

分、緩衝時間：1.2分、95パーセンタイル旅行時間：

大きくなると、平均旅行時間、緩衝時間、95パーセン

6.8分である。日降雪量の増加に伴い、各旅行時間は大

タイル旅行時間がだんだん大きくなった。日降雪量別

きくなった。日降雪量6～10cmで、平均旅行時間：5.4
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分、緩衝時間：2.1分、95パーセンタイル旅行時間：

区間6013～6015においては、日降雪量16～20cmにお

7.5分となった。これは、日降雪量1～5cmの平均旅行

いて、日降雪量11～15cmと比較して、PTIが小さく

時間と逆転した。さらに、日降雪量が11cmより大き

なった。同様に、区間6014と6015において、BTIが、

くなると、平均旅行時間、緩衝時間、95パーセンタイ

日降雪量16～20cmは、日降雪量11～15cmと比較し

ル旅行時間がだんだん大きくなった。日降雪量別の旅

て、小さくなった。他方、区間1001～1003において

行時間について、パーセンタイル値で示したところ、

は、日降雪量11～15cmにおいて、日降雪量6～10cm

日降雪量の増加とともに、旅行時間が大きくなった。

と比較し、BTIが小さくなった。

区間1003における日降雪量の旅行時間、パーセンタ
イルについても、他区間と同様の傾向を示した。

新雪除雪の出動基準は、札幌市が管理する道道が
「原則、降雪量が10cmを超える場合」である。また、

道道下手稲札幌線の区間6013～6015と国道5号の区

北海道開発局が管理する国道が「5～10cm程度の降雪

間1001～1003における日降雪量と旅行時間指標PTI、

量に達し、さらに降雪が続くことが予想される等、道

BTIを示したところ、図－7を得た。

路交通に支障を来す恐れがある場合」である。図－7

（6013）

（1001）

（6014）

（1002）

（6015）

（1003）

図－7
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日降雪量別の旅行時間信頼性指標（道道下手稲札幌線、国道５号）
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（6015）

（1003）

図－8

日降雪量別の旅行時間の予測（道道下手稲札幌線、国道５号）

中の下手稲札幌線及び国道5号の対象区間における日

内道路の旅行時間信頼性分析を行った。事例研究とし

降雪量別のPTI及びBTIの変化が、新雪除雪の出動の

て、札幌市が管理する道道下手稲札幌線について、通

有無の影響を受けている傾向が見られた。

年のデータが取得できた2001年度～2008年度までの昼
間の旅行時間データを活用し、月毎、曜日毎の旅行時

５．日降雪量別の旅行時間の予測

間信頼性分析を行った。
月毎の旅行時間（平均、95パーセンタイル、BT）

前章により、道道下手稲札幌線及び国道5号の対象

を見ると、4～10月までは、旅行時間が横ばいで推移

区間における旅行時間信頼性について、月毎、曜日

した。月毎の旅行時間指標でみると、4～10月まで

別、天候別、日降雪量別に示した。日降雪量が旅行時

は、横ばいで推移した。厳冬期の12～2月は旅行時間

間の変動に大きく影響していることが示された。

（平均、95パーセンタイル旅行時間、緩衝時間）が他

道道下手稲札幌線の区間6015、国道5号の区間1003

の月と比較して大きくなった。同様に、旅行時間指標

における日降雪量に応じた平均旅行時間、95パーセン

でみると、4～10月までのPTIは、1.2程度で推移して

タイル旅行時間、緩衝時間をプロットしたところ、図

いる。しかし、厳冬期の12～2月は、1.5～2.0程度と大

－8を得た。また、グラフ中には、線形近似を示し

きくなった。

た。両区間ともに、95パーセンタイル旅行時間は日降

夏期（5～10月）と冬期（12～3月）に分けて、曜日

雪量が増加するとともに、大きくなった。特に、国道

別の検討を行った結果、本格的な降雪期を迎える12～

5号の区間1003の線形近似を示したところ、決定係数

3月において、日々の旅行時間が大きく変動する傾向

は0.9を超えた。平均値についても、日降雪量が大き

が見られた。

くなるとともに、旅行時間が大きくなり、線形近似の
決定係数は0.8を超えた。
この結果から、厳冬期における日降雪量が分かれ

６．２

国道区間と道道区間を事例とし、日降雪量を
考慮した旅行時間信頼性

ば、区間の平均旅行時間、95パーセンタイル時間を精

国道及び道道を対象とし、冬期（12～3月）の昼間

度よく概ね予測できることが示された。これにより、

旅行時間について、日降雪量毎にランク分けし、旅行

ドライバーに対し、冬期における区間旅行時間を交通

時間信頼性の分析を行った。

予報として情報提供できる可能性が示唆された。

日降雪量の増加に伴い、国道並びに道道ともに、平
均旅行間、95パーセンタイル旅行時間、緩衝時間が増
加する傾向が見られた。新雪除雪の出動基準は、国道

６．まとめ

は「降雪量が一般的に5～10cm以上」であり、道道は
６．１

札幌市内道路における通年に亘る旅行時間

「降雪量が約10cmを超える場合」である。
例えば、国道5号の区間1001及び区間1002では、日

信頼性
筆者らは、過去15年間に亘り実施したタクシープロ

降雪量1～5cmと日降雪量6～10cmでは、旅行時間の

ーブ調査により蓄積したGPSデータを用いて、札幌市

平均は、わずかに逆転した。国道の新雪除雪の出動基
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準に基づく除雪作業の結果、旅行時間の平均がわずか
に小さくなったと考えられる。
また、道道下手稲札幌線の区間6014と区間6015で

3） 国土交通省北海道開発局：平成17年度冬期道路交
通実態調査、基本集計表、箇所別基本表、2005
年．

は、日降雪量が11～15cmと日降雪量16～20cmで95パ

4） 国土交通省北海道開発局：平成17年度全国道路交

ーセンタイル旅行時間が逆転している。さらに、区間

通情勢調査、一般交通量調査箇所別基本表、2005

6014の日降雪量11〜15cmと日降雪量21cm以上で95パ

年.

ーセンタイル旅行時間が同じになった。道道の新雪除
雪の出動基準に基づく除雪作業の実施により、95パー

5） TRB：Highway Capacity Manual 6 th Edition,
2016.

センタイル旅行時間はわずかに減少したと考えられる。

6） Kazunori Munehiro, Hiroyuki Kageyama, Naoto

本研究を通じ、過去15年間の膨大な旅行時間データ

Takahashi, Tateki Ishida, Motoki Asano;

と1日の降雪データを中心に、日降雪量別の平均旅行

Approach to Optimization of Winter Road

時間、95パーセンタイル旅行時間、緩衝時間の分析結

Management Operation by Taxi Probe Data,

果を示すことができた。その結果、国道と道道の新雪

Proceedings of 92 nd TRB Annual Meeting,

除雪の出動基準の違いを反映した平均旅行時間、95パ

Washington D.C., January 2013.

ーセンタイル旅行時間、緩衝時間を精度の高いデータ
により示すことができた。

7） Hong Yang, Kaan Ozbay, Kun Xie；Improved
Travel Time Estimation for Reliable

今回の調査では、15年間連続して取得した膨大な量

Performance Measure Development for Closed

の冬期の旅行時間データを使用した。残念ながら、交

Highways, Journal of the Transportation

通量に関する一貫したデータを継続的に取得すること

Research Board, No.2526, 2015.

には至っていない。当日の降雪量の増加により、交通

8） Eazaz Sadeghvaziri, Mario B. Rojas Ⅳ, Xia Jin；

量が若干減少している可能性があることは留意すべき

Exploring the Potential of Mobile Phone Data in

事項である。

Travel Pattern Analysis, Journal of the
Transportation Research Board, No.2594, 2016.

６．３

プローブデータに基づく旅行時間信頼性分析

9） Chen, M., and S. I. J. Chien; Determining the
Number Probe Vehicles for Freeway Travel

の活用
本研究により、厳冬期における日降雪量が分かれ

Time Estimation by Microscopic Simulation,

ば、区間の平均旅行時間、95パーセンタイル旅行時間

Journal of the Transportation Research Board

を精度よく予測できることが示された。これを通じ、

No.1719, pp.61-68, TRB, Washington D.C., 2000.

ドライバーに対し、冬期における区間旅行時間を交通
予報として情報提供できる可能性が示唆された。

10）Cetin. M.,G.F.List, and Y Zhou; Factors Affecting
Minimum Number of Probes Required for
Reliable Estimation of Travel Time, Journal of

謝辞：本研究において、プローブデータの提供に協力

the Transportation Research Board No.1917,

を賜った東邦交通（株）、道路管理者である札幌市、

pp.37-44, TRB, Washington D.C., 2005.

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部の関係の皆様
に謝意を表する。

11）Michelle L. Angel, Thobias Sando, Deo Chimba,
Valerian Kwigizile；Effects of Rain on Traffic
Operations on Florida Freeways, Journal of the
Transportation Research Board No.2440, pp.51-
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