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寒地土木研究所では、吹雪時に道路利用者のより安全な交通行動の判断を支援するために、
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」で、吹雪視程の現況と予測情報の提
供を開始した。平成24年度のアンケート調査結果では、移動中の「吹雪の視界情報」の利用割
合が増加し、その際スマートフォンが閲覧端末として最も多く使われていた。そこで、平成25
年度はスマートフォン専用のサイトを構築し、視界不良予測結果を電子メールで配信するサー
ビスを開始する等、利便性の向上を図りつつ情報提供実験を実施している。本稿ではこれらの
実験について報告する。
キーワード：自然災害、災害情報、除雪・防雪、情報

は、視界の予測情報の提供を開始し、道路利用者が有益
な情報を入手できる「吹雪の視界情報ポータルサイト」
としてリニューアルした。さらに、吹雪時に多数の道路
積雪寒冷地である北海道の冬期道路は、吹雪に伴う視
画像を取得するために、スマートフォンを用いた道路画
界不良による交通障害がしばしば発生するなど、厳しい
像自動撮影投稿アプリケーションを開発した。
走行環境にある。さらに、近年急激に発達した低気圧の
本稿では、「吹雪の視界情報ポータルサイト」と「道
影響により、今まで吹雪の発生頻度が低かった地域でも、 路画像自動撮影投稿アプリケーション」の構成、平成24
吹雪災害が発生するようになってきている。当研究所で
年度提供実験の結果、平成25年度の取り組み、ならびに
は、こうした冬期の気象変化を考慮して、吹雪災害発生
今後の展望について述べる。
の防止・軽減を図る研究に取り組んでいる。
吹雪災害対策には、防雪施設（防雪柵、防雪林など）
の整備によるハード対策、情報提供などによるソフト対
2. 吹雪の視界情報ポータルサイト
策がある。これまでのハード対策により災害軽減効果を
上げているが、これらの整備には多くの費用と時間が必
「吹雪の視界情報ポータルサイト」は、(1) 吹雪の視
要となる他、極端な暴風雪への対応には限界がある。早
界情報、(2) 吹雪の投稿情報、(3) 冬期道路の距離と時
急かつ効果的な吹雪災害対策を行うには、従来のハード
間検索、(4) 気象警報・注意報、(5) 道路通行止め情報
対策に加えて、吹雪の現況及び予測情報を提供するソフ
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
ト対策を行うことが必要である。
いる（図-1）。ここでは (1)と(2)について詳述する。
当研究所では、過去の研究において、気象データ（降
雪強度、風速、気温）から吹雪時の視程を推定する手法
(1) 吹雪の視界情報
を開発した1)。この手法を用いて広域の吹雪時の視程
吹雪の視界情報は、北海道を203に細分化したエリア
（以下視界とする）を求め、暴風雪時におけるドライバ
ごとに提供している。このエリア区分は、市町村単位を
ーの行動判断を支援するため、インターネットサイト
基本とし、札幌市については区単位に、広域または合併
「吹雪の視界情報」において、北海道内の視界現況情報
により飛び地となった自治体については、概ね合併前の
の提供実験を平成20年度から行っている。平成24年度に

1. はじめに
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旧自治体区分となっている。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2)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）。視程について
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3)を参考にされたい。
気象庁以外の事業者が天気などの予報業務を行う場合
は、気象業務法により気象庁長官の許可を受け、現象の
予想を気象予報士が実施することになっている。当研究
所（予報業務許可事業者第183号）では、予測結果を配
信する6時、9時、12時、15時、18時、21時に合わせて、
当研究所雪氷チームに在籍する3名の気象予報士が演算
結果の妥当性を事前に確認の上、公開を行っている。

最大 24 時間後

現況
予測
図-2 吹雪の視界情報のエリアと予測時間
吹雪視程の予測

気象データ入手
気温（5㎞メッシュ）
風速（5㎞メッシュ）
降水（降雪）強度
（1㎞・5 ㎞メッシュ）

地吹雪発生
判定

視程推定
推定手法による
視程演算

吹雪時の視程

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

(2) 吹雪の投稿情報
吹雪の投稿情報は、道路利用者の携帯電話またはパソ
コンから、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。豪雪災害時に
SNS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4)、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12月末日までの登録ユーザ数が252人、投稿件数は201
件である。

マップ形式

テキスト形式
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) 吹雪の視界情報はサイトの左上（北海道の地図）、(2)
吹雪の投稿情報は同右上（緑色）に該当
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図-4 吹雪の投稿情報閲覧画

3.道路画像自動撮影投稿アプリケーション
「吹雪の投稿情報」では、一般ドライバーからの情報
収集の可能性は認められたものの投稿数が限られ、特に
視界不良時の投稿が少ない状況にあった。平成23年度に
行ったヒアリング調査の結果、吹雪走行時のドライバー
にとっては、視界不良時の撮影操作や掲示板への投稿操
作が困難であることがわかった。今後、吹雪時に多数の
情報を取得する方法として、「吹雪の投稿情報」におけ
る撮影から投稿までの操作を自動化することが効果的で
あると考えられた。そこで、近年急速に普及が進むスマ
ートフォンを活用した、自動化アプリケーションの開発
と試験運用を行った。
スマートフォンには、投稿に必要な個々の機能が予め
備えられており、個々の機能を連動させるアプリケーシ
ョンの開発により、自動撮影及び投稿が実現可能となる。
本アプリケーションでは、設定画面にて撮影間隔や画像
サイズ等を予め設定し、車両のダッシュボード等に設置
し自動撮影ボタンを押すことにより、設定条件に基づく
自動撮影を開始する。撮影時にはGPSの緯度経度情報を
自動取得し、撮影データとともにサーバにアップロード
する。サーバ側ではこれらの情報をデータベースに格納
し、ユーザのアクセスに応じて、地図上に自動表示する
（図-5）。
作成したアプリケーションを、当研究所のスマートフ

図-5 道路画像自動撮影投稿システム

ォンにインストールし、車両走行実験を行った結果、多
数の画像を収集し、地図上への表示が自動的に行われる
ことが確認できた（図-6）。一方、一般公開には以下の
ような課題があることが判ったため、今後検討する必要
がある。
① 前走車のナンバープレートや交通事故現場等、個人
情報が撮影される。
② 視程障害が発生していない箇所の画像と、視程障害
箇所の画像の選別が必要である。
③ 休憩時や停車時の、不必要な画像が撮影される。

4. 平成24年度の「吹雪の視界情報」提供結果
(1) 吹雪視程の予測精度について
北海道内3地点（石狩、初山別、猿払）の視程観測デ
ータと、それぞれの地点における吹雪視程演算結果の比
較による、予測精度検証を行った。検証では、観測デー
タと演算結果を視程100m未満、100～200m、200～500m、
500m～1,000m、1,000m以上の５ランクに分類し、完全適
中、１ランク見逃し、１ランク空振りを広義の適中とし
た。その結果、適中率は74.6％と算定された。
(2) 利用者のアクセス状況
インターネットサイト「吹雪の視界情報」の日平均ア
クセス数は、平成22年度は426件、23年度は616件、24年
度は1,119件と年々増加している。特に、ポータルサイ
ト化及び予測情報の提供を開始した平成25年2月以降は、
約1,500件とさらに増加している。平成25年2～3月の、1
日ごとのアクセス数を図-7に示す。北海道東部を中心に
吹雪災害が発生した3月2～3日には約5,000件、その後、
再び全道で暴風雪となった3月9～10日には過去最多の
6,000件近いアクセス数を記録した。天候悪化時のアク
セス数の増加から、利用者が「吹雪の視界情報ポータル
サイト」を行動判断に活用していることが伺われる。
2013年3月9～10日
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図-6 道路状況画像の閲覧画面
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図-7 吹雪の視界情報ポータルサイト」の日アクセス数
（平成 25 年 2 月 1 日～3 月 31 日）

(3) 利用者のアンケート結果
予測情報提供開始後に実施したアンケート調査では、
回答者の72%が予測情報に高い評価を与えていた（図8）。利用場面ごとの利用端末について見ると、出発前
にはパソコンの割合が半数以上を占めていた。これに対
し、近年の急速な普及を反映し、移動中や吹雪遭遇時の
閲覧ではスマートフォンが最も多く、携帯電話がそれに
次いで使われていた（図-9）。さらに移動中の閲覧ユー
ザ数も平成23年度の2%から平成24年度は15%に増加して
いた（図-10）。加えて、視界情報の提供方法について、
85%の回答者が事前に視界不良の注意喚起を促す「メー
ル通知」に期待していることが明らかとなった（図11）。アンケートの詳細については、北の道ナビのホー
ムページに掲載しているので参照されたい。
・吹雪の視界情報アンケート結果（平成24年度）
http://www.northern-road.jp/navi/survey/2012a/
survey2012_syukei.html
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平成 23 年度：N=147
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移動中
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平成 24 年度：N=203
図-10 視界情報利用場面
左側数字は回答数、括弧内は全回答数に対する回答数の
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●アラート（メール通知）

役に立った
118(58%)

全回答数:203

図-8 吹雪視界予測情報の有益性に関する評価
左側数字は回答数、括弧内は全回答数に対する回答数の割合
を示す

N=203
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図-9 視界情報の利用場面ごとの利用端末

図-11 メール通知による注意喚起の有効性
上図はメール通知の例
下図の左側数字は回答数、括弧内は全回答数に対する回答
数の割合を示す
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表-1 メール配信サービスの配信条件

5.平成25年度の取り組み

項目

平成25年度は、前項のアンケート結果を踏まえ、スマ
ートフォン専用ページの作成とメール配信サービスの開
始、吹雪投稿情報の機能強化に取り組んでいる。それぞ
れについて、以下に詳述する。
(1) スマートフォン専用ページ
平成25年12月1日より、横長の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に縦長のレイアウトで閲覧でき
るよう専用ページを構築した（図-12(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-12(b)）。これらの開発により、
移動中や吹雪遭遇時の閲覧の利便性が向上するものと考
えている。
(2) メール配信サービス
視界不良について、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。
この機能は、事前にメールアドレスと表-1に示す配信条
件を登録し、希望条件に応じ視界不良の予測結果を自動
で通知するものである（図-12(c)）。

概
要
メール配信の対象エリアを選択可能。
エリア （複数選択可）
【市町村等をまとめた北海道内46エリア】
配信 メールが配信される時間を選択可能。
時間 【6, 9, 12, 15, 18, 21時の1日6回、9, 12,
15, 18時の1日4の2種類】
予測 メールが配信される視程条件を選択可能。
視程 【500m未満, 200m未満, 100m未満の3段階】
予測 何時間後の予測を配信するのか選択が可能。
時間 【3時間先まで , 6時間先までの2種類】
(3) 吹雪投稿情報システムの機能強化
現在の吹雪投稿情報システムは、パソコンや携帯電話
による投稿を想定して構築したものであるが、本機能に
ついて、スマートフォンからの投稿及び閲覧に対応させ
た。また、閲覧時に振興局単位での検索機能を付加し、
利用者の利便性を向上させるとともに、非常時の避難所
情報も入力可能とする機能向上を予定している（表-2、
図-13）。

（ａ）

（ｃ）
メール配信
サービス

fuyumichi@time‐n‐rd.jp
xxsampleaddressxx@ceri.go.jp

スマートフォン
専用ページ

（ｂ）

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
：
：

現在地の
視界情報提供

図-12 「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
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表-2 吹雪投稿情報システム機能強化の概要

項

目

避難所情報
登録機能
避難所情報
検索機能
避難所情報
表示機能

概
要
吹雪の投稿情報に登録した利用者
が避難所の開設、閉鎖や位置情
報、避難所の場所等を登録する機
能。
任意の言葉により、避難所情報を
検索出来る機能。
利用者に向けて、避難所情報登録機能
で登録した内容を提供する。吹雪の投
稿情報の地図上に目立つアイコンで表
示する。

最近のスマートフォンの普及を踏まえ、視程推定精度の
向上や安全な行動を促す手法に関する検討など、さらな
る改良に取り組む予定である。また、ドライバーの吹雪
時の移動で考慮すべき情報提供や道路環境などの要素が
行動変更に与える影響度合いを分析し、今後の吹雪視界
情報提供の改良に資するようにとりまとめる予定である。
当研究所では、これまで「冬道安全ガイド 吹雪ドラ
ライブのコツ（http://northern-road.jp/navi/info/fubu
kidrive.pdf）」パンフレットにより、冬道での運転に
おける注意点や装備品について啓蒙を行ってきた。この
パンフレットは、「吹雪視界情報ポータルサイト」の
“お役立ち情報”にリンクされている。合わせてご覧頂
ければ幸いである。

新着情報
××避難所に避難所開設
しました。食事毛布提供し
てます

吹雪

迂回

吹雪情報
提供
図-14 吹雪情報提供（イメージ）
図-13 避難所情報画面表示例

6.まとめと今後の展望
本稿では、吹雪視程の現況と予測情報を提供する「吹
雪の視界情報ポータルサイト」と、「道路画像自動撮影
投稿アプリケーション」の構築と試験運用について述べ
た。また、平成24年度提供実験の結果、及び平成25年度
の取り組みについて整理した。
「吹雪の視界情報」は、吹雪時におけるドライバーの
より安全な行動を促すことで、災害リスクを軽減させる
ことを目的としている（図-14）。今後、ドライバーの
的確な判断支援に向けて、今シーズンの情報提供終了時
にはアンケート調査を実施する予定であり、その結果や
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