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運搬排雪作業計画立案の支援技術提案に向けた堆雪成長傾向の把握のため、「堆雪断面積」
を指標とし、路肩堆雪の実測値と気象観測値等の分析により堆雪断面積を予測する式を試作、
適用の可能性を確認した。その際、路肩堆雪成長傾向に強く関係する気象観測値等の要素を抽
出した。さらに、予測式を用い、運搬排雪実施時期等のシミュレーションが可能な機能を搭載
した「堆雪断面積の推移を予測するシステム」を開発した。
キーワード：運搬排雪、路肩堆雪、作業計画支援

し、計測は12月上旬から2月下旬に概ね7日毎に行い、1
箇所あたり10件、1シーズンで計300件計測した（表-1）。

1．はじめに
積雪寒冷地域では、冬期路肩堆雪による道路有効幅
員の減少（写真-1）等による走行環境の悪化が、渋滞
発生要因の 1 つとなっている。
冬期道路交通の確保のため、道路管理者等は効率的
な路肩堆雪の運搬排雪が求められる。そのため、早期
に実施時期や工法（拡幅・巻出・カット）を決断し、
除雪機械、オペレータ、ダンプトラック、交通誘導員
等を確保する必要がある。
また、除雪作業従事者の減少、高齢化等により、除
雪作業の担い手の確保が困難になっている１) ことから、
除雪作業量や実施時期の判断について経験に依存しな
い定量的な指標が必要である。
路肩堆雪の成長傾向を把握できれば、該当工区の道
路維持管理に必要な運搬排雪工法と実施時期の推定が
可能となり、運搬排雪計画立案の判断材料として活用
できる。
そこで、運搬排雪計画立案の支援技術を提案するた
め、路肩堆雪断面積実測値と気象観測値等から堆雪断
面積を推計する予測式を試算し、適用性を確認した。
さらに、予測式を用い、運搬排雪実施時期等のシミュ
レーションが可能な機能を搭載した「堆雪断面積の推
移を予測するシステム」を開発した。

写真-1 道路有効幅員の減少

2．堆雪断面形状計測
路肩堆雪断面積は、トータルステーションとスタッ
フにより堆雪断面形状を計測（写真-2）し、作図ソフ
トにより算出している。計測箇所は国道内で間口処理
や民地からの雪出し等の影響を受けにくい場所を選定
Iida Miki, Ueno Hidechika, Kuji Naoyuki
－ 621 －

写真-2 路肩堆雪断面形状の計測状況

表-1 路肩堆雪の計測箇所一覧表（1 シーズン）

図-1 地域ごとの重回帰分析方法

3．路肩堆雪の成長傾向分析

表-2 地域ごとの重回帰分析結果

「堆雪断面積」を目的変数として、路肩堆雪の成長
に影響すると考えられる要素を抽出し、重回帰分析を
行った。
過去には、札幌（H25-28）について気象庁ホームペ
ージから入手可能なアメダスデータ、道路管理者から
提供を受けた除雪情報等を用いて増減法による重回帰
分析を行い、影響度の高い説明変数を抽出し、「堆雪
断面積予測式」を試作、説明変数の組み合わせを「運
搬排雪（巻出）（回）、運搬排雪（拡幅）（回）、最
深積雪深（cm）」とした2)。分析結果から導出した予測
式を用いて、札幌・小樽・旭川（H29-30）の実測値と
比較した結果、札幌及び小樽では概ね同様の成長傾向
を示したが、旭川では予測値と実測値の差が大きかっ
た。
旭川は他2地域と比べ、特に気象条件が異なることな
どを踏まえ、今回は地域ごとに重回帰分析を行うと共
に、道路幅員の大きさも考慮し、重回帰分析を行った
（図-1）。これまでは、道路状況による要因が全て除
外されているため、説明変数に道路幅員（a.車道幅員、
b.路肩幅員、c.路肩幅員（中央分離帯側）、d.中央帯
幅員、e.歩道幅員））を追加した。
目的変数を「堆雪断面積」、説明変数をaからｈとし
た地域ごとの重回帰分析の結果は表-2 に示すとおりで
あり、札幌と小樽で高い相関が確認できたが、旭川で
は相関の強さを示す修正済重相関係数は他2地域より小
さかった。
路肩堆雪の成長に影響すると考えられる各種要素
（説明変数）は、変数同士に互いに強い相関（多重共
線性）がある項目を除き、表-3 のとおり抽出した。小
樽では、運搬排雪（巻出）の実績がなかったため、除
いた。
重回帰分析により求めた回帰式を「堆雪断面積予測
式」とし、算出した予測値と実測値を比較した（図-2、
3）。札幌と小樽では概ね同様の成長傾向が確認できた。
また、旭川では他2地域と比較し修正済重相関係数が小
さく、予測値と実測値の差が大きかった。より実測値
に近づけるため、旭川で初冬期と晩冬期に分け重回帰
分析を試みたところ、実測値と同様の成長傾向が確認
できた（図-4）。この結果から、気温が下がり堆雪が

表-3 説明変数の整理

図-2 予測値と実測値の比較（札幌）
大きくなる時期と、気温が上がり積雪が解け出す時期
では、堆雪成長傾向に影響する要素が異なることが予
想される。
今後も堆雪断面積の計測を継続し、堆雪成長傾向の
分析を進める予定である。
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（2）支援システム要件
図-6 に「支援システム」の概略処理フローを示す。
ユーザーが、①場所（路線番号、距離標）、②対象と
する気象観測所名、③年度、④除排雪作業実施日と工
法を選択すると、堆雪断面積の推移をグラフで確認で
きる。③年度は、予測推計を表示させるため、任意で
年度を選択し、選択した年度の降雪パターンに応じた
推計が表示できる。当該シーズンのアメダスデータか
ら堆雪断面積を推計したグラフと、将来予測のため過
去の年度を任意で選択すると、以降の予測推計グラフ
が同一曲線で表示される。支援システムの動作環境は
表-4のとおりである。予測推計のための年度選択は3パ
ターンまで選択可能であり、堆雪断面積の実測値との
比較も可能である。

図-3 予測値と実測値の比較（小樽）

図-5 「支援システム」概念図

図-4 予測値と実測値の比較（旭川）

4．除排雪の作業計画支援技術の開発
（1）支援システム概要
堆雪断面積の推移を予測することで、効率的な除排
雪工法や作業計画の立案が可能となる。そこで試作し
た「堆雪断面積予測式」を用いて、「堆雪断面積の推
移を予測するシステム（以下、「支援システム」と言
う。）」を作成した。
図-5 に「支援システム」の概念図を示す。対象ユー
ザーは道路管理者や維持除雪工事請負者を想定する。
路肩堆雪断面積の実測値と気象観測値等から、堆雪断
面積推計結果をグラフで表示することで、除排雪作業
前後の堆雪断面積の把握が可能となる。
さらに、除排雪費用・作業時間の推計により、除排
雪作業の工法の選定や実施時期等の作業計画立案に、
効率的な判断が可能となる。なお、作業時間の推計に
は排雪速度予測式 3)を使用した。

図-6 「支援システム」概略処理フロー

表-4 「支援システム」動作環境
装置区分
クライアント

サーバ
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ソフトウェア
OS
Webブラウザ
OS
Webサーバ
アプリケーション
RDBMS

システム要件
Windows10(64bit)
Internet Explorer 11、Edge
CentOS 7.4（1708）
Apache 2.4.6
PHP 5.6.31
PostgreSQL 9.3.19

（3）シミュレーション例（札幌 R1 年度）
昨年度の札幌での路肩堆雪成長傾向について、「支
援システム」を使用し、実施時期や工法のシミュレー
ションを行った。運搬排雪実績(2/17 巻出１回)を入力
した場合は、予測値と実測値の推移が同様の傾向を示
した（図-7）。予測値から堆雪のピークが巻出により
効果的に解消されていることがわかる。
また、運搬排雪を行わなかった場合（図-8）と比較
すると、運搬排雪を実施したことで、以降、運搬排雪
を行う必要がないとの判断が、堆雪断面積の推移から
想定可能となる。仮に、巻出ではなく拡幅3回を行った
場合（図-9）は 2 月上旬から 3 月上旬まで堆雪の大きさ
が半分以下に抑えられる可能性が確認できる。
また、堆雪断面積のグラフ上に任意の補助線を設定
可能とした。グラフ上に閾値などの堆雪可能な断面積
の補助線を引くことで、設定した断面積を超える時期
を可視化により確認でき、運搬排雪工法・時期の判断
が可能となる。例えば、今回の場合では、堆雪可能な
最大堆雪断面積を仮に 4.1 ㎡とし、4.1 ㎡と 3.2 ㎡（図9 での最大値）に補助線を引いた。図-7 では断面積が
4.1 ㎡を超えないよう運搬排雪（巻出１回）の時期を調
整したり、図-9 のように、1 シーズンに最大でも 3.2 ㎡
以下にするため、運搬排雪（拡幅3回）を行うような計
画の策定も可能となった。実施日は図-8 の堆雪断面積
のピークを参考に策定できる。
このように、運搬排雪実施時期や工法のシミュレー
ションを行うことで、該当工区の堆雪可能な断面積を
想定し、より効率的な工法や実施時期、回数などの運
搬排雪作業計画立案の支援が可能となった。
今回は過去の運搬排雪実績の有効性を確認したが、
過去の降雪パターンを想定し、該当年度を選択するこ
とにより、以降の堆雪の大きさも予測できるため、堆
雪が最も大きくなる時期や、運搬排雪実施後の大きさ
の推移はどのようになるのかなども確認が可能である。

図-7 運搬排雪実績(2/17 巻出１回)を入力した場合

図-8 運搬排雪を行わなかった場合

図-9 （2/5 2/19 2/25 拡幅3回）を入力した場合
（4）支援システムについてのアンケート調査
北海道開発局、札幌・小樽・旭川開発建設部管内の
維持除雪工事監督員及び請負者(19 か所 71 名）へ支援
システムの使用感と運搬排雪計画について、アンケー
ト調査を行った。回答者の経験年数は 1 年から 38 年ま
でであり、監督員に比べ請負者にベテランの方が多く
見られた。6 割以上が路肩堆雪状況に応じて運搬排雪工
法を選択しており（図-10）、工法と実施時期の判断に
は、道路有効幅員や路肩堆雪の幅や高さ等の要因が多
く用いられている（図-11、12）。また、運搬排雪の計
画立案の時期は約 8 割が 2～3 週間先または 1 か月先で
あることがわかった（図-13）。
以上により、堆雪断面積と合わせて道路有効幅員の
表示や1ヶ月以上の長期にわたる予測精度の向上などの
課題を確認した。
さらに、実際にシステムも使用してもらった。操作
性・画面表示の分かりやすさについては、「分かりや
すい」、「まぁまぁ、分かりやすい」が5割以上であり、
改善点として「当該年度に近い年間降雪パターンを選
びやすくする」、「道路有効幅員も表示した方が運搬
排雪時期の判断がしやすい」、「工区により傾向が異
なるので、それぞれ予測する機能があると良い」等の
意見があった。今後、現場で使用しやすくするために
必要な機能について検討し、改良を進める予定である。
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5．まとめ

図-10 路肩堆雪状況に応じた運搬排雪工法
（巻出・拡幅・カット）の選択有無

図-11 運搬排雪工法選択の主要因

運搬排雪計画立案の支援技術提案のため、「堆雪断
面積」を指標とし、堆雪断面積の実測値と気象観測値
等から堆雪断面積予測式を試算し、予測式として適用
できる可能性があることを確認した。
札幌・小樽・旭川で、重回帰分析を行った結果、札
幌と小樽では高い相関が確認できた。旭川では、初冬
期と晩冬期に分けると高い相関が確認できた。
小樽と旭川では実測値が2ヶ年と少ないため、計測を
継続し実測値を増やすとともに、より安価で簡易的な
計測方法についても検討して行きたい。
また、堆雪断面積予測式を使用した「支援システム」
を作成し、運搬排雪の実施時期や工法のシミュレーシ
ョンが可能な機能を搭載した。これにより、運搬排雪
実施時期や工法のシミュレーションを行うことで、運
搬排雪作業計画立案の支援が可能である。
今後、工法と実施時期の判断の影響因子である、道
路有効幅員や路肩堆雪の幅や高さ等との関連性につい
て分析し、実用化に向けて「支援システム」の改良を
進める予定である。
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図-12 運搬排雪実施日の判断基準
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図-13 運搬排雪作業計画立案の対象期間
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