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除雪機械管理運用の高度化、効率化

－除雪機械運行管理システムの在り方について－

本局事業振興部機械課

本局事業振興部防災・技術センター

札幌・函館・小樽・帯広開発建設部

１．まえがき

平成１６年１月に発生した道東地方における豪雪は、広域的な交通麻痺により地域

住民の日常生活に混乱を引き起こした。このような豪雪災害では除雪による迅速な交

通確保は重要であり、地域連携も視野に入れた除雪機械の運用も必要と考えられる。

一方で公共事業費が抑制されていることから、平常時においても除雪機械のより一

層の効率的な管理、運用が求められている。このような情勢に対応するため、除雪機

械の位置情報、作業情報等が把握できる除雪機械運行管理システムを開発する。

本システムでは除雪機械の豪雪災害時における復旧除雪支援や平常時における稼働

のマネジメントを行うことで、効果的かつ効率的な運行管理、機械配置を目指すもの

である。

２．研究経過

２．１開発背景

除雪機械運行管理システムは、北海道開発局で管理する道路延長の内、約半数の整

備延長を有する「光ファイバー」を有効活用することを前提としており、除雪機械の

位置情報や作業情報を道路管理者間で共有することで、除雪作業に関する問い合わせ

対応や豪雪災害時における迅速な除雪体制の確立が可能となる。なお、様々な除雪作

業情報等を蓄積し分析することで、効率的な機械配置の検討等を実施可能なシステム

が求められた。

２．２年次計画

除雪機械運行管理システムは、平成１５年度から平成１７年度迄の３ヶ年で実施し

てきており、年次計画を表－１に示す。

２．３平成１５年度調査結果

２．３．１調査概要

調査項目 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

現況調査・技術動向調査

システム構想の検討

パイロットシステムによる実証試験

システム・車載機等の検討

基本仕様作成（ソフト・機器）

除雪機械運行管理試行システム構築

表－１ 年次計画
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（１）現況調査

冬期道路管理情報のシステム化に必要な資料を収集した。

１）現況調査 他地方整備局等の取組事例

２）技術動向調査 ・センシング・無線 等ITS LAN

（２）システムの検討

冬期道路管理情報を有効に収集・伝達・配信可能なシステムモデルの検討を行っ

た。

（３）パイロットシステムによる実証試験

除雪機械を対象とするパイロットシステム（ 方式）を維持除雪工事に試ASP-DoPa

験導入し、除雪機械情報（現在位置・作業軌跡・作業状況等）の有用性の検証を行

った。

２．３．２調査結果

（１）現況調査

１）現況調査

冬期道路管理情報のシステム化の参考とするため、地方整備局、公団、諸外国等

での取組事例を調査した。

調査の結果、代表的な事例として東北地整で実施している「散布操作支援システ

ム 「ロータリ除雪車操作支援システム」があげられるが、路側に情報提供インフ」

ラを整備し「ワンマン化」を目指していることから、管理延長が に上る北6,300km

海道において本システムを導入することは、インフラ整備に多大な費用がかかるこ

とから、当局への適用には検討が必要であると考えた。

２）技術動向調査

車両の位置情報、路上の障害物の検知、及び路面状況等の冬期道路管理情報の収

集に係る ・センシング、及び通信技術（無線 等）について調査した。ITS LAN

GPS調査の結果 位置特定技術は現在実験段階ではあるが ビルの屋上に擬似的な、 、

衛星を設置して遮蔽物の多い箇所での測位を可能にする「スードライト」という新

技術も開発されつつある。

車両・落下物検出技術や路面状況判別技術等は、既に実績のあるものが多く、各

種路側センサー等のインフラ整備さえ実施されれば直ぐにでも採用可能な技術であ

る。

通信技術については、有線、 、車載無線等の様々な形態が考えられるK-COSMOS

が、除雪機械等に対し冬期道路情報を効果的に提供するため移動中の通信が可能な

「無線 」について調査した。LAN

無線 は、他地整においても取り組まれており、無線 基地局を路側に整LAN LAN

備して光ファイバー網を活用し、映像・音声・位置情報などのデータを道路管理者

や道路利用者へ提供している。

LAN IEEE802.11b 11b他地整は無線型 の整備にあたり 規格の動向を見据え 以後、 「 」（

と記す）を採用しているが、現時点では技術開発の進展により との互換性を保11b
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ちつつ の高速通信に対応した「 」が製品化されている。また、将54Mbps IEEE802.11g

来的な無線 技術の高速化や、都市部全体を通信エリアとするような技術も実LAN

用化へ向けて仕様策定が進められている段階であった。

（２）システムの検討

システムの検討にあたっては、早期実現性、既存設備の有効利用、経済性、想定

効果等を勘案している。

１）除雪機械位置・作業情報

除雪作業時の除雪機械のリアルタイム位置情報や作業履歴は、道路管理者にとっ

て国道の維持管理上必要な情報になってきている。一方、このような情報を道路利

用者に提供することで、目的地までのルート選択やマイカー利用の是非、出発時間

調整の判断材料となるなど利便性の向上が図られるとともに、除雪作業への理解と

協力を得られることが考えられる。以上を実現するためのシステム構想図を図－１

に示す。

本システムは、車載端末により除雪機械の位置情報、作業情報を収集し、このデ

ータを道路管理者のインフラ（光ファイバー・無線 方式）や民間の通信インLAN

フラ（ 等・専用回線方式）を通して道路管理者及び道路利用者のパソコンやDoPa

携帯電話、情報専用端末に情報を提供するものである。情報伝達ルートを２系統と

しているのは、道路管理者のインフラの整備状況を踏まえた場合併用を想定するの

が現実的と判断したためである。

（３）パイロットシステムによる実証試験

除雪機械車両運行管理システムの実現に向けてパイロットシステムを用いて実証

試験を行った。

道路管理者（除雪請負業者を含む）を対象に除雪工事における除雪機械情報提供

、 、の有用性を検証するため 既存の動態管理システムを活用した現場実証試験を行い

図－１ システム構想図
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試験参加者に対しアンケート調査を実施した。

１）試験概要

①試験場所 札幌開発建設部 深川道路事務所

深川工区（一般国道１２号、２３３号（高規格道路を含む ））

沼田工区（一般国道２３３号、２７５号）

②試験期間 平成１６年１月２６日～平成１６年３月１２日

③システム構成

本試験では、一時的運用であるため、インターネットを介して利用するアプリ

ケーションサービスプロバイダ（以下 と記す）が提供する動態管理システASP

ムサービスを利用した。このサービスは、除雪機械の車載端末で収集したデー

タを で 業者へ送信し、インターネットを使用して各事務所等で除雪機DoPa ASP

械の情報の閲覧が可能なシステムである。

④試験対象車両

深川道路事務所管内の除雪ステーションに配置されている１６台を対象とし

た。

深川西ＳＴ 除雪トラック５台、除雪グレーダ２台、除雪ドーザ２台

凍結防止剤散布車１台、小形除雪車１台 計１１台

沼田ＳＴ 除雪トラック４台、小形除雪車１台 計５台

⑤提供情報

・リアルタイム位置情報（車種、管理番号、進行方向、作業速度等）

・作業軌跡（進行方向、ルート、通過時刻等）

・作業情報（作業工種）

⑥情報提供箇所

札幌開発建設部 機械通信課、道路交通管理室、深川道路事務所

深川道路事務所管内除雪ステーション 深川西ＳＴ、沼田ＳＴ

２）試験結果

①車載機器

本試験においては、 による車両位置取得及びボタン操作による作業情報GPS

の入力・送信が可能な車載端末を使用した。車載端末仕様を表－２に、車載機

車載端末

通信制御装置

通信アンテナ 除雪車

webサーバ

ASP業者

GPS受信機

拠　点
パソコン

通信事業者
ネットワーク

インターネット

図－２ システム構成図
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器状況を写真－１～３に示す。

②情報提供画面

除雪機械の情報を事務所等で確認するためには、インターネットに接続された

以上の を搭載した であれば十分で特別な地図ソフトは不要Windows 2000 OS PC®

である。

情報取得の際は、インターネット画面から予め登録しているユーザー とパID

スワードを入力するだけで図－３の画面が表示される。なお、各画面の表示内容

は下記のとおりである。

ａ 新車両位置情報表示画面（リアルタイム位置情報・作業情報）

除雪機械の 新の位置情報を表示する画面で、２分周期で画面が自動更新さ

れる。また、機械名を指定してポーリングを掛けることでリアルタイムな位置

情報の取得が可能であり、画面上には管理番号、機械名、規格、作業情報、位

置取得日時、進行方向、走行速度、 の測位状態が表示される。GPS

ｂ移動経路表示画面（作業軌跡・作業情報）

除雪機械が移動した経路を表示する画面で、何時に何処にいたかの把握が可

能で、任意の除雪機械について、５分周期で取得した位置情報等を線で結んだ

状態で表示される。

ｃ 新の状態・履歴画面

除雪機械の 新の状態及び作業履歴を表示する画面で、除雪機械全体を一覧

表形式で表示し、表示内容は、ａと同様で、過去の除雪機械全体の稼働状況を

１度に把握することが可能である。

仕様
表示文字数 20文字 2行
文字ｻｲｽﾞ 5.5×3.2

位置情報取得ﾀｲﾐﾝｸﾞ 5分周期で取得
DoPa通信用、GPS用各1ch
予備3ch

外形寸法 (W×H×D) 15cm×6.5cm×9cm
重量 約0.5kg

定格電圧 DC10～30V
消費電力 20W以下

電源

項目

表示機能

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

表－２ 車載端末仕様

写真－１ 車載端末取付状況

写真－２ 車載端末表示画面 写真－３ ＧＰＳ受信機取付状況
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③アンケート調査結果

ａ情報提供の有用性

施工結果の確認や除雪作業に対する問い合わせ対応に 新の状態・履歴画面

や 新位置情報提供画面が活用されていたことから、位置情報の有用性は十分

にあると言える。また、この試験は深川道路事務所管内の一部工区のみの結果

であり、都市部や峠部などで、使用する場面や効果が変わってこないか検証が

必要である。

作業情報の有用性を検証するため、試験の前・後半で表示内容を変更して試

験を実施した。表示内容を表－３に示す。

情報表示内容は、試験後半の７種類で十分との意見であった。また、作業情

報をリアルタイムに把握できることにより、問い合わせ対応に適切な情報提供

ができ有用であるとの意見が得られた。

ｂシステム機能要望

除雪機械情報の収集（種類・精度・操作性）や伝達（タイムラグ 、配信（画）

面構成・地図の表示方法等）についてシステム機能要望の抽出を行った結果は

下記のとおりである。

・作業情報自動収集機能の追加

・地図表示内容の改良（ や橋梁、トンネル、バス停等を表示）KP

・道路情報板関連システムやインターネットによる道路利用者への情報提供

・移動経路アニメーション表示機能の追加

最新位置情報表示画面

（除雪車位置情報表示）

移動経路表示画面

（除雪車運行軌跡表示）

最新の状態・履歴画面

（車両運行状況一覧表

項目 試験前半（２月上旬迄） 試験後半（試験終了まで）
施工記録装置と同等の情報表示 簡略化した情報表示
I作業、G作業、S作業等想定される作業
内容全２０種類。

新雪除雪、路面整正、拡幅除雪、散布
作業、歩道除雪、回送、終了の全７種

情報表示内容

図－３ 情報提供画面の一例

表－３ 作業情報の表示内容
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・音声通話機能の追加

・現地映像収集機能の追加

、 、 、以上の様に 今回のパイロットシステムに対し 様々な要望が出されたので

今後はこれらの要望を踏まえたシステム構築を実施していく必要がある。

２．４平成１６年度調査結果

２．４．１調査概要

（１）除雪機械運行管理システムの検討

除雪機械運行管理システムの構築に向け、平成１５年度の試験結果に基づき、除

雪機械のサービス内容を整理した。

（２）車載機の検討

各種情報を有効に収集するための車載機の検討を行った。

１）除雪機械の車載機器の検討（作業情報自動収集方法の検討を含む）

（３）情報通信・管理・提供方法の検討

除雪機械の情報通信方法として、民間通信回線の動向を調査し、無線 と民LAN

間回線の自動切り替え方法を検討した。また、情報管理方法としてサーバ方式、情

、 。報提供方法として道路管理者 他機関及び道路利用者への提供方法の検討も行った

（４）ソフトウエアの設計・機器仕様書の作成

除雪機械運行管理システムのサービスメニューのうち、短期に実現できるメニュ

ーについて機能設計、画面設計等を行い機器仕様を作成した。

２．４．２調査結果

（１）除雪機械運行管理システムの検討

１）システムの概要

除雪機械運行管理システムとは、当局が保有する除雪機械の車載機器で収集する

各種リアルタイム情報を、新たに整備される無線 系ネットワーク及び民間通LAN

信媒体を介し、既設の防災 上の各システム（道路管理情報システム等）に情LAN

報提供するものである。

除雪機械の取扱情報は「位置・作業情報（新雪除雪、回送等 」で通信手段は無）

線 と民間通信媒体の併用方式とする。LAN

、 、併用方式にすることで 除雪工区全体の位置・作業情報を把握することが可能となり

リアルタイムな運行管理の実現や、無線 エリア内であれば、通信コストが無料でLAN

あることから、データ送信タイミングを設定できることで詳細な施工管理が実現できる

と考えた。尚、通信不感地帯に入った場合は、車載機器側で一時蓄積機能を持たせ、通

信エリア内に入った時点で一括送信する機能も必要と考えている。

２）期待される効果

除雪機械運行管理システムを導入することで期待される効果は表－４による。

除雪機械で期待される効果は、リアルタイムな位置情報により豪雪時の対応に、
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除雪車が何処で何をしているのかが本局、開発建設部、事務所の 上で同じ情報PC

を共有できるので、除雪進捗状況に関する問い合わせ作業が軽減され、他工区の除

雪進捗状況も把握できるので、作業が終了している車両に応援要請をかけることも

容易になり、道路維持管理の迅速化・円滑化が図られる。対応イメージを図－４に

示す。

道路利用者から除雪状況の問い合わ

せが来た場合は、維持除雪工事の請負

業者に確認すること無く 上で車両PC

位置及び過去の作業軌跡を確認できる

ので、監督員以外の職員が対応しても

問い合わせ対応の時間的ロスを短縮で

きる。

また、除雪車が出動した時点の気象データと併せて位置情報等を蓄積し解析する

ことで除雪計画の策定の基礎資料となる他、除雪工区間格差も明確になるので、機

、 。械配置台数の見直しが可能となり 道路維持管理の一層の充実化に繋がると考える

将来的な提供を考えている道路利用者に対しては、この様な情報を提供すること

で目的地迄の自由なルート選択やマイカー利用の是非、出発時間調整の判断材料と

なるなど利便性の向上が図れると共に、除雪作業への理解と協力を得られることが

考えられるが、道路利用者への提供は、情報の信頼性を確認し、どういった情報を

どの様に提供するのが効果的か関係箇所と十分調整を行っていく必要がある。

３）サービス内容の検討

除雪機械のサービス内容の整理、必要機能を抽出した。

平成１７年度は、サービスメニューの内、基本となる部分の「現在位置・作業情

報配信機能」と「作業軌跡情報配信機能」の構築を考えている。図－５に整理した

メニューを示す。

本局

今の除雪状況を
報告させろ！

はい！ えーと、A本部とB本部と…

今の除雪状況を報告して！
…えっと次は…

各本部

各事務所

各除雪ST

分かりました。

お待ちください。
　　　・
○○は完了して、
△△は除雪中、
××はまだです。

もう少し早く、状況
把握できないのか？

報告そろいました。

北海道全域で
大雪です。

北海道全域で
大雪です。

本局 各本部

各事務所

各除雪ST

完了したA工区から
応援させます。

分かりました。

大雪のため道路は
渋滞しています。

導入前 導入後

ＴＶ

ＴＶ

ＴＶ

了解

了解

報告してくれ

報告してくれ

今の除雪状況は…B工区が
確保できてないな。
夕方までに何とかしてくれ！

提供先 除雪機械

リアルタイムな位置情報により

　・豪雪時や雪崩等の災害対応

　・道路利用者からの問い合わせ

データ蓄積により

　・除雪計画の策定

　・機械配置の適正化

　・除雪工区間格差の是正

目的地迄のルート選択

マイカー利用の是非

出発時間の調整etc

※将来的に提供を視野に入れている。

期待され
る効果

道路管理者

道路利用者

表－４ 期待される効果

図－４ 対応イメージ
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図－５ 除雪機械サービスメニュー
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また、通信インフラとして使用する無線 の規格は一般に開放されている周LAN

波数帯の （ 帯）を使用することになっている。IEEE802.11.b/g 2.4GHz

この周波数帯は、出力 以下の無線設備で電波法第４条に規定される無線局10mW

だが、但し書きにより免許を要しない無線局として取り扱われているため、一般に

も広く普及しており強固なセキュリティを設けてもクラッキングツール等が新たに

開 発 さ れ 、 内 部 シ ス テ ム に 対 し 悪 意 の あ る ユ ー

ザーによる侵入や破壊などの可能性が拭えない。

この様な内部システムへの侵入等を防ぐため、

ファイアーウオール（ )等で無線 系ネッFW LAN

トワーク(以後 と言う)と内部 を隔離し内NW NW

部 へは上りデータのみ許可されている。以上NW

のことから、内部 のクライアントから下りがNW

発 生 す る サ ー ビ ス メ ニ ュ ー は 、 確 実 な セ キ ュ リ

テ ィ が 確 保 さ れ る 迄 は 実 現 で き な い 。 図 － ６ に

セキュリティの考え方を示す。

（３）車載機の検討

車載機器の検討として、除雪機械の車載機器選定及び作業情報自動収集方法の検

討を行った。

１）除雪機械の車載機器の選定（作業情報自動収集方法の検討を含む）

車載機器は、昨年度の試験結果から、助手の安全確認を妨げないようにボタン操

作等が無いものを前提とし、導入コストを抑えるため一般に市販されている車載機

をベースとした。

車載機の選定は、下記の要件により行っている。

① の精度は移動体測位時で２５ｍ程度であること。GPS

②民間通信媒体は、通信エリア及び通信コストが有利なものを選択できること。

③通信不感地帯に入った場合に各種情報を一時蓄積し通信エリアで一括送信でき

ること。

④各種情報の送信タイミングを自由に変更できること。

⑤無線 と民間LAN

通 信 媒 体 の 自 動 切

。替えができること

⑥ 作 業 情 報 を 収 集

す る ポ ー ト 及 び 無

線 装置にデーLAN

タ を 送 る ポ ー ト を

有すること。

ま た 、 作 業 情 報

を 自 動 で 収 集 す る

内部ネット

ワーク

ＦＷ（ＤＭＺ）

無線ＬＡＮ系

ネットワーク

現地車両等

道路管理情報システム

統合型MICHIシステム

防災PC etc

内部ネットワークからの

「下り」が未許可なので

内部からの現地指示や現地

での情報閲覧は困難

内部ネットワークからの

「下り」を制限する。

上り 下り

上り 下り

図－６ セキュリティの考え方

       【移動 車両用 無線LAN装置 】

【１．車 載端末 】
・車載器 中央処 理部

・GPSモジュー ル
・第3世 代通信 モジュール

・入力ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（センサ ー情報接 点入力 ）

・出力イ ンターフェイス（LAN）

無線LAN装置

（インフラ 用）

HUB

施工記録装 置

センサー部 センサー部

民間デー
タ通信用

GPS用

・・・

無線 LAN

アンテナ

電源部
電源部

ACCのポジ

ションから電

源 を供給

ACCのポジ

ションから 電

源を供給

LAN

（10/100B ASE-T）

端子 台

接点

無線L AN装置

（中継用）

図－７ 機器構成
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手段として、既設の施工記録装置のセンサー情報を分配するための「端子台」に

ついても検討した。車載機の機器構成を図－７に示す。尚、無線 装置につLAN

いては、別途定められた新移動体通信システムの規定に準拠した。

（４）情報通信・管理・運用方法の検討

１）情報通信方法の検討

除雪機械で使用する通信手段である民間通信媒体の選定及び無線 と民間回LAN

線の自動切替え方法について検討を行った。

①民間通信媒体の選定

民間通信媒体を選

定するに当り、日本

国内に存在する民間

通信媒体の内、比較

的通信エリアが広く

データ通信で実績の

ある ( )「 Dopa DoCoMo

FOMA NTT Doco」「 ( (

Mo au Vodafone) 」「 」「

」の通信エリアにつ

いて調査した。

表－５より「 」au

と「 」 がほぼ同Dopa

様のエリアとなって

おり僅かに「 」がau

広い結果となった。

以 上 よ り 通 信 媒 体

は、両者の通信コス

トを比較し も安価

な方を選定すること

とした。

表－６により通信

コストを比較した結

果、ランニングコス

トが も安価になる

「 」を採用するこau

ととした。

なお、コスト比較

はシステムが全道に

普及したことを想定

表－５ 国道管理延長に対する通信可能延長

km ｶﾊﾞｰ率 km ｶﾊﾞｰ率 km ｶﾊﾞｰ率 km ｶﾊﾞｰ率
札幌 1,048 932 89% 770 73% 880 84% 846 81%
函館 683 595 87% 484 71% 611 89% 541 79%
小樽 474 394 83% 256 54% 397 84% 380 80%
旭川 616 455 74% 428 69% 501 81% 487 79%
室蘭 678 617 91% 522 77% 635 94% 555 82%
釧路 860 674 78% 465 54% 708 82% 649 75%
帯広 701 616 88% 438 62% 619 88% 609 87%
網走 862 739 86% 483 56% 728 84% 727 84%
留萌 273 234 86% 168 62% 225 82% 213 78%
稚内 257 230 89% 154 60% 230 89% 185 72%
合計 6,452 5,486 85% 4,168 65% 5,534 86% 5,192 80%

注　黄色で塗り潰してある部分は も通信エリアの広い媒体を指す。

aｕ Vodafone
部局 管理延長

Ｄｏｐａ ＦＯＭＡ

表－６ コスト比較表
回線とプラン 評価

認証パケット量 500 ﾊﾞｲﾄ（通信開始時に発生する通信）
0.35

通信データ量 90 ﾊﾞｲﾄ（実データ＋ヘッダー部等）
通信料金（全車両分） （年間） \4,917,184 １走行あたり、1回センターと接続を試みる

月額基本料金 \500
基本料金（全車両分） （年間） \6,042,000
IP-VPN(64K) （月額） \27,860
DSU （月額） \3,400 \1700*2（建設部用＋Docomoセンター用）

接続装置使用料 （月額） \8,000
屋内配線専用料 （月額） \120

1建設部あたりの拠点コスト （年間） \472,560
合計（10建設部＋全車両） （年間） \15,684,784
認証パケット量 非課金

0.2
通信データ量 90 ﾊﾞｲﾄ（実データ＋ヘッダー部等）
通信料金（全車両分） （年間） \2,671,650
月額基本料金 500
基本料金（全車両分） （年間） \6,042,000
IP-VPN(64K) （月額） \32,970
DSU （月額） \1,700
リモートアクセスポート （月額） \11,000
87プールアドレス追加 （月額） \9,000
CPA基本料 （月額） \7,000
RADIUS （月額） \21,000
1建設部あたりの拠点コスト （年間） \992,040
合計（10建設部＋全車両） （年間） \18,634,050 円
認証パケット量 非課金

0.35
通信データ量 90 ﾊﾞｲﾄ（実データ＋ヘッダー部等）
通信料金（全車両分） （年間） \4,675,388
月額基本料金 \440
基本料金（全車両分） （年間） \5,316,960
IP-VPN(64K) （月額） \32,970
DSU （月額） \1,700
CIPL基本料 （月額） \7,700
RADIUS （月額）

1建設部あたりの拠点コスト （年間） \508,440
合計（10建設部＋全車両） （年間） \15,076,748

比較条件
・除雪機械台数　1,007台、全車両年間稼働時間　316,640時間
・全車両年間稼働時間　316,640時間、全車両年間運転日数　61,900日（損料算定表の年間標準運転日数より算出）
・データ受信周期１分毎、通信データ量は90バイト／回想定
・各サービスの比較に際しプランの選定に当たっては、１台１走行におけるパケット量の少なさ、車両台数の多さ
夏期の不稼働期間を考慮し、月額基本料金が安価なものを選定した。

◎

△

ランニングコスト（通信費＋車載機側基本料金＋建設部側基本料金等）

au(CPA)
シングル9.6

NTTDoCoMo(Dopa)
シングル

ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝS

建
設
部

×

au(CIPL プランB)

１パケットの単価

１パケットの単価
車
両

建
設
部

１パケットの単価
車
両

建
設
部

車
両
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し除雪機械全台数を対象とし、１０建設部に専用回線を接続するという前提で行

っている。

②自動切替え方法の検討

無線 と民間回線の自動切替え方法は、無線 のモバイルルータ側に持LAN LAN

たせる案と車載端末側に持たせる案が考えられる。

自動切替えを行うには、民間の通信モジュールをモバイルルータ 車載端末or

に持たせなければならず、路側に整備される無線 設備の整備方針は、当面LAN

通行規制区間（特殊を含む）に限定して整備されることから、北海道開発局の管

理延長全体を網羅するには、民間通信回線単独で普及して行く路線が多数でてく

ると考える。

以上より、民間通信回線単独でも普及が可能で、将来的に無線 の整備がLAN

進んでも対応可能な様に車載端末側へ自動切替え機能を持たせることとした。

２）システム構成・機能の検討

平成１７年度に導入するシステムは試行段階であり、導入する開発建設部は６部

局である。また、情報閲覧箇所は、本局、開発建設部、事務所を想定した場合、下

記のサーバにて当面運用することとした。システム構成図を図－８に示す。

①車両運行管理配信装置（ ）J1-WEB

機能：車両運行管理装置（ ）からデータを収集し、除雪機械やパトローJ1-DB

ルカーの動態監視画面、作業履歴画面等のユーザインターフェイスを生

成するもの。

②車両運行管理装置（ ）J1-DB

機能：各開発建設部に設置する車両運行管理装置（ ）及び民間通信回線J2-DB

の各種情報の収集、及び蓄積・管理を行うもの。

③車両運行管理装置（ ）J2-DB

機能：除雪機械やパトロールカーから無線 を介して送信される除雪作業LAN

情報、出動情報等を収集、及び蓄積・管理するもので、収集した情報を

車両運行管理装置（ ）に送信するもの。J1-DB

④車両画像配信装置（ ）※パトロールカー用J2-Video

（ ）機能：パトロールカーから無線 を介して送信される映像 ユニキャストLAN

データを映像のリクエストがあったＰＣへ配信すると共に、送られてき

た映像データの蓄積を行うもの。

図－８の様な配置とした場合のサーバ運用上の課題は、部局間で防災 ネッLAN

トワークに障害が発生した場合 防災・技術センターのみ車両運行管理配信装置 以、 （

降 という）を設置するので他開建の防災 での閲覧が困難となることが上J1-WEB PC

げられる。

将来的には、 や を各開建分散配置することで課題は解決されるが、J1-WEB J1-DB

民間通信回線のルータ等も併せて分散させる必要が出てくるので、セキュリティ確
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保の為の専用回線料金が増加することが考えられる。以上よりシステムを普及して

いく際は関係箇所と調整をしながら展開していく必要がある。

３）情報提供方法の検討

除雪機械運行管理システムは、当面道路管理者への提供を行うことを想定してお

り、情報の信頼性が確保され、提供

方法が固まった時点で地方公共団体

との情報共有や道路利用者への提供

を想定している。

①道路管理者への提供方法

道路管理者への提供は、平成１

７年度に構築する サ ーバJ1-WEB

LAN PCより、防災 上にある防災

へ情報提供し、除雪機械及びパト

ロールカーの各種情報を閲覧でき

る環境を整える。提供イメージを

図－９に示す。提供イメージに示

図－８ システム構成図

図－９ 道路管理者への提供イメージ

防災LAN向け
ファ イ アウォ ール

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

DMZ

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

既設 新設：本仕様書の
適用範囲

凡
例

北海道開発局

無線LAN　Ｌ３-ＳＷ

無線LAN　Ｌ３-ＳＷ

函館開発建設部

無線LAN　Ｌ３-ＳＷ

無線LAN　Ｌ３-ＳＷ

防災技術センター

事務所

防災ＰＣ

無線LAN

AP

無線LAN

AP

無線LAN

AP

無線LAN

AP
現地インフラ

現地車両等

民間データ
通信

パケット

専用回線

小樽開発建設部

無線LAN

AP

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

防災ＰＣ

車両運行管理
装置

（J2-DB）

パケット用

ルータ

外部向け

ファ イ アウォ ール

DMZ

車両画像配信
装置

（J2-Video）

車両運行管理
装置

（J2-DB）

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載装置

DVカ メラGPS

パトロールカー

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載装置

DVカ メラGPS

パトロールカー

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載装置

DVカ メラGPS

パトロールカー

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載端末

施工記録
装置

除雪機械

新設：別途

防災ＰＣ

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

札幌開発建設部

無線LAN　Ｌ３-ＳＷ

防災LAN向け
ファ イアウォ ール

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

防災ＰＣ

車両画像配信
装置

（J2-Video）

外部向け

ファ イ アウォ ール

民間データ

通信

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載端末

施工記録
装置

除雪機械

民間データ

通信

無線LAN

AP

無線LAN
アンテナ

無線LAN
装置

車載端末

施工記録
装置

除雪機械

民間データ

通信

防災LAN向け
ファ イ アウォ ール

Ｌ２-ＳＷ

車両運行管理
配信装置
（J1-Web）

車両運行管理
装置

（J1-DB）

防災LAN　Ｌ３-ＳＷ

防災ＰＣ

旭川開発建設部
釧路開発建設部
網走開発建設部

除雪機械

車載端末

民間データ

通信

現地車両等
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したように本システムでは、車載機から収集した緯度・経度情報と道路ネットワ

ーク情報である データとのマッチングを行った上で、地図画面（ベース地DRM

図：背景地図画像または数値地図）上への表示を行うため、道路線形上に除雪機

械を表示させることができる。将来的に詳細地図は統合型 の道路台帳付図MICHI

（別システムで検討中）の地図とすることを考えている。

②地方公共団体との情報共有方法

北海道開発局では、道路管理に

必 要 な 各 種 情 報 （ 画 像 、 道CCTV

路気象センサ情報等）を地方公共

団体と「防災情報共有システム」

で情報共有している。除雪機械の

情報は、この防災情報共有システ

ムと連携をとることで実現できる

と考える。情報共有に際し地方公

共団体の除雪機械機にも位置情報

等を取得できる車載機を搭載する

ことでより一層の効率的除雪も可

能になると想定される。提供イメージを図－１０に示す。

③道路利用者への情報提供方法

北海道開発局では、道路利用者

へ向けて様々なシステムで道路情

報の提供を行っている。その代表

的なものとしては、インターネッ

トを使用した「道路情報提供シス

テム 「北の道ナビ」や道の駅に」、

設置された「道の駅情報提供シス

テム」が上げられる。

ここでは、道路利用者が旅行中

の休憩などで立ち寄る道の駅に設

置された「道の駅情報提供システム」を利用し提供する方法を検討した。提供イ

メージを図－１１に示す。情報提供することで道路利用者へのサービスが向上す

ると考えられる。

（５）ソフトウエアの設計・機器仕様の作成

平成１７年度に実現する除雪機械運行管理システムのソフトウエアの設計（機能

設計、画面設計等）と機器仕様を作成した。

１）ソフトウエアの設計

ソフトウエアの設計は、平成１７年度にソフト開発に着手出来るレベルの基本設

計を下記のとおり行った。

除雪車位置・作業状況

除雪車の位置と作業状況

をアイコン表示。また作業

内容を旗揚げ表示 

図－１０ 情 報 共 有 イ メ ー ジ

図－１１ 道路利用者への提供イメージ
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基本設計の流れを図－１２に示す。

①分析

ａユースケース分析

本システムと既設関係システム

との役割を明確化し、ユースケー

ス（機能）分析を行いシステム化

の範囲を整理した上でユースケー

ス図を作成した。

ｂシステム機能分割

各サービスを実現するため、連

携するシステムとの機能分担を機

能構成図（フロー図）で示した上

で、連携システムとの関わり方を

明確に整理した。

ｃ情報の流れの整理

各サービスで必要となる情報項

目について整理し、サービス間の

情報連携部分を明確化してパッケ

ージ図として整理した。

ｄサブシステム構成の整理

システムの機能検討結果を踏ま

え、各サービスの構成要素（処理

機能、 、外部 、 （ユーザDB I/F GUI

イ ン タ ー フ ェ イ ス 、 フ ァ イ ル ））

を抽出し、概略クラス図として整理した。

②設計

ａ機能設計・画面設計等

概略クラス図上で整理した構成要素毎に処理機能、 、外部 、 （ユDB I/F GUI

ーザインターフェイス 、ファイルについて機能処理フロー、具体的な テ） DB

ーブル仕様、具体的なインターフェイス仕様、画面イメージ及び全体画面遷移

図、ファイルのレイアウト、 設計でコードと定義した項目のコード設計をDB

行った。

ｂプログラム構成設計

ａの設計を基にサービス毎にプログラム構成を設計し、詳細クラス図として

整理した。

２）機器仕様の作成

車載機器の仕様は、除雪機械運行管理システムの将来形を視野に入れ車載機器の

検討で出てきた要件を満足するものとし、サーバについては、平成１７年度及び将

システム化対象範囲
【短期：サービス】

システムの機能分割

通信インターフ

ェース設計

画面設計

機能設計

サブシステム間の情報
の流れ

システム全体機能構成

データベース設計

コード設計
ファイル設計

プログラム構成設計

 

ユースケース図

機能仕様

パッケージ図

全体構成図

機能構成図
（フロー図）

データベース仕様

ファイル仕様

インターフェース
仕様

画面仕様

詳細クラス図

全体画面遷移図

Ｅ－Ｒ図

ユースケース図
ユースケース図

サブシステムの構成 概略クラス図

アプリケーション定義書

凡例
サービス単位の

アウトプット
システム全体の

アウトプット

全サービスを対象

短期実現サービスのみ
を対象

設計

分析

図－１２ 基本設計の流れ
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来的に実現するメニューを処理可能な 、 、 容量とした。なお、 のOS CPU HDD HDD

容量算出に当たっては、平成１７年度の試験結果により路側の無線 設備の展LAN

開スピードが左右されることから、平成１７年度に整備される部分のみのデータに

て容量を算出した。全体機器構成を図－１３に、機器仕様を表－７に示す。

図－１３ 全体機器構成

表－７ 機器仕様

施工記録
装置

移動車両用
無線LAN装置

DVカメラ（動画・静止画）

IP携帯電話
（音声）

GPSアンテナ 無線LANアンテナ

車両運行管理

装置(J1-DB)

車両画像

配信装置
(J2-Video)

除雪車機器構成

道路パトロールカー機器構成

事務所機器構成

P OW ER F A UL T DA T A A LA R M

ルータ
NTT専用線

路側無線LANアンテナ

KDDIアンテナ

車載端末

移動車両用
無線LAN装置

GPSアンテナ 無線LANアンテナ

無線LANアンテナ（ローカル）

KDDI　CIPLネットワーク

端子台

センサー

F/W

無線LANシステム用　
L3-SW

車両運行管理配信

装置(J1-WEB)
無線LANネットワーク

DMZ（非武装セグメント）

既設防災LAN用
L3-SW

車両運行管理
装置(J2-DB)

防災ＰＣへ

防災LAN系ネットワーク

表示画面
（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式）

車載ＰＣ

除雪機械用 仕様

車載端末寸法等

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

外形寸法:200×140×60程度 重量:1.5kg以下 消費電力 24W以下

接点信号入力:4ch 民間通信ｱﾝﾃﾅ:1ch GPSｱﾝﾃﾅ:1ch LAN(無線LAN用):1ch
RS-232C:1ch(将来拡張用)

GPS

民間通信媒体

受信方式:複合ﾃﾞｼﾞﾀﾙまたはｵｰﾙｲﾝﾋﾞｭｰ方式　受信周波数:1575.42MHz 受
信ｺｰﾄﾞ:C/Aｺｰﾄﾞ(L波) 大追尾衛星数:12衛星以上

第３世代通信ﾓｼﾞｭｰﾙ（機器組込み用）

無線LAN

端子台

IEEE802.11b/g準拠 周波数帯:2.4GHz帯
ｾｷｭﾘﾃｨ:IEEE802.11i

外形寸法:200×150×40程度 分岐方式:ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗによるｾﾝｻｰ信号分岐

ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ用

車載装置寸法等

仕様

外形寸法:230×280×90程度 消費電力 100W以下 CPU:WindowsXP対応
1.6GHz以上 ﾒﾓﾘ:512MB以上 HD容量:40GB以上 解像度:1024×768以上

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

GPS

ﾈｯﾄﾜｰｸ(100BASE-TX/10BASE-T):1ch IEEE1394:1ch ｱﾅﾛｸﾞRGB:1ch USB:2ch
RS-232C:1ch

受信方式:複合ﾃﾞｼﾞﾀﾙ　受信周波数:1575.42MHz 受信ｺｰﾄﾞ:C/Aｺｰﾄﾞ(L波)
大追尾衛星数:12衛星以上

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ

DVｶﾒﾗ

外形寸法:200×150×40以下 解像度:1024×768以上

有効画素数:動画123万画素程度 外形寸法:100×110×150程度

無線LAN

その他

除雪機械用無線LAN装置と同様

DC/ACインバータ、UPSを装備

J2-Video

CPU
Pentium4プロセッサ

2.8GHZ相当 2.8～3GHz相当

サーバ機器仕様 J1-WEB J1-DB J2-DB

1GB以上

HDD容量 36GB×2以上　RAID1対応

OS
Red Hat Enterprise Linux ES/AS

2.1相当
Microsoft Windows Server 2003相

当

メモリ 2GB以上 1.5GB以上 1GB以上

GISソフト Map Server 4.0(フリーウエア J1-WEBに実装）

使用地図 DRM地図をベースに整備（全域・広域・中域・詳細）

映像配信ソフト Microsoft Windows Media Services9以上（J2-Video)
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３．今年度の研究概要

３．１試行システムの開発状況

３．１．１除雪機械運行管理システムの開発

（１）ソフトウエアの開発

平成１６年度の基本設計を基に、ソフトウエアの開発を実施している。

開発するソフトウエアは、地図基盤として当局が有する「 ・統合型 でDRM MICHI」

使用している「数値地図」を活用することや、イニシャル・ランニングコストが不

要な エンジである「 」を利用することにより、ソフトウエア開発コスGIS Map Server

ト及び地図整備コストの低減を図っている。

また、代表的な機能は「現在位置・作業情報配信機能」と「作業軌跡情報配信機

能」で、下記に各機能の実現内容と画面イメージを図－１４、１５に示す。

１）現在位置・作業情報配信画面

①除雪工区全体のリアルタイムな位置・作業内容を把握

②豪雪災害時など、除雪作業の進捗状況をリアルタイムに把握

③災害応援の除雪機械が何処まで来ているかの把握

④将来的に、現場代理人等へ提供することで、出動タイミングを合わせた工区間

格差の少ない除雪が可能となる。

２）作業軌跡情報配信画面

①いつ、どこで、どの様な作業をしていたかを機械別に把握

②作業の進捗状況の把握（運搬排雪の進捗状況の確認等）

③確実な施工管理（日々の作業報告の省力化及び迅速化）

④道路利用者からの問い合わせに対する迅速な対応

旗揚げ表示の内容は、下記の通りです。
事務所名、ＳＴ名、機種名、規格、管理
番号、ＫＰ、作業情報、速度、時刻情報

任意の部局の除雪機械の位置を確認したい場合は、除雪
機械の管轄（部局、事務所、ＳＴ）を指定してすることで、指
定した管轄で稼働中の除雪機械のみ地図上に表示されま
す。
更に、任意の除雪機械のみの表示も可能です。（除雪トラッ
クのみ表示等）

道路上の「点」は作業内容を示し、作業
内容が変われば、自動的に変わる。

除雪機械監視画面イメージ
除雪作業情報凡例イメージ

図－１４ 現在位置・作業情報配信画面イメージ
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（２）車載機の開発

平成１７年度は無線 と民間通信媒体（ ）を併用し位置・作業情報を送信LAN au

可能な車載機を札幌開建５台、函館開建２台、小樽開建３台の計１０台導入する。

また、民間通信媒体（ ）単独で位置情報のみ送信可能な車載機を旭川開建、釧au

路開建、網走開建に各６台、計１８台の導入を予定している。

（ 、 ） 、 。車載機の機器仕様一覧を表－８ １ ２ に 搭載予定車両一覧を表－９に示す

アニメーション表示イメージ

作業軌跡一括表示イメージ

一覧表表示イメージ

図－１５ 作業軌跡情報配信画面イメージ

表－８ 機器仕様一覧（１）

無線LAN・民間通信媒体併用 民間通信媒体単独

取扱情報 位置・作業情報 位置情報のみ

接点信号入力 4ch 無し

民間通信アンテナ

GPSアンテナ

LAN 1ch(無線LAN用) 無し

RS-232C

定格電圧

消費電力

重量

外形寸法
位置情報取得機能

速度情報取得機能

進行方向情報取得機能

作業装置センサーの信号を取得 無し

4ch迄取得可能 無し

プロトコル：TCP/IP 無し

車載端末

ソフト
ウエア

仕様名称

民間データ通信機能

最新の各種情報を保有している通信機能で送信する。なお、無線
LAN通信機能がある場合は無線LAN通信を優先

最新情報送信機能

1ch

1ch

1ch(将来拡張用)

DC12～24V

24W以下

GPSによる取得　取得周期：最小1秒　精度：0.5km/h以下

GPSによる取得　取得周期：最小1秒　精度：16方位以上 

 第３世代通信モジュールにてホストとの双方向通信

プロトコル：TCP/IP

作業情報収集機能

無線LAN通信機能

1.5kg以下

W200×H140×D60

GPSによる取得　取得周期：最小1秒　位置精度：25m以下

移動車両用無線LAN装置にてホス
トとの双方向通信

無し
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４．今後の方針

平成１８年度以降は、平成１７年度に構築する試行システムにより、システムの在

り方を踏まえた上で、現場運用を行い、運行管理データの把握、蓄積を行っていく中

で除雪機械のマネジメントを目指す予定である。

表－９ 搭載車両一覧

無線LAN・民間通信媒体併用 民間通信媒体単独

受信方式

受信周波数

受信コード

最大追尾衛星数

受信感度

アンテナ設置位置

アクセス方式

構造

定格電圧 DC12V 無し

消費電力 12W以下 無し

外形寸法 W200×H150×D40 無し

仕様名称

ソフト
ウエア

GPS仕様

民間デー
タ通信

端子台

追尾時：-140dBm以下　捕捉時：-130dBm以下

屋外

第３世代通信

一時蓄積情報一括送信
機能

ポーリング受信機能

機器組込み用通信モジュール

複合デジタルまたはオールインビュー方式

1575.42MHz

C/Aコード（L波）

12衛星以上

通信状態収集機能 無線LANと民間通信の通信状態を
確認する。

民間通信の通信状態を確認す
る。

ホストから最新情報要求を受信可能とする。

ホストから車載端末固有のデータの設定情報を更新する。

車載端末固有情報を内部メモリに保持する。

車載端末固有情報更新
機能

車載端末固有情報保持
機能

収集情報一時蓄積機能 通信不感地帯の場合、送信すべき情報を一時蓄積する。
保存件数は120件

通信が確立した時点で蓄積データを一括送信する。

表－８ 機器仕様一覧（２）

①無線LAN・民間通信媒体併用（取扱情報：位置・作業情報）

機械名 規格 管理番号

札幌開建 札幌道路 薄別ST ２３０号 除雪トラック １０ｔIG ０６－２１０７

除雪トラック １０ｔIGS １１－２１０８

除雪トラック １０ｔIGS １３－２１１７

除雪トラック １０ｔIGM １２－２１２４

凍結防止剤散布車 4.0m3湿式粗 １０－２１５８

計 5 台

函館開建 森道維 基地 ５号 除雪トラック １０ｔIGS １５－２１２３

除雪トラック １０ｔIG散 １４－２１０５

計 2 台

小樽開建 倶知安道路 中山ST ２３０号 除雪トラック １０ｔIG １３－２１１３

除雪トラック １０ｔIGM １４－２１３２

凍結防止剤散布車 4.0m3湿式 １０－２１５９

計 3 台

合計 10 台

②民間通信媒体単独（取扱情報：位置情報）

機械名 規格 管理番号

旭川開建 上川道維 大雪ST ３９号 除雪トラック １０ｔIG １３－２１１４

除雪トラック １０ｔIGS ０８－２１１３

除雪トラック １０ｔIGS １２－２１１９

除雪トラック １０ｔIGM粗 ０６－２１２８

３９号・ 凍結防止剤散布車 4.0m3湿式粗 １０－２１６１

２７３号 ロータリ除雪車 ２９４ｋW ０６－２１５２

計 6 台

釧路開建 弟子屈道路 基地 ２４３号 除雪トラック １０ｔIGS １１－２１２５

除雪トラック １０ｔIG散 １５－２１０７

３９１号 除雪トラック １０ｔIGS １４－２１２４
２４３号
３９１号

凍結防止剤散布車 2.5m3湿式 ０７－２１７３

屈斜路ST ２４３号 除雪トラック １０ｔⅡGS １１－２１２６

除雪トラック １０ｔIGM ０７－２１２５

計 6 台

網走開建 北見道路 滝の湯 ３９号 除雪トラック ７ｔIG ０７－２１０４

除雪トラック １０ｔIGS ０４－２０１４

除雪トラック １０ｔIGS粗 ０８－２１１８

除雪トラック １０ｔIGM １３－２１３５

ロータリ除雪車 ２９４ｋW １５－２１６２

凍結防止剤散布車 4.0m3湿式粗 ０９－２１７４

計 6 台

合計 18 台

位置情報車載車両

開建名 事務所名 ST名 路線名
位置情報車載車両

開建名 事務所名 ST名 路線名
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