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道路利用者の交通行動意識を考慮した冬期道路情報の充実
松島

哲郎＊ 松田

泰明＊＊ 加治屋

安彦＊＊＊
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北海道の冬期道路では、滑りやすい雪氷路面や吹雪
による視程障害など、厳しい環境での運転を強いられ
ることも多く、適切な情報提供が欠かせない。前報１）
では、
「北の道ナビ」上で行った Web アンケート調
査の結果から、冬期道路情報の表現方法が道路利用者
の交通行動決定に与える影響について考察した。
本資料では、それらの考察結果を踏まえ、平成18年
度に「北の道ナビ」において行った冬道情報提供の充
実について報告する。
Ƚˍȁȶཤ͈ൽΫȷΠΛίβȜΐ
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「北の道ナビ
（iuuq;00opsuifso.spbe/kq0obwj0）
」は、
北海道内の主要な道路管理者である北海道開発局、北
海道、札幌市、NEXCO 東日本（株）北海道支社の監修
のもと、当研究所が運営している北海道の道路関連情
報のポータルサイトで、平成11年７月９日に開設され
た（Ƚˍ）
。
本サイトのアクセス数は年々伸びており、平成18年
度のアクセス数は約144万件
（日平均3,941件）に達し
た２）。観光シーズンのほかにも、冬期の厳しい気象条
件時などを中心に数多くのアクセスがあり、開設以来
の累計アクセス数は、平成19年２月に500万件を越え
るまでとなった３）。
また、近年の外国人観光客の増加に対応すべく、平
成17年６月18日に、英語･韓国語･中国語
（簡体字･繁体
字）版も公開し、平成19年９月までに約６万６千件ア
クセスされており、１日あたりのアクセス数も増加傾
向にある４）。
ˏȅൽႹૂ༭͈ນ༹࡛༷͈֑̞ͥ͢ͅൽႹ၌ဥ৪͈
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これまで筆者ら１）の調査で、道路情報の表現方法の
違いによる道路利用者の交通行動意識について、Web
にて調査を行った結果として、
以下の知見を得ている。
１） 冬期の車を利用した移動に必要な情報提供のう
ち、
「路面」や「視界」に関する道路気象情報は
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利用者ニーズが高く重要である。
２）
「視程が500m 未満」になると、具体的な交通行動
決定の変化が発生し始め、
「視程が200m 未満」
では、経路変更のみならず車での外出を止めると
いう行動選択も生じ始める。さらに、
「視程が
100m 未満」になると車での外出を中止する人の
割合が４〜６割以上と最も多くなった。
３）
「路面状態」が「積雪
（圧雪）
」の場合に比べ、「凍
結路面（アイスバーン）」
では経路変更のみならず、
車での外出を中止するとした道路利用者が現れ、
さらに「非常に滑りやすい路面（つるつる路面）」
では、車での外出を中止するとした道路利用者が
最も多くなった。
４）
「路面状態」については、表現方法の違いによる
交通行動意識の変化に大きな違いは見られなかっ
たが、「視界状況」については、文字だけの情報
よりも、道路画像を提供することにより、より安
全な交通行動を選択するようになった。
５）
「路面状態」が「非常に滑りやすい（つるつる路面）」
の場合、「視界状況」の程度によらず、危険と感
じる度合いが最も高いランクに分類されていた。
以上の調査結果から、以下のことが考察された。
１）冬期間の多くの道路状況下において、道路利用者
は走りにくさ（危険であること）を感じている。
２）
「視界状況」や「路面状態」を適切に情報提供す
ることで、道路利用者自らが判断し、より危険を
33

回避する交通行動を選択するようになる。
３）道路画像を用いて情報提供を行うことで、危険回
避を促す効果が期待できる。
ːȅൃൽૂ༭͈ރਰ
これまでの調査結果５）６）などを踏まえ「北の道ナビ」
では、道路画像の一層の活用による冬道情報の充実を
図った。取り組み事例の一例を以下に示す。
Ȫˍȫ
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「北の道ナビ」では北海道内の峠部の情報提供を行

う「峠情報」ページを公開している
（Ƚˎ）
。
このページの主な情報内容は、峠部の路線名、雪･
霜の期間、道路幅員、最小曲線半径、最急勾配、峠の
長さ、標高、道路画像、峠部の縦断図、チェーン着脱
場の有無、各峠の天気予報ページ７）のリンクなどであ
る。平成18年度には、以下の改善を行い、ユーザービ
リティーの向上を図った。
１）ライブカメラのサムイネル表示の追加
２）画面レイアウトの修正
３）ライブカメラのリンク先修正
４） 走りやすさ指標 の追加
５）関連情報リンク先の整理及び充実
従前、各峠のライブカメラをアイコンによって表示
していたが、ライブカメラのサムイネル表示を行うこ
ととした。これにより、道内の各峠の状況が一目で把
握できるようになった。
また、各峠のライブカメラ画像のリンク先を、
「北
８）
海道地区 道路情報 」のライブカメラ画像ページへ
変更を行った。これにより、今までは道路画像のみが
表示されていたが、現在は該当峠の気温･路温･風速･
時間雨量･積雪深がわかるようになった（Ƚˏ）
。さ
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34

Ƚː!!ൿ໐͈̳̯ͤ͞ঐດ͈)حൿ͈႕*!
寒地土木研究所月報

№655

2007年12月

らに、天候や気温の推移なども確認することができる
よう、道路画像を含めたこれらの情報について、15分
前と30分前の履歴を確認できるようにした。
また、各峠の詳細情報に「走りやすさ指標」の追加
を行った。北海道開発局が作成した「道路の走りやす
さマップ
（北海道版）９）」から、峠区間中の最下ランク
を表示するとともに、その延長を夏･冬別に掲載した
（Ƚː）
。
最後に、更に詳細な情報提供を実施しているサイト
がある場合は、そのリンク先を表示し、より詳しい情

特徴である。
以下に、提供されている情報の項目を列挙する。
ȁൃൽ͈ಕփത
１）冬道運転テクニック
２）万一、車が立ち往生したら
３）吹雪で視界の悪いときの運転は
４）滑りやすい凍結路面での注意点
５）アクシデントに備えて


６）一般的なタイヤチェーン着用法
ൃൽ͈ܖயে



１）降雪･降雪強度
２）吹雪による視界の程度
３）路面状態の種類と滑りやすさ
ণવ͞ٺႹ࿂ൄ͈ࠫഢͅၛ̾ܖயে

報を得られるよう配慮した。Ƚˑは、さらに詳しい
情報として「日勝峠の情報提供10）」サイトへ利用者を
誘導するよう、バナーを配置している例である。
Ȫˎȫ
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１）降雪や吹雪による視程障害とは
11）

冬道情報提供について、これまで筆者らの調査 で、
「路面状態や視界状況」について詳しい説明や解説を
行うページへ誘導し、より的確に道路状況の判断が可
能となる、
「解説付きでわかりやすい情報表現（Ƚ
˒）」が、参考になるという回答が89％と高かった。
それらの調査結果を踏まえ、安全運転啓発に資する情
報提供の充実を行った。
「冬道運転ガイド」は、冬道を運転したことがない
人も対象とし、北海道の冬道特有の現象などに関する
情報をわかりやすく提供し、理解してもらうことを目
的としており、これまで当研究所において行われてい
た雪氷や積雪路面関連の研究成果12）〜 20）も踏まえて、
構成されている
（Ƚ˓，˔）。これらは本州から来道
したドライバーなど、
雪道の運転の経験が浅い人にも、
わかりやすく、写真や動画などを多く用いているのが

２）こんな時に視程障害は起きやすい
３）こんな所で視程障害は発生しやすい
４）視程障害の時はこんな運転になりやすい
５）吹雪の時は大型車と小型車とで視界が違う
６）吹雪の時はこんな交通の流れになりやすい
７）こんな時は路面の凍結に注意
８）こんな所では路面の凍結に注意
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現在、冬道に関する道路情報提供は、各サイトに分
散されていると同時に、新たに様々なサイトが公開さ
れており、現状ではユーザーにとって必ずしも使いや
すく、理解しやすいものとはなっていない。
そこで、各エリアごとの冬道に関する情報に簡単に
アクセスが可能となる、「冬道安心ドライブチェック」
ページ（Ƚ˕）を作成した。このように、道内各地の
冬期道路情報を集約すると同時に、
「SITE NAVI」と
いう機能を設け、各地域の情報にもアクセス可能とし
た
（Ƚ21）。

.21!!ൽ؇ςͺ͈ͼΠ͈તٚম႕)TJUF!OBWJ*!
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「北の道ナビ」では、出発地と目的地を指定するこ
とによって、目的地までの距離や時間、経路、通過す
る道の駅や市町村などの情報を提供する「距離と時間
検索（Ƚ22）
」機能が、大変アクセス数の多いコンテ
ンツのひとつとなっている。
この「距離と時間検索」の平成18年度の利用回数は、

Ƚ˕ȁȶൃ͈հΡρͼήΙͿΛ·ȷ!
iuuq;00opsuifso.spbe/kq0obwj0jogp0gvzvesjwf/iun!
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１日平均約7,000回であり、ゴールデンウイークなど
のピーク時には、１日17,000回を越える日もあった21）。
開設から現在までの累計検索回数は、平成19年８月に
800万回を越えている。
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「北の道ナビ」では、改善要望を無記名で書き込め
る「改善要望アンケート」の入力フォームを随所に設
置しており、設置から約９ヶ月が経過した時点で、全
体で約460件余りの改善要望が寄せられた。
この中から「距離と時間検索」についての回答を見
てみると、全体の88％が「役立った」あるいは「やや
役立った」としており、評価の高いことがわかる。
しかし、71％の人が「改善要望がある」と回答して
おり、具体的な改善要望としては、経由する観光地の
充実や冬期道路情報の充実などを挙げるユーザーが多
い。
これらの結果を踏まえ、平成18年度においては、以
下の機能改善を行った。
１）経由地選択機能の追加
２）各詳細情報項目へのアクセス性の向上

ㅢㆊ䈜䉎ጼ䈱ᖱႎ㩷

３）市町村情報ページの機能追加
距離と時間検索の結果ページに表示される「通過す
る峠情報」
「通過する道の駅情報」「通過する市町村情
報」に、ピクトグラムを用いたバナー画像が表示され
るよう改善を行った
（Ƚ23）。
各ピクトグラムはリンク先の掲載内容を示してお
り、当プログラムの利用者に対して関連情報のページ
で提供している情報を、よりわかり易く伝えることを
目的としている。

ㅢㆊ䈜䉎䈱㚞䈱ᖱႎ㩷
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各アイコンに付加したピクトグラムの詳細は、以下
の通りである。
ȁȁˍȫൿૂ༭



Data：峠のデータ
Link（カメラ）：ライブカメラ画像
 Link（温度計）：峠の天気
ȁȁˎȫൽ͈ૂפ༭


Data：施設の詳細情報
 Map：道の駅の周辺地図
 Navi：各駅までのルート案内
ȁȁˏȫঌఆૂ༭
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Link：各市町村ページへリンク
Navi：各市町村へのルート案内
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また、市町村情報が表示されるポップアップについ
ても、距離と時間検索の機能追加を行った。このポッ
プアップは、各市町村の概要やセールスポイントなど
が表示されると同時に、各市町村の Web サイトへの
リンクを掲示しているものであり、「市町村への道案
内はこちら」というボタンを新たに追加した。
この機能追加によって、各個別の市町村情報のポッ
プアップから「距離と時間検索」を利用することが可
能となり、予め当該市町村を目的地とした距離と検索
画面が表示されるため、後は出発地を選ぶだけで検索
可能となるよう、ユーザービリティーの向上を図った
（Ƚ24）。

Ƚ24ȁڎঌఆૂ༭͈εΛίͺΛί͂ݻၗ͂শ॑ۼ
ˑȅ̤ͩͤͅ
本資料で報告した情報提供のうち、「冬道運転ガイ
ド」は、会員向けロードサービスなどを行っている団
体で、運送業に携わるドライバーを対象とした、この
秋の運転講習会の資料として活用されるなど、イン
ターネットを用いて広く公開している効果が現れつつ
ある。
なお、寒地土木研究所では、北海道開発局をはじめ
地域の道路管理者と連携し、インターネットを活用し
た様々な冬期道路情報提供の取り組みを行っている。
これらインターネット関連技術は、日々進化している
のが現状であり、常に最新の動向に着目し、新技術な
どを取り入れるよう配慮する必要がある。
「北の道ナビ」では、今後もユーザーニーズの把握
や情報提供の効果検証などを行いつつ、安心･快適な
運転支援につながる道路情報提供を模索し、更なるコ
ンテンツの充実や機能改善などを図っていきたい。
38

さらに、現在、「距離と時間検索」機能の提供によ
る便益や効果について調査中であり、その結果を踏ま
えた機能改善を予定している。この結果がまとまり次
第、追って報告したい。
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