雪氷チーム&地域景観ユニット
Snow Engineering Team & Scenic Landscape Research Unit

しりべしｅ街道
Shiribeshi e-Route

官民連携による冬期道路の情報収集・提供実験
Experiment on Winter Road Information Collection and Provision through Public-Private Cooperation

地域の方々から沿道の気象や路面などの路線情報を寄せていただくことで、きめ細やかな道路情報、沿道情報の提供を行い、安全で快適な
道路環境の創出、観光振興など地域の活性化を支援するための仕組みづくりの検討を行っています。
We are studying to construct a system that gathers regional information on road and weather conditions from the contributors on the route and provides
detailed road and road information.
Such system is expected to crate a safe and pleasant driving conditions and to support regional revitalization such as promotion of tourism.

ふゆみち情報の提供(http://e-kaido.jp/shiribeshi)
Provision of winter road information
提供する情報及びその入手先は、小樽開発建設部からの国道の通行止め情報と道路気象テレメータ情報、後志
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警報や、後志管内20市町村毎の天気予報をインターネットで提供しました。
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The organizations, which conducted Internet-based information provision include the Otaru Development and Construction
Department, the Shiribeshi Tourist Association, and the Hokkaido Branch of Japan Weather Association.
The Otaru Development Construction Department offered information on traffic closures of national highways and road
weather information observed by telemeters.
The Shiribeshi Tourist Association and volunteers offered winter road information (on weather, road surface condition, road
image, comments on road condition).
The Hokkaido Branch of Japan Weather Association provided weather forecast for 20 cities, towns, and villages, as well as
warnings and watches on weather.
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▲しりべしｅ街道のイメージ
Graphic presentation of the Shiribeshi
e-Route implementation

▲しりべしe街道 トップページ
Top page of Shiribeshi e-Route website

▲路線情報ページ(国道230号)
Route guide (R230)

▲道路カメラ画像(北海道開発局提供)
Road Live image(Hokkaido Development Bureau)

きめ細やかな情報提供

提供された情報の有用性

Provision of specific information

Usefulness of the information provided

実験では、
情報提供ボランティアから数多くのふゆみち情報が提供されました。

実験で提供した情報について、
アンケート調査を行い、道路利用の安全･安心

特に暴風雪時などの天候が荒れた日には数多くの情報提供があり、道路状況の

に関わる情報の評価を4段階で行いました。ほとんどの項目で｢ 役立った ｣｢ やや

画像とともに、吹雪の状況や事故情報、走行に対する注意喚起等、
きめ細やかな

役立った ｣の回答が8割以上であり、特に、｢ 峠の道路カメラ ｣や｢ 情報提供者から

情報が道路利用者へ提供されました。

の路面や天気などの情報 ｣が高い評価を受け、ユーザーニーズが高いと同時に有

In the experiment, volunteers provided winter road information. A particularly great
number of them provided information on days of stormy or otherwise inclement weather.
Detailed information, including that on snowstorm, traffic accidents, and warnings to
drivers, as well as real-time images of roads, was provided to road users.

用性も高いことが明らかになりました。
Road users were surveyed by questionnaire about the usefulness of the information provided
in the experiment. The respondents ranked the information on road safety as "very useful,"
"useful," "not useful," and "not useful at all." When asked about the usefulness of the
information, more than 80% of the respondents answered "very useful" or "useful" for most
of that information. When asked about the usefulness of the real-time images of mountain
passes and the information on road surface and weather provided by the road administrator,
almost 100% of the respondents answered "useful" or "relatively useful." The survey found
that many road users need these types of information and find them useful.
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1) Information on road surface and weather provided by the volunteers

２事務局からの通行規制などの道路情報
３通行規制の情報
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2) Information on road closures provided by the Shiribeshi e-Route Organizing Committee
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3) Information on road closures provided by other sources

４道路気象（テレメータ）
の情報
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4) Road weather telemetry

５峠の道路カメラ
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5) Real-time images of mountain passes

６峠の情報（北の道ナビ・お天気）
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6) Mountain pass information on the Northern Road Navi website and the Weather Web site

７天気予報（市町村・峠）

55%

9%

36%

7) Weather forecast for municipalities and mountain passes

８頼めーる
（気象）
8) Weather information provided by the Tanomeeru free e-mail subscription service

９路線情報ページの距離と時間
9) Distance and travel time calculator on the route information web page
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▲道路利用の安全･安心に関わる情報の評価
"How useful was the information related to road safety?"

▲ふゆみち情報ページ
Winter road information web page

安全・快適

北の道

Safe, pleasant driving on Northern Roads
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