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積雪寒冷地における生活環境整備
のための地理空間情報活用

北海道大学大学院文学研究科 准教授

橋本 雄一 博士（理学）

Yuichi HASHIMOTO, Ph.D. (Science)

北海道大学サステナビリティ・ウィーク２００９
産学官セミナー「地理空間情報が拓く未来」
日時：2009/11/12（木）13:00～17:00
会場：北海道大学 学術交流会館 講堂

地理学・GIS



積雪寒冷地の生活環境

 日本国土の約6割は積雪地であり，そこに全人口の約2割
が居住している．

 積雪地域では，災害に対する「社会的脆弱性」（ヴァル
ネラビリティ： vulnerability ）が，非積雪地域と異
なる．

 特に，急速な変化をもたらす都市開発とヴァルネラビ
リティの関係性の解明は，積雪寒冷地の生活環境に
とって重要である．

「ヴァルネラビリティ（vulnerability ）」
地震や洪水などの危機的な自然現象（natural hazard）による人的被害や
経済的被害を拡大させる「社会的な脆弱性」を指し，適切な防災計画や
危機管理の欠如などが含まれる．



積雪寒冷地の生活環境に関する
研究課題

 積雪寒冷地における住宅地やオフィス商業地などの開
発行為が，どのようにヴァルネラビリティを増大させ
てきたのか．

 それをインフラ整備によって，どのように抑制（もし
くは促進）してきたのか．

 さらに，このヴァルネラビリティの変化に，ソフトイ
ンフラ（国・自治体の災害政策や，行政・住民の防災
体制）が，どのように対応し，どのような不適合を生
じさせたのか．

「ヴァルネラビリティ（社会的な脆弱性）の克服が課題．



積雪寒冷地の生活環境に関する
研究事例

 泥炭地など積雪寒冷地独自の軟弱地盤の存在といった自然条件より
も，安価な地価など経済的条件を優先させた開発が進めば，そこに
は従来の体制との不適合が生じ，ヴァルネラビリティが増大する可
能性がある．

 都市開発による新たな状況に，行政の防災マニュアルなどが対応し
ないことや，開発によって流入する新住民の防災体制が整わないこ
となどが，多くの不適合を発生させる．

→ 都心でのマンション建設による急激な都心人口の増加が，
積雪期に避難場所不足の原因となる．

 財政面の制約などによる社会資本整備の遅れや後退などで，ヴァル
ネラビリティが増大する場合もある．

→ ロードヒーティングの取りやめで，積雪時や路面凍結時に
は輸送が困難になる機会が生じる．



北海道で積雪寒冷地の生活環境に
関する研究を行う意義

 本州と比較して北海道は，気温が低いことから積雪のインパクトが
大きい．
→ 同じ降雪量であっても融雪量が少ないため積雪深が大きい．

 積雪寒冷地としては，世界でも稀な人口稠密地域が形成されている．

撮影：相馬絵美

北海道における最深積雪
（気象庁観測1971～2000年の平年値による）

積雪期非積雪期

北海道

札幌市



地理空間情報による研究の進展

「第1章 地理空間情報活用推進基本法の
成立」（橋本雄一，藤原達也）より

地理空間情報活用推進基本計画

第I部 地理空間情報の活用の推進に
関する施策についての基本的方針

第II部 今後の地理空間情報の活用の
推進に関する施策の具体的展開

全般的施策

GISに関する施策

衛星測位に関する施策

 近年の地理空間情報の整備と流通により，研究が大きく進展．



■ GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通
システム開発

■ 積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報
の分析

■ 積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析

地理空間情報を活用した積雪寒冷
地の生活環境に関する研究事例



本研究の問題意識

 気温が低く路面凍結が起こりやすいことから，北海道では安全確保
や事故の未然防止，渋滞回避による円滑な交通流の提供などを目的
とした冬季の路面管理事業が重要．

 運転者が冬季に安心して運転するには，道路状況の予測と，その情
報配信が有効．

 そのために道路管理者と交通管理者，さらには道路利用者との間で
円滑な情報流通が必要であるが，現状では行われているとはいえな
い．

 この情報流通を円滑にするには体制や管理指標の整備だけではなく，
道路管理者が保有する路面情報や，交通管理者が保有する運転情報
などのデータを統合したデータベースを構築し，データ収集・統
合・配信の中核が必要である．

 そこで，本研究では，この統合データベースを構築し，積雪寒冷地
における道路交通管理システムの開発について検討する．

GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通システム開発



統合データベースの構成

北海道大学大学院工学研究科
社会基盤計画学研究室が整備
した路面管理調査データを用いる．

本データベースの核となるのは，
この路面管理調査データから
作成される走行データベースと
運転データベースである．

これに除排雪・凍結防止剤散布
データ，国土数値情報，アメダス
気象データベースをリンク．

GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通システム開発



走行調査のための実験車両

・データ収集は計測機械を搭載した普通乗用車で行う．
・アクセル，ブレーキペダル，クラクションにはセン

サーが取り付けられ，ペダルを踏み込んだ際などに
位置情報と連動し情報を記録する．

・実測調査日時は，2004年1月6日～3月12日．

GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通システム開発



走行速度に関する分析

位置･測定時刻･速度に関するデータにより
展望図を作成（速度を標高に置き換え）

「圧雪」で
「滑りやすい」

「湿潤」で
「滑らない」

気象状況と，自動車の走行状態やドライバー
の運転行動との関連を分析可能．

GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通システム開発



積雪寒冷地における道路交通管理システムの開発

矢印は情報の流れを示す．

道路管理者と交通管理者がお互いの情報を利用でき，新たな情報を創造する機会が生じる．

予測モデルにより，2004年1月16日の走行実測調査の結果とモデルの結果とを比較
→ 滑りやすい状態の出現地点はほぼ一致

GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通システム開発



■ GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通
システム開発

■ 積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報
の分析

■ 積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析

地理空間情報を活用した積雪寒冷
地の生活環境に関する研究事例



札幌地盤図
（地下２ｍ地質図）

札幌市都市計画
基礎調査データ

スキャナーに
よる読み取り

GISアプリケーション
によるベクタデータ化

位置座標の付加

札幌地盤図
（調査断面地質図）

断面図による
泥炭層の厚さ測定

調査断面の
ノード座標の測定

GISアプリケーション
によるベクタデータ化

２年次共通の
境界データ作成

建物データの付加・加工

GISによるデータの統合

新境界データの作成，面積案分計算プログラムによる属性データの加工

分析の流れ

積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報の分析

資料：札幌地盤図（地下2m地質図・断面図）（（株）北海道土質コンサルタント発行） ，
札幌市都市計画基礎調査データ（2000年，2005年）



厚別北

撮影：2008年10月13日

厚別西

撮影：2008年10月13日

北郷

撮影：2008年10月9日

積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報の分析



札幌市の高層化指数（2000～2005年）

札幌市都市計画基礎調査データ（2005年）により作成．

札幌市における建物密度と高層化
との関係（2000～2005年）

札幌市都市計画基礎調査データにより作成．

f(x) = 0.002x3 -0.030x2 + 0.209x -0.236
R2 = 0.135

都心部の高層化

周辺部の高層化

札幌市の土地利用情報

積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報の分析



建物用途別延床指数（2005年）
札幌市都市計画基礎調査データ（2005年）により作成．

建物用途別延床指数の変化（2000～2005年）
札幌市都市計画基礎調査データ（2000年，2005年）により作成．

札幌市の土地利用変化（2000～2005年）

積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報の分析



用途別・地質（地下2m）別変化
札幌地盤図，札幌市都市計画基礎調査データにより作成．

建物用途別面積の変化（2000～2005年）

積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報の分析

用途別・泥炭層の厚さ別変化
札幌地盤図，札幌市都市計画基礎調査データにより作成．



■ GISと衛生測位を用いた積雪寒冷地の道路交通
システム開発

■ 積雪寒冷地における土地利用情報と地質情報
の分析

■ 積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析

地理空間情報を活用した積雪寒冷
地の生活環境に関する研究事例



避難場所の分布（全種類）

青印： 夏季のみ使用できる所（広域・一時避難場所）

赤印： 1年中使用できる所（収容避難場所）

資料提供：相馬絵美

北海道大学
学術交流会館

積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析



避難場所の分布（収容避難場所）

1975年 1998年
収容避難場所数 234 297
収容人員合計（人） 71,928 91,598

資料提供：相馬絵美

北海道大学
学術交流会館

積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析



収容限界人口の空間分析
 最近隣の避難場所への避難行動圏を設定

雪が積もっていて入れない

このような空間の分割方法をティーセン分割（ボロノイ分割）という．

資料提供：相馬絵美

積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析



収容限界人口の空間分析

 道路距離を考慮して設定した避難行動圏

資料提供：相馬絵美

夏季（1998年） 冬季（1998年）

過
剰
人
口 （人）

ネットワークボロノイ領域分割という
空間分割技法を使っています。

北海道大学学術交流会館

積雪寒冷地の避難施設と圏域に関する分析



橋本雄一編
古今書院発行

価格 3,200円＋税

Digital北海道研究会，北海道GIS・
GPS研究会の会員は2割引．

積雪寒冷地における生活環境整備のための
地理空間情報活用

北海道大学大学院文学研究科 橋本 雄一

北海道大学サステナビリティ・ウィーク２００９
産学官セミナー「地理空間情報が拓く未来」
日時：2009/11/12（木）13:00～17:00
会場：北海道大学 学術交流会館 講堂
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