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地方自治体における ICT を用いた
除排雪車位置情報システムの課題
塩崎大輔†1

橋本雄一†2

概要：本研究の目的は，小規模自治体における ICT を用いた除排雪車位置情報システム導入の課題を明らかにするこ
とを目的とする．そのため，Android アプリと Web アプリからなる除排雪車位置情報システムを開発し，北海道虻田
郡ニセコ町において運用を行った．システムについては，当初 GPS 及びネットワークからの位置情報を参照した結
果，精度にばらつきが発生したが，GPS 測位のみに限定した結果，位置精度の向上が見られた．しかし，運用面にお
いては，自治体と業者の間で必要とする情報が異なるなど，システムの改善が必要となった．また，交通量の多い国
道や道道は町の管轄ではないためシステムを使用できず，町全体の除雪状況を網羅することができなかった．結果と
して，除雪のタイミングを合わせるなどの除排雪の効率化が現状難しいなどの課題が明らかとなった．
キーワード：除排雪，位置情報システム，GIS，WebRTC，ニセコ町

1. はじめに

いる．例えば総務省は，地方創生に資する先進的な地域情

日本では，生活向上・新産業創出・研究開発などで ICT

妙高市の除雪管理システムが選ばれた．しかし，こうした

（情報通信技術）の利活用が期待されており，その中で位

有用性が実証されつつある ICT を用いた除排雪車位置情報

置情報の利用が検討されている．その一環として総務省は

システムではあるが，地方自治体における普及率は未だ高

2013 年度から「G 空間×ICT 推進会議」を開催し，ICT 及

いとはいえない．日報システムのような事務補助システム

び位置情報などセンサー情報の利活用を進めようとしてい

の導入は進んでいるものの，位置情報を利用したシステム

る．研究としても，日本が打ち上げを行っている準天頂衛

に関しては導入が特に遅れている．

報化事例の募集と表彰を行っており，2015 年度には新潟県

星により測位により位置精度が飛躍的に向上したのを背景

そこで本研究は，導入が容易な除排雪車位置情報システ

として，位置情報を用いた ICT 活用について，経済や観光，

ムを独自に開発し，実際に除雪業者に使用してもらうこと

防災等といった様々な分野で活発な議論が行われている．

により，地方自治体における ICT を用いた除排雪者位置情

例えば，深田ほか（2012）は，ハンディ GPS を用いること

報システムの導入の課題を明らかにすることを目的とする．

により，観光者の行動ログから歩行速度を算定し可視化す

なお，システム運用を行うのは北海道虻田郡ニセコ町であ

る手法を提案，観光行動に関する情報抽出を試みた[1]．ま

る．また導入の課題を検討するに際しては，先行事例であ

た，奥野ほか（2015）は，疑似避難行動者の位置情報を収

る北見市における除排雪防災情報システムとの比較を行う．

集・分析することにより，避難行動における積雪寒冷地特
有の移動阻害要因の抽出を行った[2]．これらの研究のよう
に位置情報と ICT の利活用は，地域課題の分析・解決に有
効であることが示されてきた．
自治体においても位置情報の利活用が議論されており，

2. 研究方法及び対象地域
2.1 研究方法
本研究はまず地方自治体における位置情報システムの有

その対象の一つに除雪が挙げられる．北海道では北海道庁

用性を検証するため，除排雪車位置情報システムを開発し，

が設置した道路管理に関する検討委員会において，除雪作

北海道虻田郡ニセコ町にて段階的に運用を行う．次にこの

業の進捗確認や情報共有などに位置情報を利用するなどの

運用結果をもとに，事業主であるニセコ町役場及び，事業

議論が行われてきた．多くの除雪事業では，自治体（事業

従事者である除排雪業者に聞き取りを行い，本システムを

主）と企業（事業者）との情報共有が，現在でも主に紙媒

評価する．評価結果を元にシステムの改修を行い，再度運

体の日報によって行われており，リアルタイムでの情報共

用を行うことで地方自治体における除排雪車位置情報シス

有は難しい．この点で，ICT を援用し，両者がリアルタイ

テム導入の課題を検証する．

ムで情報共有できるようになることが期待されている．

運用対象地域は北海道虻田郡ニセコ町とした（図 1）．ニ

積雪寒冷地に暮らす住民にとっても除雪は大きな関心

セコ町は人口 5,000 人に満たない小規模自治体である．こ

事であり，各自治体は除排雪車の位置情報を市民に公開す

うした小規模自治体は人口減少や高齢化などにより，労働

ることなどを検討しており，国もこうした動きを推進して

人口の減少などの影響が大きい地域である．こうした地域
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グされた日報を探すなど人の手によるところが大きい．

ICT 及び位置情報の利活用は有効であると考えられる．

図 2

ニセコ町における除雪の様子

2.3 除排雪車位置情報システムの概要
本研究を行うにあたって，まず除排雪車の位置情報を共
図 1

ニセコ町中心部概観

有する除排雪車位置情報共有システム（以後，ニセコ

i システム）を開発した．ニセコ i システムは民間業者
2.2 運用対象地域

の作業員が使用する Android アプリと，情報共有のための

ニセコ町は後志管内のほぼ中央に位置している．豪雪地

Web アプリで構成される．Web アプリを稼動させるサーバ

帯に指定されており，2013 年度において平均気温は 7.2℃，

ーは VPS 環境を利用し，稼働率および通信の安定を確保し

年間降雪量は 905.5cm，最新積雪は 162cm である．人口は

た（図 3）．民間業者が使用する Android アプリは，起動と

4,844 名であり，産業別就業人口構成比率において第三次産

停止のみが行えるシンプルな仕組みである．これは，タブ

業従事者が 69.0％である．基幹産業は農業および観光業で

レット端末を業務に利用する経験が少ない民間業者の作業

あり，特に冬期間はニセコ連峰に位置するスキー場への観

員 に ， 混 乱 無 く 使 用で き るよ う 考 慮 し た た め であ る ．

光客が多い．

Android アプリは起動されると AndroidOS の API を通して，

ニセコ町は，これら基幹産業を軸とする地域活性化の一

GPS 信号・Wi-Fi アクセスポイント・携帯基地局から得ら

環として ICT の導入に積極的な地域であり，2004 年度に

れた位置情報を収集する．また位置情報のほかに，標高，

IRU による光回線の整備を開始し，2011 年度には町内全域

加速度，取得年月日も合わせて収集する．これらのデータ

での光回線の整備を完了した．また 2012 年度には「ニセコ

は定期的にサーバーに HTTP 通信で送信する，サーバー側

町国際 ICT リゾートタウン化推進プロジェクト」において，

は Web アプリによってデータを受信し，データベースに格

Wi-Fi を利用した冬季共同トライアル実証実験を行ってお

納する．収集したデータは，今後の利用や他モジュールと

り，その有用性を実証した．

の連携も考慮し，無加工で格納する．

冬期間（11 月～3 月）になるとニセコ町が民間業者に委
託するという形で，除排雪事業が行われる（図 2）．ニセコ
町の除排雪は民間業者 4 社が組合という形で，ニセコ町か
ら委託されている．除雪対象地域は，ニセコ駅を中心とす
る中心部エリアと，その外延部を 3 エリアからなり，4 社
が各エリアを担当している．また各業者は個別に町民から
の戸口除雪も請け負っている．ニセコ町の中心部や学校な
どの公共施設の除排雪は，町民の利便性や騒音を考慮し，
午前 4 時頃から午前 10 時頃までに行われ，その後，町民と
個別契約した戸口除雪や冬期間には使用されていない施設
付近の除排雪が行わる．現在，組合における情報共有は紙
資料をもとに行われており，また報告に関しても除雪車の
メーターを付属した紙媒体の日報という形で行われている．

図 3

システム構成概要（2014 度時点）

よって各事業者から日報が提出されるまで自治体は除雪の
作業実態を把握できず，情報の検索に関してもファイリン
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サーバー側は一般的な LAMP（CentOS，Apache HTTP

の通信回線を確立することである．P2P 通信を行うために

Server，MySQL，PHP）環境で構成される．特に不特定の人

はお互いの情報を交換する必要があり，Signaling サーバー

が情報を共有するため，利用環境に左右されない必要があ

及び，NAT（Network Address Translator）越えのため ICE サ

る．そこで Web アプリはサーバサイドスクリプトである

ーバーが必要である．今回は既存のシステムへの干渉を少

PHP を採用し，クライアント側は JavaScript，HTML にて構

なくするため，VPS サーバーを 2 台利用することにより，

築され，PC や多機能端末でも利用できるようにする．Web

一方を Web アプリケーション及びデータベース（DB）用

アプリの主な機能は，除排雪車の現在位置の表示，および

サーバーとして，もう一方を ICE サーバーと Signaling サ

除排雪車の移動履歴の表示である（図 4）．利用者によって

ーバー用として分散処理を図る．

ブラウザ経由でアクセスされると，除排雪車の現在位置情
報を表示する．移動履歴は，条件フォームにて指定された
対象車両および時間に応じて車両および時間に応じて，1
時間毎の移動ログを表示する．これら位置情報を表示する
際には GoogleMapsAPI を利用することにより，Google Map
上で位置を確認できる．

3. 除排雪車位置情報システムの運用
3.1 高機能端末による位置情報の収集（2013 年度）
2013 年度，ニセコ町は「ニセコスマートコミュニティ共
通 ICT 基盤構築に関する案件形成調査事業」を実施した．
本研究はその実証項目の一つである「検証用データ収集」
の一環である．システムの運用は 2014 年 2 月 16 日から 21
日の期間に行われ，システムを運用するに当たってタブレ
ット端末を 20 台用意し，16 台を民間業者 4 社に，2 台を
ニセコ町が運営するデマンドバスに貸与した．運用は，各
業者の業務を開始すると同時に作業員が Android アプリを
起動し，業務終了と同時にアプリを停止したうえで，各業
者の事務所にてタブレットの充電を開始するという流れで
行った．
この 6 日間は自治体および各業者はいつでも各作業車の
位置情報を確認でき，各業者は自社車両のみならず他業者
の位置情報も参照することが可能であった．システムを運
用した結果，6 日間で 681,606 件のログを取得した．図 5 は
6 日間のログを，地図上に表示したものである．この中で
明らかに作業場所から離れている位置情報が 1,828 件含ま
れていた．タブレット端末の位置情報に関しては，必ずし
も精度の高い情報が取得できるとは限らなかった．
データの収集及びリアルタイムでの情報共有について
は大きな問題も起こらず，目標は達成された．

図 4

Web アプリケーション画面

ニセコ i システムは開発から 3 年間，運用及び実験方法
の変更しつつ利用された．そのためその年々で機能の修正
を行った．各年に修正された項目については，実験内容と
ともに後述する．
2014 年度には，WebRTC を利用した映像共有機能を新た
に開発し，システムに追加する．WebRTC とはブラウザ上
で映像や音声，情報のやり取りを行うことができる，リア
ルタイムコミュニケーション用 API 群である．WebRTC の
特徴は，利用するユーザーがプラグインのインストールな
どを気にする必要がなく，サイトに接続し，相手を選択す
るだけデータ共有が可能になる点である．しかし，この
WebRTC 機能を実装するにあたって問題となるのが，映像
の発信側であるクライアント側と受信するクライアント側
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除排雪車及びデマンドバスのログ（2013 年度）
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今後属性情報の付与を行うことで，紙媒体に頼らない情報

た．また Web ブラウザに依存していたため，ブラウザのフ

共有が可能になることが期待される．位置情報に関しては，

リーズ時の自動再起動が困難であったことも影響が大きい．

例えば Wi-Fi のアクセスポイントに異なる位置情報が紐付

除排雪車の作業中に手動で再起動操作などを行うことは困

けられている場合やアクセスポイントの距離計算が曖昧で

難であり，別途自動再起動などの処理が必要であると考え

あった場合や，モバイル通信の基地局同士の距離が離れて

られる．

いる場合に，正確な位置情報を取得できないことが多かっ
たと考えられる．
3.2 WebRTC を用いた映像情報の共有（2014 年度）
位置情報の収集という点に関しては一定の成果を得られ
た．しかし位置情報を元とした軌跡の表示のみでは，具体
的な作業工程及び進捗が分かりづらいという課題が上がっ
た．そこで 2014 年度の実験は映像情報の共有をリアルタ
イムで行い，位置情報の付加情報を加えることでより詳細
な情報共有を可能とすることを目的とし，2015 年 2 月 18
日に実施された．前述した WebRTC による映像共有機能を
実装し，位置情報送信アプリと合わせて稼働させた．軌跡
の表示に関しても除排雪業者から作業の過程や滞留時間の
確認が必要という指摘があったため，どのように移動した
のかをアニメーションによって表示するようにした．

図6

映像情報及び軌跡情報の共有画面

試験日までの積雪量は少なく，町道の除排雪は行われな
かったため，ニセコ町町民センター駐車場の除雪作業でシ

3.3 システムの長期運用（2015 年度）

ステムを稼働させた．一台の作業車に Android 端末を設置

ここまではシステムによるデータ収集評価及び WebRTC

し，その映像情報を LTE 回線経由で各クライアントに送信

の実証実験を目的としており，限られた期間での運用であ

した．受信側は隣接する町民センター内と札幌市に位置す

った．しかし除雪作業は 12 月から 3 月までの 4 ヶ月間行

る北海道大学構内の 2 箇所で映像の受信を試みた．WebRTC

われており，除雪の効率化や情報共有体制の構築などを検

による映像の共有は概ね良好であり，遠隔地であっても映

討する上で，冬期間を通して情報を収集する必要があった．

像の確認が可能であった（図 6）．これにより，除排雪担当

そこで 2015 年度は 2015 年 12 月 26 日から 2016 年 3 月 25

者が実際に現場に行くことなく，一定の状況を把握するこ

日までの 90 日間，除雪車 2 台とダンプ 1 台の 3 台で運用

とにつながることが確認できた．

し，冬期間を通して位置情報システムを稼働させた．位置

一方で，通信量の増大につながり，また配信側の接続を

情報の精度向上のため，Android アプリの改修を行った．

保つことが難しいことが明らかとなった．また通信ないし

2013 度の運用結果から特に Wi-Fi 及び 3G 回線（ネットワ

はブラウザが応答しなかった場合の再接続にも問題があっ

ーク経由）の測位において位置情報の誤差が大きくなると

た．P2P によるリアルタイムの映像共有の場合は，動画の

考え，GPS 測位による位置情報の収集に処理を変更した．

アクセス先ではなくクライアントの ID 情報が必要となる．

図 7 は運用期間中の取得ログ件数及び倶知安町の日別降

WebRTC の場合，再接続をした段階でクライアントの ID が

雪量である．12 月から 2 月にかけては，積雪量に応じて作

変更され，それまでのアクセス情報では再接続できなかっ

業時間の差はあれ，ほぼ毎日出動していることがわかる．
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図 7 倶知安町の降雪量及びニセコ町の除排雪車ログデータ件数の推移
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この期間，端末自体の不具合やアプリの異常は認められな

られる位置情報ログを地図に示した。非常に精度の高い位

かった．氷点下の中で作業を行う除排雪作業においても，

置情報が得られており、除雪車の走行車線から、建物の周

多機能端末を利用した位置情報の収集は安定して行えた．

囲を除雪する様子まで正確に確認することができた。多機

位置情報の精度に関しても，これまでの運用とは異なる結

能端末による高精度な位置情報の取得が今後期待でき、今

果が得られた．図 8 及び図 9 は 2014 年度及び 2016 年度の

後この情報の活用や 2 次利用を検討することができると考

除排雪車位置情報ログを地図上に表示したものである．

えられる。

図 10
図 8

QZSS によって補正された除排雪車ログ

除排雪車及びデマンドバスのログ（2013 年度）

4. 地方自治体における除排雪車位置情報シス
テムの評価と課題
ここまで除排雪車位置情報システムの運用結果を述べた．
多機能端末による位置情報の収集，クラウド環境を介した
情報の集約と共有に関しては，改修を進める事による一定
の成果が得られた．また WebRTC を用いた映像情報の共有
など，多機能端末を用いることにより，より多くの情報を
収集できることが確認できた．しかしながらこうしたシス
テムは，適正に運用されてこそ，その価値を発揮できる．
そこで運用後，システムを利用した自治体職員及び除排雪
業者の方に聞き取りを行った．
図 9
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位置情報の共有に関しては両者とも有用であるとの認識で
あった．しかしその利用方法については，業務内容の違い
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5. 北見市除雪防災情報システムとの比較
5.1 北見市除雪防災情報システム
北見市の除雪防災情報システムの管理側は Web アプリ
ケーションで運用されており，除雪車位置や軌跡の確認が
可能である．作業車側はフィーチャーフォンで位置情報を
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関しては，除雪状況の報告や確認などに使用されており，
冬期間には除雪指示及び問い合わせ対応に利用された．ニ
セコ i システムは WebRTC を利用したリアルタイム映像情
報の共有機能を実装したが，データ通信量及び安定性の面
で課題が残った．

送信し，またカメラで撮影した画像を位置情報付きでサー
バーに送信できることが特徴であり，これらの情報は Web
アプリにて確認できる．北見市役所道路管理課が同システ
ムを管理しているが，道路管理のみならず防災を視野に入
れたシステムとして運用開始されたため，冬期間にはフィ
ーチャーフォンを除雪業者に貸与し，除雪期間外では市役
所内の各部署に貸与するケースもある．
5.2 ニセコ町と北見市事例の共通点
ニセコ町と北見市のシステムの運用結果を比較した結
果，まず共通点はリアルタイムで除雪車位置や軌跡の確認
が可能となった点である．日報やパトロールの結果を待っ
て情報を整理していたこれまでと違い，位置情報が画像等
と共にネットワークを介して瞬時に情報共有されるように
なった．次に位置情報システムという側面から，除排雪に
限らず多方面で応用が可能であるという面においても本シ
ステムと北見市のシステムで共通点が挙げられた．特に
2016 年度の夏季期間には台風によって大きな被害を被っ
ており，増水や破堤による道路冠水が随所で起こった．そ
の被害状況を把握するため，位置情報システムを用いて被
害状況を収集し，除雪防災システムにて情報共有を行った．
ニセコにおいては 2013 年度には除排雪車とともにデマン
ドバスの情報を収集しその行動を把握した．
しかし比較することで，市町村単独でシステムを運用し
た場合，導入コストの負担が大きいことと，運用する自治
体の管轄する情報しか共有されないという共通の課題が明
らかとなった．市町村道，道道，国道はそれぞれ市町村，
北海道，国と管轄機関が異なる．ニセコ町及び北見市で交
通量の多い道は管轄が異なる道道，国道であるが，それら
の除雪作業にシステムが導入されていないため除雪状況を
把握することができなかった
5.3 ニセコ町と北見市事例の相違点
ニセコ町と北見市の事例で異なる点としては，使用する
端末が異なる点が挙げられる．ニセコ i システムは Android
アプリを利用しており，これはフィーチャーフォンに比べ
開発や修正がし易いという利点があった．北見市では位置
情報の精度が課題として挙がったが，ニセコ町の事例では
位置情報の精度に改善が見られたため，今後高機能端末へ
機種転換することにより，精度改善が見込まれると推測す
る．北見市の除雪防災システムの利点として，写真撮影に
よる画像情報の共有があげられる．この画像情報の共有に
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6. 終わりに
本研究は除排雪車位置情報システムを開発し，北海道虻
田郡ニセコ町にて運用を行い，運用結果を元に自治体及び
業者に聞き取り調査を行うことで，地方自治体における
ICT を用いた除排雪者位置情報システムの導入の課題を明
らかにすることを目的とした．そのため 2015 年度に除排
雪車の位置情報を収集するシステムを開発し、2016 年度に
は映像情報の共有機能を追加、そして 2017 年度には位置
情報取得アプリの改修及び冬期間を通しての運用を行った。
その結果、この 3 年間で位置情報の精度向上が見られ、よ
り詳細な除雪作業の過程が確認できた。しかし、自治体及
び民間業者の聞き取り結果から、必ずしも業者と自治体が
同じ情報を求めているとは限らず、利用者に応じたプラッ
トフォームの開発が課題となった。
また北見市の事例と比較することで、除雪に限らない位
置情報システムの幅広い運用が、今後システムを導入する
上でも重要になることが挙げられた。本システムは奥野・
橋本（2016）による津波避難における避難行動実験におい
て援用されるなど防災分野への応用を進めており、今後除
雪や災害を含めた幅広い応用を今後検討する[3]。
今後準天頂衛星の体制が整うことで、多機能端末におい
ても位置情報の向上が期待される。これらの情報の網羅的
な収集に関しての手法を検討するとともに、収集された除
排雪車位置情報の 2 次利用等に関して、その手法の開発を
行う。
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