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海道の道路情報総合案内サイト「北の道ナビ」に、"距離と時間検索"という機能があります。この機能は、出発地

と目的地を指定して検索すると、距離や所要時間、経路などを表示するというものです。大変多くの方々に利用

されており、平成19年度の使用回数は309万回にも上りました。

　このサイトは、北海道開発局を始めとする道内主要道路管理者の監修の下で、寒地土木研究所が運営しています。

　このたび、機能をリニューアルし、新しい"距離と時間検索"を公開しました。リニューアルのポイントは、以下のとお

りです。
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Northern Road Navi, a comprehensive online guide to seeing Hokkaido by car, is equipped with a function for searching routes by 
travel time and distance. Select the origin and the destination of your trip, and the search provides the distance, route and other 
information. The service had been accessed 3.09 million times as of 2007.
This website is operated by Civil Engineering Research Institute for Cold Region under the general editorship of the Hokkaido 
Regional Development Bureau and other major road administrators in Hokkaido.
The time and distance search functions have been improved. The new features are described here.
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二次元コードは携帯でのアクセスに
ご利用下さい。

（PC&携帯3社対応）（PC&携帯3社対応）

The two-dimensional code is for mobile phone access.

(Compatible with PCs and with mobile phones of 
 the three major telecom companies in Japan)

今回のリニューアルにより、北の道のドライブがより安全で快適なものになる

と考えています。皆様にはぜひ一度お試しいただき、ご意見などいただければ

幸いです。引き続き、「北の道ナビ」をどうぞよろしくお願いします。

The renewal of our website has made Northern driving safer and 
more comfortable. We encourage you to use it and to give us 
your opinions. We hope you'll use our Northern Road Navi for 
more enjoyable driving on your next trip in Hokkaido. 

検索がより使いやすく。ポイント

①
検索の入力枠を縦型にし、わかりやすいマップもすぐ右側配置して、出発地･

目的地･経由地の指定が容易になりました(図-1)。また、検索条件などを

変更した再検索も簡単になりました。

通行止め（国道）が表示。ポイント

②
経路上で実施している｢通行止め｣情報を表示するようにして、異常気象

時などの経路検討が容易になりました(図-2)。

「走りやすさ」や峠情報を表示。ポイント

③
経路の｢道路の走りやすさ｣情報や、経路上の｢峠画像｣情報一覧を表示し、

走りやすさや気象状況を考慮した経路検討が容易になりました(図-2)。

「道の駅」からのお知らせが追加。ポイント

④
経路上の｢道の駅からのお知らせ｣情報や｢景観ポイント｣、｢市町村｣情報を

表示して、ドライブ観光の検討が容易になりました(図-2)。

▲図-1　出発地・目的地の選択画面
　　Figure 1. Trip origin and destination selection

▲図-2 ｢距離と時間検索｣の検索結果
　　Figure 2. Result of time and distance search

New point #1

Easy-to-use search functions
Inputting the travel origin, route and destination is even easier, 
with the vertically aligned search input boxes and the easy-to-see 
map immediately to the right of the input boxes (Figure 1). It's 
become easier to repeat searches with altered search criteria. 

New point #2

Traffic closures on national highways
Any traffic closures on the selected route are displayed, which 
makes route selection more convenient when the weather is bad 
(Figure 2).

New point #3

Information on ease of driving and mountain passes
This information is displayed, which makes it easier to select 
routes based on the ease of driving and weather conditions 
(Figure 2).

New point #4

Information from Michi-no-ekis (roadside rest areas)
Information from rest areas on the selected route and 
information on scenic points and municipalities are displayed, 
which makes it easier to plan your drive (Figure 2).


