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　雪崩予防柵を斜面積雪がすり抜ける現象への対策として、柵にネットを取付ける方法が試みられて
いる。このネット工によるすり抜け現象の発生防止効果及び防止機構を明らかにすることを目的とし
て、自然積雪を用いた現地試験、人工雪崩実験、模型実験を行った。
　その結果、すり抜け現象は密度および硬度の小さい積雪特性で発生することが明らかとなり、ネッ
ト工により、すり抜け現象の発生を防止することが確認された。また、密度と硬度が小さい自然積雪
を用いた模型実験によると、ネット工によって柵の支持面における雪の接触面積が増えるため雪の荷
重を分散し、密度と硬度が小さい雪でも圧縮破壊が生じにくくなることが示された。つまり、ネット
工によるすり抜け現象の発生防止機構として、雪崩予防柵本来の対策目的である斜面積雪の移動を抑
止する効果があり、これによりすり抜け現象の発生防止効果が得られると考えられる。
《キーワード：雪崩；道路；雪崩予防柵；すり抜け現象；ネット工》

　To prevent the phenomenon of snow slides through support structures designed to prevent 
avalanches, attempts involving the attachment of mesh panels to such structures have been made.  
To clarify the eff ectiveness and mechanism of these panel fences, a fi eld test using natural snow, 
an artifi cial avalanche experiment and a model experiment were conducted.
　The results revealed that snow slides occur when the density and hardness of snow are low, and 
that mesh panel fences were eff ective in preventing snow slides through support structures.  In 
addition, the model experiment using natural snow with low density and hardness revealed that 
mesh panel fences disperse the load of snow by making the snow contact area on the surface of 
the support structure larger, thereby reducing the likelihood of compression failure even with 
softer snow.  Accordingly, it is considered that mesh panel fences are eff ective in controlling the 
movement of snow cover on slopes （the original purpose of support structures designed to prevent 
avalanches）, and that this eff ect can prevent the phenomenon of snow slides through support 
structures.
《Keywords：avalanches；road；supporting structure；slip-through phenomenon；mesh panel fence》
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　北海道の道路における主要な雪崩対策として、道路
法面等の斜面に雪崩予防柵（以下では吊柵も含める）が
設置される場合が多い。しかし近年、斜面積雪が雪崩
予防柵の支持面をすり抜けて道路に達する事例（以下、
すり抜け現象）が報告１）２）されている。このすり抜け
現象への対策として、雪崩予防柵の支持面にネット等
を取り付ける試みが行われている３）。
　寒地土木研究所では、すり抜け現象の発生機構や雪
崩予防柵にネットを取付ける対策方法について調査や
実験を行ってきた４）～６）。これまでの調査の結果から、
すり抜け現象は、気温の低い状況下で短時間に多量の
降雪がある時に発生する傾向にあることが明らかとな
った６）。また、このときの積雪特性として硬度と密度
が小さいという特徴が、気象観測データから推察され
た６）。しかし、実際にこのような積雪特性ですり抜け
現象が起きるのかは未確認である。また、ネットの取
り付けによってどのような機構ですり抜け現象の発生
を防止する効果を有するのか明らかではなく、ネット
工によるすり抜け対策効果の評価は十分に行われてい
ない。ネット工によるすり抜け現象の発生防止機構を
知ることにより、単に雪のすり抜けを防止するという
機能を理解するだけではなく、斜面に数多く設置され
ている雪崩予防柵のうち、どの位置の柵にネット工を
施すのか等の検討が可能になると考えられる。
　この報告では、雪崩予防柵にネットを取付けること
によるすり抜け現象の発生防止効果及び防止機構を明
らかにすることを目的として、自然積雪を用いた現地
試験、人工雪崩実験、模型実験を行った。

　自然積雪を用いた現地試験、人工雪崩実験及び模型
実験は、全て札幌近郊の中山峠（標高835m）にて行っ
た。試験期間中の気温、積雪深は、隣接する寒地土木
研究所の気象観測施設の観測値を用いた。

　自然の降雪及び積雪状況でネット取付けによるすり
抜け現象の発生防止効果を調べるため、 に示す
現地試験斜面（勾配37ﾟ）に高さ2.5m、幅2.75m の雪崩
予防柵（ ）を４基（Ａ～Ｄ）設置して試験を行っ
た。試験期間は、2007年12月14日から2008年２月29日
である。
　試験では、地面の起伏の影響を避けるために積雪上

にブルーシート（#3000; 幅5.4m, 長さ9.0m）を敷設し
た。既往の測定結果によると、ブルーシート上の積雪
の剪断強度７）および剪断凍着力８）は200 ～ 300 N/m2程
度であり、これは積雪密度100kg/m3以下の弱層の剪
断強度と同程度である９）。よってブルーシートを敷設
したことは、雪崩発生条件として人工的な弱層による
滑り面を形成したことに相当すると考えられる。
　ネット工の有無によるすり抜け現象の発生状況の違
いを把握するため、雪崩予防柵AとDに に示
す鋼製ネット（XS62、JIS 規格 G3351）を取り付けた（

）。また、ネット構造の違いによる対策効果を把
握するため、２月９日に樹脂ネット（ ）に取り替
えて試験を行った。なお の空隙率とは、ネット
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全体の面積に対する格子以外の面積の割合で、空隙率
が大きいほど網目が粗く透過性が高いことを意味する。
　試験では、新雪の状態で自然に雪崩を発生させるた
め、降雪が予測される前にブルーシート上の積雪を除
去した。斜面の状況は動画で記録し、試験期間中の雪
崩とすり抜け現象の発生回数を集計した。

　斜面積雪が雪崩予防柵の支持面をすり抜けるときの
積雪特性を明らかにし、その発生動態を把握するため、
ブルーシート上の自然積雪に振動を加えて雪崩を誘発
させる人工雪崩実験を行った。実験は前節の現地試験
と同じ斜面で実施し、斜面下段の左側の雪崩予防柵C
を用いて行った（ ）。
　斜面積雪への振動は、ブルーシートの斜面上端と側
端を持って人力で揺すって与えた。実験前には、雪崩
予防柵近傍の積雪に対して密度と硬度の測定を行っ
た。密度の測定には100cc 箱型サンプラーを、硬度の
測定にはデジタルプッシュプルゲージ（アイコーエン
ジニアリング社製 RX-2：アタッチメント直径30mm）
を用いた。さらに、積雪の流下状況は動画で記録した。
　人工雪崩実験は、 に示すとおり、2007年12月
と2008年１月の２回行った。第１回実験では2007年12
月14日にブルーシートを斜面積雪上に敷設し、12月23
日に実験を行った。第２回実験は2008年１月22日にブ
ルーシートの除雪を行い、１月25日に実験を実施した。
なお、第２回実験ではすり抜け現象が発生したので、
雪崩予防柵の斜面上側および下側の堆雪量を測り、こ
れから柵面をすり抜けた雪体積の割合（すり抜け率）を
求めた。

と取付けない場合で行った。
　雪崩予防柵の支持面を構成する水平バーには丸型塩
ビ管（直径84mm）を用い、これを0.3m間隔に３本取り
付け、実際の雪崩予防柵と同じ構造とした。この模型
に雪を積んだ台車を載せ、水平バーと支柱の間にロー
ドセル（エー・アンド・デイ社製 LC1205-K100）を設
置して、水平バーにかかる荷重（N）を測定した（
及び ）。解析には、この測定値から雪と台車

を載せない場合の荷重を差し引いた値を用いた。
　荷重を加える方法として、模型の勾配を徐々に増加
させて荷重を加えた場合と、勾配を20ﾟまたは30ﾟに固
定した後に台車を離して一気に荷重を加える場合の２
通りの方法で行った。前者は降雪が続いて上載積雪に
よる剪断応力が徐々に大きくなる場合を想定し、後者
は弱層の存在によって一気に斜面積雪の支持力を失っ
て斜面積雪が移動し始める場合を想定した。
　実験に用いた雪は、前日に降り積もった自然積雪を
台車上に充填させて直方体（高さ0.2 ～ 0.3m、幅約
0.6m、長さ約0.6m）に整形した雪である。この雪塊の
上中下３か所の密度、硬度、温度を測定し、この平均
値を解析に用いた。なお、硬度の測定にはプッシュプ
ルゲージ（前節に同じ）を用いた。

　ネット工によるすり抜け現象の発生防止機構を明ら
かにするため、2009年２月２日に模型実験を行った。

に示す雪崩予防柵の模型全体を傾けて、柵にか
かる荷重を測定（ ）し、雪の移動や破壊の状況、
及びすり抜け現象の発生状況を観察した。ネット工に
は、 に示す網目の大きさと材質が異なる３種類
を使用した。実験は、これらのネットを取付けた場合

0.2 0.3m 
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　今回の試験において、雪崩発生前の降雪期間の平均
気温は－3.4～－16.2℃であった。降雪時の気温が低く、
すり抜け現象が発生しやすい気象条件６）で試験が行わ
れたと考えられる。
　試験期間中の雪崩の発生数は、ネットを取付けた雪
崩予防柵Ａで13件、Ｄで15件、ネット工無しの雪崩予
防柵Ｂで19件、Ｃで10件であった。また、 に示
すように雪崩予防柵の支持面を雪がすり抜ける現象も
発生した。 は、雪崩発生数に対するすり抜け現
象の発生割合である。ネット工無しの雪崩予防柵Ｂと
Ｃのすり抜け現象の発生割合は、66.7 ～ 71.4% であっ
た。ここで、鋼製ネットの取付け期間（12月14日～２
月８日）と樹脂ネットの取付け期間（２月９日～ 29日）
において、ネット工無しの雪崩予防柵ＢとＣのすり抜
け現象の発生割合に差がみられない。よって、試験期
間中のすり抜け現象の発生条件は同じであったと考え
られる。その上で、鋼製ネットと樹脂ネットを取り付
けた場合のすり抜け現象の発生割合を比較すると、雪
崩予防柵Ａでは両者ともにすり抜け発生割合が0.0％
であった。一方、雪崩予防柵Ｄに鋼製ネットを取り付
けた場合のすり抜け発生割合は11.1% で、すり抜け現

象が１件発生した。ただし、この事例で鋼製ネットを
すり抜けた雪の量はわずかであった（ ）。
　以上より、今回の試験条件において、ネット工無し
の場合では雪崩の約70％ですり抜け現象が発生した
が、ネット工によりすり抜け現象の発生を防止する効
果があることが確認された。

　 は、第１回実験前にブルーシートを敷設して
から、実験を行うまでの期間の気温と積雪深の推移で
ある。ブルーシート敷設後、12月15日に約30cm の顕
著な積雪深の増加があった。実験時の積雪は、主にこ
のときの降雪によって形成されたものであり、降雪後
約８日経過していた。この期間の平均気温は－8.2 ℃、
最高気温－2.4 ℃、最低気温－12.1 ℃であった。
　 は、ブルーシートに振動を加える前に測定し
た雪崩予防柵の斜面上側の積雪の密度と硬度の鉛直分
布である。測定値の範囲は、密度が42 ～ 222kg/m3（平
均値129.7kg/m3）、硬度が0.5 ～ 28.6kN/m2（平均値
13.2kN/m2）で、密度と硬度ともに圧密によって下層
ほど値が大きかった。
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　第１回実験では、振動によって斜面積雪が動き始め
たものの大きな塊のまますぐに動きを止めた。
は、積雪が雪崩予防柵によって動きを止めたときの状
況である。また、積雪が雪崩予防柵の支持面をすり抜
けたが、その量はわずかであった。以上より、第１回
の実験結果は、雪崩予防柵によってすり抜け現象を伴
う雪崩の発生を抑止した事例とみなせる。

　 は、第２回実験前にブルーシートの除雪を行

ってから、実験を行うまでの期間の気温と積雪深の推
移である。除雪後の１月24日に積雪深の増加があり、
実験はこの降雪後約１日経過した積雪を対象に行っ
た。この期間の平均気温は－9.5℃であり、第１回実験
における積雪形成期間よりやや低い気温状況であっ
た。
　 は、実験前に測定した雪崩予防柵の斜面上側
の積雪の密度と硬度の鉛直分布である。測定値の範囲
は、密度が61 ～ 115kg/m3（平均値86.3kg/m3）、硬度
が1.3 ～ 7.2kN/m2（平均2.7kN/m2）であり、密度と硬
度ともに最下層を除いて圧密による変化が少なく鉛直
方向にほぼ同じ値であった。
　第２回実験では、振動によって積雪がその形状を保
ちながら全て流下し、流下した積雪は雪崩予防柵への
衝突によって破砕して支持面をすり抜けた。 は、
振動を加えた後、流下した積雪が雪崩予防柵の支持面
をすり抜けている様子である。堆雪量の測定結果から
求めた雪のすり抜け率は71.0％であり、ブルーシート
上の積雪量の約７割が柵の支持面をすり抜けた。以上
より、第２回の実験結果は、雪崩予防柵が設置してあ
るにもかかわらず、雪崩発生を防止できなかった事例
とみなせる。

　 に第１回と第２回の実験結果をまとめた。す
り抜け現象が発生した第２回実験の積雪は、降雪後約
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１日経過したもので、平均密度は86.3kg/m3、平均硬
度は2.7kN/m2であり、第１回実験の積雪に比べて密
度と硬度が小さい。一方、積雪形成から約８日経過し
た第１回実験の積雪硬度は平均値で10kN/m2以上と大
きく、流下した斜面積雪はすぐに動きを止めた。つま
り、今回の実験結果から、積雪密度がおおよそ100 
kg/m3以下で、積雪硬度が２～３kN/m2程度と小さい
場合にすり抜け現象が発生し、降雪後時間が経って密
度が大きくなり、硬度がおおよそ10kN/m2以上となっ
た場合では、流下した積雪は雪崩予防柵の支持面をす
り抜けないといえる。

　実験で用いた雪の密度は47 ～ 80kg/m3、硬度は0.8
～ 2.5kN/m2、雪温は－4.1 ～－5.6℃であった。この雪の
条件から、すり抜け現象が発生しやすい積雪特性６）で
実験を行うことができたと考えられる。ただし、柵に
作用する荷重について、台車に載せる雪の高さを0.3m
程度しか確保できなかったため、最下段の水平バーに
かかる荷重の測定値（ 、ch3）のみ解析に用いた。

勾配を徐々に増加させて荷重を加えた場合

勾配を徐々に増加させて荷重を加えた場合

　模型の勾配を徐々に増加させて荷重を加えた場合、
ネット工無しの全ての事例ですり抜け現象が発生し
た。一方、ネットを取付けた場合、荷重増加による雪
の圧縮破壊が生じて雪が移動したが、すり抜け現象の
発生はなかった。このことを詳しくみるため、
と にネット工無しの場合とネットを取付けた場
合（例として、鋼製ネット）における荷重の推移と雪の
状況を示す。
　 より、ネット工無しの場合、徐々に荷重が増
加して0.05kN を超えたとき、積雪の移動が始まり、
全ての雪が支持面をすり抜けた。雪が全てすり抜けて
荷重が０kNになる前、荷重0.04kN 付近で振幅のある
波形がみられる。このときすり抜け現象が起きており、
この荷重は移動する雪中の水平バーにかかる衝撃圧と
考えられる。
　一方、 に示す鋼製ネットを取付けた場合、荷
重が徐々に増加していく中で、所々大きな振幅がみら
れる。これは積雪が圧縮破壊を起こしたためである。
この圧縮破壊を数回繰り返した後、勾配を増加させて
も積雪がこれ以上圧縮しない状態となり、積雪の移動
が止まった。この間、雪は支持面からすり抜けること
はなかった。この傾向は溶接金網と樹脂ネットでも同
じであった。
　 は、すり抜け現象または最後の圧縮破壊が起
きたときの荷重と雪の硬度を比較したものである。こ
こで、測定した荷重（N）は、丸型塩ビ管とネットの部
材面積で除して単位面積あたりの荷重（N/m2）とした。

勾配を徐々に増加させて荷重を加えた場合
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ただし、塩ビ管は円筒形であるため、実際の雪との接
触面積は投影面積よりも小さく、荷重はこれより大き
い可能性がある。また、プッシュゲージによる硬度の
測定値（N/m2）には、アタッチメントを雪に貫入した
ときの圧縮破壊抵抗力が含まれていると考えられる10）。
以上を踏まえて をみると、支持面にかかる荷重
が積雪硬度と同程度となってすり抜け現象や圧縮破壊
が生じたと考えられる。

　勾配を20°および30°に固定して台車を離し、荷重
を一気に加えた場合、ネット工無しの全ての事例です
り抜け現象が発生したが、ネットを取付けた場合では
雪の圧縮破壊が生じたもののすり抜け現象は発生しな
かった。
　 は、ネット工無しの場合の荷重の時系列と雪
の状況である。台車を離した途端、荷重が一気に加わ
るが、極大値に達する前の短い期間、荷重0.03kN 付
近で振幅がみられる。このときすり抜け現象が発生し
ていた。一方、 に示すネット工（例として、鋼

勾配を30°に固定して一気に荷重を加えた場合

勾配を30°に固定して一気に荷重を加えた場合

勾配を30°と20°に固定し一気に荷重を加えた場合

製ネット）の場合、雪は支持面をすり抜けずに圧縮破
壊を起こし、荷重は一気に増加して極大値に達した。
この傾向は、溶接金網と樹脂ネットでも同じであった。
　 は、すり抜け現象または圧縮破壊が起きたと
きの単位面積あたりの荷重と、実験前に測定した雪の
硬度の関係である。単位面積あたりの荷重は、勾配
20°と30°の場合で大きな差は見られなかった。
より、支持面にかかる荷重が雪の硬度と同程度とな
ってすり抜け現象や圧縮破壊が生じたと考えられる。
また、各事例とも雪の硬度はほぼ同じであるが、ネッ
ト工の場合の荷重は、ネット工無しの場合に比べて小
さい。

　雪崩を自然発生させた現地試験では、ネット工によ
ってすり抜け現象の発生を防止する効果が確認され
た。また、雪崩を誘発させた人工雪崩実験では、降雪
後１日程度の積雪密度と硬度が小さい場合にすり抜け
現象が発生することが示された。ここでは、ネット工
によるすり抜け現象の発生防止機構について考察する。

　今回の実験のように、弱層にみたてたブルーシート
上の斜面積雪や台車上の積雪に働く力学的関係におい
て、雪が斜面下方へ移動しようとする駆動力が、ブル
ーシートと積雪の間の静止摩擦力や斜面上端の積雪の
引張破壊強度などの抵抗力を上回っており、雪崩予防
柵による支えが無ければ雪は流下する状態にあったと
考えられる。つまり、積雪に対しては圧縮する力が働
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いており、この圧縮応力は雪崩予防柵付近の積雪で最
も大きく作用していたと考えられる。
　この条件において行われた実験結果（ ．章参照）か
ら、すり抜け現象の発生機構として、次のことが考え
られる。まず、①雪崩予防柵付近の積雪の破壊強度を
上回る応力が働いて積雪の圧縮破壊が起き、積雪が移
動し始める。そして②移動し始めた積雪が雪崩予防柵
に衝突して生じる衝撃力が積雪の破壊強度を上回り、
雪が破砕して柵の支持面をすり抜けると考えられる。
ここで、模型実験による荷重の推移状況（ 、

）に着目すると、積雪が移動し始めたときの荷重
に比べて、すり抜け現象が起きているときの荷重は小
さい。よって、①の過程がすり抜け現象発生において
重要であると考えられる。

　すり抜け現象は、雪崩予防柵の支持面付近の雪の圧
縮破壊をきっかけに雪が移動し、水平バーの間を抜け
ていく現象であると考えられた。ここで模型実験によ
る荷重の測定結果（ 、 ）から、柵に作用す
る荷重が積雪硬度と同程度になったときに圧縮破壊や
すり抜け現象が発生し、またネット取付けにより単位
面積あたりの荷重が小さくなるので、雪崩予防柵の支
持面における雪の荷重を分散し、硬度が小さい雪でも
圧縮破壊が生じにくくなることがネット取付けによる
すり抜け現象への対策効果の一つとして考えられる。
さらに、圧縮破壊が生じて積雪が動き始めた場合でも、
雪がネットをすり抜けないため、圧密により雪の密度
と硬度が大きくなる（模型実験における圧縮後の積雪
硬度は2.3 ～ 8.2kN/m2であった）ので、雪の破壊強度
が大きくなる。よって、さらなる圧縮破壊にはより大
きな荷重が必要となり、このこともネット工の間接的
な効果として考えられる。
　以上の考察から、ネット取付けにより、雪崩予防柵
付近の積雪の圧縮破壊を抑制し、雪崩予防柵本来の対
策目的である斜面積雪の移動を抑止する効果があり、
これによりすり抜け現象の発生防止効果が得られると
考えられる。

　ネット工によるすり抜け現象の発生防止効果におい
て、ネットの網目の大きさや空隙率が影響すると考え
られる４）。例えば、網目が細かく空隙率が小さいほど、
雪のすり抜けを防止する効果が高いと考えられる。し
かし、今回の実験で使用したネットのうち最も空隙率
が大きく網目が粗い溶接金網でもすり抜け現象の発生
防止効果を有することが確認された。よって、ネット

の空隙率が20 ～ 84％の範囲であれば、今回の実験で
示されたのと同程度のすり抜け現象の発生防止効果が
見込めると考えられる。ただし、網目が細かい場合は、
雪崩予防柵の斜面上側に積雪が溜まりやすくなり、柵
の堆積容量を超えるなどの懸念が指摘されている11）。

　この報告では、雪崩予防柵にネットを取付けること
によるすり抜け現象の発生防止効果及び防止機構を明
らかにすることを目的として、自然積雪を用いた現地
試験、人工雪崩実験、模型実験を行った。
　人工雪崩実験では、すり抜け現象が密度と硬度の小
さい積雪特性で発生することが示され、雪崩を自然発
生させた現地試験では、ネット工によりすり抜け現象
の発生を防止する効果が確認された。次に、密度と硬
度が小さい自然積雪を用いた模型実験を行った。その
結果、ネット工によるすり抜け現象の発生防止機構と
して、柵の支持面における雪の接触面積が増えるため
雪による荷重を分散し、硬度が小さい雪でも圧縮破壊
が生じにくくなることが考えられた。つまり、ネット
工により雪崩予防柵本来の対策目的である斜面積雪の
移動を抑止する効果があり、これによりすり抜け現象
の発生防止効果が得られると考えられる。
　ネット工によるすり抜け対策の考え方及び施工の留
意点等については、これまでの調査結果に加え有識者
からなる検討会12）において新しい知見を取り入れなが
ら「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料
（案）13）」としてとりまとめた。こちらも参照してい
ただきたい。
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