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１．はじめに

　北海道の一般国道における吹雪対策の基本的な技術
資料として「道路吹雪対策マニュアル」（以下、マニ
ュアルと記す。）が用いられている。マニュアルは平成
２年に初版１）が発刊され、平成15年に改訂を行ってい
るが２）、既に前回の改訂から７年経過し、その間に吹
雪対策に関する技術の発展や新たな知見が得られたほ
か、設計に関連する他の要領の改訂が行われ、その反
映が求められる等、マニュアル利用者からの改善要望
が多く寄せられるようになっていた。加えて、吹雪対
策施設としての視線誘導施設の仕様や設計を記した

「吹雪時を考慮した視線誘導施設マニュアル（案）」３）

が平成19年に発刊されており、両者の統合が求められ
ていた。
　そこで、（独）土木研究所寒地土木研究所では平成19
年度よりマニュアルの再改訂に取り組み ､ 平成23年３
月に完成をみた。
　本稿では、マニュアルの再改訂において、追加・変
更を行った主な点について各編ごとに紹介するもので
ある。

２．改訂の検討経緯と概要

　再改訂にあたっては、平成19年度に北海道開発局、
北海道庁、防雪柵メーカー、建設コンサルタント、造
園業者合わせて113機関に対してマニュアルの利用実
態や改善すべき項目についてアンケート調査を行い、
改訂対象項目を抽出した４）。また、これまで寒地土木
研究所に寄せられた技術相談の中から改訂すべき項目
を抽出した。これらによって計194の改訂項目が抽出
された。なお、その後の検討の結果、うち102項目を
再改訂に反映している。
　平成21年度に、吹雪対策に造詣の深い有識者６名か
ら構成される吹雪対策技術検討会（表－１）を設け、平
成22年度までに４回の検討会を開催してマニュアルの
再改訂について技術的内容の充実と精査を行った。
　

再改訂の基本的な方針は以下の通りである
　（1）  広範な利用者ニーズの反映
　（2）  使いやすい、可能な限りシンプルな構成へ
　（3）  最新の調査事例、施工事例を広範に収集・掲載
　（4）  他要領等の改訂を反映
　（5） 「吹雪時を考慮した視線誘導施設マニュアル

（案）」を統合

３．共通編の改訂

　共通編は、平成15年の改訂で新設された編であり、
防雪林編・防雪柵編の考え方を包括した内容となって
いる。具体的には吹雪対策全般の考え方、吹雪危険度
の判定、吹雪対策計画の算定手順、対策施設の選定法
とこれらに関連する参考資料で構成されている。
　共通編の再改訂においては、構成の見直し、吹雪対
策施設選定表の作成、雪氷調査に関する記述の充実、
吹雪危険度評価に関する資料の追加などを行った。

３．１　構成の見直し

　再改訂では、防雪林編・防雪柵編と重複した記載内
容や冗長的表現を削除し、詳細な記述は防雪林編等に
振り分けた。また調査・設計の時系列に沿うように構
成を全体的に見直し、これらにより利用者がより使い
やすいような構成を目指した。図－１は共通編におけ
る目次の例である。

表－１　吹雪対策技術検討会

技術資料
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表－２　吹雪対策施設の選定表（抜粋）

３．２　吹雪対策施設選定表の作成

　再改訂においては「吹雪対策工の選定フロー」（以
下フローと記す。）の見直しを行った。現行マニュアル
では、道路構造、対策の主目的、用地の制約条件、本
体構造・車線数、主風向によって、最適と考えられる
吹雪対策施設を1種類選定できるフローを掲載してい
る。このフローは、吹雪対策の経験や知識が少なくて
も現場条件に合致した吹雪対策施設が選定できること
を目的としたもので、選定される対策施設をあえて１
種類としていた。しかし、ある程度の知識を持った技
術者にとっては、現場条件に合致する他の施設や複数
の施設の併用を選定することが困難になる場合があっ
た。そこでこのフローに代えて、幅広く対策施設を選
択できるよう「優先される対策施設」と「選択可能な
対策施設」数種類を示した吹雪対策施設の選定表（表

－２）を掲載した。
　なお、本稿に掲載している表－２は道路の横断形状
が盛土および切土の場合の抜粋である。

図－１　構成新旧対比（共通編の例）
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３．３　雪氷調査に関する記述の充実

　マニュアルでは、他の分野と汎用性のあるものや既
往書籍が充実している部分については、ボリュームや
使いやすさを考慮し他の書籍の記述に委ねている。
　このうち、雪氷調査については参考となる書籍５）６）

の発刊年が古く、入手が困難となりつつあるほか、最
近の新しい装置や調査方法について記述が無い部分も
多い。そこで、吹雪対策の立案や設計上必要となる雪
氷調査の概要や方法をマニュアルに詳述することとし
た。再改訂では以下の雪氷調査の内容について記載し
た。
　・気象調査における定点気象観測の方法と留意点
　・現地吹雪調査における吹雪量観測、風速分布観測、
　　視程観測について
　・防雪効果調査手法について
　・移動気象観測における留意点
　・吹雪模擬実験について

３．４　吹雪危険度評価に関する資料の追加

　マニュアルには、対策施設を検討する箇所の吹雪障
害が主として吹きだまりなのか視程障害なのかを客観
的に判断できるよう、吹雪危険度の算定手法を掲載し
ている。現行マニュアルには参考資料として最大積雪
等深線図（5,10,30年確率）及び視程障害頻度分布図（30
年確率）が掲載されているが、吹雪危険度の算定にあ
たっては降雪量と吹雪頻度の平年値が必要となること
から、両者の平年値の分布図を追加することとした（図

－２）。

４．防雪林編の改訂

　防雪林は道路事業において最初の造成から30年が経
過し、現在も造成中である。年月の経過とともに防雪
林においては生長に従う育成や管理上の課題が顕在化
してきた。このような背景の下、防雪林編の改訂にお
いては平成15年の改訂以降に得られた知見を基に簡易
な植裁木の生育判定手法について詳しく記載したほ
か、防雪林管理用道路についての記載の追加、植裁標
準図の変更、狹帯林の間引きに関する記述の変更、排
水工についての詳述などを行った。

４．１　簡易な植裁木の生育判定

　現行マニュアルには、植裁木の生育状態の評価方法
や生育不良要因を推定する方法は詳しく記載されてお
らず、防雪林の経験の少ない技術者には判定しづらい
状況にあった。このため、生育段階に応じた生育状態
の評価基準を明示することとし、「防雪林の生育状態
と評価」（表－３）を掲載した。この表は技術者の経験
等を問わず、防雪林の育成・管理を容易にすることを
目的としたものである。　　　

図－２　視程障害頻度分布図（平年値）

図－３　生育不良要因推定フロー
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　また生育不良時に現地調査により要因をある程度特
定し、要因ごとに速やかに対応を進められるよう「生
育不良要因推定フロー」（図－３）を掲載した。

４．２　管理用道路

　防雪林は生長とともに林の両側の枝が繁茂し、林内
状況が観察しにくくなる。このため道路上からの巡視
だけでは林内の状況が把握できず、間引きなど防雪林
の機能を維持するための作業が遅れがちとなる。
　今回の改訂では、防雪林造成後の樹木の健全な生長
に関わる林内巡視作業の効率化を図るために、防雪林
内に設置される道路を管理用道路と定義し、標準林
20m･30m タイプの防雪林内には管理用道路を設置す
ることを標準とした。
　また、標準林10m タイプ及び狭帯林には車両等の
進入が可能な進入路を設置することを標準とした。
　管理用道路の幅員、保護路肩については道路構造令
３種５級を準用し、幅員3.0m、路肩0.5m を標準とし
ている。また、砂利敷厚については管理用道路周辺の
草木の繁茂を抑制するため、0.3m を標準としている

（図－４）。

４．３　標準林植裁標準図

　管理用道路を追加した場合、その分必要な林帯幅が
増加することになる。そこで生育に影響の無い範囲で

3
cm 

4
0cm 

表－３　防雪林の生育状態と評価（保育期初期の抜粋）

図－５　標準林植裁標準図（20m タイプの例）

図－４　管理用道路の標準図
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列間を縮小して必要林帯幅を従来と同程度に抑制する
こととした。今回、列間を3.5m から3.0m に変更し、
管理用道路を追加した。図－５に20m タイプの「標
準林植裁標準図」の例を示す。

４．４　狭帯林

　樹木の生長に伴い、隣接する樹木間の枝が触れ合っ
て陽光不足から枯れ上がりが発生する。枯れ上がり高
さが大きくなると防風機能が低下する７）。そこで、枯
れ上がりを抑制するため、植裁時の生長に伴って必要
となる間引き・完成形を表現した「狭帯林の植裁標準
図と完成形」（図－６）を追加した。

４．５　排水工

　防雪林の生育不良原因として、生育基盤内の過湿に
よると考えられる事例が報告されている８）。このこと
から、生育基盤造成に関する記述内に「排水工」を新
たに項立て、表面排水、明渠排水、暗渠排水の設置に
あたって留意する点を詳述した。

５．防雪柵編の改訂

　防雪柵編では主に設計風速と設計計算例の見直しを

行った。風速について現在は道内気象官署22地点の風
速の再現期待値を掲載している。防雪柵の設置箇所は
気象官署から離れたところにある場合も多く、適切な
設計を行うため、より多くの風速算出地点があること
が望まれていた。
　再改訂では、運用から30年あまりが経過し、データ
が蓄積されたアメダス地点も対象として、さらに粗度
区分の違いを考慮した補正を加えて、風速の再現期待
値の再計算を行った９）。その結果、掲載箇所は177箇
所となり、より適切なデータを防雪柵の設計計算に反
映することが可能となった。
　また、現行マニュアルに設計計算例を記載していた
が、設計者により細部の取扱いに差異がみられるた
め、設計の細部について追記した。このほか、他の要
領等10）11）の改訂も踏えて、各要領とマニュアルとが整
合するよう修正を行った。

６．その他の対策施設編の新設

　その他の対策施設編は、今回の再改訂で新規に作成
した編である。従来付加的に共通編に掲載していた防
雪盛土等の道路構造の改変による対策と、「吹雪時を
考慮した視線誘導施設マニュアル（案）」と現行マニュ
アルの共通編にある視線誘導施設に関する記載を統合
して作成した。
　なお、各項目の記述について、他編との整合による
修正の他は基本的に従来のものを踏襲している。

７．おわりに

　本文で述べた新しいマニュアルは、（独）土木研究所
寒地土木研究所ホームページで平成23年３月31日より
公開している。既に平成23年４月27日現在で４編あわ
せて1,000件あまりの閲覧があるほか、マニュアルの
内容に関する問い合わせも幾つか頂いている。今後、
マニュアル説明会等を開催するなどして新しいマニュ
アル内容が理解されるよう努めていきたい。
　最後にマニュアルの改訂作業に際し、ご助言ご指導
頂いた吹雪対策検討委員会の委員各位、北海道開発局
等の関係各位に謝辞を申し上げる。
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