
雪崩予防柵の設計荷重の考え方とその変遷について

雪氷チーム

１．はじめに

　我が国の積雪寒冷地域は国土のおよそ6割を占めて
おり1）、道路や集落の雪崩予防対策として雪崩予防柵や
吊柵（以下、総称し雪崩予防柵という）が多用されてい
る（写真－1）。日本国内の雪崩予防柵の設計手法は、
50年以上前の1961年にスイスで作成された「発生地に
おける雪崩制御」2）（以下、スイス示方書という）に基
づいている。湿雪が主体の本州では、豪雪年等に予防
柵の倒壊および破損事例（写真－2）が見られたため3），

4），5）、スイス示方書において示された設計値を割増し
た雪圧を用いている。一方、北海道ではスイス示方書
の値をそのまま用いている。
　本稿では、雪崩予防柵の荷重に関する設計条件の考
え方と、その変遷について解説する。

２．雪崩予防柵に作用する荷重の考え方

　斜面積雪に関係する要素として、図－1に示す設計積

図－2　斜面積雪に作用するクリープとグライドの

模式図 　　　　　　　　　　　　
写真－2　雪崩予防柵の基礎が破損した例5）

写真－1　雪崩予防施設

雪崩予防柵　　　　　　　　　 吊柵

図－1　積雪荷重に関わる要素

雪深 Hs、斜面に直角な積雪深（柵高）Ds、スノープリ
ズムを考慮した柵高 Dk（斜面に対して垂直に施工する
吊柵の場合は Ds）、スノープリズム角 δ、斜面勾配φ
が考慮される。また、図－2に示すように斜面積雪で
はグライドやクリープ現象が発生する。ここでは、雪
崩予防柵に作用する荷重を構成する設計条件について
概略を示す。

解　説
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表－1　斜面雪圧設計定数の概要

図－4　辺縁効果荷重の作用範囲

２．１　斜面雪圧

　雪崩予防柵に係る斜面雪圧は、スイス示方書に掲載
されたHaefeli の雪圧論による式に基づいている2）。斜
面雪圧の理論値は、斜面に平行な成分 SN（kN/m）と斜
面に垂直な成分 SQ（kN/m）ごとに求めている（式（1）～
（2）、図－3）。それぞれの雪圧は、斜面に積もる雪を粘
性体と考え、積雪深 Hs（m）、クリープ係数 K、グラ
イド係数 N、積雪の単位体積重量 γs（kN/m3）、斜面勾
配φ、積雪係数 aにより求められる（図－1、表－1）。
なお、積雪係数 aは、積雪の圧縮ポアソン比 Vsと、積
雪の単位体積重量 γsにより求められる（式（3））。

　　　　　　　　　　　　　　（1）

　　　　　　　　　　　　　　（2）

　　　　　　　　　　　　　　（3）

２．３　辺縁効果荷重

　辺縁効果荷重 SR（kN/m）は、雪崩予防柵に水平間隔
A（m）を設ける場合、雪崩予防柵上の積雪が連結する
ことで、柵の両端部に付加される積雪荷重をいう。雪
崩予防柵の設計では、辺縁効果荷重は斜面に平行な成
分 SN（kN/m）と辺縁効果係数 fRから求め、図－4の ∆l
（m）に示す辺縁効果の範囲に作用させる（式（6）～
（8））。なお、辺縁効果による荷重は、図－4の線分で
示した分布が実際の形として推定されるが、計算を簡
略化するため点線のように仮定して考える。

（6）

（7）

（8）

図－3　斜面雪圧の模式図

２．２　スノープリズム

　スノープリズムとは、図－1の赤枠で示す斜面に垂
直な線と柵支持面によって形成される三角形の領域の
ことであり、支持面を傾けたときに考慮される。スノ
ープリズムの荷重 G（kN/m）は、式（4）で計算される。
ここで、Dsは斜面に直角な積雪深（m）で、式（5）で与
えられる。

（4）

（5）

なお、吊柵等斜面に対して垂直に設置した場合には、
スノープリズム荷重を考慮しない。

２．４　雪圧係数

　斜面雪圧が柵面の部位により変化するという雪圧特
性を考慮した係数であり、日本独自のものである。建
設省土木研究所等の調査解析をもとに検討された5），6），

7）。2005除雪・防雪ハンドブック（防雪編）によれば、
予防柵の配置が地形の凹凸によって連続配置（図－5 

（1））が困難な場合には、同図の（2）に示すように不連
続配置となる。この場合、隣接する柵間隙が1mの場
合は、図－6に示す雪圧係数を用いてもよいとしている。
また、最端部には（連続予防柵の最端部、断続配置で
は②）、図－7に示す雪圧係数を与えている8）。なお、北
海道開発局の道路設計要領9）では、この考え方は採用
されていない。

３．雪崩予防柵の設計条件とその変遷

　ここでは、表－2の基準図書、国および地上自治体
の設計要領等を参考に、雪崩予防柵の荷重に関する設
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（２）�グライド係数
　グライド係数 Nは、地表状態と斜面方位で設定され
る（表－5）。また、新編防雪工学ハンドブックや道路防
雪便覧等では、多雪かつ湿雪地域では斜面勾配に応じ
た割増補正が望ましいと記載されている。しかし、本
州では多雪年に雪崩予防柵等の施設破損が多く見られ
たことから、建設省土木研究所を筆頭に調査検討がな
された。調査は、豪雪年を含む1982年度から最大5冬
期間、新潟県上越地域の4地区10斜面で実施された5），6），

7）。この結果、グライド係数については測定したグラ
イド係数（y）とスイス示方書によるグライド係数（x）と
の間に式（9）の関係式を得て、本州のグライド係数は
スイス示方書の値を約1.5倍したものとの結論を得た7）。

（9）

　一方、北海道開発土木研究所では、1988年度から
1993年度の6冬期間、北海道内2地点において、道路脇
の切土法面に設置された吊柵に作用する雪圧計測を行

３．１　斜面雪圧

　斜面雪圧は、スイス示方書を引用し、斜面に平行な
成分と斜面に垂直な成分ごとに求めている（式（1）～
（2））。これらは、設計に関する全ての図書に共通して
いる。以下、表－1に示す各種定数について述べる。
（１）�クリープ係数
　クリープ係数 Kは、積雪密度と斜面勾配に依存する
（表－3）。また、道路防雪施設マニュアル［コンクリー
ト構造編］15）等では、設計積雪深と斜面勾配でクリー
プ係数 Kが得られる（表－4）。この基準では、積雪の
単位体積重量 γsが設計積雪深により異なるため（3．1

（３）、表－8参照）、積雪深によってもクリープ係数は
わずかに異なる。

計条件、およびその変遷について記す。なお、スイス
示方書については、1961年以降何度か改訂されており、
以後スイス示方書を引用する際、特に断りのない場合
は最新版のDefense�structures�in�avalanche�starting�
zones（発生区における雪崩防御，2007）10）を指す。

図－7　最端部の雪圧係数8）

表－2　収集した基準図書

表－3　クリープ係数

表－4　クリープ係数（斜面勾配を考慮）15）

図－5　雪崩予防柵の配置8）

図－6　断続柵の支持面設計用雪圧係数8）
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（３）�積雪の単位体積重量
　積雪の単位体積重量は、現地における実測値を用い
ることを原則としており、実測のない場合は日本で想

定される値について大きく4つの考え方に大別される。
なお、ここでの単位の記述は SI 単位に合わせるため、
原著と単位系が異なる場合がある。
①実測値のない場合は、全密度として3.5kN/m3を採
用しても良い。

②最大積雪深4m迄を3.5kN/m3とし、4mを超える場
合は建築荷重基準（案）に基づき7mまでは7mを
4.5kN/m3とした直線補完で求めてよい。
③表層雪崩の場合は3.0 ～ 3.5kN/m3、全層雪崩の場
合は4.0 ～ 4.5kN/m3とする。
④実測値のない場合は、式（10）によって求めてもよ
い。ここで gは重力加速度である。式（10）は、建
設省土木研究所の調査結果による5）。

（10）

３．２　設計積雪深

　雪崩予防施設は、設計積雪深 Hsにより柵高が決定さ
れる（図－1）。日本では、道路を対象とした場合は、30
年再現超過確率年最大積雪深（以下、30年確率積雪深
という）を用いることが多い8）。集落では、50年確率積
雪深または既往最大積雪深のうち大きい値を採用して
いる8）。また、治山では、表層雪崩を対象とする場合
は50年確率積雪深または既往最大積雪深のうち大きい
値を、全層雪崩を対象とする場合は表層雪崩の設計積
雪深の70 ～ 80％を用いる16）。

３．３　スノープリズム

　スノープリズムは、スイス示方書から引用された考
え方が採用されている。その一方、雪崩予防柵及び吊
柵の設計・設置指針13）では、柵の傾きを多少変化させ
てもかかる圧力に大きな違いはみられないという結果
を基に、スノープリズムを考慮してもしなくても良い
との立場をとっている。

３．４　辺縁効果荷重

　辺縁効果荷重は柵と柵に水平間隔を取る場合、その
間に発生する積雪荷重を計算することとしている。な
お、雪圧係数を考慮している基準書では、辺縁効果荷
重に関する記述はされていない。

３．５　雪圧係数

　スイス示方書には雪圧係数の概念はない。しかし、
日本ではグライド係数見直しと同様の調査結果に基づ

い、スイス示方書に記載されているグライド係数の準
用に問題ないことを示した17）。その後、建設省技術調
査室、河川局砂防部、道路局企画課が中心の委員会（北
海道開発局からも参加）による議論を経て、雪崩予防
柵及び吊柵の設計・設置指針13）が平成5年に発行され
た。その際、上記の雪圧の実測結果から、本州では一
律1.5倍の係数、北海道ではスイス示方書の値をそのま
ま用いるものとした（表－5）。それ以降に発行される
指針等では（例えば、平成8年発行の集落雪崩対策工事
技術指針（案））、同様にグライド係数が改正されている。
その後、2005除雪・防雪ハンドブック発行時にその改
正値が引き継がれ、道路及び集落での雪崩対策に適用
することとしている。ただし、道路防雪便覧や、治山
技術基準解説の記述は旧来のままである。また、北陸
地方整備局や新潟・富山・石川県他で構成された委員
会により発刊された道路防雪施設マニュアル15）では、
スイス示方書をベースに勾配割増（30°で1.0、40°で
1.5倍）とし、当該地域の設計要領等に反映されている
（表－6）。

表－5　グライド係数

表－6　グライド係数（斜面勾配を考慮）15）
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項目（斜面雪圧、スノープリズム、付加荷重、辺縁効
果荷重）を考慮し、それ以外の地域（本州）においては3
項目（斜面雪圧、スノープリズム、雪圧係数）を考慮し
て設計を行う。ただし、北海道においては積雪の条件
等に応じて「雪圧係数」と「付加荷重及び辺縁効果荷
重」のどちらかを選択できると記載されている。なお、
付加荷重とは、バーの設計にあたって斜面雪圧の25％
の値を地面から柵高の1/4までの間に作用される荷重
のことである8）。

４．おわりに

　本解説では、雪崩予防柵に作用する荷重の考え方と、
雪崩予防柵の設計荷重の変遷について記した。近年、
冬期温暖化の影響により、北海道において湿雪雪崩の
発生がみられる等、雪質の変化が懸念されている。雪
氷チームでは、北海道における雪崩予防柵に関わる雪
圧を再検証するための現地観測を行った。その解析結
果および設計の妥当性について、追って本誌にて報告
する予定である。また、継続的にグライドおよびクリ
ープ計測を実施し、適切な係数を提示できるよう、引
き続きデータの蓄積が肝要であると考えている。

（文責：原田　裕介）

いて雪圧係数が提唱され、集落雪崩対策工事技術指針
（案）14）や2005除雪・防雪ハンドブック（防雪編）8）で採
用されている。しかし、その他の収集した図書ではそ
の記載はなく、県や国の標準設計には反映されていな
い。なお、集落雪崩対策工事技術指針（案）14）では辺縁
効果荷重の記述がない。

　以上をもとに、雪崩予防柵に作用する荷重に関する
設計条件の変遷を表－7、基準書類および国や地方自
治体の設計要領等の設計条件を次ページ表－8にとり
まとめた。表－8のうち2005除雪・防雪ハンドブック（防
雪編）では、雪密度の小さい地域（北海道）においては4

表－7　雪崩予防柵の設計荷重に関する考え方の変遷

1961 
(S36) 

2)

1966 
(S41) 18), 19)

1968 
(S43) 

20) Haefeli

1964 
(S39) ~ 
1981 
(S56) 

56

56

1988 
(S63) ~ 
1990 
(H2) 

1.5

1988 
(S63) ~ 
1993 
(H5) 

1992 
(H4) 13) 1.5

1996 
(H8) 14)

2004 
(H16) 

2005
8)
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