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 著者らは北海道北部の、十分に生長した道路防雪林において、防雪林内外において風速と視程の観測を

行い、道路防雪林による防雪効果を観測した。 一部は隣接木の枝同士が接触する状況になっているので、

間引きを行い、未施工区と比較を行った。 
   その結果道路防雪林による防雪効果は、直交風が入射した場合に比べて斜行風の場合に効果が高い傾向

が見られた。また、間引きによる影響は比較的小さいものであった。 
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1. はじめに 

道路防雪林は防雪柵とともに、道路の吹雪対策として

多く用いられている。北海道の国道では既に 80kmあま

りが整備され、現在もその造成延長が伸長している。 
道路防雪林の基本林構成種は常緑針葉樹である。防雪

効果を発揮するためには、下枝を維持し、樹林下部から

の吹き込みを防止することが重要である。下枝は日照不

足によって落葉するため1)、間引きによる密度管理を行

う必要がある。 
道路防雪林の設計や管理について定めた「道路吹雪対

策マニュアル」2)には「基本的には隣接する樹木間の枝

が触れあいはじめたときに間引きを実施する」よう記述

されている。伊東ら3)や上田ら4)は間引きを行う時期の目

安は植栽後15 ~ 20年程度と報告しているが、間引き遅

れとなっている防雪林も存在している。 
一方、道路防雪林の防雪効果についての観測事例は少

なく、間引きによる防雪効果の変化を把握するまでに至

っていない状況にある。このため、間引きによって防雪

効果が低下する懸念は、間引きのタイミングが遅れる原

因の1つになっていると考えられる。 
そこで間引きが必要となるにまで生長した道路防雪林

において風速や視程の観測を行い、道路防雪林による防

風効果や防雪効果の観測を行った。さらにその一部につ

いて間引きを行い、比較することで、道路防雪林の間引

きによる防雪効果の変化を観測した。本稿はこれらの内

容を報告するものである。 

2. 観測方法 

(1) 観測箇所 

観測は、一般国道 238号枝幸町岡島の道路防雪林で

行った。(図－ 1、図－ 2、写真－ 1、写真－ 2)。 
この防雪林は平成5年 6月に植栽されたもので、基

本林構成種はアカエゾマツおよびトドマツである。林帯

幅は約 30mである。観測時点での樹高は約 7mであっ

た。十分に成長した樹木は隣接木同士の枝葉が接触して

おり、間引きが必要な時期となっている。 
防雪林風上には防雪柵が設置されているが、観測時に

おいて地上1m程度を残して防雪板は撤去されている 
(写真－ 2、図－ 3)。 

観測箇所

※地理院地図を加工して作成
※地理院地図：http://maps.gsi.go.jp/?vs=c1#10/44.856356/142.645798

図－ 1 観測箇所位置図(1) 



Yasuhiko Ito, Takashi Watanabe, Masaru Matsuzawa 

図－ 2 観測箇所位置図(2) 

写真－ 1 観測箇所(枝幸町岡島) 

(左が防雪林) 

写真－ 2 観測箇所(防雪林内部) 

 
(2) 観測方法 

林の風上、林内、風下道路上に風速計と視程計を図－ 
4のように設置した。設置した測器の種類は表－ 1に示

す通りである。 
測定間隔は1秒で、測定高さは 1.8mとした。測定期

間は、2015/2/18～2015/3/12である。 
図－ 4において、 

(地点)A～ 防雪林の影響を受けない風上の地点で比較の

基準点 
(地点)B～ 40％程度間引きされた防雪林風下で、植栽本

数は道路横断方向 15mあたり 41本(約 910本/ha) 
(地点)C～ 間引きされていない防雪林風下で、植栽本数

は道路横断方向 15mあたり 70本(約 1550本/ha) 
(地点)D～当初の植栽本数は地点Cと同様であるが、一

部に枯死により、調査時の植栽本数が少ない状況 
であり、BとC(とD)を比較することによって、林の疎

密による道路近傍の風速低減効果の違いや視程改善効果

の違いを調査した。 

A

E

F G

B（防雪林：粗）

D（防雪林：中）

C（防雪林：密）
入射角90度

入射角67.5度

※空中写真の撮影時期は、平成26年7月
※入射角：道路と風向のなす角度

入射角112.5度

防雪林が粗

柵の上方の防雪板は
撤去されている

平成27年2月19日撮影

図－ 3 周辺状況 

G
C

F

図－ 4 観測機器設置詳細平面図 (平成26年度) 

表－ 1 測定測器 

機種 品番 

風速計 プロペラ式風速計 

コーナシステムまたはノースワン(KDC-S04) 

視程計 反射型視程計 

明星電気(TZE-4) 

図－ 5 観測機器設置位置の横断イメージ 

また、(地点)A F G C E は道路と垂直な同一直線上に
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あり(図－ 5)、これらを相互に比較することで、風速の

低減や回復など道路防雪林周辺における風環境の詳細を

調査した。測定データの処理 
測定したデータは、瞬間的な変動が大きいため防雪施

設の効果を判定するためには、一定時間を平均するなど

の処理が必要である1)。 
風速については山田ら7)を参考に、10分平均値を解析

に用いた。風向については、10分間を統計した最多風

向(16方位)を採用した。 
視程については、視程計が光学的機器のため測定誤差

が極大化するため、10分中央値を用いた。視程計から

出力される電圧値から視程への換算は、吹雪時での測定

による福沢ら8)に因った。 
さらに吹雪時の道路防雪林の性能を評価するため、竹

内ら9)を参考に測定データ(10分値)を道路防雪林風上の

観測点(A)において以下の条件で抽出した。風速の高度

補正は対数則を用い、粗度係数は雪面の0.00014mを用

いた。 
1) 風向風速: 高さ 7m換算で、風速 5m/s以上 
2) 視程:  1)に加えて、視程 1000m未満 
この抽出データから、風速比および視程比を算出した。 
風速(視程)比は、各観測点での観測地点Aに対する風

速(視程)の比である。風速比は小さい方が道路防雪林に

よる防風効果が高いことを示し、視程比は逆に大きい方

が道路防雪林による視程改善効果が大きいことを示す。 
風速比および視程比は入射角別に整理し、風速比の平均

値、視程比の中央値を算出した。 

3. 観測結果(風速) 

(1) 林の疎密および入射角と風速との関係 

図－ 6に、風の入射角別に風速比(平均値)を示す。入

射角は紋別方向を0度として道路の方向とのなす角と

した(図－ 3)。 
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図－ 6 林の疎密・風の入射角と風速比の関係 

 
 

図－ 6によると、直交風となる入射角90度のみなら

ず、斜行風となる入射角45~135度で風速比は小さい傾

向にある。道路平行風となる0度では風速比が1を超

え、道路防雪林の効果は確認できない。一方、入射角

22.5度の鋭角での入射では風速比は 0.41~0.71であり、

角度の浅い場合でも、平行風以外では道路防雪林による

一定の防風効果が期待できる。 
吹雪対策施設のうち、防雪柵では斜行風では効果が低

下することが知られているが10)11)、道路防雪林の防風効

果は斜行風でも有効であるといえ、防雪柵が不適な場合

に道路防雪林が有効な選択肢になり得ると考えられる。 
ただし今回の測定の多くは直交風からやや斜行風の範

囲に多数あることに留意する必要がある(図－ 6下)。 
樫山11)によると、林帯前後の風速は過密な林帯では林

帯通過前から減風をはじめ、林帯を通過した直後に減風

のピークを迎え、その後林縁からの距離とともに増加す

ることが示されている。斜行風の方が、林帯内を通過す

る距離が伸長するため減風効果が大きく、一方林縁から

観測点である道路までの距離も伸長するため風速が回復

しやすくなることから、結果的に相殺されて直交風と同

程度の風速比となったと思われる。 
風速比は林帯が密な観測点Cが林帯が疎なD地点、

あるいは疎なB地点に比べて低く、防風効果が大きい

ことがわかる。また入射角45度～135度の範囲におい

て、林帯が密なC地点で風速比が 0.28～0.42、林帯が

疎なB地点で0.36～0.61となっている。なお、伊東ら
13)は斜行風において入射角45度程度が減風効果が大き

いことを示しており、今回の観測結果において同様の傾

向が認められた。 
林帯幅 30m級の比較的生育の良い道路防雪林におい

て移動観測車により道路上を観測した事例14)では、対向

2車線道路の林帯に近い車線で、風速比が 0.1 ~ 0.4程度

であり、密な林帯の風速比がこれに近い値になっている。 
伊東15)は既往の 11論文から、防雪林以外も含めた樹

林帯による減風効果について林帯幅と風速比の関係を取

りまとめている。これによると林帯幅30m程度の風速

比は 0.2～0.6程度であり、今回観測した密な林帯にお

いてはこの結果の中央から下限値、疎な林帯においては

上限値近くに位置することとなる。この結果から間引き

による防風効果低下の影響は小さく、間引き後の道路近

傍の風速比は、他の林帯における既往観測事例の範囲に

含まれる。 
 

(2) 道路横断方向に沿った風速比の推移 

次に、道路横断方向の風速比の推移について述べる。

図－ 7は、林風上の基準点(A)からの距離と林内の風速

観測点での風速比を示したものである。上段には直交風

及びそれに近い角度での入射角 (以下、「ほぼ直交風」

と記す。) を、下段にはそれ以外の斜行風 (以下、「斜

行風」と記す。) の値を示した。これらの図からは、入
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射角 67.5度~112.5度の風速比は、角度に因らず、ほぼ

同じ値を示している。 
ほぼ直交風、斜行風ともに林に進入直後に大幅に風速

が低下し、その後徐々に低下が続く状況が読み取れる。

ほぼ直交風では風速比の最小値は道路風上(C)であるが、

斜行風の場合林帯内の風下(D)である。斜行風によって

林内の通過距離が増加するため、風速比の最小値を示す

箇所が直交風に比べて風上寄りに移動すると考えられる。 
道路上では斜行風の場合、直交風に比べて風速比の回

復が大きい。こちらも林縁からの距離が大となるためと

考えられる。 
これらの結果から、道路風上近傍で風速比は直交風、

斜行風にかかわらず同程度(0.4 程度)の風速比を示すが、

道路風下近傍では斜行風の方が大きな風速比を示してい

る (直交風 0.5程度、斜行風0.6～1.0程度) 。 
 

図－ 7 道路横断方向の風速比 

(上段:直交風に近い場合、下段:斜行風) 

4. 観測結果(視程) 

図－ 8に風の入射角別に視程比(平均値)を示す。入射

角は風速比と同様に、道路の方向（紋別方向）とのなす

角とした(図－ 3)。 
視程比では直交風および直交に近い斜行風 (68度~113

度)の場合において、視程比はB地点で 1.57～1.89、C
地点で 1.65～1.73で、疎密にかかわらず差がない状況

であった。 
伊東ら13) 15)は林帯幅 30m級の道路防雪林において、

疎密の異なる地点で防雪林前後の視程を観測しているが、

これによると疎密の違いにより視程比が異なり、密な林

帯の方が視程比が高く、視程が改善する結果となってお

り、今回の観測とは異にしている。但し、伊東らの観測

は道路風下近傍で行ったものである。 
また斜行風の場合は直交風に比べて視程比が大きい傾

向が見られ、疎な林帯の方が視程比が大きい状況にあっ

た。この理由は観測時の吹雪や気象の差異によるものな

のか、林帯の形態よるものかは現在のところ不明であり、

今後子細を検討する必要があると考えている。 
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図－ 8 林の疎密・風の入射角と視程比の関係 

5.  まとめ 

本研究では、北海道北部の、十分に生長した道路防雪

林において、防雪林内外において風速と視程の観測を行

い、道路防雪林による防雪効果を観測した。 一部は隣

接木の枝同士が接触する状況になっているので、間引き

を行い、未施工区と比較を行った。 
  その結果、以下のことが明らかとなった。 
1) 観測した道路防雪林では、入射角 45度程度の斜

行風で直交風と同程度の防風効果が認められる。

また、角度の浅い、道路の方向に近い角度の斜

行風でも道路との平行風以外であれば、一定の

防風効果が認められた。 
2) 間引きによって 林の風上に対する道路風上近傍

の風速比が増加する傾向が認められた。ただし、

間引き後の風速比も、他の林帯におけて観測さ

れた風速比の範囲に含まれている。 
3) 間引き前の密な林帯での横断的な風速観測結果

によると、ほぼ直交風、斜行風ともに林帯進入

直後に大幅に風速が低下し、その後は徐々に風

速低下が続く状況がわかった。斜行風の場合、

最も風速が低下する位置は道路に垂直な横断面

で見た場合、ほぼ直交風に比べて風上側に移動

した。 
4) 間引き前の密な林帯での横断的な風速観測結果

によると、道路風上近傍の観測地点では、入射

角 45度程度の斜行風~直交風で、風速比はほぼ

同様になる一方、道路風下近傍では斜行風の方
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がほぼ直交風の場合に比べて風速比が高くなる

傾向が認められた。 
5) 道路風上近傍での視程観測では、直交風および

直交に近い斜行風では間引き前後で視程比に差

はみられない状況にあった。 
6) 道路風上近傍での視程観測では、斜行風の場合

よりほぼ直交風より視程比が大きい結果であっ

た。 

6. おわりに 

今回、道路防雪林の間引き前後の風速比と視程比の観

測を行った。特に道路の風下でほぼ直交風時と斜行風時

の風速比に差異が見られるため、その詳細を解明すべく、

今後補足調査を行いたいと考えている。 
本調査にあたって稚内開発建設部、および同 浜頓別

道路事務所から調査箇所の提供等多大なる協力をいただ

いた。ここに記して、謝に代えたい 
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