
230

230 230

雪崩予防柵に作用する雪圧の設計値と観測値の比較
― 国道230号中山峠における観測事例 ―

高橋　渉　　原田　裕介　　松澤　勝

１．はじめに

　我が国では、1956年に積雪寒冷特別地域における道
路交通の確保に関する特別措置法（雪寒法）が制定され
て以降、雪崩発生区対策として雪崩予防柵の設置が進
められてきた。しかし、豪雪年時に、本州において施
設の破損が見られたため、全国で雪崩予防柵に作用す
る雪圧の調査を行った。その結果、本州においてグラ
イド係数を割増すこととし、設計値の見直しを行った
1）2）3）4）。
　ところで、近年、温暖化の影響により、北海道にお
いても雪質の変化が懸念されている。そこで筆者らは、
雪崩予防柵に作用する雪圧を観測した。そして、観測
結果と気象要素との関係についてとりまとめ、現行の
雪崩予防柵の設計の妥当性ならびに雪圧の変動要因に
ついて検討を行った。

２．観測方法および収集データ

　観測は、平成24 ～ 26年度冬期に国道230号札幌市中
山峠付近の切土法面で行った。収集データは、南西4
kmに位置する北海道開発局東中山テレメータにおけ
る気温、積雪深、降水量データである。箇所図ならび
に現地の状況を図－1、2に示す。観測箇所の雪崩予防
柵は、吊柵が採用されている。法面や雪崩予防柵の設
置状況、設計積雪深は表－1のとおりである。なお、吊
柵に作用する雪圧は斜面に平行な成分 SN（kN/m）を
考慮し、式（1）で求められる。

（1）

ここで、γs は積雪の単位体積重量（kN/m3）、Hs は設
計積雪深（m）、Kはクリープ係数、Nはグライド係数で
ある。それぞれの値の考え方は２．２節で述べる。
　観測項目は、雪崩予防柵にかかる雪圧、斜面積雪深、
積雪断面観測、積雪の単位体積重量および斜面積雪の
クリープ・グライドである。年度ごとの観測状況を表

図－1　観測箇所図

（国土地理院の電子国土 web に箇所を追記）

図－2　雪圧観測箇所（中山峠）

表－1　観測法面の概況、設計値
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－2に示す。それぞれの観測方法を以下に述べる。

２．１　雪圧観測

　雪崩予防柵にかかる雪圧の観測は、法面に配置され
た雪崩予防柵を支持しているワイヤーケーブルに引張
型荷重計（共和電業製：LU-5TE）を設置し、1時間ごと
の引張荷重（kN）をデータロガに記録した（図－3）。1
基の雪崩予防柵は3本のワイヤーケーブルにより支持
されており、それぞれの引張荷重の合計値が、雪崩予
防柵全体に作用する荷重値となる。荷重値を柵幅で除
することにより、雪崩予防柵に作用する雪圧（kN/m）
が求まる。

２．２　クリープ・グライド観測

　はじめに、クリープ係数とグライド係数の値の考え
方を示す。Haefeli の雪圧論8）において、図－4に示すよ
うな傾斜 ψ、積雪深 Hで、十分に広く一様な雪斜面を
考える。雪面上における斜面下方への移動速度を Ua、
沈下速度を Va、地面における斜面下方への移動速度を
Ugとすると、クリープ係数Kとグライド係数Nは式（2）、
式（3）で定義される。�

（2）

（3）

　なお、設計で用いられるクリープ係数 Kは、式（2）
におけるtanψ×tan βが雪密度に応じて一定値を取る
ことを考慮し、設計では密度に対応した固定値を与え
ている8）。また、グライド係数 Nは、スイス連邦雪・
雪崩研究所（SLF）の長年にわたる測定値に基づき、斜
面の向きや植生に応じた固定値を与えている8）。
　本観測は、本郷（1998）9）に倣い、雪崩予防柵近傍の
無対策斜面（L=14m）において、平成27年3月9日に斜
面5箇所で積雪に穴を開け、目印（杭）を設置し、おが
くずを充填した。2週間後の平成27年3月23日に、調査
箇所の積雪断面が見えるよう掘り出し、設置した目印
を原点としておがくずの移動量を観測した。観測した
移動量を時間で除し速度を求め、式（2）、式（3）より、
クリープ係数 K、グライド係数 Nを求めた。

表－2　各年度における測定項目

図－4　クリープとグライドの観測概念図

図－3　雪圧観測を行った吊柵と引張型荷重計

２．３　斜面積雪深、積雪の単位体積重量観測

　斜面積雪深および積雪の単位体積重量は、全層サン
プラーを用い、雪圧を観測している雪崩予防柵とその
上部の雪崩予防柵の列間を対象に、平成24、25年度は
3月下旬に、平成26年度は2～ 4月に2週間ごとに観測
した。
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３．観測結果

３．１　雪崩予防柵にかかる雪圧の時系列変化

　本観測によって得られた雪圧の時系列変化と、式（1）
に基づき、設計積雪深から計算した設計雪圧値を図－

5に示す。
　雪圧は観測直後より増加を続け、3月15日～ 24日に
最大値を観測し、その後減少へと転じた。本観測にお
いては、観測雪圧は設計雪圧より小さい結果であった。
観測期間における最大雪圧は24.3kN/m（H26）であっ
た。

３．２　斜面積雪の物性値

　全積雪層密度測定の結果、雪崩予防柵の列間斜間の
積雪の単位体積重量 γs は2.29 ～ 4.41（kN/m3）であっ
た（図－6）。表－1に示す設計の値 γs=3.5kN/m3であり、
観測時期によってバラツキが見られた。また、各調査
時における現地斜面積雪深と、近傍の気象観測点にお
ける積雪深との相関関係を表－3に示す。
　おがくずを用いたクリープ・グライドの観測結果を
表－4に示す。クリープ係数 Kは0.676 ～ 1.160の範囲で
あった。表－1に示す設計の値 K=0.791であり、観測
箇所によってバラツキが見られた。
　グライドは最大で5.4cm を観測し、この箇所でのグ
ライド係数 N=1.16と算出される。表－1に示す設計の
値 N=2.4と比べて小さな値となった。なお、おがくず

図－6　積雪単位体積重量観測結果

図－5　雪圧観測結果

を設置していた期間中に最大雪圧を観測した。
　法肩から8mの位置における積雪断面観測結果を図

－7に示す。積雪の上層はざらめ雪であり、ざらめ雪
としまり雪が混合する層を挟んで、下層にしまり雪が
存在していた。

４．気象要素と雪圧の関係

４．１　年度の違いによる観測結果の比較

　観測年度ごとの雪圧および気象観測結果を表－5に
示す。また、観測時における雪圧と積雪深をプロット
したものを図－8に示す。図には積雪深を変化させて
求めた雪圧（以下、計算雪圧）を赤線で併せて表示した。
また、設計雪圧40.7kN/mを黒の太線で示した。なお、
積雪深は表－3に示した相関式より求めた。これによ
ると、積雪深に対応した計算雪圧を上回る場合が多か
ったことが示された。ただ、設計雪圧を上回ることは
ないので、柵の設計としては安全であった。また、計

表－3　斜面積雪深 y（m）と気象観測点における

積雪深 x（m）との相関関係

表－4　クリープ・グライド係数計算結果

図－7　断面観測結果（H27.3.23）
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　吾田ら10）は、有限要素法による斜面積雪の解析結果
より雪温が高いと柵に作用する力が大きくなることを
示した。これは、積雪の温度が高くなると、圧縮粘性
係数が小さくなり11）、柵に作用する力が増すことに起
因するためである10）。このことから、気温の違いが雪
圧に与える影響は大きいものと考えられる。

５．まとめ

　本観測の結果から、3冬期の観測ではあったが、設
計雪圧を超えることはなかった。しかし、融雪時期に
計算雪圧を上回る傾向が見られた。これは、冬期平均
気温の上昇が要因の1つと考えられる。冬期の気候は
変化を続けており、温暖化により将来的には設計雪圧
を見直す必要が生じるかもしれない。したがって、今
後も継続的な観測によって、雪圧の変化傾向を把握す
る必要性は高いものと考える。
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算雪圧と観測雪圧の差の時系列を図－9に示す。これ
によると、観測雪圧が計算雪圧を上回るのは3月以降の
融雪期に多く見られる。

４．２　気温と雪圧について

　表－5における冬期平均気温に着目すると、冬期平均
気温（12月～ 3月）が一番高かったH26年度に最大の雪
圧を観測した。また、計算雪圧を超過する例も、H26
年度が多かった。一方で、最大積雪深は各年度ともほ
ぼ同じような値であったことから、気温の上昇が雪圧
の増加に関与していることが伺える。
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表－5　観測年度毎の最大雪圧、

最大積雪深および冬期平均気温

図－9　計算雪圧と観測雪圧の差

図－8　積雪深と雪圧観測結果

（赤線は計算より求まる雪圧、黒太線は設計雪圧）
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