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積雪寒冷地の道路では吹雪による視程障害が冬期の交通の大きな障害となっており､ これまで防雪
柵など吹雪対策施設の整備が進められてきている｡ 高盛土道路では､ 吹雪対策として吹き止め柵が設
置されることが多い｡ しかし､ その設置箇所は法面上となるため道路からの見かけの高さが低くなり､
吹き止め柵による視程障害緩和効果は平地道路に比べ低くなると考えられる｡ そこで著者らは高盛土
道路においてより防雪効果の高い新しい防雪柵の開発を行い､ 現道における実証試験により視程障害
緩和効果の検証を行った｡ 開発した柵は柵高７ｍの直立柵で､ 上部防雪板の空隙率を高めることによ
り基礎の規模を標準柵と同程度とした｡ 現道における実証試験の結果､ 新型柵は標準柵に比べて視程
障害緩和効果が高く､ 斜行風に対しても大きな効果を発揮することが確認された｡
《キーワード：防雪柵；吹雪；視程》
Poor visibility caused by blowing snow is a serious problem in winter on roads traffic in cold,
snowy regions, and snow fences as well as other facilities have been established as measures against
the phenomenon. Snow fences are often used on high embankment roads, but since these sections are
sloped, the apparent height of such sections from roads becomes lower, and the effect of snow fences
to mitigate poor visibility may be reduced compared with that on flat roads. The authors therefore
developed a new snow fence with a higher snow-protection effect for high embankment roads, and
verified its visibility improvement effect through verification test in existing road. The developed
fence was an upright type measuring 7 m in height, and the size of its foundations was made similar
to those of a standard fence by increasing the porosity of the upper snow plates. Verification test in
existing road confirmed that the new fence had a greater visibility improvement effect and was highly
effective against oblique winds compared with the standard fence.
《Keywords：snow fence；blowing snow；visibility》
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積雪寒冷地である北海道では､ 吹雪による視程障害
が冬期道路交通に大きな障害となっており､ これまで


新型柵の型式検討にあたっては､ 特に道路上の視程
改善効果に重点をおいた｡

防雪柵など吹雪対策施設の整備が進められてきている｡

視程は飛雪空間濃度が一定の下では風速が小さくな

さらに近年､ 北海道では高規格道路の延伸により高盛

るほど良くなることが知られている３)｡ そこで道路上

土型式の道路が多く造られるようになった｡ 高規格道

の減風効果に重点をおいて有限要素法による風速の数

路は一般道路と立体交差するため盛土高が地表高６ｍ

値シミュレーションを行い新型柵の型式を選定した｡

程度の区間が長いという特徴がある｡ このため高規格

使用したソフトは流体解析シミュレーション (COSM

道路では吹雪対策として､ ｢道路吹雪対策マニュアル

OS/M) である｡

１)

｣

等を参考に吹き止め柵が選定されることが多い｡

吹き止め柵は吹きだめ柵の下部間隙をなくし､ 空隙
率を小さくして､ 柵高を高くし､ 道路近くに設置する


シミュレーションに先立ち､ 筆者らは新たに３種類

に示す｡

の柵を考案した｡ これらの柵と標準柵を

柵で､ 多車線道路の防雪を用地内で行うことを目的に
1980年代に開発された２)｡
一般に吹き止め柵の設置位置は路肩から風上側へ
6.5ｍ〜10.0ｍの地点である｡ つまり高盛土道路での設
置箇所は法面上となり､ 道路からの見かけ上の高さが
低くなる｡ このため視程障害緩和効果は平地道路に比
べ低くなると考えられる｡
そこで本研究では､ この高盛土道路に対応した新た
な防雪柵の開発を行い､ 現道における実証試験により
視程障害緩和効果の検証を行った｡


研究の方法は､ まず高盛土道路に対応した柵を考案
し､ 次に数値シミュレーションと風洞実験により新型
柵の型式決定を行い､ さらに現道における実証試験に

 

より視程障害緩和効果を確認した｡



TYPE1は標準柵で､ 柵上部1/3有孔､ 柵高５ｍ､ 忍

高盛土道路において高い防雪効果が期待できる柵を

び返し付きで､ 北海道開発局４) 標準の吹き止め式防雪

３タイプ考案し､ 標準型防雪柵(以下､ ｢標準柵｣ とい

柵であり､ この柵を基準として他の柵型式の比較検討

う)を加えた４タイプの柵について､ 新型柵の候補を

を行った｡

選定するために数値シミュレーションを行った｡



数値シミュレーションにより選定した柵と標準柵の
50分の１の模型を製作し､ 模擬雪を用いた風洞実験に
より道路上の吹きだまり状況を確認して､ 試作する新
型柵の型式を決定した｡


新型柵と標準柵の実物大の試験柵を製作し､ 既存の
村道を利用した試験地に設置して冬期間防雪機能の観
測を行い､ 視程障害緩和効果を確認した｡
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TYPE2は標準柵より風上側にもう１列の防雪板を設
けた柵高５ｍの縦列配置型で､ 盛土上を這い上がる飛
雪を2列の防雪板の間を吹き抜けさせることにより高
くかつ遠くへ吹き飛ばすことを意図した｡
TYPE3は防雪板の間に隙間を設け､ 斜めに傾斜させ
た吹上げ板により､ 飛雪を上方に吹き上げ､ さらに絞
込みによる速度増加を意図した｡ また､ 柵上部には有
孔板を設けて道路上の乱流防止を図った｡ なお､ 高さ
はTYPE1と同じく５ｍである｡
TYPE4は柵高７ｍの大型柵であるが､ 上部の防雪板
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の空隙率を高くすることにより受風圧の軽減を図った｡
なお､ 必要となる基礎の大きさはTYPE1と同程度であ
る｡ また､ 忍び返しがないため､ 形状が単純となり､
勾配や曲線区間での設置も容易である｡

実験は北海道ガソン(株)所有の風洞実験装置を使用
した｡ 装置の詳細は後述する｡
メッシュパネル(空隙率90％)は有孔板の実験結果か
ら類推して風速比を80％と設定した｡



3. 3. 堆雪状況に応じた検討

シミュレーションの計算条件は以下の通りである｡

｢防雪柵の風上側の吹きだまりが吹き止め柵上端近


道路横断構造はに示す通り､ 高規格道路を想

くまで堆積すると､ 柵の視程障害防止効果が低下し始

定して断面を片側２車線(車線幅3.5ｍ×2)､ 全道路幅

害防止効果が変化することが考えられる｡

員23.5ｍ､ 盛土勾配1:1.8(左右対称)､ 盛土高6.0ｍと
した｡

める｣１) とされ､ 柵前後の堆雪状況により柵の視程障
そこで冬期間の初期､ 中期､ 末期の柵の埋没深さ
(Hs)をそれぞれ０ｍ(CASE1)､ 2.0ｍ(CASE2)､ 3.0ｍ
(CASE3) と想定して計算した｡



柵の埋没深さHs=０ｍ､ ２ｍ､ ３ｍのシミュレーショ

に示す｡

ン結果をそれぞれ

 

風速は竹内５) の断続的な地吹雪の発生条件を参考に､
高さ10mで10m/sを採用した｡ また､ は地面から上方
に向かって対数分布することを考慮し､

の通り

風速を設定した｡ 流れ領域は乱流で設定した｡


柵の設置位置はに示す通り､ 北海道内の高規
格道路での設置例を参考に道路法肩から6.5ｍ地点と
した｡

 
 

２次元直交座標による計算を行った｡ 計算領域(格
子)は柵周辺を細かく､ 上部を大きく設定した｡ 格子
の一辺は10cm〜300cmである｡
計算領域の上方端の一辺および風下側側方端の一辺
は抵抗無しの状態とした｡
防雪柵前後の風速比(柵直近の風上側風速に対する
柵直近の風下側風速の比)については､ 無孔板は風速
比を0とした｡ 有孔板(空隙率30％)は風洞実験を行い､
実験結果から風速比を50％と設定した｡ 空隙率は防雪
板に孔を空けたときの板の隙間の割合である｡

 

メッシュパネル(空隙率90％)は有孔板の実験結果か
ら類推して風速比を80％と設定した｡
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的に減風範囲の違いとなっていると思われる｡
以上の結果から､ 試作する新型柵の候補としてTYPE4
(直立吹き止め柵)を選定した｡


シミュレーションで選定した新型柵の減風効果が高
いということは､ 視程が良くなる反面､ 弱風域に飛雪
の堆積が懸念される｡ そこで図−2に示す標準柵と新
型柵の模型を製作し､ 模擬雪を用いた風洞実験を行い､
道路上への吹きだまり形成の有無を確認した｡

 
風速が無風に近い0.0〜0.6m/sの部分(図中濃青)を減
風範囲とすると､CASE1(Hs=0m)においては､ TYPE1
(標準柵)は減風範囲が道路上で確保された｡ TYPE2
(縦列板吹き止め柵)は風上側の道路端部から風下側の
道路端部に向かって減風範囲の上端が高くなっており､
4タイプ中最も減風範囲の上端が高い｡ TYPE3(絞込吹
き上げ柵)は吹上げ板による柵上方への風速上昇が確

 


認できたが､ 減風範囲はTYPE1(標準柵)と同程度であっ

実験には前述の風洞実験装置を使用した｡ 装置は測

た｡ TYPE4(直立吹き止め柵)はTYPE1(標準柵)に比べ

定洞寸法が高さ600mm×幅700mm×長さ4000mmの水

減風範囲が広く､ 風下側の道路上まで確保された｡

平回流式である｡ 模型スケールは1:50とした｡ 模擬雪

CASE2(Hs=2m)においては､ TYPE1(標準柵)､ TYP

は平均粒径70μm､ 見掛比重0.45〜0.70の粉状活性白

E2(縦列板吹き止め柵)､ TYPE3(絞込吹き上げ柵)はC

土を使用した｡ 見掛比重とは試料を105℃で24時間放

ASE1(Hs=0m)に比べ､ 風下側の道路端部で減風範囲

置し, 室温に冷却後測定した値である｡

の上端が低くなった｡ TYPE1(標準柵)とTYPE3(絞込

道路横断形状および柵形状､ 柵の設置位置､ 柵の埋

吹き上げ柵)の減風範囲の高さは同程度であった｡ TY

没深さの設定は数値シミュレーションと同一としたが､

PE4(直立吹き止め柵)は他の3タイプに比べ減風範囲

新型柵のメッシュパネル空隙率を模型製作の都合から

が広く､ 風下側の道路上まで確保された｡

90％のところ75％とした｡ 柵モデルの位置は長さ4000

CASE3(Hs=3m)においては､ TYPE1(標準柵)､ TYP

mmの風洞の中心とした｡

E2(縦列板吹き止め柵)､ TYPE3(絞込吹き上げ柵)はC

実験方法は､ 風洞内に模型柵を設置し､ 模擬雪が混

ASE2(Hs=2m)に比べ､ 風下側の道路端部で減風範囲

入された風を一定方向から送風した｡ 模擬雪の混合量

の上端が低くなっており､ 道路横断方向の減風範囲は

(単位幅1分当たりの量)は1.4

3タイプとも同程度であった｡ TYPE4(直立吹き止め柵)

置から30

は4タイプ中最も減風範囲が広く､ 風下側の道路上ま

けを中止し､ 風洞の送風方向の中心線で定規を差し込

で確保された｡

み堆積断面を測定した｡

/m/minとした｡ 供給装

の模擬雪がすべて放出された時点で吹きつ

地上高さ1.0〜2.0mの範囲(ドライバーの目線高さに

風速は､ 標準柵(TYPE1)を平坦地に設置して予備実

相当する)では､ TYPE4(直立吹き止め柵)のみ全ての

験を行い､ 模擬雪の吹きだまり形状と実際の吹きだま

CASE(Hs=0m､ 2m､ 3m)において風下側の道路端部

り形状が相似形になる風洞内中心風速を確認し､ 3.0

で減風範囲が確保された｡

m/sに設定した｡

のと比べ､ 他のタイプはいずれも柵高5mで､ 道路上


は標準柵(TYPE1)､ は新型柵(TYPE4)

の見かけ高さが0.7mと低く､ この柵高の違いが結果

の堆積断面である｡

TYPE4(直立吹き止め柵)は柵高7mの大型柵である
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標準柵および新型柵のいずれも道路上への吹きだま
りがないことが確認できた｡
この結果をもって､ TYPE4を用いて現道利用した実
証試験を行うこととした｡

10m程度で急斜面となっており､ 斜面下には平らな住
宅用地が広がっているが､ 住宅はまばらに建てられて
いる程度である｡

に防雪柵設置状況

を示す｡

  


 

 

  


新型柵(TYPE4)と標準柵(TYPE1)の視程障害緩和効
果を比較するため､ 実物大の柵をそれぞれ約50m製作
し､ 現道に設置して実証試験を行った｡ なお､ 新型柵
(TYPE4)のメッシュパネル空隙率は実物柵製作の都合

 

から90％のところ80％とした｡

 
観測箇所はに示す北海道厚田郡厚田村(現石
狩市厚田区)の村道望来嶺泊線である｡
現場は冬期の強風時の主風向が北西でほぼ道路に直
交する｡ 現地の風上側(北西側)の道路法面の高さは
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新型柵(TYPE4)の視程障害緩和効果を把握するため､
横断風速分布計測と気象(風向風速､ 視程)の連続観測
を行った｡

21

 
2005年３月９日にに示す柵なし(測線１)､ 新

 

型柵(TYPE4) (測線２)､ 標準柵(TYPE1) (測線３)の
３測線で各測点へ移動し測点毎の風速を計測した｡
移動計測にあたっては三杯式風速計(牧野応用測器
研究所製AC750)５台を単一の計測ポールに雪面から
の高さh=0.5m､ 1.0m､ 2.0m､ 4.0m､ 6.0mに取り付け
(

)､ これを用いて柵から風下へ2.5m毎､ １

測線あたり10測点で計測した｡ 計測時間は１測点につ

 

き２分間とした｡ 計測時において道路上はほぼ除雪さ

防雪柵の観測に先立ち､ 現地の気象を把握するため､

れた状況であった｡ また､ 道路面以外の計測箇所では

柵を設置する前に気象観測を行った(2005年１月１日

除雪堆雪や積雪により､ 道路面と同程度の高さとなっ

〜2005年１月24日)｡ その後柵を設置し､ 2005年２月

ていた｡

４日〜３月10日まで

さらに､ ３測線での移動計測中に柵の風上約60mに

に示す通り､ 気象の連続観

測を行った｡

基準点１点を設け､ 高さ1.2mに三杯式風速計(牧野応

風向風速計の設置位置は柵から25mの位置とし､ 反

用測器研究所製AC750)を設置して風速を連続観測し

射型視程計の設置位置は柵から20mの位置とした｡ こ

た｡

の場所は４車線道路を想定したときの柵側から３車線
目､ ４車線目の道路上に当たる｡
防雪柵の影響のない点を定点として､ 高さ2mで気
温を計測(カイジョ−製ST-20)した｡

 
 
柵なし区間(No.1)､ 新型柵(TYPE4)区間(No.2)､ 標
準柵(TYPE1)区間(No.3)では､ 風向風速計(コーナシ
ステム製KDC-S4)を高さ2mに､ 反射型視程計(明星電
気製TZE-4)を高さ1.5mに設置し､ それぞれ風向風速､
視程を計測した｡ 測定間隔はどちらも１秒毎である｡

 

横断風速分布計測結果による柵の減風効果について
は以下で定義する風速比 RVを用いて整理した｡

 
に示す｡

横断風速分布計測時の気象条件を

22

ここで､ 柵がないときの風の自然変化を考慮し､



で定義した測線n(1,2,3)において､ 柵からの距離 L
(m), 雪面からの高さ h(m)で測定した風速を V(n,L,h)
(m/s)とし､ その点での風速比を RV(n,L,h)とし､ RV
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RV( n,L,h)=( Vf/Vfs)/( V1/V1s)･････････････ (1)

横断風速分布計測の結果からは､ 道路上のドライバー

Vf= V( n,L,h)

目線に相当し視程改善が必要となる L=6.5〜30m､

Vfs= V( n,L,h)を測定した時の基準点の風速

h=1.0〜2.0mの領域において､ 両柵とも RV=0.4以下と

V1= V( 1,L,h)

なり､ 柵により減風効果の分布に違いがあるが､ 減風

V1s= V( 1,L,h)を測定した時の基準点の風速

効果の範囲とその値はほぼ等しいものと考えられる｡

なお､ Vfの測線nはn=2,3とし､ 測線１には柵がない
ので隣接した柵の延長線を L=0とした｡
ここで横断風速分布計測の結果による RVを

､

 
 

次に柵による視程改善効果の比較を行う｡ 解析にあ

に示した｡ L=6.5〜30mは４車線道路を想定し

たっては１秒毎の計測データの10分平均を用い､ 伊東

たときの道路上に当たる｡

ら６) に倣い風速補正を加えた｡
柵による視程改善効果の比較を行う前に､ 観測地点
No.1､ No.2､ No.3の微地形の影響による視程の違いを
把握するため､ 柵がない状態で各観測地点の視程を比

に示す｡

較した｡ 風の入射角90°の場合の視程を

Vis1は観測地点No.1(柵無し)での視程(m)､ Vis20は観
測地点No.2(新型柵設置箇所)の視程(m)､ Vis30は観測
地点No.3(標準柵設置箇所)の視程(m)である｡



以降の図は観測地点No.1において視程1000m以下､ 風
速が5m/s以上､ 定点で気温0℃以下の3条件全てを満た

 RV

 RV

すデータを抽出し作成した｡

する h=1.0〜2.0mにおいて､ L=6.5〜20mで RVは0.3以

 

に示す通り Vis1と Vis2 ､ Vis3 は高い相関で

下となった｡ これ以遠の道路風下側端部までの範囲

線形近似ができる｡ 他の入射角の場合も風の入射角90

( L=20〜30m)では若干減風効果が低くなり､ RVは0.4

°の場合と同じ方法で Vis1と Vis20､ Vis30の比を求め

程度となった(

た｡ 結果を

標準柵(TYPE1)では､ ドライバーの目線高さに相当

)｡

0

0

に示す｡

一方､ 新型柵(TYPE4)では､ 同じく h=1.0〜2.0mの
範囲に着目すると､ L=6.5〜15mにおいて RV=0.3〜0.4

L= 1 5 〜 2 8 m に お い て RV が 0 . 3 以 下 と な っ て い る

)｡
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柵を設置する前の状態では､ 観測地点No.3の視程は
観測地点No.1の視程とほぼ等しいかやや大きく､ 観測
地点No.2の視程は観測地点No.1の視程より悪い傾向に
あった｡
そこで微地形の影響を取り除くため､ 地点毎の視程

 

の比を考慮し､ 柵設置前の観測地点No.1の視程とNo.2､

より新型柵(TYPE4)の視程改善率は､ 入射角

No.3の視程の比で割りもどすことにより視程を風向毎

45°〜90°(直交)で標準柵(TYPE1)を2.5倍程度上回っ

に補正した(式(2)､ 式(3))｡

ており､ 視程改善効果が標準柵(TYPE1)に比べて大き

Vis2 = Vis2/A ･････････････････････････ (2)
Vis3 = Vis3/B ･････････････････････････ (3)

いことがわかる｡

 

ここでVis2は柵設置後の観測地点No.2の視程(m)､

次にVis1の視程別に両柵の視程改善率を分析した｡

Vis3は柵設置後の観測地点No.3の視程(m)､ Vis2 :観

なお､ 視程と走行速度の関係については､ 武知ら８)

測地点No.2の補正後視程(m)､ Vis3

: 観測地点No.3

に示す値(No.1とNo.

によれば視程が低下すると視程500m付近から走行速

の補正後視程(m)､ A､ B：

度が徐々に低下し始め､ 視程200mを下回ると走行速

2､ No.3の柵設置前の視程の比)である｡

度の低下が顕著になり､ 視程100m未満では走行速度

なお､ 入射角が22.5° (風向：北北東､ 西南西) の
場合は､ 隣の柵の影響を受けると考えられるので解析
には用いないこととした｡
伊東ら

は観測地点No.1(柵なし)の

視程と観測地点No.2(新型柵(TYPE4))､ No.3(標準柵

 
７)

がさらに低下するとされる｡

(TYPE1))の視程改善率の相関図で､ それぞれ風向が

は､ 防雪柵の減風効果について風の入射角



柵に直交､ 柵と67.5°､ 45°で交差の場合を示す｡ 視

による違いが大きいことを示している｡ そこで

程及び視程改善率は観測地点No.1の視程100m毎の範

に風の入射角別に平均した視程改善率を示した｡ ここ

囲に含まれるデータの平均であり､ 破線の斜線は標準

で新型柵(TYPE4)と標準柵(TYPE1)の視程改善率

柵(TYPE1)設置箇所と新型柵(TYPE4)設置箇所の視程

(RVis2､ RVis3 )は補正後の視程を用い､ 式(4)､ 式(5)

を示し､ その視程を横軸上段に記した｡

の通り定義した｡

直交風では､ 観測地点No.1の視程に関わらず新型柵

Rvis2= Vis2 / Vis1 ×100(%) ････････････ (4)

(TYPE4)が標準柵(TYPE1)に比べ高い視程改善率を示

Rvis3= Vis3 / Vis1 ×100(%) ････････････ (5)

で示した値のうち90°以外は柵に対して入射

している｡ 観測地点No.1の平均視程が85mのとき標準

角度が同じになる左右2方向のデータを平均したもの

均視程は328mとなり､ 新型柵(TYPE4)は標準柵(TYP

である｡ 例えば入射角67.5°の視程改善率は風向が北

E1)の1.4倍程度の視程に改善している(

柵(TYPE1)の平均視程は229m､ 新型柵(TYPE4)の平

)｡

北西のデータと西北西のデータを平均した｡ これは左
右対称な防雪柵に対して入射角が同じなら風向が異なっ
ても視程改善効果は同じと考えられるためである｡
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風向が柵と67.5°で交差する場合についても､ すべ

今回の結果から､ 新型柵(TYPE4)は標準柵(TYPE1)

ての視程で新型柵(TYPE4)が標準柵(TYPE1)に比べ高

より視程改善率が高いことが確認できた｡ 45°までの

い視程改善率を示している｡ 特に観測地点No.1の平均

斜風に対しても標準柵(TYPE1)よりも視程改善率が高

視程が77mとなる視程100m以下の測定では､ 標準柵

い新型柵(TYPE4)は､ 総合的に視程改善効果が高いと

(TYPE1)の平均視程が210mに改善しているのに対し､

いえる｡

新型柵(TYPE4)の平均視程は817mと大きく改善して



)｡

いる(

本研究では高盛土道路に対応する新型防雪柵の開発
を行い､ 実物大試験柵を製作して現道にて実証試験を
行った｡ 開発した新型柵は柵高7mの直立柵で､ 上部
防雪板の空隙率を高めることにより基礎の規模を標準
柵と同程度としたものである｡
現道における実証試験の結果､ 新型柵の方が減風効
果が若干大きい範囲があるが､ 標準柵に比べて減風範
囲や風速比はほぼ等しく､ また､ 視程改善率は風の入
射角や視程レベルによらず新型柵が高いことが確認さ
れた｡ このことから､ 新型柵は高盛土の高規格道路や

 
また､ 風向が柵と45°で交差する場合についても､

斜風が多い区間において標準柵に比べて大きな視程障
害緩和効果を発揮することが確認された｡



観測地点No.1の視程が100m以下となるデータは無かっ
たもののすべての視程で新型柵(TYPE4)が標準柵(TY

)｡

PE1)に比べ高い視程改善率を示している(

この研究は寒地土木研究所と北海道ガソン株式会社､
株式会社北武研究所との共同研究により行ったもので
ある｡
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