解 説

「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料（案）
」について
雪 氷 チ ー ム
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横断しており、雪崩予防柵が設置されている斜面の積
雪が流下して道路に達した。

積雪寒冷地では、冬期の積雪等の影響に伴う通行止

一般的に北海道の厳冬期に降る雪は粘着力が小さ

めを軽減し安全で信頼性の高い道路交通を確保するた

く、急斜面では数 cm 積ると間断なく滑り落ちるため

め、
雪崩対策は重要な課題として位置付けられている。

大量の雪は積もらないと考えられてきた。しかし、今

このため雪崩予防柵
（吊柵を含む）等の対策工が整備さ

まで雪が積もったことのない斜面にも大量の雪が積も

れ、これまで雪崩の発生予防に効果を発揮してきた。

り１）、これまでに想定していない箇所で新たな現象を

しかし近年、北海道において斜面積雪が雪崩予防柵

伴った雪崩発生の危険性が増している６）。その一例が、

をすり抜けて道路に達する現象
（以下、すり抜け現象）

すり抜け現象である。すり抜け現象は、主に乾雪雪崩

１）

が発生している 。この対策として、雪崩予防柵にネ

に伴って発生している３）。湿雪雪崩に伴う事例も数件

ットを取付けて、斜面積雪のすり抜けを防止する試み

あるが、この技術資料（案）では乾雪雪崩に伴うすり抜

２）

け現象を対象としている。

が行われているが、この対策に必要な考え方等を示

す資料が無い状況にあった。
そこで、寒地土木研究所では、有識者等からなる検
討会を設け、これまでの調査結果

ˏȅܿၳȪմȫ͈ٽါ

３）４）

に新しい知見を

取り入れながら、すり抜け現象への対策の考え方を整
理し、「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術
５）

資料
（案） 」をとりまとめた。本解説では、この技術

ˏȅˍȁै଼࿒എ͂൦ࠐ
北海道の国道における雪崩予防柵の設計は、「北海
道開発局 道路設計要領 第２集 道路付帯施設」７） や

資料
（案）
の概要、特にすり抜け現象を伴う雪崩対策に
必要な考え方について説明する。
ˎȅ̳ͤา̫࡛ય͉͂
すり抜け現象を伴う雪崩とは、既存の雪崩予防柵で
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は雪崩の発生抑止効果が果たせず、雪崩予防柵の支持
面
（Ƚˍ）
を斜面積雪がすり抜けて道路に達する現象
のことである
（Ƚˎ）
。隣り合う雪崩予防柵の間を雪
が抜け落ちる現象ではない。ৢ૯Ƚˍはすり抜け現象

Ƚˎȁ̳ͤา̫࡛યฺ̠ͬୱ༲͈ٽැ

を伴う雪崩の発生事例である。破断面が雪崩予防柵を

Ƚˍȁୱ༲ထཡॎ͈ୃ࿂
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「2005除雪・防雪ハンドブック
（防雪編）
」８）に基づき
行われている。しかし、すり抜け現象を伴う雪崩対策
の考え方については、これら要領等には記載がない。
こうした状況を踏まえ、寒地土木研究所では、すり
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抜け現象を伴う雪崩とその対策に必要な技術的事項等
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について検討を行うため、北海道の雪崩対策に関して

ർᶏߦ߅ߌࠆ㔐፣ኻ╷Ꮏ

知見の深い有識者、学識経験者、行政担当者から構成
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される「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策検討ワ
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ーキング」
（以下、雪崩対策検討ワーキング）
を平成20
年12月に立ち上げた
（ນȽˍ）。この雪崩対策検討ワー
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キングにおいて、これまでの調査結果３）４）に新しい知
見を取り入れてすり抜け現象を伴う雪崩対策の考え方

以下では、この技術資料（案）
の３章に記載した、す

を整理し、「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の

り抜け現象を伴う雪崩の対策手法の概要を説明する。

５）

技術資料
（案）
」 を作成した。
ːȅ̳ͤา̫࡛યฺ̠ͬୱ༲͈చॐ༹
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すり抜け現象を伴う雪崩対策とは、すり抜け現象の
発生を防止するための対策であり、現行の雪崩予防柵
の設計の考え方に基づいて行うものである。すり抜け
現象の発生を防止する対策工の設計にあたり、以下の
３点について検討する。
①雪崩予防柵の支持面への対策
②すり抜け現象を伴う雪崩対策工の施設配置
③すり抜け現象を伴う雪崩対策が必要となる箇所
ːȅˎȁచॐࢥ͈୭༹༷ࠗȪմȫ
ːȅˎȅˍȁ࿂͈͒చॐ
ˏȅˎȁഐဥํս

すり抜け現象を伴う雪崩対策工としては、既設の雪

「北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料

崩予防柵の支持面にネットを施工する方法を対象とす

（案）
」５）は、北海道開発局が整備する一般的な道路の

る
（ৢ૯Ƚˎ）
。自然積雪を用いた試験及び実験結果４）

雪崩対策の計画・設計に適用し、「北海道開発局

道

７）

より、ネット工によりすり抜け現象の発生を防止する

路設計要領」 を補完する技術資料である。つまり、

効果が確認されている。また、これまでに支持面にネ

既往の設計要領等で対象としていないすり抜け現象を

ットが施工された箇所では、道路に到達するようなす

伴う雪崩への対応方針・方策に着目して記述している

り抜け現象を伴う雪崩の発生は確認されていない。な

が、既往の設計要領等を見直すものではなく、すり抜

お、ネット工以外に支持面材（バー）の変更等９）が考え

け現象への対策という点で補完するものである。
ˏȅˏȁܿၳ
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この技術資料
（案）
の構成をນȽˎに示す。１章では
目的と適用範囲及び構成を示し、２章では雪崩災害の
発生実態と、北海道における雪崩対策工の概要及び雪
崩予防柵の計画・設計の考え方を整理した。３章では、

O

すり抜け現象を伴う雪崩の発生機構と対策に関する基
本的な考え方を整理した。また４章では、すり抜け現
象以外の北海道で特徴的な雪崩現象に関する課題を示
ৢ૯ȽˎȁΥΛΠࢥͥ͢ͅ࿂͈͒చॐ႕
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られるが、ネット工以外の方法の事例や実験等の実績

ネットの緩みや支持面からのはみ出しはネットの破損

はないため採用を見送った。
しかし、この技術資料（案）

だけでなく、雪崩予防柵の損傷につながる可能性もあ

は、その活用を否定するものではない。

ることから十分に注意する必要がある。

ネットの施工にあたり、以下の①〜③に留意する。
①使用材料

ːȅˎȅˎȁచॐࢥ͈ঔ୭౾
斜面全ての雪崩予防柵にネット工を設置すること

使用材料はこれまでの施工実績や実験結果
（ນȽˏ）

は、すり抜け現象を防止する上で有効であるが経済的

を参考に選定するとともに経済性、環境、施工性及び

負担が大きい。そのため雪崩予防柵に作用する雪圧を

耐久性に配慮することが望ましい。

踏まえて、ネット工の適切な施設配置を検討する。

② 設置位置

まず最下段の雪崩予防柵を斜面積雪がすり抜けた場

ネット工は支持面の斜面上側に設置することが望ま

合、道路に到達する可能性があるため、最下段の雪崩

しい
（Ƚˏ）
。これは、ネット工を支持面の斜面下側

予防柵にはネット工を設置することを基本とする。そ

に設置した場合、雪圧により剥がれ落ちる可能性があ

れより斜面上方の雪崩予防柵へのネット工の設置間隔

るためである。

は、次のように検討する。

③ 設置方法

すり抜け現象が発生する前の降雪開始時点では、雪

斜面雪圧による影響を小さくするために、支持面と

崩予防柵は雪に埋まっていないと考えられる。すり抜

ネット工が一体となるように設置する（Ƚː）
。特に、

け現象が発生したときの最大降雪深が概ね0.5m ３）で
あることからこれを新雪層とし、降雪前の積雪深 H

ນȽˏȁΥΛΠ͈ঀဥऺၳ͈֚။

＝ Hs −0.5m とする。Hs は設計積雪深である。ここ
ですり抜け現象が発生する臨界状態を考え、ネット工
を施していない雪崩予防柵は新雪層を支えていないも
のとする。このとき、Ƚˑに示す雪崩予防柵
（B）に
かかる雪圧は、積雪深 H の積雪により与えられる雪
圧 Sn’ と新雪層による雪圧 S との和と考えることがで
きる。新雪層による雪圧 S は、ネット工を施工する柵
同士の斜距離 L’ が長くなるほど大きくなる。Sn’ と S
の和が、雪崩予防柵（B）の設計雪圧 Sn を超えないよ
うに、ネット工を施工する柵同士の斜距離 L’ を決め
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る（具体的な計算式は技術資料（案）５）を参照）。なお斜
面の最上段付近では、ネット工を施した柵同士の斜距
離L

ている。
最後に、技術資料
（案）の作成に際して、貴重なご指
導とご助言をいただいた雪崩対策検討ワーキングの関

内に破断面が入るよう考慮する。

ːȅˎȅˏȁచॐ̦ຈါ͂̈́ͥؿਫ਼

係各位に感謝申し上げる。

すり抜け現象を伴う雪崩対策を必要とする箇所は、

（文責：松下

拓樹）

主としてすり抜け現象が確認された斜面と考える。ま
た、その周辺斜面については、以下に示すすり抜け現

४ࣉࡃ

象発生時の気象条件や地形条件を参考にするとともに

１）竹内政夫、大槻政哉、山田知充、石本敬志：北海

専門家の意見を聞きながら検討することが望ましい。

道の道路雪崩と現場対応、雪工学会誌、Vol.21、

①すり抜け現象を伴う雪崩発生時の気象条件

pp.202-211、2005.

すり抜け現象を伴う雪崩の発生事例について、発生
箇所近傍の気象観測データを用いた解析によると

３）

２）松下拓樹、松澤勝、伊東靖彦、三好達夫、加治屋
安彦、大槻政哉：雪崩予防柵をすり抜ける法面雪

10）

崩の対策−北海道大雪湖周辺における調査事例−、

ある。

寒地技術論文・報告集、Vol.22、pp.351-356、2006.

、以下の気象条件が重なった場合に発生する傾向が
a）降雪強度が大きく、かつ連続降雪量が多い場合

３）松下拓樹、松澤勝、伊東靖彦、加治屋安彦：斜面

b）降雪期間を通じて気温が低い場合

積雪が雪崩予防柵面をすり抜ける現象の発生条件、

c）降雪期間を通じて無風か風が弱い場合

寒地土木研究所月報、No.665、pp.10-17、2008.

（降雪期間：雪が降り始めてから雪崩が発生する
までの期間）

４）松下拓樹、松澤勝、坂瀬修、中村浩：ネット工に
よるすり抜け現象を伴う雪崩の対策効果につい

ただし、上記の気象条件以外での発生例もある。

て、寒地土木研究所月報、No.685、pp.22-30、2010.

d）強風下で急激に発達する吹きだまりが要因とな
11）

って、すり抜け現象を伴う雪崩が発生した例
②すり抜け現象を伴う雪崩発生の地形条件

すり抜け現象を伴う雪崩は、勾配の急な斜面で発生
している事例が多い。なお、すり抜け現象を伴う雪崩

５）独立行政法人土木研究所寒地土木研究所：北海道
の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料
（案）、
pp.42、2010.
６）竹内政夫：異常気象と雪崩の異変、北の交差点、
Vol.15、pp.18-21、2004.

発生の地形条件は斜面勾配の他に斜面の向きなども関

７）北海道開発局：北海道開発局 道路設計要領 第２集

係すると考えられるが、現時点ではこれらの要素とす

道路付帯施設、http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/

り抜け現象を伴う雪崩発生の関係は明らかになってい

z̲doro/download/02̲futaishisetu.html、2008.

ない。

８）社団法人日本建設機械化協会、社団法人雪センター：
2005除雪・防雪ハンドブック（防雪編）、pp.417、

ˑȅ̤ͩͤͅ

2005.
９） 金田安弘、竹内政夫：新しい雪崩予防柵の提案

すり抜け現象以外の課題として、雪崩予防柵上部に
形成される積雪の巻きだれ、最下段の柵の下部斜面か

〜雪崩予防柵が抱える課題とその対応策について
〜、北海道の雪氷、No.27、pp.25-28、2008.

ら発生する全層雪崩、雪崩予防柵や小段が無く勾配が

10）松下拓樹、松澤勝、伊東靖彦、加治屋安彦：雪崩

小さな斜面で発生する融雪期の全層雪崩が報告されて

予防柵を斜面積雪がすり抜ける現象の発生気象条

９）

いる 。これらの課題に対する考え方は、今後の技術

件について −大雪湖周辺の事例解析−、北海道

資料
（案）
の改訂等により示していきたい。

の雪氷、No.26、pp.91-94、2007.

また、上記の技術資料
（案）
に加え、道路雪崩対策に
携わる技術者の基礎知識の向上のため、雪崩の観察や

11）竹内政夫：雪崩の被害を未然に防ぐための道路管
理、北の交差点、Vol.24、pp.20-24、2009.

応急対策に必要となる技術的事項について同ワーキン

12）独立行政法人土木研究所寒地土木研究所：雪崩現

グで検討を行い、「雪崩現象の基礎に関する技術資料

象の基礎に関する技術資料（案）、pp.46、2010.

12）

（案）は、
（案）
」 をとりまとめた。これらの技術資料
寒地土木研究所のホームページの技術情報サイト
（http://www2.ceri.go.jp/snow/index.html）で 公 開 し
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