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防雪柵の性能評価手法の提案に向けた試験調査について
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道路の吹雪対策に用いられている（写真－１）。本研究

１．はじめに

では、近年の多車線道路への適応性の高い吹き止め柵
北海道の国道では、通行止めの要因の４割を吹雪が
占める等、吹雪による冬期の交通障害が多く発生して

を対象とした。また、防雪性能として視程障害緩和効
果と吹きだまり防止効果について調査を行なった。

いる。また、北海道は日常生活や社会経済活動におけ
る自動車交通への依存が高い地域であり、道路の吹雪

３．現地観測による視程障害緩和効果の評価手法

対策は積雪寒冷地域の地域経済を支えるための重要な
課題の一つとなっている。
道路の吹雪対策として、防雪柵の整備が進められて

３．１

文献調査

寒地土木研究所所蔵の学術雑誌や研究集会予稿集、

きているが、その防雪性能については評価方法が定め

研究機関の紀要等を収集・整理し、現地観測に基づく

られていない。このため、民間では各社が独自の手法

防雪施設の視程障害緩和効果等に関する調査を行なっ

により、
自社が開発した防雪柵の評価を行なっており、

た。収集した126編の文献の内、現地で視程を観測し

信頼性が十分とは言えない現状にある。このため本研

た事例は17件、風速を観測した事例は35件となってい

究では、防雪柵の性能の評価手法の提案に向けた試験

た。これらの文献から、現地観測の際に標準的に用い

調査を行なった。

られている観測項目等について検討した。
３．１．１

２．対象とした防雪柵について

観測データ抽出条件と評価指標について

ある程度強い吹雪時の観測データを用いて、基準点
（防雪柵の影響を受けない地点）に対する、防雪施設風

防雪柵には、吹きだめ柵、吹き払い柵、吹き止め柵
１）

下側の視程や風速の比（それぞれ視程比、風速比）によ

の３種類がある 。吹き止め柵は、吹きだめ柵の下部

り評価した事例が多かった。抽出条件となる基準点の

間隙を無くし、柵高を高くすることによって、吹き払

視程については、交通に影響を与える視程200m 以下３）

い柵の適用限界を超える多車線道路の吹雪対策を目的

が望ましいが、年や地域により解析対象となるデータ

に開発された２）もので、1980年代後半から主に４車線

が少なくなる。従って、評価の際には基準点の視程が
500m または200m 以下のデータを抽出し、解析対象
とすることが妥当と考えられた。また、視程を観測し
た際の評価指標は、多い順に平均視程（８例）、視程変
動（５例）、視程改善率（４例）、視程頻度（３例）等とな
っていた。
３．１．２

測定時間（評価時間）について

既往文献によると、風速による評価では、平均風速
を用いた事例が最も多く（９例）、続いて最大風速（５
例）、風速発生頻度（３例）等となっていた。
吹雪時の視程は、時間的に大きく変動するため、視
程比や風速比を求める際には、こうした短期的な変動
を取り除く必要がある。このため、視程や風速につい
ては、10分平均の値を用いることが適切であると考え
られた。
写真－１
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３．２

フィールド実験による現地観測手法の検討

石狩吹雪実験場
（図－１）に高さ５m、延長102m の

き止め柵風下側の視程と風速を、⑤～⑪では吹き止め
柵風下側の風速を測定した。また、⑫の地点を基準点

吹き止め柵を設置し、その近傍で視程や風速を測定し

とし、視程と風速を測定した。

た
（図－２，写真－２）。ここで、測定の高さはドライ

３．２．１

バーの視点に近い1.5m とした。図中、①～④では吹

評価指標について

地点③における視程比と風速比との関係について、
図－３に示す。ここでは平成20年２月13日～３月５日
の基準点の視程が500m 以下のデータから実験場気温
０℃以下、吹き止め柵への風の入射角が直角～ 67.5°
のデータを抽出した。視程比と風速比との間には、概
ね反比例の関係が見られたものの、風速比が0.2程度
の場合には風速比のわずかな変化により視程比が大き
く変化することが判った。風速計は視程計より安価で
あるため、防雪施設の評価の際に風速を用いた事例も
多く見られたが、評価指標としては視程を用いること
が望ましいと考えられる。

図－１

石狩吹雪実験場位置図

（国土地理院電子国土 web システムを利用）

図－３

３．２．２
図－２

観測機器配置図

視程比と風速比との関係

測定位置について

地点②～④の視程と、基準点の視程から求めた吹き
止め柵からの距離と視程比との関係について図－４に
示す。ここでは平成18年12月15日～ 19年３月15日と、
平成20年２月13日～３月５日の基準点の視程が500m
以下のデータから実験場気温０℃以下、吹き止め柵へ
の風の入射角が直角～ 67.5°のデータを抽出した。視
程比は、防雪柵に近い6.5m の位置（図－２の②）で大
きく、防雪柵から遠い17.0m と27.5m の位置（図－２
の③、④）では同程度に低下していた。評価は、安全
側で行なうことが望ましく、道路上で視程比が低くな
る柵の風下路側（２車線道路の場合、図－２の③に相
当する）を測定位置とすることが適切と考えられる。
これと同様にして求めた吹き止め柵からの距離と、

写真－２
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風速比との関係について、図－５に示す。柵に近い位
41

置では減風効果が高く、柵から離れるに従い、基準点

果、エンドエフェクトは柵端部から20m までの範囲

の風速に近づく傾向にある。

で顕著に見られ、30m 以上離れた位置では影響が小
さかった（図－６）。従って、現地観測の際には柵両端
部からの影響を避けるため、防雪柵の延長は60m 以
上必要と考えられる。
３．３

吹き止め柵の視程障害緩和効果の評価法

以上の検討の結果から求めた、吹き止め柵の視程障
害緩和効果を現地観測により評価する際の定量的評価
法（案）について、表－１に示す。文献調査では、多様
な条件で防雪施設の効果を評価していることが判った
が、表に示すように観測条件を概ね統一することによ
って、今後は防雪柵の相互比較が可能と考えられる。
表－１
図－４

防雪柵からの距離と視程比

図－５

防雪柵からの距離と風速比

吹き止め柵の定量的評価法（案）

４．風洞実験による吹きだまり防止機能の評価手法の
検討
４．１

実験方法

防雪柵の性能を視程障害緩和効果により評価する際
には、平均的な冬であればフィールド実験により一冬
である程度十分なデータを取得することが可能であ
る。一方、吹きだまり量により評価する場合には、吹
きだまり量が最大になるのは寒冬・豪雪年なので、フ

図－６
３．２．３

エンドエフェクトの影響範囲

防雪柵の延長について

防雪柵の端部では、風の巻込みにより視程に影響を
生じる
（エンドエフェクト）と言われている。実験の結
42

図－７

風洞実験装置
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ィールド実験では限られたデータしか取得できず、長

側に吹きだまりが生じず、高風速域（８m/s）では風上

い年月の観測データの蓄積が必要である。

側の吹きだまりが成長しない等、現地観測結果と異な

この様な場合、吹きだまりに関する検討事例の多い

る傾向を示すことが判った。ここで、風洞風速６m/s

風洞実験によって性能評価を行なうことが有効と考え

の際の実験時間と吹きだまり断面積との関係について

られる。北海道内各地の一冬の吹雪を再現するような

図－10に示す。実験開始から２時間経過後の吹きだま

風洞実験の条件を探るため、北海道開発局所有（当時）

りの断面積は3500mm2で、これは現地での年吹雪量

の全長21m、測定胴断面6.0×1.2×1.2m の回流型の風

35m3/m に相当する。

洞実験装置により、吹き止め柵の模型（図－８）を用い、
実験条件を変化させて風洞実験を行なった。模型縮尺
は、本州四国連絡橋風洞試験要領等を参考に1/100と
し、模擬雪には安息角が実際の雪に近く風洞実験での
使用実績が多い活性白土を用い、模型設置位置の風上
側５m の位置から供給量380g/min で発生させた。実
験風速は５～８m/s の範囲とし、石狩吹雪実験場に
おける平成19年２月15日の吹きだまりの現地観測結果
と比較し、適切な実験条件を求めた。実験状況につい

図－９

て、写真－３に示す。

図－８

図－10

吹き止め柵模型
４．３

実験結果（吹きだまり形状）

実験時間と吹きだまり断面積

吹き止め柵の吹きだまり防止効果の評価法

以上の風洞実験の結果から、風洞風速６～７m/s、
実験時間２時間、活性白土供給量380g/min の実験条
件により、北海道内の多くの地域の一冬の吹雪（平均
吹雪量 <35m3/m）の再現が可能と考えられる。風洞実
験装置毎に固有の条件があると考えられるものの、こ
こに示したように、再現目標となる吹雪の条件を決め
ることによって、定量的な評価が可能と考えられる。
写真－３
４．２

実験状況
５．おわりに

実験結果

実験開始から２時間経過した時点の吹きだまり形状

防雪施設の防雪性能の定量評価に向けて、本研究で

を図－９に示す。図中、縦横軸は防雪柵の高さで除し

は、吹き止め柵の視程障害緩和効果に関する現地観測

て無次元化し、現地観測結果も併記した。吹きだまり

条件や、吹きだまり防止効果に関する風洞実験条件の

形状は、風洞風速６～７m/s では概ね現地観測と類

検討を行なった。その結果、現地観測の際には共通す

似した形状を示したが、低風速域
（５m/s）では柵風下

る計測項目・計測条件を予め決めておくことにより、
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観測結果の相互比較が可能で、また、風洞実験の際に
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