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車両が発進困難となる吹きだまり深さに関する実験と
吹きだまり発達速度に関する観測
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出来た場合について、発進可能と判定した。模擬吹き

１．はじめに

だまりとして、平成21年度には人力で積み上げた雪を
北海道内の冬期道路では、吹きだまりにより多くの

用い、また、平成22年度には切土道路上に実際に発生

車両が立ち往生する吹雪災害がしばしば発生する（写

した吹きだまりを整形して用いた。積雪密度について

真－１）
。このような災害を防ぐため、車両の走行が

は100cc の角型サンプラーにより、雪面の表面付近の

困難になる前に吹きだまりを除去する必要がある。そ

任意の３点で計測し、平均した値を用いた。

のため、吹きだまりが発達する速さを把握することが
求められる。

２．２

実験結果

著者らは、車両の発進が困難となる吹きだまりの深

車両の発進実験の状況を写真－２に、また、発進実

さや、道路構造ごとの吹きだまり発達速度
（道路上に

験の結果を表－１に示す。模擬吹きだまりの雪の密度

おける単位時間あたりの吹きだまり深さの増加量）を

は、平成21年度の雪を積み上げた実験では400 ～ 440

明らかにするため、石狩吹雪実験場内に整備した実験

kg/m3であった。また、平成22年度の実験では270 ～

用の切土道路と盛土道路において、吹きだまり上での

290kg/m3であり、後述する観測した道路上の吹きだ

車両の発進実験を行うとともに、吹雪発生時の吹きだ

まりに近い値であった。

まり形状を観測した。その結果について以下に報告す
る。

写真－１

吹きだまりでの車両の立ち往生状況
（室蘭開発建設部提供）

図－１

石狩吹雪実験場位置図

２．車両が発進困難となる吹きだまり深さに関する実
験
２．１

O

実験方法

吹きだまり深さと車両の発進の可否を調べるため、
石狩吹雪実験場
（図－１）内の道路で、車両発進実験を
実施した。試験車両には前輪駆動のオートマチック車
（軽自動車）
を使用し、停止している車両の前に模擬吹
きだまりを作成した後、発進を試みた（図－２）。試験
車両が延長２ｍの模擬吹きだまりを走り抜けることが
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図－２ 車両の発進実験概要図
（停止している車両の前に模擬吹きだまりを作成した
後、発進を試みた。）
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吹雪時の吹きだまり形状と積雪密度の観測を行った。
吹きだまり形状については、道路中心線から風上側50
ｍ、風下側10ｍの範囲の道路横断方向で、吹雪前後と
吹雪継続中の２回（計４回）の観測を行った。なお、停
止車両の有無により吹きだまり形状が変化することが

㪈㪌㪺㫄

想定されるため、風上側車線に車両を配置した測線で
も観測を行った。ただし、車両箇所においては測線上
ではなく、車両のフロント側（北側）直近で計測した。
また、吹きだまり形状の観測に合わせ、道路中心線か
ら風上側０m、2.5m、10m の３地点で、全層サンプラ
ーにより雪面から地表面までの積雪密度を計測した。

㪉㪇㪺㫄
写真－２

発進実験状況（平成22年度）

表－１

発進実験結果

図－３
３．２

観測箇所図

観測結果

吹雪前後及び吹雪中に、盛土道路と切土道路で観測
した吹きだまりの形状の代表的な例について、図－４
～図－７に示す。図－４、図－５が車両を配置してい
3

表－１より積雪密度400 ～ 440kg/m の積雪に対し

ない測線（それぞれ測線２、測線４）、図－６と図－７

ては深さ約15cm で発進が困難となったが、積雪密度

が車両を配置した測線（それぞれ測線１、測線３）の計

3

270 ～ 290kg/m の積雪に対しては15cm まで発進可能

測結果である。なお、吹きだまり形状の観測日時は、

であった。本実験の結果、通常の吹きだまりでは深さ

以下のとおりである。

15cm を超える場合に、また、車両の通行も加味し、

・平成24年２月20日

14時10分（吹雪前）

雪の密度が高い場合には深さ10cm を超える吹きだま

・平成24年２月21日

10時00分

りで発進困難な車両が発生すると考えられる。

・平成24年２月21日

15時30分

・平成24年２月22日

14時50分（吹雪後）

３．吹きだまり発達速度に関する観測
図－４より車両を配置していない測線２の盛土道路
３．１

観測方法

では、吹雪終了後まで明確な吹きだまりは発生せず、

図－３に示す石狩吹雪実験場内の盛土道路
（盛土高

吹雪後の道路中心線上の吹きだまり深さは10cm 程度

さ約1.5m）と、切土道路（切土深さ約2.0m）において、

となっていた。また、図－５より、切土道路で車両を
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配置していない測線４では、吹雪発生８時間後には道
路中心線上に25cm 程度の吹きだまりが発生し、その
吹きだまりは吹雪終了後までほとんど変化しなかった。
なお、吹雪後道路上の吹きだまりの積雪密度は、盛
土道路、切土道路ともに道路中心線上と風上側2.5m
位置での平均で280kg/m3程度であり、平成22年度の
車両の発進実験で使用した吹きだまりの密度とほぼ同
等となっていた。
図－６より、
盛土道路に車両を配置した測線１では、
吹雪終了後に道路中心線上に深さ60cm 程度の吹きだ
まりが発生していた。また、図－７より、切土道路に

図－６

盛土道路における吹きだまり形状
（測線１・車両有りの場合）

図－７

切土道路における吹きだまり形状
（測線３・車両有りの場合）

車両を配置した測線３では吹雪終了後に道路中心線上
に深さ90cm 程度の吹きだまりが発生していた。
次に車両の有無による吹きだまり深さの違いに着目
する。図－４と図－６より、盛土道路では、停止車両
が無い場合には道路中心線上での吹きだまりは吹雪終
了後まで発生していなかったが、停止車両がある場合
には深さ60cm 程度の吹きだまりが発生していた。ま
た、図－５と図－７より、切土道路では、停止車両の
有無に関わらず吹きだまりが発生していたが、車両を
配置した場合の方が吹きだまりは大きく発達してお

り、道路中心線上での吹きだまり深さは車両の無い場
合に比べ、65cm 大きかった。
図－４～図－７全体を見ると、特に切土道路で著し
い吹きだまりが発生していた。本事例では、吹きだま
りの発達には、車両の有無よりも道路構造が大きく影
響を及ぼすことが読み取れた。
図－４

盛土道路における吹きだまり形状（測線２）
４．吹きだまり発達速度に関する検討
観測の結果より、道路構造が吹きだまりの発生に大
きく影響を及ぼすと考えられるため、平成21 ～ 22年
度に盛土道路と切土道路の車両を配置していない箇所
で観測した道路中心線上の吹きだまりの発達速度につ
いて検討することとした。
観測した吹きだまり深さについて実験場内の気象デ
ータ（風速・気温）とともに図－８～ 10に示す。図中に、
２章の車両発進実験により、車両の発進が困難になる
と推定された吹きだまり深さ（15cm）を赤線で示した。

図－５

切土道路における吹きだまり形状（測線４）
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また、吹雪中に観測した吹きだまり深さのデータを用
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い、吹雪が絶え間なく継続したと仮定した場合の盛土

最後に、平成23年２月20日～ 23日の事例では、盛

道路と切土道路における吹きだまり深さの推定値の推

土道路には車両の発進に影響のある吹きだまり深さに

移を近似直線にて示した
（盛土道路はピンク線、切土

は達しなかったが、切土道路では吹雪発生からおよそ

道路はグレー線）
。

８時間で車両が発進困難となる吹きだまり深さに到達

まず、平成22年２月７日～２月９日の事例では盛土

していたと考えられる。

道路、切土道路とも、車両の発進に影響のある吹きだ
まり深さには達しなかった。しかし、近似直線に着目
すると、本事例の吹雪がこのままの強さで継続した場
合、切土道路では吹雪発生からおよそ19時間後には車
両の発進限界に到達すると考えられる。

図－10

吹きだまり深さと時間経過の関係
（平成23年２月20日～ 23日）

以上、吹雪の発生した３事例について、気象データ
と吹きだまり深さを併せて示した。いずれの事例でも
図－８

吹きだまり深さと時間経過の関係
（平成22年２月７日～２月９日）

盛土道路では車両の発進に影響を及ぼす吹きだまりが
発生しなかったが、切土道路では著しい吹きだまりを
発生していた。切土道路での吹きだまり発達速度は図

次に平成23年２月８日～９日の事例では、盛土道路

－８の例で最も遅く、その原因としては図－９、10と

には車両の発進に影響のある吹きだまりは発生してい

比べて気温が高く、風速がやや低かったことが考えら

ないが、切土道路では吹雪発生からおよそ１時間後に

れる。図－９、10の例は気温、風速に大きな違いは見

は車両が発進困難となる吹きだまり深さに到達してい

られないが、吹きだまり発達速度には顕著な違いが見

た可能性が考えられる。

られた。その理由としては、降雪による影響や、地吹
雪による風上からの雪粒子の供給等が考えられるが、
定量的に明らかとはならなかった。
５．まとめ
本研究では、吹きだまり上での車両の発進実験と吹
雪時の盛土道路・切土道路における吹きだまり形状の
観測を行った。その結果、本稿の対象車両では深さ
15cm を超える吹きだまりで車両の発進が困難となる
こと、切土道路では盛土道路と比べて吹きだまりが発
達しやすく、吹雪発生後１時間で車両の発進が困難に
なる事例も推定により示された。停止車両の周辺では
吹きだまりが生じやすい傾向が見られた。

図－９
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吹きだまり深さと時間経過の関係
（平成23年２月８日～２月９日）

今後、さらに観測データ数の充実を図るとともに、
吹雪量と道路構造ごとの吹きだまり発達速度の関係を
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明らかにし、吹きだまり災害の防止に向けて検討を進
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