解 説

雪崩予防柵の列間斜距離に関する設計上の考え方について
雪氷チーム

う。吊柵と予防柵は、基礎形式が異なるものの、その

１．はじめに

機能と、配置や柵間隔などの設計上の考え方は同じで
積雪寒冷地における主要な雪崩対策として、斜面に
雪崩予防柵が設置されている
（図－１）
。斜面積雪は、

ある。よって、以下では、吊柵と予防柵を含めて雪崩
予防柵と呼ぶこととする。

図－２に示すように、重力の作用により変形および移
動する。積雪の変形による雪粒子の変位をクリープ、
地面での積雪の滑りをグライドといい、クリープとグ

Ⓧ㔐ᷓH

ライドを合わせたものが実際の積雪の移動量となる１）。
雪崩予防柵は、
この斜面積雪の動きを抑制することで、
雪崩の発生を未然に防ぐための柵状の施設である。
雪崩の発生を効果的に防ぐためには、斜面において
何基の雪崩予防柵をどのように配置するのかが重要で
ある。雪崩予防柵の斜面における設置基数は、斜面方
向の設置間隔である列間斜距離
（図－１）に依存する。
ここでは、雪崩予防柵の列間斜距離に関する設計上の

ᢳ㕙൨㈩ θ

図－２

斜面積雪の移動

考え方について解説する。
２．雪崩予防柵の列間斜距離の設計条件
２．１

䋨䌡䋩ษᩋ

雪崩予防柵について

北海道で用いられている雪崩予防柵は、柵を斜面上
方のアンカーからワイヤーロープで吊り下げたもの
（図－３a）が多く、これは吊柵という。一方、斜面に

䊪䉟䊟䊷䊨䊷䊒

基礎を設けて固定したもの
（図－３b）は、予防柵とい

䋨㪹䋩੍㒐ᩋ
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図－１

雪崩予防柵（吊柵）の設置状況の例
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図－３

吊柵と予防柵の例
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２．２

列間斜距離の算定式

表－１
２）

日本の現行の雪崩予防柵の設計手法 は、40年以上
３）

前にスイスの示方書 を導入したものである

４）５）

。こ

クリープ係数 K
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れらの現行の設計手法２）３）によると、雪崩予防柵の列
間斜距離 L（m）は、以下の式
（１）と式
（２）より算定

表－２

される。

䈱⁁ᘒ
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（１）
（２）

グライド係数 N （北海道の場合）
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ここで、fL は距離係数、H は設計積雪深（m）、θ は斜
面勾配
（°）
、δ は積雪と地面との摩擦角（°）である。
tanδ は積雪と地面との摩擦係数 μ に等しく、「2005除
雪 ･ 防雪ハンドブック」２）や「集落雪崩対策工事技術
指針
（案）
」６）では μ（= tanδ）= 0.5 ～ 0.6、北海道開
発局の道路設計要領７）や北海道の「雪崩予防柵設計の
手引き
（案）
」 ８）では安全をみて μ に0.5が採用されて
３）
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斜面積雪のグライド速度は柵の近くで小さく、柵から

いる。なお、スイス示方書 では、アルプス地方の降

離れるほど大きくなる１）。式（３）の雪圧 S1と式（４）の

雪が激しい地域では、必要に応じて μ に0.5よりも小

雪圧 S2を、列間斜距離 L との関係において比較した

さな値を採用しなければならないとしている。

のが、図－４である。式（３）の雪圧 S1は列間斜距離に
対して一定であり、式（４）の雪圧 S2は列間斜距離が長

２．３

くなるほど大きくなる。よって、雪崩予防柵の列間斜

列間斜距離の算定式の導出

雪崩予防柵の列間斜距離の算定式（式（１）、式（２））
１）
４）

は、柵に作用する雪圧の式から導き出された

。

雪圧の式には、現行の基準類において設計雪圧を求
２）３）

める式
（３）

１）

と、理論的な雪圧である式
（４） があ

る。

距離が小さい場合には式（３）の雪圧が、列間斜距離が
長い場合には式（４）の雪圧が設計雪圧として適用でき
ると考えられる。設計上の列間斜距離 L は、グライ
ド速度が大きい場合の理論雪圧 S2が、設計雪圧 S1を
上回らない範囲、つまり式（３）と式（４）の交点までの

（３）

距離となる。S1＝ S2として、式（３）と式（４）を連立さ
せると式（５）が得られる。

（４）



積雪密度
（kg m －3）、g は重力加速度
（m s －2）
、H は積
K はクリープ係数、
N はグライド係数である。
雪深
（m）
、
式
（３）のクリープ係数 K は、設計上の積雪密度 ρ に
よって与えられ
（表－１）、設計密度が表中で示されて
いる値の間である場合は内挿して求める。また、グラ
イド係数 N は、表－２に示すように、地表面の状態
と斜面の向きによって与えられる。
式
（３）
は、土質工学における土圧理論を積雪に応用
して得られた Haefeli ９）の式をもとにしており、スイ
ス示方書３）において設計雪圧の式として採用されてい
る他、日本国内でも広く使われている２）６）～８）。一方、
式
（４）
は、斜面積雪のグライドが大きく、積雪が滑り
やすい状態の理論式と考えることができる１）。一般に、
30
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ここで、S1と S2は単位幅あたりの雪圧
（N m －1）、ρ は

㔐 S2



㔐 S1
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図－４ 雪崩予防柵に作用する雪圧と列間斜距離の関係
（図中の雪圧は、積雪深 H ＝３m、積雪密度 ρ ＝350 kg m －3で、
グライド係数 N ＝2.6、クリープ係数 K ＝0.74のときの式
（３）
による雪圧 S1と、摩擦係数 μ（=tanδ）＝0.5のときの式（４）の
による雪圧 S2である）
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用する雪圧が増加するが、式（４）によって雪圧の増加
（５）

分を考慮することで、雪崩予防柵の列間斜距離を現行
の設計条件より長くすることができると考えた（図－

式
（２）
は、スイス示方書により、標準状態の値として、

４参照）。ただし、雪圧の増加によって列間の積雪が

式
（５）
に K / sin2θ= 0.74と N = 2.7を与えることで得

破壊する恐れがあるため15）、列間斜距離を長くするこ

られたものである１）４）。

とによる雪圧の増加量と積雪の破壊条件との理論的な
比較検討を行った16）17）。その結果、次の（Ⅰ）と（Ⅱ）の
条件をともに満たす場合に、列間斜距離を長くできる

３．現行の列間斜距離の設計における課題

可能性が示唆された16）。
３．１

（Ⅰ）雪圧 ＜ 雪の圧縮破壊強度

現行の設計における課題点

式
（１）
による現行の雪崩予防柵の列間斜距離の設計

（Ⅱ）距離係数 fL ≦ 13

手法では、次のような課題が指摘されている。式（２）

ここで、条件（Ⅰ）の雪の圧縮破壊強度は、積雪密度と

において、tanθ と tanδ は、斜面勾配と積雪と地面と

の関係式18）から求められ、密度350 kg m －3の雪の圧縮

の摩擦角が同一とみなせる現地条件の場合には定数と

破壊強度は15.8 kN m－2である。図－６に、一例として、

なり、式
（１）より列間斜距離 L は設計積雪深 H に正

設計上の積雪密度350 kg m －3、積雪深２m の場合の

比例する。図－５は、式（１）と式（２）より求めた列間

列間斜距離の拡張可能な範囲を示す16）。

斜距離 L と設計積雪深 H の関係である。この図に示

上記の（Ⅰ）と（Ⅱ）の２条件に基づいて、雪崩予防柵

すように、同じ斜面勾配であれば、設計積雪深が小さ

の列間斜距離を長くした場合の柵の工事費の試算によ

いほど柵の列間斜距離が短く設定される。つまり、積

ると、雪圧の増加によって柵１基あたりの材料費が増

雪の少ない地域ほど、列間斜距離が短くなって斜面に

加する場合があるものの、雪崩予防柵の基数が減少す

設置する雪崩予防柵の基数が多くなる。その結果、積

る場合は、斜面全体の柵の工事費が減少すると考えら

雪の少ない地域ほど、斜面全体の雪崩予防柵の工事費

れる。ただし、上記の検討結果は、設計条件として密

が割高になる場合が生じやすいという課題が指摘され

度350 kg m －3のしまり雪に対して行ったものである。

ている10）11）。

雪崩予防柵の設計において他の積雪密度を採用してい
る箇所17）やしまり雪よりも破壊強度が小さいざらめ雪

３．２

が主体の積雪となる地域では、改めて検討を行う必要

列間斜距離を長くする場合の考え方

この課題に対して、寒地土木研究所雪氷チームでは、

がある。

雪崩予防柵の列間斜距離を現行の設計条件よりも長く
する場合の考え方について検討を行った12）～ 17）。

４．おわりに

12）

まず、実物大の雪崩予防柵を用いた現地試験 の結
果から、雪崩予防柵の列間斜距離を長くすると柵に作

以上、雪崩予防柵の列間斜距離に関する設計上の考

60
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図－５ 雪崩予防柵の列間斜距離と設計積雪深との関係
（摩擦係数 μ（=tanδ）= 0.5の場合の式（１）による計算結果）
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図－６

列間斜距離の拡張可能な範囲16）

（列間斜距離を長くすることによる雪圧の増加量と斜面積雪の
破壊条件との比較検討16）による列間斜距離の拡張可能な範囲）

31

え方を解説した。ここで解説した列間斜距離の考え方

路設計要領

は、雪崩予防柵の列間斜距離の許容最大値である。し

2-2-21、2012.

たがって、斜面の状況によっては柵の列間隔を広げら

第２集

道路付帯施設、pp.2-2-14 -

８）北海道建設部道路整備課、道路計画課：雪崩予防

れないこともあり、現地の状況に応じた検討が必要で

柵設計の手引き
（案）
（平成13年３月改訂）
、81pp、

あろう。また、積雪特性も考慮する必要がある。例え

2001.

ば、３. ２節で示した条件（Ⅱ）は、設計積雪密度 ρ ＝
－3

９）Haefeli, R.: Schneemechanik mit hinweisen auf

270 kg m と、日本より小さな積雪密度を採用してい

die erdbaumechanik. Der Schnee und seine

るスイスにおける雪崩予防柵の列間斜距離の上限値で

Metamorphose, Beitrage zur Geologie der

あり、1961年のスイス示方書の初版のときに、専門家

Schweitz, Geotechnische Serie, Hydrologie,

によるこれまでの経験的な判断から fL ＝13が上限条

Lieferung 3, pp.69-241, 1939.（English translation:

件の一つとして決められたものである。

U. S. Snow, Ice and Permafrost Research

寒地土木研究所では、今後も雪崩予防柵の設計にお
ける課題解決に向けた取り組みを行う予定である。

Establishment. Translation 14, 1954）
10）松澤勝：設計積雪深が小さくなるとなぜ雪崩柵の
数が増えるのか、コンサルタンツ北海道、No.115、
pp.45-47、2008.
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