一般講演

道路の吹雪災害対策と研究の歩み
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はじめに
皆さん、こんにちは。松澤です。今日は「道路の吹雪
災害対策と研究の歩み」ということで、お話をしたいと
思います。
皆さん、北海道の方が多いと思いますので、吹雪のこ
とはよく知っていらっしゃるかと思いますが、吹雪のメ
カニズムなどについては意外と知られていないと思いま
す。そこで、今日の講演では、一般的な吹雪の話と、そ
して私ども寒地土木研究所、あるいはその前身である開
発土木研究所時代から行ってきた研究の成果も含めた吹
雪対策について話したいと思います。最初が吹雪災害の
実態、次に吹雪はどのようにして起こるのか、そして吹
雪対策、最後に今回の統一テーマである北国の持続可能
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な発展に向けてということで、若干コメントしたいと思
います。
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１．過去の吹雪災害について
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最初に吹雪災害の実態ということで、吹雪の定義を話
したいと思います（図－１）。学術上の定義で吹雪とは、
強い風によって雪粒子が移動、運動する状態を指します。
そして降雪が伴わない場合を、特に地吹雪と言います。
吹雪災害を引き起こす要因は、大きく分けて、吹きだま
りと視程障害、これは一般的には視界不良と呼ばれてい
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図－１

ますが、この二つがあります。吹きだまりの場合は、渋
滞、走行不能、立ち往生を、視程障害の場合は、同じよ
うに渋滞、走行不能、そして交通事故などが災害として
引き起こされるわけです。
それではまず先に、過去の吹雪災害について、少し振
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り返りたいと思います（図－２）
。規模の大きい有名な
ਸ਼䉍ᝥ䈩䉌䉏䈢ゞਔ䈱

ものを少し集めてきました。まず、昭和44年２月に国道
12号の江別郊外で、500台、2,500人が立ち往生する、と
いう吹雪災害がありました。私は昭和40年生まれなので、
まだ４歳になる前ですから、この災害を知りませんが、
研究室の先輩からは、非常に大きな災害だったという話
は何度も聞かされています。延長６キロで、通行止めが
約60時間の災害だったそうです。当時まだ機械力もそれ
ほど進んでいないので、人力で雪を起こしながら、救助
38
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図－４
をしていたという状況です。
かなり時間がたちまして現代に近づき、平成４年に道
央道の多重衝突事故というのがありました。これは、先

図－６
が埋まってかなりの混乱が生じました（図－３）。この
ひどい状況は、従来にない異常な気象だと言われていま
した。

ほどの昭和44年の災害が、主に吹きだまりによって立ち

その４年後の平成20年２月と年度末にも激しい吹雪に

往生したというものに対して、典型的な視程障害、視界

襲われました。２月には、長沼で200台近くが立ち往生

不良による事故です。この事故では、最終的には186台

する、吹きだまりによる災害がありました（図－４）。

が巻き込まれました。そして２名が亡くなっています。

そしてちょうど年度が変わる３月31日から４月１日に

これは、やはり交通量の増大や高速化、そして冬季路

かけては、道東で同じように、台数的にはこちらが少な

面や視程の急変によるものが背景としてあります。
吹雪による障害の傾向としては、昭和40年代から50年
代にかけて、吹きだまり災害がかなり多かったようです

いのですが、大規模な暴風雪による災害が発生していま
す。このように吹雪対策は、依然として非常に重要だと
いうことが分かると思います。

が、その後、除雪車の改良や機械力などの向上によって
少なくなってきました。そして、高速道路の延伸などに

２．吹雪による交通障害の実態

伴って、視程障害の事故が増加したと考えられておりま
す。

次に具体的にデータのほうを見ていきたいと思います

ところが先ほど吹きだまりの災害が少なくなってきた
と言ったばかりですが、平成16年に北見豪雪があり、車
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（図－５）。この図は、年累計の通行規制時間の推移です。
左端が1971年、すなわち昭和46年ですから、昭和40年代
39
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図－10

後半から昭和50年頃まで、吹きだまりなどによる通行止

と（図－８）、スリップやわだち事故に比べると、視界

めが多かったです。オレンジが防雪柵の延長ですが、昭

不良事故は約２倍です。要するに、視界不良の事故の場

和50年代に入って、防雪柵の整備に伴って通行止め時間

合は、前が良く見えないので、前で車がぶつかっても、

が激減しているのが分かります。そしてしばらくは、あ

後ろの車からよく見えない。そこで、さらに追突してし

る程度通行止め時間が抑えられてきたのですが、先ほど

まう。このように連鎖的に追突が始まるため、視界不良

言った北見豪雪の2003年に、このように増加しており、

時というのは、多重事故の割合が高いという特徴があり

年によって長くなっている年もあることが分かります。

ます。

また、国道の通行止めの要因別の割合を調べると、実
は吹雪による通行止めというのは、４割ということで、

３．吹雪はどのように起きるのか

通行止めの中では一番多いというのが実態です（図－
６）
。
では、交通事故はどうなのかと言いますと（図－７）、

さて、次に吹雪はどのように起こるかという話をしま
す。少々基本的な話になりますが、しばらくつきあって

スリップ事故がオレンジで、視界不良事故は薄いブルー

聞いてください（図－９）。吹雪の吹雪粒子の運動形態

ですから、冬型事故のうち１割から３割程度が視界不良

というのは、大きく分けて３つ有ります。まず、風を受

事故になります。件数としては、スリップ事故より少な

けて転がり出す転動。これは大体１㎝くらいの高さまで

いです。

です。その雪粒子が風を受けて、今度ぴょんぴょんと雪

ところが、事故総数に対する多重事故の割合を見ます
40

面上を飛び跳ねます。これは跳躍という運動です。
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そしてさらに、その跳躍している雪粒子が、強い風に

気温が低い状態では、風速によって決まるということが

よって巻き上げられます。これを浮遊と言います。浮遊

分かります。そして、風速が10ｍないし12ｍ以上になる

は大体10㎝から、それ以上の高さで卓越します。それぞ

と、ほとんど連続的な高い地吹雪になります。風速が強

れ、気象学用語的には、低い地吹雪と高い地吹雪という

く、気温が低いほど、吹雪は激しいと言えます。道路構

ように分けられています。

造令では、小型車のドライバーの目線の高さが1.2ｍな

高い地吹雪とは、目線の高さまで巻き上がるものです
（図－10）
。低い地吹雪は、目線以下の高さの吹雪です。
これが気象学上の定義です。上のほうまで巻き上がって
いるのが高い地吹雪で、下のほうを、地面をはうように
移動するのが低い地吹雪です。

ので、高い地吹雪が発生するというのは、それだけでド
ライバーに影響があるということを、分かってもらえる
と思います。
では、次に吹雪の強さを示すものとして、どういう値
があるのかというのを、お話ししたいと思います（図－

低い地吹雪や高い地吹雪は、どのような条件で発生す

12）。よく使われるのは、吹雪量という値です。これは

るのか。以前私たちの先輩が、降雪があるときの吹雪の

全吹雪輸送量とも言いますが、風向に直交する単位幅を

発生臨界条件というものを調べております。横軸が気温

単位時間に通過する飛雪の質量です。風速に非常に関係

で、
縦軸が風速です
（図－11）。三角が低い地吹雪の発生。

が深く大きく依存するということで、いろいろな経験式

黒丸が高い地吹雪が断続的に発生。白丸が高い地吹雪が

が研究者によって作られています。この図では横軸が風

連続的に発生する条件です。要するに高い地吹雪、低い

速で縦軸が吹雪量ですが、いろいろな式があることがわ

地吹雪というのは、気温にも影響しますけど、ある程度

かります。

寒地土木研究所月報

特集号

2011年度 

41

็㔐㊂㧔IO㨯U㧕
็㔐㊂㧔IO㨯U㧕

ԉᩌƷႆᢋ
ԉᩌƷႆᢋ

ԉƖƩǇǓƷႆဃ
ԉƖƩǇǓƷႆဃ




77
OU
OU
77
OU
OU
77
OU
OU





̒̒ ็߈ߛ߹ࠅߪߩಳಲ߿ޔᑪ‛߿ᬀ↢ߥߤߦࠃߞߡޔ㘑ㅦ
็߈ߛ߹ࠅߪߩಳಲ߿ޔᑪ‛߿ᬀ↢ߥߤߦࠃߞߡޔ㘑ㅦ
߇ૐਅߔࠆ▎ᚲ߿ޔ㘑ߦੂࠇ߇↢ߓࠆ▎ᚲߦᒻᚑߐࠇࠆޕ
߇ૐਅߔࠆ▎ᚲ߿ޔ㘑ߦੂࠇ߇↢ߓࠆ▎ᚲߦᒻᚑߐࠇࠆޕ
̒̒ 〝ߩಾ߿ޔᑪ‛߿ゞਔߥߤ㓚ኂ‛ߩ࿐ߥߤ
〝ߩಾ߿ޔᑪ‛߿ゞਔߥߤ㓚ኂ‛ߩ࿐ߥߤ

77
OU
OU




77
OU
OU



















็〒㔌㧔O㧕
็〒㔌㧔O㧕

䋪็〒㔌䋺็㔐䈱⊒↢䈚䈢ὐ䈎䉌䈱〒㔌
䋪็〒㔌䋺็㔐䈱⊒↢䈚䈢ὐ䈎䉌䈱〒㔌
̒̒ ็㔐㊂䈲็〒㔌㪉㪇㪇㫄䉁䈪䈱㑆䈪ᕆỗ䈮Ⴧട
็㔐㊂䈲็〒㔌㪉㪇㪇㫄䉁䈪䈱㑆䈪ᕆỗ䈮Ⴧട

݊םעஙᄂᆮ
݊םעஙᄂᆮ݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
http://www2.ceri.go.jp
http://www2.ceri.go.jp

図－15

図－17

ᩌ᩿ƴᡈƍǄƲԉᩌƸࢍƍ
ᩌ᩿ƴᡈƍǄƲԉᩌƸࢍƍ

ᙻᆉᨦܹᲢᙻမɧᑣᲣƷႆဃ
ᙻᆉᨦܹᲢᙻမɧᑣᲣƷႆဃ
㵶㵶 ⷞ⒟䋨㪭㫀㫊䋩䈲㘧㔐ᵹ㊂㩿㪤㪽㪀䈫⋧㑐䈏㜞䈇
ⷞ⒟䋨㪭㫀㫊䋩䈲㘧㔐ᵹ㊂㩿㪤㪽㪀䈫⋧㑐䈏㜞䈇

㔐㕙䈮ㄭ䈇⒟䋬็㔐䈏Ớ䈇
㔐㕙䈮ㄭ䈇⒟䋬็㔐䈏Ớ䈇
䋨㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ䈏ᄢ䈐䈇䋩
䋨㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ䈏ᄢ䈐䈇䋩

㔐☸ሶ䈱႐ว䇮ᱷലᨐ䈏䈐ᵹ✢䈫䈚䈩็㔐䉕⼂䈜䉎
㔐☸ሶ䈱႐ว䇮ᱷലᨐ䈏䈐ᵹ✢䈫䈚䈩็㔐䉕⼂䈜䉎

〡べጀ䈱㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ䈲䇮
〡べጀ䈱㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ䈲䇮
ᶋㆆጀ䈮Ყ䈼䈩ᭂ䉄䈩㜞䈇
ᶋㆆጀ䈮Ყ䈼䈩ᭂ䉄䈩㜞䈇

᧻ᴛ䊶┻ౝ(2002)
᧻ᴛ䊶┻ౝ(2002)

ⷞ
ⷞ
⒟
⒟
㨙
㨙
㜞
㜞
ߐ
ߐ

Mf ))++2.
2.8855
Vis
Vis=
10−−0.0.777733lloogg((Mf
=10
݊םעஙᄂᆮ
݊םעஙᄂᆮ݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
http://www2.ceri.go.jp
http://www2.ceri.go.jp

㘧㔐ᵹ㊂ IO
IOUU
㘧㔐ᵹ㊂

㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ
㘧㔐ⓨ㑆ኒᐲ

図－16
あと二つ、同じように吹雪の強さを表す値（図－13）
を紹介します。まず、飛雪空間密度。これは単位体積空

図－18
ネット式吹雪計を使ったりします。かなりの吹雪の中で
観測するので、体力と根気が必要です。

間に存在する雪粒子の質量で、飛雪濃度とも言います。
もう一つが飛雪流量で、これは単位面積を単位時間に通

４．吹雪の特徴

過する雪粒子の質量です。
この飛雪流量を高さ方向に積分したものが、吹雪量に

次に吹雪はどのようにして発達するのか（図－15）を

なります。浮遊層では、風に乗って雪粒子が運ばれます

説明します。吹雪は発生しただけでは、それほど大きな

ので、飛雪空間密度 N に風速をかけたものが飛雪流量

被害にはなりません。吹雪は発達しないと、大きな被害

になります。

を巻き起こすようなことにはならないのです。これは縦

吹雪を測るには、ネット式吹雪計や飛雪粒子計という

軸が吹雪量で、横軸が吹走距離、聞き慣れない言葉だと

機械を使います（図－14）
。ネット式吹雪計は、マニュ

思います。吹走距離は吹雪の発生した地点からの距離で

アルで操作するものです。写真にはありませんが、筒の

す。これで見ますと、吹走距離が200メートルくらいまで、

入り口を塞ぐふたが付いていまして、吹雪中にふたを開

どんどん吹雪は雪面の雪を巻き込んで発達していきま

けて、ある程度時間がたってネットに雪がたまった後、

す。よく郊外の開けたところで吹雪が強いと言われるの

ふたをしめて重さを測るというものです。また、最近で

は、このためです。

は飛雪粒子計という、連続的に機械で測れるものもあり

もう一つ、吹雪は、雪面に近いほど吹雪が強いという

ます。ただこれは非常に高価な機械なので、今でもこの

特徴があります（図－16）。これも写真で分かりますよ
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れが生じると、同じように巻き込むような形で、吹きだ
物や車両など、障害物の周囲などに吹きだまりが発生し
やすいです。右の写真は切り土を埋め尽くした吹きだま
りです。
そして次に、視程障害、視界不良はどのようにして発
生するのかを説明します。視界不良は根本的に、この視
程が低下することです（図－18）。視程というのは、飛
雪流量と関係が非常に深いです。この図は、いろいろな
研究者が飛雪流量と視程の関係を調べて、たくさんデー
タを並べた結果です。

݊םעஙᄂᆮ
݊םעஙᄂᆮ݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
݊עᢊែᄂᆮǰȫȸȗ
http://www2.ceri.go.jp
http://www2.ceri.go.jp

図－20

これによりますと、飛雪流量というのが視程と強い関
係があるということが分かります。なぜ、飛雪空間密度

うに、足元が見えません。頭は見えます。低いほうが吹

ではないのかと言うと、要するに飛雪流量というのは流

雪の強いことが分かります。このグラフは、横軸が飛雪

れです。雪粒子の場合、雪粒がそれぞれ大きいために、

空間密度、縦軸が高さです。スケールが対数を取ってい

残像効果が働いて、流れとして吹雪を目が認識するため

ます。ですから、ちょっと高さが変わるだけで、飛雪空

と言われています。

間密度は10倍から100倍くらい違ってしまいます。その

ですから視程障害が発生しやすい場所というのは（図

くらい雪面に近いほど吹雪が強くなってくるということ

－19）、飛雪流量が大きい、すなわち飛雪空間密度が高く、

が分かります。

風の強いところです。また急激な変動により、視程の障
害の程度が強まります。ですから、周囲の開けた平たん

５．吹きだまりや視程障害の発生

な個所であるとか、切土や路側の雪堤、雪山の高い個所
であるとか、峠区間や急峻地形の道路であるとか、切土

さて、次に先ほど話した吹きだまりや視程障害がどう
やって起こるのかということで、まず吹きだまりの発生

や盛土の境などのようなところで視程障害が発生しやす
いというわけです。

についてお話ししたいと思います（図－17）
。吹きだま
りは、どのような場合、どのようなところに発生するの

６．吹雪対策について

か。吹きだまりというのは、地表の凹凸や建物や植生な
どによって、風速が低下する個所や、風速に乱れが生じ

次に、吹雪対策についてお話をしていきたいと思いま

る個所に形成されます。風速が弱まると、雪粒子を運ぶ

す（図－20）。今まで、吹きだまりがどういうふうに発
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生するとか、視程障害がどのように発生するのかという
話をしたと思います。道路の吹雪対策の考え方としては、
まず一番重要なのが視程障害および、吹きだまりの共通
の対策として、道路の風上で飛雪を捕捉して、道路上に
流入する飛雪の量を減らすということです。当然、風上
から来る雪の量が減れば、それだけ道路上に飛んでくる
雪が少なくなるわけですから、視程障害や吹きだまりが
解決されるということです。もう一つは、道路上の風の
乱れを抑えるということで、これによって吹きだまりも
防げますし、風の変動による視程障害というのも抑える
ことができます。
視程障害対策としては、道路上の風速を弱めて飛雪流
量を減らすという方法もあります。ドライバーの目線の

図－22

飛雪流量を減らす。ドライバーの目線の高さは大体1.2
ｍなので、あくまで運転のことだけを考えれば、その目

᧸ᩌЏםƷјௐ

線の高さに飛雪粒子が飛んで来ないようにすればいいと

䇼㒐
䊶〝
䊶็䈐
䊶⋡✢

いうわけです。吹きだまりに対しては、道路上での風速
を強めて、雪を堆積（たいせき）させないという方法が
あります。吹き払われるような風の強いところには雪が
たまらないので、同じ原理です。ただ、対策する上で困
るのは、
視程障害対策には風速を弱めたほうがいいのに、

නm

R232 ⧴೨↸

ᐕᐲ䈮ᡷ⦟Ꮏ

吹きだまり対策には風速を強めたほうがいいというとこ
ろが、対策をする上で少々難しいところです。
７．代表的な吹雪対策と研究所での取り組み
（１）防雪切土

図－23

次に、寒地土木研究所、あるいはその前身である開発
土木研究所、土木試験所時代の取り組みを含めて、代表

が改良前です。これが切土で、このような形で雪がたま

的な吹雪対策について紹介していきたいと思います（図

っています。深いところでは、道路上で４ｍくらいの吹

－21）
。

きだまりができていました。その後、昭和52年に改良工

道路構造による対策では、防雪盛土や緩勾配盛土など

事をしました。これは1980年３月の吹きだまり計測の結

盛土系の防雪対策と、切土系の防雪対策のお話をします。

果です。何年か離れていますけど、特別雪の少ない年の

防雪柵としては、吹きだめ柵、吹き払い柵、吹き止め柵

ものを選んで持ってきたわけではありません。工事の後

について、あと防雪林、視線誘導施設、そして最後にＩ

３年くらい継続して計測をしています。その中でも、あ

ＴＳおよび情報提供による対策について、お話をしたい

る程度雪がたまっているほうのデータです。積雪はこの

と思います。

ような形状で、道路に吹きだまりはできていません。こ

最初に道路構造による防雪切土という対策を紹介しま

れで防雪切土がどの程度の効果があるか、というのが分

す（図－22）
。この対策は、主風方向側の斜面勾配を１：

かったかと思います。この設計方法については、さらに

３より緩い勾配にすることで、道路上の吹きだまりを防

研究を続けました（図－24）。横軸が傾斜角で、縦軸が

ぐものです。防雪切土の効果ですが、これは国道232号

吹きだまり量です。吹きだまり量とは、単位幅あたりに

の苫前町三豊というところで、1977年、昭和52年に最初

堆積する吹きだまりの体積で、この単位は、㎡になって

の防雪切土が施工されています（図－23）。そのときも、

いますけど、実際は立米／メートルになります。そして、

現場の留萌開建の人たちと、当時の土木試験所とで技術

このそれぞれの線が斜面長です。斜面勾配と吹きだまり

的な議論を行って、このような構造を提案しました。上

量によって、必要な斜面長が決まってきます。これに基
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図－25
づいて、防雪切土の設計が可能となりました。

図－27
しまうという結果が得られており、それに基づいて開発
された対策です。

（２）防雪盛土
続いて防雪盛土です（図－25）
。まず防雪盛土とは、

（３）緩勾配配盛土

どういうものか。これは道路の高さを、防雪のためにわ

もう一つの対策が、緩勾配盛土です（図－26）。これ

ざと平地積雪深より高くしたものです。設計上では平地

は盛土の一種ですが、法面勾配を４割とすることで、風

積雪深の1.3倍以上取ることで、路側の雪堤を抑制しま

の乱れを防いで、吹きだまりを抑止するという効果があ

す。そのことによって、吹きだまりができにくく、目線

ります。防護柵が不要ですので、先ほど言った雪堤の形

の高さに飛んでくる飛雪を抑制するという効果を持って

成が抑制され、視程障害を防ぎます。豊富バイパスが、

います。右の写真は、防雪盛土とは関係ないのですが、

この工法を採用しています。これは、工事のときのもの

路側に雪堤があるところの写真です。上のほうはよく見

で、このくらいの角度にします。これは供用後です。か

えていますから、決してふぶいているわけではありませ

なり緩いです。

ん。風が強いために、路側の雪堤から飛雪が飛んで来て、
道路上の視程障害を起こしているわけです。防雪盛土は、 （４）吹きだめ柵
このような路側の雪堤を防ぐことができます。実際に道

次に防雪柵について、お話ししたいと思います（図－

路の横断面の積雪を観測して、盛土が高い道路では、路

27）。防雪柵は、今使われているものとして、大きく分

側の雪堤は低く、盛土が低いと路側に高い雪堤ができて

けて３種類。吹きだめ柵、吹き止め柵、吹き払い柵があ
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図－31

ります。吹きだめ柵というのは、道路の風上に数十ｍほ

これはその機能を示した図で（図－29）、このように

ど離して設置し、柵の前後に吹きだまりをつくることに

風上から雪が飛んできて、あるものは下部間隙を通り抜

よって、主に吹きだまりを防ぐ工法です（図－28）。典

けて、風下のほうに飛んでいきます。左下は、先ほどの

型的な形として、日本で使われているものは、このよう

ワイオミング・フェンスをクローズアップした写真です。

な形になっています。下部間隙（かんげき）があって、

この吹きだめ柵につきましては、昭和37年ごろから、北

支柱の間に複数の板を張った構造です。この柵の面には

海道開発局の建設機械工作所、これは現在の寒地土研の

すき間があります。このすき間の面積と、この柵面の面

寒地機械技術チームの前身になりますけど、そこで風洞

積の比を、空隙率と呼んでいます。日本で使われている

試験が行われていたという記録が残っています。屋外で

のは、大体30％くらいの空隙率のものが多いです。

詳細に研究に取り組んだのが、昭和56年からで、これは

左下はアメリカで使われている、吹きだめ柵の原型で
あるワイオミング・フェンスと言われているものです。

私たちの先輩方が取り組んでいます。そして吹きだめ柵
の設計方法を確立したわけです。

右が風下ですが、風下にこのような大きな雪丘をつくり

研究の結果、吹きだめ柵というのは、非常に合理的と

ます。道路がこのくらいのところ（雪丘の右端）にあれ

いうか、非常に分かりやすい性質を持っていることが分

ば、吹きだまりの影響を受けません。また、風上から飛

かりました（図－30）。まず特徴として空隙率によって

んでくる雪を、柵のところでためているわけですから、

吹きだまりの形状が違います。

道路に飛んでくる雪が当然少なくなるということで、道
路の防雪対策になっているというものです。
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上から空隙率が０％、26、50、58、70％です。空隙率
０％といっても、下部間隙だけは残っています。これで
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図－32
分かりますように、空隙率が大きくなるに従って、風上
の吹きだまりは小さくなります。そして風下の吹きだま
り雪丘は、長く大きくなります。そういう特徴がありま
す。二つ目の、吹きだめ柵の特徴として、下部間隙があ
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ります（図－31）
。下部間隙が広いと、遠くに雪がたま
ります。上と下の図の違いは、上は下部間隙が55㎝です。

็䈐ᛄ䈇ၞ䈲ᩋ㜞䈱㪉䌾㪉㪅㪌⒟ᐲ

下は15㎝しかありません。下部間隙が大きいほうが、吹
きだまりは遠くにたまってきます。これらの性質を使う
ことによって、吹きだめ柵の風下のどこに吹きだまりを
作るか。要するに道路に影響が無い範囲に吹きだまりを
作るためには、
どれくらいの空隙率を持ったらいいのか、
下部間隙を持ったらいいのかということが分かるわけで
す。

図－34
線の道路にも適応できるということです。これは後で説

（５）吹き止め柵
二つ目の柵として、吹き止め柵を紹介したいと思いま

明する吹き払い柵が、２車線の道路にしか適応できない

す（図－32）
。先ほど、吹きだめ柵の話をしましたが、

という限界を持つのに対して、４車線の道路にも適用で

吹きだめ柵は、
どうしても風下に雪をためてしまうので、

きるという優位性を持ちます。この柵については、昭和

道路敷地内に設置するわけにはいきません。どうしても

56年くらいから土木試験所で試験を行って、昭和61年に

畑などを、借地しなくてはなりません。借地をしないで

国道231号の石狩町で最初の吹き止め柵が設置されまし

道路敷地内に付けられる柵ということで考えられて開発

た。現在、道内いたるところに見られる柵だと思います。

されたのが、この吹き止め柵です。特徴は、風上側に雪

吹き止め柵の雪のたまり方については、最初のうちは、

を捕捉して、道路側にたまらないようにするために、柵

柵の風上側に、このようにたまってきます（図－33）。

の空隙率を低く、柵高を大きくして、下部間隙をゼロに

ある程度までいくと、吹き止め柵の上端まで雪がたまっ

しています。先ほど話をしたように、柵の空隙率が低い

てきます。こうなってくると、低い地吹雪も、この柵を

と、風上に雪がたまって風下にたまる量が少なくなりま

余裕で越えてきますので、通常、視程障害の緩和効果は、

すし、下部間隙が小さいと、風上にたまる量が増えて、

この時点（真ん中の図）で無くなるだろうと考えられて

風下にたまる量が減ってきます。その原理を応用して、

います。注意しなければならないのは、風上側に土砂等

吹き止め柵の開発が行われました。機能としては吹きだ

が捨てられると、風上側の防雪容量が極端に低下します。

まりと視程障害を防ぎます。

そのために、予想より早く柵が埋まってしまうことがあ

さらに、吹き止め柵のもう一つの特徴としては、４車
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って、一時期、防雪柵に問題があるのではないかという
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話が出たことがありますが、雪が解けて調べてみると、
風上側にかなり盛り土がされていて、防雪容量が低下し
ていたということが分かりました。だから柵には問題は
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三つ目が吹き払い柵です（図－34）
。これもよく見る
タイプのものですが、斜め方向の防雪板が付いて、道路
脇に設置されているものです。吹きだめ柵と同様、この
ように下部間隙があります。
この柵は風上から飛んできた雪を、斜めの板で下向き
に押さえます。下部間隙を通る風は、図のように流れて

図－37

いきます。風上から雪が飛んできて、路面近くの下の方
を流れて行きますので、下部間隙からの風が弱いと、道

す。米国にＮＣＨＲＰ（National Cooperative Highway

路に吹きだまりができてしまいます。したがって、この

Research Program）というのがあって、そのレポート

風は強くしなければなりません。ですから下部間隙を広

にも、建設機械工作所でやっていた試験の状況の写真が

く開けておくことが必要なのです。つまり吹き払い柵の

引用されています。

機能は、目線の高さの飛雪の向きを変えて、ドライバー
目線の高さの飛雪を減らします。そして下部間隙から加
速されて吹き抜ける風で、路面の雪を払って、視程障害
を防ぐものです。

（７）防雪林
次に、防雪林の話をします（図－36）。防雪林は道路
や線路を吹雪から守るために、風上に設けられた林帯で

この吹き払い領域はどれくらい取れるのかについて

す。防雪林は、鉄道のほうの歴史が古く、明治26年に東

は、一般に柵高の２倍から、2.5倍くらいまで効果があ

北本線で設置されたのが最初です。道路のほうは、昭和

るのではないかと言われています。この図が吹き払い領

に入って、昭和52年、国道12号岩見沢で設置されたのが

域と、吹き払い柵の高さを調べたものです。これですと

最初です。右の写真は今でも残っている国道12号の防雪

まだ２倍まではいっていないのですが、技術資料などで

林です。現在、道内各地で、左の写真のような立派な防

は、２倍から2.5倍程度とされています。

雪林が育ってきています。

吹き払い柵の開発について（図－35）
、数枚の板が付

防雪林の防雪機能は三つあり（図－37）、路線上の吹

いたタイプの吹き払い柵というのは、日本独自の技術で、

きだまりの防止、路線上の視程障害の緩和、そしてドラ

昭和42年に建設機械工作所で開発試験が行われていま

イバーへの視線誘導です。下の図は防雪林の設置してい
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切れ目では、局所的に視程が50ｍ前後まで低下している
ということが分かります。
ところで少し余談ですが、これは道路に対して連続的
に視程と風速というのを観測しています。今でも気象観
測というのは固定観測が主ですが、このデータは視程障
害移動観測車というものを使って観測しています。視程
障害移動観測車も道路の吹雪対策の調査をする上で、道
路に沿った視程や気象の観測が必要だということで、開
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発土木研究所が平成７年に開発したものです。その後、
いろんなコンサルタントさんなどでも、同様な観測車を
導入しています（図－38）。
防雪林に関しては、平成２年に道路吹雪対策マニュア

図－39

ルというのが作られて、防雪林編と、防雪柵編とが発行
されています（図－39）。そのうち、防雪林編というのは、

ᲮᲨᙻዴᛔݰᚨ

アメリカの連邦道路庁で翻訳版が発行されています。さ
らに平成15年には、共通編を加えた改訂版が開発土木研
究所によって刊行されています。
（８）視線誘導施設
次が視線誘導施設の話をします（図－40）。まずこれ
は道路の写真ですが、この左車線というのは今、何ｍ先
まで見えるか分かりますか？すぐ分からないかと思いま
す。左車線の路側はどこですかと言われても、分からな

ⷞ✢⺃ዉ䋽ⷞ⒟䈱㗼ൻ
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いです。でも、右車線のほうは車もあるし、防雪柵もあ
るので、どのくらいまで見えるかとか、路側がどこかと
いうのは、大体分かります。このように、視線誘導とい

図－40

うのは、視程そのものを改善するのではなくて、視程を
顕在化することによって、ドライバーの運転の補助をす

る区間と、そうでない区間で、視程や風がどうなってい

るというか、見え方の補助をするというものです。視程

るかというものを表したものです。太い線が視程ですが、

低下の原理は、先ほど言いましたように、雪が飛んでい

防雪林の区間では視程が100ｍ以上あります。防雪林の

るということが一つの理由ですが、目標物と周囲とのコ
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図－44
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図－43
ントラストが小さく、見分けられないことによっても、
視程の低下が起こります。そこでコントラストを付けて、
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図－45
お話したいと思います（図－42）。
ＩＴＳというのは、高度道路交通システムの略です。

見えやすくするというものが、視線誘導施設です（図－

私どもの研究所で、これは実用化されなかったのですが、

41）
。

平成５年ごろより開発を開始したインテリジェントデリ

代表的なものとして、スノーポールとか、自発光スノ

ネータというものがあります。これは何かというと、吹

ーポール。矢羽根と呼ばれている固定式視線誘導柱。さ

雪時に前方の事故や停止車両を検知して後続車に発光警

らに視点誘導樹があります。この固定式視線誘導柱とい

告を行う、というシステムです。ちょうど平成４年の、

うのは、誰が開発したのかよく分かっていませんけれど

冒頭でお話しした視程障害による多重衝突事故が起きた

も、北海道開発局の技術者の中で開発して生まれてきた

後、開発を開始したものです。

ものと言われています。かなり高い位置にあるので、吹

ちなみに、国レベルでのＩＴＳの取り組みの最初とい

雪というのは、高いところのほうが薄くて低いところが

うのは、平成８年７月に、ＩＴＳ全体構想というのがつ

濃いので、そういう意味で効果的なものと思います。

くられています。ですから、それに比べると３年ほど早
いので、非常に先進的な取り組みだということが言えま

（９）ＩＴＳ情報提供
さて、
今まではかなり伝統的な吹雪対策の話でしたが、
最新の技術を使って、どのような吹雪対策をしてきたか
というのを、
最後５番目にＩＴＳ情報提供ということで、
50

す。ただ非常にコストがかかるということから実用化は
されませんでした。
次に情報提供に関する研究というか、それらによる吹
雪対策について、お話したいと思います（図－43）。多
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段階で情報提供をしています。このような情報提供の効
果というのは、何なのか。それは次のように考えていま
す。情報提供によって、選択肢の提供ができる。選択肢
を提供することで吹雪に巻き込まれるリスクや、運転の
不安感を軽減することができます。これは道路のハード
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的な対策に似た効果を持ちます。道路が持つサービスの
提供能力を、存分に引き出す事ができるということが、
情報提供の意義なのかなと考えています。下の図は横軸
に時間で、吹雪か断続的に発生しているイメージです。
情報が無い状態では、この吹雪に遭遇する確率は、ある
程度決まってきます。しかし、下のように情報をもらっ
て、吹雪を避けるような交通行動を取ることによって、
吹雪の遭遇率というのが、ぐっと下がるということが分
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かると思います。この辺の話については、昨年亡くなら
れた加治屋前上席が非常によく話していたことでござい
ます。
北国の持続可能な発展に向けて
最後になりますが、今回の講演会の統一テーマという

䍃

のが、北国の持続可能な発展に向けてということなので、
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図－47

それに関連して、少し考えてみようと思います。実はち
ょっとこれが一番難しかったのですが、これを考えてい

重衝突事故発生時の吹雪の特徴として、空間的、時間的

る中で、たまたま見た資料、先ほどのＮＣＨＲＰの外国

に変動が大きいということが、研究の結果分かりました。

の報告書の中に書いていたものになりますが（図－47）、

これは平成10年１月に道央圏で多重事故が群発したとき

アメリカの吹雪対策の防雪柵の話です。1930年代までは

のレーダーのエコーです。約10㎞から20㎞幅の降雪域で、

防雪柵や防雪を考慮した道路構造の研究が行われたが、

多重事故が発生しています。しばらく時間がたつと、雪

その後の半世紀の間、安価な燃料費や人件費によった雪

がやんで、ふぶかなくなるということです。そこで吹雪

処理に傾斜したため、防雪柵の研究は停止し、豊富な経

に巻き込まれないために、このような情報提供によって、

験が技術者の退任によって失われたと。要するにエネル

吹雪を迂回したり、あるいは吹雪を避けることはできな

ギーを使った防雪対策に移ってきたため、研究も技術も

いだろうかということで、いろんな情報提供に対する取

廃れてしまったということが述べられています。

り組みを行ってきました（図－44）。平成８年に日勝峠、

そして、初期の防雪柵のテキストの設置位置の記述に

中山峠、石北峠の画像をインターネット上に提供しまし

間違いがあり、防雪柵への信頼が失われた。経験工学は、

たが、
これも全国で一番最初か二番くらいだと思います。

経験した地域において有効であったが、気象条件の異な

この様に全国に先駆けてインターネット上で情報提供を

る地域には適用できるとは限らず、失敗も多かったとあ

行っています（図－45）
。道路画像の提供というのは、

ります。やはり、いろんなところで汎用的に使用できる

現在でもこのような北海道地区道路情報というサイトで

研究、そしてその研究の成果を継続するというか、継承

ご覧になることができます。

することが、一つ重要なのかなと思っています。

また寒地土研では、北の道ナビというものを運営して
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て、エネルギーを無駄に使わないで、合理的な対策をす

着いた雪がぐるっと下に回り込んだ後、また雪が上に着

るためには何が必要かなと考えたときに、まず思いつい

きます。その繰り返しで電線の回りを雪が回転しながら、

たのが、メカニズムを理解することが大事ではないのか

どんどん成長していくということが分かりました。これ

ということです（図－48）
。スライドには基礎的研究を

は北電総合研究所とか、あるいは北大にいた若浜先生な

軽視しないと書きましたけれど、例になりますが、これ

どがいろいろ研究した結果分かって、その回転を利用し

は標識の着雪対策です。標識はどのように着雪するのか

た着雪対策を開発したのです。電線にリングを付けるこ

というのを、よく観察したのです。そうすると、風のよ

とによって、回転するときの雪の重みで雪が落ちるとい

どみ点、つまり風が標識に対してぶつかって、風の風速

う対策です。このように、非常に合理的な対策が取られ

がゼロになるところを中心に、雪が着いていくというこ

ました。やはりこういうことも、本当に基礎的なという

とが分かりました。それであれば、このよどみ点を上に

か、メカニズムからよく研究したおかげで、ここまで分

ずらしてやれば、標識が見えるのではないか。上側には

かったのかなと思っています。

着きますけど、標識の大部分は見えるのではないかとい

最後ちょっととりとめのない話になりましたけれど

うことで、このように前傾させました。そうすることに

も、最近の研究成果の話をできなかったので、もし最近

よって、着雪はするけど、ある程度、許容できる対策と

の研究成果も聞きたいという方は、こちらのほうにアド

なりました。これも寒地土研の先輩の成果です。

レス（snow@ceri.go.jp）を書いておきましたので、メ

同様に電力の分野ですが、電線の着雪発達メカニズム

ールをいただければと思います。最後に、これらの研究

についても、綿密な観察によって、非常にスマートな対

について、いろいろ今まで成果を残してこられた先輩た

策が取られています（図－49）
。電線というのはどのよ

ちに感謝しまして、今回の発表を終わりたいと思います。

うに着雪するのかをよく観察すると、上から降ってきて、

どうもご清聴ありがとうございました。
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