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吹き払い柵の防雪機能と下部間隙の関係について
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－２）に設置した吹き払い柵において現地観測を行い、

１．はじめに

下部間隙の閉塞が吹き払い柵の防雪機能に及ぼす影響
積雪寒冷地の冬期道路では、吹雪による視程障害が

について調査したので報告する。

交通に与える影響が大きく、多数の車両が立ち往生す
る災害が発生している。このような吹雪への対策とし
て、防雪柵の整備が進められてきている。このうち、
上下二車線の道路には、道路敷地内に設置可能な吹き
払い柵
（写真－１）
が用いられることが多い。
吹き払い柵は視程障害対策に用いられる施設で、傾
斜した複数の防雪板により風の流れを下向きに変え、
ドライバー目線での飛雪量を減らすことで視程障害を
緩和させる。同時に、高さ１m 程度の下部間隙から吹
き出す強風により、道路上の雪を吹き払う。以降、上
記の視程障害緩和機能と吹き払い機能をあわせて ｢ 防
雪機能 ｣ と記す
（図－１）。しかし、多雪地域では積雪

図－２

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）

により下部間隙が狭められることで、吹き払い機能が
低下し、道路上に吹きだまりが形成されるため、吹き

２．調査方法

１）

払い柵の採用は不適とされる 。ただし、柵の下部間
隙の閉塞と防雪機能との関係については、定量的に明

本調査で利用した吹き払い柵は柵高3.3m、下部間
隙の高さ１m、防雪板４枚で構成され、北海道の国道

らかとなっていない。
そこで、
筆者らは寒地土木研究所石狩吹雪実験場（図

に一般的に設置されているものである。また、柵を設
置した試験用道路は平坦地で上下２車線である。
平成23年度から平成25年度の３冬期間（各々 12月上
旬から３月中旬）に、風向・風速を柵風下の試験用道
路周辺（写真－２）と、柵の影響を受けない柵風上遠方
（以下、基準点と記す）で観測した。試験用道路周辺に
設置した風向風速計の高さは、下部間隙の中心の高さ

写真－１

図－１
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吹き払い柵

吹き払い柵の防雪機能のイメージ

写真－２

柵風下における風向風速の観測状況
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（0.5m）とドライバーの視線高さ（1.5m）とし、横断位

３．調査結果および考察

置は平成23から24年度は柵風下0.5m と10.5m、平成25
年度は柵風下1.5m と7.5m とした。基準点は柵から風

吹き払い柵は、柵に対して主風向が概ね直交する場

上側に約100m 離した位置に設け、風向・風速計の高

合に有効であり、風が弱い地域の場合には適用できな

さは1.5m とした。柵風下側における風向風速計設置

い１）。このため観測データは、基準点において風向が

位置の概要を図－３に示す。

防雪柵に対し概ね直角となる西北西±２方位（北北西
から西南西）で、吹雪が生じていると考えられる①ま
たは②の条件を抽出した２）。風向風速データは10分平
均値、気温は時別値を用いた。
①風速５m/s 以上かつ気温－５℃以下
②風速６m/s 以上かつ気温０℃～－５℃
なお、抽出条件として用いた風速は雪面の粗度長を
0.00014m と仮定し３）、対数則で高さ７m の値に高度
補正１）した値を用いた。

図－３

風向風速計設置位置の概要

また、吹雪の前後に吹き払い柵風下の吹きだまり深

３．１

下部間隙閉塞率と防雪機能

吹き払い柵の下部間隙が防雪機能に及ぼす影響につ
いて検討するため、観測した柵下部間隙の積雪深を柵

さを、平成23年度から平成25年度までに５事例計測し

下部間隙の高さで除すことで下部間隙閉塞率を求めた

た
（写真－３）
。なお、平成25年度のみ約１週間ごとに

（以下、閉塞率と記す）。平成25年度における閉塞率の

下部間隙付近の積雪深の計測を行った（写真－４）。

時間変化を図－４に示す。閉塞率は12月下旬以降増加
し、１月中旬以降は70％程度で推移した。このため下
部間隙が完全閉塞した場合の防雪機能を評価するため、
３月10日に人工的に完全閉塞させて閉塞率を100％と
した。本検討では、閉塞率を０～ 20％、20 ～ 40％、
40 ～ 60％、60 ～ 80％、80 ～ 100％の５階級に振り分
けて解析を行った。

写真－３

吹き払い柵風下の吹きだまり深さ計測

図－４

閉塞率の時間変化

次に、柵風下の1.5m 地点の風速を基準点風速で除
した値（以降、風速比と記す）を用い、風速比と閉塞
率の関係を図－５に示す。高さ0.5m における風速比の
平均値は、閉塞率が60％～ 80％以下の場合に１を超え
ており、吹雪時には柵の吹き払い効果によって路面付
近の風が強められている。ただし、閉塞率の増加とと
写真－４

下部間隙付近の積雪深の計測

もに風速比に低下が見られる。一方、高さ1.5m にお
ける風速比は、閉塞率の増加にしたがい増加する傾向
が見られるものの、全ての閉塞率階級において１以下
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であり、基準点に比べて風速が低下していることがわ

だまりの積雪深が吹雪前以下となった領域とした。雪

かる。吹雪時の視程は、空間を流れる雪粒子の量（飛

丘横断図の例を図－６に、各々の吹雪事例における吹

雪流量）の増加に伴い低下し、飛雪流量は風速に比例

き払い範囲を表－１に示す。

４）

して大きくなる 。このことから吹き払い柵は閉塞率

次に、吹き払いが生じると考えられる風速を推定す

によらずドライバーの視線高さで風速を抑制し、視程

るため、表－１に示す吹雪発生期間中の吹き払い範囲

障害緩和効果を発揮していると考えられる。しかし、

風下端部（0.5m 高）における風速を推定した。推定に

閉塞率が100％時の風速比は閉塞率60 ～ 80％時に比べ

は、各ケースごとに柵風下側２地点（図－３）で計測し

およそ２倍であり、閉塞率の増加に伴う視程障害緩和

た風速を用いた。吹き払い範囲風下端部からの距離と、

効果の低下が認められる。

風速との関係を図－７に示す。佐藤ら５）によると、風
洞実験の結果において、吹き払い柵近傍の風下路面付
近では柵から離れるにしたがって線形的に風速の低下
が見られていることから、２地点間の風速に線形内挿
を行った。なお、図－７での横軸の０が、吹き払い範
囲風下端部を表す。その結果、どのケースにおいても
吹き払い範囲風下端部の風速がおおむね４m/s とな
っていることから、吹き払いが生じる風速は４m/s
程度であったと考えられる。

図－５
３．２

閉塞率と風速比の関係

下部間隙閉塞率と吹き払い範囲

吹き払い柵の吹き払い効果が及ぶ領域
（以降、吹き
払い範囲と記す）を推定するため、吹きだまり深さの
計測結果から吹雪前後における雪丘横断図を作成し

㘑ਅ┵ㇱ

た。吹き払い範囲は、吹雪後の柵風下側において吹き

図－７

吹き払い柵からの距離と風速の関係

下部間隙の閉塞率が吹き払い範囲に与える影響につ
いて明らかにするため、閉塞率と風速比の関係を用い
て、閉塞率の階級ごとに柵風下における風速が４m/s
図－６

雪丘横断図を用いた吹き払い範囲推定例

表－１

吹きだまり深さの計測期間と推定した
吹き払い範囲
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以上となる範囲を推定した。吹き払い範囲の推定方法
を以下に示す。
①基準点に便宜的な風速（５m/s、10m/s、20m/s）
を与える。
②前項で設定した基準点の風速に、柵風下側２箇所
（柵風下側1.5m、7.5m、それぞれ高さ0.5m）で観測
した風速比の平均値（表－２）を乗じることにより、
閉塞率ごとの風速をそれぞれ算出する。ここでは、



閉塞率０～ 20％、20 ～ 40％、40 ～ 60％、60 ～ 80



％のデータを用いる。




③算出した柵風下側２箇所の風速を線形内挿するこ
とにより、柵風下側の風速分布を推定する。
④柵風下側の風速分布より、風速４m/s 以上となる
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範囲を推定する。

向が見られた。

図－８の例では、下部間隙の閉塞率が０～ 20％であ

４．まとめ

り、設定した基準点風速が５m/s であった場合、吹
き払い効果を発揮する範囲
（風速４m/s 以上となる範

本研究では、吹き払い柵の下部間隙が防雪機能に及

囲）は吹き払い柵からの距離が６m 程度までであると

ぼす影響について調査するため、石狩吹雪実験場に設

推定できる。

置した吹き払い柵について、下部間隙閉塞率の変化と
風向風速、吹雪前後での吹きだまりの積雪深の計測を

表－２

吹き払い範囲の推定に用いた風速比一覧
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行った。その結果、吹き払い柵の視程障害緩和効果は
閉塞率によらず発揮されるが、閉塞率の増加に伴い、
その効果が低下する傾向が見られた。また、吹き払い
効果については、閉塞率が小さい場合には下部間隙を
通過する強風により効果を発揮するものの、閉塞率の
増加とともに吹き払い効果が低下する傾向が見られ
た。吹き払い柵の積雪の多い地域への適用には注意が
必要であり、下部間隙の確保が重要となる。
今後は、吹き払い柵の下部間隙閉塞に加え、柵風下
側の道路外に形成される雪堤や、吹雪の継続時間が防
雪機能に与える影響を考慮した詳細な観測を行い、周
辺の状況が吹き払い柵の防雪機能に及ぼす影響につい
て明らかにしたい。
参考文献

図－８

吹き払い範囲の推定例

（基準点風速５m/s、閉塞率０～ 20% の場合）

１）
（独）土木研究所寒地土木研究所：
道路吹雪対策マニュアル（平成23年改訂版）

上記方法により推定した吹き払い範囲12事例分を用
いて、吹き払い範囲と閉塞率の関係を図－９に示す。
図より、設定した基準点の風速が５m/s の場合、閉塞
率０～ 20％では吹き払い距離が約６m、閉塞率60 ～ 80
％では約３m と小さくなる。本検討では、設定した基
準点の風速の大小に関わらず、閉塞率の増加に伴って
吹き払い範囲が狭くなり、吹き払い効果が低下する傾

（http://www2.ceri.go.jp/fubuki_manual/）、
p1-3-32、2011.3
２）日本雪氷学会北海道支部（編）：雪氷調査法、p19、
1991
３）近藤純正：水環境の気象学－地表面の水収支・熱
収支－、朝倉書店、p101、1998
４）竹内政夫：吹雪時の視程に関する研究、土木研究
所報告、74、pp1-31、1980
５）佐藤威、望月重人、根元征樹：吹き払い式防雪柵
の防雪性能に関する風洞実験、東北の雪と生活、
pp75-78、2004

図－９
寒地土木研究所月報

吹き払い範囲と閉塞率の関係
№744

2015年５月 

29

渡邊

30

崇史＊

小中

隆範＊＊

WATANABE Takashi

KONAKA Takanori

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員

松澤

勝＊＊＊

金子

学＊＊＊＊

MATSUZAWA Masaru

KANEKO Manabu

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
上席研究員
博士
（工学）
技術士
（建設）
気象予報士

北海道開発局
函館開発建設部
江差道路事務所
計画課長
技術士
（建設・総合）

寒地土木研究所月報

№744

2015年５月

