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道路構造（切土、盛土）と吹きだまり発生に関する観測
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１．はじめに
近年、厳冬期に爆弾低気圧や強い冬型の気圧配置に
起因する暴風雪により、短時間のうちに道路上に大規
模な吹きだまりが発生し、交通障害を引き起こすケー
スがしばしば発生している。道路構造を変えることで
吹きだまりの発達を抑制することが可能であり、道路
構造による吹雪対策として、防雪盛土や防雪切土とい
う工法が用いられる。しかし、既往研究事例が少ない
ため防雪効果が定量的に明らかとはなっていない。ま
た、一度の暴風雪に対して、どの程度の吹きだまり抑
制効果が期待できるか等についても不明な点が多い。
そこで当研究所が札幌市近郊に所有する実験観測施設
（石狩吹雪実験場）
や現道にて、吹きだまりの発達状況

図－1

について現地観測を行い、道路構造（切土、盛土）と吹

調査箇所位置図

きだまりの関係
（吹きだまり量、位置、速度）を定量的
に明らかにするための検討を行った。
２．道路構造
（盛土、切土）と吹きだまりの関係に
ついて
２．１

観測概要

道路構造
（切土、盛土）
と吹きだまりの関係
（吹きだま
り量、位置、速度）を明らかにするため、当研究所が
石狩市に所有する実験観測施設（石狩吹雪実験場）や現
道
（一般国道231号）にて、吹きだまりの発達状況につ
いて現地観測を行った
（図－1）
。石狩吹雪実験場の盛
土道路
（盛土高さ約1.5ｍ）
・切土道路（切土高さ約2.0ｍ）
（図－2）においては、2012年1 ～ 2月と2013年1 ～ 3月
の2冬季、吹きだまりの観測を行い、現道
（一般国道231

図－2

号）においては、2015年3月（1冬季）に吹きだまりの観

吹きだまり形状観測箇所配置図

測を行った。吹きだまり形状については、道路中心線
から風上側へ50ｍ、風下側へ10ｍの範囲の道路横断方

り積雪深を観測した。

向で、吹雪前後各1回と吹雪時2回（計4回）を1イベント
として、7イベントの観測を行った。観測は雪面高を
オートレベルにより計測し、その計測結果と地盤高の
差から積雪深を求めた。
吹雪時においては迅速に観測するため、測深棒によ
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２．２

観測結果

石狩吹雪実験場の盛土道路・切土道路において観測
した吹きだまり形状の代表例を図－3に示した。観測
時刻は以下のとおりである。
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・平成24年1月22日

12時40分（吹雪前）

・平成24年1月23日

10時12分（吹雪中1）

・平成24年1月23日

12時40分（吹雪中2）

・平成24年1月24日

13時35分（吹雪後）

なお、この期間の気温・風速・推定累計吹雪量は図
－5のとおりである。

図－5

気象条件と推定累計吹雪量

また、現道（一般国道231号）の盛土道路において、
観測した吹きだまり形状の代表例を図－6に示した。

図－3

吹きだまり形状（上：盛土、下：切土）

図－4

切土法面での気流状況（模式図）1）
図－6

盛土吹きだまり形状（現道）

図－3（上）
より盛土道路は雪堤の風下側に吹雪発生

観測箇所の30年確率最大積雪深は200㎝であり、防

時から吹きだまりが形成されていた。吹雪中は道路中

雪盛土として機能する盛土高は少なくとも最大積雪深

心線上の吹きだまり深さが10㎝弱と車両の走行に支障

の1.3倍4）（260㎝）必要となる。図－6（ａ）の盛土高は

が出る20㎝2）までは発達しなかったが、吹雪後の吹き

風上となるＬ側で75㎝であるが、路面より高く吹きだ

図－3（下）
だまり深さは30㎝程度まで発達した。また、

まりが形成されている。図－6（ｂ）
の盛土高は風上と

より切土道路は風上側に大きく吹きだまりを形成して

なるＬ側で518㎝であり、吹きだまりが路面上まで到

いる。これは図－4に示す風の剥離点
（S 点）において、

達していないことから、防雪盛土として機能している

飛雪量の最も多くなる雪面近くの風が運動量を失い雪

ことがわかる。

3）

が堆積する ためだと考えられるが、道路中心線上の
吹きだまり深さは吹雪後まで15㎝程度であった。
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今回の観測結果により、道路構造が吹きだまりの発
達に影響を与えることが示された。
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３．吹きだまり形成条件に関する検討

ている。盛土道路の吹きだまり量の増分は吹雪量の5
％程度、切土道路の吹きだまり量の増分は吹雪量の50

観測結果より、道路構造が吹きだまりの形成に影響

％程度となっている。盛土についてはＲ2が小さいので

を与えると考えられるため、道路構造と吹きだまり量

明確なことは言えないが、切土では風上から飛んでき

及び吹雪量の関係について検討することとした。

た吹雪の約半分が切土内に捕捉されていることを示

吹きだまり量は図－3より、積雪深を道路横断方向

す。定性的には盛土道路の車線上は凸地形であるため

に積分し求めた。積分の範囲は道路ＣＬを中心とし、

路面上の風が強く吹きだまりが生じにくく、切土道路

横断方向に7ｍ
（上下2車線の車道中心部を想定）と20ｍ

は凹地形であるため風が弱く吹きだまりが生じやすい

（盛土の法尻、切土の法肩）の2測線とした（図－7）。ま

と言われているが、定量的な捕捉率は今まで示された

た、吹きだまり量の増分については、1イベントにおけ
る「連続した2回の吹きだまり形状観測時」の「吹き
だまり量の変化量」とした。

ことがなかった。
図－9は道路構造と吹きだまり量の関係を道路構造全
体（側線20ｍ）と車道のみ（側線7ｍ）に分けて示したも

吹雪量は吹雪発生時の飛雪流量
（スノーパーティク

のである（図－7）。上下2車線の車道中心部（道路横断

ルカウンターで計測）より、次式を用いて吹雪量を算

－3.5 ～ 3.5ｍ）においては切土道路の吹きだまり量は

出した。

盛土道路の３倍程度ある。盛土道路では路面上の雪が
吹き払われるが、切土道路では路面上の雪が移動する

Q = 1.91 Mf1+1.7354

ことがないため、大きな差が生じているものと考えら
れる。しかし、盛土道路の法尻部と切土道路の法肩部

ここで

（道路横断－10 ～ 10ｍ）では吹きだまり量に大きな差

  Q：吹雪量
（ｇ / ｍ / ｓ）

はなかった。これは盛土道路・切土道路共に、法面部
2

Mf1：1ｍ高の飛雪流量（ｇ / ｍ / ｓ）

が吹きだまりを許容するポケットとして機能したため
だと考えられる。

ここで、算出した吹雪量を雪の密度
（新雪を仮定し
100kg/ ｍ3とする）
で除し体積に換算した。
計測点以外の積雪深は、風上側・風下側の近傍地点
（各1点）の積雪深を用い、距離による線形内挿によっ
て推定した。
図－８は吹雪量と吹きだまり量の増分の関係を示し

図－8

図－7
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図－9

吹雪量と吹きだまり量の増分の関係

道路構造と吹きだまり量の関係
43

図－10

道路構造と吹きだまり速度の関係

図－10は道路構造と吹きだまり速度の関係を示して
いる。ここで言う吹きだまり速度とは、単位時間あた
りの吹きだまり深さの増加量である。盛土道路と比較
し切土道路の方が吹きだまり速度が大きい。

図－12

道路構造と通行可能幅員の関係（切土）

図－13

道路構造と通行可能幅員断面図

向が見られる。特に切土道路ではその傾向が顕著であ
り、積雪深が20㎝を越える場合が多い事が示された。
各吹雪イベントの気象概況について図－14に示す。

図－11

道路構造と通行可能幅員の関係（盛土）

図－11、図－12は7イベントの吹雪時における調査
での吹きだまり形状の観測データより、車道上におい
て積雪深20㎝未満の箇所を着色し、自動車の通行可能
幅員をあらわしたものである。また、それらを断面図
であらわしたものの代表例が図－13である。全体的に
時間経過と共に風上側より通行可能幅員が減少する傾
44

図－14

気象と時間経過の関係
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図－14

気象と時間経過の関係

４．まとめ
本研究では道路構造（切土、盛土）と吹きだまりの関
係（吹きだまり量、位置、速度）を定量的に明らかにす
るための検討を行った。
観測結果より、道路構造が吹きだまりの形成に影響
を与えると考えられるため、道路構造と吹きだまり量
及び吹雪量の関係について検討した。
吹きだまり量の増分が吹雪量に占める割合を比較し
た結果、盛土道路では5％程度、切土道路では50％程
度となったことから、盛土道路と比較し切土道路の吹
雪量が多い傾向であること、盛土道路の車線上は凸地
形であるため路面上の風が強く吹きだまりが生じにく
いこと、切土道路は凹地形であるため風が弱く吹きだ
まりが生じやすいことがわかった。
また、切土道路の方が吹きだまり速度が速く、風上側
から吹きだまり量が増加していく傾向が示されたが定
量的に明らかにはならなかった。今後は観測データの
蓄積を図り、道路構造と吹きだまりの関係を定量的に
明らかにし、吹きだまり対策の検討を行っていきたい。
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