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１．はじめに

北海道における国道の通行止めの約4割は吹雪に起
因するものであり1）、安全な生活環境や社会・経済活
動を維持するためには道路の吹雪対策が不可欠であ
る。道路施設による吹雪対策では、防雪林や防雪柵が
多く利用される。防雪林は、道路の風上側または両側
に樹林帯を造成し、風を抑え飛雪を捕捉することによ
り、吹雪による吹きだまりや視程障害を緩和する防雪
施設である。
防雪林は造成から長期間、中には30年以上が経過1)

しているものもあるが、樹木は成長するにしたがって
日光を受けづらくなる下方の葉が減少し、枝が枯れて
いくことがある。この現象を枯上がりと呼ぶが、下枝
の枯れ上がりに伴う防雪効果の低下が懸念され、枯れ
上がりによる防雪性能の影響解析や、下枝の維持管理
手法、枯れ上がりの対策などが求められている。
本研究では、防雪林の安定的な防雪性能確保を目指
し、下枝の枯れ上がった防雪林に対する補助対策の効
果を把握するため、補助対策としてネット柵に着目し、
設置位置を変えた場合の効果を確認するために風洞模
型実験を実施した。

２．風洞実験内容

２．１　実験装置

実験には寒地土木研究所所有の風洞実験装置を使用
した。装置の主要寸法は、全長約29m、測定洞の全長
約9m、測定洞の断面1.2m×1.2mである（図－1）。
測定洞（図－2）には、風向角を可変できるターン
テーブル、計測地点の風速計測用として多点熱式風速
計4本、高さH=400mmの風速計測用として超音波風
速計を設置している。

２．２　防雪林の樹木模型

防雪林の樹木模型には、現地の枯れ上がり分布を解
析し、PLA樹脂を用いた模型を製作した。図－3に樹
木模型寸法、図－4に樹木模型と枝葉パーツを示す。
模型縮尺は1/100とした。防雪林の配置は雄信内防雪
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図－1　風洞実験装置

図－3　各種樹木模型寸法

図－2　測定洞
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林（一般国道40号KP181.76付近）をモデルとした。
林帯幅はおおよそ30m、林内の樹高は平均12m、林帯
内部における平均高さ2.4mの枯上がりを再現した。

２．３　補助対策模型

補助対策であるネット柵の模型は、ステンレス金網
を用いて製作した（図－5、図－6）。ネット柵模型の
下部は空気が流れるよう3mmの隙間を空けて設置し
ている。

２．４　風速の設定

測定洞内の垂直風速分布は、上空ほど風速が増す自
然の風を模擬するため、べき法則（べき指数は田園地
帯を想定した0.15）に近似するよう気流を調整した。
高さH=400mmで風速7m/s、高さH=10mmで風速4.5�
m/s前後である。

２．５　計測方法

風速計測には、プローブにゲルマニウム半導体を
使い、熱伝導率が良いニッケル管（直径1mm×長さ
3mm）で包んだ、トーニック（株）製の多点熱式風
速計MT-100-400Q� 3本（図－7）と、出力ユニット

図－4　樹木模型と枝葉パーツ

図－6　ネット柵模型

図－7　多点熱式風速計

図－8　出力ユニット

図－9　風洞制御ソフト画面

図－5　ネット柵模型寸法
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図－10　ネット柵無し

図－11　ネット柵林帯中央設置

図－12　ネット柵林帯風上設置

図－13　ネット柵林帯風下設置

図－14　ネット柵林帯中央設置図

図－15　ネット柵林帯風上設置図

図－16　ネット柵林帯風下設置図
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GeY-40DA�（図－8）を用いた。出力ユニットで温度
補正等の処理をした風速データと気温データを、シリ
アル通信で2秒間隔に受信し、風速値は30個（計測時
間は60秒）のデータの平均値とし、風洞制御ソフト（図

－9）で多点熱式風速計の計測地点間を移動させ、風
速値を記録した。

２．６　実験条件

ネット柵の設置位置と風況の関係を把握するため、
実験条件は、ネット柵無し（図－10）、ネット柵林帯
中央設置（図－11）、ネット柵林帯風上設置（図－

12）、ネット柵林帯風下設置（図－13）の4種類とした。
ネット柵中央設置では、林帯の列6と列7の中間にネ
ット柵を設置した（図－14）。ネット柵林帯風上設置
では、奥側の林帯（列1）から風上30mmの位置に設
置した（図－15）。ネット柵林帯風下設置では道路側
の林帯（列10）から風下30mmの位置に設置した（図

－16）。
風速は、図－14～16に示す防雪林の風上側のNo.1基
準点、No.2林縁風上、No.3林縁風下、No.4道路法面の
法尻、No.5-1道路上の第1車線中央、No.5-2道路上の第
2車線中央の計６箇所で計測した。
各箇所の風速値には、No.2では3地点、No.3～No.5
では5地点の値を平均したものを使用した。計測地点
間の距離は25mmである。計測高さは、通行車両に対
する影響を把握するため、道路を通過する乗用車の運
転手の目線高さである1mを想定しH=10mm、大型車
の運転手の目線3m�を想定しH=30mm、それらの上空
での風況把握のためH=70mmとした。
風況把握のため、各計測点の風速をNo.1基準点風速
で除した値を風速比と定義し算出した。

３．実験結果

ネット柵林帯中央設置、風上設置、風下設置での
各風速比を図－17～19に示す。各図には「ネット柵
無し」の風速比を追加し、計測地点の高さH=10mm、
H=30mm、H=70mmをデータ要素として整理した。
風速緩和効果を数値化し、ネット柵の位置による違
いを比較するため、ネット柵有りとネット柵無しの風
速比の差を風速比の変化として整理した。また、車両
が通過する道路上の風況把握のため、第1車線の風速
比の変化(Ad1)と、第2車線の風速比の変化(Ad2)の
平均値を、道路上の風速比の変化平均値(Ad)として
算出した。
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図－17　ネット柵林帯中央設置の風速比
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図－18　ネット柵林帯風上設置の風速比
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図－19　ネット柵林帯風下設置の風速比
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風速比の変化(A)　
＝ネット柵有り風速比－ネット柵無し風速比� (1)

道路上の風速比の変化平均値(Ad)
＝（風速比の変化（Ad1）＋風速比の変化(Ad2））/2� (2)

高さH=10mm、H=30mm、H=70mmの風速比の変
化を図－20～22に示す。

３．１　高さH=10mmの風速比の変化

高さH=10mm（図－20）において、ネット柵林帯
風下設置では、計測地点の全てで、風速比はネット柵
無しより大きく下がっている。道路上の風速比の変化
平均値は-0.29である。
ネット柵林帯中央設置でも、風速比はネット柵無しよ
り大きく下がっている。道路上の風速比の変化平均値は
-0.20で、ネット柵林帯風下設置より下がり方は小さい。
ネット柵林帯風上設置での風速比は、ネット柵無し
より下がっているが、道路上の風速比の変化平均値は��
-0.13で、ネット柵林帯風下設置やネット柵林帯中央設
置より下がり方が小さい。道路上の高さH=10mmに
おける風速比は、ネット柵を林帯風下に設置した場合
が一番緩和された。

３．２　高さH=30mmの風速比の変化

高さH=30mm（図－21）において、ネット柵林帯
風下設置では、計測地点No.3�、No.5-2、No.4で、風速
比が一番下がっている。道路上の風速比の変化平均値
は-0.10で計測地点No.5-1で高い。これは、後述する高
さH=70mmでは、総じて風速が増しており、ネット
柵により上方に流れる風の影響と考えられるが、その
影響の一部と考えられる。
ネット柵林帯中央設置では、計測地点No.3、No.5-
2、No.4で風速比は二番目に下がっている。道路上の風
速比の変化平均値は-0.11と、ネット柵林帯風下設置の
0.10とほぼ同じである。
ネット柵林帯風上設置では、全ての計測地点でネッ
ト柵無しより風速比は下がっているが、道路上の風速
比の変化平均値は-0.07と下がり方は小さい。
高さH=30mmにおいて、ネット柵を林帯中央から
林帯風下の間に設置した場合、道路上の風速は大きく
緩和されることを確認できた。

３．３　高さH=70mmの風速比の変化

高さH=70mm（図－22）において、ネット柵林帯
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図－20　ネット柵位置と風速比の変化（高さH=10mm）
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図－21　ネット柵位置と風速比の変化（高さH=30mm）
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図－22　ネット柵位置と風速比の変化（高さH=70mm）
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風下設置では、全ての計測地点でネット柵無しより風
速比が上がっている。道路上の風速比の変化平均値は
+0.05である。ネット柵を越えた風が上方に流れるた
め、高さH=70mmの�風速比は上昇したと考えられる。
ネット柵林帯中央設置では、計測地点No.3とNo.4で
ネット柵無しより若干高くなって、No.5-1とNo.5-2で
若干下がっている。道路上の風速比は-0.02と、ネット
柵無しとほぼ同じである。ネット柵を越えた風は高さ
H=70mm付近の上方に流れるが、防雪林の枝葉によ
り緩和されたと考えられる。
ネット柵林帯風上設置は、道路上の風速比の変化平
均値が-0.02とネット柵無しとほぼ同じである。全ての
計測地点で風速比はネット柵無しより下がっていた。

４．まとめ

防雪林の安定的な防雪性能確保を目的に、下枝の枯
れ上がった防雪林に対する補助対策としてネット柵に
着目し、ネット柵の設置位置を変え、風洞模型実験に
てその違いを比較した。
その結果から、防雪林の本来の目的である、通行
車両に影響する運転手の目線の高さ1m～3mを想定し
た、高さH=10mmとH=30mmで、ネット柵を林帯風
下に設置すると風速緩和効果が大きいことを確認し
た。

今後は、風洞模型実験にてより詳細に風況を把握し、
下枝の枯れ上がった防雪林の補助対策としてのネット
柵の設置位置等の提案に取り組んでいきたい。
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