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１．はじめに

　吹雪による視認性の悪化は多重衝突事故を引き起こ
し、時には人命に関わる災害となり得る。このような
吹雪による視程障害を緩和するため、道路管理者は道
路沿線に防雪柵1）を設置している。無限遠に防雪柵を
設置できれば、その性能において常に視程障害を緩和
することは可能と考えられるが、交差点や取付道路に
防雪柵を設置することはできない。そのため、防雪柵
には必ず端部あるいは開口部が設けられる。ここで、
防雪柵の端部とは、防雪柵の切れ目であり、開口部と
は、防雪柵と防雪柵の間である。防雪柵の端部・開口
部は、風が強く吹き込み視程が急変することから、多
重衝突事故を引き起こしやすい箇所の1つである。
　このような視程急変箇所において、対策工（以降、
副防雪柵とする）が設置され効果を発揮している箇所
はあるが、あらゆる条件において常に効果を有すると
は限らない。そこで本研究は、防雪柵の端部・開口部
における新たな副防雪柵の配置について、数値流体力
学シミュレーション（以降、数値シミュレーションと
する）を用いて検討することを目的とする。なお、防
雪柵には3種のタイプがある1）が、本稿における防雪柵
とは「吹き止め柵」のこととする。

２．既往研究から得られた知見と、本稿での解析方針

　数値シミュレーションの実施にあたり、実寸大の既
存のL字型副防雪柵（写真－1）を対象とした風況の
再現は、過年度に実施している2－6）。本稿では新たな
副防雪柵を検討した結果について報告する。
　北海道内にみられるL字型副防雪柵は、道路交差点
等における防雪柵開口部の対策工である。先行研究7）

の数値シミュレーションによって、L字型副防雪柵の
設置箇所では、主道における飛雪空間密度（単位空間
中の飛雪粒子の質量）の均一な広がりがあることか
ら、強風による視程急変を緩和できる工法として提案
されている1，7）。また、著者等は現道の防雪柵開口部

におけるL字型副防雪柵の効果について検証した8，9）。
開口部にL字型副防雪柵を設置することにより、やや
弱いながらも視程急変の緩和効果が確認されている。
さらに、石狩吹雪実験場に試験的に設置したL字型副
防雪柵の観測結果3－5）では、視程急変の緩和効果はみ
られたものの、L字型副防雪柵が設置されている風向
のときに強風となるなど、期待とは異なる観測結果が
得られている。風の挙動を把握した上で副防雪柵の視
程急変の緩和効果を網羅的に理解する必要があること
が明らかにされた。
　このように、L字型副防雪柵の効果については不明
瞭な点が残されており、現地観測と風洞実験による継
続した研究結果からも、その効果が限定的となる場合
があり3－6，8－12）、新たな対策工法が必要とされている。
　本稿では、最初に数値シミュレーションについて解
説した。次に、数値シミュレーションによる副防雪柵
を設置しない無対策の開口部とL字型副防雪柵の風速
分布を計算した。さらに、L字型副防雪柵について検
討し、またその計算結果から副防雪柵の配置の変更に
よる風速急変の緩和効果を精査した上で、最後に、防
雪柵開口部における新たな副防雪柵の配置について提
案する。

写真－1　現道に取り付けられたL字型副防雪柵
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図－1　L字型副防雪柵と防雪柵のCAD画像

３．数値シミュレーションによる解析手法

　一般的に三次元数値シミュレーションでは、モデル
の形状を作成するプリプロセス、メッシュ作成、数値
解析、データ抽出等のポストプロセスの順で実施す
る。プリプロセスでは防雪柵の形状や配置を決定す
る。メッシュ作成では計算する微小空間のサイズを決
定する。例えば、防雪柵の端部・開口部では可能な限
り細かくメッシュを作成することが必要となる。数値
解析では各メッシュにおける気体の挙動を計算する。
特に防雪柵においては端部・開口部の風上から風下に
流れる乱流に注目することになるので、乱流モデルを
利用することが必要となる。ポストプロセスでは得ら
れた値を数値的に出力あるいは数値を可視化する処理
を行う。
　本研究の目的は、防雪柵の開口部周辺における風の
流れを表現することである。そのため、三次元空間に
おける防雪柵の形状や配置あるいは現場で実施した観
測位置等を、可能な限り正確に設計することが必要と
なる。そこで本研究では、CADによる形状モデルの
作成に重きを置き、且つ数値解析に移行することが容
易なSOLIDWORKS  Flow  Simulation（Dassault 
Systèmes SolidWorks Co.）13）を利用することとした。

３．１　プリプロセス

　平成29～31年度冬期に、寒地土木研究所が所有する
石狩吹雪実験場に設置した実寸大防雪柵の開口部で吹
雪の観測を実施した2－5）。防雪柵は、高さ5.07m、延長
102mである。防雪柵の下部2mは無孔板、上部2.16m
は有孔板、最上部には風上側に30°傾けた有孔板（所
謂、忍び返し）で構成される。開口部は幅9mである。
　図－1に石狩吹雪実験場内に設置した防雪柵を再現
したCAD画像を示す。石狩吹雪実験場内の地形等に

よる影響を計算には取り入れないものとする。つまり
本検討では地表面を平面として扱う。

３．２　メッシュ作成

　SOLIDWORKS Flow Simulationではメッシュが自
動で作成可能である。まずは計算領域全体のグローバ
ルメッシュ数を設定する。次に注目したい空間、例え
ば防雪柵の開口部中心などのローカルメッシュ数を設
定する。この操作により、全体のメッシュ数を50～500
万メッシュ程度に調整することが可能となる。
　本稿では副防雪柵の配置について検討するので、数
十パターンもの計算を行う必要がある。そこで1回の
計算時間を短縮するため、グローバルメッシュのみで
計算した。結果的にメッシュ数は60万程度であり、空
間分解能は1m程度である。

３．３　数値解析

　SOLIDWORKS Flow Simulationは、CADで作成し
た三次元空間に流れる流体についてk-ε乱流モデルを
利用したNavier-Stokes方程式によって解かれる値を
有限体積法（FVM、Finite Volume Method）で表現
したパッケージソフトウェアである。つまり乱流を運
動エネルギー（k）と散逸率（ε）で表現した方程式と
解することができる。k-εを境界条件で設定すること
は可能であるが、本稿の目的は、防雪柵の開口部にお
ける新たな対策工法の検討であるため、k-εの詳細に
ついては割愛する。また本ソフトウェアの使用方法等
については文献14）を参照されたい。
　境界条件では平面200m×200m、高さ100mの空間
を流れる流体を設定する。風上の入力は一様に風速
10m/sとし、風下は自然流として排出する条件とした
（図－1）。また気温は0℃、圧力は1気圧とした。地
表面の粗度は、既往研究で採用した雪面15）と同じ1.5
×10－4mとした。

３．４　ポストプロセス

　本数値シミュレーションによる三次元空間に表現可
能な物理量は、速度、圧力、乱流強度等のベクトルあ
るいはスカラーである。表現方法は、図示によるコン
ターあるいは線上の連続した数値等が出力可能である。
　平成29～31年度冬期に実施した観測では高さ1.8mで
風速を観測している。本稿も観測と同様に高さ1.8m
の平面における風速分布をコンターおよび抽出した数
値で表現し、副防雪柵の強風緩和効果を検証する。
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４．新型副防雪柵の検討

４．１　無対策の防雪柵開口部における強風域

　新たな防雪柵の端部・開口部対策工を提案するた
め、まずは副防雪柵を設置しない防雪柵の開口部にお
ける風況が基本となる。防雪柵に直交する風向による
開口部周辺の計算結果を図－2に示す。図－2の白線が
防雪柵である。開口部は幅9mで、石狩吹雪実験場内
に設置した実寸大の防雪柵と同じである。なお、図中
にあるように、防雪柵から6.5m離れたところを車道
外側線とし、道路幅員は13.5mとして表示する。風速
分布は高さ1.8mの計算結果であり、コンターは風速
0m/s～13m/sで、配色は凡例に示すとおりである。
風は紙面左から右に流れている（図中矢印）。以降、
全て同じである。
　開口部中心では基準風速10m/sを上回り、最大11
m/s以上となる。この値は石狩吹雪実験場内に設置し
た実寸大の防雪柵における観測結果と相違ない2）。開
口部で風速が基準風速の10m/s以上となるのは、風が
収束するためであり、これにより視程が急変する可能
性を示唆している。
　防雪柵から6.5m離れた車道外側線における風速分
布を図－3aに示す。横軸0mは開口部中心である。開口
部中心付近で最も風速が高く、－5mと＋8m付近で最
も風速が低下する。図－2における開口部中心（0m）
に風速分布が対象とならないのは、紙面下側の柵長（42
m）と紙面上側の柵長（51m）が異なるためである。

図－4　柵長3mのL字型副防雪柵における風下の風速分布

      と、車道外側線における風速を標準化した結果図－3　車道外側線におけるa）風速分布とb）標準化

図－2　防雪柵開口部における風速分布

このときの現地観測と数値解析結果は文献2）を参照さ
れたい。
　開口部の強風域の風速分布を定量的に評価するため
風速の計算値を標準化する。開口部中心付近の最大値
を1.0とし、最小値を0.0とする。標準化した中央値
（0.5）の幅（図－3bに示す矢印の値）は半値全幅
（Full width at half maximum, FWHM）と一般的に
言われている。このFWHMを算出することで、車道
外側線上の強風域の幅を数値的に評価することが可能
となる。無対策の防雪柵開口部におけるFWHMは6.28
mであった。
　以上のように、可能な限り風速10m/s以上の強風域
が縮小するような副防雪柵の配置を考案し、FWHMで
強風域を評価することとする。

４．２　直交風に対応した副防雪柵の配置

　図－4に、開口部両側に設置したL字型副防雪柵で
計算した風速分布の結果を示す。L字型副防雪柵の柵
長は3mである。
　L字型副防雪柵を設置すると、直交風では開口部中
心から風下にかけて風速10m/sを上回る強風域が開口
部全体にわたり分布する。この強風域が2車線目まで
影響していることが分かる。
　防雪柵から6.5m離れた車道外側線におけるFWHM
は8.32mである。また、副防雪柵の柵長を6mとした場
合も計算した（図－5a）。L字型副防雪柵の影響によ
り、無対策の開口部と比較して強風域が拡大した結果
は、風洞実験の結果と相違ない11）。さらに、図－5aに
示した副防雪柵の柵長6mにおけるFWHMは10.6mで
あり、本稿で最長のFWHMであった。
　この結果は、L字型副防雪柵により風の収束が強め
られたものと考えられ、副防雪柵の柵長が長いほど強
風域が広がる可能性があるため、直交風が卓越する箇
所では副防雪柵の柵長については十分に検討すること
が必要となろう。
　次に、図－5b～dに柵長6mの副防雪柵の風上側1ス
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図－7　1スパン分離れた副防雪柵の角度を風向に対して0°

から90°まで変化させたときのFWHM

図－5　6mの副防雪柵のうち風上側1スパン分（3m）の取付

道路に対する角度をa）0°、b）30°、c）60°、d）90°

と変化させた風速分布。45°も計算したが割愛する。

図－6　L字型副防雪柵を撤去し、1スパン分（3m）の取付

道路に対する角度をa）0°、b）30°、c）60°、d）90°

と変化させた風速分布。45°も計算したが割愛する。

が90°のとき、最も強風域を縮小させる効果があった。
　以上、図－7から、防雪柵に対して風向が直交する
場合、L字型副防雪柵を設置しない方が強風域をより
縮小させる効果があることが明らかになった。

４．３　斜風にも対応した副防雪柵の配置

　前節において、主風向に対して直角に配置した副防
雪柵が最も強風域を縮小させた結果から、斜風に対し
ても副防雪柵を同様に直角に配置すれば良いことが想
像できる。またTabler16）は斜行柵を一定間隔で並べ
て配置したヘリンボン柵が道路と平行する風に対して
効果があることを提唱した。ただし、著者等の知る限
りではヘリンボン柵の実証実験は実施されていない。
なお、本稿と同じ数値シミュレーションを用いたヘリ
ンボン柵の結果については文献6）を参照されたい。
　そこで、著者等はヘリンボン柵と同様に斜風に直交
するように4枚の柵を並べて配置した。これを以降で
は「斜行柵群」という。また主柵に補助柵も取り付け
た。
　図－8a，bに計算結果を示す。図－6と同様に直交風
で強風域が縮小した。さらに斜風では、無対策の端
部・開口部（無対策）の風下で強風域が認められる一
方、斜行柵群を設置した開口部の風下では強風域が完
全に消滅した。

４．４　コスト縮減を考慮した副防雪柵の配置

　斜行柵群では4枚の副防雪柵を利用したが、用地の
制約や建設コストを鑑みれば、可能な限り副防雪柵の
枚数は少ない方が望ましい。また、斜風に対しても直
角に副防雪柵を配置することが求められるが、風向は
時々刻々と変化する。そこで副防雪柵2枚を利用し、
且つ道路用地面積を限りなく狭くすることを想定し、
2枚の副防雪柵を連結して「鉤（カギ）型」に配置し

パン分（3m）の設置角度を変化させた結果を示す。
なお、風下側1スパン分の柵長3mのL字型副防雪柵は
そのままの状態である。
　風上側1スパン分の副防雪柵の角度を0°から90°まで
変化させると、風速10m/s以上の強風域が縮小した。
しかし、90°のケースでもL字型副防雪柵の影響と考
えられる強風域は残る（図－5d）。
　そこで、風下側1スパン分のL字型副防雪柵を撤去
した。結果を図－6に示す。1スパン分離れた副防雪柵
の角度が変化するとともに強風域がさらに縮小し、1
スパン分離れた副防雪柵が直交風に対して90°の角度
となったとき（図－6d）、すなわち、主風向に対して
直角に配置した副防雪柵が最も強風域を縮小させるこ
とが分かった。
　図－5と図－6の風速分布から算出したFWHMを図

－7に示す。L字型副防雪柵を設置し、1スパン分離れ
た副防雪柵の角度を直交風に対して90°に近づけると
FWHMが短くなることが分かる。一方、L字型副防
雪柵を撤去したところ、FWHMの副防雪柵の角度に
対する変化は緩やかだが、1スパン分離れた副防雪柵
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従って、気体である風と固体である飛雪の混相流で防
雪柵の視程急変緩和効果を評価する場合は、より高度
な数値シミュレーターの利用、あるいはその開発が求
められる。

謝辞：新型副防雪柵の机上検討と現地観測は、当時寒
地土木研究所雪氷チームに所属していた金子学氏と高
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た。これを本稿では「鉤型柵」と呼ぶことにする。な
お、鉤型柵にも補助柵を取り付けた。
　図－8c，dに鉤型柵における風速分布の計算結果を
示す。直交風では強風域が縮小しており、斜風では強
風域が消滅していることが確認された。
　以上から、斜行柵群も鉤型柵も強風域を縮小し、斜
風では強風域が消滅することが明らかになった。
　本研究では、令和2年度に斜行柵群を、令和3年度に
鉤型柵を石狩吹雪実験場内に設置している。斜行柵群
の気象観測の結果については一部報告済み17－19）であ
るが、斜行柵群と鉤型柵の気象観測および数値シミュ
レーションと合わせた結果は追って報告する。

５．まとめ

　数値シミュレーションを利用して、防雪柵開口部に
おける新たな副防雪柵について検討した。その結果、
風向に対して直角に配置する副防雪柵に強風域を縮小
する効果が認められた。そこで、斜行柵を複数枚配置
した「斜行柵群」を発案した。また用地の制約やコス
ト縮減を考慮し、副防雪柵の枚数を減らして2枚の副
防雪柵を利用した「鉤型柵」を追加で考案した。斜行
柵群も鉤型柵も、無対策の防雪柵開口部に比べて道路
上の強風域を縮小させ、斜風では強風域が消滅する効
果が認められた。ただし、本稿で利用した数値シミュ
レーションでは、吹雪に伴う飛雪粒子の挙動あるいは
吹きだまりの成長について表現することはできない。

図－8　斜行柵群（a,b）とくの字型柵（c,d）による風速

分布．A：無対策の開口部、B：斜行柵群、C：鉤型

柵．a,b）直交風、c,d）45°の斜風
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