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防雪柵端部・開口部において、吹雪などにより突発的な視程障害等が発生しているが、視程
急変のメカニズムは解明されていない。その緩和対策として設置されている副防雪柵において、
長さや角度の違いによる開口部への風速の影響を把握することを目的に、模型を用いた風洞実
験を行ったので報告する。
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1. はじめに

2. 模型を用いた防雪柵開口部の風洞実験

積雪寒冷地域の冬期道路交通においては、吹雪による
視程障害や吹きだまりによって、突発的な視程障害や車
両の立ち往生などの交通障害が発生している。吹雪によ
る通行止めは北海道内の国道における通行止め要因の４
割を占めている。この対策として防雪柵などによる吹雪
対策施設の整備が進められている。しかし、既に防雪柵
が整備された区間であっても柵端部や開口部において、
突発的な視程障害が発生している。このような視程急変
箇所への対策は、安定的な冬期道路交通を維持するため
にも急務な課題である。
しかしながら、防雪柵端部や開口部における吹雪時の
視程急変メカニズムや、車両走行に影響を与える視程急
変の特徴は解明されていない。また、視程急変箇所の対
策として、吹止め柵では柵端部の設置方向に変化を加え
た副防雪柵や、空隙率を大きくした防雪板など様々な方
法が試みられているが、その対策効果は定量的に明らか
となっていない。防雪柵端部や開口部における視程急変
箇所の状況を把握するには、実フィールドで計測するこ
とが望ましいが、計測条件の定常化が困難である。
そこで、一定条件下での防雪柵端部・開口部における
視程急変の影響や、現道で実施されている視程急変対策
の効果を定量的に把握することを目的に、模型防雪柵を
用いた風洞実験を行っている。
本稿では、吹き止め式防雪柵の模型を製作し風向角を
変化させ、開口部の幅の違いや、副防雪柵の長さなどの
違いによる開口部の風速とその影響範囲を計測し、副防
雪柵の違いによる緩和効果の特徴を把握したので報告す
る。

防雪柵端部や開口部における視程急変箇所の影響を把
握するため、現道の設置状況に基づき、縮尺模型を製作
し風洞実験にて、防雪柵の開口部周辺の風速計測を行っ
た。
(1) 風洞実験装置
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（図-1）。

図-1 風洞実験装置

図-2 実験装置のターンテーブルと防雪柵模型
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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。測定洞には、風向角を
可変できるターンテーブルを備えたベース模型を設置し
ている（図-2）。
(2) 縮尺模型の検討と製作
防雪柵模型は、防雪柵の柵端部や開口部の対策が行わ
れている一般国道337号（KP=74.25付近）の柵形式、対
策を参考に以下の諸元とした。
・防雪柵の形式：吹き止め式防雪柵（H=5.0m)
・有孔板（防雪板）の空隙率：30%
・開口幅のパターン：10m、20m
防雪柵模型は、防雪板にはアルミ板を、支柱にはステ
ンレス棒を用い製作した（図-3）。また、防雪柵模型の
一部は、ABS樹脂で製作した。

(3) 風洞実験の設定と計測方法
実験風速は7 m/s（但しH=400mmでの風速）とした。
計測箇所は、4車線道路における防雪柵開口部がもた
らす影響を把握するため、道路上の2列（4車線の最も風
上側車線を第1車線として、第1車線上中央と風下側の第
4車線上中央）とした。計測は、防雪柵開口部の中央を
基準点に道路縦断方向に、前後300mmを50mm毎に1列あ
たり13計測点で行った（図-4）。
計測高さは150mmで計測した。なお、風速の基準点は、
風洞壁面や模型による影響を受けにくい風洞中央の風上
側計測上限の計測点に設定した（図-4）。以下、この基
準点の風速に対し、同じ高さで計測した風速の比を風速
比（計測点風速／基準点風速）として定義する。
(4) 副防雪柵のパターン
製作した防雪柵模型を（図-5）に示す。実験条件は開
口幅を100mmと200mmの２通りとし、風向条件は防雪柵
に対して直交の場合のほか、斜風の場合の影響も把握す
るため、これらの模型をそれぞれ風向に対して45°、
90°、135°に設置し、計測を行った（図-4）。
副防雪柵の長さなどの違いによる風速の影響を解析す
るため、副防雪柵のパターンは、「副防雪柵なし」、
表-1 実験条件と副防雪柵のパターン

図-3 防雪柵模型（吹止め式防雪柵）
実験条件

風向角 開口幅
( °) (mm)

計測
車線

副防雪柵の
パターン

１

90

100

第1

２

90

100

第4

３

90

200

第1

副防雪柵なし(角柵なし)

４

90

200

第4

副防雪柵30mm(+角柵30mm)

５

135

100

第1

副防雪柵60mm(+角柵30mm)

６

135

100

第4

副防雪柵90mm(+角柵30mm)

７

135

200

第1

８

135

200

第4

副防雪柵30mm張出10mm
(+角柵30mm)

９

45

100

第1

１０

45

100

第4

１１

45

200

第1

１２

45

200

第4

副防雪柵60mm張出10mm
(+角柵30mm)

図-4 風速計測箇所図

図-5 副防雪柵模型の設置

図-6 副防雪柵の設置状況
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図-7 道路上の縦断方向における風速比

図-9 道路上の縦断方向における風速比

（実験条件 1：風向角 90°、開口幅 100mm、第 1 車線）

（実験条件 3：風向角 90°、開口幅 200mm、第 1 車線）

図-8 道路上の縦断方向における風速比

図-10 道路上の縦断方向における風速比

（実験条件 2：風向角 90°、開口幅 100mm、第 4 車線）

（実験条件 4：風向角 90°、開口幅 200mm、第 4 車線）

「副防雪柵30mm」、「副防雪柵60mm」、「副防雪柵
90mm」、「副防雪柵30mm張出10mm」、「副防雪柵
60mm張出10mm」の6パターンの実験を行った。表-1に
実験条件と副防雪柵のパターンを、図-6に副防雪柵の設
置状況を示す。副防雪柵の設置は角柵を付けて設置した
（図-5、図-6）。

表-2 風速比のピーク値（風向角90°）
実験条件

１
２
３
４

3. 副防雪柵の違いによる開口部の風速への影響
(1) 風向角90°
図-7に「実験条件1（開口幅100mm第1車線）」、図-8
に「実験条件2 （開口幅100mm第4車線）」、図-9に「実
験条件3（開口幅200mm第1車線）」、図-10に「実験条
件4（開口幅200mm第4車線）」の風速比の分布を示す。
a) ピーク値について

風向 開口
計測
角
幅
( °) (mm) 車線

90
90
90
90

副防
雪柵
なし

副防
雪柵
30mm

副防
雪柵
60mm

副防 副防雪 副防雪
柵30mm 柵60mm
雪柵
張出
張出
90mm
10mm

10mm

100 第1

1.09 1.16 1.16 1.20 1.13 1.19
(1)
(3)
(3)
(6)
(2)
(5)
100 第4 0.85 1.05 1.06 1.07 1.02 1.08
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
(6)
200 第1 1.16 1.19 1.21 1.22 1.19 1.23
(1)
(2)
(4)
(5)
(2)
(6)
200 第4 1.08 1.10 1.14 1.16 1.11 1.14
(1)
(2)
(4)
(6)
(3)
(4)
( )内の数値は風速比が低い方からの順位

表-2に風向角90°の風速比のピーク値を示す。副防雪
柵が長い方が風速を増す傾向が確認できた。副防雪柵が
長い方が、より開口部垂直方向に風が整流され、開口部
付近の風速がより増すためと考えられる。また、副防雪
柵30mmでは張出があることによる風速比の軽減が確認
できた。張り出すことにより開口部への風の流入を防い
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図-11 道路上の縦断方向における風速比

図-13 道路上の縦断方向における風速比

（実験条件 5：風向角 135°、開口幅 100mm、第 1 車線）

（実験条件 7：風向角 135°、開口幅 200mm、第 1 車線）

図-12 道路上の縦断方向における風速比

図-14 道路上の縦断方向における風速比

（実験条件 6：風向角 135°、開口幅 100mm、第 4 車線）

（実験条件 8：風向角 135°、開口幅 200mm、第 4 車線）

でいたと考えられる。しかし、副防雪柵60mmでは張出
ありの風速比がやや大きくなっている。張出により開口
部への風の流入は防いでいるが、副防雪柵30mmに比べ
柵長が長いため、風が整流されて風速が増し、張出によ
る効果が相殺されたと考えられる。
b) ピーク位置について
副防雪柵を設置しない場合のピーク位置は開口部中心
で、副防雪柵を設置した場合は開口部中心から-50mm
（副防雪柵を設置している側）である。ばらつきはある
が特に傾向は見られなかった。
c) 風速比の上昇範囲について
副防雪柵を設置した場合は、設置しない場合よりも風
速比が上昇する範囲が広い。特に副防雪柵60mm張出
10mmでは上昇範囲が広い。仰角（9.59°）があること
で、副防雪柵設置側（マイナス方向）へ風を誘導してい
たと考えられる。しかし、副防雪柵30mm張出10mmは、

同じ柵長の副防雪柵 30mm と上昇範囲に差がない。柵長
が短いため、副防雪柵の設置側（マイナス方向）へ風が
整流しきれず誘導が少なくなったと考えられる。
(2) 風向角135°
図-11 に「実験条件 5（開口幅 100mm 第 1 車線）」、
図-12 に「実験条件 6（開口幅 100mm 第 4 車線）」、
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図-15 気流の周り込み対策をした防雪柵模型

表-3 風速比のピーク値（風向角 135°）
実験条件

５
６
７
８

風向 開口
計測
角
幅
( °) (mm) 車線

副防
雪柵
なし

副防
雪柵
30mm

副防
雪柵
60mm

副防 副防雪 副防雪
柵30mm 柵60mm
雪柵
張出
張出
90mm
10mm

10mm

135 100 第1

0.83 0.76 0.79 0.84 0.71 0.79
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
(3)
135 100 第4 0.65 0.66 0.65 0.66 0.63 0.65
(2)
(5)
(2)
(5)
(1)
(2)
135 200 第1 1.04 0.94 0.99 1.03 0.92 0.96
(6)
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
135 200 第4 0.69 0.64 0.71 0.79 0.59 0.67
(4)
(2)
(5)
(6)
(1)
(3)
( )内の数値は風速比が低い方からの順位

図-13 に「実験条件 7（開口幅 200mm 第 1 車線）」、図
-14 に「実験条件 8（開口幅 200mm 第 4 車線）」の風速
比の分布を示す。実験では防雪柵の端部に板を設置し、
風の回り込み対策を講じて実験を行った（図-15）。
a) ピーク値について
表-3 に風向角 135°の風速比のピーク値を示す。柵長
が短い方が軽減が大きい傾向が掴めた。柵長が長いと風
向の垂直方向の幅が制限されるが、柵長が長いために回
り込んだ風が整流し軽減が小さくなったと考えられる。
柵長が同じでも張出がある方で軽減が確認できた。特
に実験条件 7、8 では軽減が大きい。張出がある場合、
柵長が短い方が効果は大きかった。風向と副防雪柵の仰
角が大きな方が開口部への風の流入を防ぎ、また、副防
雪柵が短い方が長いものに比べ整流されにくいと考えら
れる。
b) ピーク位置について
第 1 車線では開口幅が 100mm から 200mm になっても
風速比のピーク位置は開口部中心から 250mm（副防雪
柵を設置してない側）と概ね変わらない（副防雪柵なし
を除く）。副防雪柵の違いとピーク位置はばらつきがあ
まりなく大きな傾向が見られなかった。
c) 風速比の上昇範囲について
副防雪柵の設置側（マイナス方向）からの風向のため、
副防雪柵の種類によらず、特に副防雪柵を設置していな
い側（プラス方向）で車線を問わず風速比は軽減できた。
開口部 200mm の場合、柵長が 90mm と長いと、副防
雪柵がない場合よりも、第 4 車線では開口部中心から
150mm 以降（副防雪柵を設置してない側）で風速比が
高い。これは副防雪柵により直接の風の流入は防いでい
るが、副防雪柵端部より回り込んだ風によるものと考え
られる。柵長が長い程、風速比が高くなっている。回り
込んだ風がより整流されると考えられる。そのため、第
1 車線の開口部中心から 150mm～250mm で風速比が一番
高く、風下の第 4 車線で風速が増す範囲が広がったと考
えられる。副防雪柵の違いによる軽減の範囲は変わらな
いが、柵長が短い方が軽減は大きかった。
(3) 風向角45°
風向角 45°は風向角 135°と同様に、実験では柵の端部
に板を設置し、風が回り込まないように対策を講じて実

図-16 道路上の縦断方向における風速比
（実験条件 9：風向角 45°、開口幅 100mm、第 1 車線）

図-17 道路上の縦断方向における風速比
（実験条件 10：風向角 45°、開口幅 100mm、第 4 車線）

験を行った。図-16 に「実験条件 9（開口幅 100mm 第 1
車線）」、図-17 に「実験条件 10（開口幅 100mm 第 4
車線）」、図-18 に「実験条件 11（開口幅 200mm 第 1
車線）」、図-19 に「実験条件 12（開口幅 200mm 第 4
車線）」の風速比の分布を示す。
a) ピーク値について
表-4に風向角45°の風速比のピーク値を示す。開口幅
100mmの第1車線では副防雪柵の柵長が長くなると風速
比が上昇している。柵長が長くなることで風にあたる面
積が増えて、開口部への流入量が増えたためと考えられ
る。第4車線では、顕著な差を確認できなかった。
b) ピーク位置について
副防雪柵を設置していない側（プラス方向）からの風
向のため、ピーク位置は副防雪柵の設置側（マイナス方
向）で風速が増している。実験条件 9 では、柵長が長い
方が風速が増している。柵長が長いとより多くの風を開
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開口部100mmでは副防雪柵が長い方が、第1車線の開
口部中心から-50～-300mm（副防雪柵の設置側）で風速
が上昇した。副防雪柵が開口部への風をより多く流入さ
せていたと考えられる。第4車線では、顕著な差を確認
できなかった。これは風が拡散されたためと考えられる。
開口部200mmでは、副防雪柵の設置により第１車線の開
口部中心から-50～-300mm（副防雪柵の設置側）で風速
が若干小さくなっているが、顕著な傾向は確認できなか
った。
4. まとめ
風向角を変化させ、副防雪柵の長さなどの違いによる
視程急変箇所の風速とその影響範囲を計測し、副防雪柵
の違いによる緩和効果の特徴を把握するため、防雪柵模
型を用いた風洞実験を行った。
その結果、風向角 90°では、副防雪柵の設置により
風速比が大きくなり、影響範囲も拡大した。柵長が長い
ほど風速比が大きくなる傾向を確認できた。
風向角 135°では、副防雪柵の設置により風速比が軽
減された。柵長では短い方が、張出の有無では張出があ
る方が、張出がある場合は柵長が短い方が、それぞれ軽
減が大きくなる傾向を確認できた。
風向角 45 °では、副防雪柵の設置により開口部
100mm では風速比が大きくなった。張出の有無では張
出がある方が、風速比が軽減される傾向を確認できた。
以上の風洞実験結果から、副防雪柵の長さと、張出な
どによる風向と副防雪柵の仰角により、開口部への風速
を軽減できることを確認した。
今後は効果的な副防雪柵の長さと仰角や設置位置など
について、検討を進めることとしたい。

図-18 道路上の縦断方向における風速比
（実験条件 11：風向角 45°、開口幅 200mm、第 1 車線）
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図-19 道路上の縦断方向における風速比
（実験条件 12：風向角 45°、開口幅 200mm、第 4 車線）
表-4 風速比のピーク値（風向角 45°）
実験条件

９
１０
１１
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