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防雪柵開口部における副防雪柵の効果について
―現地観測と数値シミュレーションとの比較―
国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 雪氷チーム ○高橋 渉
櫻井 俊光
松下 拓樹
吹雪による交通障害の対策として防雪柵が設置されているが、柵端部や開口部において、視程障害や吹
き溜まりによる影響が生じている。その対策として、副防雪柵が設置されているが、その定量的な効果は
明らかではない。本論文は、石狩吹雪実験場に実物大の防雪柵と副防雪柵を設置し、定点気象観測と移動
気象観測を行った。また、3次元数値シミュレーションにより風速の分布を計算して、副防雪柵の効果に
関して観測結果との比較を行った。
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1. はじめに

策効果を調査した結果を報告する。

吹雪による交通障害の対策として防雪柵の設置が行わ
れている。一方、防雪柵設置区間においても、柵端部や
開口部において、視程障害や吹きだまりによる事故等が
発生している。そのような視程急変箇所の対策として、
冬期のみ閉鎖を行う箇所もあるが、それができない箇所
においては副防雪柵の設置など視程急変対策が提案され
ている1)、2)。しかし、この対策による効果の程度は定量
的に明らかとなっていない。
寒地土木研究所では、防雪柵の端部・開口部対策に関
する研究として、視程障害移動観測車による現地観測3)、
4)
、石狩吹雪実験場における実寸大の防雪柵を用いた定
点気象観測5)、6)、開口部を含む防雪柵模型を用いた風洞
実験7)、防雪柵や副防雪柵周辺の風速の3次元的分布を求
める数値シミュレーションなどを行い、防雪柵の端部・
開口部における視程や風速の急変のメカニズムの解析と、
副防雪柵による対策効果の定量的な評価を行っている。
本稿では、2019年冬期に行った、石狩吹雪実験場におけ
る視程移動観測車による観測、定点気象観測、数値シミ
ュレーションの3つの解析結果から、副防雪柵による対

2. 観測方法
観測は寒地土木研究所の石狩吹雪実験場（北海道石狩
市美登位、北緯43度12分40秒、東経141度23分42秒）で
行った。石狩吹雪実験場には、約200m程度の直線道路
（周回可能なアスファルト舗装）があり、その道路脇に
北海道開発局標準図集8)にも掲載されている高さ5.07mの
吹き止め式防雪柵（以下、吹き止め柵と呼ぶ）
（L=102m）が設置されており、北北西の方向に伸びて
いる。吹き止め柵には開口部が2個所設けられており
（図-1）、本観測では開口部2において、副防雪柵とし
て、L=3mの吹き止め柵を本線の吹き止め柵に対して
90°に折り曲げる形で両側に設置した（図-1左、図-2）。
開口部1は比較のため無対策の状態である。なお、それ
ぞれの開口部の幅は9mである。
気象観測機器は、風上側に1点、風下側に6点設置した
（図-1）。風上側には、開口部と開口部に挟まれた吹き
止め柵の背後17mの位置を基準点とし、ドライバーの視

開口部 L=9m
副防雪柵

図-1 石狩吹雪実験場内の吹き止め柵、気象観測機器の配置状況、副防雪柵詳細図
(図中●は風向風速計、▲は視程計と視程を測る向きを示す)
Takahashi Wataru, Sakurai Toshimitsu, Matsushita Hiroki
－ 472 －

風向風速計

視程計

2020 年 10 月 19 日撮影

副防雪柵

図-3 視程移動観測車
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3. 観測結果

視程計
2019 年 12 月 27 日撮影
図-2 石狩吹雪実験場 状況写真
(上段：吹き止め柵全景、下段：気象機器設置状況)
点を想定した高さ1.5mの位置に視程計（明星電気製：
TZE-4）と、高さ1.8mの位置に風向風速計（R.M.Young社
製：KDC-S04）を設置した（図-1の①）。風下側には、
それぞれの開口部に対して、開口部中央と、道路の風上
側路側（開口部から6.5m）の位置と、風下側路側（開口
部から27.5m）の位置に、視程計と風向風速計を設置し
た（図-1の②、③、④、⑤、⑥、⑦）。設置高さは、風
上側と同じである。データの取得は1.0sごとに行った。
視程移動観測車（図-3）は、トヨタランドクルーザー
に、ビデオカメラ（ソニー製：DCR-VX1000）、前方散
乱型視程計（明星電気製：TZF-31A）、超音波式風向風
速計（プリード製：PGES-100-3）、GPSセンサー（デー
タテック製：M12P/10S）を搭載している。視程移動観測
車による観測は、基本的に吹き止め柵に近い直線道路の
車線1、車線2（図-1）を左側通行で行った。視程と風向
風速のデータの取得は0.1sごとに行い、運転手と調査員
の2名が同乗して行った。

(1) 定点気象観測結果
図-4は、基準点の風向のうち、吹き止め柵に直交する
西北西の風向と、吹き止め柵が機能する斜風の最頻の風
向となる北北西の風向について、基準点の風速に対する
風下の観測点の風速をプロットしたものである。そのう
ち、無対策の開口部1（観測点②、③、④）の観測値を
青丸で、副防雪柵を設置している開口部2（観測点⑤、
⑥、⑦）の観測値を橙丸で示している。図中の直線は風
上と風下の風速が同じ場合を直線で示している。
西北西の風向の場合、開口部、および風上側路側にお
いて、副防雪柵を設置した場合の風速がやや大きく、ま
た基準点の風速よりも風下の風速が強まる傾向がみられ
る。一方、風下側の路側では、基準点の風速よりも風下
の風速が下回った。北北西の風向においては、開口部と
風上側路側では、副防雪柵を設置した開口部2において
風速の低下が見られた。一方で、無対策の開口部1につ
いては基準点とほぼ同じ風速であった。風下側の路側で
は、両者に差は見られず、基準点とほぼ同じ風速が観測
された。
図-5は、風速と同様に基準点の視程値に対する風下の
視程値をプロットしたものである。なお、視程障害時を
想定するため、基準点の視程値が1000mを下回るデータ
を対象とした。これによると、吹き止め柵に直交する西
北西の風向においては、開口部では無対策の場合の方が
視程が改善する傾向はあるが、風上側の路側においては
副防雪柵を設置した場合に視程が大きく改善する結果と
なった。また、無対策の開口部1では基準点の視程値よ
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図-4 風向別に各観測点の風速と基準点風速との関係
(図左側は風向：北西。図右側は風向：北北東)
りも低くなる傾向となった。風下側の路側においては、
無対策の開口部1における観測数の82%の視程値が1000m
以上となったが、副防雪柵を設置した開口部2において
は、基準点の視程値よりも低くなる傾向となった。一方、
斜風となる北北西の風向の場合、開口部では風向が西北
西の場合と比べても、視程値が全体的によくなる傾向と
なり、風上側の路側においては副防雪柵を設置した開口
部2における観測数の93%の視程値が1000m以上となり、
無対策の開口部1の視程値も大きくなる傾向となった。
風下側の路側においては、西北西の風向と同様に、無対
策の開口部1における観測数の90%の視程値が1000m以上
となり、副防雪柵が設置されている開口部2においては、
基準点よりも視程が小さくなる傾向にあった。一般的に、
開口部から離れれば離れるほど視程はよくなると考えら

れるが、風下側の路側の視程が小さい結果となったのは、
防雪柵延長が短く（図-1）、開口部以外からの影響を受
けた可能性があると考えられる。
(2) 移動観測車による観測結果
視程移動観測車による観測は、石狩吹雪実験場が地吹
雪によって視界不良となった2020年1月24日と2月6日に
行った。図-6は、移動観測車で車線1を計70回走行して
得られた風速をKPごとに集計し、その平均値で表した
ものである。なお、図中の青い線は吹き止め柵の位置を
示しており、KPが60～81m、90m～120m、129m～162mの
位置に設置されている。また、KP81～90mの開口部2に
は副防雪柵が設置されているが、KP120m～129mの開口
部1は無対策である。
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図-5 風向別の各観測点の視程と基準点視程との関係
(図左側は風向：北西。図右側は風向：北北東)
風向：全方位

風向：西北西

風向：北西

図-6 風向別に移動観測車により観測した KP における平均風速
(図左側は風向：全方位。図中央は風向：西北西、図右側は風向：北西。
Takahashi Wataru, Sakurai Toshimitsu, Matsushita Hiroki
－ 475 －

値はばらついた。次に、KPごとに視程の中央値を図-7
に示す。中央値の求め方も風速と同様に、各観測で得ら
れた視程値をKPごとに集計し、中央値で表した。青線
は吹き止め柵の位置を示すが、吹き止め柵や副防雪柵の
有無に関わらず視程値はばらついていた。標準偏差も
KPの違いでほとんど差はなく、場所によらずばらつい
ていたことが伺える。観測中のビデオカメラで撮影した
画像を確認したところ、開口部において吹雪粒子の吹き
出しによる視程低下は確認できるものの、観測区間の終
点部分は目視できる状況にあった。本実験場は、直線部
分が約200m程度しかなく、この程度の観測区間では、
移動観測車での視程観測は適さないことを示唆している。
図-7 移動観測車により観測したKPにおける視程値の中
央値（風向全方位）

図-6から、風向が全方位の時、吹き止め柵終点の
KP162m以降では7m/s以上の風が吹いているが、吹き止
め柵設置区間では4m/s以下に抑えられていた。開口部に
おいては、どちらの箇所も6m/s程度に上昇しているが、
副防雪柵の有無による違いは確認できなかった。また、
移動観測車での観測中に、基準点での風向が吹き止め柵
に対して直交の西北西の時と、斜風であり移動観測中は
最頻となった北西の風について比較をする。開口部で観
測される風速は西北西の風向で8m/s、北西の風向で7m/s
と風向によって多少の違いは見られるが、副防雪柵の有
無による風速の大きな違いは確認できなかった。開口部
においては、平均風速の標準偏差が大きく、平均に対し

4. 数値シミュレーションによる風速分布
定点気象観測で観測した副防雪柵の有無や風向の違い
を、数値シミュレーションで再現する。なお、数値シミ
ュレーションは、観測点以外の風速においても三次元で
可視が可能である。吹き止め柵の三次元CAD形状の作
成にはSOLIDWORKSを使用し、数値シミュレーターに
はSOLIDWORKS flow simulationを使用した。なお、風速
は風上で10m/sで吹いているものとする。
図-8に数値シミュレーションで計算した風速分布のう
ち、吹き止め柵に対して直交の西北西の風向（図-8左）
と、斜風の北北西の風向（図-8右）について示す。直交
風に関しては開口部で風が収束し、風下側の風速が増す
傾向にあることが確認できた。特に、副防雪柵を設置し
た開口部2においては、風を収束させる効果がより強い
結果となった。一方、斜風の場合は、無対策の開口部1

風向：西北西

風向：北北西

図-8 数値シミュレーションにより算出した風速分布
(風速は 10m/s、図中上側が無対策の開口部、図中下側は副防雪柵を設置した開口部)
（図左側は風向：西北西(直交風)。図右側は風向：北北西(斜風)。図中赤線は、風上側路側を示す。)
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においては、吹き止め柵と平行の方向に風が収束し、道
路上で強まる可能性がある。一方、副防雪柵を設置した
開口部2は、斜め方向からの風を遮ることにより、道路
上の風速を弱める効果が確認された。また、数値シミュ
レーションでは遥か遠方から風が吹いてくる設定である
が、吹き止め柵そのもの効果により吹き止め柵の背後約
20mはその影響を多少受けており、風速が弱まることも
確認された。

あり、そのような検討から現地の条件に適した副防雪柵
の設置方法や形状の検討が進むものと考える。
今冬期は、副防雪柵とは違った形状で防雪効果を得ら
れないかを検討し、斜行柵を複数枚設置して、風速や視
程、吹き溜まりの軽減効果を検証している。こちらも、
今冬期以降データを取得し、解析結果がまとまり次第、
論文等の形で公表していきたいと考えている。
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