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吹雪量は、風向に対して直交する単位幅を単位時間

１．はじめに

に通過する雪粒子の質量(kg/m/h)のことを指し5)、そ
近年、急速に発達した低気圧や収束帯によってもた

の値の大小により吹雪の度合いを示すものである。

らされる暴風雪に伴い、多数の車両の立往生や長時間

本稿では、暴風雪時の道路管理における判断支援方

に亘る通行止めなどの障害が度重なって発生してい

策を検討するために、暴風雪時における道路管理体制

る。このことから、今後道路ネットワークを寸断し地

と課題を整理した結果を提示する。ここでの「暴風雪

域住民の生活や経済活動に打撃を与える、一回の極端

時」とは、暴風雪発生の概ね数日前から暴風雪終了後

な暴風雪による被害を軽減する必要がある。ここでの

道路維持管理に関連する活動が完了するまでの期間を

「一回」とは、連続した吹雪の開始から終了までの期

指す。

間（概ね半日～数日程度）を指す。
吹雪の厳しさを示す既存の指標として、年間累計吹

２．暴風雪時の道路管理体制の整理

雪量や視程障害発生頻度がある。しかし、これらは一
冬期を通したものであり、一回の暴風雪の激しさを適

暴風雪時の判断支援方策の検討にあたり、暴風雪対

切に評価する指標ではない。よって、激しい吹雪に伴

応における道路管理の段階、部署の区分、ならびに各

う道路通行規制の数値基準は、現時点では確立されて

局面での対策を想定のうえ、各局面で必要かつ有効と

おらず、各路線の道路管理者が、気象状況・道路パト

考えられる指標や資料や情報の素案を、国土交通省本

ロール・管理用カメラ映像などに基づく総合的な判断

省や北海道開発局を例として表－1に整理した。以下

により通行規制を実施している。また、国土交通省に

に、表－1の各整理項目について詳述する。

よる「大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ 」
1)

によれば、情報収集や提供の工夫、地域や道路ネット
ワーク（路線・区間）ごとにタイムラインを策定すべ

２．１

道路管理体制の段階、部署について

暴風雪時における道路管理の段階と部署は、概ね以
下のような区分、種類に整理される。

きと指摘している。
そこで、一回の暴風雪の厳しさを指標に基づき適切
に表現したうえで、これらの頻度や地域性をグラフや

２．１．１

道路管理体制の段階

（１）道路計画、年単位の管理計画

ハザードマップなどで提示し、道路計画や維持管理の

新規道路や道路網に関わる防災事業の計画、また年

判断支援材料としてとりまとめれば、暴風雪災害の軽

単位における維持管理計画の策定（暴風雪が発生した

減に資するものと考えられる。当研究所では、現在上

際の対応、対策などの検討）。

記について検討しており、これまで以下の検討を進め

（２）暴風雪時の維持管理
暴風雪に伴う障害状況に対応した維持管理、対応の

てきた。
・面的な時間吹雪量の推定手法の構築

2)

・極端な暴風雪時における吹雪量と国道通行止めとの
事例解析

2)

２．１．２

部署

（１）国土交通省本省、北海道開発局本局

・暴風雪事例を網羅的に解析するためのデータセット

広域かつ長期的な道路計画の策定や、暴風雪により
広域（複数の開発建設部や関係機関）に甚大な被害が

の作成

3)

・暴風雪災害の規模について、道路管理に資すること
を重点に置いた警戒レベルの作成

4)

・一回の暴風雪の厳しさを評価する指標の選定と警戒

№830

発生、または発生が予測される状況において、これら
の調整を担当する部署。
（２）開発建設部本部
該当する開発建設部管内において、各道路事務所と

レベルとの関係

4)

寒地土木研究所月報

実施。
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連携のうえ道路防災事業や維持管理の計画を策定す
る。また、暴風雪時に多路線または複数の道路事務所
で被害が出ている状況において、これらの調整を担当

・防雪対策施設などの整備
２．２．２

ソフト対策

（１）道路計画、管理計画
・タイムラインの策定（各部署に応じた）

する部署。

・除雪計画の策定、除雪体制の確保

（３）道路事務所
管轄する路線・区間において、開発建設部本部が策
定する防災事業や維持管理の計画を支援する。また、
暴風雪時における道路パトロールや除雪作業、通行止
めの実施や解除などの維持管理を担当する部署。

・関係機関連携体制の構築
・利用者、地域住民への啓蒙、理解の促進など
（２）暴風雪時
・対策本部設置、関係機関との連携
・除雪体制の強化、支援

２．２

検討・実施対象となる対策について

２．
１で整理した道路管理体制の段階や部署ごとに、
検討・実施対象と想定される対策を以下に大別する。
２．２．１

・情報提供
・道路パトロール、除雪体制の強化
・通行止め管理

ハード対策

・道路ネットワークの機能強化

表－1
段階

部署

道路
計画

国土交通省
本省
北海道開発
局本局

管理
計画

開発建設部
本部

道路事務所

暴風雪
時

68

暴風雪時における段階、部署、対策と指標・情報・資料の整理（案）

検討・実施対象となる対策
ハード対策
ソフト対策
・タイムラインの策定
・道路ネット
・除雪計画の策定、除雪体
ワークの機
制の確保
能強化
・関係機関連携体制の構築
・防雪対策施
・利用者、地域住民への啓
設などの整
蒙、理解の促進など
備
・タイムラインの策定
・道路ネット
・除雪計画の策定、除雪体
ワークの機
制の確保
能強化
・関係機関連携体制の構築
・防雪対策施
・利用者、地域住民への啓
設などの整
蒙、理解の促進など
備
・タイムラインの策定
・防雪対策施
設などの整
備

国土交通省
本省
北海道開発
局本局

なし

・対策本部設置、関係機関
との連携
・除雪体制の強化、支援
・情報提供

開発建設部
本部

なし

・対策本部設置、関係機関
との連携
・除雪体制の強化、支援
・情報提供

道路事務所

なし

・道路パトロール、除雪体
制の強化
・通行止め管理

活用される指標、情報、資料
（想定）
【指標】
・道路ネットワークの災害規模を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標のハザードマップ
・上記指標の経年変化傾向
【指標】
・道路ネットワークの災害規模を表現した指標
・管内の路線・区間の障害の度合を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標のハザードマップ
・上記指標の経年変化傾向
【指標】
・管轄する路線・区間の障害の度合を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標のハザードマップ
・上記指標の経年変化傾向
【指標】
・道路ネットワークの災害規模を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標の予測値
・開発建設部本部などからの報告、情報
【指標】
・道路ネットワークの災害規模を表現した指標
・管内の路線・区間の障害の度合を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標の予測値
・管内の道路事務所などからの報告、情報
【指標】
・管轄する路線・区間の障害の度合を表現した指標
【情報・資料】
・上記指標の予測値、マップ
・道路パトロール、除雪作業などからの報告
寒地土木研究所月報
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２．３

３．１

道 路管理体制において活用される指標・情


暴風雪事例時の状況整理

はじめに、過去の暴風雪による通行止め対応の活動

報・資料
２．
２で示した各段階や部署ごとの対策において、

記録に基づき、暴風雪事例および道路管理区間ごとに

判断支援材料として活用される指標・情報・資料を、

活動記録の時系列データを作成した。つぎに、活動記

以下のように想定する。

録の時系列データを用いて、現状の道路管理の基本的

２．３．１

な流れと、判断が困難な事象を整理した。上記に基づ

指標

き、暴風雪時の道路管理における課題を抽出・整理し

・暴風雪の災害規模を表現する指標（警戒レベル、

た。

障害度）および指標の再現期待値、経年変動
・道路状況を示す指標（吹雪視程、吹きだまり、吹

３．１．１

２．３．２

整理方法および整理事例

各暴風雪事例について、道路管理区間ごとに活動記

雪量など）
、および指標に基づく通行止め基準

録を時系列データとして整理した。ここでの対象は、

情報

・ハザードマップ（再現期待値など）

道路管理の推移や対応が分かるよう、10以上の活動記

・実況値、予測値（およびその閲覧システム）

録がある117事例とした。

・気象予報

３．１．２

・道路パトロールからの現場の状況報告

道路管理の基本的な流れについて

活動記録の時系列データを用いて、道路管理区間に

など

おける暴風雪時の基本的な維持管理の流れを表－2に
整理した。ここでは、各段階に「平常」、「注意」、「通

３．道路管理の現状に関する整理

行止め」、「解除準備」、「平常（通行止め解除）」と名
称を付して整理した。また、各段階で想定される道路

より有効な判断支援方策を検討するため、暴風雪に
よる通行止め対応の活動記録の整理や、道路管理者を

管理者や利用者の行動を表－2に付記した。

対象としたヒアリング調査を行い、暴風雪時の道路管

３．１．３

理の課題や道路管理者が必要としている指標や方策な

道路管理における課題について

表－2の流れにおいて、段階を移行する場合には、
道路管理者が判断を行う必要がある。ここでは、段階

どについて取りまとめた。

を移行する判断が困難な場合を想定し、（１）に整理

表－2

道路管理区間における暴風雪時の基本的な維持管理の流れと、各段階で想定される道路管理者・利用者の行動
段階

気象

対応
通常除雪や定期的な

平常

吹雪なし

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙによ

注意

（通行止め準備）

積極的に情報を収集
のうえ、通行止めを

・関係機関との情報共有、調整

通常除雪や定期的な
道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙによ
り、交通の安全を確
保する

2022年４月

・情報収集の強化

道路状況の把握
・通行止め解除に向けた
除雪作業の進捗

（臨時の道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙなど）

情報収集

・現地点検などによる

除雪作業

迂回路選択・運転中止

通行止め解除に向け ・通行止め解除に向けた

による道路状況の報告

立ち往生・救助要請

・気象情報

・関係機関との情報共有、調整 ・隣接する道路管理区間との調整
・通行止め解除
・関係機関、利用者への周知
・通常除雪

-

通常走行

吹雪なし

・隣接する道路管理区間との調整

ため通行止めを行う ・除雪作業の中止または継続

（天候回復） 地点検を行い、安全

または

まり）

・道路パトロール、除雪作業など

安全が確保できない ・関係機関、利用者への周知

吹雪継続

道路状況の悪化（視程障害、吹きだ

暴風雪により交通の ・通行止めの開始

暴風雪の減衰 た除雪と、道路の現

№830

（臨時の道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙなど）

・点検やCCTV映像などで把握した

通行規制

寒地土木研究所月報

・情報収集の強化

通常除雪

（通行止め解除）

・除雪体制の強化

注意・減速走行

検討する

・気象情報

・通常除雪

暴風雪が予見され、 ・通行止めに向けた体制強化

を確認する

平常

・定期的な点検

利用者への情報提供

暴風雪

・気象情報収集

優先区間の集中除雪・広域除雪支援

（通行止め継続）

吹雪開始

（想定）

危険区間の作業中止

解除準備

または

道路利用者の行動

（想定）

巡回除雪

時 間

通行止め

吹雪なし

道路管理者の行動

判断のトリガー

通常走行

保する

次の段階に移行する

通常除雪

り、交通の安全を確

作業項目
（道路事務所）
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した。これらを、道路管理上の課題を示唆する状況と

た除雪が終了し、事務所職員などの現地点検により異

する。つぎに、活動記録の時系列データ117事例のう

常がないことを確認してから、通行止めを解除する事

ち（１）に類似する計22事例を抽出のうえ（表－3）、

例が多かった。一方で、降雪・強風や吹雪による視程

道路管理における課題を（２）に整理した。

障害に伴い、通行止め解除の見込みが立たない、また

（１）段階移行の判断が困難な場合（想定）

はその判断を延期した事例が見られた。判断を延期し

・通行止めや通行止め解除の判断など、段階の移行

た事例は、気象情報による今後の道路状況の推定が困

に向けて、情報収集（道路パトロールや維持業者

難だったと推測される。このことから、気象情報と吹

への照会、CCTV確認による道路状況の把握、気

雪に伴う道路状況の悪化や交通障害との関係が不明で

象予測やテレメータなどの気象情報の収集）を実

ある点、任意の区間における吹雪に関連する情報を抽

施したものの、判断が困難な場合

出・利用する手段などに課題がある可能性が考えられ

・道路管理の基本的な流れ（表－2）にない、イレ
ギュラーな対応

る。
④ 車両スタック・事故の発生からみた道路管理の課題
活動記録の時系列データより、車両のスタックや事

（２）道路管理における課題

故の発生をきっかけに、通行止めを実施した事例がみ

① 注意段階への移行における課題
暴風雪による通行止め対応の活動記録は、平常段階

られた。これらの事故などは、発生時の気象や道路状

の記載がなかったことから、注意段階への移行におけ

態、またはそれ以外の要因（例えばチェーンの未装着、

る課題は不明である。なお、これらの活動記録は、現

ドライバーの技量など）によって発生したものと考え

地維持業者からの吹雪による視程障害など、道路状況

られる。以上から、車両のスタックや事故に至る道路

悪化の報告があった時点から開始されている場合が大

状況の把握が課題であると考えられる。

部分であった。上記の報告から、今後の吹雪や暴風雪

⑤ 除雪作業からみた道路管理の課題

に関する情報などを道路事務所と維持業者で共有する

活動記録の時系列データより、通行止め中に除雪の

ことが、迅速な道路管理に有用であると予想される。

応援について調整している事例や、通行止め解除に向

② 通行止め開始の判断における課題

けて除雪を早めるようロータリー車の投入を指示す

活動記録の時系列データより、維持業者や事務所職

る、または適切なオペレーターの休憩を要請する事例

員が現地確認を行い、道路状況の悪化（視程障害など）

がみられた。判断が困難だったと考えられる明示的な

を確認して通行止めを判断していた。判断が困難だっ

記録は無かったものの、暴風雪の規模や時間に応じて

たと考えられる事例はなかったが、現地を直接確認す

除雪に必要な能力（除雪機械の台数）やオペレーター

る管理手法と併せて、管轄する路線上で大規模な車両

のシフトを検討することが、効率的な除雪による早期

滞留を回避するための事前通行規制の整備が課題と考

解除に向けて有用であると考えられる。

えられる1)。
３．２

③ 通行止め解除の判断における課題
活動記録の時系列データより、通行止め解除に向け

暴風雪時の道路管理に関するヒアリング調査

暴風雪時の道路管理における現状や動向、課題、道
路管理者の判断支援方策に対する要望や、一回の暴風

表－3

 風雪時における道路管理の課題と想定される項
暴
目と事例数
項目

事例数
注意段階

判断が困難と
想定される場合

への移行
通行止め
開始判断
通行止め
解除判断

スタック・
事故の発生

通行止め
開始前
通行止め
最中

0

平常時の記録がないため不明

10

とを目的として、北海道開発局の道路管理者を対象に
ヒアリング調査を行った。本節では、暴風雪時の道路
管理と、一回の暴風雪の評価指標について、要約した
結果を以下に示す。

0

３．２．１
点検結果、雪庇除去が必要と判断された事例除く

暴風雪時の道路管理について

（１）管理体制と管理の基準

6

北海道開発局では、「大雪時の道路交通確保対策中

4

間とりまとめ1)」を受けて、暴風雪対策のタイムライ

臨時的な対応（除雪）

2

計

22

70

備考

雪の評価指標4)とその活用方法の妥当性を把握するこ

通行止め中に除雪の応援を調整（1件）、除雪の増
強やオペレーターの休息の確保を指示（1件）

ンの策定が各開発建設部で進められている。基本的に
は、主要な峠で予防的通行規制区間が設定され、それ
らがタイムラインの対象となっている。タイムライン
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は、暴風雪の発生が見込まれる3日程度前から行動を

を行動のトリガーとしていることから、評価指標の検

開始する形となっている。また、単独の開発建設部で

討に吹雪時の視程および吹雪量を用いることが妥当で

維持管理の対応が困難な場合は、開発建設部間で除雪

あると判断された。また、面的な情報に関して、個々

などの応援が行われ、その調整は北海道開発局本局が

の管理路線を想定した細かいメッシュ（解像度）での

行う。

情報提供への要望があった。加えて、道路管理者向け

（２）吹雪状況のモニタリング
吹雪状況のモニタリングは、道路パトロールによる
現地状況の把握、気象情報やCCTVカメラなどの利用

と一般向けのように、情報の利用者を想定した使い分
けの提言があった。
（２）道路管理での指標の活用

が主である。吹雪に着目した道路パトロールは、維持

道路管理に際し、予測に対する強い要望があり、評

管理の経験を基に、吹雪障害が発生しやすい場所を中

価指標である「警戒レベル4)」や、吹雪に関する細か

心に行われている。

いメッシュ（解像度）での予測値への期待がある。ま

（３）道路管理で利用される気象情報、データ

た、通行止めの判断の他、応援体制や人員配置の検討

暴風雪時の道路管理で利用されている情報は、気象

に、この評価指標が活用できるのではないかという見

庁などが提供する気象の現況と予測、道路パトロール、

解が示された。加えて、暴風雪の予測に対する評価指

CCTV、テレメータなどで収集される現地道路状況な

標の適用や、その情報を提供するシステムへの要望が

どが挙げられた。また、道路利用者に注意喚起を促す

あった。

数値的な情報や、吹雪が収束するまでの時間などの予
測情報、ならびに直接的な通行止めの基準への要望が
あった。

３．３

暴風雪時の道路管理における課題

３．１および３．２で整理した内容をもとに、暴風雪

（４）通行止めなどの判断、実施方法
気象庁が提供する気象情報、および気象警報などの

時の道路管理とその課題を、表－1に示す各部署およ
び道路利用者、道路管理計画および暴風雪時の段階に

発表に基づき、3日程度先に向けてシナリオを想定の

分類のうえ以下に取りまとめた。

うえ道路維持管理を実施する。また、スタックの発生、

３．３．１

除雪能力を超えた降雪、視程障害の発生などが、主た
る災害の発生時点の時刻である「ゼロ・アワー（0時
間） 」としてタイムラインに組み込まれている。
6)

国土交通省本省、北海道開発局本局

（１）道路管理計画
国土交通省本省および北海道開発局本局は、暴風雪
時に備えた道路計画、および除雪計画を立案する。道
路計画や除雪計画の立案には、暴風雪に伴う地域性を

（５）課題、今後の要望
道路維持管理の従事者の経験や、道路パトロール結

把握することが重要と考えられる。ただし、吹雪の厳

果への依存度が高いことが、現状の課題として挙げら

しさを定量的に把握できる現状の資料は、年間累計吹

れている。また、上述のタイムラインにおけるゼロ・

雪量や視程障害発生頻度など、一冬期を代表する値に

アワーの適切な設定基準が明瞭でないことから、事前

限られる。加えて、急速に発達した低気圧に伴い暴風

の判断に有効な情報提供や判断根拠となる指標の確立

雪となる北海道東部は、北海道日本海側と比較して年

に対する期待がある。また、担当者の雪害に関する知

間累計値は小さいことなどから、一冬期の吹雪に関す

識レベルに差があることや、発注者と受注者の間のイ

る累計値と、一回の暴風雪の頻度や規模は必ずしも相

メージの共有が難しいことが課題となっており、過去

関しないものと考えられる。以上より、道路計画や道

の暴風雪事例の規模と紐づけされたわかりやすい情報

路管理の体制・対応の検討にあたり、一回の暴風雪の

が求められている。

厳しさを示す資料の整備が必要と考えられる。
（２）暴風雪時

（６）その他
地域により、暴風雪への耐力が異なる。また、道路

暴風雪時において、国土交通省本省および北海道開

管理上ハード対策が検討・実施されるのは、吹雪の発

発局本局は、各開発建設部本部や関係機関との連絡体

生頻度が高い地域が中心であり、発生頻度が低い地域

制確保や情報収集を実施し、必要に応じて適切な対策

は、ソフト対策が主となる。

などを指示する。各地域における気象の規模を示す既

３．２．２

往の情報として、気象庁の気象警報・注意報や予想降

一回の暴風雪の評価指標について

（１）道路管理における指標の妥当性
道路管理において、視程障害やスタック車両の発生
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雪量7)などの情報がある。ただし、利用する気象情報
と、吹雪に伴う道路状況の悪化や交通障害との関係が
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明確でないことが課題と考えられる。

険な地域や時間帯を把握のうえ、より安全に走行可能

３．３．２

なルートや出発時間の検討、ならびに運転の自粛を行

開発建設部本部、道路事務所

（１）道路管理計画
開発建設部本部は、管内の道路防災事業の計画や、

うことが考えられる8)。本稿で例示した北海道開発局
管内において、吹雪視程は「北の道ナビ【吹雪の視

維持管理の計画を策定し、併せて利用者への啓蒙を実

界情報 北海道版】9)」にて、概ね旧市町村単位で24時

施する。また、道路事務所がこれらを支援する。ヒア

間先の予測値が公開されている。また、「気象庁 | 今

リングの結果、各開発建設部において暴風雪対策のタ

後の雪（降雪短時間予報）7)」では、2021年11月より6

イムラインが策定され、併せて早めの通行止め実施を

時間先までの降雪量予測値が5km解像度で公開してい

目指す方針となっている。

る。今後、これらの情報を活用しながら、一回の暴風

暴風雪対応のタイムラインにおいて、主たる災害の
発生時刻である「ゼロ・アワー（0時間）」は、除雪困

雪の厳しさを示す指標を提示することが有用と考えら
れる。

難や、交通障害の発生が想定されている。「タイムラ
6)
イン（防災行動計画）策定・活用指針（初版）
」に

４．今後の取組予定

よれば、
ゼロ・アワーより前にリードタイムを確保し、
早めの防災行動を開始することで、防災行動を有効に

今後、暴風雪災害の軽減に資するため、一回の暴風

機能させる必要があると示されている。したがって、

雪の厳しさを適切に評価する以下2種類の指標を提示

タイムラインの運用に際し、ゼロ・アワーを適切に設

する。①道路管理者が担当する路線・区間の通行規制

定することが望ましい。ただし、現時点ではゼロ・ア

などを判断するための「線的な障害を示す指標」とし

ワーの適切な設定基準が明瞭でないことが、課題であ

て、過去の国道通行止めと吹雪量との解析により「障

ると考えられる。

害度」を求める。また、②統括責任者が管轄する区域

（２）暴風雪時

の警戒・非常体制の発令を判断するための、「道路ネ

暴風雪時において、開発建設部本部および道路事務

ットワークの障害や地域の災害の規模を示す面的な指

所は、体制の構築、対応の検討・判断、情報収集・共有

標」を、原田ら4)が示した設定手法を用いて、北海道・

や利用者への周知、維持管理作業を行う。活動記録や

東北地方・新潟県に適用する予定である。また、上記

ヒアリング結果の整理により、以下の課題が示された。

の①・②および吹雪に関する累計値について、頻度や

・暴風雪の規模を予測することが困難である。

経年変化、地域性をグラフや分布図などで提示のう

・通行止め開始・解除のタイミングを判断しにくい。

え、暴風雪に関するハザードマップを作成する予定で

・CCTVカメラによる映像から視程障害の程度を判

ある。加えて、上記を実施した結果と、本稿に示した

読しにくい場合があり、通行止め開始・解除の最

暴風雪時における道路管理体制と課題を整理した結果

終判断のために現地確認を実施している。

に基づき、道路管理における判断支援方策を、本稿の

・通行止め開始時に、現地を直接確認する必要があ

続編（その2）として取りまとめる予定である。

る点が、迅速な判断や管理コスト削減における課
題となっている。
・通 行止め解除の見込みを立てられない事例があ
り、気象情報と道路状況の関係が不明である点、

謝辞：国土交通省北海道開発局には、暴風雪時の道路
管理に関するヒアリング調査などにご対応いただい
た。記して御礼申し上げる。

任意の路線・区間の情報を容易に利用する手段が
無い点、ならびに今後の吹雪状況を推定するため
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