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既設道路防雪林の機能向上に関する一考察（第2報）
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本稿は、第2報として、国土交通省北海道開発局稚

１．はじめに

内開発建設部浜頓別道路事務所にご協力いただき、長
防雪林とは、道路の風上側、または両側に、冬期で

年にわたり、丁寧な維持管理が施され、良好な生育状

も葉が落ちないマツ科ヨーロッパトウヒやアカエゾマ

態を保っている、一般国道238号浜頓別町山軽防雪林

ツなどの常緑針葉樹を設置し、風速を弱め、吹雪によ

（写真－1)において、全体的に、適切な防風・防雪機

る視界不良を軽減する防雪施設である。
第1報 では、一般国道40号 天塩町雄信内で、樹木
1)

能を発揮していることが示唆されたため、視界不良対
策の好事例として報告する。

下枝の枯れ上がりを原因とした防雪機能の低下が危惧
された林帯に対して、風速を低減させる、補助柵を設
置した結果、国道上での視界不良軽減効果を有する可
能性が高いことを報告した。
これら取り組みは、令和3年3月5日に公表された、第
8期 北海道総合開発計画(図－1)2)「中間点検報告書3)」
で報告されている「雪害」を軽減する技術開発を支援
するものである。さらに、集中的な雪害対策による経
済被害の最小化や、冬期道路交通の確保、視界不良発
生時の安全性向上、人命被害の回避など、地域の豊か
さの醸成に資する可能性を有する。
図－1

写真－1
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写真－2

海沿いを走る一般国道238号 宗谷周氷河ロード5)

写真－3

一般国道238号の地吹雪発生状況9)

図－2

道内防雪林設置延長シェア

写真－4

図－4

両側設置の割合

一般国道238号の海岸侵食状況9)

「秀逸な道」は、多様な会社や組織が横断的に連携し、

２. 一般国道238号の重要性

地域の観光資源として道路を活用、周遊ドライブ観光
一般国道238号は、オホーツク圏と道北圏を結ぶ幹

を促進する取り組みで、道内12路線が認定されている。

線道路で、網走市大曲を起点とし、稚内市潮見に至る、

一方、冬期の地吹雪による視界不良の発生(写真－

延長L=319.5kmを有する一般国道である。

3)9)や、荒波による海岸浸食が進み10), 11)、国道が崩壊

日当たり交通量は、稚内市内で6,797台を有し、昼

する危険性(写真－4) 9)などの課題も抱えている。そ

間12時間交通量が86%、大型車混入率は12%と低く、

のため、除排雪を含め、国道の維持管理は、迅速かつ、

観光などを含めた一般車両が多い路線である4)。

丁寧な対応が求められており、各道路事務所では、昼

オホーツク海岸線に沿い、常に海が臨めるシーサイ
ドラインであり(写真－2) 5)、冬期には流氷を見るこ
とができると同時に「とるぱ

」にも認定されている、

6), 7)

日本最北端の地である宗谷岬を経由している。

夜問わず、万全な体制を整えている(写真－5)12)。
これら課題解決のため、網走開発建設部では紋別防
雪事業13), 14), 15)、稚内開発建設部では浜猿防災事業16)な
どの、防災･防雪対策事業が進められている。そのう

このことからも、一般国道238号は、令和3年7月15
日に、魅力ある景観などを有する道路を選定する、シ

ち、本稿で報告する、防雪林の整備は、古くから行わ
れており、良好な効果を発揮している箇所もある。

ーニックバイウェイ「秀逸な道」に認定 された。
8)

図－3
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両側に防雪林を設置した際の効果21)

図－6

宗谷シーニックバイウェイ

写真－5

猿払村浜鬼志別での除雪状況12)
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写真－6

山軽防雪林(令和2年7月撮影)

写真－7

出典：国土地理院 Web サイト

更喜苫内防雪事業

表-1

238

落葉広葉高木

常緑針葉高木

一般国道238号
BP=236,341
EP=238,122
L=1,781m
国道両側
17箇所
30m
ヤチダモ
ハシドイ
ナナカマド
ヤナギ
アカエゾマツ
トドマツ

E5
浜猿防災 浜頓別工区
238

写真－8

クローバーの丘24)

山軽防雪林の概要

路線
起点
終点
路線延長
設置位置
区画
林帯幅員

一般国道 238 号
浜頓別町 山軽防雪林
40

夕日の名所クッチャロ湖22)

写真－9

土ほぐし作業の状況27)

３．山軽防雪林の概況
図－5に一般国道238号 浜頓別町山軽の位置、写真

232

－6に山軽防雪林の全景を示す。一般国道238号は、写

275

真－7 22)に示す、日本最北端のラムサール条約登録湿

40

地23)、かつ夕日の名所である、クッチャロ湖に隣接し
ている。同時に、写真－8 24)に示す、クローバーの丘、
ベニア原生花園など、風光明媚な観光スポットへの接
続ルートとして、平成27年度に、宗谷シーニックバイ
図－5

ウェイ(図－6)「はまとんべつスワットンロード」と

一般国道238号 浜頓別町 山軽防雪林の位置

して追加認定25)されている。
山軽防雪林は、昭和61年度から、平成12年度までに

図－2に、全道の防雪林設置延長のシェアを示す 。
17)

特に、道北地方は防雪林の設置事例が多い 。1位は、
18)

平成26年度に、更喜苫内防雪事業

19), 20)

が完了した、

段階的に整備された林帯で、国道両側に全17区画で構
成されている。
平成17年度に、土壌調査を含めた生育調査が行われ

一般国道40号のL=27.3kmである。一般国道238号は

た26)。その結果、生育不良が認められる区画は土が堅

L=18.8kmで、道内2位の設置延長を有する。

く、固相率が高い傾向が認められた26)。

北海道開発局のテレメーター浅茅野局による気象計

その対策として、写真－9 27)に示す「土ほぐし作業」

測データを後に示すが、本路線は、国道に対して東西

を行い、植生基盤を「やわらかく」することで、固相

両方向からの風が強いことが特徴である。よって、本

率を改善した。他の区画も育成状況を勘案し、必要に

路線は国道両側に防雪林を整備(図－3)21)している箇

応じて、裾枝払い、間引き、下草刈り、複梢の剪定、ヤ

所が多く、両方向からの風を防いでいる。

ナギ前生林や吹止柵の撤去などが行われている26)，27)。

図－4に、防雪林を国道の両側に整備している割合

さらに、平成28年度に、樹木の生育状況調査28)を行

を示す。本路線は、防雪林設置延長の69%区間で、国

い、区画別の生育状況を確認し、一部区画で間引き作

道両側に防雪林が整備されており、道内1位である。

業を行っており、現在でも、良好な生育状況が保たれ
ていることが期待される。
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写真－10

国道の山側･西側の背後地(令和3年1月撮影)

写真－11

本調査箇所から約5km北西方向に、北海道開発局が

山軽防雪林の背後地を写真－10、11に示す。東･西両
側とも平坦な草原で、冬期は雪に覆われる。武知ら

29)

国道の海側･東側の背後地(令和2年12月撮影)

管理する道路テレメーター浅茅野局が設置されている。

の調査より、風上に平坦地が存在する場合は、強風に

道路の方位や現場状況、沿道環境には大きな差異が

より雪粒子が舞い上がり、視界不良に至ることが明ら

なく、気象条件が大きく乖離することはないと判断し、

かとなっている。

当該道路テレメーターの1時間平均値のデータを検証

山軽防雪林では、風上で強風に伴う地吹雪が発生し、

した。
風向を図－7、風速分布を図－8、気温を図－9、日

雪粒子が国道に到達してしまうことで、視界不良が発

積雪深を図－10に示す。冬期間全体では、主風向は西、

生しやすい現場条件であることが窺える。
これらのことから、山軽防雪林における風況を明ら

風速2～4m/sが多く、年平均気温は約-3℃である。
その中から、吹雪で視界不良が生じた可能性が高い、

かにすることが必要である。

視界が500m以下に低下した際の風向を図－11、風速
分布を図－12に示す。視界不良発生時は、西南西、あ

４．浜頓別町山軽における過年度の気象概況

るいは東南東の風向が多く、国道の両側に防雪林が整
本調査を行うにあたり、平成27年度から令和2年度

備されている所以である。さらに、風速に着目すると、

までの過去6年間、11月1日から3月31日まで、冬期間

通常時の風速分布とは違う特徴を有し、風速が10m/s

の山軽防雪林近傍での気象計測結果を確認した。

以上の「やや強い風30)」の場合が多い。

天候悪化
視界不良

図－7
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テレメーター浅茅野局で計測された冬期の風向

図－11

視界が500m以下に低下した際の風向
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天候悪化
視界不良

図－8

冬期の風速別発生頻度

図－9

図－10

図－12

視界不良発生時の風速別発生頻度

道路テレメーター浅茅野局で計測された冬期の日平均気温

道路テレメーター浅茅野局で計測された冬期の日積雪深

なお、最大風速は、平成27年3月1日の午前7:00に計

５．維持管理の創意工夫事例：間引き樹木の有効活用

測された、18.6m/sであった。
気象計測データから鑑みられることは、防雪林によ

防雪林が育成するためには、裾枝払い、間引きなどの

り「風速を弱める」ことで、国道の視界不良を軽減で

作業が必要と考えられる。これら作業から排出される

きる可能性を有することが示唆される。

木材は、一般的に、廃棄物として有償処分されている。

よって、本稿では、防雪林の外側と、国道側の風速
の差、
即ち
「防雪林による減風効果」について着目する。

稚内開発建設部管内では、防雪林の維持管理作業か
ら排出される木材を減らす取り組みを行っており、好
事例として報告する。
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（単位：mm）

図－13

間引き材を再利用して作られた防風柵の詳細図32)

12 年後の
樹高の変化

平成 20 年 6 月撮影
写真－14

写真－13

平成20年度に山側・西側の全景を撮影

既設防雪林から間引きした樹木は、図－5に事業実

再利用された防風柵とチップマルチング材34)

令和 2 年 12 月撮影
写真－15

写真－14と同一箇所を令和2年度に撮影

６．山軽防雪林内の枯れ上がり状況

施箇所を示す「浜猿防災事業 浜頓別工区」へ移植し、
新たな防雪林として整備された。端材は、図－13 32)、

図－14に、令和2年度に調査を行った、KP=237,180

写真－13 に示す、防風柵やチップマルチング材に加

における、林帯下枝の枯れ上がり状況の横断図を示す。

工し再利用するなど、環境負荷の軽減に資する事業展

国道の両側で整備年度が異なるため、林帯の構造、樹

開が行われている。実施内容の詳細や効果検証は、高

木の設置間隔や樹高などが異なっている。

34)

田ら 、山田ら 、小城ら 、砂沢ら 、磯田ら より
9)

31)

32)

33)

34)

報告されているため、それらを参照されたい。
現場発生材料は、購入材料とは違い、品質が担保さ
れていない。即ち、再利用に耐えうる規格を満足でき
ない材料も含まれている。
各材料の品質検査を行い、使用可否を判断したのち、

山側・西側は、平成8年度に整備され26年が経過し
ているのに対し、海側・東側は、昭和61年度に整備さ
れ36年が経過している。
山側・西側は、樹木の設置間隔が広く、適切な間引
きも行われている。樹木同士の相互干渉による下枝の
枯れ上がりは認められず、良好な状態を保っている。

良品を選別し再利用する必要があり、各工事間での多

参考として、写真－14、15に、山軽防雪林の山側・

種多様な事業間調整だけでなく、きめ細やかな気配り

西側を同一箇所から撮影した全景を示す。写真－14

も必要となり、多大な労力やコストを要する。

は、平成20年度に、下道ら18)が、道北地方の防雪林を

しかし、国土交通省が進める「建設リサイクル推

全箇所現地踏査し、スクリーニングを行った際に撮影

進計画2020 」で、建設発生木材の再資源化率が定め

した写真である。写真－15は、12年後の令和2年度の

られ、令和6年度までの達成目標として、再資源化率

状況である。橙色点線で示した、電柱や固定式視線誘

97%以上と制定 されていることからも、これらの取

導柱の高さから相対的に比較すると、全体的に樹高が

り組みは、好事例であり、他の防雪林でも、同様の取

高くなり成長している。適切な維持管理により、林帯

り組みが推進されることが望ましい。

の育成状況が良好であることが窺える。

35)

36)
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【山側･西側】

20,000

2,000

4,000

4,000

既設防 雪林幅 員
10,500

30,000
4,000

4,000

【山側 ･西側 】

4,000

4,000

9,250
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1,500
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Ｃ
Ｌ

4,000
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5,500

6,500

6,000

風速風速計
タイムラプス
(定点カメラ)

900

900

3,800

7,000

風速風速計
タイムラプス
(定点カメラ)

7,500

基準点

吹止柵 h=5.0m(支柱のみ：樹木の生長に伴い防雪板は撤去済 )
至 網走

9,250
1,250 3,250

3,250

3,000

既設防 雪林幅 員
30,000

5,000

1,500

3,000

3,000

3,000

3,000

8,000

【海側･東側】
2,000

3,000

20,000

2,000 2,000

9,000

【海側 ･東側 】

基準点

2,100

2,100

900

3,000

風速風速計
タイムラプス
(定点カメラ)

5,500

10,500

900

2,600

2,000

2,000

2,000

4,000

Ｃ
Ｌ

1,600

風速風速計
タイムラプス
(定点カメラ)

至 稚内

4,500

12,000以 上

風向

吹止柵 h=5.0m(支柱のみ：樹木の生長に伴い防雪板は撤去済 )

温湿度計

至 網走

図－14

山軽防雪林KP=237,180における、林帯下枝の枯れ上がり状況、および計測機器設置状況の横断図 (単位:mm)

樹木の設置間隔が広い山側・西側に対して、海側・
東側は、整備年度が古く、密に植樹され、枯れ上がり
が生じている箇所が見受けられる。
伊東 の調査より、当時は、道路防雪林の技術的知
37)

を準拠し、高密度に植樹されている事例が多い。
海側・東側の林帯で、高さ4.5mまで枯れ上がりが生
じている箇所を写真－15、16に示す。主観的判断であ
るが、筆者らが現地踏査した結果、防雪林全体として、

見が少なく、密に植樹することで、防風効果が高い林

枯れ上がりが発生している箇所は一部である。他の区

が育つと考えられていた。山軽防雪林に限らず、整備

画は、育成状況が良好な箇所も多く、視界不良軽減効

年度が古い林帯は、林業、防風林、鉄道林などの基準

果が喪失するほどの影響は少ないと想定している。

写真－15
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写真－16

枯れ上がり状況2(国道と平行方向に撮影：令和3年1月）
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７．防雪林の効果～その1：雪粒子捕捉状況
防雪林に求められる機能は、防風機能・堆雪機
能に集約 38) されるが、そのうち堆雪機能について
KP=237,030付近の海側・東側の林帯に着目した。
写真－17、
18、19に示す。
季節ごとに撮影した写真を、
厳冬期の吹雪発生後には、林内に雪粒子を補足してい
る。吹雪は、地表面に近い風ほど雪粒子の量が多く、
国道上の視界不良発生に悪影響を及ぼすため39)、地表
面に近い風を弱め、雪粒子を補足することが、視界不
良対策のクリティカルパスとなる。
写真－18に示すとおり、初冬期でも、「ササの葉」
が残っており、風速を弱めたことで、写真－19に示す

写真－17

ように、雪粒子が堆雪された可能性が窺える。雪粒子
を林内で補足・堆積することで、国道上の視界不良を

 道と平行方向に撮影した
国
林内の状況1(令和2年7月撮影)

初冬期
初冬期

軽減することが可能である40)。
また、山側・西側の状況を写真－20、21に示す。樹

初冬期

木に も 雪 粒 子 が 捕 捉 さ れ
て、林帯として良好な機能
を発揮し、シナジー効果を
生んでいることが窺える。
この考察は、筆者らの主
観に よ る 想 定 で あ る 。 今
後、地域景観チームと雪氷
チームで、合同研究を行う
「新たな樹種構成や複合的
施設配置による防雪林の機
能確保・向上技術に関する
研究」にて、定量的な効果
を解明していきたい。

写真－20 林内の堆雪状況
(国道と平行方向に撮影)

写真－18

林内の状況2(令和2年12月撮影)

吹雪後
吹雪後
吹雪後

写真－21

56

林内から国道に向かい撮影(令和3年1月)

写真－19

林内の状況3(令和3年1月撮影)
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写真－22 【山側・西側】積雪深調査状況

写真－23

積雪した雪の密度調査状況(令和3年1月調査・撮影)

防雪林あり

防雪林なし
写真－24

防雪林の有無による路面状況の差異(令和3年1月)

写真－25

吹払柵により雪粒子が飛ばされ舗装路面が露出

写真－22に示す積雪深調査を、令和3年1月19日に
行った。山側・西側は、林内中央部が72cm、林外側
107cmで、表面から約10cmが新雪、その下は、しま
り雪であった。海側・東側の林内中央部が51cm、写
真－23に示す、林外側は91cmの積雪深であった。
８．防雪林の効果～その2：路面状況の差違

図－15

一般的な吹払柵の防雪機能44)

防雪林の防風機能として、「風速を弱める」効果が
現れている可能性がある事例について報告する。
特徴的な事例を写真－24に示す。令和3年1月8日午

「吹払柵」の防雪機能を図－15 44)に示すが、「吹き払
い領域」と記載がある路面上の風速を強めることで、

前7時40分ころに、視程障害移動観測車 により、稚

視界不良を軽減する道路付属施設である。写真－25に

内方面へ走行しつつ撮影した写真である。

示す橙色点線部分は、強風により雪粒子が飛ばされ、

41)

写真中央の橙色点線を境として、国道の舗装路面が
露出し黒く見える箇所と、圧雪路面で白く見える箇所
があり、路面状況の差違が現れている。

黒い舗装路面が現れている。
このことから、写真－24に示す、橙色点線を境とし
た手前側は、防雪林がないため、国道上は強風が吹き

この現象を考察するため、参考となる状況を写真－

さらし、雪粒子が飛ばされることで、黒い舗装路面が

25に示す。これは、寒地土木研究所で所有している、

露出した状態であることが想定される。対して、橙色

石狩吹雪実験場 南ゾーンに設置された、国土交通省

点線より奥側は、防雪林により風が弱まり、雪粒子が

北海道開発局道路設計要領 で標準柵として制定され

吹き飛ばされることなく、白い圧雪路面を形成した可

ている「吹払柵」の実験状況を、令和3年1月12日に撮

能性が示唆される。路面状況の差異からも、防雪林は

42)

43)

「風速を弱める」機能を発揮していることが窺える。

影した写真である。
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９．防雪林の効果～その3：林帯前後の減風効果

山側・西側が令和3年2月16日、2月28日の2事例、海
側・東側は同年1月16日、1月29日の2事例、合計4事例

山軽防雪林近傍では、図－12に示したとおり、風速

で、10m/s以上の風速が計測された。

が概ね10m/s以上の場合に、視界不良が発生する可能

4事例とも48時間セグメントとし、10分間平均風速

性を有することが特徴である。よって、防雪林により

データを用い、山側・西側の計測結果を図－16、18、

「風速を弱める」ことで、国道上の視界不良発生を軽

海側・東側を図－17、19に示す。国道や防雪林に直角

減できる可能性があることが想定される。
本調査では、令和2年度冬期、図－14に示した位置

に近い角度での風が多く発生したことで、林帯の減風
効果を有効に発揮していることが期待される。

に、タイムラプス定点カメラ、風向風速計・温湿度計

その結果、図－18、19に示す風速は、青色で示した

を設置した。計測結果から、林外側の1時間平均風速

林の外側の風速より、橙色で示した国道側の風速が軽

が10m/s以上のデータを抽出した。

減されていることが明らかとなった。

図－16 【山側・西側】2月16日、2月28日の風向

図－17 【海側・東側】1月16日、1月29日の風向

図－18 【山側・西側】山軽防雪林の林外側と、国道側での10分平均風速の変化：左図令和3年2月16日、右図2月28日

図－19 【海側・東側】山軽防雪林の林外側と、国道側での10分平均風速の変化：左図令和3年1月16日、右図1月29日
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防雪林による視界不良軽減効果を確認するため、こ
れら定点カメラで取得した画像から、視界不良の発生
状況の差異について、写真判別を試みた。
吹雪発生時に、林の外側と、国道側は、ほぼ同時刻
に撮影された写真を選別して比較した。しかし、カメ
ラ画像を検証した結果、令和2年度の調査では、林の
外側と、国道側で、明確に視界不良が軽減された事例
は認められなかった。
従って、本稿では、吹雪発生事例紹介として、山側・
図－20

西側を1事例、海側・東側も1事例、合計2事例を報告

4事例の平均風速による減風効果の総括

する。
写真－26、27は、令和2年12月25日 午後1時19分、

図－20は、強風時4事例の計測結果から、平均風速
を算出したものである。国道両側に設置されている防

視界不良発生時に、山側・西側を同時刻に撮影した写

雪林は、両林帯とも、平均風速を約7～8割軽減できた

真である。視界良好時の状況を示した写真－28、29と

ことからも、良好な減風効果を発揮している好事例で

比較すると、カメラより距離が遠い箇所は、視界不良

ある。

が発生し、白く霞んでいる。
写真－26では、撤去済み吹止柵の支柱が3m間隔で

10．防雪林の効果～その4：林帯前後の視界不良軽減

設置されており、視認できる支柱の本数から推測する
と、視界は50m程度であると想定される。同様に、写

本調査では、視界不良の発生状況を把握するため、

真－27に橙色点線で示した、80m間隔で設置されてい

図－14に示した位置、林の外側と、国道側にタイムラ

る固定式視線誘導柱が1本しか視認できないことから、

プス定点カメラを設置し、10分間隔で撮影を行った。

視界は100m程度であると想定される。

天候悪化
天候悪化
視界不良
視界不良

視界良好時
視界良好時

視界不良発生時
視界不良発生時

写真－28 【山側・西側】林の外側の画像：視界良好時

写真－26 【山側・西側】林の外側の画像：視界不良発生時

天候悪化
天候悪化
視界不良
視界不良

視界良好時
視界良好時

視界不良発生時
視界不良発生時

写真－29 【山側・西側】国道側の画像：視界良好時
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写真－27 【山側・西側】国道側の画像：視界不良発生時
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天候悪化
視界不良
天候悪化
視界不良

視界良好時
視界良好時

視界不良発生時
視界不良発生時

写真－32 【海側・東側】林の外側の画像：視界良好時

写真－30 【海側・東側】林の外側の画像：視界不良発生時

天候悪化
視界不良
天候悪化
視界不良

視界良好時
視界良好時

視界不良発生時
視界不良発生時

写真－33 【海側・東側】国道側の画像：視界良好時

続いて、写真－30、31は、令和3年1月9日 午前9時
14分、視界不良発生時に、海側・東側を同時刻に撮影

写真－31 【海側・東側】国道側の画像：視界不良発生時

これら、タイムラプス定点カメラの撮影オペレーシ
ョンの最適化は、今後の課題としたい。

した写真である。
視界良好時の状況を写真－32、33に示す。前述した

11．防雪林の効果～その5：路線全体の視界不良軽減

事例同様に、視認できる吹止柵の支柱本数や、写真－
31の橙色点線で示した、50m間隔で設置されている電

令和3年1月7日から、低気圧が急速に発達しながら

柱の視認本数から鑑みると、視界は100m未満である

北日本に進むと同時に、強い寒気が南下し、北日本を

ことが想定される。

中心に天候が荒れることが予想された。

視界が100m未満になると、ドライバーの視点では、

天気図を図－21に、風向予測概況を図－22に、寒地

ホワイトアウトが発生し、前を走行する車両のテール

土木研究所で運営している「吹雪の視界情報」の予測

ライトが見えない場合があると同時に、人によっては

図を図－23に示すが、北東からの強い風により、オホ

「前がまったく見えない」と感じることもある 。
45)

ーツク海全域に視界不良の発生が予測された。

今後、気象計測結果の解析を行うが、風向風速や気

本調査では、路線全体をマクロ的にとらえ、防雪林

温、雪粒子の飛散量などにより、防雪林による視界不

の防風・防雪機能に着目し、国道を安全に通行するた

良軽減効果が表れない場合もある。

めの視界不良の軽減効果を確認した。

ただし、本調査で使用した、タイムラプス定点カメ

1月8日は、写真－34 41)に示す、寒地土木研究所で所

ラは、それぞれが独立して動作しており、各カメラに

有している、視程障害移動観測車を走行させ、気象計

設定されている時刻は完全には同期していない。写真

測、および動画撮影を行った。気象計測結果は、現在

撮影タイミングの違いや、現在設定している10分に1

解析中であり、次報以降にて報告するが、第1報 1)と

回の撮影頻度では、視界不良が発生した際の事象を撮

同様に、簡易に視界不良の差異がわかる、写真による

影できない場合が想定される。

判別を試みた。以下に、2事例を報告する。

60

寒地土木研究所月報

№830

2022年４月

図－21 1月8日の天気図
(気象庁Webサイトより引用)

写真－36

図－22 1月8日の風向予測概況
(https://www.windy.com/ja/より引用)

図－23 吹雪の視界情報による
1月8日の視界不良発生予測

写真－35の視界良好な状況

写真－34

視程障害移動観測車および車載計測機器41)

視界不良が発生した1事例目を、写真－35に示す。
防雪林が整備されていない箇所で、令和3年1月8日 午
前7時10分頃に発生した視界不良の状況を、一般国道
238号を稚内へ向かい走行した観測車両から撮影した。
強風により雪が舞い上がり、ドライバーの視線の高さ
写真－35

視界不良発生事例1

では視界不良が発生している。自発光式矢羽根と、対
向車両のヘッドライトは視認できるが、路面状況は見
えず、走行が危険な状況である。
写真－36に、同日同箇所の視界良好な状況を示す。
現場は、緩やかな左カーブであるが、写真－35では、
道路状況を視認できない。一方、写真－37は、写真－
35より数百メートル稚内側で、国道の両側に防雪林が
整備されている箇所を、同日の、ほぼ同時刻に撮影し
たものであるが、視界不良は発生しておらず、対向車

写真－37

写真－35と同時刻の林整備箇所は視界良好
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視界不良発生時：防雪林なし
視界不良発生時：防雪林なし

視界良好時
視界良好時

天候悪化
天候悪化
視界不良
視界不良

写真－39

写真－38の視界良好な状況

視界良好：防雪林あり
視界良好：防雪林あり

写真－38

防雪林未整備箇所での視界不良発生事例2

12．まとめ
本稿では、生育状況が良好な浜頓別町山軽防雪林で
調査を行った結果、適切に防風・防雪機能を発揮して
いることが鑑みられたと同時に、以下の知見を得た。
✓

山側・西側の林帯は、下枝の枯れ上がりは認めら
れず、良好な生育状態を保っている。

✓
写真－40

写真－38と同時刻の林整備箇所は視界良好

が生じている箇所がある。
✓

2事例目として、写真－38に、午前6時45分頃、稚内
方向へ走行し撮影した写真を示す。対向車線を走行し

中央部の黄色回転灯は視認できるが、周囲が暗いこと

両林帯とも、平均風速を、約7～8割軽減しており、
適切な減風効果を発揮している。

✓

ていた大型の除雪トラックが、取付道路へ左折してい
く状況を撮影した。写真右側のヘッドライトと、写真

海 側・東側の林帯は、高さ4.5mまで枯れ上がり

両林帯とも、防雪林内に雪粒子が補足・堆積され
ている。

✓

写真判別の結果、道路上の視界不良を軽減してい
る可能性が高いことが明らかとなった。

もあるが、除雪トラック本体は視認できない。
写真－39に、同日同箇所の視界良好な状況を示す。

13．今後に向けて

明確に距離を示す基準がないため、正確な距離は不明
瞭であるが、写真－38、39の橙色点線で示した道路照
明柱の設置位置から推測すると、近距離でも見通せな
いほどの視界不良が発生していたことが危惧される。
写真－40に、
直近の防雪林整備箇所の状況を示すが、

第1報 1)および本稿では、現地計測結果や視界不良
発生時の写真判別など、定性的な効果を報告した。
冬期の急激な視界不良の発生は、小中ら46)や、金子
ら47)による検証結果から、道路利用者、ドライバーの

視界不良は発生しておらず、遠方に存在している対向

運転挙動に変化が生じ、急ブレーキや急ハンドルの増

車両ヘッドライトも確認できる。

加など、交通事故を誘発する原因となる可能性がある

これら2事例からも、防雪林は、「風速を弱める」こ
とで、雪粒子が舞い上がることを防ぎ、国道上の視界

ことが明らかとなっている。よって、冬期の視界不良
が改善・軽減される意義は大きい。

不良を軽減していることが鑑みられる。写真－37、40

今後は、気象計測結果の検証や解析など、工学的ア

では、路面状況や対向車両も視認でき、安全に通行で

プローチから、定量的な効果の把握や、適切な維持管

きる状態が確保されている。

理手法などの検討を進めていきたい。

これら、防雪林の防雪・防風効果に対する、高いポ

なお、今後の工学的検討には、現場で生じている現

テンシャルは、道路利用者の安全性向上だけでなく、

象を広域的・面的に把握する、センシング技術が必要

地域における防雪林の存在価値の確立、受容性の向上

である。よって、雪氷チームでは、道路上の視界不良

に資することが期待される。

や、吹きだまりの発生を、広域的に把握することを目
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写真－41

稚内市内の積雪状況51)

写真－42

稚内市内の除雪状況50)

写真－43

 雪に見舞われた
吹
稚内北星学園大学51)

的とし、安価・小型・省電力・ワイヤレスの4項目を

日も万全の体制を整えている。しかし、自然の猛威に

リクワイヤメントと定義した「吹雪障害の小型複合セ
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ンサー開発に関する研究」と題した共同研究

な負担を強いてしまうこととなった。
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よって、本稿で報告した防雪対策は微力であるが、
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