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防雪柵開口部における風の現地観測と数値解析
－副防雪柵の風向別強風軽減効果－
金子 学

櫻井 俊光

萬 直樹

対策の検討にあたっては、観測と数値解析との整合性

１．はじめに

の確保が重要となる。副防雪柵のない通常の開口部に
北海道の冬期は、吹雪による視程障害の発生により、

ついては、令和2年4月号の月報技術資料で、現地観測

非常に厳しい運転環境にある。視程障害時の事故は後

により開口部での強風の発生状況を確認できたこと、

続車からの発見が難しく、多重衝突事故に発展する事

その状況が数値解析により良好に再現できたことを報

例も少なくない。こうしたことから、防雪柵等の吹雪

告した3）。継続課題として、通常の開口部に加え、副

対策施設の整備が進められてきている。道路の吹雪対

防雪柵を有する開口部における強風の発生状況の違い

策に用いられている防雪柵は、「吹きだめ柵」、「吹

や、数値解析による検討を行ったので、以下に報告す

き払い柵」、「吹き止め柵」の3種類がある。この内、

る。

図－1に示す吹き止め柵は、広幅員道路に対応できる
柵形式として、北海道開発局土木試験所（現：寒地土
木研究所）が開発したものである。より多くの飛雪を
柵の風上側で捕えられるよう設計されており、下部間
隙が無く、防雪板の空隙率が低く、柵高が高い等の特
徴を持つ1）。吹き止め柵は、昭和63年から国道への設
置が始まった。
交差点や取付道路では、防雪柵に開口部を設ける必

図－1

吹き止め柵概念図

要があるが、開口部周辺では突発的な強風や視程障害
が発生する（以下、エンドエフェクトと呼ぶ，図－2）
2）

。対策が検討されているが、効果的な対策工につい

ては十分に明らかとはなっていない。本研究は、石狩
吹雪実験場に設置した吹き止め式防雪柵に開口部を設
け、現地観測によるエンドエフェクトの発生状況の把
握を行うことを目的とする。本報告では、対策検討に
先立つ数値解析と現地観測との整合性の検討について
記載し、現在検討中の対策については今後、報告する

図－2

エンドエフェクト概念図

こととしたい。
２．吹き止め柵の開口部とエンドエフェクト対策工
エンドエフェクトの対策として、吹き止め柵の開口
部の風上側にＬ字型に副防雪柵を設置する場合がある
（図－3）が、その有効性については十分に明らかと
はなっていない。本研究では、現地観測により、吹き
止め柵の開口部に設置した副防雪柵が、風向・風速や
視程等の道路気象に及ぼす影響について調査した。ま
た、数値解析による対策検討を今後予定しているが、
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図－3

副防雪柵設置例
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３．石狩吹雪実験場における現地観測

角方向を中心に112.5°）で、吹雪の閾値である風速5
m/s以上（10分平均値）のデータを抽出した。ここで、

３．１

観測点の風速を基準点風速で除した値を「風速比」と

調査方法

当研究所の石狩吹雪実験場（図－4）において、冬

定義し、風向別に箱ひげ図を作成した。

期の主風向に直交する方向に配置した吹き止め柵（設
置延長102m）に、幅9mの開口部を2箇所設け、内1箇

３．２

調査結果

所に副防雪柵を配置（45度の角度で2枚のパネルを接

図中に、風速比の最小・最大値、25％及び75％タイ

続、その結果、開口幅は6.9mとなった）し、平成30年

ル値、中央値の各要素を記載した。路側における観測

12月から翌4月にかけて現地観測を行った。吹き止め柵

結果について、副防雪柵が無い場合を図－6に、ある

の20m風上側に風向・風速の基準となる観測点（基準

場合を図－7にそれぞれ示す。

点）を設け、柵開口部の中央部分（開口部中心）と、柵

副防雪柵が無い場合（図－6）には、風速比は概ね柵

風下側の路側位置（路側）の4箇所において、高さ1.8

直角方向を中心とする凸型を示し、柵直角方向から概

mでの風速を観測した（図－5）。風向・風速の観測に

ね45°の範囲で風速比（中央値）が1を超え、道路上

は風車型風速計（R.M. Young社製KDC-S04）を用い

に風が強く吹き込む現象が確認された。風向が、45°

た。ここで、吹き止め柵は、南北に対し約10°時計回

以上斜めとなる斜風時には、風速比が低下する傾向と

りの方向に設置されており、柵に対し直角となる方位

なっていた。

は「西」と「西北西」との間（方位280°）である。

副防雪柵がある場合（図－7）は、概ね柵直角方向

取得した観測データの中から、基準点の風向が柵直

を中心とする凸型の分布となるが、副防雪柵側からの

角方向を中心に16方位中左右各3方位の範囲（柵と直

風（西）の風速比が高く、ばらつきが小さかった。ま
た、副防雪柵の逆側からの風（西北西）の風速比が顕
著に低く、ばらつきが大きい傾向となっていた。副防
雪柵は、設置方向からの地吹雪を防ぐ目的で用いられ
るが、今回の観測では風を強める傾向が見られた。た
だし、副防雪柵は飛雪をせき止める効果があるため、
風速比のほか、視程や吹雪量による効果評価が必要と
考えられる。

図－4

石狩吹雪実験場位置図

図－5
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観測機器配置図

図－6

観測結果（路側、副防雪柵なし）

図－7

観測結果（路側、副防雪柵あり）
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次に、開口部中心における観測結果について、副防
雪柵が無い場合を図－8に、副防雪柵がある場合を図

４．１

解析方法

防雪柵モデルの作成にはSOLIDWORKS（CAD）
を用い、数値解析はSOLIDWORKS flow simulation

－9にそれぞれ示す。
副防雪柵が無い場合（図－8）には、風速比は路側
に比べて起伏の小さい凸型を示した。特に北側からの

により行った（SOLIDWORKSはCADから数値解析
までを総合したパッケージソフトである）。

風で風速比が1付近となり、柵の影響をほぼ受けてい

解析モデルを図－10に示す。解析モデルは、現地と

ない状況と考えられる。副防雪柵がある場合（図－9）

同一形状の吹き止め柵とし、風速の現地観測を行った

も、同様に風速比は路側位置と比べて起伏の小さい凸

高さ1.8mにおける平面を作成し、風速分布を可視化

型を示したが、副防雪柵側からの風（西）で風速比が

した。なお、実際の吹き止め柵は、下部の防雪板が無

高く、ばらつきが小さい傾向を示していた。

孔、上部が有孔となっているが、有孔での計算には膨

開口部中心では、柵開口部からの吹き込みの影響は

大な時間を要するため、解析では全て無孔板として扱

無いと考えられ、副防雪柵側からの風が強まる要因と

った。吹き止め柵の風上側と風下側に、それぞれ100

して、副防雪柵に沿った風が整流され、変動の小さい

mの空間を設け、モデル上端の壁面の影響を避けるた

強風となることが考えられる。

め、上方に100mの空間を設けた。
解析では、空気は密度変化しない非圧縮性粘性流体
とし、質量保存の法則で示される連続の運動方程式
（ナビエ・ストークス方程式）を用いた。初期条件と
して、風上側の壁面から風が風速10m/sの速度で一様
に流入する設定とした。気象条件は、気温0℃（273.15
K）、気圧1atm（約1013hPa）、雪面の粗度は吹雪時
の表面粗度と同様の値（1.5×10 －4m） 4）とした。な
お、全メッシュ数は約60万である。風の防雪柵への流
入角度（流入角）は、防雪柵と直交する角度を0°と

図－8

観測結果（開口部中心、副防雪柵なし）

し、±11.25, ±22.5, ±34.75, ±45°の9種類について
解析した。解析結果は、時間的変化のない定常状態で
ある。

図－9

観測結果（開口部中心、副防雪柵あり）

４．数値解析
現地観測により、開口部における強風の発生と、副
防雪柵に沿った強風の発生が確認された。こうした現
象を把握するには、風速の面的な分布状況の調査が重
要と考えられるが、現地への観測機器の多数配置には
限界があるため、数値解析（有限要素法）により、観
測点周辺の風速分布を可視化し、柵まわりの風の場を
表現することとした。
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解析モデル形状（鳥瞰図と側面図）
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４．２

解析結果

風向が柵と直交する場合の、高さ1.8mの平面にお
ける風速分布の例を図－11に示す。柵風上側について
は、かなり広い範囲で柵の影響による風速の低下が見
られた。現地観測では、風上20mの地点を柵の影響を
受けない基準点としたが、数値解析では20％弱程度の
影響があることが判った。副防雪柵がない場合、開口
部から風下に向かって強風が吹き出す状況が見られ
た。また、副防雪柵がある場合、副防雪柵に沿った風
が風下で副防雪柵側に風向を変え、強風の範囲がより

図－12

広くなる傾向となっていた。

実測値と解析値（路側、副防雪柵なし、
解析値に開口部最大値を付記）

図－13 前回報告の実測値と解析値
（開口部中心、副防雪柵なし）
図－11

解析結果例（風向が柵と直交する例）

現地観測結果（図－6～9）との比較のため、柵開口
部中心、路側（柵風下6.5m）の風速を抽出し、これら
の値を基準点（柵風上20m）風速で除し風速比を求め
た。柵風上20mと0m、風下6.5m地点は、計算モデル
上の格点と一致しないため、これらの点に相当するデ
ータを内挿により算出した。なお、現地の吹き止め柵
は、西方向から時計回りに10.8°北向きに配置されて
いるため、解析では風の流入角0°を現地の風向に合
わせ（中心線の風向：270°＋10.8°＝280.8°）て表

図－14

実測値と解析値（路側、副防雪柵なし）

図－15

実測値と解析値（路側、副防雪柵あり）

現することとした（図－14～17）。
副防雪柵が無い場合の実測値と解析値を対比した結
果を図－12に示す。実測値と解析値とでは、風向別の
風速比の分布傾向は概ね一致していた。さらに、観測
点の違いによる影響を見るため、開口部風下の解析値
の最大値についても図－12に付記した（図中△点
線）。解析値として最大値を採用した場合、実測値と
の違いが縮小する傾向にある。実測値に着目すると、
西風において風速比が1.5を上回り、値が大きく異な
っていた。こうした違いを生じた原因としては、基準
点風速の差（図－11）、開口部における強風の範囲が
16
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路側における風速比（副防雪柵がない場合を図－14、
副防雪柵がある場合を図－15に示す）は、実測値、解
析値とも柵直角方向を中心とする凸型の分布を示し、
両者は概ね良好に整合していた。開口部中心（副防雪
柵がない場合を図－16、副防雪柵がある場合を図－17
に示す）についても、概ね良好な整合が見られたが、
副防雪柵のある西南西からの風では、やや違いが大き
く（図－15、17）、さらに検討を要するものと考えら
れた。今後は、違いを生じた要因を特定し、整合性を
図－16

実測値と解析値（開口部、副防雪柵なし）

確保した上で、数値解析による効果的な端部・開口部
対策の検討を行うこととしたい。
５．まとめ
防雪柵開口部における強風の発生と、副防雪柵の対
策効果について、実験場での現地観測を行い、柵直角
方向から道路上への強風の発生と、副防雪柵に沿った
強風の発生を確認した。数値解析では、現地の風況を
概ね再現可能なものの、風速比の値に大きな違いが見

図－17

実測値と解析値（開口部、副防雪柵あり）

狭く観測点の僅かな違いが風速比の違いに大きく現れ

らた。効果的な開口部対策工法の構築に向けて、さら
に調査を続けることとしたい。
参考文献

ること、また、積雪等の影響により基準点の風速が低
くなったこと等が考えられる。
開口部中心の観測点は、柵と同列に位置し、風が収
束する前であるためエンドエフェクトの影響は無い。
2）

1） 竹内政夫：道路雪氷対策の変遷（1）－時代背景と
防雪柵－、北の交差点

Vol.2

AUTUMN-

WINTER、pp.12-17、1997

前回の報告 では、副防雪柵のない開口部中心の風速

2） 福澤義文、加治屋安彦、金子学、川上俊一、金田

比は1.0程度で、実測値と解析値が良好に一致してい

安弘：防雪柵端部での吹雪による視程の急変とそ

た（図－13）。しかし、本稿で示した副防雪柵のない

の対策－、数値シミュレーションによる検討－、

開口部中心の風速比は1.5程度であった（図－8）。こ

北海道の雪氷

No.16、pp.41-43、1997.

うしたことから、今回の観測では基準点における観測

3） 金子学、櫻井俊光、高橋丞二：防雪柵開口部にお

値が、上述した理由により小さかったと考えるのが妥

ける風の現地観測と数値解析、寒地土木研究所月

当であろう。そこで、今回の観測値について、副防雪

報、第804号、pp.14-18、2020.

柵無しの開口部中心（図－13）における風速比が、概

4） 大浦浩文，小林大二，小林俊一：地ふぶき時にお

ね直交風（西風，270°）の場合に解析値と一致する

ける風速の鉛直分布特性、低温科学（物理篇）、

と仮定して実測値を補正し（実測値（補正））、図中

25、pp.73-88、1967.

に併記することとした（図中○点線）。以降、実測値
は、補正した値も記載する。

寒地土木研究所月報

№818

2021年５月 

17

金子 学
KANEKO Manabu
前

18

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
総括主任研究員
技術士（建設・総合）

櫻井 俊光
SAKURAI Toshimitsu
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員
博士
（環境科学）

萬 直樹
YOROZU Naoki
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
上席研究員
（現 国土交通省
北海道開発局
札幌開発建設部
札幌道路事務所
所長）

寒地土木研究所月報

№818

2021年５月

