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下枝の枯れ上がりが見られる道路防雪林の防風・防雪効果について
Mitigation Effects of the Snowbreak Wood with Withered Lower Branches
櫻井
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TAKECHI Hirotaka, MATSUZAWA Masaru and TAKAHASHI Joji

道路防雪林（以下、防雪林とする）は、吹雪による視程障害や道路上における吹きだまりの発達を緩和する防雪
施設である。既往研究では下枝の枯れ上がりがみられる防雪林において、風上林縁から風下林縁にかけて徐々に減
風するとともに、吹雪量が減少することが明らかにされている。しかし、防雪林の防風・防雪効果を定量化するま
でには至っていない。そこで本研究では、下枝の枯れ上がりがみられる北海道北部の雄信内防雪林を対象に、防風・
防雪効果を定量的に明らかとするため、防雪林の鉛直投影面における空隙率の解析、風速と飛雪流量の計測を行っ
た。その結果下枝の枯れ上がりの影響により地表面に近い高さで防雪林の延長方向に対して直交風になるほど空隙
率が高い結果を得た。また空隙率と防風・防雪効果の関係を累乗関数で簡易的に示したところ、空隙率が低い防雪
林では飛雪を十分に抑止することが明らかになった。
《キーワード：防雪林；風速；飛雪流量；防風；防雪》
A snowbreak wood has been believed to mitigate poor visibility and snow drifts on the road caused by
blowing snow. Previous research indicated that snowbreak woods gradually mitigate blowing snow and wind
which may relate to the direction and porosities of the wood. However, mitigation of snowbreak effect is not
deeply understood quantitatively as a function of wind direction and a relation with the porosities. We have been
conducting studies on the snowbreak wood in Northern Hokkaido. Some trees were found to have withered
lower branches related to the optical porosities. In order to clarify the influence of wind direction and the effect
of branch withering, we analyzed optical porosities of the wood at several heights and measured wind speeds
and mass flux of blowing snow at windward and leeward of the wood. We found that low optical-porosity of the
wood clearly mitigate blowing snow, and the relationship between the optical porosities of the wood and the
wind speed, and the mass flux resulted in power functions. We believe that these functions would be useful for
practical maintenances for snowbreak woods.
《Keywords：Snowbreak wood; Wind speed; Mass flux of blowing snow; Mitigation effects》
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交する方位は、ほぼ南西（230°）である。なお、本文

１．はじめに

中での角度表示は全て真北を0°とした方位角とする。
積雪寒冷地における冬期では、極端な暴風雪により
視程の悪化や吹きだまりによる道路交通障害が多発す
る。このような雪氷災害の軽減を目的として、常緑針
葉樹のマツ科を主体とした道路防雪林（以下、防雪林）
が造成されている1)。しかし、生長に伴い枝葉が繁茂
すると、日照不足により地表面に近いところでは下枝
が枯れた防雪林が見られる2)。また、事前研究で北海
道に点在する防雪林を調査したところ、下枝の枯れ上
がりが見られる防雪林が多く点在している 3)。一方、
吹雪は地表面に近いほど単位断面積当たりを通過する
雪粒子の質量（飛雪流量）が多い現象である4)。その
ため下枝の枯れ上がりの見られる防雪林では、防雪性
能の低下が懸念されている5)。

図－1

調査対象の雄信内防雪林

一般的に、植生群を通過する風については、大気と
植生群との境界で植生内と大気中に区分して扱われ
る

6)7)

。また植生を通過する風の減風効果については、

２．２

防雪林の空隙率算出方法

林帯の空隙率を計測する方法には主に写真撮影10)と

樹種による違い 8)9)があることが知られており、防風

レーザースキャナを利用した方法がある16)。防雪林は

林等においては空隙率をもとに減風効果を求める研究

広大な北海道や東北地方に点在する。将来的にそれら

が行われている。また、植生まわりにおける乱流

の防雪性能を網羅的に評価するためには、簡易的な手

10)11)

構造に関しては、風洞実験 を基に数値シミュレーシ
12)

法が望ましいと考える。

ョンによる植生群を通過する風の乱流構造解析も行わ
れている13)14)。一方で著者らは、防雪林内の風上林縁
から風下林縁にかけて徐々に減風するとともに単位時
間に風向に直角な単位幅を通過する雪の総量（吹雪
3)
量）
も減少することや風向により防風効果が異なる

ことを明らかにした5)。しかし防雪林の規格を示すパ
ラメータ（樹高、林帯幅など）に基づく防雪効果を定
量化するまでには至っていない。そこで本研究は、防
雪林のパラメータとして鉛直投影面の空隙率（以下、
空隙率）に着目し、簡易的に防雪林の防風・防雪効果
を明らかにすることを目的とする。防雪林風上と風下
で風向・風速と飛雪流量を計測し、写真撮影により防
雪林の空隙率を算出して風速や飛雪流量と空隙率の関

図－2

防雪林における空隙率の算出手順の一例
（高さ１ｍの場合）

係を解析することで、防風・防雪効果の評価を行った。
そこで本研究では防雪林の空隙率を比較的簡易に算
２．観測の概要

出可能な写真撮影による手法11)を採用した。解析手順
は次の通りである。以下の手順ａ）～ｄ）は、図－2の

２．１

調査対象の防雪林

調査の対象は、北海道天塩郡天塩町の雄信内防雪林
（図－1）であり、北西から南東に一般国道40号沿いに

ａ）～ｄ）の画像と一致させている。画像は積雪が融
解した直後の2018年5月8日に撮影し、撮影環境は晴天、
無風であった。

造成されている。樹種はマツ科である。林帯幅はおよ
そ30m、防雪林内の樹木の樹高は平均12m、下枝の枯
れ上がり高さは平均2.4mである。防雪林に対して直
12

ａ）道路側B点から魚眼レンズで防雪林全体を撮影し
た。このとき中心線は防雪林と直交する方位（230°）
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とした。すなわち魚眼レンズで撮影される範囲は、

地点Aが地上高3m、地点Bが地上高1m、3m、5m、

方位230°
±90°
である。撮影した高さは1、3、5、7、

7m、9mである（以降、高さは地上高とする）。また

9mである。

地上高と道路の高さは約1.5mである。観測期間は2016

ｂ）撮影された魚眼画像における上下の極点を結ぶ線
を方位ごとに描き、方位ごとに等分した。
ｂ’）水平部（白枠）をトリミングして撮影した各高

年12月22日～2017年3月18日と2018年2月3日～5月8日
の2冬期である。データは10分平均値として取得した。
なお、主風向は西であった。

さとする。地表面や防雪林以外の樹木が映り込まな
いようにした。
ｃ）トリミングされた画像を風向毎に切り取った。
ｄ）切り取った画像を8bitから1bitまでbit数を減らし、
白黒の閾値を50％（白と黒の二値化）で表現した。
同様の方法で風速と同じ高さ3m、5m、7m、9mで
撮影して解析した。画像を図－3に示す。なお、撮影
した方位230°±90°の画像から、北西方位の画像解析
については防雪林の縁までとし、南南東の方位には取
り付け道路があるため、解析結果では除外した。高さ
1mと3mにおいては風上側に見える樹林帯のピクセル
を除外した。このように、風向毎に切り取り二値化さ
図－4

れた画像について次式の関係から防雪林の空隙率を算

風向風速計の設置地点（A,B）

出した。
さらに飛雪流量を観測するため、地点Aと地点Bに
(背景の面積(二値化された白の領域))
（1）
空隙率=
切り取った画像の面積

吹雪計（新潟電機、SPC-95：以降SPCとする）を設
置した。SPCの設置高さは、地点Aは2.5m、地点Bは
3mである。地点Aと地点BでSPCの設置高さに関して
0.5mの差はあるが飛雪流量の鉛直分布15)において高さ
2.5mと3mの飛雪流量はほぼ同等とみなせるので、以
降では両者とも高さ3mとする。観測期間は2018年3月
8日～5月8日である。データは1分平均値として取得
し、飛雪流量0.1 g m-2 s-1以上を解析した。
３．結果
３．１

防雪林の空隙率

下枝の枯れ上がりについて定量的に評価するため、
南～北西の方位における防雪林の空隙率を解析した結
果を図－5に示す。図－5より、高さが高いほど防雪林
の空隙率が低く、南風あるいは北西になるほど空隙率
図－3 地
 点Bの各高さ（1,3,5,7,9ｍ）で取得した防雪林の
二値化画像

が低くなる傾向にある。高さが高いほど防雪林の空隙
率が低くなることは、すなわち高さが低い部分に空隙
があることを意味している。よってこの結果は下枝の

２．３

風向・風速と飛雪流量の観測概要

枯れ上がりによる空隙率への影響である。また南ある

風向・風速を観測するため、防雪林風上の地点Aと

いは北西の方位では防雪林の距離が長くなり、樹木等

防雪林風下の地点Bに風向風速計（R.M. Young Co.，

が重なり合うため、空隙率が徐々に低くなるものと考

KDC-S04）を設置した（図－4）。風速計の設置高さは、

えられる。
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III．防雪林に対してほぼ平行に吹く風（平行風）の風
向のとき、地点Aと地点Bにおける風速が同程度
あるいは地点Bの方が高いようにも見える
このように防雪林に対して斜めに入射する風（以下、
斜風とする）で高い防風効果がみられる一方、直交風
と平行風では防風効果が低いと考えられる。そこで、
各風向における風速比（定義等は３．３で後述）を算
出し、次に同じく飛雪流量比（定義等は３．４で後述）
を算出した。なお、地点Bの風向にバラツキがみられ
図－5

 点Bで撮影された画像から解析した防雪林の
地
空隙率

たため、以下に示す風向は地点Aを利用した。
３．３

３．２

風向・風速と飛雪流量の特徴

風向別の風速比

異なる高さや風向の風速解析において、風上地点A

観測期間中における風速に多様な変化がみられた期

で観測した風速を基準として風下地点Bで観測した風

間（2018年3月8日～3月20日）を図－6に示す。観測期

速を風速比として表現する。ここで、基準風速とする

間中における最大風速は10m s 程度であった。飛雪流

地点Aにおける風速の計測は高さ3mのみであるため、

量の増減をみると、風速だけでなく風向に関係してい

3m以外の地点Aにおける風速は式（2）の対数則で計

るようにみえる。そこでまずは風向と風速の変化につ

算した。

-1

いて着目すると3つの場合に分けられる。以下のI～III
は図－6中のI～IIIに対応する。
I． 防雪林に対してほぼ直交する風（直交風）の風向

𝑢𝑢𝑢𝑢0 (𝑧𝑧𝑧𝑧) =

𝑢𝑢𝑢𝑢∗
𝜅𝜅𝜅𝜅

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑧𝑧0

�

（2）



ここで、𝑢0(𝑧),𝑢*,𝜅,𝑧,𝑑,𝑧0はそれぞれ、地点Aの高さ

のとき、風上地点Aと風下地点Bにおける風速が

(𝑧=1,3,5,7,9m)における風速(m s-1)、摩擦速度(m s-1)、

同程度である

カルマン定数(=0.4)、風速を計測した高さ(m)、積雪

II． 防雪林に対して斜めに吹く風（斜風）の風向のと

深(m)、雪面における地表面粗度(m)である。地表面

き、風上地点Aよりも風下地点Bにおける風速が

粗度𝑧0については既往研究17)の値を用いた(=1.5×10-4

低下している

m)。まず積雪深𝑑を国土交通省北海道開発局が管理す

図－6 風向・風速に多様な変化がみられた観測期間
(a)地点A,Bにおける飛雪流量、風向・風速と気温の変化（ただし3月16日において、地点Bの風速が欠測）、
(b)防雪林と風向
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る近隣の道路テレメータ（雄信内）の10分ごとの値を

する風である（以下、直交風とする）。他方、南風や

入力し、高さ3mにおける10分ごとの風速から摩擦速

西の風のときは防雪林に対して斜風である。すなわち

度𝑢*を計算した。次に、地点Aにおけるそれぞれの高

高さ9mを除くと、高さに関係なく防雪林に対して直

さの基準風速𝑢0を算出した。

交風から斜風になるほど風速比が低下する。

図－7に、地点Aと地点B（高さ3m）における風速

風速比の算出に利用したデータ数と相関係数を図－

の相関図を示す。なお、基準点Aの風向が西のときの

9に示す。相関係数から、地点Bの高さ1～7mにおい

データである。図中の直線は原点を通る回帰直線であ

ては高い相関が認められる。一方、高さ9mにおいて

り、傾きから風速比は0.68である。

相関は小さい。すなわち高さ9mにおいては地点Aの

同様の方法で、風向別に高さ1～9mの風速比を求め

風向には依存していない。

た。図－8に、風向別に解析した風速比を示す。地点
Bにおける高さ3～9mのデータは、2018年2月3日～5
月8日に得たものである。高さ1mのデータは2016年12
月22日～2017年3月18日に得たものである。南西の風
のときに風速比が最も高く、南風・北西の風になるほ
ど風速比が低下する。また、高さが高くなるにつれて
風速比が低下する傾向にある。

図－9

 析に用いたデータ数と、地点Aにおける基準風速
解
と地点Bにおける風速の相関係数

３．４

風向別の飛雪流量比

次に、風速比と同じように飛雪流量比を計算した。
図－10に、地点Aの風向が西のときの飛雪流量比の算
出方法を一例として示す。風上地点Aと風下地点Bで
計測された飛雪流量の散布図における回帰直線から、
飛雪流量比は0.66である。相関係数は0.3と正の相関関
図－7

地点Aと地点B（高さ3ｍ）における風速

図－8

風向別の地点Bにおける風速比

南西の方位が225°であり、防雪林と直交する方位が
230°
であるため、南西の風のときが防雪林とほぼ直交
寒地土木研究所月報
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図－10

地点Aと地点Bにおける飛雪流量の比較
黒色実線は傾き1.0の直線を示す
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図－10から地点Aよりも地点Bの飛雪流量が多い。
つまり、傾き1.0を超える点（9データ）が存在してい
る。なお、この9データについては以降SHA（Several
High Amount of mass flux of snow）と記す。
防雪林を通過する風向では、吹雪による飛雪粒子は、
防雪林の樹木や枝葉が抵抗体となり風速が低下し、落
下して吹きだまりになる。あるいはこれらの抵抗体に
着雪する。そのため、防雪林を通過した後の風下では、
風上よりも飛雪流量が減少するはずである。また、降
雪を伴う吹雪においても、樹冠による降雪遮断がある
ものと考えれば風上よりも林風下の飛雪流量が減少す
るはずである。したがって、図－10に示した傾き1.0
を超えるSHAは、特異なものと考えられる。この原
因として樹木の枝葉に積もった雪が落下して、飛雪を
発生させることが挙げられる。実際に、降雪を伴う吹
雪時に地点B付近で撮影した写真から、樹木に付着し

図－12

 き1.0を超える点（SHA）を除いた地点Aと地点B
傾
における飛雪流量の比較．黒色実線は傾き1.0の直
線を示す

た冠雪からの飛雪（落雪）が認められた（図－11）。
そこで、図－10の傾き1.0を超えるデータ(SHA)を除
き、図－12を得た。
風速比と同様に風向別の飛雪流量比を算出した結果
を図－13に示す。SHAを除く飛雪流量比がすべての
風向でSHAを含む飛雪流量を下回り、風向によらず
飛雪流量比がおよそ0.2～0.4の範囲に収まることがわ
かる。
既往研究18)によって飛雪流量と視程の関係が明らか
である。飛雪流量𝑞(g m-2 s-1)と視程𝑉(m)には、

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑉𝑉𝑉𝑉) = −0.886 log(𝑞𝑞𝑞𝑞) + 2.648



（3）

の関係がある。そこで、図－13で得られた飛雪流量比
から視程比へ換算すると図－14が得られる。SHAを
除くと視程比で2.2～3.5倍の視程障害緩和効果がある。

図－13 防雪林を通過する風向別の飛雪流量比．
オレンジの点線は防雪林に直交する風向（230°）を示す

このように、飛雪流量を防雪林風上と風下で計測する
ことにより、防雪林の視程障害緩和効果を推定するこ
とが可能である。

図－11 降
 雪を伴う吹雪時に撮影した、(a)樹木に付着した
冠雪、(b)冠雪からの飛雪（落雪）
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図－14 飛雪流量比から換算した風向別の視程比
オレンジの点線は防雪林に直交する風向（230°）を示す
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は南西の風（SW、225°）で35m、最も長い距離は北
西の風（NW、315°）で380mである。ただし、風下
林縁から地点Bまでの距離を考慮していない。図－17
から、簡潔には防雪林を通過する風の距離が長くなる
ほど（斜風であるほど）、風速比と飛雪流量比が低く
防風・防雪効果が高いと考えられる。より詳しくみる
と、風速比は防雪林を通過する風の距離が長くなるほ
ど徐々に低下する。一方、SHAを除く飛雪流量比は
最短距離の35m（南西の風）で0.4以下であり、既に
風速比のそれより低い値を示している。つまり、直交
風では下枝の枯れ上がりが影響して防風効果がほぼ見
図－15 高
 さ3mにおける風向別の地点Bにおける風速比と
飛雪流量比
オレンジの点線は防雪林に直交する風向（230°）を示す

られないのに対して、防雪効果に関しては、下枝の枯

次に高さ3mにおける風速比と飛雪流量比を図－15

冠雪からの飛雪とするならば、直交風のときに道路側

に示す。なお、風速比は図－8、飛雪流量は図－13の

風下まで強い風が吹き込む結果、樹木の冠雪からの飛

それぞれ再掲である。風速比は防雪林に対して斜風よ

雪が道路に流れ込む可能性はあり得ると思慮される。

れ上がりは影響しない結果であった。ただし下枝の枯
れ上がりとは関係ないが、SHAの発生原因を樹木の

り直交風の方が高い一方、SHAを除く飛雪流量比は
風向による顕著な違いはみられない。
４．考察
４．１

風と飛雪が通過する距離と防風・防雪効果

風向が変わると風が防雪林を通過する距離が変わる
ことは容易に想像でき、視覚的には図－16のようにな
る。雄信内防雪林の林帯幅が30m一律であり、防雪林
に直交する風向は230°なので風向別に防雪林を風が通
過する距離を計算できる。

図－17

４．２

 速比・飛雪流量比と風が防雪林を通過する距離
風
の関係

空隙率と防風・防雪効果

図－8と図－13から、斜風になるほど風速比と飛雪
流量比が低くなる傾向と、空隙率も低くなる傾向が一
致しているように考えられるため、図－18に風速比、
飛雪流量比を空隙率の関数として示す。高さ1～7mに
おける風速比を黒丸で示す。ただし、高さ9mには相
関が認められないため（図－9）、高さ9mの風速比を
図－16

風が防雪林を通過するときの距離

風向別の風速比（図－8）と風向別の飛雪流量比（図
－13）の横軸を風が防雪林を通過する距離に置き換え

白丸で示し、回帰分析には含めていない。また飛雪流
量比は高さ3mのみの値である。
図－18から、空隙率が高いほど風速比が高くなる傾
向にあることがわかり、回帰分析から式（4）を得た。

て図－17を得た。風が防雪林を通過する最も短い距離
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𝑢𝑢𝑢𝑢𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1.01 𝑢𝑢𝑢𝑢𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴0.18

（4）



ここで𝑢�、𝑢�、𝐴は、それぞれ風上と風下の風速(m s )
-1

以上のように空隙率と風速比および飛雪流量比から
導出した関係式は、防雪林の空隙率だけで防風・防雪
効果を推定することが可能であると考えられる。

と空隙率である。

空隙率と飛雪流量比についても累乗関数を用いて回

５．まとめ

帰分析を行い、式（5）を得た。
一般国道40号線沿いに造成されている雄信内防雪林

𝑞𝑞𝑞𝑞𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.34𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴0.04



（5）

において、道路側から撮影された写真により、防雪林
の空隙率を解析し、防雪林風上と風下で風向・風速と

ここで𝑞�と𝑞�は、それぞれ風上および風下における飛

飛雪流量を観測した。国道から撮影した防雪林の写真

雪流量(g m s )である。

から方位別の空隙率を解析したところ、地表面に近く

-2

-1

直交風になるほど空隙率が高い結果を得た。風速と飛
雪流量の解析では、風上を基準とし、風下で観測した
風速と飛雪流量を比で表現した。その結果、防雪林に
対して直交する風ほど、また地表面に近いほど風速比
が高く、地表面から高いところや斜風になるほど風速
比が低くなる傾向にあった。飛雪流量においては風
向による顕著な違いはみられず飛雪流量比は、ほぼ
0.2~0.4の間に収まった。また、風向から風が通過する
距離の関数として風速比と飛雪流量比を解析したとこ
ろ、風速比は防雪林を通過する風の距離が長くなるほ
ど徐々に低下したのに対し、飛雪流量比は最短距離の
35m（南西の風）であっても低い値を示した。すなわ
図－18

空隙率と風速比・飛雪流量比の関係

ち、防雪林風下の林縁高さ3mでの計測において、防
雪効果に下枝の枯れ上がりの影響は小さいものと考え

次に、風速比と飛雪流量比から得られた結果につい

られる。

て物理的な意味を考える。吹雪とは、「雪粒子が風に

また空隙率が高いほど風速比と飛雪流量比が高いこ

よって空中を舞う現象」として定義される 。すなわ

とから、空隙率と風速比、空隙率と飛雪流量比を直接

ち、抵抗となる防雪林などがなければ雪粒子は風に追

比較することにより、防雪林の防雪効果を評価するた

随する 。風が防雪林を通過できるものと考えれば、

めの関係式を導出した。ただし飛雪流量の関係式につ

飛雪粒子も風に追随するので飛雪も通過するものと思

いては、風速ほど明確な結果が得られていないため、

われる。しかし、本研究で得られた結果では、風速比

継続したデータの取得が必要である。

19)

20)

より飛雪流量比が低い結果となった（図－15、図－

現在、防雪林（標準林）の整備においては最大吹き

18）。樹木が障害物となり飛雪粒子は着雪や吹きだま

だまり量に応じて林帯幅(11～32m)が決定される。仮

りを形成するなどして、防雪林が飛雪を捕捉したと考

に空隙率に基づく防雪林の性能評価が可能になれば、

えれば、飛雪流量比が風速比のそれより小さくなるこ

空隙率に基づく防雪林の整備によるコスト縮減に貢献

とは想像できる。ただし、風速比を示した式（4）では、

できる可能性があると考えられる。例えば、防雪林内

空隙率が1に近づく時に風速比も1に近づくが、飛雪流

部で下枝の枯れ上がりが見られたとしても林縁で枝葉

量比を示した式（5）では、空隙率が1に近づく時に飛

が繁茂し、空隙率が十分に低ければ（すなわち、十分

雪流量比は風速比のように1とならない。当然に林が

な防雪性能が確保されていれば）更なる対策を講じる

ない空隙率1では飛雪流量比は1となるものと考えられ

必要がないことや、現在の防雪林では初期生長期に生

る。一方、少しでも障害物が存在すると吹雪による飛

育不良を伴いやすいマツ科が利用されているがこれ以

雪が樹木や枝葉に着雪することから急激に飛雪流量比

外の樹種を利用することによる初期の生育不良の回避

が減少する可能性が示唆されるが、今後の課題とした

や、より狭い林帯の適用による効率的な防雪林整備の

い。

可能性などが挙げられる。今後、空隙率と防雪性能の

18
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関係解明に向け、現地観測やデータの解析を引き続き

measurement of wind drag on vegetation for

進める予定である。

application to windbreak design and modelling,
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