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雪氷チーム上席研究員の萬と申します。本日は極端
気象がもたらす雪氷災害の被害軽減のための技術開発
というタイトルでお話をさせていただきます。
当雪氷チームは、吹雪対策施設に関する研究を行っ
てきた研究チームであります。ですが最近、極端な気
象による暴風雪ですとか、大雪ですとか、そういった
ことが頻発している、また、吹雪対策施設の経年変化
なども起きてきていまして、今までやってこなかった
課題についても増えてきていますので、本日はそうい
ったことのお話、それから吹雪対策施設の簡単なおさ
らいと、いま進めている研究と予測される成果につい
て、お話をさせていただきたいと思っております。
すでにご存じかと思いますけれども、近年極端気象
がもたらす雪氷災害の発生地域や発生形態、災害規模
が変化しており、多発化・複雑化が見られます（図－

1）。気候変動の影響による異常な吹雪、豪雪、雪崩に
伴い、多数の車両の立ち往生や長時間に渡る通行止
め、集落の孤立などの障害が発生して、それらの対策
は近々の課題というふうになっております。

右側に書きましたけれども、2013年北海道で9名の
方が亡くなった暴風雪は未だに記憶に新しいところで
すし、2014年、2018年では本州のほうでも大雪が起き
て、死者が出る、孤立地域が発生する、多数の立ち往
生が発生する、というようなことも起きております。
また、左下に書きましたけれども、2つの低気圧が
接近して、北海道付近で1つになって発達していくと
いう事例が近年非常に増えているという事実もござい
ます。

一般講演

「極端気象がもたらす雪氷災害の被害軽減のための技術開発」

国立研究開発法人土木研究所 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　萬

よろず

　直
なお

樹
き

図－1



38 寒地土木研究所月報　№816　2020年度

吹雪による災害なんですが、われわれ2つに大きく
分けて捉えております（図－2）。1つは吹きだまり、1
つは視程障害、視界不良のことなんですけれども、吹
きだまりは、道路に雪がたまって立ち往生、通行止め
が生じるというような事例、視程障害につきましては、
前が見えなくなって渋滞、交通事故等が発生するとい
うものになります。
視程障害でいきますと、これらが状態を分けて示し
たものなんですが（図－3）、100mを切ってくるよう
な状態になりますと、もうヘッドライトが頼りになる
という状態まで悪くなりますし、最悪数メートル前し
か見えないホワイトアウトという状態にまでなってし
まうという場合も起きます。
吹雪対策施設について、簡単にご説明いたします。
まず、防雪林なんですが（図－4）、マツを中心として、

樹林帯を10m以上形成しまして、吹雪粒子を補足して、
風を弱めるという効果を狙ったものであります。　こ
れが、防雪林のあるところを実際に走行した動画なん
ですけれども（図－5）、このように道路脇で主に横方
向から来る雪を抑えるという効果がありますし、また、
マツ自体の高さがありますので、視線の誘導効果です
ね、道路がこの先どのように続いているかというのを、
吹雪の中でもドライバーに知らせることができるとい
う効果も合わせ持っています。

図－2 図－3
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防雪柵ですけれども（図－6）、3つに種類が分かれ
ますけれども、吹きだめ柵、吹き止め柵については、
柵によって風の流れを抑えて、そこで雪をためるとい
う仕組みのものです。吹き止め柵については、下流側
に弱風域というのをつくってやって、多車線道路にも
対応するというような仕組みになっています。吹き払
い柵というのは、風を路面付近に流れをつくってやっ
て、文字通り雪を吹き払う仕組みにして、雪を防ぐと
いうような仕組みの柵になっています。
防雪切土というものがありますけれども（図－7）、
こういうような切土の区間ですと、横から雪を伴った
風が吹いたときにこの区間で風速が落ちるなりして、
雪がこの切土区間にたまるという現象が起きてしまい
ます。防雪切土として、この勾配を意図的に緩くとっ
てやる、幅を広くとってやることによって、風の流れ
の変化を穏やかにしてやる。また、落ちてくる雪のた
まる場所を道路から離してやるという効果が期待され
る。これが防雪切土です。
防雪盛土というものもあります（図－8）。路面の位
置を通常よりも高い位置にすることによって、雪のた
まり方を抑制する。吹きだまりを抑制するという効果
を狙ったものです。
また、あわせて緩勾配盛土というものもありまして、
先ほどの防雪切土と同じように法面の勾配を緩くする
ことによって、風の流れをより乱れなくする、たまり
にくくするという意図のものであります。

図－6 図－7
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このほかに、視線誘導施設というのもあります（図

－9）。自発光式視線誘導標、固定式視線誘導柱、視線
誘導標というようなものがありますけども、これ自体
には吹雪を抑える機能はないんですが、吹雪の中でも
これらが見えることによって、ドライバーの視認性を
高めるということを狙ったものです。例えば、矢羽根
ですとこんな感じで、吹雪いていても見えるというよ
うなことになってきます。
寒地土木研究所の研究の背景と目的ということです
けれども（図－10）、ご説明した通り、近年の雪氷災
害の激甚化ですね。それから、豪雪、暴風雪によって
それらの対策強化が背景として求められていると。
そして、土木研究所の研究の柱として、本研究開発
プログラムという研究の柱がまとめられているわけで
すけれども、雪氷チームの研究の中身については、こ
のプログラムの中で、大雪や暴風雪など、極端気象が
もたらす雪氷災害の実態解明とリスク評価技術を開発
するとともに、広域に適応できる視程障害予測技術の
開発、及び吹雪対策施設及び除雪車の性能向上技術の
開発をしていこうと。これが研究の柱として位置付け
られております。これを通じて、雪氷災害による交通
障害や集落被害の軽減に貢献するというのが目的とさ
れています。
研究所第4期中長期計画としまして（図－11）、平成
28年から令和3年までが計画としてあるわけですけれ
ども、先ほど言いました研究開発プログラム、それの
達成目標として3つが設定されていまして、それぞれ
に、それに関連する研究が属しているというようなこ
とになっています。
目標が3つあるわけですけれども、1つ目は極端気象

がもたらす雪氷災害の実態解明とリスク評価技術の開
発。それの中で個別研究として、1つ目は極端な暴風
雪等の評価技術に関する研究、2つ目として短時間の
多量降雪による雪崩危険度評価に関する研究というの
が属しています。
2つ目は広域に適応できる道路の視程障害予測技術
の開発で、それに対してほぼ同じタイトルですけど、
広域的な吹雪視程障害予測技術の開発に関する研究と
いうものが対応しています。
3つ目、吹雪対策施設及び除雪車の性能向上技術の
開発として、個別研究で4番目、防雪柵の端部・開口
部対策に関する研究、5番目として防雪林の安定的な
防雪性能確保に関する研究、6番目として暴風雪によ
る視程障害時の除雪車運行支援技術に関する研究とい
うものが属しています。6番目は寒地機械技術チーム
のほうが担当しておりますので、ちょっと今日のお話

図－9 図－10
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の中からは割愛させていただきたいと思っています。
1つ目の極端な暴風雪等の評価技術に関する研究、
これがどういうことか、いま、どういう成果が見えつ
つあるかというご説明をしたいと思います（図－12）。
極端な暴風雪ですね、このスタートとしては一回の
暴風雪・大雪の激しさというのが、実はいま適切に表
す指標がないという事実があります。例えば一冬を通
した指標というのが、一番下に書きましたけれども、
年視程障害発生頻度であるとか、年最大積雪深とか、
あるいは一回の暴風雪の降った雪の量とか、そういっ
た一冬通したもの、一回の一部しか表してないもとい
うのはあるんですけれども、暴風雪がどれだけ激しか
ったかというのを適切に表す指標というのが今のとこ
ろないという事実が、この背景としてあります。
これを適切に表してあげよう（図－13）。具体的に
は、例えば吹雪の累計値だとか、ピーク値だとか、継
続時間、また、それぞれの組み合わせによって表して
くるということを考えているところです。それによっ
てつくった指標によって、頻度ですとか、地域性とか、
それをハザードマップ的に示してあって、注意すべき
地域などを示していきたい。また、その指標のレベル
を例えば5段階とかで示すことによって、過去の事例
はどの程度に当てはまるのか、また、これからくるも
のはどれぐらいなのかというものに、表現するのに使
っていければなというふうに考えているところです。

その中で、いま基本となる指標の指標と言いましょ
うか、考えているのが、われわれでつくっている指標
として、吹雪量というものを考えているところです（図

－14）。
下に書いたんですけれども、吹雪量というもので吹
雪の度合いを示す指標の1つ、風に直交する単位幅を
単位時間に通過する吹雪粒子の質量ということで表し
ていこうということでスタートしています。これは、
暴風雪時の気象のデータから推定していくことができ
ますので、過去の事例から時間によってどれぐらいの
吹雪量があったかというものを、かなり大きなデータ
ですけれども、つくってあるというところはやってい
るところです。

図－12 図－13
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具体的にどういう感じになるかということですが
（図－15）、左上の図ですけれども、これは2015年2月
に道東地方で起きた暴風雪の24時間の累積の吹雪量、
これを面的に示したものであります。真っ赤になって
いるほうほど多かったと、吹雪量が多かったというこ
とになります。このように、面的にどこでひどかった
のかというのが示すことができると思いますし、国道
の線の中で色が変わってるところは実際に通行止めが
起きたところですので、激しさと通行止めも概ね一致
してるのかなということが理解できるかなと思いま
す。
右上のグラフは、これは虹別という標茶町のある地
点の過去の20の暴風雪の事例、これを調べまして、時
間の経過による累積の吹雪量というのをグラフ化した
ものです。通行止め開始を基準として、12時間前から
グラフを書いているんですけれども、その線の立ち上
がり方がきついのか、緩いのか、それからその一番て
っぺんの値がどれぐらいまで高いのか、低いのかによ
って、暴風雪がどういう激しさだったのかというのが、
このグラフでは表現できるのかなというふうに思いま
す。
また一番下は、3時間の吹雪量を棒グラフとして示
して、時間と共に表現したというものですけれども、
3時間のピーク値の変化で、どれだけ激しさを把握で
きるのか。前半、後半、いろいろありますし、そもそ
もどれだけ長く続いたのかということも、激しさの1
つの指標ではないのかなというふうに考えています。
最終的にはどういうもので指標を組み立てていく
か、まだ結論付けてはいないんですけれども、こうい
ったようなかたちで、吹雪の激しさを表せるというと

ころまではきてますので、それを使って、最終的な成
果をうまくまとめていきたいなというふうに考えてい
るところです。
2つ目、短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に
関する研究なんですけれども（図－16）、これは2014
年関東地方の大雪で、通常は雪崩が発生しにくいと考
えられている樹林帯とか、そういうところで雪崩が発
生したということから、これの発生の評価あるいは危
険度評価をするべきではないのかということで、スタ
ートした研究になります。
右のグラフなんですけれども、これは2014年2月の
関東甲信越地方での大雪で発生した雪崩を横軸に12時
間の平均気温、縦軸に12時間の最大の積雪深をとって
プロットしたものです。黒丸が樹林帯で発生した雪
崩、黒四角が樹林帯かつ対策施設があったのにも関わ
らず、それをすり抜けて発生した雪崩、白丸がその他
の雪崩ということで示していますけれども、このグラ
フの左上にいくほど、つまり気温が低くてたくさん雪
が降れば降るほど、雪崩が多発するような条件に当て
はまり、さらにそれがより厳しくなると、樹林帯にお
いても雪崩が発生してしまうということが整理するこ
とができました。

図－15 図－16
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この発生条件を基に、過去の気象データとつなぎ合
わせて、では、どれぐらいの頻度で発生するのか、年
に何回起きてしまうのかというのを、全国的にちょっ
と発生頻度の分布として示したというのが、この図に
なります（図－17）。
本州でいきますと、群馬、新潟の境の山地とか、北
海道でいきますと、知床半島のあたり、夕張のあたり、
道北のほうですね、こういったところで短時間の多量
降雪による雪崩というのが起きてもおかしくないんだ
よというのが示すことができております。また、ここ
で示してないんですけども、樹林帯を流れる雪崩は、
通常の場合と比べて到達距離とか、衝撃圧がどの程度
なのかというのも計算して示しております。
3つ目、広域的な吹雪視程障害予測技術の開発とい
うことですが（図－18）、暴風雪が多発するようにな
りまして、吹雪の予測というものに対するニーズがど
んどん高まっていった、そして、それをより広い地域
に対して提供していく、中身も充実していくことが、
この研究の背景としてあったわけです。
既にご存じの方もあるかと思うんですが（図－19）、

当チームでは左上にあります、北の道ナビ「吹雪の視
界情報（北海道版）」というのを平成24年から運用し
ております。これは、市町村単位で視程障害をこれか
ら何時間先までというかたちで、ランク分けした上で
色塗りで示すというサイトになっています。

下はそのアクセスの様子をまとめたものなんですが、
昨年は暖冬だったので、アクセス数はちょっと低いで
すけれども、年を追うごとにアクセス数は伸びている
かなということがわかります。また、令和元年、暖冬
ではある中ですけれども、大雪のあったタイミングで
は、その前後なり、最中なり、アクセス数が伸びると
いうことが、瞬間瞬間の値として把握できています。
それから、右上の青森の色を塗ったもの、これはま
だイメージ段階で作業中なんですけれども、北海道の
みならず、他地域についても応用できないのかという
取り組みをしている途中であります。

図－17 図－18

図－19
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右上の図なんですけども（図－20）、これは、五所
川原市でとった吹雪の有り無しのデータをプロットし
たもので、点線が従来からある吹雪の発生、吹雪が発
生しないという境目の線なんですけれども、この青森
県で見ていく限り、その線に当てはまらないと言いま
しょうか、例えば気温が暖かいときとか、そういうと
こではこの点々で囲ったエリアで吹雪が起きてもおか
しくないんだけれど、実際は吹雪が起こっていないと
いうところが多いということが把握できました。つま
り、空振りにつながるということですね。
地吹雪発生の判別のフローというのが、この下に示
したものであるんですけれども、降雪がある、ないと
か、地吹雪が発生する、しないだろうというのは、こ
のフローによって判別しているわけですが、適応して
いく空振り率を改善するためには、域値を変えるとか、
雨雪判別を追加しないとうまくいかないということが
これでわかってきたところです（図－21）。雨と雪の
状態については、この気温と温度によって色を分ける
とこういった線で雨雪の判別というのは概ねできるだ
ろうということがわかりましたので、先ほどのフロー
の前半によって振り分けることによって、的中率の上
昇を実際やってみたところ、上昇もできたというとこ
ろになっています。今後は、こういった条件、アルゴ
リズムを実際に青森のほうに当てはめながら運用につ
なげられるよう、取り組んでいきたいと思っています。
4つ目、防雪柵の端部・開口部対策に関する研究で
す（図－22）。防雪柵はあるんですが、やっぱり端部
ですとか、あるいは取り付け道路、道路が交差します
ので、そこは柵がないというところがたくさんあるわ
けですけれども、そこで直交するように風が吹いたと

きに、そこで柵がないものですから、急に視界が悪く
なる、風が強くなるという状態があって、これ対策な
にかできないのかというのが現場からのニーズとして
あがってきて、スタートした研究になります。
右側の移動観測車と書いたところは、実際に現地で
走らせまして、風速、視程の低下を計測したところな
んですけども、指摘のある通り、この開口部では風速
の増加、視程の低下というものがどんな状況で発生す
るのかというのが把握できたというものです。現地で
副防雪柵と言われるような、雪柵に直角に曲がって配
置されるような柵が付いていたり、あるいは開口部の
ところに木を植えたり、こういった取り組みのある現
場もあります。
最終的に、この研究では何をしたらいいのかという
のを示さなくてはいけないかなと思ってるんですが、
何しろ、その開口部というのはたくさんありますので、

図－20 図－21

図－22
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一つ一つ大規模なものを付けていくというのは現実的
ではないというふうに捉えてますので、小規模な対策
で効果の大きいものを考えていきたいということで、
いま検討中です。
副防雪柵については（図－23）、風洞実験でいろい
ろ風向を変えながらどういった効果が出ているのか、
あるいは実際にわれわれ持っている試験場で副防雪柵
について計測をして、どういった効果があるのかとい
うのを確かめているところですし、数値シミュレーシ
ョンというのもやってますけれども、こちらは机上で、
こんな形だったら効果があるんじゃないかというも
の、副防雪柵に限らず、例えば斜めのフィンのような
ものをいくつか建てたらどうかとか、たくさんのパタ
ーンを設定した上で風向なんかも変えながら、どうい
った効果があるのかというのをみているところです。
今年は、その中からある程度有効かなと思われるも
の、具体的には斜めのフィンをちょっと付けるという
形になってくるかなと思ってるんですが、それを実際
の試験場に設置して、効果のほどを確かめるというこ
とをやる予定でいます。その上で最終的にこういった
対策で取り組んではいかがでしょうかということを、
提案していきたいと考えています。
これらの途中の経過については、左下の月報などで
もまとめられていますので、見ることができます。

最後、防雪林の安定的な防雪性の確保に関する研究
ということなんですけれども（図－24）、マツによっ
てつくる防雪林なんですが、マツの成長に伴って下の
ほうの日当たりが悪くなって葉と枝が落ちる、通称、
枯れ上がりというんですけれども、こういったことが
起きている防雪林が増えつつあります。これに伴っ
て、防雪性能が低下するということが懸念されている
んですけれども、これ対して対策をどうしたらいいか
というのが、現場の管理する方々からの要請としてあ
がってきてるのが、この研究のスタートいうところに
なります。
例えば、そのもう枯れてしまったところについては、
補助柵みたいなものを付けて、助けてやるべきではな
いのか。それから右の図ですが、そもそも日当たりが
悪くなってしまうということを招いたのは、適切な間
引きがなかったからではないのか、段階的に適切な間
引きをすることによって、枯れ上がりをできるだけ防
ぐということをすべきではないのか、ということを考
えています。

図－23 図－24
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フローで表しますと（図－25）、これにあるように
枯れ上がりの高さであるとか、空隙率ですね。これに
よって補助柵を導入する、いまのままでいいという判
定をする、あとは枝の重なりなんかを見て間引きをす
べき、いまのままでいい、という判断フローというも
のをつくっていきたいということです。
いま、わかりつつある内容ですけれども、この空隙
率として、この防雪林の中をカメラ撮影して白黒で判
別して値をとるということをして、実際の現地で雪を
とらえて流れている量、風がどれだけ弱まったかとい
うのを調べています。
左下のグラフなんですけれども（図－26）、空隙率
が右に、横軸の右側方向ですね、高くなるにつれて雪
の流れる量としてはあまり変化がないという結果が出
てますけれども、風ですね、これは空隙率が上がるに
従って風速比が1に近づく、つまり流れ始めからその
防雪林を通って行く中で風の落ち方があまりなくなっ
てくる、つまり、風を弱める力が弱まってますよ、と
いうのがグラフで把握できたということです。ただ、
実際は枯れ上がりの高さだとか、樹林帯の幅だとか、
いろいろそれぞれで違いますので、一律には扱えない
んですけれども、より細かい解析をいまやってるとこ
ろです。
さらに、風洞実験をやっていますが（図－27）、上
の絵は左側が枯れ上がりが無いもの、右側が枯れ上が
りの有るもので、実際の防雪林の枯れ上がり状況を概
ね表現したようなかたちでモデルをつくりまして、風
を当てて測ったというものになりますけれども、例え
ば地上3mで見てきますと、赤の線なんですが、点々
のほうは枯れ上がりが無い、実線のほうは枯れ上がり

が有るということですが、点線のほうがグラフ上低く
なっている、風速比がゼロに近づいているということ
で、風の落ち方がしっかりあるということですけれど
も、枯れ上がりが有るほうはそれに比べて風の落ち方
がよくないということが把握できています。1mのと
ころは3mよりさらに風の落ち方がよくないというこ
とですが、枯れ上がりがないほうが、当然、風の落ち
方はその中でもまだよくて、枯れ上がりがあるとそれ
よりさらに悪いということが把握できています。
この後は、風だけじゃなくて粒子を使って雪のたま
り方なんかの変化を見ていきながら、どういったこと
になるかというのを最後まとめていって、対策を示し
たいというふうに考えています。
以上、ちょっとかけ足になった感じもありますが、
研究の中身、予測される成果についてご説明をさせて
いただきました。

図－25 図－26

図－27
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今後もまた、新たに課題が出てきて取り組まなきゃ
いけないということも増えてくかと思いますけれど
も、当研究所雪氷チームとして、こういった課題に取
り組みながら、安心・安全な道路交通に貢献できるよ
う頑張っていきたいと思っているところであります。
本日はどうもありがとうございました（図－28）。

図－28


