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1. はじめに 
 積雪寒冷地における道路では、吹雪による視程障害や吹きだまりが冬期道路交通の大きな

障害となっている。そのため、これまでにも道路上の吹雪対策のため防雪柵など整備が進め

られてきた。防雪柵には主なものとして、吹きだめ式、吹き払い式、吹き止め式の 3 種類が

あり、このうち吹き止め式防雪柵は、下部間隙を無くし、空隙率を低く、かつ柵高を高くし

たもので、柵の風上に主に吹雪を堆雪させ、道路上の風速の低下と吹雪量の減少をもたらす

ことにより、視程障害を緩和するものである。 

近年、高規格幹線道路の伸長により高盛土型式の道路も多く造られるようになった。その

場合吹雪対策には、視程障害緩和が求められる目的面、斜面空間が大きい用地上の特色や道

路の車線数などの配置面、双方の理由から吹き止め柵が選択されることが多い。しかし地形

上、盛土斜面上に設置されることが多く、道路面を基準とした見かけの柵高は低いものとな

り、視程障害緩和に与える効果は相対的に平地道路に比べ低くなると考えられる。そこで北

海道ガソン(株)、(株)北武研究所と平成 14 年 4 月から平成 16 年 3 月まで実施した公募型共

同研究｢防雪柵の高機能化に関する研究｣の一環として著者らは高盛土道路においてより防雪

効果の高い新しい防雪柵の開発を行った。 

本論文では、実験による柵型式の決定及び野外での観測について報告する。 

 

2. 開発概要 
 本研究では高規格道路の高盛土区間における視程障害対策を主な目的とした高機能型防雪

柵(以下、高機能型とする)の開発を目的とし、有限要素法流体解析シミュレーションによる

柵選定、風洞実験による吹きだまり確認、野外観測による実証試験を実施した。 

(1) 有限要素法流体解析シミュレーションによる柵選定  
 高盛土道路において高い防雪効果が期待できる 3 タイプの柵と従来型の 4 タイプの柵を考

案し、高機能型の柵型式を選定する目的のためにシミュレーションを行った。シミュレーシ

ョンにより、柵周辺の風速分布を解析し、視程障害の程度を推定して、性能の良い柵を選択

した。 

(2) 風洞実験による吹きだまり確認  
 数値シミュレーションにより選択された柵の模型を作成し、風洞実験により吹きだまり状

況を確認して、シミュレーション結果及び風洞実験結果から柵型式を決定した。  
(3) 野外観測による試験  
 試験柵を製作し、試験地に設置して冬期間防雪機能の観測を行い、結果を取りまとめた。  
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図 2 設定した堆積状況 

3. 有限要素法流体解析シミュレーションによる柵選定 
 従来の防雪柵に比べ防雪効果の高い柵を検討するために、特に道路上の減風効果に重点を

おき、有限要素法による流体解析シミュレーション (COSMOS/M)を行って高機能型の柵型式

を選定した。  
視程 Vis と飛雪流量 Mf の関係は、Log(Vis)=-0.773･log(Mf)+2.845 で表すことができる 1)。

また、飛雪流量 Mf は飛雪空間濃度 N と風速 V の積である(Mf=N･V)1)。これらの式から飛雪空

間濃度と風速の積が小さくなるほど視程が良くなることがわかる。よって、減風効果に重点

をおいて柵型式の選定を行ったものである。  
本シミュレーションには、有限要素法による流体解析プログラムを用いた。 

シミュレーションを行った柵のタイプは図 1 に示す従来型、縦列配置型、絞込吹上げ型、

直立吹止型の 4 タイプで、それぞれ堆積状況を 3 パターン、計 12 パターンについて実施した。 

3.1. 検討した柵タイプ 

TYPE1 は柵上部 1/3 有孔、柵高 5m、

忍返しつきの従来型で、この柵を基準

として比較検討を行った。 

TYPE2は風上側にもう 1列の防雪板を

設けた柵高 5m の縦列配置型で、盛土上

を這い上がる飛雪を 2 列の防雪板の間

を吹き抜けさせることにより高くかつ

遠くへ吹き飛ばすことを意図とした。 

TYPE3 は防雪板と防雪板との間に隙

間を設け、斜めに傾斜させた吹上げ板

により、飛雪が上方に吹き上げ、絞込

みによる速度上昇を意図したもので、

柵上部には有孔板を設けて道路上の乱

流防止を図った。なお高さは TYPE1 と

同じく 5m である。 

TYPE4 は上部の防雪板の透過率を高くすること

により受風圧の軽減を図った柵高 7mの大型柵で、

無孔板、有孔板(透過率 30%）、メッシュパネル（透

過率 90%）を組み合わせた。柵高が大きくなると

受風面積も増大し基礎が大きくなるが、透過率を

高くすることにより基礎の大きさを TYPE1と同程

度にしている。また、忍び返しを設けていないた

め、形状も単純であり柵本体の設計が容易になる

ほか、勾配や曲線区間の設置も対応可能となる。 

3.2. 堆雪状況に応じた検討ケース 

｢防雪柵の風上側の吹きだまりが吹き止め柵上端近くまで堆積すると、視程障害防止効果が

低下し始める｣2)とされ、堆積状況により気流が変化し、視程障害防止効果が変化することが

図 1 シミュレーションで検討した防雪柵モデル



図 3 標準断面図 

考えられる。この点を考慮し冬期間の降雪初期、中期、末期を想定して、柵の埋没深さにつ

いて Hs=0m、Hs=2.0m、Hs=3.0m を設定した(図 2)。 

3.3. 計算条件設定 

シミュレーションにおいて設定した計算条件は以下の通りである。  
(1) 道路横断状況の設定  
 高規格幹線道路に代表される高盛土、広幅員で設計される道路を想定して断面を片側 2 車

線（道路幅 3.5m×2）、全道路幅員 23.5m、盛土勾配 1:1.8（左右対称形）、盛土高 6.0m とした

（図 3）。 

  
 
 
 
 
 
 
 
(2) 設定風速  
 風速は｢断続的な地吹雪が発生｣3)する 10m/s(高さ 10m)を基準とした。風速は地面から上方

に向かうに従い次第に増加する。平均風速の垂直分布式から設定風速を高さ 0m～1.0m で風速

7.0m/s、1.0m～10.0m で 9.0ｍ/s、10.0m～∞で 11.0m/s とした。 

(3) 柵の設置位置  
 柵の設置位置は、堆雪空間の確保およびドライバーへの圧迫感の緩和を考慮し、高速道路

での設置例を参考に道路法肩から 6.5m 地点とした。 

3.4. シミュレーション結果 

 柵の埋没深さ Hs=0m、3m のシミュレーション結果をそれぞれ図 4、5 に示す。なお、柵の埋

没深さ Hs=2m については紙面の都合上省略する。 

TYPE1 は埋没深さ Hs=0m 時には減風効果がみられるが、柵が埋没するにつれて減風領域が小

さくなっている。よって、冬期末期には防雪効果が小さくなることが予想できる。 

TYPE2 は埋没深さ Hs=0m 時には 4 タイプ中最も減風範囲が大きいが、Hs=3m 時には前後の防

雪板の間隔が閉鎖され風が通らなくなるため、吹上げ効果がなくなり、減風効果が低下して

いる。 

TYPE3 は吹上げ板による柵上方への風速上昇が確認できるものの、減風効果は TYPE1 と比べ

て同程度であった。 

TYPE4 は埋没深さが Hs=2m 時、および 3m 時においても他の 3 タイプに比べ減風領域が風下

側の道路上まで広く確保されている。 

以上の結果から 4 タイプの柵で最も防雪効果を期待できる TYPE4 を高機能型に選定した。

盛土断面の場合、柵の設置位置が道路レベルよりも下方に位置するため、道路面からの実質

の柵高が低くなり本来の柵高分の効力が得られない。結果的には減風領域の範囲は柵高に起

因していると思われる。 



 
 
 

 
 

 

4. 風洞実験による吹きだまり確認 
 吹雪輸送量は、吹雪輸送量の経験式 4)から風速の累乗に比例しており、風速が小さくなると

吹雪輸送量が減少することがわかる。よって、減風効果が優れているということは視程が良

くなるという反面、弱風域に飛雪が堆積しやすいともいえる。そこで、数値シミュレーショ

ンの結果より減風効果が期待できる TYPE4 と従来型の TYPE1 について風洞実験を行い、道路

図 5 防雪柵の埋没深さ Hs=3m のときの風速分布 

m/s 

図 4 防雪柵の埋没深さ Hs=0m のときの風速分布 

m/s 



上へ吹きだまり形成の有無の確認と吹きだまりの形状比較を行った。 

4.1. 実験条件 

 道路横断形状および柵の設置位置、柵の埋没深さの設定は数値シミュレーションと同一と

した。柵モデルも数値シミュレーションと基本的に同じであるが、TYPE4 のメッシュパネルの

透過率のみ 90%から 75%にした。これは模型柵で透過率を 90%にするのが強度上、工作上難し

いためである。 

4.2. 実験方法 

 風洞実験装置は測定洞寸法が高さ 600mm×幅 700mm×長さ 4000mm の水平回流式を使用した。

模型スケールは 1:50 とした。模擬雪は平均粒径 70μm の粉状活性白土を使用した。 

まず実験方法は、風洞内に模型柵を設置し、模擬雪が混入された風を一定方向から送風し

た。吹きつける風速は風洞内の中心において秒速 3.0m とし、模擬雪の混合量は 1 分あたり 1

リットルとした。供給装置から 30 リットルの模擬雪がすべて放出された時点で吹きつけを中

止し、風洞の中心で堆積断面を測定して堆積量を図化（図 7、図 8）した。 

4.3. 実験結果 

 TYPE1(標準)と TYPE4(高機能)それぞれの柵の埋没深さ Hs=0m、2m、3m のときの吹きだまり

結果を図 7、8 に示す。 

図 7、8 の 6 パターン全てで弱風域である道路上への吹きだまりがないことが確認できた。 

吹きだまり形状については TYPE1(標準)は、柵の風上側の雪の堆積高さが大きく、風下側で

は小さくなっている。柵の埋没深さが大きくなるにつれ、雪の堆積高さも大きくなっている。 

TYPE4(高機能)は、柵の風上側の雪の堆積高さが小さく、風下側では大きくなっている。

TYPE1(標準)に比べ TYPE4(高機能)は、雪の堆積形状が流れ方向に低く、長くなっていること

と、柵の埋没深さが大きくなっても雪の堆積高さはほとんど変わらないことから、数値シミ

ュレーション結果と同様に減風領域を広く確保していると考えられる。 

 

 

5. 野外観測による実証試験 
 数値シミュレーションと風洞実験によって型式を決定した高機能型について、標準型防雪

柵(以下、標準型とする)と野外における視程障害緩和効果の比較をするため、実物大の柵を

それぞれ約 50m 製作し、現道に設置して、実証試験を試みた。 

図 7 吹きだまり分布 TYPE1 図 8 吹きだまり分布 TYPE4 



写真 1 防雪柵設置状況 
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図 10 防雪柵、観測機器の配置平面図 

5.1. 観測箇所と防雪柵設置 

 観測箇所は、冬期間に気温-2℃以下、風速 5m 以上の吹

雪の発生が予想さる強風時の主風向が道路と直交してい

て、かつ高盛土道路の形状と近似した地点を条件として、

北海道石狩市厚田区望来の市道望来嶺泊線の路側を選定

した。 

図 9 に観測箇所を、写真 1 に防雪柵設置状況を示す。

野外観測では、風向風速、視程を計測し高機能型と標準

型、無対策の区間での視程障害緩和機能の比較を行った。 

5.2. 風向風速・視程の計測 

計測は、厚田村道望来嶺泊線において、横断風速分布

と風向風速･視程を実施した。 

横断風速分布計測は、無対策(No.1)、高機能型(No.2)、

標準型(No.3)の 3 測線で実施した。1 測線あたり 10 測点

(柵から風下へ 2.5m 毎)で計測し、1 測点あたり雪面から

高さ 0.5m、1.0m、2.0m、4.0m、6.0m の計 5 点を計測した。

観測機器は三杯式風速計(牧野応用測器研究所製 AC750)

を使用した。風上側遠方に基準点とする三

杯式風速計を設置して風速を連続観測し、

同時に防雪柵の横断方向へ 1 測点毎に観

測ポールを立て 2 分間風速を観測した(図

10)。 

風向風速・視程計測は、防雪柵の影響の

ない箇所（定点）、No.1、No.2、No.3 の風

下側、計 4 地点での連続観測を実施した。 

測定期間は、平成 16 年 12 月 21 日～平

成 17 年 3 月 14 日の一冬期間である。 

 定点地点の観測機器は、風向風速計(横

河電子機器製 A7401-20-00)と気温計(カ

イジョ－製 ST-20)、積雪深計(カイジョ－製 ST-70)を使用した。風向風速計は高さ 4m、気温

計と積雪深計は高さ 2m に設置した。測定間隔は風向風速計 1 分毎、気温計 10 分毎、積雪深

計 10 分毎とした。 

 No.1、No.2、No.3 地点の観測機器は、風向風速計(コーナシステム製 KDC-S4)と反射型視程

計(明星電気製 TZE-4)を使用し、風向風速計は高さ 2m、反射型視程計は高さ 1.5m に設置した。

測定間隔はどちらも 1 秒毎とした。反射型視程計の設置位置は柵から 20m の位置とした。こ

の場所は片側２車線道路を想定したときの道路上に当たる。 

5.3. 観測結果 

 図 11、12 に標準型、高機能型それぞれの減風率を示す。減風率は、無対策区間での風速を

1 とした場合の柵区間での風速比である。 

高機能型

標準型

観測箇所  

厚田区望来

図 9 野外観測箇所 



標準型の減風率は、柵からの距離が現地の道

路部に当たる 5～12.5m のときに、0.1～0.2 と

なり、一定の減風効果が確認できた。 

高機能型の減風率は、現地の道路部付近で

0.3～0.6 と標準型に比べると小さいが減風効

果を確認できた。 

高機能型については特に地上高 1.0、2.0m で

柵からの距離 25m の地点でも減風効果が持続

しており、広幅員道路においても道路上の減風

効果が期待できる。 

 図 13 は風向別の視程改善率を示す。この図

は、無対策(防雪柵未設置)箇所(No.1)において、

視程 1000m 以下かつ風速が 5m/s 以上、気温 0℃

以下の場合の抽出データより作成した。視程改

善率は、無対策での視程を 1 とした場合の柵区

間での視程比である。風が防雪柵と直交してい

る時(NW)の高機能型の視程は無対策の 2.7 倍

に、標準型の視程は無対策の 1.8 倍になってい

る。高機能型の視程改善率は、ほとんどの風向で標準型を 1.5

～1.6 倍程度上回っている。よって、高機能型は標準型に比べて

視程改善効果が風向に関わらず大きいといえる。 

 図 14、15、16 は視程と視程改善率の相関図で、それぞれ風向

が柵に直交 90°、斜行 67.5°、45°の場合を示す。これらも図

13 と同様に、無対策(防雪柵未設置)箇所で、視程 1000m 以下で、

かつ風速が 5m/s 以上、気温 0℃以下の場合の抽出データより作

成した。 

風向が柵に直交 90°(図 14)では、視程が 300m までは標準型

の視程改善率が高いが、300m を超えてからは

高機能型の視程改善率が高くなっている。 

風向が柵に斜行 67.5°(図 15)では、どの視

程でも高機能型が標準型に比べ高い視程改善

率を示しており、標準型の視程改善率は視程

300m を超えると 200%を下回るが、高機能型の

視程改善率は視程 1000m でも 250%を上回って

いる。 

風向が柵に斜行 45°(図 16)では、視程 100m

付近で高機能型、標準型ともに 170%と同程度

の視程改善率を示しているが、視程が大きくな

るにつれて標準型の視程改善率は小さくなっ
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図 14 視程と視程改善率の相関図 風向 NW 
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ており、高機能型の視程改善率は大きくなっ

ている。 

今回の結果から、高機能型については、風

向が直交で視程 100～300m 時の視程改善率

を除いて、ほとんどの風向で標準型より視程

改善率が大きく、特に視程 300～1000m 時の

視程改善率が大きいことが確認できた。高機

能型は、車輌が高速走行するために長い視程

の確保を必要とする高規格道路で有利であ

るといえる。 

また、高機能型は標準型よりも斜風に対し

ての視程改善効果が大きいことが確認でき

た。 

よって、高機能型は、高盛土で高規格道路や

斜風が多いなどの条件での使用が適当と考え

られる。 

ただし、今回の試験地は盛土形状や除雪状況

が実際の高規格道路等と多少異なることから、

現道での設置については現地試験により今後

防雪効果を確認することが必要と考える。 

 

6. おわりに 
 今回、数値シミュレーションと風洞実験によ

り高盛土に対応した高機能型防雪柵の型式決

定を行い、さらに野外観測により防雪効果が確認できた。今回の調査により一応の開発試験

は終了とし、今後は現場での試験導入に向けて調整を図っていく予定である。 

本研究を実施するにあたり、共同研究を行った北海道ガソン(株)、 (株)北武研究所には風

洞試験等で協力を頂いた。ここに記して感謝の意を表します。 
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図 15 視程と視程改善率の相関図 風向 NNW＋WNW 

視程と視程改善率の相関図　風向NNW＋WNW（柵に斜行67.5°）
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図 16 視程と視程改善率の相関図 風向 N＋W 

視程と視程改善率の相関図　風向N＋W（柵に斜行45°）
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