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防雪盛土の防雪効果
― 盛土高・雪堤高と吹きだまりの関係 ―

国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所雪氷チーム研究員 小　中　隆　範

１.はじめに

近年、厳冬期において、爆弾低気圧や
強い冬型の気圧配置に起因する暴風雪に
より、道路上に大規模な吹きだまりが短
時間のうちに発生し、交通障害をしばし
ば引き起こしている。吹雪対策施設は①
道路構造（道路の本体構造そのものを変
えて吹雪に強くする対策方法）②付帯施
設（路外に設ける対策工、安全性・円滑
性に資する視線誘導施設）③大型構造物
（道路を覆って吹雪から完全に遮蔽する
構造物）の三つに大きく区分される（表
－１）。新規路線の計画や既設の道路を
改良する場合、それぞれ道路周辺の地形
条件や道路状況に基づき道路設計を行う
が、その際に、先ず検討されるのが道路
構造である。道路構造による吹雪対策が
有効に働いた場合、道路の維持管理上、
メリットが大きい。そこで、道路構造に
よる吹雪対策の一つである防雪盛土に着
目した。一般に盛土構造の路面では、盛
土斜面を吹き上がる風の収束によって風
が強くなる結果、路面上における積雪は

吹き払われやすい状況となり、吹きだま
りが形成されにくくなる。また、ある程
度の盛土高があれば、除雪された雪を路
外に堆雪させ雪堤の高さを低くできるた
め、雪堤による視程障害や吹きだまりを
軽減することができる１）。これが防雪盛
土と言われる吹雪対策の仕組みである。
しかし、除雪により路側に雪が堆積し雪
堤が形成されると、雪堤から飛び出す飛
雪によりドライバーの目線位置での視程
障害をもたらし、雪堤が風の障害物にな
り吹きだまりの原因となる１）。盛土高と
雪堤の高さの関係は竹内ら２）の調査によ
り、盛土高が高い方が雪堤高は低くなり、
その関係はおおむね線形となることが示
されている。その結果を基に「道路吹雪
対策マニュアル」１）では、防雪盛土に必
要な盛土高さを「少なくとも現地の最深
積雪（30 年確率）の 1.3 倍とし、路側
に雪堤が形成される場合にはその雪堤高
を加えた高さとする。」としている。し
かし、盛土高と路側雪堤の高さの関係は
風速や平地積雪深などの気象条件や除雪
方法によっても異なると考えられるため、

竹内ら２）の調査を補完すべく、盛土高と
路側雪堤高さの関係を調査した。
また、現地観測データの不足を補う手

法として作成した数値シミュレーション
プログラムを使用し、盛土高と路側雪堤
高さおよび吹きだまりの関係を検討した。
本稿では、これらの調査検討結果を報

告する。

２.盛土高と雪堤高の関係　
（現地調査）

(１)観測概要
盛土高と雪堤高の関係を明らかにする

ため、旭川市より 80㎞程度北に位置す
る名寄市から美深町までの一般国道 40
号および札幌市の北側に隣接する石狩市
厚田区の一般国道 231 号において、積雪
状況についての現地観測を行った（図－
１）。一般国道 40 号においては 2015 年
３月と 2016 年１～２月 (２冬季 )に５
か所（計 10 か所）で積雪状況の観測を
行い、一般国道 231 号においては 2015
年３月 (１冬季 )に５か所で積雪状況の
観測を行った｡ 積雪形状については､ 地

表－１　吹雪対策施設の分類

図－１　調査箇所位置図
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盤高・雪面高をオートレベルにより観測
し、変化点毎にその差から積雪深を求め
た。但し、吹雪時においてはオートレベ
ルによる観測が困難なことから、迅速に
観測するため、測深棒により積雪深を観
測している。

(２)観測結果
積雪状況の現地観測を行った一般国道

40 号と一般国道 231 号について、近傍
のアメダスより気象データを入手し、気
象条件を整理した。一般国道 40 号の気
温・風速・積雪深について、アメダス名
寄のデータ（2015 年３月および 2016
年１～２月の値と平年値）を整理したの
が図－２（上 ,中）である。
続いて一般国道 231 号の気温・風速・

積雪深について、アメダス厚田のデータ
（2015 年３月の値と平年値）を整理した
のが図－２（下）である。また、図－２
の縦軸に平行な赤線は積雪状況の観測日
を示している。
次に盛土高と雪堤の高さの関係につい

て、先ず、代表的な計測結果と竹内ら２）

による計測結果をプロットした。さらに
竹内ら２）の観測値から得られた線形回帰
式を挿入したのが図－３である。この関
係式を基に防雪盛土の設計が行われてい
ることから、これを基準として現地観測
結果の評価を行うこととした。
図－２,３より、気象条件と盛土高・

雪堤高を比較した。
2015 年３月の観測時期直近の気象条

件は、アメダス名寄、アメダス厚田とも
に平年より気温が高く、積雪深が小さ
かったが、風速は平年値との間に大きな
差は見られなかった。図－３より 2015
年の計測結果を見ると、盛土高４ｍ未満
では雪堤高にばらつきが見られるが、盛
土高が大きいほど雪堤高は小さくなる傾
向にある。しかし盛土高４ｍ以上では、
データ数は多くないが、盛土高が大きく
なるほど雪堤高が大きくなる傾向が見ら
れる。
2016 年の現地観測は、名寄市から美

深町までの間で３回行っている。それぞ
れの観測時期直近の気象条件はアメダス
名寄で平年より気温が高く、積雪深が大
きかったが、風速は平年と大きな差は見
られなかった。図－３より 2016 年の計
測結果を見ると、雪堤高にばらつきがあ
るが、盛土高が大きくなるほど雪堤高が
小さくなる傾向が見られる。また、2015
年に比べ雪堤が高いことに加え、図－２

図－２　気温・風速・積雪深

図－３　盛土高と雪堤高の関係

アメダス名寄2015年

アメダス名寄2016年

アメダス厚田2015年
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より 2016 年は積雪深が大きいことが特
徴である。すなわち、新雪除雪の増加に
より路外の貯雪容量を超えたため、路側
雪堤が大きくなったものと考えられる。
このことから、雪堤高に与える影響が大
きいのは積雪深であることが示されてい
る。また、ばらつきが見られるが、盛土
高と雪堤高について、おおむね竹内ら２）

と同様の関係性が見られる。

３.盛土高・雪堤高と吹きだ
まりの関係（数値計算）

現地観測結果により示された盛土高と
雪堤高の関係を基に、盛土高・雪堤高と
吹きだまりの関係を数値シミュレーショ
ンにより解析することとした。
吹雪中の雪粒子の運動形態には、転動、

跳躍、浮遊の三つがあり、吹きだまりの
計算には、跳躍層と浮遊層の吹雪をそれ
ぞれ再現し、雪面で移動する雪の収支を
計算することが必要となる（図－４）。
このような吹雪特有の部分を再現可能

なプログラムが市販されていないため、
新規に作成することとした。

(１)数値シミュレーションプログラ
ムについて

今回解析に用いる数値シミュレーショ
ンシステムは、メインプログラムを
OpenFOAM としたため、迅速かつ安定した
動作環境を考慮し、プリ・プロセス、ポ
スト・プロセスの動作環境を Windows 系
とし、OpenFOAM のネイティブな環境であ
る Linux をメイン・プロセスの動作環境
としている（図－５）。

(２)吹雪の発生条件について
精度検証の前に本シミュレーションプ

ログラムにおける吹雪の発生条件につい
て記す。
吹雪の発生は図－４に示す気温と風速

との関係で表されるのが一般的である。
図中に示す３本のラインは、下側から低
い地吹雪、断続的な高い地吹雪、連続的
な高い地吹雪の臨界条件である。低い地
吹雪は気温が低いほど臨界風速が小さく、
４m/s 前後の風速で発生する。断続的あ
るいは連続的な高い地吹雪は、気温の影
響は小さく、風速が非常に強い場合に発
生する。吹雪発生の有無の判別には、こ
の気温と風速との関係を考慮して図－４
に示す吹雪の発生条件を適用するものと
する。なお、吹雪時は計測値のみで、降
雪の有無を判別することが難しく、常に図－５　シミュレーションシステムの構成図

図－４　吹雪発生に関する諸条件
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“降雪あり”の条件を課している。
また、ここでの風速は、７ｍ高さでの

風速となっているため、検討する対象の
風速計の高さに留意して、風速の鉛直分
布の対数分布式を用いて、次式で７ｍ高
さの風速に変換した。

ｚ：風速計の高さ（ｍ）
Uz：高さｚの風速
z0：雪面の粗度長（1.4 × 10

－４ｍ）

(３)数値シミュレーションの精度
検証

数値シミュレーションによる解析を行
う前に、数値シミュレーションの再現性
の評価を行った。図－４の吹雪の発生条
件、表－２の現地観測事例の気象条件に
より、精度検証のシミュレーションを

行った結果、盛土道路の吹きだまりをお
おむね再現することができた（図－６）。

(４)数値シミュレーションによる
解析

数値シミュレーションにより、盛土高・
雪堤高と吹きだまりの関係について解析
を行った。盛土・雪堤等の解析条件につ
いては、表－３のとおりとした。竹内ら２）

が現地調査した箇所の積雪深は 110㎝で
あるが、数値シミュレーションを行う際
の積雪深を 100㎝で行うため、解析条件
とする雪堤高は比率により算出した。但
し、路側高さ４ｍ以上で路外逸脱の可能
性が高い場合は車両用防護柵を設置する
ことが多い５）ので、盛土高５ｍでは防護
柵高の 0.75 ｍを雪堤高とした（表－３
①）。数値計算は代表的な気象条件（風
速10m/s、降水量１㎜/h、継続時間12ｈ）
と吹雪発生時の気象条件の２通りで行っ

た（表－３②③）。
演算した結果、道路上の最大吹きだま

り深さについては、代表的な気象条件の
場合、盛土高３ｍの場合に最も小さかっ
た（図－７）。
また、盛土高と吹きだまり量について

演算した結果、気象条件に関係なく、雪
堤高が最も小さい盛土高３ｍの場合に吹
きだまり量が最も少なくなった（図－
７）。障害物の風下では、大小の乱流渦
が発生し、風の輸送エネルギーが渦のエ
ネルギーに変換され飛雪粒子の輸送力が
低下することで吹きだまりが発生する６）

とされており、今回行った数値シミュ
レーションでは、雪堤が障害物となり吹
きだまり発生の誘因となっていた。この
ため、雪堤高が最も小さく、雪堤風下の
風の乱れの影響が最も小さかった、盛土
高３ｍの時に吹きだまり量が最も小さく
なったと考えられる。

表－３　解析条件（盛土）

表－２　事例ケースの気象条件（盛土）

図－６　現地観測結果（上）と精度検証シミュレーション結果（下）
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図－７　盛土高と吹きだまりの関係

４.まとめ

現在、防雪盛土の設計を行う際には、
竹内ら２）より得られた、盛土高と雪堤の
高さの線形回帰式を基にして、防雪盛土
に必要な盛土高さを求めている１）。しか
し、盛土高と路側雪堤の高さの関係は風
速や平地積雪深などの気象条件や除雪方
法によっても異なると考えられるため、
竹内ら２）の調査を補完すべく、盛土高と
路側雪堤高さの関係を調査した。
今回行った現地調査では、気象条件が

2015 年は平年より少雪で、2016 年が平
年より多雪であったため、計測結果にば
らつきが見られた。しかし、盛土高と雪
堤高の関係は、竹内ら２）より得られた線
形回帰式と同様に、盛土高が大きくなる
ほど雪堤高が小さくなっていった。また、
盛土高が４ｍを越えた時には、雪堤高が
大きくなる傾向が示されたが、これは車
両用防護柵を設置する区間では、雪堤高
が大きくなることが要因であると考えら
れる。

さらに、数値シミュレーションにより、
盛土高・雪堤高と吹きだまりの関係の解
析を行ったところ、気象条件に関係なく、
盛土高３ｍの時に道路上の吹きだまり量
が最も少なく、また、代表的な気象条件
の時に吹きだまり深さも最も小さくなっ
た。
今回の調査では盛土高３ｍを閾値とし

て雪堤高の変化が小さくなり、吹きだま
り量も少なくなることが示されたが、竹
内ら２）の調査を補完するためのデータを
満足に取得できたとは言えず、今後は観
測データの蓄積を図り、補完データの精
度を上げていくことが必要である。
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