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１．はじめに

　道路防雪林は、吹雪による交通障害を防止するため、
道路沿いに植栽される樹林帯のことである。
　道路防雪林の機能には道路上への吹きだまり防止、
視程障害緩和、視線誘導などがあり１）、このうち道路
の吹雪対策として視程障害緩和へのニーズは高い２）。
吹雪時は視程の低下により走行車両の速度は低下し、
車両間の速度差は拡大するが３）、道路防雪林による視
程の確保はこれらを緩和し、安全性向上につながる。
　一方、防雪林の視程障害緩和に関する研究は、樹木の
生長とそれに伴う機能の発揮に時間を要することもあり、
これまで観測事例が少ない。本稿ではこれまでの道路防
雪林に関する研究と今後の研究課題を取りまとめた。

れ、樹高3.6ｍ程度、3列、幅4.5ｍの林帯でトドマツ、ヨー
ロッパトウヒで構成されていた。
　石本らは道路の中央分離帯上に透過型視程計を高さ
2ｍに設置し、防雪林区間と無対策区間を比較した。
その結果、無対策区間で290ｍの吹雪時の平均視程が
防雪林区間では480ｍに改善するなど、防雪林の設置
により吹雪時の平均視程が1.10 ～ 1.66倍に改善したと
報告している（表－１）。

写真－１　生長した道路防雪林（天塩町）

　また福沢らは北海道当別町の国道脇に樹高3.5ｍの
針葉樹（間伐材）により２列林、３列林を造成し、道路
上で移動気象観測車により視程の観測を行った６）。視
程100ｍ程度の強い吹雪の中で行った観測では、２列
林では視程が1.35倍に、３列林では1.69倍に改善して
いる（表－２）。

表－１　防雪林による視程計測事例５）

２．視程障害緩和効果を視程計測した事例

　防雪林の視程障害緩和効果を計測するには、防雪林
帯の前後あるいは林帯の存在するところとしないとこ
ろで視程を計測して比較するのが最も直接的な方法と
いえる。
　道路防雪林は、視程障害緩和を目的とした林帯幅10
ｍ未満の狭帯林と視程障害対策に加え、吹きだまり対
策も考慮した10ｍ～ 30ｍ程度の標準林に大別される
４）。ここでは、狭帯林と標準林に分けてこれまでの研
究事例を概説する。

２．１　狭帯防雪林の計測事例

　石本ら５）は北海道岩見沢市の国道防雪林において視
程計測を行った。ここは日本で最初の道路防雪林とさ

写真－２　石本らが計測した岩見沢市の防雪林

（1984頃）

例
事

林風下

平均視程
(m) 

無対策箇所

平均視程
(m) 

視程比

1 1200 1090 1.10 
2 1130 860 1.31 
3 1050 800 1.31 
4 480 290 1.66 

例
事 視程比

2 列林 1.35 
3 列林 1.69 

表－２　防雪林による視程計測事例７）

　測定箇所は異なるが両者の測定結果は比較的近く、
3列の狭帯防雪林で視程が1.7倍程度に改善することが

解　説
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わかる。

２．２　標準防雪林の計測事例

　狭帯林での2事例は、現在道路防雪林として標準的
に造成されている防雪林（林帯幅10 ～ 30ｍ）に比べて
林帯幅が狭く、また施工後すぐに測定されたものであ
る。このため生育を遂げた防雪林ではこれに比して樹
高は高く、効果も大きくなると考えられる。
　標準的な道路防雪林の林帯幅を持つ防雪林における
測定としては福澤らがある７）。これは天塩町雄信内の
トウヒ、シラカンバ、アカエゾマツ、ヤチダモで構成
された幅30ｍ程の国道防雪林で吹雪時に移動気象観測
車８）により視程の観測を試みたものである。この結果
は防雪林のない箇所で平均113 ～ 198ｍであった視程
が228ｍ～ 540ｍとなった。（図－１）

　雪面付近を除くと飛雪流量は飛雪空間濃度と風速の
積とみなすことができる。さらに吹雪時の風速が大き
いと吹雪粒子の飛雪量が増え、飛雪空間濃度も大きく
なる。このため風速が大であると、吹雪量そのものの
増加と残像効果の相乗により、視程が縮小することと
なる。
　さらに風速は視程や飛雪量に比べ測定が比較的容易
であるため、風速の低減率も防雪林の効果を表す指標
として多用されている。

３．２　林帯による飛雪量の減少効果

　防雪林は鉄道や道路への吹きだまりの防止を主目的
に造成されてきた。このため、林帯の防雪効果を吹き
だまりに影響する雪面から上空までの積算吹雪量の減
少率で示した例10）も見られる。しかし、吹雪の運動形
態は図－３に示すとおり、転動、跳躍、浮遊の３つが
存在する11）。「道路構造令の解説と運用」12）では小型
自動車ドライバーの目線高さは1.2ｍとされ、視程改
善の指標としての飛雪量は浮遊粒子を測定したものが
適当といえる。
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図－１　標準防雪林に於ける観測例（福沢ら）７）

　狭帯林の観測事例５）６）と比較すると、計測手法や箇
所に違いがあるものの、標準林における福澤ら７）の視
程改善効果は大きく、このことから林帯の幅など林型
によって防雪林の視程改善効果が異なることが示唆さ
れる。

３．視程以外の計測事例

３．１　視程の影響因子

　前述の通り直接視程観測により防雪林の視程改善効
果を計測した事例は少ないので、視程の影響因子を観
測した事例についても紹介したい。
　Koschmieder によると、視程Vは

　 =
ε
1ln1

σ
V

（ただし、V: 視程（ｍ）、σ : 光の消散係数、ε : 人間の目の
明暗対照臨界値 （≈0.05））
　で表される11）。
　一般に光の消散係数は空間浮遊物の濃度に比例する
とされる。しかし、吹雪のように目の近くで個々の粒
子が識別できる場合、残像効果が働くため視程は飛雪
空間濃度よりも単位時間あたりに単位断面積を通過す
る雪粒子の質量である「飛雪流量」と関係する（竹内・
福沢9））（図－２）。ただし観測は開けた平原上で行わ
れたもので、樹木風下の乱れた風況では誤差が生じる
可能性もある。
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図－２　「飛雪流量」と視程の関係

　目線高さで飛雪流量を測定した事例には、狭帯林に
ついての石本らの報告５）がある（表－３）。
　石本らは、道路上で防雪林のある区間と隣接する区
間を同時測定して対比を試みた。防雪林区間の飛雪量
は無林区間比0.53 ～ 0.67であった。測定高を変えて測
定しているが、大きな差はない。測定例からは、３列
の狭帯林で３割程度飛雪流量が減少することが考えら
れる。標準林では林帯幅も大きく、これ以上の減少が
期待できると考えられる。
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図－３　吹雪の運動形態（竹内）
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３．３　林帯による風速の減少効果

　風速低減を目的とした林帯には防雪林のほか、防霧
林や耕地防風林、飛砂防止林などもあり、総称して防
災林と呼ばれる。ここではあわせて整理する。
　防災林の効果では、林風上の風速を基準として林風
下の風速を比較することが一般的となっている。
　樹林帯による防風効果についての既往調査は数多
く、これらは野外観測によるものと、縮小模型を使っ
た風洞実験によるものとに大別される。風洞試験は、
簡単に樹木の列数や疎密度などを変えて実験できるメ
リットがあるが、再現性（相似則）の問題がある。風速
低減効果については観測事例が多いので、ここでは野
外観測を中心にまとめた。

およそ道路上の風速が林風上の半分になることが読み
取れる。ただし、同程度の林帯幅であっても違いは大
きく、風速比で0.4程度の開きがあり、林帯幅以外の
防風効果に対する影響が大きいこともわかる。

（3）樹種と風速比の関係

　広葉樹は針葉樹に比べて風速比が大きく、測定した
データの範囲で広葉樹の風速比は同林帯幅における針
葉樹の風速比の最大値に近い値を示していた。

（4）枝下高と風速化の関係

　次に樹高と風速比の関係を図－７に示す。これによ
ると、一定の生長を遂げた防雪林では、樹高の差異が
道路付近の防風効果に与える影響は小さく、むしろ樹
高の増加に伴って風速比は高くなる傾向が読み取れる。
これは樹高の増加に伴って枝下高も高くなるため、枝
葉の下部を通り抜ける風が増加するためと考えられる。
　枝下高の防風効果に与える影響については、野外観
測による研究事例は見られないが、塩谷ら13）によって
風洞実験により枝下高と風速比の関係が求められてい
る。これによると樹高1/4高（実大の2.25ｍに相当）での
風速は、枝下高が樹高の1/4を超えると大きく上昇する
ことがわかる。ここからは測定高以上に枝下高が大き
くなると、風下の防風効果が小さくなることがわかる。

表－３　飛雪量の測定例（石本ら５））

飛雪量(g/m2/min) 測定高
(m) 林区間 無林区間

比

率

風速
(m/s) 

降雪

1.3 107 158 0..68 
2.3 155 291 0.53 

12 少しあり

1.3 36 62 0.58 
2.3 31 46 0.67 

13 なし地吹雪

1.3 26 54 0.48 
2.3 46 73 0.63 

5 あり

（1）風速比

　道路防雪林では除雪の影響から樹木を守るため、道
路端から7.5ｍ以上林帯を離して造成することとされ
ており４）、路肩を含めると道路の走行車線は林縁から
10 ～ 20ｍ程度離れることとなる。現在防雪効果を発
揮している防雪林の樹高は10ｍ程度であり、樹高をH
とすると、道路位置は林の風下1H～ 2Hとなる（図－

４）。以下で林の風上遠点に対する道路位置相当箇所
の相対風速を「風速比」とする。
　表－４には、これまでに観測された風速比の一覧を
示す。定性的には林帯幅、樹高、枝下高、密度によっ
て林の効果は左右されると考えられる。

（2）林帯幅と風速比の関係

　林帯幅は、幅の大きい方が防風効果は高いとされる。
そこで、表－４から得られる林帯幅と風速比の関係を
図－６に示した。表－４に示すように、それぞれの観
測は林の形態や観測条件に違いがあるが、傾向をつか
む上であえて同一グラフ上に示した。
　これによると、林帯幅の広い方が風速比は低下する
傾向が見られる。たとえば林帯幅30ｍの防雪林ではお

図－４　道路と道路防雪林の位置関係

（5）樹木密度と風速比の関係

　樹木密度の違いによる防風効果の違いについて述べ
たい。ここで密度には単位面積あたりの樹木本数を示
す樹木密度と、単位地表面積あるいは単位空間あたり
の枝葉量を示す葉面積密度の２つがあるが、いずれの
密度も高い方が効果は高い傾向にある。
　小澤ら18）は内陸防風林を間伐し、その前後に風速を
計測し、樹木密度の変化が風速比にもたらす影響を調
査している （図－８）。これによると2216本 /ha の林
帯で総計38.5％の間伐をおこなったところ、林風下10
ｍの地点で間伐前に比べて風速比が約2倍となってお
り、樹木密度が風速比に影響することがわかる。
　しかし、樹木密度と風速比についてはこのほかに事
例は見あたらず、定量的な効果を得るまでには至って

図－５　枝下高の影響（塩谷ら13））
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いない。
　葉面積密度が風速比に及ぼす影響については佐藤ら
21）が、落葉広葉樹が季節によって着葉量が変化するこ
とに着目して、石狩地方の防風林で風速の測定をおこ
なっている。風速比はそれぞれ落葉期、移行期、繁茂
期の３回計測されており、時間の経過すなわち着葉の
増加によって、風速が低下してきていることがわかる。

同じ樹木密度であっても、着葉の程度が風速変化をも
たらすことを証明したものとなっているが、こちらも
他に事例はなく、定量的な効果を得るまでには至って
いない。

４．まとめと今後の課題

　視程障害対策として設置される防雪林について、吹

表－４　防災林風下に於ける風速比

例
事

林帯幅
W(m) 

最小

風速比

道路付近

風速比

風速

測定高
Hw(m)

樹高
Ht(m) 

林の形態 測定

場所

測 定 時

風速
(m/s) 

入射角

(度)
備考

1 仲野

(1951)x
51.3 0.43 0.43 N/A .3.0 トウヒ 浜頓別 14 30 国鉄北見線

山軽・浅芽野間

30 0.38 0.54 2.07 5.0 スギ又はトウヒ東能代 5~30 45  2 塩谷・新井
(1954)xiii 34 0.13 0.16 2.0 3.89 スギ 鹿渡 N/A 55 国鉄奥羽線

N/A 0.38 0.50 1.5 N/A 疎な林帯 N/A N/A  N/A
N/A 0.33 0.44 1.5 N/A 最適密度の林帯 N/A N/A N/A

3 樫山
(1967)xiv

N/A 0.15 0.15 1.5 N/A 過密な林帯 N/A N/A N/A
38 0.37 0.37 1.0 5.0  森岳 N/A N/A 林風下の計測 1 点のみ

1800 本/ha
4 鎌田

(1961)xv

75.9 0.18 0.18 1.0 5.09  秋田県

東能代

N/A N/A 林風下の計測 1 点のみ

1880 本/ha
5 石本ら

(1985)v 
6.5 0.14 0.14 1.0 3.6 針葉樹 3 列林 岩見沢 7.2 N/A

6 道立林試ら
(1999)xvi

2.2 0.30 0.40 1.0 3.0 エゾアカマツ

3 列林

国府 N/A N/A

4 0.73 0.73 1.2 3.5 針葉樹 2 条林

立木間隔 2m 
当別 5 以上 70-90 道路上のみの計測7 福澤ら

(2001)vi)xvii )

6 0.68 0.68 1.2 3.5 針葉樹 3 条林

立木間隔 2m 
当別 5 以上 N/A 道路上のみの計測

0.28 0.28 2216 本/ha
0.32 0.37 1762 本/ha

8 小澤・坂本
(2004)xviii

16

0.35 0.47 

1.5 6.8 ヒノキ

モミ

ゴヨウマツ

16 列

福島県

西郷村

N/A N/A

1319 本/ha

30 035 0.35 1.2 6.0 アカエゾマツ N/A N/A 林風下の計測 1 点

樹
葉
針

8 鎌田ら
(2008)xix 30 0.38 0.38 1.2 5.5 アカエゾマツ

浜頓別

N/A N/A 林風下の計測 1 点

9 樫山
(1967)xiv)

N/A 0.63 0.70   落葉した

広葉樹林帯

N/A N/A N/A

70 0.13 0.13 N/A 11.0 ハルニレ

ポプラ

ヤマグワ

ハンノキ

花畔 6.2 N/A10 小林ら
(1979)xx)

5 0.83 0.83 N/A 7.3m カラマツ 篠路 7.4 N/A
樹
葉
広

11 佐藤らxxi

(2000) 
15 0.70 0.70 1.5 4.9 落葉広葉樹 石狩 N/A N/A 6 月上旬測定分

図－６　林帯幅と期待風速比 図－７　樹高と期待風速比
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雪時の視程改善効果を既存研究事例により整理した。
　吹雪時の視程障害時には、３列程度の狭帯林で視程
が1.7倍程度に、標準林では2.2倍程度に改善している
事例が見られた。また、飛雪流量を測定した事例では、
３列の狭帯林で３割程度飛雪流量の減少が見られた。
　風速の測定では類似事例が数多く、林の風上に対す
る道路付近の風速比は0.14-0.83と開きは大きい。この
中で針葉樹林の風速比は広葉樹林に比べて小さい傾向
が見られた。また、林帯幅の増加に伴い風速比は低下
する傾向が見られた。このほか風速比は枝下高や樹木
密度、葉面積密度との相関が認められたが、詳細な関
係を示すまでには至っていない。
　防雪林の視程障害緩和効果に関する調査事例はまだ
まだ少なく、十分にその効果を定量化できる段階にま
では至っていない。樹木の形態と視程改善効果との関
係を解明し、道路防雪林の視程障害緩和効果の定量化
やそれを踏まえた防雪林の育成管理などを今後の課題
として、研究を進めていきたいと考えている。

（文責：伊東  靖彦）
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