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1. はじめに
1986年新潟県西頸城郡能生町（現・糸魚川市）で死
者13名、重軽傷者9名、家屋全半壊13戸が被災した雪
崩災害があります。この雪崩災害は、以後の雪崩対策を
推進する契機になりました。この時、雪崩減勢工が建設
されました。
雪崩減勢工は鋼製透過型砂防堰堤と同様に鋼管フレー
ムを使った構造物で、両者は見た目はほとんど同じです
が、対象とする現象の違いにより、施設効果もかなり違
い、当然ですが設計思想も異なります。積雪の少ない時期
が続くと雪崩対策は下火になり、雪崩対策で生まれた「減
勢」という考え方と、その技術が途切れてしまうのではな
いかと心配しています。そこで、雪崩対策に使われる減勢
工について、土石流対策である鋼製透過型砂防堰堤との違
いを絡めて解説することで、将来の土砂災害対策のヒント
にもなるかも知れないと思い、テーマとしました。

2. 雪崩の種類と特徴
それまでの雪崩対策のメインは、予防柵に代表される
雪崩を発生させない対策です。土石流と同様に走路がわ
かっていれば、待ち受けの対策工は有効ですが、当時は
雪崩の衝撃力もよくわかっていなかったこともあり、雪
崩対策は予防工が中心だったと思います。
雪崩の種類は一般的に、点発生と面発生、乾雪と湿
雪、表層と全層、この3つの組み合わせで分類され特徴
づけられます（表-1）。富士山では春先にシャーベット
状のスラッシュ雪崩が頻繁に見られますが、これらの分
類とは別の分類になります。写真-1は富士山の標高
2,900m付近にある鋼製堰堤がスラッシュ雪崩で削られ
たもので、その威力は想像できるでしょう。
点発生は、雪庇、樹枝、露岩などから落ちた小雪塊が
切っ掛けとなって雪崩になるものです。面発生は、斜面

上のかなり広い面積にわたり一斉に動き出すもので、大
規模であるものが多いようです。これが乾雪なら表層の
乾いた雪の層は雪煙となりやすく、山麓から数kmに達
することがあり、大災害を起こすことがあります。乾雪
雪崩は厳冬期に発生しやすい雪崩です。これに対して湿
雪雪崩は春先の融雪期に発生しやすいですが、冬でも気
温が高いと起こりやすいようです。湿雪雪崩は乾雪雪崩
のような雪煙となりませんが、密度が大きいため雪圧が
大きいのが特徴です。また、粘りがあるため初動で動き
を抑止できる予防柵などが効果的です。しかし、乾雪雪
崩は厳冬期に、積雪層がざらめ状になるとちょっとした
切っ掛けでこれが崩れ雪崩になります。また、いったん
動き出すと密度が小さく雪煙の状態のため、砂防堰堤の
ような壁状態では完全に防ぐことが難しくなります。

3. 雪崩対策工の分類
雪崩の対策工には、雪崩防止林、誘導堤、スノー

写真-1　スラッシュ雪崩で摩耗した鋼製堰堤

出典：「道路防雪便覧」（日本道路協会）
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表-1　雪崩の分類

図-1　雪崩対策の種類
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といえるでしょう。

（2）阻止工と減勢工の形状
ここで対象としている雪崩は乾雪表層雪崩です（密度

は小さいが、流下速度は早く衝撃力が大きい）。減勢工
と阻止工はどちらも鋼管フレーム構造であり、外観は同
じような形状で、製作や施工方法も同じです。しかし、
雪崩に対する効果は異なります。雪崩阻止工（図-4）と
雪崩減勢工（図-5）の形状を示します。
阻止工は名前の通り雪崩を阻止、つまり捕捉するもの

であり、土石流対策と同様下流に流下させないよう雪崩
を食い止めます。このため、雪崩の量に見合った施設規
模が必要になります。阻止工も減勢工も、機能部材は流
れ方向に配置された横材です（図-4・図-5の赤丸）。阻
止工の横材は密に配置されますが、壁にすることはあり
ません。壁にするとそこに吹き溜まりができて雪崩が来
る前に埋まってしまうからです。土石流対策の不透過型
をイメージすると良いでしょう。
気象状況によって積雪量は毎年異なり、発生の条件に

より雪崩の規模が異なるため、施設の規模を決めること
は至難の技です。また、最大規模の積雪深に対応させる
と施設規模が大きくなり、夏場は目立ちます。
そこで、雪崩を減勢させながら施設を通過させること

で大量の雪崩にも対応できる雪崩減勢工が考案されまし
た。施設を通過させるので施設規模を抑えられ、『施設
高＝効果量』でないことが一番のメリットです。雪崩減
勢工の効果は、雪崩の勢いを減勢させることで、雪崩の
到達距離を短くすることにあります。当然、勢いを減勢

するのですから雪崩衝撃力も小さく
することができます。

（3）減勢させるメリット
乾雪雪崩は密度が小さいため、縦

部材間をすり抜けるように流下しま
す。縦材を密にすればこのようなこ
とはなくなりますが、密になると目
詰まりする可能性も高くなり、減勢
工でなくなります。
減勢工のメリットは多量の雪崩を

処理できることであり、作用荷重が

シェッドや予防柵、スノーネットなどがあり、図-1のよ
うな予防施設と防護施設に大別され、施設の目的や機能
によって使い分けされますが、発生区間、走行区間、堆
積区間によって使いわけます。ここでは、走行区間に設
置される減勢工と阻止工について比較したいと思います
（写真-2・写真-3）。このふたつを比較する理由は、二つ
あります。一つは同じ部材や形状をしていても、使い方
によって全く違う対策工として活用できることを示した
いからです。もう一つは、止める（捕捉する）だけでは
なく、減勢する（捕捉しない）ことの効果について言及
しようというものです。

（1）雪崩量と施設の規模
流体は壁に衝突すると横に広がります。このため施設
の効果は壁の高さ分のポケットになります。しかし、粉
体は横に広がらず停止した粉体の上を乗り越えようとし
ます（図-2）。このためある程度の高さが必要ですが、
どこまで高くすれば良いのか決定するのは、粉体の性状
によります。土石流も密度が高いとこの傾向があります
が、停止した時点で水と礫に分離され、水は横に移動す
るので、流体と同様の施設効果にしています。雪崩は粉
体なので、施設規模の決め方は厄介で、高くすればいい
というものでもないでしょう。夏場は、構造物が山の中
腹に屹立するので目立ちます。低くすれば、積雪深に
よっては効果が小さくなることも考慮しなければなりま
せん（図-3）。そのため全量を捕捉する施設より、施設
内を通過させる減勢工の方が施設規模によるコストが抑
えられ、圧迫感がなく景観的にも有利で合理的な構造物

図-2　粉体と流体 図-3　施設の高さ

写真-2　雪崩減勢工 写真-3　雪崩阻止工
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阻止工より小さいことです。阻止工は雪崩全面を部材が
受け持ちますが、減勢工は部材断面のみに雪崩衝撃力が
作用します。これだけで阻止工よりかなり楽な設計とな
ります。阻止工と減勢工の鋼管フレームは、機能部材で
ある横材を所定の位置に固定するための構造部材です。
したがって、必ずしもこの形状である必要はありません。
どのくらい密かというと雪崩が到達した時、そこから
抜け出さない程度です。土石流対策でいうと礫径の2倍
以下にすることにより、礫で部材間を閉塞するのと同じ
です。この間隔は乾雪と湿雪で違いますが、乾雪の場合
は部材の投影面積で50％以下といったところです。阻
止工は、雪崩を横桟で全て捕捉します。雪崩の衝撃力
は、投影面積において、横桟の空隙率を50％に設定す
ると全て横桟に吸収されます。部材間隔は空いています
が、雪崩は全量阻止するので、部材の投影面積以上の荷
重が作用します。このため、捕捉部材である横材には相

当大きな雪崩荷重が作用
するため、部材が厚くな
る 傾 向 が あ り ま す
（図-6）。
減勢工は雪崩を通過さ

せるために、阻止工とは
逆に部材を疎に配置しま
す。こうすることで、雪
崩は施設を通過するので

多量の雪崩が次から次へと
到達してもその都度減勢させることができます。図-7は
部材の投影面積と雪崩の速度減勢率、衝撃力減勢率を示
したものです。疎に配置するほど減勢効果は小さく、密
にしていくとその効果は大きいですが、あるところから
施設を通過しなくなります。そうなる投影面積の施設は
阻止工となります。乾雪雪崩の場合50％です。図-8は
実験による投影面積と雪崩堆積の状況です。
それでは「どのくらい減勢させれば良いのか」ですが、

これは保全対象（集落雪崩対策が多いと思いますので家
屋です）の位置で決まります。図-9は『高橋の法則』※を
基にした雪崩発生源と保全対象の位置を示しています。

図-8　空隙率と目詰まり図-6　減勢と阻止

図-7　空隙率と減勢効果 図-9　雪崩の到達距離

図-5　雪崩減勢工図-4　雪崩阻止工
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これは保全対象A点から見通し角を見上げた時、C点か
ら雪崩が発生、A点へ到達することを示しています。図
中に雪崩の位置エネルギーを示していますが、斜面を下
るとこの位置エネルギーが、運動エネルギーに転換して
いることがわかります。そして保全対象で運動エネル
ギーがゼロになり停止します。斜面の中腹が最も運動エ
ネルギーが大きく、この中腹で運動エネルギーを減勢さ
せると、到達する距離も短くなります。減勢させるため
には、その位置で何か構造物を配置して、そこにぶつけ
てやれば流下するエネルギーは減じます。減勢工はこの
減勢率をコントロールする施設です。例えば家屋に到達
する雪崩（A点）を家屋の手前（B点）で止めようとす
れば、B点から見通し角で線を引くと、施設の位置で減
勢したい率に落とせば良いことがわかります。その減勢
率になるように図-7の関係から部材の投影面積を決めま
す。簡単ですね。

4. 雪崩減勢工の機能部材
減勢工は横材を機能部材としています。その理由は、
縦材と横材と比べると、横材の方が減勢効果が高いから
です。雪崩が衝突すれば、部材の投影面積と部材形状に
より減勢します（図-10）。これは横材も縦材も同じです。
横材に乾雪雪崩が衝突すると、雪崩は上方に大きく跳
ね上がります。もともと密度は小さいのですが、上方に
跳ね上げられる密度はさらに小さくなるため、空気抵抗
が大きくなります。縦材は部材に衝突するときのエネル
ギー減衰だけですが、横材はこの空気抵抗を利用できる
ので、高い減勢効果が得られます（図-11）。
減勢工は雪崩が詰まらないように疎に部材配置するこ
とは先程述べましたが、配置自体を図3のように前後
2列にすることで、さらに減勢を上げる工夫をしていま
す。2列にすることで横材間隔を広くとることができ、
目詰まりしにくくなり、雪崩衝撃力を2列に分散させる
ことで、構造計算を楽にすることができます。2列をど
こに配置するかですが、1列目の横材で雪崩を減勢する
とともに、上下方向に分割された雪崩が衝突しやすい位

置に2列目を配置します。この2列目の横材でさらに減
勢されます。

図-12は横材に衝突した雪崩の飛び出し角度ですが、
飛び出した後の雪崩の中に横材を配置することで2段階
で、減勢させることができます。

5. おわりに
雪崩が発生しないようにするのが予防工、発生した雪

崩を止めるのが阻止工、雪崩の勢いを抑えて流下距離を
抑えるのが減勢工です。今回は雪崩を対象に、減勢工の
考え方を示しました。雪崩を捕捉するためには施設規模
が大きくなりますが、減勢工にすることで施設規模をあ
る程度まで抑えることができます。
減勢工の考え方は土石流にも使えるでしょうか。雪崩

減勢工は雪崩の中でも乾雪雪崩を対象にしているので、
土石流とはかなり性状は違います。ただ、例えば近年の
大規模な深層崩壊に起因する土石流など、多量の土砂を
対象とする場合、これまでのように止める（捕捉する）
ことだけ考えていては、施設規模が大きくなりすぎて施
工は現実的ではありません。そこで、ここで示したよう
に、止めるだけでなく、減勢させる効果をもっと取り入
れれば、減災という考え方が施設の計画、設計に活きて
くるのではないでしょうか。ただし、現象が違いますの
でそのまま使える訳ではないですが、捕捉と減勢を組み
合わせることで、より合理的な対策ができる可能性を秘
めており、ここで述べたことがヒントになれば良いので
はないかと考えます。

※�雪崩の研究家、高橋喜平氏によって示されたもので、見通し角が表
層雪崩は18度、全層雪崩は24度以下であれば、雪崩の到達しない安
全範囲であることを意味する

図-11　減勢工の減勢効果

図-10　縦材の抗力係数

図-12　横材の飛び出し角度
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