落雪事故防止のための簡便な工法の開発
近藤 泰光＊１、奥田 広行＊1
１．はじめに
冬期において、福井県が管理する一般道路では道路空間
上空に存在する土木構造物からの落雪による交通障害が

下荒井橋

度々発生している。落雪対策として最も一般的な対策手法
は人力による雪庇の除去作業であるが、昨今の厳しい作業

勝山市

環境（作業に伴う労力・時間・コスト等）や社会的環境
（人材不足・資材不足・予算不足等）を背景に、今後の継

大野市

続的な実施が危惧され始めており、恒常的な冬期モビリテ
ィーの確保が道路交通管理者にとって大きな課題の１つと
なっている。
このような背景のもと、福井県ではこれまでに土木構造
物を対象とした落雪・着雪対策技術の研究開発を行ってき
た。本研究では、落雪事故防止を目的に、平成27年度から
平成29年度までの３箇年に亘り、人力による雪庇除去作業

特別豪雪地帯
豪雪地帯

を補完できる持続可能な落雪・着雪対策技術の開発を行っ
た1)-3)。具体的には、空気膜の膨張-収縮によって、膜上の
雪庇を迅速に落下させる簡便な工法の開発であり、実橋へ
の試験的な設置による本工法（以下、空気膜工法と呼ぶ）

図-１ 橋梁位置図

の実用性を検討したので報告する。
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図-２ 橋梁一般図
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２．実橋と実験モデルの概要
本研究の対象とした下荒井橋は、福井県において落雪
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事故が最も頻発している橋梁であり、勝山市と大野市の
市境付近の国道157号（一級河川九頭竜川）に架かる特別

B材

豪雪地帯に存する下路式平行弦トラス橋である。当該橋
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梁は、勝山大野両市を結ぶ都市間道路に架かっているた
め、朝夕の通勤通学時間帯には橋上にて交通混雑が発生
するなど、福井県管理道路としては１日を通して交通量
が多い橋梁である（H22交通センサス15,129 台/24 時
間）。当該橋梁を管理している奥越土木事務所の調査資
料および聞取り調査より、平成２年度から平成27年度ま
でに発生した落雪事故発生件数は42件となっている。橋

写真-１ 実験モデルの設置状況

梁の位置を図-１に、一般図を図-２に示す。
本研究では、図-２に示すように、実橋のトラス部材
（支材、上横構およびその交点のガセットプレート）１
ユニット分を模した実験用のモデルを製作し、下荒井橋
近傍の河川敷地内に設置し、モデル上の屋外実験を通し
て工法の有用性を確認した。
実験モデルの設置状況を写真-１に示す。実験モデルは
架台と台座から構成され、架台はCT形鋼、H形鋼、および

萎んだ状態（送風前）
膨らんだ状態（送風完了）
写真-２ 試作した空気膜

プレートとし、SS400（旧規格SS41）一般構造用圧延鋼材

通常タイプ ライズ 90mm

通常タイプ ライズ 70mm

（一部木材）を使用し、上横構、支材、およびガセット
プレートを再現した。ただし、河川敷地の制約上、長手
方向の寸法は約2/3（B材L=3m。A,C材L=4m)と約1/3(E材
L=1.33m。D,F材L=1.6m)に縮小して再現した。また、鋼材
は全て一般外面塗装（Ra-Ⅲ系）を施し、実橋の現状を再
現した。台座は、積雪にて架台が埋もれることがないよ
うにH=1.5mの高さを持たせ、同様の鋼材でコンクリート
建込にて敷地内に固定した。

通常タイプ ライズ 50mm

偏心タイプ ライズ 70mm

３．空気膜の設計製作と屋外実験の実施
３．１．空気膜の設計製作
試作した空気膜材を写真-２に示す。本研究にて使用し
た空気膜材は、地域防災におけるテント用途として開発
された繊維を裁断・縫製したものである。この空気膜材
は、接続されたダクトからの送排気によって膨張-収縮し、
ライズ（膨らみ高さ）等を設計することで膜上の雪塊と
の付着力（凍着力）が失われ雪塊が滑落しやすくなる。
本研究では、膜構造が違う２つのタイプ、そして、ラ
4)

図-３ 空気膜断面図
３．２．実験モデルによる屋外実験の実施

イズの違いによる計４種類の空気膜を製作した 。製作し

実験モデルによる屋外実験は、実務における人力除去

た空気膜の断面図を図-３に示す。本稿では、特に断りが

作業と同様、短期集中降雪が予想される場合に実施する

ない限り、空気膜とは通常タイプライズ70mmを指す。

ことを原則とした。

なお、空気膜の橋梁部材への固定にはロープを用い、

実験は、空気膜をモデル上に取り付け配置し、新たな

ネジやビス、ピンなどの固定物の落下による第三者（施

橋梁モデル２基も含めて実験を行った。ブロワを用いた

設利用者）への危害が及ばないようにした。

空気膜の膨張-収縮は、長尺部（長手方向縮尺約2/3の部
分）で桟毎に行い、短尺部（長手方向縮尺約1/3の部分）

で基礎データの計測を行った。空気膜の膨張-収縮方法は、

実橋（下荒井橋）

平成27年度にはハンディータイプのブロワーをダクトに

実験モデル

直接接続し、手動にて操作する「直接手動方式」とした。
なお、平成27年度の実験ではガセットプレート上に空気
膜は設置していない。屋外実験箇所の状況を写真-３に示
す。本稿では、空気膜の膨張-収縮による落雪性能につい
て記述する。
３．３．屋外実験結果
平成27年度には、ビデオカメラによる現地実験映像記
録を主とした屋外実験を計５回実施した。実験日の現地
気象観測結果を表-１に示す。
平成27年度の屋外実験結果を表-２に示す。各計測項目
の内容は以下の通りである。


写真-３ 屋外実験箇所の状況

雪表面温度…モデル上に取り付けた空気膜上の雪の
表-１ 現地気象観測結果

表面温度


実験
回数
1
2
3
4
5

雪中温度…モデル上に取り付けた空気膜上の雪の内
部温度



界面状態…空気膜材と空気膜上の雪が接している境
界の雪の状態



空気膜表面温度…空気膜材の表面温度



鋼材表面温度…モデル鋼材の表面温度



落雪時間（=送風時間）…空気膜に送風を開始し、完
全に空気膜が膨張し落雪し



実験日

天候

2016/1/15
2016/1/21
2016/1/26
2016/2/17
2016/3/1

くもり
晴れ
晴れ
くもり
くもり

気温
（℃）
3.0
5.7
2.8
2.6
2.2

降雪深
（cm）
9.7
22.1
32.0
20.1
16.3

落雪率…モデル上に取り付けた空気膜上の雪の落下
割合

終えるまでの時間

表-２ 平成 27 年度の屋外実験結果
空気膜の状態に関する計測項目
計測項目
雪表面温度
（℃）
雪中温度
（℃）
界面状態
空気膜
表面温度
（℃）
鋼材
表面温度
（℃）

１回目
（2016/1/15）

2 回目
（2016/1/21）

3 回目
（2016/1/26）

4 回目
（2016/2/17）

5 回目
（2016/3/1）

平均

2.5

1.9

2.1

3.2

1.2

2.2

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

融解

融解

融解・
凍着混合

融解

凍着

‐

5.5

6.6

5.3

5.1

4.7

5.4

5.6

6.8

5.5

4.9

2.5

5.1

落雪状況に関する計測項目
計測項目
落雪時間
（sec）
落雪率
（%）

１回目
（2016/1/15）

2 回目
（2016/1/21）

3 回目
（2016/1/26）

4 回目
（2016/2/17）

5 回目
（2016/3/1）

平均

4

4

6

3

4

4.2

94.26

99.03

95.49

92.51

99.80

96.22

屋外実験結果から得られた落雪時間（=送風時間）と落
雪率により、空気膜工法の有用性を検証した結果、以下

項 目

の点が確認できた。


気温
(℃)
風速
(m/s)
積雪量
(cm)
膜上の
積雪深
(cm)
操作回数
(回)
落雪時間
(sec/回)

「直接手動方式」においては、膜上の積雪深（＝降
雪深）や界面状態に関わらず、短時間（落雪時間10
秒以内）に膜上のほとんど（落雪率90%以上）の雪塊
を落雪できることが確認できた。

４．制御システムの検討
本研究では、空気膜の膨張-収縮を適時・適切に稼働・
制御させる「制御システム」の検討も行った。
「制御システム」とは、①送排風機を稼働させる送排
風機（ファンまたはブロワー）、三方弁（電動式または
コック式）、および送排風管からなる送排風ユニット、

表-３ 確認結果
2 回目
1 回目
(2017/12/13) (2018/1/11)

3 回目
(2018/1/30)

0.0

-0.3

0.6

‐

1.1

1.0

51

33

75

20

25

15

2

3

1

19

21

19

②送排風機の稼働条件（主に気象状態）をセンシングす
る降雪センサー（または積雪センサー）等からなるセン
サーユニット、③送排風機を制御する制御盤（機側操作
盤・中央監視装置等）からなる制御ユニットから構成さ
れる。そして、これらのユニットを介することで、雪が
送風前
送風完了
写真-４ 落雪状況（１回目 2017/12/13）

降る度に膜上の雪塊を落とし、膜上に雪を積もらせない
方法を考案し、これを「降雪時常時運転方式」として自
動制御の実用を目指した。
そして、平成28年度には、制御システムの有用性の確
認を目的に、平成27年度に製作・設置した実験モデル上
にて、ネットワークカメラによる静止画記録を主とした、
「降雪時常時運転方式」と「直接手動方式」の併用によ

送風前
送風完了
写真-５ 落雪状況（２回目 2018/1/11）

る屋外実験を計16回（有効実験回）実施した。
その結果、空気膜上の雪塊の十分な落雪には至らず、
以下の点を確認できた。


「降雪時常時運転方式」においては、膜上の積雪深
が３cm未満で、界面が凍着状態では、雪塊が膜の変
形に追従し落雪しにくくなり、膜上に残雪が多く生
じることを確認できた。
送風前
送風完了
写真-６ 落雪状況（３回目 2018/1/30）

５．実橋への試験施工
平成27年度と平成28年度の屋外実験から得られた知

実用性の確認および落雪状況の観察より、以下の結果

見・成果・情報を基に、平成29年度には実橋への試験施
工を実施し、空気膜工法の実用性を確認した。
実橋への適用範囲は１ユニット分（図-２参照）とし、

が得られた。


セットプレート部）および膜端部を除き、短時間

空気膜の膨張-収縮方法は「直接手動方式」とした。なお、

（試験施工では落雪時間30秒以内）に上弦材上のほ

中央部（ガセットプレート部）は未だ設置課題が多いた
め、今回は膜材を設置していない。また、実用性の確認
は、施設管理者である奥越土木事務所の職員立会のもと
交通規制を行い、前後の人力除去作業に合わせて計３回
実施した。結果を表-３に、落雪状況を写真-４～写真-６
に示す。

実験モデルによる屋外実験結果と同様、中央部（ガ

とんどの雪塊を落雪できることが確認できた。


落雪の道路路面への衝撃が大きいため、安全確保の
ための交通規制は必須であることを確認できた。

表-４ 既存工法の耐用年数

６．既存工法との比較
６．１．ライフサイクルコストの試算

工 法

福井県ではこれまでに土木構造物を対象とした落雪・

塗装滑雪板
工法
滑雪シート
工法
雨樋
工法
落雪防止
ネット工法
エアーパッキン
工法
【参考】電熱
ヒーター工法

着雪対策技術の研究開発を行ってきた。そして、研究成
果として幾つかの対策工法を提案し、福井県管理道路に
適用され、実際に運用されたものもある。そこで本研究
では、福井県管理道路にて実際に運用された既存工法と
空気膜工法との比較を行った。比較の対象とした既存工
法は、塗装滑雪板工法、滑雪シート工法、雨樋工法、落
雪防止ネット工法、および現状の対策方法（人力除去作
業とエアーパッキン工法の併用）の５つである。また、
参考として電熱ヒーター工法との比較も行った。
本研究では、落雪・着雪対策技術の生涯にかかる費用

耐用年数
10 年
２年
17 年
２年
１年
６年

であるライフサイクルコスト(LCC)は、以下のコストから
構成されるものとした。

ここで、
イニシャルコスト：設置工事費および仮設費（既設構造
物の撤去費用や諸雑費を除く直接工
事費ベース）、材料費、加工費
ランニングコスト：水光熱費、保守点検費、修繕・改善
費
リノベーションコスト：付加価値を含む更新費
スクラッピングコスト：撤去工事費および仮設費、廃棄
処分費
また、本研究では、既存工法の耐用年数は「減価償却
資産の耐用年数等に関する省令」を参考に、表-４の通り
とした。そして、下荒井橋をケーススタディにライフサ
イクルコストを試算した。算出期間は下荒井橋の残供用

(年間)

年数を考慮して30年と設定した。図-４に、既存工法と空

図-４ ライフサイクルコスト（30 年）の試算結果

気膜工法のライフサイクルコスト（30年）の試算結果を
示す。
平成29年度末現在、下荒井橋実橋にて施設管理者で採
られている対策方法は、人力除去作業の効率向上を目的
としたエアーパッキン工法である。これとの比較を行う
と、イニシャルコスト（初期建設費用で、図中0年時点で
示されるコスト）では空気膜工法の方が高いが、設置か
ら８年後の１回目の更新を境として、空気膜工法のライ
フサイクルコストは現状の対策方法よりも低くなること
が分かる。これは、現状の対策方法（人力除去作業とエ
アーパッキン工法の併用）では、毎年、高所作業車を用
いた除去作業とエアーパッキンの設置・撤去作業に必要
なランニングコストに加え、エアーパッキンの更新に必

要なリノベーションコストがかかるのに比べ、空気膜工
法では、毎年のランニングコストとリノベーションコス
ト（８年に一度）を低く抑えられることを示している。
そして、現状の対策方法は、既存工法に比べてライフ
サイクルコスト（30年）は低く抑えられているが、今回
の試算では、空気膜工法が最も低くなるという結果が得
られた。
６．２．既存工法との比較結果
主に施設管理者を対象とする土木施設の落雪・着雪対
策工法選定の意思決定を支援することを目的に、既存工

表-５ 落雪・着雪対策工法比較表
比較項目

1.落雪性能

点数（５点満点）

2.メンテナビリティ

点数（５点満点）

3.施工性

点数（５点満点）

4.社会的影響
（道路利用者への影響、
景観への影響など）

点数（５点満点）

5.ライフサイクルコスト
（30年）

塗装滑雪板工法
・冠雪型着雪、強風型着雪とも
に効果があるが、塗料の劣化
や剥離による性能低下が生じ
やすい

3
・構造物への影響が少ない（構
造物の定期点検に準じた）着
脱可能な固定方法が必要とな
る
・５年に１回程度の塗料の塗替
えが必要となる

3
・設置が難しく（設置角度を
60°に保つ必要がある）、材
料加工が難しい
・別途、台座が必要となる

3
・車道・歩道に直接落雪させる
ため、道路利用者に少なから
ず影響を与える
・道路景観への影響は少ない

3
・材料加工費が高いため、イニ
シャルコスト・リノベーショ
ンコストは高いが、ランニン
グコスト・スクラッピングコ
ストは低く、結果的にライフ
サイクルコストは標準的と言
える
・塗料の劣化が著しい際はラン
ニングコストは高くなる

滑雪シート工法
・冠雪型着雪、強風型着雪とも
に効果があるが、破れや捲れ
による性能低下が生じやすい

雨樋工法
・冠雪型着雪には効果が高い
が、強風型着雪には効果が
ない
・経年劣化による性能低下は
起こしにくい

3
・紫外線劣化と強風による破れ
や捲れを防止するために、シ
ーズンオフ時は取り外すこと
が望ましい

4
・構造物への影響が少ない（構
造物の定期点検に準じた）着
脱可能な固定方法が必要とな
る
・構造体が大型であるため、固
定方法に慎重を要する
・維持管理項目が多い

2
・設置に手間がかかるが、材料
加工は容易である

4
・車道・歩道に直接落雪させる
ため、道路利用者に少なから
ず影響を与える
・道路景観への影響は少ない

4
・イニシャルコストは低いが、
シーズンオンオフ時に着脱す
るための工事費がランニング
コストとして発生するため、
結果的にライフサイクルコス
トは標準的となる
・耐用年数が短いため、頻繁に
リノベーションコストが発生
する

3
・イニシャルコストは高いが、
ランニングコスト、リノベー
ションコスト、およびスクラ
ッピングコストが低いため、
結果的にライフサイクルコス
トは低くなる
・取水施設を新設する際はイニ
シャルコストが高くなり、送
水施設延長が長くなると更に
イニシャルコストは高くなる

4
・設置に手間がかかり、材料加
工には専門的知識や技術を要
する

4
・人力除去作業との併用による
場合は、車道・歩道に直接大
量の雪塊を落雪させるため、
道路利用者に大きな影響を与
える
・道路景観への影響は少ない
・人力除去作業との併用による
場合は交通規制が必要とな
り、道路利用者に影響を与え
る

1
・イニシャルコストは低いが、
シーズンオフ時に取り外すた
めの工事費がランニングコス
ト・リノベーションコストと
して発生するため、結果的に
ライフサイクルコストはやや
高めとなる
・耐用年数が短いため、頻繁に
リノベーションコストが発生
する

4
・構造物への影響が少ない（構
造物の定期点検に準じた）着
脱可能な固定方法を採ってい
るが、更なる工夫が必要であ
る
・シーズンオフ時も取り外さず
運用可能な耐久性は有してい
るが、暴露試験による確認が
必要である

2
・設置に手間がかかるが、材料
加工は容易である

4
・車道に直接落雪させるため、
道路利用者に少なからず影響
を与える
・ネット上に溜まった雪が、道
路利用者に圧迫感・不安感を
与える
・道路景観への影響が大きいた
め、シーズンオフ時は取り外
すことが望ましい

空気膜工法
・冠雪型着雪・強風型着雪とも
に効果が高いが、膜端部に一
部残雪が生じる
・経年劣化による性能低下につ
いては確認が必要である

4
・エアーパッキンの破れや捲れ
を防止できる着脱可能な固定
方法が必要となる
・エアーパッキンの強風による
破れや捲れを防止するため
に、シーズンオフ時は取り外
すことが望ましい

2
・設置に手間がかかるが、材料
加工は容易である

2
・樋の流水を直接歩道に排水さ
せるため、水じまい処理が必
要である
・道路景観への影響は少ない

・エアーパッキンの破れや捲れ
による性能低下が生じやすい
・人力除去作業との併用による
場合は効果が大きい

3
・ネットの外れによる垂れ下が
りを防止できる着脱可能な固
定方法が必要となる
・ネット上に溜まった雪の除去
作業が必要となる

2
・設置に手間がかかり、材料加
工が難しい
・別途、取水施設が必要となる

【現状】エアーパッキン工法
+人力除去作業

落雪防止ネット工法
・冠雪型着雪・強風型着雪とも
に効果があるが、ネット上に
雪が溜まり性能低下が生じや
すい

2
・車道に直接落雪させ、落雪時
には交通規制が必要となり、
道路利用者に影響を与える
・道路景観への影響は少ない

2
・イニシャルコスト、ランニン
グコスト、リノベーションコ
スト、およびスクラッピング
コスト全て低く、ライフサイ
クルコストは低い
・耐用年数が極めて短く、毎年
更新するためのリノベーショ
ンコストおよび工事費が発生
する

3
・イニシャルコスト、ランニン
グコスト、リノベーションコ
スト、およびスクラッピング
コスト全て低いため、ライフ
サイクルコストは最も低い

【参考】電熱ヒーター工法
・冠雪型着雪・強風型着雪とも
に効果が高いが、氷柱の発生
が懸念される

4
・構造物内部に設置するため、
メンテナビリティは低い

1
・材料加工が難しく、設置が難
しい

1
・着雪は直接落下させないが、
氷柱の落下が懸念されるた
め、道路利用者に少なからず
影響を与える
・構造物内部に設置するため、
道路景観への影響はない

4
・イニシャルコスト、ランニン
グコスト、リノベーションコ
スト、およびスクラッピング
コスト全て高いため、ライフ
サイクルコストは最も高い
・新設する際は、別途電気設備
工事費が発生するため、イニ
シャルコストは更に高くなる

点数（５点満点）

3

3

4

2

5

5

1

総合比較結果

15

16

15

12

17

18

11

法および空気膜工法の比較表を作成した。比較は、下荒

７．おわりに

井橋をケーススタディとし、塗装滑雪板工法を基準に

本研究にて開発した空気膜工法の適正かつ適時適切な

（基準値３）、落雪性能、メンテナビリティ（維持管理

管理と運用によって、現在の人力による雪庇除去作業を

のし易さ）、施工性、社会的影響（道路利用者への影響、

補完できることが期待される。

景観への影響など）、およびライフサイクルコスト（30
年）の５つの項目に対して５段階で評価することで行っ

謝辞

た。表-５に比較表を示す。
比較結果より、以下の点を指摘できる。


本研究は、福井県の単独事業である雪対策技術開発調
査研究事業でなされた。本研究を進めるにあたり、福井

落雪性能、メンテナビリティ、施工性、社会的影響、

県土木部関係各位、奥越土木事務所の関係諸氏、および

およびライフサイクルコストの５項目の点数を加算

福井大学寺崎助教には多大なるご協力とご指導をいただ

した総合比較結果では、現状の対策方法（人力除去

いた。ここに記して感謝の意を表します。

作業とエアーパッキン工法の併用）と空気膜工法が



高い点数となっている。平成29年度末現在、（空気
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