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積雪寒冷地である北海道の道路構造物では、アーチ・トラス橋梁の上弦材のような道路

を横断したり車線を覆う形式で設置されている構造物の場合、着氷雪が発生し通行車両の

振動や気温の上昇により落下する事故が報告されている。これまで着氷雪対策としては雪

下ろしといった維持作業が行われているが、特に橋梁の場合はその着雪位置が高く、車両

の通行規制を伴うなど除去作業に苦慮しているのが実情である。一方、 近では雪下ろし

に変わる工法としてヒーティングや滑雪性の塗装など、様々な着氷雪対策がなされている

が、性能について確認されていない部分も多い。そこで、これまで実施してきた橋梁の着

氷雪箇所の観測調査および屋外での着落雪実験結果をもとに、既存の着氷雪対策の特性や

問題点を整理し、さらに新しい対策工法の提案、その可能性の調査結果から、各着氷雪対

策の適用法を検討したので報告する。

《キーワード：橋梁；着氷雪；塗装；接触角；格子フェンス》

In cold, snowy Hokkaido, Japan, the snow and ice that accretes to facilities traversing or
covering the roadway falls on vehicles due to vibration generated by those vehicles or rises in
temperature. Examples of structures that experience accidents caused by snow and ice accretion
include the upper chords of arch and truss bridges. To mitigate such accretion, snow removal is
conducted. But because the bridge parts requiring snow removal tend to be located high on the
bridge, snow removal necessitates traffic control. Recently, various alternatives to snow removal
have been implemented to mitigate snow and ice accretion, such as heating and
snow-accretion-resistant painting. However, their performances have not been fully studied. We
summarize the characteristics and problems of current measures against snow and ice accretion,
based on observations of bridge parts accreted with snow and ice and outdoor experiments on
falling accreted snow. We also propose new countermeasures and examine their potential and
applications.
《 》Keywords: bridge, snow and ice accretion, painting, angle of contact, grid fence



１．はじめに

積雪寒冷地である北海道の道路構造物では、アーチ

・トラス橋梁の上弦材のような道路を横断したり車線

を覆う形式で設置されている構造物の場合 着氷雪 参、 （

照 写－１）が発生し、通行車両の振動や気温の上昇

により落下する事故が報告されている。これまで着氷

雪対策としては雪下ろしといった維持作業が行われて

いるが、特に橋梁の場合はその着雪位置が高く、車両

の通行規制を伴うなど除去作業に苦慮しているのが実

。 、 、情である 一方 雪下ろしに変わる着氷雪対策として

ヒーティング工法、落雪カバー工法、塗装工法がある

が、それぞれの対策工法の気象条件および適用箇所の

違いによる着氷雪対策の効果、耐用年数などの性能に

ついて充分に確認されていない。そこで本報告では、

これまでの橋梁の着氷雪対策に関する試験のとりまと

めを行い、特徴および問題点を整理し、さらに新しい

対策工法を提案し、その可能性の検討を行い、各着氷

雪対策の適用法について報告するものである。

写－１ 橋梁の冠雪型着氷雪の状況

２．着氷雪の特徴

橋梁の着氷雪は、弱風時に部材の上面に雪が降り積

もって冠雪する冠雪型着氷雪（参考 写－１）と風に

よって運ばれた雪片が部材の側面部に衝突して着雪す

る強風型着氷雪の２つの原因が考えられる （参考。

写－２）

冠雪型の着氷雪はアーチ・トラス橋の上弦材では、

重力方向に部材があるためすぐには落下しないが、長

時間着雪した雪は、重力によって圧密された密度の高

い雪氷となる。さらに雪粒子は焼結現象によって互い

に接触点で結合し、さらに気温の変化によ融解再凍結

することによってその結合がより強くなる性質を持っ

 

ている。以上のように二つの成因から、上弦材などに

冠雪して時間が経過した雪氷は降雪直後の雪に比べて

密度が高くて堅い状態である。なお、焼結現象とは、

ある物体が液体の状態と固体の状態で混ざり合ってい

るときに液体状態の物質が固体で結合している部分の

隙間に進入し 結合がさらに強くなる現象である 参、 。（

照 図－１）

一方、強風型の着氷雪は部材の側面部など重力に引

っ張られる箇所が多いため、気温の上昇による融解な

どにより付着力が小さくなると落雪する。これらの雪

氷は冠雪型の着氷雪に比べると密度は小さいが、高所

から落下したものは、通過交通に被害を与えることが

ある。

写－２ 強風型着氷雪状況

図－１ 焼結現象状況

３．既往の着氷雪対策の特徴

３．１ ヒーティング工法

ヒーティング工法は橋梁の着雪・冠雪の発生する箇

所を熱エネルギーで強制的に融雪して、落雪を防ぐ工

法である。この工法は着氷雪を落下させないことから

信頼性が高い工法であると考えられる。しかし課題と

して、イニシャルコストおよびランニングコストが高

く経済的ではないこと、融雪水の水みち箇所のつらら

。 、発生の懸念がある ヒーティング工法の概要を図－２

施工例を写－３に示す。
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図－２ 橋梁ヒーティング工法の概要

写－３ ヒーティング工法例（福穂橋：一般国道274号）

３．２ 構造面の対策工法

橋梁各部を滑雪性の高い塗装で処理したものおよび

部材そのものを滑雪性の高い材質に変える工法、着雪

・冠雪箇所に落雪カバーを取り付ける工法（参照 図

－３および写－４）により、着雪及び冠雪量を抑えて

その滑落を促そうとするものである。これらの工法は

着雪・冠雪が自然に滑落することを想定しているた

め、ヒーティング工法のようなランニングコストを要

しない経済的に優れたものである。しかし、これらの

工法は設置した箇所の直下には落雪が生じることか

ら、少量の落雪でも交通に障害を与える恐れがある箇

所では採用できない。さらに、実際の橋梁で採用した

例を考慮すると、これらの対策は着雪・冠雪が速やか

に滑落しない部位があり、また対策工施工後において

年月の経過に伴い滑雪性の低下も懸念される。

図－３ 落雪カバー工法の概要
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写－４ カバー工法施工例（水穂大橋：札幌市南郷通）

３．３ 除雪工法

も、多く用いられている方法であるが、高所作業

であり通行規制を行わないと作業が出来ない等の問題

がある （参照 写－５）。

写－５ 橋梁着氷雪の除雪状況

４．試験結果

４．１ 既往の着氷雪対策の効果実験

既往の対策工法の効果の確認のため、屋外モデル実

験及び実橋梁対策の観測試験を行い、その評価と新対

、 。策工法の提案をもとに 着氷雪対策の適用検討を行う

（１）パネルヒーター試験

イ）実験概要

実験は、写－６のようなパネルヒーターを使用して

行った。試験パネルの種類は、①平面形状の勾配４５

度のパネル、②平面形状の勾配４５度でパネル先端部

分が曲面形状のパネル、③平面形状の勾配３０度のパ

  



、 （ ） 。ネル ④曲面形状 勾配０～９０度 のパネルである

また、②～④のパネルには、各下面先端部分に線状の

ヒーター線を別途設置し、つららの発生を抑える効果

を目指した。以上の概要を表－１に示す。これら試験

体を用いて通電時の融滑雪状況および非通電時の滑雪

状況の観測実験を行った。

写－６ パネル配置状況

表－１ 試験パネル概要

ロ）実験結果

・通電時の融・滑雪実験

通電時の融・滑雪実験の結果を表－２に、試験中の

状況例を写－７に示す。なお、表－２の着雪率は各パ

ネルの着雪状況を面積比で表している。つらら防止ヒ

ーターの有無による違いとして、つらら防止ヒーター

を設置していない①のパネルは、写－７のようにつら

らが発生することがあり、つらら防止ヒーターを設置

した②のパネルに比べて着雪率が多くなっていた。ま

た、形状の違いによる着雪率は、曲面である④のパネ

ルが、着雪が滑り落ちてほとんど着雪状況が見られな

かった。

表－２ 通電時融滑雪実験結果

有り有り有りなしつらら防止ヒーター

曲面Ｒ型先端形状

曲面Ｒ平面30度平面45度平面45度モデル

④③②①ＮＯ

有り有り有りなしつらら防止ヒーター

曲面Ｒ型先端形状

曲面Ｒ平面30度平面45度平面45度モデル

④③②①ＮＯ

 

① ② ③ ④

つらら防止ヒーター

 

① ② ③ ④

 

① ② ③ ④

つらら防止ヒーター

 着雪日 気温 風速 風向 日照
① ② ③ ④ ℃ ｍ/ｓ

2月15日 34 31 22 22 -12 2 SE あり
2月18日 25 22 22 －   1 5 NW なし
2月19日 39 － － － -1 6 N なし
2月22日 56 22 － －  0 7 NW なし
2月23日 56 31 － － -2 5 ESE なし

試験体着雪率　％

写－７ パネルヒータ試験状況

・非通電時の滑雪状況

非通電時の滑雪状況の結果を表－３に示す。非通電

時の滑雪状況は、①～③のパネルは冠雪状態が大半を

占めたが、④のパネルでは、曲面部分の急勾配の箇所

において着雪がほとんど発生しなかった。

表－３ 非通電時滑雪実験結果

ハ）考察

観測実験の結果から、部材にヒーティングを設置す

るときに部材の勾配を急にすることで、滑雪効果を高

。 、 、めることが出来る しかし 実橋梁で設置する場合は

部材の位置があまり高くない箇所、通過交通の少ない

箇所などの着氷雪が落下しても通過交通にあまり影響

のない箇所で無ければならない。一方、通過交通量の

多い箇所など、着氷雪が落下することで支障が生じる

箇所にヒーティングを設置する場合は、着雪箇所の完

全融雪を行なわなければならない。しかし、完全融雪

を行うには、ヒーティングの設計条件を通常より厳し

くする必要があるため、設置計画を行う際には注意す

る必要がある。

 平面45° 平面45° 平面30° 曲面R
（端部R） ℃ ｍ/ｓ

1月24日 86 70 94 38 -3 5 W なし
1月25日 100 100 100 75 -3 0 なし
1月27日 100 100 100 69 -3 2 N なし
1月28日 100 100 100 50 -2 4 N なし
1月31日 100 100 100 88 -4 1 ESE なし
2月2日 100 100 100 50 -1 2 W なし
2月2日 100 100 100 25 -1 3 W なし
2月2日 100 100 100 38 -1 2 W なし
2月8日 100 100 0 0   1 5 W なし
2月9日 88 98 100 50  0 7 WNW なし
2月9日 84 77 84 89 -7 8 W なし
2月13日 100 100 100 75 -6 2 N なし
2月14日 100 88 100 53 -14 1 SE なし
2月14日 100 88 100 0 -4 2 WNW なし

着雪日
試験体着雪率　％

気温 風速
風向 日照

つらら発生状況つらら発生状況



（２）表面加工による対策の評価実験

イ）実験概要

＜屋外実験＞

材質の異なる（参照：表－４）試験版を写－８のよ

うに並べて設置し、着雪・冠雪状況及びその滑落状況

を、試験板の勾配を60°、45°、30°と３段階に変更

し観測。

＜室内実験＞

試験板ごとに表面の撥水性を表す接触角を測定。

なお接触角とは、撥水性を表す指標で写－９に示す

ような、部材と水滴の角度を表している。この角度が

大きいほど、水滴が部材から分離しやすい水玉形状に

なるため撥水性が高いことになる。

表－４ 試験板概要

写－８ 試験板配置状況

なお、主な工法の特徴について以下に示す。

・通常塗装

主成分に長油性フタルを使用した建築物用塗料を使

用した工法。今回の試験では板状のものと箱形構造の

もので観測を行った。

・耐熱性塗装鋼板

エポキシ樹脂を主成分とした塗料を使用しており、

耐防錆、耐熱性に優れた工法。

・滑雪性塗装鋼板

鋼材表面に撥水性の高いフッ素樹脂系の塗料を使用

した工法。

 

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭

 

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭

1 通常塗装鋼板 長油性フタル
2 耐熱式塗装鋼板（両面） エポキシ樹脂系塗料
3 通常塗装鋼板（ボックス型） 長油性フタル
4 ＦＲＰ貼付鋼板 ＦＲＰシート（撥水性）
5 ゴム貼付鋼板（黒） クロロブレンゴム
6 ポリエチレン貼付鋼板 ポリエステル（変性）
7 滑雪性塗装鋼板 フッ素系塗料
8 耐熱式塗装鋼板（片面） エポキシ樹脂系塗料
9 保護塗装鋼板 酸化チタン
10 アルミ板（表面塗装） 長油性フタル
11 ステンレス板 －
12 チタン板 －
13 シート系 ゴム貼付鋼板 クロロブレンゴム
14 メタル系 アルミ板 アルミ板

シート系

塗装系

メタル系

表面加工仕様ＮＯ． 試験版 名称

塗装系

・保護塗装鋼板

鋼材表面に光触媒（主成分：酸化チタン）を塗料に

使用した工法。光触媒の働きにより長期間、鋼板に付

着する汚れを防止することができる。

写－９ 接触角測定例

ロ）実験結果

表－５に、屋外試験で測定した着氷雪の落雪回数と

12室内試験での接触角測定値、そしてこの値の平成

年度から 年度にかけての低下率を示す。落雪回数13
、 （ ）の総計が 塗装系試験板の通常塗装鋼板 ボックス型

および保護塗装鋼板、滑雪性塗装鋼板が ～ 回と12 13
他より多くなっており、試験板の勾配の違いによる落

雪回数は設置角度 °の場合で比較的落雪回数が多60
くなっている。一方、金属系の試験板では、アルミ板

の表面塗装有りのパネルが勾配 °で６回落雪した60
が、 °及び °では優位性は確認できなった。ま45 30
た、接触角は平成 年度に測定した値は平成 年13 12
度の 前後と低下していた。80%

表－５ 実験結果（落雪回数・接触角）

ハ）考察

屋外観測試験および室内試験の結果から、滑雪効果

の期待できる工法としては、撥水性の高い滑雪性塗装

および、光触媒を用いた保護塗装鋼板、また通常塗装

（長油性フタル）があげられ、特に急勾配箇所で効果

を発揮している状態にあった。しかし、汚れの付着が

原因と考えられる接触角の低下が著しいことから、機

能低下に伴い対策箇所の定期的な清掃もしくは塗り替

えを行っていく必要があると考えられる。

 

接触角の
６０度 ４５度 ３０度 合計 Ｈ１２ Ｈ１３ 低下率(%)

1 通常塗装鋼板 4 3 4 11 90 80 88.6
2 耐熱式塗装鋼板（両面） 2 3 2 7 109 92 84.8
3 通常塗装鋼板（ボックス型） 6 2 5 13 - - -
4 ＦＲＰ貼付鋼板 2 3 3 8 76 60 79.3
5 ゴム貼付鋼板（黒） 2 3 2 7 96 73 75.8
6 ポリエチレン貼付鋼板 2 2 2 6 96 80 83.1
7 滑雪性塗装鋼板 6 4 2 12 147 122 83.2
8 耐熱式塗装鋼板（片面） 2 2 1 5 - - -
9 保護塗装鋼板 4 3 6 13 88 70 79.7
10 アルミ板（表面塗装） 6 3 1 10 83 67 80.9
11 ステンレス板 2 3 3 8 98 70 71.7
12 チタン板 2 2 1 5 92 43 46.6
13 シート系 ゴム貼付鋼板 1 2 1 4 - - -
14 メタル系 アルミ板 3 3 2 8 - - -

メタル系

塗装系

試験版

シート系

塗装系

ＮＯ．
落雪回数（回） 接触角（度）

名称



（３）実橋梁での調査

１）豊頃大橋

イ）調査概要

ニールセンローゼ橋である一般国道 号豊頃町豊38
頃大橋では、各部位に接触角の大きいフッ素系の塗装

工法が平成10年度に用いられている。塗装後の観測調

査を平成11年度～12年度に行った。

ロ）調査結果

アーチリブの滑雪状況は写－10左側に示すように、

急勾配箇所では頻繁に滑雪が観測されていたが、緩勾

配箇所および橋門構部分では、滑落しない箇所があっ

た。また、写－10右側アーチリブと橋門構が交差して

いる箇所では、橋門構が滑落を阻害している状況も見

られた。

写－10 冠雪状況（豊頃大橋）

ハ）考察

今回の調査結果から、豊頃大橋の着氷雪対策として

、 、は 塗装工法だけでは対策工法として十分とは言えず

さらなる対策工法の提案が必要であると考えられる。

２）桂沢大橋

イ）調査概要

アーチ橋である一般国道 号三笠市桂沢大橋で452
は、アーチリブを接触角の大きいフッ素系の塗装工法

と横門構および横構交差部にカバーを取り付ける落雪

カバー工法が平成11年度に用いられている。対策工法

設置後の観測調査を平成12年～13年度に行った。

ロ）調査結果

桂沢大橋のアーチリブでは写－11左側のように冠雪

が多い状況にあり、冠雪が 前後にまで達した例20cm
もあった。また、橋門構のカバー工法についても、大

雪等の異常気象時では、写－11右側のように雪庇が発

生している状況にあった。

  

写－11 冠雪状況（桂沢大橋）

ハ）考察

今回の調査結果では、アーチリブに行った塗装工法

の効果は滑雪機能として十分ではなかったが、直下に

通過交通が無いため、交通への影響は比較的小さいと

考えられる。しかし、橋門構および横構交差部に取り

付けたカバー工法箇所の着雪は、もし落下した場合は

通過交通への影響が大きいため、さらなる着雪防止対

策の検討が必要であると考えられる。

４．２ 新たな着氷雪対策工法の提案と効果実験

従来工法の試験結果を基に、新たな着氷雪対策の検

討とその効果実験を行った。

なお、今回提案する工法の特徴は以下のとおりであ

る。

・格子フェンス工法

従来の着氷雪の滑落の促進やヒーティングによる融

雪等と違い、着氷雪を落下させないことによる対策工

法である。格子フェンスの例を写－12に示す。

写－12 格子フェンス工法とその効果例

 

 

雪庇の形成

雪庇なし

雪庇の形成

雪庇なし

 落雪カバーの冠雪 落雪カバーの冠雪



・落雪カバー工法（雪切り板設置）

従来のカバー工法の頂上部分の垂直方向に雪切り板

をつけることで、着氷雪を分離しやすくさせ、滑落を

促進させる工法である。落雪カバーの概要を図－４に

示す。

図－４ 落雪カバー（雪切り板有り）工法の概要

・落雪カバー工法（スリット設置）

冠雪が雪の塊で落ちてくるのを防ぐために、落雪カ

バーに一定のスリットを設けて分割し、滑雪させるこ

とによって落下する雪氷塊を小さくする工法である。

図－５ 落雪カバー（スリット有り）工法の概要

イ）実験概要

実験は、写－13のようなモデルを作成して、一定期

間の屋外暴露実験を行った。試験モデルの概要を表－

６に示す。新工法としてはニールセンローゼ橋の内向

き勾配（３°）やローゼ橋等の水平面を想定したもの

に格子フェンスを取り付けた試験体を作成しており、

また従来工法の改良として、三角断面形状の落雪カバ

ー、雪切り板を設置した落雪カバー、およびスリット

状の落雪カバーの試験体を屋外に設置して行った。

（雪切板により雪分子の
結合力が遮断される。）

雪分子の結合力

駆動力

落雪カバー

（雪が落ちにくい）

雪切板無し

駆動力

落雪カバー
雪切り板

雪切板有り

（雪切板により雪分子の
結合力が遮断される。）

雪分子の結合力

駆動力

落雪カバー

（雪が落ちにくい）

雪切板無し

雪分子の結合力

駆動力

落雪カバー

（雪が落ちにくい）

雪切板無し

駆動力

落雪カバー
雪切り板

雪切板有り

駆動力

落雪カバー
雪切り板

駆動力

落雪カバー
雪切り板

雪切板有り

滑雪時の雪氷が
大きい

スリット無し

滑雪時の雪氷が
小さい

スリット有り

滑雪時の雪氷が
大きい

スリット無し

滑雪時の雪氷が
大きい

スリット無し

滑雪時の雪氷が
小さい

スリット有り

滑雪時の雪氷が
小さい

スリット有り

写－13 モデル配置状況

表－６ 着氷雪モデル概要

（１）格子フェンス

ロ）実験結果

格子フェンスモデルと無対策モデルの着雪・落雪状

況を表－７に示す。また格子フェンス工法と無対策モ

デルの試験期間中の状況を写－14に示す。今回の試験

期間中、格子フェンスモデルNo.4（勾配無し 、No.5）

（勾配３°）の両モデルにおいて冠雪の滑落を完全に

防止した。格子フェンスの着雪の特徴として、写－15

のようにフェンスに雪が接しない状況が観測された。

一方、無対策のモデルは表－７のとおり、No.7（勾配

３°）のモデルは試験期間中に３回落雪した。また、

No.6（勾配無し）のモデルは雪の滑落は無かったが、

写－16のように一部に雪庇が発生した。

表－７ 格子フェンス比較観測結果

 

NO. 試験モデル種類 勾配
1 落雪カバー －
2 落雪カバー（雪切り付き） －
3 スリットカバー －
4 格子フェンス 無し
5 格子フェンス ３°
6 対策無し 無し
7 対策無し ３°

ＮＯ 7 6 5 4
無対策 無対策 格子フェンス 格子フェンス

勾配（３°） 勾配無し 勾配（３°） 勾配無し

1月27日 着雪 着雪 着雪 着雪
2月7日 移動開始
2月8日 滑落
2月12日 着雪
2月27日 移動開始
2月28日 滑落
3月3日 着雪
3月6日 滑落 移動開始
3月11日 雪庇発生

モデル
形状



写－14 格子フェンス比較試験状況

写－15 格子フェンス着氷雪断面

写－16 試験モデル雪庇発生状況比較

NO.7 NO.6 NO.5 NO．4NO.7 NO.6 NO.5 NO．4

NO.7 NO.6 NO.5 NO．4NO.7 NO.6 NO.5 NO．4

NO.7 NO.6 NO.5 NO．4NO.7 NO.6 NO.5 NO．4

NO.6 NO.5

 

厚さ10mmの氷板

格子に
接していない

格子に
接していない

厚さ10mmの氷板

格子に
接していない

格子に
接していない

ハ）考察

観測実験の結果から、格子フェンスは着氷雪の滑落

を防止して雪庇も出来にくいことから、雪を落とさな

い着氷雪対策として、交通量の多い箇所、高所の部材

への対策に有効なものと考えられる。今後は、実橋梁

での試験とともに、設計条件および設置方法などを検

討する必要がある。

（２）落雪カバー工法

ロ）実験結果

落雪カバー工法の落雪状況比較について表－８に示

す。落雪回数を比較すると、雪切り板が無い三角断面

の従来カバー工法（NO.1）の滑雪回数13回、雪切り板

を設置した落雪カバー工法（NO.2）が16回、スリット

カバー工法は9回（NO.3）であった。モデル別の状況

については、雪切り板が無い三角断面の従来カバー工

法では頂部を跨いで冠雪し、頂部雪の結合力で滑落を

阻害するため、写－17のように冠雪の一部分が滑落し

ない状態で残り、再び降雪によって着雪する状況が見

受けられた。これに対して雪切り板を設置した落雪カ

バー工法は、頂部の雪を切断していることから冠雪が

少ない段階に一部もしくは全面滑落することが多く、

次の降雪までには完全に滑雪している状況であった。

また、スリットカバー工法については、冠雪量が少な

い初期の段階では、スリットごとに部分滑雪が観測さ

れていたが、今回の試験では、写－18のように、スリ

ットとスリットの間にある水平部の冠雪が発達してカ

バー下端で雪が繋がる状況が見られ、２月23日以降に

この雪の結合力によって滑落を阻害されている状況が

観察された （参照 写－19）。

写－17 落雪カバー観測試験状況例

NO.3 NO.2 NO.1



表－８ カバー工法比較観測結果

写－18 スリット部の冠雪の発達状況

写－19 スリット部の冠雪状況

 

15.01.31

2cm

7cm

4cm

15.01.31

2cm

7cm

4cm

 
雪が繋がっている雪が繋がっている

ＮＯ 3 2 1

1月21日 着雪 着雪 着雪
1月21日 一部滑落 滑落 滑落
1月25日 着雪 着雪 着雪
1月26日 一部滑落 滑落 一部滑落
1月27日 着雪 着雪 着雪
1月28日 一部滑落 滑落 滑落
1月31日 着雪 着雪 着雪
2月2日 一部滑落 滑落 一部滑落
2月3日 融雪 融雪
2月4日 着雪 着雪 着雪
2月6日 一部滑落
2月7日 滑落 滑落
2月13日 着雪 着雪 着雪
2月15日 一部滑落 滑落 滑落
2月16日 着雪 着雪 着雪
2月17日 一部滑落 滑落 一部滑落
2月18日 着雪 着雪 着雪
2月19日 一部滑落 滑落 滑落
2月20日 着雪 着雪 着雪
2月20日 一部滑落
2月21日 一部滑落 滑落 滑落
2月22日 着雪 着雪 着雪
2月23日 一部滑落 滑落 滑落
2月27日 着雪 着雪 着雪
2月28日 滑落 滑落
3月2日 着雪 着雪 着雪
3月3日 滑落
3月4日 着雪 着雪 着雪
3月5日 滑落 滑落
3月7日 着雪 着雪 着雪
3月8日 滑落 滑落

滑落（回） － 14 10
一部滑落（回） 9 2 3

合計 9 16 13

雪切り板
無し

モデル形状
スリット
カバー

雪切り板
有り

ハ）考察

観測実験の結果から、落雪カバー工法については雪

切り板を設置したモデルは、雪切り板の無いモデルよ

りも落雪する回数が多くなっていることから、雪切り

板の設置により着氷雪の密度が比較的小さい状態での

落雪促進に効果があると考えられる。また、スリット

を設置したモデルは、スリットの部分から冠雪が発達

し、滑落を阻害していたため、今後は、スリットとス

リットの間に雪が溜まらないような構造（部材の形状

の工夫、ヒーティングの併用など）を検討していく必

要がある。

５．橋梁の計画と着氷雪対策工法の選定

これまでの試験結果から、今後北海道のような積雪

寒冷地において上弦材のある橋梁を計画する際には、

着氷雪対策の検討が不可欠であり、これを十分考慮し

た設計を行った上で、他の橋梁形式との比較検討を行

っていく必要があると考えられる。

また、既設のアーチトラス橋など何らかの着氷雪対

策を行う必要がある構造物では、交通量、降雪量、着

雪箇所の高さなどの状況に応じて対策を検討する必要

がある。

今後、十分な検討が必要であるが、これまでの調査

検討から、着氷雪対策の選定案を図－６にフローチャ

ートにより示す。なお、格子フェンスについては現在

施工実績がないため、適用にあたっては試験施工を行

って効果を検証する必要がある。

図－６ 着氷雪対策選定フローチャート（案）

既設橋対策

新橋梁架設
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対策箇所の構造上、
格子フェンス接地が困難

・塗装工法
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工法
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N o

N o

N o

大
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Yes
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大小
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｛判断基準：交通量、降雪
量、着雪箇所の高さなど
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Yes

N o

対策箇所設定

急勾配箇所

橋門構
および

横溝横断部

・塗装工法
・格子フェンス

工法

アーチリブ
アーチリブ

橋門構
および

横溝横断部

小

対策箇所の構造上、
格子フェンス接地が困難

・格子フェンス
工法

Yes

N o

試験施工

良好

不可
試験施工

不可

良好



６．まとめ

（１）ヒーティング工法

ヒーティング工法を施工する際には、つらら防止ヒ

ーターの設置が望ましい。また、設計にあたっては、

異常気象時に対応した検討が必要である。

（２）表面加工対策工法

塗装工法は、急勾配箇所で効果を発揮している状況

にあるが、接触角の低下が著しいことから、定期的な

補修、塗替の必要がある。

（３）カバー工法

カバー工法は、桂沢大橋の観測結果から大雪などの

異常気象時には対応できず、冠雪が発生することがあ

る。しかし、モデル試験の結果から、カバー工法は頂

点に雪切り板を設置することで改善を図ることが可能

である。

（４）格子フェンス

モデル実験では着氷雪の落下を完全に防止してお

り、雪庇も発生しなかったことから、今後実用化に向

けて材料、設置方法、格子の間隔を具体的に検討し、

実橋梁での試験などを行う必要がある。

＜総括＞

今回、既存の橋梁の上弦材に用いている着氷雪対策

の機能や課題を検討し、さらに新たな対策工法の提案

および検証を行って、各種対策工法の適用性を整理で

きたが、工法の選定については、今後、新たな対策工

法の実証的検討を継続して行い、現場で活用できるよ

う検討を進める必要がある。

７．参考文献

１）久保正機：平成9年「道路付属物における着氷雪

対策に関する調査研究」 北海道開発土木研究所依頼

研修成果報告書

＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊
布施 浩司 岳本 秀人 安倍 隆二 久保 裕一

Kohji FUSE Hideto TAKEMOTO Ryuji ABE Yuichii KUBO

北海道開発土木研究所 北海道開発土木研究所 北海道開発土木研究所 北海道開発土木研究所

道路部 道路部 道路部 道路部

維持管理研究室 維持管理研究室 維持管理研究室 維持管理研究室

研究員 室長 主任研究員 依頼研修員


