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 公共事業費の縮減により、工事のコスト縮減はもとより、官保有機械の購入コストについて

も一層の縮減が求められている。そこで購入・施工の両コスト縮減を目的に除雪機械であるロ

ータリ除雪車をベースに、道路維持作業用の路面清掃装置をアタッチメント化し、１台２役の

夏冬兼用機械を開発した。 

 本稿では、滝川道路事務所に実機導入された１号機について、現場施工性を検証するととも

に、改良点・導入効果について報告する。 
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1.  はじめに 

 本機械は、ロータリ除雪車をベース車両とし、冬は拡

幅除雪や運搬排雪、夏は路面清掃作業とオールシーズン

にわたって、有効活用が可能な機械である。 

滝川道路事務所管内は全域が豪雪地域であり、路線特

性は市街地から山間部まで幅広く、維持管理延長が約

253㎞と長い。当該区間は、冬期におけるロータリ除雪

車の稼働時間が多く、夏期における路面清掃車の稼働時

間はさほど多くないため、本機械の導入効果が高いとさ

れている。 

 本機械は平成24年10月に納入され、年間維持除雪工事

において、除雪車として１シーズンの使用を終え、平成

25年度、初めて路面清掃作業に使用した。 

 

2.  機械概要 

図－１に機械外観図、写真－１に機械全景を示す。 

本機械の特徴としてベース車両であるロータリ除雪車

は、一般的なロータリ除雪車と機能・構造ともに大きな

違いはないが、車両前方の作業装置部分を路面清掃装置

に交換し、車両後部に散水用の水タンクを装着する事で、

路面清掃車となる点である。 

作業装置の脱着は、ロータリ除雪車の昇降ピン構造を

流用しており、動力用のプロペラシャフト、油圧配管・

電装配線の接続替えを行うため、整備工２名程度による

交換作業が必要となり、半日～１日程度の時間を要する。 

なお、取り外した装置は保管場所が必要であり、同一

箇所で交換作業を行うことが効率的と言える。 

 

 

 

 

 

 
  

図－１ 機械外観図 

写真－１ 機械全景 

(上：ロータリ除雪装置、下：路面清掃装置) 
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本機械の主要諸元は以下のとおりである。 

・ロータリ除雪車仕様 

形式：ツーステージ型  2.2m級対応 

全長(作業姿勢)        7,920㎜ 

全幅(除雪装置含む)      2,200㎜ 

全高                   3,570㎜ 

車両総重量         13,360㎏ 

・路面清掃車仕様 

 形式：ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ式、両ｶﾞｯﾀ、ﾌﾞﾗｼ式、散水機能付 

全長(作業姿勢)        9,240㎜ 

全幅(作業装置含む)      3,000㎜ 

全高                   3,570㎜ 

車両総重量         11,750㎏ 

 ﾎｯﾊﾟ内標準塵埃収納容量      1.0m3 

水ﾀﾝｸ容量             900L 

大積載量          2,100㎏ 

 

 既存の４輪ブラシ式路面清掃車(以下：専用車)と諸

元・形式を比較すると、専用車の全長は7,320㎜なので、

本機械は専用車より約２m長い。これは前方の作業装置

の他に後方に水ﾀﾝｸを有している為である。 

また、滝川道路事務所における塵埃収納容量は専用車

が2.0m3だが、本機械は1.0m3であり、半分の容量である。 

土砂排出形式については、専用車はリヤリフトダンプ

式であり、車両後方にダンプトラックを配置し土砂排出

を行うのに対し、本機械はフロントリフトダンプ式のた

め、車両前方縦列に車両を配置し土砂排出を行う。 

専用車の掃き込み構造は、主ブラシで掃き込んだ塵埃

をベルトコンベアで持ち上げる方式だが、本機械は主ブ

ラシで直接ホッパに掃き込む構造となっている。 

 

3.  施工概要 

図－２に工事箇所図を示す。 

本機械を使用し路面清掃作業を実施した一般国道12号

砂川市砂川道路維持除雪外一連工事は、国道12号・275

号・451号を管轄しており、維持管理延長は59.4㎞とさほ

ど長くはないものの、砂川市・滝川市を通る12号は、人

口集中地域（以下：DID区間）を含む市街地が多く、一

部を除きほぼ4車線道路で、交通量も多い。275号は主に

郊外部の2車線道路が多いものの、大型車両等の交通量

が多く、所々に市街地を含んでいる。 

451号は滝川市内において、12号と275号を接続する役

割を担っている。 

 

(1)  路面清掃工 

 表－１に路面清掃作業の施工概要を示す。 

路面清掃管理基準では、DID区間の清掃頻度を年６回

以内、郊外部の清掃頻度を年１回以内としている。 

 

 
 

 

 本工事の清掃区間にはDID区間が含まれているものの、

道路維持管理コストの縮減を図るため全区間において、

清掃頻度を年１回としている。 

施工時期は春先の雪解け時期である４月中旬から開始

し、５月中旬までを目処に実施している。 

平成25年度は、雪解けの遅れから５月上旬からの開始

となった。 

 

 

施工回数 1回/年

施工時期 4月中旬～5月中旬

施工対象 全路線  
 

4.  施工状況 

 写真－２，３に作業状況写真を示す。 

 路面清掃作業は、国道12号滝川バイパスの４車線道路

区間のうち、１㎡当たりの塵埃量が200cc程度の比較的

少ない箇所から開始した。 

 施工結果は概ね良好であり、塵埃の取り残し等は見受

けられず、車道幅員も広いため一般交通への影響もなく、

現道上における土砂の排出作業も問題無く実施できた。 

 

 

図－２ 工事箇所図 

表－１ 施工概要 

写真－２ 作業状況(４車線道路) 
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２車線道路における路面清掃作業は、全長の長いロー

タリ除雪車が一般交通へ影響を与えるかが懸念されてお

り、施工中に後続車両が続いた場合、特に大型車両がロ

ータリ除雪車を安全に回避できるかに着目した。 

結果、交通量が多い時間帯等は後続車両が連なること

があるものの、大型車両を含む後続車両は、対向車の交

通状況に合わせ、問題無くロータリ除雪車をかわす事が

確認できた。 

また、２車線道路における現道上での土砂の排出作業

はバスベイ部や駐車帯、除雪退避スペース等が利用でき

れば、交通への影響も無く作業が可能であるが、直線単

路部で排出作業を行わなければならない場合もあり、交

通・安全に配慮した排出作業を心がける必要があった。 

  

 

 

 

 続いて塵埃量が多い箇所での施工結果を述べる。 

 写真－４に塵埃量計測結果を、写真－５に塵埃取り残

し状況を示す。 

 春先の路側帯に堆積している塵埃は、冬期間に防滑目

的で散布する砂等の影響で量が多いうえ、含水率が高い

ため締め固まった状態である。 

 １㎡当たりの塵埃を計測した結果、厚さは15㎜程度で

あり、塵埃量は3,000cc以上あった。 

 この状況で路面清掃作業を行った結果、ガッタブラシ

による堆積塵埃の掻き起こしは問題ないものの、メイン

ブラシ後方に塵埃の取り残しが生じるとともに、装置側

面から塵埃のこぼれ落ちが生じた。 

 

 

 

 

5. 現場施工性及び改良点 

 図－３に平成22年度から平成25年度までの路面清掃延

長及び施工時間の実績を示す。 

 平成22年度から24年度までは専用車による施工で、過

去３カ年の平均施工延長は、142.5㎞であり、平成25年度

の施工延長138.6㎞と大差ない結果であった。 

 一方、稼働時間は、過去３カ年の平均値が42.8時間な

のに対し、本機械使用の平成25年度実績が111.3時間と３

倍近い時間がかかった結果となった。 
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 図－４、５にヒアリング結果を示す。 

 今回施工を担当したオペレータに対し、作業性・安全

性に関する専用車と比較したフィーリングについてヒア

リングを実施した。 

 オペレータの人数は３名で、共にロータリ除雪車・路

面清掃車両方の運転経験を有している。 
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操作性については、速度調整が容易にできる等、概ね

良好な回答が得られた。装置の見え易さについては、運

図－３ 過去3カ年実績比較 
写真－３ 作業状況(２車線道路) 

写真－４ 塵埃量計測状況 

写真－５ 塵埃取り残し状況 

図－４ ヒアリング結果(作業性) 
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転席が左側にあるため、縁石側の側ブラシは目視で確認

できるものの、高いキャビン内からは見えにくい点と、

中央分離帯側はオペレータから直接確認できないため、

助手と連携した作業が必要との意見があった。 

 作業速度については、オペレータ３名とも悪いとの回

答だった。塵埃量が多い場合取り残しが生じるため、作

業速度を低下せざるを得ない点と、ホッパ容量が少ない

ため従前より土砂排出頻度が増加したことで、作業効率

が低下していると感じたようである。ホッパへの塵埃取

り込み能力を向上するよう、メインブラシの改善要望が

挙げられた。 

 

良い

34%

普通

66%

悪い

0%

周囲の視認性
良い

0%

普通

66%

悪い

34%

一般交通への影響

良い

0%

普通

66%

悪い

34%

土砂排出作業

 
 

 

安全面においては、キャビンが高いことから周囲の視

認性が良く、前後左右の安全確認が容易にできる点は評

価された。しかし、一般車両からの見え方については、

見た目以上に全長が長いことや、高さがあることから圧

迫感を与える懸念があるとの意見があった。 

 現道上での土砂排出作業は、４車線道路やバスベイ部

等のスペースがある場合は、作業の安全性について問題

無いとの回答があったが、直線単路部で排出作業をする

場合、一般交通へ影響を与える場合もあり、追突事故の

恐れも考えられることから、危険との意見があった。 

 

(1)機械の改良点 

 施工結果とヒアリングでの改善要望を受け、メイン

ブラシの塵埃取り残しと清掃装置側面からのこぼれ落ち

対策のため、装置の改良を行った。 

写真－６に塵埃堆積状況を示す。 

塵埃の取り残しやこぼれ落ちはメインブラシで掃き込

んだ塵埃が、ホッパ奥まで届かず入口部分に堆積し、そ

の状態で作業を継続すると、塵埃が崩れ路面上に落ちる

ことが原因である。

 

 

 

また、塵埃量が多い場合メインブラシが揺動する

現象が生じ、これも取り残し要因の一つと考えた。 

 図－６に装置改良箇所を示す。 

このことから改良ポイントを、塵埃の堆積対策と

ブラシの揺動対策に絞り込み、以下の４点を改良した。 

 

 

 

 

1)  メインブラシ回転数の変更 

メインブラシとガッタブラシの回転数は、専用車の設

定に合わせる為にエンジン回転数を1480rpmとしていた

が、メインブラシ回転数の見直しを行い、エンジン回転

数を1700rpmに変更することで、ホッパーの奥まで塵埃

を取り込めることを確認した。  

なお、エンジン回転数を上げるとガッタブラシの回転

数も上がってしまう為、メインブラシの回転数のみ上げ

るようギヤポンプ及び油圧回路を変更した。 

 

2)  ホッパ形状の変更 

ホッパの入口部分に塵埃が堆積していたため、ホッパ

形状を見直した。入口付近両端部の内部形状は、ガッタ

ブラシの収納位置と干渉しているため内側に張り出した

形状になっており、塵埃が奥まで届きにくい。そこで張

り出し部分の傾斜を緩めると共に、開口部を下方向に

100㎜拡大した。 

これにより入口部分の塵埃が溜まりやすい状態を緩和

する事ができた。 

 

3)掃き込み板の廃止 

図－５ ヒアリング結果(安全性) 

図－６ 装置改良箇所 

写真－６ 塵埃堆積状況 
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塵埃の堆積は、メインブラシ側の掃き込み板にも発生

していた。掃き込み板はメインブラシで巻き上げた塵埃

をホッパ内に導く役割を有しているが、ホッパ入口に塵

埃が堆積することで、機能を失い塵埃が堆積する結果と

なった。掃き込み板の必要性を検証するため、取り外し

た状態で施工した結果、掃き込み板が無くても塵埃を送

り込む事が可能であったため、掃き込み板を廃止するこ

とにした。 

 

4)ガスダンパーによるメインブラシ揺動対策 

ホッパ入口部分が閉塞すると、ホッパに入らず戻って

きた塵埃が、メインブラシの毛先に落ちてくる為、荷重

によりバウンドを始め、ブラシが浮いた状態になる。  

作業状態のメインブラシは自重により接地しているだ

けなので、接地圧30㎏程度のガスダンパーを追加するこ

とでブラシの揺動を抑制することができた。 

 

以上の改良を行い、納入メーカーである日本除雪機製

作所のテストコースにて試験施工を実施した。 

写真－７に改良結果の比較写真を示す。 

試験施工はテストコース内の縁石前面に春先の路側塵

埃と同量程度の土砂を敷均し実施した。 

試験施工の結果、メインブラシ後方の取り残しは改善

することができ、装置側面からのこぼれ落ちも減少させ

ることができた。 

改良により、ホッパ入口部分の堆積は改善できたもの

の、ガッタブラシで掃き寄せた塵埃は、メインブラシの

左端部に偏って寄せられる。そのためホッパ内部の溜ま

り方も左側に偏る傾向があるため、側面からのこぼれ落

ちを完全に解消することはできなかった。 

装置の改良を進める必要もあるが、ホッパ内に塵埃が

ある程度溜まった段階で、ホッパをリフトアップし、溜

まり方の偏りを無くす等、施工上の対策も有効だと考え

る。 

 

改良前 改良後
 

 

6.  導入効果の検証 

本機械の導入メリットは、ロータリ除雪車と路面清掃

車の兼用化により、機械台数を減らすことで、購入費や

維持管理費を削減できることと、機械を通年使用するこ

とで機械運転経費等が減少し、工事費を抑制できる点に

ある。 

ただし、ロータリ除雪車と路面清掃装置の運転経費は、

以下のようなメリット・デメリットが存在する。 

・ロータリ除雪車は、年間標準運転時間が増加するこ

とで、運転１時間当たりの労務工数及び損料額が下がる

ため機械運転経費が減少する。 

・路面清掃装置は、ベース車両がロータリ除雪車にな

るため、基礎価格の上昇に伴い損料額が上がるため、機

械運転経費が増加する。 

そのため、ロータリ除雪車の稼働が多く、路面清掃装

置の稼働が少ない場合に導入効果が期待できると言える。 

導入効果の検証にあたって、イニシャルコストである

機械購入費とランニングコストである工事費・維持管理

費をロータリ除雪車の標準使用年数１５年を用いたライ

フサイクルコストを算出した。なお、工事費は過年度に

おける滝川道路事務所の実績を使用した。 

図－７にライフサイクルコスト比較を示す。 
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工事費を比較した場合、路面清掃工は現行比約５０％

の増額となるものの、除雪工は１２％の減額となる。路

面清掃工の増額分と除雪工の減額を相殺すると、全体工

事費では約６％のコスト縮減が期待できる結果となった。 

また、購入費・維持管理費も含めて比較した場合、約

１６％のコスト縮減となるため、本機械の導入効果があ

ったと判断できる。 

 

7.  まとめ 

 導入効果を検証した結果、夏冬通年の施工により、工

事費を縮減でき、購入費を含めたライフサイクルコスト

においても導入効果を確認することができた。今年度は

導入初年度でもあり、路面清掃工の施工において、塵埃

量が多い場合、塵埃の取り残しが発生し、専用車に比べ

施工速度が遅い結果となった。路面清掃装置は改良を行

い、塵埃の取り残しを改善することができたが、改良後

に路面清掃工を実施していないため、次年度の施工によ

り検証を行うとともに、より一層のコスト縮減効果が期

待できるよう、更なる装置の改良を進めて行きたい。 

写真－７ 改良結果比較 

図－７ ライフサイクルコスト比較 
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