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１．はじめに

　道路案内標識や道路情報板等の道路付属物に積もっ
た雪が落下することによって、走行車両に被害を与え
る事例が時々発生しており、これを防止するために道
路管理者による人力着氷雪除去作業が毎年行われてい
る。一方、冬期道路管理のコスト縮減が求められてお
り、不要・不急な着氷雪除去作業を軽減することが必
要である。落氷雪が与える主な影響として、走行車両
の破損や運転手の視界遮断がある。着氷雪の除去作業
では、落氷雪のリスクを考慮して除去の必要性が高い
着氷雪かどうかを判断することで、作業コストを低減
することができると考えられる。しかし、落雪の飛散
については既往研究が少なく不明な点が多い。そこで、
著者らは落氷雪の飛散状況に関する屋外実験を行っ
た。更にその結果に基づき、落氷雪が走行車両に与え
る影響について検討したので、ここに報告するもので
ある。

２．現地実験の方法

２．１　実験概要

　着氷雪の落下と飛散状況との関係について、札幌市
南区定山渓に位置する定山渓ダム流木処理場（北海道
開発局管理敷地）（図－１）及び当研究所の石狩吹雪実
験場において実験を行った。自然積雪から切り出した
雪塊を３～６m の高さから自由落下させ受圧板若し
くは走行中の車両に載せたフロントガラス模型に衝突
した所を動画撮影し、飛散面積を測定した。飛散面積
の読み取りは、落雪が車両のフロントガラスに衝突し
た場合を想定し、前方の視界が塞がれると思われる雪
が密に存在する範囲（濃い部分）を、図－２に示すよう
に円形で近似して飛散面積を読み取った。なお、これ
以降に使う「飛散サイズ」は、この円形の直径を示す
値である。また、飛散面積の時間変化を整理する目的
で、接触時、面積最大時、0.25s、0.50s、0.75s、1.00s、
1.50s、2.00s、3.00s の面積を整理した。車両の走行速
度は０km/h（停止）、10㎞ /h、30㎞ /h、50㎞ /h で

行った。実験に当たっては、雪塊を切り出した箇所の
積雪の密度、硬度、雪温の測定、および雪質の観察を
実施した。なお、雪塊の密度は100cc 角型サンプラー
を用い、硬度はデジタルプッシュプルゲージ（AIKOH 
RX-2）のアタッチメント（直径30㎜）を積雪に貫入して
測定した。
　その後、一辺10 ～ 30㎝の立方体として切り出した。
　この一辺の長さを、以降「雪塊サイズ」とする。
　また、雪塊の衝突状況を観察し、角から衝突した場
合（角衝突）、面から衝突した場合（面衝突）に分類した。

２．２　実験結果

　飛散サイズの時間変化を整理したところ、その変化
が概ね1.5秒以内に終わることから、以下では衝突か
ら1.5秒後の飛散状況と雪塊の性質や落下高さの関係

図－１　調査箇所位置図

図－２　飛散面積の読み取り方法
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図－５　車速と飛散面積の関係

図－３　飛散サイズと（ａ）密度、（ｂ）質量、（ｃ）硬度、

　　（ｄ）雪塊サイズ、（ｅ）落下高さとの関係

について分析する。
　図－３（ａ）は飛散サイズと密度、（ｂ）は飛散サイズ
と質量、（ｃ）は飛散サイズと硬度、（ｄ）は飛散サイズ
と雪塊サイズ、（ｅ）は飛散サイズと落下高さとの関係
を示している。笠村ら１）の実験結果と同様に、密度と
硬度が大きくなるに従い飛散サイズが小さくなる傾向
が見られた（図－３（ａ）（ｃ））。また、質量や雪塊サ
イズの大きさに比例して飛散サイズが大きくなってお
り、相関性が高かった（図－３（ｂ）（ｄ））。なお、落
下高さとの関係は明らかではなかった（図－３（ｅ））。
　道路巡回において道路巡回員が目視で判断すること
を前提に、以下では飛散サイズとの相関性が高い雪塊
サイズに着目して、飛散サイズとの関係式を求めるこ
とにした。
　図－４は図－３（ｄ）を基に箱ひげ図で表したもので
ある。図より飛散サイズの推定式は

飛散サイズ＝ k ×雪塊サイズ　　　　　　　　（１）

となる。安全性と発生頻度を考慮し、最大値と90％値
の近似直線の範囲内を採用すると、比例係数 k ＝2.3
～ 2.9が得られる。

　以上により、雪塊サイズから飛散サイズを求めるこ
とが出来る。
　続いて走行車両に衝突した場合の飛散面積の変化に
ついて分析した。
　図－５は車速と飛散面積の関係であるが、車速が速
いほど飛散面積が広がる傾向が見られる。車速が速け
れば、雪塊が衝撃によって飛散しやすいと考えられる。
　図－６は車速と飛散面積の最大時と衝突１s 後の差
の関係である。車速が大きいほど、飛散面積が急激に
狭まる傾向が見られる。車速が速いため、フロントガ
ラスを遮蔽する雪が風によって吹き払われ、飛散面積
が狭まった可能性が考えられる。図－７は密度、車速
と飛散面積の関係である。密度100 ～ 200㎏ /m3では、
比較的飛散面積が小さい傾向があり、密度200 ～ 300
㎏ /m3では、ばらつきが大きいものの飛散面積が広い
場合が見られる。
　図－８は雪質、車速と飛散面積の関係である。
　ざらめ雪は飛散面積が大きく、しまり雪は比較的小
さい傾向が見られる。これは、雪粒子の結合が弱いざ
らめ雪が、衝突により拡散しやすい可能性が考えられ
る。
　図－９は衝突状況、車速と飛散面積の関係であるが、

図－４　飛散サイズと雪塊サイズの関係式の求め方
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面衝突の場合の飛散面積は、角衝突の場合と比べてば
らつきが小さかった。しかし面衝突の事例が少なく明
確な傾向は見られなかった。角衝突の場合は飛散面積
にばらつきが見られる。衝突時の角度や当たっている
場所（角や辺）などによって、飛散面積が大きく異なる
可能性が考えられる。
　次に雪塊とフロントガラスの破壊の関係性について
分析した（図－10、図－11）。
　図－10によると雪塊サイズと密度が大きいほどフロ

図－７　密度、車速と飛散面積の関係

図－８　雪質、車速と飛散面積の関係

図－６　車速と飛散面積の最大時と

　　衝突１s後の差の関係
図－９　衝突状況、車速と飛散面積の関係

図－10　雪塊サイズと密度によるフロント

ガラスの破壊状況　　　

ントガラスが破壊する可能性が高く、質量（雪塊サイ
ズ３×密度）の影響が大きいと考えられる。また、図

－11より、今回の実験条件では雪の硬度の影響は小さ
く、質量の影響が大きいことが示された。
　ところで、フロントガラス上に雪塊を落下させた実
験の結果には、落氷による破壊事例がなかったため、
落氷による破壊条件について検討する必要がある。
　雪塊の運動量と硬度によるフロントガラスの破壊状
況グラフに鋼球の落下によるフロントガラスの破壊条
件と氷の硬度を載せ、破壊条件を示す近似線から氷の
落下による破壊条件を推定した（図－12）。なお、鉄鋼
の硬度は窓ガラスの技術基準２）に準じ、３×10５kN/ ㎡
とした。図－12からの推定結果では、氷の硬度を３×
10 ３kN/ ㎡とした場合、破壊条件の運動量は８㎏ m/s
となる。落下高さ５m、車速50㎞ /h の場合、0.5㎏に
相当する値である。
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３．１．２　目標物のサイズを基にした遮蔽サイズに

　　　　　　よる影響の検討

　前方の車両や車道など、運転者が運転時の目標物が、
落雪による遮蔽によって視認できなくなった場合、事
故を誘発する可能性がある。
　ここでは、運転者とフロントガラス、車間、また目
標物のサイズより、フロントガラスの位置で遮蔽物が
存在した場合に、目標物が見えなくなる遮蔽物のサイ
ズを推定することで、遮蔽サイズによる危険性を検討
した。
　図－14に推定方法の模式図を示した。

図－12　落氷によるフロントガラスの

破壊条件の求め方　

図－11　雪塊質量と硬度によるフロント

ガラスの破壊状況　　

３．落氷雪が与える影響の検討

　落氷雪が生じ、車両（特にフロントガラス）に衝突し
た場合、フロントガラスが割れる危険性と落氷雪がフ
ロントガラス上で飛散し、運転者の視界を遮ることに
より事故を誘発する危険性が考えられる。
　落氷雪によるフロントガラスの破壊と飛散によっ
て、運転者の視界が遮蔽される危険性について検討を
行った。

３．１　フロントガラスの遮蔽サイズによる影響

　落雪がフロントガラスに衝突した場合、フロントガ
ラスが破損する可能性のみではなく、落雪が飛散し、
運転者の視界を遮蔽することで事故を誘発する危険性
も考えられる。
　落氷雪飛散時に落下物が運転者の視界を遮蔽するこ
とによる危険性についての既往知見は少ないため、保
安基準や運転時の目標物のサイズとの関係性より、危
険性を検討した。

図－13　遮蔽領域の定義

図－14　視界に影響がある遮蔽サイズ

　　　S の関係式と変数の定義　

３．１．１　道路運送車両の保安基準による遮蔽サイ

　　　　　　ズの影響の検討

　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示２）によ
ると、図－13に示すように、フロントガラスの半分の
範囲において、上部20％の位置に標識や刻印をつける
ことが許されている。逆に言えば、それ以外の部分で
標識や刻印をつけることは禁じられていると言える。
このことから、フロントガラスの高さ（縦方向の幅）を75
㎝と仮定すると、概ね幅、長さ60㎝以上の物の場合、標
識や刻印が禁じられている範囲を概ね覆うことになる。
　以上のことから、長さ、幅（または直径）が60㎝以上
の遮蔽サイズは、遮蔽による危険性があると考える。

　図に示されるように、運転者の視界を幾何学的に考
え、遮蔽物のサイズ S の関係式を導くと以下のように
なる。

S=d1+W・d2/D　　　　　　　　　　　　　　（２）

ここで、W：目標物の幅
　　　　d1：人間の両目の間隔（４㎝と仮定）
　　　　d2：運転者の目からフロントガラスまでの距
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３．２　着氷雪状況と運転に対する影響

　２．２節と３．１節を基に、表－３に雪塊サイズ（着
雪サイズ）とフロントガラスの遮蔽状況の関係、表－

４に雪塊サイズ（着雪サイズ）とフロントガラスの破壊
の関係を示した。なお、本節では落下物を雪氷に限定
するので、第２章の実験での飛散サイズと遮蔽サイズ
は同義で用いる。また、着雪サイズは道路施設上に積
もった雪の深さであり、落下する雪の大きさ（第２章
の雪塊サイズ）と等しいとみなす。
　表－３に示されるように、累積降雪量が２㎝未満の
場合、着雪のサイズは２㎝未満、遮蔽サイズは６㎝未
満であり、ほとんど視界に対する障害はない。一方で
累積降雪量４㎝以上となると車道全体が見えなくなっ
たり、全体が見えない（前方をほとんど視認できない）
状態となる。また、表－４に示されるように、雪塊が
２㎏以上、累積降雪量で20㎝以上の場合、また、つら

　遮蔽サイズと目標物サイズの関係式において、車間
距離 W が必要となる。ここでは、冬期間の凍結した路
面上での停止距離を車間距離 W と仮定し、車間距離 W
を設定する。
　停止距離の定義は図－15に示すとおり、制動距離と
空走距離の和である。

３．１．３　遮蔽サイズによる影響

　ここでは、車速ごとの遮蔽サイズと遮蔽状況の関係
を積雪寒冷地域で路面が凍結した場合の停止距離毎に
計算し、表－２に整理した。表中に示されるサイズは、
目標物が視認できない遮蔽サイズを示し、（）内の数字
はフロントガラスに対する遮蔽面積の比率を示す。な
お、以降の検討では、遮蔽面積の比率は、フロントガ
ラスに遮蔽物が衝突する場合の遮蔽する確率を表すも
のであると仮定する。

　　　　　　離（１m と仮定）
　　　　D：車間距離
　なお、算出にあたっては、目標物のサイズを表－１

に示す値と仮定した。

表－１　目標物のサイズの設定

表－２　車速ごとの遮蔽物のサイズと遮蔽状況

表－３　雪塊（着雪）サイズとフロントガラスの

　　　　 遮蔽状況の関係（車速50㎞ /h の場合）　

図－16　積雪寒冷地域で路面が凍結して

いる場合の停止距離　

図－15　停止距離の定義

　「道路構造令の解説と運用」３）では、停止距離 D’ は
車速 V と摩擦係数 f の関係式

D’=0.694V+0.00394V 2/f　　　　　　　　　　　（３）
ここで摩擦係数 f = 0.15

で表されるが、この式より停止距離を算出すると、図

－16の結果となる。この値より、遮蔽サイズを算出す
る。

36 寒地土木研究所月報　№748　2015年９月



に、一辺30㎝ではフロントガラスが破壊される可能性
が高く、一辺20㎝でも密度により破壊の可能性がある
ことがわかった。また、一辺20㎝以下の場合でも、飛
散面積の大小に関わらず、落下箇所によってはドライ
バーの前方視界を遮蔽する可能性があり、運転への影
響があることがわかった。但し、限られた実験に基づ
く検討結果であることから、あくまでも危険性を確認
する上での参考資料として用いることが望ましいと考
える。
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ラスが破壊する条件となることがわかる。

４．まとめ

　道路案内標識や道路情報板等の道路付属物に積もっ
た雪の落下により、走行車両がどのような影響を受け
るかについては既往研究が少なく不明な点が多い。そ
こで、どのような影響が与えられるのか把握するため
に、落氷雪の飛散状況に関する屋外実験を行った。
　落氷雪による飛散状況について、質量と雪塊サイズ
の影響が大きい傾向が見られたため、道路巡回員が目
視点検することに着目し、雪塊サイズと飛散サイズの
関係式を示すことが出来た。
　また、その分析結果を基に、フロントガラスの遮蔽
サイズと破壊に着目し、落氷雪が与える影響について
検討を行った。道路付属物からの落氷雪を想定した時
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表－４　雪塊（着雪）サイズとフロント

ガラスの破壊の関係
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