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積雪寒冷地において、冬期間の道路交通網を確保する
ために最も重要な役割を果たすのが除雪車である。近
年、除雪車は高規格幹線道路の供用に伴い保有台数を増
しているが、一方で、限られた予算の中では十分な更新
が行えず、使用年数の延伸による老朽化と、故障発生の
増加が課題となっている。このまま老朽化が進行し故障
が増え続ければ、除雪作業に支障を来し、経済活動や道
民生活に大きな影響を与えかねない。そのため、除雪車
が常に安定した能力を発揮できる状態に維持管理し、ま
た効率的かつ的確な機械配置・除雪体制を継続すること
が強く求められている。
本論文では、このような課題を解決するため、除雪車
の効率的な更新や戦略的整備などの取組について報告す
るものである。
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図-1.1 除雪車の年間稼働日数(H22～26)

1. 進行する除雪車の老朽化とその影響
(1) 除雪車の稼働状況と老朽化及びその対策
北海道開発局では一般国道の冬期通行確保のため、除
雪トラックやロータリ除雪車など1,040台（H27年度末）
の除雪車を保有している。除雪車の主力であり約半数を
占める除雪トラックは、図-1.1に示すとおり年間の平均
稼働日数が60日以上で、最大150日を超える機械もある。
また、凍結防止剤散布車は更に稼働が多く、年間の平均
稼働日数が100日以上で、最大稼働日数は190日を超える。
このような稼働状況を見ると、安全で円滑な冬期道路通
行を確保するために、除雪車が長期に渡り過酷な作業を
行っていることがわかる。
除雪シーズン前に定期整備を実施し、万全な状態で現
場に配置するが、過酷な作業ゆえシーズン終わりには写
真-1.1、1.2のように塗装が剥げ腐食し、作業装置周り
にもガタつきや各部の摩耗、劣化が進行する。毎年、整
備や補修を実施するが、使用年数を重ねる毎に老朽化が
進行し整備・修理にかかる費用が嵩むようになり維持管
理費を圧迫してきている。

写真-1.1 シーズン終わりの除雪トラック全景

写真-1.2 シーズン終わりの作業装置
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(2) 除雪車の更新遅れとその影響
除雪車は高規格幹線道路の延伸に伴い台数を増やして
きているが、予算は限られているため、その分、既存車
の更新が満足に行えず、図-1.2に示すとおり、使用年数
10年を超える除雪車（青と赤）は、20年前（平成7年度）
は保有台数全体の18%だったが、平成27年度は50%に増
えている。更に平成19年度から、使用年数15年を超える
除雪車（赤）も現れ、平成27年度は保有台数全体の18%
にもなり、老朽化が年々進行してきていることがわかる。
平成25年、26年に使用年数10年以上の台数が減っている
が、これは大型補正予算の投入により例年より更新台数
が多かったためで、平成27年度は再び増加しており、今
後も老朽化は進行していく。

(3) 効率的な機械更新の取組
機械の老朽化を解消し、故障件数を減少させるために
は、大規模な更新を行い、その後、安定した更新台数を
確保することが必要である。しかし、予算は限られてお
り、現実的には実行できない。そのような中で１台でも
多く機械を更新するため、また保有台数の増加を抑制す
るための取組として、図-1.4に示すような『車道除雪と
凍結防止剤散布』、『歩道除雪と道路除草』など、１台
で複数の作業が行える多機能機械の導入を平成12年度か
ら進めてきている。図-1.5は多機能機械の導入累計台数
の推移を示しており、平成27年度には130台を超え、除
雪車全体の13%になっている。
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図-1.5 多機能機械の導入累計台数の推移
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老朽化の影響は、図-1.3に示すとおり、除雪シーズン
中の故障件数の増加として現れ、平成26年度は約800件
にもなり、5年で約2倍に増加している。現在の更新ペー
スで推移すると、故障件数は今後も増えていくことが予
想される。故障は即日修理できれば除雪作業への影響を
最小限に抑えることができるが、修理期間が複数日にな
るとその影響は大きくなる。図-1.3に示す修理に2日以
上を要す件数もまた増加している。機械が古くなると故
障規模が大きくなったり、部品調達に時間を要すため修
理が長期化してしまう。修理中は除雪に使用出来ず、通
常より少ない台数で施工するため作業が遅れてしまう。
また、民間保有機械を投入すると施工費の増加にも繋が
るため官保有機械の安定的な機能維持や保全管理が非常
に重要になってくる。

故
障
件
数

草刈車

H16
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このように平成12年度から多機能機械の導入を進めて
きてはいるが、図-1.2で示したように機械の使用年数が
延び老朽化は進行してきた。しかし、この取組を実施し
なければ図-1.6に示すとおり除雪車は現保有台数より
100台以上多い状況となり、老朽化も更に深刻なものと
なっていた。作業効率や能力の面などから専用車の配置
が最適ではあるが、現在の老朽化状況を勘案した場合、
今後も現場条件等を考慮しながら、多機能機械の導入を
進めていかなければならない。

b) 装置の概要
本装置のホッパ容量、散水タンク容量、最大積載量な
どの要目は、表-2.1 に示すとおり、ブラシ式の路面清
掃車と同程度とし、装着対象となるロータリ除雪車の規
格は、国や自治体などで最も多く保有されている 2.2 m
級として設計した。
表-2.1 装置要目の比較
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図-1.6 多機能機械導入の有無による除雪車台数
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ロータリ除雪車装着状態の装置外観を写真-2.1 およ
び図-2.2 示す。路面清掃機能付加による多機能化に伴
い、運転室内には、新たに散水量の調整バルブ、装置の
操作スイッチ、作業状況を確認するカメラモニターが取
り付けられている。なお、作業装置の操作レバーはロー
タリ除雪装置と兼用である。

2. 新型除雪機械の開発と導入効果
(1) ロータリ除雪車対応型アタッチメント式路面清掃装
置の開発
a) ロータリ除雪車の多機能化
非積雪期にロータリ除雪車を路面清掃作業に使用でき
るようにするブラシ式の「アタッチメント式路面清掃装
置」を開発した。このロータリ除雪車に路面清掃車の機
能を付加する多機能化のスキームを図-2.1 に示す。
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図-2.1 ロータリ除雪車の多機能化のスキーム
本装置の導入により、これまで路面清掃車とロータリ
除雪車の 2 台必要であった機械をロータリ除雪車 1 台に
集約できるので機械の購入費を 23%削減できる（4 輪ブ
ラシ式で比較）。
さらに、購入価格の削減に伴い、損料表による机上の
計算では整備費や管理費などの維持管理費も 33%削減で
きる。

散水タンク目盛

写真-2.1 装置の外観と運転室内
（平成 25 年度 旭川道路事務所導入機）

キーワード：除雪車、老朽化、多機能、大規模故障、整備マネジメント

ロータリ除雪仕様

【交換式】
（上）ロータリ除雪装置
（下）路面清掃装置

【交換式】
（上）リアバンパー
（下）散水タンク

・散水機能により、路面や塵埃を湿らせることで、清掃
中にブラシの回転により舞い上がる砂埃などを抑制でき
る。
・全長（L）は、ロータリ除雪仕様が約 8.0m に対し、路
面清掃仕様は約 9.3m となり 1.3m 程度長くなる。しかし、
装置の高さはロータリ除雪装置より低いため、運転席か
らの前方視界は路面清掃仕様の方が良い。なお、4 輪ブ
ラシ式（L 7.3～7.8m）や 4 輪操舵ブラシ式（L 6.7m）の
専用車の全長と比較すると 1.5～2.6m 長い。

掃き寄せブラシ
側ブラシ
主ブラシ

路面清掃仕様

図-2.2 ロータリ除雪車の外観図

ブラシの位置関係と塵埃の流れ
（ホッパはリフトアップ状態、装置左方向からの視野）

← 前方

c) 主要諸元
・路面清掃装置
形式：ブラシ式、フロントリフトダンプ式、
両側ブラシ、散水機能付
最大清掃幅：
3,000 mm
標準塵埃収納容量： 1.0 m3
散水タンク容量 ：
900 ㍑
最大積載量：
2,400 kg
・ロータリ除雪車
形式：ホイール・2 ステージ型、2.2 m 級
車両寸法： ロータリ除雪仕様 / 路面清掃仕様
全長：
7,950 mm / 9,280 mm
全幅(回送時)：
2,200 mm / 2,600 mm
全幅(作業時最大)： 2,200 mm / 3,000 mm
全高：
3,570 mm / 3,570 mm

ホッパ

ロータリ除雪車
本体側 →

主ブラシ

塵埃

側ブラシ

掃き寄せブラシ

図-2.3 清掃機構の模式図

ロータリ除雪仕様と路面清掃仕様の切り替えは、図2.2 に示すように、車両前部のロータリ除雪装置を路面
清掃装置に、車両後部のリアバンパーを散水タンクに交
換することで行う。なお、交換作業は、2 人で 2～3 時
間程度である。
d) 装置の特徴
・清掃機構は、図-2.3 に示すとおり、ブラシ式の路面
清掃車とほぼ同じで、堆積土砂を側ブラシ（ガッタブラ
シ）でほぐしながら、掃き寄せブラシを介して主ブラシ
（メインブラシ）に掃き寄せ、主ブラシで塵埃を掻き上
げてホッパ内に収納する。
収納された塵埃は、写真-2.2 のように、ホッパをリフ
トアップしてダンプトラックに積み込み、ダンプトラッ
クで処理施設まで運搬する。

写真-2.2 ダンプトラックへの積み込み状況
（一般国道 12 号 滝川道路事務所管内）
・最小回転半径（R 最外輪中心）は、操舵方式がアーテ
ィキュレート式のため、4 輪ブラシ式（R 6.4～7.1m）や 4
輪操舵ブラシ式（R 5.0m）の専用車とほぼ同程度の 6.1m
である。さらに、図-2.4 に示すように、装置のアング
リングを併用すると、最小清掃半径は約 3.4m となり、
曲率半径の小さい道路構造（路面の縁石等）にも追従で
きる。

キーワード：除雪車、老朽化、多機能、大規模故障、整備マネジメント
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装置アングリングあり
R 3.384 m
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内輪内側
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b) 使用形態
年間の使用形態は、表-2-2に示すとおり、10月から4
月までの冬期間は、ロータリ除雪仕様とし、除雪作業に
使用し、5月以降の夏期間は、路面清掃仕様として、清
掃作業に使用している。
ロータリ除雪装置と路面清掃装置の切替は、点検整備
を兼ねて実施している。
導入から現在までに、冬期3シーズン、夏期2シーズン
稼働している。
表-2-2 年間作業工程
作業項目

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

除雪作業
返納整備、装置付け替え
定期整備

図-2.4 最小清掃半径
（写真：一般国道 451 号 滝川道路事務所管内）

路面清掃作業

c) 稼働時間
平成27年度10月までの稼働時間は、図-2.5のとおりで
ある。平成26年度は、装置の操作手順や作業方法を確認
e) 導入実績
しながら清掃作業を行ったため、延べ作業延長は17km、
作業時間は9時間であった。
本装置は、平成24年度に北海道開発局札幌開発建設部
平成27年度は、郊外部を中心に、4工区で本格的に清
滝川道路事務所に初導入後、平成25年度に同局旭川開発
掃作業を実施したため、延べ作業延長は175km、延べ作
建設部旭川道路事務所、平成27年度に同局函館開発建設
部函館道路事務所と、これまで計3台が導入されている。 業時間は60時間となった。
・側ブラシ材は、現行の路面清掃車と互換性があるので
汎用性に優れている。
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f)受賞実績
本装置は、平成25年度全建賞（一般社団法人全日本建
設技術協会が毎年優れた事業を実施した機関を表彰）を
受賞した。

(2) 開発機械の導入効果
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図-2.5 路面清掃作業稼働状況
主に、国道12号と国道39号の旭川郊外部を管理する工
区である。従来、ロータリ除雪車(2.2m級)及び路面清掃
d) 作業速度と施工距離
車(4輪ブラシ式)の2台を使用し、道路維持作業を実施し
路面清掃車としての作業速度は、図-2.6に示すように、
ていた。
平成27年度は平均2.9km/hとなった。隣接工区で使用して
いる路面清掃車(4輪ブラシ式)4.4km/hと比較して遅い。
しかし、路面清掃車(4輪ブラシ式)は作業車への土砂排
出のため、駐車帯等に回送して行うが、本装置は写真2.2の様に、路上で行えるため作業効率が良く日当たり
の施工距離もほぼ同等である。

写真-2.3 路面作業状況
キーワード：除雪車、老朽化、多機能、大規模故障、整備マネジメント

いるロータリ除雪車2.2m級(13-2149)と路面清掃車４輪ブ
ラシ式(16-1141)とした。
平成26年度は、ロータリ除雪車(路面清掃装置付)単独
での車両の整備費用は、ロータリ除雪車(2.2m級)と路面
清掃車(4輪ブラシ式)を2台所有するよりも53%安価であ
った。
3,000

2,500

図-2.6 路面清掃作業の平均作業速度比較
e) 施工費
路面清掃工の１㎞当たり施工単価は、清掃延長、作業
速度、回送距離等を条件にして労務費及び機械経費（運
転労務・損料・燃料費等）から積算されるものである。
図-2.7 は平成 27 年度の旭川道路事務所管内における路面
清掃工の１㎞当たり施工単価を示したもので、従来の路
面清掃車(4 輪ブラシ式)と比較すると約 1.5 倍となった。
これは機械経費の内、運転労務と損料の差が要因となっ
ている。
除雪工ではロータリ除雪車１時間当たり機械運転単価
のうち運転労務と燃料費は同一であるが、損料は年間標
準運転時間が長くなるため損料算定上の優位性がはたら
き、安価となる。図-2.7に示すとおり、１時間当たり機
械運転単価が従来のロータリ除雪車(2.2m級)と比較する
と約0.9倍となった。
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図-2.8 H26整備費の比較
g) 作業性
専用車はブラシ位置確認をミラーで行うが、本装置は
専用カメラを装着しているため、視認性がより向上して
いる。また、専用車はダンプトラックへの積み込みを駐
車帯等で行うが、本装置は、写真-2.2のとおり、路上に
おいて縦列で行えるため、専用車に比べ作業速度は遅い
が積み込みに係る作業ロスは少ない。
また、4輪ブラシ式と比較し、メインブラシ位置の調
整方法が異なり、ガッタブラシの張り出し量が小さくな
るが、車両特性（アーティキュレート式操舵、清掃装置
のアングリング機構）に合わせた操作をすることで、同
等の清掃能力が確保できると考える。
h) 清掃状況
清掃前後の状況を写真-2.4 に示す。極端に清掃しに
くい現場条件でなければ、路面清掃専用車の清掃能力に
比べても遜色無い清掃が可能である。
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0
2.2級

路面清掃装置付

図-2.7 施工単価(運転単価)の比較
よって、清掃作業と除雪作業のトータルで施工費を極
力抑えるには、清掃延長が比較的短い（あるいは清掃頻
度が少ない）工区で、なおかつ除雪作業時間がある程度
見込まれる地域で稼働することが望ましく、本機の投入
にあたっては地域の気象条件や道路管理体制などを十分
検討した上で配置する必要がある。
f) 整備費用
従来の組み合わせである「ロータリ除雪車+路面清掃
車」と「ロータリ除雪車(路面清掃装置付き)」の整備費
比較を行った。対象の車両は、旭川市内で主に使用して

写真-2.4 清掃前後の状況
（一般国道39号 旭川道路事務所管内）
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3. 大規模故障と戦略的整備の取組
(1) 老朽化に伴う大規模故障
a) 故障事例①
除雪グレーダ・タンデム内ファイナルギア破損
本故障事例は、除雪グレーダ(高速整正形 4.3ｍ)が経
年劣化による当該部品の破損により長期(41 日)不稼働
となった事例である。
本車両は、平成 11 年度に納入し 15 年が経過した平成
25 年度の除雪作業時に上記故障が発生し作業不能とな
った。
稼働状況は、冬期のみの使用で、除雪グレーダの標準
的な運転時間とほぼ同じ稼働時間であった（標準的な年
間運転時間 370ｈ/年、本車両の年間運転時間 377ｈ/
年）。同時期に納入された他の除雪グレーダのうち豪雪
地域のものは同様な稼働状況であるが同様の故障は発生
していない。
故障状況は以下のとおりである。
・故障発生時の状況：
除雪作業中にタンデム付近から異音が発生したため工
場にて確認した結果、写真-3.2に示すとおりファイナル
ギアの破損を確認した。
・修繕内容：
タイヤ(後4輪)・タンデムドライブ・リアデファレン
シャルキャリア脱着、ファイナルギア及び隣接ギア等交
換
・修繕期間：平成26年2月13日～3月27日(41日間)
・修繕費：約1,500千円
・故障原因：
長期使用による当該部品の経年劣化によるもの

写真-3.1 ファイナルギアケース内
また、ギアケース内のギア油やリアアクスルベアリン
グの劣化による影響でリアアクスルにガタが生じたこと
も考えられる。
これらから、破損の原因は当該及び隣接部位の経年劣
化と考えられる。
修繕時の部品調達に関しては、当該部品がメーカーに
在庫が無いため調達が遅れ(約30日)、その結果、実質の
修理日数も含め41日もの修繕期間を要した。
その結果、除雪工事では業持車両を102ｈ使用し、工
事費が官貸車両の使用に比べ約1,120千円の増額となっ
た。

写真-3.2 ファイナルギア損傷部分

図-3.1 除雪グレーダの模式図
ファイナルギアを含むファイナルドライブは、プロペ
ラシャフトから得た動力をリアアクスルを経由して、直
角方向にある左右タンデムドライブへ伝達する装置であ
る。
今回破損したファイナルギアは、タンデムドライブに
直結するリアアクスルに取り付けられ、駆動系における
最終的な減速装置の役目を担っており、大きく負荷が加
わる部位である。

b) 故障事例②
ロータリ除雪車・トランスミッション内分配器不具合
本故障事例は、ロータリ除雪車(2.6ｍ級、294ｋＷ級)
が経年劣化による当該部品の破損により、長期の整備期
間を確保する必要が生じ、シーズン中の修繕・復帰を断
念した事例である。
本車両は、平成 12 年に納入し使用し 14 年が経過した
平成 25 年度の除雪作業時に上記故障が発生し作業不能
となった。
稼働状況は、ロータリ除雪車の標準的な運転時間の約
2.7 倍の稼働時間であった（標準的な年間運転時間 190ｈ
/年 、本車両の年間運転時間が 510ｈ/年。
故障状況は以下のとおりである。
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・故障発生時の状況：
除雪作業中にオーガブレーキ付近から白煙が発生した
ため確認した結果、ロータとパッドが擦れ発熱していた
ため作業を中断した。
・修繕内容：
キャビン取外、トランスミッション脱着・分解オーバ
ーホール、シャフトメッキ加工、交換部品点数約110点
・修繕期間： 平成26年3月1日～シーズン終了迄
・修繕費：約6,000千円
・故障原因：
長期使用による当該部品の経年劣化によるもの

(2) 戦略的整備事例とその効果
a) 戦略的整備
北海道開発局における『戦略的整備』とは、除雪車の
使用年数の長期化(除雪車の老朽化)に伴う重故障(長期
の修理期間を要する故障)の発生による、不稼働日数が
除雪作業に与える悪影響を防ぎ、安定的な稼働を確保さ
せるための取組である。
重故障を未然に防止する為には的確かつ効率的な整備
が必要となる。
そこで、過去の故障や稼働データ等を収集、分析を行
うとともに、除雪機メーカや整備業者、除雪工事受注者
及び北海道開発局間で意見交換を行い、平成24年度に
「重故障が発生する前の適切な時期に予防整備を実施す
る基準」を作成。平成26年度までに全169台を実施した。
実施項目と実施台数は表-3.1のとおりである。
表-3.1 戦略的整備項目及び実施台数

図-3.2 ロータリ除雪車の模式図

今回の破損は、除雪装置へ接続するアウトプットシャ
フトの支持ベアリングが経年劣化により摩耗し回転時に
シャフトが振られたため、取付部品であるオーガブレー
キディスクがパッドに擦れて発熱・焼損したと思われる。
修繕時の部品調達に関しては、一部の部品で納期が約
3ヶ月で、そのシーズンの使用が不可となり稼働のない
夏期に修繕を実施した。
今回の故障により本車両による3月以降の稼働（過去5
年間平均で稼働日数約21日、稼働時間約124ｈ）ができ
なくなったため、他工区からの車両の振り回しなどで対
応し、作業体制に影響を及ぼした。

No.
1
2
3
4
5
6
7

除雪車名
除雪トラック
除雪トラック
除雪トラック
除雪グレーダ
除雪ドーザ
ロータリ除雪車
小形除雪車

8

凍結防止剤散布車

戦略的整備項目
噴射ポンプO/H
スタータモータO/H
オルタネータO/H
オルタネータO/H
オルタネータO/H
スタータモータO/H
伝導機O/H
リーフスプリング
脱着・点検又は交換

整備周期 H24
5～6年
7
6～7年
23
5～6年
29
6～7年
8
12～13年
5
7～9年
7
7～8年
7
6～7年

H25
1
11
11
2
2
0
2

H26
1
18
15
2
7
5
4

1

0

1

87

29

53

b) 戦略的整備の実施
戦略的整備実施以前の平成23年度から平成26年度まで
の4年間における除雪車の故障件数を図-3.3に示した。
平成24年度以降、戦略的整備を実施した整備項目8項目
中7項目については、故障件数が減少し除雪車の安定的
な稼働に繋がり、効果が確認された。
整備項目の中でも大きな効果が見られた項目は、小形除
雪車の伝導機O/H、除雪ドーザのオルタネータO/Hが挙げ
られる。
反面、除雪トラックのオルタネータO/Hは、平成24年度
に減少したが、平成25年度、平成26年度と増加傾向が続
いていることから、整備周期を前倒するなどの対策を行
い効果を再確認することが必要である。

写真-3.3 トランスミッション脱着オーバーホール
図-3.3 除雪車故障件数
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c) 戦略的整備による効果
戦略的整備に期待されるコストの削減効果については、
次の2点が上げられる。
①重故障等に対する修理費の低減
戦略的整備の実施は、重故障が発生する前の適切な
時期に適切な整備箇所及び内容を実施することで「整
備時期遅れによる整備範囲の拡大」を防ぎ、整備費が
削減される効果がある。
② 除雪車の安定的稼働による工事費増大の防止
北海道開発局の除雪工事に使用される除雪車は、官
保有の除雪車を受注業者に無償貸付して除雪作業を実
施しており、戦略的整備を実施することにより、除雪
期間中の稼働障害を減らし安定的な稼働が見込める。
結果、官貸除雪車が故障した際に必要となる業持ち除
雪車の代替稼働も減少するため、工事費の増大を抑制
する効果がある。
以下に戦略的整備におけるコスト削減効果の例を示す。
例) 小形除雪車「伝導機O/H」による事例
小形除雪車における伝動機のインプットベアリングが
写真-3.5のとおり破損し、伝動機内に写真-3.6のように
切粉が発生し、ギヤ等を交換する重故障が発生した事案
である。この重故障による不稼働期間は3週間で除雪作
業に多大な支障を来し、約140万円も修理費用を要した。
しかし、定期整備時に戦略的整備「伝動機O/H」を実施
していれば、除雪作業に支障を来すことなく、修理費用
を5分の1に抑えることができた。
このように、戦略的整備を的確に行えば、整備費用が
縮減され、その効果が期待される。

写真-3.5 ベアリングの破損

写真-3.6 伝導機内の切粉

d) 戦略的整備の支援
このように、戦略的整備を実施することで、除雪車の
重故障の防止に伴うさまざまなコスト縮減効果が確認さ
れたことから、今後も的確かつ効率的な戦略的整備を行
うため、「除雪車整備支援(運用)マニュアル(案)」を各
除雪車毎のとおり策定した。
表-3.2 除雪トラックの整備支援方法(一部抜粋)

本マニュアルでは除雪車の整備担当者、オペレータ等
が的確な整備や日常管理を行うことができるものとした。
また、貸付期間中でも施工業者が適切な管理ができる
よう、特記仕様書に除雪車整備支援(運用)マニュアル
(案)の一部である「除雪車の運行前点検・点検整備基準」
を取入れた。
表-3.3 除雪車の運行前点検・点検整備基準(一部抜粋)

e) その他の取組
戦略的整備のほかに除雪車の整備費及び修理頻度の縮
減を目的に塗装、部品等の耐久性向上にも取組んでおり、
現在、効果の検証を行っている。
① 高防錆塗装の試行
錆による車体の劣化進行を抑制する目的で、一部の車
両に納車時から高防錆塗装を試行して長期的な経過観察
を行っている。
②メッキボルトのステンレス化の試行
凍結防止剤散布車および除雪トラック（散布装置付）
の車体に、通常使用されているメッキボルトをステンレ
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スボルトに変更し、防錆対策に行っている。
③ 凍結防止剤散布用スクリューの溶射加工の試行
凍結防止剤散布車および除雪トラック（散布装置付）
に使用されるホッパー内の散布スクリューに、硬い皮膜
を形成するタングテンカーバイトの溶射加工を施し、耐
久性を検証している。

4.今後の取組
多機能型除雪機械については、長期的な稼働状況や経
済性の検証を引き続き実施しながら、現場の声を反映し
て操作性や機能性の向上も図っていく予定である。
除雪車の老朽化対策については、前述の各種取組を今
後も継続実施していき、検証と改善を行っていく。
また、新たな取組として、現在実施しているような過
去の故障データに基づく保全整備ではなく、除雪車を状
態監視することで早期に異状を把握し重大故障を未然に
防いだり、主要構成部品の劣化度を定量的に評価し最適
な更新時期の判定を行えるシステムを検討する予定であ
る。このシステムにより更なる修理コストの抑制、作業
停止日数の削減及び長寿命化に繋げていきたい。

近年、社会インフラの老朽化対策や長寿命化が重要な
キーワードとして、国・地方公共団体を問わず各事業の
さまざまな分野において調査検討がなされ、対策手法の
構築が進んでいる。
除雪機械も積雪寒冷地における重要なインフラである
と捉え、今後も、より効果的で実効性のある維持管理手
法や、地域に適した効率的な機械配置の方策について、
さまざまな試行と検証を重ねていく所存である。また、
これらの成果が今後、他の公共機関における除雪機械の
老朽化対策の一助になることを見据えながら長期的に取
組むべきものと考える。
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