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大型の道路案内標識の裏面梁材に発達する着雪の簡易対策工として傾斜板を梁材に取り付け、
北海道内の気象の異なる３箇所で、着雪時間減少効果について試験を行った。その結果、傾斜
板を取り付けることにより、着雪時間の減少が確認された。また、平均気温と最大積雪深から、
一冬の期間全体に占める着雪時間の割合を推定する式を求めた。この式を用いて、傾斜板を取
り付けた場合の着雪時間減少の効果について評価できると考えられる。
キーワード：着雪対策、着雪時間、道路案内標識、簡易対策工

1. はじめに

2. 観測試験の概要

積雪寒冷地では、大型の案内標識の裏面梁材に積もっ
た冠雪や付着した着雪（以降、これらを総称し、着雪と
する）が落下し、通行車両の破損や視界遮断による事故
を誘発する危険性がある１）-３）。北海道においては、人
力による雪落とし作業４）（図-1）が実施されているが、
手間や費用が掛かる上、道路上の作業であることから作
業員と通行車両の安全確保が必要となる。
このような状況を受け、既往の着雪対策５）を整理し
た上で、効率的な対策工について検討し、道路に設置数
の多い大型の案内標識に簡易に取り付け可能で、設置後
のメンテナンスが容易である傾斜板を取り付ける方法に
着目した６）。傾斜板による着雪対策に関しては、北陸
地方１）７）８）や北海道９）10）で試験が行われているが、着
雪時間と気象条件の関係については、明らかにされてい
ない。
そこで、着雪対策工としての傾斜板の着雪時間と、気
温および積雪深との関係を明らかにするため、気象の異
なる北海道内の３箇所において観測試験を行ったのでこ
こに報告するものである。

(1) 試験地と試験期間
試験は、札幌市内の寒地土木研究所（以降、札幌）、
札幌市中心部から南西約45km、標高835mに位置する中
山峠、およびその中間に位置する定山渓ダム流木処理場
（以降、定山渓）の３箇所で実施した。なお、中山峠で
2007～2008年と2009～2010年の２冬期、札幌で2008～
2009年と2009～2010年の２冬期、そして定山渓では2010
～2011年、2011～2012年、2012～2013年の３冬期間、観
測を行った。

図-1 人力による雪落とし作業状況
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(2) 試験用標識と試験体
試験にあたっては、図-2および図-3に示す２種類の実
物大の試験用標識を用いた。試験用標識１（図-3a）は、
実際に道路に設置されている道路案内標識と同等のもの
であり、試験用標識２（図-3b）は、鋼管と標識板を組
み合わせ、足場に固定した簡易なものである。試験用標
識１の裏面梁材側の向きは、札幌と中山峠が西北西、定
山渓が北北西である。また、試験用標識２は、日射や風
向による着雪状況を把握するため２基用意し、１基は裏
面を試験用標識１と同方向に、もう１基は180°方向を
変え設置した。但し、定山渓において、2012～2013年の
冬期間は、向きを90°に変えて試験を実施している。
表-1は、各試験箇所における試験期間、および試験用
標識に用いた試験体の数である。対策工として、勾配
45°のアルミ製傾斜板（幅450mm、長さ700mm、厚さ
2mm）と勾配60°のアルミ製傾斜板（幅450mm、長さ
560mm、厚さ2mm）を用意し、試験用標識１の梁材に、
勾配45°と60°の傾斜板を、試験用標識２の鋼管に、勾

配60°の傾斜板を取り付けた。また、材質の違いによる
着雪状況を把握するため、試験用標識１には鋼製の勾配
60°の傾斜板を取り付けている。さらに、無対策の場合
と比較するため、図-3に示す梁材や鋼管（STK、直径
216.3mm）の着雪状況を観測した。
(3) 観測方法
傾斜板による着雪減少効果を着雪の回数と着雪の継続
時間から把握することとし、着雪の発生状況を10分間隔
の静止画像で記録した。但し、夜間の画像は着雪状況の
判断が困難であるため、昼間（5:00～17:00）の画像のみ
用いている。また、降雪が強い場合には、画像が不鮮明
なため欠側とした。

(2) 無対策梁材と傾斜板の着雪時間
着雪の発生に関しては、気温と積雪が主な要素と考え
られる。そこで、試験中の平均気温と最大積雪深を指標
として、無対策梁材と傾斜板を取り付けた場合の着雪時
間の比較を行った。
a) 高さ0cm以上の着雪時間
図-4、5は、各試験期間全体に占める着雪時間の割合
と各試験期間の平均気温、および最大積雪深との関係で
ある。図中には、無対策梁材と傾斜板を取り付けた場合

図-3 （a）試験用標識１と（b）試験用標識２
表-1 各試験箇所の試験実施期間と試験体の数
試験用標識 １
試験期間

中山峠

3. 試験結果
(1) 気象状況
表-2に各試験箇所における試験期間の平均気温、最大
積雪深、平均風速、および最大風速を示す。試験実施時
の気象条件は、中山峠では気温が低く、雪が多い。札幌
では中山峠に比べ気温が高く、雪が少ない。また、定山
渓は、気温と積雪深に関して中山峠と札幌の中間の気象
条件であった。
なお、図示していないが、風向は中山峠では西北西が
約70％と卓越し、試験用標識１の裏面に対し、ほぼ直角
の風向であった。定山渓では、試験用標識１の裏面に対
しほぼ直角、または斜め45°からの風向である北北西、
北、北北東の３方向が約60％を占め、札幌では、試験用
標識１の裏面に対し斜め45°である西南西の風向が約
25％と卓越していた。

図-2 現地試験の状況（定山渓）

箇所名

記録された画像から、傾斜板や無対策梁材の表面全体
に雪が積もった場合を着雪発生、傾斜板や無対策梁材か
ら着雪が完全に落ちた場合を着雪終了と定義し、着雪の
発生回数と着雪している時間（着雪時間）を集計した。
さらに、この着雪時間が試験期間全体に占める割合を求
め、解析を行った。なお、着雪の高さの計測は、周辺部
材等の大きさから鉛直方向に積もった雪の深さを画像よ
り目測で判断し、試験期間中の気温、積雪深、風速、風
向の計測は10分間隔で行った。

試験用標識 ２

表-2 試験期間中の気温と積雪深、風速の状況
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※（ ）は外数で鋼製の勾配60°傾斜板の数を示す
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定山渓
定山渓

試験期間
2007年12月14日～
2008年3月2日
2009年12月16日～
2010年3月19日
2008年12月12日～
2009年3月15日
2009年12月16日～
2010年3月19日
2010年12月24日～
2011年3月13日
2011年12月16日～
2012年3月14日
2012年12月22日～
2013年3月18日
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の着雪時間の割合と平均気温、および最大積雪深との回
帰直線を示している。なお、着雪時間の割合は、高さ
0cm以上の着雪が生じている時間の割合であり、梁材や
傾斜板の表面を雪が薄く覆った時間も含む。
本試験の実施箇所においては、気温が低いほど、また
積雪深が大きいほど着雪時間の割合が大きい傾向が確認
できた。また、無対策梁材では、気温-7～-9℃、積雪深
200～300cmの条件において着雪時間の割合が80％以上と
なるが、傾斜板を取り付けることにより着雪時間が短く
なる。着雪時間の割合は、勾配45°の傾斜板よりも勾配
60°の傾斜板の方が小さく、本試験の全体的な傾向とし
て無対策梁材に比べ、勾配45°の傾斜板では10～20％、
勾配60°の傾斜板では20～30％程度の減少が見られた。
但し、傾斜板を設置しても着雪時間は0時間とはならな
い。
b) 高さ10cm以上の着雪時間
図-6、7は、着雪の高さが10cm以上となる時間の試験
期間全体に占める着雪時間の割合と、各試験期間の平均

気温、および最大積雪深との関係である。
高さ10cm以上の着雪が試験期間全体に占める時間の
割合は、平均気温-2℃以上、および最大積雪深60cm以下
の条件で10％以下である。しかし、無対策梁材では、平
均気温-8℃以下、および最大積雪深200cm以上の状況に
おいて、着雪の高さが10cm以上となる時間が90％に達
する事例も存在した。一方、傾斜板を取り付けることに
よって、10cm以上の着雪が占める時間は減少する。特
に勾配60°の傾斜板の着雪時間は、平均気温が低く、最
大積雪深が大きいほど無対策梁材との差が大きく、最大
40％の差が生じる。着雪対策の考え方として、高さ
10cm以下の着雪を許容する場合、傾斜板による着雪減
少効果はより大きいといえる。
c) １事例あたりの平均着雪時間
試験期間全体における着雪時間を着雪の発生回数で除
し、１事例あたりの着雪時間を求めた。
図-8、9は、１事例あたりの平均着雪時間と試験期間
中の平均気温、および最大積雪深との関係である。傾斜

図-4 試験期間に占める着雪時間の割合と試験期間の平均気温

図-6 10cm以上の着雪時間の割合と試験期間の平均気温との関

との関係

図-5 試験期間に占める着雪時間の割合と試験期間の最大積雪
深との関係
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係

図-7 10cm以上の着雪時間の割合と試験期間の最大積雪深との
関係

板を取り付けた場合は、無対策梁材に比べ着雪時間が短
いことが確認できる。特に勾配60°の傾斜板の１事例あ
たりの平均着雪時間は、平均気温-8℃以上、および最大
積雪深200cm以下の条件で20時間以下となる。１事例あ
たりの着雪時間が短かくなれば、着雪が融解して再凍結
する回数が減少し、落下した場合に被害を及ぼす可能性
が高いつららや氷板の形成３）６）を防ぐものと考えられ
る。なお、勾配45°の傾斜板の１事例あたりの平均着雪
時間は、無対策梁材と勾配60°の傾斜板の中間値である
が、気温が高くなり0℃に近づくほど、また積雪深が
150cm以下と少なくなるほど勾配60°の傾斜板の平均着
雪時間に近づく。この結果から気温が高く、雪が少ない
条件下では、勾配45°の傾斜板でも勾配60°の傾斜板に
近い着雪時間の減少が期待できると考えられる。
(3) 傾斜板の材質と着雪時間
傾斜板の材質の違いによる着雪時間への影響を確認す
るため、勾配60°のアルミ製傾斜板と鋼製傾斜板の着雪

時間を比較した。
図-10、11に各試験期間全体に占める着雪時間の割合
と、試験期間中の平均気温、および最大積雪深との関係
を示す。アルミ製の傾斜板に比べ鋼製の傾斜板は、僅か
に着雪時間が長い傾向が見られた。図-12、13は、１事
例あたりの平均着雪時間と試験期間中の平均気温、およ
び最大積雪深との関係である。材質による着雪時間の差
は、１事例あたりの平均着雪時間の方が、試験期間全体
における着雪時間に比べ大きく現れている。但し、材質
による着雪時間の差が大きいのは、気温が低く、積雪深
が大きい場合であり、気温が高く、積雪深が小さい場合
には殆ど差が見られず、同程度の着雪時間となる。
以上のようにアルミ製の傾斜板の方が鋼製の傾斜板よ
りも着雪時間が短い結果となった。この原因として、ア
ルミと鋼の熱的な物性の違い11）や、劣化の程度による
傾斜板の表面粗度の違い12）が考えられるが、本試験の
結果からは、着雪時間が異なる要因について明らかにす
ることはできなかった。

図-8 １事例あたりの平均着雪時間と試験期間の平均気温との

図-10 試験期間に占める着雪時間の割合と試験期間の平均気

関係

図-9 １事例あたりの平均着雪時間と試験期間の最大積雪深と
の関係
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温との関係（素材の違いによる比較）

図-11 試験期間に占める着雪時間の割合と試験期間の最大積
雪深との関係（素材の違いによる比較）

4. 考察

これらの重回帰式は統計的に有意（有意水準 95％）であ
る。図－14 に、式(1)～(3)から求めた試験期間中の着雪
試験期間全体における着雪時間の割合を指標として、 時間の割合と平均気温、および最大積雪深との関係を示
道路案内標識の梁材に傾斜板を取り付ける簡易な着雪対
す。図－14 を基にして、着雪に関する主要素である気温
策工の着雪時間減少効果について示した。
と積雪深を指標とした、冬期間における着雪時間の割合
ここでは、無対策梁材と傾斜板の冬期間に占める着
の推定が可能となる。例えば、気温-5℃、積雪深 100cm
雪時間の割合を推定する方法について、試験期間中の平
の条件下での着雪時間の割合は、無対策梁材 63.5％、勾
均気温と最大積雪深を用いて検討を行う。
配 45°の傾斜板 49.8％、勾配 60°の傾斜板 38.2％となる。
図-4、5 の気温 T（℃）と積雪深 S（cm）を説明変数、
このように、式(1)～(3)を活用することで、傾斜板を取
着雪時間の割合 D（％）を目的変数として重回帰分析を
り付けた場合の着雪時間減少の効果を評価できる。
行った。その結果、次式(1)～(3)を得た。
(1)
D0 = -3.85 T + 0.094 S + 34.8
(2)
D45 = -4.02 T + 0.127 S + 17.0
D60 = -3.69 T + 0.136 S + 6.24
(3)
式(1)は無対策梁材の着雪時間の割合（D0）、式(2)は
勾配45ﾟ傾斜板の着雪時間の割合（D45）、式(3)は勾配
60ﾟ傾斜板の着雪時間の割合（D60）に対する回帰式であ
り、重相関係数は各々0.93、0.94、0.94である。また、

図-12 １事例あたりの着雪時間と試験期間の平均気温との関
係（素材の違いによる比較）

図-14 重回帰分析による試験期間に占める着雪時間の割合
と平均気温および最大積雪深の関係
(a) 無対策梁材の着雪時間D0（式(1)）
図-13 １事例あたりの着雪時間と試験期間の最大積雪深との
関係（素材の違いによる比較）
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(b) 勾配45°傾斜板の着雪時間D45（式(2)）
(c) 勾配60°傾斜板の着雪時間D60（式(3)）

さらに、傾斜板による着雪時間の減少効果を明確に示
すため、無対策梁材の着雪時間に対する傾斜板の着雪時
間の減少率（式(4)、(5)）を求めた。
(4)
RD45 = (D0 – D45) / D0 × 100
RD60 = (D0 – D60) / D0 × 100
(5)
RD45と RD60は、それぞれ勾配 45 ﾟと 60 ﾟの傾斜板によ
る着雪時間の減少率である。D0、D45、D60 は式(1)～(3)
から求める。これらの式から、前述の気温-5℃、積雪深
100cm の例においては、勾配 45 ﾟ傾斜板の着雪時間の減
少率 RD45は 21.6％、勾配 60 ﾟ傾斜板の着雪時間の減少率
RD60 は 39.8％となる。図-15 に無対策梁材に対する傾斜
板の着雪時間の減少率と平均気温および最大積雪深との
関係を示す。これにより無対策梁材の着雪時間に対する
傾斜板の着雪時間の減少率を推測ことができる。

5. おわりに
大型の道路案内標識の裏面梁材に発達する着雪の簡易
対策工として傾斜板に着目し、着雪時間の減少効果につ
いて、北海道内の気象の異なる３箇所で試験を行った。
その結果、傾斜板を取り付けた方が、無対策梁材に比
べ着雪時間の減少が見られた。この効果は45°の傾斜板

図-15 無対策梁材の着雪時間に対する傾斜板の着雪時間減
少率と平均気温および最大積雪深の関係
(a)勾配45°傾斜板の着雪時間減少率RD45（式(4)）
(b)勾配60°傾斜板の着雪時間減少率RD60（式(5)）
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よりも60°の傾斜板の方が大きかった。また、試験期間
の平均気温と最大積雪深から、試験期間全体における着
雪時間の割合を推定する式を重回帰分析により求めた。
この式を用いることで、傾斜板の着雪時間減少の効果を
評価できるものと考えられる。
本試験の結果では、傾斜板を取り付けても着雪時間が
０とはならなかった。そのため、雪落とし作業が完全に
不要となるとは考えられないが、傾斜板を取り付けるこ
とにより、着雪時間が平均的に短縮され、着雪量が減少
するため６）、一冬期全体の雪落とし作業の軽減が見込
まれる４）。
なお、本試験による結果は、北海道の乾いた雪による
着雪を対象としており、本州等の湿った雪が中心となる
地域への適用が可能であるかは、同様の試験を行い確認
する必要がある。
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