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小形除雪車の多機能化に関する検討
―歩道清掃装置及び縁石草刈装置の試験施工―
室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所 第１工務課 〇小川 亮司
室蘭開発建設部 施設整備課
中條 高司
兵庫 利勇
小形除雪車の有効活用及び人力による歩道清掃、縁石除草の苦渋作業解消を目的として、平
成29年度に室蘭開発建設部苫小牧道路事務所へ導入された小形除雪車の道路維持作業用アタッ
チメント「歩道清掃装置」及び「縁石草刈装置」の現場実証試験を実施した。本論文では、各
装置の作業状況の検証とオペレータからのヒアリング結果を基に今後の改良点等について報告
するものである。
キーワード：維持、小形除雪車、苦渋作業、多機能化

に示す。

1. はじめに
近年、道路維持作業は道路維持費の削減により清掃作
業回数や除草作業回数の減少、さらには、機械の保有台
数も減少している。また、維持作業回数の減少により1
回当たりの作業量が増加したことによって、長時間の作
業となり苦渋性が増している。特に歩道部・路側部の清
掃や縁石除草作業等は、人力施工による苦渋作業のうえ、
高コストとなっている。
このため、冬期間しか稼働しない除雪機械に道路維持
作業用のアタッチメントを装着し夏期間に稼働すること
で機械の保有台数を増やさず、人力施工を減らす事が出
来る。このことから、除雪機械の夏期稼働による有効活
用、苦渋作業の解消、作業環境の改善及びコスト縮減を
目的として、平成29年度に導入した小形除雪車に道路維
持作業用アタッチメント1)、歩道清掃装置及び縁石草刈
装置について、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所管内に
おいて試験施工及びオペレータから操作性、安全性につ
いてヒアリングを行った。

写真-1 歩道清掃装置(作業姿勢)

2. 装置概要
歩道清掃装置（写真-1）は左右にブラシを備えた両ガ
ッタ仕様であり、集塵性を高めるため清掃時の埃を抑え
る散水装置を備えている。
縁石草刈装置（写真-2）は縁石上下の除草を目的とし
て左側に上下2段のブラシを備え、主ブラシは集草時の
絡まりを防ぐため螺旋状としている（写真-14）。
歩道清掃装置及び縁石草刈装置の仕様を表-1及び表-2
Ryouji Ogawa, Takashi Nkajyo, Toshio Hyougo
－ 813 －

写真-2 縁石草刈装置(作業姿勢)

表-1 歩道清掃装置仕様
項目
仕様
6,565(2,750)mm
全長×全幅×全高
×1,500(1,500)mm
（装置単体、回送姿勢）
×2,450(1,550)mm
1,600kg
質量（装置単体）
最大作業幅（ブラシ中心間） 1,800mm
1,950mm
ダンピングクリアランス
0.2m3
ホッパー容量
650mm×1110mm
主ブラシ
直径×長さ
材質
ポリプロピレン密着型
600mm
側ブラシ
直径
材質
鋼製
散水装置
ノズル
側ブラシ部左右各1個
45L
タンク容量

(1) 歩道清掃装置試験施工
a) 平成29年10月
収集能力を確認するため、一般国道36号苫小牧市日の
出町の幅員2.0mの自転車専用道（図-2）において、擬似
的に土砂等を堆積させて春先の清掃前の状況を再現（写
真-3）した。その結果、作業幅約1,400mm（ブラシ中心
間）、作業速度約3～4km/hにて清掃を行ったところ、1
回の施工で作業幅分の土砂の収集がなされており、掃き
残しが無いことを確認した。（写真-4）

表-2 縁石草刈装置仕様
項目
仕様
6,270(2,500)mm
全長×全幅×全高
×1,500(1,500)mm
（装置単体、回送姿勢）
×2,450(1,550)mm
1,600kg
質量（装置単体）
最大リーチ（車両中心より） 1,400mm
1,950mm
ダンピングクリアランス
0.18m3
ホッパー容量
500mm×1110mm
主ブラシ
直径×長さ
材質
ポリプロピレン螺旋式
500mm（上下2段）
側ブラシ
直径×長さ
材質
鋼製

図-2 一般国道36号 苫小牧市日の出町自転車専用道
定規図

3. 試験施工
歩道清掃装置は平成29年10月、平成30年6月及び令和
元年6月に、縁石草刈装置は令和元年7月に苫小牧市内に
て試験施工を行った。（図-1）
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写真-3 清掃前状況再現

R01.7

H29.10
図-1 施工箇所図
写真-4 施工後状況
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b) 平成30年6月
最大作業幅（ブラシ中心間1,800mm）での収集能力確
認をするため、幅員3.0mの一般国道276号苫小牧市丸山
のサイクリングロード（図-3）にて試験施工（写真-5）
を実施した。その結果、幅約80mm程度のレール状の掃
き残しを確認した（写真-6）。掃き残し幅が均一であっ
たことから主ブラシと側ブラシの位置関係を確認したと
ころ、側ブラシが全開となる最大作業幅時で、進行方向
に対し主ブラシと側ブラシの間に73mmの隙間ががある
ことが原因と考える。このことから、掃き残し無く作業
を行うためには最大作業幅を約1,650mm（ブラシ中心
間）以下とする必要であることが確認できた（図-4）。

写真-6 施工後状況（掃き残しの確認）
作業幅 1,800 ㎜（ブラシ隙間 73 ㎜幅）

作業幅 1,650 ㎜（ブラシ隙間 0 ㎜幅）

図-3 一般国道275号 苫小牧市丸山サイクリングロー
ド 定規図

図-4 最大作業幅上面図

写真-5 施工前状況

しかし、作業幅1,650mmでは側ブラシカバーに隙間が
出来てしまい飛び石の発生が懸念されるため、その改良
策として、図-5に示すように約220mmの飛び石防止カバ
ーの延長を行った。

延長部分

約 220mm

図-5 側ブラシカバー追加部分
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c) 令和元年6月
延長した側ブラシカバーの改良効果を検証するため、
前年度と同一の区間にて試験施工を実施した。その結果、
側方及び後方への砂礫等の飛散が確認されず安全に清掃
作業が出来ることを確認できた（写真-7）。

写真-9 歩道清掃装置運転席視界
(2) 縁石草刈装置試験施工
施工箇所の選定に当たり、歩道形状がマウントアップ
タイプであること、安全確保のため歩行者等が少なく見
通しが良いことを踏まえ、一般国道234号苫小牧市沼ノ
端を試験施工箇所とした。
a) 現場状況
縁石下部は春先の路側清掃後のため雑草は無く、縁石
上は歩道舗装の境目部分に草丈20～30cm程度の雑草が
写真-7 側ブラシカバー飛散防止状況
繁茂している。車道区画線と歩道縁石間は1.25mのため
d)オペレータへのヒアリング
路側内での施工が可能であった。
b) 草刈状況
歩道清掃装置の操作性・安全性について、一般国道36
試験施工は最大リーチ時（1400mm）にて1回刈りを基
号及び276号の維持除雪工事受注者の協力によりヒアリ
本とし、作業速度約3～4km/hにて試験施工を行った。雑
ングを行った。
草の繁茂は縁石上のみであるため、上段側ブラシによる
操作性については「ベースが普段使用している小形除
草刈性能及び集草性能の確認を目的とした。
雪車と同じため特段変わりは無い」「ダンプアップ時は
施工後は、縁石と歩道舗装境目部に繁茂していた雑草
トラックとの距離感がつかみづらいが慣れれば大丈夫と
は刈り取られ、刈草が車体前方へ掃き寄せられるのが確
思う（写真-8）」という意見があった。安全性について
認されたが、写真-10のとおり刈草が塊となってホッパ
は「側ブラシが見えないため慣れないうちは引っかける
ー前に堆積し集草不良を起こしていた。さらに、側ブラ
恐れがある（写真-9）」と意見があった。
シカバー枠に絡まり堆積し、詰まりによる刈り残し（写
ヒアリング結果より、前方との距離感覚及び除雪装置
とは異なる死角について今後の改善点となる事が判った。 真-11）を起こしていたため、都度、人力による堆積刈
草の除去が必要となった。

写真-8 ダンプアップ時視界

写真-10 草刈状況
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写真-11 刈り残し状況
c) 飛び石対策
上段側ブラシにおいては側方及び後方への目立った飛
び石は確認されなかったが、車道側においては上段側ブ
ラシにより弾かれた小石がカバーの隙間を抜けて車道内
へ飛び出すのが確認されたため（写真-12）、隙間の位
置、間隔を考慮しカバー形状の改善が必要である。

写真-14 施工後の主ブラシ状況
e) オペレータへのヒアリング
縁石草刈装置の操作性・安全性については一般国道
234号の維持除雪工事受注者の協力によりヒアリングを
行った。
操作性については「除雪装置と同じため特段なし」
「ダンプアップは積み込むトラックとの距離感の慣れが
必要」。安全性については「車道側への飛び石対策が必
要」「上段側ブラシカバーに草が絡まりブラシの回転数
が落ちて刈り取れなくなる」「埃が立つためブラシの位
置が見づらい」（写真-15）「運転席から下段ブラシが
見えない」（写真-16）
ヒアリング結果より、運転席からのブラシの視認性向
上及び刈草の絡まり防止のためカバーの見直しについて
今後の改善点であることが判った。

写真-12 飛び石状況
d) 刈草と主ブラシとの絡まり
刈草は太さ6～7mm程度までは刈り取れる能力を確認
したが、写真-13の様な熊笹やヤナギ等の茎の堅い植物
は刈り取れずに残る様な状況となった。
ブラシ間に刈草が絡まるのを防ぐため螺旋状にした主
ブラシは、刈草の絡まりが無くホッパー内への集草が確
認出来た。（写真-14）

刈草

写真-15 埃による視認不良

刈り残し

写真-16 縁石草刈装置運転席視界
写真-13 刈草状況
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4. 今後の改善・仕様検討
(1) 歩道清掃装置
前述3.(1)b)図-4のとおり、掃き残しを防ぐためには
最大施工幅（約150mm）が狭くなるが、一般的な自転車
歩行者道(幅2.0m) 1)を考慮すると影響はないものと考え
る。また、ヒアリングにより判明した課題については以
下のとおり検討する。
ダンプアップ時の前方との距離感がつかみづらい点に
ついては、柔軟性のあるゴム等を見出しポールの様に取
付て検証を行う（写真-13）。作業中の側ブラシが死角
（写真-14）になる事による視認性の悪化については、
目印となるポール若しくはミラー等の追加による改善を
フレーム形状等を考慮し検討する。

(2) 縁石草刈装置
ヒアリング結果より、側ブラシカバーへ刈草の絡まり
による草刈り不良は、最も刈草が詰まるカバー上部の隙
間を広くし、堆積の抑制対策を行う。(写真-19)。車道
側への飛び石対策はカバー同士の隙間が原因であるため、
砂礫の飛散方向に対し、隙間の無いカバー形状、取付位
置を見直し検証する（写真-19）。歩道清掃装置と同様
に作業中の下段側ブラシが死角になり視認出来ないとの
意見があったことから、フレーム形状等を考慮しポール
若しくはミラー等の追加による対策を検討する。
開口部の拡大

カバー形状、取付位置の変更

写真-19 カバー形状の見直し

5. まとめ

見出しポールの取付
写真-17 ダンプアップ時の距離感対策

死角

本試験施工は、過年度の改善点の確認と施工能力の確
認を主として、実際の道路維持作業で想定される現道に
て実施したものである。本試験の結果、主目的である清
掃、草刈能力については概ね良好である事が確認出来た。
ヒアリング等により新たに抽出された課題や問題点は
各社類似の意見であり、施工時における安全性や操作性
に大きな支障となるため、引き続き課題解決と改善を図
るほか、現場条件の異なる場所での能力確認や人力施工
とのコスト比較を行う予定である。
また、本検討によって道路維持作業の更なる効率化が可
能となるよう、今後も改良等を重ねて、作業員の人材不
足解消やワークライフバランスの確保に貢献できるよう
努力していくものである。
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写真-18 歩道清掃装置 側ブラシ死角部分
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