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1. はじめに 
北海道では高規格幹線道路が伸長し、当初平地

が中心であった路線も、山間部での建設が増えて

きている。 
一般にガードレール等防護柵は車両の転落を防

ぐために設置され、これまで主として車両の逸脱

防止を目的に盛土部分に設置されてきた。これに

加えて高規格幹線道路では、非常電話や照明柱、

カメラ支柱など道路付属物が多く、切土箇所でも

ガードレールが多く設置されている。 
この切土箇所において、春先の融雪後にガード

レールの端部が破損し、脱落する事例が 2004 年

春以降確認されている。 
これは堆雪、除雪、融雪等の雪の影響と考えら

れるが、切土法面に直下に設置されたガードレー

ルに作用する雪圧変化について調査した事例はこ

れまでなく、その破損に至るメカニズムや時期、

このときの応力等について未明である。そのため

これらの把握は、対策を検討するに当たりまず解

決する課題となっている。 
そこで筆者らは被害報告のあった上川地方にお

いて、ガードレールの破損状況や部材にかかる応

力について調査し、被害メカニズムの考察を行っ

たので報告したい。 

 
写真 1 切土部に設置されているガードレール 

 

2. 調査場所 
今回の調査では 2 種類の調査を行った。1 つは

融雪後に現地を踏査し、実況を調査した被害調査

であり、もう 1 つはガードレールのボルトにかか

るひずみを一冬間にわたり測定した雪圧調査であ

る。 
 

2.1 調査位置 
旭川紋別自動車道のうち、被害が確認された比

布 JCT～愛山上川 IC について調査を行った。当

該区間は 2004 年に供用が開始された。 
現地の道路管理者により、2005 年の融雪後に複

数箇所でガードレールの脱落がはじめて確認され

ている。 

 
図 1 調査箇所位置図 

2.2 ガードレールの設置状況 
設置されているガードレールはいずれも北海道

開発局1)の耐雪型防護柵 Gr-A2-4E である。 
ガードレールはビーム(横板)と支柱が間にブラ

ケットを挟んでボルト 1 本で締結されている。 
耐雪型防護柵は、積雪の鉛直沈降力に対抗2)3)

するため、ブラケット部が一般型に比べて板厚や

幅が大きくなっている。 
(板厚 4.5mm→6.0mm、幅 70mm→120mm) 
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図 2 支柱とビームの結合模式図(上方から) 

3. 調査の方法 
3.1 被害調査 

被害調査は 2007 年 5 月に現地で損傷状況、周

辺状況、法面との位置関係を調査した。 
対象とした防護柵は切土法面法尻に設置されて

いる端末防護用のガードレールとした。このガー

ドレールは当該区間に 25 箇所存在する 
 

 
写真 2 被害状況 

 
3.2 雪圧調査 

雪圧調査では被害時期等を特定するため、区間

中 1 箇所のガードレールにおいて、ひずみゲージ

(ボルトゲージ)を取り付けて、防護柵にかかる雪

圧を 2 冬間(2006 年 2 月~2007 年 5 月)計測した。 
調査したガードレールは上り線 KP=0.96 附近

で、2005 年春に道路管理者において脱落が確認さ

れている。 
ボルトゲージは端部と 2 本目の支柱(ボルト)に

取り付けた。 
一冬目(2006年)は 2月からの 2ヶ月あまり計測

した。設置時に一部除雪したこともあり、融雪後、

脱落発生はなかった。 

二冬目(2006/2007 年冬期)は、初雪から融雪ま

で一冬期間を通しての測定データを得た。また、

融雪後端部及び 2 本目の支柱でガードレールの脱

落が確認された。 
また、端部支柱は雪圧データが機器異常により

欠測となった。 
 

3.3 観測各年の気象状況 
観測年の気象状況について概観するため、2 カ

年の積雪推移を示す。図 3 は気象庁ホームページ

から入手した上川アメダスに於ける積雪深の推移

と平年値である。 
2005/2006 冬期、2006/2007 冬期ともに平年値

と比べ根雪となったのは 1 ヶ月ほど遅かったもの

の、その後急速に積雪を増加し、12 月中旬には平

年値を上回るようになった。その後の積雪傾向は

平年値に類似しており、消雪日もほぼ平年並みで

あった。この間の積雪深推移は平年値に比べ若干

多い。 
「設計積雪深に関する技術資料」4)によると上

川アメダスでの最大積雪深は平年値で 72cm、5
年確率で 120cm、10 年確率で 134cm である。計

測年の最大積雪深は 103cm(05/06)、86cm(06/07)
であり、最大積雪深で比較すると観測した 2 カ年

はほぼ平年並みといえる。 
 

 
図 3 積雪推移(上川アメダス) 

4. 調査結果(被害状況調査) 
被害箇所はガードレール 25箇所のうち 15箇所

であった。被害率は 60%と高い。 
被害の状況であるが、ブラケットの破損により

ビームが脱落している例が多かった。ガードレー

ル支柱、あるいはその基礎部から損傷を受けてい

る例は外見上ほとんど見られなかった。 
ガードレールと法面の距離は、設置箇所によっ

て若干開きがある。このうち被害箇所は法面から

比較的離れて設置されているケースが多かった



 

 

(図 4)。斜面積雪には積雪の変形による移動(クリ

ープ)と積雪の地表面での滑り移動(グライド)が作

用するが、クリープは地表面から離れるに従って

大きくなるため、被害発生は法面とガードレール

との距離が長い箇所になったと考えられる。 
次に被害状況観察から、被害状況を考察したい。 
図 5 は支柱の位置と被害割合である。被害は端

部から 2 本目以降の支柱箇所で起きている事例が

多かった(写真 3)。特に 2 本目は被害を受けたす

べての事例で損傷が見られた。被害割合は 2 本目

をピークに 3 本目 4 本目となるに従って、徐々に

小さくなり 4 本目では 9%となった。 

 
図 4 法面-支柱間距離と被害状況との関係 

端部は付属物と車両を保護するため、極力法面

に近づけて設置される。このため、法面や地面か

らガードレールまでの距離は端部が最も短くなり、

2 本目 3 本目と徐々に広がる。法面(地面)からの

距離が近いと、上載した雪荷重が大きくなり、ま

たグライド圧が大きくなる。一方クリープは小さ

なものとなる。1 本目(端部)の損傷割合が 2 本目

に比べて小さなことから、ガードレールに掛かる

雪圧はクリープ現象が支配している可能性が高い

と考えられる。 

 
図 5 支柱位置と被害割合 

「防護柵の設置基準・同解説」によると、経済

的な検討から 10 年最大積雪深時の被害率(原著で

は破損率)が概ね 1 割を超えないことが目標とさ

れている。2006/2007 冬期は全体を通せばほぼ平

年並みの積雪であることを勘案すれば、端部から、

被害率 12%となった 4本目までは少なくとも雪圧

を軽減する対策を施す必要があると考えられる。 
 

 
写真 3 ガードレールの脱落状況 

 
写真 4 ブラケットの破損状況 

ガードレールのビームはブラケットを介して支

柱にボルト 1 本で締結されている。ボルトは直径

20mm(M20)である。完全に脱落している事例で

はボルトの押し抜き破壊によってブラケットのボ

ルト穴が拡大し脱落していた。ボルトそのものの

損傷はほとんど無い。(写真 5)  
脱落までしていない事例では、ガードレール上

部が道路側に変形している例が見られる (写真 
6)ことから、除雪圧が直接ガードレールに作用し

たのでなく、除雪雪堤も含めた斜面堆雪からクリ

ープによりガードレールが押されたと推察できる。 
このほか、防護柵上部の法面上に雪崩予防柵が

取り付けられていた箇所が約半数あった。柵の設

置位置は道路上からの高さ 5m 程度の地点である。

しかし被害状況を見たところ、柵の有無による差

はなく(図 6)、柵設置位置より下部の堆雪によっ

て、ガードレールが被害を受けている状況が明ら



 

 

かとなった。 

 
写真 5 脱落したボルトの状況 

(写真提供:上川分駐所) 

 
写真 6 板の上部から下向きに変形している状況 
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図 6 被害状況と雪崩予防柵の有無 

5. 調査結果(雪圧調査) 
つぎに雪圧調査結果について記す。図 7 は被害

に至った 2006-2007 冬期間のビームと支柱を結

合するボルトの軸方向応力推移である。測定で得

られる応力は主としてビームにかかる水平力とな

る。 
積雪開始以降 2 月上旬に至るまで、線形的に雪

圧の増加が確認できた。柵近傍の堆雪増加に伴う

ものと考えられる。 図中には急激な変曲点が見ら

れないことから、除雪作業による雪圧増加の影響

は少ないものと考えられる。 
線形的に増加した後、2 月 14 日の 13:00 から

14:00 の間で一時的な応力開放が認められた。こ

の と き ま で に 観 測 さ れ た 最 大 応 力 は

174.1N/mm2(2/13 17:00)であり、その観測後半日

を経て応力低下が発生していた。 
 

 
図 7 ボルトゲージによる応力推移 

(2 本目、2006-07 冬期) 

その後応力が回復し 182N/mm2 を記録した後、

3 月 9 日 10:00 に 173.5N/mm2 から 51N/mm2 に

急落した。 
これらの応力挙動から推測すると、2 月 14 日に

ボルト穴の一部が破損してガードレールが脱落し、

応力開放が起こり、一時的に堆雪とビームとの間

に空隙ができ応力が低下した後、圧密、焼結等の

堆雪変形により再びビームと接触、雪圧が再び掛

かり、3 月 9 日に完全に脱落したものと考えられ

る。 

 
写真 7 脱落したガードレール 

4 月 19 日頃から応力に日変化が見られるが、こ

れは融雪によりガードレール板が露出し、温度応

力が変化したためと考えられる。(写真 7) 
ここでガードレール脱落時の状況について考察

する。 



 

 

上川分駐所の記録によると、2 月 14 日、3 月 9
日いずれも除雪作業(新雪、拡幅除雪とも)は行わ

れていない。このことから、ガードレールの脱落

に至った直接の原因は堆雪内から発生した雪圧に

よるものと考えられる。 
 

 
図 8 07/2/14 上川アメダスの気温変化 

2 月 14 日の上川アメダスにおける気象状況を

見ると、積雪深は約 80cm で、未明以降積雪深の

増加は見られない。また、気温は 8:00 から 14:00
にかけて-15℃から-3℃に急上昇している。これに

より斜面積雪の移動が促進され、ガードケーブル

の脱落につながったと考えられる。 
このような温度の上昇は通常に起こりうること

であり、一般的な気象推移の中で脱落が発生した

ことがわかる。同様の脱落は現状の施設のままで

あれば、今後も継続して発生する可能性が高く、

雪圧を軽減する方策を講じる必要があるといえる。 
使用されているボルトは M20 の普通ボルトで

ある。許容(軸)力5)は 31.3N である。2 月 14 日の

応力低下時には軸力で 42.6N( 有効断面積

244.8mm2)となり、既に許容値を超えている状況

となっている。 
次にピーク時の応力を、盛土形状の道路で測定

した既往研究事例エラー! ブックマークが定義さ

れていません。)と比較する(表 1)。 
 

表 1 盛土形状道路との水平力比較 

 切土 
形状 
(今回) 

盛土形状 
(妙高村,1982) 

盛土形状 
( 西 川 町 、

1982) 
最大 

水平力 
(kN) 

10.6 
9.5 (w=1.0) 
5.5 (w=3.0) 

4.1(w=1.0) 
3.6(w=0.3) 

比率 1 0.52-0.89 0.34-0.38 
注)w:路肩幅(m) 

切土形状はボルトの軸力、盛土形状は支柱たわみで測定 

これによると、今回測定した水平力は盛土形状

における測定に比べると 1.1~2.9 倍の水平力を示

した。観測年における最大積雪深は妙高村で

300cm、西川町で 390cm となっており、今回の

測定箇所に比べると両観測地は 3 倍以上の積雪が

あり、既往研究が除雪をせずに計測していること

を踏まえても、切土箇所におけるガードレールに

かかる雪圧が大きいことが示唆される。 
つぎに、端末支柱と 2 本目の支柱にかかる応力

について比較する。図 7 に示した 2006-2007 冬

期間の端末支柱データは欠測となったので、

2005-2006 冬期のデータを図 9 に示す。 

 
図 9 ボルトゲージによる応力推移(2005-06 冬期) 

ここで、測定期間が 2 月以降となったことに留

意する必要があるが、比較的長期間の継続したデ

ータであり、2 本の支柱にかかる応力の相互関係

はこれで示すことができると考える。ただし測定

の絶対値は機器設置時に除雪したため堆雪状況が

異なり、2006/2007 冬期に比べ小さい。 
図 9 によると、端末支柱にかかる応力は堆雪期、

融雪期いずれにおいても 2 本目支柱の 7 割程度の

応力でほぼ比例的に推移しており、端末支柱より

も 2 本目支柱の方が被害発生しやすい状況でるこ

とが明らかとなった。このことは、図 5 で示した

被害状況の結果と整合する。 
 

6. まとめ 
本稿では、高規格幹線道路の切土法面直下に設

置されたガードレールの雪圧による被害状況につ

いてまとめた。 
調査は被害状況調査と雪圧計測の 2 種を行った。 
被害状況調査の結果からは以下のことが明らか

となった。 
被害状況はブラケットの破損による被害はビー

ムの脱落が主であった。 



 

 

被害のあった箇所は端部から 2 番目の支柱が多

い。 また設置位置が斜面に近い端部は比較的被害

が少なかった。被害は端部から 4 本目までの支柱

の範囲に多く、対策を施す際は少なくとも端部か

ら支柱 4 本の範囲に施すことが必要となる。 
また、脱落の原因はガードレールの斜面側に堆

積した雪のクリープによるものと推察された。ガ

ードレール板全体に道路側へ荷重がかかり、ボル

トに荷重が集中することによりブラケットに対し

て押し抜き破壊が起こり、脱落に至ったと考えら

れる。 
また雪崩予防柵の有無にかかわらず被害状況は

変わらないことから、ガードレールにかかる雪圧

は最下段の雪崩予防柵より下側の比較的位置の近

い堆雪によるものと考えられる。 
雪圧計測の結果からは、平年並みの積雪状況下

で、2 月上旬の最深積雪期に破断が発生したこと

が明らかとなった。 
また起因する雪圧は除雪作業による直接的な圧

力でなく、堆雪内部からのクリープ等による作用

であることがわかった。また破断時のボルトにか

かる軸力は、ボルトの許容力を上回るものであっ

た。 
過去の盛土形状における雪圧計測事例と比較す

ると、切土箇所である今回の最大雪圧が 1.1~2.9
倍となり、盛土道路に比べて切土箇所にかかる雪

圧が大きいことが示唆される。 
さらに端末支柱と 2 本目支柱の雪圧を比較する

と、2 本目支柱の雪圧が 1.5 倍程度を示し、被害

状況調査による 2 本目支柱に被害が多いことと合

理的に説明できる。 
 

7. あとがき 
今回の調査からは切土箇所におけるガードレー

ルにかかる雪圧としては、盛土区間における既往

研究で指摘された積雪沈降力に加え、防護柵にか

かるクリープも無視できないほど影響があること

がわかった。 
被害の発生状況が、一般的な許容範囲を超える

ことから、ガードレールにかかる雪圧を軽減する

方策を今後検討していく必要がある。 

今後は被害軽減に向けて、雪圧を防止する杭、

防護柵本体の耐性を高める方法などについて検討

を行い、現地試験を進めてゆきたい。 
最後に、計測準備、交通誘導、資料提供等で旭

川道路事務所上川分駐所に協力をいただいた。こ

こに記して礼に代えたい。 
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