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Abstract: In Japan, many damages due to snow occur every year. Among the deaths due to snow damage, ''during clear the snow off 

the roof'' and ''during snow removal work'' were the most common, followed by ''snow falling from roofs''. To reduce these damages, 

Takano et al.'s study proposed three devices for falling snow from different viewpoints. In one of these studies, it was reported that a 

net and a weight attached to the tip of the net reduced the flying distance and scattering distance of falling snow. In this research, we 

examine methods to improve practicality by improving problems in previous research, such as property of the net and feasibility. 

 

１． はじめに 

日本では平成 25 年から令和 4 年の 10 年間，毎年雪

による被害が発生している(Figure1)[1]．雪被害による死

者数のうち，「雪下ろし」「除雪作業中」が最も多く，次

いで屋根からの「落雪」と続いている．勾配屋根では

一定量の雪が積もると落雪すると考えるが，落雪が隣

の敷地に飛び散り，物を壊すことや近くを通る歩行者

に当たるなど，事故やトラブルを起こす原因にもなっ

ている．これらの被害を減少させるために，高野らの

研究[2]では，落雪量調節，落雪飛散防止，落雪飛距離抑

制の 3 つについてそれぞれ装置が提案された．これら

のうち落雪飛距離抑制装置による実験では，ネットを

垂らした装置を屋根のそばに設置することで落雪の飛

距離と飛散距離が抑制されることが報告された．しか

し課題として，角目のネットよりも衝撃を吸収できる

亀甲目のネットでの実験や装置の実現可能性の検討な

どが挙げられた．本研究では先行研究での課題を改善

し実用性を高める方法を検討する． 

 

 

Figure1． Number of deaths due to snow in Japan[1] 

 

２． 落雪飛距離抑制実験 

２－１．概要及び装置の検討 

高野らの研究[2]で提案された装置を基に実験装置を

検討する．フレームにネットを取り付けた抑制装置を

屋根装置の近くに設置し，この装置で屋根から落ちて

くる雪を受け止めて敷地内に落とす方法を提案する． 

現在，雪止めフェンスなど金網を用いた落雪対策の

施工事例は存在している．しかし，雪を受け止める部

分が板や金網の場合，落雪が建物と装置の間に溜まり，

除雪をし続けなければ建物に雪の側圧がかかってしま

う．また，既存の製品でも除雪については提言されて

いない．そこで，除雪のために軒下に長時間滞在する

ことは落雪に巻き込まれる恐れがあるため，柔軟性を

持ち堆雪によって建物に側圧がかかることを防ぐこと

が可能なネットを使用する．ネットは防球用の角目ネ

ットと亀甲目ネットの 2 種類とし，屋外で使用するこ

とを考慮して，耐候性に優れたポリエチレン製を使用

する． 

実験装置の図面を Figure2 に示す．実験装置は 1/10

縮小サイズで作成し，抑制装置と屋根装置の 2 つで構

成される．屋根装置は一般的な住宅を想定し，奥行

554mm，幅 182mm，棟高さ 818mm，軒先高さ 600mm

で，屋根勾配は 21.8°（4 寸勾配）とする．発泡スチロ

ール製で，勾配部分には雪を滑らせたときの摩擦を小

さくするためにプラスチックシートを貼る．抑制装置

は高さ 780mm，幅 680mm，奥行 400mm で，ネット部

分は高さ 720mm，幅は高さに対して 1/4，2/4，3/4 とな

る 180mm，360mm，560mm の 3 種類とする．フレーム

は木材とネジで製作し，フレームはネットのサイズに

合わせられるように，可動部分はクランプで固定する．

フレームとネットはそれぞれ磁石を取り付けて固定し，

一定の衝撃荷重で外れるようにする．フレームと磁石，
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ネットと磁石はそれぞれ付け外しができるように固定

する． 

 

２－２．実験計画 

実験は低温実験室で行う． 屋根装置から

100mm×100mm×180mm に成形した雪を滑らせ，抑制装

置のネットに衝突させる方法で実験する． 

実験のパラメータとして，落雪の抑制度合いを変え

るためネット 2 種類，ネットの縦横比 3 パターン，ネ

ットの固定箇所 2 パターンを組み合わせた計 12 パタ

ーンを，それぞれ 3 回ずつ実験する．固定箇所は 4 隅

のみと Figure2 に示した箇所の 2 パターンである． 

実験によって，雪の飛び出し速度，雪がネットに当

たった後落ちるまでの時間，雪がネットに跳ね返った

場合の飛距離，落雪後の飛散距離，衝撃力を計測する．

なお，衝撃力の直接的な計測が困難なことから，ネッ

トを留めている磁石が外れた個数でその大小関係を判

断することとする．実験はビデオカメラで撮影する．  

ネットの縦横比及び網目の形状が落雪の衝撃の吸収

に影響を与えるか，フレーム及びネットの固定箇所が

挙動に影響を与えるか，磁石を見ることでフレーム及

びネットにどのように力が加わったのかを実験で確認

する． 

 

２－３．想定される結果 

ネットの伸びが良いほど衝撃を吸収できると考えら

れる．主にサッカーゴールに使われる亀甲目のネット

はボールを包み込むように伸び，ボールがネットに留

まる時間が長い．よって，角目のネットよりも亀甲目

のネットの方が衝撃吸収に優れると考えられる．また，

ネットのサイズは小さいと柔軟性が小さく雪を跳ね返

し，大きいと柔軟性も大きくなり衝撃吸収に優れると

考えられる． 

また，固定箇所は少ないとネットの自由度が増すと

考えられるが，1 つの固定箇所にかかる力が大きくな

り，磁石が外れる数やフレームの揺れ方が大きくなる

と考えられる． 

 

３． まとめ及び今後の検討 

本研究では，既存の落雪対策装置を調査し，先行研

究を基に改良装置を提案した．今後は，使用するネッ

トの選定，実験装置の作成，雪の代わりに木材を用い

た仮実験と測定方法の確認，低温実験室での雪を用い

た実験を行っていく必要がある．実験と検討を行い，

実用性を高めた屋根雪の滑落飛距離抑制装置の提案を

する予定である．  

 

Figure2． Drawing of experimental equipment 
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