
切妻屋根建築物における屋根雪偏分布に関する基礎的研究 

日本建築学会指針と ISOの屋根雪算定式の比較 

Basic research on roof snow distribution on gable-roof building 

Comparison of non-uniform snow load calculation formulae between Architectural Institute Japan recommendation and ISO 

○天本優生１, 石鍋雄一郎２, 中島肇３ 

*Yusei Tenmoto1, Yuichiro Ishinabe2, Hajime Nakajima3 

 

Abstract: In the calculation of snow loads for building design, it is important to properly predict non-uniform load distribution caused 

by shape of roof snow caused by the wind blowing off the roof surface and the blowing and drifting effect. But there is no specific 

method for setting the non-uniformly distributed loads, and they are currently estimated based on empirical judgement. This research 

aims to use these findings to predict the non-uniform distribution shape of roof snow for gable roofs and to obtain practical design 

data. The comparison results show that in ISO, the snow distribution shape and snow load are calculated more specifically according 

to the geometry and environmental conditions compared to Architectural Institute Japan recommendation. 

 

１． はじめに 

建築物の設計用積雪荷重の算定において，屋根面で

の風の吹き払いや吹き溜まり効果に起因する屋根雪の

偏分布荷重を適切に予測することが重要である． 

しかしながら，日本建築学会・建築物荷重指針 1)（以

下 AIJ）には，M 型屋根，連続山形屋根，のこぎり屋

根，セットバックのある屋根に関する規定はあるもの

の，切妻屋根に関する具体的な偏分布荷重の設定方法

の記載はなく，既往文献を参考にしたり縮小モデルに

よる風洞実験などにより設定すると記載されている．

一方で，偏分布屋根雪形状に関する実測および吹雪風

洞実験資料が蓄積されつつある例えば 2)．また，それらを

基に，風の加速度などと積雪分布の関係性を明らかに

することで偏分布屋根雪形状を予測する研究 3)も進ん

でいるが，検討事例が少ないのが現状である． 

本研究では，これらの知見を活用し切妻屋根を対象

にして，偏分布屋根雪形状を予測し実用的な設計資料

を得ることを目的としている．その導入として，切妻

屋根を対象として，AIJ の屋根形状係数と ISO43554)に

おける屋根雪偏分布荷重算定式から算定した屋根形状

係数の比較を行った結果を報告する．  

２．偏分布屋根雪荷重算定式および係数の比較 

 AIJ の屋根形状係数による積雪荷重分布の算定方法

は，ISO に準じたものであるが，環境条件や建物モデ

ルの差異を評価する際に用いられている係数に違いが

ある（Table 1,2）．また，ISOの偏分布屋根雪荷重の算

定方法は詳細であり，筆者がフローとしてまとめたも

のを Figure 1 に示す．これらを比較し，屋根雪分布の

算定において考慮されている係数の違いを明確にする．

以下に切妻屋根に関する比較結果を示す． 

 

Table 1. Coefficients used roof snow unbalanced 

distribution load formula in AIJ 

分布 等分布 偏分布

屋根勾配

棟-庇 水平距離

載荷位置 全面 全面

地上積雪重量 地上積雪重量

屋根形状係数 屋根形状係数

〇基本となる屋根形状係数 〇基本となる屋根形状係数

　・屋根勾配 　・屋根勾配

　・平均風速 　・平均風速

〇風による偏分布の屋根形状係数

〇屋根上滑動による偏分布の屋根形状係数

算定係数

AIJ

算定式             

(  )

(     )

(  )

(        )

(           )

(  ) (  )

(  )

(  ) 

 

 

 

Table 2. Coefficients used roof snow unbalanced 

distribution load formula in ISO 

分布 等分布

屋根勾配

棟-庇 水平距離 W＞20 m W≦20 m

載荷位置 全面 半面（風下側） 半面（風下側）

基本積雪荷重 基本積雪荷重 基本積雪荷重

〇地上積雪重量 〇地上積雪重量 〇地上積雪重量

〇露出係数 〇露出係数 〇露出係数

　・屋根幅，長さ 　・屋根幅，長さ 　・屋根幅，長さ

　・露出係数(小規模屋根) 　・露出係数(小規模屋根) 　・露出係数(小規模屋根)

　　→風速 　　→風速 　　→風速

　　　気温（最も寒い月） 　　　気温（最も寒い月） 　　　気温（最も寒い月）

〇熱係数 〇熱係数 〇熱係数

〇基本積雪荷重係数 〇基本積雪荷重係数 〇基本積雪荷重係数

　・屋根材質 　・屋根材質 　・屋根材質

　・屋根勾配 　・屋根勾配 　・屋根勾配

ドリフト積雪荷重 ドリフト積雪荷重

〇地上積雪重量 〇地上積雪重量

〇ドリフト積雪荷重係数 〇ドリフト積雪荷重係数

　・屋根勾配 　・屋根勾配

　・露出係数 　・露出係数

〇基本積雪荷重係数 〇基本積雪荷重係数

算定式

算定係数

ISO 4355

偏分布

5°<θ＜60°

        
        (    )         
               (    )

(              )

(         )

(  )

(  )

(  )

(  )

(              )

(  )

(  )

(  )

(  )

(              )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  ) (  )

(         )

(  ) (  )

(  )
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１）屋根形状係数（µb，µd，µs）の構成 

 AIJ では，µb は風速，屋根勾配で算定し，µd は観測

結果例えば 5)などを参考にして設計者が設定し，µsは屋根

勾配および雪止めの有無によって 0か µbとする．一方，

ISO では，µbは屋根材質，屋根勾配βで算定し，µdは

屋根勾配β，屋根幅，屋根長さ，風速，気温で算定と

しており，算定方法が具体的に示されている． 

２）等分布雪荷重の算定 

 AIJでは µbS0で評価する．一方，ISOでは 0.8s0CeCtµb

での評価を基本としており，露出係数 Ce，熱係数 Ct，

屋根材など AIJ の算定式では含まれていない係数が考

慮されている． 

３）偏分布雪荷重の算定 

AIJでは載荷位置が屋根全面となるのに対して，ISO

では屋根半面（風下側）となる大きな違いがある． 

AIJ では設計者の判断により µb，µd，µs の組み合わ

せで評価する．一方，ISOでは屋根勾配が 5°<θ< 60°

の場合のみ偏分布積雪を評価し，棟から庇の距離（以

下W）が 20mを境に積雪の評価方法が異なる．W≦20m

では，風下側等分布の積雪を想定し，W＞20m では，

風下側等分布の積雪に加えて風下棟付近に追加積雪を

加えた分布形状で評価すると具体的に示されている． 

３．屋根形状係数の算定 

 AIJ と ISO の屋根形状係数を比較するために，検討

モデルを用いて屋根形状係数を試算した（Table 3）．検

討モデルは，スパン L=24m，高さ h=9m，ライズ 3.6m

（屋根勾配 16.7度）の山形ラーメン構造，対象地域を

札幌とする． 

 ここで，ISO では AIJ と比較するため，sb及び sdの

算定式から s0を除した項を屋根形状係数と定義した．

以下に比較結果を示す． 

１）等分布雪荷重の屋根形状係数 

 AIJでは µbのみで評価するが，ISOでは 0.8CeCtµbで

の評価を基本としている．ISOの算定における Ceは屋

根幅 12m，屋根長さ 24m，風速 3.5m/sにより 0.85とし，

Ctは熱貫流率が高い屋根材ではないと想定し 1.0とし，

µbは屋根材表面が滑りにくいと想定かつ屋根勾配が30

度以下であるため 1.0として算定した．その結果， ISO

では AIJと比較して 20%小さい値を示した． 

２）偏分布雪荷重の屋根形状係数 

AIJ では µb+µd及び µb+µd+µsで評価するが，µdは既

往文献 2),5)を参考に±0.25 とした．一方，ISO では

0.8CeCtµb+µdµbで評価し，µdは屋根勾配 16.7 度および

Ce=1 より 0.17とし算定した．その結果，ISO では AIJ

の風下側（µb+µd）と比較して 22.7%小さい値を示した． 

 

Figure 1. Flow of calculation of roof snow loads in ISO. 

 

Table 3. Calculation results for roof shape coefficients. 

等分布

偏分布

偏分布

AIJ ISO 4355

(  )

(     )

(        )

(         )

0.60 1.10

0.60 0.25

0.68

(         
     )

偏分布

0.17
0.68

等分布

       ，        ，               ，      ，      ，       

0.85

 

 

４．まとめ 

 偏分布荷重の載荷位置は，AIJ5)では全面に対し，ISO4)

では片面（風下側）だけとなる．また，AIJでは観測

結果を基に設計者が値を決めるなどの記載があるのに

対し，ISOでは各係数の算定式が明確に示されており，

フローに沿って屋根雪荷重を算定することが可能であ

る．今後は比較により得た知見を基に CFD解析を用い

て積雪分布を予測していく． 

 

５．参考文献 
[1] 日本建築学会：建築物荷重指針・同解説，2015.2 

[2] 苫米地司，和泉正哲，遠藤明久：「屋上積雪の評価方法に関する基礎的研究」，構

造工学論文集，Vol.32B，pp.50-56，1986.3 

[3] 土谷学，苫米地司，本郷剛，上田宏：「階段状屋根の雪の吹きだまりに影響を及

ぼす風の流れの特性に関する研究」，日本建築学会構造系論文集，第 555号，pp.53-59，
2002.5 

[4] Bases for design of structure-Determination of snow loads on roofs, ISO4355, 2013 

[5] 日本建築学会：建築物荷重指針を活かす設計資料１，2016.2 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 101


