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農業施設， 45巻3号， 108 -120， 2014. 9 

技術論文

平成 26年豪雪により被災した温室の実態調査

森山英樹・奥島里美・石井雅久

(l!同農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所，〒 305-8609つくば市

要 ~ 
日

2014年2月の大雪によって，関東甲信地方を中心に農業施設に甚大な被害が生じた。群馬県，長野県，山梨県および栃木

県の地中押し込み式パイプハウス 鉄骨補強パイフ。ハウス アングルハウス 鉄骨ハウス ガラス室および、果樹用ハウスを

現地調査し，破壊モードおよび被災要因を分類した。単棟温室ではばたつき防止用ネット等が屋根上積雪の滑落を阻害した。

連棟型温室では谷に集中した積雪荷重に対する融雪不足が骨組構造の破壊を生じ，谷樋からの越流水が基礎の沈下をもたら

した。強風や隣棟聞の古い残雪が荷重条件に影響を及ぼした。筋交の不足による柱の転倒が多数あった。その場合，柱梁接

合部および柱基礎接合部の破壊が生じた。柱梁接合部には回転を充分に抑制できない仕様のものも多く，柱基礎接合部に力

が集中した。現状の問題点に対して，筋交着脱金具の開発，コンクリートを使用した柱基礎接合部の改良，谷樋周辺の被覆

材展張方法の改善等の降雪対策を提案した。

キーワード:2014年2月，関東甲信地方，温室構造，積雪荷重，気象災害，破壊モード

はじめに

2014年 2月14日から 15日にかけて，関東甲信地方

および東北地方において南岸低気圧の影響による大雪が

観測された(気象庁， 2014b) 0 2月8日から 9日にも多

量の降雪があり，これらの記録的な大雪ひいては積雪

荷重によって，パイプハウスをはじめとする温室が甚大

な被害を受けた。 2回の大雪によって被害を受けた温室

は，関東甲信越地方を中心に 35都道府県で 27000棟を

超えた(農林水産省， 2014)。農業施設の県別被害額は，

群馬県で約 267億円，長野県で約 148億円，山梨県で

約 123億円，栃木県で約 115億円(以上，再取得価格)， 

埼玉県で約 121億円(残存価格)であり， 5県において

100億円を超えた(群馬県， 2014;長野県， 2014;日本

農業新聞， 2014a;栃木県， 2014;埼玉県， 2014)。農林

水産省は全国の温室の合計被害額を 1000億円弱と推定

しており(日本農業新聞， 2014b)，近年稀にみる規模

の積雪被害となった。被災地域における今後の温室の復

旧，補強および新設には，例年以上の降雪を考慮して積

雪被害を極力軽減することを前提とすべきである。その

ためには，今回の積雪荷重による温室の被災要因を明ら

かにした上で今後の設計および補強に反映することが合

理的である。そこで，今回の豪雪によって被害を受けた

温室に関する現地調査を行った。次に，事例ごとの調査

結果をもとに温室種類別の破壊モードおよび被災要因を

分類した。

原稿受領2014年5月19日
照会先:森山英樹e-mail:hmori@affrc.go.j 

調査方法

2014年 2月8日-9日，および2月14日-15日の

大雪によって被災した温室および被災を免れた温室を調

査した。農業施設に関する県別の被災規模が最も大き

かった群馬県を中心に長野県，山梨県および栃木県の計

4県において全 30件の調査事例を選択した。現地調査

は2014年 2月27日に山梨県南アルプス市， 3月10日

-11日に群馬県伊勢崎市，高崎市，藤岡市，前橋市お

よびみどり市， 3月25日に長野県原村および富士見町，

4月11日に栃木県小山市および栃木市において行った。

現地では，温室の仕様および被災形状を調査するととも

に，可能な限り生産者に対して被災時の状況に関する聞

き取り調査を行った。

調査結果

表 1に調査事例の概要を，図 1に調査した市町村およ

びアメダス観測所を示す。温室の種類は，地中押し込み

式パイフ。ハウス(以後，パイプハウスと呼ぶ)，鉄骨補

強パイプハウス，アングルハウス (APハウスと呼ばれ

ることも多p)，鉄骨ハウス，ガラス室および果樹用ハ

ウスとした。調査結果の理解に闘離をきたさないために，

温室各部の名称を図 2のように定義する。最初に積雪荷

重を中心に気象概況を述べ 次に温室の種類別に調査結

果をまとめる。

1 .気象概況

気象庁 (2014b) によると，関東甲信地方の 18地点

で観測史上 1位の積雪深を記録した。 2月15日の前橋

および甲府の最深積雪はそれぞれ 73cmおよび 114cm 
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表 1 調査事例の概要

事例調査地 桁行方向*1
間口 桁行長軒両叫 柱 屋根 柱間隔*3 被覆材料連棟数 主な被災
(m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) 

地中押し込み式パイフ。ハウス(パイプハウス)

1A高崎市 南一北 5.4 40，30 3.5 it 25.4 it25.4 45 農PO(0.15) 1屋根の陥没

1B高崎市 南一北 5.4 45，29 3.5 it 25.4 it 25.4 45 農PO(0.15) 1被災なし

1C 伊勢崎市 南一北 5.4 28 2.9 it 22.2 it22.2 45 農PO(0.15) 2屋根の陥没(谷側)

1Dみどり市 南東一北西 4.5 50， 45， 30 2.6 it 22.2 it22.2 50 農PO(0.15) 2屋根の陥没(谷側)

1E 原 キt 南北 6.5 53 3.7 it 25.4 it 25.4 45 農PO(0.15) 2柱の転倒(関口方向)，屋根の陥波

鉄骨補強パイフ。ハウス

2A 高崎市西南西一東北東 4 42 2.2 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 4 柱の車~~J (桁行方向)

2B 高崎市西南 西東北東 4 57 3.2 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 8 柱の転倒(桁行方向)，屋根の陥波(谷側)

2C 藤岡市南南西一北北東 4 39 1.7 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 7柱の車珂到(桁行方向)

2D 前橋市南南東一北北西 4 36 2 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 9柱の転倒(間口方向)

2E 高崎市 南一北 4 27 1.85 口-50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 10 柱の車~~J (桁行方向)

2F 高崎市 南 北 4 27 1.85 口-50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 9柱の転倒(桁行方向)

2G 栃木市 南一北 6 90 2.3 ロー50X50 it22.2 300 農PO(O.l) 7柱の転倒(間口方向)

2H 伊勢崎市 南北 4 48 2.2 口-50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 10柱の転倒(桁行方向)

21 前橋市 南一北 6 75 2.6 口-50X50 it25.4 300 農PO(0.15) 8 柱の車~~J (関口方向)，柱の座屈

n みどり市 東 西 4 39 2.2 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 6基礎の沈下

2K みどり市 南一北 4 32 2.2 口-50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 10被災なし

2L 栃木市南南西一北北東 6 72 4.1口-100X100 it 31.8 600 農PO(0.15) 8基礎の沈下

2M 高崎市西南西一東北東 4 63 2.2 ロー50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 5被災なし

2N みどり市 南一北 4.5 30 2.2 口-50X50 it22.2 300 農PO(0.15) 10柱の転倒(関口方向)，柱の座屈

アングルハウス (APハウス)

3A 小山市南南西一北北東 4.5 45 1.9 IAOX40 2本 lAOX40 250 農PO(0.1) 6柱の座屈

3B 栃木市 南一北 6 51 3.3 L-40X40 2本 IAOX40 300 農PO(0.1) 7柱の座屈

3C 小山市 南北 6 54 2.1口-lQOXlQO1AOX40 500 農PO(0.1) 6柱の転倒(関口方向)，屋根の陥没

鉄骨ハウス

4 A 前 橋 市 南西一北東 9，4，8 40.5 22H-115×60 HEll5×60270 
じ70X45

フッ素 9柱の転倒

4B 前橋市西南西東北東 12.5 45 2 ラチス柱口-100X40 300 農PO(0.15) 2垂木の曲がり

4C 富士見町 東一西 5.9 36 2.1 口-100X50口-50X50 300 農PO(0.15) 5柱の転倒(間口方向)

ガラス室

5A 藤岡市 南一北 6.4 32 2.5 口-75X75 口-60X45 300 ガラス 5 柱の転倒(関口方向)，ラチス梁の破断

5B 前橋市南南西一北北東 5.4 54 4.2 H-150X75 H-150X75 300 ガラス 6 柱の転倒(間口方向)，ラチス梁の破断

5C 藤岡市 東一西 6.4 50 2.4 H-75X40 *5 300 ガラス 16柱の転倒(桁行方向)

果樹用ハウス

6A 南アルプス市 東一西 3.4 35 4.2 it48.6 it22.2 390 ネット 3柱の座屈(間口方向)，屋根の陥波

6B 南アルプス市 東一西 5.5 27 4.3 it48.6 
it48.6 

300 農PO(0.1) 5柱の座居(間口方向)，屋根の陥没
it 22.2 

*1 記述を簡単にするために本文では8方位で述べているが表では16方位を記載

キ2 パイプハウスは軒の位置が不明瞭なので棟高を記載

*3 パイプハウスの柱間隔はアーチパイプ間隔を記載

叫 農PO(農業用ポリオレフィン系特殊フィルム)のカッコ内は厚さ (mm)

叫主骨材はなく垂木とガラスで屋根を支える構造(事例5Cの屋根)
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。
図1 調査した市町村およびアメダス観測所

.:調査した市町村， ム :アメダス観測所(調査した市町村

と異なる地点、には観測所名を記載)

であった。 表 2 に調査地点付近における 2 月 8 日 ~9 日，

および 2 月 14 日~ 15日の累積降水量を示す。2月8日

~9 日にも被災地点、の平均値を超える降雪を記録したが

2 月 14 日~ 15日の値の方がはるかに大きかった。雪の

密度は地域によって異なった(表 3)。前橋では， 2月9

日の積雪密度 0.080g/cm
3は一般的な新雪の値に該当す

るが，2月15日には降雪中でそれほど圧密が進行して

いないにもかかわらず 0.142g/cm
3であった。すなわち，

2月 15日に前橋で観測されたのは湿った重い雪であっ

たといえる。一方，甲府では 2月 15日の積雪の密度は

0.085 g/cm
3であり，むしろ 2月9日の 0.091g/cm

3よ

りも小さくなった。なお 2月15日は低気圧が関東地方

の沿岸を通過したため，関東地方や北日本で暴風となっ

たところがあった。被災時に強風が吹いていたとの生産

者の証言が多かった栃木県および群馬県における最大瞬

4束、

柱

川基礎

/ 

九一---_ . //往問縞
間口 μ 

j /ヌ

ド-~--._-_."...- . / //柱間隔
間口 元乞

(a) (b) (c) 

図2 温室各部の名称

(a)パイフ。ハウス;(b) 鉄骨争前強パイプハウス，果樹用ハウス;(c) アングルハウス，鉄骨ハウス，ガラス室

表2 累積降水量 (気象庁 (2014a) を元に作成)

地点
2月8日1:00 2月 14日1: 00 

~9 日 24: 00 ~ 15日7:00 ~ 15日8:00 ~ 15日9:00 ~ 15日10:00 

群馬県伊勢崎 23.0 76.0 86.0 97.0 107.5 

群馬県藤岡 27.5 84.0 90.0 97.0 102.0 

群馬県前橋 27.0 92.5 103.5 110.5 116.5 

群馬県桐生 29.0 68.5 79.5 84.0 97.0 

長野県原村 34.0 72.5 77.5 82.5 84.5 

山梨県富士川 54.5 112.0 117.0 121.5 122.0 

山梨県甲府 39.0 88.0 92.0 96.5 97.5 

栃木県小山 16.0 56.5 65.5 76.0 81.5 

栃木県栃木 17.0 47.0 54.5 61.0 66.5 

単位 (mm)

表3 積雪の密度(気象庁 (2014a) を元に作成)

2 月 8 日 ~9 日* 1 2 月 14 日~ 15日叫

地点 最深積雪 累積降水量 雪の密度 最深積雪 累積降水量 雪の密度

(cm) (mm) (g/cm3) (cm) (mm) (g/cm3) 

前橋 33 26.5 0.080 73 103.5 0.142 

甲府 43 39.0 0.091 114 96.5 0.085 

本 1 最深積雪を記録した時刻まで(前橋は2月9日1: 00，甲府は2月8日23・00)

川 向上(前橋は2月15日8:00，甲府は 2月15日9・00)
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間風速は，宇都宮で2月15日9:44に28.6m/sが，桐

生で同日 8:00過ぎに 21.6m/sが観測された(気象庁，

2014b;前橋地方気象台， 2014)。

2. パイプハウスの被災調査

1 )事例 1A(群馬県高崎市綿貫町)

2012年に建設された 6棟の南北棟単棟パイプハウス

である。隣棟間隔は約 120cmであった。最西端の棟を

除く全ての棟で屋根が M字型に陥没した(図 3)。棟

接合部は凸部が上方を向いたまま垂直に落下しており，

アーチパイプは桁行方向への回転や移動を示していな

かった。被覆材の外側には幅 60cmのばたつき防止用

ネットが 3.5m間隔で常時被覆されており，倒壊後も剥

離することなく残存していた。この事例では生産者によ

る積雪対策が 2点あった。1点、は巻き上げ換気用の直管

を降雪前に棟の位置に配置したこと，もう 1点は間口を

横断するように rt1.6 mmの番線を軒に設置したことで

ある。番線の取り付け箇所に専用の金具は使用されてお

らず，桁行直管に巻き付けた番線をねじることで固定し

ていた。番線はアーチパイプ5スパンごとに設置されて

いたが，大部分が引張破断することなく，軒への取り付

け部が緩むことで脱落していた。被災した 2月15日の

朝は，北西の強風が吹いていたとのことである。

図3 パイプハウス屋根のM字型の陥没

(除荷後に浮き上がった状態)

2)事例 1B (群馬県高崎市新保町)

事例1Aと同じ設計のパイプハウスが 8棟建設されて

いた。建設されたのは 2011年で，事例1Aの前年である。

事例1Aは屋根が陥没したが 事例1Bは被害を受けな

かった。隣棟間隔は，作業スペースとして広く取られた

団地中央を除いて，約 100cmであった。屋根上にはネッ

ト類の被覆は施されていなかった。雪は屋根上に堆積す

ることなく，概ね隣棟間に滑落したことが目撃されてい

る。滑落した雪は軒近傍まで堆積した。

3) 事例 1C (群馬県伊勢崎市境下湖名)

2009年に建設された南北棟の 2連棟パイプハウスの

屋根が陥没した。ただし，谷側(隣棟との連結部)とそ

の反対側のアーチパイプで被災形状が異なった。谷側の

アーチパイプは谷樋の近傍で完全に折損し，塑性変形を

示した(図 4)。それに対して，谷の反対側のアーチパ

イプは大きく湾曲しており塑性ヒンジはなかった。

図4 谷の両側に集中したアーチパイプの塑性変形 :谷の反

対側のアーチパイプは大きく湾曲しただけであった

4)事例 1D (群馬県みどり市笠懸町阿左美)

南東 北西棟の 2連棟パイプハウスの屋根が陥没し

た。この事例では南西側から 2連棟パイプハウスが 3棟，

志郎、て単棟パイプハウスが 1棟建設されていたが， 1棟

日と 2棟目の北東側の棟の屋根面のみ陥没していた。屋

根の陥没は，事例 1Cと同様に谷側のアーチパイプのみ

塑性ヒンジが生じていた。2月 15日は強い西風が吹い

ていたとのことである。なお事例1Dは，2013年 9月

16日の竜巻で倒壊したパイプハウスを撤去した跡地に

建設された，築 1年未満のパイプハウスである。

5 )事例 1E (長野県原村中新田)

南北棟の2連棟パイプハウスが3棟建設されていたが，

中央の 2連棟を除いて倒壊した。西側の 2連棟は撤去が

完了していたため，東側の 2連棟のみ調査した。この事

例では 2 月 8 日 ~9 日の降雪の残雪が軒近傍の高さまで

隣棟聞に残存したまま， 2月 14日の降雪を迎えたとの

ことである。棟の位置に 5.3m間隔で外径 48.6mmの

中柱を設置し，軒の位置には間口を横断するように rt6 

mmのワイヤを取り付けていたが，中柱およびパイプハ

ウス側面は東(間口方向)に向かつて中央の棟から離れ

るように転倒した。

3.鉄骨補強パイプハウス

1)事例 2A(群馬県高崎市木部町)

東西棟の 4連棟鉄骨補強パイフ。ハウスの柱が転倒し

た。この温室を賃借中の生産者は年齢が若く，建設時

(1978年)や賃借前の温室使用休止時の状態は把握して

いなかった。柱梁接合部はボルトによって梁が吊り下げ

られているかなり特異な形状であるが，建設時の仕様か

否かは不明である。生産者は 2月15日6:30頃に融雪

を目的として暖房機を作動させ移動式カーテンを一部開
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放したが，その際に大部分の柱が西側(桁行方向)に傾

斜しているのを発見した。傾斜角度がわずかであったた

め，生産者を含む数名で，人力によって柱を垂直の状態

に戻した。柱材自体に顕著な変形はみられなかった。続

いて屋根の上で雪下ろしも行ったが，体があおられるほ

ど強風が吹いていたとのことである。

2)事例 28(群馬県高崎市木部町)

事例 2Aと同じ団地内に建設されていた，ほぼ同構造

の8連棟鉄骨補強パイプハウスが全壊した。全ての柱が

桁行方向に転倒した他屋根の陥没も生じていた。事

例 2Aと異なるのは建設時の設計に基づいて軒が 1m程

度高かったことである。建設後 35年以上経過していた

こともあり柱基礎および柱梁接合部は腐食が著しく，基

礎のコンクリートに固定された柱基礎接合用の角形鋼

管 (45x 45 mm)の多くが 900 近くまで曲がっていた。

一方，基礎の転倒はほとんどなかった。被災時には設定

室温 8
0

Cで暖房し，温室側面は気泡緩衝材で断熱してい

たが，移動式カーテンは閉めたままであった。生産者に

よると 2月 15日の朝方に雪が雨に変化した前後に温室

の中央付近が陥没し，その南側の棟がヲ|っ張られるよう

に車三倒したとのことである。

3)事例 2C(群馬県藤岡市小林)

2008年に建設された南西 北東棟の 7連棟鉄骨補強

パイフ。ハウスの柱が桁行方向(北東方向)へ転倒した。

谷樋は北東方向に勾配をつけて排水していた。この温室

では設定室温 10
0Cで2月15日0:00頃から暖房機を継

続運転していたが，8: 00頃に被災した。外径 22.2mm 

のアーチパイプで構成される屋根は比較的原形を保って

いた。柱材の角形鋼管 (50x 50 mm) は基礎に固定さ

れた接合用角形鋼管 (45x 45 mm) に1本のボルトで

接合されていたが，接合用角形鋼管が完全に折れ曲がっ

ていた(図 5)。また，柱梁接合部の金具も大きく変形

した。

4)事例 20 (群馬県前橋市市之関町)

1978年頃に建設された南東一北西棟の 9連棟鉄骨補

強ノfイプノ、ウスの柱が転倒した。2月15日7・30頃，

図5 柱基礎接合部材の折れ曲がり:接合用角形鋼管が折れ

曲がり柱はほぼ水平になるまで転倒していた

雪がみぞれに変化したのと同時刻帯に被災した。前日の

気象予報が 30cm程度の積雪深を伝えていたため，生

産者は設定室温 14
0

Cで暖房機を作動させていたものの

カーテンを開放しなかったとのことである。被災時には，

5秒程度の破壊音とともに温室全体の柱が北東側(間口

方向)に転倒した。この事例の大きな特徴は，桁行方向

および間口方向の筋交が設置されていなかったことと，

柱梁接合部が 1本のボルトのみで柱に固定されていた

(図 6) ことである。この事例の南西側に同構造の 7連

棟鉄骨補強パイプハウスが隣接して建設されていたが，

この温室も 2月15日の 7:00頃に被災した。被災時に

は空気の抜ける音が聞こえたとのことである。

図6 1本のボルトで固定された柱梁接合部 接合用ボルト

の箇所で柱と陸梁は大きな変形を示すことなく回転し

ていた

5)事例 2E，2F (群馬県高崎市吉井町)

隣接して建設された， 10連棟および9連棟の南北棟

鉄骨補強パイプハウスの柱が 2月15日9:00頃，北側

に向かつて転倒した。屋根のアーチパイプ(外径 22.2

mm) は比較的被災前の形状をとどめていた。桁行方向

の筋交は設置されていなかった。柱梁接合部の接合金具

が大きく変形していた。基礎の長さは 50cmで，埋設

深は 35cm程度であった。2004年に温室を建設する際，

敷地は 15cm程度の盛土によって整地された。基礎は

柱とともに転倒した。

6)事例 2G(栃木県栃木市岩舟)

1994年に建設されたブドウ栽培用 7連棟の南北棟鉄

骨補強パイプハウスの柱が間口方向に転倒した。この事

例は当初，既存のブドウ棚を覆うように鉄骨補強パイプ

ハウスが建設された。その後 生産者自身によるブドウ

棚支柱の撤去とハウス両側面の改築を経て，ブドウ誘因

用ワイヤを温室構造に直接固定する仕様に変更された。

柱梁接合部は L型金具(かね折り金具)に梁を載せる

形式を，改築箇所の接合部では自在クランプを適用する

ことによって柱梁接合角度を自由に変化させ，緩斜面に

対応していた。被災後， L型金具は完全に折れ曲がって

いた。桁行方向の筋突は設置されていなかった。
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7)事例 2H(群馬県伊勢崎市境伊与久)

暖房機制御用タイマーが停止した 2月15日7:38に，

南北棟の 10連棟鉄骨補強パイプ。ハウスの柱が桁行方向

(南側)に転倒した。被災時には設定室温 16
0Cで暖房

し，カーテン中央部を 10cm程度開放していた。谷樋

は南に勾配をつけていた。柱基礎接合部は，基礎に固定

された接合用角形鋼管が曲がっていた。また，柱梁接合

部では接合金具が変形していた。柱材は梁が連結してい

る箇所で接合ボルトの柱材への陥没や柱の変形等が生じ

ていた。桁行方向の筋交は設置されていなかった。事例

2Hの北側にほぼ同じ構造の 4連棟および 8連棟の鉄骨

補強パイプハウスが隣接していたが被災しなかった。事

例 2Hとの構造の差異は 細霧冷房機器設置を目的とし

た柱の増築である。妻近傍に増築された柱と温室の梁を

連結するように水平の方杖が新たに設置されていた。

8 )事例 21 (群馬県前橋市泉沢町)

南北棟の 8連棟鉄骨補強パイフ。ハウスの柱が間口方向

に転倒した。柱下端には 150x 75 mmのベースプレー

ト(厚さ 3mm) が溶接されており，基礎と柱はベース

プレートに通した 2本のアンカーボルトで接合されてい

た。柱基礎接合部の回転に伴ってベースプレートに設

けられたボルト穴はナットの寸法(対角距離)以上に拡

張しており，ナットがボルトに固定されたままベースプ

レートが基礎から外れていた(図 7)。生産者は設定室

温 20
0Cの暖房と50cm幅のカーテン開放によって屋根

上の雪を滑落させることに成功したため， 2月15日2:

30頃にカーテンを閉めた。 しかしカーテン閉鎖後も降

雪が継続し，遅くとも 6:30には被災したとのことであ

る。被災当時の積雪深は目測で 70cm程度であった。

図7 柱ベースプレートの変形:右側のベースプレートに設

けたボルト穴が拡張しアンカーボルトにナットが固定

されたままベースプレートが基礎から外れた

9) 事例 2J，2K (群馬県みどり市笠懸町鹿)

両事例は同じ生産者の所有で，同一敷地内に建設され

ていた。事例 2Jはほとんどの基礎が 30-50 cm程度沈

下した。聞き取り調査によると，最初に基礎の不同沈下

が生じた結果，谷樋が変形した。その変形箇所から融雪

水が越流して基礎周辺が浸水し， さらに基礎の沈下が進

行したとのことである。一方 1998年に建設された事例

2Kでは基礎の沈下がみられなかった。地盤は事例 2Jと

同様にかなり緩く，谷樋から落下した結露水によって地

表面が数 cmの深さまで、小さな井戸のように穿たれてい

た。

10)事例 2L (栃木県栃木市大宮)

南西 北東棟の 8連棟である事例 2Lは，日本施設園

芸協会によって低コスト耐候性ハウスと位置付けられて

いる種類の温室であり，鉄骨補強パイフ。ハウスと鉄骨

ハウスの中間的な仕様である。この事例は 2011年に建

設された。谷樋は両勾配であり，谷に集められた雨水は

南西および北東に流下する。敷地は東側半分が盛土，西

側が切土によって整地されていた。この事例は強風対

策を重視した低コスト耐候性ハウスであり，支持部は

スクリュー型杭基礎を使用していた。2月15日に，温

室敷地の盛土側に位置するスクリュー型杭基礎が 20-

30cm程度沈下した。生産者によると， 2月 14日はヒー

トポンプによって室温を 13- 14
0Cに維持し，融雪のた

めにカーテンを開放していた。融雪は妻面近傍では堅調

であったが，妻面から離れた中央部で、は雪が残った。翌

日日 6:00には谷樋から越流した水によって環境制御

用コンピュータが停止した。その後も地表面の浸水が著

しく，長靴着用でなければ歩けないほどであった。基礎

の沈下は 7:00頃に開始し 9: 00頃に概ね終了した。

谷部では樋とフィルムをスプリング状の留め具で固定し

ていた。今回の降雪時だけではなく，夏の夕立時にも谷

樋からの越流水が発生していたようである。

11 )事例 2M (群馬県高崎市木部町)

事例 2A， 2Bと同一団地内にあって，柱の転倒や基礎

の沈下等の顕著な被害を受けなかった 5連棟鉄骨補強

パイプハウスである。建設は団地内の他の温室と同時期

の 1978年である。2月 15日の朝，当初閉めていたカー

テンを，雪が雨に変化した際に一部開放した。暖房の設

定室温は 10
0Cであった。屋根上の積雪は谷部に集中し，

棟付近では 30cm程度の幅で温室内から空が見えていた

とのことである。側面は断熱用に気泡緩衝材が貼り付け

られていた。屋根に展張していている被覆材は谷でド余っ

ていたが，その余剰長さ分を切り落とさずに谷樋を覆う

ように維持展張していた。谷樋からの越流水の発生はみ

られなかった。柱梁接合部は柱に溶接された接合金具に

柱を添えて， 1本のボルトで固定しているだけであ った。

12) 事例 2N (群馬県みどり市宣懸町西鹿田)

2006年に建設された南北棟の 10連棟鉄骨補強パイプ

ノ、ゥスの柱が間口方向に転倒した。東から 2棟目の屋根

の陥没を契機に，その左右の棟が連鎖的に倒壊した。2

棟日の屋根の陥没形状は桁行方向に対して非対称であ

り，西側のアーチパイプが明瞭な塑性ヒンジを示して

いるのに対して，東側では大きく湾曲しているのみであ

る。これは 2連棟パイプハウスの屋根の陥没と同じ変形

である。生産者は被災時に温室内にいた。2月15日8:
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45頃にカーテンを開けて屋根上積雪の融解を試みたも

のの， 9: 30頃に最初の倒壊が始まった。破壊開始後数

分で，両端の棟を除く全ての棟において柱が連鎖的に転

倒した。

4. アングルハウス

1 )事例 3A (栃木県小山市小宅)

1985年に建設された南北棟の 6連棟アングルハウス

の柱が座屈した。被災状況は柱および垂木として使用さ

れているアングル (L-40x 40 mm) の変形である。聞

き取り調査によると，被災は 2月15日の 6:00から 7:

00の聞に生じた。被災時には設定室温 8
0

Cで暖房して

いた。屋根の中央部にはつなぎ梁および束が設置されて

おり，屋根が落下した箇所でも棟近傍は概ね原形を保っ

ていた。アングルは，谷樋下における柱と垂木の分岐部

(図 8) およびつなぎ梁が接合されている箇所において

大きく変形していた。柱と垂木の分岐部は接合用の金具

で固定されていたが，自由な位置調整が可能な角丸長方

形のボルト穴であった。アングjレは腐食が進んで、おり，

つなぎ梁接合部ではボルト穴から破断していた。30cm 

高さの畝の中に埋設された基礎(高さ 45cm)の沈下や

転倒はほとんどなかった。なお この事例の西側にはほ

ぼ同構造で全く被災しなかった 5連棟アングルハウスが

隣接している。構造上の犬きな違いは，5連棟ハウスで

は 12.5m間隔で陸梁が設置されていたことである。

図8 アングルハウスの谷の接合部:柱と垂木は 1本の連続

したアングルであったが谷樋下の左右の分岐部で塑性

変形を生じていた

2) 事例 38(栃木県栃木市伯仲)

南北棟の 7連棟アングルハウスの柱が座屈した。1996

年に建設された当時の軒高は 2.4mであったが，アング

ル (L-50x 50 mm) の追加によって 90cmかさ上げし

た。柱の座屈は追加されたアングルではなく，本来の柱

である 2本の抱き合わせアングル (L-40X 40 mm) に

おいて生じていた。また，基礎に固定された接合用アン

グルにも変形がみられた。柱の座屈によって，屋根は間

口方向(西側)に向かつて落下していた。生産者は通常

であれば 17:00頃にカーテンを閉めるが， 2月14日は

融雪目的で 23: 00までカーテンを開放していた。暖房

機の設定室温は 7
0

Cであった。その後，雪から雨に変化

するとした気象予報に従い またすでに谷から越流して

いた融雪水による作物の品質低下も懸念し， 23・00に

カーテンを閉めて栽培空間の暖房に専念したとのことで

ある。温室の倒壊は，翌日日 6:30から 7:00の聞に

発生した。被災直前には，谷部に 30cm程度の積雪があっ

た。被災時には立っていられないほどの北風が吹いてい

たとのことである。

3)事例 3C(栃木県小山市飯塚)

1989年に建設された南北棟の 6連棟鉄骨併用アング

ルハウスの，北側の柱が転倒した。垂木は事例 3A，3B 

と同等のアングルを使用していたが，柱はアンクールで、は

なく角形鋼管 (100X 100 mm) であった。間口は 6m，

柱スパンは 5mであり 他の事例に比べて柱の本数は

少ない。また陸梁は設置されておらず，間口方向の補強

部材は屋根部のつなぎ梁のみであった。支持部は，高さ

55cmの基礎が40cm程度の高さの畝に埋設されていた。

柱基礎接合部に大きな破壊は生じず，基礎は畝の中で転

倒していた(図的 。棟近傍は比較的原形を保っていたが，

柱の転倒に伴い垂木のアングルは著しく変形していた。

図9 畝の中で転倒した基礎:柱基礎接合部はほとんど破壊

されていなかった

5.鉄骨ハウス

1 )事例 4A(群馬県前橋市富士見町)

南西一北東棟の鉄骨ハウスの柱が桁行方向(南西方

向)に転倒した。変則的な 9連棟で， 1978年頃に建設

した 5連棟(間口 9m) と その数年後に建設した 3連

棟(間口 8m) を，間口 4mの作業棟で連結している。

いずれの棟も，柱基礎接合部の破壊によって柱が転倒し

た。軒より上の構造は比較的被害が軽微で、，屋根はその

ままの形状で地表面に落下していた。柱基礎接合部は古

P5連棟ではコンクリートに固定された接合用アングル

(L-40 X 40 mm) ，新しい 3連棟では H形鋼 (H-115X 

60mm) のベースプレートによる接合であった。接合用

アングルの変形および腐食の進んだベースプレートの破
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断もしくは変形によって接合部が破壊された。すべて

の柱の列において，桁行方向の筋交は妻面から 2番目の

スパンに設置されていた。しかし，筋交を柱に固定して

いため 10mmのボルトはせん断破壊を生じたため，筋

交は落下した。聞き取り調査によると，設定室温 14
0

C

で暖房していたが，カーテンは閉めたままであった。2

月14日は 7: 00頃から降雪が始まり， 20: 00頃には 20

cm程度の積雪となった。生産者の経験によると，例年，

40 cm程度の積雪まで構造上の問題はなかったとのこと

である。雪が雨に変化したのは翌日日の 9:00頃で，

温室が被災したのは 10:00頃であった。

2 )事例 48 (群馬県前橋市上佐鳥町)

約 40年前に建設された 東西棟で間口 12.5mの2連

棟鉄骨ハウスの屋根が落下した(図 10)0 2本の角形鋼

管 (40x 40 mm)で構成されるラチス柱には顕著な被

災はみられなかった。垂木は角形鋼管 (100X 40 mm) 

に4つのアングル (L-30X 30 mm) を溶接した特殊な

形状であったが，アングルの補強は谷近傍に限られてい

た。アングルで補強されていない箇所に屋根を補強する

筋交が取り付けられていたが，その取り付け部近傍で垂

木の変形が生じていた。屋根の落下に伴い，柱と垂木の

接合部で，柱に溶接されていた接合金具が引き剥されて

いた。間口方向の梁は設置されていなかった。

図10 鉄骨ハウスの屋根の落下 :谷近傍と屋根中央部にお

いて垂木が塑性変形し屋根が地面に落下した

3 )事例 4C (長野県富士見町)

約 20年前に建設された 東西棟の 5連棟丸屋根型鉄

骨ハウスの柱が間口方向に転倒した。柱基礎接合部は基

礎コンクリートが破断していた(図 11)。基礎上端は柱

のベースプレートと同じ寸法 (15X 15 cm) であり，ア

ンカーボルトの間隔は約 11cmであるため，o 11 mm 

のアンカーボルトのコンクリ ート かぶり厚さは 15mm 

程度であった。基礎コンクリート内部に配筋は施されて

いなかった。垂木は谷の接合部およびつなぎ梁の接合

部において著しく変形していた。陸梁は設置されていな

かった。

図11 コンクリー 卜基礎の破嬢 アンカーボルト が露出し

柱が転倒していた

6.ガラス室

1 )事例 5A (群馬県藤岡市白石)

1978年に建設された，南北棟の5連棟ガラス室の柱 (75

X 75 mmの角形鋼管)の転倒および屋根の落下が生じ

た。柱基礎接合部ではめ 9mmのアンカーボルトが破断

し，柱が基礎から完全に脱落した。屋根の落下は，ラチ

ス梁の下弦材の破断によって生じていた。ラチス梁の破

断箇所は，中柱のない谷部の直下である。聞き取り調査

によると，被災が生じたのは 2月 15日7:00頃である。

桁行方向の筋交は作業の邪魔になるとのことで，降雪時

には撤去されていた。桁行方向の柱の転倒は顕著ではな

かった。

2)事例 58(群馬県前橋市金丸町)

2000年に建設された南北棟の 6連棟フェンロ型ガラ

ス室の柱が間口方向に転倒した。事例 5Aと同じく，ラ

チス梁の下弦材の破断によって屋根が落下した。ラチス

梁の破断箇所は，中柱が設置されていない谷部の直下で

ある。聞き取り調査によると 被災は 2月 15日9:00 

頃で， 90cm程度の積雪があったとのことである。

3) 事例 5C (群馬県藤岡市下戸塚)

東西棟の 16連棟ガラス室が桁行方向(東側)に転倒

した。H形鋼を使用した柱材に変形はなかった。支持部

はコンクリートブロックを並べて布基礎状にしていた。

柱基礎接合部は布基礎に固定された厚さ 3mmの鉄板に

1本のボルトで固定されていた(図 12)。全ての屋根が

落下したが，屋根形状は比較的原形を保っていた。妻面

から 2番目のスパンには桁行方向の筋交が設置されてい

た。

7.果樹用ハウス

1 )事例 6A (山梨県南アルプス市在家塚北)

東西棟で軒高 4.2mの3連棟果樹用ハウスの屋根が陥

没した(図 13)。屋根には全面に防鳥ネッ トが被覆され

ており，降雪が終了した 2月27日から 12日が経過した

調査時においても，防鳥ネッ トの上に多量の積雪が残存

していた。屋根の陥浸および落下に伴って柱の座屈およ
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図 12 H銅の柱と基礎を抜合する金具 :柱は 1本のボルト
で金具に接合されていた

び柱基礎接合部の破壊が生じていた。いずれも間口方向

の転倒であり，桁行方向への移動はなかった。腐食が

著しく進行した一部の柱基礎接合部は破断していた。屋

根の落下に伴って，樹木も枝の割裂や幹の転倒を生じて

いた。この事例の周辺には屋根に巻き上げ換気設備が設

置された同構造の果樹用ハウスが複数棟建設されていた

が，いずれも被害を受けていなかった。

図 13 果樹用ハウスの屋根の陥没屋根にはネットが被覆
されていた

2)事例 68(山梨県南アルプス市上八田)

5連棟の東西棟果樹用ハウスについて，屋根の陥没お

よび柱の座屈が生じていた。柱の座屈に伴い谷樋は完全

に横転していた。事例 6Aと同様に桁行方向への柱の転

倒はみられなかった。屋根にネット類は展張されていな

かったが，被覆材の上に多量の積雪が残留していた。屋

根の巻き上げ換気は手動スイッチによる電動開閉式で

あった。

考察

1 .積雪荷重の緩和阻害

単棟の温室は連棟型よりも屋根上の雪を滑落によって

除去しやすいため，多雪地域においても普及している。

ところが単棟にもかかわらず屋根が陥没する被害は従来

からあった。その理由は雪の滑落を阻害する要因の存在

である。屋根が M字型に陥浸した単棟パイフ。ハウス事

例1Aの場合は，滑雪阻害要因はフィルムの上から展張

されたばたつき防止用ネットである。園芸用施設安全構

造基準では屋根勾配ごとに積雪荷重の低減係数を定めて

いる。積雪荷重低減の対象となる被覆材はガラス，硬質

プラスチックフィルムの他，室内で栽培中の温室にたる

み無く展張された軟質プラスチックフィルムである。い

ずれも被覆材表面で雪が滑ることが前提となっている。

屋根上のネットは雪が滑落して荷重が除去されることを

阻害してしまう 。防鳥ネ ットが被覆されていた果樹用

ハウス事例 6Aも同様であり 巻き上げ換気による落雪

が可能で、被災しなかった周辺の類似施設と対照的であっ

た。

連棟型については，谷に残留する積雪荷重が構造上の

最大の課題である。2連棟パイフ。ハウス事例 1Cおよび

1Dでは谷に集中した積雪荷重によってアーチパイプの

左右非対称な変形を示している。鉄骨補強パイフ。ハウス

事例 2Nおよび、鉄骨ハウス事例 4Bも谷における積雪荷

重によって谷近傍の屋根が変形した。連棟温室の場合は

滑雪以上に融雪が重要である。融雪は積雪後に実施しで

も効果は限定的であり，降雪初期から行わなければなら

ない。多雪地域の連棟温室のために，例えば古野ら (2003)

は屋根裏に設置した温風ダクトによって最大で 1時間当

たり 15.6N/m2 (1.6 kgf/m2
) の融雪が可能なシステム

を開発したが，多雪地域外では過剰投資となるため導入

はいささか困難である。その場合は暖房機の運転と移動

式カーテンの開放による融雪が必須で、ある。暖房機が設

置されていない場合は巻き上げ換気による開口部を使

い，積雪を室内に落下させることも検討すべきである。

果樹用ハウス事例 6Bの巻き上げ装置は電動であったが

開閉スイッチは手動であったため，生産者が現地に滞在

しなければ降雪時の巻き上げが不可能である。他の多く

の事例でも，道路の積雪によって生産者が温室までたど

り着けなかった。

2月8日-9日の降雪では被害を受けなかったことに

よって， 2月 14日の降雪に対する事前対策が不徹底と

なった可能性も否めない。気象予報士の分析結果である

予報値を正確に理解する他 気象庁が 1時間ごとに更新

しているアメダスデータ等の一次情報(生データ)も融

雪開始および中止の判断に活用すべきである。また生産

者の長年の経験によって把握している地域特有の気象特

性も考慮して，降雪対策を早めに開始することが肝要で

ある。また雪が雨に変化することで積雪荷重が増加しな

いことを期待した証言もあった。しかし積雪後に雪が雨

に変化したとしても雨は積雪に吸収されるため，屋根上

の荷重は増加し続ける可能性がある。2月 15日の気温

上昇も積雪荷重の緩和に貢献しなかった。また群馬では

2月9日と 15日で雪の密度が大きく異なった。降雪対

策は積雪深ではなく降水量(重量)を判断指標としなけ
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ればならない。

隣棟間隔は滑落した雪の側圧による破壊に関係する。

パイプハウス事例 1Bでは隣棟聞に軒近傍まで滑落した

雪が堆積したが，骨組に顕著な変形はみられなかった。

しかし屋根上の積雪荷重ほどではないにしても，滑落し

た雪による側圧でもパイプハウスは被災する。強風対策

上も隣棟間隔を大きくした方が効果的である (Moriyama

et al.， 2010) ため，隣棟との距離は可能な限り離したい。

日本施設園芸協会 (1974)は，屋根面から滑落して隣棟

聞に堆積した雪が軒高を越えないことを条件とした次の

式を提案している。

d 
ミー~l2 (1) 

1 ~ (h -d
s
) 

ただし II:隣棟間隔， l2:温室の間口， h:温室の軒高，

ds:積雪深である。事例1A(間口 5.4m，軒高2.2m程度)

について，前橋で記録した積雪深73cmを式 (1)に適

用すると，望ましい隣棟間隔は2.68m以上となる。一方，

実際の隣棟間隔は1.2mであった。この場合，施設を安

全に維持するためには屋根上の雪を滑落させた上で2回

以上除雪する必要があった。

また残雪がある場合はパイプハウスに作用する荷重条

件が変化するため，隣棟間隔の重要性は増す。 2月8日

-9日に 34mmの降水を記録した長野県のパイプハウ

ス事例1Eでは 2月14日の降雪時に，隣棟聞に 2月8

日-9日の雪が残留していた。残雪の上から新たに積雪

が加わったため，事例 1Eは2連棟温室であったが荷重

条件上はいわば擬似的な 6連棟となり，屋根上の積雪荷

重が間口からみて左右の積雪形状が異なる偏荷重と化し

た。中柱および間口方向のワイヤを設置していたが，い

ずれも垂直方向の荷重に対して有効な補強である。中柱

は回転がない圧縮材として，ワイヤは軒が外側に聞こう

とする場合の引張材としてのみ効果を発揮する。この

事例では隣接する 2連棟側からの荷重によって偏荷重と

なったことから骨組に水平方向の力が作用してしまい，

いずれの部材も骨組構造の補強に貢献できなかった。

荷重条件に対する強風の影響も散見された。パイプハ

ウス事例1Aでは最も風上の棟が被災を免れている。パ

イプハウス事例1Dおよび鉄骨補強パイフ。ハウス事例

2Nでは谷の風下にあたる棟の屋根が専ら陥、没した。い

ずれも強風によって屋根上の積雪が風下側に吹き寄せら

れたことが考えられる。屋根上の積雪は，特定の個所に

集中した時や棟に対する左右のバランスが崩れた時に構

造を破壊しやすいため (Moriyamaet al.， 2008)，強風時

には降雪量が小さくても注意が必要で、ある。

2.斜材の不足による柱の転倒

事例 2Dをはじめとして，鉄骨補強パイプハウスの多

くの事例で桁行方向の筋突が取り付けられていなかっ

た。元々筋交が不足した設計の事例もあったであろう

が，室内におけるトラクタ作業の支障となるため撤去さ

れた事例も多かった。斜材が存在しない架構に対して柱

を転倒させる方向に力が加わった場合，過大な曲げモー

メントが柱梁接合部および柱基礎接合部に作用する。筋

交がない構造は，積雪荷重のみならず風圧力に対しでも

きわめて脆弱である。筋交の存在が日常の営農に不都合

であれば，一部の筋交を迅速な着脱が可能なものに置換

することも検討の価値がある。例えば強風や降雪が予想

される気象条件の際に事前に筋交を短時間で確実に再設

置できるよう，筋交用部材の取り付けおよび撤去が容易

な新しい接合金具を開発することが有効である。鉄骨補

強パイプハウス事例2Aは柱の傾きを発見した生産者ら

によって人力で垂直状態に復元されたが，これは極めて

幸運な事例である。柱の傾斜角。によって変換される

積雪荷重Fの水平方向成分はF(1-cose) であり，。が

小さければ限りなく Oに近い。すなわち転倒が小さけれ

ば水平荷重も比較的小さいので，必要最小限の筋交で充

分に骨組を補強することが可能で、ある。以上の議論は固

定荷重をはじめとする，気象条件によらない全ての荷重

を常に支えることのできる構造体が前提であるのは言う

までもない。

桁行方向に柱が転倒した鉄骨補強パイプハウス事例

2Hと異なり，事例 2Hに隣接する方杖を追加した鉄骨

補強パイプハウスは被災を免れた。筋交と異なり，方杖

は内部空間や移動空間を大幅に狭めることなく設置でき

る補強部材である。鉄骨補強パイプ。ハウスでありながら

周辺の類似施設よりも軒高が 1mほど高かった鉄骨補

強パイプハウス事例 2B等，接合部に作用する曲げモー

メントが増加する温室には積極的に方杖を追加すること

が有効な補強となる。ただし新たな柱材の追加によって

軒高を増したアングルハウス事例 3Bの場合は方杖を取

り付けた箇所のアングルが充分な曲げ強度を有しない可

能性があるため注意が必要で、ある。

パイプハウスの補強としては，事例1Aの番線は取り

付け方法が的確で、あれば有効である。ただし，今回は降

雪時に北西の強風が吹いていたため，屋根上の積雪荷重

は偏荷重となっていた可能性が高い。両側の軒を 1本の

引張材で連結する方法は，偏荷重に対してはあまり有効

ではない。軒と反対側の屋根(棟高の 63-70%の位置)

を連結する番線を X型に組み合わせる(図 14) と，地

盤条件や荷重条件によって異なるが最大で3倍程度の強

度増加が見込まれる (Moriyamaet al.， 2008)。

様高の
63-70% 

G.L. 

図14 間口横断方向の番線設置例 (Moriyamaet al.， 2008) : 
軟弱地盤においても最大で3倍程度の耐雪強度増加
が見込まれる
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3. 接合部の強度不足

今回の調査の限りでは 骨組部材に顕著な変形がな

しミ場合は柱梁接合部および柱基礎接合部に破壊が集中し

た事例が多かった。柱梁接合部は厚さ数 mmの薄い鉄

板を接合金具として使用していることが多く，接合金具

の変形もしくはボルト穴の破断が生じていた。また，ボ

ルトがせん断破壊を生じている事例もあった。また，ア

ングルハウス事例 3Aでは谷樋下の柱 垂木分岐部の金

具におけるボルト穴は位置調整が自由な角丸長方形で

あり，垂木の水平移動を抑制することができない仕様

であった。さらに鉄骨補強パイフ。ハウス事例 2Cおよび

2Dでは柱梁接合金具が 1本のボルトのみで柱に固定さ

れていた。鉄骨補強パイフ。ハウス事例 2Gは傾斜地に建

設されていたため， L型金具や自在クランプで接合部を

形成していた。いずれの固定方式も柱梁接合部における

回転抑制力はほとんどなく 架構の転倒に対して柱基礎

接合部のみで抵抗することになる。

事例 2Cをはじめとする 多くの鉄骨補強パイ プハウス

において，コンクリー卜独立基礎に設置された柱梁接合

用角形鋼管の変形によって荷重が基礎に伝達できていな

し当事例があった。斜材が設置されている事例で柱材に顕

著な変形がない場合は，筋交の増加もしくは柱基礎接合

部の強度増加を検討する。例えば現状では中空となって

いる接合用角形鋼管の内部にコンクリートを充填，固化

させることで接合部の曲げ剛性を増加することが考えら

れる。図 15に示す柱基礎接合用角形鋼管内部でコンク

リートが固化した場合，断面一次モーメントのつり合い

から (2) 式が求まる。

(ほ仕f士一d)レvい〆介2+刊哨6ω叫O

(ω 2幻) 

ただし L:角形鋼管管，の11幅t幅I癌富，d:角形鋼管の肉厚，y コ

ンクリート外縁から中立軸までの長さである。L= 45 
mm， d = 2.3 mmとすると y= 19.0 mmを得る。鉄の

降伏応力 σを235N/mm2 コンクリー卜の圧縮限界を

その 1/15とすると，乙の中立軸に対するコンクリート

換算の断面二次モーメン卜 Iは 1896702mm4となる。

この接合部の破壊はコンクリートの圧潰で決定されるた

め，接合部が許容できる曲げモーメント M は

Iσ 
M=~ (3) 

Y 

から 1567kN mmとなる。コンクリートを充填しない

場合は 1250kN mmであるため，理論上，曲げ耐力を

25%増加することができる。

鉄骨ハウスやガラス室では 柱基礎接合部がアング

ルや鉄板を用いている事例が散見された。例えばガラ

ス室事例 5Cでは H形鋼の柱を基礎コンク リー トに固定

した鉄板と 1本のボルトのみで固定する方式を採用して

いた。鉄骨ハウス事例 4Aでは基礎に固定したアングル

(L-40 x 40 mm)で柱 (C-70X 45 mm)を支えており ，

柱基礎接合部が極端に脆弱な構造であった。いずれも上

柱墓礎接合用角形鋼管 柱基礎援合照角形銀管

¥ 中空 ¥ コンクリート

L 

(a) (b) 

図15 内部にコンクリートを充填した柱基礎接合用角形鋼

管の断面寸法 (d:角形鋼管の肉厚， y:コンクリー

卜外縁から中立11illlまでの長さ， L:角形鋼管の111高)

(a)現状;(b) コンクリート充填によって改良

部構造の強度に見合った接合部に設計を変更する必要が

ある。ベースプレートによる基礎への接合についても，

ベースプレートの変形(事例 21および4A)，ボルト穴

の破断もしくは拡大(事例 21)によって基礎に力を伝

達できていない接合部があった。いずれもベースプレー

トの厚さ不足が原因である。

部材の腐食が著しい事例も多かった。鉄骨補強パイプ

ハウス事例 2Aおよび 2Bでは柱梁接合部が完全に腐食

しており，強度の大幅な低下が推測された。柱基礎接合

部においても，例えば鉄骨ハウス事例 4Aにおいて，柱

のベースプレートが腐食によって破断している例があっ

た。鉄骨'ハウス事例 5Aでは，アンカーボルトが引張破

断していた。アングルハウス事例 3Aでは柱材自体が著

しく腐食していた。いずれも錆止め剤の塗布など日常の

メンテナンスで被害を軽減することが可能で、ある。

4.骨組部材の変形および破壊

アングルハウス事例 3Aおよび 3Bでは 2本のアング

ルを抱き合わせた柱で座屈が生じた。近年ではアングル

よりも曲げ剛性の大きな角形鋼管が骨組部材として使用

されるようになった。すなわちアングルハウスは連棟温

室繁明期の設計である。アングルの座屈は，多くの角形

鋼管の柱が変形なく転倒したことと対照的である。事例

3Bでは柱材を追加して軒高を増加しており，アングル

の柱に過大な力が作用したことが推測される。基本的に

築年数の古い温室，もしくはアングルハウスのような古

p設計の温室では設計荷重を小さく見積もっている場合

が多い。そのような温室を経営する場合には，部材や接

合部の錆止め，斜材の追加，暖房機の運転による積極的

な融雪等，生産者による施設維持作業の重要度が増す。

ラチス梁が破壊されたガラス室事例 5Aおよび 5Bで

は，割れたガラスの散乱が復旧作業を妨げていた。陸梁

としてラチス梁を使用するガラス室の場合，ラチス梁中

央部は谷があるものの中柱は設置されていない。ラチス

梁の中央直上の谷部に積雪荷重が集中するため，ラチス

梁の下弦材には大きな引張力が発生する。そこはラチス

が溶接されている箇所でもあり，溶接によって母材の肉
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厚が減少していたことも破壊の原因のーっとして考えら

れる。

鉄骨併用アングルハウス事例 5Cでは間口方向の部材

は垂木とつなぎ梁のみであった。間口 6m，柱間隔 5m

であり，陸梁はなかった。比較的大きな営農空間の獲得

と引き換えに間口方向への柱の転倒に対する耐力を減少

させていた。鉄骨ハウス事例4Bも間口 12.5mで陸梁が

なく，谷近傍の垂木が折損していた。これらの温室では

陸梁および方杖の設置によって架構を補強する必要があ

る。

パイプハウス事例1Aでは生産者が巻き上げ換気用の

直管を棟部に設置して積雪荷重の増加に備えた。しかし

パイプハウスの被災は間口方向の部材，すなわちアーチ

パイプの細長比が大きなことが主たる原因である。従っ

て，例えば間口方向を横断する方向に設置されるワイ

ヤ等，アーチパイプの細長比を短くして変形を抑制する

補強であれば有効な積雪荷重対策となる。ところが事例

1Aで追加された巻き上げ換気用直管は桁行方向の部材

であるため，パイプハウスの積雪荷重対策としての貢献

はわずかであった。

5.支持部の破壊および地耐力不足

鉄骨ハウス事例4Cではコンクリート基礎が破断した。

柱のベースプレート寸法に対して基礎上端も同じ寸法で

あった。そのためアンカーボルトの配置が基礎の側面外

縁近くになってしまった。またコンクリート内部に鉄筋

がなかったこともあり，アンカーボルトによるコンク

リートの破断を抑制できなった。

基礎が転倒したアングルハウス事例 3Aおよび 3Cで

は，基礎の高さと同程度の畝に基礎を埋設していた。こ

の埋設方法では基礎の転倒に対する耐力はわずかであ

る。鉄骨補強パイプハウス事例 2Eおよび2Fは盛土さ

れた地盤に 35cmと浅い深さに埋設されていた。基礎

は畝や盛土ではなく圧密された固い地盤に埋設しなけれ

ば設計通りの性能を発揮できない。

鉄骨補強パイプハウス事例 2J，2Lは基礎が沈下した。

原因は谷樋からの越流水による地耐力の減少が考えられ

る。事例 2Jはコンクリート独立基礎の埋設，事例 2Lは

盛土に対するスクリュー型の杭基礎を設置しており，地

盤が飽和に近づいた際に耐力が大幅に減少したことが推

測できる。一方で、，事例 2Jと同一敷地内にあった事例

2K，および事例 2Mでは基礎の沈下はなかった。事例

2Mでは谷樋において余ったフィルムを多めに捨て張り

しており，谷樋からの融雪水の越流が全くなかったか，

もしくはわずかであった可能性が高い。そのため，不飽

和地盤が通常の地耐力を維持できた。勾配をつけて谷

樋の排水能力を向上させるのには限界がある。フィルム

の捨て張り，谷樋用のフィルムの追加，もしくはフィル

ム取り付け部から水が漏れない留め具の開発によって谷

樋の一時的な貯留能力を増すことも現実的な選択肢であ

る。
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まとめ

2014年2月の大雪によって被災した温室を調査し，

温室種類別に被災原因について考察した。その結果，積

雪荷重による温室の被災特徴を次のように整理した。

①屋根上積雪の滑落阻害要因のある温室は被災しやす

かった。被災した連棟温室では谷部の融雪が不充分な

事例が多かった。強風は積雪荷重分布を変化させ，一

部の補強構造を無効にする。気象予報の他，アメダス

データの活用も施設維持に重要である。

②斜材が不足する構造では柱梁および柱基礎接合部に過

大な曲げモーメントが生じて柱が転倒した。温室構造

の積雪荷重耐力と温室内作業のしやすさを両立させる

ために，着脱の容易な筋交取り付け部材を開発する必

要がある。方杖の活用も有効である。

①柱梁接合金具および柱基礎接合部材の厚さ不足や腐食

によって強度が低下することで，接合部における顕著

な破壊が生じた。 1本のボルトで柱に固定する梁の接

合方式もあり，接合部の回転に対する耐力がほとんど

ない事例もあった。コンクリート充填による接合用角

形鋼管の強度増加も選択肢の一つである。

④設計荷重が小さく見積もられている温室では骨組部材

の強度が過少なものがあった。また築年数が古いもの

では部材自体に著しい腐食が生じていた。日常のメン

テナンスにより部材強度を維持する必要がある。

⑤谷樋の越流水によって基礎周辺の地盤が飽和した。そ

の結果，コンクリート独立基礎やスクリュー型杭基礎

が沈下した。谷樋の排水能力ではなく一時的な貯留能

力を向上させるために谷樋を覆うフィルムの大きさや

留め具について検討を加える必要がある。
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Field Survey of Greenhouses Damaged by Heavy Snow in February 2014 

Hideki MoRlY品t1A， Limi OKU5H1MA and Masahisa ISHII 

National Institute for Rural Engineering， National Agriculture and Food Research Organization， Tsukuba 305-8609， ]apan 

Abstract 

In February 2014， numerous greenhouses were damaged by heavy snow in the Kanto長oδhinregion. We sur-

veyed pipe-framed greenhouses， reinforced pipe-framed greenhouses， angle-steel frame greenhouses， steel frame 

greenhouses， glass houses， and greenhouses for企uittrees in Gunma， Nagano， Yamanashi and Tochigi prefectures， 

and classified them by failure mode and cause of failure. For singl令 spangreenhouses， the covering net on the roof 

prevented snow sliding off. For multi-span greenhouses， snow load near valley gtほerdid not melt sufficiently causing 

collapse of the s仕ucture.Overflowing water from the gu抗erdecreased the bearing capacity of soil and settlement 

of foundations. Strong wind and unmelted snow of past snowfall affected the loading condition of snow on the roof. 

There were frequent failures of columns in greenhouses with insufficient bracing. For greenhouses without bracing， 

the connections between column and beam， and column and foundation were the major cause of failure. In the most 

fragile structure， the connection between column and beam was by only one bolt. 1n this structure， a large bending 

moment at the weak connection between column and foundation caused failure. In order to increase ilie strength of 

the greenhouse for snow load， we propose the development of a new attachment that can be easy to put on and take 

off temporary bracing of the structure before a storm. Also proposed are the modification of the connection between 

the column and foundation using concrete and the addition of the covering film at the valley gu仕er.

Keywords: February 2014， Kanto-Ko-Shin region， greenhouse's s廿uc伽re，snow load， meteorological disaster， failure mode 
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