
冬期における舗装体温度と路面温度の関係

川端　優一＊　藤本　明宏＊＊　徳永　ロベルト＊＊＊　高橋　尚人＊＊＊＊

１．はじめに

　冬期路面管理を適切に行う上では、気象情報、道路
テレメータデータおよび現況確認から、より正確な路
面状態および路面温度を把握することが重要となる
１）。しかしながら、道路テレメータは、舗装に埋設さ
れている温度センサで測定した温度（以下、舗装体温
度と記す）を表示するため、気象条件や道路雪氷状態
によっては舗装体温度と路面温度にかい離が生じる場
合がある。秋元ら２）は、一般国道５号（KP=273.6 ～
273.9）において、冬期の気象観測および舗装体温度鉛
直分布の測定を実施した。その結果、道路構造や気象
条件によっては深さ５mmと50mmの舗装体温度に大
きな差異があることを示し、正確な路面温度を測定す
るという観点から、温度センサの設置深度は浅いほど
望ましいことを報告した。
　このように、道路テレメータから得られる舗装体温
度は必ずしも路面温度と一致しないといった報告はあ
るものの、様々な雪氷性状を呈する冬期道路において、
両者の関係は十分に定量化されていない。
　そこで、苫小牧寒地試験道路において乾燥、湿潤、
氷膜及び圧雪状態を模した路面（以下、模擬路面と記
す）を対象に野外観測を実施した結果、冬期における
路面温度と舗装体温度の関係について知見を得たの
で、以下に報告する。

２．野外観測の概要

　野外観測は、2012年１月20日から2012年３月10日ま
での間の21日間にわたり、当研究所が保有する苫小牧
寒地試験道路で行った。試験道路は水平で平坦な密粒
度アスファルト舗装（13Ｆ）であり、舗装の構成は交通
量区分Ｎ４（表層厚３cm）である。本観測では、試験道
路上に氷膜、乾燥、圧雪および湿潤の４種の模擬路面
を作製し、舗装体温度および路面温度の測定を実施し
た。また、試験期間には気象観測を併せて実施した。
表－１に、野外観測条件を示す。
　気象観測は、写真－１に示すように試験道路の路側

帯に設置した気象ポール（高さ３ｍ）に、日射計、風速
計及び気温計を取り付けて行った。日射計及び風速計
は地上から高さ３ｍの位置に、気温計は地上から高さ
２ｍの位置にそれぞれ取り付けた。表－２に気象観測
および路面温度測定の概要を示す。

写真－１　観測機器設置状況

表－２　気象観測および路面温度測定の概要

表－１　野外観測条件

技術資料

24� 寒地土木研究所月報　№722　2013年７月



３．野外観測結果

３．１　気象観測

　図－１は、観測期間中の日射量と平均風速の経時変
化である。なお、気温の経時変化は図－２に示す。
　日射量の日最大値は、曇りであった１月22日及び２
月１日を除けば、概ね500 ～ 800Ｗ / ｍ2の間にあった。
平均風速は、日中に強くなる傾向が観られた。日最大
値は、大半が4.0ｍ /s 以下であったが、１月22日、２
月17日、２月21日は、6.0 ～ 8.0ｍ /s を観測した。気
温は、氷膜路面の観測期間中（１月22日）に、僅かに０
℃を上回ったが、それ以外は殆ど氷点下であった。乾
燥路面の観測（１月26日～１月28日、２月１日、２月
３日～２月４日）および圧雪路面の観測（２月17日、２
月19日）に、－20℃を下回るような厳しい冷え込みが
あった。湿潤路面の観測（３月９日～３月10日）では、
夜間に気温が氷点下になったことから、路面は凍結し
たと推測される。

　舗装体温度は、試験道路の外側線から２ｍ、路面か
ら５cmの深さに埋設された熱電対を用いて測定した。
氷膜、乾燥、圧雪および湿潤路面の温度は、路面から
50cmの高さに設置した放射温度計を用いて測定した。
なお、これらの観測データは、10分毎にデータロガー
に自動で記録された。
　以下に、模擬路面の作製方法について述べる。氷膜
路面は、2012年１月20日の午前中に散水を行い、気温
の低下を利用して自然に氷結させて作製した（写真－

２左）。氷膜厚さは0.8 ～ 1.0mmである。乾燥路面は、
2012年１月26日の午前中に路面清掃車および人力によ
り路面の清掃を行い、ゴミや水溜まり等が無いように
努めた。圧雪路面は、2012年２月16日の午前中にトラ
クタショベルにて雪を集積し、タイヤローラにて締め
固めて作製した。圧雪厚さは約10cm とした（写真－

２中）。湿潤路面は、2012年３月９日の午前中に人力
により散水を行い、作製した（写真－２右）。

写真－２　模擬路面作製状況（左：氷膜路面、中：圧雪路面、右：湿潤路面）

図－１　日射量と平均風速の経時変化
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図－２　舗装体温度（５cm 深）、路面温度および気温の経時変化

３．２　舗装体温度および路面温度測定

　図－２は、上段左から氷膜路面、乾燥路面、下段左
から圧雪路面、湿潤路面における舗装体温度（以下、
Tpと記す）および路面温度（以下、Trs と記す）の経時
変化を示す。すべての模擬路面において、Tpおよび
Trs は、日射と気温の影響を受けて、日中に Tp ＜
Trs、夜間にTp＞ Trs の傾向が示された。
　氷膜路面の測定（１月20日～１月22日）では、Trs は、
Tp より夜間に最大で４℃程度低い。しかし、日射量
の少ない１月22日は、日中のTpと Trs の上昇が小さ
く、両者の差はほとんどなかった。乾燥路面の測定（１
月26日～２月５日）では、Trs は日中に日最大値を示
した後に急激に低下し、Tpを下回った。夜間におけ
るTrs は、Tpより最大で６℃程度低い。圧雪路面の
測定（２月16日～２月22日）では、Trs は－20 ～０℃
の間で変動したのに対し、Tpは－10 ～０℃の間で変
動しており、気象の変化に対する反応はTrs と比較
してTpの方が明らかに鈍い。これは、圧雪層が断熱
材のような役割を果たし、舗装体温度の下降を抑制し
たためと推察される。湿潤路面の測定（３月９日～３
月10日）では、Trs は、Tpを日中に６～８℃程度上回
り、夜間に２～４℃程度下回った。
以上から、
（1）�日射量が小さいほど、日中のTpおよびTrs の上

昇が抑制された。
（2）�気温の低下が大きいほど、夜間のTpと Trs の差、

ΔT（Tp-Trs）が増大した。
（3）�Δ Tは、圧雪路面が最も大きかった。

　図－３は、夜間（日没から日の出まで）における４種
の模擬路面のTpとTrsの関係である。同図（a）に氷膜、
乾燥および湿潤路面の結果を、同図（b）に圧雪路面の
結果をそれぞれ示す。測定データは十分ではないもの
の、氷膜、乾燥および湿潤路面におけるTrs と Tpは
いずれも比例関係にあり、以下の式で表される。

　上記の関係式の決定係数Ｒ2は氷膜、乾燥および湿
潤路面でそれぞれ0.92、0.76および0.92であり、氷膜、
乾燥および湿潤路面ではTpと Trs の間に良好な相関
関係が認められる。一方、圧雪路面におけるTrs と
Tpの関係は、
　　　　�圧雪路面：Trs=1.11Tp －6.10
で表される。しかしながら、決定係数Ｒ2は0.35であり、
相関性は低い。
　図－４に、氷膜、乾燥、圧雪および湿潤路面におけ
るΔTを箱ひげ図で示す。箱の下端は、全測定デー
タの第１四分位（25％）を、上端は第３四分位（75％）を、
箱の中の水平線は、中央値（ΔT中央値）を示す。箱か
ら上下に延びるひげの上下端は、箱の高さの1.5倍以
内にある最大値あるいは最小値までの距離をそれぞれ
示す。最大値以上あるいは最小値以下は、外れ値とし
て、「○」で示す。
　ΔT中央値は、氷膜、乾燥、圧雪および湿潤路面
でそれぞれ1.5℃、3.8℃、8.3℃および1.8℃であり、圧

氷膜路面：Trs=1.18Tp －1.02
乾燥路面：Trs=0.99Tp －0.70
湿潤路面：Trs=1.19Tp －2.11
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(a)　氷膜路面、乾燥路面、湿潤路面 (b)　圧雪路面

図－３　舗装体温度（５cm 深）と路面温度の関係（夜間）

雪路面が他の模擬路面と比べて高い値を示した。箱の
高さ及びひげの長さも、圧雪路面が最も大きく、圧雪
路面のΔTが広く分布したことが判る。

４．まとめと今後の課題

　本研究では、冬期における舗装体温度と路面温度の
関係を調べるため、苫小牧寒地試験道路において、４
種の模擬路面を作製して野外観測を行った。限られた
期間・気象条件であったが、以下に観測の結果を列挙
する。
（1）�すべての模擬路面で、日中は路面温度が舗装体温

度より高くなり、夜間には路面温度が舗装体温度
より低くなる傾向がある。

（2）�日射量が少ない日は、日中の舗装体温度と路面温
度の上昇は小さく、両者の差も小さい。

（3）�日中と夜間の気温差が大きいほど、夜間の舗装体
温度と路面温度の差が大きくなる。

（4）�乾燥、湿潤、氷膜路面では、上記（1）・（3）の特徴
があり、舗装体温度と路面温度の間には良好な相
関関係がある。

（5）�圧雪路面では、気象の変化に伴う舗装体温度の変
化は路面温度の変化と比べて小さい。これは、圧
雪層が断熱材のような役割を果たし、舗装体温度
の下降を抑制したためと推察される。

　冬期路面管理、特に凍結防止剤等の散布を的確に行
うためには、路面状態を正確に把握する必要があり、
本観測の結果から、舗装体温度よりも路面温度を把握
することが重要といえる。道路テレメータでは舗装体
温度を測定しており、測定結果を冬期路面管理で活用

図－４　舗装体温度（５cm 深）と路面温度の差（ΔT）

する上で、路面温度に換算する方が望ましく、測定デ
ータの蓄積が望まれる。なお、圧雪路面では、舗装体
温度と路面温度の差が大きく、相関性も低い。
　本研究では、約10cm の圧雪層で測定を行ったが、
圧雪層が厚いほどその差が大きくなると考えられるこ
とから、道路テレメータの温度センサを路肩の堆雪ス
ペースに埋設しないなど、設置位置には留意が必要で
ある。また、温度センサで測定する舗装体温度と路面
温度の差について、その特徴を把握の上、冬期路面管
理作業を行うことが必要といえる。
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