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省エネルギー型ロードヒーティングの性能評価試験
Performance Evaluation Examination of Energy-Saving Road Heating Systems
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積雪寒冷地域においての交通安全確保のためには、冬期路面管理が重要な課題となっている。
ロードヒーティングは冬期路面対策として高性能な施設であるが、エネルギーの消費量が多いた
め適用箇所が限られる現状にある。
近年では、省エネルギー化を図るためにさまざまなヒーティングシステムが開発されており、
コスト縮減並びに環境保全への寄与を目指す働きが期待できる。しかし、北海道のような厳しい
気象条件における性能については未確認のものが多い。また、融雪についても当社比的なものが
多く、客観的な性能評価がされているとは言い難い。そこで、一般国道２
３
０号の中山峠において、
発熱制御方式及び、発熱材に改良を加えた省エネルギー型ロードヒーティングをそれぞれ施工し、
比較性能試験を行った。評価にあたっては、融雪効果とランニングコストについて総合的に評価
することをめざした。
≪キーワード：ロードヒーティング、省エネルギー、性能評価、冬期路面管理≫
In cold, snowy regions, winter road surface management is important toward securing traffic
safety. Road heating facilities are an advanced measure for winter road surface management ;
however, installation sites are limited due to the high consumption rate of non-renewable energy
resources.
In recent years, many energy-saving road-heating systems have been developed, and working
that aims at the cost reduction and contribution to environmental preservation. But their
performances have not been examined under the harsh weather conditions of regions such as
Hokkaido. Also, most snow-melting performance ratings of road heating systems are subjective.
To perform a comparative test, two kinds of energy-saving road heating systems were installed on
the Nakayama Pass section of National Highway ２３０：one with an improved heat-control method
and one with improved heat conductors. Comprehensive evaluation was made on snow-melting
performance and operating costs.
≪Keywords : road heating , energy conservation , performance evaluation , winter road surface
management≫
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１．はじめに
北海道では、スタッドレス化に伴い、非常に滑り易
い路面（いわゆるツルツル路面）が発生し、冬期にお
けるスリップ事故対策が重要な課題となっている。さ
らに、平成１
２年１１月１
５日に「交通バリアフリー法に基
づく道路の構造基準」が制定され、利用者が多い駅及
びその周辺地域において、高齢者や身体障害者等の安
全かつ円滑な移動を図ることにしており、積雪時の歩
行空間の確保や路面凍結時の転倒事故防止など冬期バ

図−１

試験地の位置

リアフリーへの対応が課題となっている。
ロードヒーティングは常時無雪状態であるため、冬
季路面対策として非常に高性能な融雪施設であるが、
エネルギーの消費量が多いため、適用箇所は限られて

表−１

試験ヒーティングユニット構成

写−１

試験ヒーティングユニット配置

いる。そのため、近年では省エネルギー化を図るため
のさまざまなヒーティングのシステムが開発されてき
ており、施工実績も年々増えてきている状況にある。
しかし、北海道のような厳しい気象条件における性能
については、未確認な物が多く性能評価方法の確立が
必要である。
そこで、一般国道２
３
０号中山峠に於いて、発熱制御
方式の違い及び発熱材に改良を加えた材料を使用した
ものなど、省エネルギー型ロードヒーティングをそれ
ぞれ施工し、一定量の積雪状態から無雪状態に至るま
での融雪時間を把握する融雪能力試験及び、長期間運
用による融雪状況と消費電力量を把握する期間運用試
験を実施した。本論では、融雪能力及びランニングコ
ストの観点から総合的に評価を行った結果について報
告する。
２

試験内容

（１）試験地の概要
今回の試験は、一般国道２
３
０号線中山峠の喜茂別町
側に位置するチェーン着脱場で行った。標高は８
２０m
の山間部であり道内でも雪の多い箇所である（図−１）。
なお、試験ヒーティングの発熱量設計にあたっては、
以下の気温および降雪のデータを参考にした。

（２）試験ヒーティング構成

【試験地付近の気象データ】

標準的な電熱線方式（標準方式）
、ロータリー制御方

・気温（１
２〜３月）：平均−７．
３℃、最低−１
７．
０℃

式、遠赤外線方式と、これら組合せと発熱量から表−

※北海道開発局東中山道路テレメータの１
９
８８年、１
９９４

１のような１０区間（うち、１区間は比較用のヒーティ

年の統計による。

ングなし区間）の試験ユニットを施工した。配置状況

・日最大降雪量：９
５cm／日（１
９
８６年）

は写−１の様である。なお、現場は排水のために写真

※北海道開発局中山峠除雪ステーションの１
９
８
１〜１９９７

手前側への下り勾配（２％）となっており、各ユニッ

年の統計による。

トの下側（写真手前側）には融雪水による影響を防ぐ
ため、排水用にヒーティングを施したトラフが設けら
れている。
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今回採用した、標準方式以外のヒーティング方式の概

として密粒度ギャップアスコン）の配合設定を表−２

要は以下のようである。

に示しており、遠赤外線素子の粒度が２．
５mm 以下で
あることから、一般舗装の細骨材及び石粉の一部を遠

【多分割ロータリー制御方式ロードヒーティング（以

赤外線素子で置き換えた配合となっている。

下「ロータリー制御方式」と略す）
】
ロータリー制御方式とは、電熱線を３回路設置し、
融雪対象面積を分割したもので、このシステムのヒー
ター線は、短時間で路面温度を上げる高出力の優先回
路と路面の温度低下を抑制するための低出力の非優先
回路が４
０分毎に順次切り替わることにより、融雪効率
を高めることをめざしたシステムである。
（図−２参
照）

写−２

図−２

遠赤外線素子写真

ロータリー制御方式イメージ
図−３

【遠赤外線方式ロードヒーティング（以下「遠赤外線

表−２

遠赤外線方式イメージ

遠赤外線素子舗装配合表（％）

方式」と略す）
】
遠赤外線は、赤外線の中でもより波長の長いものの
呼称であり、物資の分子運動を活性化させ温度を上げ
る働きがあることが知られており、また無公害である
ため健康器具や調理器具に利用されているものである。
雪は可視光線のような短い波長の電磁波に対しては極
めて高い反射体となるが、遠赤外線のような長い波長

（３）舗装構造および温度観測

の電磁波に対しては高いエネルギー吸収を示し、遠赤

各ヒーティングユニットのヒーター線は、路面から

外線の電磁波は、水分子と共振して熱が発生する特性

９０mm の深さに布設し、路面から１０mm、４
５mm、９０

をもつ。遠赤外線方式 RH は、この遠赤外線を放射す

mm、２７０mm でそれぞれ熱電対により温度を測定し

る電熱線と遠赤外素子（特殊カーボン：写−２参照）

た。各熱電対センサーはヒーター線間の中央部に埋設

を混入した舗装材との組合せにより融雪効率を高める

した。（図−４参照）

ことをめざしたシステムである。
（図−３参照）
次に、現場で使用した遠赤外線素子入り舗装合材
（例
２
６
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露出面積率が１．
０の意味である。（写−３参照）

D：路面からの深度[mm]、T：各層の厚さ[mm]
図−４

温度計設置位置図

（４）気象観測
試験地においては、気温、風速、日射量（１時間積
算値）、積雪深を観測した。試験の開始前後において
は、積雪深観測地点にて積雪密度も把握した。
３

試験方法
写−３

試験は以下の２タイプの試験を行った。

露出面積率比較写真

（１）融雪能力試験
試験開始前日にユニット上を完全に排雪、その後の
降雪によって積雪状態を生成し、各ヒーティングを一

（２）ヒーティング性能の評価指標

斉に通電状態として、融雪完了までの時間および消費

融雪状況や路盤温度、通電時間の把握により、試験

電力量を観測することで積雪状態からの融雪能力を比

ヒーティングユニットの性能を、路盤温度特性、融雪

較する試験。また、このときユニットごとの路盤温度

能力、ランニングコストを考慮した融雪性能について

を計測し、各方式の温度経過も把握した。

評価を行う際、以下の指標を定義した。
【積算発熱量：Whr／㎡】各ユニットにおいて、通電

（２）期間運用試験

時間に設計発熱量を乗じたものである。

ロードヒーティングを一定期間（７〜２
０日程度）連

【平均出力熱量：W／㎡】期間運用試験時の積算発熱

続稼動させ、１時間ごとの融雪状況を撮影し、方式毎

量を試験時間で除したものであり、試験期間中の平均

の通電時間計測により総発熱量を計測し、ランニング

的な発熱量である。

コストを考慮した融雪性能を評価する試験。この際の

【平均露出面積率】期間運用試験時の平均的な露出面

通電制御は、ヒーティングユニット毎の１
０mm 路盤温

積率である。

度により次のように制御した。
【期間運用試験時のユニット通電制御】
・

通電 ON 条件：路面下１
０mm 温度が２℃以下

・

通電 OFF 条件：路面下１
０mm 温度が８℃以上

５

融雪能力試験時の融雪状況例

（１）融雪状況
融雪能力試験は、全てのユニットが積雪状態（積雪

したがって、各ユニットの融雪状況によって通電時

深１６cm）から完全に消雪するまでに相当の日数がか

間が異なり、この間の消費電力量を運用コストの指標

かるため、消雪が比較的早いユニット（２〜３日程度）

とした。

について検討することとした。ここでは、２００
２年１２月
１９日２１：００から４
２時間にわたって行った融雪能力試験

４

解析方法

の融雪状況を例に写−４に示す。表−３には同試験中

（１）融雪状況

の気象条件を示す。

各ユニットの路面露出状況については、１時間ごと

写−４による融雪経過では、１５〜２
２時間後に高出力

の画像を１
０％きざみで読み取り「露出面積率」と定義

のユニット（NN３００，NR２４０）で一部に路面の露出が

した。あるユニットについて、全面が積雪で覆われて

みられはじめ、試験終了時の４２時間後で完全に路面が

いれば露出面積率が０．
０、路面全面が露出していれば

露出したのは、NN３００，NR２４０，fN２００，FR２００であり、
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NN２０
０や FR１
０
０は全く路面が露出しなかった。各ユニ
ットとも部分的に露出が行われ、次第に露出面積が拡
大していく形で融雪が進行していった。また、排水ト
ラフ側のヒーティングの影響により、ユニットの写真
手前側から路面露出が始まっている。
図−５には期間内に消雪した４ユニットの路盤温度
および気象の経過を示し、図−６には露出面積率の時
間経過を示す。
露出が最も早いのは NN３０
０であり、試験開始（通
電開始）から１
５時間後である。次いで NR２
４
０（２２時
間後）で、他のユニットは３
０時間後以降である。また、
露出面積率が変わらない融雪が滞っている状態（開始
時〜９時間後、２
０時間後〜３
３時間後）は夜間内にあり、
融雪の進行は日中に顕著であることから日射の影響も
考えられる。

表−３

試験期間中の気象条件

（ユニット位置は写真−１を参照）
写−４

融雪能力試験時の経過
試験中に電気契約上の電源断２時間（２２〜２
４時）
図−５

２
８

気象及び路盤温度、露出面積率の経過
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（２）舗装内温度経過
融雪状況例で示した試験における、全ユニットが積
雪状態にある期間の舗装内温度の平均値を図−７に示
す。
ヒーター線のある９０mm の温度は、ほぼ発熱量に比
例した値を示しており、２
００W／㎡のユニットはいず
れの深度でも１０±１℃の範囲で方式による差はみられ
ない。２７０mm の温度では、NR２４０が NN３００と同等の
値を示しており、これについては後述する。
舗装内温度については埋設深度による誤差も考えら
図−６

露出面積率の経過

れるが、主に発熱量による差であり、方式による舗装
内温度の差はないと考えられる。

試験時間（４
２時間）内に消雪した４ユニットに注目

（３）融雪能力

して、融雪により露出が始まってからの同面積率の増

融雪状況例で示した試験において、試験時間（４２時

加の傾きをみると、NN３０
０＜＜NR２
４０＜fN２
０
０＜FR２００

間）内で路面が完全に消雪したのは NN３００、NR２
４
０、

となり、標準方式と比べて、今回取り上げた新方式

fN２０
０、FR２００の４ユニットであった。これらの消雪

（ロータリー制御方式、遠赤外線方式、およびそれら

までの総発熱量（設計発熱量×消雪までの通電時間）

組合せ）は融雪途中過程での路面露出が少なめである。

を標準方式の NN３００比で図−８に示す。

これより、露出路面からの外気への熱損失が標準方式
（NN３００）よりも小さいことがうかがえる。
１
０〜９
０mm の舗装内温度をみると、ロータリー制御
方式（NR２
４
０，FR２００）では高出力時の温度立ち上がり

試験期間中に融雪が完了したユニットでは、NR２
４０，
FN２
００，FR２００とも標準方式の NN３００より少ない総発
熱量であり、ロータリー制御方式と遠赤外線方式の組
合せの FR２
００が最も少ない総発熱量で融雪が完了した。

が大きく、低出力時には相対的に緩やかな温度低下と
なってみられる。また、路面下２
７
０mm 温度はどのユ
ニットでも期間中増加傾向にあり、これは地中への熱
損失であると考えられる。

図−８

消雪までの発熱量比較（対 NN３０
０比）

舗装内温度については、方式による違いがみられず、
ほぼ発熱量に比例する値で経過したことから、新方式
採用による融雪能力向上の路盤温度からの理由づけは
図−７

積雪状態時の平均舗装内温度

難しいが、融雪状況例での露出面積率経過を考慮する
と、以下のことが考えられる。
試験地の冬期気象が厳しいため、先に融けて露出し
た路面からの外気への対流伝達が、融雪負荷を超える
ほどの熱損失をもたらすことになり、露出部からの放
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熱が増えると積雪部を融かすための熱量も相対的に小
さくなって、さらに融雪が遅れることにもなる。積雪
により路面が覆われていれば、その表面温度は最高で
も０℃と一定で断熱層となり、対流による損失が無視
できる。よって融雪ムラを抑えれば熱損失が少なくな
り総発熱量を抑えることができる。ロータリー制御で
は、高出力と低出力を切替えながら運転することで結
果的に路面温度を均一にし、遠赤外線方式では、浸透
（または吸収）力の高い長波長電磁波がヒーター間の
熱伝導しにくい部分に作用することで路面温度を均一
にするなどである。
６

長期運用時の融雪効率
３回の期間運用試験（総試験時間：８
８５時間）の融

図−９

期間運用試験の方式別融雪効率比較

雪状況について、横軸に平均出力熱量、縦軸に平均露
出面積率をとって図示したのが図−９である。方式別

以上の結 果 み る と、NR２４０や fN２００，FN２
０
０，FR２
００

に近似直線を与えており、平均出力熱量に対する平均

は標準方式 NN３００と同等の融雪効果を得つつ、運用

露出面積率の値が高い（傾きが大きい）ほど、与えた

コストを削減できるものと考えられる。

発熱量（≒運用コスト）に対して得られる融雪効果が

今回、融雪効率の指標として用いた「出力熱量あた

高く、すなわち融雪効率がよいものと考えられる。な

りの露出面積率」とは、
「平均出力熱量と平均露出面

お、表−４には各試験時の気温および降雪についてま

積率が比例関係にある」という前提のもとで成り立つ

とめた。参考として、試験地での標準発熱量を設計す

ものであるが、図−９中の FR１００のように発熱量が低

る際に用いた気象条件も示したが、各試験とも気温は

すぎると同様の平均出力熱量でも露出面積にバラツキ

若干高めなものの、概ね設計時に想定される厳しい気

がみられるのは気象条件の影響と考えられる。

象条件は出現していた。
方式別にみると、標準方式（NN シリーズ）に比べ

実際の試験でも、設計時の降雪量の限界（３．
０cm/
hr）に近い降雪が観測されており、路面が常時無雪状

てロータリー方式（NR シリーズ）、遠赤外線方式（fN

態の状況とするにはかなり過大な発熱量が必要となり、

２
００、FN２００）は同程度の傾きを呈しており、ロータリー

先の発熱量と露出面積の比例関係も破綻するものと推

制御方式と遠赤外線方式の組合せ（FR シリーズ）は

察される。

それらより若干傾きが大きく融雪効率の向上となった

表−５は３回の期間運用試験の総計である。平均露

と考えられる。平均露出面積率による融雪効果につい

出面積率で表される融雪効果だけでみれば、標準方式

て、どの程度の値が実際の使用に耐えうるかについて

の NN３００が最も優れており、NR２４０お よ び FR２００も

明確な値で示すことはできないが、FR１
００のように、

ほぼ同等の融雪効果とみなせる。

新方式の組合せであっても出力が低すぎると融雪効果
が極端に低下してしまう場合もみられる。

表中の「露出面積あたりの消費発熱量」は、運用コ
ストあたりに期待される融雪効果であり、すなわち融
雪効率となる。表によると、平均出力熱量で表される
運用コストは、ほぼ発熱量に比例しているが、融雪効

表−４

各期間運用試験時の気温・降雪

率指標である「露出面積あたりの消費発熱量」の NN
３００に対する低下率は、NR２４０，fN２００，FN２００で１５％前
後のダウン、NR２４０で２４％のダウンとなった。この消
費発熱量の低下の値は、先述のしたように、今回の条
件での結果であるため、一般化される値ではないが、
今回採用したロータリー制御や遠赤外線の利用とそれ
らの組合せで消費電力量の削減がはかれるものと考え
られる。

３
０
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表−５ 発熱および路面露出状況（期間運用試験の総計）
試験時間：８
８５時間

用コストの把握を行った。試験期間中の平均露出面積、
平均出力熱量をそれぞれ融雪効果、運用コストの指標
とし、「出力熱量あたりの露出面積率」を融雪効率と
して比較した結果、標準方式に比べて、ロータリー制
御方式と遠赤外線方式は同程度の成績を示し、これら
組合せ方式により融雪効率の向上がみられた。

※塗りつぶしユニット：平均露出面積が０．
７未満値

（３）融雪能力評価にあたって、今回用いた「平均露
出面積」および「平均出力熱量」は、客観的な性能比
較に有効と考えられる。

７
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ロードヒーティングの性能比較について、標準方式、
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参

では、試験時間（４
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