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交通量を考慮した熱収支法による路面温度推定モデルの構築について
Developing a Model to Predict Road Surface Temperature Using
a Heat-Balance Method, Taking Into Account Traﬃc Volume
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北海道では、冬期に雪氷路面が出現し、道路交通機能が低下する。道路管理者は凍結路面対策とし
て凍結防止剤とすべり止め材を恒常的に散布しているが、凍結防止剤等の散布量は年々増えており、
散布の一層の効率化が重要な課題となっている。凍結防止剤は、路面が凍結する前に散布し、凍結の
発生を防ぐのが望ましい散布方法であるが、それを実行するためには、路面凍結の発生を予測する手
法を構築することが必要となる。
筆者らは、路面凍結予測に基づいて事前に対策を講じる「雪氷路面の戦略的管理」を目指し、交通
量を考慮した熱収支法による路面温度推定モデルの構築について研究を進めており、その概要を紹介
する。また、気象観測と路体温度測定等により必要なデータを取得し、路面温度の現況再現を試みた
ところ、観測値と計算値の誤差は約２℃であった。
《キーワード：熱収支法；交通量；路面温度予測；雪氷路面の戦略的管理》
In Hokkaido, with wintertime comes the potential for icy, slippery roadways, which result in
decreasing traffic performance on roadways. Road authorities constantly take anti-icing and
-slippery procedures as the ice control strategy; however, as the amount of those uses tends to be
increased from year to year, more eﬃcient practice is the important issue. This practice is the
proactive preventive approach being desirable to apply early enough to keep ice from forming;
therefore, in order to perform the work more eﬃciently, it needs developing a method to predict
road surface icing conditions.
Our research group works in developing a model to predict road surface temperature using a
heat-balance method, taking into account traﬃc volume, with the intention of providing Strategic
Snow and Ice Control on Roads which takes the proactive preventive ice control strategy based
on the surface temperature prediction. This paper describes the research summary, and verifying
the validity of the model with obtaining necessary data through weather observation and ﬁlledembankment temperature measurement, we ﬁnd that the error of the observation value and the
calculation is approximately 2℃ .
《Keywords: Heat-Balance Method; traﬃc volume, Surface-Temperature Prediction; Strategic Snow
and Ice Control on Roads》
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以降、図－１に示すフローに沿って説明する。

１．はじめに
北海道のような積雪寒冷な地域では、冬期に積雪や

３．路面温度推定モデルの構築

気温の低下により雪氷路面が出現する。特に、1990年
代初頭にスパイクタイヤの使用が禁止されてから、つ
るつる路面

と呼ばれる非常にすべりやすい路面が多

（１）路面温度推定手法の選定
路面温度の推定手法は、①統計的手法、②熱収支法３）
に大別できる４）。以下に各手法の特徴を述べる。

く見られるようになった。
凍結した、すべりやすい路面の出現によって自動車
の発進が遅れ、制動距離が長くなるなど走行に支障を
来し、渋滞や事故の原因となることもある１）。
そこで、道路管理者は様々な凍結路面対策を講じて

①統計的手法
気象台や道路気象テレメータの気象データを用い
て、重回帰分析によって路面温度を推定する。

道路交通機能の確保に努めており、中でも凍結防止剤

長所…

比較的簡単な推定手法

とすべり止め材の散布は恒常的に行われている。その

短所…

解析対象地点以外では解析した重回帰式

散布量は年々増えており、北海道の国道を管理してい

が使えない（推定精度が悪化する）

る北海道開発局における平成15年度の凍結防止剤とす
べり止め材の散布量は、それぞれ約５万５千トンに達
し、この10年間で散布量は7.2倍（凍結防止剤）
、3.8倍
（すべり止め材）となっている。
凍結防止剤は、路面が凍結する前に散布し、凍結の
発生を防ぐのが望ましい散布方法であるが２）、それを

②熱収支法
エネルギー収支のプロセスを表したものであり、
路面に入力される熱、路面から放出される熱の差し
引きから路面温度を推定する。
長所…

適切に実行するためには路面温度を推定し、路面凍結
の発生を予測する手法を構築することが必要となる。
筆者らは、予測に基づいて事前に凍結路面対策を講

エネルギー量さえ与えることができれば、
どの場所でも適用可能

短所…

各エネルギー量を求めなければならず、
推定手法が複雑

じる「雪氷路面の戦略的管理」を目指し、路面温度推
定モデルの構築について研究を進めている。

なお、本研究では、札幌市のような都市部での適用

本報告では、路面温度推定モデル構築のフレームワ

を視野に入れ、熱収支法を用いることとした。都市部

ークを紹介するとともに、構築したモデルを用いて路

では、沿道状況や道路構造が細かく変化するために、

面温度の推定を試みた結果を紹介する。

統計的手法ではこのような変化には対応できず、推定
精度が悪くなると想定されるためである。

２．路面温度推定モデル構築のフレームワーク
（２）路面温度推定モデルの設定
路面温度推定モデル構築のフレームワークを図－１
に示す。

既往調査から、路面温度は日射の影響を受ける他、
土工部や橋梁部といった道路構造によって大きく異な
ることが分かっており５）、また、通行する自動車の熱
の影響があると考えられる６）。
自動車の影響としては、車体による日射および大気
放射の遮蔽、車体からの赤外放射などが考えられ、こ
れらは交通量によっても変化すると考えられる。自動
車の影響を受けたのち路面に供給されたエネルギー
は、路面からの赤外放射、顕熱伝達熱量、潜熱伝達熱
量、地中伝導熱量に配分され、路面温度はこれら熱交
換の結果で決定される（図－２）。
土工部における路面での熱収支は、式（1）のよう
に表される。

図－１

路面温度推定モデル構築のフレームワーク
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図－２

路面での熱収支（概念図）

（1）
‑2

（バルク係数）
Ts：路面温度 [K]

σ：ステファン−ボルツマン係数
‑8

Ce：潜熱輸送の乱流拡散の大きさを示す係数

‑4

（=5.67×10 W m K ）

Ta：気温 [K]

Ts：路面温度 [K]

U：風速 [m/s]

H：顕熱伝達熱量（顕熱フラックス）[W/㎡ ]

l：蒸発潜熱（2.5×106Jkg‑1）

lE：潜熱伝達熱量（潜熱フラックス）[W/㎡ ]

P：大気圧 [hPa]

G：地中伝達熱量（地中熱フラックス）[W/㎡ ]

es：路面の水蒸気圧 [hPa]

↓

R ：路面への入力エネルギー [W/㎡ ]

ea：大気の水蒸気圧 [hPa]
（2）

G：地中伝達熱量（地中熱フラックス）

↓

Sr ：路面が受ける正味の日射量 [W/㎡ ]
Sr ↑：路面での反射量 [W/㎡ ]

（5）

Lr ↓：路面が受ける正味の大気放射量 [W/㎡ ]
Lc：自動車の車体からの赤外放射量 [W/㎡ ]
к：熱伝導率（Wm‑1K‑1）
以下に式（1）、式（2）の各パラメータについて解
説を加える。

Tg：ある深さの路体温度 [K]
Δz：路面から Tg までの深さ [m]

まず、式（1）の各パラメータについて解説する。
次に、式（2）の各パラメータについて解説する。
H：顕熱伝達熱量（顕熱フラックス）
，lE：潜熱伝達

式（2）は、アルベド（α：反射率）を用いると以下
のように表すことができる。

熱量（潜熱フラックス）
本研究ではバルク法を用い、以下のように表す。

（6）

（3）
（4）
Cp：空気の比熱（1005Jkg‑1K‑1）
ρ：湿潤空気密度（1.29kgm‑3）
Ch：顕熱輸送の乱流拡散の大きさを示す係数
（バルク係数）
30

式（6）において、
（7）
tr：車両の存在する時間の割合
Ss：散乱光の強度 [W/㎡ ]
S ↓：全天日射量 [W/㎡ ]
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車両の存在する時間割合 tr は

車両からの赤外放射量 Lc は
（11）

（8）
ε：車体における長波射出率（≒1.0）
l：平均的な車体の長さ [m]

σ：ステファン・ボルツマン定数
（＝5.67×10‑8W/ ㎡ K4）

N：交通量 [ 台 /h]
v：平均的な自動車の速度 [ ㎞ /h]

Tv：車体下部の温度 [K]

次に、路面が受ける正味の大気放射量 Lr ↓は、車両
による遮蔽を考慮すると、

式（3）から式（11）を用いると、式（1）、式（2）は
それぞれ以下のように表すことができる。

（9）
L ↓：遮蔽を受けていないときの大気放射量
（12）
（10）

：曇天のとき

（13）

：降水のあるとき

Ta：気温 [K]
Lf ↓：快晴時の大気放射量 [W/㎡ ]

式（12）、式（13）の計算に必要なデータを表－１

C：雲量

に示す。なお、このモデルは路面での熱収支を解くこ

n：全層雲量

とによって路面温度を推定している。式形は路面温度

nL：下層雲量

を変数とした４次方程式であるため、直接解を求める

ea：大気の水蒸気圧 [hPa]

ことができない。そこでニュートン・ラプソン法を用
いて路面温度の数値解を求めることとする。

表－１
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路面温度推定に必要なパラメータ
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での８深度で計測を行った。気温計と風速計は路肩へ

４．データの取得

の堆雪や除雪作業の支障とならないことを考慮して、
（１）気象データ、路体温度の計測

それぞれ路面から2.5m、3.0m の高さに設置した。

路面温度等の調査は、一般国道５号（札幌新道）札
幌市西部の発寒地区で実施した（図－３）
。

観測データはデータロガーに記録し、約半月毎に機
器の点検とデータ回収を行った。計測機器の写真を図

式（8）より、単路と交差点では車両の放射熱の影

－４に示す。また、全天日射量、相対湿度（水蒸気圧）
、

響が異なると考えられるため、日射（日向／日陰）、

雲量は調査地点から約５㎞離れた札幌管区気象台での

観測位置（単路／交差点）の異なる４地点を選定し、

観測データを用いた。

観測項目は路体温度、気温、風速の３項目とした。

図－５に路体温度計測結果の一例を紹介する。

路体温度は、道路表面の約５㎜深から約300㎜深ま

32

図－３

調査地点の概要

図－４

計測機器の写真
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図－５

発寒地区の西向車線の路体温度と気象の推移（2005年１月１日～ 15日）
（上図：単路部、中図：交差点部、下図：気象概況）

（２）交通量観測

５．計算の試行・精度の検証

発寒地区において交通量観測を実施し、各時間帯の
交通量を求めた。なお、交通量は日によって変動する

モデルに先述のデータを適用し、路面温度の推定を

ため、休日を含めた８日間の交通量を観測し、その観

行った。交通量計測を実施した日を対象とし、以下の

測結果から平均値を求め、
各時間帯の交通量とした（図

日時で計算を行った。

－６）。

１月18日19時〜１月19日11時
１月28日19時〜１月29日11時
２月９日19時〜２月10日11時
２月28日19時〜 23時
１月18日19時〜１月19日11時、１月28日19時〜１月
29日11時における計算結果を図－７に、また、全ての
日時における計算値と実測値（５㎜深の温度）をプロ
ットしたものを図－８に示す。計算値と実測値の誤差
RMSE（Root Mean Square Error）（ 式（14）
）を算
出したところ、約２℃の誤差となった。計算結果を表
－２に示す。
（14）

図－６ 発寒地区における交通量（１車線、１時間あたり）
：yi = 計算値、 ŷi = 実測値
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図－７

34

計算結果例（発寒地区）
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図－８

熱収支モデルによる路面温度計算値と測定値 ( ５mm 深温度 )
表－２

RMSE による熱収支モデルの精度検証

計算値の方が実測値より低めの傾向にある。この理
由については、沿道の構造物や高架橋からの下向きの
（すなわち、道路面への）長波放射

７）

を考慮していな
↓

・道路構造別熱収支モデルの構築
本研究では、土工部における熱収支モデルの基
礎モデルを構築した。橋梁部は土工部と異なる温

いため、路面が受ける正味の大気放射量（Lr ）を小

度特性を有しているため、これを考慮した熱収支

さく見積もっている、すなわち、路面への入力エネル

モデルの構築が必要である。

ギーを低めに見積もっていることが原因で、計算値が
低めになったと考えられる。

・現況再現性の向上
土工部における計算値と観測値の誤差（RMSE）
は約２℃であった。全体的に実測値より低めに温
度を推定する傾向にあった。都市域における沿道

６．まとめと今後の課題

構造物の影響を考慮するなどのモデル改良や、各
本研究では、路面凍結の発生を予測する手法を構築
するため、路面温度を推定手法の選定、路面温度推定
モデルの設定、計算に必要なデータの取得、当該モデ

パラメータの精査、データ取得方法の改善等によ
り、精度を向上させることが必要である。
・道路という延長を持った「線」への展開

ルとデータを用いて路面温度の計算と観測値との比較

本報告では、各調査地点での路面温度の推定を

を行った。土工部 に お け る 計 算 値 と 観 測 値 の誤差

行った。道路管理実務への適用を考えると、道路

（RMSE）は約２℃であった。
今後の課題や展望について以下に列挙する。
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という延長を持った「線」へ展開させることが必
要である。サーマルマッピング調査で路面温度分
35

布の傾向を把握し、これと各地点における推定結
果を組み合わせることで路線の温度分布を把握す
るといった手法が考えられる。
・気象予測と連動した路面温度予測への発展
数時間先の路面温度を予測するには、気象予測

２）北海道開発局：冬期路面管理マニュアル（案）
、
平成９年11月
３）近藤純正：水環境の気象学、1994年
４）福原輝幸、渡邊洋、藤本明宏：路面凍結の発生メ
カニズム、日本雪工学会誌、2005年4月

と連動させることが必要となる。アメダスや道路

５）宮本修司、浅野基樹：日高自動車道におけるサー

テレメータデータの活用や気象データを取得する

マルマッピングと凍結防止剤散布状況、平成14年

メッシュの細かさなどについても検討が必要であ

２月第45回北海道開発局技術研究発表会

る。

６）石川信敬、成田英器、加治屋安彦：凍結路面の発
生メカニズムに関する熱収支的考察、第16回寒地

将来的には適切な路面温度予測、路面凍結予測に基

技術シンポジウム、2000年11月

づいて、凍結発生前に対策を講じる「雪氷路面の戦略

７）Kenichi NARITA, Moving Observation of

的管理」のために必要な手法を構築し、冬期道路管理

Downward Long-Wave Radiation in and around

の一層の効率化に資することを目標として研究を進め

Tokyo, Papers on Environmental Information

る予定である。
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参考文献
１）浅野基樹：雪氷路面対策の土木史的評価、土木史
研究論文集 Vol.24 2005年、p173 〜 p184

高橋 尚人 *
Naoto TAKAHASHI

德永 ロベルト **
Roberto A. TOKUNAGA

北海道開発土木研究所
道路部
交通研究室
副室長

北海道開発土木研究所
道路部
交通研究室
研究員
博士（工学）

36

浅野 基樹 ***
Motoki ASANO
北海道開発土木研究所
道路部
交通研究室
室長
技術士（建設・総合）

石川 信敬 ****
Nobuyoshi ISHIKAWA
北海道大学
低温科学研究所
助教授
博士（理学）

北海道開発土木研究所月報

№631

2005年12月

