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FUJIMOTO Akihiro, KAWABATA Yuichi, KIRIISHI Makoto, TOKUNAGA Roberto,
TAKAHASHI Naoto and ISHIDA Tateki
本研究では、氷膜路面における凍結防止剤散布の適正化を目的に、凍結防止剤散布後の路面すべり
抵抗値
（HFN）の推定手法（簡易平衡法）を提案した。簡易平衡法とは、凝固点曲線から算出した凍結防
止剤散布に伴う融氷量から凍結防止剤散布後の路面氷膜厚を算出し、路面氷膜厚と HFN の関係式を
用いて HFN を推定する手法である。
本論文では、野外試験より路面氷膜厚と HFN の関係を明らかにし、この関係式を組み込んだ簡易
平衡法による HFN の推定結果を示すとともに、本手法の実用化への課題や可能性について言及した。
《キーワード：凍結防止剤；路面すべり抵抗値；冬期道路管理；氷膜路面》
This study aims at helping optimize application of deicing agents on the road surface covered
with ice film. In this regard, a simple equilibrium method was proposed for estimating the road
friction Number（HFN）after spreading deicing agents. The simple equilibrium method can
estimate the HFN by using the relationship between the thickness of ice film and the HFN. The
thickness of ice film after spreading deicing agents was calculated from the amount of melting ice
according to the freezing point curve.
In this paper, it was indicated that the estimation results of HFN by a simple equilibrium method
used the relationship between the thickness of ice film and the HFN obtained by field tests, and
problems toward practical use of this method and its practical possibilities were mentioned.
《Keywords：deicing agents；road sliding friction；winter road management；ice film road》
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散布の適正化を目的とし、凍結防止剤散布前後の HFN

１．はじめに

の変化を推定する手法を提案・検討する。また、野外
凍結防止剤散布は道路雪害対策の有効な一手段であ
るが、年々縮減する予算や沿道環境の負荷軽減を背景

走行試験を通して推定手法の課題や実用化の可能性に
ついて考察する。

に、その適正化は冬期道路管理における命題となって
いる。

２． H F N 推定手法

道路に撒かれた凍結防止剤は凝固点降下によって路
面表面水の氷化の遅延または路面雪氷の融解に作用す

本論文では、氷膜路面に凍結防止剤を散布した後、

る。この遅延・融解能力は凝固点曲線に示されるよう

氷の融解と凍結防止剤の溶解が完了した時の平衡状態

に温度
（ここでは気温や路面温度を意味）に依存し、有

に着目して HFN を推定する手法（以下、簡易平衡法）

意な散布効果が得られるか否かは温度に加えて路面上

を検討する。

の雪氷量にも関係する。例えば、極低温下において厚

なお、凍結防止剤には塩化物系、酢酸系、塩化物と

い雪氷路面に凍結防止剤を散布する場合、完全に融か

酢酸の混合系などが存在するが、本研究では全国で最

そうとすると莫大な散布量が要求される。また、散布

も使用量の多い塩化ナトリウム１）を対象にした。

量が少ないと雪氷の表面のみ融解し、その後の再凍結

以下に、簡易平衡法の概要を述べる。

によって却って滑りやすい路面の形成を助長させる恐
れがある。このように、凍結防止剤散布は気象条件と
路面雪氷状態を十分に配慮して実施する必要がある。

２．１

仮定

本研究の範囲において、簡易平衡法は次の仮定の下

周知のとおり、凍結防止剤散布が不適切な場合には機

で成り立つ。

械除雪や防滑材散布などの代替策を検討しなければな

i）散布した凍結防止剤の全てが路面雪氷の融解に作

らない。

用する（散布時や車両による飛散や道路外への流出

凍結防止剤散布に関する参考書として、除雪・防雪
１）

２）

はない）。

ハンドブック や冬期路面管理マニュアル
（案） など

ii）氷の融解と凍結防止剤の溶解が完了するまで（平衡

がある。前者は凍結防止剤散布に限らず道路雪寒対策

状態になるまで）に気象条件が大きく変化しない。

を広く網羅しており、後者は北海道における冬期路面
管理の運用を詳しく記載している。これらの参考書は
凍結防止剤の基本的性質や散布に関する基本的な考え

２．２

概要

図－１に示す簡易平衡法の概要図に沿って、
以下に、

を理解する上で役立つ。しかしながら、気象条件や路

簡易平衡法を説明する。同図の i. 凍結防止剤散布前の

面雪氷状態を十分に考慮して凍結防止剤散布を体系化

氷膜路面と ii. 散布後に氷の融解と凍結防止剤の溶解

できているとは言い難い。北海道では氷膜路面に対し

が完了（十分に時間が経過）した状態を考える。氷膜路

て凍結防止剤を撒くことが多いが、何時、何処に、ど

面に塩化ナトリウムを散布すると、氷と塩化ナトリウ

の位、何を、散布することが適切かを判断することは

ムの接触により飽和塩化ナトリウム溶液が発生する。

依然として容易でない。その理由の一つに、凍結防止

塩化ナトリウム溶液は、凝固点曲線（図－２）１）に準じ

剤散布に伴う路面雪氷状態や路面すべり抵抗値の変化

た温度に対応する濃度になるまで周囲の氷を融かすこ

を推定する技術や手段が確立できておらず、散布の有

とで希釈する。すなわち、融氷量（凍結防止剤の散布

効性を事前に把握できないことが挙げられる。

によって融ける氷の量）は散布量と濃度（あるいは温

さて、当研究所では2006年に連続路面すべり抵抗値

度、温度が分かれば凝固点曲線から濃度は推定可能）

測定装置を導入して以来、様々な雪氷路面で路面すべ

によって決定される。ここで、散布前の路面氷膜厚が

り抵抗値
（以下、HFN）を測定してきた（HFN の詳細は

既知であれば、散布後の路面氷膜厚（＝散布前の路面

３．１．２を参照）
。HFN は路面すべり摩擦係数（以下、

氷膜厚－融氷量）は算出できる。次に、路面氷膜厚と

μ）と同様にスリップ事故や登坂・発進不能車両の発

HFN に相関関係があれば、路面氷膜厚から HFN を求

生と密接に関わる客観的な物理量であり、凍結防止剤

めることができる。既往の研究では、Taisto Haavasoja

の散布効果を判断するための有効な指標に成り得ると

et al. ３）によって路面氷膜厚とμの関係が報告されて

考えられる。

おり、路面氷膜厚と HFN にも相関があると考えられ

以上より、本論文では氷膜路面における凍結防止剤
16
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図－３

図－１

野外走行試験の概要

簡易平衡法の概念図

３．野外走行試験
３．１

概要

３．１．１

手順および条件

図－３に野外走行試験の概要を示す。野外走行試験
は、2013年１月21日、28日および31日の３日間の夕方
から深夜にかけて、苫小牧寒地試験道路（直線で水平
な密粒度アスファルト舗装区間）で実施された。なお、
試験道路は全長2700m の周回道路である。
本試験の手順は、次の（i）～（vii）のとおりである。
（i）
路面温度 < ０℃を確認した後、散水車を用いて凍結
防止剤散布区間（400m）の路面に散水する、（ii）気温の
低下によって道路表面水を完全に凍結させ、氷膜路面
を作成する、（iii）氷膜路面に凍結防止剤を湿式散布す
る、（iv）放射温度計と図－４に示す連続路面すべり抵
図－２

塩化ナトリウムの凝固点曲線と溶解度曲線

抗値測定装置
（米国 Halliday Technology Inc. 製、Real
Time Traction Tool、Continuous Friction Tester：
CFT と呼称）を装着した車両を用いて路面（氷膜表面）
温度と HFN を測定する、（v）５台の走行車両を周回
させる、
（vi）10周回毎（50台通過毎）に路面上の水膜厚、

以上を整理する。簡易平衡法では散布前の路面氷膜

氷膜厚、路面温度および HFN を測定する、（vii）60

厚、温度および散布量を入力条件に、散布後の路面氷

周回（300台通過、計測回数６回）に達するまで（v）お

膜厚を求め、路面氷膜厚と HFN の関係式から散布後

よび（vi）を繰り返す。

の HFN を推定する。本論文では、３章で述べる野外

試験条件について記載する。使用した凍結防止剤は

試験の結果を基に路面氷膜厚と HFN の関係式を作成

塩化ナトリウムと濃度30％の塩化カルシウム水溶液を

し、４章で HFN の推定式を提案し考察を述べる。

重量比９：１で混合したものであり、散布量は20g/
m2に設定した。
３．１．２

測定の項目および方法

HFN は、CFT を用いて測定した。CFT は車体後部
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図－４

連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT）

に第５輪
（測定輪）
を装着させることで、走行しながら
HFN を計測できる。測定輪は、車両進行方向に対し
て微小な角度
（１～２°程度）を保つ。車両の走行に伴
い測定輪が転がることにより発生する横力を検知し、

図－５

路面氷膜計（上）と測定後の路面状態（下）

HFN は算出される。HFN の値はタイヤ空転時（抵抗最
小）
を０、乾燥舗装走行時を通常80から100（路面温度
に依存）となるように較正される。換言すれば、HFN
は凍結路面のように滑りやすい（抵抗が小さい）時に小

では、Taisto Haavasoja et al. ３）を参考に融解重量法

さく、湿潤や乾燥路面のように滑り難い
（抵抗が大き

による路面氷膜厚計を作製した。

い）時に大きくなる。サンプリング間隔は0.01秒であ

融雪重量法による路面氷膜計は、図－５上に示すよ

る。得られた HFN は、外部記録装置に自動記録され

うな箱とその下（箱と氷膜路面の間）に設置する吸水紙

ると同時に、車内のディスプレイにもリアルタイムで

で構成される。今回の装置は成形が容易な断熱材で内

表示される。

寸（220×230×100mm）の枠を作成し、底面には伝熱

なお、当研究所ではフルロック式路面すべり測定車
（バス）と CFT を用いた合同走行試験を行っており、
４）

μと HFN の関係は以下のように定式化されている 。

性が高いアルミ板（厚１mm）を用いた。氷膜路面にお
ける路面氷膜厚の評価手順は、（i）吸水紙を用いて路
面氷膜厚の測定箇所の水分を拭き取る、（ii）氷膜計を
路面に設置し、箱の中に約90℃の熱湯を１リットル程

（1）

度（水深15mm 程度）注ぐ、（iii）路面の氷膜が完全に融
解した後に融解水を含んだ吸水紙を回収し、重量測定

μ

：路面すべり摩擦係数（-）

HFN ：CFT の路面すべり抵抗値（-）

から路面氷膜厚を算出する、である。図－５下は、路
面氷膜厚測定後の路面状態（白点線枠内）であり、測定
箇所はほとんど水分が存在していない。このように、

路面氷膜厚の測定方法について述べる。路面氷膜厚

本装置は路面上の氷膜を良好に回収することができ

の測定には超音波法、電磁誘導法、破壊法などが考え

る。本装置は、氷膜の温度や厚さによって測定時間（氷

られるが、冬期道路管理に適用可能な防水防寒・低価

膜の完全融解時間）が異なる。参考までに今回の気温

格の装置を探すことは容易でない。何よりも既製計測

－５～－８℃での試験では、路面氷膜厚の測定に５分

器の多くは測定範囲（～ 50mm 程度）が狭いために、

程度要した。

面的に非一様な路面氷膜厚を評価するには複数点の測

路面温度については、非接触タイプの放射温度計を

定が必要となり、時間と労力を要する。そこで本研究

用いて測定した。放射温度計はレンズの汚れを防ぐよ

18
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（a）気温および路面温度の時間変化

（b）路面氷膜厚および路面水膜厚の時間変化

（c） H F N の時間変化
図－６

野外走行試験の結果

うに円錐型のボックスで保護されており、路面温度０

面氷膜厚 Hi（mm）および路面水膜厚 Hw（mm）の時間

℃における測定精度は±0.3℃である。また、装置は、

（c）
変化を、
は HFN の時間変化を、それぞれ示す。

エンジン等から放出される熱の影響および直射日光を

Ta（点線）および Tps（○）は、いずれの日も時間とと

受けないようにラジエーターグリルの裏に取り付けら

もに低下し、試験終了時にはともに－８℃前後になっ

れている。データの出力間隔は10 Hz である。

た。

図－３左上に示すように本試験期間では気象観測装

Hi（塗り潰し棒グラフ）
は、凍結防止剤散布によって

置を設置し、気温、相対湿度、風速および短長波放射

0.1 ～ 0.3mm 程度の低下が生じた。その後は、ばらつ

量を１分間隔で測定した。

きがあるものの大きな変化は観られない。Hw（白抜
き棒グラフ）は、凍結防止剤散布直後に0.1mm 程度発

３．２

生し、その後は時間とともに低下した。

結果

３．２．１

HFN（△）について述べる。１月21日の試験では、

経時変化

図－６は野外走行試験の結果であり、
（a）は気温 Ta

HFN は凍結防止剤散布前の43.6から散布後には60前後

（℃）および路面温度 Tps（℃）の時間変化を、（b）は路

を推移しており、散布によって20程度増大した。これ
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に対して１月28日および１月31日の試験では、凍結防
止剤散布による HFN の増大は10程度に留まり、１月
21日と比較して小さい。上述の Hi を踏まえて考察す
ると、１月21日の Hi は散布後に0.16mm まで低下し
ているが、１月28日および１月31日における散布後の
Hi は0.3 ～ 0.5mm 程度であり、１月21日と比較して厚
い。このことから Hi と HFN には、Hi が薄くなるほど
HFN は大きくなるような関係があることが確認され
た。
３．２．２

路面氷膜厚とすべり抵抗値の関係

図－７は今回の実験で得られた HFN と Hi の関係を
示す。図中の灰色丸
（〇）が実測値である。HFN は Hi

図－７

すべり抵抗値と路面氷膜厚の関係

の増大につれて、Hi = ０の92.0から指数関数的に低下
し、33.2に漸近した。この両者の関係は次式で近似さ
れる。
（4）

（2）
HFN ：CFT の路面すべり抵抗値（-）

C

：凍結防止剤を含む水溶液の濃度（-）

Mmelt ：凍結防止剤散布による融氷量（kg/m2）

：路面氷膜厚（mm）

Hi

Msalt

：凍結防止剤の散布量（kg/m2）

なお、式
（2）
による HFN の計算値と実測値は、相関
係数 = 0.80の強い相関関係にある。参考までに、Taisto
Haavasoja et al. の研究

これを変形すると、

３）

では Hi < 0.4mm において
（5）

μと Hi の関係が示されており、その分布系は本結果
と類似する。
となる。

最後に、Mmelt を換算した融氷厚 Hmelt（mm、＝ Mmelt

４．検証と考察

/ ρwater、ρwater：水の密度（kg/m3））と散布前の路面氷膜
以 下 に、 簡 易 平 衡 法 に よ る 凍 結 防 止 剤 散 布 後 の
HFN の推定方法と例を示す。ここでは、温度 T（℃、

厚 Hib（mm）を式（2）に当てはめると、散布後の HFN
（HFN’）は次式で表される。

気温や路面温度）
、凍結防止剤散布前の路面氷膜厚 Hib
（6）

（mm）および凍結防止剤の散布量 Msalt（kg/m2）は既知
とする。
図－２に示した凝固点曲線において、温度 T（℃、
気温や路面温度）と凍結防止剤を含む水溶液の濃度 C
（-）の関係は次式で表されるので、温度 T が既知であ

HFN’：凍結防止剤散布後の路面すべり抵抗値（-）
Hib

：凍結防止剤散布前の路面氷膜厚（mm）

Hmelt ：Mmelt（凍結防止剤散布による融氷量）を
換算した融氷厚（mm）

れば C が得られる。
（3）
C：凍結防止剤を含む水溶液の濃度（-）
T：温度
（気温や路面温度）（℃）

式（3）～（6）より、任意の T および Hib における Msalt
散布後の HFN の推定が可能になった。
具体例として図－７に示すように、散布前の Hi =
0.5mm の氷膜路面に塩化ナトリウム30g/m2を散布し

次に、融氷量 Mmelt（kg/m2）は C および融氷量 Mmelt
2

（kg/m ）
との関係から求められる。すなわち、
20

たケースを考える。式
（3）
より T = －５℃に対して C =
0.08であり、Mmelt = 0.35kg/m2、Hmelt = 0.38mm となる。
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従って、散布後は Hi = 0.12mm、HFN’ =58.9となる。
2

次に T = －10℃の場合、C = 0.14、Mmelt = 0.30kg/m 、

以下に本手法の課題について述べる。
簡易平衡法では、２．１に記述したように散布した

Hmelt = 0.20mm となり、散布後は Hi = 0.30mm、HFN’

凍結防止剤の全てが路面雪氷の融解に作用するといっ

= 40.6となる。両例を比べると、T = －５℃の HFN’ =

た仮定の下で散布後の HFN を推定することができる。

58.9に対して T = －10℃の HFN’ = 40.6と、T = －10℃

しかしながら、現道では車両による飛散や道路外への

の HFN 改善効果は小さい。このように、本手法は温

流出を伴うため、散布量の全てが融氷に作用するとは

度や路面雪氷量に依存する HFN 改善効果（凍結防止剤

限らない。また、本手法を排水性舗装や SMA 舗装に

の散布効果）を数値化して表現することができる。な

適応する場合、鉛直方向への凍結防止剤の損失を伴う

お、冬期道路管理において HFN をどれ位まで改善さ

ため、同じ散布量であっても密粒度舗装に比べて融解

せるべきか、あるいはどれ位まで改善できるのであれ

に作用する凍結防止剤の量は少なくなると考えられ

ば防滑材ではなく凍結防止剤を散布するか等、冬期道

る。さらに、本手法は比較的簡単に構築できるが、道

路管理における HFN の閾値の設定については今後の

路上で起こる複雑な相変化を伴う水分や凍結防止剤の

課題であり、研究を進めたい。

移動を簡略化しているため、推定精度の検証には十分

本論文で提案した簡易平衡法による凍結防止剤散布
後の HFN（HFN’）
の推定方法を以下にまとめる。

に注意を払う必要がある。いずれにせよ、本手法の推
定精度や汎用性を高めるには、散布量に対して融解に
作用する量の割合（有効凍結防止率）を調べることが肝
要となり、これと同時に野外試験による推定値の検証
が不可欠である。
今後は、こうした課題を解決するために、試験道路
や現道での試験を継続し、引き続き本手法の改善と検

Hib

：凍結防止剤散布前の路面氷膜厚（mm）

Hmelt ：凍結防止剤散布による融氷量（Mmelt）を
換算した融氷厚（mm）
Mmelt ：凍結防止剤散布による融氷量（kg/m ）
3

ρwater ：水の密度（kg/m ）

理的かつ客観的な冬期道路管理方法を提案できる可能
性は高まる。しかし、その一方で、現状の道路維持作

：凍結防止剤を含む水溶液の濃度（-）
2

Msalt ：凍結防止剤の散布量（kg/m ）
T

最後に、本研究により事前に凍結防止剤の散布効果
を HFN で把握することができれば、今まで以上に合

2

C

証を行う。

：温度
（℃、気温や路面温度）

業は様々な制約下にあり、いくら正確で豊富であって
も道路維持作業への反映が困難な情報は好まれない。
従って、冬期道路管理の効率化を推進させるためには、
“研究・開発側が提供できる情報”と“管理側が実施
できる作業”を照合する機会を増やし、HFN 推定手

５．まとめ

法の改善と並行して、これらの手法の有効的な活用方
本論文では、氷膜路面における凍結防止剤散布の適

法を検討することが益々重要になると考える。

正化を目的に、凍結防止剤散布後の路面すべり抵抗値
（HFN）
を推定する手法として、氷膜路面に凍結防止剤
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