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寒地土木研究所では、沿道環境への影響が少ない非塩化物系凍結防止剤としてプロピオン酸
ナトリウムおよびコハク酸二ナトリウム・六水和物を用い、これらを塩化ナトリウムと混合し
て散布し、散布効果等について調べている。これまで、事後散布による散布試験において、塩
化ナトリウム単体と同程度の散布効果が認められた。令和元年度は、事前散布による散布試験
を行ったので、当試験の概要と結果について述べる。
キーワード：除雪・防雪、凍結防止剤、非塩化物、散布効果

1. はじめに
北海道などの積雪寒冷地においては、降雪や路面凍結
により路面の摩擦係数が低下し、スリップ事故の発生や
車両速度の低下による交通渋滞が発生する。このため、
道理管理者は安心・安全な冬期道路交通を確保するため、
道路の凍結予防、雪氷融解に有効な凍結防止剤散布を実
施している。凍結防止剤には、価格、融水性能、取り扱
いやすさおよび入手性が優れている、塩化ナトリウム
（以下、塩ナト）や塩化カルシウムなどの塩化物が主に
使用されている。しかし、これら塩化物系の凍結防止剤
は、道路構造物、走行車両、植生などの沿道環境への負
荷が懸念されており、沿道環境への負荷が小さい新たな
凍結防止剤が求められている。
当研究所では、沿道環境への負荷が少ない新たな凍結
防止剤を提案するため、様々な化学物質の凝固点、金属
腐食、融水性能、安全性、植物への影響、臭い、価格な
どを調査し、凍結防止剤として優れた性質を持つ物質を
探索した結果、総合的に優れていた、プロピオン酸ナト
リウム（以下、プロナト）とコハク酸二ナトリウム・六
水和物（以下、コハク）を対象として、凍結防止剤とし
て、利用可能性を調べてきた。
これまでの研究では、当研究所が所有する苫小牧寒地
試験道路にて、これら非塩化物系凍結防止剤のプロナト
及びコハクの湿式剤を使用し、塩ナトと混合して、路面
凍結後の事後散布による散布試験を実施した。その結果、
プロナトおよびコハクは、塩ナト単体での散布と同程度
のすべり抵抗値改善がみられ、散布効果の持続性も塩ナ
ト単体と同程度に認められたが、事前散布による凍結防
止効果については不明のままであった１）。本研究では、
路面凍結前の事前散布（予防散布）による散布効果試験
を実施したので、試験概要とその結果について報告する。

写真-1 プロピオン酸ナトリウム（粉状）

2. 非塩化物系凍結防止剤
(1) プロピオン酸ナトリウムについて
プロナト（写真-1）は、細菌や真菌の増殖を抑制する
効果があるため、食品保存料として使用されている。食
品以外にも化粧品、飼料、塗料、接着剤としての用途も
あり、日本国内での年間流通量は約40ｔと見積もられて
いる。外観は白色であり、形状は一般的に粉状であるが
粒状への加工も可能である。プロナトの凝固点2）は、
20％濃度の水溶液で-16.4℃となり、塩ナトの-19.7℃と
比べて高いが、塩ナトとプロナトを混合することで凝固
点の差は僅かとなる。塩ナトとプロナトの重量比8：2混
合物の凝固点は-18.9℃である。金属腐食性については、
プロナト単体ではほぼ腐食は発生しておらず、塩ナトと
の重量比で1割のプロナトを混合させた場合、塩ナト単
体に比べ約65％の金属腐食量となることを確認2）してい
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写真-3 苫小牧寒地試験道路

写真-2 コハク酸二ナトリウム・六水和物（粉末）

る。

表-1 気象条件

(2) コハク酸二ナトリウム・六水和物について
コハク（写真-2）は、国内で主に食品添加物やメッキ
剤の原料として流通しており、国内の年間流通量は約
3,000ｔである。外観はプロナトと同様に白色である。
コハクの凝固点3）は、20％水溶液で-5.9℃となり、塩ナ
トの-19.7℃と比べて高いが、塩ナトとプロナトを混合
することで塩ナトの凝固点に近づくため、積雪寒冷地域
で適用可能と考える。塩ナトとコハクの重量比19：1混
合物の凝固点は-17.8℃である。金属腐食性に関しては、
塩ナト・コハク混合物の重量比19：1の金属腐食量は、
塩ナト単体の約68％の金属腐食量となっており、プロナ
トと同様に金属腐食の進行を抑えられることが確認3）さ
れている。

外気温

(2) 散布方法
散布量は冬期路面マニュアル（案）4）における凍結防
止剤の散布基準のうち事前散布を想定して15g/m2とし、
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表-2 使用薬剤（凍結防止剤）

凍結防止剤

3. 散布試験
(1) 試験概要
プロナト及びコハクの散布効果を確認するため、2020
年1月14日、16日、20日、22日の計4日間、当研究所が所
有する苫小牧寒地試験道路（写真-3）において散布試験
を実施した。なお、試験走路は1周L=2,700m（直線部
L=1,200m、曲線部L=160m）である。散布時の気象条件を
表-1に示す。散布試験では試験道路に作製した湿潤路面
に、薬剤の種類が異なる凍結防止剤を散布し、一般の道
路交通を再現するため交通模擬車両（ダミー車）を走行
させ、一定台数通過ごとに路面のすべり抵抗値を測定す
ることで散布効果を検証した。

路温

試験日

（湿式散布）

散布量
[g/m2]

塩ナト（固形剤）＋塩ナト水溶液（20％）
（重量比9：1）

15

塩ナト（固形剤）＋プロナト水溶液（25％）
（重量比9：1）

15

塩ナト（固形剤）＋コハク水溶液（15.3％）
（重量比19：1）

15

散布方法は湿式散布とした。湿式散布とは塩ナト等の固
形剤を、水溶液状にした塩ナトや塩化カルシウム等の凍
結防止剤溶液に混合して散布する方法で、路面への付着
性がよく、風や通行車両による飛散を少なくし、即効性
や持続性が優れた散布方法である。非塩化物のプロナト
及びコハクは、単体の使用ではなく塩ナトと混合しても
金属腐食の進行を抑えることができ、単体で使用した場
合、従来の塩ナト単体の散布よりも散布コストが嵩むこ
とから、塩ナトと混合して散布することとした。また、
プロナトおよびコハクは固形剤としての散布ではなく溶
液状にした湿式剤として、固形剤の塩ナトに混合して散
布を行った。混合比率については、凝固点測定結果、金
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図-2 測定概念図

図-1 散布試験のレイアウト

図-2 計測概念図
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図-3 すべり抵抗値と横力

属腐食性試験結果を考慮した結果、表-2に示すとおりと
し、塩ナト（固形剤）にプロナト水溶液（濃度25％）を
付加した湿式散布（以下、プロナト湿式剤）、塩ナト
（固形剤）にコハク水溶液（濃度15.3％）を付加した湿
式散布（以下、コハク湿式剤）を実施した。また、これ
らとの比較のため、従来実施している湿式散布の塩ナト
（固形剤）に塩ナト水溶液（濃度20％）を付加した湿式
散布（以下、塩ナト湿式剤）を実施した。

50台を走行させる。交通模擬車両の速度は40km/hとし、
普通乗用車を使用した、ⅴ）路面すべり抵抗値を計測す
る。ⅵ）手順ⅳ）～ⅴ）を通過台数が300台（50台×6セ
ット）に達するまで繰り返す。

(4) 計測装置
散布効果の把握は、連続路面すべり抵抗値測定装置5）
（写真-3）を用いてすべり抵抗値を測定した。連続路面
すべり抵抗値測定装置とは、車両後部に計測輪を設け、
(3) 試験手順
計測輪を車両進行方向に対して1～2°程度の角度を与え、
散布試験のレイアウトは図-1のとおりである。各凍結
計測輪が回転する際に発生する横力を計測し、連続的に
防止剤の散布区間は幅3.5m×延長100mである。散布区間
路面のすべり値を計測する装置である（図-2）。なお、
同士の干渉を避けるために、各区間の間には100～200m
すべり抵抗値とは、当該装置の開発者が独自に設定した
の無散布区間を設けた。試験の手順を述べる。ⅰ）夕方、 HFN（Halliday Friction Number）と呼ばれる値である。
路温が0℃以下になる前に、試験道路の直線区間に散水
図-3に示すとおり、通常HFN0～HFN100の範囲で変化し、
車を利用して散水を行う、ⅱ）散布前の路面すべり抵抗
すべりにくいほど高い値を示す。また、測定値が表す路
値を測定する、ⅲ）路面凍結前に各凍結防止剤を散布し、 面として、HFN0～HFN44は雪氷路面、HFN45～HFN59はシャ
散布直後の路面すべり抵抗値を測定する、ⅳ）車両の走
ーベット路面、HFN60～HFN100は良好な路面を示してい
行による路面状態の変化を観測するため、交通模擬車両
る。
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写真-3 連続路面すべり抵抗値測定装置

4. 試験結果
試験期間 4 日間のうち 1 月 14 日、22 日については散
水作業後、散布前に路温が 0℃以下となり、凍結防止剤
事前散布の散布効果に関する比較可能なデータを得るこ
とができなかったため、1 月 16 日、20 日の試験につい
て比較をおこなった。
(1) 1 月 16 日の試験結果
図-4 に交通模擬車両通過台数の増加に伴う路面すべ
り抵抗値と外気温、路温の変化を示す。散布直後から試
験終了までの外気温は、-0.3～-7.5℃、路面温度は 1.1
～-7.6℃で推移した。
散布直後の路面すべり抵抗値については、無散布区間

は HFN64 であり、塩ナト湿式剤区間は HFN106、プロナト
湿式剤区間は HFN108、コハク湿式剤区間は HFN107 の値
を示した。交通模擬車両（ダミー車）50 台走行後から
300 台走行後までは、塩ナト湿式剤区間の路面すべり抵
抗値は HFN104～HFN111 の間で推移、プロナト湿式剤区
間の路面すべり抵抗値は HFN108～HFN111 の間で推移、
コハク湿式剤区間の路面すべり抵抗値は HFN69～HFN105
の間で推移し、各薬剤散布区間は、無散布区間の路面す
べり抵抗値（HFN24～HFN37 の間で推移）より高い値であ
った。交通模擬車両 300 台走行後までの全走行を通して、
塩ナト湿式剤、プロナト湿式剤を散布した区間は、ほぼ
同じ高い値のすべり抵抗値で推移しすべり抵抗値が改善
した。コハク湿式剤を散布した区間は、50 台走行後か
ら 150 走行後まで徐々に路面すべり抵抗値が低下し、
200 台走行後からは路面すべり抵抗値が上昇した。この
ような現象の要因としては、塩ナト・コハク混合物の凝
固点は、塩ナト単体及び塩ナト・プロナト混合物と比べ
て高いため、すべり抵抗値が低下した可能性があるが、
路面すべり抵抗値は HFN68 以上であり、無散布区間より
良好な路面であった。
(2) 1 月 20 日の試験結果
図-5 に交通模擬車両通過台数の増加に伴う路面すべ
り抵抗値と外気温、路温の変化を示す。散布直後から試
験終了までの外気温は、1.4～-0.1℃、路面温度は 0.3～
-2.9℃で推移した。
散布直後の路面すべり抵抗値は、無散布区間は HFN42
であり、塩ナト湿式剤区間は HFN114、プロナト湿式剤
区間は HFN118、コハク湿式剤区間は HFN117 の値を示し
た。交通模擬車両 50 台走行後から 300 台走行後までは、

120

4.0

110
2.0
100
90

0.0

80
無散布

コハク湿式剤
60

-4.0

50
-6.0

温度(℃)

路面すべり抵抗値（HFN）

-2.0

70

プロナト湿式剤
塩ナト湿式剤

外気温

40
30

-8.0

路温

20

-10.0
10
15:35

15:51

16:29

17:12

17:55

18:38

19:21

20:04

散布前

散布直後

50台
走行後

100台
走行後

150台
走行後

200台
走行後

250台
走行後

300台
走行後

0

-12.0

図-4 路面すべり抵抗値の変化（1 月 16 日）
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図-5 路面すべり抵抗値の変化（1 月 20 日）

塩ナト湿式剤区間の路面すべり抵抗値は HFN50～HFN113
の間で推移、プロナト湿式剤区間の路面すべり抵抗値は
HFN67～HFN115 の間で推移、コハク湿式剤区間の路面す
べり抵抗値は HFN110～HFN115 の間で推移し、各薬剤散
布区間は、無散布区間の路面すべり抵抗値（HFN27～
HFN35 の間で推移）より高い値であった。各散布区間と
もに交通模擬車両 250 台走行後以降は、路面すべり抵抗
値が徐々に低下した。特にプロナト湿式剤区間、塩ナト
湿式剤区間の路面すべり抵抗値は 250 台走行後以降、低
下した。交通模擬車両 300 台走行後までの全走行を通し
て、プロナト湿式剤区間およびコハク湿式剤区間の路面
すべり抵抗値は、交通模擬車両 100 台走行後までは、塩
ナト湿式剤区間とほぼ同じ値の路面すべり抵抗値であっ
た。交通模擬車両 150 台走行後からは、プロナト湿式剤
区間およびコハク湿式剤区間の路面すべり抵抗値は、塩
ナト湿式剤区間より高い値の路面すべり抵抗値であった
が、その理由については明らかにできなかった。そのた
め、今後、同様な試験を繰り返し行い確認したい。

た場合と同様にすべり抵抗値が改善した。
（ⅱ）特にプロナト湿式剤は、塩ナト湿式剤と同程度か
それ以上にすべり抵抗値が改善し、事後散布の
場合と同様の散布効果 1）が確認できた。
（ⅲ）コハク湿式剤は、塩ナト湿式剤よりも低いすべり
抵抗値となることもあった。この原因としては、
塩ナト・コハク混合物の凝固点が、塩ナト単体
と比べて高いためすべり抵抗値が低下した可能
性が考えられるが、無散布区間のすべり抵抗値
を下回ることはなかった。
本研究で得られた結果は、限られた条件およびデータ
によるものであるため、今後も同様な散布試験を実施し、
データを蓄積して散布効果の妥当性を確認したい。また、
実道での散布効果についても調べる予定である。
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