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本研究では、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を推
定する手法（簡易平衡法）を構築している。簡易平衡法では、凝固点曲線を基に凍結防止剤散
布に伴う融氷量と散布後の路面氷膜厚を算出し、路面氷膜厚と路面すべり抵抗値の関係式を用
いてすべり抵抗値を推定する。
本論文では、野外試験より路面氷膜厚と路面すべり抵抗値の関係を明らかにした上で簡易平
衡法による路面すべり抵抗値の推定の方法と例を示すとともに、本手法の実用化への課題や可
能性について述べる。
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1. はじめに
凍結防止剤散布は道路雪害対策の有効な一手段であ
り、年々縮減する予算や沿道環境の負荷軽減を背景に、
その適正化は冬期道路管理における課題となっている。
道路に散布さ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
る。この遅延・融解能力は凝固点曲線に示されるように
温度（ここでは気温や路面温度を意味）に依存し、有意
な散布効果が得られるか否かは温度に加えて路面上の雪
氷量にも関係する。例えば、極低温下において厚い雪氷
路面に凍結防止剤を散布する場合、完全に融かそうとす
ると莫大な散布量が要求される。また、散布量が少ない
と雪氷の表面のみ融解し、その後の再凍結によって却っ
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。周知のとおり、凍結
防止剤散布が不適切な場合には機械除雪や防滑材散布な
どの代替策を検討しなければならない。
凍結防止剤散布に関する参考書として、除雪・防雪
ハンドブック 1)や冬期路面管理マニュアル（案）2)など
がある。前者は凍結防止剤散布に限らず道路雪寒対策を
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
止剤の性質や散布に関する基本的な考えを理解する上で
役立つ。しかしながら、気象条件や路面雪氷状態を十分
に考慮して凍結防止剤散布を体系化するまでは至ってい
ない。北海道では、氷膜路面に対して凍結防止剤や防滑
材を撒くことが多いが、何時、何処に、どの位、何を、

散布することが適切かを判断することは依然として容易
でない。
さて、当研究所では2006年に連続路面すべり抵抗値測
定装置を導入して以来、様々な雪氷路面で路面すべり抵
抗値（以下、HFN（詳細は3. (2) a)を参照））を測定して
きた3)。HFNは、路面すべり摩擦係数（以下、）と同様
にスリップ事故や登坂・発進不能車両の発生と密接に関
わる客観的な物理量であり、凍結防止剤の散布効果を判
断するための有効な指標に成り得ると考えられる。この
ような背景から、今まで以上に凍結防止剤散布の適正化
を図るためには、散布に伴うやHFNの変化を推定する
手法の確立が望まれる。
そこで本研究では、凍結防止剤散布後の HFN の推定
手法を新たに構築している。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た上で、HFN の
推定の方法と例を示すとともに、本手法の実用化への課
題や可能性について述べる。

2. 路面すべり抵抗値の推定方法
(1) 概要
これまで筆者らは、凍結防止剤散布を考慮した路面
の熱、水分および凍結防止剤移動の連成解析からを予
測する手法を開発してきた4)、 5)。この手法は、物理的根
拠に基づくため、気象や交通条件に拘らずどこでも適用
できる優位性があるものの、熱・物質（水、氷、凍結防
止剤）移動に関連する様々なパラメータを同定しなけれ
ばならないといった課題があり、実用化までには更なる
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研究を要する。本研究では、上述の熱・物質移動を基本
とした手法の構築を継続させつつも、比較的簡単にHFN
を予測するための新たな手法（以下、簡易平衡法）を構
築・検討する。
(2) 仮定
本研究の範囲において、簡易平衡法は次の仮定の下
で成り立つ。
i) 散布した凍結防止剤の全てが路面雪氷の融解に作用
する（散布時や車両による飛散などによる道路外へ
の流出はない）。
ii) 散布後から氷の融解と凍結防止剤の溶解が完了する
まで（平衡状態になるまで）の気象条件の変化は考
慮されない。
iii) 固形の凍結防止剤散布に伴う路面氷膜の融解・低下
は面的に一様とする（凍結防止剤と接触した氷が局
所的に融解し、路面上に舗装面と氷面が混在するよ
うな現象は考慮されない）。真の路面上の氷膜厚と
本研究で空間平均的に扱う路面上の氷膜厚を区別す
るために、以下では後者を平均氷膜厚と呼ぶ。
(3) 推定方法
図-1 に示す概要図に沿って、簡易平衡法を説明する。
同図の i. 凍結防止剤散布前の氷膜路面と ii. 散布後に氷の
融解と凍結防止剤の溶解が完了（十分に時間が経過）し
た状態を考える。氷膜路面に塩化ナトリウムを散布する
と、氷と塩化ナトリウムが接触し、飽和塩化ナトリウム
溶液が発生する。塩化ナトリウム溶液は、凝固点曲線に
準じた温度に対応する濃度になるまで周囲の氷を融かす
ことで希釈する。すなわち、融氷量（凍結防止剤の散布
によって融ける氷の量）は散布量と濃度（あるいは温度、
温度が分かれば濃度は凝固点曲線から推定可能）によっ
て決定される。ここで、散布前の平均氷膜厚が既知であ
れば、散布後の平均氷膜厚（＝散布前の平均氷膜厚－融
氷量）は算出できる。次に、平均氷膜厚と HFN に相関
式が既知であれば、平均氷膜厚から HFN を求めること
ができる。
以上を整理する。簡易平衡法では散布前の平均氷膜
厚、温度および散布量から散布後の平均氷膜厚を求め、
平均氷膜厚と HFN の関係式から散布後の HFN を推定す
る。本論文では、4 章で平均氷膜厚と HFN の関係式を
示し、5章で HFNの推定例を示す。

3. 走行試験の概要
(1) 試験の内容および手順
図-2 は走行試験の様子を示す。本試験は、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で実施された。試験道路は、

図-1 簡易平衡法の概念図

図-2 走行試験の様子

全長 2700m の水平な周回道路であり、1900m の密粒度ア
スファルト舗装区間と 600m の粗面系舗装区間で構成さ
れる。
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、散水車を用いて密粒度アスフ
ァルト舗装区間（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
形成する、(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-3 に示す連続路面すべり抵抗値測定
装置（Continuos Friction Tester: CFT）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）
に路面水膜厚、平均氷膜厚、路面温度および HFN を測
定する、(vii)60 周回（300 台通過、計測回数 7 回）に達
するまで(v)および(vi)を繰り返す。
試験条件について記載する。使用した凍結防止剤は
塩化ナトリウムと濃度 30%の塩化カルシウム水溶液を重
量比 9：1 で混合したものであり、散布量は 20 g/m2 に設
定した。CFT 装着車両および周回車両の走行速度はとも
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に 40 km/h 一定とした。
(2) 測定項目
a) 路面すべり抵抗値
HFN の測定には、CFT を用いた（図-3）。CFT は車体
後部に第 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）を保ったまま牽引され、
転がった時に発生する横力を検出することで HFN は算
出される。HFN はタイヤ空転時（抵抗最小）を 0、良好
な露出路面走行時を通常 80から 100（路面温度に依存）
となるように較正される。すなわち、HFN は、凍結路
面のように滑りやすい（抵抗が小さい）時に小さく、湿
潤や乾燥路面のように滑り難い（抵抗が大きい）時に大
きくなる。HFN のサンプリング間隔は 0.01 秒である。
得られた HFN は、外部記録装置に自動記録されると同
時に、車内のディスプレイにもリアルタイムで表示され
る。
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、す
べり摩擦係数とHFNの関係は以下のように定式化され
ている6)。

  0.94  10 2 HFN  0.16

図-3 連続路面すべり抵抗測定値装置（CFT）

(1)

b) 路面上の水膜厚および氷膜厚
路面氷膜厚の測定には超音波法、電磁誘導法、破壊
法などが考えられるが、冬期道路管理に適用可能な防水
防寒・低価格の装置を探すことは容易でない。何よりも
既製計測器の多くは測定範囲（～50 mm程度）が狭いた
めに、面的に非一様な路面氷膜厚を評価するには複数点
の測定が必要となり、時間と労力を要する。そこで本研
究では、Taisto Haavasoja et al.7)を参考に融解重量法による
路面氷膜厚計を新たに作製した。
融雪重量法による路面氷膜計は、図-4 上に示すよう
な箱とその下（箱と氷膜路面の間）に設置する吸水紙で
構成される。今回の装置は成形が容易な断熱材で内寸
（220×230×100 mm）の枠を作製し、底面には伝熱性が
高いアルミ板（厚 1mm）を取り付けた。
以下に凍結防止剤散布後の氷膜路面における路面水
膜厚および平均氷膜厚の評価手順を述べる。(i)吸水紙を
用いて規定面積の路面上の水分を回収し、重量測定から
空間平均的な路面水膜厚（以下、平均水膜厚）を算出す
る。(ii)路面氷膜計を路面に設置し、箱の中に約 90℃の
熱湯を 1 リットル程度（水深 15 mm 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、重量測定から平均氷膜厚を算出する。なお、平
均水膜厚と平均氷膜厚の測定箇所が異なる場合は、平均
氷膜厚の測定前に路面上の水分を拭き取る必要がある。
図-4下は平均氷膜厚測定後の路面状態（白点線枠内）

図-4 路面氷膜計（上）と測定後の路面状態（下）

であり、測定後は殆ど水分が存在していない。このよう
に、本装置は路面上の氷膜を良好に回収することができ
た。本装置の測定時間（氷膜の完全融解時間）は、気
温・路面温度や路面氷膜厚によって異なる。参考までに
今回の気温-5～-8℃では、平均氷膜厚の測定に4分程度要
した。
c) 路面温度
路面温度は、非接触タイプの放射温度計を用いて測
定した。放射温度計はレンズの汚れを防ぐように円錐型
のボックスで保護されており、路面温度 0℃における測
定精度は±0.3℃である。また装置は、エンジン等から
放出される熱の影響および直射日光を受けないようにラ
ジエーターグリルの裏に取り付けられている。データの
出力間隔は 10 Hz である。
なお、本試験では気象観測も併せて実施した。
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(a) 気温および路面温度の時間変化

(b) 平均氷膜厚および平均水膜厚の時間変化

(c) 路面すべり抵抗値の時間変化
図-5 走行試験の結果

4. 走行試験の結果
(1) 時間変化
図-5 は走行試験の結果であり、(a)は気温 Ta（℃）お
よび路面温度 Tps（℃）の時間変化を、(b)は平均氷膜厚
Hi（mm）および平均水膜厚 Hw（mm）の時間変化を、
(c)は HFNの時間変化を、それぞれ示す。
Ta（点線）および Tps（○）は常に氷点下にあり、時間
とともに低下した。試験終了時にはともに-8℃前後とな
った。
Hi（塗り潰し棒グラフ）は、凍結防止剤散布によって
0.1～0.3 mm 程度の低下が生じた。その後は、ばらつき
があるものの大きな変化は観られない。凍結防止剤散布
直後に 0.1 mm 程度の Hw（白抜き棒グラフ）が発生し、
その後、Hw は時間とともに低下した。凍結防止剤散布
と車両走行を伴う路面上の水分移動についてはここでは
詳述しないが、この Hw の低下は蒸発よりもむしろ車両

による飛散が主要因と推察される。
HFN（△）について述べる。1 月 21 日の試験に着目す
ると、凍結防止剤散布前の HFN は 43.6 であったが、散
布後には 60 前後を推移しており、散布によって 20 程度
増大した。これに対して 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 0.16 mm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 0.3～0.5 mm 程度であり、1 月 21 日と比較し
て厚い。 この事から、Hiと HFN には Hiが薄くなるほど
HFN が大きくなるような関係があることが確認された。
(2) 路面すべり抵抗値と平均氷膜厚の関係
図-6 は HFN と Hiの関係である。図中の灰色丸（〇）
が実測値である。HFN は Hi 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
者の関係は次式で表される。
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HFN  58.8 exp 6.9 H i   33.2

(2)

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。
2. (2) iii)の仮定に記述したように、本研究では凍結防
止剤散布後の斑状に存在する氷と舗装の面積割合（路面
露出率）や真の氷膜厚を評価していないものの、HFN
と Hi の間には有意な相関性が存在することを明らかに
した。参考までに、Taisto Haavasoja et al.の研究 7)では Hi <
0.4 mm において 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。
図-6 すべり抵抗値と平均氷膜厚の関係

5. 凍結防止剤散布後のすべり抵抗値の推定
以下に、凍結防止剤散布後の HFN 推定の方法と例を
示す。
図-7 に示す塩化ナトリウムの状態図において、凝固
点曲線の温度 T（℃、気温や路面温度）と濃度 C（-）の
関係は次式で表される。
C  0.01T  0.02T  1.63

(3)

式(3)より、温度 T が決まると C が得られる。次に、
融氷量 Mmelt（kg/m2）は散布量 Msalt（kg/m2）と C との関
係式、
C

M salt
M melt  M salt

図-7 塩化ナトリウムの状態図

(4)

を変形して求められる。すなわち、
M melt 

1 C
M salt
C

(5)

Mmelt を換算した融氷厚 Hmelt（  M melt  water 、water：
水の密度（kg/m3））と散布前の平均氷膜厚 Hib（mm）
を式(2)に当てはめると、散布後の HFN、HFN’は
HFN '  58.8 exp 6.9H ib  H melt   33.2

温度や路面雪氷量に依存する HFN 改善効果（凍結防止
剤の散布効果）を数値化して表現することが可能になっ
た。
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ておく。

(6)

で求められる。上記の式(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-6 に示すように、散布前の Hi = 0.5 mm
の氷膜路面に塩化ナトリウム 30 g/m2 を散布したケース
を考える。式(3)より T = -5℃に対して C = 0.08 であり、
Mmelt = 0.35 kg/m2、Hmelt = 0.38 mmとなる。従って、散布後
は Hi = 0.12 mm、HFN’ = 58.9 となる。次に T = -10℃の場合、
C = 0.14、Mmelt = 0.30 kg/m2、Hmelt = 0.20 mmとなり、散布後
は Hi = 0.30 mm、HFN’ = 40.6 となる。両例を比べると、T
= -5℃の HFN’ = 58.9 に対して T = -10℃の HFN’ = 40.6 と、
T = -10℃の HFN改善効果は小さい。以上、本手法により
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HFN'  58.8 exp 6.9H ib  H melt   33.2
H melt  M melt  water

M melt  1  C C M salt

C  0.01T  0.02T  1.63

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/m2）
water ：水の密度（kg/m3）
C
：凍結防止剤を含む水溶液の濃度（-）
Msalt ：凍結防止剤の散布量（kg/m2）
T
：温度（℃、気温や路面温度）
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