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凍結防止剤の通過車両への付着量とその分布に関する走行試験
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定車２台を含めた計５台の走行車両を周回させる、
（v）

１．はじめに

10周回毎に路面上の水膜厚、氷膜厚、塩濃度および車
積雪寒冷地域では、路面の雪氷融解や凍結防止のた
めに凍結防止剤が散布されている。凍結防止剤の散布
にあたっては、気温と雪氷量を総合的に判断し、状況

両付着塩量を測定する、（vi）60周回（通過台数300台）
に達するまで（iv）および（v）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

に合わせた効果的な散布が求められる 。一方、凍結

塩化ナトリウムと濃度30％の塩化カルシウム水溶液を

防止剤は散布時や車両通過時の路外への飛散などによ

重量比９：１で混合したものであり、散布量は20g/m2

る流出が生じる２）。こうした凍結防止剤の損失は凍結

に設定した。車両付着塩測定車は、ＳＵＶを測定車Ａ、

防止の効果や持続性を低下させる。このことから、よ

コンパクトカーを測定車Ｂとした。試験では測定車Ａ

り効果的な散布を行うためには路外への凍結防止剤の

を先頭に、測定車Ｂ、その他３台の車両の順で走行さ

損失量を定量的に把握しておくことが必要となる。

せた。走行速度は40km/h とした。

１）

車両通過に伴う凍結防止剤の損失は、固形剤のまま
飛散するケースと雪氷融解後に溶液化して水滴や霧状
で飛散するケースがある。本研究では後者を対象とし、

᳇⽎᷹ⷰ

車両に付着する凍結防止剤量（以下、車両付着塩）に着
目する。既往の研究では、木村ら２）は現道で一定期間
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経過時の車両付着塩量を測定したが、車両通過に伴う
付着塩量の変化については明らかとなっていない。
そこで本研究では、凍結防止剤散布路面における走
行試験を実施し、
車両付着塩量を測定した。その結果、
車両付着塩の定量化につながる知見を得ることができ

ಓ⚿㒐ᱛᢔᏓᓟ䈱
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たのでここに紹介する。
２．走行試験の概要
２．１

図－１

走行試験の状況

試験の内容および手順

図－１に走行試験の状況を示す。本試験は2013年１

２．２

車両付着塩量の測定方法

月24日、28日および31日の３日間の夕方から深夜にか

図－
車両付着塩量の測定方法を以下に記載する。
（i）

けて、
苫小牧寒地試験道路で実施された。試験道路は、

２に示すように車両付着塩測定車のフロントガラス、

全長2700m の水平な周回道路であり、2100m の密粒度

ボンネット、底面、前方側面、後方側面、バックおよ

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。

びリアガラスにテープをそれぞれ６枚ずつ添付する、
（ii）10周回路走行後に各部位に張られたテープをそれ

試験は次の手順で実施した。
（i）
路面温度＜０℃を確

ぞれ１枚剥がし、テープに付着した水分を完全に乾か

認した後、散水車を用いて凍結防止剤散布区間（400m）

す、（iii）規定量の水とテープに析出した塩を混ぜ、そ

の路面に散水する、
（ii）気温の低下によって道路表面

の混合水の塩濃度を測定し、テープに付着した塩量を

水を完全に凍結させ、氷膜路面を形成する、
（iii）氷膜

算出する、（iv）テープの表面積を測定し、表面積比か

路面に凍結防止剤を湿式散布する、
（iv）車両付着塩測

ら測定車全体に付着した塩量（＝車両付着塩量）を推定
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する。

１月31日は晴天であり、気温は19時に－１℃、23時

表－１に各測定車の諸元および部位の表面積を示す。

30分（試験終了）に－８℃であった。路面温度は19時頃

予備試験の結果を参考に、ルーフ、サイドガラスは付

に氷点下となったので散水を行い、その約30分後に氷

着がないものとし、測定対象から除外した。

膜路面が形成されたことを確認し、凍結防止剤を散布

なお、水膜厚および氷膜厚の測定方法については参

した。

３）

考文献 を参照されたい。
３．２

車両付着塩量、路面水膜厚および塩濃度の変
化

図－３は2013年１月24日、１月28日および１月31日
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の試験結果で、走行距離（時間）に伴う車両付着塩量、
路面水膜厚および塩濃度の変化を示す。
まず、路面水膜厚について述べる。１月24日は上述
したように湿潤路面に凍結防止剤を散布したために、
試験開始時（散布直後）の路面水膜厚は0.42mm と他の
試験日に比べて大きい。その後、車両の通過に伴う車
両への付着、飛散により走行距離（時間）とともに低下
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図－２

表－１

した。走行距離が８km 以降では路面水膜厚は約0.05
mm を保った。１月28日および１月31日の路面水膜厚

車両付着塩回収テープの貼付状況

車両付着塩測定車の諸元および部位表面積

は散布直後の0.10mm から走行距離とともに低下し、
24km 走行（60周回）後には0.01mm 以下になった。
次に、塩濃度について記載する。１月24日は塩濃度
の計測を実施していない。１月28日および１月31日の
塩濃度は0.07前後を推移し、大きな変化はなかった。
最後に車両付着塩について述べる。車両付着塩量は、
多少のばらつきが見られるものの５～ 18g の範囲に
あった。当初、車両付着塩量は走行距離とともに増加
すると予想していたが、今回の試験では走行距離に依
存した明確な変化はなかった。先に述べたとおり、車
両の走行に伴って水膜厚は減少したが塩濃度には大き
な変化が見られなかった。すなわち、路面上の塩分量
が走行距離の増加に伴って低下したことが要因として
推察される。実際、目視観測でも試験開始（散布）直後

３．結果

はタイヤによって巻き上げられる水分を確認できた
３．１

気象および散布状況

が、走行距離８km や12km 以上になると路面上にほと

１月24日は19時頃まで曇りであり、それ以降に弱い

んど水分がなくなり、タイヤによって巻き上げられる

降雪が観測され、路面上にはおよそ10mm の積雪が発

水分の量は著しく減った。また、同じ車両部位であっ

生した。また、気温の低下に伴う氷膜の形成が期待で

てもテープの貼付位置によって車両付着塩量は異なる

きなかったため、路面温度＞０℃で散水し、その後16

可能性が考えられる。これについては、本手法の課題

時頃に凍結防止剤散布を実施した。

として今後検討を行う。

１月28日は晴天であり、気温は16時の約－３℃から
22時
（試験終了）
の約－９℃まで低下した。この気温の
低下に伴い16時30分頃に路面温度が氷点下になったの
で散水を行った。路面上の水分は17時15分までに完全
に凍結し、氷膜路面が形成された。その後、17時30分
頃に凍結防止剤散布を実施した。
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３．３

測定車の走行環境の違いは前方の走行車両の有無（測

車両の表面積と付着塩量との関係

表－１に示したように、今回使用した測定車Ａおよ
2

2

定車Ａ：無、測定車Ｂ：有）であり、前方の走行車両

びＢの表面積はそれぞれ18.34m および15.08m であ

による飛散が測定車Ｂの車両付着塩量を増大させた可

り、測定車Ａに対する測定車Ｂの表面積比は0.82であ

能性が考えられる。

る。対して各試験日における測定車Ａに対する測定車
Ｂの車両付着塩量比は、１月24日、１月28日および１

３．４

車両部位の車両付着塩量比

月31日でそれぞれ0.92、0.79および0.91であった。こ

図－４は、車両付着塩量比（＝車両部位の車両付着

れらの平均値は0.87であり、測定車Ａに対する測定車

塩量／車両全体の車両付着塩量）を円グラフで表した

Ｂの車両表面積比0.82より大きい。本試験における両

ものであり、上段に測定車Ａを、下段に測定車Ｂを、

図－３

車両付着塩量、路面水膜厚および塩濃度の変化

図－４
34

車両付着塩量比（試験日・測定車別）
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左列から順に、１月24日、１月28日、１月31日の結果

次いで後方両側面、バック、底面の順で大きい。

を示した。

リアガラス、ボンネットおよびフロントガラス

まず、測定車Ａに着目する。同図より、前方両側面
の車両付着塩量比が最も大きく、30 ～ 43％を占めた。

は相対的に小さい。
本研究の試験条件は限定的であるが、様々な条件下

次いで後方両側面が大きく、バックと底面がその後に

での計測事例を積み重ねることで、交通量や気温、雪

続く。リアガラス、ボンネット、フロントガラスの車

氷状態、道路構造などに応じた散布量、散布サイクル

両付着塩量比は４％以下で小さい。

の適正化など効果的散布手法の確立に貢献できるもの

次に測定車Ｂの車両付着塩量比は、前方両側面、後

と考える。

方両側面、バック、底面の順で高い。測定車Ａとの相
違点として、測定車Ｂのフロントガラスの車両付着塩

参考文献

量比が３～４％の範囲にあり、比較的高い。この理由
は３．３に記載したように前方の走行車両による飛散
の影響と推察される。
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