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めの熱量は変化する。

１．はじめに

雪は、ミクロに見れば氷であり、マクロに見れば氷
降雪が橋梁などの道路インフラ（道路付属施設を含

と空気の混合物で、単位体積あたりに占める氷の割合、

む）に着雪し成長すると自重によって落下する。道路

すなわち密度で表現される。たとえば新雪は30～150

インフラからの落雪は、交通車両等の破損や視界阻害

kg/m3の密度範囲にあり、氷は雪の通気性が失われる

による事故を誘発する可能性がある1)。着雪や落雪を

約820kg/m3以上の密度とされる8)。放っておけば昇華

防ぐための着氷雪除去は、主に人力で行われているう

凝結などの現象を経て、時間の経過とともに固くなり、

え、高所作業が必要になる場合があるなど、作業の手

やがて雪は氷となる。氷内部の気泡が無ければ氷の密

間やコスト負担になる 。このため、道路インフラへ

度は0℃で916.4kg/m3である8)。簡単には、氷の潜熱に

の落雪防止の開発に対する社会的要請は大きい。ここ

氷と雪の密度比を掛ければ、雪を融かすために必要な

では、落雪防止技術 のうち、融解によって着氷雪を

熱量を計算することができる。

2)

3)

一般的に、光（電磁波）が物体に照射されるとエネ

除去する方法に着目する。
冬期道路管理において、道路構造物に付着あるいは

ルギーの保存則から、反射、透過、吸収の3つの現象

堆積した雪を融かす方法には、加熱法や凝固点降下法

を生じる9)。照射された光のエネルギーと対象物質の

などがある4)。加熱法には、地下水や水道水を消雪パ

分子・原子のエネルギー状態が相互作用する場合に、

イプやホースで散水して雪を加熱する方法 、ロード

光のエネルギーが物体へ受け渡され熱に変換される。

ヒーティング やシート状の熱源を道路構造物に貼り

これを（光の）吸収といい、上述した氷の潜熱よりも

付けるヒーティング工法 などが該当する。また、凝

高い熱量を氷が生み出すことができれば、光でも氷が

固点降下法には凍結防止剤等が該当する 。

融解する。ただし、波長によって氷が吸収する光の強

5)

6)

7)

4)

本稿では、上記の既存技術に対して、レーザーを活
用した新しい着氷雪除去の方法を提案する。特に、レ
ーザーを用いた低コストの着氷雪除去を実現するため
の基礎技術として本稿は、光による雪氷の融解に関す

度が異なるので、光による融解法では波長を選定する
ことが重要となる。
光が物体を通過するとき、光の強度（I）は通過す
る距離（x）と比例関係にあり、

る基礎（２．
）
、レーザーを直接氷に照射したレーザー
融解実験（３．
）
、亜鉛めっき鋼板へのレーザー照射と
伝導融解の可能性（４．）について検討した結果を報
告する。

 ܫൌ ܫ݁-ఈ௫



（式－１）

で表される。I 0は入射した光の強度、比例定数αは吸
収係数（長さの逆数の次元で通常cm-1で表現される）

２．光による雪氷の融解に関する基礎

である。図－1に氷の吸収係数αと波長の関係 10)を示
す。なお、吸収係数αが大きいほど、その波長の光を

氷の表面の微少な液相を除けば、氷は大気圧（常圧）

よく吸収することを意味する。

の0℃で水になる。氷から水へ相変化するために必要

可視光（0.35～0.7µm程度）の場合、氷は波長の長

な熱量を潜熱といい、温度変化を伴わないので潜んだ

い赤色ほど良く吸収し、波長の短い青色は良く透過す

熱（潜熱）と言われる。氷の潜熱は333.6kJ/kg（6.01

る。氷に太陽光が照射されると青い光だけが透過し目

kJ/mol） であり、この潜熱に相当する熱量を氷に与

に写る。たとえば「かまくら」や積雪の中で雪や氷が

えることができれば氷は融けて水となる。ただし、こ

青く見えるのはこのためである。また、波長100µmく

の潜熱は純粋な氷が水に変化する場合であり、H2O以

らいまでは波長が長いほど吸収係数が高い。実用化さ

外の不純物が混入していれば、それに応じて融かすた

れている光融雪法には遠赤外線ランプ光源を利用した

8)
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それぞれの波長における氷の透過距離が算出される
（図－2）。
たとえば、波長0.532µmでは吸収係数が非常に小さ
いので、厚さ100mmの氷に照射してもほとんど吸収
することなく光は透過する。一方、波長10.6µmの光
では0.1mmで全ての光が吸収される。波長1.064µmや
波長1.56µmはその中間である。
３．レーザー照射実験
レーザーは、遠赤外線ランプ光源やLED等とは異
なり、位相と波長が揃った光で指向性が良く、数十メ
ートルから場合によっては百メートル以上先の対象物
図－1 光の波長と氷の吸収係数
氷の吸収係数はWarren and Brandt 200810)の消衰係数
（Web
݇
上に公開）から計算した値．吸収係数と消衰係数の関係：
ߙ ൌ 4ߨ݇/ߣ ．ここで ݇ は消衰係数（無次元）、 ߣ は波長．波
長10.6µmは本研究で利用したCO
2レーザーの波長
ߣ

に照射することも可能である。また集光性も良いた
め、狙った箇所に光を集めて単位面積あたりの光の強
さをコントロールすることが可能である。たとえば、
道路上から遠く離れた橋梁の上部構造や道路案内標識
等の道路付属施設に着雪した雪を融解するなど、レー
ザー光を制御し、目的に応じて調整できるものと考え
られる。さらに、融雪に効果的なレーザー出力、照射
時間、照射可能距離等が明らかになれば、たとえば雪
崩の発生要因である雪庇や巻きだれ等を処理すること
も可能になると想像される。しかし、レーザーを用い
た雪氷融解に関する基礎研究はほとんどない。本研究
では、まずレーザー光源を選定し、室内における氷の
融解および道路付属施設等に利用される亜鉛めっき鋼
板の損傷に関する実験を行い、遠隔レーザー融解法の
実現可能性について報告する。
３．１

レーザー光源の選定

1960年にレーザーが発明12)されて以来、気体（ガス）、
固体、半導体など様々な媒質によるレーザー光源が
図－2

各波長における光の強度比と透過距離の関係

開発されている9)。図－1に示した近赤外（波長0.7～
1.5µm）から中赤外域（波長30µm程度まで）のレー
ザー光源も数多くある。なかでもガスレーザーは赤外
域の波長の種類が非常に多くある13)が、本研究では市

方法11)等がある。波長範囲の定義にもよるが、遠赤外

場で入手しやすい光源を選定することとし、古くから

線は波長2～30µm程度で、この波長範囲の氷の吸収係

様々な分野で応用されている波長10.6µmの高出力CO2

数が高いことは図－1からもわかる。よって、遠赤外

レーザー14)を選定した。出力は最大100W、出力形式

線を路面等に照射することにより雪氷を融かすことが

は連続波発振（GEM-100A, Coherent Inc.）である。

できるのは、氷にこのような光の吸収特性があるため
である。

３．２

実験方法

図－1の吸収係数を式－１に代入し、入射した光と

室内実験では、市場で購入可能な無気泡氷を利用し

透過した光の強度比（I/I0）で表現すると（あるいは

た。室内の温度は室温（20℃程度）であり、表面がわ

入射した光の強度を定数（I0=1）にすると解りやすい）、

ずかに融解したタイミングでレーザーを照射した。無
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気泡氷にレーザーを照射し、ビデオカメラで融解速度

ここで図－3をみると、レーザーの光軸を水平に調
整したにもかかわらず融解した穴が若干斜め上方に傾

を算出した。

いている。この傾向は出力を変えたときにも現れた。
３．３

レーザー照射実験の結果

その原因は定かではないが、空洞内において融解した

図－3に結果の一例を示す。レーザーの出力は

水が影響した可能性がある。そこで解析では照射箇所

10.5W、氷の厚さは約4.8cmである。29秒で氷が融解

（入口）から貫通した箇所（出口）までの斜距離を融

してレーザーが貫通した。ビデオカメラ画像から1秒
毎の融解距離を解析すると、図－4に示すように経過

解長さとした。
CO2レーザーの出力を変えて融解速度を解析した結

時間との間に線形の関係が得られた。図－4の回帰直

果を図－5に示す。レーザー出力毎に氷の融解速度に

線の傾きから、融解速度は0.147cm/sとなる。

ばらつきはあるものの、レーザー出力と融解速度は概
ね線形の関係にある。ばらつきの原因は氷内部の温度
分布等が関係していると思われる。図－5の原点を通
る傾きの最大値を氷0℃における融解速度とし、傾き
を変えずに融解速度の最大と最小を破線で示す。たと
えばレーザー出力60Wのときの氷の融解速度は最小
0.7～最大1.0cm/sとなる。なお、室温に置かれた氷の
内部温度は不明であるが、融解速度の最小は氷内部の
温度上昇に利用される熱量が含まれると考えられるた
め、融解速度に差が生じたと思われる。
融解速度の傾きから、レーザー出力が100Wのとき
最速1.6cm/sで氷を融解することが可能であると推測
される。また、本実験では氷を利用した実験である
が、新雪の融解速度は、新雪（ここでは100kg/m3と
する）と氷（916.4kg/m3）の密度の違いから100Wで
秒速14.7cmの融解速度が期待される。

図－3

CO2レーザー照射開始（上）と照射終了（下）
（レーザー出力10.5Wのとき）

図－5

図－4

CO2レーザー（10.5W）照射時の融解距離と経過時間
の関係
回帰直線：z=0.1473t （z：融解距離（cm）、
t ：経過時間（秒））
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CO2レーザー出力と氷の融解速度の関係
破線：氷の融解速度の最大値と原点を結ぶ傾
き0.016の直線（破線上部）、氷の融解速度の
最小値を通る傾き0.016の直線（破線下部）
直線：y=0.016x （y：氷の融解速度（cm/s）、
x ：レーザー出力（W））
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４．
亜鉛めっき鋼板へのレーザー照射と伝導融解の可

図－6ａに、CO 2レーザー照射による亜鉛板の表面
温度分布を熱流体シミュレーションで計算した結果の

能性

一例を示す。なお、本シミュレーションの計算は定常
２．で述べたように、光を物質に照射すると吸収係

状態の値である。レーザー出力が90Wのとき、レーザ

数に依存して熱が発生し、温度が上昇する。金属の場

ースポットの中心の最大温度は+52.6℃であった。端

合も同様に光を吸収して融解する可能性がある。CO2

部の温度は+36℃ほどで、亜鉛板全体の温度が環境温

レーザーが金属加工などに利用されることを鑑みる

度（0℃）よりも十分に高温となる。次に、レーザー

と、橋梁の上部構造や道路案内標識の梁材等への損傷

の出力を変えて最大温度を図示すると、最大温度とレ

が懸念される。そこで本項ではCO2レーザー照射によ

ーザー出力には、線形の関係にあることがわかる（図

る橋梁の上部構造や道路案内標識の梁材に利用される

－6ｂ）。

亜鉛めっき鋼板への損傷と、レーザー照射時の温度分
布について報告する。

亜鉛の融点は419.5℃である。図－6ｂの回帰直線か
ら亜鉛の融点に達するレーザー出力は100kW以上と
なることから、市場で購入可能な<1kW程度のレーザ

４．１

亜鉛めっき鋼板への照射実験

亜鉛めっき鋼板（100mm×100mm×3.2mm）に

ーであれば、亜鉛めっき鋼板には影響しないものと考
えられる。なお、金属レーザー加工法はレーザー光を

CO2レーザーをスポット径φ10mm程度で1分間程度照

集光してよりレーザー強度（単位面積あたりの出力）

射し続けたところ、少なくとも90Wまでは損傷などの

を高くすることで、材料を融解させる方法である18)。

変化は全く見られなかった。ただし、亜鉛めっき鋼板

ここではレーザーを集光していないことに留意した

全体の温度が上昇していることは確認している。参考

い。

値ではあるがレーザー出力が90Wのとき亜鉛めっき鋼
板端部の温度は60～80℃程度であった。
４．２

C O 2レーザー照射時における亜鉛めっき鋼板

の温度分布

CO2レーザーを亜鉛めっき鋼板に照射したときの温
度分布を実測することは難しい。そこで、本項では温
度分布を計算で求める方法を検討した。波長10.6µm
における亜鉛の吸収率は赤外吸収スペクトルからお
よそ15％15)である。熱容量は38J/K16)、熱伝導率は113
W/mK17)とした。これらの値から、レーザー照射時に
おける亜鉛の温度分布について熱伝導方程式を解くこ
とで計算することが可能である。
本研究では特にレーザー照射時における亜鉛めっき
鋼板（梁材等の円筒状）の温度分布が重要であると考
えているため、1次元熱伝導モデルではなく3次元で
温度分布を捉える必要がある。そこで、解析には3次
元CADの作成と互換性の良い熱流体シミュレーショ
ン（Solidworks flow simulation）を利用した。レーザ
ー照射箇所にスポット径φ10mmの熱源を設置して、
発熱量はレーザー出力の15%とし、環境温度は0℃
（273.15K）として計算を実行した。ここで、一般的に
亜鉛めっき鋼板の表面は亜鉛で覆われ母材は鋼板（鉄）
であるが、ここでは計算を簡単にするため亜鉛板とし
て計算した。また、亜鉛板のサイズはCO2レーザー照
射実験の亜鉛めっき鋼板と同じである。
48

図－6

レーザー照射時における亜鉛板の温度
（シミュレーションによる推定値）
a)レーザー出力90W(φ10mm)時における表面温度分布、
b)亜鉛の最大温度（中心部）とレーザー出力の関係．回帰
直線： T = 0.58P（T:亜鉛めっき鋼板の最大温度（℃）、P:
レーザーパワー（W））
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４．３

道路案内標識の梁材にレーザーを照射した時


り広範囲において熱が伝導し着氷雪の融解を促進する

の温度分布の計算

ことが期待された。ただし、本結果は定性的な結果で

図－6ａに示したように、亜鉛めっき鋼板の1点に照

あり、今後屋外試験等により確認する必要がある。な

射しただけで表面全体の温度が0℃以上になれば、亜

お、CO2レーザーの波長10.6µmの光は氷だけでなく水

鉛めっき鋼板に着雪した雪を全体的に融かすことがで

も吸収する。すなわち、人体の皮膚に含まれる水分も

きると想像される。そこで、道路案内標識の梁材に

温度上昇させる働きがあるため、人体への影響（火傷

CO2レーザーを照射することを想定し、梁材の温度分

等）については十分に注意して実施する必要がある。

布を計算した。CO2レーザー100Wを1cm のスポット

安全対策等についても今後の課題である。

2

として照射したとき、梁材表面の最大温度が+30℃程
となった（図－7）。また図－7から、直径30cm程度の
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