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凍結防止剤散布の
散布速度と定着散布量に関する一考察
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積雪寒冷地では、凍結路面対策として主に凍結防止剤の散布を行っている。この凍結防止剤
の散布は、一般的な傾向として、散布作業速度が速くなるほど車両が巻き起こす風などの影響
により路肩に吹き寄せられ、散布の損失量が多くなるとされている。また、今般の道路管理に
係わる予算の制約から、より効果的・効率的な凍結防止剤の散布が求められている。
本研究では、塩化ナトリウムにおける散布の損失量が少なく、かつ比較的速度も確保できる
効率的な散布速度を見極めることを目的に、苫小牧寒地試験道路にて散布速度と定着散布量の
確認試験を行った。本稿では、当該試験の概要とその結果について報告する。
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1. はじめに
積雪寒冷地では、降積雪と気温、風、日射、地熱、雨
等の気象条件で融雪を繰り返すことによって非常にすべ
りやすい雪氷路面が発生する。路面は、降積雪の状態や
経過によって、氷板や氷膜等に変化し、密度や硬度、含
水率、平坦性、雪堤等の路面環境により、路面のすべり
摩擦係数は常に変化している。すべり摩擦係数が低下す
るとスリップ事故等の冬期特有の交通事故を誘発させる
ことから、物流や緊急時の輸送手段、一定の旅行速度の
確保など積雪寒冷地では、生活の安定と産業経済活動を
支える上で冬期交通の確保は必要不可欠である。
このことから、凍結路面対策として、塩化ナトリウム
等の凍結防止剤を散布しているが、今般の道路管理に係
わる予算の制約から、特に凍結や交通に影響が多い交差
点部、トンネル出入口部、橋梁部、坂道、曲線部、日陰
部等の局所に散布している。しかし、安全かつ円滑な冬
期道路交通を確保するため、より効果的・効率的な凍結
防止剤の散布が求められている。
本研究では、凍結防止剤として主に使用されている塩
化ナトリウムに着目し、散布の損失量が少なく、かつ比
較的速度も確保できる効率的な散布速度を見極めること
を目的に、散布速度と定着散布量の確認試験を行った。

2. 凍結防止剤散布車
凍結防止剤散布車は、凍結路面のすべり抑制対策とし
て、塩化ナトリウム、塩化カルシウム等の融雪効果を期
待する凍結防止剤又は砂や砕石等のすべり止め効果を期
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待する防滑材を散布する装置をトラックベースに架装し
た作業用機械である。構造は、ホッパ内にスクリューコ
ンベア又はベルトコンベアが設けられ、車両後方へ強制
的に凍結防止剤又は防滑材を送り出し、設定した散布条
件で散布する。また、車両速度同調機能により、薬剤の
種類、散布量、散布幅等の散布条件を設定することによ
ってオペレータは散布スイッチのON/OFFのみで散布速度
が変化しても設定した単位面積当たりの散布量を一定に
保ちながら散布できる。
散布は、凍結防止剤又は防滑材と溶液剤の混合が可能
で、状況に応じて、固形剤のみの乾式散布、溶液剤のみ
の溶液散布、固形剤と溶液剤を混合する湿式散布を用途
別に使い分けている。
凍結防止剤の即効性は、溶液散布が最も高く、湿式、
乾式と続く。散布効果の持続性は、その逆の順になる。
乾式散布は、固形剤を乾燥した状態で散布するため、
風の強い道路では固形剤が路肩に吹き寄せられ、均一な
散布ができない上、損失量が多くなることがある。しか
し、防滑材のように比重が大きいと風の影響は受けにく
い。一方、湿式散布は、固形剤と溶液剤を混合して散布
することから、路面への定着性が良いため、散布作業速
度は、乾式より優れているとされている。しかし、道路
構造（切土、盛土、橋梁）、地形条件（雪堤、日向・日
陰、風の吹き抜け）、気象条件（天候、気温、風）、交
通条件（都市部、郊外部、道路車線、交通量、旅行速
度）等があるため、一概には言えない。散布手法の特性
を表-1 1)に、スクリューコンベア方式の凍結防止剤散布
車の概要図を図-1 に示す。

表-1 散布手法の特性
乾式散布

溶液散布

湿式散布

持続性

良い

やや劣る

良い

即効性

やや劣る

良い

良い

均一に撒きにくい

比較的均一に撒き易い

比較的均一に撒き易い

それほど影響がない

流れ易い

影響されない

路肩に飛散し易い

影響されない

影響されない

散布の均一さ
路面の 横断勾配等の影響
定着性 風･交通による影響

散布操作パネル

凍結防止剤散布車

凍結防止剤散布車

（散布車 A）

（散布車 B）

凍結防止剤散布装置付き
除雪トラック
（散布車 C）

写真-1 使用した凍結防止剤散布車

ホッパ
（固形剤容器）
スクリューコンベア

表-2 使用した凍結防止剤散布車の仕様

走行風整流板

略称

機械名

規格

型式

ベースシャシ

年式

散布車A 凍結防止剤散布車

湿式、4.0m3、ツイン

NWS40TS5

いすゞ 4×4 平成22年

散布車B 凍結防止剤散布車

湿式、4.0m3、ツイン

NWS40TS1

日産 6×6

平成09年

散布車C 凍結防止剤散布装置付き除雪トラック

IG、湿式、2.5m3、シングル

NWS25SS2PU 日野 6×6

平成13年

表-3 試験条件
散布方法 整流板 散布量 散布幅
水溶液タンク
（溶液剤容器）

乾式
湿式

散布速度

あり
なし

20g/m2

2m

20km/h ・ 30km/h ・ 40km/h ・ 50km/h ・ 60km/h ・ 80km/h

あり

散布円盤

(2) 散布設定
本試験で使用した凍結防止剤散布装置は、全てスクリ
ューコンベア方式によるもので、散布量は各構成部品の
3. 散布試験
経年劣化による損耗や状態に左右される。その影響を解
凍結防止剤散布車は、走行しながら所定の散布量を所
消するため、散布量の設定は、散布操作パネルの設定で
定の幅で散布する必要があることから、車両速度同調機
はなく、実際に散布された散布量を調整することで同条
能を有しているが、走行速度が40km/hを超えると、走行
件とし、散布幅は片側１車線散布を想定して2mとした。
風や慣性の影響により散布精度が低下するとされており、
散布量の調整は、散布量を計測できるよう散布受けシ
また、凍結路面上での散布作業の安全性を確保する観点
ート上に散布走行し、１m×１mの木枠を用いて木枠内に
からも最高作業速度を40km/hと規定している1) 。しかし、 ある凍結防止剤を掃き集めた。計測は散布された面に対
交通状況により必ずしも一定速度で作業できるとは限ら
して２箇所採取し、平均値が設定する散布量になるよう
ない。
調整した。
図-1 凍結防止剤散布車(スクリューコンベア方式)の概要図

(1) 試験概要
散布試験は、平成24年9月11日～14日に、当研究所が
保有する苫小牧寒地試験道路において、散布速度と散布
分布の関係を把握するため、固形剤に塩化ナトリウム、
溶液剤に塩化カルシウムを用いて乾式及び湿式での散布
試験を実施した。また、乾式散布のみ散布装置の走行風
整流板の有無による散布への影響を確認した。走行風整
流板とは、車両の走行で発生する空気の乱れよる散布剤
等の飛散を防止し、路面への定着を向上させる機構であ
る。
試験に使用した凍結防止剤散布装置は写真-1 及び表-2
に示すベースシャシと装置の規格が異なる３機種を用い
た。散布設定は、散布量を20g/m2 とし2)、湿式割合は設
定下限値が30%の装置があったため、各規格の比較がで
きるよう一律30%に設定した。乾式散布は固形剤が20g/m2、
湿式散布は固形剤が14g/m2及び溶液剤が6g/m2の計20g/m2
とした。試験条件は表-3 に示すとおり各機械毎18条件と
した。
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(3) 試験路面設定
本試験は、ターポリン製の散布シートを敷くことで氷
膜路面を模擬的に仮定した。散布シートのすべり摩擦係
数は、ポータブルスキッドテスターで計測した結果、乾
燥状態でBPN=35程度、湿潤状態でBPN=25程度であった。
この値は、氷膜、圧雪、シャーベット路面と比較し同程
度である3)。ポータブルスキッドテスター（写真-2）とは、
エネルギー保存の法則を用いた英国式の測定器で、値は
BPNという単位で表される。この値を100で割った値が
40km/hで走行したタイヤの路面すべり摩擦係数になると
いわれている4)。
路面の硬度及び平坦性は、実際の冬期道路では状況に
よって異なるため本試験の条件下では考慮していない。
また、冬期道路は、盛土・切土の道路構造の違いはある
が、除雪によって形成される雪堤により凹み形状になる
ことが多い。しかし、本試験は試験道路の条件である盛
土地形で、周囲には建物等の障害物がない状況下で行っ
た。

走行中心線
進行方向

左③

右③

左②

右②

左①

右①

写真-2 ポータブルスキッドテスター

(4) 試験方法
散布量の確認は、0.25m メッシュを施した散布受けシ
ートに散布された凍結防止剤を散布設定時と同様、１m
×１m の木枠を用いて木枠内にある凍結防止剤を掃き集
めて計測した。散布受けシートを図-2 に、散布状況を
写真-3 に、計測状況を写真-4 に示す。
散布シートの設定は、第３種第２級の道路を想定し、
走行車線を 3.25m、路肩を 1.25m、隣接車線を 1.50m とし
た。４輪自動車の幅は、軽自動車 1.48m 以下、小型自動
車 1.70m 以下、普通自動車 2.50m 以下と規定されている
ため、計測範囲は、車線に対して走行輪（タイヤ）が通
過する区間の左右各３箇所の計６箇所（左①、左②、左
③、右①、右②、右③）とした。
また、走行風整流板の効果を視覚的に把握するため、
ホッパ上部にスモークマシンを設置し、煙による気流を
確認した。スモークマシンとは、専用の液体を気化する
ことで強制的に発煙させる装置である。

1.00 m

0.25m
メッシュ

1.00 m
1.75 m （乗用クラスのタイヤ走行幅）
2.25 m （４ｔトラッククラスのタイヤ走行幅）

1.25m

3.25m

1.50m

路肩

走行車線

隣接車線

図-2 散布受けシート

4. 試験結果と考察
本試験は、凍結防止剤散布装置からの散布分布を確認
したもので、散布効果の持続性は考慮していない。

写真-3 散布状況
進行方向

(1) 速度別散布量分布
散布計測区間における速度別散布量分布の図の見方を
図-3に、結果を図-4～図-12に示す。なお、グラフ上での
最大値は30g/m2とした。
設定散布量に対し、計測範囲の定着散布量との差を散
布損失量とし、過度になった散布量は、散布車自体が巻
き起こす走行風等の外的要因によるものとした。
その結果、以下の傾向が確認できた。
① 設定散布量に比べ、定着散布量が少ない。
② 計測範囲における各箇所の定着散布量が均一で
ない。
③ 散布速度が速くなると定着散布量は減少する。
想定する要因としては、事前に設定散布量を調整した
が、散布装置を構成する個々の部品の損耗等が考えられ
る。写真-5に示すとおり散布円盤から排出される凍結防
止剤は一定の間隔ができるため、散布速度が速くなると
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左③
左②

左①

右③
右②

右①

写真-4 計測状況

路面に対して散布のムラが生じるとともに、凍結防止剤
の転がりも大きくなる。また、写真-6に示すとおり凍結
防止剤は一粒毎の粒径が異なるとともにスクリューコン
ベアによる送り出し時に凍結防止剤が粉砕されて粒径が
小さくなり、これによって、散布が均一である場合でも
質量換算では面積当たりの散布量が小さくなる可能性が
あると推察される。

図-3 速度別散布量分布の見方

図-7 速度別散布量分布(散布車B 乾式 整流板なし)

図-4 速度別散布量分布(散布車A 乾式 整流板なし)

図-8 速度別散布量分布(散布車B 乾式 整流板あり)

図-5 速度別散布量分布(散布車A 乾式 整流板あり)

図-9 速度別散布量分布(散布車B 湿式 整流板あり)

図-6 速度別散布量分布(散布車A 湿式 整流板あり)

図-10 速度別散布量分布(散布車C 乾式 整流板なし)
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図-11 速度別散布量分布(散布車C 乾式 整流板あり)

図-13 速度別散布量(乾式 整流板なし)

図-12 速度別散布量分布(散布車C 湿式 整流板あり)

図-14 速度別散布量(乾式 整流板あり)

写真-5 散布円盤からの散布瞬間

図-15 速度別散布量(湿式 整流板あり)

20mm
写真-6 凍結防止剤（塩化ナトリウム固形剤）

(2) 速度別散布量
速度別散布量を図-13～図-15に示す。その結果、以下
の傾向が確認できた。
① 乾式に比べると湿式の方が散布速度による散布損失
量が少ない。
② 散布速度が速くなると定着散布量は減少する。
③ 走行風整流板がなしの場合、散布速度による影響を
受けやすい。
④ 定着散布量に対する影響が少ない散布速度は特定で
きない。
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(3) 速度別平均散布量と風速
速度別平均散布量と風速を図-16～図-18に示す。その
結果、以下の傾向が確認できた。
① 風速の影響による定着散布量は乾式/湿式の明確な違
いを確認できない。
② 散布車通過時風速（自然風速）と散布車通過後最大
風速（乱流風速）の差と定着散布量に関係は見られな
い。
(4) 速度別散布幅
凍結防止剤散布装置から散布された固形剤及び溶液剤
の速度別散布幅の代表例を図-19に示す。その結果、以
下の傾向が確認できた。
① 乾式、湿式ともに速度が速いほど飛距離が大きい。

図-16 速度別平均散布量と風速(乾式 整流板なし)

シンで気流を確認したところ、車両の走行で発生する空
気の乱れによる凍結散布剤の飛散を防止しているか目視
では明確な効果を確認することはできなかったが、図13～図-15に示すとおり、走行風整流板がある方が速度
増加に伴う散布の損失量が少ないことが確認できた。ま
た、図-14に示すように走行風整流板と散布円盤中心と
の距離が短い散布車A、Bは、散布車Cに比べ、速度増加
に伴う散布の損失量が少ないことから、走行風整流板は
散布円盤中心との距離を短く調整することによって、そ
の効果を更に期待できると推察される。

図-17 速度別平均散布量と風速(乾式 整流板あり)
写真-7 走行風整流板と散布円盤

5. まとめ

図-18 速度別平均散布量と風速(湿式 整流板あり)

② 乾式と湿式を比較した場合、湿式は平均35cm程度飛
距離が小さくなったが、散布計測範囲の幅は満たして
いる。
③ 溶液剤より固形剤の散布飛距離が大きく、また、固
形剤、溶液剤ともに左の飛距離が大きい。
④ 乾式の場合、走行風整流板がない方が平均30cm程度
飛距離が大きい。

本試験は、固形剤に塩化ナトリウム、溶液剤に塩化カ
ルシウムを用いた凍結防止剤散布の散布速度と散布分布
の関係を把握するため、散布試験を実施した。
その結果、乾式散布より湿式散布の方が散布損失量が
少なく、また、散布速度が速くなると定着散布量は減少
することが確認できた。このため、真に必要な設定散布
量は、予め飛散による損失を見込んだ散布量とする必要
がある。また、走行風整流板は散布円盤中心との距離を
短く調整することによって飛散防止効果を更に期待でき
ると推察される。
本試験では、定着散布量に対する影響が小さい範囲内
で、最大の散布速度を見極めることを目標としたが、特
定できるような明確な結果は得られなかった。
凍結防止剤散布は散布速度や路面状態による転がり、
交通による摩擦や乱流の発生など、あらゆる要因が多い
中で、いかに散布の損失量を少なくし、また、散布速度
を速くできるかが効果的・効率的かつコスト縮減に繋が
ると考えられる。
参考文献

図-19 速度別散布幅 (散布車B 湿式 整流板あり)

(5) 走行風整流板
散布車A、B、Cは、写真-7に示すとおり、走行風整流
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