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1．はじめに 

 

 道路用凍結防止剤には、塩化ナトリウム（以下、塩ナ

ト）が主に使用されている。一方、塩ナトをはじめとし

た塩化物系凍結防止剤の散布による道路構造物への影響

など、沿道環境への負荷が懸念されている。 

 寒地土木研究所、富山県立大学および中日本高速道路

株式会社（NEXCO中日本）は、沿道環境負荷の小さい新た

な凍結防止剤として、主に食品添加物に利用されるプロ

ピオン酸ナトリウム（以下、プロナト）（図－1）の適用

性を共同で研究している。プロナトは、塩ナトと比べて

金属腐食を抑制する効果が高い（図－2）が、剤の価格を

考慮して、塩ナトとの混合利用を前提とした研究を進め

ている1)。筆者らは、これまで室内・野外試験および作業

基地での施工性確認試験を実施2)し、確認した課題への対

策を経て、平成29年度の冬期、高速道路本線でのプロナ

トの試行導入に至った3)。本稿では、試行導入時に現場で

の作業性、路面状態、路面のすべり抵抗性、金属腐食抑

制効果および臭気について検証した結果を報告する。 

 

 

2．本線試行導入の条件 

 

 本線試行導入は、平成30年3月中旬から4月中旬にかけ

て実施した。試行導入区間は、NEXCO中日本が管理する東

海北陸自動車道の五箇山インターチェンジ（IC）から白

川郷ICとした。本区間を管理する作業基地は五箇山IC内

にある五箇山基地である。試行導入区間で使用する薬剤

および散布方法は、固形塩ナトに25%濃度プロナト水溶液

を付加した湿塩散布（以下、プロナト湿塩散布）とした。

室内試験の結果1)から、蒸留水と同等程度の金属腐食抑制

効果を見込み、本薬剤中の塩ナトとプロナトの重量比率

は9:1とした。また、効果検証における比較区間は、試行

導入区間に隣接する福光ICから五箇山ICとした。本区間

を管理する作業基地は福光IC内にある福光基地であり、

比較区間で使用する薬剤および散布方法は、固形塩ナト

に25%濃度塩ナト水溶液を付加した湿塩散布（以下、塩ナ

ト湿塩散布）である。図－3に試行導入区間および比較区

間を示す。なお、本試行導入に係る散布作業は、いずれ

の区間も1日1～2回程度実施した。 

 

五箇山IC（基地）
福光IC（基地）

白川郷IC

＜試行導入区間＞
固形塩ナト＋プロナト水溶液
湿塩散布区間 L≒15.5km

東海北陸自動車道

←富山県 岐阜県→

＜比較区間＞
固形塩ナト＋塩ナト水溶液
湿塩散布区間 L≒15.6km

地理院地図（国土地理院）を利用
 

図－3 試行導入区間および比較区間 

 
図－1 プロピオン酸ナトリウム（顆粒状） 

 
図－2 金属腐食性確認結果 
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3．効果検証 

 

3.1 作業性 

3.1.1 検証の概要 

 作業性の検証は、平成30年3月16日に五箇山基地の薬剤

庫で実施した。表－1に検証項目を示す。検証方法として、

作業員へのアンケート、溶解時間の計測および臭気計を

用いた臭気計測を実施した。図－4にプロナトの納入荷姿

を示す。プロナトは比重が小さく嵩張るため、1トンフレ

コンバッグの外装に対して、内容量は0.5トンである。作

業手順として、薬剤庫の天井クレーンでフレコンバッグ

を吊り上げ、予め3.0トンの水を張った薬剤庫の溶解槽上

へ移動し、フレコンバッグの下部を鎌で切開してプロナ

ト1.0トン分（2袋）を溶解槽へ投入する（図－5）。投入

後は、溶解槽内底部のブロア（羽根）で攪拌し、濃度計

で濃度を確認しながら、規定の濃度になるまで攪拌する。

これを作業員2人で行った。臭気の計測は、薬剤庫から30 

m程度離れた料金所付近（庫外）、薬剤庫前（庫外）およ

び薬剤庫内で実施した。なお、臭気の値はいずれも投入

前の値を0として計測している。 

 

 
図－4 塩ナトとプロナトの荷姿 

 

 
図－5 溶解槽へのプロナトの投入状況 

3.1.2 検証の結果 

 作業員へのアンケートでは、投入し易さ、飛散し易さ、

濃度管理方法は、塩ナトと変わらないという評価だった。

最初のプロナト投入から規定の濃度に達するまでの時間

は、2時間半程度であり、塩ナトと比べて溶解し易いとい

う評価だった。塩ナトの場合、溶解に半日程度要するこ

ともあるため、プロナトの高い水溶性が、大幅な溶解時

間短縮に寄与できた。他方、投入作業中の臭気を強く感

じるという意見があった。臭気計の計測結果を表－2に示

す。投入時に薬剤庫前および薬剤庫内で値に上昇がみら

れた。攪拌中の薬剤庫前の値は投入時からほぼ変化が無

かった。また、攪拌中の薬剤庫内は投入時と比べて値が

大幅に下がった。計測結果から、投入時および攪拌中の

臭気は、主に空気中へ飛散したプロナト粉末によるもの

と考えられるため、飛散を抑えるための対策を講ずる必

要がある。その他問題として、フレコンバッグが積み上

げづらいという意見があった。プロナトのフレコンバッ

グ内に空隙が多く、納入時の積み重ねやクレーンによる

吊り上げのためにフレコンバッグ上を歩く際、型崩れが

発生するため、型崩れしないフレコンバッグの仕様に変

更する必要がある。 

 

3.2 路面状態および路面のすべり抵抗性 

3.2.1 検証の概要 

 路面状態および路面のすべり抵抗性の検証は、平成30

年3月20日から3月23日の4日間、比較区間および試行導入

区間で実施した。検証方法として、寒地土木研究所が所

有する連続路面すべり抵抗値計測装置4)を用いて、目視に

よる路面状態の確認と併せ、凍結防止剤散布前後の路面

すべり抵抗値を計測し、路面状態およびすべり抵抗値の

改善効果を確認した。図－6にすべり抵抗値の計測状況を

示す。福光ICを起終点、白川郷ICを折り返し点とし、上

下線で規制速度内で計測している。 

3.2.2 検証の結果 

 検証は、凍結防止剤の散布を行わないトンネル区間を

除いた実散布延長で行った。実散布延長は、比較区間が

5.9 km、試行導入区間が5.2 kmである。計測時の条件お

よび計測結果を図－7および図－8に示す。計測を実施し

 

表－1 作業性検証項目 

 

 

表－2 臭気の計測結果 

臭気:単位なし

計測箇所 投入時 攪拌中

料金所付近（庫外） 0 3

薬剤庫前（庫外） 48 41

薬剤庫内 37 4  
 



た期間・時間帯は、いずれの区間も路面への積雪・降雪

が無く、両区間とも路面状態が乾燥または湿潤だったた

め、散布の有無に関わらずμは高い値を示した（平均μ

≧0.7）。そのため、路面状態およびすべり抵抗値の改善

効果に差があるか比較検証ができなかった。本検証では、

乾燥および湿潤路面上へのプロナト湿塩散布によるすべ 

り易さは発生しないことが確認できたが、今後、道路上

に積雪・降雪がある期間に同様の検証を実施し、確認す

る必要がある。 

 

下り線 3月20日 3月20日 3月21日 3月21日 3月22日 3月22日 3月23日 3月23日

計測時期 散布前 散布後 散布前 散布後 散布前 散布後 散布前 散布後

主な天候 曇 曇 雨 雨 雨 雨 曇 曇

主な路面状態 湿潤 乾燥 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤

平均気温（℃） 7.3 8.0 8.1 8.8 10.0 9.5 10.3 10.6

平均路温（℃） 8.0 6.1 7.9 7.8 12.7 9.8 16.0 11.8
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図－7 すべり抵抗値の計測条件および計測結果（下り線） 

 

上り線 3月20日 3月20日 3月21日 3月21日 3月22日 3月22日 3月23日 3月23日

計測時期 散布前 散布後 散布前 散布後 散布前 散布後 散布前 散布後

主な天候 曇 曇 雨 雨 雨 雨 雨 曇

主な路面状態 湿潤 乾燥 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤 湿潤

平均気温 6.2 6.5 7.6 7.7 9.2 8.4 9.4 8.9

平均路温 6.7 4.8 8.4 6.3 11.5 8.6 15.0 10.2
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図－8 すべり抵抗値の計測条件および計測結果（上り線） 

 

 

 

 
図－6 すべり抵抗値の計測状況（左：比較区間の下り線、右：試行導入区間の上り線） 



3.3 金属腐食抑制効果 

3.3.1 検証の概要 

 比較区間および試行導入区間における金属腐食抑制効

果の検証は、平成30年3月12日から3月22日の期間で2回実

施した。検証方法として、メッキや塗装を施していない

鉄製の試験片（67x100x0.3 mm）の初期重量を計測し、本

線路肩または中央分離帯に設置されたスノーポールや凍

結防止剤散布車の各箇所にプラスチックバンドで固定設

置する。設置から2日後に回収し、薬品で錆を除去した後、

試験片の重量を計測する。評価指標は、試験片の初期重

量から錆除去後の試験片重量を引いた重量を試験片の面

積と日数で除した、腐食減少量（mg/dm2*day）とした。設

置箇所毎に2枚ずつ設置しており、2枚の腐食減少量の平

均値で評価した。表－3に試験片の設置箇所を示す。また、

図－9および図－10に本線での試験片設置状況、図－11に

散布車への試験片設置状況を示す。3月12日設置時は、比 

較区間および試行導入区間の両区間で塩ナト湿塩散布を

実施しており、散布車も塩ナト湿塩散布を実施している。

3月20日から、試行導入区間および散布車両をプロナト湿

塩散布に切り替えている。また、検証のバックグラウン

ドとして、五箇山基地構内の凍結防止剤の影響を受けな

い箇所に試験片を設置した。なお、後述するが、試験片

設置中における降雨の有無が腐食減少量に影響した。設

置期間中に降雨があったのは、3月20日設置分である。 

サイドガード 散布円盤上 後部バンパー

散布円盤

 
図－11 試験片の設置状況（散布車） 

 

表－3 試験片設置箇所 

3/12 3/20

雨※

2 塩ナト 塩ナト

3 塩ナト プロナト

2 塩ナト プロナト

2 塩ナト プロナト

2 塩ナト プロナト

基地 1 － －

塩ナト：塩ナト湿塩散布
プロナト：プロナト湿塩散布
※　試験片設置期間中に降雨有

設置日

比較区間
　本線スノーポール（路肩）

試行導入区間
　本線スノーポール（路肩、中央分離帯）

散布車
　サイドガード　左右

設置箇所
設置
箇所数

散布車
　散布円盤上　左右

散布車
　後部バンパー　左右

基地構内
　（バックグラウンド）

道路
本線

散布車

 

試験片

 
図－10 試験片の設置状況 

（本線スノーポール（中央分離帯）） 

 

試験片

 
図－9 試験片の設置状況 

（本線スノーポール（路肩）） 

 



3.3.2 検証の結果 

図－12に回収後の試験片の状況（代表1枚を明示）と平

均の腐食減少量（以下、mdd）を示す。以下、3月12日設

置分を１期、3月20日設置分を２期と表す。 

まず、道路本線へ設置した試験片のmddについて述べる。

１期の比較区間のmddは0.9および0.1、同じく試行導入区

間のmddは0.6～2.0と、いずれの区間も低い値だった。１

期は降雨や降雪が無く、水分が試験片に付着する機会が

少なかったことが原因と考えられる。対して、２期の比

較区間のmddは27.1および34.7と、１期の同区間のmdd

（0.9および0.1）と比べて大幅に高い値だった。２期は

降雨があり、水分が試験片に付着して、試験片の腐食が

発生・進行し易かったと考えられる。更に、２期でプロ

ナト湿塩散布に切り替えた試行導入区間のmddは2.7～3.9

と、塩ナト湿塩散布を実施した比較区間のmdd（27.1およ

び34.7）と比べて大幅に低い値だった。２期の試行導入

区間のmddは、１期の試行導入区間のmddと比べて増加し

たが、２期に降雨があったため、試験片の腐食が発生・

進行し易かったと考えられる。 

次に、散布車へ設置した試験片のmddについて述べる。

１期のサイドガードおよび散布円盤上のmddは2.1～3.5と、

低い値だった。対して、１期の後部バンパーのmddは13.0

および15.2と、高い値だった。１期は降雨や降雪が無く、

サイドガードおよび散布円盤上の試験片が、水分に付着

する機会が少なかったと考えられる。一方、後部バンパ

ーは、散布剤を吐出する散布円盤の後部に位置し、試験

片に散布剤が付着し易かったため、降雨が無い中でも腐

食が顕著に表れたと考えられる。２期のサイドガードお 

よび散布円盤上のmddは2.7～5.6と、１期の同箇所のmdd

（2.1～3.5）と比べて増加したが、２期の降雨が原因と

考えられる。２期の後部バンパーのmddは、降雨や散布剤

の付着によって、極めて試験片の腐食が発生・進行し易

い状況だったにもかかわらず1.6および3.9と、１期の同

箇所のmdd（13.0および15.2）と比べて大幅に低下した。 

最後に、基地構内へ設置したバックグラウンドとなる

試験片のmddは、１期・２期とも0.3だった。これまでの

結果から、降雨の影響があると考えたが、腐食の発生・

進行には水分と凍結防止剤の両方が必要と考えられる。 

本検証では、試験片の設置箇所や降雨有無によって腐

食量にばらつきがあったものの、本線および散布車で、

プロナトの高い金属腐食抑制効果を確認できた。 

 

3.4 臭気について 

3.4.1 検証の概要 

 臭気の計測を平成30年3月21日および3月22日の2日間、

試行導入区間の飛騨白川パーキングエリア（PA）の駐車
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図－12 回収後の試験片状況と腐食減少量 



場で実施した。検証では、作業性検証で使用したものと

同じ臭気計を用い、駐車場内の2か所で、プロナト湿塩散

布前後での臭気を計測した。なお、臭気は、PA内の駐車

場から20 m程度離れた、排気ガスや散布剤による臭気の

影響を受けづらい箇所の値を0として計測している。 

3.4.2 検証の結果 

表－4に臭気の計測結果を示す。各日とも、プロナト湿

塩散布前後での臭気の値に大きな変化がなかった。また、

地域住民や道路利用者からの臭気に関する苦情等は無か

った。本線へのプロナト湿塩散布による臭気の変化は、

人間がほぼ感じない程度に小さかったと考えられる。本

検証で計測された臭気の値は、プロナト湿塩散布の影響

によるものか否かが明らかではないため、今後、プロナ

トが散布されていない他路線での臭気計測の実施などを

踏まえ、プロナト湿塩散布による臭気発生の有無等を確

認していく必要がある。 

 

 

4．まとめ 

 

 沿道環境負荷の小さい凍結防止剤として研究している

プロナトの本線試行導入による効果を確認することを目

的に、作業性、路面状態、路面のすべり抵抗性、金属腐

食抑制効果および臭気について検証を行った。 

作業性については、プロナトは、塩ナトより溶解が早

く作業性に優れることがわかった。他方、溶解槽への投

入作業中にプロナトの臭気を感じ易いことや、プロナト

用のフレコンバッグが型崩れし易いなどの課題があった

ため、作業方法やフレコンバッグの改善を検討する必要

がある。 

路面状態および路面のすべり抵抗性については、乾燥

又は湿潤路面へプロナト湿塩散布を実施しても路面が滑

り易くならないことがわかった。ただし、本試行導入で

は、塩ナト湿塩散布とプロナト湿塩散布による路面状態

およびすべり抵抗値の改善効果の差を確認できなかった

ことから、道路上に積雪・降雪がある時期に同様の検証

を実施し、確認していく必要がある。 

金属腐食抑制効果については、塩ナトとプロナトを重

量比9:1で混合することで、室内試験の結果1)と同様に高

速道路本線および散布車でも高い金属腐食抑制効果を確

認できた。また、水分と凍結防止剤の両方が揃うことで、

金属腐食が発生・進行することがわかった。 

臭気については、プロナト湿塩散布前後における臭気

の変化がほぼないことがわかった。今後、プロナト湿塩

散布による臭気発生の有無等を確認する必要がある。 

 今後は、これまでの検証結果から得た知見や課題を踏

まえ、作業性、路面状態、路面のすべり抵抗性、金属腐

食抑制効果および臭気について更なる検証を実施してデ

ータを蓄積し、プロナトの有用性を明らかにする予定で

ある。また、将来的には、プロナト湿塩散布による道路

構造物の長寿命化への貢献およびそれに伴うライフサイ

クルコスト削減の可能性について研究を進めてまいりた

い。 
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表－4 臭気の計測結果（飛騨白川PA） 
臭気：単位なし

散布前 散布後 散布前 散布後

駐車場（A) 25 33 33 31

駐車場（B) 30 34 34 31

3/21 3/22
調査箇所

 


