再生可能エネルギーを熱源とした無散水融雪施設の稼働状況
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１．はじめに
降雪地域では、消・融雪施設の導入が各地で行われたこ

稼働の発停は、降雪を感知した場合に連続稼働で融雪運

とで、冬季の安全な通行空間が確保されている。舗装体内

転を行うほか、気温が低下した場合には、間欠稼働で路面

部にパイプを埋設し、熱媒を循環することで舗装体を温め、

の凍結防止が、気象状況に応じて自動的に行われる。

路面の融雪を行う無散水融雪施設では、多様なエネルギー
が熱源として利用されている。ボイラーにより温水を供給

実際の地下水還元方式における稼働結果について以下
に示す。
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するものや、温泉地では温泉排湯を利用したもの、都市部
においては下水熱を利用したものなどがある一方で、近年

量を利用することが可能で、無散水融雪施設への利用も古
くから盛んに行われてきた。
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る地下水の熱も、温度レベルこそ低いものの、その莫大な
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見られる。年間を通じて温度変化の少ない地中から得られ
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では、再生可能エネルギーである地中熱を利用した施設も

地球温暖化対策が急務となっている昨今、電力使用量の
削減や化石燃料消費量の削減を念頭に、再生可能エネルギ
ーの利用が注目を浴びている。古くから地下水を利用した
無散水融雪施設が整備されてきているが、改めてこのシス

図 2 日最低気温と日降雪量(2017/2018 冬季;米沢市)
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テムの稼働にについて、今後、更なる効率化や省エネ化、
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そして、現状施設の長寿命化などの観点から、改善の余地
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は残されていると言える。
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施設の稼働状況や、長寿命化に向けたメンテナンス事例も
併せて紹介する。
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２．地下水を熱源とした無散水融雪施設の稼働
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（１）施設概要と稼働結果
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地下水を熱源とした「地下水還元方式」は、非常にシン
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プルな構成である。揚水井内に設置された水中モーターポ
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へ送水し放熱した後、注入井から地中へ還元される（図

20

1）。
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図 1 地下水還元方式の無散水融雪施設概要
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図 4 同上 2017/12/2～12/30 の詳細
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図 3 米沢市内での 2017/2018 冬季稼働結果

ポンプより地下水を揚水し、舗装体内に設置された放熱管

対象とした施設は、米沢市内に設置され４シーズン目
を迎えた対象面積A≒330ｍ2の施設＜地下水還元方式＞で
ある。気象庁ホームページで公開されている過去の気象
データを整理し、当該地における2017/2018冬季の日最低
気温および日当り降雪量について図2に示した。降雪の初
期には40cm近くのドカ雪に見舞われ、その後も20㎝を超
える降雪も多い状況であった。また、1月14日や2月6日に
は、氷点下15℃を下回るような厳しい冷え込みも見られ
た。
この施設での地下水送り温度、戻り温度、送水量につ
いて現地計測を行っており図3に示す。また、施設稼働状
況（ON=1、OFF=0)として併記した。期間を通じて頻繁に
稼働している状況が確認できるが、1月中旬の降雪が無い

写真 1 天童市内の融雪状況（2018/2/28）

日や3月に入ってからは無用な稼働が無く、気象状況を反
映した稼働がなされたことがうかがえる。12月26日には
27㎝、12月28日には22㎝の降雪があり、この近辺での稼
働状況を拡大して図4に示した。
施設稼働開始で地下水が揚水され、一定温度の地下水
が施設へ供給される状況が確認できる。放熱後の戻り温
度は、放熱の程度により多少変動しているが、降雪の多
かった12月26日～12月29日にかけては、連続的に稼働し、
概ね一定の温度で戻ってくる状況が確認できる。無散水
融雪施設では、全降雪日の80％を対象に、各地の降雪量
から設備規模を設定しており、日当り20数㎝の降雪は、
大きな負荷になる。当該施設は、平均日降雪深8.2㎝/日
（時間降雪1.9㎝/ｈ）と設定された施設であることから、
設定を上回る負荷で推移したと言える。放熱管への供給

写真 2 高畠町内学校通路部の融雪状況（2017/12/27）

温度が一定であることは、融雪効果の発現に非常に優位
であり、地下水を熱源として利用する施設の大きなメリ

（２）長寿命化に向けた施設メンテナンス

ットと言える。また、このシステムは、地下水を揚水す

地下水の水質によっては、放熱管や本管内部へのスケ

るポンプ動力のみで稼働することから、化石燃料を用い

ール等の付着に伴い、所定の地下水量を供給できなくな

て温水を作るよりも環境負荷は非常に少ないことも大き

り、その結果、本来の融雪効果を発揮できなくなる状況

な利点である。

も見られる。

2017/2018冬季の山形県内における、地下水を熱源とし
た無散水融雪施設の融雪状況写真を写真1～2に示す。写

写真3は、放熱管内に付着したスケールを洗浄している
作業状況を示す。主な作業手順は次の通り。

真1は、山形市の北部に位置する天童市の大型ショッピン

・各放熱管セットへ地下水供給を行うバルブ部に設

グセンターが立地する市街地歩道部での状況である。こ

けられた接続口へ、洗浄用の配管セットを接続し、

のような場所に施設を導入することで、ショッピングセ

高圧水を送水することで、現状の通水量・通水圧を

ンター間の移動を容易にさせ、賑わいのある街づくりに

把握しておく。

大きく貢献できる。写真2は、前述した米沢市の北部に位

・一定の通水圧まで下がった後に、洗浄ピグを挿入

置する高畠町地内での学校通路部の融雪状況である。校

し、洗浄水で送り出す。

門から通用口まで、スリップや転倒による怪我をするこ

・汚れがひどい場合には、数回、洗浄ピグを循環さ

となく、安全に登下校できる環境となっている。

せる。
・汚れの状態や通水圧（排出される水量）の状況か
ら、そのセットでの洗浄を終了し、洗浄後の通水量
確認を行う。

式熱交換器を通ることで温められ、一旦、クッションタ
ンクで解放された後、系統別に放熱管へ送水される。
本施設には、計測ロガーやセンサーが設置されていな
いが、試運転時に状況確認のための計装装置を臨時で設
けたので、その結果を図5に示す。
熱源である排湯は多少の温度変動はあるものの、概ね
計画の43℃で供給されている。なお、2014/2/14～2/16に
かけて約40cmの降雪があり、その影響もあり取水温度が
低下したのではないかと推察する。とは言え、クッショ
ンタンクから放熱管へ送水される熱媒温度は、25℃程度
を維持しており、高い融雪効果が期待できる状況にある。
また、機械室内には貯湯槽を備えており、外気温の影響
写真 3 放熱管洗浄作業状況

を受けないよう内断熱を施していることから、この効果
もしっかりと機能している状況がうかがえる。

これまで放熱管内へのスケール付着により、大幅に送
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水量が減少して融雪効果に難があったセットに対し、こ
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のような洗浄作業を実施した結果、本来の融雪効果を回
復する状況が確認できる（写真4）。
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図 5 排湯温度など（試運転時）
写真5に融雪状況を示す。熱伝導に優れるコンクリート
舗装であることからも、融雪効果の発現がはっきりと確
３．地中熱を熱源とした無散水融雪施設の稼働

認できる。融雪施設を設置することで、スキーや樹氷見
学のための観光に対し、集客にも一役買っているのでは

写真 4 放熱管洗浄後の融雪状況比較

ないかと思われる。

施設の現状を把握するとともに、計画的にメンテナン
スを実施することが、施設の長寿命化につながり、ひい
てはトータルコストの縮減にもつながる。
２．温泉排湯を熱源とした無散水融雪施設の稼働
（１）温泉排湯熱交換方式
地域にあるエネルギーを有効に利用した施設例として、
温泉排湯のエネルギーを利用した施設について以下に紹
介する。
当該地は、蔵王温泉地内に計画された温泉排湯を熱源
とした無散水融雪施設で、現状、約2,300ｍ2が運用に至っ
ている。機械室内に設けた貯湯槽へ約43℃の排湯を導水

写真 5 蔵王温泉地内の融雪状況１

し、投げ込み式熱交換器により熱交換して排湯の熱エネ

（温泉排湯熱交換方式：2017/12/13）

ルギーを得ている。放熱管から戻った熱媒は、投げ込み

（２）温泉排湯直接通水方式
先の温泉排湯熱交換方式による施設に隣接し、排湯を
直接、放熱管へ送水する施設が先行して稼働している。
当該地の温泉水は、phが2を下回るほどの強酸性であり、
金属はほんの数日で腐食してしまうような水質である。
この施設規模は比較的小さく（A≒530ｍ2）、特殊なチタ
ン製ポンプと樹脂製放熱管を採用することで、直接通水
を実現できている。また、温泉宿への宿泊客が夜間に往
来することもあるため、常時、40℃程度の排湯を直接放
熱管へ送水し、ほぼ常に無雪化が図られている。施工後
10年を経過する状況であるが、適切な維持管理（シーズ
ン前点検やシーズン後の清掃作業の実施）により、効果
的に機能している。

写真 6 蔵王温泉地内の融雪状況２
（直接通水方式：2017/12/14）
３．まとめ
再生可能エネルギーは、地下水のように低密度ではあ
るものの、莫大な賦存量を有しており、環境に配慮しな
がら有効に利用すれば、非常に安価で、電力消費量や化
石燃料消費削減を実現した非常に有用な熱源となり得る。
また、施設の現状を把握し、計画的にメンテナンスを実
施することが、施設の長寿命化につながり、ひいてはト
ータルコストの縮減にもつながる。加えて、温泉排湯な
ど、地域は限られるものの、比較的高い密度のエネルギ
ーとして利用可能な熱源も存在しており、これらを有効
に活用することで、環境負荷の少ない施設の実現が可能
であり、低炭素社会やバリアフリー社会実現へ向けた大
きな足掛かりになることを期待したい。

