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路線式スノー・メルティ．ングの計画

5亀．

射場本　勘市郎・

窪　田　英　樹＊＊

小．林一昌弘＊＊＊

PrQjeGts．　on　SnoW・M6］一七ing　Pipe　．1」ine

　　　　　　　　　　　　　．．．・　　　　「1．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．晦・“i・hi・・エB蝋OTq

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hid．eki　　　　　．　KUBOTA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　．　KOBAYASH工

　　The　象uthors　have　七ried　to　des‡gn　the　snow　melting　pipe、
li．撃?　GonneG七ed　wi七h　the　inGinera七〇r　or．the　diξ；七．ri、G七　heating

P薯ant．

　　Ψhe　naked　pipes　are　burried　bene叡th　b・th　sides。f　stree七，
　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

wheでe　pu七　〇n　the　e皿bankmen七s　皿ade．o・f幽removed　snoW．

　』「・．Thi・七yp・。f・n・w　m・1七ing　ls文・蜘llcan　av・id　n。t・nly

・マ・・fic　G・・・・・・・・・・…sQ　g・・、ρ・・i向…u・…mpare・w・・h

th・1・1d－faShi・耳・d　1。ader皿eth。4．

　　　In　the　Gase　of　dis七ric七　heating，・．七he　SnQw皿eユ七ing　sys七eln

c。meS　int。　act。nly七hr・ugh　ni君h七串・The　anth・rs　have　G。nSi－

de「ed七he　Uもili・ation　of　waste　heat　f「叩やhe　incine「ato「in
sum皿el”むi皿e．

緒　　言

　北海道では半年にわたる根雪および春の雪解けが宿命的であり，交通障害が大きな問題とな？ている

が，筆者らは札幌市の例を取り上げ「路線式スノー・メルティ’ング」による計画を試みた。ここで言

うスノー・メルティングとは都心部を対象とした大規模な融雪方式を．さし，L型側溝下に埋設した裸

管からの放熱で融雪する方式を言う。

　熱源としては地域暖房やゴミ焼却プラントを利用するが，地域曝房に伴うスノー・メルティングで

は融雪配管の工夫により，「無駄熱が多くてプラントめ容量力贈茄する。」という懸念も解消できる

と思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド：．

＊　　　産業環境工学講座

小＊　　大学院博士課程

傘＊＊　大学院修士課程

教授

学生

学生
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　ゴミ焼却プラントを融雪専用に用いた場合の道路延長は数㎞にもおよび，・その行政面での総曾効来

は非常に高くなる。

　筆者らは札幌市の場合について両方式の計画を試み，従来からの融雪や搬雪との経済比較を検討し

た。

㍗路線式スノー・・メルテイ撫グの熱言＋算

路織ス・一・・ルテ・ン趣時貸を道騨つ鯉設・・管か・の放熱…鵬・せ・も

のを言い従来から行なわれて㌔濁海水管網や電熱線網を利用した「ロード・ヒーティング」とは区

別をする。またここではL型側溝下に裸管を埋設し，車道や歩道より掻き集めた雪を時間をかけて融

雪する方式を「側溝融雪」歩道下に裸管を埋設して一定巾の降雪をたえず溶し去る方式’を「歩道融雪」，

と称する。．．

　1－1　基本三熱式

　路面での融雪現象は気象条件も含めて極めて複雑なため次のようなモデルを設定し計算する。

　1）地中は熱的に等質，等方性である。

’． �Z雪時の路面温度はOdCに保たれる1。

　3）配管温度は一定である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ以上のことより熱伝導論上は定常伝熱の問題となり，その基本式は次のとおりである。

　路面より放散される熱流密度q〔K：Galノ冠・hr〕は

　　　　、qデ諺繋渉毒箋’1鳶）・（1　　1）

単位管長で巾2xから〃）放熱量Qx〔koal／短・hr〕は

　　　　呵㌔・・≒・卿染善・　一1（Xz）

　　　　　　　　　　　　　　109．　’一　　　　　　　　　　　　25
　　　　　　　　　　　　　　　　　z－H

この熱源よりの全放熱量Q。。〔kca！ノ価・hr〕は

　　　おQoO・＝∫　qdコζ牽

　　一〇Q

砿．起ら一θ。）

z±H

（1－2）

2譜　109一
z－H

（1－3）

である。

8　川下研介；「熱伝導論」河出書房　P．476　1944
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牟だし，Z一H2＋（D／，）2

　路面温度……・…・・θo〔℃〕

　パイプ表1面温度・・乳9P隙9〕・

　でミイプ中’〔〉深さ一・z　〔m〕
　　　乃　　　’㌧，

・・パイプ直径・・……・D　〔m〕

　熱流密度……∵・…q

．P

θ。

　　　　　　　　　　　〔kca．工／㎡・hr〕

　　全放熱量…………Q。。〔kGa1／価・hr〕．

　　；有効融雪巾…・・…・2x〔m〕

　　熱伝導率…………λ　〔kcaユ／祉・hr・deg〕．

上式の計算図を二一2および後に掲げる図「うガ図

5に示す。　　　　　　　　　　　・1　　・．∫1．

　　　　　　　　　　　　　　　i　＝．．1㌧．．．・ぐ．・、．．、「．

　　

上

H

x

8P

1

互，

2

図一1　埋設パイプ

去勢・・

グ4
　　3

　　2
　　　1

　　0

q［Kca1／m2・hr］

　　　　　　　　1’r　．尚

10　　．20．　　30　　　40　　　　　50’・．り．　　　60　　　　　　　　　　　　．．ン0 ．80

、、　　、、
　　　、　　　　、、　　　　　　、　、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

、、．

、
、、加入率

μ［％］

8．

6

4，

2

0

　　　O　　　O、2　0、4　 0．β　 0．8　 1．0　 1．2　 1．4　 1．6　 1．8　．2．0　 2．2　 2．4　 2．6

五（・「調　　　　　　、、）

誓

　　お　ヨコ　　ヨロヨ　　ヨロユ

　　　　　蒼（＿X’Z〉」

02468101214．161820
」　・

　　　　　　　　　　　　　　函」2　熱出力のプロフ．イル

　1－2　設定条件

以下，降水量は総て水換算現矯で表現するが，新雪の比重は．0．1位であるから積量（肌は容易に実感さ

れる。

一55一



4

〔降雪量〕

〔融雪量〕

〔融雪巾〕

〔埋設深さ〕

〔．融雪時間〕

〔熱出力〕　！

　　　，　／

〔熱伝導率〕

1

札幌市の降雪．日数は月に10～20日であるが，その中で10窺皿／宣ay程度のもの

．が多い。しかし，冬期に数回は2日続いての大雪となりやすく40ππにも達す．る。

融雪の設計には降雪量の設定が大きな要点なので，筆者らは次のことを考慮して決

めた。期間中の降雪量は40晩π程度で1日当りの平均値は約4π面ayとなる。

路傍k集められた曇堤を号iトラックで搬出する代りに，側溝融雪で時間をかけて溶か

　　　　　　　　　　　　　　ギド
すな・・上記の平均噸・当す礁助で粉であ…か・・簾的に轄を・

て交通面取り ﾜ画帳ま・”く分余裕のある漁が必要でこオtを1陳

漁・yに対応舗ぼ数回の大雪は2～ろ日面慢でよい・

対象としては車道半巾1’Om，歩道巾5皿に積って掻き集めた量を考える。都心部の

場合は車道のみ10…町とする。

交通の障害を考慮して融雪巾を11nにおさえると，20πη／dayの場合にも掻き

集めた比重O．5位の雪堤の高さは。．8m程度となりまず妥当と思われる。

融雪巾の外側への「逃げ熱」を少なくするためには，埋設深さが深すぎてはいけな

・い。そのために車両荷重からの保護機構として，側溝板の強化を工夫する必要があ

る。

ゴミ焼却炉を利用する場合は24時間，都心部での地域暖房を利用する場合は夜間

、のみ12時間とする。

必要な融雪熱量を設定値から算出すれば，ゴミ焼却炉を利用する場合は片側で455

kcal／ln・hrとなり，都心部の場合は倍増する。この他に逃げ熱を加えた熱出力

が必要である。

舗装および土壌ともλ＝1・5kGal／n・hr・degとする。

　後に述べるような理由で並列管を採用することになるが，単純に重ね合わせの法則が成立するもの

と仮定して図一2より図一5・図一5を作成した。厳密には温度源の宿命として，接近した並列管では間隔部

の熱出力ほ他管の影響を受げてやや低下する。しかし，L型側溝部では路面が中窪みだから放熱が促

進されるので，両者め効果が相殺されるものと見なす。

　例解（1）　パイプ表面温度60℃，パイプ径。．1m，融雪巾1エnの範囲に融雪熱量Qx誼435kGal

　　　　　　／壬n・hrを出すためには，パイプ軸距離．4岩0．51nとし白きの埋設深さは図一5より

　　　　　　Z＝a2皿とわかり，その時の加入率μは75％で全放熱量Q。。雷580kGal／n・hr

　　　　　　となる。

　例解（［r）　パイプ表面温度go℃，パイプ径。・05m，融雪巾1mの範囲に融雪熱血Qx昌660

　　　　　　k6al／壬n・hでを出すためには，パイプ軸距離　　6－o．ろ1nとしたときの埋設深さは図一

　　　　　　5よりZ＝o．12mとなり，μ＝84％で全放熱量Q。○＝フ86kca1／In・hrである。

　例解．⑪　歩道ろmをロード・ヒーティングするためにZ訟。・2m，　4－0．7n1，　D臨。．051nの

　　　　　　条件で埋設したとき，パイプ表面温度が90℃であるなら熱流密度qは図一2を用いて

　　　　　　試算すると350kCal／冠・hrで｝これは降雪強度5纏／hr程度に糟当する。

の56一
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　　　　　　　　　図一3　パイプ軸距離と埋設深さ

．二．．一＿L　　　　　．＿＿

　I　　　　　　　o1

　　　．＿1＿一．L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　i

←一…一→　1　　　　　　　　i

図一4　バイブ埋設図（1）
　　　　　　　　　　　／、
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図一5　パイプ軸距離と埋設深さ

〇’2購

@！　　　！　　　l　　　i

図一6　パイプ埋設歯（田

2　路線式スノー・メルティング（ゴミ焼却炉利用）

　札幌市では近代的なゴミ焼却炉を設置する予定で，それは地域暖房プラントに参加させる計画であ

る。しかし，単独にスノー・メルティ’ング専用の熱源としても存在の意義があ為ので検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一58一
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　2一1　ゴミ焼却プラント　　　　．　　　　　　　　　　．　　・　　　　．．．〆　．再摘

　焼却炉の設置場合はゴミ収集地区に近い所で　ス．ノー・塔ルテ：をングの利用価値が高いオリγピッ

ク道路の中央脇に選定する。札幌市では中心街のゴミ発生量が約300tgrゾaayであり，将来の

発展観込み…t・・漁・yの処理能力を動画炉を恥る・また・．当確室の懸絶，ると

冬期でもゴミの発熱量は1，000kGa／kgを下ちないので約！5Gca1／hrの熱出力となる。ζ

の程度のプラントの施設費は約6億円と言われ，ゴミ収集方式を合理化すれば毫熱量学価は2ρgρ円

／◎Ga．1位となる。

．12－2オリンピ・ク道路の薩　　　　　　　　．．　．．、源～ン
酒只管方式のモデルとしては図　、　　　　　　　　　　　　．：｝　　　　　　　　　　　．．．．匝

「7のような2種が考えられる。

①は熱出力を一定に保つためパ

イプ径を壮心させる不便がある

力秘．qDでは往復の平均温度によ

る取り扱いを認めれば実際的で

ある。

　熱プラント附近に温水プール

道路 P
一一一一 ｮ一一一一一一

鼈鼈黶 G←；一；；一一．
一一一一 ｡・一一一一一

1

道路

図一7　配　管　方式

II

など若干の負荷施設を常用することを考慮して融雪道路の規模の算定を試みる。例解（Dから道路距

離10㎞では，2×580×10×103＝11・｝6〔（｝Gal／hr〕．となる。

も．し，熱源を交叉点に置けば片道2．5㎞でパイプ径0．1mの管路は8本：となり，その各々は145　GG　al

／hrを分担することになる。パ．イブ表面温度は例解（1）によると60℃であるゐで訪蝕の問題を

考慮して送り出し温度を80℃におさえれば還り興野は40℃であれば良い。従ρで，．流量は56㎡

／hrであり，流速は1現／seGとなる。パイプ延長としては．5㎞であるから，摩擦損失は55mAq

に相当する。

設韻はパイプ脚抑のとき施環も含既一対で・2万円4㎞醸とすれば・．約・・礪円とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ　ド
つて…　年償去llで年利・分の利子付き定灘によって返済すれば・1…万円群．≧鞘される・

すなわち，道路片側では25，6万円／100m・年である。

　2－3　熱利用の施設群

　前節では温水プールや浴場，温室などに通年負荷1．4G6al／hrを削いだことになる。しかし，夏

期だげに熱を使用する施設を別途に考えないと余分な冷却塔が必要となる。その試算ζしで路面を

40℃と仮定してスノー・メルティング設備の冷却力を求めたところ，パイプ表面温度は70℃で冷

却能力は冬期に比べて半減して58GGal／hrしかないことがわかった♀こめ積極的な解決策とし

て，札幌の冬は非常に寒く自然結氷が可能なため，セミ・オープンのスケート・リンクを考え，夏期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドはタービンを駆動して冷凍機を使用すれば，約1．5Gca工／h士分だけプラントの熱出力を消化する。

その内わけは・　〃を」50皿…皿とすれ！萬約151㎡／冷凍トン擁し貫・・冷凍トンと

なる。タービンの効率を0．ろ，冷凍機の成績係数を4とすれぽ，上記の消化出力によって誘い出され

＊　「ごみ収集のモデル計画」　衛生工学Nα15，　196．．6

一59．一
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る熱量は，圧縮機の冷却用に1．86（｝Gal／hrとタービン排熱に↑05（｝caユ／hrとなる。従っ

て，5．6／1．05謀5．7倍まで冷凍機を増設することができるので，約2，DOO冷凍トンの冷蔵庫を

搬す・・これも丁丁・それ・・ど鮪ダ七十好飴であ・・臨上記の冷却水は」…a・

海・となるカ㍉・榔も貯巌も鶴・1φでむしろ鷹駄とし轍流し論害対蜜塘代作りに
稠すれば・い．プヲ。・嚥舳・・蜜・舳・・。a・加の勧莇・の℃。れは戦勝の

一部を水流に浸して灌概用に廻わさざるを得な炉。

　3　地域暖房の配管
　路線式スノー・メルティングを行政的な面から考慮すれば，実現の可能性の強い地域暖房と組合わ

せるのが望ましいdそのためのアプローチとして，まず札幌における地域暖房の配管計画礁ついて考

えその経済設計にも触れる。

　3－1　熱負荷の現状と将来の推定

　地域暖房ではまず対象地域の需要密度を知る必要がある。昭和40年末における排木造津築の熱負

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荷の現状を建物の延床面積，ボ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イラ定格，燃料の消費量からそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れぞれ熱負荷に換算して図一8，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9・10に示してある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　　　　　　　図一8は延床面積あたりの負

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Gca和　　荷を1・・k。aiン㎡．・h。とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て算出した定常負荷℃ある。市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内ではブロックの標準が100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m角であり，これが1ド0階建の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビルで充たされると10Gca1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／乞r程度になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こΣで余地と放置の概念を導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹して各プロツクゐ使用度を即

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座に読みとれるようにしたのが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この図の特徴である。余地とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビル新築の可能性を指し，ここ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に10階建のビルを建てたとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の熱負荷で表現してある。また

　　．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放置は既存ビルの屋上から10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階相当までの部分を熱負荷に換’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算レて示してある。、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今一10ほ燃料の発熱量：とボニ

　　　　　　　図一8現騰鮪（翻）　　　　．イラ効靴解し・暖房相当時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・一60一‘
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211
単位．

［Gca塩，］

∠4

　　　　　　　　　　　　　　　　　有効熱量

1

ワ

矢 ．通 り　、

レ‘

、ド

図一9　現状熱負荷（ボイラ） 図一！0　現状熱負荷（燃料）

聞を1・500h・として年間の燃鞘費量から算蹴もの譜通の籾スビルの場合姻≒8の・1．．

値とよく一致している。

　病院’新聞社などの暖房時間が長い場合にもその割合がわかり，地域暖房プラントの運転の立場か

らは有効な図である。このながに図一8の値より燃料消費量の少ない．ブロックもあるがこれは．ガスな

どを燃料に使用しているものと思われる。

　これらの図より熱負荷の現況は大体つかめるが，近い将来の傾向を予想することは非常に難しい。

　筆老らは前記の余地（ただし，％表示）に地価（万円／㎡）を乗じたもので，半定量的な濃度表示

ながら発展力のインデックス化を試みた。これによるとむしち南部が有望であるが，こ玉では現実に

注目され出した北部（駅前）を取り扱う。

一61一
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現状熱負荷

目 ［□ ［］

発展力　　　職・　　官雑鰯
（図一8参照〉　　　複、

1

1

｛．

1

5
1

1

1

3
i　．

@噌L．

1

…■　　　　　　’

1

1

大 通
り』

1 1

1

1

r

－

1

．．．1

ρ

r

　　　　　　噛’

1 通 り

図一11　熱需要の予想 図一12　モデル配管路

3＿2配醜磯定．纏．・．．…’

　計画を何期かに分けて実施する場合，できるだけ配管の先行投資を避けることが望ましい。しかし，

この場合には予定されているプラントの位置と負荷の状況から，配管に関しては計画の第一期でほと

んど全域¢わたるものを設揖せざるを得ない。実際の配管路の設定には工事面からの制約が多く，上

下・水道などの障害物を避け，電：車道や国道の横断をできるだけ減らす。図一12に示す配管路は資

料の関係から完全ではないが，かなり現実に近いものと思われる。

　設定条件としては熱水の往き運P．温度差は50degで各ブ・ソクに4GGal／h：rを供するものとする。

　プロソクの総数は45であるから完成時の総負荷は180〔｝caユ／hrとなり流量は5，600萌r

で婦9、、．　　　　　弟．
　勲灘ρ　配管の経済設計

　配篭鐙圧力損失がH〔mAq〕であるとき配管費Y〔円〕の最小値はつぎのようにして求あられる。

往き還り管をペアーにした配管の単価をA・Dn＋B〔円／m〕とする。ただしA，　Bは定数で，

D〔皿〕は管径である。

一62一
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〔1〕主管のみの齢

H

LN

QN

DN

P

Lz　　Lユ

Q。　Q、

Dと　　Dユ

ぐ岬・「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」一「　　 一　一一1　　一「　　　欄1
　　　　　，　　　●　　o

　　　　　　　　　　　　　　図一り5　主管のみの場合

　配管費Yと圧力損失Hは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　Y＝A’。ぞ、D貴『・・＋B・。ぞ、・R　　　　　（ト1）

　　　　　　　　　れ
　　　　　H－G●。ゼ、D三皿．・…蓋－　　　．’　（・一・）

で表現される。ただしGは定数であり，ある区間に対して1．〔皿〕．は長さでQ〔πン！hr〕は流量であ

る。HにおけるYの最小値は，ラグランジエの方法によりλを未定． 謳狽ﾆしてピ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドロ　　　　　y－Y＋λ・｛G・ΣD。・L，・Q影H｝　　　　　　（・一・）
　　　　　　　　　　　　R＝1

を作り，その最小値を求めればよい。即ち，

　　　　　∂y
　　　　　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－4）
　　　　　∂DR

　　　　　∂y
　　　　　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－5）　　　　　∂λ

を同時に満足するD直により毒兇．られる。以下その手順を示すと

　式（3－4）より

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　1

　　　　　・。一（　　2C’ln’QRA・n）n＋m・・叶m　　　　（∴・）

一65一



f2　、、

　これを式（ろ一5）に代入した結果

　　　　　　　　　　　　　。　　2n　n＋皿n＋孟

　　　　　・一｛　G・lnG（　A・n）n＋m・。1、Q認＋皿…｝m・Hm’　（・一・）

・一聯・ｨ　郷一・）一一
　　　　　　　　　12　．盆n． rし1　　　　　。。．G皿．QRn＋m（努QRn＋m．。。）了．。　m　　　（，一，）

　　　　　　　　　　　　　　　R＝1．

　結局Yの最小値はつぎのようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　詳（　　　　　2n　NΣQf＋m・L。R＝1）穿・ぞ岬・累岬・ゴ÷惇，）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドいま仮にすべて曜即行する二四し腸合を考えてみると・．その値丁．は前式（3一’）の

Q・にQ42 墲ｵ勲2倍することにより得厩．即ち

　　　　　　　　　　　　　2n　　　　　　n

　　　　　Y’一・｛（÷）．㌔・・皿＋・｝　　．　（・♂・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ．
ま噸での差臨は式（3－2）より次式で表わされる．　　・・．・：．・

　　　　　　　　　　　　　2n
　　　　　　　　　忌QR腕．。R　　　I．　　・．．隅』1．郁当

　　　　　　　　　　ニユ

　　　　　H・一　　2n　　’H（≡h・・H）　　　　．（5－11）
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　ΣQRn＋皿・LR

　　　　　　　　　R＝1

〔、〕蛎鰯合

各部分の配管費をYp　Y2，Y3とおき夫々の配管での圧力損失で表現すれば総費用YTはつぎ

のをようになる。

　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　n

　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　Y　E1●H1＋E2’H∵E3●（H一H1）。＋KllK2＋K3，

　　　　　　　二｛（・、＋・，）（H・）皿＋・、｝（1＋H・）皿・H、皿＋現＋・、＋現　　　　　　H・一H・　　　H・一H・　　　　　（ト42）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一64の



1．3

H2

P
嘱「’

③

　　量

　　　H■

陶』 x．

　　　l

　　　I

　　　」

　　：l
　　o　，

　　　→

．1．

　　②

．二一・7「． 一．一．u

①

　　　　　　　　　　　　　　図一14単数嚴r場命．

　このYTはH1／（H2－H1）がつぎの値のとき最：小になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿

　　　　　　H・。（・・＋E・）n＋m　　　　　（，一的
　　　　　H2－H1　　　　　　　　　　　　　恥

　従って，YTの最小値は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　ロ　　　　　　エユ

　　　　　Y・一｛（・・＋E・）（E黄E2）　…｝｛1＋（E叢E・）∵皿｝㌔H・阻

　　　　　　　　十K1→一K二2十K二3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ろ一i4）

　　　　　　　　　　　一÷

　　　　　　侍恥H・＋K・）

・なる。以下騨のため定数項を鱗す。1

　．〔5〕　多数分岐の場合

　まず配管の①，②，③部分の合成費用をYT　1とすると〔2〕で行なったのと同様にH2の函数として

表現できる。

　　　　　YT1ロY1十蝿十鞠

　　　　　　　　　　　　　＿三L
　　　　　　　　　　　　　　皿　　　　　　　冨ET1’H2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一65一
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Ho

Ek：二
　　　　P　　　●　　　●
　　　　．

早3＠』z・

汁』

　o

＿1

口＝』

　⑥

「肖・

　　1

．璽・、．H恥

4

o

」

」

．ll④

　書

．→

i

」

　　　　l

②　1
　　　　量

」

」

且

9

コ

1

①

　　　　　　　　　　　　　　図一1’，鋤鰍の塊

　　　　　　　　．1）・．ド：

．マ『∵蹴∵協　1．

　　　　　　　。E＿∴E、．H∴E，．（H3－H2）品

となり，これも式（5－14）と同じく

　　　　隊“　」』「｛てET■＋E4）（E慧＋E4）直五十四＋E5｝｛ヨ＋（自岩デ＝E・）詳孟．声・Hボ÷

　　　　　　　　　　　　監

　　　　　　　5ET2・H3

以下同様の手脚最終的駐ﾓ管の全瓢興して表現↑きる．

　　　　　　　　　　　　一了
　　　　YTO＝ETO’Hb

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽P66一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

　3－4　モデル配管（ρ言十算

設定条件を　　配管単価（往き還り管ペアー）

　　　　　　　　　（65・D1β十5）×104〔円／エn〕

　　　　　　　　摩擦損失係数　0．015（一定とする）

とすると式（5－1），（5－2）の定数は，既述

の諸次元に対応して

　　　　　A56．3×105

　　　　　B二5．0×104

　　　　　G事1．9x10－1Q

　　　　　n二1．8

　　　　　m諄5

となる。取り出し点の間隔は120皿．とする。

　このパターンは前節の〔5〕に相当するが，分岐

の④～㊦は主管に比べて充分小さいので理論式なそ

のま玉解く必要はなく，まず主管のみに着目して計　　4　6　6　　　　6　6

算しそれに主管の圧力に合わせた分岐管費用を加え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一16　札幌市の具体例
ればよい。たとえば，主分岐①でに主管の値由D1は

　　　　　Y・、一E。、・HBfOβ6．＋K・、

となり，また分岐管の費用は

　　　　　YイーEイ・H、→36＋Kイ

　　　　　YホーEホ・H’o・36＋蘇

となるが，H1～H4は式（5－11）よりHB1の関数で表現できるから，結局において分岐①の継費

用は

　　　　　YTユ＝YDI十Yイ十Y口十Yハ十Y二十Yホ十K：飢十K：イ十Kロ十Kハ十K：二十K：ホ

　　　　　　　　一（E・、桓イ・hfO’36＋E。・hガ0・3弓＋…＋Eホ・hボ0・36）H。　fα36

　　　　　　　　十KD1十Kイ十K口十Kハ十K：二十Kホ

　　　　　　　（一ET、・H。f“36＋KT、）

となる。分岐②についても同様に

　　　　　Y。、一（E。，＋E＿・h♂α36＋Eト・h，｝“36＞・．宜。f“36＋K。、＋取＋K，

数字；．取拙す鮨［6・a1／h・］．
Ho ．－P

⑤5。8

④’
H82

6　　4 2　．　　．4．4

．㊥

　　　　4．
g4

③Hgl

9　10 6．8　　6　6

2　　　　　8

、． ?Ｈ5 爾 H6
●・lo

@4
　　8　88①．　2

②

㊦ H年◎　　　　　㊨ H5
4　4 4　　　　4

④ H、

（一ETパH。fα36＋KT、）

となる。以後の全体の計算は前節で示した手順により．行なう。即ち①，②，③に関しては

一67一
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　　　　　Y・・一｛（ET、＋ET2）（E日華E馳）駅　剛1＋（E臣事ET2）173‘さ0116

　　　　　　　　　・HBfq36＋KT、＋KT、＋K，　，．

　　　　　　　　　　　　　　　じ　まヨ　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　（一E。，・H。∫0β6＋耳。，）

　　　　　l　　　　　　l　．一㌧・

鴫・れ鵬を琴曲

　　　　　Y…｛（亘笥・．孤燃＋瓦）一〇㌦｝｛1＋（ET葺E・）q735｝α36・琢・β・

　　　　　　　　　＋KT3＋現＋K5

となり誤体寄物計難果はろぎのよ単なる・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　

　　　　　Y・・一1・与・・1・9・既翻α36．＋1：…1・8　．，〔円〕

つぎに・の酉三管≧ポガの償却費P6』P卦と動慣P・の秘最・J・㍑るH・を求めることにする・

　設定条件を

　　　　　　鯛．　11年利・分め利子付定融・る・・轄去・・＊

　　　　　　：唾壷費　　　　　　　　　　　　　　　7　円／kWhr

　　　　　　運転時間　　　　　　　　　　　3000　hf！侮

　　　　　　ポンプ費用　　　　　　　　　　　　ろ　万円／kw

として計算すると

　　　　　PT≒Pd十Pp十Pr

　　　　　　　一（1・55・1・8・H♂q36＋1・25・1・7）＋2・8・1・4・恥1…1・5・H・

となり，求めるHoは∂PT／∂Ho一〇より算出される。た記し（　）内に示す値は主管⑤を二組の配

管にした場合で南る。

　　　　　∴H・一（0．56｝く1．55×108．2．80×1　04　十1．90×1　05）　5

　　　　　　　　・鵠5Z5　〔mA（ゴ〕　　　　　　　　　　　　（　　60）

　このζきのそれぞれの値はつぎのようになる。

　　　　　Pd翻　4850　〔万円／年〕　　　　　　（5，150）

　　　　　Pp－　190〔〃　〕　　　（200）
　　　　　Pr－　11ろ0　　〔　　〃　　〕　　　　　　　（1，180）

　　　　‘．。　PT　＝　　6　1　50　　　　〔　　　　〃　　　　　〕　　　　　　　　　　　　　　（6，530　）

ま畷房相当輔を1，5．・・h・とすると単燃詠占め蛇田・それぞれ228（242）

＊　「ごみ収集のモデル計画」　衛生エ学Nd　1ろ，　1966

一6：．8一
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〔円／1｝Ga1〕である。　　　　　　　　　1 ・1路　　　　ヤ．∴室　・・：　　ノ．5・「「　』許，

表一1は配管の各部分の費用を示す。，（B）は初期の先行拉資海少なくする目的でプラントか．ら山

ている主管⑤を二組に分げた場合の値である。　　　　　　　　　　　　　　　わ㌧．　　　，．

　　　　　　　　　　　　　　　表一1　配二管費の内訳，，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位　〔億円ユ

種　別 ω設定配管費用 ㈲⑤を二組τこした瘍合

名　称 全体の費艀（％） 全体の費用 初期の費用
1 　　　層H60　（5＆D 1．60

主 2 α61　¢126）　　〈 a60
ρ」・印　　r’・　P

5 α45　（　94） 0．45 ’！

4 　　　　　　匿B．ろ4　（　ス。） 0．54
（1』tｩy

管 5 t54　（2Zア） 1．67 α84．・

小　　　計 454　（898） 4．67 5．84　・

イ 0．07

口 0．06

枝 ノ、 0．06

二 0．07

ホ ・0．15

管 へ 0．05

卜 0・06　　碁
∴，、

小　　　計 α49　（1↑2） 0．49 0．49

合 計 485　（100） 5．15 452
ビ　ル引・込配・管　　　　　’ 5．60

融　雪 用　配　管 0尊94

　㈹と㈲を比較すると，全体で㊨）はωより7％高くなるが，

初期費用でも10％しか低くならないので，主管⑤を二組

にする効果は意外に少ない。

　ビルへの引込配管費は，各ブロックごとに径almで長

さ2．00mの配管を要するものとして算出してあるが，「そ

の総計は看過できない金額に達する。融雪用の配管費は，

対象地域の主要道路約5kmに対し両側の側溝に路線式スノ

ー・ ＜泣eィング装置を誰け’たとき．の概略値である。なお．

地域暖房の建設費は（｝cal／hr当り02億円を：要す。

表一2熱量単価の内訳

円／Gca工 ％

ボイラ・機器 600 24

土地・建物 400 16

主管∴枝管
…500 20

9■．1層r．．，， ・圏99．．．・，層．層■　冒 ．gr髄．■唱」■

燃料・電ガ 800 32
・”L」」

木町・管理 200 8

合　　計 2，500 100

一．U9一
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4　路線式スノー・メルティング（地域暖房利用）

まず融雪にともなう熱消費が地域暖房の能力に一与える影響を調べ，さらにその経費を既存の各種の

雪処理と比較する。

　4－1　融雪負荷　　　　　　一：∵・

既に例解でもとめた各方式の熱串力を表一5に示す。

表一5

　　　　1

各方式め熱出力

　単位〔GGal／100m・hr〕

方　式 車・歩道分 車　道　分 歩　道分

例　　　解

M　出　力

（1）

O．06

（］1）

O．08

（皿）

nj　2

・噛主道路に両論はさまれて・’る

10晦四方の難弊ビル街を餓る
と，その暖房負荷は滅タそ4（｝Gal／hr

であるQ従って・…も要道路沿いの200

皿に上記方式のスィ「ベメルテゴングを

行うものとして，融雪甲に必要な熱負荷

と暖房負荷との比率を計算すると，各方

式に対してそれぞれ5，4，6％≧なる。また方式（■）の側溝融雪と方式（皿）の歩道融雪を共に

行なった場合でも10％である。

　しかし，融雪を行なう時間帯を夜間にすれば，特にプラントの容量を増さなくともよい。

　表一4は暖房期間中にプラントからの送熱量のうち，融雪にどれだけ費やされるかを各方式につい

　　　　　　　　　　　　　　　’
て比較したものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表一4において無効分とは大別
　　　　　　　表一4　熱使用量の概略値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　単位〔G・Oal／100m・年〕　　　　1）有効融雪巾の外側へ逃げる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱量。　il∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）即時融雪の際に空中へ放出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　される熱量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ）路面が無雪のとき不手際に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費やされう熱量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－2　配管系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一17，・r8，19にスノー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルテイングの配管系を示す。こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れは地域暖房で熱交換器を使用せ

種引　　式’ （1） （皿） （皿）

暖房・給湯 5500〔暖房・給湯（冬期）換算時間1500h；r〕

融雪

有効

ｳ効

v％

41

Q1

U2（19）

52

P6

S8（1．5）

10

P0

Q0（0．6）

合計（100％） 3562 5客48 5320

備　　　考
降雪量は40脾π／年

挙瀦演ﾗは暖房負荷の10％とする。、

直管

往管

一鼻卿．一・一一一幽4・一鱒一・・一一・●“一
ピ

　　　　　　融　雪　管

B鱒一一・卿膚一 Eー・一一一一・創

ピ・ノト

・倒一17　ピット格納方式
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ずにポンプ循環により直接取り入れる方式を応用したものである。熱水の取入量を調整することによ

り，’ n内の温度を一定レベルに保つことができる。

熱交換器

図

ピル

魯署

L＿＿

ピル・｝し込管

　　　　一欄醐葡義署一口“一一餉｝「
一　　一　　一　　一　　繭　　一　　一　　一　　　一　　一　繭　　一　　　一　　　一　　　藺

図一18　ビル格納方式．（4線）』

熱交換器

唇蕃』．

ピル引込管

卿　　一　　一　　鱒

夜 昼

一　　囎騨r　　一　　■繭rL　剛　　一　　鱒　　●■●　●脚．■■b

図一19　ビル格納方式（5線）

一ら71岬



2α、

　　　　　　　　　　　　　　　　　・一』　　・・　　　　…．図「17・はポンプ機器がピット
売　　　　表一5二二用の設イ韻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内に設置されるため，保護ζ操作

　　　　　　　　　　　　　　　　　単位〔万円／100m〕　の点から好ましくない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一19の還り管兼用の場合は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間に暖房を停止するビルでしか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用できないので，筆者らは図一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r18の方式を採ることにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－31設備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備費の内容は配管に関する費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用と，ンミルブを含むポンプ機器の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’即で麺・た既操禰手動で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行なうものとする。

　4－4　在来方式との比較ト　…’”‘’

　路線式スノ」∵メルティシクゐ経費を，現行の温水管網式や電熱線網式のロード・ヒーティングと

比較した。これによるとかなり有利で，特に側溝融雪の場合は交通障害などを考慮にいれると搬雪方

式よりも優れている。

方　　　式 （1） （豆） （皿）

管径〔皿〕×呼数 0．1×2 0．05×2 0．05×4

ポンプ’@器 4 4 4

配　管　材料 40 15 50

配　管　工’事 20 15 50
根伐・埋戻・・

@　基礎工事
40 40’ 60

路面舗装 20 20 40

計 124 94 16’4

表一6　各種：方式との比較

単位〔万円／100m・年〕

償　　却 運　　転 そ　　の　　他 計

車
搬 雪　　＊ 196 1駐6　ヒ

A 94 唱2．0＊＊ 21．4
道 側　溝 融　雪

B （9．4） （240ラ＊ （5．0）（横町の搬雪面） 18．2

除雪必要
搬　　　　雪＊ 7．8 ス8

歩 側溝融雪
1．0＊＊＊ 4．5＊＊ α6　（除雪費） 6．1

一L
路　線　式 16．4 40＊＊ 22．4

道 即時融雪 温水管網式＊ 48．0 6．0 54．0

電熱線制式＊ 40．5　「 2ZO 6Z5

（A）1 主：要道路　100皿

備 （B） 主要道路の100mに横町1001nを便上 ガ・

；＊：i： 「街路の清掃Σ除雪に関する考察」 衛生主学Noj41967
考 ≠乳‘’熱量単価　ゑS』o 0哩’

~／GGal
｝　－　　「．　　　　P

＊｝＊＊ 車道用．≒共有させた割増命
1

1
＼し
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結　　　　　　言

　路線式スノー・メルティングについて本質を失なわない範囲でモデル化し，ゴミ焼却炉と地域暖房

を利用して行なう場合について具体的に検討した。ゴミ焼却炉の利用ではかなりの距離を融雪するこ

とが可能であり，余熱利用の立場からも有効な方法であることがわかった。

　地域暖房に附設させる場合は熱負荷の増加を避けて，融雪を行なう時聞帯を夜問にすれば設備容量

を増さなくともよい。また車道の搬雪および歩道の除・搬雪や温水管網式・電熱線網式ロード・ヒー

ティングとの比較を表一6に掲げたが，路線式スノー・メルティングがこのいずれとも比肩し得るも

の，ないしは優位にあるとの見通しを得た。

　なお，モデル化の段階で近似的に取り扱った複数埋込パイプ（温変源）からの伝熱に関しては検討

中であり・さらに過度伝熱についてもその詳細は改めて発表したい。
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