
Toshio Hyougo, Katsumi Kawamonzen, Masyuu Asano 

平成27年度 

 

散水車（給水装置付）の凍結防止対策について 
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 北海道開発局は、水道事業者等が災害あるいは事故を理由に行う上水道の給水停止の支援のために、給水

車としての活用も行える散水車の配備を行っている。しかし、散水車は、夏季の道路清掃を目的とするため、

給水配管系統に対する凍結防止機能を持っていない。このため、凍結が予測される冬期間については、給水

機能が損なわれ給水支援ができなくなることが予測される。 
このことから、本散水車の給水配管系統について凍結防止対策を講じたので、検討及び冬期間における実

証試験の結果について報告する。 
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１．はじめに 
 

北海道開発局は、当局が管理する散水車（給水装置

付）（以下、「散水車」と言う）について、平成 18 年

度より多機能化を目的に、道路維持機能（写真-1）の

外に水を保管及び運搬ができる特性を有することから

給水機能を加え、給水車（写真-2）として運用ができ

るよう配備を行っている。  

上水道は、国民生活のみならず公衆衛生、経済活動を

支える重要な公共財の一つであるが、自然災害、河川

水質事故又は上水道施設事故などにより水道事業者が

施設の運転停止を余儀なくされる場合、水道事業者は、

給水停止と給水車を使用し給水活動を行う。上水道の

給水停止が広範囲に及ぶ場合、近隣水道事業者あるい

は陸上自衛隊等機関の支援が不可欠となる。 

散水車の給水機能については、既述に示すとおり凍結

防止対策は施されていないため、冬期の給水支援の確

実性について十分に確認できてはいない。 

本稿は、散水車を冬期間に給水車として確実な運用を

行うことを目的に、凍結防止について報告を行うもの

である。 

 

２．凍結防止対策の課題 

 

(1)凍結防止対策の検討 

一般的に管路の凍結防止は保温と熱供給などの組み

合わせで措置されることから、本件もこれに従う。 

 

 
写真-1 道路の路面清掃作業の状況（一般国道40号） 

 

 
写真-2 給水支援の状況（江別市） 
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保温筒については厚さ 20㎜、また熱供給能力につい 

ては市販されている暖房機の 1.5kW以上を予定とし、 

以下の条件を満足するバスやトラックなどで一般的に

使用されている燃焼式暖房機を選定した。（写真-3） 

 

・散水車に装備できる大きさであること 

・散水車に装備するバッテリーあるいはオルタネータ

からの電力を熱源として給電しないこと 

・散水車で使用する燃料と同じとする 

・操作が容易であること 

 

その暖房機の諸元を表-1に示す。 

 

(2)各部位の加熱方法 

管路の加熱方式は、燃焼式暖房機で加熱した不凍液を

循環させる温水ホースを管路等に巻き付け、さらに保

温筒で覆うこととした（写真-4）。 

 

(3)凍結対策箇所 

凍結防止対策は、管路をはじめ散水ポンプ、止水弁、

バイパス弁、圧力調整弁、後部給水弁及び他機給水弁

に行った（図-1）。 

 

(4)暖房機の暖房能力の確認 

北海道は 1902 年に旭川市で観測された最低気温マイ

ナス 41.0℃を気象庁の公式記録としていることから、

この観測記録のほか以下の条件を与えて当該凍結防止

措置の保温及び熱供給について確認する。 

 

・凍結は、水の顕熱及び潜熱等全ての移動によるもの

とする。 

・熱の移動は、フーリエ(Fourier’s)の法則による。 

・水の対流による熱伝達及び相変化に伴う熱伝導を捨

象する。 

・水の液体状態の温度は、分布によらず一様に変化す

る。 

・水の固液状態の温度は、分布によらず 0.0℃=273K で

一定とする。 
・保温筒の外表面温度は、外気温マイナス 41.0℃
=232Kと等しいものとする。 

・上記法則を前提に、微少時間の経過で移動する熱量

の総和と顕熱Qaとが等しくなるまでの時間を次式に

より求めることとする。 

 

－２πｌ　（θ３－θ１⊿ｔ ）×⊿ｔ

１ ｒ２ １ ｒ３

λ１ ｒ１ λ２ ｒ２

（１）

）

Σ ＝ Ｑａ（Ｊ）

（ｌｎ（ ） ＋ ｌｎ

 
・潜熱Quの移動は、以下による。 

 

 
写真-3 暖房機の取付状況 

 

表-1 暖房機の諸元 
燃　　料 軽油

燃料消費量 0.18～1.2L/h

暖房能力 1.5～9.5kW

電　　圧 12/24V

消費電力 35～86W

質　　量 6.2kg

寸　　法 331×138×174mm

その他   ウォータポンプ搭載（送水量：1,200L/h）  
 

    
写真-4 温水ホースの管路巻き付け状況と 

保温筒のシーリング状況 
 

 

図-1 凍結対策箇所 
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－２πｌ　（θ３－θ１）　×ｔ

１ ｒ２ １ ｒ３

λ１ ｒ１ λ２ ｒ２

（２）＝ Ｑu（Ｊ）

ｌｎ（ ） ＋ ｌｎ（ ）

 

・顕熱と潜熱全てが移動するに要する時間 t＋ ⊿Σ  tを求

め暖房能力を確認する。 

・物性値及び初期条件を下記に示す。 

 
【物性値】
鋼管の熱伝導率：λ1 53(W/m/k)
保温筒の熱伝導率：λ2 0.6(W/m/k)
水の比熱：Cw 4,180(J/㎏/k)
水の単位質量当たりの潜熱Cp 336,000(J/㎏)
水の比重：ρ 1000(㎏/m/m/m)
鋼管（50A）の内径：r1 0.02675(m)
鋼管（50A）の外径：r2 0.03025(m)
鋼管の長さ：l 7.0(m)
保温筒の外径：r3 r2+0.02=0.05025(m)
水の質量 ρ×π×r1×r1×l=15.7(㎏)   
【初期条件】

初期水温θ1 10.0(℃)=283(K)

θ3 -41.0(℃)=232(K)  
 

 これらの諸条件より算定を行った結果、必要とする

暖房機の暖房能力は2.1kWと求まり、弁類などを加味

すると、選定した暖房機の暖房能力は十分であると推

測する。 

 ちなみに保温筒で覆わない場合に必要とする暖房能

力は、792.0kWである。 

 
３．実証試験 

 

(1)試験方法 

 冬期間の運搬及び保管に伴う給水支援を想定し、表-
2に示す保管試験と運搬試験を行った。 

 

表-2 試験概要 
日　　時 【平成26年】

3月6日 14:30 ～ 16:30　（2時間）
【平成27年】

3月5日 17:00 ～ 3月6日 5:00　（12時間）
試験箇所 【運搬試験】

豊富・幌富バイパス　26.2㎞
　　　　　　　　　　　　（自動車専用道路）

【保管試験】
豊富管理ステーション構内

試験項目 【運搬試験】
・2時間の車両走行試験を実施
【保管試験】
・走行・作業用エンジンを共に停止し、12時間
の放置試験を実施   

 
(2)試験箇所 

試験箇所の選定にあたっては、稚内道路事務所管内

でも比較的寒冷とされる豊富・幌富バイパス（運搬試

験）、豊富管理ステーション構内（保管試験）を試験

箇所として選定した（図-2）。 

至 稚内

至 旭川

運

搬

試

験

区

間

保管試験  
図-2 試験箇所 

 
(3)検証方法 

a)運搬試験 

散水車の給水タンクに 2000Lの水を保管し暖房機を

燃焼させながら、2時間の運搬試験を行った。計測は、

後部給水弁（図-3）を開放した時の放水温度とした。

（4回計測） 

b)保管試験 

 散水車の給水タンクに 3000L の水を保管し暖房機を

燃焼させながら、12 時間屋外に放置した（写真-5）。

計測は、後部給水弁（図-3）を開放した時の放水温度

とした。（5回計測） 

 

(4)計測方法 

計測は、簡易式の温度計測器を用意した（写真-6）。 
 
 

後部給水弁

 

図-3   後部給水弁の放流温度計測箇所 
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写真-5 保管試験の状況 

（豊富管理ステーション構内） 
 

 
写真-6 簡易式温度計測器と放流水の受けタライ 

 
４．試験結果 

 
(1)運搬試験 

運搬試験は、外気温がマイナス 6.0℃で行った。 

後部給水弁からの放水温度は 13.1℃～17.1℃を確認で

きた（表-3）（写真-7）。 
 

(2)保管試験 

保管試験は、外気温がマイナス 1.1℃～11.5℃で行っ

た。外気温がマイナス 11.5℃を観測したときの後部給

水弁からの放水温度は 15.5℃を確認できた（表-4）。 

 

表-3 運搬試験データ （平成26年3月6日） 

計測時間 気温
後部給水弁
放水温度

14:30 -6.0℃ 13.1℃

15:00 -6.0℃ 16.5℃

15:30 -6.0℃ 17.1℃

16:00 -6.0℃ 16.9℃

16:30 -6.0℃ 13.5℃
 

 

 

 
写真-7 走行試験直後の後部給水弁からの放流温度 

計測の様子 
 

表-4 保管試験データ 
（平成27年3月5日～平成27年3月6日） 

計測時間 気温
後部給水弁
放水温度

17:00 -1.1℃ 0.8℃

18:00 -1.6℃ 15.8℃

20:00 -3.0℃ 18.4℃

22:00 -6.7℃ 19.4℃

0:00 -9.3℃ 19.2℃

5:00 -11.5℃ 15.5℃
 

 
５．まとめ 
 

  冬期間における運搬試験と保管試験の結果と課題つ

いて以下にまとめる。 
・暖房機の性能は保温筒の保温性能に大きく依存して

いる。 

・本対策の冬期間の北海道内での運用は十分であるこ

とが確認できた。  

・散水車は、タンク上部に水の供給蓋があるため、水

道事業者が散水車に水を提供する場合、作業従事者

はタンク上部に登り給水作業をおこなうことが予測

されるので、滑落を防ぐ措置を要する。  
 
６．おわりに 
 

本論文では、稚内道路事務所管内において、散水車の

給水配管系統の凍結防止対策として、保温筒と燃焼式

暖房機による凍結防止に十分効果を得られた。 

今後は、北海道のより寒冷な地域において本凍結

防止対策の適応性について検証が必要と考える。 
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