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１．はじめに
北海道では、冬期間降雪による交通障害など生活へ
の影響が大きい。その雪の処理は、除雪作業や消融雪
施設での融雪などがあげられる。消融雪施設は電気を
利用した電熱線方法のロードヒーティングなどが主流
で全般的にコストが高い傾向にある。
近年省エネルギー対策のなかで未利用のエネルギー
である地中熱を熱源として利用した消融雪施設が期待
されている。一方、簡易に熱の移動が行え、かつ熱エ

図－１

ネルギーと電気エネルギーを変換することが出来るシ
ステムに熱電素子システムがある。

試験用融雪槽タイプ概略図

《熱電素子とは》

そこで、熱電素子システムの特性を利用し、地中熱

熱電素子とは、ペルチェ効果の原理を利用し、微量

を活用する新しい方法の１つとして、融雪槽に熱電素

の電流を流すことによって熱を移動させるシステムで

子を組合せ、フィールド試験および観測を実施し、通

ある。

常の融雪槽と比較、効果を検証し、基礎資料を得るこ
ととした。

ペルチェ効果とは、図－２に示すように、a および
b の異なる材料で構成された接合回路に微量の電流を
流すことで、一方で吸熱し、もう一方で放熱する現象
をいう。吸熱を行っているため、消費している電力量

２．試験内容
（１）試験期間

より大きい熱量の放熱が可能となる。

平成15年12月26日〜平成16年２月29日
（２）試験箇所
札幌市

熱電素子の用途としては、熱を移動させる方向を切
り替えることによって加温および冷却を繰り返すワイ
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構内

（３）試験用融雪槽

ンセラーや、パソコンの冷却部品などが挙げられる。
本試験では、地中を吸熱、融雪槽内を放熱方向とし、

表－１・表－２・図－１に示す２つの融雪槽ユニ
ットにおいて投雪および融雪のフィールド試験を行

融雪効率の向上と省エネルギー効果を図ることを目的
としている。

った。
表－１

試験用融雪槽タイプ

写真－１
表－２

使用熱源と実測電力

図－２
北海道開発土木研究所月報

熱電素子

№631

2005年12月

ペルチェ効果の概念図
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《無機系複合材料コンクリートとは》

表－５

運用比較試験使用熱源、電力量、投雪量

セメントをベースとする材料技術で、従来のコンク
リートと比べ、熱伝導率が良く、強度が高く、透水性
がほとんど無いコンクリート材料である。
本試験では、地中熱を熱電素子で採熱するため、熱
電素子の熱を効率よく融雪槽内に伝えるために融雪槽
の底に無機系複合材料コンクリートを設置した。
（４）フィールド試験実施内容
下記に実施した試験種別を示す。
①

断熱性比較試験
槽の形態の違いによる、槽と地中間の熱移動の容易

さや断熱性を比較するため、電熱線のみの稼働で試験
を実施、雪を投入しない状態で水温の上昇を観測した。
使用した電力量を表－３に示す。

（５）測定項目
フィールド試験時の基礎データとして、気温、融雪
槽内気温、水温、周辺地温等、図－３に示す観測点に
て各種データの観測を行うとともに、投雪時の雪密度

表－３

②

断熱性比較試験電力量

や雪量、または排水時の水量の把握を行った。

性能比較試験
融雪槽の性能を比較するため、熱電素子槽は熱電素

子を、電熱線槽は電熱線を稼働させ試験を実施し、雪
を投入しない状態で水温の上昇を観測した。
各槽の使用した熱源及び電力量を表－４に示す。
表－４

③

性能比較試験使用熱源及び電力量

運用比較試験
融雪の効率等を比較するため、実際に雪を投入し、

雪投入前の水温に回復するまでの電力量を測定、及び
様々な投雪量にて試験を行った。
各ユニットの使用した熱源、電力量及び投雪量を表

図－３

観測点位置図

－５に示す。
なお、投雪量は、投入前後の水位を水位計により測
定し、底面積を乗じ算出した。
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３．結果と考察
①

断熱性比較試験
槽自体の断熱性を比較した断熱性比較試験結果を表

－６に示す。
消費電力量は、槽が消費した電力を通電量から下記
のように単位を変換し整理したものである。
＊

消費電力量（kcal）
＝

通電量（Wh）×0.86（kcal/Wh）

また、水温上昇必要熱量は水温を上昇させるために
必要な熱量とし、下記のように算出した。
＊

図－４

槽周辺地温変化（１月５日

電熱線槽）

水温上昇必要熱量（kcal）
＝

温度差
（℃）
（試験後水温−試験前水温）

消費電力有効率は、熱が地温の上昇に使われるほど

×水量（kg）

数値が低くなることになる。0.3 〜 0.5という結果より

×水の比熱（1kcal/℃・kg）

各槽ともに地中と槽が断熱されている状態ではないこ
とが伺える。

消費電力有効率は、消費電力量を供給されたエネル

さらに、熱電素子槽の方は消費電力有効率が高く、

ギーとし、槽の仕事量を水温上昇必要熱量として、消

電熱線槽と比べ、槽と地中間の断熱性が高いといえる。

費電力量から見た槽の熱効率とした。消費電力以外で

これは、底に熱伝導率の高い無機系複合材料コンク

槽に熱の供給があった場合数値が１を超え、消費電力

リートを使用しているが、更に熱電素子が装着されて

が水温回復以外に消費された場合などは１以下にな

おり、熱電素子自体が熱の移動を妨げているためと推

り、槽から地中および地中から槽などの熱の移動方向

察される。

等、
把握する一つの指標として下記のように算出した。
＊

消費電力有効率
＝

②

水温上昇必要熱量／消費電力量

性能比較試験
熱電素子槽は熱電素子を、電熱線槽は電熱線を、そ

れぞれ稼働させ槽の性能を比較した性能比較試験結果
表－６

を表－７に示す。

断熱性比較試験結果

消費電力量、水温上昇必要熱量、消費電力有効率は、
①断熱性比較試験と同様に算出した。
表－７

性能比較試験結果

熱電素子槽が消費電力有効率は0.45 〜 0.51、電熱線
槽は0.34 〜 0.37となっており、熱電素子槽が高い数値
を示した。
また、融雪槽周辺地温を見てみると、図－４
辺地温変化（１月５日

槽周

電熱線槽）のグラフ（緑実線

電熱線槽の消費電力有効率が0.74、熱電素子槽は
2.07と高い数値となった。

７）のように、熱が水温の上昇だけでなく、地温も

熱電素子槽で、消費電力以外で水温上昇に使用する

上昇させており、融雪槽から地中へ熱が逃げている（移

こ と の 出 来 た 熱 量（ 電 力 外 採 熱 量 ） は、2022kcal

動している）ことが確認できた。

（2352Wh）,時間あたりに整理すると404kcal/h（470W）
となった。
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その間の槽周辺地温変化を図－５に示す。
特に、グラフ（オレンジ実線

表－８

運用比較試験結果

３）熱電素子槽の直

下20㎝の地温が低下しており、熱電素子が地中から熱
を採取していることが伺える。
また、融雪槽から地中への熱の移動を考慮に入れる
と、数値以上に採熱したと考えられる。
熱電素子の実測消費電力が440W であるが、910W
以上の放熱が可能な結果となった。

電力消費量に対し、水温回復必要熱量が大きく（図
－６）、消費電力融雪有効率の全ての値が１を超えて
いる。（図－７）
電熱線槽の消費電力融雪有効率は1.80 〜 1.97と安定
し高い数値を記録した。熱電素子槽は1.67 〜 4.14と数
値のバラツキが大きいが、電熱線槽と比べ高い数値を
記録した。
図－５
③

槽周辺地温変化（１月20日

熱電素子槽）

運用比較試験
実際に雪を投入し融雪の効率等を比較した、運用比

較試験結果を表－８に示す。
消費電力量は、①断熱性比較試験②性能比較試験と
同様に算出した。
また、水温回復必要熱量は雪を溶かし水温を回復さ
せるために必要な熱量とし、下記のように算出した。
＊

水温回復必要熱量（kcal）
＝

投入量（kg）
×【（０（℃）−投入雪温度（℃）
）
×雪の比熱（0.5 kcal/℃・kg）
＋雪の潜熱（雪→水）
（80kcal/kg）

図－６

電力消費量と水温回復必要熱量

＋（水温（℃）−０（℃）
）
×水の比熱（1kcal/℃・kg）
】
消費電力融雪有効率は、消費電力量を供給されたエ
ネルギーとし、槽の仕事量を水温回復必要熱量として、
消費電力量から見た槽の熱効率とした。先の消費電力
有効率と同様に、地中熱など消費電力以外で槽と熱の
やりとりがあった場合のその移動方向等、把握する一
つの指標として下記のように算出した。
＊

消費電力融雪有効率
＝水温回復必要熱量／消費電力量
図－７
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各融雪槽に雪を投入すると融雪中は水温が０℃とな
る。周辺地温が５〜７℃程度であり、図－８
地温変化（１月22日
実線

３・緑実線

槽周辺

電熱線槽）のグラフ（オレンジ

７）のように地温が低下しており、

量を放熱していたが、図－９及び表－10より、槽直下
20㎝の地中温（熱電素子の吸熱側の地中温度）が低くな
ると、
それほどの吸熱及び放熱は出来ない結果となった。
その原因として、地中からの吸熱量が低下している

先の「①断熱性比較試験」時とは逆に周辺の地中より

こと、水温と直下の地温の温度差が発生し、水温から

融雪槽に熱の移動が起こっていることが伺える。

直下の地中へと熱が逃げ、さらにそこから熱を吸熱し

このことが、消費電力融雪有効率の値が１を超えて
いる原因といえる。

融雪槽へ放出しているため、純粋に融雪に熱を使用で
きないこと、などが考えられる。また、熱電素子自体
の使用環境温度が０℃以上であることも影響している
と思われる。
また、水温の回復温度が、地中温とほぼ同温度であ
るため、熱電素子槽のように地温を吸熱していない電
熱線槽の地中温は結果的にそれほど低下せず、融雪槽
稼働毎に、地中より融雪槽に伝わる熱量は、時期、回
数、時間に関わらず、熱電素子槽に比べ大きなバラツ
キは見られなかった。
これらは、熱源の違いだけではなく、融雪槽自体の
断熱性が低い電熱線槽が、地中と融雪時の水温の温度

図－８

槽周辺地温変化（１月22日

電熱線槽）

差を利用し地中熱を有効に活用していたことを示す結
果であった。

ここで、各槽ごとに消費電力以外で融雪に使用する
ことの出来た熱量（電力外採熱量）を表－９に、その

表－９

電力外採熱量

電力外採熱量と融雪時間を図－９に、融雪槽直下の地
温を表－10に、それぞれ整理した。
図－９より、ほぼ時間により一定量の熱量を受けて
いることが分かる。融雪時間が長ければ（水温０℃の
時間が長ければ）長いほど、地中から多くの熱をもら
うことが可能となる。
融雪槽の熱源が低い放熱量ほど融雪時間が長くなる
ことから、消費電力融雪有効率が良くなることになる。
このことから図－７の消費電力融雪有効率では熱電
素子槽の方が高い数値を記録していたが、融雪時間を
考慮に入れると、一概に熱電素子槽が効率的とは言え
ず、本試験の融雪槽の形態では、同程度の融雪時間で
あれば、電熱線槽の方が周辺から熱を採取する量も多
く効率的であると言え、地中熱を効率よく活用してい
るのは、電熱線槽となる。
表－10より、熱電素子を連続的に稼働させると、地
温が回復する以上に吸熱を続けるため吸熱側の地温は
低下したままになった。
「②性能比較試験」時は、熱
電素子が地中熱を吸熱し、消費電力量の２倍以上の熱
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図－９

融雪時間と電力外採熱量
41

表－10

より高温で且つ地温回復が活発な地点（下水道等の

融雪時の地温変化

排水施設など）で吸熱し放熱量とのバランスが取れる
ような条件設定が必要である。しかし、そのような条
件を満たす場合、ヒートパイプなど、より安価でラン
ニングコストが掛からない熱源の供給方法との比較が
必要となる。
熱源及び熱源の供給方法の特徴を十分に検証し、活
用方法を検討する必要がある。
本試験の結果、熱電素子は簡易なヒートポンプなど
としての可能性は大いに期待できる結果が得られた
が、消融雪施設への適用は今後さらなる検討が必要で
ある。
４．まとめ
①熱電素子は、条件が整えば使用電力量の２倍以上
の放熱量を示した。

５．おわりに
本試験において、副次的な結果ではあるが、融雪槽

②熱電素子を使用した融雪槽において、稼働を繰り
返すと地温が回復する以上に吸熱するため吸熱側の
温度が低下し効率的な融雪が困難な状況になった。

自体の断熱性の違いが、地中熱を利用し融雪する効率
に影響が有ることが確認できた。
今後、融雪槽をより深くし地中熱を直接採取出来る
面積を多くするなど、有効な地中熱の活用方法を検討

熱電素子の融雪槽としての適用については、融雪槽

していきたい。さらに未利用なローカルエネルギーの

は連続的な運転が必要であるため、吸熱側の温度低下

活用方法についても、熱電素子なども含め検討してい

の対策が必要である。

きたい。
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