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はじめに 

 

建物を中心として考えるならば、凍結問題は、建物の構造、外気温度の推定、室内の温度

管理、材料、使用状況などを検討する、建築計画、設備計画、建築施工、設備施工、維持管

理の要因が複雑に絡み合って対策を検討しなければならないものである。  

水道行政に関連する技術は、各水道局でその地域にあわせた凍結対策を実施して､高い効

果をあげているが、使用者の協力を得ないと効果が向上しない一面もある。これ以外の空気

調和設備や給排水衛生設備の部位については、各方面の学協会の仕様に基づいて実施してい

るが、凍結対策技術のレベルの適合度によって、被害が生じる場合があり､十分な検討の必

要性がある。 

当学会で建築設備の凍結防止計画と実務の書籍も研究成果として、会員に公開されている

が、現実にはいまだに凍結の事故が生じている。その原因を突き詰めれば、対象地域に適合

した凍結対策が定まっていないことに尽きる。そこで、空気調和･衛生工学会東北支部調査

研究委員会の中に給排水衛生設備の凍結対策防止委員会を設置して、平成14年4月から平成

17年3月まで、研究者や実務者で委員会を構成して、東北地方独特の気象特性に合わせて、

検討を進めてきたので、報告書を作成して､多くの会員に対策の提案が寄与できれば幸いで

ある。 
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内容をまとめたものであり、当学会の統一した見解を示すものではありません。 

2. 本書の記載事項は、作成時点で可能な限り精査しております。ただし、その正確性、
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1 東北地方の凍結防止対策技術の市町村に対するアンケート調査 

1.1 調査概要 

東北 6 県 62 市に下記の 11 項目についてのインターネットおよび電話によるアンケ

ートを行った。また、メーカー・設備会社・水道局などへ実際に訪れて、凍結防止対

策の施策や取組み方・被害状況・基準の調査をした。 

 

アンケート内容 

1.水抜き栓の設置・基準・指導は行われているか？ 

2.凍結防止ヒータの設置・基準・指導は？ 

3.受水槽内ボールタップや配管の対処方法や基準は？ 

4.増圧給水方式は許可されているか？ 

5.凍結防止予防策を使用者に呼びかける施策は？ 

6.また、呼びかける時期は決まっているか？ 

7.また、呼びかける具体的な外気温度は？ 

8.凍結修理に係る費用はすべて使用者負担となるか？ 

9.給水装置・配管・水道メータなどに保温材の対応は？ 

10.凍結深度や埋設深度基準は決まっているか？ 

11.凍結・破壊などの被害状況の把握は？ 

 

アンケート回収率 

 アンケート・調査、回収率は 62 件中 54 件であった。 

 

1.2 調査結果  

1.2.1 アンケート調査結果と気温との関係 

表 2.2.1 アンケート・調査結果の表に 1～11 項目について○（有）・×（無）・△（？・

検討中など）に示したような結果となった。また、気象庁による各観測地点別の気象

観測データをもとに、1994 年～2003 年までの過去 10 年間の最低気温を調査し、最低

気温とアンケート項目 1～10 項目について、行政指導の関係は気温差にかかわらず指

導などが行われていることが現状である。 

 

表 1.2.1 アンケート・調査結果 

 

 

県・市名

青森県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
青森市 〇 △ △ 〇 〇 △ -10.5
十和田市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -15.3
八戸市 〇 △ △ 〇 〇 -11.3
弘前市 〇 〇 △ 〇 〇 〇 -11.7
三沢市 〇 △ 〇 〇 △ -12.5
黒石市 〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -15
むつ市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -17.6

基準など　有（〇）・無（×）・？（△）
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秋田県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
秋田市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -10.3
大館市 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -14.8
大曲市 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 × -16.5
男鹿市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -13.6
鹿角市 〇 × × 〇 △ × 〇 〇 〇 〇 -19.6
能代市 〇 × × 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 -12.4
本荘市 〇 〇 〇 -12.4
湯沢市 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -17.2
横手市 〇 〇 〇 -13.4

岩手県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
一関市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -14.4
江刺市 〇 〇 　 × × 　 〇 〇 　 　 -17.8
大船渡市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -10.4
釜石市 〇 　 　 〇 〇 〇 〇 〇 　 〇 -9.9
北上市 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 △ × -14.1
久慈市 〇 〇 　 〇 〇 △ 〇 〇 　 　 -12.6
遠野市 〇 　 　 　 　 　 〇 〇 　 　 -17.8
二戸市 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 × -17
花巻市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 ×

水沢市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

宮古市 〇 〇 　 　 　 　 〇 〇 　 　 -11.5
盛岡市 〇 　 　 　 　 　 〇 〇 　 〇 -14.3

陸前高田市 〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

山形県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
尾花沢市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ -13.3
上山市 〇 〇 〇

酒田市 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -8.9
寒河江市 〇 △ 〇 〇

新庄市 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 -16.8
鶴岡市 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 -9.6
天童市 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 〇 △

長井市 〇 〇 〇 △ -14
南陽市 〇 △ 〇 〇 △

東根市 〇 〇 〇

村山市 〇 〇 〇

山形市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -10.2
米沢市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 -11.3
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1.2.2 各項目別の調査結果 

各項目別の内容説明と設計時および施工時の行政指導を下記に示した。また、12）

排水設備の対策を示した。 

 

1）水抜き栓について 

現在の水抜き栓の設置規定は、水道法の改正により規制緩和がなされ、ある程度個

人（給水装置工事指定店）の判断により設置されているが、東北および北海道におい

ては寒冷地の特例として水抜き栓の設置を義務付けられている。具体的には給水装置

のうち、立上がり管以降の管内の水を外部に排出し、凍結を防止するため 1 個以上の

水抜き装置（手動および温度感知による自動）を設置するよう、福島県いわき市、山

形県新庄市・長井市、以外すべての県や市で指導している。また、施工を行う際には、

すべての立上がり管から水を抜くことができるように水抜き栓を設けることを指導し

ている。 

 

2）凍結防止ヒータについて 

給水装置工事設計施工基準により、「凍結による管破損防止のため保温工事をするの

が望ましい」とされており、青森：2 件、秋田：2 件、岩手：8 件、福島：5 件、宮城：

3 件、山形：7 件の各市事業所ごとに必要に応じて指導している。特に露出配管で冬期

間凍結が予想され、一定の流速がない部分については、凍結防止ヒータの設置を指導

する場合や中高層建物内部に各戸メータを設置する場合、メータの凍結破損防止のた

め凍結防止ヒータを指導している。 

福島県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
会津若松市 〇 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 -12.3
いわき市 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -5.8
喜多方市 　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 -15.1
郡山市 △ △ △ △ △ △ 〇 △ △ △ -9.8
白河市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -10.4

須賀川市 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △

相馬市 〇 △ △ △ △ △ 〇 　 　 　 -9.5
二本松市 〇 　 　 〇 〇 　 〇 　 　 〇 -10.9
原町市 〇 　 　 〇 〇 〇 〇 〇 　 〇
福島市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -9

宮城県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低気温（℃）
石巻市 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 -9.5
岩沼市 〇 〇 〇 〇

角田市 〇 〇

気仙沼市 〇 〇 -10.3
塩竃市 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 -8.5
白石市 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 -8.8
仙台市 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -7.3

多賀城市 〇 〇

名取市 〇 〇
古川市 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -14.5
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3）受水槽内のボールタップや配管について 

給水装置工事設計施工基準により、基準を設けている。側壁と吐水口中心までの距

離、越流面から吐水口までの高さについて、ボールタップの呼び径（給水管の口径）

で基準がある。秋田県大館市水道事業所では、ボールタップまたはＦＭバルブの 2 種

類の方法は認めている。配管の対処方法については、青森：3 件、秋田：4 件、岩手：

7 件、福島：1 件、宮城：3 件、山形：3 件の各市事業所ごとに受水槽設置で屋内外問

わず凍結しないような保温をするよう指導している。管の種類については、平成 12 年

度以降は、条例・要綱の改正により指定していない。 

 

4）増圧給水方式について 

平成 13 年 4 月 1 日より、水道事業管理者が定めた基準により、中高層建物直結給水

取扱要綱において、青森：3 件、秋田：3 件、岩手：5 件、福島：5 件、宮城：7 件、山

形：2 件の各市の事業所ごとに許可している所もあるが、付近の水道施設への影響の恐

れがある所では設置を認められていない。具体的には、衛生問題の解消、土地の有効

利用、省エネルギーの推進を目的としたものである。対象となるのは直結直圧給水で

は 5 階までの建物・直結増圧給水では 10 階までの建物である。ただし、病院、ホテル、

飲食店中心の雑居ビルなど、断水による影響が大きい施設は従来どおり受水槽方式と

なっている。 

 

5）使用者に呼びかける施策について 

・貸家やアパートなどを管理している不動産会社に対し、管理している物件の凍結防

止を徹底するよう文書で協力を依頼している。 

・住宅やアパートなどを退去する利用者には、凍結や漏水を防止するため凍止めを操

作するようお願いし、場合によっては止水栓で止めるようにしている。 

・ＰＲ手法としては、市の広報誌、市内数箇所の電光掲示、公用車側面へのＰＲシー

トのはり付けのほか、マスコミを利用したＰＲも行われている。 

＜広報誌の内容＞2) 水道管凍結による破損にご注意（タイトル） 

冬の寒い時期には、水道管が凍結し破損することがあります。長期間家を留守にす

るときや氷点下になりそうな前日には、メータボックスの中にあるオレンジ色の水抜

き栓を閉め水抜きを行って下さい。この水抜き栓を回すとき、水抜き機能が働いて水

が噴き出しますので、ご注意ください。また、水抜き栓は止まるまで回し続けてくだ

さい。水抜き栓を開ける際にも完全に回しきるようお願いします。※イラストつきで

広報をしている。（イラストは下記の図 1.2.2 水抜き栓の操作方法・順序を参照） 

 

図 1.2.2 水抜き栓の操作方法・順序（福島県原町市水道事業所ホームページより）2) 

メータボックス 

メータ 
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6）呼びかける時期について 

各市によって異なるが、1１月中旬～2 月上旬にかけて行われている。また、その他

凍結が予想されるときなど。 

 

7）呼びかける具体的な外気温度について 

各市によって異なるが、秋田市では外気温が-4 度以下（風の強いところは-1 度から

-2 度）になったときや一日中マイナスの真冬日が続いたとき、白河市では氷点下にな

ったとき、須賀川市では寒波により-5 度以下の日が連続する状況、または-8 度以下の

日には警戒を要し広報活動を実施している。 

 

8）凍結修理に係る費用負担について 

給水装置については、すべての県や市において宅地内は個人財産につき使用者負担

が基本ですが、水道メータの破損・本管側に関しては当事業所負担となる。ただし、アパ

ートや借家の場合、水道管や蛇口などは大家の所有になるため、使用者が大家に連絡

している。また、新たに水道を使用する際にその水道施設が凍結している場合は、無

料で溶解を行っている。 

 

9）給水装置・配管・水道メータなどの設置・保温について 

水道事業管理者が定めた基準により、東北地方ほぼすべての建物は寒冷地用になっ

ていることから設置・保温されている。基準は、給水装置うち立上がり管以降の管内

の水を外部に排出し、凍結を防止するため 1 個以上の水抜き装置を設置する。ただし、

高断熱・省エネルギーなど規格住宅で立上がり管以降の凍結が予防できるものについ

ては、水抜き装置の設置を省略することができるとされている。また、施工の際には、

外気の影響を受けやすい給水管には保温材などによる十分な凍結防止対策を行い、耐

寒性能を有する給水装置を設置する、または断熱材で被覆することなどにより適切な

凍結防止のための措置を講じることとされている。 

 

10）凍結深度や埋設深度について 

凍結深度や埋設深度の基準については、地域によって異なるが埋設深度は凍結深度

より深くすることとし、国土交通省では、土壌などの違いによる安全を考慮し 45cm を

埋設深度としている。また、深さを確保できない部分については断熱材を用いること

としている。 

例えば、秋田県大館市では埋設深度は、管上から地表面までを H=0.45m 以上にする

よう指導している。また、埋設深度の基準については、管径などを考慮し宅地内は管

上から地表面までを H=0.45m 以上車両などが通行する道（私道など）は、管上から地

表面までを H=0.60～0.90m としているが、道路管理者が管理している道（国道・県道・

市道など）については、その管理者と協議し埋設深度を決めている。沿岸地域、平野

地域、山間地域、と立地条件が多様であることから、45cm、60cm、80cm、の 3 段階の

基準を設定している。また、寒冷地主要都市の凍結深度は、青森 57cm・盛岡 73cm・秋

田 49cm・仙台 18cm・福島 33cm・山形 53cm になっている。しかし、沿岸地域、平野地

域、山間地域、では凍結深度は異なる。 
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11）被害状況の把握について 

12 月から 3 月までの冬期間を対象に市の指定工事事業者から報告を受けて把握し、

また破壊などの被害状況は、年間を通して市の指定工事事業者（修理登録業者）から

報告を受けて把握されている。 

 [凍結による被害一例] 

・使用休止中の住宅で所有者が元栓（止水栓）で水道が止まっているものと思い、凍

結止めを操作しなかったために水道管が凍結破裂し、住宅内が水びたしになった。 

・解氷依頼を受けた水道工事店が電気解氷器を使用したところ、操作を誤り火災が発

生した。 

 

12）排水設備の凍結対策について 

敷地から出る下水は、自然流下方式によって速やかに公共下水道管に排水させるの

が基本になっているので、排水管内に下水が滞る構造になっていない。よって，凍結

の心配はほとんどなく、一般家庭などの標準的な排水設備の防寒対策は特に必要ない

と考えられる。 

ただし、低地からの排水で圧送方式による場合は、管内に下水が滞留する箇所があ

り凍結する恐れがあるので、次のような凍結防止が必要になる。 

「宮城県仙台市の場合」 

・排水管を屋外に露出させる場合は排水管にポリスチレンフォーム、発泡ウレタン  

フォーム系などの保温材を巻き保温・保温材の外周は耐水性の材料で被覆する。 

・土中配管の場合は土壌の凍結による影響を回避するため凍結深度以上の深さに排水

管を埋設する。 

外部からの衝撃や凍結などから排水管を保護する目的で、地表面から管の頂点まで

20cm 以上を確保するよう指導している。なお、仙台市における排水設備の凍結被害発

生報告に関する記録はない。 

 

 

参考・引用文献 

1）戸田幸一他 4 名編：2001 年寒波による凍結地方の建築設備被害調査,空気調和・衛

生工学術講演論文集,2001 

2）福島県原町市水道事業所ホームページ編：広報誌・水道管凍結による破損にご注意 

3）（社）空気調和・衛生工学会編：凍結防止指針,1987 

4）（社）空気調和・衛生工学会編：建築設備の凍結防止計画と実務,1996 

5）（財）給水工事技術振興財団編：全国給水装置工事施工要領集,1999 

6）新日軽（株）ホームページ編：次世代省エネルギー基準 
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2 凍結対策機器・材料 

2.1 凍結防止ヒータ 

2.1.1 給水用凍結防止ヒータ 

（1）概要 

 電熱式凍結防止ヒータ（凍結

防止帯・とうけつぼうしたい）

には、大きく分けてサーモスタ

ット制御型（図 2.1.1）と自己

制御型（図 2.1.2）に分けられ

る。出荷率は全国で９：１であ

るが、岩手県だけを見ると１：９とな

っている。 

サーモスタット制御型の構成は、図

2.1.3 に示す。通電ランプ付きサーモ

スタット制御型の配線は図 2.1.4に示

す。 

サーモスタットはＡ社製の場合 7℃

で入り、13℃で切れ、Ｂ社製の場合 1℃

で入り、11℃で切れる設定としている。

この高めの温度設定は、本来ヒータを

巻くべき土の中や壁貫通部に巻いて

図 3.1.1 サーモスタット制御型凍結防止帯 2) 

図 2.1.2 自己制御型凍結防止帯 3) 

図 2.1.3 サーモスタット制御型凍結防止帯の構成 12） 

図 2.1.4 サーモスタット制御型凍結防止帯の配線 

電源
　プラグ

ＬＬ

電源ランプ

サーモスタット部 お知らせランプ部

通電ランプ
サーモスタット

発熱部 
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表 2.1.1 サーモスタット制御型凍結防止帯の巻き間隔等 12） 

 
ヒータの巻き間隔 管１ｍあたりの 

巻き回数 
管１ｍあたりの 

ヒータ長さ 
[ｃｍ] [約  回] [ｍ] 

-10℃以上 巻かない（添わせる） 0 1.0 

-20℃以上 6 17 1.7 

-30℃以上 3 33 2.7 

※ 内径 1/2 インチの鋼管に取りつけた場合のデータ。 
※ 比較的風の弱い場所でのデータ。強風のあたる場所では 2～３割増。 

外気温度の 
最低条件 

いないためである。凍結深度から凍結防止帯を巻くことが重要だが、実行されている例は少

ない。また外壁の貫通部も巻くべきである。Ｂ社製サーモスタット型に同こん(梱)されてい

る説明書の取付け方は、図 2.1.5 のとおりである。 

サーモスタット型は、凍結防止帯を重ねて巻くと、発火の危険がある。また途中で切断し

ては使用できない。Ａ社製のサーモスタットは、４ｍ以下はサーマルリードスイッチ式（磁

石式）で、それ以上はバイメタル式になっている。前者は 35 万回まで、後者は 12～13 万回

までの作動に耐用がある。通常、年間に 5,000 回作動するので、バイメタル式でも 20 年以

上使える計算になる。 

自己温度制御タイプがある。重ね巻きをしても支障がなく、凍結防止帯を切断して使用で

きる。作動原理

は図 2.1.6 で、

切 断 面 は 図

2.1.7 である。 

サ ー モ ス タ

ット制御型凍

結防止帯は、火

災防止のため

に Ａ 社 製 で

12.5Ｗ/ｍ、Ｂ

図 2.1.5 サーモスタット制御型凍結防止帯の取付け方 12） 
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社製で 15.0Ｗ/ｍとしている。Ｂ社製の凍結防止帯に同こんされている説明書に記載されて

いる巻き間隔と巻付け長さは、表 2.1.1 である。保温工事の際、防止帯にホチキスの針を刺

して漏電事故を発生させることがあるが、Ａ社仙台出張所管内で毎年 10 件程度起きている。

電熱帯の部分（発熱体）の部分は、20～30 年使用可能である。凍結防止帯が正常か否かを

チェックは、サーモスタットタイプで可能で、サーモスタット部分を冷やしてテスタで確認

する。 

凍結防止帯のサーモスタットの制御設定温度と冬季の給水温度から、通水しない時間帯は

通電せず、頻繁に通水する時間帯に通電してしまう。通常の生活パターンでは、深夜は凍結

図 2.1.6 自己制御型凍結防止帯の作動原理 3) 

図 2.1.7 自己制御型凍結防止帯の切断面 3) 
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防止帯に通電せず、日中通電することが考えられ

る。 

このような無駄を省くために、凍結防止帯の制

御による省エネルギー機器が販売されている（図

2.1.8）。発熱量を高感度センサで外気温の感知

能力を向上させ、I･C 制御と無接点スイッチとの

組合せで凍結温度条件時のみ通電させる。長野県

諏訪測候所の気象データによるシミュレーショ

ンでは1シーズン約90％節約可能とメーカーでは

公表している。省エネルギータイプの制御機器を

設置した寒冷地の別荘（八ヶ岳）では、給水管が

凍結した事例があるとホームページで紹介さ

れており、凍結の危険もはらんでいる。 

最近増えている架橋ポリエチレン管

のさや管工法に対応するものとして、さ

や管の中に入れるタイプが発売されて

いる（図 2.1.9～2.1.11）。またマイコ

ンで使用可能か、否かを判定する機構が

付いたものも販売されている。受水槽内

のボールタップの凍結防止用として、ボ

ールタップのボールを温めるタイプの

ものもある。屋外用を想定した水栓を加

熱するタイプのタイプも販売されてい

る（図 2.1.12）。量水器には、自己制御

式の 50cmの物を使うのがよい。ただし、

蒸気配管には凍結防止帯は使用できな

い。 

 

凍結防止帯は、冬季間以外はコンセン

トから抜いたほうが省エネルギーになる。
図 2.1.11 さや管用凍結防止帯の取付け 5）

図 2.1.9 さや管用凍結防止帯の外観 5） 図 2.1.10 さや管用凍結防止帯の切断面 5）

図 2.1.8 凍結防止帯の省エネルギー装置 4)
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特に自己制御式は、図 2.1.13 に示す。特性から中間期～夏期でも通電することが考えられ

る。自己制御型では、電源プラグ抜き忘れ防止のため、別途サーモスタットを取り付けるこ

とも考慮する。日本国内での販売量は、全メーカーの総計で年間約 110 万本である。北海道

での出荷量は少なく。東北地方での出荷量が最も多い。 

 

（2）関連事項（エネルギー利用について） 

長野県に高木直樹信州大学工学部助教授を代表としたコペルニクスという団体がある。

2000 年（平成 12 年）7 月より、コペルニクスが週間長野新聞に「コペルニクスの眼」の連

載を開始したが、第 74 回から 3 回シリーズで『凍結防止帯』を取り上げたので、全文を下

記に転載する。 

（2-1）第 74 回 凍結防止帯（上） 電力を大量に消費・節電機器で削減も 

コペルニクス代表 信州大学工学部助教授  高木 直樹 

長かった冬も終わり、長野でもようやくサクラ咲く春を迎えますが、今回から三回連続

で冬の間に活躍していた凍結防止帯について考えてみます。 

 冬の厳しい信州では 水道を凍結させないために凍結防止帯は欠かせません。凍結防止

帯は温度センサが付いていて、一定の温度にまで気温が下がると電気が流れ、ヒータで水

道管を温めて凍結を防止します。 

 いろいろな種類があるようですが、長さにより消費電力が違いま す。おおよそ 1ｍの短

いタイプで 15Ｗから 20Ｗ、4ｍ程度の長いものでは 50Ｗを超えているようです。温度のス

イッチは 3℃程度で電気が入り、逆に 7℃近くになると切れるという設定が多いようです。

もっと低い温度の設定でも良さそうですが、商品の価格を抑えるために安物の温度センサ

を使っているため、温度の検出精度が悪く、凍結の危険を避けるために高めの温度設定に

なっています。この欠点を補うために凍結防止帯専用の節電機器があります。これは精度

の高い温度センサを内蔵して、もう少し低い温度でオン、オフをします。そのために節電

ができるというわけです。では凍結防止帯は一冬にどのくらいの電気を消費するのでしょ

うか?  

図 2.1.12 水栓用凍結防止ヒータ 2) 

図 2.1.13 自己制御型の発熱特性 11）
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 実験をしてみました。節電機器を使ったときと、はずしてコンセントに凍結防止帯を直

結したときの 2 種類の測定をしました。2ｍの比較的省エネ型の凍結防止帯を 4 本使用した

場合ですが、一冬におおよそ 50ｋＷｈの電力を消費しています。この家庭での全電気消費

量の 10％程度に当たります。料金としては約 1,000 円です。また節電機器を使うことによ

り、半分程度に削減できることも分かりました。凍結防止帯がもっと長く、古いタイブで

効率が悪ければもっと大量に消費していることが考えられます。さらに、標高が高く気温

が低い地域だと消費電力は多くなります。金額的には高価なことはないとお考えになるか

もしれませんが、当然温室効果ガスはエネルギー消費に応じて 排出していますし、長野

市あるいは長野県全体では膨大な量になります。仮に長野市内のすべての家庭(約 13 万世

帯)で 50ｋＷｈの消費をしていれば、650 万ｋＷｈになり、膨大な量になります。少しでも

エコライフしたいですね。 

（2-2）第 75 回 凍結防止帯（中） 断熱と気密に注意を・室内側に水道管を 

信州大学工学部助教授 岩井 一博 

数年前のことです。都内で開かれたある会議に出席した際、たまたま水道管の凍結に関する話が話

題に上りました。その時、私はある先生に長野市内ではどのような方法で水道の凍結を防止している

のかを尋ねられました。 

 それに対して私は、長野市内では一般的に凍結防止帯を使っていることを説明しました。するとど

うしたことか、その先生をはじめ会議のメンバー全員が大変驚かれたのです。私は一体それがどうい

うことなのか全く理解できませんでした。話を聞 いてみると、どうやら北海道や東北の寒冷地では、

凍結防止帯はあまり使用していないということなのです。むき出しの水道管が、そのまま壁の内側を

通っているというのです。私にとってはその話の方が逆に驚きでした。しかし、その後さらに詳しい

話を聞いてみると、それにはちゃんとした理由があり、建物に十分な断熱を施した上で、家全体を暖

めているから成り立つのだと聞き、納得できました。 

 長野市内の住宅は、最近でこそ断熱気密化が施された注宅が増えていますが、数年前までは不十分

な家が多く見られました。また、住まい方についてもストーブの置いてある居間は暖かいのですが、

そのほかの部屋は寒いといった家が多かったように思われます。床下や部屋の温度が氷点下まで下が

り、水道管が凍結により破裂することを考えると、室内側への配管は怖くてできないのは当然でしょ

う。このような理由から市内では屋外に配管をし、それに凍結防止帯を巻く方式が多くなったと思わ

れます。一方、凍結防止帯は電気を使用するために、冬場の電力消費量が増大する欠点があります。

そのため、いくつかの対策が講じられています。ここでは、新築の際に注意すべき点を紹介します。

（財）建築環境・省エネルギー機構から出版されている『住宅の次世代省エネルギー基準と指針』に

は、これから家を建てる際に必要とされる性能が地区別に書かれています。これを参考にすると、長

野市における断熱仕様はグラスウール(16kg/㎥)の場合、壁が100mm 以上、天井が180mm 以上、外気

に接する床が150㎜以上となっています。また、気密については、これを表す指標である相当隙間面

積が5c㎡/㎡以下であることが記されています。このような住宅をベースに、家全体が一日中暖かく

なるような暖房を行ってください。これにより、水道管を室内側に配管でき、寒い冬でも居住者も水

道管も、重いコートを脱いだ快適な状態になるでしょう。 

（注）相当隙間面積とは家全体の隙間面積を床面積の合計で除したもので、通常は気密測定器によっ

て計測。 
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（2-3）第 76 回 凍結防止帯（下） 省エネへ使用工夫・毎日の天気も考慮 

市民エネルギー研究所長野資料室 三輪 浩 

 私が松本での生活を始めた1980年の冬は信州でも何10年ぶりかの厳しさでした。使った経験のな

い凍結防止帯がどの程度有効か分からなかったこともあって、夜はチョロチョロと流しっ放しで寝ま

した。それまで東京と関西で暮らした私にとってはそれが冬の水道対策の常識でしたから。 

 自宅を建てたとき、主な窓は二重サッシにするなど断熱には気を使いましたが、水道の配管に関し

ては業者に任せたので標準的な施工になって、三カ所の水道引き込み個所の5本の凍結防止帯を合計

すると約150Ｗ分になりました。そのほかに、屋根の上の太陽熱温水器(自然循環式)の往復二本の配

管約5メートル分が一本で100Ｗを超えています。これらをフルに使えば大変な電力消費量になるこ

とは明らかで、省エネのためには使い方の工夫が必要です。 

 まず、温水器については、冬の間は風呂に使う量だけを朝上げて、夕方から夜にかけて気温が零度

以下に下がるのを気にしながら浴槽に落として、凍結防止帯は全く使わないことにしています。これ

が最も合理的かどうか計算上からの判断ではありませんが、電気はなるべく熱にして使いたくないか

らです。最近、真空貯湯式の温水器が増えていますが、配管のヒータで使う電気に十分な気配りが必

要でしょう。水道管の方は、天気予報と勘をもとに寝る前の空を眺めつつ、最低気温マイナス五度の

可能性のある夜に凍結防止帯のプラグを入れて朝抜くことにしています。ヒ－ターの上から断熱材を

追加してあるので経験からこの程度を目安にしました。この方法で、見込み違いで凍ってしまったこ

とが数回ありましたが、そこでヒータを入れれば間もなく回復します。 

 ここ数年、このように通電する日数が一冬に平均約50日で通算約400 時間となり、簡易型積算計

で一つのコンセントについて測った結果から推定すると、わが家の凍結防止帯での電力消費量は一冬

に 50ｋＷｈ程度です。仮に通常行われているように冬中コンセントを入れっ放しにすると、気温が

上がる日中も切れないため(3月30日付本欄・第1回参照)、この4、5倍の電気が無駄になるという

試算になります。そんな面倒な使い方はという反応もあるでしょうが、地球環境を考えながら省エネ

や自然エネルギー活用を実行する以上は、技術的な工夫と並んで毎日の天気や気温と付き合っていく

のはごく当たり前と思っています。こんな使い方の話をしたら、「うちでは毎晩不凍栓で抜いていま

す」と言われた方があって脱帽でした。(市民エネルギー研究所長野資料室)  

 

2.1.2 雨水用凍結防止ヒータ 

 雨水用電熱式凍結防止帯もおおむね、図 2.1.14 や図 2.1.15 の形状となっており給水用

と同様である。給水用に比べ単位長さあたりの発熱量が大きく、30Ｗ/ｍ以上となっている。 

図 2.1.14 雨水用凍結防止ヒータの例（1）5) 図 2.1.15 雨水用凍結防止ヒータの例（2）6)
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図 2.1.19 挿入型の水分センサ 10)

図 2.1.20 金物上部取付け型の水分センサ 8)

図 2.1.16 開きょ用凍結防止ヒータ 7) 図 2.1.17 管きょ用凍結防止ヒータ 8) 

（a）防止の原理            （b）取付け方法 

図 2.1.18 緩衝材タイプの凍結による破壊防止方法 9) 
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一般には、開きょの雨どいや管きょの雨水管の内部にはわせたり、挿入したりする（図

2.1.16、図 2.1.17）。雨水用電熱式凍結防止帯は、給水用自己制御型同様、別途サーモス

タットを取り付ける。 

ヒータ以外の対策として、図 2.1.18 のように、といの中に緩衝材を入れ、凍結しても

といが破壊しないものもある。しかし、氷点下の温度が連続するような地域では、使用し

ても根本的な解決にはならない。 

雨どいの凍結防止は、(財)ベターリビングの優良住宅部品認定基準の「融雪システム」

（BLS ＳＭ：2000）の一部が該当する。構成部材の中に「雨どいヒータ」の記載があり、

「溶けた雪の雨どい部での再凍結防止」という位置付けになっている。 

 省エネルギー対策として、水分センサで水分の有無を検知するとともに、サーモスタッ

トも併用するなどの方法がある（図 2.1.19～20）。 

 

 
文献 

1）空気調和・衛生工学会：建築設備の凍結防止 計画と実務、(1996),pp.162～164 

2）日本電熱：ホームページ 

3）青森フジクラ：ホームページ 

4）エスエヌ精機：ホームページ 

5）山清電気：ホームページ 

6）上越エアクルー：ホームページ 

7）サントレイス：ホームページ 

8）ヒートテクニカ トスカ：ホームページ 

9）積水化学：ホームページ 

10）北海バネ：ホームページ 

11）東京特殊電線：ホームページ 

12）松下電工：取り扱い説明書 

13）ベターリビング：優良住宅部品認定基準「融雪システム」（BLS ＳＭ：2000）、

(2000-10),pp.1～3 
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2.2 水抜き栓 

水抜き栓は寒冷地（凍結対策が常に必要である地域）で使用されている水道凍結事故防

止のための水道用器具で、給水、止水、水抜きの機能を備えた特殊な三方弁である。口径

は 13mm から 100mm まであり、凍結深度以下の地中に埋設する不凍栓タイプとパイプシャフ

トや地下ピットに設置するドレンバルブタイプの 2 種類がある。 

地中に埋設する不凍栓タイプは主に戸建て住宅で使用されており、給水系統別に用いら

れ台所、トイレ、給湯機、散水などに設置されている(図 2.2.1)。 

また凍結環境にはならないパイプシャフトや地下ピットで使用されるドレンバルブタ

イプは、そこから配管される給水管・装置全体の水抜きをそれ 1 台で行い、ドレン用パイ

プに排水して使用されるものである（図 2.2.2）。 
 

                      不凍給水栓 

    水抜き栓  不凍栓         不凍水抜き栓 

          （地中に埋設する）   不凍水栓柱 

                      不凍バルブ 

          ドレンバルブ 

          （地中に埋設しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 不凍栓 

不凍栓は日本バルブ工業会規格で「主として寒冷地で使用し、給水管路の途中に設置し

て、給水管内の水を地中に排出して凍結を防止する構造を持つバルブの総称」と定められ

ている。水道メータより下流に設置され、凍結深度（資料参照）以下に埋設し、給水管内

や装置および設備機器内の水を凍結しない地中に排出する特殊な三方弁である。凍結しそ

うな環境にある長時間使用しない給水管・装置・設備機器類の水を抜いて空にすることで

凍結を防ぐもので、寒冷地では古くから凍結防止対策として使われている。日本バルブ工

業会規格により不凍栓は不凍給水栓・不凍水抜き栓・不凍水栓柱・不凍バルブの４種類に

分類される。 

代表的な弁の構造としては平弁型やピストン型、ボール弁型などがある（図 2.2.3）。 

図 2.2.1 不凍栓施工例 4) 図 2.2.2 ドレンバルブ施工例 4) 

ドレン型水抜き栓 

水抜き栓 

水道メータ 

水道メータ
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(1) 不凍給水栓 

外とう管が揚水管（立上がり管）を兼ね

ており地上給水管内の水を凍結深度以下の

地中に排水する構造をもつ不凍栓である

(図 2.2.4）。 

地上で配管して台所や風呂に分岐し複数

の給水管に給水のできる外部排水式のもの

であるが、基本的な構造は地中に埋設され

る不凍給水栓と地上で操作する部分とそれ

らをつなげる外とう管、中シャフトから構

成されている。昭和４０年代前半にかけて

主流を占めていた不凍栓だが、現在はほと

んど使用されていない。 

 

 

(2) 不凍水抜き栓 

不凍給水栓に代わって現在主流になっている不凍栓である。基本的な構造は外部排水式

不凍給水栓に似ているが、外套管と揚水管とが分離した構造で、不凍水抜き栓の下流の揚

水管および地上配管内の水を凍結深度以下の地中に排水する構造をもつ不凍栓である（図

2.2.5～6）。給水配管ばかりではなく給湯配管用に湯抜き栓や 1 台で水も湯も抜くことが

できる湯水抜き栓も近年開発されている（図 2.2.7～8）。 

操作を容易にする床ハンドル・壁ハンドル・電動開閉装置などを組み合わせることがで

きる。また水抜き栓の下方に排水された水が地中に浸透しやすくするため排水ますを設け

る場合がある。排水ますは不凍栓全般に使用することができる。 

 

図 2.2.4 外部排水式不凍給水栓施工例 4) 

平弁型 ピストン型 ボール弁型 

図 2.2.3 不凍栓の弁構造の例 1) 

揚水管（立上がり管） 

揚水管（立上がり管）

揚水管（立上がり管）
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(3) 不凍水栓柱 

構造は不凍給水栓に似ており流出口

に直接、カランなどの水栓金具を取り

付け、揚水管内の水を凍結深度以下の

地中に排水する構造の不凍栓で、主に

屋外の散水用として使用される。 

現在は揚水管の外周を化粧管で覆い

美観を施したものが主流となっている

(図 2.2.9）。 

 

 

 

 

図 2.2.5 不凍水抜き栓の例 4) 図 2.2.6 不凍水抜き栓施工例 4)

不凍水栓柱 

図 2.2.9 不凍水栓柱の例 4) 

図 2.2.7 湯水抜き栓の例 5) 図 2.2.8 湯水抜き栓の配管例 5) 

排水ます 

水抜き栓

止水・水抜き状態 

止水・水抜き状態
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また流出口が伸縮するものもある。この伸縮散水栓は通常ボックスを用いて設置される。

使用時は流出口を地上に引き出して使用し、不使用時は流出口を地中に収納することがで

きる。これは露出していると邪魔になる場所や冬期使用しない所、積雪の多い場所などで

使用されている（図 2.2.10）。 

 

 

(4) 不凍バルブ 

水道メータの直近に設置され、構造的には不凍水抜き栓や一般的な止水栓に似ているバ

ルブで、操作部とバルブ本体が外とう管を介さず直接つながる構造となっている（図

3.2.11～12）。通常はボックスを用いて設置される。また逆流防止機構を付加したものもあ

りメータボックス内でメータと直結される場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.2.11 不凍バルブの例 4) 図 2.2.12 不凍バルブ施工例 4) 

図 2.2.10 伸縮散水栓の例 4) 

伸縮散水栓 

給水時 

（使用時）

水抜き時

（収納時）

止水・水抜き状態 

止水・水抜き状態

水道メータ 
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2.2.2 ドレンバルブ 

不凍栓のように凍結深度以下に埋設し

て使用するものではなく、外気温が下が

っても凍結環境にはならないパイプシャ

フトや地下室などをもつ集合住宅・学校

などで使用し、屋内の給水管や設備機器

内の水をドレン方式で排水管に排水する

水抜き栓である。集合住宅では各部屋ご

と、学校では部分ごとに凍結防止管理が

できるバルブである（図 2.2.2，図

2.2.13）。 

不凍水抜き栓と同様に給湯配管用や操

作を容易にする床ハンドル・壁ハンド

ル・電動開閉装置などを組み合わせるこ

とができる。 

 

2.2.3 水抜き栓の周辺機器 

水抜き栓の機能や操作性を良くするためにいろいろな周辺機器があり、それらを紹介 

する。 

(1) 吸気弁 

水抜きをするとき給水管内に空気を導入しなければ管内の水は抜けない。特に門型配管

(鳥居型配管）は吸気用カランを取り付け、そのカランを開けて空気を流入させなければ水

は抜けない。しかし水抜き時のカランの開け忘れや給水時のカランの閉め忘れによる事故

があるため、現在ではカランの操作をしなくても給水管への空気の導入を自動的に行われ

る寒冷地用吸気弁が使用されている（図 2.2.14～15）。 

また取り付ける場所を考慮した継手と一体になっているものやストレート止水栓・アン

グル止水栓に吸気機能を付加したものもある（図 2.2.16～17）。 

 

図 2.2.13 ドレンバルブの例 4)

図 2.2.15 吸気弁施工例(門型配管)2) 
図2.2.14 吸気弁の例 4)

止水・水抜き状態

水抜き栓 水抜き栓 
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(2) 自動復帰型逆流防止弁 

水道直圧式ボイラなどはその一次

側に逆流防止弁が取り付けることが

ある。しかし逆止弁が給水管路に接

続されていると、それが邪魔をして

水抜きをすることができない。 

このため水抜き時は逆流防止弁を

解除することができ、給水されたと

きは逆流防止弁が正常に作動する逆

流防止弁を使用する（図 2.2.18～

20）。またストレート型止水栓やアン

グル型止水栓にこの機能を付加した

ものもある（図 2.2.21）。 

図 2.2.18 自動復帰型逆流防止弁の例 4) 

ロータンク用 ストレート型 アングル型 

図 2.2.16 継手一体型吸気弁の例 5) 図 2.2.17 吸気機構付止水栓の例 5) 

図 2.2.19 自動復帰型逆流防止弁施工例 4)

図 2.2.20 自動復帰型逆流防止弁の例 5) 

 

 

図 2.2.21 逆流防止機構付止水栓の例 5) 

ストレート型

水抜き状態 

水抜き 

水抜き栓 

ボイラ 
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(3) 水抜き栓操作用床ハンドル・壁ハンドル 

床ハンドルは床下に取り付けられた水抜き栓を床面で操作できる。ハンドル部を操作後、

床面とフラットにすることができ邪魔にならないようにしたものである。 

壁ハンドルは屋外に設置された水抜き栓を屋内から操作できる。水抜き栓のハンドルを

延長して機械的に屋内にハンドルを設けたもので、水抜き栓を操作するために屋外に出な

くても屋内から操作できるようにしたものである（図 2.2.22～23）。 

 

(4) 水抜き栓電動開閉装置 

水抜き栓のハンドル操作部分に電動式駆動装置を取り付け、離れた場所から操作できる

ようにしたもので、学校などの公共施設や集合住宅、ビル、リゾート地はもちろん一般家

屋にも使用されている。 

ひとつの駆動装置を 2 箇所から操作させることや複数の駆動装置を順次連動または一括

操作させることや気温センサ・水温センサと組み合わせることで自動的に水抜きすること

もできる。また集中操作盤を設置することによって多数の駆動装置を 1 箇所から操作する

ことができ、凍結防止の管理ができる（図 2.2.24～28）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.22 水抜き栓操作用 

床ハンドルの例 4) 

図 2.2.23 床ハンドル･壁ハンドル施工例 3) 

図 2.2.24 電動開閉装置の例 5) 

水道メータ

水抜き栓

水抜き栓

給水

排水ます 

１台用水温センサ付

２箇所から
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【資料】 

凍結深度とは地表面から凍結する深さまでのことをいい、それぞれの地域で異なり、気

温や風速および積雪さらに土質などの自然環境によって左右される（図 2.2.29）。 

空気調和・衛生工学会「建築設備の凍結防止計画と実務」から抜粋した推定概略値を表

2.2.1 に示す。 

 

図 2.2.26 水抜き栓電動開閉装置施工例 4)

図 2.2.25 水抜き栓電動開閉装置の例 4)

図 2.2.27 集中操作盤の例 4) 図 2.2.28 7 台用操作盤の例 4)

水抜き栓

水温センサ 

電 動 水 抜 き操 作 盤  

および表示灯
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表 2.2.1 寒冷地主要都市の凍結震度 3) 単位[cm] 

稚内 101 青森 57 

旭川 120 盛岡 73 

札幌  88 秋田 49 

北見 131 仙台 18 

釧路 103 福島 33 

帯広 119 山形 53 

室蘭  62 新潟 18 

函館  76 長野 52 
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不凍水抜き栓

図 2.2.29 凍結深度と埋設深度 4) 

立上がり管

メータ 
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2.3 保温材 

2.3.1 保温計画 

 建築設備などにおける凍結防止対策については、氷点下以下にしないよう建築的な対策

が望ましい。配管や装置を凍らせないようにする設備対策は建築的対策が期待できない環

境の場合に必要とされるべきである｡ 
 設備対策としては 

１） 水を抜く 
２） 加熱する 
３） 不凍液を入れる 
４） 水を動かす 
５） 断熱材による保温 

などが考えられるが、それらは建築的諸条件により選択される｡ 
 ただし“断熱材による保温”の対策は放置する時間が短い場合には有効であるが長時間

放置する場合は凍結のおそれは避けられない。その場合、凍結防止ヒータを配管に直接巻

きつけ、その上に断熱材を施工するのが一般的である｡ 
 JIS A 9501“保温保冷工事施工標準”では、水温 ５℃、保持時間１２時間、周囲温度

－２０℃および－10℃を基準として計算された保温厚さを掲載している｡ 
表 2.3.1 に一部を示すように凍結防止対策としての断熱工事のみの施工はその厚さから

も経済的ではない。 
表 2.3.1 凍結防止保温厚さ          (mm) 

15 20 25 32 40 50 管の呼び径 

品名・種類 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 

けい酸カルシウム保温筒 235 230 215 195 180 145 

はっ水生パーライト 210 210 200 185 175 150 

グラスウール 保温筒 335 320 290 245 205 135 

ロックウール 保温筒 205 195 185 160 140 105 

ビーズ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 360 345 315 260 220 145 

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 345 325 295 245 200 130 

硬質ウレタンフォーム保温筒 240 220 190 140 105 65 

ポリエチレンフォーム保温筒 285 280 260 235 210 160 

フェノールフォーム保温筒 290 275 250 210 180 120 

初期水温：5℃     放置時間：12h      外気温度：－10℃ 

 
建築設備工事においてはそれぞれの決められた工事仕様書に基づき保温厚さを決定し､

なおかつ凍結防止ヒータ巻を併用するよう特記される場合が多い。 
※ 凍結防止ヒータ巻については 2.1 節参考 

東北地方の各水道事業所において、凍結防止対策における保温施工の指導として下記の

ような項目をうた(謳)っているケースがある｡ 
＊ メータボックス内に発泡スチロール袋を設置する 
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＊ 外部露出管は保温材で適切な防寒対策を講じる 
＊ 屋内であっても屋外と温度条件が同等になる場合は屋外仕様と同様の保温施工を施

す 
＊ 水路などを横断する管､やむを得ず規定の埋設深度が得られない場合、および擁壁、

側溝、水路などの側壁から離隔が十分でない場合は保温材で適切な防寒措置をする

こと 
＊ 水道管がむき出しになっているところ、北向きで風当たりが強いところ、日当たり

の悪いところはしっかり保温をする 
これらは寒冷地の事業所において特に徹底されている。また、水道事業所の中には「保

温材」を「発泡スチロール、加温式凍結防止器具等」と解釈して凍結防止ヒータの併設を

標準としているところも多い｡ 
 
2.3.2 保温材料 

 一般的に建築設備において断熱を目的として使用する材料を総称して保温材と呼んでい

る。〔熱伝導率がほぼ 0.15Ｗ/（ｍ・Ｋ）以下のもの〕 
保温材の材質は一般的には少量の固形物と多量の空気から構成されている｡保温材の内

部構造よって下記に分類される｡ 
１） 無機系保温材 
    繊維系：グラスウール、ロックウール、セラミックファイバ 
    多孔質：けい酸カルシウム 
２） 有機系保温材 

発泡質：ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、ポリエチレン   

フォーム、フェノールフォーム 
保温材は一般に材料の密度が大きくなると熱伝導率も増大する傾向にある。しかし、繊

維質保温材では低密度でも繊維間の空げきが多くなり対流が発生し熱伝導率が増大する｡ 
グラスウールでは 64～80 ㎏/㎥、ロックウールでは 80～100 ㎏/㎥付近が熱伝導率の

小値を示す。有機系発泡保温材では密度が小さい（15～70 ㎏/㎥）。 
 また、含水率が大きくなると熱伝導率が増大する。保温材は内部空げきの空気が水と入

れ替わり安く、その場合初期の保温効果は保持できない｡ 
ポリエチレンフォーム保温材は独立気泡構造のため、吸水や吸湿がほとんどなく水分に

よる断熱性能の低下が小さいので水道管などの凍結対策に適している。しかし、高温にな

る配管に施工する際は外装材（防湿性の面材）を検討し繊維系の保温材を選択することに

なる｡ 
 
 
文献 

１） 空気調和・衛生工学会：空気調和・衛生工学便覧，第 13 版第 5 巻，（2001），pp.113
～124 
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2.4 不凍液 

2.4.1 はじめに 

 不凍液はブライン（Brine）と呼ばれ、もともと塩水を水に溶かして凍結温度を 0℃

以下としたものである。不凍液はブラインチラーの熱媒として用いられるほか、寒冷

地において空調配管などの熱媒の凍結防止を目的とし配管内に充てんし用いられる。 

そこで、ここでは不凍液の特性と使用上の注意事項について記載する。 

 

2.4.2 不凍液の種類 

 現在主として使用されている不凍液には下記の種類がある。 

    ・塩化カルシウム 

    ・エチレングリコール（ＥＧ） 

    ・プロピレングリコール（ＰＧ） 

しかし、塩化カルシウムは腐食性が強いため、近年あまり使用されなくなってきて

いる。また、エチレングリコール、プロピレングリコールとも市水と比較すると腐食

性が強いため防せい剤などを添加した製品が不凍液として一般に出回っている（表

2.4.1、表 2.4.2 参照）。 

 

表 2.4.1 ブラインの基材の腐食と添加剤の防食性 1） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

外観 

0.00090.00030.0005 0.00140.04660.04440.0081 0.0162 ( mm/年) 

－0.08＋0.03－0.05 －0.14－3.86－4.01－0.83 －1.67 金属腐食量  

( mg/cm2 ) 

鋳鉄鋼 黄銅 銅 鋳鉄鋼 黄銅 銅 試験片 

 
３０％ショウブラインPEスーパー 

（ 防食添加剤 有 ） 

 
３０％エチレングリコール水溶液 

（ 防食添加剤 無 ） 

 

エチレングリコール系ブライン  試験条件：88℃，1000時間，Air 100mL /min 
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表 2.4.2 水および塩化カルシウムブラインの腐食性 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 不凍液の特性 

ここでは一般に商品化されている不凍液を A 社および B 社の製品を例に製品特性お

よび使用上の注意点を示す。 

 

 

  
 

外観  

0.2552 0.0654 0.0428 0.0118 0.0198 0.0443 ( mm/年  ) 

－ 7.93 － 5.42 － 3.87 － 1.21 － 2.04 － 4.56 金属腐食量 
( mg/cm2 ) 

アルミ鋳物鋳鉄  鋼  青銅  黄銅  銅  試験片  

２５％塩化カルシウム水溶液  

  
 

外観  

0.0016 0.0513 0.0297 0.0030 0.0037 ( mm/年  ) 

－ 0.05 － 4.25 － 2.68 － 0.31 － 0.38 金属腐食量  
( mg/cm2 ) 

アルミ鋳物  鋳鉄  鋼  黄銅  銅  試験片  

自然水 （ 岐阜市水 ）  

水および塩化カルシウムブライン  試験条件：40℃，1000時間，Air 無  
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(1) 侵食性 

不凍液の多くは防せい剤が混入されている（混入されていないものもあるため確認

が必要）ため各種金属に対し侵食性はほとんどなく、防せい効果が優れている。 

よって配管材は黒鋼管（白鋼管を使用すると不凍液が亜鉛めっきをはく離させる危

険性がある）、銅管、塩ビ管のいずれも使用可能である（表 2.4.1～4 参照）。 

 

表 2.4.3 ブラインの各種金属への腐食速度 1） 

腐食速度（ｍｍ/年） 

試験温度：40℃ 試験温度：88℃ 

 

金 属 

種 類 

塩カル 

ブライン 

（25％） 

有機酸塩

ブラインＦ

 

ＰＧ系 

ブライン 

（30％） 

ＥＧ系 

ブライン 

（30％） 

有機酸塩 

ブラインＡ 

銅 0.09 0.0007 0.0003 0.0004 0.0009 

鋼 0.53 0.0008 0.0001 0.00003 0.0002 

黄銅 0.24 0.0022 0.0001 0.0002 0.0003 

ステンレス鋼   0.15 0.00004 0.00006 0.00003 0.00004 

亜鉛 ＜1.5 0.23 0.0009 0.0007 0.25 

アルミ鋳物 0.066 0.0019 0.0019 0.0003 0.0010 

鋳鉄 1.47 0.0047 0.0009 0.0001 0.0011 

試験条件：336 時間 

 

表 2.4.4 ブラインのプラスチック、ゴムに及ぼす影響 2） 

 

      試験条件：88℃・・・・・・14 日（連続加熱） 

       * エチレン・プロピレンゴム 

      ** ニトリルブチルゴム      
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(2) 凍結温度 

 不凍液の凍結温度はその濃度により変動する（図 2.4.1 参照）。このため使用地域、

場所により凍結温度を設定し必要な濃度選定を行う。 

 

図 2.4.1 ブラインの凍結温度 2） 
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(3) 伝熱特性 

一般市水と比較し粘性が高いため熱伝導率が小さく伝熱特性が悪い。よって空調機

コイルなどの能力は加算補正が必要である（図 2.4.2 参照）。 

参考：０℃（273.15Ｋ）の水の熱伝導度：0.562 W/(m･k） 

 

図 2.4.2 ナイブラインＺ1、Ｚ1-Ｋ水溶液の熱伝導度［W/(m・K）］2） 

(4) 比重 

一般市水と比較し比重が高い（図 2.4.3 参照）。 

 

図 2.4.3 ナイブライン Z1、Z1-K 水溶液の比重 2） 

[W
/
(m

･k
)]
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(5) 粘度 

一般市水と比較し粘度が高い（図 2.4.4 参照）。 

 

図 2.4.4 ナイブライン Z1、Z1-K、RH 水溶液の粘度 2） 

 

 

(M
P

a
･s)

動粘度＝粘度/比重 
1cSt=1MPa･s/d 
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(6) 浸透性 

一般市水と比較し表面張力が小さく、浸透性があり溶剤性が強いため配管接合部か

らの漏れを起こしやすい。よって、接合部は不凍液専用の接続シール材を使用し、十

分な締付けを行う必要がある（図 2.4.5 参照）。 

 

図 2.4.5 各ブラインの表面張力の比較 1） 

(7) 毒性 

不凍液の急性経口毒性の値を表 2.4.5 に示す。これは試験動物の半数を死亡させる

試験動物単位体重あたりの不凍液重量を示す。 

これより毒性は低いが食品、人（手）に接触した場合は水洗いするのが望ましい。 

表 2.4.5 ブラインの急性経口毒性 1） 

             

ブラインの種類 
LD50(mg/kg)経口投与  

塩化カルシウム 1000 （ラット） 

PG 系ブライン 19000 （マウス） 

EG 系ブライン 4000 （マウス） 

コールドブライン FP-40 5500 （マウス） 

フードブライン FD-40 8100 （ラット） 

エタノール（酒の主成分） 5660 （モルモット） 

塩化ナトリウム（食塩） 3000 （ラット） 

Ｌ－グルタミン酸 

（化学調味料） 
19900 （ラット） 
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2.4.4 廃棄処分 

不凍液は有機物でＢＯＤ、ＣＯＤが非常に高く、一般排水系に直接放流する場合は

5,000 倍～10,000 倍に希釈する必要がある。このため不凍液廃水は一般排水系には排

水せず、すべて回収し専門業者に依頼し産業廃棄物として焼却処理する必要がある。 

なお、近年環境汚染の防止を基に開発されたブライン（表 2.4.6 参照）もあり、こ

れは生分解性が早く（図 2.4.6 参照）、希釈しながらの排水が可能であるが、この場合

でも所轄官公庁との打合せをすることが望ましい。 

 

表 2.4.6 環境への影響 1） 

ブラインの種類 ＣＯＤ（ｍｇ/L） 

フードブライン FD-40 21,000 

ＰＧ系ブライン（60％） 400,000 

アルコール系ブライン（60％） 200,000 

   

 

 

図 2.4.6 各ブライン 1％水溶液の生分解性比較 1） 

 

2.4.5 搬送ポンプ 

不凍液を使用するポンプの揚程は不凍液による比重量、および粘度による加算補正

が必要である。 

また、不凍液は産業廃棄物であること、高価なことから漏水には十分注意が必要で

ある。不慮の漏水による排水を防ぐため、搬送ポンプはメカニカルシール型のポンプ

を使用しリークによる漏水には十分注意する必要がある。 

ｺｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾝ ＦＰ-40

ﾌｰﾄﾞﾌﾞﾗｲﾝ ＦＤ
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2.4.6 不凍液の補充 

不凍液の補充は補充水槽により行う、この水槽には初期の濃度調整以外は水の補給

を行わず定期的に不凍液の減少量の監視を行う。これは下記理由による。 

①. 計画外の一般水の補給は不凍液の濃度希釈につながり凍結につながる。 

②. 漏水を早期に発見し、漏水による環境汚染を防ぐ。 

 

2.4.7 維持管理 

不凍液充てん後には定期的に濃度管理、pH 計測を行い凍結温度、防せい能力の監視

を行う必要がある。 

 

 

文献 

1）ショーワ：製品カタログ、資料（2004 年 6 月） 

2）丸善ケミカル：ナイブライン技術資料 NO15（2005 年 4 月） 
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図 3.1.1 ヒータ付便器／

水抜き併用方式 2)

3 設備機器の凍結対策 

3.1 衛生器具 
3.1.1 便器の凍結対策 

便器の凍結対策を行う場合は、便器とロータンクなどの給水装置に分け、それぞれで気

候条件などに合わせた方式を選び、双方を組み合わせた対策が必要である。（自治体によっ

ては、凍結対策の方法が指定されている場合があるので注意が必要である。） 

便器の凍結対策は、室内暖房方式、ヒータ付便器方式、水抜き方式、流動方式およびこ

れらを組み合わせた方法がある。給水装置の凍結対策は、流動方式と水抜き方式がある。

流動方式は水を流れっ放しにする方式のため、節水の面では問題がある。便器と給水装置

の組合せを表 3.1.1 に示す 1)。 

表 3.1.1 便器と給水装置の組合せ方法 1) 

便器側  ＼ 給水装置側 水抜き方式 流動方式 

室内暖房方式 図 3.1.2 図 3.1.3 

ヒータ付便器方式 図 3.1.1 ※ 

水抜き方式 図 3.1.5 組合せ不可 

流動方式 組合せ不可 図 3.1.4 

※ 印は組合せとしては可能だがランニングコストの面から実際には行われない。 

 

(1) ヒータ付便器／水抜き併用方式 

 ロータンク内の水は水抜きハンドルで、配管内の水は

水抜き栓で抜き、トラップのため水は便器の内蔵ヒータ

の熱で凍結を防ぐ方式である。厳寒地でも不凍帯にトラ

ップを埋設する必要がなく、工事費が大幅に削減できる。

この方式は、東北地方以北を例にとると、冬期にトイレ

室内が０℃以下になる可能性がある厳寒地の北海道や北

東北（青森県、岩手県）、および南東北の山間部の戸建て

住宅で主に採用されている。 

 

(2) 室内暖房／水抜き併用方式 

ロータンク内の水は水抜きハンドルで、配管内の水は

水抜き栓で抜き、トラップのため水は室内暖房で凍結を

防ぐ方式である。別途室内暖房器が必要となる。 

 この方式は、東北地方以北を例にとると、南東北（宮

城県、山形県の庄内地区、福島県の郡山市、福島市など）

の戸建て住宅や北海道、北東北のマンションで主に採用

されている。また最近では、戸建て住宅の高気密・高断

熱化に伴い、北東北や北海道中南部でも、戸建て住宅で

この方式を採用しているところが多く見受けられるよう

になった。 
図 3.1.2 室内暖房／ 

水抜き併用方式 2)
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(3) 室内暖房／流動併用方式 

給水管から便器内へ常に一定量の水を流し、水を動か

すことでタンクに至るまでの給水管内の水の凍結を防止

する方式である。水が流れっ放しになるため節水の面で

問題がある。便器およびタンク内の水は室内暖房により

凍結しない。別途室内暖房器が必要となる。 

 この方式は、東北以北を例にとると、秋田県、山形県

の米沢、山形市、福島県の猪苗代、西会津、南会津地方

などの戸建て住宅で採用されている場合が多い。 

 

(4) 流動方式 

 給水管から便器内へ常に一定の水を流し、水を動かす

ことでロータンク、配管、トラップの水の凍結を防止す

る方式である。操作はタンク流動金具のハンドル（また

はボタン）を操作するのみで簡単であるが、水が流れっ

放しになるため節水の面で問題がある。 

 この方式は、前述の室内暖房と併用される場合が多く、

単独使用のケースは少ない。 

 

(5) 水抜き方式 

 ロータンク内の水は水抜きハンドルで、配管内の水は

水抜き栓で抜く。便器のトラップを地中の不凍帯に埋設

して、トラップため水の凍結を防ぐ方式である。 

 この方式は、便器のトラップを地中の不凍帯に設ける

ため、工事費が高くなるなどの理由により、現在では採

用されることは少ない。 

 

表 3.1.2 に凍結対策方式別の特徴を示す。 

         表 3.1.2 凍結対策方式別特徴 2) 

凍結対策 

方式 

ﾋｰﾀ付便器 

／水抜き併用 

室内暖房 

／水抜き併用

室内暖房 

／流動併用 
流動 水抜き 

トイレ内使

用限界温度 
－15℃ 

室内暖房によ

り 0℃以上 

室内暖房によ

り 0℃以上 

－10℃（流動

水量 60L/h） 
－15℃ 

施工性 △ △ ○ ○ × 

操作性 △ △ ○ ○ △ 

光熱費 △ × × ○ ○ 

水道代 ○ ○ × × ○ 

 注）温水洗浄便座を使用する場合は、トイレ内使用限界温度は 0℃となる。 

 
図 3.1.3 室内暖房／ 

    流動併用方式 2) 

図 3.1.4 流動方式 2) 

図 3.1.5 水抜き方式 2) 
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3.1.2 寒冷地便器と給水装置の構造 

(1) 大便器と給水装置 

流動方式や室内暖房を使用する場合は、寒冷地でも一般地と同様の大便器を使用できる

が、ヒータ付便器／水抜き併用方式や水抜き方式では寒冷地用の構造をもった大便器が必

要である。 

ヒータ付便器／水抜き併用方式の場合は、便器のトラップ下部にトラップ部を暖めるヒ

ータを内蔵した便器（図 3.1.6）を使用する。例えば、Ｉ社の大便器内蔵ヒータ（図 3.1.7）

を例にとると、ヒータは面状発熱体（コード状発熱体）でヒータ部と一緒に組み付けられ

ているサーモスタットが 5℃以下にならないようにヒータ部に通電する。安全装置として、

サーミスタと温度ヒューズを内蔵している。電源は 100V の家庭用コンセントからとり、ヒ

ータ断線などの故障時は、壁掛けのコントローラ部の故障ランプが点灯して異常を知らせ

る。最大定格 27W のヒータを使用した場合、－15℃の恒温室での測定結果では、一箇月の

電気代は約 350 円になる［電気代 23 円/(kW･h)、一箇月を 30 日として換算］3)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.6 ヒータ内蔵便器 4)         図 3.1.7 便器ヒータ 4) 

 
水抜き方式の場合、トラップを便

器内にもたないトラップ分離型の便

器（図 3.1.8）を使用する。別途、

不凍帯の排水配管にトラップを設置

する必要がある。 

                      図 3.1.8 トラップ分離型便器 5) 

 

 流動方式のロータンクの構造（図 3.1.9）は、ロータンクの外側に設けられた流動ハン

ドルを開けるとロータンク内の流動弁が開き、タンク内の水が少しずつ便器へと流れ、給

水管、ロータンク、便器内の水の凍結を防止する。ハンドル式の場合、ハンドル開度が少

ないと所定の能力を発揮できず凍結する危険性があるため、最近では少し回しながらボタ

ンを押すと一定量の水（約 60L/h）が流れるボタン式のタイプもある。 

 流動方式の大便器洗浄弁（図 3.1.10）は、本体側面に設けられた流動弁を回すと洗浄弁

本体内のバイパス水路が開いて、少しずつ水を便器に流すことができる。ロータンク同様、

流動弁開度が少ないと凍結の危険性がある。 

 

コントローラ  

 

  

プラグ  

便器ヒータ  



 

 40 

                       

 

 

 

 

 

 

                      

  

 

  図 5.1.9 流動式ロータンク          図 5.1.10 流動式フラッシュバルブ 

 

(2) 小便器と給水装置 

 小便器も大便器同様、流動式給水装置や室内暖房を使用すれば寒冷地でもトラップ内蔵

型の一般地用小便器が使用できるが、ヒータ付便器／水抜き併用方式や水抜き方式では寒

冷地用の構造をもった小便器が必要である。ヒータ付便器／水抜き併用方式の場合は、ト

ラップ部をヒータで加熱するヒータ小便器（図 3.1.11）を使用する。I 社の場合を例にと

ると、ヒータの構造は大便器とほぼ同じで、最大定格 21W のものを使用する。 

 水抜き方式の場合、トラップ分離型の小便器（図 3.1.12）を使用し、大便器同様トラッ

プは不凍帯に設置する。給水装置は確実な水抜きが可能な固定こま式小便水栓（図 3.1.13）

を使用する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 3.1.11 ヒータ小便器 7)   図 3.1.12 トラップ分離型   図 3.1.13 固定こま式 

                    小便器 6)             小便水栓 7) 

 

 流動方式の小便器洗浄弁（図 3.1.14）は、洗浄弁本体の側面に設けられた流動弁を回す

と洗浄弁本体内のバイパス水路（図 3.1.15）が開いて、水を少しずつ小便器へ流すことが

できる。大便器洗浄弁同様、流動弁開度が少ないと凍結の危険性がある。 

 

 

 

 

 図 3.1.9 流動式ロータンク 6) 

 
ボタン式 

図 3.1.10 流動式大便器洗浄弁 6) 

  
不凍帯  

オーバフロー管  



 

 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.14 流動式小便器洗浄弁 6)     図 3.1.15 バイパス水路 6) 

 

3.1.3 水栓金具の凍結対策 

水栓金具の凍結対策は、水抜き方式で行う。一般地用の水栓金具では水抜き栓で配管内

の水を抜いても水栓金具内に水が残る構造のものが多いため、寒冷地では、寒冷地用の水

栓金具を使用する必要がある。 

(1) こまを使用する水栓 

寒冷地では固定式の水栓（スピンドルと

こまパッキンがねじで固定されている）を

使用する。こま式を使用した場合、水抜き

の際にハンドルを開けてもこまが上がらず

水栓金具から空気を吸うことができないた

め、水が抜けない。固定式水栓は、ハンド

ルを開けるとその動きに合わせてこまが上

昇するため、吐水口から空気を吸って水を

抜くことができる（図 3.1.16）。 

(2) シングルレバー水栓およびサーモスタット水栓 

水抜き栓により配管内の水抜きを行う際、止水ハンドルや温度調節ハンドルを動かして

水栓金具から空気を吸えるようにする。しかし、これらの水栓は配管内の水抜きができて

も、水栓本体に水が残ってしまう構造のものが多いため、水が残る場所に水抜きつまみが

ついており、水抜きつまみを操作して器具内の水を抜く必要がある（図 3.1.17）。また、

水栓金具によっては、水抜きつまみ以外に手動開放の逆止弁を内蔵しているものもあるた

め、水栓の水抜き操作は、メーカーの取扱い説明書を参照する必要がある。 

図 3.1.17 水栓金具の水抜きつまみ 6) 

 

   こま式      固定式 
  図 4.1.16 こま式と固定式水栓 6)

開ける 

水抜きつまみ  水抜きつまみ 

バイパス水路 流動弁 
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3.2 給湯機 
3.2.1 凍結予防方法 
(1) 概要 

給湯機における凍結予防の代表的な方法として“凍結予防ヒータ”“通水による方

法”“水抜きによる方法”があげられる。お風呂沸かし機能付タイプにおいては、循環

ポンプが組み込まれていることから併せて凍結予防の配慮が必要である。 

給湯機が備える凍結予防では、“外気温マイナス 15℃まで”の場合と“外気温マイナ

ス 15℃以上･長期不在の時”とで区分されることが一般的である｡ 

 

          

図 3.2.1 外気温マイナス 15℃までの説明例１） 

図 3.2.2 外気温マイナス 15℃以上･長期不在の説明例 1) 



 

 44 

(2) 給湯専用タイプでの凍結防止方法 

 給湯機側での凍結防止は“凍結防止 

ヒータ”により保温する。検出方法とし

ては気温サーミスタならびに缶体サーミ

スタなどで検出する。外気温マイナス 

１５℃まで有効である。 

“通水による方法”では、給湯機の運転

スイッチを「切」にし、給湯栓を開け少

量の水（約 400mL／min）を流し放しにし

ておく、外気温マイナス 15℃まで有効で

ある。 

給湯機本体の“水抜きによる方法”で

は、給水元栓を閉め給湯栓と水抜き栓を

開ける｡外気温マイナス 15℃以上･長期不

在の場合に有効な凍結予防である｡ 

給水･給湯配管には必ず保温材を巻く

など適切な予防処置を施す必要がある｡ 

 

                       丸印番号がヒータ位置を示す 

                    図 3.2.3 給湯機本体内の凍結予防ヒータ 2) 

 

(3) お風呂湯沸し機能付タイプでの凍結防止方法 

お風呂沸し機能付タイプでの凍結防止は“ふろ経路に取り付けされているヒータ”

により保温する。検出方法としては、気温サーミスタならびに缶体サーミスタなどで

検出する。 

“循環ポンプの凍結予防運転”では、外気温が下がると自動的に循環ポンプが運転を

開始し、浴槽に残された水を循環させて凍結を防止する。検出方法としては、「気温サ

ーミスタ」「缶体サーミスタ」「ふろサーミスタ」などで検出する。いずれも外気温マ

イナス 15℃まで有効な凍結予防である。 

“水抜きによる方法”では、給湯機本体側の水抜きを実施するとともに循環ポンプ周

辺残水を“水抜き栓を開ける”ことで水抜きをする。外気温マイナス 15℃以上・長期

不在の場合に有効な凍結予防である｡ 

 

3.2.2 給湯機への配管の凍結予防 
(1) 概要 

 給水･給湯配管には必ず保温材を巻く、あるいは寒さの厳しい地域では電気ヒータを

巻くなど、適切な凍結予防処置を施す必要がある。（積雪の多い青森においては屋外設

置タイプではなく「屋内設置 FF タイプ」が多く採用されている） 

＊保温材の厚みについては 2.3 節を参考 

＊凍結防止ヒータ巻きについては 2.1 節を参考 
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給水･給湯配管に保温材(地域によっては電気ヒータ)を巻く 

図 3.2.4 配管の凍結防止 1) 

 

3.2.3 給湯機における凍結予防での注意事項 

(1) 電源プラグ・分電盤のブレーカの取扱い 

 給湯機には外気温が下がってくると自動的に器具内を保温する凍結防止ヒータが組

み込まれていることから、電源プラグを抜く、あるいは分電盤のブレーカを「切」に

しないよう注意が必要である。お風呂沸し機能付タイプでは「循環ポンプでの凍結予

防運転」を行うことから、同様に電源プラグを抜く、あるいは分電盤のブレーカを｢切」

にしないよう注意が必要である。 

＊ 「凍結予防ヒータ」は給湯機の運転スイッチ「入」「切」に関係なく、外気温が

下がることで作動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.5 給湯機凍結予防での注意事項の例 1) 

 

文献 

1) 東陶機器 石油給湯器取扱説明書 

2) 東陶機器 石油給湯器アフターサービスマニュアル 
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4 システム 

4.1 給水設備 

4.1.1 厚生省令と給水装置工事施工法 

(1) 厚生省令「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」第 6 条 

 厚生省令第 14 号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成 9 年 10 月 1 日 施

行）の第 6 条（構造・材質基準に係る事項）には、「屋外で気温が著しく低下しやすい場所

その他凍結のおそれがある場所にあっては、耐寒性能を有する給水装置を設置すること。

又は断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止のための措置を講じること。（抄）」と

ある。 

 これを受けた厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課監修「給水装置工事の手引き」の

｢給水装置工事施工法」の「3.9.5 凍結防止」の解説として下記のことが記載されている。 

（解説）凍結のおそれがある場所とは、 

i) 家屋の北西面に位置する立上がり露出管 

ii) 屋外給水栓など外部露出管（受水槽廻り・湯沸器廻りを含む） 

iii) 水路などを横断する上越し管 

iv) やむを得ず凍結深度より浅く布設する場合 

なお、寒冷地などにおける地域特性を十分考慮して判断すること。 

このような場所では、耐寒性能を有する給水用具を設置するか、または給水装置を発泡ス

チロール、ポリスチレンフォーム、ポリエチレンフォームなどの断熱材や保温材で被覆する、

配管内の水抜きを行うことができる位置に水抜き用の給水用具を設ける、屋外配管は凍結深

度より深く埋設するなどの凍結防止措置を講じる必要がある。 

(2) 給水装置工事施工法（「給水装置工事の手引き」より） 

「給水装置工事施工法」の「3.9.5 凍結防止」には、次のように記載されている。 

1. 凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として、土中に埋設し、かつ埋設深

度は凍結深度より深くすること。 

2. 凍結のおそれがある場所の屋内配管は、必要に応じ管内の水を容易に排出できる

位置に水抜き用の給水用具を設置すること。 

3. 結露のおそれがある給水装置には、適切な防露措置を講じること。 

（解説） 

1. 凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として、土中に埋設することとし、かつ、その

埋設深度は凍結深度より深くする。下水管などがあり、やむを得ず凍結深度より浅く布設す

る場合、または擁壁、側溝、水路などの側壁からの離隔が十分にとれない場合は、保温材（発

泡スチロールなど）で適切な防寒措置を講じること。 

2. 屋外給水栓などの外部露出管は、保温材（発泡スチロール、加温式凍結防止器など）で適切

な防寒措置を講じること、または水抜き用の給水用具を設置すること。 

3. 屋内配管にあっては、管内の水を容易に排出できる位置に水抜き用の給水用具を設置するこ

と、または保温材で適切な防寒措置を講じること。 

4. 水抜き用の給水用具の種類 

１）内部貯留式不凍給水栓 
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閉止時（水抜き操作）にその都度、揚水管内（立上がり管）の水を凍結深度より深いと

ころにある貯留部に流下させて、凍結を防止する構造のものである。水圧が0.098MPa以下

の所では、栓の中に水がたまって上からあふれ出たり、凍結したりするので使用の場所が

限定される。 

２）外部排水式不凍給水栓 

閉止時（水抜き操作）に外套管内の水を、排水弁から凍結深度より深い地中に排水する

構造のものである。排水弁から逆流するおそれもあるので、逆止弁を取り付け、さらに排

水口に砂利などを施して排出水が浸透しやすい構造とする必要がある。 

３）水抜き栓 

①外部排水式不凍給水栓と同様の機能をもつが、外套管が揚水管を兼ねておらず、ハンド

ルのねじ部が水に触れないため、凍って重くなることがない。万一凍結しても、その解

氷や修理については、外部排水式不凍給水栓より容易である。 

②水抜き栓の設置・操作方法 

     ア.屋外操作型水抜き栓 

       水抜き栓本体を屋外に設置し、屋外のハンドルで水抜き操作を行うもの。 

     イ.屋内操作型水抜き栓 

       水抜き栓本体を屋外に設置し、屋内のハンドルで水抜き操作を行うもの。 

ウ.屋内設置式水抜き栓 

       水抜き栓本体を屋内に設置して、直接水抜き操作を行うもの。 

特に、積雪の多い地域では、水抜き栓本体の維持管理上、あるいは、立上がり管の損

傷防止のため原則として、この方式によること。 

     エ.電動式水抜き栓 

 ハンドルに変わり電動式の駆動部（モータ）を取り付け、操作盤により水抜き操作

を行うもの。水抜き栓本体は、屋外に設置する場合と屋内に設置する場合とがある。 

配管途中に水温センサを組み込み、水温を感知し自動で水抜き操作を行うものもあ

る。 

４）水抜きバルブ 

水抜きバルブは、地下室またはピット内などで水抜き栓を設置できない場合に取り付け、

水抜き操作をするバルブである。排水は器具本体の排水口に配管を接続して、浸透ますな

どに放流する。 

5. 水抜き用の給水用具の設置 

１）水抜き用の給水用具は、給水装置の構造、使用状況および維持管理を踏まえ選定するこ

と。 

２）水抜き用の給水用具は、操作・修繕など容易な場所に設置すること。 

３）水抜き用の給水用具は、水道メータ下流側で屋内立上がり管の間に設置すること。 

４）水抜き用の給水用具は、汚水ますなどに直接接続せず、間接排水とすること。 

５）水抜き用の給水用具の排水口は、凍結深度より深くすること。 

６）水抜き用の給水用具の排水口付近には、水抜き用浸透ますの設置または切込砂利などに

より埋め戻し、排水を容易にすること。 

７）水抜き用の給水用具以降の配管は、管内水の排出が容易な構造とすること。 
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①器具類への配管は、できるだけ鳥居形配管や U 字形の配管を避け、水抜き栓から先上が

りの配管とすること。 

②先上がり配管・埋設配管は１/300以上のこう配とし、露出の横走り配管は１/100以上の

こう配をつけること。 

③末端給水栓に至る配管がやむを得ず先下がりとなる場合には、水抜き操作をしても給水

栓弁座部に水が残るので注意して配管すること。 

④配管が長い場合には、万一凍結した際に、解氷作業の便を図るため、取外し可能なユニ

オン、フランジなどを適切な箇所に設置すること。 

⑤配管途中に設ける止水栓類は、排水に支障のない構造とすること。 

⑥給水栓はハンドル操作で吸気をする構造（固定こま、つりこまなど）とすること。また

は吸気弁を設置すること。 

⑦やむを得ず水の抜けない配管となる場合には、適正な位置に空気流入用または排水用の

栓類を取り付けて、凍結防止に対処すること。 

⑧水抜きバルブなどを設置する場合は、屋内またはピット内に露出で設置すること。 

6. 防寒措置 

１）防寒措置は、配管の露出部分に発泡スチロール、ポリスチレンフォーム、ポリエチレン

フォームなどを施すものとする。 

またその巻厚は表<略>を参考とすること。 

２）水道メータが凍結するおそれがある場合は、耐寒性のメータますを使用するかまたはメ

ータます内外に保温材などを設置するなど凍結防止の処置を施すこと。 

7. 加温式凍結防止器の使用 

 給水管の露出部分の凍結防止のため、加温式凍結防止器を使用する方法もある。 

8. 防露工は配管の露出部分にロックウール、グラスウールなどを施すものとする。 

 

4.1.2 屋外埋設給水管 

 屋外埋設給水管は、凍結深度より深い箇所に埋設する。水道本管直結部の給水管の埋設

深さは、水道事業者によって決められている。凍結深度より深く埋設しても建物の基礎、

地中ばりや排水管、排水ますなどと近接した部分は、凍結深度より深く埋設しても凍結す

る恐れがある。 

 屋外埋設給水管で、最も凍結しやすい部分は量水器本体とその周辺である。量水器ボッ

クスの内部に、量水器を覆うように保温材をかける。地中からの熱が量水器ボックス内に

伝わることから、量水器の上部を断熱すればある程度凍結を防ぐことができる。札幌市水

道局の給水装置工事設計施工指針での小口径量水器の収まりは図 4.1.1 で中ぶたを量水器

匡の中間部に取り付ける。また市民に対して図 4.1.2 のような図や写真を掲載して注意を

呼びかけている水道局のホームページもある。 

寒さの厳しい地域や積雪地では、量水器の設置深さを大きく取る。検針がしにくいこと

や、積雪により検針できないため隔測指示式量水器（図 4.1.3）とすることが多い。札幌

市水道局では、検診員の持つハンディターミナルで指示値を読み取る無線式（図 4.1.4）

を導入した。また北海道内の極寒冷地では、量水器の前後に水道用ポリエチレン管などを

長めに取り付け、とぐろ巻きにして、量水器交換を容易に行えるように工夫している水道
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事業者もある。 

屋外埋設給水管が、建物内埋設となる地中ばり貫通部も凍結しやすい。屋外埋設給水管

に凍結防止ヒータを巻くことはほとんど行われない。一般には発水性のあるフォームポリ

スチレンなどの保温筒により凍結防止対策を行う。建物内にピットがある場合、 

図 4.1.1a 量水器の保温(1)Ⅳ型（改）6）

口径 13～25A 平成 15 年度から 

図 4.1.1b 量水器の保温(2)Ⅱ型 6） 

口径 20～25A 平成 4 年度まで 

図 4.1.2a 量水器凍結対策呼掛け 

の図の例(1) 13） 

図 4.1.2b 量水器凍結対策呼掛け 

の図の例(2) 12） 

 

上ぶた(鉄ぶた)

水道メータ 

保温中ぶた 

上ぶた(プラスチック)
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図 4.1.3 遠隔指示式量水器の設置例 6）

図 4.1.4 無線式量水器の設置例 6） 

上ぶた開閉用の穴

中ぶた
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止水の関係で地中ばり貫通部に保温筒による凍結防止対策を取ることは難しい。このよう

な場合は、水抜き栓による凍結防止対策を行う。 

給水管の立上がり配管で、地中埋設部～床までの配管が凍結した場合の解氷を想定し、

解氷パイプを取り付ける場合がある（図 4.1.5）。 

 厳寒期に積雪のない地域のほうが、積雪地帯より凍結しやすいこともある。積雪があれ

ば、雪が大気と地面との断熱の役目をして凍結しにくいためである。 

 

4.1.3 屋外露出給水管 

 住宅では、給水箇所への屋外露出の立上げ配管や屋外の足洗い場などがこれに該当する。

住宅では凍結防止対策として一般に水抜き栓を設けている。 

 非住宅では、受水槽まわりや高置水槽まわりが屋外露出配管になることが多い。寒さの

厳しい北海道や東北でも山間地では、受水槽や高置水槽は屋内に設置することが多いため、

凍結事故は少ない。また水槽室にサーモスタット付きの電気暖房器を設置して凍結を防止

することも多い。特に揚水ポンプは凍結しやすいために、ポンプ本体のケーシングに挿入

型ヒータを取り付ける場合もある。 

受水槽の給水管（水道直結配管）、揚水管や高置水槽の揚水管は、特に夜間は管内の水

が動くことが少ないために、対策を取らないと凍結事故につながる。受水槽と高置水槽の

排水管は水が動くことはまれなため、より凍結しやすい。中でも高置水槽の揚水管と排水

図 4.1.5b 解氷パイプの解氷方法 8）図 4.1.5a 解氷パイプの設置方法 9）

立上がり管

解氷用外ぶた管

水抜き栓 

立
上
が
り
管
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管は、風を遮へいするものがない場合が多いため凍結しやすい。これらの管の凍結防止対

策はヒータとするのが一般的である。 

 

4.1.4 屋内給水管 

 近年、東北地方でも高気密・高断熱住宅や全館暖房住宅が増えたため、屋内の給水管が

凍結することは少なくなった。給水管の水抜き方法としては、止水弁と水抜き弁との組合

せなどが用いられてきた。その後水抜き栓が導入された。水抜き栓も屋外地下型（屋外操

作型）から、機械式遠隔型（屋内操作型）へ（図 4.1.6）、さらに電動式遠隔型へ変遷し、

使いやすくなったことも屋内での凍結防止に役立っている。 

戸建て住宅では、1 階床下配管をするより、暖かい天井内オーバヘッド配管（鳥居配管）

をする方法も行われた。だがオーバヘッド（鳥居配管）とした場合適切な位置に吸気弁や

水抜き用水栓を設けないと、水が抜けにくいこともある(図 4.1.7)。図 4.1.8 のような配

管では、斜線部分に水が残る。札幌市水道局で、水栓を開放した状態（流水状態）で、水

抜き栓を閉栓した場合を試験したところ、図 4.1.9 の斜線部分に残水した。図 4.1.10 のよ

うに水抜き用の補助水栓を設けることが重要である。 

 住居用マンションやリゾートマンションの水抜きは、東北地方の温暖な地域では考慮さ

図 4.1.6a 屋外操作型水抜き栓 13） 図 4.1.6b 屋内操作型水抜き栓 13）

図 4.1.7b 空気入れ用水栓を設けた例 6）図 4.1.7a 吸気弁を設けた例 10） 
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れないことが多い。パイプシャフト兼用の量水器ボックス内の給水管や給湯管のみは凍結

防止ヒータによる凍結防止対策を取られる。パイプシャフト兼用の量水器ボックス内を凍

結防止ヒータで対策を取っても、電源系統を考慮しないと凍結する。各住戸の分電盤から

電源を供給すると、長期外出などでブレーカを切った場合、電源が供給されず凍結する。

パイプシャフト兼用の量水器ボックス内系統の電源だけは、共用系統としなければならな

い。 

 マンションの住戸内でも凍結防止を考慮し、戸建て住宅同様、かつては図 4.1.11 のよう

に住戸の天井を配管するオーバヘッド配管（鳥居配管）とし、水抜きを考慮した。洗面器

のカウンタ部やデッキ取りつけタイプ台所水栓部は水が抜けないために、カウンタ内にコ

ックを設け水抜きした。 

これは、コンクリート躯体スラブ上の転がし配管の場合、給水管、給湯管、汚水管、雑

図 4.1.8 鳥居配管での残水部分 6） 

図 4.1.9 鳥居配管での残水部分の実験結果 6） 

図 4.1.10 鳥居配管での水抜き用水栓の設置参考図 5） 
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排水管やガス管が交差し、館内の水を

抜こうにも抜けない箇所が生じるため

であった。単身赴任者や独身者用のワ

ンルームマンションでは、プラニング

である程度水まわりを集中させること

が可能である。このため、パイプシャ

フトと給水・給湯箇所を結ぶ配管を壁

横引き配管とし、パイプシャフトで水

抜きするように考慮した例も見られる

(図 4.1.12）。ワンルームマンション

の場合、年末・年始などの長期休暇時

期に家を空ける住戸の比率が高く、凍

図 4.1.11 マンションのオーバヘッド配管の例 

図 4.1.12a ワンルームマンションの壁横引き配管

（３点セットユニットバス以外の例） 

図 4.1.13 真空吸引による水抜きシステム 16）

図 4.1.12b ワンルームマンションの壁横引き配管

（３点セットユニットバスの場合の例） 

ミニキッチン

三点セットUB

（トイ レ付）

洗濯機

PS

☆ 管路凍結の心配がなく年間を通して快適に利用できます。

☆

☆

いたずらなどでボタンが押しっぱなしになっていても水は１回しか
流れません。

タイマーを併用して一定時間ごとに水を流し、排水トラップの凍結
を防ぐことができます。

給水 オストメイト

便器　Ｃ－１１１

水抜バルブ
ＤＶ－Ｗ（ＥＲ－１０）

水抜バルブ

集中制御盤

気温センサー
ＴＳ

大便器フラッシャー
Ｆ－２０
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ＰＢＳＷ

光電センサー
ＫＳ

洗面ユニット

手洗用水栓
ＪＬ光電センサー

ＫＳ

図 4.1.14 公衆トイレ用自動水抜きシステム

気温センサ  
光電センサ  

水抜きバルブ  

大便器フラッシャ  

水抜きバルブ  

光電センサ  

タイマを併用して一定時間ごとに水を流し、排水トラップの凍結  
を防ぐことができます。 
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結対策を考慮している事例が多く見られる。 

最近、真空吸引式水抜きシステム（図 4.1.13）が開発された。このため、寒冷地でも温

暖な地域と同様にコンクリート躯体スラブと仕上げ床の間を配管する転がし配管方式に向

かうものと推測する。 

 公衆トイレ内の水抜きは、狭い空間で扉の開閉が頻繁な場合や扉の閉め忘れがあった場

合、室内温度が低下し凍結する危険がある。これを解消するための水抜きシステム（図

4.1.14）が開発され、凍結防止に役立っている。なお、詳細は 6.7 公衆トイレを参照のこ

と。 

 

4.1.5 給水管の解氷 

(1) 給水装置工事施工法（「給水装置工事の手引き」より） 

 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課監修「給水装置工事の手引き」の「給水装置工

事施工法」の「5. 維持管理 4. 凍結事故（２）凍結事故」には、次のように記載されて

いる。 

凍結事故は、寒冷期の低温時に発生し、その状況はその地方の気象条件等によって大きな

差がある。 

このため凍結事故対策は、その土地の気象条件に適合する適切な防寒方法と埋設深度の確

保が重要である。 

既設給水装置の防寒対策が不十分で凍結被害にあった場合の解氷方法は、おおむね次のと

おりである。なお、トーチランプ等で直火による解氷は、火災の危険があるので絶対に避け

なければならない。  

①熱湯による簡便な解氷  

凍結した管の外側を布等で覆い熱湯をかける方法で、簡単な立上りで露出配管の場合、

一般家庭でも修理できる。この方法では急激に熱湯をかけると給水用具類を破損させる

ので注意しなければならない。  

②温水による解氷  

小型ボイラを利用した蒸気による解氷が一般的に行われてきたが、蒸気の代りに温水

を給水管内に耐熱ホースで噴射しながら送りこんで解氷する方法として、貯湯水槽、小

型バッテリー、電動ポンプ等を組み合わせた小型の解氷器がある。  

③蒸気による解氷 

トーチランプ又は電気ヒータ等を熱源とし、携帯用の小型ボイラに水または湯を入れ

て加熱し、発生した蒸気を耐熱ホースで凍結管に注入し解氷するものである。  

④電気による解氷  

凍結した給水管（金属管に限る）に直接電気を通し、発生する熱によって解氷するも

のである。 

ただし、電気解氷は発熱による火災等の危険を伴い、また、合成樹脂管等が使用され

ている場合は、絶縁状態となって通電されないこともあるので、事前に使用管種、配管

状況を調査した上で解氷作業を行う必要がある。 

(2) 各解氷方法の解説 

 ①熱湯による簡便な解氷 
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専門施工業者を依頼せずに、住人が行う方法である。図 4.1.5 に示した方法は、給水管

の立上がり配管の地中埋設部～

床までの配管が凍結した場合の

解氷を想定し、あらかじめ解氷

パイプを取り付ける。解氷パイ

プ内に温水をいれ、解氷する方

法である。 

また、図 4.1.15 のように水栓

に微温湯を掛ける方法も一般的

である。軽い凍結の場合、ヘア

ドライヤの温風を当てることで、

解氷可能である。 

 ②温水による解氷 

 蒸気や電気による解氷方法で

ある。電気による解氷作業の事 図 4.1.15 水栓に微温湯を掛け解氷する方法 8） 

図 4.1.16 温水式解氷器（開発当初）6）

図 4.1.17 温水式解氷器（現在） 

(a) 本体 (b) ノズル 

バッテリーチェッカ 

バッテリーチェッカボタン 
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故があったことや、樹脂製配管材料の普及により電気を使用できないことで札幌市水道局

の職員が開発した。図 4.1.16 が当初開発時の外観図、図 4.1.17 が現在販売されている製

品の外観である。家庭用噴霧器を利用し、ノズルをつけたホースを接続して使用する。20

分程度で解氷でき、蒸気式と比較して 1/4～1/5 の時間となる。 

かつては車搭載用バッテリーを利用していたが、持ち運びや取り扱いに面倒なために改

良され、現在は短 1 型電池×６本で作動する。通常、微温湯をタンクに入れて使用が、水

道水でも解氷可能である。タンクが樹脂製であるために温水は使用できない。 

 これは、札幌市内の企業で作られて、管工事業協同組合で販売されている。価格は約２

万円で、年間 30～100 台程度出荷している。 

 ③蒸気による解氷 

 最も古くから、用いられてきた方法で図 4.1.18 を用いる。現在、東北地方での使用実績

は少ないと予想する。 

 ④電気による解氷 

 図 4.1.19 を使用して解氷する方法である。「（1）給水装置工事施工法」にもあるように、

火災の危険が指摘さている。札幌市水道局の「給水装置工事設計施工指針・平成 15 年改訂

版」では、使用上の注意として次が記載されている。 

（ア）解氷器の使用は常に現場を離れることなく、十分な注意、監視を行うこと。 

（イ）給水状態（水抜き栓を開とし、カラン開放）で使用すること。 

（ウ）給水、給湯の配管に混合水栓などがある場合は、湯沸し器の部分と混合水栓

の部分を分離し、給水側は給水側で、給湯側は給湯側で使用すること。 

（エ）解氷器は、電流計（アンメータ）のついているものを使用し、通電時（スイ

ッチを入れたとき）に指針が正常な値を示さない場合には、直ちに電源を切り

再度、配管状態などを調査すること。 

（オ）通電する配管の長さをできるだけ短くすることとし、連続通電時間について

も極力、短時間とすること。 

（カ）電気抵抗の大きいステンレス鋼管、ＦＰステンレス管、フレキシブル継手な

どは、短時間でその部分だけが異常に加熱されるので、使用しないこと。 

（キ）電気解氷器の取扱い説明書を確認すること。 

 平成 12 年度冬期の大寒波の際に、火災事故が問題となり独立行政法人製品評価技術基

図 4.1.19 電気式解氷器 17） 図 4.1.18 蒸気式解氷器 17） 
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盤機構が２度、事故情報「特記ニュース」を発表した。 
 

《参考資料①》（独）製品評価技術基盤機構  

特記ニュース 第 45 号 平成 13 年 11 月 28 日 

「解氷器」の事故について（注意喚起） 

2000年12月から2001年１月にかけて、家庭内で解氷器（凍結した水道管に電流を流して発熱させ、

解凍する装置）を使用中に火災が発生したという事故情報が、独立行政法人製品評価技術基盤機構 

(以下「機構」という。）に16件報告されました。 

 これらの事故の未然防止のため、これまでの事故の内容と当機構での原因確認結果をお知らせし、

注意喚起を行います。 

１．事故発生状況  

 (1) 水道管の解氷作業中又は終了後に出火し、住宅を全焼又は一部焼損した（13件）。  

 (2) 水道管の解氷作業中に、浴室のプラスチック製浴槽を焦がした（2件）。  

 (3) 水道管の解氷作業中に、凍結防止用ヒーター等が溶けた（1件）。  

２．事 故 原 因 

 消防署の調査によると、焼損が著しく原因の特定ができなかった事故もありますが、その事故のほ

とんどが、水道工事事業者や使用者等による、凍った水道管の解氷作業中に、壁内のステンレスフレ

キシブル管＊が電気抵抗差により過熱し、断熱材から出火したものとみられています。 

※ステンレス鋼製フレキシブル管： ステンレス鋼製のジャバラ（蛇腹）状になった自在に曲げられ

る管で、主に水道管と蛇口等を接続するために使われる。 

３．注意喚起事項  

 解凍する水道管の途中にステンレス鋼製フレキシブル管がある場合、電気抵抗差によりその部分が

発熱して高温になり、火災につながることがあります。（＜例＞当機構での原因確認の結果参照） 現

在、解氷器メーカーにおいて、事故を未然に防止するための対応策を検討中です。 

  つきましては、解氷器をご使用の方は、使用中の解氷器の製造又は輸入メーカーに連絡の上、安

全な使用方法について確認してください。 

＜例＞当機構での原因確認の結果 

 確認方法については、長時間の使用により、解凍後も電流を流し続けた場合を想定し、管が凍結し

ていない状態で測定した。 

  (1)電流が 10Ａの場合は約 5 分後に、15Ａの場合は約 2 分後にステンレス鋼製フレキシブル管が

赤熱し、各測定ポイントの温度は次の表のとおりであった。 
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10Ａ 15Ａ

約5分後の温度 約2分後の温度

① 鋼 管 中 央 34.3 ℃ 20.2 ℃

② ステンレス鋼製フレキシブル管端部 291.2 ℃ 409.0 ℃

③ 蛇 口 39.0 ℃ 21.1 ℃

測定ポイント

電流

 

  (2)確認方法：以下のとおり３点で測定した（横置き、室温で測定）。 

②① ③

厚さ 約1㎜

↑ ↑↑

鋼管（長さ 約500㎜）

直径22㎜、厚さ3㎜

鋼管（長さ 約140㎜）ステンレス鋼製フレキシブル管（長さ 約430㎜）

ジャバラ部直径25㎜、他直径19㎜

解　 氷 　器

 

 

《参考資料②》（独）製品評価技術基盤機構  

特記ニュース 第 55 号 平成 14 年 12 月 9 日 

～「解氷器」の事故について（注意喚起）～  

平成 12 年度に、解氷器(*1)を使用中に火災が発生したという事故情報が、独立行政法人製品評価

技術基盤機構(以下「機構」という。)に16件報告されました。  

機構では同種事故の再発を防止するため、平成13年11月28日付けの「特記ニュース」（№45）で、

解氷器についての注意喚起を行いました。平成１３年度は、幸いにも解氷器の事故報告は当機構にあ

りませんでしたが、今年度も同種製品が一般消費者向けに販売される予定との情報があり、当該販売

事業者は製品に下記の注意事項を明示の上販売しているものの、機構としても解氷器を適切に使用し

ていただくために再度注意喚起を致します。  

(*1)「解氷器」とは、凍結した水道管に電流を流して発熱させ、解凍する装置。  

１．事故発生状況  

解氷器による事故は、水道管の解凍作業中又は終了後に出火し、住宅を全焼又は一部焼損するとい

うものです。  

２．事故原因  

機構は、解凍する水道管(鉄製)の途中にステンレス鋼製フレキシブル管(*2)がある場合、電気抵抗

の違いによって局部的に発熱し、条件によっては400℃以上の高温になって火災になることを確認し

ています。  

(*2)「フレキシブル管」とは、蛇腹（ジャバラ）状の自在に曲げられる管で、主に水道管と蛇口等を

接続するために使われる。  
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３．注意喚起事項  

事故は、水道管の途中にステンレス製フレキシブル管等の電気抵抗の大きい材料が使用されている

場合に発生していることから、これを防止するためには下記の事項を厳守することが重要です。 

(1)水道管配管の途中に過熱の原因となるステンレス製フレキシブル管が使用されていないことが

確認できない限り、解氷器を使用しない。 

(2)水道配管中にステンレス製フレキシブル管が使用されていないことが確認できても、配管中に

抵抗値が大きな箇所があると部分的に過熱する可能性があることから、解氷器を使用する場合の

危険性を十分に認識する。  

(3)解氷器の取扱説明書や本体に記載されている注意事項等を熟読し、適切に使用する。 

（参考）  

 既に解氷器を購入してお持ちの方は、解氷器の製造又は輸入事業者等に連絡し、安全な使用方法に

ついて確認することをお勧めします。 

 

 

 

文献 

1）空気調和・衛生工学会：建築設備の凍結防止 計画と実務、(1996),pp.162～164 

2）空気調和・衛生工学会：空気調和・衛生工学便覧，第 13 版,(2001), p.Ⅴ-377 

3）空気調和・衛生工学会：給排水衛生設備規準･同解説，HASS 206-2000，(2001), p.36・

pp.48～49 

4）給水工事技術振興財団：給水装置工事の手引き 2,第２版, (1998),pp.109～117 

5）給水工事技術振興財団：給水装置工事の手引き 3,第２版, (1998),p.69 

6）札幌市水道局：給水装置工事設計施工指針,平成 15 年改訂版, (2003),pp.96～98･p.102･

pp.244～245･pp.254～255･pp.267～269･pp.277～281 

7）独立行政法人製品評価技術基盤機構：ホームページ 

8）札幌市水道局：ホームページ 

9）小樽市水道局：ホームページ 

10）旭川市水道局：ホームページ 

11）釧路市水道局：ホームページ 

12）秋田市水道局：ホームページ 

13）仙台市水道局：ホームページ 

14）福島市水道局：ホームページ 

15）豊丘村上下水道係：ホームページ 

16）光合金製作所：ホームページ 

17）竹村製作所：ホームページ 
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4.2 給湯設備 
お湯も温度の低下により水となり、水が流動していない場合は温度の低下や冷風により

凍結する。東北地方全域についてもお湯だから凍らないだろうと安心はできない。そのた

めの防止策については前項の給水設備と同じであるが、特に留意すべき点を下記に示す。 

(1) 単管給湯方式 

一般住宅および集合住宅などで給湯機器から配管１本で給湯する単管給湯方式の場合

は、給湯栓は給湯器より下部に設置し、配管は先下がりこう配とする。横走り管には鳥居

形、Ｕ字形配管を設けない。また、用途、使用時間などを考慮してできる限り系統分けを

行い、こまめに湯が抜けるようにする。また、給湯器回りの配管など、やむを得ず屋外露

出配管とする場合はサーモスタット機能付き凍結防止ヒータを巻き配管を加熱する。さら

に給湯栓は防寒器具（湯抜きのできるもの）を使用する。 

(2) 複管（循環）給湯方式 

住宅以外の施設で、温水を常に循環させる複管強制循環給湯方式の場合でも、熱源が補

給されなければ時間とともに湯温が下がりシステム内の凍結の恐れがある。東北地方にお

いてはこれまでシステム内の補給水と内圧の吸収のために、開放式の給湯用補給水槽を設

置していたが、近年は熱源近くに設けることのできる密閉形隔膜式膨張槽を採用する例が

多くなったことによりシステム内の凍結事例が少なくなってきた。しかし、システム的に

密閉形膨張槽を設置できない施設、あるいは貯湯槽方式を採用した施設については給湯用

膨張・補給水槽が必要となるが、この槽については施設の暖房の蓄熱による保温が期待で

きる位置、例えば暖房室の上階などに設け、図 4.2.1 に示すような対策を講じ、必要によ

っては室内に電気パネルヒータを設置する。さらに山間地域では、システム内の配管に水

温検知機器を設置し、水温の低下時には熱源および循環ポンプの自動運転を行うなどの対

策を行う。また、宮城県の平野部や福島県の浜通地方など東北地方でも比較的温暖な地域

でやむを得ず暖房のない塔屋などに設ける場合でもこれに準じた対策を行う。 

 

 

図 4.2.1 給湯用膨張・補給水槽まわり凍結防止対策の例（黒澤正志） 

 

 

膨張管 

補給水管 

給湯用補給水槽 

給水管 

屋上階 

配管用電気ヒータは床下 0.5ｍ程度まで巻く 

配管用ヒータ 
投込式電気

ヒータ 
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(3) 太陽熱給湯システム 

最近、東北地方においてもクリーンエネルギーである太陽熱を利用した給湯システムが

多く採用されるようになった。一般住宅における直接給湯方式ではシステム内の落水また

はヒータ方式による凍結対策が一般的である。また、宿泊施設や医療施設などで採用され

るシステムは間接集熱方式となるが、凍結対策としてのシステム内の落水およびヒータ方

式では維持管理費が多大になるため、密閉間接型貯湯槽を設置したシステムとし熱媒に不

凍液を使用する、あるいは屋外設置部分の熱媒を下部蓄熱層などに落水できるシステムと

するなどの凍結対策を行う必要がある。ただし、不凍液を使用する場合は、設置する地域

によりその種別、仕様などを充分に検討する必要がある。図 4.2.2 に不凍液を使用した間

接集熱方式のシステム例を示す。 

 

図 4.2.2 間接集熱方式のシステム例（黒澤正志） 

 
 

太陽熱集熱器 

不凍液配

管（還） 循環ポンプ 

密 閉 型 下

部 不 凍 液

膨張水槽 

密閉間接型貯湯槽 

不凍液配

管（往） 

給湯 

給水 

屋上階 
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4.3 排水・通気設備 

4.3.1 排水設備 

(1) 地中埋設管、ます類の凍結防止 

東北地方では高地を除き排水管、特に埋設排水管の凍結被害は多くなく、排水その性質上管内

に貯留することは少ないが、ポンプアップ管内の排水は給水管と同様に凍結の危険性がある。積

雪があれば雪が断熱材の役目を果たして埋設管凍結至らず済んでいるが、次のことに留意する。 

・管内に貯留する排水管は凍結深度以下の深さに埋設する。 

一般地でのますの凍上はあまり聞かないが、温暖地（日本海側）の土質が砂地でのます（ポリプ

ロピレン製宅地汚水ますφ300程度でも）の凍上現象は起きている。（日中気温上昇で雪が解け砂地

に浸透し翌朝冷え込んで霜上がりする）埋設場所の土質も影響を受けるので事前の調査も重要であ

る。 

対策としては、次のとおりである。 

・硬質塩化ビニル製宅地汚水ますφ150～φ200を採用するか、重量ますを使用し凍上を防ぐ。 

 

 
図4.3.1 樹脂製ますの概要1） 

・ます類の留意点 

側塊と平らに仕上げる（凍上防止）

（誤） （正）

凍上

GL GL

（誤） （正）

GL
GL

段差を少なくする。

(機械除雪に支障を少なくする）

 
図4.3.2 ます類の留意点 

(2) 屋外露出排水管の凍結防止 

対策としては、次のとおりである。 

立上がり部 
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・屋外露出排水管も保温する。 

・電気ヒータ巻を行うなどである。 

保温しない場合は次の点に留意する。また、保温しても使用頻度が低い場合も考慮する必要が

ある。 

・配管材の選定を考慮する。（樹脂管を露出配管で配管しない） 

樹脂管使用横引き管は経年経過でたるみが発生し、一部排水がたまり氷結し、次第に管断面一

杯まで成長し閉そく(塞)の原因になるようである。 

 

 

図4.3.3 樹脂管の残水 

 

これは気温の影響が受けやすく伸縮が大きくなるからである。やむを得ない場合は配管支持ピ

ッチを屋内より狭くするか、受けとい状の支持材を採用し変形を避ける。適切なこう配を取り残

水、汚物残留を生じさせないようにする。 

・極力横引き部分を減らすようにする。 

あまり使用されない汚水系統管は特に汚物が管内に残り凍り付く原因となるようであるから極

力避ける。 

・一般排水系統管に開放側溝などからの外気の進入がないかをチェックする。 

適正な封水対策を取り外気進入を防ぐ次案も一つである。ためますでの封水トラップは凍結、

乾燥も予想されるのでランニングトラップなどの点検方法を考慮のうえ、地中に埋設するのも一

案と思われる。（これらは屋内排水管も同様である） 

(3) 屋内排水管類の凍結防止 

対策としては、次のとおりである。 

・給水管と同様に凍結しやすい部位への配管設置は避ける。 

・給水配管に習い極力外壁に埋込み配管を行わないように配慮する。 

・必要に応じ保温、電気ヒータ巻を行う。 

・衛生器具トラップの凍結防止は排水金物凍結防止に準ずる。 

(4) 排水金物凍結防止 

排水金物までが凍結する建築物は、建築物として基本的な条件を満足しているかの検討も必要

である。 

留意点は次のとおりである。 

・ピロティなどの影響を受けないように考慮する。 

・床排水の必要性を再検討し、モップふきを検討する。 

・トラップの封水保護を考慮する。 

定期的に排水する方式を考慮する。 

他の排水とトラップ兼用金物を採用や、不凍液を入れることの検討も必要。（シール材が耐不凍

液性の有無チェック・使用済み不凍液の処分。不凍液の代替に有害な車用ウィンドウォシャー液

樹脂管のたるみで残水が生じる



 66 

の使用は論外である。） 

長期の不在が予想される建物（別荘、冬期閉鎖公衆便所など）の排水金物はトラップの封水保

護も問題で、単独系統排水のある系統との合流箇所での封水部作成を計画する。困難な場合はト

ラップ付きの密封できる排水金物の選定も検討する。不凍液注入については前記と同様。 

・凍結しても割れにくい材質の排水金物の開発が望まれる。 

あれば採用を検討する。（樹脂製は防火区画の問題から採用範囲は限定されるので注意が必要） 

間接排水受け金物の凍結防止は排水金物の凍結防止方法と同様である。排水量が少ないケース

が多いので乾燥による封水不足が生じやすいので、用途により意識的に排水するように施設管理

者に注意喚起を促す。 

オーバフロー管から外気が入り込みが給水管および弁類、消火管および弁類の凍結事故の原因

になっていないかチェックする。（特に水槽類の排水管、オーバフロー管からの外気進入がボール

タップ部分の凍結を起こさないか） 

 

4.3.2 通気設備 

(1) 通気管の凍結防止 

通気口の外壁でのつらら下がり現象はまれな現象ではなくよくみられる（図4.3.4）。 

当然、氷結により通気の機能低下、不良は容易に推測できる。 

ＳＡＲＳ（流行性肺炎）の感染ルートの一つとして不良な排水設備が…と言われている。改め

て、トラップ封水保護の通気管の重要性を考慮しなければならない。 

留意点は次のとおりである。 

・通気口の氷結を防ぐには、通気口を大きくする。1～2ランクを上げ、ただし 低８０Ａ程度

を採用する。（埋込み型では図4.3.5が雪を考慮している） 

・通気金物の形式の選定でつららのさがりやすいものを避ける。（丸形の埋込み型は避けたほ 

うが良い、つららと関係なくも意匠上の理由での換気用ベンドキャップ（図 4.3.6）の採用

も気密性、耐食上避けたほうが良い。） 

・設置する方位を北側、北西側（冬季の季節風の向き）を避ける。 

・結露水を排水管に戻すようにこう配を取る。 

                    

図4.3.4            図4.3.5            図4.3.6  

通気口つらら下がり状況     防雪ﾌｰﾄﾞ付き 通気口2)    換気用ベンドキャップ3） 

(2) やむを得ず通気弁を採用する場合の留意点 

すべてが通気弁で置き換えることはできない、北側にどうしても通気管を必要とする場合など

限定採用する。 

留意点は次のとおりである。 
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・ 近は多数の製造所から発売されているので、「SHASE-S010 空気調和・衛生設備工事標準仕

様書」4）、「SHASE-S206 給排水衛生設備規準・同解説」5）を指針に選定する。 

・作動不良の場合（見かけ上、閉止状態においても）、室内ににおい、有害ガスなどが進入する

ので特に留意する。 

・天井裏、小屋裏に設置する場合は高断熱気密建物の天井裏・小屋裏、すきまの多い建物、天

井裏・小屋裏などの過剰な換気を行っている建物で設置場所の気温が零下に下がらないかチ

ェックする。 

・小屋裏、天井裏の換気口（特に外気導入口）の近くには設置しないようにする。（外気があた

り氷結する恐れが生じる。避けられないときは通気弁に断熱保温を行う。） 

・隠ぺい場所に設置上換気口、点検口、点検スペース（取外しスペース）が必要である。 

・作動試験する 

現状の通気弁では作動状況を目視チェックができ難いようであり、取外し定期点検が必要であ

る。虫による閉鎖不完全、施工時の施工不良や部品の老朽化などで後日の点検が必要である。現

状では、においの発生、排水不良、排水音の異常などで通気弁の作動不良が発見されている状況

である。 

通気弁を取り外さずとも作動状況を点検できうる工夫が必要である。また、点検項目としての 

“通気弁”を追加する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.7 通気弁の構造 6） 

 

文献 

1）プラスチック・マスマンホール協会：ホームページ 

2）長谷川鋳工所：カタログ 
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4）空気調和・衛生工学会：SHASE-S010-2000 空気調和・衛生設備工事標準仕様書 
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6）森永エンジリアニング：カタログ 
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4.4 雨水設備 

4.4.1 ルーフドレン 

屋上のルーフドレン金物は降雪や寒波が継続すると、金物周囲は氷結し、氷が徐々

に厚みを増し、ルーフドレンの雨水排出機能が麻ひする。多雪地域では氷結を防止す

るため、ルーフドレン金物に凍結防止ヒータケーブルを巻き、積氷や積雪による金物

回りの建築や防水へのダメージを防止する。 

 

 

図 4.4.1 屋根のドレンでもスムーズに排水 

 

4.4.2 屋内雨水 

寒冷地では室内を採暖するので、雨水管が凍結することはあまりない。ただし、非暖房空間

への雨水管設置や入居者不在による室温低下を想定し、屋内雨水管には保温を実施する。

使用管種は金属管、プラスチック管のどちらでもよく、耐火二層管も使用される。 

 

4.4.3 屋外雨水 

 屋外露出の雨水管は凍結被害が多々発生する。積氷、積雪による管内の氷結閉そく

が主な原因であるが、はなはだしい場合には、雨水管の破損、脱落などが発生する。

氷結閉そくを防止するためには凍緒防止ヒータケーブルの使用が必要となる。雨水管

種は金属管がよく使用される。プラスチック管は低温時のぜい(脆)性破損があり、使

用しないのが望ましい。雨水は通常、排水溝に放流されるが、排水溝への放流では雨

水立て管端末の氷結と積氷による管内逆上、管内閉そくを防止するため、管端部と放

流先に３０ｃｍ程度の離隔距離をとる。雨水ますへの放流では、ます内部にエルボ返

しトラップを設け寒気の雨水立て管内への侵入を防止する。また、ます内部まで凍結

防止ヒータケーブルを通し凍結防止を図る。雨水ますのがい(蓋)受部は側塊の外に出

さない形状として凍上による破損を予防する。 
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図 4.4.2 排水溝と屋外雨水端末部の離隔     図 4.4.3 屋外雨水ますへの接続 

 

 

4.4.4 東北地方の雨水設備 

東北地方はほとんどが寒冷地に属し、冬が長く降雪量も多いため、雨水設傭の凍結

や破損事故が多発する。近年、雨水再利用施設も増えはじめ雨水排水機能の確保が雨

水設備に求められている。 

温暖な地域では考えられない事故を防止するため、雨水設備の確実な設置と凍結防

止計画を忘れないことが必要である。 

 

凍結防止ヒータケーブル 

雨水ます 
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4.5 消火設備 

4.5.1 消防法・条例などの凍結防止対策 

(1) 消防法・消防法施行規則 

消防法では、第 17 条[消防用設備等の設置、維持]の第 2 項に〔市町村は、その地方の

気候又は風土の特殊性により、（以下中略）当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる

規定を設けることができる。〕と記されている。消防法において凍結防止対策は明文化され

ていないが、必要であれば市町村の条例で定めても良いことになっている。また、消防法

施行規則第 14 条第 1 項第八号の二では、乾式又は予作動式のスプリンクラ設備において、

ヘッドが開放した場合、1 分以内に放水できることが定められている。 

 

(2) 凍結防止に関する指導・条例 

 山形県では、消防設備関連の凍結防止対策の指導を行っているという回答であった。そ

の内容は、スプリンクラ設備などで凍結の危険がある場合の湿式、乾式の選択、不凍液の

注入などの確認・指導である。仙台市では、屋内消火栓について、開放廊下型共同住宅な

どで配管内の水が凍結する恐れがある場合、消防庁通知の昭和 62 年 7 月 30 日付け消防予

第１３２号「屋内消火栓設備の乾式の取り扱いについて」を基本として、配管内を空とし

た乾式で指導している。仙台市の指導では、消防庁通知に若干の運用を加えている例から

も、自治体によっては独自の指導があると想定できる。また、地域の消防署では独自の判

断や指導を行う場合があり、消防法や条例などに明記されていなくとも、凍結防止対策を

必要とすることもありうる。 

 配管内を空にした乾式では、放水時には 初に放水口から放出される空気が火をあおり、

火災を拡大させることがある。また、乾式でも配管内の水分や酸素により、さびを発生さ

せ腐食が進行することもあるため、窒素などの腐食抑制ガスの充てんが望ましいが、コス

トの面で問題があり採用している例は少ない。現状では、消防法や条例で乾式を認めても、

不凍液を混入させた湿式とするように運用、指導していることが多い。 

 

4.5.2 寒冷地における主な消火設備凍結被害 

 近の主に東北地方における消火設備凍結被害を表 4.5.1 に示す。今回の事例ではすべ

てスプリンクラの巻き出し配管、またはヘッド部の凍結破損被害であり、25Ａなどの小口

径配管に集中している。被害の状況としては、スプリンクラヘッドが凍結破損してすぐに

水圧により放水する場合と、破損後に氷が融けてから水圧により放水する場合とがある。 

表 4.5.1 消火設備凍結被害状況 

番号 年  月 場 所 建築用途 凍結場所 

１ 平成 7 年 5 月 弥陀ヶ原 5 項イ：ホテル 不明（山間部の施設） 

２ 平成 8 年 3 月 釜石市 15 項 ：事務所 玄関 

３ 平成11年 2月 安達太良 12 項 ：工場 高天井部 

４ 平成12年 1月 五所川原 15 項 ：事務所 玄関 

５ 平成 14 年 2 月 不明 4 項 ：店舗 出入口軒天部（半屋外） 

※ Ｎ社の提供資料による 
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4.5.3 各消火設備の凍結防止対策 

(1) 屋内消火栓設備 

 建物内に屋内消火栓設備を設置する場合は、以下の点に留意が必要である。 

a. 消火ポンプ室には、凍結防止ヒータなどを設置し、冬期の換気は停止とする。 

b. 凍結の可能性がある部位には、凍結防止ヒータを施工するか、不凍液を充てんする。 

c. 屋上のテスト弁回りは、水抜きか、凍結防止ヒータを施工する。（図 4.5.1） 

d. 暖房を行わない建物や非暖房室の多い建物では、乾式の消火配管とするが、ポンプ

起動から放水までの時間が決められている（一般には、消火ポンプ起動後 1 分間以内

で放水を確認する）ので、消防署との打合せを要する。 

e. 屋内消火栓設備の代替として、平成 9 年 11 月に消防庁予防課よりパッケージ型消

火設備の設置を認める通達があり、建物規模、建物構造、用途などの条件によっては

設置が可能となった。この設備には水の替わりに消火剤が収納されおり、凍結する危

険は解消される。 

          図 4.5.1 屋上テスト弁回り水抜き例１）         

 

(2) 屋外消火栓設備 

屋外消火栓設備にも湿式と乾式があり、乾式の場合は凍結被害は防止できるが、消防署

との打合せが必要である。湿式の場合の留意点を以下に述べる。 

a. ポンプ室については、屋内消火栓設備と同様とする。 

b. 屋外の埋設配管の深さは、凍結深度以下にする。 

c. 自立式屋外消火栓は、不凍式を採用する。 

d. 外壁取付けなどの箱型は、バルブ周りの水抜きが可能な施工とする。（図 4.5.2） 

 

こう配 
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          図 4.5.2 屋外消火栓箱回り水抜き例１） 

 

(3) スプリンクラ設備 

スプリンクラ設備には、湿式と乾式があり、乾式の場合は凍結被害を防止できるが、ポ

ンプ起動後 1 分以内に放水可能なことが要求される。また、アラーム弁の前後の圧力差が

３倍になると警報がでることがあるので注意が必要である。まれに空気を充てんしている

配管内が腐食する場合があり、窒素を封入することが望ましい。 

湿式の場合の留意点を以下に述べる。 

a. ポンプ室内の条件は、屋内消火栓設備と同様である。 

b. 建物内で凍結の恐れのあるエリアには、不凍液を注入するか、凍結防止ヒータを施

工する（図 4.5.3）(図 4.5.4)。 

不凍液を使用する場合にはいくつか注意することが必要で、配管のシール材の選択を誤

ると不凍液で溶かされ漏水が発生することがある。また、末端試験装置で定期的にテスト

を行うと不凍液の濃度が低下するため濃度管理が重要であり、品質の低下による定期的な

入替えも必要となる。エチレングリコール系やプロピレングリコール系の不凍液は、環境

負荷が大きく、廃棄の際は処理をせずに排水系に放流してはならない。エチレングリコー

ル系は毒性も有している。 

  

         図 4.5.3 スプリンクラ配管の不凍液注入例１）   

    

ス プ リ ン ク ラ 配 管 の 不 凍 液 注 入 例  
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4.5.4 まとめ 

凍結が考えられる他の消火設備として、泡消火設備、水噴霧消火設備があげられるが、

設置場所に暖房がない場合や、非暖房室が多い建物の場合は、粉末消火設備か、特殊ガス

消火設備に変更することが望ましい。また、消火活動上必要な設備である連結送水管設備

は、屋内消火栓配管と併用とせず、単独で乾式配管とする必要がある。 

 

 

文献 

１）空気調和・衛生工学会：建築設備の凍結防止計画と実務（1996）,pp.80～81 

２）建設工業社 東北支社：東北地方における消火設備の凍結対策 

３）ショーワ：二次冷媒・新時代のブラインとは 

４）ショーワ：ショウブライン PE・PP カタログ 

５）ショーワ：ショウブライン PFP カタログ 

６）ショーワ：フードブライン FD シリーズカタログ 

ス プ リ ン ク ラ 配 管 の 凍 結 防 止 ヒ ー タ 例  

ヘ ッ ド 部 ま で ヒ ー タ 巻 き  

図 4.5.4 スプリンクラ配管の凍結防止ヒータ設置例１） 
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4.6 空調設備 

4.6.1 はじめに 

 東北地方において空調設備の中で凍結の多い箇所は、平成 14 年東北空気調和衛生工

事業協会調査資料によると下記のとおりとなっている。 

   冷水、温水コイルなど  凍結箇所 44 件/調査件数 57 件 

   冷却塔         凍結箇所 4 件/同上 

   配管          凍結箇所 3 件/同上 

 そこで、ここでは特に凍結の恐れのある場所に対しての凍結防止対策案について代

表的なものを示す。 

 
4.6.2 空調機コイルの凍結防止 

全外気空調機など送風量における外気量の割合が多い空調機において、冬期暖房運

転を行う場合、凍結を起こす恐れが多い。これはコイル入口空気温度が凍結の恐れの

ある温度にまで低下しているにもかかわらず室内負荷が満足しているため、温水コイ

ルに凍結防止に必要な温水量が流れず、コイル内流速が低下するときに発生する。 

 この現象は冷温水コイルなど、冷房側の能力でコイルが選定され、暖房時には必要

能力に対し過大なコイルになっている場合に起こりやすい。 

 そこで、この場合の凍結防止案を下記に示す。なお、この項においては不凍液を使

用しない場合の凍結防止案を紹介する。 

 

(1) 流量調整方式 

図 4.6.1 において、空調機の室温制御は暖房時、室内温度により温水コイルの水量

制御により行う。 

 このとき、外気温が所定の温度以下に低下すると温水コイルの暖房負荷は増大し、

必要とされる温水量は増大する。このような状態では温水コイルには所定の温水が流

れ、凍結の恐れは少ない。 

 しかし、外気温が上昇するとともに暖房負荷は減少し、温水送水量は制御弁により

絞られる。外気温が０℃以下における制御は温水コイル内流速を低下させ、凍結を起

こさせる原因となる。 

 凍結防止対策としては、コイル入口空気温度が、凍結の恐れのある温度（０℃以下）

のときには室内温度とは無関係に強制的に制御弁を必要開度まで開き、コイル内に凍

結防止に必要な水量を流し凍結防止を図る。 

 また、空調機停止時においては、送風機と連動の外気遮断用モータダンパを閉鎖す

るとともに、制御弁も空調機内空気温度が所定の温度以下に低下した場合、強制的に

必要開度まで開き、コイルに温水を流し凍結防止を図る。 

ただし、この方式の場合、空調運転時に室内温度とは無関係に凍結防止のために制

御弁を強制的に開く、これにより温水コイルには室内暖房に必要な水量以上の温水が

流れ、室内温度が上昇し過ぎる恐れがある。 

 これを防ぐためには（2）以降の凍結防止案を考える必要がある。 
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冷温水コイル

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       
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Ｃ
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図 4.6.1 流量調整方式図 

 

(2) 凍結防止ポンプ方式 

凍結防止ポンプ方式はコイル入口空気温度を計測し、凍結の恐れのある外気温度に

なったとき、凍結防止ポンプを作動させることによりコイル内に凍結防止に必要な水

量を循環させ、所定のコイル内流速を保つことにより凍結防止を図る（図 4.6.2参照）。 

これにより、このコイルはポンプにより凍結防止が図られるため、熱源ポンプから

コイルに供給する温水量は制御弁により必要量まで絞ることが可能となり、部屋の加

熱を防ぐことが可能となる。 

ただし、この方式においては外気温が所定温度以下まで低下すると凍結防止ポンプ

が常時運転することとなり、このポンプ流量により温水コイルに流れる温水量が定格

流量以上となり下記問題を引き起こす恐れがある。 

① 熱源からの必要温水量が温水コイルに流れなくなる恐れがある。 

② 温水コイルに過大な温水が流れ、かい(潰)食によりコイルを損傷させる恐れが

ある。 

このため、凍結防止ポンプの流量は必要以上に過大に流れないように流量調整する

必要がある。 

 

冷温水コイル

凍結防止ポンプ

ＣＨ

Ｃ

ＣＨＲ   

ＣＨ  

空調機ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ         

冷温水

制御弁

T
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

T

 

図 4.6.2 凍結防止ポンプ方式図 

 

 

 

 

モータダンパ 

モータダンパ 



 76 

(3) コイルバイパスダクト方式 

コイルバイパス方式は図 4.6.3 に示すように空調機にコイルバイパスダクトを設け

凍結防止を図る。この制御内容を下記に示す。 

① コイル入口温度を計測し、コイル凍結の恐れのない温度の通常時、コイルバイ

パスダンパは所定開度で固定し、所定風量をコイル側に通過させ温度制御は室内

サーモスタットにより冷温水の流量制御により行う。 

② コイル凍結の恐れの温度となったとき、温水コイルの制御弁は室温とは無関係

に温水を所定流量流すため、強制的に開く。このとき、室内温度制御は送風空気

のコイルバイパス制御に切り替え、室内サーモスタットにより、コイルバイパス

ダンパを比例開放し、コイル通過風量とバイパス風量の混合により室内温度制御

を行う。 

 

ｺｲﾙ冷温水   

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       
ＣＨ

Ｃ

ＣＨＲ   

空調機ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ         

冷温水

制御弁

T

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

ＣＨ  
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ         

T

 

図 4.6.3 コイルバイパスダクト方式図 

 

(4) 予熱コイル方式 

室内湿度を所定値以下とする必要のある部屋の空調においては空調機に冷水、温水

の２コイル設置し除湿を行うことがある。この場合、各々のコイルは除湿、再熱の役

割のため、除湿用の冷水コイルは風上側（外気側）に設置されることとなる。 

 一般的には冬期には外気が低湿度（低絶対湿度）となるため、除湿が不要となり冷

水コイル内の冷水は停止している場合が多い、この状態で冷水コイル入口空気温度が

凍結の恐れのある温度以下となると冷水コイルには凍結の恐れが出てくる。 

 この冷水コイルの凍結防止対策として冷水コイルの水抜きを行うか、予熱コイルに

よる凍結防止対策が必要となる。ここではこの予熱コイル方式による凍結防止の紹介

を行う。 

次の図 4.6.4 のように温水コイルを予熱コイル、メインコイルに分割し、予熱コイル

は外気温度サーモスタットにより外気温が所定の温度以下となり凍結の恐れのある温

度となったとき、制御弁を全開にし、下流側の冷水コイルおよび自らの凍結防止を図る。 

この方式の留意点は予熱コイルの制御は自らの凍結防止のため、全開または全閉の

ON-OFF 制御とする。しかし、この場合、予熱コイルが必要以上に過大な能力で選定さ

れると送風温度が必要以上に上昇し、室内を加熱し過ぎる恐れがある。よってこの予

熱コイルの能力は、凍結防止に必要な 低限の能力とする必要がある。 

モータダンパ 

モータダンパ 
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図 4.6.4 予熱コイル方式図 

 

4.6.3 冷却塔回りの凍結防止 

 冬期、冷却塔の運転が必要ない場合は冷却水の水抜きを行い凍結防止を図ることが

できる。しかし、冬期においても冷却塔運転が必要となる場合には凍結防止対策を施

す必要がある。冷却塔は開放式、密閉式の２方式あり、各々の凍結防止対策を示す。 

 

(1) 開放式冷却塔 

開放式冷却塔では下記凍結防止対策を施す必要がある。（図 4.6.5 参照） 

① 冷却塔内冷却水槽温度により凍結防止ヒータの発停を行い、冷却塔水槽内冷却

水を凍結温度以上に保ち凍結防止を図る。 

② 屋外の凍結の恐れのある配管には凍結防止ヒータ巻きを施す。 

 

E H

ﾋｰﾀ凍結防止   

開放式冷却塔

凍結の恐れ有り
凍結の恐れ有り

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

 

図 4.6.5 開放式冷却塔回り凍結防止図 

 

 

 

 

 

モータダンパ 

凍結の恐れあり 
凍結の恐れあり 
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(2) 密閉式冷却塔 

密閉式冷却塔では下記凍結防止対策を施す。（図 4.6.6 参照） 

① 冷却塔水槽内冷却水温度により凍結防止ヒータの発停を行い、冷却塔水槽内冷

却水を加熱し凍結防止を図る。 

② 冷却水コイルの凍結防止を図るため、冷却水管にバイパス管を設け、ここに凍

結防止ヒータ、ポンプを設けそれぞれ冷却水温度、外気温度により機器の発停を

行い配管内の冷却水温度を所定温度以上に保ち凍結防止を図る。 

③ 冷却塔回り給排気口にモータダンパを設け、冷却塔停止時にはダンパを閉鎖し、

外気の侵入を防止し、冷却コイルの凍結防止を図る。 

④ 屋外の凍結の恐れのある配管には凍結防止ヒータ巻きを施す。 

 

E H

H

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

ﾋｰﾀ凍結防止   

ﾋｰﾀ凍結防止   

ﾎﾟﾝﾌﾟ凍結防止     

密閉式冷却塔

E
凍結の恐れ有り

凍結の恐れ有り

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ       

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ         

凍結の恐れ有り

 

図 4.6.6 密閉式冷却塔回り凍結防止図 

 

4.6.4 屋外配管の凍結防止 

寒冷地において空調機、および水配管は凍結防止を考慮し屋内に設置することが望ま

しい。しかし、やむを得ずこれらを屋外に設置する場合、凍結防止対策を施す必要が  

ある。通常、夜間、休日などの空調運転が不要な場合、冷温水ポンプの運転は停止させ、

エネルギーの浪費を防ぐ。しかし、この場合、空調配管内の水の流れは停止した状態  

となる。特に屋外配管においては、これにより配管内の水の凍結の恐れが増加する。 

この際の凍結防止策として下記対策が考えられる。 

 

(1) 不凍液使用 

外気温が低下しても凍結しないよう配管内に不凍液を充てんする。この場合、不凍

凍結の恐れあり 

凍結の恐れあり 

凍結の恐れあり

モータダンパ 
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液濃度は当該地域の外気温により異なるため、不凍液メーカーとの十分な打合せが必

要である。また、不凍液は水と比較し配管内の循環抵抗を増加させるとともに、冷温

水コイルの熱交換効率も低下させるため、ポンプ揚程、コイル能力の選定には注意が

必要である。 

 

(2) 不凍液を使用しない場合 

① 凍結防止ヒータ巻き 

屋外の凍結の恐れのある配管には凍結防止ヒータ巻きを施す。（図 4.6.7 参照） 

 

② 熱源ポンプの強制運転 

空調機運転停止時、外気温が低下し空調機コイル、屋外配管が凍結の恐れのあ

る場合、外気温により空調機制御弁を強制開放し、熱源ポンプを強制運転させ、

空調機コイル、屋外配管に所定水量を循環させ凍結防止を図る。 

 

③ 熱源機の運転 

上記①～②の対策を施しても凍結の恐れのある場合には熱源機を運転させ、配

管内に温水を供給し配管を加熱することにより凍結防止を図る。 

ＡＨＵ   

ＡＨＵ   

ＡＨＵ   
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ＢＨ  

Ｃ
Ｈ

 
 Ｃ
Ｈ
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空調機

熱源ポンプ

膨張タンク

制御弁

熱源機

（ ） 屋外 

（ ） 屋内 

凍結の恐れ有り

 

図 4.6.7 熱源回り凍結防止図 

凍結の恐れあり 
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4.6.5 おわりに 

これまで主として特に凍結の恐れの多い部分においての凍結防止対策の一例を列記

したが、これ以外にも凍結防止策は数多くあると思われる。また、ここで紹介した凍

結防止策のいずれの採用が適当かは下記諸条件により個々の建物によって異なる。 

よって、これら諸条件を十分に検討し、その建物特性にあった凍結防止策の採用を

検討頂きたい。 

① 冬期予想外気温度 

② 対象設備の当該建物においての重要性 

③ 凍結防止のための設備費、運転費 

④ 施設維持管理者の有無 

⑤ その他特殊諸条件など 

 

 

文献 

1）東北空気調和衛生工業協会 技術委員会 

 寒冷地における凍結・雪害トラブル事例 ～調査報告と事例集～  

（平成 14 年 12 月）、[Ｐ.2]  

2）荏原シンワ：シンワ冷却塔ハンドブック（1995 年 3 月）、[Ｐ.178] 
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自動水栓

小便器

4.7 公衆トイレ 

4.7.1 公衆トイレの凍結対策 

寒冷地における公衆トイレは、冬期使用禁

止となるところがある。例えば公園自体が雪

に覆われて使用できなくなる場所や、季節に

影響される観光地などである（図 4.7.1）。こ

のようなトイレは、完全に水抜きをして凍結

破損に備えている。しかし通年使用の公衆ト

イレ、例えばイベントなどで冬でも使用する

ことが多い公園や冬でも多くの観光客が訪れ

る観光地の公衆トイレなどは凍結対策が必要

である。 

一般的に凍結防止ヒータによる方式、流動

方式、全館暖房方式、自動水抜き方式などを

凍結対策としている。流動方式の中には気温

や水温を検知し温度に応じて自動的に

流動させるものもある。 

全館暖房方式は設備費や維持管理費

が膨らむことから、凍結防止ヒータに

よる方式、流動方式、自動水抜き方式

やこれらを組み合わせた設備が多くな

っている。 

凍結防止ヒータにについては 2.1.1

給水用凍結防止ヒータの項で、流動方

式については 3.1.1 便器の凍結対策お

よび 3.1.2 寒冷地便器と給水装置の構

造の項で述べられており、ここでは省

略する。 

 

(1) 自動間欠流動方式 

制御盤を経由して自動水栓と小便器

用感知フラッシュバルブに配管される。 

給水管に取り付けられた水温センサ

と制御盤に内蔵された気温センサが一

定温度以下を感知すると自動的に温度

に応じた時間間隔で小便器や手洗水栓

から一定量を吐水し、給水管だけでは

なくトラップの凍結も防止する（図

4.7.2）。ただし、大便器は手動で流動

させる必要がある。 

図 4.7.1 冬期閉鎖の公衆トイレ 4) 

図 4.7.2 自動間欠流動方式の例 3) 

 

自動水栓 

小便器感知フラシュバルブ

動作および故障ランプ 
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(2) 自動水抜き方式 

凍結しない環境にある地下ピットなどに設置された電動水抜き栓を経由して大便器、小

便器、手洗水栓などの器具へ配管される（図 4.7.3）。 

電動水抜き栓は、器具近接に設けられた感知センサや押しボタンスイッチにより集中制

御盤に信号が送られて作動するが、気温センサがプラスを検知しているときは止水状態か

ら給水、そして止水を１サイクルとして作動し、気温センサがマイナスを検知していると

きは水抜き状態から止水、給水、止水、水抜きを 1 サイクルとして作動する(図 4.7.4)。 

つまり、気温がマイナスのときのみ給水管の水を抜いて凍結を防止する。 

便器は、トラップの凍

結を防止するためヒータ

が内蔵された便器やトラ

ップを不凍環境まで下げ

た便器を使用する（図

4.7.5、図 4.7.6）。 

さらに手洗器のトラッ

プの凍結防止や器具の吐

水口の氷着を防止するた

めパネルヒータや床暖房

なども設備されていれば、

異常寒波にも備えたもの

となる。 

 

図 4.7.4 電動水抜き栓 4) 

図 4.7.3 自動水抜き方式施工例 4) 

水抜き状態

光電 
センサ

光電 
センサ

気温 
センサ

電動水抜き栓 
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4.7.2 公衆トイレの維持管理 

寒冷地では冬になる前に凍結防止システムが完全に作動しているかどうかの点検が必

要である。暖房、水抜き動作、建物の窓や扉のすきまなどもそうであり、器具、建物の経

年変化を点検することが凍結事故を未然に防ぐ重要な手段である。 

冬期閉鎖されるトイレでは給水管内や器具内の水抜きを完全に行わなければ、残水によ

る凍結破損が考えられるので、十分注意する必要がある。特に門型配管といわれる配管は

2.2.3 水抜き栓の周辺機器の（１）吸気弁の項で触れたように、配管内に空気を導入しな

ければ残水が発生しそれが凍結して事故につながることから、設計の段階から考慮しなけ

ればならない事項である。考慮されていない配管では改善施工をするか、または水抜き後、

圧搾空気を管内に吹き込み強制的に排水させるなどの処置が必要である。また便器や手洗

器、洗濯流しの排水トラップは水が抜けないので不凍液を注入して凍結防止をしなければ

ならない。 

いずれにしても公衆トイレの維持管理は複数の人が管理することになり、また凍結防止

対策もトイレの種類によって異なるため、それぞれチェックリストを作成し、管理を行う

必要がある。 

 

 

文献 

1)TOTO 出版：給排水衛生設備学中級編、p.202 

2)空気調和・衛生工学会：建築設備の凍結防止計画と実務､(1996),p.179 

3)東陶機器：総合カタログ 2002-2003、p.228 

4)光合金製作所：ＥＲトイレシステムカタログ 

図 4.7.5 トラップが不凍帯にある施工略図 1) 図 4.7.6 ヒータを内蔵した 

凍結防止型便器 2) 

ヒータ 

水抜き栓 



 84 

 



 85 

5 凍結対策の比較 

 

気象特性による給排水衛生設備と空気調和設備について、大よその対策を比較し、表に

まとめた。対策として記載した内容は、あくまでも一般的なものであって、実務では多く

の状況から判断して、対処してもらいたい。  
最低気温を基準に区分したが、温度の中でも幅を設けている。また建物の気密性、断熱

性、風速、方角、標高、日射時間、積雪量、低温の継続時間、建物用途、建物の使用時間

や休日パターンなど、さまざまな要素があるため、一様には決定できない。 

なお、寒冷地Ａ、寒冷地Ｂ、準寒冷地の凍結地域分類と気温などの解説は、「第 6 章（資

料）東北各地域の気象特性」に記載した。  
 



寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

埋設配管は、凍結深度以下とす
る。

埋設配管は、凍結深度以下とす
る。

埋設配管は、凍結深度以下とす
る。

建物などの基礎や雨水ます、雨
水配管と埋設給水管との離隔が
凍結深度と同じ離隔を取れない
場合は、非繊維系の保温材を使
用し防護する。

建物などの基礎や雨水ます、雨
水配管と埋設給水管との離隔が
凍結深度と同じ離隔を取れない
場合は、非繊維系の保温材を使
用し防護する。

建物などの基礎や雨水ます、雨
水配管と埋設給水管との離隔が
300mm以上を取れない部分を、
非繊維系の保温材を使用し防護
する。

屋外露出配管を避ける。止むを
得ない場合は、下記の基準で
12.5W/m程度の凍結防止ヒータ
を取り付けるとともに、非繊維系
保温材・厚さ30mm以上で防護
する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…管長1mにつ
き、1.5回以上巻付け
呼び径50φ以下…管長1mにつ
き、2.0回以上巻付け
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、2.5回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、3.0回以上巻付け

屋外露出配管には、下記の基準
で12.5W/m程度の凍結防止ヒー
タを取り付けるとともに、非繊維
系保温材・厚さ25mm以上で防
護する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…沿わせる
呼び径50φ以下…管長1mにつ
き、1.0回以上巻付け
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、1.5回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、2.0回以上巻付け

屋外露出配管には、下記の基準
で12.5W/m程度の凍結防止ヒー
タを取り付けるとともに、非繊維
系保温材・厚さ20mm以上で防
護する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…沿わせる
呼び径50φ以下…沿わせる
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、1.0回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、1.5回以上巻付け

屋外で使用する水栓や給水器
具には、水抜き栓を設ける。な
お、水抜き栓はバルブ工業会の
基準に合ったものを使用する。

屋外で使用する水栓や給水器
具には、水抜き栓を設ける。な
お、水抜き栓はバルブ工業会の
基準に合ったものを使用する。

屋外で使用する水栓や給水器
具には、水抜き栓を設ける。な
お、水抜き栓はバルブ工業会の
基準に合ったものを使用する。

量水器は、無線式や隔測式が望
ましい。また量水器の上部は保
温材で覆う。

量水器は、無線式や隔測式が望
ましい。また量水器の上部は保
温材で覆う。

量水器の上部は保温材で覆う。

温度を感知して自動的に落水す
る水抜き栓を設ける。最頂部に
自動吸気弁を設けるとともに、水
抜き栓から1/100程度の上りこう
配配管とする。なお、水抜き栓は
バルブ工業会の基準に合ったも
のを使用する。

遠隔操作型水抜き栓を設ける。
最頂部に自動吸気弁を設けると
ともに、水抜き栓から1/150程度
の上りこう配配管とする。なお、
水抜き栓はバルブ工業会の基
準に合ったものを使用する。

水抜き栓を設ける。最頂部に自
動吸気弁を設けるとともに、水抜
き栓から1/200程度の上りこう配
配管とする。なお、水抜き栓はバ
ルブ工業会の基準に合ったもの
を使用する。

ポリブデン管などの可どう（撓）性
のある配管やマンションなどの躯
体スラブ上の配管は、真空吸引
などにより水抜き装置を取り付け
る。

リゾートマンション、リゾートホテ
ルや保養所などで使用頻度の
低い建物に、ポリブデン管など
の可どう性のある配管や躯体スラ
ブ上の転がし配管を用いた場
合、真空吸引などにより水抜き装
置を取り付ける。

リゾートマンション、リゾートホテ
ルや保養所などで冬季間使用し
ない建物に、ポリブデン管などの
可どう性のある配管や躯体スラブ
上の転がし配管を用いた場合、
真空吸引などにより水抜き装置
を取り付ける。

外壁に隠ぺい配管をしない。軒
天井、ピロティ、駐車場などの凍
結の恐れのある部分には配管し
ない。やむを得ず配管する場合
は、凍結防止ヒータを取り付け
る。

外壁に隠ぺい配管をしない。や
むを得ない場合は、ライニングな
どの外壁とは別の箇所に配管す
る。軒天井、ピロティ、駐車場な
どの凍結の恐れのある部分の配
管には、凍結防止ヒータを取り付
けるか、水抜き栓を設ける。

外壁に配管する場合は、建物の
断熱材・防湿層の内側に配管す
る。

表 5.1a　凍結対策の比較（給水設備）(1)

項　　目

屋外給水管

屋内給水管

86



寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

受水槽および
高置水槽

原則として、屋内に設置する。室
内にはサーモスタットを付属した
電気パネルヒータを取り付ける。
やむを得ず、屋外設置となる場
合は貯水槽内を電熱ヒータなど
で加温する。配管類は、上記屋
外配管の項に準じる。

屋内に設置する場合は、室内に
はサーモスタットを付属した電気
パネルヒータを取り付ける。
屋外設置の場合は貯水槽内を
電熱ヒータなどで加温するか、循
環ポンプで循環させる。配管類
は、上記屋外配管の項に準じ
る。

0

揚水ポンプ 屋内設置とする。室内には、
サーモスタットを付属した電気パ
ネルヒータを取り付けるとともに、
ポンプ本体の保温とフランジヒー
タなどを設置する。

屋内設置とする。室内には、
サーモスタットを付属した電気パ
ネルヒータを取り付ける。

屋内設置とする。やむを得ず、
屋外のポンプ小屋などに設置す
る場合は、室内にサーモスタット
を付属した電気パネルヒータを
取り付ける。

表 5.1b　凍結対策の比較（給水設備）(2)

項　　目
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寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

給湯器回りの
配管

屋外露出配管を避ける。やむを
得ない場合は、下記の基準で
12.5W/m程度の凍結防止ヒータ
を取り付けるとともに、非繊維系
保温材・厚さ30mm以上で防護
する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…管長1mにつ
き、1.5回以上巻付け
呼び径50φ以下…管長1mにつ
き、2.0回以上巻付け
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、2.5回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、3.0回以上巻付け

屋外露出配管には、下記の基準
で12.5W/m程度の凍結防止ヒー
タを取り付けるとともに、非繊維
系保温材・厚さ25mm以上で防
護する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…沿わせる
呼び径50φ以下…管長1mにつ
き、1.0回以上巻付け
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、1.5回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、2.0回以上巻付け

屋外露出配管には、下記の基準
で12.5W/m程度の凍結防止ヒー
タを取り付けるとともに、非繊維
系保温材・厚さ20mm以上で防
護する。なお、凍結防止ヒータに
サーモスタットが付属されている
場合は、電源ランプと通電ランプ
のあるものとする。
呼び径25φ以下…沿わせる
呼び径50φ以下…沿わせる
呼び径125φ以下…管長1mに
つき、1.0回以上巻付け
呼び径150φ以上…管長1mに
つき、1.5回以上巻付け

給湯用膨張・補
給水タンクおよ
びタンク回り配
管

暖房室が隣接する屋内に設置
する。タンク内には投込式電気
ヒータ、配管には配管用ヒータを
設ける。室内にはサーモスタット
を付属した電気パネルヒータを
取り付ける。さらに凍結防止運転
を備えたシステムとする。

屋内に設置する。タンク内には
投込式電気ヒータ、配管には配
管用ヒータを設ける。室内には
サーモスタットを付属した電気パ
ネルヒータを取り付ける。

屋内に設置する。タンク内には
投込式電気ヒータ、配管には配
管用ヒータを設ける。

太陽熱間接集
熱方式の不凍
液

不凍液濃度は３０％以上とする
（図2.4.1を参照した）。

不凍液濃度は２０％以上とする
（図2.4.1を参照した）。

不凍液濃度は１０％以上とする
（図2.4.1を参照した）。

表 5.2  凍結対策の比較（給湯設備）

項　　目
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寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

表 5.3　凍結対策の比較（排水・通気設備）

項　　目

埋設配管は凍結深度以下とす
る。管内に貯留排水が生じる場
合は特に配慮する。露出配管は
保温の上凍結防止ヒータ巻きを
行う。規準は使用頻度、給水設
備凍結防止ヒータ巻規準を参考
とする。

屋外排水管 埋設配管は凍結深度以下とす
る。管内に貯留排水が生じる場
合は特に配慮する。露出配管は
保温の上凍結防止ヒータ巻きを
行う。規準は使用頻度、給水設
備凍結防止ヒータ巻規準を参考
とする。積雪の有無、盆地性気候
の特性を考慮。

埋設深度は凍結深度の65％以
上とする。露出配管は保温のうえ
適切なこう配をとる。

樹脂製ます、重量ますを使用し
凍上防止を行う。重量ますの縁
塊と側塊を平らに仕上げる。地上
部が機械除雪により破損を受け
ないように考慮する。

樹脂製ます、重量ますを使用し
凍上防止を行う。重量ますの縁
塊と側塊を平らに仕上げる。地上
部が機械除雪により破損を受け
ないように考慮する。

地上部が機械除雪により破損を
受けないように考慮する。

ます類

給水管と同様に外壁埋設配管は
しない。ピロティなど外気の影響
を受けやすい部分は使用頻度を
考慮し凍結防止ヒータ巻きを行
う。

給水管と同様に外壁埋設配管は
しない。ピロティなど外気の影響
を受けやすい部分は使用頻度を
考慮し凍結防止ヒータ巻きを行
う。

屋内排水管

常時排水のない系統は床排水金
物を必要としないドライ方式を採
用する。必要な箇所は暖房設備
を設置、封水の蒸発に留意す
る。長期不使用系統の排水金物
類の不凍液によるトラップ保護。
(不凍液は排水せずくみ取り、産
業廃棄処分とし水域・浄化槽・下
水道に悪影響を与えないこと）

排水金物類 常時排水のない系統は床排水金
物を必要としないドライ方式を採
用する。必要な箇所は暖房設備
を設置、封水の蒸発に留意す
る。長期不使用系統の排水金物
類の不凍液によるトラップ保護。

常時排水のない系統は床排水金
物を必要としないドライ方式を採
用する。

通気管 通気口設置位置は季節風方向
を避け、つらら下がり、氷結閉鎖
を考慮、形式、サイズを考慮す
る。通気管配管こう配も十分にと
る。

通気口設置位置は季節風方向
を避け、つらら下がり、氷結閉鎖
を考慮、形式、サイズを考慮す
る。通気管配管こう配も十分にと
る。

通気口設置は季節風方向を避
け、つらら下がり、氷結閉鎖を考
慮形式、サイズを考慮する。通気
管配管こう配も十分にとる。
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寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

ルーフドレン ルーフドレン金物に凍結防止
ヒータを巻く。

ルーフドレン金物に凍結防止
ヒータを巻く。

ルーフドレン金物に黒または茶
褐色の塗装をする。

屋外雨水管 屋上雨水排水屋外露出配管は
鋼管とする。配管には上から下
まで凍結防止ヒータを管内に通
す。

屋上雨水排水屋外露出配管は
配管には上から下まで凍結防止
ヒータを管内に通す。

屋上雨水排水屋外露出配管は
鋼管とする。凍結防止ヒータは指
示がある場合には管内に通す。

屋上雨水排水とバルコニー雨水
排水は別系統とする。バルコ
ニー雨水配管は鋼管とする。

屋上雨水排水とバルコニー雨水
排水は別系統とする。バルコ
ニー雨水配管は鋼管とする。

屋上雨水排水とバルコニー雨水
排水は別系統にするのが望まし
い。

立管下端とバルコニールーフド
レン上端の離隔距離は３０cm 程
度とする。凍結防止ヒータは指示
がある場合には管内に通す。

立管下端とバルコニールーフド
レン上端の離隔距離は２０cm程
度とする。凍結防止ヒータは不要
とする。

地中埋設配管は凍結深度以下
とする。雨水ますは凍上により破
損しないように、ますの蓋受部が
側塊の外に出ない形状とする。
雨水立管内凍結防止のため雨
水排水ます内にトラップを設け水
深は３０ｃｍ以上が望ましい。

凍上については特に考慮しなく
くてよい。雨水立管内が凍結しな
いよう雨水ます内にトラップを設
け、水深は２０cm以上が望まし
い。

凍上については特に考慮しなく
てよい。

雨水管は鋼管またはプラスチッ
ク管とする。暖房のある場所、な
い場所とも、雨水管に防露保温
材を巻く。

表 5.4　凍結対策の比較（雨水設備）

項　　目

屋内雨水管 雨水管は鋼管とする。暖房のあ
る場所では、雨水管に防露保温
材を巻く。暖房のない部屋、倉
庫、工場、塔屋などの場所では
雨水管表面に凍結防止ヒータを
巻き、さらに防露保温材を巻く。

雨水管は鋼管とする。暖房のあ
る場所では、雨水管に防露保温
材を巻く。暖房のない部屋、倉
庫、工場、塔屋などの場所では
雨水管表面に凍結防止ヒータを
巻き、さらに防露保温材を巻く。

 90



寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

屋内消火栓設
備屋外配管

原則として屋外配管は行わな
い。

凍結の可能性のある部位には凍
結防止ヒータを施工し断熱を行
う。

凍結の可能性のある部位には断
熱を行う。

泡消火設備
水噴霧設備

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、粉末消火設
備か特殊ガス消火設備に変更
する。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、粉末消火設
備か特殊ガス消火設備に変更
する。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、断熱を行
う。

連結送水管設
備（消火活動上
必要な設備）

屋内消火栓配管と併用せず、単
独で乾式配管とする。

屋内消火栓配管と併用せず、単
独で乾式配管とする。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、断熱を行
う。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、断熱を行
う。

表 5.5　凍結対策の比較（消火設備）

項　　目

屋内消火栓設
備ポンプ室（各
設備共通）

凍結防止用パネルヒータの設
置、サーモスタットによる換気設
備運転とし、冬期は運転停止と
する。パネルヒータの能力は、冬
期室内温度が-5℃を下回らぬよ
うに考慮する。凍結の危険のある
部位には凍結防止ヒータを施工
し断熱を行う。

凍結防止用パネルヒータの設
置、サーモスタットによる換気設
備運転とし、冬期は運転停止と
する。パネルヒータの能力は、冬
期室内温度が-5℃を下回らぬよ
うに考慮する。

サーモスタットによる換気設備運
転とし、冬期は運転停止とする。

屋内消火栓設
備屋内配管

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、乾式の消火
配管とする。乾式が採用できな
い場合は、パーツケージ型消火
設備の設置を検討する。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、乾式の消火
配管とする。乾式が採用できな
い場合は、凍結防止ヒータを施
工し断熱を行う。

暖房を行わない建物や非暖房
室の多い建物では、断熱を行
う。

消火配管埋設深さは凍結深度
以下とする。

屋内消火栓設
備屋上テスト弁
回り

テスト弁の外部露出は避け、テス
ト弁周りの水抜きを行う。テスト弁
手前に空気取入弁を取り付け、
横引き管はテスト弁に向かって
順こう配として、内部の水を完全
に排水する。

テスト弁の外部露出は避ける。ま
た凍結防止ヒータを施工し断熱
を行う。

テスト弁の外部露出は避ける。

スプリンクラ設
備

乾式とする。乾式が採用できな
い場合は、凍結の危険のある部
位に逆止弁と不凍液注入バルブ
を設け不凍液を注入する。

乾式とする。乾式が採用できな
い場合は、凍結の危険のある部
位に凍結防止ヒータを施工し断
熱を行う。

屋外消火栓設
備

消火配管埋設深さは凍結深度
以下とする。自立式屋外消火栓
は、不凍式を採用する。外壁取
付けなどの箱型は、バルブ回り
の水抜きが可能な施工とする。

消火配管埋設深さは凍結深度
以下とする。自立式屋外消火栓
は、不凍式を採用する。
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寒冷地Ａ 寒冷地Ｂ 準寒冷地

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-10℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね-5℃以下となる地
域

過去10年間の最低気温の平均
が、おおむね0℃以下となる地域

空調機コイル
下記方式による凍結防止対策
が必要。

下記方式による凍結防止対策
が必要。

下記方式による凍結防止対策
が必要。

　・ｺｲﾙﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｸﾄ方式 　・ｺｲﾙﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｸﾄ方式 　・ｺｲﾙﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｸﾄ方式

　・予熱コイル方式 　・予熱コイル方式 　・予熱コイル方式

　・流量調整方式

　・凍結防止ポンプ方式

　なお、流量調整方式は外気温
が上昇した場合、室温を過度に
上昇させる恐れがあり、また、凍
結防止ポンプ方式は下記問題を
発生させる恐れがあるため、採
用には注意が必要である。

（凍結防止ﾎﾟﾝﾌﾟ方式の問題点）

1）.凍結防止ポンプの循環水量

　により加熱コイル能力を低下さ

　せる恐れがある。

2）.長期間に渡り凍結防止ポン

　プによる過大な水量がコイルに

　流れ、コイルを損傷させる恐れ

　がある。

　

冷却塔回り （開放式） （開放式） （開放式）

冷却塔、屋外配管には凍結防止
ヒータを取り付け、凍結防止を図
る。

冷却塔、屋外配管には凍結防止
ヒータを取り付け、凍結防止を図
る。

冷却塔、屋外配管には凍結防止
ヒータを取り付け、凍結防止を図
る。

（密閉式） （密閉式） （密閉式）

1）.冷却塔には凍結防止ヒータを 1）.冷却塔には凍結防止ヒータを 1）.冷却塔には凍結防止ヒータを

　設置。 　設置。 　設置。

2）.凍結防止ﾋｰﾀ、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転に 2）.凍結防止ﾋｰﾀ、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転に 2）.凍結防止ﾋｰﾀ、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転に

　よるコイル凍結防止。 　よるコイル凍結防止。 　よるコイル凍結防止。

3）.屋外配管は凍結防止ヒータ 3）.屋外配管は凍結防止ヒータ 3）.屋外配管は凍結防止ヒータ

　巻きを施す。 　巻きを施す。 　巻きを施す。

4）.冷却塔回り給排気口には不 4）.冷却塔回り給排気口には不

　使用時閉鎖できるようダンパを 　使用時閉鎖できるようダンパを

　設置。 　設置。

屋外配管 （不凍液利用の場合） （不凍液利用の場合） （不凍液利用の場合）

　不凍液濃度30％以上とする。 　不凍液濃度20％以上とする。 　不凍液濃度10％以上とする。

　（不凍液資料　図2.4.1参照） 　（不凍液資料　図2.4.1参照） 　（不凍液資料　図2.4.1参照）

（不凍液を使用しない場合） （不凍液を使用しない場合） （不凍液を使用しない場合）

　凍結防止ヒータ巻きを施し、 　凍結防止ヒータ巻きを施し、 　凍結防止ヒータ巻きを施し、

循環ポンプを強制運転させ、 循環ポンプを強制運転させる 凍結防止を図る。

熱源機を運転させることにより ことにより凍結防止を図る。

凍結防止を図る。

表 5.6　凍結対策の比較（空調設備）

項　　目
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寒冷地A 寒冷地B 準寒冷地

項　　目 　過去10年間の最低気温  過去10年間の最低気温  過去10年間の最低気温

　の平均がおおむね-10℃以下  の平均がおおむね-5℃以下  の平均がおおむね0℃以下

　となる地域  となる地域  となる地域

便器の凍結防止  便器（トラップなし  便器（トラップ付）＋流動式ロータンク※※

方法 　　　　・分離トラップ式）

(ロータンク式) 　　　　＋水抜き式ロータンク※ ・給水管からロータンク～便器内へと常に一定量の水を流し

・分離トラップは地中の不凍帯 　、水を動かすことでロータンク、配管、トラップ内の水の

　に埋設 　凍結を防ぐ方式。（タンク～便器 流動水量：60 L/ｈ）

・水抜き栓で別途、給水管内の水 　

　を抜く

 ヒータ付便器（トラップ付）

　　　＋水抜き式ロータンク※

・臭気防止の点からトラップ内

　の水を抜くことができないため、

　ヒータで加温する

・水抜き栓で別途、給水管内の水

　を抜く

  室内暖房にて室温が0℃以下にならないのであれば、水抜き式ロータンク＋便器

　（トラップ付）とする。（水抜き栓も別途設置）

便器の凍結防止  ヒータ付タンクレス便器  タンクレス便器（流動式）※※

方法 　　　（一般地・水抜き式）※

(タンクレス式) ・臭気防止の点からトラップ内 ・給水管から機能部～便器内へと常に一定量の水を流し、

　の水を抜くことができないため 　水を動かすことで配管、トラップ内の水の凍結を防ぐ

　ヒータで加温する 　方式。（機能部～便器 流動水量：60 L/ｈ）

・水抜き機能で機能部内の水を 　

　抜く

・水抜き栓で別途、給水管内の水

　を抜く

・室内暖房にて室温が0℃以下にならないのであれば、タンクレス便器（一般地・水抜き式）

　とする。（水抜き栓も別途設置）

温水洗浄便座 ・室内を暖房して0℃以下にならないようにし、温水スイッチを｢入｣にする。

の凍結防止方法 ・室内を暖房できない場合は温水洗浄便座を完全に水抜きする。

・温水洗浄便座には凍結防止機能が内蔵されているため、電源が入っていれば温水タンク内が

　加温され凍結しにくい構造となっている。なお、長期不在時などで電源を切る場合は温水

  タンク内の水を抜く。

給水配管、 ・オーバヘッダ配管とし、 ・オーバヘッダ配管までは不要。

ロータンク給水   天井近くの高い位置から給水

管への配慮 　する。

・凍結防止の水抜きがしやすい

  ようロータンク給水をサプラ ・ロータンク給水はフレキホース式でよい。

  イ管式とする。

・フレキホース式ではホース

　のたるみ部分に残った水が抜

  けないため。（ただしフレキホ

  ース式でも、ロータンクの

  給水接続部分から水抜きで

　きる製品は除く。）

・水抜き栓を必ず設置する。

　室内暖房にて室温が0℃以下にならなければ、ロータンク給水はフレキホース式でよい。

※　この方式の使用限界は-15℃まで

※※この方式の使用限界は-10℃まで

表 5.7　凍結対策の比較（便器）
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6 （資料）東北各地域の気象特性 
 

｢第 5 章 凍結対策の比較」に示した分類は空気調和・衛生工学会 凍結防止調査委員

会で示された、寒冷地 A,寒冷地 B,準寒冷地の凍結地域分類の解説を下記に示す。 

寒冷地 A:過去 10 年間の最低気温の平均がおおむね-10℃以下となる地域 

寒冷地 B:過去 10 年間の最低気温の平均がおおむね-5℃以下となる地域 

準寒冷地:過去 10 年間の最低気温の平均がおおむね 0℃以下となる地域 

なお、寒冷地 A,寒冷地 B,準寒冷地の分類地図（昭文社発行 日本地図帳 2003 年版の

東北総図に記述）およびＡＭｅＤＡＳの測定値の標高を下記に示す。 

 

表 6.1 ＡＭｅＤＡＳの東北地方における市町村・観測地点 

1994 年～2003 年までの最低気温（℃）、標高（m）、風速（m/s） 

 

県名 市町村名 平均 最低 標高 風速

青森県 大間 -8.4 -10.2 14 2.9
青森県 むつ -13.4 -17.6 3 2.9
青森県 小田野沢 -11.0 -16 6 2.8
青森県 今別 -9.2 -10.4 30 1.6
青森県 脇野沢 -10.3 -14.4 15 2.4
青森県 市浦 -11.5 -15 20 2.0
青森県 蟹田 -12.3 -16.2 5 2.5
青森県 五所川原 -11.8 -13.3 9 2.2
青森県 青森 -9.5 -10.5 3 2.8
青森県 野辺地 -10.6 -12.7 43 2.8
青森県 六ヶ所 -9.6 -11.5 80 2.6
青森県 鰺ケ沢 -9.2 -10.9 40 2.3
青森県 深浦 -7.6 -9.6 66 3.1
青森県 弘前 -10.3 -11.7 30 1.5
青森県 黒石 -11.5 -15 40 2.7
青森県 酸ケ湯 -15.8 -17.2 890 2.7
青森県 三沢 -9.7 -12.5 39 2.0
青森県 十和田 -13.5 -15.3 42 2.0
青森県 八戸 -9.6 -11.3 27 4.0
青森県 碇ヶ関 -12.3 -14.9 137 2.0
青森県 休屋 -13.6 -15.3 408 1.9
青森県 三戸 -14.1 -16.2 38 1.1
秋田県 八森 -7.5 -10.4 31 2.4
秋田県 能代 -8.4 -12.4 6 4.1
秋田県 鷹巣 -12.5 -16.2 29 2
秋田県 大館 -12.9 -14.8 59 1.1
秋田県 鹿角 -16.2 -19.6 123 1.6
秋田県 湯瀬 -13.6 -17.2 236 1.6
秋田県 八幡平 -14.6 -17 578 1
秋田県 男鹿 -10.1 -13.6 20 2.2
秋田県 大潟 -11.7 -18.5 -3 2.6
秋田県 五城目 -9.7 -13.1 6 1.7
秋田県 阿仁合 -12.2 -14 120 2.2
秋田県 秋田 -7.8 -10.3 6 4.3
秋田県 岩見三内 -11.5 -13.3 55 1.1
秋田県 角館 -12.4 -14.5 56 0.9

県名 市町村名 平均 最低 標高 風速

秋田県 田沢湖 -13.1 -14.7 230 1.8
秋田県 大正寺 -11.4 -13.5 20 2.2
秋田県 大曲 -13.8 -16.5 30 1.4
秋田県 本荘 -9.3 -12.4 11 2.7
秋田県 東由利 -14.5 -19.6 117 1.2
秋田県 横手 -11.9 -13.4 59 1.9
秋田県 象潟 -5.4 -8.7 5 3.2
秋田県 矢島 -10.2 -13.2 72 1.5
秋田県 湯沢 -14.1 -17.2 74 2.3
秋田県 湯ノ岱 -11.3 -13.7 335 1.4
岩手県 種市 -9.6 -11.6 70 1.3
岩手県 軽米 -16.6 -18.9 153 1.9
岩手県 二戸 -15.0 -17 87 2.0
岩手県 山形 -14.8 -16.9 290 1.4
岩手県 久慈 -10.9 -12.6 5 1.9
岩手県 荒屋 -17.1 -19.8 290 2.1
岩手県 奥中山 -18.8 -19.7 430 1.4
岩手県 葛巻 -17.3 -19.8 390 1.2
岩手県 普代 -12.3 -15.1 8 1.3
岩手県 岩手松尾 -16.8 -19.8 275 1.7
岩手県 好摩 -16.7 -19.4 205 2.4
岩手県 岩泉 -11.4 -14.1 112 0.9
岩手県 小本 -11.2 -13.5 10 1.5
岩手県 藪川 -24.0 -26.5 680 1.2
岩手県 雫石 -17.8 -20.6 195 2.0
岩手県 盛岡 -12.4 -14.3 155 2.9
岩手県 宮古 -9.6 -11.5 43 2.3
岩手県 紫波 -12.5 -14.8 170 1.5
岩手県 川井 -12.4 -14.9 192 2.1
岩手県 沢内 -17.0 -19.4 327 1.0
岩手県 大迫 -13.4 -15 140 1.2
岩手県 山田 -10.7 -12.9 24 1.8
岩手県 湯田 -15.3 -18.2 250 0.7
岩手県 遠野 -15.3 -17.8 273 1.2
岩手県 北上 -11.7 -14.1 61 1.2
岩手県 釜石 -7.8 -9.9 5 1.8
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※  風速：過去 10 年間の平均風速 
  

 
 
 
 
 
 
 

県名 市町村名 平均 最低 標高 風速

岩手県 若柳 -12.3 -15.8 100 1.7
岩手県 江刺 -13.5 -17.8 42 2.0
岩手県 住田 -10.8 -13 80 2.0
岩手県 大船渡 -7.7 -10.4 37 2.5
岩手県 一関 -9.8 -14.4 32 1.1
岩手県 千厩 -11.9 -15.4 120 1.4
宮城県 駒の湯 -12.5 -14 525 1.8
宮城県 気仙沼 -8.3 -10.3 62 2.0
宮城県 川渡 -10.4 -12.6 170 1.2
宮城県 築館 -11.6 -14.5 25 1.8
宮城県 米山 -12.0 -16 5 2.5
宮城県 志津川 -8.5 -10.5 38 1.1
宮城県 古川 -10.4 -14.5 28 2.4
宮城県 大衡 -9.5 -11.6 55 1.0
宮城県 鹿島台 -11.3 -14.6 3 2.7
宮城県 石巻 -7.9 -9.5 43 4.1
宮城県 新川 -11.5 -14.3 264 1.8
宮城県 塩釜 -6.9 -8.5 105 2.2
宮城県 江ノ島 -4.3 -6.4 40 4.1
宮城県 仙台 -5.9 -7.3 39 3.3
宮城県 川崎 -10.7 -13.4 200 1.0
宮城県 白石 -7.5 -8.8 86 2.3
宮城県 亘理 -6.7 -8.2 8 1.2
宮城県 丸森 -10.5 -13.9 18 2.2
山形県 飛島 -4.7 -7.1 58 6.1
山形県 酒田 -6.3 -8.9 3 4.3
山形県 差首鍋 -11.9 -15.1 88 0.9
山形県 金山 -10.7 -13.2 170 1.3
山形県 鶴岡 -6.3 -9.6 16 2.0
山形県 狩川 -7.6 -11.7 17 3.4
山形県 新庄 -12.2 -16.8 105 2.7
山形県 向町 -12.6 -14.6 212 1.6
山形県 肘折 -12.2 -13.9 330 1.1
山形県 尾花沢 -11.2 -13.3 106 2.5
山形県 鼠ヶ関 -4.9 -6.3 7 1.3
山形県 楯岡 -10.0 -13.4 1.8
山形県 大井沢 -14.0 -15.8 440 0.8

県名 市町村名 平均 最低 標高 風速

山形県 左沢 -11.7 -14 133 1.7
山形県 山形 -8.6 -10.2 153 1.7
山形県 長井 -11.4 -14 210 1.6
山形県 小国 -10.6 -15 140 1.4
山形県 高畠 -11.0 -13.3 220 1.0
山形県 高峰 -13.1 -15.6 250 1.2
山形県 米沢 -9.7 -11.3 239 2.5
福島県 茂庭 -9.1 -11.3 200 1.4
福島県 梁川 -7.9 -10.8 42 1.5
福島県 桧原 -16.4 -18.8 824 0.9
福島県 福島 -6.2 -9 67 2.4
福島県 相馬 -7.9 -9.5 9 2.2
福島県 喜多方 -12.5 -15.1 212 1.3
福島県 鷲倉 -14.1 -16.4 1220 3.4
福島県 飯舘 -14.5 -18.2 446 1.8
福島県 西会津 -11.2 -14.5 110 1.4
福島県 猪苗代 -13.2 -16.6 521 1.9
福島県 二本松 -8.9 -10.9 240 1.5
福島県 金山 -10.1 -12.4 324 0.4
福島県 若松 -10.0 -12.3 212 2.0
福島県 船引 -11.1 -14 460 1.6
福島県 浪江 -8.1 -10.7 47 1.6
福島県 只見 -11.9 -14.2 377 0.8
福島県 郡山 -7.4 -9.8 230 2.1
福島県 川内 -13.1 -15.2 410 1.1
福島県 南郷 -13.6 -15.4 494 2.3
福島県 湯本 -15.9 -17.6 640 0.9
福島県 小野新町 -11.2 -14.3 433 1.1
福島県 広野 -6.1 -7 43 1.6
福島県 田島 -14.3 -16.4 570 0.7
福島県 白河 -8.8 -10.4 355 3.6
福島県 石川 -9.7 -12.3 290 1.5
福島県 桧枝岐 -14.7 -17.6 930 1.4
福島県 上遠野 -7.9 -9.8 125 1.3
福島県 東白川 -10.1 -12.6 217 1.5
福島県 小名浜 -4.9 -5.8 3 2.7
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図 6.1 寒冷地 A,寒冷地 B,準寒冷地の分類地図 

寒冷地 B 

準寒冷地 

寒冷地 B 

準寒冷地 

寒冷地 A 

 

寒冷地 B 

寒冷地 A 
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7 （参考） 凍結防止対策等調査報告 

 当委員会は、毎年度１度ずつ、次のとおり凍結防止対策と寒冷地・積雪地特有

の建築設備関連技術の視察調査を行った。 

  02 年度（平成 14 年度）  札幌・小樽 

  03 年度（平成 15 年度）  花巻・盛岡・滝沢・安比 

  04 年度（平成 16 年度）  韓国 

このうち、特徴的な札幌・小樽方面と韓国の調査報告を記載する。 

 

 

7.1 札幌・小樽方面の凍結防止対策等調査報告 

7.1.1 はじめに 

 (社)空気調和・衛生工学会 東北支部  給排水衛生設備の凍結防止委員会（委員

長：東北文化学園大学教授・岡田誠之）は、北海道における水道凍結防止対策な

どの調査を行った。今回は、小樽市の水抜き栓システムメーカーである㈱光合金

製作所を訪ねて、いろいろお話を伺った。また、小樽市内の公衆便所内の凍結防

止システムや、北海道大学構内にあるローエネルギーハウスと㈱日伸テクノの社

長のお宅に採用されている、地下熱利用ヒートポンプシステムの視察が主な内容

であった。 

今回の視察調査は(社)空気調和・衛生工学会 東北支部の委員会関係者を中心

に次の 6 名が参加した。  
団長 岡田誠之 東北文化学園大学  
幹事 赤井仁志 ㈱ユアテック  
団員 安藤政之 (資 )安藤技術士事務所  
   高橋秀一 山形県設備技術協議会  
   中川孝士 ㈱光合金製作所  
   前田信治 東北文化学園大学  

 
7.1.2 行程 

 行程と内容の概要は、次のとおりである。 

 (1) 札幌市内（3 月 13 日） 

1）コンチネンタルシルマー㈱見学 

① 配管内のエア除去システムとして、気水分離器の使用実演 

(2) 小樽市内（3 月 13 日）（写真 7.1.1～7.1.4） 

 1）公衆便所内凍結防止システム見学 

2）㈱光合金製作所打合せ、工場見学 

① 水抜き栓を使用した凍結防止システムの説明、実演 

② 水抜き栓の工場製作状況見学 
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写真 7.1.3 公衆便所の大便器まわり配管概略図 

 

(3) 札幌市内（3 月 14 日） 

   1）北海道大学構内ローエネルギーハウス見学 

2）㈱日伸テクノ社長宅地下熱利用ヒートポンプシステム見学 

3）JR 札幌駅６階多目的トイレ、子供用トイレ見学 

 
7.1.3 北海道における水道凍結防止の現状 

 北海道の気候風土は亜寒帯に近く、冬期の気象条件は東北地方のように中途半

端ではない。そのため、徹底した寒冷地対策が必要である。水道配管は、外部立

ち上げを行わず、ほとんど建物内で立ち上げている。凍結防止対策は、水抜き方

式が主流である。  
また、地域によって気候風土が異なり、日本海側と太平洋側、盆地などでは凍

バキュームブレーカー  

写真 7.1.1 小樽市内の公衆便所  写真 7.1.2 便所内大便器まわり  
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結深度が違う。水道管の埋設深度は、日本海側の小樽市では 600～800mm である

が、－40℃以下となる旭川市方面の地域では 3 000 ㎜である。したがって水抜き

栓は 3 000 ㎜程度のものまで使用されている。 

住宅は、高気密・高断熱仕様が一般的であり、窓はペアガラス、玄関部に採光

できる風除室を設けている場合もある。 

住宅で長期不在となる場合、室内の温度が低下し、水抜き栓以降の室内側配管

内のたまり水が凍結し通水不能になり、水栓類が破損する場合がある。高気密・

高断熱仕様の住宅でも室内発熱などがなければ徐々に室温が低下していくため、

いずれは凍結の被害が発生するのである。 

山間部の別荘などでは、特に注意が必要である。凍結防止対策としては、水抜

き栓以降の管内の水抜きを完全に行うことが必要である。 

配管作業の簡略化のためにヘッダ工法を採用する場合、配管材のポリエチレン

管は、配管途中に起伏ができ、完全な水抜きは困難であるが、吸引水抜き装置に

より管内の水を完全に抜くことができる。水を完全に抜くことができれば、長期

間留守にしても凍結事故は起こらず、暖房（凍結防止用ヒータ）を常時運転する

必要はなくなり省エネとなる。 

写真 7.1.4 に吸引水抜き装置概略図を示すが、配管材を除く概算費用は、装置、

コントローラ、継手類で約 25 万円である。 

水抜き栓は、手動式と電動式があるが、北海道では手動式が多く採用されてい

る。しかし、家庭の主婦からの苦情として、水抜き栓のふたの中に虫が発生し、

不衛生であることと開閉の手間や確認がしにくいということで、電気式のコント

ローラで一元管理できるシステムが注目され始めている。 

 
写真 7.1.4 ヘッダ工法の水抜きシステム「吸引水抜き装置概略図」 

 

7.1.4 東北地方の凍結防止の課題 

一方、東北地方は南北に約 600km、奥羽山脈を中心に東西に分かれ、東西南北
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の各地域では、気候風土が異なり、冬期の外気や気象条件には較差がある。特に

仙台市は中途半端な地域で、冬期の設計外気温度条件は-3.2℃であるが、連続し

て一日中氷点下を記録することは、シベリア寒気団が居座らなければほとんどな

い。そのため、水抜き栓や凍結防止ヒータを設置してはいるが、使用しなくとも

凍害はあまりない。しかし、少し郊外の高台の団地などでは、風の影響で物質の

熱貫流率が高くなり、一晩氷点下の場合でも凍結の危険性が高まる。暖冬が続き、

凍結被害の意識が薄れてきたところに急に寒波が来ると、水道凍結が頻発するの

である。そういう中途半端な気候風土が、凍結防止対策の意識を高揚できない理

由である。東北地方の場合、水道配管は建物の外部を露出で立ち上げ、建物内に

導入される場合が多い。その場合の凍結防止対策としては、断熱材＋凍結防止ヒ

ータの施工、水抜き栓の設置、流水方式の採用などがある。 

省エネルギーの点で考えれば、水抜き方式が一番優れていると考えられる。 

 
7.1.5 おわりに 

 今回は、小樽市と札幌市のいくつかの施設を見学し、水道凍結防止対策や省エ

ネルギーの話を伺い、いろいろな製品やシステムを見せていただいた。現地では、

その気候風土により、冬期間を快適に過ごすための住まい方が、ほぼ確立されてい

る。今後は、衛生面に配慮し、操作性に優れた、メンテナンスのしやすい水道凍結

防止システムの開発と普及が必要とされている。  
また、今回見学した施工方法やシステムは、気候風土の異なる東北地方でも、

参考にすべきものであるので、今後十分に検討し、東北地方の凍結防止対策の確

立に応用し、寄与させたいと考える。 
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7.2 韓国の給排水衛生設備および上下水道施設凍結防止対策等調査報告 

7.2.1 はじめに 

 (社)空気調和・衛生工学会 東北支部 給排水衛生設備の凍結防止委員会（委員長：岡田

誠之）は、(社)日本技術士会 東北支部 衛生工学・環境・上下水道部会（部会長：赤井仁

志）と合同で韓国の給排水衛生設備と上下水道施設の凍結などの調査を行った。今回は、

給水設備と上水道施設の凍結や水質に関する技術フォーラムと視察が主な内容であった。 

しかし、幅広い視点での視察、討議や検討を行おうと周辺技術関連部門の技術士にも参

加を募った。その結果、給排水衛生設備と上下水道施設に直接関係する衛生工学部門と上

下水道部門以外の応用理学部門と建設部門からも参加があった。日本側からは、(社)空気

調和・衛生工学会 東北支部の委員会関係者と(社)日本技術士会 東北支部 衛生工学・環

境・上下水道部会の会員を中心に次の８名が参加した。 

団 長 岡田誠之 東北文化学園大学（技術士・衛生工学、工学博士） 

幹 事 赤井仁志 ㈱ユアテック（技術士・衛生工学部門） 

団 員 相澤英彦 石巻地方広域水道企業団（技術士・上下水道部門） 

 安彦宏人 日本地下水開発㈱（技術士・応用理学部門） 

 乾 雅宏 ㈱光合金製作所 

 黒澤正志 ㈱英工業 

 庄司忠悦 清水建設㈱（技術士・建設部門） 

 長島洋一 ㈱光合金製作所 

韓国側のコーディネートと通訳に、大学専攻科から修士課程、博士課程まで関東学院大

学（建築設備工学）に在籍し、学位を取得した金甲守さん（ソウル特別市市政開発研究院

都市環境部シニア・リサーチ・フェロー、工学博士）が尽力くださった。 

 

7.2.2 調査の概要 

調査の概要は、次のとおりである。 

（1）11月 25日（木）午前 ソウル特別市上水道事業本部幹部との意見交換会等（写真 7.2.1） 

   ソウル特別市上水道事業本部から

は、３年間東京都水道局に研修に来

ていたこともある金興権・上水道事

業本部長（日本での水道局長）ほか

３名が参加した。凍結問題のほか、

ソウルでは直接水を飲む方が３％し

かいないことなどが紹介され、質疑

応答などの討議が行われた。 

   日本側からは、受水槽などの周囲

に点検用空間を確保していることや、

クロスコネクション防止、供給水の

維持手法などについて助言させてい

ただいた。 

（2）11 月 25 日（木）午後 日韓凍結対

写真 7.2.1 ソウル特別市上水道事業本部幹部と

 （前列向かって右から２人目が、金興権ソウ

ル特別市上水道事業本部長） 
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策フォーラム（写真 7.2.2～7.2.4） 

   ソウル特別市上水道事業本部と日本側の現状の発

表と討議、意見交換が行われた。韓国側からは量水

器の凍結事故が多く、技術開発を行っている旨の発

表があった。02 年度は 27,874 件の凍結事故があり、

正月の休みで家を空ける時期に 18,812 件（67.5％）

と集中している。建物種別では集合住宅が 12,837 件

（46.1％）で も多い。01 年 11 月に上水道事業本

部が量水器カバーの規格改定をし、02 年 8 月にソウ

ル市が建築条例を改定して、事故が起きにくいよう

にした。 

量水器の凍結防止対策のアイディアを、市民から

募集した。電熱ヒータを設けたり、量水器カバーを

二重にしたり、量水器本体を改良して試験をしてい

る。量水器本体の改良案は、凍結の膨張を吸収する

タイプ、ドイツから部品を輸入して硬いガラスにす

るタイプやリモートタイプなどである。 

日本側からは、建物内での凍結事故が多いことや

防止対策、解氷作業などについて講演した。 

討議では、ソウル特別市上水道研究所技術開発部長の李圭星さん（工学博士）や上

水道事業本部水道管理部長の朴寅錫さんから、凍結箇所の違いや対策方法、日本では

なぜ量水器が凍結しないかという質問のほか、対策方法の技術開発のあり方、実務で

の要点や実際の普及方法などに対して意見が求められた。閉会の挨拶で金甲守さんか

ら、「今後、日本と韓国との給排水衛生設備と上下水道施設に関する技術交流を促進さ

せ、お互いの弱点を補完しあえるような助言や協力、共同研究により、効率的な発展

を望む」と、お話しがあった。式次第は次のとおりである（敬称略）。 

  「開会の挨拶」ソウル特別市上水道事業本部 次長 崔泰根 

  「日本での凍結の状況」  

東北文化学園大学教授 岡田誠之（技術士・衛生工学部門、工学博士） 

  「ソウル市での凍結の現状と対策」 

ソウル特別市上水道事業本部 経営部経営課長 韓相仁 

  「上水道施設（浄水場）の凍結防止対策」   

石巻地方広域水道企業団 主任技師 相澤英彦（技術士・上下水道部門） 

  「水道計量器（量水器）の凍結防止研究の状況」 

ソウル特別市上水道研究所 技術開発部研究士 金孝一 

  「建物内の給水管の凍結対策」 

 ㈱ユアテック 技術開発部課長 赤井仁志（技術士・衛生工学部門） 

  「水抜栓による凍結防止対策」 ㈱光合金製作所 取締役技術部長 長島洋一 

  「閉会の挨拶」ソウル特別市市政開発研究院都市環境部 

シニア・リサーチ・フェロー 金甲守（工学博士） 

写真 7.2.2 日韓凍結 対策フォ

ーラムの会場入口の看板 
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（3）11 月 25 日（木）夜 給水・水道関係の研究者との意見交換会など 

   ソウル特別市市政開発研究院都市環境部シニア・リサーチ・フェローの金甲守さん

（工学博士）と韓国建設技術研究所建設環境部主席研究員の李鉉東さん（上下水道技

術士、工学博士）のお二方と、給水設備と上水施設の環境衛生を中心に意見交換を行

った。李鉉東さんは韓国の技術士であることから、水にかかわる技術士としての使命

や役割などについても、日本側の技術士と話し合った。 

（4）11 月 26 日（金）午前 富徳実業株式会社の視察および意見交換会 

   インチョン市にある各種給水装置を製造販売している富徳実業の本社および第一工

場の視察などを行った。富徳実業は、量水器以外の給水装置を網羅しており、数年前

に水抜き栓の製造も始めた。製造工程や製品は、数十年日本より遅れていることは否

めないが、社長の意欲とアイディアで成長が期待できる企業であることが感じ取られ

た。 

   日本側から、量水器ボックスの断熱性・気密性を上げることが凍結事故防止のポイ

ントであることなどを示唆させていただいた。 

（5）11 月 26 日（金）午後 永登浦浄水事業所の視察および意見交換会 

   ソウル市の中で、ハン川の 下流に位置する永登浦浄水事業所の視察等を行った。

金所長から、浄水場の現状と課題、今後の計画等について説明があった。ソウルでは

二流のマスコミや市民団体が、水道水を飲んではいけないと扇動している。また浄水

器のメーカーも仮構の内容で水道水の有害性をＰＲし、懐柔している。 

ソウル市水道事業本部では取水位置を上流側に変えたり、下流側の浄水場を廃止し

て上流側に新設したり、河川そのものの水質も向上しており、健康面や衛生面でほと

んど問題はなくなっているとのこと。給水方式も増圧直結方式に切り替えており、衛

生面に配慮している。だが、北朝鮮との抗争を考慮して、病院や集合住宅では地下式

受水槽を設置するように見直している。日本では約 30 年前から、地下式受水槽の新設

は認められていないことや清掃等の維持管理などを含めて、水の安全面と衛生面への

配慮がなされていることなどを述べた。 

意見交換の後、市民や学生向けの展示コーナーの見学や浄水施設内を案内していた

だいた。 

写真 7.2.3 日韓凍結対策フォーラムでの 

崔泰根上水道事業本部次長の開会挨拶  

写真 7.2.4 日韓凍結対策フォーラムでの

岡田誠之団長の発表  
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