積雪寒冷地における雪氷冷熱及び温泉熱を利用した低炭素型社会モデル
に関する実証実験と評価
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Synopsis: If snow and ice can be kept and utilized as cooling sources for space cooling and food storage, they will have
possibility of energy conservation and CO2 reduction. Thermal utilizations of snow and ice have been noticeable since the
Law Concerning Special Measures to Promote the Use of New Energy was amended to add the use of them. First, this paper
proposes the outline of low-carbon business model using snow-and-ice resource and exhaust heat from hot spring. Second,
field experimental results are shown.
業」の一つとして積雪寒冷地の特性を生かした低炭素
はじめに

型社会モデルの実証実験と評価を行う．まず，北海道

現在世界中で地球温暖化対策としての化石燃料使

弟子屈町における雪氷冷熱，及び温泉熱を利用した低

用量･二酸化炭素排出量の削減が叫ばれ，これらを視

炭素型社会モデルの概要について述べ，自然冷熱によ

野に入れた社会システムである「低炭素社会」の重要

る製氷，及び温泉熱によるハウス栽培の実証実験につ

性が増してきている．日本でも二酸化炭素排出量削減

いて報告する．

目標が新たに取り決められ，新技術開発や既存技術の
効率向上，新エネルギーの利用など様々な取り組みが

１．弟子屈町における雪氷冷熱及び温泉熱を利用し

必要不可欠となってきている．中でも自然エネルギー

た低炭素型社会モデル

を有効利用しようとする場合，その地域の特性を生か

北海道釧路支庁の弟子屈町は北海道遺産第一号に

した取り組みが重要となる．そこで本論文では「低炭

認定された摩周湖があり，川湯地区を中心に温泉地

素社会に向けた技術発掘･社会システム実証モデル事

としても有名で，現在も多くの観光客が来訪してい
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図-1 “しばれ”を活用した自然氷の製造，
及び多目的利用の概念図

温泉排熱

図-2 温泉排熱を利用したハウス栽培技術
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図-4 製氷容器

図-3 年間氷仕入れ量
cm，日照時間平年値 1469 時間であり，作付けに適

表-1 選定栽培作物特性
ほうれんそう

収穫時期（ハウス）

温度適応性

3～5月

適温10～18℃

メロン

7月

イチゴ

通年

日中25～28℃
（最高30℃），
夜間18℃
（最低15℃）
適温18～25℃
（成熟時適温15
～20℃）

光適応性
比較的日当たり
が悪くても耐える
比較的日当たり
の良い所を好む
比較的日当たり
が悪くても耐える

した季節が短く通年型農業が展開しにくい．
そこで同町に豊富に賦存する温泉排熱を，ハウス
内の土壌暖房・暖房機への熱供給，及び，給湯･暖房
などとカスケード利用することで，年間を通した特
産品の栽培による農業経営の改善と，化石燃料を使
用しない低炭素型ハウス栽培技術の確立をめざす
（図-2）
．

る．積算寒度は川湯地区で 901 ℃･day，弟子屈地区
で 737 ℃･day と北海道内でも特に寒冷な地域であ

２.市場性評価

る．本モデルではこれらの特性を生かし，自然冷熱

今回の雪氷冷熱･温泉熱を利用したシステムの検

である冬の“しばれ”で作った自然氷の多目的利用，

討を行うにあたり，全国的なヒアリング調査を実施

及び，温泉熱を利用した農業ハウスでの通年栽培を

した．

行うことにより，弟子屈町の主要産業である耕種農

２．１ 氷需要量調査

業の活性化を図り，かつ，農作物の低温貯蔵やハウ

道内の製氷冷凍施設は 91 箇所，総生産能力約

ス栽培で消費される電力や化石燃料に起因して発生

2,000 t/日で全国一位であり，貯氷施設総容量 8 万ｔ

する CO2，エネルギー消費量の削減をめざす．

（1 施設当り概ね 700～800ｔ）である．工場におけ

１．１

る生産は 1 缶 135 kg の角氷が主で，-10～-20℃の温

“しばれ”を活用した自然氷の製造技術と

低コスト保管技術の確立

度状況下で製氷完了までに約 48 時間を要する．道内

前述の通り弟子屈町は少雪厳寒地であり，ファン

漁協ごとの氷仕入れ量を図-3 に示す．道内氷販売量

動力などが無くとも，外気によって十分製氷が可能

は有効回答分のみで約 21 万 t，全道の氷消費量は約

と考えられる．図-1 に“しばれ”を活用した自然氷

35 万ｔ，内 9 割は水産関係で消費され，8～10 月の

の製造，及び多目的利用の概念図を示す．冬期間使

漁の最盛期に年間総量の 6～7 割使用される．その他

用しない農業用コンテナを含めた各種製氷容器を利

1 割は，飲食店・コンビニ販売・農産物用などであ

用し，多目的利用をめざし用途に応じた複数種の氷

る．これまでは需要期に道外から氷を取り寄せる状

を製造する．活用方法として以下の三つを視野に入

況があった．平均価格は 8 千～1 万円/ｔである．ま

れている．

た，食用機械氷の価格が 3 万円～4 万円/t に対し，

（ⅰ）農産物低温貯蔵

天然氷は 10 万円～13 万円/t と付加価値がついた価

現状では余剰分が発生している弟子屈主要作物で
ある馬鈴薯を，6 月ごろの端境期まで保冷
（ⅱ）水産物保冷氷
最盛期に不足すると考えられる保冷氷の供給
（ⅲ）食用氷（ミネラルブロックアイス）
「摩周湖」の知名度と寒冷な気候を活用したカー
ボンオフセット商品
１．２ 温泉熱を利用したハウス栽培技術の確立
弟子屈町は年平均気温 4.4℃，降雪量平年値 556

格で取引されている．
２．２ 農産物
北海道内では，トマト・メロン・葉茎類・アスパ
ラなどの温泉熱による栽培事例がある．各種栽培作
物の調査を行い，作物特性と地元の意向を考慮し，
イチゴ・ホウレンソウとメロンを今回の栽培作物に
選定した（表-1）．

図-5 製氷状況（左から 1t ，135 t，2 t コンテナ）

図-6 製氷状況（左から 1t ，135 t，2 t コンテナ）
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図-8 温湿度･土壌温度推移

３．実証実験概要

温に使用している．土壌温度，空気温湿度，排湯の

３．１ 各種容器製氷実験

往き･還り温度，流量，外気温湿度などをデータロガ

今回実験で用いる製氷容器を図-4 に示す．①内寸

ーによって 10 分間隔で測定を行っている．

1720 mm×1060 mm×1300 mm，内袋を敷布した
コンテナ，②1 t 鋼製容器，③135 kg 容器 1），2）の三

４．実験結果

種類であり，①は農作物保冷用，②･③は水産物保冷･

４．１ 各種容器製氷実験

食用透明氷を想定している．
３．２ 温泉熱によるハウス栽培

図-5 に各種容器の製氷状況を示す．1 月中旬から
製氷を開始し，それぞれ順調に製氷が進行しており，

実験に使用するビニールハウスは外寸 6110 mm

135 kg，1 t 容器の脱缶 1），2）も複数回行っている．

×5300 mm，栽培面積約 24 m2 のイチゴ･ホウレン

いずれの容器も概ね予測通りに製氷が進んでいる．

ソウを栽培するハウス，及び外寸 6120 mm×5000，

４．２ 温泉熱によるハウス栽培

栽培面積約 23

m2 のメロンを栽培するハウスの二つ

図-6 に各種作物の生育状況を，図-7 にハウスへの

がある．約 60℃の温泉排熱を，ファンコイルユニッ

供給熱量を示す．温泉排湯の流量は 0.7 m3/h であり，

ト（暖房能力 9.53 kW）2 台への熱源，及び土壌加

概ね 10～20 kW 付近で推移している．

表-2 保管庫概要
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保管場所
弟子屈町川湯地区
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検体名
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試料採取日
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図-9 保管庫温度推移解析結果
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保管庫にて４．１で製氷を行った①コンテナ容器40
基を用いた馬鈴しょの保管実験を行った．表-2に保管

【記号一覧】

庫概要を示す．貯氷量は約49 t，コンテナ数は45基3

Ta：庫内温度 (K)，Kai：壁面 i の熱貫流率 (W/m2K)，Awai：壁面
i の総面積 (m2)，Na：コンテナの個数 (個)，h：氷表面の総合熱伝
達率（W/m2K），ro：完成時の氷厚 (m)，hwa：コンテナ内の水の対
流熱伝達率（W/m2K），RW：コンテナの熱抵抗 (m2K/W)，Qga：土
壌からの浸入熱流量 (W)，SATai：相当外気温度(K)，cp：空気の定
圧比熱(W/kg/K)，ρair：空気の密度(kg/m3)，na：貯氷庫 A の換気
回数(回/h)，Va：貯氷庫 A の容積(m3)

段積みである（製氷コンテナ40基，雪コンテナ5基）
．
氷を活用して保管した場合の「食味」について，糖度
測定を今後も継続して実施する予定である（表-3）．
５．２ 保管庫環境解析
既報3）と同様の手法により，保管庫内温度，及び氷
の融解解析を行った．結果を図-9，10に示す． 7月ま
で5℃程度を維持し，氷は8月末に融解するという結果
となった．
まとめ
１）弟子屈町における雪氷冷熱及び温泉熱を利用し
た低炭素型社会モデルの概要について述べた．
地域の特性を生かし，自然冷熱による製氷，温
泉熱によるハウス栽培などを行うことにより，
地域の発展に寄与するとともに化石燃料使用量
削減，二酸化炭素排出量削減を実現する．
２）大規模なヒアリング調査を行い，氷需要量，栽
培農作物選定のための情報を把握した．
３）各種容器による製氷実験，温泉熱によるハウス
栽培実験の概要，及び，実験結果について示し
た．現在も実験を実施中であり，製氷状況，作
物の生育状況ともに良好な結果が得られている．
今後もより詳細な評価を行う．
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