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 再生可能エネルギーである雪冷熱の利用は、一部で実用化されているものの、大規模な雪冷熱需要施設で

の利用は技術的に体系化されていない。また、都市部では、雪堆積場の確保が年々厳しくなり運搬距離が遠

距離化しているため、雪を積んだダンプトラックの運搬距離が長くなることで運搬排雪コストが増加してい

る。このことから、雪冷熱の利用に関するアンケート調査を実施し、雪山を造成して基礎実験を行ったので

報告する。 
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1.はじめに 

 

再生可能エネルギーである雪冷熱の利用はこれまでも

検討されてきたが集雪にかかるコストが課題であった。

そのため、冬期に除排雪で集めた雪を夏期の冷房に使用

するという雪冷熱の利用は、一部で実用化されているも

のの、大規模な雪冷熱需要施設での利用については技術

的に体系化されていない状況である。また、札幌市など

の都市部では雪堆積場の確保が年々困難となり、運搬距

離が遠距離化しているため、雪を積んだダンプトラック

の輸送距離が長くなることで、運搬排雪コストが増大し

ている。 

雪冷熱エネルギーは、新エネルギー利用等の促進に関

する特別措置法において、新エネルギーに位置付けられ、

東日本大震災以降、再生可能エネルギー導入を推進する

取組は活発化している。更に、平成 24 年 3 月には豪雪

地帯特別措置法が改正され、雪冷熱エネルギーの活用促

進に係る規定が追加されたところである。 

以上のことから、道路排雪を有効利用することに着目

し、運搬排雪コストを削減するとともに、未利用であっ

た雪堆積場の雪冷熱利用技術について検討するため、実

験用雪山を造成、基礎実験を行った。 

 

2.雪氷冷熱利用アンケート調査 

 

 北海道開発局開発監理部開発環境課と連名で北海道開

発局札幌開発建設部管内の 32 市町村に対して雪氷冷熱

利用に関するアンケート調査を行った。 

アンケートの結果、新エネルギーの導入に関しては予

定も含めて 21 市町村あり（図-1）、その中でも雪氷冷

熱は 11 市町村と太陽光・太陽熱に次いで多く導入され

ていた（図-2）。 

更に雪氷冷熱を導入（予定含む）している 11 市町村

に対し、雪の確保の方法についてアンケートしたところ、

施設周辺の雪を利用しているのが9件で（図-3）、道路

の除排雪利用はほぼなかった。 

また、雪氷冷熱利用における問題点については、初期

投資や維持管理コストについてが 18 件となっているが、

次に多いのが雪の確保、堆積・投入、保存、雪堆積地の

土地の確保など雪堆積場に関する問題が 12 件にあがっ

ていた（図-4）。国道の除排雪利用に関しては、条件が

合えば、きれいな雪ならという条件付きではあるが、5

件利用したいとの回答を得た（図-5）。したがって、コ

ストや維持管理の問題など解決しなければ課題があるが、

雪氷冷熱利用と道路排雪利用について、関心が高いこと

が伺える。 

 

図-1 新エネルギー導入予定の有無 
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図-2 導入（予定含む）新エネルギーの種類 

 

図-3 雪の確保の方法入（予定含む） 

 

図-4 雪氷冷熱利用における問題点 

 

図-5 国道除排雪の利用の有無 

 

 

 

3.基礎実験 

 

(1) 実験用雪山の造成 

美唄市茶志内（空知工業団地）に造成した4基の実験

用雪山を表-1に示す。 

 

表-1 実験用雪山の種類 

名称 実験種類 雪の種類 雪山規模

雪山Ａ 全空気式

雪山Ｂ 冷水循環式

雪山Ｃ 自然融解

雪山Ｄ (比較用) 新　　雪

道路排雪

底辺×高さ 12.0×3.5m

勾  配  比 1.3：1.0 

体積(重量) 218m
3
(142t)

雪  密  度 0.65t/m
3

 

 

実験用雪山の内、道路排雪を利用した雪山Ａは直接熱

交換冷風方式の「全空気式」とし、実験用雪山Ｂは熱交

換冷水循環方式の「冷水循環式」による冷房実験に利用

した。残りの雪山2基（雪山Ｃ、Ｄ）は、道路排雪と新

雪（融雪剤等を含まない）を利用して造成し、比較対照

用として冷熱エネルギーを採集せずに自然融解させ、雪

山の形状や体積の変化を測定した。 

 また、実験時の計測室（以下「実験庫」という）とし

て、外気や日射の影響を受けないよう 100mm の断熱材付

の12ft冷蔵コンテナを採用した。 

なお、断熱材としてはバーク材を使用した（図-6）。

バーク材は、伐採小木などを粉砕したものであり、既往

研究においてバーク材を 30cm の厚さで被覆した場合、

外気や日射による融解量は一夏を通じて約 1.5ｍにとど

まることが報告されている。雪山造成を図-7に示す。 

 

 

図-6 バーク材（左：粉砕前、右：粉砕後） 

  

 

図-7 雪山造成（左：バーク材被覆前、右：被覆後） 

 

(2)全空気式雪山の概要 

全空気式の実験用雪山では、雪山下部にグレーチング

で蓋をしたトラフを地面上に設置することで空気の通り

道を確保し、トラフに接続したダクトを経由させ、雪山

内部空洞で直接熱交換し冷却された空気を送風ファンに
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て実験庫に供給した。トラフ設置状況を図-8、実験庫接

続状況を図-9、使用資材を表-2、全体図を図-10 に示す。 

 

 

図-8 トラフ設置状況   図-9 実験庫接続状況 

 

表-2 使用資材（全空気式）

名 称 仕  様 数量

U 字 ト ラ フ 450型 8ｍ

グ レ ー チ ン グ 450型 8ｍ

強 化 ダ ク ト 補強ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ350φ50mm断熱付 4ｍ

接 続 ダ ク ト 350φ50mm断熱付 5.5ｍ

送 風 フ ァ ン 30m
3
/min 1台

接続チャンバー 1000×600×600断熱内張・蓋付 1台  

 

 

吹出口 排気口

 

図-10 全体図（全空気式） 

 

(3)冷水循環式雪山の概要 

冷水循環式の雪山実験では、雪山下部に設置した集水

桝に融雪水を集め、地中埋設管を経由させ、採水桝より

冷水を水中ポンプで実験庫内の送風機(FCU：ファンコイ

ルユニット)に送水した。なお、送風機に供給する水の

不足がないよう、送風機に供給した冷水は戻り配管によ

って雪山下面に戻し、循環させることで融雪を促した。 

本実験では、熱交換器を介さない冷水循環式を試験的

に採用した。しかし、道路排雪の融解水には泥やゴミが

混入しており、これらが送風機（FCU）のコイル内に付

着することが懸念されるため、採水桝にフィルターを採

用した。塩ビ管設置状況を図-11、実験庫内状況を図-12、

使用資材を表-3、全体図を図-13に示す。 

 

FCU

 

図-11 塩ビ管設置状況    図-12 実験庫内状況 

 

表-3 使用資材（冷水循環式）

名  称 仕  様 数量

塩 ビ 管 32A 28ｍ

穴 あ き 塩 ビ 管 32A散水孔＠1000mm 25ｍ

水 中 ポ ン プ 32A×30L/min 1基

送 風 機 (FCU) 冷房能力5.21kW 1基

フ ィ ル タ ー 300×300×500h　帆立貝殻製 1基  

 

 

図-13 全体図（冷水循環式） 

 

4.実験結果及び考察 

 

(1)全空気式 

a)融解量、雪山形状の変化 

 全空気式の実験用雪山の体積は、表-4 に示すとおり、

実験開始時は 198m3であったが、実験終了後（7/5）に計

測したところ34 m3であった。 

 また、雪山が有する全体の冷熱エネルギー量は 、雪

密度（0.65t/m3）、融解潜熱（334.88MJ/t）を用いて計

算すると35,698MJとなった。 

 

表-4 全空気式の融解量

体積(m3) 冷熱ｴﾈﾙｷﾞｰ(MJ)

5月23日 198 43,099
7月 5日 34 7,401
融解量 164 35,698  
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実験用雪山は、5/28（開始から 4日目）からトラフ周

辺の融解が進行し始め、法面開口部から雪が崩壊した。

6/5（12 日目）には完全に空洞となった。地面上に設置

したトラフに熱が伝達し、周囲の雪を融解させることで、

空気の通り道ができ、融解を促進させたためと思われる。 

そのため、雪山の形状変化が大きく、バーク材に亀裂が

入り、雪が露出してしまうため、頻繁な補修が必要だっ

た。 

 6/24 に外気温度とファン吸込側温度が同等になった

時点で冷熱エネルギーが取得できないと判断し、実験を

終了した。雪山状況を図-14､15に示す。 

 

 
図-14 全空気式（5/28）雪山状況 

 

 
図-15 全空気式（6/5）雪山状況 

 

b)全空気式の冷房特性 

全空気式は、外気温の影響で冷房温度が大きく変動し

た。実験庫の吹出口温度と外気温の差は、実験当初は

10℃あったが、時間の経過とともに、雪山内部の空洞の

成長拡大、雪山の崩壊が進行し、外気温度と差がなくな

った段階（6/24）で、実験を終了するに至った。実験期

間（5/25～6/24）中の温度差は平均3.5℃となった。 

 

図-16 全空気式の冷房特性 

 

また、実験庫の吹出口温度と排気口温度の差は平均

0.3℃であった（図-16）。これは、実験庫の断熱性能が

高く、外気温度の影響を受けにくかったことから、実験

庫内の熱負荷を受けずに低い温度のまま実験庫外に放出

したためと思われる。 

 

c)全空気式の冷熱エネルギー量 

5/25～6/24 の実験期間（31 日間）の全空気式の冷熱

エネルギー量の推移を図-17、6/25時点の雪山状況を図-

18に示す。 

実験用雪山から得られた冷熱エネルギー量は、外気温

度とファン吸込側温度の差とファン風量（2100 ㎥/h）

から、7,715MJ となった。また、冷房対象となる実験庫

内の冷熱エネルギー量は、吹出口温度と排気口温度の差

とファン風量から635MJとなった。 

実験終了後（7/5）までの融解減少分の体積は表-4 か

ら 164m3であり、35,698MJ の冷熱エネルギー量を最大で

取得することが可能である。 

よって、雪山から得られた冷熱エネルギー量に対する

最大取得可能エネルギー量の有効率は、7,715/35,698= 

21.6％となった。 

このことから、冷熱エネルギーの有効率を向上させ、

雪山を有効に活用するため、空洞の発生を遅らせるよう

な施工又は構造物の設置方法の検討、また、本実験では

実験開始から連続運転させたが、温度制御による断続運

転を検討する必要がある。 

なお、冷熱エネルギー量は以下の計算式で算出した。

全空気式の冷熱エネルギー量（時間当たり）
＝風量×温度差×空気の比熱×空気の比重×4.186×10-3MJ/kcal
(m3/h)  (℃)(0.24kcal/kg℃) (1.293kg/m3)

 

図-17 冷熱エネルギー量  図-18 6/25雪山状況 

 

(2)冷水循環式 

a)融解量、雪山形状の変化 

 冷水循環式の実験用雪山の体積は、表-5 に示すとお

り、実験開始時は 183m3であったが、実験終了後の 9/28

に確認を行ったところ0m3であった。 

 また、雪山が有する全体の冷熱エネルギー量は 、雪

密度（0.65t/m3）、融解潜熱（334.88MJ/t）を用いて計

算すると39,834MJとなった。 

 

表-5 冷水循環式の融解量

体積(m3) 冷熱ｴﾈﾙｷﾞｰ(MJ)

5月23日 183 39,834
9月26日 0 0
融解量 183 39,834  
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 実験用雪山は、実験庫から戻ってきた融解水を雪山下

面に戻しているため、雪山下面から順に全体的に融雪が

進み、大きな形状変化はなかった。 

 本実験では熱交換器を介さなかったことから、送風機

コイル内にゴミなどが付着する影響を懸念し、採水桝に

帆立貝殻を利用したフィルターを設置した。しかし、7

月下旬ころからフィルターの目詰まりの症状が現れた。 

そのため、8/1 に高圧洗浄機により採水桝フィルターの

洗浄を行った。1 ヶ月後には再度目詰まりの症状が現れ

たため、9/6に再度洗浄を行った。 

 

b)冷水循環式の冷房特性 

冷水循環式は、外気温の影響をほとんど受けず冷房温

度が概ね一定であり、外気温度に影響されることなく、

平均 1.6℃の冷水を実験庫に供給した。そして、配管行

き温度が上昇し始めた段階で実験を終了した。 

実験期間（5/25～9/26）を通しての実験庫の FCU 吹出

口温度と外気温の差は平均 16.7℃となった。また、実

験庫の行き配管温度と戻り配管温度の差は平均 0.1℃で

あった（図-19）。これは、全空気式と同様に実験庫の

断熱性能が高く、外気温度の影響を受けにくかったこと、

及び実験庫が密閉され、熱負荷がそれほどかからない状

態で、実験庫内で冷水が循環していたことから温度差が

小さかったためと思われる。また、8/17から9/6の間は

採水桝フィルターの詰まりにより、FCU に供給する冷水

が不足したため、ポンプを停止し、冷熱採取を行わなか

った。 

 

図-19 冷水循環式の冷房特性 

 

c)冷水循環式の冷熱エネルギー量 

5/25～9/26 の実験期間（125 日間）の冷水循環式の冷

熱エネルギー量の推移を図-20、8/21 時点の雪山状況を

図-21に示す。 

実験用雪山から得られた冷熱エネルギー量は、外気温 

度と雪山下部集水桝温度の差とポンプ流量（1,800 ㎥

/h）から、16,218MJ となった。また、冷房対象となる実

験庫内の冷熱エネルギー量は、送風機の行き温度と戻り

温度の差とポンプ流量から2,682MJとなった。 

 

実験終了の（9/26）までの融解減少分の体積は表-5

から 183m3であり、39,834MJ の冷熱エネルギー量を最大

で取得することが可能である。 

また、雪山から得られた冷熱エネルギー量に対する最

大取得可能エネルギーの有効率は、16,218/39,834=40.7 

％となり、冷水循環式は雪山を効率的に使っている。 

なお、冷熱エネルギー量は以下の計算式で算出した。

冷水循環式の冷熱エネルギー量（時間当たり）
＝冷水量×温度差×水の比熱×水の比重×4.186×10-3MJ/kcal

(L/h) (℃)(1.0kcal/kg℃)(1.0kg/L)
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図-20 冷熱エネルギー量  図-21 9/28雪山状況 

 

5.まとめ 

 

 北海道開発局札幌開発建設部管内の各市町村に対しア

ンを実施し、新エネルギーとしての雪冷熱の利用及び道

路排雪の利用について関心が高いという結果を得た。 

実験用雪山を造成して行った基礎実験の結果、冷房特

性としては、全空気式は、外気温の影響で大きく変動す

るが、冷水循環式はほぼ一定の状態であることがわかっ

た。 

また、雪山から得られた冷熱エネルギー量は、全空気

式で 7,715MJ（31 日間）、冷水循環式で 16.218MJ（125

日間）となった。雪山から得た冷熱エネルギーに対する

有効率は、全空気式で 21.6％、冷水循環式で 40.7％と

なった。全空気式は、雪山内部の空洞の成長拡大及び雪

山が崩壊したため、途中で実験を終了したが、道路排雪

の雪でも、冷熱エネルギーを得られることがわかった。 

本実験において、全空気式、冷水循環式の各々の特徴

を把握することができたことから、今後、雪堆積場に適

した雪冷熱の取得方法を検討し、雪山造成及び資材等の

施工方法、造成後の雪山のメンテナンス、冷熱取得後の

ゴミ等の処理、コストの検証など、道路排雪を利用する

上での課題について解決方法を検討していく。 
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