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特集 施設園芸の新たな技術体系

高保温性能で大幅な省エネを可能にする次世代型パイプハウスの開発

川嶋浩樹*

〔キーワード〕 保温，被覆資材，省エネルギー，

パイプハウス，補強対策

1.はじめに

近年の原油高による暖房コストの上昇は施設園

芸農家の経営を大きく圧迫している.一方，農林水

産業に由来する二酸化炭素排出量のうち約 45%を

施設園芸分野における重油由来，すなわち暖房用の

燃料由来の二酸化炭素排出量が占めており，さらに

2005年度までの 15年間で 2.2倍以上に増加したと

試算されている(及J11 2007). このように，施設園

芸分野における省エネルギ一対策が不可欠な状況

となっている.

暖房燃料使用量の削減に最も有効なのは，ハウス

の保温性能を高めることである.断熱性や密閉性を

確保して温室内の熱を逃がさないようにすること

が効率的な省エネルギーを達成する上での基本と

なる.具体的には，内張りの多重化や多層化，被覆

資材の破れの補修，内張の裾や出入り口，側窓等の

隙間の目張りで気密性を高めることが挙げられる.

必ずしも先進的とはいえないが，こうした基本的

な技術を駆使して高い省エネ効果が得られるなら

ば，積極的に適用するべきと考えられる.そこで本

稿では，ハウスの保温性を向上させ省エネを図るた

めに(独)農研機構(近中四農研，農工研)が中核

となり，東海大学，高知大学，香川県(農業試験場，

西讃農業改良普及センター)，佐藤産業(株)， (株)

GTスパイラルで、コンソーシアムを形成し，農林水

産省「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発

事業Jで採択された課題「高保温性能で暖房燃料使

用量を大幅に削減する次世代型パイプハウスの開

発 (2010~2012 年度)Jにおいて実施した多層保温

資材を利用した省エネ技術に関する共同研究の成

果を紹介する.加えて，近年，大型台風や突風によ

りハウスが損壊する被害が多く発生し，ハウス構造

の強化に高い関心が寄せられていることから，パイ

(独)農研機構 近畿中国四国農業研究センター (Hiroki

Kawashimal 

プハウスのダブ、ルアーチ化による補強技術につい

ても本研究において取り組んだので，その成果につ

いても合わせて紹介する.

2.ハウスにおける保温のための技術

冬季の夜間における温室では，①被覆資材や構造

材を通過する伝熱(貫流伝熱)，②被覆資材の重ね

目などの隙聞を通しての伝熱(隙間換気伝熱)，③ 

地中への伝熱(地表伝熱または地中伝熱)の 3つに

より放熱が起こっている.

無暖房ノ¥ウスでは，通常，日中の地中への蓄熱に

より，夜間は温室内より地中の方が温度は高くなる.

このため地表伝熱の熱流の向きは，通常，日中は下

向き(地中への蓄熱)，夜間は上向き(ハウス内へ

の放熱)である.夜間における上向きの地表伝熱は

保温に寄与する.一方，暖房ノ¥ウスでも無暖房ハウ

スと同様の放熱が起こっているが，暖房によってハ

ウス内の温度が地温より高ければ地表伝熱は夜間

でも下向きとなって地中へ向かう.全放熱量に対す

る割合は，貫流伝熱量が 60~100%，隙間換気伝熱

量が 0~20%程度，地表伝熱量が 20%以下である(林

2003) . 

これらのことから，ハウスの保温性を向上させる

には貫流伝熱による放熱を抑制するのが最も効果

的であり，次いで隙間換気伝熱による放熱抑制が有

効ということになる.このような放熱を抑制する手

段として，貫流伝熱に対しては，①被覆資材の多

重・多層化，②断熱性の高い(伝熱抵抗の大きい)

被覆資材の利用，隙間換気伝熱に対しては，①被覆

資材の多重・多層化，②隙聞を防ぐことにより密閉

性(気密性)を高める，などがあげられる.

ハウスの保温性能を向上させる技術としては，被

覆資材の多層・多重化， 2重に展張した被覆資材の

聞に空気層を形成させる空気膜 2重構造ハウス(岩

崎 2008，島地 2011)等がある.また， 2重被覆の

聞に発泡ポリスチレンのベレットを充てんしたベ

レットハウスは，熱貫流率がきわめて小さく保温性
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に優れた構造である(宮)11 1974) が，換気が難し

くまた設備費が高いこと等があり普及は進んでい

ない.

これに対して，中国の日光温室は，普及面積が 80

万 ha以上といわれている省エネルギー型の栽培施

設である(陳ら 2000). 日光温室は，東西棟で設置

されたハウスの透光面(南面)を除く三方がレンガ

や土の厚い壁でできており，断熱と蓄熱の役割を担

う構造体を形成している.ハウス自身の集熱機能を

利用して日中に蓄熱し，夜間にその熱を還流利用し

ている.また，透光面(南面)は「わらご、も」や多

層保温資材を展張した外面被覆を夜間に巻き下ろ

すことで保温を図り，寒冷地においても無暖房で内

外温度差別℃以上を保つことができ，外気温が氷点

下でも無暖房で葉菜類の栽培が可能である(陳ら

2000，山口 2011).しかし，①施設構造(耐風・耐

雪・耐震)，②壁構造による日陰の影響を避けるた

めの空聞が必要，③保温時の高湿度化，④夏季高温

条件下での利用・環境制御等，わが国で普及させる

には実用上の問題がある.

一方，韓国のハウスでは，多層保温資材が内張の

保温カーテンや外部被覆として使われている(丸尾

2009)が，これら多層保温資材がわが国で使用され

ている例はほとんどない.多層保温資材は，不織布

の聞にポリエステル綿などの中綿があり["わらご

も」のように空気層を含むことから，わが国で使用

されている従来の保温用被覆資材と比較して断熱

性が高いと考えられる(林ら 2011b). 

日光温室で見られるようなハウス自身の集熱機

能を利用して日中に蓄熱し，夜間にその熱を還流利

用することで暖房負荷を軽減できるものと考えら

れる.太陽熱を蓄熱して還流利用する技術は，地中

に埋設した熱交換パイプ内へ送風して日中は地中

に蓄熱して夜間にその熱を利用する地中熱交換ノ、

ウス(山本 1973)，蓄熱潜熱蓄熱材を利用した潜熱

蓄熱暖房機(仁科ら 1985) が実用化された他，蓄

熱水槽を備えた栽培槽を利用する方法(守田ら

1982)，熱交換器で水に蓄熱し利用する方法(平尾

ら 1985)，空気膜 2重構造の聞に水膜を形成させ集

熱する方法(島地 2006)などが検討されてきたが，

広く普及するには至っていない.簡便性やコストの

面から考えると，送風機や循環装置に要する動力が

不要な蓄熱(水封)マルチ(大林ら 1978) のよう

な方法とすることで，簡易に暖房負荷を軽減する効

果が得られると考えられる.

3.ハウスの保温性能の向上

暖房燃料使用量を削減するためには，ハウスの保

温性能を向上させることが重要であることは先述

した通りである.そこで，断熱性の高い多層保温資

材(以下，布団資材という)の利用がパイプハウス

の保温性能と暖房負荷に及ぼす影響およびハウス

の集熱機能を利用して，ハウス内に設置した水蓄熱

体(水を封入したチューブ)に蓄熱し，その熱を夜

間に自然還流利用することによる暖房負荷軽減効

果を検討した結果について述べる.

3.1 布団資材の断熱性

ハウスの保温性能を向上させるため，断熱性の高

い被覆資材の評価を行った.日光温室の外面被覆や，

韓国の一般温室の保温用被覆資材として使われる

布団資材の一例を図 1に示す.布団資材は，ポリエ

ステル綿などの中綿を不織布系の資材で挟んだ多

層構造の断熱資材であり，従来わが国で利用されて

いる保温用被覆資材と比較して断熱性が高いと考

えられる.

被覆資材の断熱性は，熱貫流率測定装置(林ら

2011a) を用いて被覆資材の熱貫流率を測定するこ

とにより評価できる.従来，熱貫流率測定は，屋外

のハウスを用いて行われ，冬期夜間でないと測定で

きない，同一条件での測定ができない等の問題があ

り，資材間で熱貫流率を相互比較することが困難

あった.熱貫流率測定装置は熱貫流率を同一条件下

で客観的に評価することができる(図 1).熱貫流率

は熱の通りやすさを示す指標であり，値が小さいほ

ど熱が通りにくく被覆資材の断熱性が大きいこと

を示す.布団資材の熱貫流率は，わが国で一般的に

使用されている軟質プラスチックフィノレムをはじ

めとする一般的な保温用被覆資材の熱貫流率と比

較して，布団資材の熱貫流率は1/2~1/3 と小さく，

布団資材が高い断熱性を有することを明らかにし

た(林ら 2011b). 

3. 2 布団資材と水蓄熱体がハウスの保温性能に及

ぼす影響

布団資材を使用することにより，パイプハウスの

保温性能が大きく向上すると考えられる.そこで，

実際に布団資材を装備したハウス(以下，開発ハウ



と1.43W . m-2 • oC- 1 であり，開発ハウスの方が 40%

程度ノトさく，布団資材を装備することでパイプハウ

スの保温性能が向上することが確認された(川嶋ら

2013a). 

さらなる省エネを図るために，布団資材に加えて

水蓄熱体を開発ノ¥ウスに設置した(以下，開発ハウ

ス+蓄熱という).水蓄熱体は，布団資材で固定壁

としたハウス北側面のダブ、ルアーチ構造の間隙に

塩化ビニル製のチューブ積み重ねて設置し，その中

へ貯水(ハウス床面積 120m2に対して約 2，244Lを

封入)したものである(図 2) 日中は蓄熱体となる

水に蓄熱され，夜間にはその熱が自然還流されるこ

とで暖房負荷を軽減する効果が得られた.すなわち，

前述と問機に計算した暖房負荷係数は 0.91W ・

m-2 • OC - 1 であり，慣行ハウスと比べて約 60%小さく，

保温性能が大きく向上することが明らかとなった

(図 3) また，実際の暖房燃料使用量は，慣行ノ¥ウ

スと比べて約 70%削減される結果となり省エネ効

果が大きかった.なお，暖房負荷の軽減率(暖房負

荷係数の減少率)より暖房燃料使用量の削減率が大

きくなったのは，暖房負荷係数の計算では暖房機が

動作した日のデータを用いる一方で開発ノ¥ウスで

は保温性能が大きいことから暖房機の動かない日

が慣行ハウスより多くなったことに起因すると考

えられる.

無暖房の場合における外気温とハウス内温度と

の関係を図 4に示す.外気温が OOCの時のハウス内

視度は慣行ハウス，開発ハウスおよび開発ハウス+

蓄熱でそれぞれおよそ 3.7
0

C，7.3
0

Cおよび 9.4
0

Cと

推定され，布団資材と水蓄熱体の保温あるいは蓄熱

の効果によって開発ハウス内の温度は慣行ハウス

より高く保たれる.7I<蓄熱体を設置して暖房した場

合の暖房機設定温度(ハウス内温度)が暖房負荷係

数に及ぼす影響を図 5に示す

水蓄熱体からの放熱量が 0の時(水蓄熱体がなく

布団資材のみの開発ノ¥ウス)の暖房負荷係数に対し

て，それぞれの暖房機設定温度における暖房負荷係

数で差し号|し、た値との比率を，暖房負荷係数の低減

効果に対する水蓄熱体の貢献度とすると，その貢献

度は，暖房機設定混度が 12，15および 18
0

Cにおい

て，それぞれ 50.2，29.0および 10.6%で、あった()11 

嶋ら 2013b). このように，水蓄熱体による暖房負

荷軽減効果は，ハウス内の管理温度によって異なり，
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スという)を設置して実証試験を実施した 開発ノ¥

ウスは，東西棟とした北側の側面を布団資材による

固定張りとした.透光面にあたる南側lから天面には

スリークオーター状の内張り骨組みを形成し，その

上に布団資材を展張した(図 2) 減速機を使用した

巻き上げ方式でその布団資材を自動開閉させて，日

中は巻き上げておき夜間は展張して保温を図る構

造とした隣接して設置した同規模のパイプハウス

を慣行ハウス(内張りは O.075mm農 PO による固

定張り)として，それぞ、れのハウスにおいて暖房機

設定混度 12
0Cでミニトマトを栽培しながらハウス

内環境，暖房燃料使用量等を測定した

布団資材を使用した開発ノ、ウスにおける暖房期

間中の暖房燃料使用量は，慣行ハウスと比べて 40%

以上削減された.暖房デグリーアワーに対する被覆

面積当たりの暖房機加熱量との関係を図 3に示す.

両者が比例関係にあるときの比例定数が暖房負荷

係数である.両ハウスにおける暖房負荷係数は，慣

行ハウスと開発ハウスでそれぞれ 2.39W. m-2 •
OC-1 
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開発ハウスの内部

水蓄熱体を設置した状態

図 2 供試したハウスの概要
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図 3 暖房デグリーアワー (DH)と暖房機加熱量との
関係

川嶋ら (2013a)より作成

設定温度が低いほど暖房負荷軽減効果が大きく，設

定温度が高いほどその効果は小さくなるといえる.

3. 3 普及に向けた取り組みと課題

蓄熱水量

約2244し/120叶

布団資材による
固定壁

本研究では，既設ハウスに対して布団資材を適用

する実証試験を行った.既存の内張り骨組みをその

まま利用して布団資材を設置したところ，緩房燃料

使用量を 50%以上削減することができた.既設ハウ

スに対する布団資材の適用は比較的容易であり，こ

のケースにおいて布団資材とその関連資材の導入

にかかった資材コストは約 2，100円.m-2で、あった.

管理温度が高いほど，また同じ管理温度であれば寒

冷地ほど，暖房燃料経費の削減額が大きくなるため

投資回収期間は短くなる(実用技術開発事業 22046

コンソーシアム 2013) 札幌市郊外の生産法人にお

いては，布団資材を付加することで暖房燃料使用量

を 60%以上削減した試験結果が得られている()11 

嶋・直木 2012b).

このように，布団資材の利用はハウスにおける保

温性向上に有効な資材といえる しかし，現在のと

ころ，布団資材は輸入品であり圏内ではほとんど流

通しておらず，すぐに手に入るとはいえない状況で

ある 布団資材の普及に向けた課題としては，例え
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図4 無暖房時における外気温とハウス内温度との関
係

ば，断熱性評価に供試した布団資材は 200~900g'

m-2と重量物であり取扱性の改善等を図る必要があ

ること等があげられる.そこで，布団資材の利用を

進めるために，現在，圏内の繊維・素材メーカーの

協力を得ながら問題点の改善，新たな資材の開発と

試作が進められている(滝津ら 2012). 

布団資材は，中綿の厚さが厚いほど断熱性が大き

いこと，通気を遮断する資材を入れた方がよいこと

等，今後の布団資材の開発に必要な条件が明らかに

されている(滝津ら 2012).中綿の厚さについては，

厚みが増すほど省エネ効果が大きくなるものの柔

軟性が乏しくなるため，巻き取り式あるいはカーテ

ン式による利用が難しくなる.また，資材を開けた

時の収束性が悪く日中には資材の影が大きくなる

等の弊害が生じることになる.保温性能を落とさず

できるだけ薄くかっ低コストな資材の開発が求め

られる.

一方，太陽熱を利用する蓄熱材の利用は，省エネ

を進める上で簡便かっ効果的な一面もある.潜熱蓄

熱材の利用についても検討が進められているが，取

扱い易さ，コストや廃棄時の問題等を考慮すると，

今のところは水を利用するのがベターだと筆者は

考えている.また，太陽熱を利用する以上，天候等

の影響を受けることになるため，適用できる地域や

管理温度条件等を明らかにする必要がある.

4 ダブルアーチ化とスパイラル杭による

パイプハウスの補強技術

近年，強風被害による被災が増える傾向にあり，

耐風・耐雪対策に対する農業者の関心も高くなって

p l
l
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l
l

-
-
T
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l
l

i---ー
↓
ー

三 3

振
出
串
権
制
腿
拙
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~ y=0.109xx-0.679 
I (R'=0.999・)

15 《
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-
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H
U
 20 12 14 16 18 

ハウス内温度 ('C)

図 5 ハウス内温度と暖房負荷係数との関係()11嶋ら
2013b) 

いる.本研究では，先述のパイプハウスにおける保

温性向上技術に加えて，パイプハウスのアーチパイ

プを2霊化するダブルアーチ構造による補強技術に

ついても検討した.

パイプハウスをダブノレアーチ化する部材として

佐藤産業(株) (2012)が開発した補強部材は，ダ

ブルアーチの内側と外側のアーチパイプを連結し

てダブルアーチを形成する部材およびダブノレアー

チ化されたアーチパイプと桁行き直管とを連結す

る部材である(図 6).開発ハウスにおいては，開発

した部材を使用してダブルアーチ構造とすること

により，アーチパイプの間隔を従来の 0.5mから

1.5mへ広げた.これにより採光性を高めるととも

に，アーチパイプ本数が 2/3に減り省骨材化するこ

とが可能となる.その強度については，荷重試験の

結果から補強部材の取付数に応じて 35~50m's-l の

耐風強度を有することを明らかにしている.

パイプハウスが側面から風を受けると，軒の近く

で負圧(外側へ引っ張られる力)が大きくなり(森

山ら 2011)，アーチパイプの曲げや引き抜きによる

被害を受けやすくなる.アーチパイプの曲げに対し

てはダブノレアーチ化によって，その力を分散させる

ことができる.一方，引き抜きに対してはスパイラ

ノレ杭を用いた基礎で、対抗する.

設置したスパイラノレ杭と直管(フレーム)を連結

した上で，アーチパイプの地際を連結することで補

強している()11嶋ら， 2011). また，あらかじめ短

い直管(基礎パイプ)を打ち込んでおき，その後基

礎パイフ。にアーチパイプを差し込む形で施工した.

これら一連の基礎施工法をフレーム工法と仮称し
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図 6 ハウスの骨組み構造と開発したダブ‘ルアーチ化補強部材
① ・開発ハウスの構造，② :慣行ハウスの構造，③ダ、ブルアーチ構造に取り付けられた部材，④アーチパイ
プと桁行き直管とを連結する部材， ⑤ダブルアーチを形成する部材

ている.なお，スパイラノレ杭は， (株)GTスパイラ

ルが開発した基礎杭で，一枚の平鋼板をねじった形

状をしており，コンクリート基礎のように地面を掘

削することなく，ハンマーによる打ち込みまたは押

し回すことで簡単に施工できる資材である

開発したフレーム工法は，開発ハウスを新たに設

置する場合のみならず，例えば既設ノ、ウスへのダブ

ルアーチ補強あるいは中古ハウスを再利用する際

の技術としても有効な施工法である.実際に，花き

生産者の園場において既設ハウスに対する適用試

験を実施した(図 7) 地際部には先述のフレーム工

法によりあらかじめスパイラル杭，フレームおよび

基礎パイプを設置した.既設のアーチパイプをダブ

ルアーチの内側アーチパイプとし，外側にアーチパ

イプを付加することでダブ‘ルアーチ化した.補強の

ため付加するアーチパイプは，対象とする既設ハウ

スから引き抜いた(間引し、た)アーチパイプを再利

用するとともに，元のアーチ間隔の 3倍の間隔で設

置することによって資材コストの低減を図ったま

た，既設の骨組み(アーチパイプ)の外側にアーチ

パイプを付加してダブ、/レアーチ化する補強する方

法により，栽培有効面積を減らすことなく補強する

ことができる.対象としたハウスは，頻繁に強風被

害を受ける場所に立地するが，周辺のハウスが被災

した 2011年 4月の強風時においても被災すること

はなかった

5.おわりに

ハウスの保温性能を向上させる技術は，わが国で

も古くから使われている.保温性能の向上だけを考

えれば「わらごも」による「こもがけ」は非常に優

れた方法である.紹介した布団資材も，韓国や中国

では利用が進んでおり革新的な技術ではないが，今

後の省エネルギ一対策を行う上でわが国において
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既存のアーチパイプと補強金具を利用してダブルアー

チを形成

アーチが

差し込まれた

基礎パイプ

図 7 既設パイプハウスをダブルアーチ化補強した事例

も保温用被覆資材の主役となるべき資材であると

考えている.布団資材の普及を進めるためには，断

熱性や取扱い性の向上，低コ スト化など使いやすく

するための改良が必要である メーカーと協力しな

がら試作を重ね，2年以内に普及させることを目標

に開発を進めたいと考えている.また r暖房燃料

使用量ゼロjを実現する超省エネハウスの開発を目

指して，保温性を向上させる布団資材の開発に加え

て蓄熱機能を向上させる技術についても検討を進

めている.

一方，ダブルアーチ化による補強技術については，

生産者などからの問い合わせも多く ，補強部材につ

いてはすでに市販されていることから実際に施工

した事例も増えている.なお，開発ハウスの施工法

については，コ ンソーシアムが施工マニュアルとし

てとりまとめ，研究成果集(実用技術開発事業 22046

コンソーシアム 2013) とともにホームページ上

( http://www.nar・o.affrc.go.jp/warc/ original_ contents/te 

ch!index.html)で公開している.

ここで紹介した成果は，利用者が必要な技術を必

要に応じて適宜工夫しながら利用することによっ

て活きた技術として進化するものと考えている.施

設園芸における省エネルギーイヒさらには経営環境

の改善に貢献できれば幸いである
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