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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海水を用いて塩を作る製塩方法であって、
　温泉水循環プール内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、
　前記温泉水循環プール内に設けられた蒸発釜内に海水を供給する海水供給工程と、
　前記蒸発釜内に温泉水を供給する温泉水供給工程と、
　前記海水および前記温泉水を混合して得られたかん水の水分を前記蒸発釜内にて蒸発さ
せる蒸発工程とを備えた
ことを特徴とする製塩方法。
【請求項２】
　前記温泉水をタンク内に貯留する温泉水貯留工程を備え、
　前記温泉水循環工程にて、前記タンクから前記温泉水循環プール内に前記温泉水を流し
込む
請求項１に記載の製塩方法。
【請求項３】
　前記海水供給工程後における前記蒸発釜内の前記海水が結晶化した後に、前記温泉水供
給工程が行われる
請求項１または２に記載の製塩方法。
【請求項４】
　前記海水供給工程後における前記蒸発釜内の前記海水の塩分濃度が所定濃度となった後
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に、前記温泉水供給工程が行われる
請求項１または２に記載の製塩方法。
【請求項５】
　海水を用いて塩を作る製塩方法であって、
　温泉水循環プール内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、
　前記温泉水循環プール内に設けられた蒸発釜内に、海水および温泉水を混合して得られ
たかん水を供給するかん水供給工程と、
　前記蒸発釜内におけるかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えた
ことを特徴とする製塩方法。
【請求項６】
　前記蒸発工程が、温泉熱を用いた温泉熱蒸発工程と、太陽熱を用いた太陽熱蒸発工程と
を有する
請求項１から５のいずれか１項に記載の製塩方法。
【請求項７】
　海水を用いて塩を作る製塩装置であって、
　温泉水を流し込んで循環可能に設けられた温泉水循環プールと、
　海水および温泉水を供給可能な状態で前記温泉水循環プール内に設けられた蒸発釜とを
備えた
ことを特徴とする製塩装置。
【請求項８】
　前記蒸発釜が、前記温泉水循環プール内に供給された前記温泉水内に浮遊する状態で設
けられている
請求項７に記載の製塩装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海水を用いた製塩方法および製塩装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、海水を用いた製塩方法は、種々知られている。
【０００３】
　その中の一つとしては、例えば、天日を用いた製塩方法が知られている。現在の日本に
おいては、食用として輸入される塩の殆どが天日塩である。そして、外国で作られる天日
塩は、その殆どが大塩田で作られている。そのため、塩中に泥などの混入が多く衛生上の
問題があった。それ故、日本では、輸入した天日塩をそのまま食用とする例は少なく、通
常は、輸入した天日塩を溶解した後に煎熬（煮詰めて塩を析出すること）して精製塩とし
、この精製塩を食用等として使用している。
【０００４】
　また、天日のみを利用して塩を作るとかなりの時間を要する。そこで、従来から知られ
る方法として、製造時間を短縮するために、木々を伐採した薪を燃焼させて、かん水を煮
詰める方法が知られている。この方法であれば、薪を使用する（燃焼させる）ことにより
、製造時間の短縮を図ることはできるが、森林破壊やＣＯ２の排出という問題を生じさせ
ることとなる。具体的には、薪を燃焼させて塩１ｔを作る場合には、多いところでおよそ
２．１５ｔのＣＯ２が排出される。この数字（ＣＯ２排出量）は、約４万７千人が１ヶ月
間に排出するＣＯ２量である。
【０００５】
　さらに、他の製塩方法としては、イオン交換膜を用いた方法がある。このイオン交換膜
を用いて製造される精製塩（化学塩）は、純度９９．６％という塩化ナトリウムであり、
身体に良いとされるミネラル成分は除かれている。したがって、一般的に、保存料等とし
て使用されることが多い。
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【０００６】
　ところで、長崎県の小浜温泉は、約３７０年の伝統がある風光明媚な温泉地として知ら
れている。この小浜温泉の泉質はナトリウム含有泉で、源泉温度は１０５度、熱量は世界
一と言われている。小浜温泉の一日の湧出量は、８，０００ｔと豊富であり、塩分を含む
しっとりとした肌触りが特徴である。このように豊富な湧出量を誇る小浜温泉であるが、
現在のところ、その豊富な温泉水の３５％は、未使用のまま海に排出されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１９６８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、従来技術にかかる製塩方法は、種々知られているが、これらの方法に
は、いくつかの問題が存在する。
【０００９】
　天日を用いた製塩方法は、多くの製塩時間を要するため効率的な製塩を行うことが困難
である。また、天候にも左右されるため、計画的且つ効率的な製塩を行うことが困難であ
る。さらに、上述したように、製塩の過程において、泥等の混入の可能性があるため、衛
生上の問題もある。
【００１０】
　薪等を燃焼させてかん水を煮詰める製塩方法には、上述したように、森林破壊やＣＯ２

の排出という問題が生ずる。また、薪等の燃料が必要となるため、燃料に関する費用が発
生するという経済的な問題（コストアップ）も生ずる。
【００１１】
　イオン交換膜を用いた製塩方法においては、得られる塩が純度９９．６％という塩化ナ
トリウムであるため、ミネラル成分が豊富で旨みのある塩を得ることができないという問
題があった。
【００１２】
　また、一方では、未使用のまま海に排出される温泉水を、効果的に活用したいという要
望もあった。
【００１３】
　そこで、本発明は、上記従来技術の問題を解決するためになされたものであって、小浜
温泉の源泉を利用して、比較的簡単な構成に基づき、衛生的・効率的・低コストで環境に
優しく、ミネラル成分豊富な自然塩を製造することが可能な、製塩方法を提供することを
課題とする。また、本発明は、上記従来技術の問題を解決するためになされたものであっ
て、小浜温泉の源泉を利用して、比較的簡単な構成に基づき、衛生的・効率的・低コスト
で環境に優しく、ミネラル成分豊富な自然塩を製造することが可能な、製塩装置を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、海水を用いて塩を作る製塩
方法であって、第一領域内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、前記第一
領域内に設けられた第二領域内に海水を供給する海水供給工程と、前記第二領域内に温泉
水を供給する温泉水供給工程と、前記第二領域内における海水および温泉水を攪拌する攪
拌工程と、前記攪拌工程を経て得られたかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたこ
とを特徴としている。より具体的には、海水を用いて塩を作る製塩方法であって、温泉水
循環プール内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、前記温泉水循環プール
内に設けられた蒸発釜内に海水を供給する海水供給工程と、前記蒸発釜内に温泉水を供給
する温泉水供給工程と、前記蒸発釜内にて前記海水および前記温泉水を混合して得られた
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かん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたことを特徴としている。
【００１５】
　このような構成によれば、前記第二領域内に供給された海水、あるいは海水と温泉水と
の混合液体を煮詰める際の熱源として、前記第一領域内の温泉水（約１０５度の温泉水）
が用いられているため、衛生的・効率的・低コストで環境に優しく、塩の製造を行うこと
ができる。つまり、天日のみを用いての製塩方法ではないため、天候等に左右されず、計
画的且つ効率的な製塩を行うことができる。また、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必
要としないため、燃料に関する費用が発生しない。さらに、このような構成によれば、前
記第二領域（例えば、鉄製の釜等）内にて塩が製造されるため、製造される塩中に泥等が
混入することもない。また、このような構成によれば、未使用のまま海に排出されていた
温泉水を効果的に活用することができる。さらに、このような構成によれば、海水と温泉
水との混合液体を煮詰めているため、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を製造するこ
とができる。
【００１６】
　また、本発明にかかる製塩方法においては、前記温泉水をタンク内に貯留する温泉水貯
留工程を備え、前記温泉水循環工程にて、前記タンクから前記第一領域内に前記温泉水を
流し込む構成が好ましい。より具体的には、本発明にかかる製塩方法は、前記温泉水をタ
ンク内に貯留する温泉水貯留工程を備え、前記温泉水循環工程にて、前記タンクから前記
温泉水循環プール内に前記温泉水を流し込む構成が好ましい。
【００１７】
　この好ましい構成によれば、地中から湧き出す温泉水を前記タンク内に一時的に貯留し
、前記タンクから前記第一領域内に前記温泉水を流し込むため、温度や流量を所定条件に
制御して、前記温泉水を効率的に供給することができる。すなわち、自噴する温泉水は勢
いが強く、圧力変動が生じやすいが、このように、自噴する温泉水を前記タンクに貯留す
る構成とすれば、一定の圧力（水圧）で温度を保ちながら、前記第一領域内に前記温泉水
を供給することが可能となる。
【００１８】
　さらに、本発明にかかる製塩方法においては、前記海水供給工程後における前記第二領
域内の前記海水が結晶化した後に、前記温泉水供給工程が行われる構成が好ましい。より
具体的には、本発明にかかる製塩方法は、前記海水供給工程後における前記蒸発釜内の前
記海水が結晶化した後に、前記温泉水供給工程が行われる構成が好ましい。
【００１９】
　この好ましい構成によれば、塩の製造過程において、料理に使用に適する濃度の「かん
水」が作りやすく、料理人等の要望に応じて、比較的簡単に「かん水」の濃度調節を行う
ことができる。
【００２０】
　また、本発明にかかる製塩方法においては、前記海水供給工程後における前記第二領域
内の前記海水の塩分濃度が所定濃度となった後に、前記温泉水供給工程が行われる構成が
好ましい。より具体的には、本発明にかかる製塩方法は、前記海水供給工程後における前
記蒸発釜内の前記海水の塩分濃度が所定濃度となった後に、前記温泉水供給工程が行われ
る構成がこのましい。例えば、前記第二領域内（前記蒸発釜内）の海水の塩分濃度が１５
％～２０％の範囲内となった後に、温泉水供給工程が行われる構成が好ましい。
【００２１】
　この好ましい構成によれば、結晶が大きい塩を製造することが可能となる。すなわち、
焼肉用やおにぎり等に使用しやすいサイズ（結晶サイズ）の塩を作ることが可能となる。
【００２２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、海水を用いて塩を作る製塩
方法であって、第一領域内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、前記第一
領域内に設けられた第二領域内にかん水を供給するかん水供給工程と、前記第二領域内に
おけるかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたことを特徴としている。より具体的
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には、本発明は、海水を用いて塩を作る製塩方法であって、温泉水循環プール内に温泉水
を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、前記温泉水循環プール内に設けられた蒸発釜
内に、海水および温泉水を混合して得られたかん水を供給するかん水供給工程と、前記蒸
発釜内におけるかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたことを特徴としている。
【００２３】
　このような構成によれば、前記第二領域内に供給された前記かん水を煮詰める際の熱源
として、前記第一領域内の温泉水（約１０５度の温泉水）が用いられているため、衛生的
・効率的・低コストで環境に優しく、塩の製造を行うことができる。つまり、上述したよ
うに、天日のみを用いての製塩方法ではないため、天候等に左右されず、計画的且つ効率
的な製塩を行うことができる。また、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必要としないた
め、燃料に関する費用が発生しない。さらに、このような構成によれば、前記第二領域（
例えば、鉄製の釜等）内にて塩が製造されるため、製造される塩中に泥等が混入すること
もない。また、このような構成によれば、未使用のまま海に排出されていた温泉水を効果
的に活用することができる。さらに、このような構成によれば、海水と温泉水との混合液
体を煮詰めているため、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を製造することができる。
また、事前に海水と温泉水とをブレンドしたかん水を前記第二領域に供給する製塩方法で
あるため、塩分濃度の調節を簡単に行うことができる。
【００２４】
　また、本発明にかかる製塩方法においては、前記蒸発工程が、温泉熱を用いた温泉熱蒸
発工程と、太陽熱を用いた太陽熱蒸発工程とを有する構成であることが好ましい。
【００２５】
　この好ましい構成によれば、前記温泉熱蒸発工程を行うことによって、衛生的・効率的
で環境に優しい、塩の製造方法を得ることができる。また、天日のみを用いての製塩方法
ではないため、天候等に左右されず、計画的且つ効率的な製塩を行うことができる。さら
に、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必要としないため、燃料に関する費用が発生せず
、低コスト化を実現することができる。また、前記太陽熱蒸発工程を行うことによって、
より乾燥度の高い塩を得ることができる。加えて、本発明によれば、前記温泉熱蒸発工程
の後に、前記太陽熱蒸発工程を行うため、従来の天日のみを用いた製塩方法と比較して、
より計画的且つ効率的で低コストの製塩方法を得ることができる。
【００２６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、海水を用いて塩を作る製塩
装置であって、温泉水を流し込んで循環可能に設けられた第一領域と、海水および温泉水
を供給可能な状態で前記第一領域内に設けられた第二領域とを備えたことを特徴としてい
る。より具体的には、本発明は、海水を用いて塩を作る製塩装置であって、温泉水を流し
込んで循環可能に設けられた温泉水循環プールと、海水および温泉水を供給可能な状態で
前記温泉水循環プール内に設けられた蒸発釜とを備えたことを特徴としている。また、こ
のような構成にかかる製塩装置においては、前記蒸発釜が、前記温泉水循環プール内に供
給された前記温泉水内に浮遊する状態で設けられている構成が好ましい。
【００２７】
　このような構成によれば、前記第一領域内に前記第二領域が設けられ、前記第二領域内
に供給された海水と温泉水との混合液体を煮詰める際の熱源として、前記第一領域内の温
泉水（約１０５度の温泉水）が用いられるため、衛生的・効率的・低コストで環境に優し
く、塩の製造を行うことが可能な、製塩装置を得ることができる。つまり、この製塩装置
によれば、天候等に左右されず、計画的且つ効率的に塩の製造を行うことができる。また
、この製塩装置によれば、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必要としないため、燃料に
関する費用が発生しない。さらに、この製塩装置によれば、前記第二領域（例えば、鉄製
の釜等）内にて塩が製造されるため、製造される塩中に泥等が混入することもない。また
、この製塩装置によれば、未使用のまま海に排出されていた温泉水を効果的に活用するこ
とができる。さらに、この製塩装置によれば、海水と温泉水との混合液体を煮詰めている
ため、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を得ることができる。
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【００２８】
　また、本発明にかかる製塩装置においては、温泉水を貯留可能なタンクを有する構成で
あることが好ましい。
【００２９】
　この好ましい構成によれば、地中から湧き出す温泉水を前記タンク内に一時的に貯留す
ることができる。このような構成によれば、前記タンクから前記第一領域内に前記温泉水
を流し込むため、温度や流量を所定条件に制御して、前記温泉水を効率的に供給すること
ができる。すなわち、自噴する温泉水は勢いが強く、圧力変動が生じやすいが、このよう
に、自噴する温泉水を貯留する前記タンクを有する構成とすれば、一定の圧力（水圧）で
温度を保ちながら、前記第一領域内に前記温泉水を供給することが可能となる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、小浜温泉の源泉を利用して、比較的簡単な構成に基づき、衛生的・効
率的・低コストで環境に優しく、ミネラル成分豊富な自然塩を製造することが可能な、製
塩方法を得ることができる。また、本発明によれば、小浜温泉の源泉を利用して、比較的
簡単な構成に基づき、衛生的・効率的・低コストで環境に優しく、ミネラル成分豊富な自
然塩を製造することが可能な、製塩装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態にかかる製塩方法を実現可能に構成された製塩装置の概略図を
示したものである。
【図２】図１に示した製塩装置を構成する温泉循環プールの概略図を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面に基づき、本発明の実施形態について説明する。ところで、後述する本実施
形態にかかる製塩方法においては、温泉水と海水とを利用するわけであるが、これらの温
泉水と海水とは、当然の如く、飲用に適した場所および成分を有するものに限る。仮に、
汲み上げた状態のままでは、飲用に適しない場合には、温泉水についても海水についても
、何等かの処理を施して、飲用に適した状態にする必要がある。以下、本実施形態におい
ては、特に説明しない限り、飲用に適した温泉水および海水を用いる場合について説明す
る。
【００３３】
＜第一実施形態＞
　図１は、本発明の第一実施形態にかかる製塩方法を実現可能に構成された製塩装置の概
略図を示したものである。また、図２は、図１に示した製塩装置を構成する温泉水循環プ
ールの概略図を示したものである。
【００３４】
　図１に示すように、本実施形態にかかる製塩装置は、源泉１１から温泉水を汲み上げる
汲み上げ手段１０と、この汲み上げ手段１０にて汲み上げられた温泉水を一時的に貯留す
るタンク２０と、このタンク２０から供給される温泉水を循環利用等する温泉水循環プー
ル３０（本発明の「第一領域」に相当）と、この温泉水循環プール３０にて得られた塩を
天日干しするために用いられる天日干し用ハウス５０等とを用いて構成されている。
【００３５】
　本実施形態にかかる汲み上げ手段１０は、熱量世界一といわれる小浜温泉を汲み上げる
べく、所定箇所に設けられたものであり、本件発明者らは、この世界一の熱量を有する小
浜温泉を利用して、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を製造することを可能とした。
この汲み上げ手段１０としては、一般的な温泉に用いられる装置が利用可能である。
【００３６】
　タンク２０は、汲み上げ手段１０にて汲み上げられた温泉水を一時的に貯留可能に構成
されている。また、このタンク２０は、貯留された温泉水の温度低下を可能な限り防止す
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べく、その壁面部が断熱構造を有している。具体的には、タンク２０の内壁面と外壁面と
の間に断熱材が設けられている。なお、温泉水は、空気と接触しなければ、温度が低下し
にくいため、タンク２０は、単なる鉄製等の壁面を有する構造としてもよい。
【００３７】
　温泉水循環プール３０は、図１に示すように、タンク２０に貯留されている温泉水を供
給可能に構成されている。また、この温泉水循環プール３０は、より具体的には、図２に
示すように構成されている。
【００３８】
　図２に示すように、本実施形態にかかる温泉水循環プール３０は、タンク２０から供給
される温泉水を循環可能に構成されているプール本体部３１と、このプール本体部３１内
等に対して温泉水を供給するために設けられた温泉水供給配管３２と、後述する蒸発釜４
１（本発明の「第二領域」に相当）に海水を供給するために設けられた海水供給配管３３
と、プール本体部３１内にて循環利用された温泉水等（排水）を適宜排出するために設け
られた排水排出配管３４等とを用いて構成されている。
【００３９】
　図１および図２に示すように、プール本体部３１内には、プール本体部３１に供給され
た温泉水内にほぼ浮遊する状態で、複数の蒸発釜４１が設けられている。これらの図に示
すように、本実施形態においては、六個の蒸発釜４１が浮遊する状態で、プール本体部３
１内に設けられている。ここで、「浮遊する状態」とは、固定あるいは非固定にかかわら
ず、プール本体部３１の底部に、蒸発釜４１の底面部の少なくとも一部が接触することな
く設けられた状態をいう。本実施形態において、プール本体部３１の温泉水内に、蒸発釜
４１を浮遊した状態で設けるのは、蒸発釜４１の底面部に対しても、温泉水を適切に循環
接触させるためである。本実施形態においては、蒸発釜４１の底面部の少なくとも一部が
、プール本体部３１の底部と非接触状態であればよいため、必要に応じて、蒸発釜４１の
底面部には、脚部等を設けてもよい。このように、プール本体部３１の温泉水内に浮遊す
る状態で蒸発釜４１を設ければ、温泉水と蒸発釜４１（内の後述する液体）との間で、効
果的な熱交換を行うことができる。
【００４０】
　なお、この図１および図２においては、その記載を省略しているが、本実施形態にかか
る製塩装置は、蒸発釜４１内の液体（後述する）を攪拌するための攪拌手段を有している
。攪拌手段としては、例えば、柄杓や攪拌翼等があげられる。これらの攪拌手段は、手動
のものであっても、また、自動的に回転駆動等するような構成としてもよい。
【００４１】
　天日干し用ハウス５０は、温泉水循環プール３０内の蒸発釜４１にて得られた塩をさら
に天日乾燥させるために設けられたものである。本実施形態にかかる製塩方法においては
、蒸発釜４１にて得られた塩を一つの商品として提供することも可能であるし、この蒸発
釜４１にて得られた塩を天日干し用ハウス５０に移送して、さらに天日にて乾燥処理した
後の塩を一つの商品として提供することも可能である。天日干し用ハウス５０としては、
一般的な農業等に用いられるビニールあるいはガラス等の透光性材料を用いて構成された
ハウスが利用可能である。天日干し用ハウス５０における塩載置箇所は、泥等の混入がな
いように、衛生的な状態に保たれている。
【００４２】
　したがって、例えば、天日干し用ハウス５０の塩載置箇所は、外気等の影響のない室内
であって、通気性が良好な場所であることが好ましい。また、塩載置箇所およびその近傍
の地面は、地面の埃等の影響を受けないように、セメント等で固め、常時湿らせた状態で
あることが好ましい。さらに、塩をこの天日干し用ハウス５０に移送する際には、結晶化
された塩をプラスチックケースに薄く平らにした状態とする。そして、ケースとケースと
の間隔は、例えば、上下約３０ｃｍ間隔、左右約１０ｃｍ間隔とする。これらの間隔は、
作業のしやすさ等を念頭において、適宜変更可能である。
【００４３】
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　本実施例にかかる製塩装置は、以上のように構成されており、その構成に基づき、次の
ような方法で塩が製造される。以下、図１および図２を用いて、具体的な製塩方法につい
て説明する。
【００４４】
　まず、本実施形態にかかる製塩方法においては、汲み上げ手段１０にて源泉１１から汲
み上げられた温泉水が、タンク２０内に貯留される（本発明の「温泉水貯留工程」に相当
）。本実施形態にかかる製塩方法において、タンク２０内に温泉水を一旦貯留する構成と
するのは、自噴する温泉水は勢いが強く、温泉水を直接供給する形態とした場合には、一
定の水量（圧力）にて温泉水を供給することが困難だからである。
【００４５】
　次に、本実施形態においては、所定の水量および温度（７５度以上）を保持した状態で
、温泉水供給配管３２を介して、タンク２０から温泉水循環プール３０（を成すプール本
体部３１）に温泉水が供給される。このように温泉水供給配管３２を介してタンク２０か
ら供給された温泉水は、温泉水循環プール３０内において、所定の温度条件の下、循環さ
せられる（本発明の「温泉水循環工程」に相当）。本実施形態においては、例えば、プー
ル本体部３１内の温泉水温度が、７０度～９０度の範囲となるように、プール本体部３１
に対して、タンク２０に接続された温泉水供給配管３２から、温泉水が供給される。また
、このプール本体部３１内の温泉水温度は、７５度以上に制御することがより好ましい。
プール本体部３１内の温泉水温度が、７０度よりも低い場合には、塩を製造するまでに多
くの時間が必要となる。一方、上述した温度範囲であれば、比較的短時間で海水から塩を
結晶化することができる。なお、プール本体部３１内の温泉水の温度を調節するために、
必要に応じて、排水排出配管３４を用いた温泉水（排水）の排出処理が行われる。
【００４６】
　次に、本実施形態においては、温泉水循環プール３０（を成すプール本体部３１）の温
泉水内に浮かべられた蒸発釜４１に対し、海水供給配管３３を介して、海水が供給される
（本発明の「海水供給工程」に相当）。ここで供給される「海水」は、雲仙からのふく流
水と海水とが交わる海底をボーリングして汲み上げられた海水である。
【００４７】
　海水供給工程にて蒸発釜４１内に供給された海水は、プール本体部３１内の温泉水（温
泉熱）にて加熱され、海水中の水分が蒸発する。本実施形態においては、この加熱蒸発に
より、蒸発釜４１内の塩分濃度が上昇し、海水が結晶化した後、蒸発釜４１内に、温泉水
の供給が行われる（本発明の「温泉水供給工程」に相当）。この温泉水供給工程において
は、５０度以上の温度を有する温泉水を供給することが好ましい。このように５０度以上
の温泉水を供給するのは、５０度よりも低温の温泉水を供給すると、塩の結晶化までに多
くの時間を要するからである。すなわち、本実施形態においては、塩の結晶化までの作業
を効率的に行うために（溶融から結晶化までの時間を短縮するために）、５０度以上の温
泉水を供給している。
【００４８】
　次に、温泉水供給工程の後、蒸発釜４１内の液体が攪拌手段にて攪拌される（本発明の
「攪拌工程」に相当）。そして、攪拌工程にて得られた蒸発釜４１中のかん水を、さらに
、プール本体部３１内にて循環している温泉水（温泉熱）を用いて加熱し、蒸発釜４１中
のかん水の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」「温泉熱蒸発工程」に相当）。
【００４９】
　この蒸発工程の途中において、かん水の塩分濃度が１５％～２０％になったものは、そ
のまま調味料としての利用が可能である。つまり、このかん水は、必要に応じて、調味料
として、そのままの状態で使用可能である。海水のみで作られたかん水は、通常、辛すぎ
て調味料に適さない。しかしながら、本実施形態によれば、温泉水と海水とを混ぜ合わせ
たことによって、旨み成分が増し、調味料としての使用に適したかん水を得ることができ
る。
【００５０】
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　本実施形態においては、上述した蒸発工程を継続し、蒸発釜４１中のかん水を、さらに
、プール本体部３１内にて循環している温泉水（温泉熱）を用いて加熱し続け、蒸発釜４
１中のかん水の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」「温泉熱蒸発工程」に相当）。
このように、かん水を温泉水にてさらに蒸発させると、蒸発釜４１内において、塩の結晶
が得られる。
【００５１】
　次に、蒸発釜４１内にて得られた塩の結晶は、天日干し用ハウス５０に移送される。天
日干し用ハウス５０中には、衛生的な状態に保持されている塩載置箇所（図示省略）が設
けられており、移送された塩の結晶は、この塩載置箇所に載置される。本実施形態におい
ては、天日干し用ハウス５０中の塩載置箇所に塩の結晶を載置し、この塩の結晶に対し、
太陽熱を用いた加熱処理を行い、塩の結晶中の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」
「太陽熱蒸発工程」に相当）。
【００５２】
　塩を製造する際の蒸発工程については、最後まで温泉熱を利用した蒸発処理を行うこと
も可能であるが、本実施形態に示すべく、温泉熱蒸発工程の後に太陽熱蒸発工程を行えば
、にがり成分がなく、旨み成分が増した、風味豊かな自然塩を得ることができる。
【００５３】
　さて、本実施形態においては、上述した製造装置および製造方法に基づき、塩の製造が
行われる。以下、これらの特徴ある製造装置および製造方法に起因する、作用効果を具体
的に説明する。
【００５４】
　本実施形態にかかる海水を用いた製塩方法は、温泉水循環プール３０内に温泉水を流し
込んで循環させる温泉水循環工程と、温泉水循環プール３０内に設けられた蒸発釜４１内
に海水を供給する海水供給工程と、蒸発釜４１内に温泉水を供給する温泉水供給工程と、
蒸発釜４１内における海水および温泉水を攪拌する攪拌工程と、この攪拌工程を経て得ら
れたかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたことを特徴としている。
【００５５】
　このような構成によれば、蒸発釜４１内に供給された海水と温泉水との混合液体を煮詰
める際の熱源として、温泉水循環プール３０内の温泉水（約１０５度の温泉水）が用いら
れているため、衛生的・効率的・低コストで環境に優しく、塩の製造を行うことができる
。つまり、天日のみを用いての製塩方法ではないため、天候等に左右されず、計画的且つ
効率的な製塩を行うことができる。また、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必要としな
いため、燃料に関する費用が発生しない。さらに、このような構成によれば、蒸発釜４１
（例えば、鉄製の釜等）内にて塩が製造されるため、製造される塩中に泥等が混入するこ
ともない。また、このような構成によれば、未使用のまま海に排出されていた温泉水を効
果的に活用することができる。さらに、このような構成によれば、海水と温泉水との混合
液体を煮詰めているため、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を製造することができる
。
【００５６】
　また、本実施形態にかかる製塩方法は、温泉水をタンク２０内に貯留する温泉水貯留工
程を備え、温泉水循環工程にて、タンク２０から温泉水循環プール３０内に温泉水を流し
込むように構成されている。
【００５７】
　このような構成によれば、地中から湧き出す温泉水をタンク２０内に一時的に貯留し、
タンク２０から温泉水循環プール３０内に温泉水を流し込むため、温度や流量を所定条件
に制御して、温泉水を効率的に供給することができる。すなわち、自噴する温泉水は勢い
が強く、圧力変動が生じやすいが、このように、自噴する温泉水をタンク２０に貯留する
構成とすれば、一定の圧力（水圧）で温度を保ちながら、温泉水循環プール３０内に温泉
水を供給することが可能となる。
【００５８】
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＜第二実施形態＞
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。第二実施形態にかかる製塩方法を実現
可能に構成された製塩装置も、基本的には第一実施形態にて説明した装置と同様の構成を
有する。本実施形態と第一実施形態との違いは、製塩方法の一部分である。したがって、
以下においては、装置の具体的な説明は省略し、主に第一実施形態と異なる部分に関する
説明を行う。ここで説明しない部分は、基本的に第一実施形態と同様である。
【００５９】
　本実施例にかかる製塩装置は、図１および図２に示すように構成されており、その構成
に基づき、次のような方法で塩が製造される。以下、図１および図２を用いて、具体的な
製塩方法について説明する。
【００６０】
　本実施形態にかかる製塩方法においては、汲み上げ手段１０にて源泉１１から汲み上げ
られた温泉水が、タンク２０内に貯留される（本発明の「温泉水貯留工程」に相当）。本
実施形態にかかる製塩方法において、タンク２０内に温泉水を一旦貯留する構成とするの
は、自噴する温泉水は勢いが強く、温泉水を直接供給する形態とした場合には、一定の水
量（圧力）にて温泉水を供給することが困難だからである。
【００６１】
　次に、本実施形態においては、所定の水量および温度（７５度以上）を保持した状態で
、温泉水供給配管３２を介して、タンク２０から温泉水循環プール３０（を成すプール本
体部３１）に温泉水が供給される。このように温泉水供給配管３２を介してタンク２０か
ら供給された温泉水は、温泉水循環プール３０内において、所定の温度条件の下、循環さ
せられる（本発明の「温泉水循環工程」に相当）。本実施形態においては、例えば、プー
ル本体部３１内の温泉水温度が、７０度～９０度の範囲となるように、プール本体部３１
に対して、タンク２０に接続された温泉水供給配管３２から、温泉水が供給される。また
、このプール本体部３１内の温泉水温度は、７５度以上に制御することがより好ましい。
プール本体部３１内の温泉水温度が、７０度よりも低い場合には、塩を製造するまでに多
くの時間が必要となる。一方、上述した温度範囲であれば、比較的短時間で海水から塩を
結晶化することができる。なお、プール本体部３１内の温泉水の温度を調節するために、
必要に応じて、排水排出配管３４を用いた温泉水（排水）の排出処理が行われる。
【００６２】
　次に、本実施形態においては、温泉水循環プール３０（を成すプール本体部３１）の温
泉水内に浮かべられた蒸発釜４１に対し、海水供給配管３３を介して、海水が供給される
（本発明の「海水供給工程」に相当）。ここで供給される「海水」は、雲仙からのふく流
水と海水とが交わる海底をボーリングして汲み上げられた海水である。
【００６３】
　海水供給工程にて蒸発釜４１内に供給された海水は、プール本体部３１内の温泉水（温
泉熱）にて加熱され、海水中の水分が蒸発する。この加熱蒸発により、蒸発釜４１内の塩
分濃度が上昇し、所定の塩分濃度になった後、蒸発釜４１内に、温泉水の供給が行われる
（本発明の「温泉水供給工程」に相当）。具体的には、蒸発釜４１内の海水の塩分濃度が
１５％～２０％の範囲内となった後に、温泉水供給工程が行われる。このような構成とす
ることによって、結晶が大きい塩を製造することが可能となる。すなわち、本実施形態に
よれば、焼肉用やおにぎり等に使用しやすいサイズ（結晶サイズ）の塩を、比較的容易に
作ることができる。
【００６４】
　また、本実施形態にかかる温泉水供給工程においては、５０度以上の温度を有する温泉
水を供給することが好ましい。このように５０度以上の温泉水を供給するのは、５０度よ
りも低温の温泉水を供給すると、塩の結晶化までに多くの時間を要するからである。すな
わち、本実施形態においては、塩の結晶化までの作業を効率的に行うために（溶融から結
晶化までの時間を短縮するために）、５０度以上の温泉水を供給している。
【００６５】
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　次に、温泉水供給工程の後、蒸発釜４１内の液体が攪拌手段にて攪拌される（本発明の
「攪拌工程」に相当）。そして、攪拌工程にて得られた蒸発釜４１中のかん水を、さらに
、プール本体部３１内にて循環している温泉水（温泉熱）を用いて加熱し、蒸発釜４１中
のかん水の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」「温泉熱蒸発工程」に相当）。
【００６６】
　この蒸発工程の途中において、かん水の塩分濃度が１５％～２０％になったものは、そ
のまま調味料としての利用が可能である。つまり、このかん水は、必要に応じて、調味料
として、そのままの状態で使用可能である。海水のみで作られたかん水は、通常、辛すぎ
て調味料に適さない。しかしながら、本実施形態によれば、温泉水と海水とを混ぜ合わせ
たことによって、旨み成分が増し、調味料としての使用に適したかん水を得ることができ
る。
【００６７】
　本実施形態においては、上述した蒸発工程を継続し、蒸発釜４１中のかん水を、さらに
、プール本体部３１内にて循環している温泉水（温泉熱）を用いて加熱し続け、蒸発釜４
１中のかん水の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」「温泉熱蒸発工程」に相当）。
このように、かん水を温泉水にてさらに蒸発させると、蒸発釜４１内において、塩の結晶
が得られる。
【００６８】
　次に、蒸発釜４１内にて得られた塩の結晶は、天日干し用ハウス５０に移送される。天
日干し用ハウス５０中には、衛生的な状態に保持されている塩載置箇所（図示省略）が設
けられており、移送された塩の結晶は、この塩載置箇所に載置される。本実施形態におい
ては、天日干し用ハウス５０中の塩載置箇所に塩の結晶を載置し、この塩の結晶に対し、
太陽熱を用いた加熱処理を行い、塩の結晶中の水分を蒸発させる（本発明の「蒸発工程」
「太陽熱蒸発工程」に相当）。
【００６９】
　塩を製造する際の蒸発工程については、最後まで温泉熱を利用した蒸発処理を行うこと
も可能であるが、本実施形態に示すべく、温泉熱蒸発工程の後に太陽熱蒸発工程を行えば
、にがり成分がなく、旨み成分が増した、風味豊かな自然塩を得ることができる。
【００７０】
　さて、本実施形態においては、上述した製造装置および製造方法に基づき、塩の製造が
行われる。以下、これらの特徴ある製造装置および製造方法に起因する、作用効果を具体
的に説明する。
【００７１】
　本実施形態にかかる海水を用いた製塩方法は、第一実施形態と同様に、温泉水循環プー
ル３０内に温泉水を流し込んで循環させる温泉水循環工程と、温泉水循環プール３０内に
設けられた蒸発釜４１内に海水を供給する海水供給工程と、蒸発釜４１内に温泉水を供給
する温泉水供給工程と、蒸発釜４１内における海水および温泉水を攪拌する攪拌工程と、
この攪拌工程を経て得られたかん水の水分を蒸発させる蒸発工程とを備えたことを特徴と
している。
【００７２】
　このような構成によれば、蒸発釜４１内に供給された海水と温泉水との混合液体を煮詰
める際の熱源として、温泉水循環プール３０内の温泉水（約１０５度の温泉水）が用いら
れているため、衛生的・効率的・低コストで環境に優しく、塩の製造を行うことができる
。つまり、天日のみを用いての製塩方法ではないため、天候等に左右されず、計画的且つ
効率的な製塩を行うことができる。また、かん水を煮詰める際に薪等の燃料を必要としな
いため、燃料に関する費用が発生しない。さらに、このような構成によれば、蒸発釜４１
（例えば、鉄製の釜等）内にて塩が製造されるため、製造される塩中に泥等が混入するこ
ともない。また、このような構成によれば、未使用のまま海に排出されていた温泉水を効
果的に活用することができる。さらに、このような構成によれば、海水と温泉水との混合
液体を煮詰めているため、ミネラル成分豊富で旨みのある自然塩を製造することができる



(12) JP 4491524 B1 2010.6.30

10

20

30

40

50

。
【００７３】
　また、本実施形態にかかる製塩方法は、温泉水をタンク２０内に貯留する温泉水貯留工
程を備え、温泉水循環工程にて、タンク２０から温泉水循環プール３０内に温泉水を流し
込むように構成されている。
【００７４】
　このような構成によれば、地中から湧き出す温泉水をタンク２０内に一時的に貯留し、
タンク２０から温泉水循環プール３０内に温泉水を流し込むため、温度や流量を所定条件
に制御して、温泉水を効率的に供給することができる。すなわち、自噴する温泉水は勢い
が強く、圧力変動が生じやすいが、このように、自噴する温泉水をタンク２０に貯留する
構成とすれば、一定の圧力（水圧）で温度を保ちながら、温泉水循環プール３０内に温泉
水を供給することが可能となる。
【００７５】
＜その他の実施形態＞
　なお、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に適合し得
る範囲で必要に応じて種々の変更を加えて実施することも可能であり、それらはいずれも
本発明の技術的範囲に含まれる。
【００７６】
　上記実施形態においては、蒸発工程として、温泉熱を用いた温泉熱蒸発工程と、太陽熱
を用いた太陽熱蒸発工程とを行う場合について説明したが、本発明は、この構成に限定さ
れなし。したがって、例えば、温泉熱のみを用いて、かん水の水分を全て蒸発させること
も可能である。すなわち、プール本体部３１に浮遊させた状態の蒸発釜４１中のかん水を
温泉水のみで加熱して、かん水の水分を完全に蒸発させて、「塩」を得るような構成とし
てもよい。
【００７７】
　また、上記実施形態においては、蒸発釜４１に対して、段階的に海水および温泉水を供
給することによって「かん水」を形成し、そのかん水を蒸発させることによって、「塩」
を製造する方法について説明したが、本発明は、この構成に限定されない。したがって、
例えば、事前に海水と温泉水とをブレンドした「かん水」を製造し、そのかん水を蒸発釜
４１に供給して蒸発させることによって、「塩」を製造してもよい。
　より具体的には、例えば、海水と温泉水とを「海水：温泉水＝１：３」の割合で混ぜ合
わせ、この混ぜ合わせた液体を、温泉熱を利用して、その塩分濃度が１５％～２０％にな
るまで蒸発させる。この塩分濃度が１５％～２０％の液体（かん水）は、上述した他の実
施形態でも説明したように、必要に応じて、調味料として利用可能である。そして、「塩
」を製造する際には、この調味料として利用可能な液体（かん水）に対して、温泉熱を用
いた蒸発工程と、天日干し用ハウスを用いた蒸発工程を行うことによって、液体（かん水
）の水分を飛ばして（蒸発させて）、「塩」の結晶を得ることができる。すなわち、この
実施形態においても、上述した各実施形態にて説明した装置を用いて、衛生的・効率的・
低コストで環境に優しく、ミネラル成分豊富な自然塩を製造することができる。
【００７８】
　さらに、上記実施形態においては、温泉熱として、主に「温泉水」を用いる場合につい
て説明したが、本発明は、この構成に限定されない。したがって、例えば、源泉あるいは
タンクから得られる「蒸気」を用いることも可能である。具体的には、源泉近傍あるいは
タンクに対して、「蒸気（温泉の蒸気）」を流通可能なパイプを設置し、このパイプを温
泉水循環プール３０と繋ぐことによって、「蒸気」を適宜温泉水循環プール３０に流通可
能に構成してもよい。このような構成であれば、効果的に、温泉水循環プール３０内の温
泉水の温度低下を防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明によれば、小浜温泉の源泉を利用して、比較的簡単な構成に基づき、衛生的・効
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塩方法を得ることができる。また、本発明によれば、小浜温泉の源泉を利用して、比較的
簡単な構成に基づき、衛生的・効率的・低コストで環境に優しく、ミネラル成分豊富な自
然塩を製造することが可能な、製塩装置を得ることができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１０…汲み上げ手段
　１１…源泉
　２０…タンク
　３０…温泉水循環プール（第一領域）
　３１…プール本体部
　３２…温泉水供給配管
　３３…海水供給配管
　３４…排水排出配管
　４１…蒸発釜（第二領域）
　５０…天日干し用ハウス
【要約】
【課題】小浜温泉の源泉を利用して、比較的簡単な構成に基づき、衛生的・効率的・低コ
ストで環境に優しく、ミネラル成分豊富な自然塩を製造することが可能な、製塩装置を提
供することを課題とする。
【解決手段】本発明は、海水を用いて塩を作る製塩装置であって、温泉水を貯留可能なタ
ンク２０と、温泉水を流し込んで循環可能に設けられた温泉水循環プール３０と、海水お
よび温泉水を供給可能な状態で前記温泉水循環プール３０内に設けられた蒸発釜４１と、
前記蒸発釜４１内の液体を攪拌可能に設けられた攪拌手段とを備えたことを特徴としてい
る。
【選択図】図１
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