
                               

IEA HP 実施協定（ヒートポンプセンター）ニューズレター 

国内版第 39 号（平成 27 年 11 月 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター発行） 

 

ニューズレター国内版は、ヒートポンプセンター（IEA ヒートポンプ実施協定の事務局、在スウェーデン）が発行する IEA 

HPC NEWSLETTER を日本語要約したものです。原文の IEA HPC NEWSLETTER は、ヒートポンプセンターのホームペー

ジ http://www.heatpumpcentre.org/ からダウンロードが可能です。 



 

 

目 次 

 

１． IEA HPC NEWSLETTER VOL.33 NO.3/2015 からピックアウト 

 

 

１．１ コラム 

 

1 

１．２ IEA Heat Pumping Technologies News 

 

3 

１．３ IEA Heat pump news  

 

6 

１．４ 特集記事１ 9 

 特集記事２ 12 

 特集記事３ 13 

 

特集記事４ 

 

16 

２． ANNEXES（国際共同研究） 

 

 

２．１ Ongoing Annexes 

 

18 

 

 

  



- 1 - 

 

１．IEA HPC NEWSLETTER VOL.33 NO.3/2015 からピックアウト 

 

１．１ コラム 

 

北米および北欧での地中熱ヒートポンプに関する所見 

 

Jeffrey D.Spitler 

Regents Professor and OG&E Energy Technology Chair 

Oklahoma State University  

USA 

 

 地中熱ヒートポンプ（GSHP）システムは、北米および北欧の住宅用建物、商業用建物、公共建

物でエネルギー効率のよい冷暖房を行うために一般に用いられている。1970年代以降、スウェ

ーデンと米国で活発に研究プログラムが行われている。長期にわたり、GSHPシステムの分析と

モデル化および地中熱特性の測定の方法などの分野において両国間で大規模な情報交換が行われ

ている。それにもかかわらず、20年にわたり両国間を行き来し、この 1年をスウェーデンです

ごした米国人研究者として、わたしは、両国間でのこの技術の適用方法の差異について著しく知

識が不足していることに気づいた。この知識不足は、一方の大陸の研究者が他方の大陸でのこの

技術の適用方法を理解していないというだけでなく、双方が自らの技術的解決策について理解し

ていないことに起因する。こうした誤解を少しでも和らげることを期待して、北米および北欧で

の地中熱ヒートポンプシステムについて以下に所見を述べる。 

 些細なことかもしれないが、北欧の住宅用建物では、機械式冷房を利用することはほとんどな

いが、北米の住宅用・商業用建物／公共建物の大半では冷暖房が必要である。これはまた、北欧

がほぼ全面的に静音型の温水暖房システムを好むのに対して、米国人は、冷暖房システムの騒音

を受け入れる傾向にあることを間接的に説明していると思われる。 

 理由はどうあれ、住宅用地中熱ヒートポンプに関しては、米国では水／空気式、北欧では水／

水式がそれぞれ最も普及している。双方の地域では、地中熱ヒートポンプは、蒸気圧縮ヒートポ

ンプサイクルのソースである地中熱交換器を通じて循環する水／不凍液混合物を使用している。

こうした共通性を除くと、かなりの相違点があり、そのうちの一部を一般的な住宅用 GSHPを例

に表1にまとめる。 

 

表1．北アメリカとスカンジナビアのGSHPの比較 

 



- 2 - 

 

 

 商業用ヒートポンプ用途に関しては、北米では分散型ヒートポンプシステムが一般的であり、

北欧ではセントラルヒートポンプシステムが一般的であるとみられる。 

 北欧の住宅用ヒートポンプの調査を開始したときに、冷媒／水熱交換器ではなく水／水熱交換

器によって家庭の給湯がどのように行われているかを理解するには、若干の詳しい調査が必要で

あった。しかし、わたしが考える最も意外な相違点は、技術そのものではなく、メーカからのデ

ータの入手性である。地中熱交換器の設計では、土壌とやり取りする熱を定量化する必要があ

り、北米では、ヒートポンプが満たす冷暖房負荷を土壌に課される熱抽出と排熱の率に換算する

ために、ヒートポンプの簡素な式適合モデル（equation-fit model）がよく利用される。北米で

は、こうした式適合モデルの開発は、各ヒートポンプモデルについてメーカが提供する豊富なデ

ータセット（通常は、流量と流入流体温度について 60～150の組み合わせ）によって支えられ

る。北欧では、各メーカは、ごくわずかなデータポイントを提供するだけで、こうした式適合モ

デルの開発は不可能である。わたしの考えでは、これは地中熱交換器設計の妨げになっている。 

 北米のボアホールの大半は、浅い深度の地下水を地表の汚染物質から守るために、グラウト材

で埋め戻される。北欧では浅いところに岩盤があり、地下水位が高いことがよくあるため、ボア

ホールは一般に井戸のように掘られ、岩盤中のボアホールに鋼の内張りが施される。次いで、ボ

アホール内のU字管に重りを付けて、吊り下げられる。 

 地下水を満たしたボアホールは、低い熱抵抗により十分に機能する傾向にあるが、熱抵抗は伝

熱率とアニュラス温度によって変動する。異なる国の異なる技術を比較することは困難である

が、地下水を満たした北欧のボアホールは、グラウト材を充填した米国のボアホールよりも設置

費用がかなり高額である。岩盤までの距離が大きい北欧のいくつかの場所（たとえば、スウェー

デンの西岸と南部）では、地下水を満たしたボアホールの費用は法外なものとなり、グラウト材

を充填したボアホールが検討されるかもしれない。 

 ボアホール熱交換器は、北欧では深くなる傾向があり、その平均深度は2013年時点で171mで

ある。北米についてこうしたデータをまとめている者が存在するかわからないが、わたしの印象

では平均値は 80mほどと考えられるが、近年ではもっと深いボアホールも耳にするようになっ

た。 

 もう 1つの所見は、地質条件が北欧と似ている北米では、スタンディングカラム井戸がよく利

用されるということである。これは北欧でも利用される可能性がある。同様に、北米のそうした

地域では、用途によっては U字管を設置して、地下水を満たしたボアホールの利用が現実となる

可能性がある。 

 北米と北欧で利用されているヒートポンプ技術と地中熱交換器設計の相違は、気候と地質を理

由とした固有のものであるが、その他についてはさらに調査する価値がある。 
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１．２ IEA Heat Pumping Technologies News 

 

（１）第 12 回 IEA ヒートポンプ会議が開催予定 

 第 12回 IEAヒートポンプ会議が、2017年 5月 15～18日にロッテルダムの世界貿易センター

で開催される。この会議は、5月 15日のワークショップから始まり、同日夕方より歓迎レセプ

ションが開かれる。 

 

□エネルギーの再考 

 再生可能エネルギーの時代は必ず到来するが、省エネも不可欠である。主な解決策と選択肢

は、経済性だけでなく、将来のエネルギーシステムの期待という観点から実現されるだろう。イ

ンフラは、不安定なサプライヤーと再生可能エネルギー源からの電力への依存を高めつつある。

この結果、政策立案者と消費者にとっても、環境問題が重要な誘因になっており、かれらが行う

選択はエネルギービジネスの状況を根本的に変えようとしている。 

 世界各国の政府と高いレベルの意思決定者は、冷暖房に対してさらに関心を向けるとともに、

利用できる最善の選択肢に注目すべきである。冷暖房は、だれもが認識している重要問題である

が、見過ごされることがよくある。熱は、世界の最終エネルギー需要の 50％強（171EJ）を占め

ており、この需要の 4分の 3以上が化石燃料で満たされている。IEAは、建物部門と産業部門で

は手つかずのエネルギー効率改善余地が膨大に存在すると述べている。この部門では、CO2排出

量削減を達成する上で、冷暖房システム用の低炭素技術およびゼロ炭素技術が不可欠である。 

 ヒートポンプは、確実で、持続可能で、競争力のあるエネルギーシステムという目標を達成す

る上で、すでに入手可能な実証済みの重要技術となっている。 

 

□今すぐ行動を！ 

 冷暖房システム市場では、今すぐに行動することが緊急に求められる。この部門で現在行われ

ているほぼすべての投資は、全体的なエネルギー利用に長期的な影響を及ぼすだろう。新しい暖

房システムまたは改築の実施は、向こう15～20年間のエネルギー利用に影響をもたらす。 

 

□会議プログラム 

 第 12回 IEAヒートポンプ会議は、開会式の後に、並行して進められる 3つの主な内容で構成

される。 

 この会議では、招待講演者、市場とアネックスの主要利害関係者である講演者、さらに論文募

集に応じた講演者が参加し、研究者は、自らの意見の表明と最新動向の説明を求められる。口頭

による発表とポスター発表も行われる。 

 会議の前後には、アネックスに関するワークショップ（会議前）と特別行事が行われる。後援

者には、特別サイドイベントと会議室が提供される。 

 

□出席対象者 

・政策立案者、政府当局者、地元市議会 

・産業界、公益事業会社、および公共部門の幹部と代表者 

・メーカ、販売業者、技術支援者 

・メーカおよびサプライヤーの設計者と研究開発マネジャー 

・研究者、開発者、機器設計者 

・学者、学生 
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□論文募集 

 論文募集は2015年10月に発表される。論文の摘要の提出方法、参加方法の詳細と会議に関す

る他の情報については、会議のウェブサイト（www.hpc2017.org）をご覧ください。 

 

（２）横浜で開かれた国際冷凍会議（ICR2015）からの報告 

 第 24回国際冷凍会議（ICR2015）が 8月 16～22日に横浜（日本）で開かれた。この会議は、

国際冷凍学会（IIR）と日本冷凍空調学会（JSRAE）によって運営された。この第 24回会議に与

えられた特別なタイトルは、「生活の質の改善、地球の保全」であった。この会議は、開催場所

であるパシフィコ横浜での運営が非常に優れ、すべての参加者、後援者、出展者にとってあらゆ

る行事が円滑に進んだ。 

 この会議の数週間前には、横浜の外気温が 35℃近くまで上昇したが、会議が行われた週は

30℃を下回る日がほとんどで、訪問者を喜ばせた。スウェーデンでかなり涼しい夏を経験してい

るわたしは、個人的にはこの暑さを楽しむことができ、北欧諸国の訪問者の多くがそうであった

と思われる。しかしながら、横浜で経験したような気候では、エアコンと冷凍は、望ましい生活

の質に欠かせないのは明らかである。ただし、地球を保全するためにできるだけ環境影響を小さ

くして、できるだけ効率的にこれらを実現する必要がある。 

 会議には全体で 1,186人の参加者登録があり、そのうちの 439人が日本、194人が中国からの

参加であった。しかしながら、第3位、第4位、第5位にランクされたのはドイツ、フランス、

米国で、参加者はそれぞれ 60人、59人、56人であった。会議には 55カ国から参加があった。

合計で643本の論文が受領され、発表された。このうち主執筆者別では、中国が149本、日本が

116本であった。米国、フランス、ドイツの執筆者の論文は、それぞれ 40本、40本、26本であ

った。全体では、43カ国から主執筆者の投稿があった。 

 この会議は、正式には開会式と、日本エネルギー経済研究所の常務理事兼主席研究員の小山堅

氏の「世界のエネルギー事情と日本のエネルギー戦略」と題する本会議講演でスタートした。小

山氏はここで全体像を示し、世界、アジア、日本の展望について語った。同氏は聴衆に対して、

2011年 3月 11日以降、日本のエネルギー消費量は 20%削減されたと述べた。すべての原子力発

電所が停止したが、原子力発電の減少分が化石燃料消費によって一部相殺された結果、日本に高

いコストが生じた。現在の日本の課題は、安全と 3E（エネルギー安全保障、経済効率、環境）

を達成すると同時に、危機モードから平常モードに切り替えることである。したがって、基本的

なエネルギー戦略の主要原則は、原子力への依存を減らし、再生可能エネルギーを最大限まで拡

大し、安全を達成し、3Eのためにバランスのとれたエネルギーポートフォリオを実現すること

である。 

 口頭による発表を伴う 9つのセッションが、さまざまなテーマで並行して行われた。さらに、

120のポスターが展示され、その作成者によって発表が行われた。Piotr Domanski博士は、会議

の論文について徹底調査を行い、閉会式でこれを発表した。同博士の調査によると、多くの論文

のテーマが、現在のものよりもさらに効率と信頼性を高め、もっとスマートな将来のシステムに

関するものであった。発表を行った多くの研究者が扱っていた 1つの課題は、GWPの大きい冷媒

の段階的廃止であった（これは選択肢が限られている）。新しい流体を扱ったものはほとんどな

く、現在ある流体の混合物のみであった。また、大きな焦点が置かれたのは、自然冷媒の利用で

あった。冷媒としてプロパンを用いることを扱った論文は非常に少なく、また、いくつかがアン

モニアを扱っていた。CO2を冷媒とすることに関する研究の結果を発表する論文が非常に多く、1

つの例は、温暖な国での遷移臨界 CO2を用いたスーパーマーケットの冷凍のエネルギー効率改善

に向けた複数排出装置の利用余地に関するものである。さらに、同博士の調査では、他の論文は
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エコノマイザ、液体注入（たとえば R32によるもの）、他の排出装置サイクルを扱っていた。い

くつかの論文では、熱交換器の性能を考察していた（たとえば、Pega Hrnjak教授による基調講

演は、マイクロチャネル熱交換器に関するものであった）。着霜に関する論文が 10本、空気側

の伝熱係数の拡大を扱った論文が 5本であった。一部の論文は、スマート電力網向けの制御装

置、故障検知診断、スマートヒートポンプなどのスマートシステムを取り扱っていた。アジア諸

国を主体とする合計 23本の論文では、吸収技術と吸収式ヒートポンプ技術を扱っていた。ま

た、液体および固体の乾燥剤、蒸発冷却に関する論文もあり、さらに、低温生物学に関するセッ

ション、医薬品コールドチェーンに関する1つの基調講演、磁気熱量冷凍に関する2つのセッシ

ョン、熱音響冷凍に関する1本の論文があった。 

 テクニカルセッションに加えて、8つのテクニカルサマリー講演と 14のワークショップ（こ

のうちの2つがIEAのHPTアネックスによるもの）が行われたため、数多くの情報が交換された

と言っても誇張ではない。また、セッションの合間に訪れることができた展示会もあった。ここ

には、冷凍・ヒートポンプ技術分野のさまざまな企業と団体が参加していた。 

 この会議への参加は、さまざまな形で大きな成果をもたらし、いくつかの印象深い出来事と豊

かなアイデアを得て帰国した。この会議に尽力したすべての方々に大いに感謝したい。わたしは

すでに、2019年にカナダのモントリオールで開かれる次回の国際冷凍会議を心待ちにしてい

る。 
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１．３ Heat pump news 

 

＜一般＞ 

 

□炭素目標の達成に焦点を置いた新しい BSRIA 刊行物を出版 

 BSRIAは「炭素目標の達成に関する白書」を出版した。これは、向こう 10年間の炭素目標を

達成するために英国の産業界が政府に対して求めるものに着目している。同白書は、長期戦略

（安定性、ベンチマーク、および法規）を検討し、政府は支援することが可能であり、政府の裁

量下にある主な手段は法律、規則、奨励措置、そして資金援助であると提言している。 

 BSRIAの Julia Evans最高経営責任者は、「わが国の産業界は、明確な政策、明確でわかりや

すい法律、そしてさらなる規則の確立によって支援を得られる。しかしながら、現時点では政策

を支配する政府省庁が過剰に存在する。したがって、産業界は、窓口となる単一の政府省庁の創

設を支持する。これは、矛盾と混乱を減らす一助となるだろう」と述べた。 

 Evans氏はさらに、「規則は、国民が満たすべき最低限の基準とみなされている。政府は、性

能が低い機器には課税し、最高性能の機器と最善の低炭素技術には補助金を交付すべきである」

と語った。 

（出典：www.acr-news.com and www.bsria.co.uk） 

 

＜政策＞ 

 

□中国がトップランナー制度を実施 

 中国国家標準化機関の環境・資源研究所の Zhang Xin副理事によって、中国のトップランナー

制度の詳細が明らかにされた。この新しい制度は、インバータ空調機、冷蔵庫、およびパネル

TVを含む 3つの製品区分を対象としている。とくに 1999年に日本で最初に実施されたトップラ

ンナー制度など先進国の経験を利用して、中国のトップランナー制度は、同国の実情に基づいた

イノベーションである。 

 産業界の関係者にとって関心の高い中国のトップランナー制度への参加資格に関して、Zhang 

Xin氏は 3つの基準を提示した。1つは先進のエネルギー効率技術であり、これは、製品のエネ

ルギー効率が等級 Iの国家エネルギー効率基準を下回ってはならないことを意味する。2つめ

は、省エネ面での高いレベルの社会貢献であり、製品は、サンプル製品というのではなく、市場

で一定の販売量に到達しなければならないことを意味する。3つめは、製品の品質を含む優れた

総合性能である。中国のトップランナー制度の対象製品は、エネルギー効率面の性能だけでな

く、機能の効果、製品デザイン、ユーザにやさしい操作などの一般的な特徴によって選ばれる。 

（出典：JARN 2015年7月25日） 

 

＜作動媒体＞ 

 

□低温用途向けの代替冷媒 

 ハイドロフルオロカーボン（HFC）である R404Aは、オゾン破壊係数（ODP）がゼロであり、低

温用途向けの冷媒として広く利用されている。しかしながら、R404Aの地球温暖化係数（GWP）

は 3,922と非常に大きい。アンモニア（NH3）は、産業用冷凍設備向けの冷媒としての利用に長

い歴史があるが、有害性があるほか若干の可燃性もある。長い利用の歴史があるもう 1つの冷媒

は、二酸化炭素（CO2）である。 
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 昨年夏に発せられた最終規則で、米国環境保護局（EPA）は、2016年の重要新規代替物質政策

（SNAP）のリストから HFCである R404Aと R507A（GWPは 3,990）を除外すると発表した。ただ

し、いくつかの異議申し立てを受けて、その時期は後倒しされた。EPAは現在、これらの冷媒を

スーパーマーケットの冷凍機器で使用することを 2017年 1月より禁止すると発表している。他

のHFCも、近い将来に特定の用途で禁止されるだろう。 

 米国の規則は、他の国の規則にも小さくない影響を及ぼす。HFCの段階的縮小と最終的な利用

停止あるいは利用制限に向けた動きは、米国以外に欧州、カナダ、日本でも見られる。欧州です

でに実施されているフロンガス規則は、特定の用途でのいくつかの HFC冷媒の利用禁止に向けた

期日を設定している。 

（出典：JARN 2015年8月25日） 

 

□R290 のルームエアコンの発売時期はいつ頃か 

 中国での R22冷媒の段階的廃止が進む中で、ルームエアコン（RAC）産業は、R22の代わりに

R290（プロパン）を選択した。中国のメーカは R290RACのバッチ生産を行う準備を整えており、

これはこの産業から大きな関心を集めている。しかしながら、R290RACは販売されているのか。 

 少なくとも現段階では、答えはノーである。訪れた中国の主要都市にある家電品チェーン店、

RACフランチャイズ店、あるいはスーパーマーケットには R290RACはなく、また、その販売促進

のための宣伝も行われていない。販売員らは、R290RACがどのようなものかも知らない。さら

に、ある主要RACメーカの営業部長の回答も、現時点でR290RACを販売する計画はないことを示

唆している。したがって、中国市場で R290RACが販売されるにはかなりの時間がかかると考える

のが妥当である。 

（出典：JARN 2015年7月25日） 

 

＜技術＞ 

 

□潜在能力を発揮していないハイブリッド暖房技術 

 デルタ・エナジー＆エンバイロメント（デルタ－ee）の新たな報告書は、欧州最大の暖房市場

にはガスボイラーとヒートポンプを組み合わせたハイブリッドヒートポンプに大きな機会が存在

することを明らかにした。それにもかかわらず、本報告書で明らかにされたいくつかの障壁が、

この技術の市場潜在力の実現を妨げている。 

 障壁として以下のものがある。 

・システムの複雑さと規模－これは、引き続き大きな障壁となっているが、われわれは、新製品

については規模と設置の問題は解消されつつあると認識している。したがって、課題は、設置業

者と消費者にこの技術を啓蒙することである。 

・ハイブリッドの価格設定－価格は競争力を増してきているが、ボイラーの設置費用総額は、現

在もハイブリッド技術よりかなり低い。 

・運転費用の節減が不透明－現状では、電力は大半の市場（フランスを除く）で割高であり、こ

れは、ハイブリッドによる運転費用の節減額が過度に小さいことを意味する。さらに、石油価格

の下落により、ここ数カ月の石油ハイブリッドの経済面の強みが小さくなっている。 

（出典： www.acr-heat-pumps-today.co.uk and www.delta-ee.com） 
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＜市場＞ 

 

□2015～2019 年の世界の地中熱ヒートポンプ市場 

 「Research and Markets」の報告書によると、世界の地中熱ヒートポンプ市場は、2015～2019

年におよそ15%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想される。 

 あるアナリストはこの報告書へのコメントで、「住宅用、商業用、産業用などの部門全体の団

体と個人は、ディスプレイおよび制御システムの改善とともに技術的に進んだ地中熱ヒートポン

プを求めている。したがって、ベンダーは 2速圧縮機、2速電動機、過熱防止装置、スクロール

圧縮機、バックアップバーナなど自社の地中熱ヒートポンプにさらに機能を加えている。この動

機となったのは、エンドユーザが、従来型の冷暖房機器よりも最新技術を備えた地中熱ヒートポ

ンプを選ぶ傾向があることである」と述べた。 

（出典：www.iifiir.org  and www.researchhandmarkets.com） 

 

□拡大する世界の HVAC 機器需要 

 世界の HVAC機器需要は、2016年通年で 6.1％増の 1,070億米ドルに成長すると予想される。

工業化と 1人当たり所得の増大に伴う建設支出の急増により、現在の住宅ストックの近代化と比

較的低い普及率から生じる機会は進歩の助けとなるだろう。アジア太平洋地域での HVAC需要の

伸びは、世界平均を上回るペースで拡大し、2016年通年で6.4％増になるだろう。 

（出典： www.iifiir.org） 
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１．４ 特集記事１ 

 

日本における GSHP の進展 

北海道大学 教授 

長野克則 

 

 

（１）背景 

 地中熱はどこでも、誰でも、いつでも足下にある熱を利用できるのが特徴であり、また冷房排

熱吸収先とすることで熱効率上昇だけでなくヒートアイランド現象緩和にも寄与する。 

国は2014年4月に閣議決定したエネルギー基本計画において、地中熱を含む再生可能エネル

ギー熱を活用する熱供給設備の導入支援を図り、導入拡大を目指すことを明記し、地中熱利用に

対して種々の導入促進施策を行っている。東京都などいくつかの地方自治体は積極的に導入を推

奨し、上乗せ補助を行っている。 

2015年1月に公表された環境省の調査結果では、GSHP市場は2013年に 年間273件が導入さ

れるまで伸びている。また、2013年末まで累計設備容量8.5MWと累計件数1513件から平均設備

容量は56 kW/件となる。（図1参照） 

導入先を見ると北海道が圧倒的に多いが、東北だけでなく首都圏を含む関東、信州、中部、中

国地方で導入が進んできている。これはGSHPがASHPに比べて暖房だけでなく冷房においても安

定して高効率に稼働できるからである。実際、環境省の調査結果によると、GSHPはASHPに対し

て10～30％程度の省エネルギー効果が期待されるという。 

 

 

図1．日本におけるGSHP市場の推移 

 

（２）北海道ニセコ地区における成功例 

北海道のニセコ町を中心とした導入波及効果を紹介する。2010年度に著者が同町の緑の分権

改革推進委員会の委員長を務めた縁で、町立有島記念館の熱源改修の相談を受けGSHPを薦めた

ところ採択が決まった。その実績からニセコ町内では次々に導入がなされた。 

同時に、これら施設を視察に来られた周辺自治体関係者が、GSHPが積雪寒冷地に最適と確信し
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て次々と導入を決断してくれた。このように新しい技術の普及には、信頼と実績、そして関係者

の熱意や説明、口コミがいかに重要で効果的がわかる。 

 

（３）留寿都村のローエネルギー建物の例 

□省エネルギー技術 

留寿都村の子どもセンターは2015年春に建築された。留寿都村は、冬季の大雪と外気温がし

ばしば-25℃を記録することで有名である。センターの延べ床面積は1,500 m2、木造平屋1 階建

である。28kWのGSHPが3台設置されている。給湯システムは、真空ガラス管型太陽熱集熱器

（3m2×2基）で給水を予熱して、夜間に給湯用空気熱源ヒートポンプ（加熱能力7.2 kW ）で沸

き上げるものである。アースチューブとして呼び径400mmφの塩ビ管を長さ約40m、深さ2.5 m

に埋設した。 

□性能予測ツール 

当研究室では、長年、GSHPを核とした建物のネット・ゼロエネルギー化予測ツールを開発して

きた。本ツールは、①建物の冷暖房負荷、②冷暖房設備、③地中熱交換器、④給湯、⑤アースチ

ューブ、⑥照明および他の設備機器の6つの計算モジュールからなる。暖房期間は10/6～5/28

とし、8：00～18：00の開園時間帯には居室の室温を22°C以上に保つように床暖房の運転制御を
行う。 

□計算結果 

下図に示すように、GSHPを用いることで一次エネルギー消費量は48％削減した。 

 

 

図2．GSHP採用による一次エネルギー消費量の削減効果 

 

（４）日本における GSHP 市場の将来予測 

日本でのGSHP市場の開拓は、この技術に関連するわれわれの持続的な努力の成果であると言

われている。他方で、GSHP市場の成長が政府支援に左右されるというのも事実である。初期段

階での普及を加速する上で補助金が非常に効果的であることはよく知られている。これはその
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後、自律的な発展段階へと進むはずである。そのためには産官学が協力して合理的な標準設計方

法の策定や工事の規格化による品質管理とコストダウン、技術開発によるトータルシステムの高

効率化に取り組でいく必要がある。 

 2014年度から国は5年間の計画で「再生可能エネルギー熱利用技術開発」に関するナショナ

ル・プロジェクトをスタートさせた。事業目的は自立的普及段階への移行を可能とするシステム

コストとランニングコストの低減の実現である。 

筆者のチームのものを含めて12件のプロジェクトが採用された。GSHPシステムを構築するた

めの初期費用は、現在も高い。しかし、長い目で見れば必ずペイできる数少ない再生可能エネル

ギー利用システムの一つであり、将来は欧米並みに年間数万件の市場ポテンシャルを有するとい

える。 

ここで紹介したように、多くのZEBプロジェクトでGSHPを採用する機会が増えている。今後

はGSHPの蓄熱効果からスマートコミュニティの中核となり得る。今後の国内での市場拡大を大

いに期待されたい。 

 

  



- 12 - 

 

１．４ 特集記事２ 

 

直接熱交換型地中熱ヒートポンプ 

Hermann Halozan 

Austria 

 

 

（１）概要 

 水平に設置される地中熱コレクタを備えた直接熱交換型地中熱（DX）ヒートポンプは、90年

代半ばにオーストリアで 65％の市場シェアを獲得した。これは、4～5の SPF（期間成績係数）

を達成している最も効率のよいヒートポンプタイプであった。現在では、空気熱源ヒートポンプ

が市場を支配しており、DXヒートポンプのシェアは 5％程度である。漏洩した場合に地下水を汚

染する問題は解決されており、また、連続容量制御機能を備えた圧縮機が大幅な改善を達成しつ

つ、地中熱コレクタに必要なスペースが削減されている。DXヒートポンプは、現在も住宅暖房

用としては最も効率的な解決策となっている。 

 

（２）結論 

 現在、こうした高効率システムはそれほど大きな役割を果たしていないが、近年では数多くの

開発が行われている。改修された建物では、30℃以下の供給温度で暖房を行うことができ、熱負

荷の削減により地中コイルの所要スペースが小さくなる。可変速圧縮機は、地中／冷媒の温度低

下を大幅に抑制し、このことが蒸発温度と効率を引き上げる。コイルは、エンドレス二重管でで

きており、冷媒側が銅、地中側がプラスチックとなっている。この両端は、最大作業圧力に対し

てそれぞれ個別に耐えることができる。こうした開発内容を考慮すると、水平に設置されるコイ

ルを備えた DXヒートポンプは、効率、CO2排出量削減、再生可能エネルギーの利用などを考える

と、信頼できる優れた暖房システムである。（図1参照） 

 

 

図1．直接熱交換型地中熱ヒートポンプ 
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１．４ 特集記事３ 

 

米国での GSHP 実証プロジェクトのケーススタディ 

 

Xiaobing Liu、Mini Malhotra、Piljae Im、Bahman Habibzadeh、USA 

 

 

（１）背景 

 2009年度、米国回復・再投資法に基づき、GSHPシステムの利点とコスト削減および性能向上

のための革新的技術を実証するために、26基の地中熱ヒートポンプ（GSHP）プロジェクトが DOE

により選定され、実施された。（図1参照） 

 

図1．地中熱ヒートポンププロジェクトの地域 

 

（２）ケーススタディ 

本論文では、6基のシステムのケーススタディの概要を提示する。このケーススタディでは、

実証したシステムの効率、エネルギー節減、費用を評価した。さらに、GSHPシステムの制御装

置を改善すれば、さらにエネルギーを節減できることが明らかになった。 

 6つのケーススタディの結果は、実証した GSHPシステムによって大幅なエネルギー節減と CO2

削減が達成可能であることを示しているが、過大な規模の GHXと複雑なシステム設計が原因とな

って、設置費用は割高である。（表１参照） 
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表1．ケーススタディの概要 

 

 

（３）システム効率 

 GSHPシステムの性能は、システム効率 SCOPで評価される。暖房時の SCOPは 2.2～4.0程度、

冷房時の SCOPは 2.3～4.2が得られた。循環ポンプのエネルギー消費量は 16～45％を占めた。

従来システムと比較してエネルギー消費量を33～65％削減した。（図2参照） 

システム効率は、循環ポンプ、OA換気システム、ヒートポンプの供給水温の制御を改善すれば

さらに高めることができる。また、性能の監視と持続的な試運転は、設計／制御／運転問題を特

定する上で非常に有用である。 
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図2．GSHPシステムの効率 
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１．４ 特集記事４ 

 

地中熱ヒートポンプと熱光起電力パネルの統合 

 

Francesca Bazzocchi、Lorenzo Croci、Italy 

 

 

（１）ハイブリッドソーラーパネル 

 本論文では、熱光起電力パネルを組み合わせた地中熱ヒートポンプで構成される環境施設につ

いて述べる。生成される熱エネルギーは、家庭用給湯のほか、温度を下げて地中熱回路を循環す

る水に利用される。（図1参照） 

 

 

図1．ハイブリッドソーラーパネル 

 

（２）モニター試験装置 

モニター試験装置を下図に示す。本試験装置は、熱光起電力パネルと地中熱ヒートポンプを組

み合せた装置である。モニター試験の結果、暖房時の期間成績係数 EERは 3.8、冷房時は 5.1で

あった。（図2、表1参照） 

 

図2．モニター試験装置 
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表1．モニター試験結果 

 

 

（３）結論 

収集したデータは、ヒートポンプとソーラーハイブリッドパネル、さらに2つの装置の相互作

用に重点を置いたものである。この組み合わせの結果は非常に興味深いものである。つまり、こ

の結果は、ヒートポンプは冷房と暖房の双方で効率が高く、ハイブリッドパネルは、太陽光発電

効率に悪影響を及ぼすことなく電力と熱エネルギーの生産を助長することを示している。さら

に、ハイブリッドソーラーパネルは、消費される電力と要求されるDHWの一部を生産する際にヒ

ートポンプをサポートする。 
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２．ANNEXES（国際共同研究） 

 

２．１ Ongoing Annexes 

 

□アネックス 40 

Heat pump concepts for Nearly Zero Energy Buildings 

  IEA HPTアネックス40の第6回作業部会は、2015年6月16～17日にヘルシンキ地域のアル

ト大学および Green Net Finlandで開催された。主な目的は、参加者の貢献の最終結果について

の発表と討論、および結果を国別の最終報告書にまとめることであった。 

 タスク 2への貢献（システム比較および性能改善）は、さまざまな国が行う異なるシミュレー

ション研究である。北欧諸国（フィンランドとスウェーデン）では、ヒートポンプは、nZEB向

けの最も効率的で費用効果の高いシステムの 1つとして確認された。結果は、住宅用建物とオフ

ィスビルでヒートポンプが最もエネルギー効率と費用効果が高いシステムとなっているスイスの

境界条件でも確認された。大型建物では、地域暖房と CHPも選択肢となっている。空調需要が大

きい日本のオフィスビルでは、冷房と冷気供給を行うヒートポンプソリューションと、効率的な

照明（昼光と LED）および家電品を通じた内部負荷の大幅削減とを効率的に組み合わせること

で、nZEBが実現される。カナダでは、異なるシステムソリューションの技術経済分析が実施さ

れている。地域によっては、ヒートポンプシステムが最善の解決策となる。 

 さらに、タスク 2では設計ツールが開発されている。ノルウェーでは、費用と CO2排出量に基

づいて、Matlab-Simulinkをベースにヒートポンプ設計の最適化ツールが現在開発されている。

米国のメリーランド大学環境エネルギー・エンジニアリング・センター（CEEE）では、暖房パネ

ルまたは冷房パネルと対流冷暖房システムを備えた異なるタイプの部屋を対象に詳細な快適性評

価を行うツールが開発された。室内で低排出温度を利用することで、快適性を犠牲にすることな

く、ヒートポンプ性能をさらに高めることができる。 

 タスク 3では、技術開発とモニタリングが実施された。米国では、国立標準技術研究所

（NIST）の敷地内に nZEBシステム技術の住宅用試験施設（NZERTF）が建設され、運用を開始し

た。実際のユーザの運転をエミュレートするために調節可能な熱負荷と水分負荷を伴うこの試験

施設では、さまざまな nZEB技術が測定され、試験されている。全体として、この建物は、運用

初年度にプラスの年間エネルギーバランスを達成した。オークリッジ国立研究所（ORNL）では、

高度に統合されたさまざまなヒートポンプが開発され、実験室で試験された。カナダでは、ヒー

トポンプと太陽集熱器および氷スラリー貯蔵設備を組み合わせたものが実験室で試験された。さ

らに、スイスでは、オフィス用に太陽集熱器およびヒートポンプと暖房、DHW、冷房などの運転

モードを組み合わせたものが、実験室での試験とシミュレーションによって調査された。 

 オランダとドイツでは、より大規模な現場試験が行われている。オランダでは、住宅用 nZEB

で現場試験「Energy Leap」が実施され、ドイツでは、オフィスビルとして利用され、ヒートポ

ンプを備えたnZEBの長期モニタリングが実施されている。さらに、ノルウェーの最初のnZEBの

いくつかが、アネックス40の枠内でSINTEFによってモニタリングされ、評価されている。日本

では、いくつかのベストプラクティス設備の文書化が行われた。カナダは、EQuilibriumTMハウ

スについて詳細なモニタリングを行った。 

 タスク 4では、サイト内で発電される PV電力の自家消費に関する現地の負荷管理オプション

を調査し、異なる技術の負荷整合特性を評価する。ドイツでは、電力網に合わせた運用を実現す

るための負荷シフトオプションが現在評価されている。スイスで監視されている 2棟の nZEB（1

棟の集合住宅と住宅／オフィスの2つの用途をもつ1棟の建物）では、ヒートポンプとeモビリ
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ティによる負荷シフトオプションの調査が行われている。 

 会合は、アネックス 40のフィンランドのプロジェクト結果を発表するワークショップで構成

され、フィンランドのnZEB関係者とアネックス40のメンバーにより2015年6月15日にフィン

ランディアホールで行われた。このワークショップの発表とアネックス 40の他の刊行物は、ア

ネックス 40のウェブサイトの「Publications」（http://www.annex40.net）からダウンロード

できる。 

アネックス 40は、2015年末までに終了する予定である。アネックスの作業の最終文書は、

2016年に公表される見込みである。 

 

□アネックス41 

Cold Climate Heat Pumps 

 アネックス 41は、寒冷地でのヒートポンプの導入成功につながる技術改善について調査する

ために、さまざまな国での研究開発作業を見直す目的で2012年7月に開始された。 

 最大の焦点は、空気（空気／空気式 HP）または温水（空気／水式 HP）暖房システムを備えた

電気駆動空気熱ヒートポンプ（ASHP）に置かれる。というのは、こうした製品は、屋外気温が低

いときに加熱容量と効率が大幅に失われるためである。このアネックスの主な成果により、低い

外気温度（-7℃以下）のときに ASHPの性能を改善する実現可能な手段について情報が共有され

る見込みである。 

前四半期には、アネックス41の第3回作業部会が2015年5月8日にウィーンのオーストリア

工科大学（AIT）で開かれた。アネックス 41の第 2回ワークショップは、第 24回国際冷凍会議

（ICR）のときに横浜（日本）で 2015年 8月 19日に開かれた。すべての参加者が、引き続き自

国でのプロジェクトで進歩を遂げている。 

 第 4回作業部会は、2016年の ASHRAE冬季大会の開始直前の同年 1月 22日に、米国のフロリ

ダ州オーランドで開かれることが暫定的に予定されている。最終報告書は、2016年 7月頃に

ExCoに提出される予定である。 
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このニューズレターの効果的な活用のため、今後改善を図っていきたいと考えておりますので、 

忌憚のないご意見、ご要望などを下記事務局までお寄せ下さい。 

 

 
事務局連絡先：（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター 国際・技術研究部 

IEA ヒートポンプ実施協定 日本事務局  廣瀬之信、西山教之 

TEL: 03-5643-2404  FAX: 03-5641-4501  

e-mail: hirose.yukinobu@hptcj.or.jp, nishiyama.noriyuki@hptcj.or.jp 

 


