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「身近にある熱エネルギーを利活用する社会へ」 
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・化石燃料を直接燃焼して建物の暖房・給湯・融雪、 
 低温のプロセス加温などにはできるだけ適用しない 

「我々が使う熱エネルギーはできるだけ身近な地域で確保する」 

・化石燃料は高質なエネルギー（高エクセルぎー） 
・我々が通常使う熱エネルギーは低質なエネルギー（低エクセルギー） 

「低温熱供給に対し化石燃料の燃焼熱利用からの脱皮」 

・発電排熱利用⇒コジェネレーション（ガスタービン、ガスエンジン、燃料電池）排熱 
・ヒートポンプ利用⇒再生可能エネルギー熱を利活用 
      （空気熱、地下水熱、地中熱、海水熱、河川熱、湖水熱、排水熱、排気熱など） 



地中熱とは？ 深さ150m以浅に賦存するエンタルピー 
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地中熱を熱源とするヒートポンプシステム：GSHP(Ground Source Heat Pump) 
 已むを得ない理由により、地中熱を熱源として利用する 
 １）地勢的な理由：1912年スイスでの特許 
 ２）地中熱以外に熱源が無い（地中熱はどこにでもある熱）←空気熱利用の未熟さ 
  ・本格的な研究開発は米国で1946年頃から、わが国でも1950年代中旬から 
  ・欧州、米国で大きく普及し始めたのは1990年代初頭から←“高効率“を再認識 
  ・日本での普及は1990年代後半から、本格的には2004年以降 

http://ameblo.jp/zipang-analyzing/image-11104557714-11666721166.html


地中熱利用の３形態 
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1. 直接熱利用 2. 蓄熱利用 3. ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ熱源利用 

砂 CTES 
(岩洞蓄熱, Rock 

Cavern) 
岩盤 CTES (岩洞蓄熱, Rock Cavern) 

 BTES 
(掘削孔蓄熱, Borehole) 

 ATES 
(帯水層蓄熱,  
Aquifer) 

湖水 

砂層 DTES 
(ダクト蓄熱, 

 Duct) 

換気予冷・予熱 

道路・歩道・屋根 融雪 

地下蓄熱 UTES 



地中熱源ヒートポンプシステム(GSHP)の分類 
GSHP: Ground Source Heat Pump 
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地中熱利用の特徴と課題 
       経済産業省・資源エネルギー庁ホームページより 
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・地中熱とは、浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギー 
・大気の温度に対して、地中の温度は地下10～15mの深さになると年間を通して温度一定 
 →夏場は外気温度よりも地中温度が低く、冬場は外気温度よりも地中温度が高い 
 →この温度差を利用して効率的な冷暖房等が可能 

1．最終熱量は使用した電力の3.5 倍以上 → 省エネとCO2排出量抑制可能 
2．空気熱源ヒートポンプ（エアコン）が利用できない外気温-15℃以下でも利用可能 
3．放熱用室外機がなく，稼働時騒音が非常に小さい 
4．地中熱交換器は密閉式なので，環境汚染の心配がない 
5．冷暖房に熱を屋外に放出しないため、ヒートアイランド現象の元になりにくい 

・地中熱に対する認知度がまだ低い 
・設備導入に係る初期コストが高く設備費用の回収期間が長い 
・設備の低コスト化と高性能化が十分に進んでいない技術的課題 

特 長 

課 題 

日本中いたる所で利用可能 

・どこにでもある熱源 
・いつでも、誰でも使える 

・高効率 
・環境負荷が小さい 

・認知度 
・コスト 

・システム効率 



再生可能エネルギー熱の一つとして地中熱が認知 6 

EUでは2009 年6 月に施行された「再生可能エネルギー推進に関する指令」において、
ヒートポンプが利用する空気熱、地中熱、水熱を「自然界に存在する永続的に使用可能
なエネルギー」として再生可能エネルギーと定義した。 

我が国でも、2009年8月に施行された「エネルギー供給構造高度化法」において、初めて
再生可能エネルギー源が法令により定義されたが、この中で、太陽光や風力と並び空気
熱、地中熱、水熱（海水熱 河川水, 地下水など）を「自然界に存在する永続的に使用可能
なエネルギー」である再生可能エネルギー源と定義した。［政令第二百二十二号 第四条］ 



 平成26年度の国の地中熱利用導入支援施策 

補助金 補助金名 内容 

経済産業省 

平成26年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金 補助率1/3 

平成26年度エネルギー使用合理化事業者支援事業 補助率1/3 

平成26年度再生可能エネルギー熱利用高度複合システム案件形成調査事業 定額上限1000万他 

平成26年度再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業 補助率1/2 

平成26年度再生可能エネルギー熱利用技術開発事業 委託1/1  共同研究2/3 

平成26年度スマートコミュニティ構想普及支援事業費補助金 定額上限1000万 

環境省 

平成26年度地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業 
モニタリング事業 上限400万 

地域面的地中熱利用 民間1/2 

平成26年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 5月上旬より公募開始 

先導的「低炭素・循環・自然発生」地域創出事業のうちｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業 （補助金総額約40億円） 

平成26年度グリーンニューディール基金 平成26年度予算220億 

平成26年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 補助対象経費の1/2 

経済産業省・
国土交通省 

平成26年度ネットゼロエネルギービル実証事業 公募開始5/12 

平成26年度ネットゼロエネルギーハウス支援事業 補助率1/2（住宅1戸あたり上限350万円） 

平成26年度住宅のゼロエネルギー化推進事業 補助率1/2  上限165万円 

総務省 地域の元気創造本部 上限5000万円 

国土交通省 住宅・建築物省CO2先導事業 補助率1/2  上限300万円 

文部科学省 エコキャンパス推進事業 補助率1/2 

農林水産省 農業生産地球温暖化対策事業 平成26年度概算要求額 2億円 
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年間GSHP設置数 （2009年）＊熱出力12kWt/件相当に換算した件数 

China 

434,000 

107,000 

EU 

USA 

Canada 

116,000 
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世界の地中熱ヒートポンプシステム普及状況 

EU; The State of Renewable Energies in Europe 2011, 11th Euro Obseｒv’ER Report 
*USA and Canada; US DOE): Ground Source Heat Pumps: Final Report (2009.3) 
*China; Equivalent number of 12kWt/house 
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世界最大級のGSHP:北京中関村国際商城（北京JUSCO） 

建築種類：北京郊外の大規模ショッピングセンター 

テナント：日本のAEONが入ってスーパーのJUSCO他 

システム：地中熱ヒートポンプシステム＋補助熱源 

設計・施工：北京依科瑞德公司（中国建築科学研究院の協力の下） 

延べ床面積：156,000㎡（住宅1,200軒分） 

熱負荷：暖房負荷 11,700 kW 

             冷房負荷 14,370 kW 

地中熱交換器：ダブルUチューブ 

     1,060本×123 m（垂直型） 

     ボアホール間隔は4.5m 

竣工時期：2008年11月 

熱源機器：スクリュー式水熱源ヒートポンプ 6台（国産） 

        補助熱源 冷凍機 2台（1300RT） 

補助金：約1000万元（人民元）（1億5000万円相当）（1/4補助） 

CO2排出量削減：本GSHPにより石炭方式に比べて、 

 年間約2300tのCO2が削減されると予測された。 

エネルギー供給センター 

と空冷チラー用の冷却塔  
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Expo Axis 

計6,000本以上の場所打ち杭が 
Energy Pileとして利用された 
D= 600 mmφ or 700 mmφ 
L= 40m, or 25m 
ダブル U-type (25A) 
河川水利用ヒートポンプとハイブリッドで 
  熱供給システムの熱源となっている 

上海世博轴江水源地源热泵系统设
计, 华东建筑设计研究院有限公司, 
叶大, 法吴, 玲红梁韬, 2009.6 

世界最大の”Energy Pile”； 
 上海万博の万博Axisのモール 
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国内の地中熱ヒートポンプシステムの設置件数の推移： 
2011年約200件/年、2013年には、約300件/年 
環境省（2012年11月）から引用、筆者が加筆 
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SUNPOT 
GSHP-701 
販売開始 

北海道大学に寄附講座 
｢地中熱システム工学講座｣開設 
    2004.10～2007.9 

SUNPOT 
GSHP-1001 
販売開始 



（１）フラッグシップ・ランドマークの実現： 
 例：広島県立みよし公園温水プールGSHP （2000年～） 
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冷暖房・給湯・プール加温の全てを地中熱利用のヒートポンプで賄っており、
補助熱源はない。すなわち、煙突がないし、煙もでない、また、室外機も無く、
冷房排熱は大気に捨てることはなく、給湯やプール加温に有効に利用されて
いる。余剰分は地中に放出され、暖房時に熱源の一部として回収される。 

2000年から稼働, 延べ床面積1,959m2（ミサワ環境技術（株）提供） 

加熱能力：480kW 、地中熱交換器100m×38本 



都市や地域のランドマーク的な施設・建物への導入も大切 
 （NPO地中熱利用促進協会の資料から） 
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北大・長野研究室が基本計画、設計指導を行った大型GSHP 

東京国際空港国際線旅客ターミナルビル（2010.10） 

設計：久米設計㈱、 2012年4月から運用開始 
GSHP計画・地中熱運用計画；北大・長野研究室 
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平成22年10月21日運用開始 
建物基礎杭(PHC杭)：有効長33m×54本 
熱源機容量：50USRT 
GSHP基本計画協力：北大・長野研究室 



新国立競技場最終コンペ：ザハ・ハディド・アーキテクト 
(Zaha Hadid Architecht)  が最優秀賞を受賞、地中熱ヒートポンプも導入計画 

引用先：http://iemusubi.com/column/single/410 ザハ・ハディド （Zaha Hadid）・アーキテクト 

「自然採光・自然換気・太陽光発電・地中熱利用・中水利用・雨水利用のクーリング
システム等の提案においても、日本の優れた環境技術が十分に生かされるだろう」 

引用先：日経新聞 2012/11/15 
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16 （２）研究開発拠点形成： 
例：北海道大学・地中熱利用システム工学講座（寄附講座： 2004.10～2007.9） 

GSHP設計・性能予測ツール 

札幌市立大学における 
鋼管杭利用GSHPシステムの
設計および性能評価 

性能試験機 

地下熱利用ポテンシャルマップ 

新日鉄エンジニアリング(株) 

北海道電力(株) サンポット(株) 

鋼管杭の地中熱交換器としての 
利用拡大とその応用技術の開発 

地中熱ヒートポンプの高効率化と 
多機能化、システム性能の評価 

普及拡大にむけた地域毎の 
基礎データ収集と汎用性のある 
システム解析ツールの開発 

長野教授 
濱田准教授 

大学院生・学部生 

射場本客員教授 
成田客員准教授 

武田助教 

環境ｼｽﾃﾑ工学 
研究室 寄附講座 

解析手法や性能評価に関する基礎的研究と 
新たな地中熱利用システムへの応用展開 
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国内活動：（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター ・地下熱利用HP研究会・主査（民間企業など約50団体） 

        NPO法人 地中熱ヒートポンプ利用促進協会・学術顧問 
国際活動：国際エネルギー機関(IEA)ヒートポンプ実施協定(HPP)ANNEX29, ANNEX32 
     同 IEA 蓄熱実施協定（ECES） ANNEX21の日本代表専門委員 

１．設計・性能予測手法 ２. 地下水流れ熱応答試験（F-TRT) 

３.地中熱Heat Pump Unit 開発 

7．Commissioning 

4．基礎杭利用Energy Pile system 

GSHP 

地球環境への
貢献 

・新日鉄住金エンジニアリング 
・ゼネラルヒートポンプ工業 

・サンポット・長府製作所 
・新日鉄住金エンジニアリング 

・新日鉄住金エンジニアリング, 福井県 
・北大・COEプログラム、信州大学 

・札幌市 ・新東京国際空港ターミナル 
・新日鉄住金エンジニアリング ・サンポット 
・日本設計・久米設計 ・前田建設工業 

・新日鉄住金エンジニアリング・サンポット 
・札幌市 ・東京電力 ・日本設計 
・ニセコ町 

5. Low Energy Buildings ・サンポット、日伸テクノ 
・日本地下水開発 

6．GSHP 融雪 

・日伸テクノ ・サンポット 
・喜茂別町・ニセコ町・留寿都村 

9. 出版(Publishing) 

・寄附講座（新日鉄住金エンジニアリ
ング、北海道電力、サンポット） 

8. 生産施設（温室など） 

・ 環境省/日伸テクノ 
・(独)道総研、サンポット 
 、イノアック、ショーワ 

北大・長野研究室における地中熱利用システムの研究活動 



北大（長野・葛）が開発したGSHP設計・性能予測ツール 
特徴：1) 超高速温度場計算アルゴリズム, 2) 直感的な入出力, 3) LCC/LCCO2 
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GSHP設計性能予測ツールに搭載された多数地中熱交換器の高速計算アルゴリズム 
2004年 北海道大学より特許出願(特願 : 2004-276099＊) 

2005年 米国特許取得(US Patent : US 7,113,888 B2 ＊) 

2006年 ゼネラルヒートポンプ工業㈱で製品化･頒布開始 

＊発明者：長野克則・葛隆i生、

出願、特許取得は北海道大学と
新日鉄エンジニアリングの２者 

＊2014年末まで、 
約100本の販売実績 

計画の適用例：札幌市立大
学・桑園キャンパス、東京
羽田国際空港ターミナルビ
ルなど多数 



世界初の量産型地中熱対応インバーターヒートポンプユニット 
GSHP-701(２００４年～）, GSHP-1001(2006 ～)、GSHP-1002(2009年～）は現在まで1,000台以上販売 
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圧縮機への供給電力の周波数 

GSHP-1001の特徴 
 ・冷房・暖房可能（四方弁内蔵） 
 ・冷暖房能力 10 kW～3.5 kWまでインバーター制御 
 ・DCポンプ、膨張タンク内蔵、リモコン標準装備 
 ・屋外設置可能・薄型でトールボディ形状 
 ・新冷媒R410A 

10.2ｋＷ 

5ｋＷ 

5.2 

3.5 ｋＷ 

0-35℃ 

0-45℃ 

0-30℃ 

0-60℃ 

サンポット（株）と某ハウス
メーカー、北大・長野研究室の
共同研究成果、これが日本の
GSHP市場拡大に貢献 

GSHP-1001の外観 



量産型業務用地中熱ヒートポンプユニット(2013年～）       
サンポット㈱ GSHP-3003URF  

・従来機GSHP-1002UR タイプの3倍 
   ⇒設置台数、配管設備が減少 

3. コンパクトスリム形状 

・奥行き550mm 
・上部配管接続 

・ 新製品GSPC-32  
 複数台連結運転が可能 
⇒中規模物件まで対応可能 

2. 複数台連結運転可能 

1. 最大冷暖房出力30ｋW 

GSHP-3003URFの特徴  電源電圧 三相 200Ｖ （50/60Hz) 

定格暖房能力（0-35℃） 28.0ｋＷ（最大30ｋW） 

定格冷房能力（30-7℃） 26.5 ｋＷ（最大30ｋW） 

暖房成績係数（0-35℃） 4.3  

冷房成績係数（30-7℃） 4.5  

冷媒の種類 Ｒ410Ａ 

送水温度 暖房時：15～60 ℃、 
冷房時：7～15 ℃ 

重量 170 ｋｇ 

外形寸法 高さ1200×幅850×奥行き55０ 

接続口径 冷暖房側 Ｒ1・1/4   
採熱側 Ｒ1・1/4 

圧縮機 インバータ式DCスクロール 
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建物基礎杭を利用した地中熱交換器（Energy Pile方式) 
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（３）国プロ： 平成26年度～NEDO新エネルギー部  再生可能エネルギー熱利用技術開発事業 
「低コスト・高効率を実現する間接型地中熱ヒートポンプシステムの開発と地理地盤情報
を利用した設計・性能予測シミュレーションツール・ポテンシャル評価システムの開発」 
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研究コンソーシアム：研究代表：長野克則（北海道大学） 
北海道大学、(株)日伸テクノ、鉱研工業(株)、(株) イノアック住環境、サンポット(株), 
 ジーエムラボ(株)、産業総合研究所の１大学、５企業、１独法研究所の計７機関 

研究期間： 平成26～28年度（3年間）＋2年間の計5年間 

① 低コストに寄与する地中熱交換器の削孔機・工法の開発およ
び高効率垂直地中熱交換器の開発 

② 低コスト・高効率な多機能・多熱源対応連結型地中熱ヒートポ
ンプの開発 

③ 低コスト・高効率化に寄与する地中熱ヒートポンプ最適運転制
御システムの開発 

④ 地理地盤情報を活用した設計・性能予測シミュレーションツー
ルの開発とポテンシャル評価手法・評価マップの作成 

研究開発項目と目標 
地中熱のドリームチーム 



① 低コストに寄与する地中熱交換器の削孔機・工法の開発および高効率垂直地中熱交
換器の開発（コストダウンを目的とした地中熱利用技術の開発）」 
（株式会社日伸テクノ、鉱研工業株式会社、株式会社イノアック住環境、北海道大学） 

１）高周波数・高起振力・高耐久性 
・高耐久性のバイブロヘッドの開発 

①-1 地中熱交換器の削孔機・工法の開発 

２）高速排泥速度機構をもつロッドの開発 



振動周波数と削孔径による削孔工程毎の所要時間の違い 
  実測結果 
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 全体のうち排泥時間の占める割合は大きい 
 口径が小さいほど排泥時間が短い 

深
度

土質区分

表土（シル
ト）

砂・砂礫

火山灰

シルト

砂・砂礫

シルト

2

4

30

48

55

83

ロータリー・バイブレーション 
ヘッドをもつK社製小型削孔機 

削孔条件（振動周波数と削孔径） 

排泥 

削孔 

ロッド
接続 



①-2 ボアホール削孔で使用されるドリルロッド脱着装置をもつ削孔機の開発 

電磁石 ドリルロッド 

削孔機 

装脱着作業員 

オペレーター 

ミニクレーン 
リフトワイヤー 

専用ラック 

現在の削孔工事の様子 
作業員による電磁石をもつリフトワイヤーに 
よるロッド装脱着作業の例 

ドリルロッド脱着
オートメーション化
による削孔施工時
間および作業人工
減少による施工費
の縮減 

① 低コストに寄与する地中熱交換器の削孔機・工法の開発および高効率垂直 
地中熱交換器の開発（コストダウンを目的とした地中熱利用技術の開発）」 
（株式会社日伸テクノ、鉱研工業株式会社、株式会社イノアック住環境、北海道大学） 
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② 低コスト・高効率な多機能・多熱源対応連結型地中熱ヒートポンプ 
モジュールの開発（コストダウンを目的とした地中熱利用技術の開発）  
（サンポット(株) 、北海道大学） 

INV制御機

一定速制御機

INV制御機

一定速制御機

給湯専用機

多機能連結型ヒートポンプの構成例 
（低コスト・高効率な水冷一定速HPと高効率な水冷インバーターHPの組み合わせと制御） 

北海道大学がもつMatLab-Simulinkをベー

スとする地中熱冷暖房ヒートポンプユニッ
トシミュレーターで高効率GSHPユニットの
開発・設計支援 

低コストで高効率な多熱源対応連 
結型多機能地中熱ヒートポンプの開発 

26 



27 

液ガス熱交換によるCOP改善：凝縮器出口の高温の液体冷媒と蒸発器出口

の低温の気体状冷媒とを熱交換させ、（高圧ー低圧）の圧力差を減少することでCOPの向上を目指す 

基本サイクルHP 
COP 

液ガス熱交換付HP 
COP 

基本サイクルHP 
消費電力 

液ガス熱交換付HP 
消費電力 

COPは平均で 
4.45％改善 気

相 
液
相 

1 気体出入口 2 液体出入口 
3 気体流路 4 液体流路 

1 

1 

2 
3 
4 

2 

http://www.danfoss.com 

液相 気相 
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ハイブリッド地中熱ヒートポンプシステムの
年間エネルギーが最小となる最適運転制
御システムの開発 

制御対象のハイブリッド地中熱ヒートポンプシステム 

GroundClubを組み込んだGSHP制御システム 
将来温度予測・エネルギー消費量の予測を行い、
現在の地中への採放熱量を決定し、ヒートポンプ・
冷却塔・補助熱源などへ運転指令 

③ 低コスト・高効率化に寄与する地中熱ヒートポンプ最適運転制御システムの開発 
（地中熱利用トータルシステムの高効率技術開発及び規格化） 
新日鉄住金エンジニアリング(株) , 北海道大学、サンポット(株) , ジーエムラボ(株) 
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再生可能エネルギー熱利用型の建物・施設の動的な 
運転挙動と性能予測設備システムシミュレーター 

29 

暖房システム： 
GSHPによる 
全面床暖房
（28kW×3台） 

給湯システム 
：太陽集熱器 
＋CO2ヒート 
ポンプ給湯機 

換気システム： 
長さ40mのヒーチュー

ブと調温・調湿・脱臭
ピットをもつ熱回収給
排気型換気システム 

再生可能エネルギー利用型の設備システムの概要 再生可能エネルギー利用型の 
動的設備システムシミュレーター 

北海道留寿都村立るすつ子供センターの例 



長野が施設ローエネルギー化全体監修を行った超ローエネルギー公共施設の例 

北海道留寿都村立るすつ子供センター（工期2014年6月～2015年4月） 
延べ床面積 約1500m2 (北海道留寿都村） （開園2015.4予定） 
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超高断熱：・ 壁：GW200mm厚 （U値0.19W/(m2･K)） 
仕様      天井：硬質ウレタン発泡板 200mm厚 （U値0.11W/(m2･K)） 
         ・ 土間床：ポリエチレン発泡板 100mm厚 （U値0.20W/(m2･K)） 

・ 窓：木アルミ複合サッシ3重ｶﾞﾗｽ（両側LowE、ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ封入、4-16-4-16-4), 
       飛散防止フィルム張り）、 ガラスのU値0.8, サッシ込のU値1.22 W/(m2K) 

地産地消の構造用集成材：村有林から切り出した材木を主に道内の工場で 
大断面集成材に加工して、柱・梁などに利用した構造 



再生可能エネルギー熱利用シミュレーターを用いた 
GSHP暖房と（太陽集熱器＋ASHP）給湯に関わる年間性能予測 
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④ 地理地盤情報を活用した設計・性能予測シミュレーションツールの開発とポテンシャル 
評価手法・評価マップの作成（再生可能エネルギー熱利用のポテンシャル評価技術の開発）  
北海道大学、ジーエムラボ(株), 産業技術総合研究所, 新日鉄住金エンジニアリング(株) 

地盤・地下水流れ場データベースを組み込んだ複相地盤・
地下水流れ場計算対応型Ground Clubによる小中規模
GSHPシステム向けの設計・性能予測ツールの開発 

クラウド型の熱流動解析に地盤・地下水流れ場データ 
ベースと大規模GSHPシステム挙動予測ツールを組み込
んだ大規模GSHP向け環境負荷予測シミュレーター 

地中熱ポテンシャルマップのイメージ： 
熱負荷による地中熱交換器の必要長さ 

決して、その地域の“１ｍあたりの採熱量“を
示すものではない！ 
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園芸
用
GSHP 

ヘッダー 

新開発した 
園芸用GSHP 
(加熱能30kW) 

農水省・総プロ（北海道チーム・研究代表・北大長野、新篠津村のｱﾘｽﾄﾛﾒﾘｱ温室にて実証研究）  

横スリンキー方式 横スリンキー方式 
（アルミ強化樹脂管） 

縦スリンキー方式 
水平蛇行配方式管 

・イニシャルコストの削減 
 →地中熱交換器埋設コストの削減 
・新HPの開発 
 →温風と温水の同時取出し可能 
  →暖冷房能力 各３０ｋW 

新篠津試験温室(2013.12.3) 

農業用ハウスの暖房・加温・冷却用のGSHPシステム開発 

試験地：北海道新篠津村（札幌から50km) 
農業用ハウス：空気膜２重構造ハウス 
      +内部一層ビニルカーテン 
ハウス床面積：510m2（W7.5m×D68m) 

品目：アルストロメリア 

温風によるハウス内加温 

水平型 
地中熱交換器 
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冷却塔 

水力発電 

HEMS & BEMS 

風力発電 

メガソーラー バイオマス発電 

メガソーラー 

風力発電 

バイオマス発電 水力発電 

PV＋集熱器 

GSHP+ 
蓄熱タンク 

PV＋集熱器 GSHP+蓄熱タンク 

GSHPと集熱器・冷却塔・蓄熱タンク・PV・蓄電を制御する熱・電気スマートグリッド 
34 

http://www.dimplex.jp/energy/ground/
http://www.dimplex.jp/energy/ground/


GSHPとPV・蓄電・貯湯タンクを有するﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｽﾏｰﾄﾊｳｽと系統との連携 

HEMS＋
パワコン 

・エネルギー消費データ 
・現在蓄熱量計算 
・天気予報の取得 
・熱負荷予測 
・GSHP稼働指令 

Liイオン 
バッテリー 

GSHP 
ﾕﾆｯﾄ 

貯湯・蓄熱タ
ンク 

屋根上太陽光発電 

風力発電 

暖冷房 

メガソーラー 

アグリゲーター 

給湯 

共有地中熱交換器 
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系統 



まとめ：GSHP, 年間200件から年間20,000件へ向かって 

１．わかりやすいスローガンと得られる効果の明確な主張： 
  ・「身近にある再生可能エネルギー熱を利活用する社会」 

２．地中熱と地中熱ヒートポンプシステム（GSHP)；投資に見合う価値 
  ・ 魅力的な投資回収となるシステムコストのオファー 

  ・ スマートな工事システム 
  ・ 高効率で多様な熱源に対応できるヒートポンプユニットの開発 

  ・ 成功例の積み重ね：省エネ性と経済性、故障・寿命などの公表 

   ・ 所有する価値感、満足感 

３．建物のローエネルギー化とGSHPの活用：計画・設計・運転支援 
  ・システム効率の改善：SCOPが常に4.0以上となるように設計・運転管理する 
    →本体効率改善に加え搬送用動力の削減と最適送水温度制御が重要 

４．再生可能エネルギー利用型エネルギーシステムの構築 
  ・熱のソース・シンクとしての地中熱交換器、太陽集熱器、冷却塔、ヒートポンプ 

   と蓄熱、PVと蓄電が連携：アリゲーターによる系統との連携制御が鍵 
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