
地中熱ヒートポンプシステムの

導入検討の手引き

栃木県内における地中熱利用の普及を目指して



は じ め に

本手引きは、栃木県内における地中熱利用の普及を目指して作成したものです。

目 的

本手引きでは、既存設備の更新を目的として、国内で も普及がすすんでいる
クローズドループ方式の地中熱ヒートポンプシステムの導入を想定し、導入検討
をするための調査方法を整理しています。

なお、記述内容には専門的な用語もありますので、巻末に示す用語集や文献な
どを適宜参考にしてください。
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地中熱利用システムについて

地中熱利用システム導入の一般的な流れ

地中熱はどこにでも存在するエネルギーですが、

従来方式の熱利用設備に比べてイニシャルコストが

高く、場所によって導入効果の高い箇所と低い箇所

があるため、費用対効果に基づく導入可能性を事前

に把握することが重要です。

地中熱利用システムの導入する際のおおまかな手

順を右図に示します。「初期段階の取り組み」では

導入目的や検討対象施設を決定します。その後、本

手引きで説明する「基本調査」を実施します。

なお、これはあくまでも一般的な流れであり、場

合によってはより少ない手順で行うことも可能です。

表面付近は外気の影響を受けるが、約10m

以深では地中温度は年間通じてほぼ一定

熱

利

用

効

率

地中熱の特徴と国内で普及がすすむ地中熱利用システム

地中熱の利用用途 利用システム

ヒートポンプの熱源や冷房
時の排熱吸収源として利用

地中熱ヒートポンプ

ヒートポンプを用いずにそ
のままの温度レベルで、直
接冷却・加温等に利用

ヒートパイプ
フリークーリング
無散水融雪

熱媒体として年周期で利用 地下蓄熱

地中熱とは、地表からおおよそ地下200mの深さまでの地中にある熱のことをいいます。地中の温度は

年間通じて温度がほぼ一定です。この安定した熱エネルギーを地中から取り出し冷暖房や給湯、融雪な

どに利用する地中熱利用システムの長所には「日本中どこでもいつでも利用できる」、「省エネとCO2

排出量抑制ができる」、「ヒートアイランド現象の緩和」などがあります。

ここでは、地中熱利用システムの基本を説明し、一般的なシステム導入の流れを紹介します。

クローズドループ方式
地中熱交換器（U字管）内に熱媒体を
循環して、地中で熱交換する方法
メリット ：導入場所を選ばない

デメリット：イニシャルコストが高い

オープンループ方式
組み上げた地下水を利用し、地上で
熱交換する方法
メリット ：イニシャルコストが安い

デメリット：導入場所を選ぶ

【地中熱の特徴（恒温性）】 【地中熱の利用用途と用途別システム】

【地中熱利用システムの種類：最も普及している“地中熱ヒートポンプシステム”】

クローズドループ オープンループ 両ヒートポンプシステムの特徴

（環境省）

（環境省）

初期段階の取り組み

基本調査

・導入検討施設の基礎調査
・ポテンシャルに基づく適用性調査
・導入可能性調査

事業化判断

採熱量調査（熱応答試験）

地中熱利用設備の詳細設計

施工 1



導入検討にあたってのポイント

地中熱利用システムの導入検討にあたり、基本的なポイントを整理します。

・以下の表には、地中熱の利用実績がある「施設の種類」と「熱利用設備の用途」を整理します。

これらに該当する場合は、地中熱利用システムの導入効果が期待できます。

・冷暖房等の熱利用の需要量が多く（熱負荷が高く）、空調等の熱利用設備の運転時間が長い施設

ほど導入効果が高く、逆に１年のうち熱利用設備の停止期間が長期間となる施設、空調で冷房ま

たは暖房に偏った利用をする施設などでは、導入効果が低下するおそれがあります。

熱利用設備の用途 備考
1 冷房 空気熱源エアコン等の代替

2 暖房 空気熱源エアコン、灯油ストーブ、ボイラ等の代替

3 床暖房 ヒートポンプで昇温した熱媒を床下に循環

4 給湯 飲用など、比較的高温の加温

5 温浴 温泉施設の加温や温水プールなど比較的低温の加温

6 融雪・消雪 ヒートポンプを利用しないシステムも含む

7 農業 主に施設園芸の冷暖房や加温・冷却

8 その他 冷蔵、冷凍など

施設の種類 備考
1 戸建住宅 在宅する朝夕に熱利用が集中
2 集合住宅 マンション・アパートなどで、戸建住宅より熱利用が大きい

3 特殊居住施設 介護施設等では、通年で冷暖房や温浴の安定した熱利用が見込まれる

4 オフィス 土日祝日の熱利用が小さい

5 商業施設 デパートやショッピングセンターなど（冷房需要卓越、夜～朝の熱利用は小）

6 工場・倉庫 一定の温度で管理する場合、通年で安定した熱利用が見込まれる

7 病院施設 通年で冷暖房や温浴の安定した熱利用が見込まれる

8 教育施設 学校などで、土日祝日や長期休暇の熱利用が小さい

9 温浴施設 通年で冷暖房や温浴の熱利用が見込まれる

10 農業施設 冬季に暖房や加温の熱利用が大きい

11 その他 データセンター等では、通年で冷房利用が見込まれる

・地中熱利用システムの運転により地中に放熱した熱が、自然の地下水の流れで拡散する地域ほど

導入効果が高いと言えます。

・具体的には、地下水面が地表に近くて地下水が流れている地域ほど、導入が期待できます。

「施設」に着目した導入のポイント

「地域」に着目した導入のポイント
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教育研修棟 特別教育棟

本館

教育研修棟

男子寮

先端技術教育棟

冷房

冷房暖房

冷房

熱利用設備の導入状況の把握を目的とした調査

既存の用途別熱利用設備の種類・台数、既存設備

の動力（電気・燃料）など

運転状況の把握を目的とした調査

運転する月・時間、土日祝日や長期休暇時の運転、

１日のうちの運転時間など

【基本調査１】導入検討施設の基礎調査

地中熱利用システム導入検討施設の基礎調査項目と調査結果の整理例

導入検討施設を対象として、熱利用設備の導入状況および運転状況を把握します。また、これら情報

から対象施設の現状のエネルギー消費特性を理解することで、設備規模・能力、施設特有の熱利用に関

する留意点等が明らかとなり、これらはシステム設計に役立つ情報となります。

施設別の熱負荷とエネルギー消費量の把握方法

右図は、既存の熱利用設備を導入している施設ま

たは部屋ごとに、基礎調査の結果に基づき熱負荷を

把握した後に、冷暖房別に 「１年あたりのシステ

ム運転時間」と「 大負荷」を整理したものです。

冷暖房等の熱利用の需要量が多く（熱負荷が高

く）、空調等の熱利用設備の運転時間が長い施設ほ

ど地中熱利用システムの導入効果が高いため、右図

の右上にプロットされる施設（または部屋）ほど導

入に適しているといえます。

なお、熱負荷ならびにエネルギー消費量の把握方

法の一例を以下に示します。

（１）冷暖房別ピーク熱負荷（kW）

ヒートポンプの出力を決定するために必要となる。熱負荷計算は各種マニュアル等を参考のこと。

（２）冷暖房別年間熱需要量（J）

概算した熱負荷に冷暖房期間ごとにシステム運転時間を乗じることで得られる。

（３）冷暖房別エネルギー消費量（J）

概算した年間熱需要量をヒートポンプＣＯＰで除すことで得られる。電力会社伝票等での代替も可。

（４）冷暖房別年間ランニングコスト（円）

按分法では実際の電気や燃料等の支払額、積み上げ法ではエネルギー消費量に単価を乗じて得る。

【目的別の調査項目】

【調査結果の整理例】（県農業大学校）

施設別の
エネルギー消費量

モニタリング
データ

施設別の
エネルギー消費量が

わかる情報

按分法 積み上げ法

気温
データ

空調設備
運転データ

（ヒアリング等）
なし

あり

なし

あり

（１）冷暖房別ピーク熱負荷（kW）
（２）冷暖房別年間熱需要量（J）

（３）冷暖房別エネルギー消費量（J）
（４）冷暖房別年間ランニングコスト（円）

【スタート】
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【基本調査２】ポテンシャルに基づく適用性調査

栃木県の地中熱ポテンシャル（水理地質情報による概略把握）

地中熱ヒートポンプシステムの導入を検討する地点での地中熱導入効果は、地質や地下水環境で決定

される地中熱ポテンシャルからおおむね決定されます。

ここでは参考までに、栃木県の水理地質データに基づき作成した、地中熱ポテンシャルを概略で把握

できるマップを示します。

地下水面が地表に近い地域ほど、地中での熱交換の効率が向上するため、ポテンシャルが高

いといえます。そこで、地表面と地下水面の差分（不飽和帯層厚）に着目して整理したものが

下図となります。不飽和帯層厚が薄い（数値が小さい＝青色）地域ほど、ポテンシャルが高く、

高い導入効果が期待できます。

なお、地下水の流動がある地域では、地中に放熱された冷熱または温熱は地下水の流れにのっ

て移動するため、さらに熱交換効率の向上が期待できます。そのため、地中熱のポテンシャル

を詳細に把握するには地下水の流動に関する情報を調べる必要があります。

(m)
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【基本調査３－１】導入可能性調査（簡便法）

イニシャルコストの考え方

ランニングコストの考え方

導入の可能性調査として、イニシャルコストとランニングコストを概算し、投資回収年数により事業

採算性を評価することができます。ここでは、クローズドループ方式の地中熱ヒートポンプシステムを

想定して、簡便な導入可能性調査方法を紹介します。

なお、簡便法は地層や地下水流動等の地域特性を見込んでおらず、あくまで一般値を用いた概略評価

です。より正確な評価をしたい場合には、詳細法（詳細は次頁）の実施をおすすめします。

右下図は地中熱ヒートポンプ出力（kW）あたりのイニシャルコストです（環境省調べ）。クロー

ズドループ方式では１kWあたり５０万円程度であることがわかります。ヒートポンプ出力は導入検

討施設の基礎調査で把握したピーク熱負荷相当として設定します。

地下水流動がある地域ではさらにイニ

シャルコストが安くなります。ただし、

実際の施工条件によっては仮設工等の費

用が必要となるため、この値はあくまで

参考値です。比較のために空気熱源ヒー

トポンプのイニシャルコストも下表に整

理します。

年間ランニングコスト ＝ 冷房エネルギー消費量×冷房時単価（円/kW）

＋ 暖房エネルギー消費量×暖房時単価（円/kW ）

※冷房エネルギー消費量 ＝ 冷房熱負荷（kW）/冷房ＣＯＰ
※暖房エネルギー消費量 ＝ 暖房熱負荷（kW）/暖房ＣＯＰ

・この計算では、地中熱ヒートポンプシステムのエネルギー消費量に循環ポンプ等の付帯設備のエネルギー消

費等を含めていない。これらを加味した検討でも問題ない。

・地中熱ヒートポンプと空気熱源ヒートポンプのＣＯＰは、実績やメーカーカタログ値等を参考のこと。

投資回収年数による導入可能性の評価

イ
ニ
シ
ャ
ル

コ
ス
ト
（
円

）

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
（
円
/年

）

空気熱 地中熱 空気熱 地中熱

地中熱利用
のメリット

差
額

差額

投資回収年数（年）
＝イニシャルコスト差額（円）/ランニングコスト差額（円/年)

ひとつの基準として、投資回収年数がヒート

ポンプ交換時期（導入から約２０年）を下回る

かどうかで事業性を判断します。

なお、簡便法ではイニシャルコストに も大

きく関係する熱交換井本数や地下水流動の影響

等が加味されていないことに留意が必要です。

（環境省）

年間のランニングコストは以下式で概算できます。ＣＯＰ（成績係数）はヒートポンプの性能を

表現する指標です。

概算したイニシャルコストとランニングコストから、導入可能性を把握します。評価の指標には、

投資回収年数を用います。

システム 空気熱
地中熱

（クローズドループ）
出力１kW

あたり
20万円 50万円

*空気熱は業者ヒアリング結果に基づく
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【基本調査３－２】導入可能性調査（詳細法）
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地中熱ヒートポンプシステムの設計・性能評価シミュレーション

実際の施設や設備の条件にしたがって、クローズドループ方式の地中熱ヒートポンプの運用を想定し

たシミュレーションを実施して、導入可能性を判断する方法を紹介します。

ここでは、地中熱ヒートポンプシステムの設計で国内での使用実績が多い【Ground Club】を利用

した導入可能性調査の検討例を示します。【Ground Club】は、時間毎の冷暖房負荷に対してシステ

ム全体の運転シミュレーションを実施できるため、実際の運転により近い条件での性能予測が可能

です。また、空調の従来方式として灯油ボイラ+冷房専用チラー、ガスボイラ+冷房専用チラー、空

気熱源ヒートポンプとの比較計算が可能です。地域特性として、原位置情報からの推定や熱応答試

験で得られる「見かけの熱伝導率」を計算条件に設定できます。

シミュレーションによる計算結果から、地中熱ヒートポンプシステム運転時の省エネ効果、ラン

ニングコスト削減額による経済性評価、二酸化炭素排出量削減効果等が得られるため、これらから

詳細なシステム導入事業の評価が可能となります。

項目 内容

温度変化

（１時間おき）

循環流体入口・出口温度、ボアホー

ル表面温度

集計結果

（年ごと）

ブライン最低温度、ブライン最高温度、

期間採放熱量、最大採放熱量、消費

電力、ＣＯＰ，ＳＣＯＰ

従来方式との

比較

イニシャルコスト、ランニングコスト、

年間ＣＯ２排出量、年間エネルギー消

費量

ライフサイク

ルコスト

エネルギー消費量、ＣＯ２排出量、年

間平均コスト、ペイバックタイム

Ground Clubのインターフェース
・地中熱交換器の仕様や地域特性（見かけ
の熱伝導率等）を条件設定できる

Ground Clubの出力データ
・システム運転時の省エネ効果、経済性評価、
二酸化炭素排出量削減効果等が得られる

施設の熱負荷データ （例）
・ も重要な計算条件であり、導入検討施

設の基礎調査結果から設定できる

計算で得られる投資回収年数 （例）
・地中熱ヒートポンプシステムと他システム
の積算コスト比較から投資回収年数を概算

（ゼネラルヒートポンプ工業株式会社）

GSHP：地中熱ヒートポンプ
ASHP：空気熱源ヒートポンプ
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参考となる文献・情報

【地中熱について】

○ 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室：パンフレット「地中熱ヒートポンプシステム」
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【地中熱に関するお問い合わせ先】
栃木県環境森林部 地球温暖化対策課 計画推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
TEL：028-623-3187 FAX：028-623-3259
E-mail：chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp

地中熱ヒートポンプシステムの導入検討の手引き
～栃木県内における地中熱利用の普及を目指して～

用語集

ヒートポンプとは少ない投入エネルギーで、空気や地

中などから熱をかき集めて、大きな熱エネルギーとして

利用する技術のこと。エアコンや冷蔵庫などにも利用さ

れている省エネ技術。

（１）ヒートポンプ

2つの流体間で、それぞれが保有する熱エネルギーを交換

すること。 熱交換器は、熱交換のために使用する機器であ

り、温度の高い物体から低い物体へ効率的に熱を移動させ

ることで物体の加熱や冷却を行うことができる。

クローズドループ方式の地中熱ヒートポンプシステムでは、

熱交換器をＵ字管（Ｕチューブ）と呼ぶことがある。また、熱交

換井は地中熱交換器を埋設し、採熱に利用する井戸のこと。

（２）熱交換

物質の移動を伴わずに高温側から低温側へ熱が伝わる

移動現象のこと。また、物質の中の熱の流れやすさを示

す物性を熱伝導率と呼ぶ。

地中熱利用システムの設計で用いる「見かけの熱伝導率」

とは、地下水流動の影響により、地層本来よりも高い熱伝導

効果が得られる際に、便宜的に移流の効果を見込んだ熱伝

導率として評価したもの。

（３）熱伝導

地下水の流動に伴って、熱が移動する現象のこと。移流効

果が見込める地域は地中熱利用システムの導入効果が高い。

（４）移流

掘削した孔内にＵ字管を挿入し、管内を循環水で満た

した後に加熱循環させ、その際に得られる循環水の温度

変化、循環水の流量、加熱に使用した電力量等から、地

層の熱交換量や見かけの熱伝導率を求める試験のこと。

（５）熱応答試験 （サーマルレスポンス試験：ＴＲＴ）

理論的に推計されるエネルギー量（熱交換量など）を

指標化したもの。地中熱利用システムの導入適地の判断

に役立つ。ただし、あくまで概略の情報となるため、シ

ステム設計の際には熱応答試験により正確な熱交換量を

把握することが望ましい。

（６）地中熱ポテンシャル

土壌の間隙が水で満たされている状態を飽和、空気と

水で満たされる場合を不飽和と呼ぶ。井戸を掘ったとき

に現れる水面の位置が飽和帯と不飽和帯の境となり、こ

れより上部を不飽和帯と呼ぶ。不飽和帯には水があまり

存在しないため、熱交換効率が低いという特徴がある。

（７）不飽和帯

成績係数と呼ばれるもので、エアコンが消費する電力

量に対しての、エアコンが作り出す温熱量（または冷熱

量）の割合のこと。ＣＯＰの値が高いほど省エネである

といえる。例えば、ＣＯＰ=4.0とは、消費する電力量の

４倍の温熱・冷熱量を作り出すものを意味する。

（８）ＣＯＰ （Coefficient Of Performance)

平成27年３月
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