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1. 研究背景

を示した。
算出された年間空調負荷と電力消費量の関係につい

タイなどの熱帯地域では冷房負荷が大きく、空調シ
ステムの改善が CO2 排出量削減につながる。

て、熱交換器長さごとに分析を行った結果が、Fig.2 で

地中熱ヒートポンプ(GSHP)システムは、日本やヨー

ある。空調負荷に対して熱交換器熱容量が不足する場

ロッパなどの中緯度・高緯度地域では、従来の空調シ

合には、熱源水温度が外気温度より高くなり、GSHP

ステムに比べて小さい温度差の環境で働くため、消費

システムの効率が低下する結果となった(SI.1 参照)。

電力量が少ないという長所がある。
一方、熱帯地域では地下温度が高いため、一般的に
GSHP システムには不適とされてきたが、バンコクな
どでは、地下水流れの影響により地下温度が外気温度
よりも低いことが明らかとなった 1)。また、タイでの
実証実験では、従来の空調システムよりも電力消費量
が削減された 2)。
しかし、熱帯地域での GSHP システムの有効性を論
じるためには、さらなる検証が必要である。
Fig.1 Annual air-conditioning load

2. 研究目的

Table.1 Specification of air-conditioning system

本研究では、タイ・バンコクの商業施設への GSHP
システムの導入を想定し、その有効性を評価する。評
価では、LC-CO2, LC-NOx, LC-SO2 とエクセルギー効率
から、現状との比較、考察を行う。

種類
空調システム
定格冷却COP
地中熱交換井種類
地中熱交換井長さ[m]
土壌熱伝導率[W/mK]

3. 研究方法

GSHPシステム
ASHPシステム
セントラル型ヒートポンプチラー
4.5
2.4
クローズドループ方式
―
ダブルU-チューブ型
5,000～20,000
―
1.6
―

3.1. 対象施設の空調負荷シミュレーション
対象施設の建物モデルを作成し、建築物総合エネル
ギーシミュレーションソフトウェア BEST3)を用いて、
1 時間ごとの空調負荷を算出した。Fig.1 に延床面積
3,200m2 の建物モデルの空調負荷の年間推移を示した。
タイ・バンコクでは、1 年を通して冷房運転するため、
空調負荷の値が負となっている。
同様に、延床面積 1,600m2~20,000m2 の建物モデルに
ついても空調負荷を算出した。
3.2. 使用段階におけるエネルギー消費
Fig.2 The relation between air-conditioning load and

使用段階のエネルギー消費量を把握するため、

electricity consumption load

GSHP 性能予測プログラムである Ground Club4)に対象
施設の空調負荷と GSHP システムの諸元を入力し、年

3.3. 対象施設のエネルギー評価

間電力消費量を算出した。また、比較対象は空気熱源

平野ら(2013)5)のモデルに倣い、室内への供給熱量か

ヒートポンプ(ASHP)とし、Ground Club によって年間

ら化石燃料まで遡るようにエクセルギー量を 1 時間ご

電力消費量を算出した。Table.1 に空調システムの諸元

とに計算し、エクセルギー効率を算出した(SI.2 参照)。
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3.4. 対象施設の環境評価

的に大きくなる可能性がある。
そこで、本研究では延床面積を 1,600~5,000m2 に変

システム境界は、原料調達段階から処分段階までの
ライフサイクル全体とした。評価項目は、LC-CO2,

化させた場合、熱交換器長さを 7,500~20,000m に変化

LC-NOx, LC-SO2 である。

させた場合について分析を行った。分析結果の一部を

システムのライフタイムは、
地中熱交換器を 50 年と

Fig.4、Fig.5 に示した(SI.3 参照)。

設定し、それ以外の設備は 20 年と設定し、各段階の環
境負荷排出量を 1 年間に割り戻した。
プロセスデータは、環境省(2012)6)を参考にし、必要
に応じてタイ実証実験チーム 2)、空調設備メーカーな
どにヒアリング調査を行った。年間電力消費量と収集
したプロセスデータに IDEA v.27)をタイの電源構成に
入れ替えたインベントリデータに乗じ、積算すること
Fig.4 The sensitivity analysis about the scale of building

で年間 LC-CO2, LC-NOx, LC-SO2 排出量を算出した。
4. 研究結果
4.1. エクセルギー効率
Table.2 に延床面積 3,200m2、熱交換器長さ 15,000m
の場合のエクセルギー効率算出結果を示した。
Table.2 The result of exergy efficiency
エクセルギー効率
GSHP
ASHP

1月1日の積算値 1年間の積算値
2.74%
3.97%
0.55%
0.78%

Fig.5 The sensitivity analysis about the length of well

タイにおける GSHP では、熱源水温度が外気温度よ
りも高くなることが多く、ASHP より必要となるエク

5. 結論と今後の展望
GSHP システムは環境負荷、エクセルギー効率の面

セルギー量が多いことが分かった。しかし、HP 自体
の効率が ASHP より高いため、見かけ上でエクセルギ

で、ASHP システムよりも良好な結果が得られた。し

ー効率が高くなる結果となった。HP 自体の性能が等

たがって、タイ・バンコクにおいても GSHP システム

しい場合、エクセルギー効率は GSHP の熱交換器熱容

導入による環境負荷低減に効果があると考えられる。

量に影響されると考えられる。

一方、本研究のモデルでは地下水流動の影響を考慮し

4.2. 環境評価

ていないため、熱源水温度が高温になった。

延床面積 3,200m2、熱交換器長さ 15,000m の場合の

今後は、地下水流動の影響を踏まえた更に正確なモ

年間 LC-CO2 排出量を Fig.3 に示した。LC-NOx, LC-SO2

デルの作成や、熱源水のカスケード利用モデルの作成

排出量については Fig.SI4、Fig.SI5 に算出結果を示した。

により高温になる熱源水温度への対策が必要である。
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Supporting Information(SI)
SI.1 熱源水温度と HP システムの効率の関係
Fig.SI1 に延床面積 3,200m2、熱交換器長さ
15,000m の場合の外気温度と熱源水温度の年間推
移を示した。この図から分かるように、熱源水温
度は 1 年を通して 35~40℃となり外気温度よりも
高くなった。

SI.2 エクセルギー量とエネルギー量の推移
Fig.SI3 に 1 月 1 日のエクセルギー量とエネルギ
ー量の推移を示した。

Fig.SI1 yearly transition of brine temperature and
atmospheric temperature
Fig.SI2 に空調負荷(延床面積)を変化させた場合
の熱源水最高温度と GSHP システムの COP の関係
を示した。この図から分かるように、空調負荷が
大きくなり熱源水最高温度が高くなると、GSHP
システムの平均 COP は低下した。これは、空調負
荷に対して熱交換器熱容量が不足し、熱源水温度
が上昇したことを表している。

Fig.SI2 The relation between GSHP system’s COP and
maximum heat brine temperature
ASHP システムが外気温度と室内環境の間で働
くことを考えると、GSHP システムにおいては、
熱源水温度が外気温度より低くなることが望まし
い。

Fig.SI3 Transition of exergy and energy consumption
室内への供給熱量から化石燃料まで遡るように
エクセルギー量、エネルギー量を 1 時間ごとに計
算し、エクセルギー効率を算出した。
空調システムは COP が 1 を超える場合、見かけ
上エネルギー効率が 100%を超えてしまう。したが
って、エネルギー保存則に反してエネルギー量が
増加したように見えてしまった。
しかし、エクセルギー量で評価した場合、化石
燃料から室内に供給される段階まで、順を追って
エネルギーが消費されて減少していることが分か
る。また、エクセルギー量の減少を評価すること
により、どの段階でどれほどのエネルギーが消費
されているのか把握が容易になる。

SI.3 年間 LC-CO2, LC-NOx, LC-SO2 排出量の感度分析
延床面積 3,200m2、熱交換器長さ 15,000m の場合の年間 LC-NOx, LC-SO2 排出量を Fig.SI4、Fig.SI5 に示した。

Fig.SI4 The result of LC-NOx

Fig.SI5 The result of LC-SO2
年間 LC-NOx、LC-SO2 排出量についても、GSHP は原料調達段階、製造段階での環境負荷が ASHP に比べ
て大きいが、使用段階の環境負荷が大部分を占めるため、GSHP の環境負荷は ASHP の環境負荷よりも小さ
くなった。
延床面積を 1,600~5,000m2 に変化させた場合、熱交換器長さを 7,500~20,000m に変化させた場合の年間
LC-NOx、LC-SO2 排出量分析結果を Fig.SI6、Fig.SI7 に示した。

Fig.SI6 The sensitivity analysis about the scale of building

Fig.SI7 The sensitivity analysis about the length of heat exchange well
その結果、GSHP システムの環境負荷は、空調負荷が 1,600~5,000m2 のいずれの場合も ASHP システムの
環境負荷を下回った。また、熱交換器長さを 7,500~20,000m に変化させた場合も同様であった。
したがって、GSHP システムは、使用段階の環境負荷に比べて熱交換器設置の環境負荷が小さいこと、
ASHP システムに比べてライフサイクル環境負荷が小さいことが、感度分析によって分かった。しかし、
使用段階の環境負荷が小さく、効率が高い ASHP システムの場合には、ライフサイクル環境負荷が GSHP
を上回ると予想される。

