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東京農総研研報 8:ト10，2013 

原著論文

省エネと周年栽培を目指した水熱源ヒートポンプシステム

の開発

岡津立夫*・田旗裕士包・島地英夫・

片岡真弓a.沼田洋子b

東京都農林総合研究センター

摘要

施設内環境制御技術として，熱交換器を浅層埋設した水熱源ヒートポンプと外気温を活用する小型ヒートポンプ

を併用した新たなシステムを開発した。暖房時のシステムの成績係数 COPは 3.0前後で，従来の温風暖房機を利用

した暖房と比べ，エネルギーを 60%，ランニングコストを 40%削減できた。

さらに，ヒートポンプを夜間冷房に用いると外気温よりも 5
0C低減可能であり，日中ミスト冷房と併用すると夏

季の 1日を通じての温度上昇が抑制できた。この冷房効果で，切花用ヒマワリ，シクラメンともに開花が促進され，

花が大きくなる等品質が向上した。ガーベラでは品種にかかわらず，ヒートポンプを導入した区で年間の収量が増

加した。夏季の冷房効果が年間収量増の要因として大きかった。冷房に要したコストは売上高の 5"-'10%程度で，

この冷房システムは十分採算がとれる実用性の高いものである。

キーワード:水熱源，ヒートポンプ，省エネ， COP，冷房

東京都農林総合研究センター研究報告 8:1-10，2013 

2012年 8月 31日受付， 2012年 11月 5日受理

緒言

地下水等を利用する水熱源ヒートポンプは，周年を通

じ 15"-'17
0

Cの安定した熱源が確保できることから，空気

熱源にみられるデフロスト(外気温が低いときに蒸発器

のフィンに付着する霜を取り除くこと)による COP

(ヒートポンプの能率を示す指標)低下の問題がなく，

COPの飛躍的な向上が期待できる。また，二酸化炭素の

排出量が空気熱源の 70%以下であり，ヒートアイランド

を助長することもない(林， 2008)。

一方，水熱源を活用する場合は，良質な水を確保しな

ければならないので，地域や場所が限定されてしまうと

いう問題点がある。また，熱源回収後の水温低下による

循環水の凍結や，それを生じさせない潤沢な地下水量も

考慮しなければならない。さらに，空気熱源に対応した

高性能なヒートポンプはこれまで数多く開発されている

が，水熱源に対応した製品はまだまだ少ないのが現状で

ある。地下水を含む地中熱ヒートポンプの住宅やピルに

おける普及状況をみても，アメリカやスウェーデ、ンと比

べ日本での設備は遅れており (NEDOエネルギー対策推

進部， 2006)，商工業ベースでの普及は少ない。一方，農

業分野への普及は試験的な取り組みはあるものの，皆無

に等しい。

唱者連絡先 Email t-ok位 awa@tdfaff.com a現東京都八丈支庁 b現東京都島しょ農林水産総合センター
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そこで，我々は新たな農林水産政策を推進する実用技

術開発事業「低炭素時代に向けた自然エネノレギ一利用率

を最大限に高める施設栽培用ヒー トポンプシステムの開

発」の中で，農村工学研究所等と共同でソk熱源を活用し

た普及性の高いヒー トポンプシステムの開発を目指し研

究してきた。ここでは，これまで取り組んできた水熱源

ヒー トポンプシステムに関する研究成果と，そのシステ

ム導入による夏季冷房がシクラメン等花きの生育に及ぼ

す効果実証について報告する。

材料および方法

1 水熱源ヒー トポンプシステムによる温湿度制御

(1) ヒー トポンプシステムの設計・運転

ヒートポンプは，暖房，冷房，除湿の大きく 3つの機

能を有している。図 lに暖房時におけるシステムの概要

を示す。

-ハウス内の地中熱をHP1の熱源として暖房
・地中に20φのポ1)パイプを埋設し、基本的には、
クローズドシステムの水熱源ヒートポンフ.システム

・地中温度は、 15"Cを中心に、10-200Cの範闘で利用
・地中蓄熱温度が低下すると、井戸水を利用

図 1 暖房時におけるヒー トポンプシステム

暖房Il寺の熱源としては，地下水の他に，昼間の太陽熱

で昇洞したハウス内空気，ハウス外空気の 3つを利用し

た。ハウス内には 4 馬力のヒートポンプ (FI-IP 

MANUFACTURING， ECOOl8 ， I-1PIと示す)を設置し，

またハウス外には空気熱源を活用する l馬力の小型ヒー

トポンプ (FI-IPMANUFACTURING， EC0042 ， HP2と

示す)を設置した。 地中との熱交換は， 地中 30cmの深

さに埋設した 25φ のポリエチレンパイプ (5m/m2
) に水

を循環することで行い， 日中にヒー トポンプで回収した

熱を地中に蓄熱することで，夜間の熱源として利用する

蓄熱方式を採用した (図 2)。

図2 地下蓄熱用の埋設ポリ エチ レンパイ プ

冷房時の熱源としては， 地l千l冷熱と井戸水を利用した。

日中は，太陽熱の負荷に対しヒー トポンプの能力が不足

するため冷房運転を実施せずに，冷房運転は夜間のみ実

施した。また，冷房運転と同時に，巻き上げ式の側窓が

自動的に閉じるようにした。

そのほか，暖房および冷房効果をあげるために，パイ

プハウス構造は断熱性の高い空気jJ莫方式 (図 3)を採用

した。

図3 空気膜屋根構造

右下の写真はブロワーで，ハウス上面に展張した 2重
ビニールの問に空気を送り込む

(2) iliiL湿度管理

植物の生育適温を加味し，図 4に示す l日の温室管理

目標スケジューノレにしたがって暖房 ・冷房・除湿を自動

的に切り換えるプログラムを構築した。5:00-----15:00は，

外気温が 25
0

C以上で冷房，15
0

C以下で暖房運転し， 19:00 

-----5 :00は， 20
0

C以上で冷房，15
0
C以下で暖房運転するよ

うにした。また， 15:00-----19:00は冷・暖房運転は行わな

いように設定した。このように，外気温に応じて，冷房

と|暖房を切り換え視度管理するとともに，ハウス内湿度

に応じて除湿制御し，夜間混度 80%以下を目標に管理し

た。

n
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水熱源ヒー トポンプシステムの開発
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なると、昼間の蓄熱運転を行う。
C-mode (冷房モー ド) :夜間の外気瓶が、夜間換気調度以

上になると、日中の地中蓄冷を行い、夜間冷房を行う。
N-mode :ヒー トポンプは除湿のみを行う。

Th 
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換気とミス ト制御は、どのモー ドでも動作する。

図4 温湿度の管理目標値

冷暖房は外気温に応じ各モードへ切り替えることで稼働

除湿は，暖房運転時の凝縮器側の熱交換機の前面に熱

交換機 (除湿ユニッ ト) を追加設置し，蒸発器側の冷水

を通すことにより除湿する試みを行った (図 5)。

図5 除湿ユニッ ト

また，栽培環境の好適化や夏季の生育改善を実現する

ために，ミス ト装置による加湿と蒸発冷却による日中の

冷房装置を導入した (図6)。設置場所は，栽培面積を確

保し，作物に付着するのを避けるためにベンチ下とした。

なお， ミス トの制御は90秒間隔の時間中高で、行った。

図6 ベンチ下のミスト装置による冷房

ミス トによる蒸発冷却。撹作扇でハウス全体を循環

ヒー トポンプによる夏季の冷房制御能力を比較検討す

るために，パイプハウスのサイド換気のみの対照区を設

置した。また，暖房時には，従来の温風暖房機を用いた

区を対照区と した。 l暖房の設定温度は， [5
0
Cを基本とし

たが， ヒートポンプによる暖房能力が劣る場合は， 実測

値にあわせ調風暖房機の設定視度を調整した。
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2. ヒー トポンプによる夏季冷房の栽措実証試験

切花f日ヒマワリは 2010年 7月 29日に，普通用土 (赤

土:腐葉土:ピー トモス=5:3:2)を充填した 58Lプランター

に20cm1:1日隔となるように 3粒ずつ幡随し、捕租 12日後

に l木になるように間引きした。JJI種は rF1サンリッ

チ フレッシュオレンジJ，rF1 サンリッチ レモン」

の2品植を供試した。基肥として用土 100しあたり N:58g，

P205: 158g， K20:54gを被覆肥料，過リン椴石灰で施rFJし

た。 8月 30日に緩効性固形肥料(商品名 :18化成)で追

肥した。舌状花が完全に開いた状態で生育等を 40株調査

した。

シクラメンは，品種「へ リオス モンテカノレロ」を供

試した。 2010年 6月 7日に 3.5cmポッ ト市を購入し， 6 

月 8日に 4号鉢， 9月 8日に 6号鉢に鉢替えした。用土

は普通用土を使用し，基Jj巴はヒマワリと同織とした。株

張等生育の調査は 12月 6日に各区 25株行った。

ガーベラは，品種「シュクレ」と「アマチj の2品種

30 

f) 20 
、-'

制
組 15

をnれ、た。 2010年 5月 31H，購入苗を 8号鉢へ定植し

た。 m-tはヤシ殻主体で，液肥(商llJl名:ハイポネック

ス 10-30・20) による追肥を行った。生育等の調主は定植

4 ヵ凡後の 2010 年 10 月 ~2011 年 9 月に実施した。 調査

株数は，冷房処理区、サイド換気のみの対照区ともに 20

株とした。

結果

1. 7.1<熱源ヒー トポンプシステムによる温湿度制御

(1) ヒー トポンプによる暖房

2010年 11月 11:1から暖房運転を開始した。タト気加が

1 5 0C以下となる 2 1:00~5:00 の rm を 1 50C設定で暖房運転

したところ，外気温が 10
0Cである 日月 上旬では，円標

値通り 15
0Cに管理でき (図 7)，iI~L風暖房機を用いた対照

区と問機の温度推移を示した (図 8)。
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図 7 ヒートポンプ稼働時の温湿度 (2010 年 10 月 31 日 ~ 11 月 2 日の測定値)

2010年 11月 l日からヒートポンプを稼働開始した
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図 8 暖房運転時のハウス内温度

2010年 11刀 6日の測定値
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このときの暖房 COPは， 3.5"'4.0で，システム COP

は3.0前後で、あった。これは石油暖房に比べ，エネルギー

約 60%，ランニングコス ト約 40%の削減に相当する。以

下に計算式を示す。

電気 IkWhを使用した場合，860kcalの熱量が発生する。

システム COPが3であると 31it，つま り860x 3=2，580kcal 

のエネノレギーが得られる。従って，エネルギー的には

(2，580-860)";-2，580 x 100今 67%~jIJ減できる。 一方，温風

暖房機の|暖房効率を 85%とすると， A重抗111 Lあたり

8，770kcal x 0.85=7454.5kcalの発熱量が得られる。前述の

2，580kcalは A重油約 0.35L(=2，580";-7454.5)に相当す

るため，A重油 ILあたり75円とすると， 75 x 0.35今 26

円が A重油を燃焼し 2，580kcalを得るのに必要となる。

ヒートポンプを利用すると電気代 IkWh=16円で同等の

エネルギーを得られる ことから， ランニングコス トは

ヒー トポンプを利用することで 100-16";-26x 100=':40% 

削減となる。

一方， 1月下旬のハウス内視度は，外気視に対して，

100C以上に維持できたが，目標値 15
0
Cまでの管理はでき

なかった (図的。これは，循環水の凍結防止のために設

置した安全装置が働き，運転が停止したこ とが要因で，

地面の熱源が十分に活用できなかったためと考えられた。

50 lCO 

40 
80 

D

S

 

(ρ)
制
叶
開

1)耳20日 1再21日 1月22ヨ 1月23日 匂10

-10 1 … ー f.IB寺(月号)

図 9 ヒートポンプ稼働時の温湿度

(2011 年 1 月 20 日 ~23 日の測定値)

(2)ヒートポンプによる冷房

冷房運転は， 2010年 7月7日から稼働開始した。夜間

のハウス内視度は， ヒー トポンプによる冷房で目標値の

20
0Cに近い温度まで， 外気調と比べ約 5

0C下げるこ とが

可能であった。このときの電力消費量は 38.lkwh/日で

あった。対照区は外気楓とほぼ同じ胤度で推移した。日

中のミスト冷房では，外気温とほぼ同等かそれ以下に下

げる ことができた (図 10)。

40 

36 

iJ 32 

器28

8:00 12:00 16:00 

時五IJ (時分)

図 10 ヒートポンプとミスト併用による冷房運転

2010年 8月 13日の測定値
冷房区はミストとヒートポンプ冷房を実施

(3)ヒートポンプによる除湿

ハウス内除湿は，病害防除に効果的であると言われて

いる (高市， 2003)。病害防除の観点から除湿運転の目標

値は 80%に設定し，夜間ハウス閉め切りに伴う湿度上昇

を抑えるために，運転時間帯は 19:00"'5:00とした。II

月はじめの湿度は，図 7に示したとおり，目標値の 80%

に近い値で推移した。ここで用いた除湿システムは，蒸

発器側に冷水を通して行うため，吹き出し口からは除湿

分の潜熱が顕熱となって温風が出る。そのため，ハウス

内視度は高くなり，除湿運転には暖房効果もある。今回

試作した除湿器はフィン部による除湿と，ハウス内の気

温上昇に伴う相対湿度低下による除湿の相乗効果で除湿

能力を発揮する。

2. ヒー トポンプによる夏季冷房の栽培実証試験

(1)切花用ヒマワ リ

ヒートポンプ区では，供試した 2品種で，切花長が

10cm以上短くなったが， 切花重，花柄径および頭花径が

増加し品質が向上した。また，開花までの~数が少なく

8日間の開花促進効果がみられた(表 1，図 11)。

ヒー トポンプ区 対!Iれ区 2cm 

図刊 ヒマワリの頭花径に対する冷房効果

2010年 9月 24日慌影

- 5 -
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表 T 冷房が切花用ヒマワリの生育・品質に与える影響

{共試品種 処理区
切花長 業数 花柄径 頭花径

開花(調査)口a
(cm) (枚/株) (mm (cm) 

F1サンリッチ フレッシュオレンジ

ヒートポンプ区 145.4 32.9 11.6 13.5 9月 20日

刻 !~i 区 157.1 35.4 10.4 12.2 9月 28日

F1サンリッチ レモン

ヒートポンプ区 136.9 31.2 12.1 14.3 9月 19日

対照区 155.8 34.4 10.7 12.4 9月 27日

EロHJ 種 *ホ NS NS ** 

分散分析 b 処 思 ** *キ ** ** ** 

交互作用 NS NS NS NS NS 

注)播種目:2010年 7月 29日

a)舌状花が完全に聞いた状態

b) 0=40，料:1%有意差あり， * 5%有意差あり， NS:有意差なし

(2) シク ラメン

シクラメンは， ヒートポンプ区で株高，株径などが高

く生育が良好で、あった。花柄径は変わらないが，花弁111高

が広くなるなど冷房は花の大きさにも影響を与えた。ま

た，開花が 12日間促進し，有効花数も調査時で 30個以

上多くなるなど高蹴の悪影響が避けられた(表 2，図 12)。

表 2 冷房がシクラメンの生育・品質に与える影響

試験区
純
一
叩
一
山
川

一口一山
3定数

(枚)
色

陥

一

9

5

vr通

A
一
7

0

抗
刻

P

一
6

7

pa
一

花柄長
(cm) 

21. 7 

16.6 

花柄径
(cm) 

4. 1 

4. 1 

花弁長
(cm) 

4. 5 

4. 2 

花弁隔

(cm) 

4. 5 

4.2 

開花数 有効花数府開花磁}羽b

(輪f妹 ) (個/株) (月日)

10.7 80.5 12月14日ヒートポンプ区

対照区

121. 7 

13.7 116.6 1.3 48.7 12月26日

有意性e 材 料 NS NS 料 NS NS 材 料 料

注)品種:rハリオスモンテカルロJ 鉢替え日(6号鉢): 2010年 9月 8日 調査日:2010年 12月 6日

a)花柄長 2cm以上の苦数十開花数

b)開花数が 20輸に達した日

c) 0=25，料 :1%有意差あり， NS:有意差なし (t検定)

** 

図 12 シクラメンへの冷房効果

2010 年 1 2 月 l 日撮)r~
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(3)ガーベラ
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水熱源ヒートポンプシステムの開発

対照区 ヒートポンプ区 対照区 ヒートポンプ区

シュクレ アマチ

試験区

図 13ヒートポンプ利用によるガーベラ収量への影響

また，この期間は「シュクレ」で約 6倍， iアマチ」で約

ガーベラの 1年間の収量は品種間差があるものの，

ヒートポンプ区で、高かった。夏季 7""'9月の冷房による収

穫本数増加が同区の年間における収量増の要因として大

きかった(図 13)。高温期 7""'9月においては，対照区と

比べヒートポンプ区で品種に関係なく， 1本あたり切花

重などが有意に高かった(表 3，iアマチJ:データ省略)。

2倍の収量増となった(表 4)。市場単価をもとに計算す

ると，冷房コストは売上高の 5""'10%程度で，いずれの

品種においても十分増益が見込まれることが分かつた。

ヒートポンプによる冷房は，ハウス内の夏季の温度制

御に有効であり，切花用ヒマワリ，シクラメン，ガーベ

ラの品質および収量増に効果があることが実証された。

表 3 7......9月の冷房が fシュクレ」の生育に及ぼす影響

品種名 試験区 調査項目
調査月

7月 8月 9月

切花長 (cm) 44.8 45.6 50.1 

対照区
1本あたり切花重 (g) 7.4 7.8 10. 7 

花径 (cm) 5.5 5. 7 6.4 

シュクレ
茎径 (mm) 4.8 4. 6 5.2 

切花長 (cm) 45.3 51. 9 52. 3 

ヒートポンプ区 1本あたり切花重 (g) 9.2 10.3 12.8 

花径 (cm) 6. 1 6.2 6.6 

茎径 (mm) 5.2 5.0 5.3 

切花長 (cm) NS *本 NS 

t検定
1本あたり切花重 (g) 本牢 本本 本本

花径 (cm) 牢本 本 NS 

茎径 (mm) 申 本 NS 

注)月ごとの試験区間で検定 (n=20)

NS:有意差なし， *. 5%;有意差あり，料:1%有意差あり
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表 4 冷房による増収効果，および売上高に占める冷房費の割合

品種名 試験区
7~9 月

収量(g)

7~9 月

収穫本数
(本)

売上高 a

(円)
(A) 

冷房消費電力料金b(円)(B) 

ヒートポンプ本体井戸水 C

売上高に占める冷房費の割合

(A/B)X100(%) 

ュクレ
対照区 21，400 2，463 69， 519 0 0 0 

ヒートポンプ区 123，973 10，847 322，003 23，365 10，222 10.4 

アマチ
対照区 91，825 12，366 350，944 0 0 0 

ヒートポンプ区 190，537 20，908 610，408 23，365 10，222 5.5 
注)データはヒートポンプハウス 86.4m2 (5.4mX 16m)に換算(栽植密度 20株13.3m2

)。小数点以下切り上げ
a)売上高は H22年東京都中央卸売市場年報で算出 (7月 25.2円/本， 8月21.6円/本， 9月 35.9円/本)
b)冷房消費電力はヒートポンプが 7月 584.1 kWh， 8月 539.1kWh， 9月 337.1kWh。冷房索鯨となる井戸水は湧水量60L/分，約 8

0

C
の温度差で 10ν日で計算。井戸ポンプは定格出力 250W，電力料金は lkWh=16円
c) 日中ミスト冷房に使用する井戸水量は 7.5L時とわずかであったため，コスト計算から除外した

考察

水熱源ヒートポンプは空気熱源式と比べ，デフロスト

の心配がなく効率性に優れ，二酸化炭素の発生も少ない

ことから，今後の省エネ技術を担うものとして期待され

る。本研究で，熱交換器を浅層埋設した水熱源ヒートポ

ンプと外気温を活用する小型ヒートポンプを併用した新

しいヒートポンプシステムを開発した。目標値を暖房温

度 15
0

C，夜間冷房温度を 20
0Cとしたところ，本システム

でほぼ目標値を達成することができた。しかし，外気温

が氷点下を大幅に下回る場合は，暖房時のハウス内温度

が目標値以下の 10"C近くまで低下することもあった。井

戸水を直接循環水として用いるか，熱貫流率の高い熱交

換器や熱伝導率の高い地盤を利用する等の検討が求めら

れる。さらに，ヒートポンプ単体では設定温度を達成で

きない事例もあることから，設定温度の高い作物を栽培

する場合や寒冷地では，従来の温風暖房機などと組合せ

たハイブリッド運転の検証も重要である。本研究とは異

なる方式ではあるがハイブリッド運転を取り入れること

で，ヒートポンプの性能を十分発揮できることが報告さ

れている(川嶋ら， 2008)。あるいは，保温カーテンを装

備する等，ヒートポンプを効率的に利用する方法につい

ても今後さらに追及していく必要がある。

冬季の暖房運転におけるランニングコストを抑制する

目的で，ヒートポンプは全国的に導入されてきている。

しかし，運転休止時にも電気の基本料金は加算されるた

め，ヒートポンプの利用頻度を上げ栽培環境の好適化を

図ることで，周年栽培を実現できればヒートポンプの優

位性は高まる。そこで本研究では，ヒートポンプの冷房

利用を検討した。国内で、はパラ，コチョウランなどでヒー

トポンプの冷房利用が実用化されている(林， 2008)。日

中ミストと夜間ヒートポンプ冷房の併用冷房効果を切花

用ヒマワリ，シクラメンおよび，ガーベラの 3品目につ

いて調査したところ，開花促進や切花重の増加など品質

が向上することを実証できた。アルストロメリアでも同

- 8 

様の冷房効果が報告されている(土井ら， 1999)。ヒマワ

リの切花重と頭花径との聞には相関関係(r=0.77) が高

かったことから，呼吸による過剰浪費が夜温低下で軽減

したことが品質向上に寄与したと考えられた(岡津ら，

2011， 2012 a，b)。しかしながら，ヒートポンプによる冷

房は使用した分コストが増えるため，暖房時における

ヒートポンプ導入とは意味合いが異なる。ガーベラでは

冷房経費が売上高の 10%程度に収まり，十分収益が見込

めるが，冷房運転するか否かは栽培する品目や冷房によ

る品質向上がコスト的に見合うかを検討する必要がある。

また，冷房時は換気窓を閉める必要があるため，換気窓

の開聞を自動化するシステム導入を冷房する場合は考慮、

しなければならない。

ヒートポンフ。の利点の一つに除湿機能がある。本研究

では，蒸発器側に冷水を通すことで除湿することを試み

た。このシステムで除湿できることは確認しているが，

どの程度の能力を発揮できるかは今後の検討事項である。

除湿で病害発生を抑制できることは報告されているが

(木村， 1977)，一方で、高湿度は光合成量を増加させる効

果もある(平井， 1984)。ヒートポンプを上手に利用し，

病害を減らし，かつ生育を促進する最適な湿度条件を明

らかにする必要がある。

水熱源ヒートポンプの有利性は，熱源側が水であるた

めに，熱の輸送や貯蔵が可能であり，簡単な改造や付加

によって，除湿機能の付加や，蓄熱など，新たな応用が

利く点にある。省エネだ、けで、なく，生産性の向上などを

目指した新たな研究が今後期待できる。
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Development of a water-source heat pump system for saving energy and 

year-round cultivation 

Tatsuo Okazawa 1， *， Hironari Tahata 1， Hideo Shim吋il，

Mayumi Kataoka
2， Youko Numata3 

1 Bullet泊 ofTo防oMetropolitan Agriculωre and Fores町 ResearchCenter 

2Hachijo Branch 0百iceofTokyo Metropolitan Govemment 

3Tokyo Metropolitan Islands Area Research and Development Center of Agriculture， Forestry and Fisheries 

Abstract 

We have developed a new system， for environmental control in greenhouses that combines a wateトsourceheat 

pump that uses heat exchangers buried in the shallow ground with a small air-source heat pump. The heating 

system coe百icientof performance， COP， wぉ around3.0， which means that total energy consumption and running 

cost could be reduced by 60 percent and 40 percent， respectively， when compared to the type of air heater 

commonly used in greenhouses. In the summe巳air-conditioningusing the wateトsourceheat pump had the abi1ity 

to lower the temperature 5 degrees Celsius at night compared to the outside temperat凹e，and it could slow the 

tempera加rerise during the day when used in co吋unctionwith mist cooling. These cooling effects improve the 

quality of sunflowers and cyc1amen by promoting flowering， enlarging the flowers， and so on. In gerbera， the 

introduction of the heat pump increased annual yields regardless of the cultivar， and the air-conditioning had an 

even greater e妊ecton improving the gerbera yield. The cost of air cooling was at most from 5 to 10 percent of the 

sales amount， and thus the profit and practicality with this cooling system were very high. 

Keywords: water-source， heat pump， saving energy， COP， cooling 
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