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場所打ち杭を用いた地中熱空調システムの実用化に関する研究 
 

−実大実験装置による熱特性の把握とコスト試算− 
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1. はじめに 

 
土壌を熱源とする地中熱ヒートポンプを利用した空調

システム(地中熱空調システム)は、土壌の莫大な蓄熱能

力を考慮して、夏季冷房時に土壌をヒートポンプの放熱

源(ヒートシンク)として利用し、冬期暖房時には土壌を

ヒートポンプの採熱源(ヒートソース)として利用するこ

とで、季節間を通した排熱の有効利用を図り、省エネル

ギーや二酸化炭素排出削減に貢献する空調システムを実

現しようとするものである。またこのシステムでは建物

からの空調排熱を大気に放熱しないため、都市部におけ

るヒートアイランド防止にも寄与するものと期待できる。 
本システムは、欧米で広く導入され、その研究例およ

び適用物件は数多くある。我が国でも古くから研究され、

適用物件もわずかではあるが増えてきている。しかし、

地中熱交換器を埋設するための地盤掘削費が欧米に比べ

非常に高価であり、このことが地中熱空調システム導入

のためのイニシャルコストの増大を招き、単純投資回収

年数の面で従来の空調システムと比較すると不利になっ

てしまい、我が国の適用物件増加の障害となっている。 
そこで地盤掘削費の削減のため、建物の基礎杭を地中

熱交換器として利用するシステムが提案され、モデル建

物が各地で試験的に実用化されつつある。 
現在、導入・検討されている物件はそのほとんどが既

製杭(PHC杭や鋼管杭)を利用した中小規模建築である。

一方、都市部の建築物は、既製杭搬入時の交通事情や杭

部分のコスト削減の観点から、場所打ち杭が広く用いら

れている。地中熱空調システムを都市部にも拡張・普及

させるためには、場所打ち杭を利用したシステムとして

開発することが必要である。 
本研究は、都市部で広く利用されている場所打ち杭と

地中熱交換器を併用した地中熱空調システムの開発を行

い、現在広く用いられている空気熱源ヒートポンプと比

較し、省エネルギー率(電力量削減率)30%，単純投資回

収年数10年以内を目標としたシステムとして確立するこ

とを主目的とする。 
本報では、実大実験装置を用いて事務所ビルでの空調

運転を想定したヒートポンプの運転を行い、場所打ち杭

を用いた地中熱利用空調システムの地中採放熱量や土壌

温度変動の把握および運転時の水冷式ヒートポンプ能力

の導出を目的として夏期冷房および冬期暖房実験を行っ

た結果ならびにモデル建物で行ったイニシャルコストの

試算結果について報告する。 
 

２. 地中熱交換器の概要 

 
図-1に場所打ち杭を利用した地中熱交換器の概要を示

す。直径800～4000mmの場所打ち杭の外周部に熱交換用

の配管(Uチューブ)を複数本設置する。Uチューブは場所

打ち杭の構造用鉄筋(鉄筋かご)に設置し、掘削穴に建て

込みを行う。その後、コンクリートを打設して通常の基

礎杭として利用する。Uチューブを杭内部ではなく杭外

周部に設置しているため、構造設計上の断面欠損はなく、

杭径を大きくする必要もなく、またコンクリート素材や

強度など通常の杭と同じものを利用することによりコス

トアップを回避している。また、杭外周部に設置するこ

とにより出来る限りUチューブ同士の熱干渉を抑え、採

放熱量を 大化させることを意図している。Uチューブ

の本数は、杭径と地中採放熱量との関係から 適な本数

を選択する。Uチューブは、樹脂性（高密度ポリエチレ

ン管や架橋ポリエチレン管）を使用するため、半永久的
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に利用可能である。 
場所打ち杭は、既製杭に比べて孔径が大きいことから、

熱交換効果の増大も期待される一方、杭の本数が減少す

るので効率的な熱交換方式の考案が重要である。また、

Uチューブ間隔がボアホール方式と比較して小さいこと

からUチューブ同士の熱干渉も懸念される。 
 

冷暖房 

基礎杭 

水冷式 
ヒートポンプ 

地中熱交換用配管
（Uチューブ） 

場所打ちコンクリート杭
800～4000φ 

 

 
 

３. 実験概要 

 

3.1 実験目的 

提案した場所打ち杭を用いた地中熱利用空調システム

の地中採放熱量や土壌温度変動の把握および運転時の水

冷式ヒートポンプ能力の導出などを目的として、実大実

験装置を製作し、夏期の冷房および冬期の暖房実験を行

い、その基本的性能の把握を行った。 
3.2 実験施設 

実験施設は、東京大学生産技術研究所の千葉実験所内

に構築した。図-2に実験施設平面，図-3にシステム構成

を示す。 
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① 冷凍機往還温度
② 冷凍機流量
③ 冷凍機消費電力量
④ 地中熱交換器配管表面温度
⑤ 地中熱交換器往還温度
⑥ 地中熱交換器流量
⑦ 地中熱交換器用ポンプ消費電力量
⑧ 地中温度
⑨ 地下水流量・流向
⑩ 土壌含水率
⑪ 外気温・湿度
⑫ 日射量
⑬ 風向風速
⑭ 雨量　など

測定項目

水冷ヒートポンプ
　ゼネラルヒートポンプ工業株式会社製
　冷却能力：4.6kW(冷水：12/ 7℃，冷却水：30/35℃)
　加熱能力：5.7kW(温水：40/45℃，熱源水：14/ 9℃)
　消費電力：1.6kW(冷却時)，1.8kW(加熱時)　3φ200V
　冷　　媒：R407C

冷温水ポンプ
　φ25×33L/min×12m×0.25kW

熱源水ポンプ
　φ32×33L/min×25m×0.75kW

試験室Ａ
　FCU[新昇工業製]
　冷房能力　3,000 kcal/h
　暖房能力　3,800 kcal/h
試験室Ｂ
　除湿型放射冷暖パネル[PS工業製]
　RC2000 P50 39列 1,940 L
　冷房能力　3,000 kcal/h
　暖房能力　3,800 kcal/h

熱交換パイプ
架橋ポリエチレン管
25A　50m×12本

場所打ち杭　1500φ（20ｍ）
熱交換パイプ4対×2セット  

 
 

  
3.2.1 地中熱交換器 

土壌との熱交換器となる基礎杭には、場所打ち杭(杭
径1500mm，長さ20ｍ)を２本使用し、Uチューブを杭周

囲に配置する手法を考案した。Uチューブは、設置によ

る杭の断面欠損など構造的に問題のないように余掘り部

分に設置している。今回の装置では、Uチューブ(外形

45mm，内径35mm)を１つの杭の周囲に8対設置しており、

バルブの開閉により使用する本数を調整できるようにし

た。杭間隔は、一般的な建物の標準スパン間隔である

6m(杭芯間)を想定して設置した。図-4にU字管の設置状

況を示す。 
 

 

 
 
 

3.2.2 ヒートポンプと室内空調システム 

熱源機器は冷却能力4.6kW，加熱能力5.7ｋＷの水冷ヒ

ートポンプを設置した。実験室は、それぞれの室にファ

ンコイルユニット(2台：冷却3.5kW，加熱4.4kW)と放射

冷暖房パネルを設置した。 

3.2.3 測定項目 

測定は地中の温度分布および地中熱交換器のＵ字管表

図-1 場所打ち杭を利用した地中熱交換器 
Heat exchange system using cast-in-place concrete

図-2 実験施設平面および地中温度測定点 
Plan of the experimental institution 

図-3 システム構成 
System configuration 

図-4 Ｕ字管設置状況 
Set up U-tubes 
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面温度をＴ型熱電対にて測定した。冷温水と熱源水の温

度は白金測温抵抗体により測定した。また、システムの

電力使用量と外気温、相対湿度、風速と風向、日射、大

気圧、雨量なども連続的に記録した。表-1に各種測定項

目を示す。 
 

 
 

測定項目 測定機器 測定点 

地中温度 T型熱電対 GL-0.1m,-1m, -5m,-10m,-19m

U ﾁｭｰﾌﾞ表面温度 T型熱電対 GL-0.1m,-1m, -5m,-10m,-19m

熱源・冷温水温度 Pt100 配管内 

熱源・冷温水流量 流量計 配管内 

機器消費電力量 電力量計 動力盤 

外気温・湿度，風向・風速，日射量，雨量，地下水位 

 
3.3 運転方法 

実験は夏期、冷房運転を行い地中へ放熱し、冬期は暖

房運転を行い地中から採熱を行った。中間期はヒートポ

ンプの運転を行わず、地中温度の回復を試みた。運転期

間および時間を表-2に示す。一日の運転スケジュールは、

一般の事務所ビルを想定して月曜日から金曜日の9:00～
17:00(8h)の運転とし、土・日曜は運転しないものとした。

また、水冷式ヒートポンプを実験期間通じて 大能力で

運転させるために、室内側で模擬負荷(ルームエアコ

ン：冷却2.5kW，加熱2.8kW)の運転を行った。 
夏期冷房運転は、2004年6月16日から9月30日まで、冬

期暖房運転は、12月1日から2005年4月1日までとした。

なお、暖房運転は12/1より9:00～17:00(8h)の運転で開始

したが、模擬負荷を運転しても昼間に負荷不足となりヒ

ートポンプが容量制御運転を行う回数が多く見られたた

め、12/16より夜間21:00～5:00(8h)の運転とした。さらに

1/27より杭1本での運転に切り替え、杭1本当りの 大採

熱量の把握を行った。さらに2/23からは、流量を2本運

転時の1本当りの流量へ変更して実験を継続した。 
 

 
  
モード 期間 時間 運転方法 

6/16～8/20 9:00～17:00(8h) 模擬負荷あり 
冷房 

8/21～9/30 9:00～17:00(8h) 模擬負荷なし 
12/1～12/15 9:00～17:00(8h) 杭 2 本 
12/16～1/26 21:00～5:00(8h) 杭 2 本 
1/27～2/22 21:00～5:00(8h) 杭 1 本 

暖房 

2/23～4/1 21:00～5:00(8h) 杭 1 本：流量調整 

 

4. 実験結果 
 

4.1 冷房実験結果 

4.1.1 熱源水温度 

図-5に冷房実験中の熱源水温度(土→HP)と外気温度の

関係を示す。実験を開始した6/16 9:00の熱源水温度(土→

HP)は約19℃であった。開始後、熱源水温度(土→HP)は
徐々に上昇し、8/13 16:00に29.2℃となり、開始時から約

10℃上昇した。8/21に熱源水温度(土→HP)が水冷式ヒー

トポンプの冷却水温度設定(30／35℃)を超える可能性が

あったため、模擬負荷の運転を切として実験を継続した。 
水冷式ヒートポンプ運転中の外気温度の平均は28.8℃，

高は37.2℃であった。一方、熱源水温度(土→HP)の平

均は26.0℃， 高は29.2℃であり、平均で約2.2℃， 高

で8.0℃外気より低く、地中熱を利用した熱源水は、大

気よりも高品質な熱源であることを確認した。 
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4.1.2 地中温度 

図-6にB1点(杭B中心から1m[杭表面から0.25m]：図-2
参照) ，図-7にB2点(杭B中心から1.75m[杭表面から1.0m]
地点での地中温度変動を示す。 
両地点ともGL-0.1m，-1.0mは外気温に依存し、他の深

度では冷房運転による地中への放熱の影響が見られる。 
杭に近いB1点の実験開始時の温度は、-5mが19.8℃，-

10mが17.3℃，-19mが17.7℃であった。各点とも運転に

伴い温度が上昇し、冷房終了時の温度は-5mが24.4℃，-
10mが23.3℃，-19mが19.2℃となり、それぞれ4.6℃，6℃，

1.5℃の上昇であった。杭から遠いB2点の実験開始時の

温度は、-5m，-10m，-19mとも17.5℃であった。冷房終

了時の温度は-5mが21.4℃，-10mが21.7℃，-19mが18.1℃
となり、それぞれ3.9℃，4.2℃，0.6℃の上昇であった。 

 

表-1 測定項目と測定機器 
Measurement items 

表-2 運転期間および時間 
Experiment term 

図-5 外気温度と熱源水温度 
Heat sink water temperatures 



場所打ち杭を用いた地中熱空調システムの実用化に関する研究 

 11-4

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

6/16 6/28 7/11 7/23 8/5 8/17 8/30 9/11 9/24

温
度

[℃
]

-19m

-10m

-1m
-0.1m

-5m

 
 

 

10
15

20
25

30
35

40

6/16 6/28 7/11 7/23 8/5 8/17 8/30 9/11 9/24

温
度

[℃
]

-19m

-10m

-1m
-0.1m

-5m

 

 

 

 

4.1.3 地中放熱量 

図-8,9にそれぞれの杭から地中への放熱量，表-3に運

転期間ごとの平均を示す。期間中、放熱量の 大値は、

277W/m･杭(杭B)であり、Uチューブ1対当りにすると

34.6W/m･対であった。冷房期間での平均放熱量は、模

擬負荷運転期間(6/16～8/20)は、206 W/m･杭(杭A)，221 
W/m･杭(杭B)であった。模擬負荷を停止した8/21～9/30
は、空調負荷も減少し水冷式ヒートポンプも容量制御運

転を行っているため、119 W/m･杭(杭A)，136 W/m･杭(杭
B)と減少したが、冷房期間全体では、173 W/m･杭(杭A)，
189 W/m･杭(杭B)となった。 
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冷却 

HP→土 土→HP ⊿t 流量 放熱量期間 運転方法 杭

℃ ℃ ℃ L/min W/m

A 28.3 26.1 2.2 27.4 206.0
6/16～8/20

模擬負荷

あり B 28.3 26.0 2.3 27.3 221.2

A 26.8 25.6 1.2 27.5 119.5
8/21～9/30 なし 

B 26.8 25.4 1.4 27.4 136.4

A 27.7 25.9 1.8 27.4 173.3
6/16～9/30 - 

B 27.8 25.8 2.0 27.3 189.1

 

4.1.4 ヒートポンプ効率 

図-10に冷房期間での水冷式ヒートポンプ単体での成

績係数(COP)および熱源水ポンプ動力を含んだシステム

成績係数(S.COP)，表-4に冷房期間での月別効率を示す。 
冷房実験開始直後の熱源水温度が低い6月は、COP5.6

と高い値を示すが、熱源水温度が高くなるにつれてCOP
の値も徐々に低くなり、9月は3.6となった。しかし、冷

房期間通じてのCOPは4.6と高く、一般的な空冷ヒート

ポンプのCOPと比較すると効率の高いシステムであるこ

とが確認できた。 
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図-6 地中温度(B1：杭 B 中心から 1m) 
Underground temperatures 

図-7 地中温度(B2：杭 B 中心から 1.75m) 
Underground temperatures 

図-8 地中放熱量(杭 A) 
Heat extraction from the ground 

図-9 地中放熱量(杭 B) 
Heat extraction from the ground 

表-3 期間平均(冷房) 
Average of cooling 

図-10 成績係数，システム成績係数 
COP, S.COP 
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 6 月 7 月 8 月 8 月 9 月 期間

模擬負荷 ○ ○ ○ × ×  

生産熱量[kWh] 512 1,091 597 159 455 2,813

HP 消費電力[kWh] 92 216 139 44 126 617

ポンプ消費電力[kWh] 34 75 45 21 67 243

COP 5.6 5.1 4.3 3.6 3.6 4.6

S.COP 4.1 3.8 3.2 2.4 2.4 3.3

 

4.2 暖房実験結果 

4.2.1 熱源水温度 

図-11に暖房実験中の熱源水温度(土→HP)と外気温度

の関係を示す。暖房を開始した12/1 9:00の熱源水温度

(土→HP)は、約17℃であり、実験後徐々に下がりはじめ、

杭1本の運転に切り替えた1/27には約6℃にまでなり、開

始から約11℃の温度降下となった。水冷ヒートポンプ運

転中の外気温度平均は、6.0℃， 低は-3.9℃であった。

熱源水温度は、平均10.1℃， 低6.2℃と平均で約4℃，

低で10℃外気よりも高く暖房期間に置いては、冷房期

間よりもさらに地中熱源の高品質性を確認した。 
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4.2.2 地中温度 

図-12にB1点(杭B中心から1m[杭表面から0.25m]：図-2
参照) ，図-13にB2点(杭B中心から1.75m[杭表面から

1.0m]地点での地中温度変動を示す。暖房開始時の地中

温度は、両地点とも-10mで20℃，-19ｍは17.5℃とほぼ

等しく、冷房終了時に杭からの距離による温度上昇の違

いがあったものが、10～11月の２ヶ月で解消された結果

となった。実験とともに-0.1ｍと-1ｍは外気温とともに、

-５m，-10ｍ，-19mは採熱の影響で下降している。 
暖房終了時のB1 点の温度は、-5ｍで15.6℃，-19mで

16℃，-10ｍで14℃となり、暖房開始時と比較すると6℃
(-5m)，5.6℃(-10m)，1.6℃(-19m)下降した。B2点の温度

は、-5ｍで16.4℃，-19mで16.8℃，-10ｍで15.4℃となり、

3℃(-5m)，4.3℃(-10m)，0.5℃(-19m)下降した。 
実験期間中の地中採放熱による各地点の地中温度変動

幅は、冷房・暖房ともほぼ等しい結果となった。 
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4.2.3 地中採熱量 

図-14,15にそれぞれの杭から地中への放熱量，表-5に
運転期間の平均を示す。12/1より運転を開始したが空調

負荷が少なく、水冷式ヒートポンプが容量制御運転とな

り杭採熱量が少ない結果となった。そこで、12/16より

運転時刻を夜間に変更、1/27からは杭Aからの採熱をや

め、杭1本のみの運転とした。さらに、2/23より杭1本当

りの流量を減らし実験を継続した。実験期間中の 大放

熱量は、261(杭B)W/mであり、Uチューブ1対当りでは

32.6W/mであった。期間平均採熱量は、杭1本(流量：杭2
本分の流量)運転期間(1/27～2/22)は、212W/mであった。

さらに杭1本(流量：杭2本運転時の1本分の流量)に変更

した期間(2/23～4/1)は182W/mとなった。 
冷房・暖房実験の結果、今回提案した地中熱交換杭

(直径1500mm，Uチューブ8対)の実験サイトにおける

大採放熱量は260～280W/m(Uチューブ1対当たり32～

表-4 冷房期間ヒートポンプ効率 
Average of COP (cooling) 

図-11 外気温度と熱源水温度 
Heat source water temperatures 

図-12 地中温度(B1：杭 B 中心から 1m) 
Underground temperatures 

図-13 地中温度(B2：杭 B 中心から 1.75m) 
Underground temperatures 



場所打ち杭を用いた地中熱空調システムの実用化に関する研究 

 11-6

35W/m)，期間平均で約180～200 W/mの能力があること

を確認した。 
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加熱 

HP→土 土→HP ⊿t 流量 採熱量期間 運転方法 杭 

℃ ℃ ℃ L/min W/m 

A 15.2 15.9 0.7 26.5 70.0 
12/1～12/15 杭 2 本(昼) 

B 15.1 15.7 0.6 26.7 52.5 

A 8.6 9.8 1.2 26.2 114.8 
12/16～1/26 杭 2 本(夜) 

B 8.5 9.7 1.2 26.5 106.4 

1/27～2/22 杭 1 本 B 5.8 7.0 1.2 49.9 211.9 

2/23～4/1 杭 1 本+流量 B 6.3 8.5 2.2 24.5 182.4 

 

4.2.4 ヒートポンプ効率 

図-16に暖房期間での水冷式ヒートポンプ単体での成

績係数(COP)および熱源水ポンプ動力を含んだシステム

成績係数(S.COP)の時系列変化，表-6に暖房期間での運

転ごとの効率を示す。暖房実験開始直後の12/1～15は、

熱源水温度が高いが二次側負荷が少ないためCOPは低く、

3.9となった。夜間運転として負荷を安定させた12/16以

降、熱源水温度は徐々に低くなるが、二次側負荷が多い

ためCOPは4.3と高くなり、さらに杭1本運転にした1/27
以降は5.1となった。期間での平均値は4.5であった。 
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12/1 

～15

12/16 

～1/26 

1/27 

～2/22 

2/23 

～4/1
期間 

利用杭本数 2 本 2 本 1 本 1 本 

運転時間 昼 夜 夜 夜 

流量調整 × × × ○ 

 

生産熱量[kWh] 386 2,242 597 691 3,916 

HP 消費電力[kWh] 99 522 117 142 880 

ポンプ消費電力

[kWh] 
36 137 40 55 268 

COP 3.9 4.3 5.1 4.9 4.5 

SCOP 2.9 3.4 3.8 3.5 3.4 

 
4.3 土壌温度変動 

4.3.1 季節間蓄熱効果 

図-17に実験期間中のB1, 2地点の代表月の上下温度分

布を示す。実験開始前の5月は-5m以下の温度は杭からの

距離にかかわらず約17℃であった。冷房による放熱で

徐々に温度が上がり、冷房終了時の9月の3点(－5m，-
10m，-19m)の平均温度は、B1で22.2℃，B2 で20.4℃と

なり、冷房運転による地中への放熱で杭中央部(GL-10m)
を中心に、杭芯から同心円状に1.75ｍの範囲までの地中

が約3～6℃昇温された結果となった。 
冷房運転終了後徐々に地中温度が下がり、暖房運転開

始時の3点の平均温度は、B1で19.6℃，B2 で18.8℃とな

り、冷房開始時の地中温度より約2℃程度高く、杭中央

部(GL-10m)を中心に、杭芯から同心円状に1.75ｍの範囲

まで範囲での冷房放熱による季節間蓄熱効果を確認した。 

図-14 地中放熱量(杭 A) 
Heat rejection into the ground 

図-15 地中放熱量(杭 B) 
Heat rejection into the ground 

表-5 期間平均(暖房) 
Average of heating 

図-16 成績係数，システム成績係数 
COP, S.COP 

表-6 暖房期間ヒートポンプ効率 
Average of COP (heating) 



大成建設技術センター報 第38号(2005) 

 11-7

暖房運転開始後、徐々に温度が下がり、暖房運転終了

時の3月末にはB1で15.2℃，B2 で16.2℃となり、暖房採

熱の影響により、実験開始前の17℃より約1～2℃地中温

度を下げた結果となった。 
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4.3.2 杭同士の熱干渉 

杭を熱交換器として併用する場合、杭間隔は構造計画

上決定されてしまう。そこで、今回設置した6m間隔の

杭間で杭同士の熱干渉が生じるかの確認を行った。図-
18に杭表面から2m離れた測定点2，4，6，8(図-2参照)の
GL-10mでの温度を示す。杭A, B間の測定点6,8の温度が

測定点2,4とほとんど変わらず、6mスパンでの杭同士の

熱干渉はほとんど見られなかった。 
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5. 採放熱量当りのイニシャルコスト 

 
地中熱利用空調システムの普及・実用化のためには、

地中熱交換器埋設コスト削減が大きな課題となる。提案

している場所打ち杭を熱交換器として併用する本システ

ムのイニシャルコスト把握のために、実物件で施工を行

った際のコスト把握を行った。 
システムの適用を行った物件は、千葉県に計画された

某大学施設である。1階エントランス部分(約100m2)の空

調(冷却：2.5kW，加熱：2.8kW)に用いるために、場所打

ち杭(直径：1.5m，杭長：18m，1本)に熱交換用配管

(PE100 Uチューブ20A)を外周に8対設置した熱交換杭

の施工を行った。 
施工時に時間・人工などの確認を行い、併せて行った

同形状の通常杭との比較を行い、熱交換杭の工事費を算

出した。表-7に施工時の時間・人工の比較を示す。熱交

換杭は、配管を杭周囲に結束しながらの施工のため、通

常杭よりも施工時間が1.5h増となった。さらに熱交換用

配管の結束・支持のための人工が16人h増となった。表-
8にこれらをもとに算出した熱交換杭工事費を示す。熱

交換杭とすることにより通常杭と比較すると約1.5万円

/mのイニシャルコスト増となる結果となった。 
 

 

 

 作業時間 配管施工 増分 

熱交換杭 2.0 h 8 人 16 人 h 

通常杭 0.5 h － － 

増分 1.5 h － － 

 

 

 

 単価 数量 小計 
配管費(8 対) 600 円/m･対 18m 86,400 円

消耗品雑材 配管工費の 10％  3,520 円

杭部配管工費 2,200 円/人 h 16 人 h 35,200 円

杭工事費(増分) 91,350 円/h 1.5h 137,025 円

熱交換杭工事費計 262,145 円

1m 当りの熱交換杭工事費 14,564 円/m
配管工事単価：2,200 円/人 h＝17,600 円/日*1÷8h*4 
杭工事単価：91,350 円/h＝20,300 円/m*2×36m*3÷8h*4 

*1 平成 16 年度公共工事設計労務単価表(東京都) 
*2 建設物価 アースドリル工法φ1500×25m(東京) 
*3 1 日 1 台の杭打ち機で 18m 杭を 2 本打設(36m) 
*4 1 日の就労時間：8h 

 
一般的に用いられるボアホールシステムと提案した場

所打ち杭を併用したシステムの建設費の比較を表-9に示

す。表-9の中で、シングルU チューブは一般的に用いら

れるボアホールシステムで使用されると仮定する。Uチ

ューブ1対当りの採放熱量は、40 W/mあると仮定した。

掘削費は日本で一般的に用いられる10,000円/m とした。

提案した場所打ち杭を併用したシステムの採放熱量は

2004 年に冷房実験に基づいていた。 
単位採放熱当りの提案システムの建設費はボアホール

システムより安い1/4 である。その結果、提案した場所

打ち杭と熱交換器を併用したシステムは、単純回収年数

が10 年以内となることが期待できる。 

図-17 地中温度変動(左：B1 右：B2) 
Underground temperatures 

図-18 地中温度変動(杭同士の影響) 
Underground temperatures 

表-7 熱交換杭施工による時間・人工の増分 
Increase of time and person 

表-8 熱交換杭工事費 
Construction cost 
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ボアホール 本システム 
熱交換方式 

(U ﾁｭｰﾌﾞ 1 対) (U ﾁｭｰﾌﾞ 8 対)

採放熱量 [W/m] 40 200 

掘削コスト [円/m] 10,000  

配管費 [円/m] 2,000  

杭・配管施工費増[円/m] -  

コスト計[円/m] 12,000 14,564 

採放熱量当り [円/W] 300 72 

 

6. まとめ 

 
1) 冷房・暖房実験の結果、今回提案した地中熱交換杭

(直径1500mm，Uチューブ8対)の実験サイトにおけ

る 大採放熱量は260～280W/m(Uチューブ1対当た

り32～35W/m)，期間平均で約180～200 W/mの能力

があることを確認した。 
2) 実験期間中の水冷式ヒートポンプの成績係数は、

大5.6(冷房)，5.1)暖房であり、期間平均は4.6(冷房)，
4.5(暖房)と高く、一般的な空冷ヒートポンプと比較

すると効率の高いシステムであることが確認できた。 
3) 暖房運転開始時の地中温度は、冷房開始時より約

2℃程度高く、冷房放熱による季節間蓄熱効果が確

認できた。 
4) 冷房運転終了時、杭と杭の間の地中温度は、同じ距

離離れた杭と杭の間以外の地点でもほとんど変わら

ず、6mスパンでの杭同士の熱干渉はほとんど見られ

なかった。 
5) 試験施工を行った物件でのコストをもとにボアホー

ル方式とのイニシャルコストの比較を行った結果、

採放熱量当りのイニシャルコストは72円/Wとなり、

ボアホール方式の1/4となった。 
 
今後、さらなる省力化工法について検討を行い、普

及・実用化の目安となる投資回収年数10年以内を達成さ

せる予定である。 
 
本研究の一部は、平成15・16年度(独)新エネルギー・

産業技術総合開発機構『エネルギー使用合理化技術戦略

的開発エネルギー使用合理化技術実用化開発大都市にお

ける基礎杭を利用した地中熱空調システムの普及・実用

化に関する研究(研究代表者東京大学大岡龍三助教授)』
によった。 
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8) 相賀 洋・石野久彌・三木田憲司・富家貞男：ボアホール

地中熱交換器を用いた地中地盤蓄熱システムの性能評価に

関する研究，日本建築学会計画系論文報告集，555(2002-5)，
pp.77～84 

9) 横井睦己・大岡龍三・加藤信介・関根賢太郎・黄錫鎬・宋

斗三，場所打ち杭を用いた地中熱利用空調システムの普

及・実用化に関する研究 (その１)システムおよび性能実験

施設の概要,2004年度日本建築学会学術大会学術講演会梗概

集,2004年8月 
10) 関根賢太郎・大岡龍三・深尾仁・横井睦己・黄錫鎬，場所

打ち杭を用いた地中熱利用空調システムの普及・実用化に

関する研究 (その2)夏期および冬期性能実験,2004年度日本

建築学会学術大会学術講演会梗概集,2004年8月 
11) 大岡龍三・関根賢太郎・黄錫鎬，場所打ち杭を用いた地中

熱利用空調システムの普及・実用化に関する研究 (その4) 
地中採放熱量と熱源成績係数,2004年度空気調和・衛生工学

会学術講演会講演論文集,2004年9月 
12) 大岡龍三・関根賢太郎・黄錫鎬・南 有鎮，場所打ち杭を

用いた地中熱利用空調システムの普及・実用化に関する研

究(その6) 冷・暖房実験による性能評価, 2005年度日本建築

学会学術大会学術講演会梗概集,2005年9月 
13) 関根賢太郎・大岡龍三・横井睦己・黄錫鎬，場所打ち杭を

用いた地中熱利用空調システムの普及・実用化に関する研

究(その7) 中規模ビルによる省エネルギー効果とコスト試

算, 2005年度日本建築学会学術大会学術講演会梗概集,2005
年9月 

表-9 熱交換方式による採放熱量当たりのイニシャルコスト

Comparison of cost 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


