
株式会社 武田菱設計

・軽米町役場庁舎･農業環境改善センターの事例
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・その後のＺＥＢ化事業ついて



地中熱ヒートポンプと蓄熱システム等の活用により
CO2排出量削減と大幅な省エネを実現

株式会社 武田菱設計
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・軽米町役場庁舎･農業環境改善センターの事例



美しい花風景と雑穀文化のまち
• 岩手県の北端に位置する軽米町は、農
林業を主要産業とし、ソバ、ヒエ、ア
ワ、アマランサスなどの栽培が盛んな
日本一の雑穀ランドであり、春には15
万本が咲き誇るチューリップ畑や、
14,000㎡に咲く色鮮やかなシバザクラが
迎える花と緑が美しい町である。

本スライドの文章および写真は軽米町Webページより引用いたしました。
http://www.town.karumai.iwate.jp/

軽米町役場外観
「ヒエポン」

軽米町について
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一般財団法人 ヒート
ポンプ蓄熱センター
蓄熱情報
「COOL&HOT 2015 

No.52」 p.73より

夏は冷水、冬は温水を
蓄熱し庁舎等の冷暖房を
行う蓄熱式空調 システ
ムを導入。
2011年3月11日、東日本
大震災以降に整備され、
災害拠点としも対応した
施設。

軽米町の再生可能エネルギー利用
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環境省 地熱・地中熱等の利用による低
炭素社会推進事業（うち地熱・地中熱等
利用事業の事業化計画策定事業）

• 地熱・地中熱等を利用した取組は、二酸化炭素の排
出削減の観点から非常に有効ですが、我が国はそのポ
テンシャルを十分に有効活用できていません。本事業
では、環境に配慮した地熱・地中熱等利用事業の初期
コスト低減による自立的普及を促し、地域のニーズや
特性に適した環境保全型低炭素社会の構築を目指しま
す。

• 災害に強く、環境に優しいまちづくを､目指す軽米町
のニーズにあった事業。
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春 夏 秋 冬

温度

季節

外気温

地中温度

メリット

冷房時：低い熱源温度が有利
暖房時：高い熱源温度が有利

クローズドループ（地中で熱交換） オープンループ（揚水した地下水と熱交換）

地中熱とは
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• 還元井内に地中熱交換器を設置し、還元井戸からの熱
と地中熱を同時に回収する。

ハイブリッド方式
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• 地熱・地中熱等の利用による低炭素

社会推進事業（うち地熱・地中熱等

利用事業の事業化計画策定事業）の

助成を受けて、軽米町役場庁舎にお

ける地中熱を利用した空調改修工事

を計画するにあたり、地中熱利用

ヒートポンプシステム（冷暖房設

備）に関する計画・設計に必要な

データを取得・解析するために熱応

答試験を行った。

• ハイブリッド方式であるため、通常

の試験方法と異なり、地下水を一定

量（20L/min）注水しながらの試験を

行った結果、一般的な地層の熱伝導

率より一桁大きな熱伝導率が得られ、

注水により地中熱交換量が大幅に向

上することが示された。

地下水位計

地下水

自然水位

TRT装置
注水装置

ストレーナー（縦溝千鳥配置
開口率：#%、ID：φ# mm）
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掘削孔：φ149.2 mm

三相200V

単相100V

【電源】

掘削孔：φ219.9 mm

裸孔

TF
T

FT

制御ボックス

T 温度計

F 流量計

【計測装置の凡例】

TRT（熱応答試験）
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• 地中熱交換井を掘削した地
点の地質は、凝灰質砂岩を
中心としており、約50m 以
深では泥岩が混じった状態
であった。また、深度96m 
以深は硬質の粘板岩であっ
た。

• 熱応答試験前に、非加熱で
Ｕ字管内に熱媒体を循環さ
せたデータからは、地層の
初期温度は13℃と推定され
た。

• また、揚水試験前の地下水
の自然水位は、GL - 13.7 
m であった。

井戸柱状図
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・役場庁舎は1978年に建設され、竣工から36年が経過し、
暖房設備の老朽化が著しく改修が必要となっていた。
また、昨今の温暖化やOA機器の増加などにより夏季の
建物内が高温になることから、冷房設備の整備も急務
となっていた。

・既存庁舎
庁舎棟 ：RC造3階地下1階 2,305.20㎡
議場棟：RC造3階 778.69㎡
接続廊下：S造2階地下1階 51.80㎡
農村環境改善センター棟：RC造3階

1,153.50㎡
暖房面積：約4,000㎡

A重油ボイラによりスチーム暖房方式
(ボイラー技士業者委託)

冷房は行っていなかった。
地下水を雑用水に利用。

軽米町役場概要
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熱源計画１
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熱源計画２

• ハイブリッド方式は、よう水した地下水と熱交換を
行った後、熱交換後の地下水を地中に還元する還元井
にも地中熱交換器を設置してそこでも熱交換を行う。

• さらに、冷暖房に利用する冷温水を夜間につくって蓄
えておく蓄熱方式を採用し、省エネ性・環境性の高い
システムを構築。
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地中熱交換井 ９０ｍ×４本
（還元井の内部に設置）

地中熱対応
水冷式ヒートポン

プ
９０馬力

揚水井
８０ｍ

×３セット

熱源回路

追掛け回路

蓄熱回路

冷温水槽
１２０ト

ン

プレート式
熱交換器

放熱回路

冷温水回路

各棟、冷暖房設備へ

プレート式
熱交換器

システム概要

・地中熱対応蓄熱式ヒートポンプ

形式：ZQH-90W30d-RR-C-INV

冷却能力：228.0KW

加熱能力：268.2KW

･熱源

揚水井 ： 80m(90L/min)×3本

地中熱井（還元井） ： 90m×12本

採熱管ダブルUチューブ

･冷温水蓄熱槽

有効容量：120m3

熱源計画３
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導入前（暖房のみ）の使用量と導入後を比較

導入前

• 暖房（A重油）使用量：48,205 L /年

• 冷房：なし

• 一次エネルギー換算：1,885 GJ /年

• 二酸化炭素排出量：131 ton-CO2/年

導入後

• 暖房（電力）使用量：106,736 kWh /年

• 冷房（電力）使用量：68,116 kWh /年

• 一次エネルギー換算：1,706 GJ /年

• 二酸化炭素排出量：97 ton-CO2/年

削減効果

• 一次エネルギー：178 GJ /年（9%）

• CO2排出量：34 ton-CO2/年（26%）

導入前使用量に冷房を使用した場合の推定を加算

導入前

• 暖房（A重油）使用量：48,205 L /年

• 冷房（電力）使用量：90,940 kWh /年

• 一次エネルギー換算：2,772 GJ /年

• 二酸化炭素排出量：181 ton-CO2/年

導入後

• 暖房（電力）使用量：106,736 kWh /年

• 冷房（電力）使用量：68,116 kWh /年

• 一次エネルギー換算：1,706 GJ /年

• 二酸化炭素排出量：97 ton-CO2/年

削減効果

• 一次エネルギー：1,066 GJ /年（38%）

• CO2排出量：84 ton-CO2/年（46%）

導入効果（計画）
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COP（HP単体）
SCOP（熱源ポンプ含
む）

冷房 暖房 冷房 暖房
2016年度 4.65 3.33 3.04 2.50

2017年度 4.65 3.35 3.04 2.76
2018年度 4.10 3.35 2.94 2.77

2019年度 3.31 2.67
2020年度 4.30 3.10
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ヒートポンプシステム（HP+熱源ポンプ）電力量

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

COP SCOP

冷房(追掛け) 5.47 4.76 

冷房(蓄熱) 5.47 4.76 
暖房(追掛け) 3.61 3.14 
暖房(蓄熱) 3.20 2.78 
冷房(追掛け)：冷水12→7℃,冷却水20→25℃

冷房(蓄熱)：冷水12→7℃,冷却水20→25℃

暖房(追掛け)：温水40→45℃,熱源水10→5℃

暖房(蓄熱)：温水45→50℃,熱源水10→5℃

COP計測値COP計画値

• システムの消費電
力量は、初年度が
多きいが、2年目以
降は改善されてい
る。

• 冷房COPは計画より
小さいが、暖房は
ほぼ計画通りのCOP
が得られている。

導入効果
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Ａ重油使用量
消費電力量
（ヒートポンプ、
熱源ポンプ）

一次エネルギー
消費量

CO2排出量

L/年 kWh/年 GJ/年 ton-CO2/年
導入前 48,205 1,885 131
導入前（冷房試算含む） 48,205 90,940 2,772 181

計画時（試算） 174,846 1,706 97

2016年4月～2017年3月 179,045 1,747 99

2017年4月～2018年3月 160,627 1,568 89

2018年4月～2019年3月 159,309 1,555 88

2019年11月～2020年10月 149,916 1,463 83

• ヒートポンプシステムの消費電力量は、ほぼ計画値に近い結果が得
られた。

• 2019年11月～2020年10月の1年間を、導入前と比較して、一次エネ
ルギーは422GJ（22%）削減、CO2排出量は48ton-CO2（36%）削
減となった。

• 同年を、さらに導入前（冷房試算含む）と比較すると、一次エネル
ギーは1309GJ（47%）削減、CO2排出量は98ton-CO2（54%）削減
となった。

導入効果
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株式会社 武田菱設計

ＺＥＢ化事業について

地域と､お客さま､職員にもやさしい施設を目差して
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■2018年度 宮城県仙台市 老人保健施設・介護付き有料老人ホーム
「オー・ド・エクラ」 オープン

水道光熱費を抑えるために - ＺＥＢ化へ

・ユニット型個室100床・介護付き有料老人ホーム60室・デイケアサー
ビス20名
・再生エネルギー（地中熱利用ヒートポンプ）による共用部空調・給湯
・湿度管理仕様の居室空調
・ＺＥＢ補助金活用
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オー・ド・エクラでは、外皮性能を強化し
たパッシブ設計を取り入れ、地中熱ヒート
ポンプを利用した空調・給湯設備を採用し、
エネルギー負荷低減を図っています。制御
付きLED照明設備やBEMS装置や高効率熱源
を導入し、ZEB化の実現を目指しています。
また、安全で災害に強いエネルギーとして
オール電化システムを採用しました。湿度
管理も計画的になされ、冬季間でも湿度を
45％～55％に保ち健康的な環境を維持して
います。

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは、快適
な室内環境を保ちながら、建物の高効率化や高断熱
化などによって負荷を低減し、再生可能エネルギー
の導入によりエネルギー消費量を大幅に削減して、
建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロ
にすることを目指した建物のことです。

オー・ド・エクラ介 護 老 人 保 健 施 設
介護付有料老人ホーム
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特別養護老人ホームと老健・特定施設の比較（2019年度4月～3月）

特別養護老人ホーム 老健・特定施設 比較・差額

所在 宮城県仙台市 宮城県仙台市

新築年 2017年 2018年

構造 鉄骨３階 RC６階

床面積 鉄骨３階 天井高さ2400㎜ RC６階 天井高さ2500㎜ ZEB仕様 天井高さにより容積違い

利用人数 140名（入所） 160名（入所）+デイケア35名＋職員増＝195名と勘案 デイケア利用者・職員増分

居室 個室（洗面化粧台付） 個室（洗面化粧台付）

大浴室 0 1

小浴室 14 10

特殊浴室 2 5 3箇所増

1人当たりの
床面積

44.00㎡ 44.91㎡

空調・給湯
エネルギー
特殊工事

電気（空調・照明・給湯）
共用部空調・給湯 地中熱ヒートポンプ

利用

電気（空調・照明・給湯）
ZEB仕様 共用部空調・給湯 地中熱ヒートポンプ利用

年間エネルギー
料金

17,559,785円 23,830,459円 6,２70,674円

一人当たり料金 125,427円 122,207円 △3,220円

1㎡当たり料金 2,849円 2,721円 △128円

備考

個別空調等快適性は高
トイレ数2倍
10人ユニット毎にキッチン有
個浴室を重視した設計
乗用EV3台

共用部・個別空調は湿度調整機能AC・外調機仕様
トイレ数2倍
10人ユニット毎にキッチン有
個浴室を重視した設計
乗用EV4台
冬季間の湿度40～50％を実現しインフルエンザ感染をOに
抑えたことにより、平均20名の感染発症により収入ダウン
予想
6,000,000円（△2,000,000×3カ月）抑えられています。

収入は入所20名、デイケア
35名で増えています。
光熱費はインフルエンザ感
染での収入減を考慮すれば
特養と同じ費用であり収支
アップしています。
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地中熱ヒートポンプ空調・給湯システム

オー・ド・エクラでは、グループ他施設でも実績のあるヒートポンプ式の空調・給湯システム
を採用しています。さらに地中熱を利用したシステムを導入することで、省エネ、CO2排出量削
減やヒートアイランド現象の緩和に貢献する地球環境にも優しい施設となっています。
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老健・特定施設 オー・ド・エクラ
年間電力使用量

■ 空調設備 42.4％

■ 換気設備 0.4％

■ 照明設備 12.1％

■ 給湯設備 16.5％

■ 昇降設備 1.9％

■ その他設備 11.6％

（コンセント・自動販売機 等）

■ Webプログラム対象外設備 15.0％

（厨房機器・加湿ポンプ・機械浴・

洗濯乾燥機・電気暖房）
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①温度が一定のため、真夏や真冬の効率が高い
地下水・地中熱は、その地域の年間平均気温と同じくらいの熱を常に保っています。

②少ないエネルギーで熱を集めて、大きな熱エネルギーとして利用できる
例：特別養護老人ホーム オー・ド・エクラ 冷房（定格COP-5.95）・給湯（定格COP-4.28）同時

運転が可能となり、約ＣＯＰ8倍になります。
③クリーンで安全、環境にやさしい
地中熱ヒートポンプなら屋外機から冷房の排熱が排出されず、地中に吸収させるので、
環境性の高いクリーンで安全な装置として評価されています。

④災害時の対応が可能なシステム
2011年3月11日、東日本大震災（震度7）の場合、海溝型地震で多くの地域に被害が及びました。

＊上記施設は、東日本大震災以降に整備され、災害時ライフライン機能を維持する為の自家発電設備整備(72時間可動)し、
一部の冷暖房(ヒートポンプ)・調理機器・ポンプ(水道・トイレ)・昇降機・照明等を利用出来る災害に強い施設です。

＊地中熱ヒートポンプについて

【電気】
電気の復旧は早く、1週間程度で復旧
当日復旧 10.8%
1日後復旧 52.2%
3日後復旧 78.8%
1週間後復旧 95.6%

【水道】
電気と比べるとやはり時間はかかる

3日後復旧 50%
1週間後復旧 66%
2週間後復旧 88%
3週間後復旧 99%

【ガス】
ガスの復旧は最も時間がかかる
当日復旧 0%
1週間後復旧 9%
2週間後復旧 13%
3週間後復旧 42%
4週間後復旧 66%
5週間後復旧 99%

引用元｢東日本大震災水道施設被害状況調査報告書｣、｢東日本大震災上下水道シンポジウム｣、｢一般社団法人 日本ガス協会｣
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＊ZEB実証事業について ～快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する
一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物

①光熱費の削減 固定経費削減

②快適性・生産性の向上 職員の満足度・業務効率の向上

③事業継続性の向上 有事の際持続できる機能

④補助金制度を利用 ＺＥＢの導入は､高額な初期投資ですが、経済産業省や環境省などが一部を補助
する支援事業 ＺＥＢ実証事業等がございます。

※１ タイトなスケジュール
公募前からの準備がかなり必要になります。工事工期も7月以降となり、寒冷地域は、非常に厳しい工
期となります。
複数年度の事業は良いが、単年度の事業は、2月末に事業完了し実績報告が必要とないます。（工事費
等の支払いも含む）

※２ 交付申請書 交付申請書等の簡素化をお願いしたい。

※３ 利用状況報告
介護入所施設は、職員準備と入居者がオープンから満室になるには、時間経過があり当初から思う様
な目標値は、望めない。

●特別養護老人ホーム オー・ド・エクラは、一次エネルギー消費量を44％低減する事が出来ました。
また、介護老人保健施設 オー・ド・エクラは、ＺＥＢ実証事業を利用し、現在入所者数も安定し

て来たので、施設全体で52％の低減が実現できました。
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特別養護老人ホームスターレイク仙台
2021年12月オープン
ZEBランク：ZEB Oriented
RC造 一部 S造 地上７階建
延床面積：12,654.04㎡
ベッド数：特養200床
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本講演の実現にあたり、工事関係者の皆様など多くの方々により
ご指導ご協力を頂きました。
関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。
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