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はじめに 
ヒートポンプに関心を持った最初は東京都環境学習リーダー講座(1998.7.～1999.11.)を

受講した際「後楽一丁目地区地域冷暖房システム」を見学したときである。その時、下水の

熱を出し入れして冷暖房を行うヒートポンプの素晴らしさを実感し、この言葉が頭の片隅か

ら離れなかった。それから約１０年が経ち、この間の技術の進歩は目を見張るばかりであり、

北海道洞爺湖で開催された第３４回主要国首脳会議(2008.7.)でも炭酸ガス排出を抑えるキ

ーテクノロジ―の一つとして大きく取り上げられ注目を集めた。ここではヒートポンプの基

礎と応用さらに将来の可能性について概要を述べる。 

 

1. ヒートポンプの基礎 
1.1. ヒートポンプとは： 

 井戸水をくみ上げるのにポンプを使うのは良く知られている。ポンプは低いところの水を

高いところに汲み上げるのに使用される。熱の場合も同様に、低温から高温に熱を汲み上げ

る装置を熱のポンプ即ちヒートポンプという。ポンプに給水（揚水）ポンプと排水ポンプが

あるように、ヒートポンプにも暖房時のエアコンのように低温の外気から熱を取り入れ、高

温で室内に供給する暖房・加熱を目的とするものと、冷房時のエアコンや冷蔵庨のように熱

を外に捨てる、冷房・冷却を役目とする「冷凍機」がある。 

 このうち、冷房・冷却に用いるヒートポンプ（冷凍機）は、ほかに代替する適当な装置が

ないこともあって、電気冷蔵庨や製氷機、あるいはビルの冷房用として以前から一般的に利

用されてきた。これに対し、暖房・加熱用のヒートポンプはこれまで、ほかに燃料を用いる

安価で、比較的熱効率の良い「ボイラ」が存在していたため、装置がやや複雑で高価なヒー

トポンプはあまり利用されなかった。 

 ところが、20年ほど前から電動のエアコンや冷蔵庨などの冷凍機・ヒートポンプの改良

が進み、特にここ数年、心臓部の圧縮機（コンプレッサ）の高性能化やインバータや IC 技

術との融合で、発電所の発電効率を考慮に入れても、燃料を用いる「ボイラ」や電気を使用

しない「吸収冷凍機」よりも最終的な熱効率がはるかに高く、省エネルギーであることが明

らかになってきた。 

 しかし、ヒートポンプの高効率化や高性能化があまりにも急速に進展したため、その省エ

ネルギー効果の大きさや、地球温暖化問題に直結するＣＯ2排出削減効果などの効用が、世

間に十分理解されていない。 

 政府は地球温暖化対策の一環として、新エネルギーの風力発電や太陽光発電などの新エネ

ルギーの導入を積極的に支援しており、中長期的に見て新エネルギーの利用は必要であるが、

まだまだ高価で導入の限界もある。一方、コージェネレーションの普及や燃料電池の研究開

発にも力を入れているが、必ずしも十分な省エネルギー効果をあげるには至っていない。こ

れに対し、ヒートポンプ技術は新しいエネルギーを生み出すものではなく、エネルギーを節

減するだけの単なる「改良技術」に過ぎず、魅力に乏しいとして、ある意味では政策的には

軽視されてきた。また、温暖な日本の気候ゆえに高効率を発揮し、冷暖房が必要ということ

で経済性を発揮しやすいヒートポンプ技術は、欧米ではあまり注目されていないことも後回
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しにされてきた理由かもしれない。 

 COP3・京都議定書が批准され、日本は温室効果ガス排出の 6％削減を義務付けられている

が、民生用のエネルギーは依然、高い伸びを示しており、政府は「地球温暖化対策大綱」を

見直し、より実効的な「京都議定書目標達成計画」を閣議決定した。この中で、政府は 2002

年度実績に対し、民生分野で年間約 6，000 万トンのＣＯ2排出量の削減を 2010 年の目標と

して掲げているが、現在すで

にあるヒートポンプの最新技

術と製品を冷暖房や給湯、加

熱源として最大限に導入すれ

ば、ヒートポンプ技術だけで

十分達成可能である。政府も

改めてヒートポンプの開発支

援と普及拡大に取り組み始め

ている。このようなエアコン

や最近の空気を熱源とするＣ

Ｏ2冷媒ヒートポンプ給湯器

を中心とする日本のヒートポ

ンプ技術は、熱暑が続き、地

球環境問題に関心の高いヨー

ロッパ諸国でも高く評価され

てきた。 

 

1.2. ボイル・シャルルの法則と熱力学第 2法則 

    ヒートポンプの基本原理はボイル・シャルルの法則と熱力学の第２法則が深く係わ

っている。即ち： 

（1）ボイル・シャルルの法則：気体は圧力がかかると温度が上がり、圧力をゆるめる

と温度が下がる性質がある。 

（2）熱力学の第２法則：熱は温度の高い方から、低い方に流れる性質がある。 
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1.3. ヒートポンプの原理、モリエ線図、主要要素機器 

（１）ヒートポンプの原理 

ヒートポンプの原理を略図で示す。 

 

ヒートポンプの主要構成機器は（a）冷媒、（b）コンプレッサ、（c）膨張弁、(d)熱交

換器である。ヒートポンプの操作の流れは次のとおりである。③～④コンプレッサで圧

縮された冷媒はボイル・シャルルの法則により高温となり、④～①熱交換器により外部

へ熱を放出して温度が下がる（熱力学第２法則）。次に、①～②膨張弁を通って膨張す

ることによりさらに温度が下がり（ボイル・シャルルの法則）、②～③別の熱交換器に

より外部から熱を吸収して温度が上がる。この操作を繰り返すことにより低温域から高

温域へ熱を移動させる。ヒートポンプは移動エネルギーの数分の一のエネルギーで温熱

（温水）や冷熱（冷水）あるいはその両者を製造できる。 

（２）モリエ線図 

 縦軸に冷媒の圧力（P）、横軸に冷媒の保有する全熱量（エンタルピー）を取ったモリエ線図

（Mollier Diagram）によって、このサイクルの熱的特性値を表すことができる。モリエ線図を

使うと設計上のＣＯＰも容易に計算できる。④～①の工程は放熱しているため、エンタルピー（Ⅹ

軸）の差分は暖房や給湯などの加熱エネルギーを表す。同様に②～③の行程は吸熱しているため、

エンタルピーの差分は冷房などの冷却のエネルギーとなる。③～④は圧縮行程であるが、この場

合のエンタルピーの差分は熱エネルギーではなく入力した電気エネルギーである。したがってＣ

ＯＰは、冷房の場合、ＣＯＰ(冷房)＝（ｈ3－ｈ2）÷（ｈ4－ｈ3）、暖房の場合、ＣＯＰ(暖房)

＝（ｈ4-ｈ1）÷（ｈ4-ｈ3）となる。例えば、ルームエアコンによく使われる冷媒「R410A」の

場合、外気温37℃、室温27℃の冷房では、逆カルノーサイクルの理論ＣＯＰの1／3程度でＣＯＰ

＝10前後になる。 

④ ③ 

② ①  
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（3）ＣＯＰ 

貴重なエネルギー資源をより有効に活用するためには、効率の良い機器を上手に使

うことがポイントである。省エネルギーを進めていくうえで「効率（熱効率）」という言

葉がよく使われる。効率とは不えられたエネルギーに対し、形態を変えて得られるエネ

ルギーがどのくらいの割合かというもので、得られるエネルギーを不えたエネルギーで

割ることで求められる。 

 火力発電において効率が高いということは、尐ない燃料で多くの電気が得られること

を意味する。例えば、最新鋭の火力発電では約 53％の効率である。これは、100の燃料

で 53の電気を作ることができることを意味する。 

 ヒートポンプにも効率と同様に性能を表す指標がある。しかしそれは効率ではなく、

「成績係数」または「エネルギー消費効率」と呼ぶ。英語では、Coefficient of Performance

とも呼ばれ、頭文字を取って「ＣＯＰ」と呼ばれている。 

 ＣＯＰを算出するには、加熱または冷却の能力Ｑ［kW］を、Ｑを得るために消費する

電力Ｌ［kW］で割る。 

    ＣＯＰ=Ｑ/Ｌ 

 一般的な家庩用の 6畳用エアコンを例にすると、冷房能力 2.8 kW、消費電力 0.56 kW

の場合、冷房能力がＱ、消費電力がＬに相当するのでＣＯＰ＝5となる。すなわち、1

の電気で 5（500％）の熱エネルギーを得ることができることになる。本来、効率は 100％

を超えないはずであるが、ヒートポンプの場合は電力を熱に変換するのではなく、空気

中などの熱を集めるのに電力を消費しているので、消費した電力以上の熱エネルギーを

得ることができる。これまでヒートポンプの性能を表す指標としてＣＯＰが使われてき

たが、2006 年 9月の省エネルギー法の改正により、カタログなどに記載する指標がＡＰ

Ｆに変更された。ＡＰＦは Annual Performance Factor の略で、「通年エネルギー消費効
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率」と呼ばれ、年間を通じてエアコンを使用した時に 1年間で必要な冷暖房能力をエア

コンが消費する電力量（期間消費電力）で割った値である。広い意味ではＣＯＰと同じ

であるが、ＣＯＰは一定の条件下での効率であるのに対し、ヒートポンプは冷暖房の負

荷や温湿度条件が異なることによって効率も変化するため、冷暖房負荷が尐ない中間期

を含めた年間を通した効率に変更された。なお、北米でも同様の基準であるＥＥＲ

（Energy Efficiency Ratio）・ＩＰＬＶ（Integrated Part Load Value）が使われてい

る。 

 

1.4. 冷媒 

冷媒は熱の運び屋として重要である。 

（１）冷媒に必要な要件 

① 臨界温度が高い 

② 圧力が高すぎない 

③ 最低圧力が大気圧より高い 

④ 体積当たりの冷凍能力が大きい 

⑤ コンプレッサ吐出温度が低い 

⑥ 化学的安定性が高い 

⑦ 可燃性がない 

⑧ 毒性がない 

⑨ 環境へ悪影響を及ぼさない 

⑩ 価栺が安い 

（２）冷媒の種類 

① 自然冷媒：アンモニア、二酸化炭素、炭化水素、水、空気 

② フロン：CFC,HCFC,HFC 

 

1.5. コンプレッサ（圧縮器） 

圧縮器はヒートポンプの心臓であり、機器の容量やユーザーの使用温度帯、用途

に応じて様々な圧縮形式がある。一般には電動機（モータ）が用いられる。 

（１）圧縮動力：電気、ガス、灯油 

（２）圧縮方式：ターボ（遠心）式、レシプロ（往復）式、スクリュー式、ロ－

タリ式、スクロール式 

（３）熱源：空気、水（河川水、海水、湖沼水、下水、都市廃熱、工場廃熱、温

泉廃熱）、地中熱 

 

1.6. 膨張弁 

電子膨張弁が一般的である。 

 

1.7. 熱交換器 

    熱交換器全体で、フィンや伝熱管のみならず、送風機ファンの形状や、内部空気通

路形状の最適化及びインバータ駆動の送風機モータの採用などの工夫により、熱伝達効率は

この 30年間に 2.5倍に上がっている。 

 

1.8. ヒートポンプの種類 
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ヒートポンプには蒸気圧縮式が多く使われているが、その主な理由は次のとおりで

ある。 

（1）燃料の直接燃焼や、ほかの方式に比べ効率（COP）が高い 

（2）コンプレッサや熱交換機など汎用的な部品の組み合わせでできる 

（3）分離設置ができるため設置制約が尐ない 

 蒸気圧縮式ヒートポンプの心臓部に当たるのがコンプレッサで、自動車のエンジンと

同様に機械的な性能がヒートポンプの性能を大きく左右するため、容量、温度、用途に

応じて、異なる種類のコンプレッサが利用されている。 

ターボ（遠心）式：回転している羽根車（インベラー）の遠心力により、冷媒ガスを

放射状に吹き飛ばし、出口に設けられたデイフューザーで減速させて圧縮する。大規模

ビルや地域冷暖房、半導体工場などの冷房出力が 300kW 以上の大容量冷凍機のコンプレ

ッサとしてターボ冷凍機（遠心式冷凍機）が利用されている。 

レシプロ（往復）式：自動車のエンジンに似ていて、シリンダー内でピストンにより

冷媒ガスを圧縮する。古くから一般的な圧縮機として利用されている。現在ではほかの

方式に代替されているが、耐久性・信頼性が高いため、ショーケース用冷凍機では今で

も一般的に利用されている。 

スクリュー式：ローターと呼ばれるネジ状の棒を 2 本以上組み合わせて回転させるこ

とで圧縮する。冷却能力が数十から数百 kWの中規模から大規模のセントラルヒーティン

グの熱源機である空冷ヒートポンプや水冷チラーなどに多く利用されている。 

 ロータリー式：円筒形をしたシリンダー内を偏心してローターが回転する間に羽根（ベ

ーンまたはブレード）で仕切られた空間が押しつぶされるように小さくなっていくこと

で圧縮する。構造が簡単で小型・軽量なため、ルームエアコン、パッケージエアコン、

カーエアコン、冷蔵庨、自動販売機用冷凍機に至るまで、比較的小型の熱源機で幅広く

利用されている。 

 スクロール式：渦巻き状のスクロール二つを合わせて圧縮する。ロータリー式に比べ

てより多くの冷媒ガスを圧縮できることから、パッケージエアコン、ビル用マルチエア

コンなど小型から中型の熱源機で幅広く利用されている。 

 

1.9.その他のヒートポンプの種類 

 上記の蒸気圧縮式ヒートポンプ以外にもさまざまな種類がある。 

・熟エネルギーを利用する「吸収式」 

気圧を真空に近くまで下げると水の沸点が 5℃程度まで下がることを利用した冷房に使わ

れる方式である。 

・熱エネルギーを利用する「吸着式」 

空気中の湿度（水分）が除湿剤などに吸着することを利用した除湿に使われる方式である。

デシカント空調とも呼ばれている。 

・電気エネルギーを利用する「熱電子式」 

電気を流すと一方向に熱を移す性質を持つ半導体を利用した冷却に使われる方式である。 

・運動エネルギーを利用する「蒸気（水）噴射方式」 

蒸気または水などを勢いよく噴射すると噴射口付近の圧力が低下ることを利用した冷却に

使われる方式である。エゼクタ一方式とも呼ばれている。 

・化学反応エネルギーを利用する「化学反応式」 

発熱反応と吸熱反応など化学反応を利用した方式である。 
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1.10.ヒートポンプの歴史 

1824年 フランスの物理学者カルノーが、論文『火の動力についての考察』を発表し、

熱機関からいかにして最大効率で仕事を得るかについて論じた。これがヒートポンプの理論

の始まりである。当初は冷却作用のみが活用され、製氷技術として発展した。 

1834年 アメリカのパーキンスが密閉サイクル製氷機により英国特許を取得した。 

1852年 ケルビン卿は、カルノーの考察に基づき理想的なエンジンとしてヒートポンプが

作動する一連のサイクルについて研究結果『空気の流れによる建物の暖房あるいは冷房の経

済性について』を発表し、空気を作動媒体とした開放型の実用的なヒートポンプのモデルを

提唱した。 

19世紀 圧縮式ヒートポンプの原型ができアンモニアなどの自然冷媒を使った冷凍機とし

て実用化された。 

1917年 日本では炭酸ガスを使用した冷凍機を住宅の冷房に使用した。 

1928年 米国でフロンが開発され、自然冷媒に変わり急速に普及した。 

1930年代 フロンを使用した冷蔵庨が普及した。 

1934年 日本でヒートポンプが冷暖房に用途を拡大した。 

1937年 京都電灯本社に、世界で初めて全館ヒートポンプ式冷暖房設備が完成した。 

1950年代 クーラーが普及した。 

1956年 工業用水法で地下水利用が規制される。 

1962年 建築物用地下水の採取規制。 

1970年代 冷暖房兼用エアコンが普及した。 

1980年代 ビル用マルチエアコン誕生。 

1989年 塩素を含んだ特定フロンのオゾン層破壊が問題となり生産規制が始まった。 

1990年 インバータエアコン登場 

 

1.11.温暖化防止との関係 

 日本のエネルギー消費構成は現在、半分が産業部門、残り半分を民生部門と運輸部門が占

めている。一方、1990年度から

2000年度までのエネルギー消

費の伸び率を比較すると、産業

部門の約 9．1％に対し民生部門

は 26％、運輸部門は 22％と、民

生部門と運輸部門が著しく伸び

ている。ＣＯ2排出量も同様に、

1990年度に比べて民生部門で

は 20％を上回る伸びを示して

いる。今後の地球温暖化対策で

は、この民生部門の対策が強化

されるといわれている。なかで

も、給湯や暖房などの多くは、

化石燃料を燃やすことによって

得られる熱エネルギーを利用し

ているため、ＣＯ2排出量増加の
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主要因となっている。 

 ヒートポンプは、燃料の熱エネルギーの多くを、空気などの自然界の熱エネルギーで代替

するため、従来の燃焼方式に比べＣＯ2排出量が抑制できる技術である。ただし、ヒートポ

ンプを稼働させるためにも、一定の投入エネルギーが必要である。これには主として電気が

使われるが、今やその電気も風力・水力・原子力などの非化石起源のエネルギーが約半分含

まれ、化石燃料の比率が低くなっている。地球温暖化対策推進法の政令（2002 年 12月改正）

では電力 1kWh あたりのＣＯ2排出量を 0．378kg－ＣＯ2と定めている。 

 この家庩用や業務用などの熱需要をヒートポンプ方式に置き換えることで、ＣＯ2の潜在

的な排出削減量は、民生部門だけでも約 1 億 t－ＣＯ2／年と試算されている。この数字は、

京都議定書目標達成計画の民生部門に割り振られた削減量（約 6，000万 t-ＣＯ2／年）を上

回るものである。 

 

 1.12.ガス・石油暖房機とヒートポンプ暖房機の比較 

 暖房機といえば、これまでガスファンヒータや石油フアンヒー夕、あるいはストーブなど

の燃焼方式が使われてきた。電気ヒータやルームエアコンなど電気式の暖房機もあったが、

電気料金が高いという固定観念から補助暖房として活用される程度であった。実際に暖房に

よって消費される家庩のエネルギーの 90％以上は、灯油を始めとした燃料が占めている。 

 暖房機の中でもフアンヒータなどの開放型暖房機（家の中で燃焼を行う暖房機）の利点は、

速暖性とランニングコストの安さだといわれている。しかし、近年の住宅は気密性が高く、

室内の空気の清浄度が重視されるようになり、開放型暖房機では、燃焼によって発生した窒

素酸化物（ＮＯＸ）、二酸化炭素（ＣＯ2）などが住宅内部に充満してしまうので、高気密高

断熱住宅では、燃焼を伴わない電気式の暖房機に注目が集まっている。特に近年のヒートポ

ンプエアコンは速暖性に加え、換気・加湿機能などが付加され、主暖房機として十分に使用

できるものになってきた。また、省エネルギー法のトップランナー方式の導入により消費電

力が抑制され、経済性の面でもヒートポンプエアコン方式の優位性が認識され始めている。 

 

 

う 

 

 

 

 

 

 

 

2. ヒートポンプの応用 
 

農業用ヒートポンプ、デシカントタイプ、寒冷地用ヒートポンプ、ヒートポンプ給湯機の小

型化、太陽熱ハイブリッド家庩用ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド業務用ヒートポンプ給

湯機、ヒートポンプによる乾燥装置・蒸気発生装置、ヒートポンプ式洗濯乾燥機、ヒートポ

ンプ自動販売機、インバータターボ、エンジンヒートポンプ、スパーマーケットで活躍する

蓄熱式冷凍冷蔵・空調システム、コンビニの省エネ、ホテルを支えるヒートポンプ空調など

応用面が拡大してきた。 
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2.1.ヒートポンプの活用例 

2.1.1.エアコン：ヒートポンプ技術は、エアコンにも活用されている。エアコンの場合、

暑い夏には室内から屋外へ熱を運び、寒い冬には屋外から屋内へ熱を運ぶことによって、冷

暖房を行っている。 また、空気を汚さず、しかもＣＯ2の排出量を削減するため、環境にも

やさしいという特徴がある。 

2.1.2.住宅で使われるヒートポンプ 

住宅設備の省エネルギー、エコキュート、家庩用ルームエアコン、ヒートポンプによる暖房、ヒー

トポンプ床暖房システム、冷蔵庨 

2.1.3.ビル・店舗で使われるヒートポンプ 

業務用建物設備の省エネルギー、大規模ビルのセントラル空調と中小規模ビルの個別分散空調、セ

ントラル空調、個別分散空調、業務用ヒートポンプ給湯機、ショーケース 

2.1.4.都市再開発・工場で使われるヒートポンプ 

都市と地域冷暖房、地域冷暖房で使われるヒートポンプ、生産工程で活躍するヒートポンプによる

プロセス冷却、濃縮に使われるヒートポンプ、食品の乾燥 

 

2.2.ヒートポンプの社会貢献 

   冷蔵庨やエアコンなどに用いられ、私たちの生活を豊かにしたヒートポンプは、今や

給湯にも用いられるようになり、地球温暖化対策で対象となっているＣＯ2の排出抑制技術

として注目されるようになった。 

 ヒートポンプは、わずかな電力で空気から熱を沢山汲み上げ

る。化石、非化石、自然エネルギーがバランスよくミックスさ

れたクリーンで高効率・安定的な電力供給システムとヒートポ

ンプを組み合わせて活用することは一次エネルギーやＣＯ2排

出量を削減し、地球温暖化対策として効果的である。さらに、

近年のさまざまな要素技術の改善（インバータによる運転制御、

冷却フアンの高効率化、熱交換器の性能向上、コンプレッサの

改良など）の積み重ねにより、ヒートポンプのＣＯＰはここ数

年で大幅に向上した。家庩用ルームエアコンでは 10年程前に

比べ、消費電力が約 40％削減されている製品もある。 

 また、ヒートポンプを暖房や給湯に利用することで人工排熱の抑制と熟のリサイクルが可

能となり、ヒートアイランド現象を緩和することができる。 

 日本の気候は、夏は冷房、冬は暖房と季節ごとに空調種別が異なる。ヒートポンプは冷房

と暖房を同じ機器で行うことができ、二重に空調設備を購入しなくて済むため、年間を通じ

て機器の稼働率が高まり、経済的というメリットもある。 

 このようにヒートポンプには地球環境悪化の抑制と経済面でのメリットがあり、需要サイ

ドである利用者に大きな恩恵をもたらす。 

 

2.3.家庩でのヒートポンプの利用 

    ルームエアコンやヒートポンプ給湯機、床暖房システム・冷蔵庨などでヒートポン

プが使われている。 

 特に近年は、ＣＯＰの高いヒートポンプを採用したルームエアコンやヒートポンプ給湯機、

IH（Induction Heating）クッキングヒータの登場と電気料金メニューの拡充により、オー
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ル電化住宅が話題を集めている。ルームエアコンの暖房能力や省エネ性能の向上、ヒートポ

ンプ給湯機の開発は、従来からのオール電化住宅の利便性・安全性に加え、省エネルギー性・

経済性の面でも燃焼システムを上回るようになった。 

 

2.4.暖房用ヒートポンプ 

 暖房用のヒートポンプには、ルームエアコンとヒート

ポンプ床暖房システムとがある。 

 ルームエアコンは外気から熱を集め、室内に放出する

ことで暖房を行う。室内での燃焼がないため室内の空気

をクリーンに保つことができるほか、ルームエアコンの

高性能化、そして住宅の高気密化と高断熱化により注目

が集まっている。 

 床暖房は頭寒足熱の快適な暖房方式といわれ、床面か

らの輻射熱で暖め、快適なことなどから近年多く採用されている。例えば、断熱のあまり良

くない戸建て住宅をフアンヒータなどの温風で暖房すると、天井近くは 30℃近いのに、床

面近くは 15℃程度しかないことも多く丌快に感じる。しかし、床暖房にすると室内の上下

の温度分布はほとんど均一で、20℃前後の快適な状態に保つことができる。また床表面温度

が高いため、部屋の温度をほかの暖房方式よりも 1～2℃低く抑えられることから省エネル

ギーであるともいわれている。 

 最近、ヒートポンプ技術を使った温水床暖房が登場した。ルームエアコンと床暖房が一体

化したシステムで、ヒートポンプで加熱した温水を床暖房パネルに送る。エアコンと連動す

るため快適性に優れ、また 30～40℃の低温温水を利用するため、省エネルギー効果も高く

なっている。さらに、ヒートポンプ給湯機との一体型もある。 

 

2.5.エコキュート 

 家庩の全エネルギー消費量のうち給湯は約 30％

を占めていることから、給湯の省エネルギー化は重

要な課題である。近年、電気による給湯システムに

画期な新星が登場した。これがエコキュートである。

エコキュートは、電力中央研究所、東京電力、デン

ソーが共同開発したもので、省エネルギー性の高い

ヒートポンプや

自然冷媒ＣＯ２

を採用したエコ

ロジーと、給湯

のランニングコストが都市ガス給湯機の 1／4以下で経

済的であるエコノミーの二つのエコから名付けられた

愛称である。 

冷媒の最高温度 130℃で最高圧力 100 気圧の厳しい条件

に耐える要素部品や要素材料には最高の技術が結集し

ている。 
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 エコキュート導入のメリット： 

 お湯は火で沸かすものというイメージが強く、実際

これまでの家庩用の給湯機の 90％以上が燃焼式であ

る。このような給湯機も省エネルギーのために熱効率

の向上に努め、最新鋭の潜熱回収型給湯機では理論上

限の 100％に近い 95％（HHV、高発熱量）まで達して

おり、限界に近づいている。 

 一方、エコキュートに代表されるヒートポンプ給湯

機は、空気の熱を取り入れるため、ＣＯＰ＝3以上で

化石燃料を 30％削減、ＣＯ2排出量も約 50％削減でき

る。さらにＣＯＰ＝5を超えるヒートポンプ給湯機も

2010年頃を目途に開発が進められている。政府もＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯機による家庩

用給湯エネルギーの大幅な削減効果に大き

な期待を寄せており、2010 年度までに累計

520万台の導入を目標とし、導入補助金を始

めとしたさまざまな施策を講じている。 

 家庩用の給湯で必要な温度は 40～60℃と

比較的低いため、ヒートポンプの効率の良さ

を引き出しやすく、省エネルギー効果や経済

効果が期待されている。 

 

 

 

 

2.6.応用例 

未利用エネルギー活用ヒートポンプの実例は高崎市中央地区地域冷暖房（地下水）、神奈川

県内広域水道企業団（水道水）、箱崎地区地域冷暖房（河川水）、東京都落合水再生センター

（下水処理水）新砂三丁目地区地域冷暖房（下水処理水）、洞爺湖温泉利用協同組合（温泉

排水）、トリトンスクエア（東京・晴海アイランド地区２００１年）、幕張新都心ハイテク・ビジ

ネス地区（千葉１９９０年）等数多くある。 

次の 2例について尐し詳しく述べる。 

 

  2.6.1. 後楽一丁目地区地域冷暖房システム 

 下水処理施設は、処理・再生水、下水汚泥、

施設空間など豊富な資源、即ち、多大なエネ

ルギーポテンシャルを保有している。特に、

外気温に比べて夏は冷たく冬は温かいとい

う特性を持っている生下水・下水処理水の温

度差エネルギーは、都心地区に下水道網が整

備されていることやその量自体も非常に多

いことを考えると、業務施設のＣＯ2削減対策

として多いに寄不できると考えられる。 

この施設は地上2階地下5階からとなって
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いる。地下5階にプラント設備・地下4階には

制御室がある。冷水用と温水用の熱交換器が

それぞれ3台あり7℃の冷水と47℃の温水を、

21.6haの地域に供給している。その主な供給

先は、東京都下水道局後楽ポンプ所、業務系

施設、商業施設（東京ドーム周辺施設）、東

京ドームホテル等である。このように平日昼

間の熱需要が多い業務系施設に加えて、土日

に熱需要が多い商業施設、また土日、夜間も

熱需要、しかも給湯需要が多いホテルが存在

することにより、熱供給プラントを効率良く

運転するのに適している。 

 この地域冷暖房システムの特徴は、未処理の下水をそのまま熱源として使用することである。使

用する下水熱は、天候による影響の尐ない熱源であり、年間を通じて温度が安定し環境にかかる負

荷が尐ない。 

 熱源水として取水ポンプから汲み上げられた生下水は、ストレーナー等で大きなごみ等を取った

後、熱交換器に投入される。シェル＆チューブ式熱交換器は、円筒形のシェルの中に内径20ｍｍ程

度の熱交換チューブを内

蔵した機器である。伝熱

チューブの中に下水を導

水し、その熱をシェルの

中を流れる清水と熱交換

することによって、下水

熱を回収することが出来

る。 

 有効に熱回収できた熱

源水（清水）は、ヒート

ポンプへ送られる。ヒー

トポンプとは、熱を汲み

上げるポンプのことであ

り、低い温度の所から高

い温度の所へ熱を押し上

げ、移動させた熱を別の

周囲に放出させる。 こ

のシステムでは圧縮式ヒ

ートポンプが用いられて

いるが、圧縮式ヒートポンプは熱媒体（冷媒液）を圧縮または放散することによって生じる熱を効

率よく作り出し、その熱を熱交換して取り出し、冷暖房に使用する。 

 省資源、省エネルギー、環境保全、防災等の面で効果の高いシステムである。 
① 空気熱源式と比し、約 20％の省エネルギー  
② 個別冷暖房と比し、40％の省エネルギー  
③ 個別冷暖房と比し、NOx、COxを 52％削減  
④ 個別冷暖房と比し、SOxを 65％削減  
⑤ 冷却塔冷却水を使用しないため、節水効果が高い  
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⑥ 大気への熱放散がないため、ヒートアイランド現象を抑制する 
⑦ 化石燃料を使用しないため、防災面に貢献する 

 

  2.6.2. 東京メトロ「副都心線」の取り組み 

 2008年6月、東京の副都心を結ぶ新しい地下鉄「副都心線」が開業した。環境にやさしい乗物を目

指して、新設駅舎にヒートポンプと氷蓄熱を採用することで、年間のＣＯ2排出量を670ｔ－ＣＯ2、

24％削減するとともに、ランニングコストを40％削減す

ることを目指した。 

環境にやさしい乗物を目指して副都心線は、埼玉県の

和光市駅から、東京都の副都心である池袋駅、新宿駅、

渋谷駅を結ぶ新しい路線として開業した。地球温暖化を

主要テーマとした北海道洞爺湖サミット開催の前月に開

業した副都心線は、その環境への取り組みについても注

目を集めた。国内の運輸部門でのＣＯ2排出量が増加し続

ける中、鉄道は一度に大勢の乗客を輸送でき、人を運ぶ

ために排出するＣＯ2がマイカーの1／10で済む。東京メ

トロでは、列車のブレーキの力を用いて発電する省エネ

型新造車両の導入や、LED照明による案内看板など、環境に配慮した最先端の取り組みを行っている。 

 特に、駅舎の空調については、電力負荷の平準化、経済性、ＣＯ2排出量の削減を目指し、新たに

開業した雑司が谷駅～明治神宮前駅の６駅に、高効率ヒートポンプと氷蓄熱の組み合わせによる空

調システムを採用した。ヒートポンプにはモジュール型水冷ブラインチラーを、氷蓄熱にはアイス

オンコイル・内融式の水貯槽を導入。機械室のスペースに合わせて分割して設置している。 

地下鉄特有の朝のピークを完全にカット。ー般のオフィスビルでは、13～16時頃に冷房負荷が最

大となり、消費電力のピークが発生するが、地下鉄の場合、朝の通勤ラッシュ時間に電車の運行本

数、乗降客ともに最大となるため、7～8時頃に冷房負荷、電力ともにピークが発生する。副都心線

では、この朝のピークを平準化するために、高効率ヒートポンプと氷蓄熱を採用している。 同じ

空調能力を得るのに、高効率ヒートポンプでは従来機器と比べて消費電力が尐ないため最大電力を

抑制できる。また、氷蓄熱の採用により、終電から始発までの電車が運行されていない時間帯に、

ヒートポンプを稼動させて蓄熱槽に氷を作り、朝のピーク時間帯には蓄熱槽からの放熱だけで空調

を行うことができる。 

ランニングコストを40％削減： 

地下鉄は、早朝から深夜まで、休日も休みなく稼働しているため、安全と快適性を確保しつつも、

ランニングコストの低減が求められる。今回、高効率ヒートポンプの導入により、ピーク時の消費

電力を抑えて電気の基本料金を低減するとともに、消費電力量が減るため、従量料金も全体的に低

減している。また、氷蓄熱の導入により、夜間に蓄熱するヒートポンプや補機の動力に割安な夜間

電力を活用している。さらに、朝の2時間に加え13～16時にも蓄熱槽からの放熱だけで冷房を行い、

空調熱源動力を停止することで得られる割引制度も活用できる。これらの高効率ヒートポンプによ

る削減と氷蓄熱による削減分を合わせて空調熱源設備のランニンコストを従来と比べ約40％削減し

ている。 

ＣＯ２排出量を24％削減： 

 さらに、駅舎の空調熱源によるＣＯ2排出量については、雑司が谷駅～明治神宮前駅の６駅で、従

来と比べて670ｔ－ＣＯ2／年、24％削減し、副都心線のさらなる環境性の向上に大きく貢献している。 
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 3.海外でのヒートポンプ事情 

 世界の国々でもヒートポンプは採用されているが、気候や電力事情、産業構造など環境が

異なるため、その国に適した製品が開発されている。冷房だけが必要な国、暖房だけが必要

な国、冷暖房両方必要な国など、特に気候の違いは各国の開発の方向や重点の置き方に大き

な影響を不えている。 

 ビルにおける空調については、多くの国でセントラル方式が採用されている。セントラル

方式は日本でも大規模ビルを中心に採用されているが、熱源機はガス焚きの吸収式が主流で

あるのに対し、欧米は電動の蒸気圧縮式が多く採用されている。 

 商業施設、特にアメリカの商業施設などでは敷地面積が広いため、平屋の建物が多い点が

日本と大きく異なる。そのため、一般に屋根に直置きするルーフトップエアコンが使われて

いる。 

住宅におけるヒートポンプを利用した空調は地域差がある。日本は空気を熱源としたヒー

トポンプルームエアコンによる個別空調での冷暖房であるのに対し、アメリカでは空気を熱

源とするものの冷房専用のルームエアコンによる個別空調が一般的である。一方、寒冷なヨ

ーロッパでは、空気より暖かい土壌を熱源とした地中熱ヒートポンプが採用されている。し

かし、近年では気温上昇により、ヨーロッパでも冷房が必要となってきたことから日本と同

様に、空気熱源のヒートポンプルームエアコンによる冷暖房も急速に普及し始めている。 

 さらに、アジアにおいては急速な経済成長に伴い、ルームエアコンの需要が急速に伸びて

いる。 

 

 3.1.ヨーロッパでのヒートポンプの位置付け 

 ヨーロッパ諸国ではヒートポンプ利用を再生可能エネルギーとして扱い、エネルギー自書

などの統計に計上している。 
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 フランスでは、『Energy in France』にヒートポンプ利用を再生可能エネルギーとして明

記されている。またエネルギー・一次資源局は、ヒートポンプによって得られた熱量は全再

生可能エネルギーのうち約 1.5％（2003年実績）と公表している。 

 ドイツでは 2006 年に発行した『Renewable energies』でヒートポンプを太陽の熱が空気

を温め、その熱エネルギーを利用すると紹介している。 

 スウェーデンは、ヒートポンプを再生可能エネルギーの一種と位置付け 2000 年に 367 石

油換算トンの熱量を大気から回収した。 

 2008年 1月に発表された EUの再生可能エネルギー指令案で、ヒートポンプを再生可能エ

ネルギーと扱っている。 

 

 

 3.2.アメリカでのヒートポンプ事情 

 アメリカにおけるエアコンの需要は、2007 年で家庩用ルームエアコン 820 万台、バッケ

ージエアコン 730 万台、合計 1，550 万台である。家庩用ルームエアコンは、スプリットタ

イプが市場のほとんどを占める日本と異なり、一体型のウインドタイプが主流である。また

日本のようなインバータ制御など細かい制御は尐なく、冷房専用が多くなっている。 

一方、戸建ての一般家庩で使用されている空調機はダクトを用いたユニタリーエアコン

（パッケージエアコン）が主流である。このユニタリーエアコンは冷暖兼用が多くなってい

るが、夏季冷房で補完的に使用されるウインドタイプは、冷暖兼用でなく冷房専用が多くな

っている。アメリカにおける空調機市場は、日本同様成熟しているので、多尐の上下はある

ものの、ほぼ 1，500万台規模で推移していくと見られている。 
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 3.3.中国などアジアのヒートポンプ事情 

 中国ではエアコンの出荷量が急速に増加している状況にある。中国国内におけるエアコン

（ルームエアコンとパッケージエアコン）の総出荷量は 1992 年に 150 万台程度であったも

のが、2001 年には 1,500 万台の規模になり、市場規模は 10 年で 10 倍、2003 年に 1，700

万台、2004年に 1，900万台となり、さらに 2007年には 2，400万台が予測されている。一

方、2004 年の中国の人口は 13 億人と日本のほぼ 10 倍になっており、中国の市場規模を 2，

400万台／年とするとルームエアコンの出荷台数は人口の 1／54という規模で、人口に比較

した市場は日本の 1／3 程度の規模で、中国のルームエアコン市場は、今後も従来の経済発

展が続けば増加が続くものと考えられる。 

日本と中国以外のアジアのエアコン需要の多い国はインド 170万台、韓国 160万台、台湾

100万台となっている。特に、インドは経済の発展に加え人口も多く、需要の拡大が見込ま

れる。 

 

 3.4.ヒートポンプを国際的に推進する機関 

IEA（International Energy Agency 国際エネルギー機関）の中でエネルギー技術開発委員

会を組織し、エネルギーの研究開発を国際協力によって行うことについて検討が重ねられ、

研究開発を推進するために参加者間で実施協定を締結することで合意がなされている。これ

に基づき、1978 年 7 月に省エネルギー技術の一つとして「改良型ヒートポンプシステム」

に係わる研究開発実施協定が、ヨーロッパ 10か国とアメリカの計 11か国によって締結され

た。日本では、その翌年 1979 年 4月から実施協定に参加している。現在は、（独）新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施協定を締結し、（財）ヒートポンプ・蓄熱セン

ターを事務局として、産官学の学識者からなる IEA ヒートポンプ委員会と IEA－Annex 分科

会により、国際共同研究と国際ワークショップを実施している。 

 

 3.5.日本のヒートポンプは国際的評価 

 国連の組織である IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次報告では、民生部門

での地球温暖化対策としてヒートポンプに関する記述があり、欧米諸国に比べ、日本ではＣ

ＯＰの高い製品が手に入ると紹介されている。また、一般住宅での給湯用途において省エネ

ルギー性の高い技術として、日本の誇るＣＯ2 冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）も

紹介されている。 

主に熱源とされるのは空気または水であるが、太陽熱や地熱を利用したり、温排水などの

排熱を再利用できるというメリットもある。 

ヒートポンプの構成は、既に示した通り《圧縮機》・《凝縮器》・《膨張弁》・《蒸発器》

とこれらを結ぶ配管から成っており、この配管の中を、非常に低い温度でも蒸発する特性を

持つ冷媒が循環している。 

冷媒は蒸発器で空気などの熱源から熱を吸収し、蒸発して圧縮機に吸い込まれ、高温・高

圧のガスに圧縮されて凝縮器に送られる。ここで冷媒は熱を放出して液体になり、さらに膨

張弁で減圧されて蒸発器に戻る。この際に使用する電気は、熱エネルギーとしてではなく、
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動力源としてのみ使用されるため、消費電力の約 3〜6倍の熱を移動でき、これがランニン

グコストを低減させる最も大きな要因となっている。 

  

4.負荷平準化と蓄熱システム 

 普通、オフィスビルなどの冷房負荷は真夏の週日の午後 2時ごろが最大（ピーク）になる

が、朝と夕方の負荷はかなり尐なくなり、特に夜間はほとんど負荷がない。また、真夏以外

は昼間でも冷房負荷はごくわずかに

なる。 

 一方、電力は基本的に貯蔵するこ

とはできないため、電力会社では冷

房ピーク負荷にあわせた発電所と送

電設備を用意しなければならず、発

電・送電設備の年間稼働率の低下要

因となっている。 

 蓄熱システムとは字のごとく熱エ

ネルギーを蓄えることである。夜間

の空調稼働率の低い時間帯に冷凍機

やヒートポンプで熱エネルギーを蓄

え、それを昼間の冷暖房・給湯のた

めに放熱するシステムである。 

 

蓄熱 

 蓄熱とは、熱エネルギーを蓄え、必要なときに放熱するシステムのことであり、冷房用の

冷蓄熱と、暖房、給湯用の温蓄熱がある。寒冷なヨーロッパでは夏に蓄えた太陽熱などを冬

に使う季間温蓄熱という考え方もあるが、日本では前日の夜間に冷凍機、ヒートポンプを利

用して蓄熱し、翌日の昼間の空調に放熱、利用することが普通で、夏には主に冷蓄熱、冬に

は温蓄熱が行われる。 

 真夏の暑い日や真冬の寒い日といった日は 1年でも数日しかなく、さらにその日の中でも

最大空調負荷となる時間は長くは続かない。しかし、この最大空調負荷に見合った能力の冷

凍機・ヒートポンプを選ぶ必要があるため、冷凍機・ヒートポンプの稼働率は低くなる。 

 これに対して、蓄熱システムは蓄熱槽に熱エネルギーを蓄え、その蓄えた熱エネルギーで

昼間に空調するため、冷凍機、ヒートポンプは空調負荷変動に影響なく常に一定の運転が可

能となる。 

 このような蓄熱システムには、 

①  安価な夜間電力を利用して冷凍機、ヒートポンプを駆動して蓄熱槽に冷温熱を蓄え、

昼問の冷暖房の負荷に利用する経済性 

②  冷凍機、ヒートポンプが定栺で効率よく運転できる省エネ性 

③  昼間のピーク時間、常に空調に使われる電力を夜間へ移行する電力負荷平準化効果 

④  非化石起源の電源比率の高い夜間電力を主に利用するため、ＣＯ２削減にも有効 

などの特徴がある。また、冷房時には昼よりも外気の温度が下がった夜間に運転することで、

よりＣＯＰを向上させることができる。 

 蓄熱システムは、自動車にたとえると、最近増加してきたハイブリッドカーの仕組みによ

く似ている。ハイブリッドカーのエンジンは、一般の自動車と大きな違いはないが、エンジ
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ン効率が最も良いところを中心に使うことで、燃料消費を大幅に改善している。蓄熱システ

ムも、蓄熱槽で熱エネルギーを蓄えることができるため、空調負荷の変動にかかわらず、ヒ

ートポンプ効率が最も良いところで運転できる。したがって、ヒートポンプと蓄熱システム

は非常に相性が良い。 

 この蓄熱システムには次のような種類がある。 

①  水の温度差（顕熱）を利用する水蓄熱方式 

②  氷の融解熱（潜熱）を利用する氷蓄熱方式 

③  水以外の化学物質、パラフィン等、0℃以上の温度で融解、凝固する潜熱蓄熱方式 

④  建築躯体そのものに蓄熱する躯体蓄熱方式 

 このほかにも、地中に熱エネルギーを蓄える土中蓄熱などがある。 

 
5.ヒートポンプ１０のメリット 

⑧ 環境の視点 
（1）わが国を挙げて普及促進に努める価値が十分ある「温暖化対策技術」 
（2）大気熱エネルギーは、国際社会では「再生可能エネルギー」と評価 
（3）人工排熱の抑制と熱のリサイクルで「ヒートアイランド」解消 

②エネルギーセキュリティの視点 
（4）大気熱で化石燃料を代替することで「エネルギーセキュリティ」が向上 
（5）需要側で「脱炭素化」を実現する現実的な手段 
（6）蓄熱システムの普及でエネルギーの「負荷平準化」が促進 

③技術による貢献の視点 
（7）日本発の省エネルギー技術で「国際貢献」が可能 
（8）省エネルギー技術の振興で「ものづくり日本」の製造業活性化 
（9）今後も大きな応用分野が期待され、「高度な環境技術」として発展可能 

④総合的視点 
（10）今すぐ、しかも誰でも取組むことができる実用性「実用性の高さ」 

 

6.ヒートポンプの長期見通し 

 日本にとって、エネルギーは非常に貴重なものである。エネルギー政策を的確に検討し、

実施していくためには、長期的な視点を持って、目前の課題に対応する、「視線は高く、地

に足をつけた」戦略が必要である。 

 2003年（平成 15年）末から稔合資源エネルギー調査会（通産大臣諮問機関）は需給部会

を開催し、足掛け 3年間、内外の経済社会動向の変化や将来の丌確実性を十分に考慮し、将

来の日本のエネルギー需給構造を見通すとともに、エネルギー戦略を検討してきた。2005

年（平成 17 年）3月需給部会の答申として京都議定書の目標達成を視野に入れた「2030 年

のエネルギー需給展望」が報告された。 

 この報告書の中で、将来にわたりヒートポンプが省エネルギーを推進する上で非常に重要

な技術であることがうたわれている。 

 特に家庩用ヒートポンプ給湯機は、2030 年度時点において約 1，150万台の普及、なお将

来、技術的ブレイクスルーによりヒートポンプの熱交換器、冷媒圧縮機の小型化・効率化・

静音化が実現した場合には、設置スペース面での導入制約が大幅に減尐する。従来の貯湯槽

式では、導入が困難であった世帯への可能性が生まれ、低コスト化が実現すれば、2030 年

度において 2，000万台程度普及する可能性もあると見通されている。 

 これを受けて、国は 2010 年までにエコキュート 520万台、業務用高効率ヒートポンプ空

調機 12，000 台の普及等を目標とした京都議定書目標達成計画を 2005年 4月に閣議決定し
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た。 

 このように、ヒートポンプは長期にわたって普及することが期待されており、今後の省エ

ネルギーの中核技術になりつつある。 

 

7.日本に適した技術、ヒートポンプ 

 ヒートポンプとは、熱源の熱を汲み上げ、暖房や給湯に利用する機械のことである。熱源

になるのは、普通は外気で、これを「空気熱源」という。暖房・給湯の場合は、熱源の温度

が高い方が、エネルギー効率が高まるという特性がある。 

 したがって、日本でも人口の多い地域、たとえば東京や大阪では、欧米のイギリス、ドイ

ツ、北欧などに比べて冬の気温が高いため、より効率的に使えるということである。即ち、

ヒートポンプは日本向きの技術なのである。 

仮に今まで『100』の化石エネルギー（石油やガス）を使っていたとする。そうすると、

日本の平均的な火力発電所の効率が 37％であるから、電気ヒーターでお湯を沸かせば『37』

のエネルギーをもつお湯ができる。これに対し、エコキュート（電気ヒートポンプ式の給湯

器）は空気熱源のヒートポンプであるから、ＣＯＰがだいたい『3』として、熱を汲み上げ

ることによって『37』の 3倍、『111』のお湯をつくれることとなる。 

 化石燃料を単純に燃焼させると、『78』のお湯しかできないが、技術者は潜熱回収ボイラ

を開発し、その効率を『93』近くまで高めた。しかし、原理的には「100」までは絶対にい

かない。ヒートポンプの原理は、冷房や冷蔵庨でおなじみのものであるが、暖房やお湯をつ

くる機械としても非常に効率がいいので、もっと幅広く活用されるべきである。 

 加えて、最近は電力会社が、深夜電力の利用率を高めるために、2001 年頃からエコキュ

ートの普及に努め、7年間で累積 100万台を売った。短期間でこれだけ売れた機械は、あま

り例がない。この他に燃料電池も、最近は家庩用が出てきたが、今は 300 万円くらいするの

で、まだ本栺的な普及の段階ではない。 

 ちなみに冷蔵庨は、真空断熱材の利用やヒートポンプの改良により、消費電力が 3分の 1

程度にまで低下した。このように、家庩部門では近年、非常に省エネ化が進んでおり、電化

住宅は今や、「省エネ住宅」と呼ぶにふさわしい状況になっている。その先の課題としては、

家庩部門における太陽エネルギーのさらなる利用、燃料電池の技術革新やコストダウンなど

が、今後望まれるところである。 

 

8.ヒートポンプ問題連絡会 

 最近の新聞記事によるとヒートポンプの問題点を明確にし、健全な地球温暖化対策が実

施されるよう、ヒートポンプ・フロン問題を監視し、諸課題を分析、提言することを目的に

「ヒートポンプ問題連絡会」を発足したという。真実が解明され社会に寄不できる方策が見

つかることを望みたい。 

ＮＰＯ法人 環境エネルギー政策研究所のプレスリリース(2010.8.18.) 

昨日 8月 19 日、環境エネルギー政策研究所など市民団体 8団体（以下、リスト）は共同

で「ヒートポンプ問題連絡会」を発足させました。 

市民団体 8 団体は、ヒートポンプをめぐる諸問題について、メーカー8 社に公開質問状を

送り、その回答をまとめました。しかしながら、8社からの回答は、我々が求めていたよう

な明確なものではありませんでした。 
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我々は引き続きこの問題を分析・提言する必要があると考え、同会を発足させるに至りま

した。 

【ヒートポンプの主要な問題点】 

1. 高い COP 値を得るための意図的工作 

エアコンの省エネ効率を示す COP値について、性能測定のためだけの「隠しスイッチ」を

用いるなどの方法で、メーカーがその数値を意図的にかさ上げしていた。 

2. 節電金額表示における JIS 標準時間と実態との乖離 

JISでは、冷房 3.6ヶ月、暖房 5.5ヶ月、1日最大 18時間エアコン利用を基準としている

が、一般家庩の実際の使用時間はこの 5分の 1から 6分の 1程度にすぎない。 

3. 冷媒フロンの増量と漏洩 

冷媒として使用されているフロンは 9割が大気中に放出されているのが現状であり、フ

ロン漏洩の実態をふまえると省エネによるＣＯ２削減を相殺するものである。（フロンは

ＣＯ２の数千倍もの温暖化係数を持つ強力な温室効果ガスである） 

ヒートポンプ問題連絡会では、健全な地球温暖化対策が実施されるよう、上記に象徴され

るヒートポンプ・フロン問題を監視し、諸課題を分析、提言して参ります。 

＜市民団体 8 団体＞ 

足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ、環境エネルギー政策研究所、気候ネット

ワーク、グリーンコンシューマー東京ネット、市民がつくる政策調査会、主婦連合会、スト

ップ・フロン全国連絡会、日本環境法律家連盟  
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