report 企業紹介

地中熱を活用した換気システムで空調
の常識を変え、自然と共生した新たな
ライフスタイルを提案

◎はじめに
山口県を代表する観光地、美祢市の秋芳洞。

株式会社ジオパワーシステム

その近くに本社を構え、空調の常識を変える循
環型換気システム「ＧＥＯパワーシステム」を
生み出したのが本稿で紹介する㈱ジオパワーシ
ステムだ。
秋芳洞を発想の原点として、足元にある自然
エネルギーである地中熱を有効活用するシステ
ムを開発。システムを導入した「地熱の家」は、
「エネルギーの地産地消」、「温度のバリアフ
リー」を実現し、快適で経済的な上、健康や地球
にも優しい。自然と共生した新たなライフスタイ
ルを、国内のみならず、世界に広げようと挑戦す
る同社の動きを追ってみた。

橋本

真成

社長

（ はしもと・まさなり ）

●会社概要
所 在 地：美祢市秋芳町別府 2604-1
年

商：約７億９千万円（2014 年７月期）

設

立：2001 年４月

資 本 金：９千５百万円

◎秋芳洞を発想の原点としてシステムを開発
とうこう

同社を創業したのが、現会長の橋本東光氏だ。
長門市の水産高校を卒業後、世界中を航海する
捕鯨船の機関士として活躍するが、家族との時

従 業 員：47 名（2015 年１月末現在）

間を大切にするため、30歳で船を降りる。その

事業内容：「GEOパワーシステム」の研究・

後、船乗り時代の経験を活かし、1974年、漁船

開発・製造・販売ほか
工

場：美祢市、長門市

営 業 所：埼玉県越谷市、長門市、山口市
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.geo-power.co.jp

等の溶接やエンジン修理を請け負う会社を裸一
貫で立ち上げ、住宅づくりへ事業を拡大。1980
年には、㈱ジオパワーシステムの母体となる
㈱東光工業（長門市）を設立した。
東光会長は、同社の設立当初から、地中熱の

●会社沿革
1974年
1977年
1980年
1998年
2001年
2004年
2005年
2010年
2010年
2013年

機械修理、製缶業として創業
鉄骨建設業に進出
㈱東光工業として法人化
「GEOパワーシステム」を開発
建設会社の㈱東光工業から分離独立し、
㈱ジオパワーシステムを設立
カナダ天然資源省と共同実験を実施
愛知万博の政府館でシステムを採用
工場向けシステムの本格販売を開始
越谷レイクタウン内に「ジオパワーシス
テム体感館」を設置
米国の福祉型賃貸住宅にシステム導入

可能性に着目していた。床下の基礎部分に蓄
熱（放熱）効果の高いこぶし大の砕石（グリ
石）を敷き詰め、軽量鉄骨造りで内装は木とい
う建築工法の既成概念を覆す自然派住宅を独自
開発。主力商品として事業展開を試みたが、大
手住宅メーカーとの価格競争に巻き込まれるな
ど、売れ行きは厳しい状況が続いた。
そうした折、船上での自給自足生活やオイル
ショックの体験などを通じて、エネルギーの貴
重さを骨身に染みて感じていた東光会長は、地
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球環境に貢献できる事業への転換を志し、全く

と、パイプを介して引き込んだ外気を地中で熱

の異業種である環境分野への参入を決意。会社

交換して、夏は涼しく、冬は暖かい空気をファ

のほど近くにある鍾乳洞「秋芳洞」が年間を通

ンで床下から室内に送り込むことができる。

じて一定の温度となっていることにヒントを得

パイプを「空気の井戸」と見立て、井戸水の

て、地中熱を活用した空調システムの研究に没

原理で地中熱を活用するシンプルな理論だが、

頭する。船乗り時代に得た機械設計の技術など

システムにはいくつかの工夫が施されている。

を活かし、1998年、山口大学との共同研究によ

１つ目に、電柱埋設用の一般機械で標準的に

って、一般住宅向けの換気空調システム「ＧＥ

掘削可能な５ｍというごく浅い層にパイプを埋

Ｏパワーシステム」の開発にこぎつけた。

めることで、施工を簡素化して、従来の地中熱
利用システムよりも設置コストを抑えている。

◎快適な住空間を生むGEOパワーシステム

２つ目に、地中熱のエネルギー不足を補うた

地中の温度は、年間を通じて安定し、変化が

め、蓄熱層（下図）を活用。蓄熱層は、創業時

少ない。太陽熱が地表に照射後、徐々に地中へ

から培ってきた住宅事業における技術を下地と

と浸透するためだ（半年で約５ｍ）。したがって、

して、空気の通り

地下５ｍ付近には、夏に冬の熱、冬に夏の熱が

道である床下の空

滞留し、地中の温度は夏涼しく、冬暖かい。

間にグリ石を敷き

こうした原理を応用して、
「ＧＥＯパワーシ

つめて作る。その

ステム」（以下、システム）は開発された。シ

蓄熱層に予備熱源

ステムの肝は、独自に開発して特許を取得した

として空冷式のヒ

熱交換パイプ（右図）にある。長さ約５ｍ、直

ートポンプを取り

径約25㎝のパイプには、長門市の自社工場で先

付け、太陽熱や排

端加工や防食加工を施す。外側は熱を伝えやす

熱、夜間冷気等を

いアルミ製、内側は熱を逃がしにくいポリエチ

溜め、センサー制

レン製の２重構造で、地中へ垂直に埋設させる

御で風量を調節し

暑く湿った外気をパイプ内で冷やし、床下の蓄熱層を通して
室内に送風。床下に溜めた夜間冷気も有効活用して、日中の
温度上昇を抑制。天井裏の熱気は、ファンで自動的に排出。
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▲熱交換パイプ

冷たい外気をパイプ内で温め、床下の蓄熱層を通して室内
に送り込む。太陽熱や生活発生熱等を床下に蓄熱して、夜
間の冷え込みを防止。

つつ、24時間365日、熱交換した空気を安定し

傾向にある一方、温かい部屋から廊下等に出た

た温度で室内に供給する。

際の急激な温度変化が脳卒中を引き起こすな

３つ目に、システムには換気機能が付加され、

ど、家庭内の事故が増加傾向にある。システム

暑い時期には天井裏に集まった熱気をファンが

の作り出す「温度のバリアフリー」状態が、事

自動的に排出するなど、省エネ効果を高めてい

故から命を守る効果も期待できる。

る。2003年の建築基準法改正に伴い、建物に

このように、
「省エネの体づくり」をシステ

シックハウス対策の換気設備の設置が義務付けら

ムの開発コンセプトとし、
「地域ならではの自

れたが、システムを導入した場合、換気設備を

然を活かし、自然を受け入れ、自然に感謝する」

別途設置する必要がない。

ことで、自然に順応していくライフスタイルの

なお、湿度の高い外気を取り込む際、アルミ

変革を顧客に提案している。オンリーワンの事

パイプの底に結露水が溜まり、外気に含まれる

業展開が、新たな日本ブランドとして「おもて

花粉やホコリ等のアレルギーの原因物質を80％

なしの心」や「和の文化」を形にしたと評価さ

以上除去するため、｢空気浄化｣の機能も働く。

れ、住宅では唯一となる「新日本様式100選」
（2006年）を受賞。さらに、「親しみやすさ」や

◎開発コンセプトは「省エネの体づくり」

「楽しさ」などにも配慮し、
「エネルギー×デ

システムを導入した「地熱の家」では、冷暖

ザイン」という斬新な家づくりに挑んだことか

房費や二酸化炭素の排出量を大幅に抑制でき

ら、
「グッドデザイン賞」（新領域デザイン部門：

る。但し、細かな室温調整はできず、一般の冷

2007年）を受賞するなど、これまでにない視点

暖房機器ほど冷却や暖房の力は強くない。あく

で注目を集めている。

までも必要最低限、室内全体の基礎温度を底上
げ（底下げ）するに過ぎず、時期によっては冷
暖房機器の使用が必要となる。
同社は底上げ（底下げ）された基礎温度を
「健康ライン」（右下図）と名付ける。エアコン

◎地中熱利用システムで導入実績No.１
㈱ジオパワーシステムは、システムを全国に
広めるため、2001年、㈱東光工業から分離独立
する形で設立された。

の快適さ（「贅沢ライン」
）はなく、「暑ければ

設立当初、国内で地中熱利用システムはほと

汗をかき、寒ければ服を１枚着る」という「少

んど普及していなかったが、東光会長の全国行

しの我慢」が求められるが、そうした暮らし

脚で徐々に関心をもつ人が増加。2005年開催の

で自然と暑さや寒さに順応し、人間に
本来備わる自然治癒力（体温感知・調
節機能）が活性化する。実際にシステ
ムの導入者からは、「病気に対する免疫
力が高まった」との声が多く寄せられ、
冷暖房機器の使用で体調不良を訴える
人に最適なシステムといえる。
また、システムは、建物全体の温度を
ほぼ均一に保つ。昨今、交通事故が減少
▲健康温度曲線
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愛知万博「愛・地球博」でシステムが政府館（瀬

ムの施工実績は年間150 〜 200件程度だが、そ

戸日本館）に採用され、一挙に知名度が高まっ

のうち約８割を同会経由で販売している。

た。さらに、2011年に発生した東日本大震災の

システムは「半製品」の状態で協力工務店に

後、自然エネルギーに対する関心が高まり、全

提供され、施工によって初めて「完成品」とな

国放送のＴＶ等のメディアへの露出が急増。全

る。また、独自のシステムであり、顧客への提

国から問い合わせが殺到し、受注件数は前年の

案の仕方を間違うと、クレームにつながりかね

３倍超にまで膨らんだ。

ない。したがって、地域の気候特性や文化等を

近年、大手住宅設備機器メーカー各社は、地

十分理解し、顧客ときちんと対話できる地域密

中熱を利用した空調設備を相次いで商品化して

着型の工務店・建設会社のみを会員とし、大手

いる。それらのシステムを凌ぐセールスポイン

住宅メーカーとは契約していない。

トとなっているのが、「空気循環・換気」機能

同社は全国の代理店と「Ｗｉｎ-Ｗｉｎ」の

が付加されている点で、地中熱利用システムで

関係性を築き上げるため、お互いに試行錯誤を

全国シェアトップ（2012年調査）を誇る。

重ねて、販売戦略の見直しを行い、施工からア

システムの導入実績は累計で約1,700棟。一
般住宅向けが主力だが、大震災後は、市庁舎や

フターメンテナンス、クレーム対応までの一貫
したサービス体制を作り上げてきた。

学校等の公共施設、オフィス、病院、工場等で
の採用が増加し、非住宅系の大型施設向けが全
体の約２割を占める。

◎2020年に向けて首都圏での販路拡大に注力
現在、システムの営業に尽力するのが、東光

なお、2010年からは、製造業等の工場向けシ

会長のシステムへの熱い思いと行動力を継承

ステムの販売を本格的に開始。光熱費やデマン

し、2008年、社長に就任した息子の真成氏だ。

ド（１年間の最大需要電力）契約の上限を抑制

橋本社長は、首都圏での販路拡大に重点を置

するコスト削減効果に加え、ＣＳＲ（企業の社

く。営業拠点として、埼玉県越谷市の環境都市、

会的責任）の観点や、熱中症対策等の職場環境

越谷レイクタウン内にモデルルームを備えた関

の改善を含めたトータルでの価値を認め、シス

東本部を設置しており、今春から、同本部の営

テムを導入する企業が目立つ。

業担当を２名増員して７名体制とする。
首都圏における主な営業先は設計事務所や地

◎工務店のネットワーク網を構築し全国展開

方に立地する工場や事業所の本社等だが、東京

同社は全国展開にあたり、エリア制の代理店

23区内では地方と違って工務店のネットワーク

ネットワーク「ＧＥＯパワーシステム会」を組

網が形成されておらず、設計事務所や大手デベ

織している。会員企業にシステムの施工を委託

ロッパーを事業主体とするケースが多い。そこ

し、会費を徴収する代わりに、技術の提供、設

で、昨夏から、例外的に同社自身がシステムの

計・施工、研修のサポート等を行う。既存事業

施工を担い、会員工務店以外の企業と直接提携

の高度化や事業領域の拡大の観点から、他社と

可能な仕組みを構築しつつある。

差別化を図りたい各地の工務店や建設会社がビ

首都圏では、システムの導入が新聞やＴＶ等

ジネスパートナーとして参画し、現在、会員は

のメディアに取り上げられる機会も多く、事業

約110社まで拡大している。ここ数年、システ

の拡大によってＰＲ効果が全国に波及するこ
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とが期待できる。また、首都圏におけるＰＤＣ

月には、双日㈱の子会社・台灣双日股份有限公

Ａサイクルを検証して、
「ＧＥＯパワーシステ

司と台湾で代理店契約を提結。マンション、ゴ

ム会」
の会員企業にフィードバックすることで、

ルフ場等への売り込みを予定している。

地方における事業基盤の強化に寄与する。

過去に日本企業が作り上げてきた「安心・安

2020年の東京オリンピックに向けて、首都圏

全」なものづくりやサービスは、アジアをはじ

では大型施設向けを中心にシステムの需要増

め世界各国で高い信頼を獲得してきた。海外へ

加が見込まれている。さらに、政府は、2020

の販路拡大を狙う国内企業にとって、そうした

年までに全ての新築住宅・建築物について、新

日本ブランドに対する評価が大きなアドバン

しい省エネ基準への適合を義務化する方針で、

テージとなる。橋本社長は「先人への感謝」を

住環境を快適に保つ家づくりの「先駆者」とい

胸に、システムを活用した新たな日本の住文化

える同社にとって追い風となる。橋本社長は

を世界に広め、
「ディファクトスタンダード」

「2020年」を当面の大きな区切りの年と捉え、

となることを目指す。但し、単独での事業展開

販路拡大による更なる飛躍に向けて、首都圏で

は困難で、米国のように現地の有力な住宅関連

の地盤固めに注力していく心積りだ。

業者等とのライセンス契約による技術供与を
基本に据える。海外展開は緒に就いたばかりだ

◎米国をはじめ海外でもシステム普及を志向
システムは、四季があって、寒暖のある場所

が、ジェトロや山口県等の支援を仰ぎながら、
更なる進出先の開拓に取り組む。

であれば、地球上のどこでも導入できる。日本
よりもむしろ、年間気温の高低差の大きい地域
の方が、システムの投資効率が高い。
東光会長はシステムの開発当初から、
「世界

◎課題は知名度の向上と設置費の削減
以上のように、同社は足元に眠る地中熱の活
用という、大手企業が手を出しにくく、競争相

に通用する技術」と確信して海外展開を模索。
ジェトロの支援もあって、カナダの天然資源省

パッシブ地中熱とアクティブ地中熱の違い
パッシブ地中熱

との共同研究、ニュージーランドの企業への技

アクティブ地中熱

術供与等の実績を積み重ねた。その後、米国の

分類

展示会で現地の設計事務所と知り合ったことを

地中熱利用
システム

GEOパワーシステム 世界各国の
のみ
ヒートポンプシステム

糸口として、同国での事業展開に着手。2013年

熱交換方式

空気で熱交換

冷媒による熱交換

５月には、システムを米国の福祉型賃貸住宅

特徴

地中熱を利用した
換気システム

冷暖房機器の効率を
高めるシステム

に導入した。米国は、世界最大の地中熱ヒート
ポンプシステムの導入国だが、同社独自の「パッ
シブ地中熱」（右表）を利用したシステム導入
は初の事例となった。
米国での広告塔となる同住宅で、システムの
効果が実証され、現地での反応に手応えを感じ
た橋本社長は、今後、レストランやアパート等
でシステム導入が進むとみている。また今年１

換気設備

パイプ埋没深度 約５m
パイプ埋没に
必要な機器
消費電力

空気浄化機能

約50 〜 100m

電柱埋設用の
一般機械

掘削ボーリング用の
特殊重機

送風機

コンプレッサー +送風機

導入費
（一般家庭）安価
蓄熱層

冷暖房装置ヒートポンプ

高価

あり（砕石蓄熱層） なし
あり（パイプ内）

24時間換気機能 あり

なし（別途装置）
なし
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手の少ないニッチな事業領域で、橋本社長曰く

プ回数は、細かなものを含めて30回以上にのぼ

「簡単には追随できない」開発から販売までの

る。今後も、良い口コミの拡散を図るため、新

一貫体制を確立し、新たな市場を創造。業界内

型パイプの開発等によって、コツコツとシステ

で高い知名度や社会的な評価を獲得している。

ムに磨きをかけていく方針だ。

しかし、一般の人にはまだ馴染みが薄い。ま
た、東日本大震災から時が経つにつれ、節電や

◎おわりに

省エネに対する意識が剥落してきたこともあ

かつてエアコンのない時代、日本の家屋には、

り、ここ数年、システムの受注は伸び悩んでい

「土間」や「土壁」による断熱・蓄熱及び調湿、

る。これから先、販路の拡大に向け、
「省エネ

南を開放した間取りや「縁の下」による通気性

の体づくり」の価値を理解してもらいやすい、

の向上のほか、室温を調整する様々な工夫が凝

健康志向で環境意識の高いライフスタイルを

らされていた。また、日差しを遮る「すだれ」

もつ顧客層をメインターゲットに、潜在的な需

や「よしず」の活用など、夏の暑さや冬の寒さ

要を掘り起こす必要がある。同時に、そうした

を乗り切る生活の知恵が多くみられた。

顧客層に限らず、知名度を高め需要の裾野を広

ＧＥＯパワーシステムは、単なる「省エネ」

げるには、販売価格の引き下げも不可欠となる。

とは逆の発想で、日本古来の住文化や知恵を継

システムの導入費は、一般的な個人住宅（90

承しながら、自然に寄り添うライフスタイルを

〜 120㎡）で200 〜 250万円。工場等の民間事

提案している点で画期的な上、自然への感謝を

業者のシステム設置に際しては、国から１／３の

通じて、日本人が忘れかけている「おもてなし」

補助金、公共施設等向けでは１／２の補助金が

や「気遣いの精神」を取り戻せるという。そう

支給され、設置費は100万円程度となる。しか

した理念を根底に抱える東光会長及び橋本社長

し、個人向けの補助金は今のところなく、高額

の究極の目標は、「寛容を尊び、多様性を認め、

な初期投資から導入をためらうケースも少な

争いのない平和な社会」を世界に広めること。

くない。橋本社長は、「現状の機能を維持した

その実現に向け、親子鷹の挑戦はこれから本番

上で、設置費を100万円程度まで下げないと加

を迎える。

速度的な普及は難しい」と考える。

（安岡

そこで、資材の一括調達、施工の簡素化等に
よって、設置費の低減に努めている。一方で、
費用対効果を高めるため、システムの付加価値
向上にも積極的に取り組む。
「我々のような中
小企業の宣伝力は限られ、広告・宣伝を打った
としても、消費者には信憑性が届きにくい」と
考える橋本社長は、顧客の口コミを重視。全国
の代理店網を通じて、丁寧に顧客の声を拾い上
げ、システムに反映させる。ファンの消費電力
の低減、操作パネルの改良（タッチパネル方式
で液晶表示）など、システムのバージョンアッ
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