ヒートポンプ・蓄熱月間レポート

第15回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム

電力は、発電した場合と同等の価値
があると見なし、報酬が支払われるネ

環境にやさしい
運転管理
2018年７月２３日、国際ファッション
センタービル
（東京・両国）
にて、
１５回

中でさらなる運用改善が必要である。

目となる
「ヒートポンプ・蓄熱シンポジ

本日は、
喫緊の課題であるエネルギー

ウム」
（ 主催：一般財団法人ヒートポン

環境問題について、皆さまと一緒に考

プ・蓄熱センター、後援：経済産業省

える機会にしたい」
と挨拶。その後、早

他）
が開催され、関係者を含め200名

稲田大学 スマート社会技術融合機構

以上が参加した。

の機構長 林泰弘氏による特別講演、

一般財団法人
ヒートポンプ・蓄熱センター

開催にあたり、当センター専務理事

改善事例の講評、優秀賞・奨励賞の発

の北沢信幸が
「パリ協定実現のために

表、
パネルディスカッションなどが行わ

専務理事

は、高効率ヒートポンプや蓄熱機器

れた。

北沢 信幸

特別講演（主要）

ジメント・システムを活用し、
CO2削減､

池、EV、
ヒートポンプ給湯機などの分

エネルギー自給率の向上、
持続可能な

散型エネルギーリソースを活用して、

事業化を実現することでサステナブル

約3,900万kWと年々増加し、今後も

電力の需給バランスを調整する機能

なエネルギー社会を構築していくこと

増えていくと考えられる。その一方で

を提供するシステムで、CO 2 削減、エ

が求められる。

太陽光発電の余剰電力が生まれるこ

ネルギーコスト削減、エネル

とが想定されることから太陽光発電

ギー自給率の向上に役立つ。

の出力制御ルールの変更と出力制御

VPPの普及には、
リソースを増

システムの構築実証試験が行われて

やして束ねることが重要であ

いる。

り、
今後VPPは大きなビジネス

家庭に設置した太陽光発電に対し

チャンスになる。

出力抑制の指示があった時に、
カット

これからの家庭用ヒートポン

せずにヒートポンプ給湯機のお湯を

プ
（エコキュート）
には、
①PV余

沸かす、EVに蓄電するなど自家消費

剰電力で貯湯する
「PV2HP」

するという選択肢もある。これは脱炭

②ＥＶに充電したPV余剰電力

素化にも大きく貢献するので再生可

で貯湯する
「EV2HP」 ③ヒー

能エネルギー普及のためにもシフト

トポンプの運転シフトによりネ

エネマネを今後考えることが求めら

ガワットを創出する
「AG2HP」

れる。

「NW2HP」
など、
より多くの価

審査講評

パリ協定発効後の目指すべき日本のエネルギーマネジメント
早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構（ACROSS）機構長

公益事業においても運用管理によって省エネ化が進む

林 泰弘 氏

審査委員長

東海大学教授

坪田 祐二 氏

以上２件を優秀賞とした。

しているのが
「Society5.0」
である。

けに送配電網の高度化、
再生可能エネ

当し、運転実績などのデータによって

その特徴は、サイバー空間とフィジカ

ルギーの普及、ディマンドリスポンス

改善効果が確認できることを前提に、

ル空間を高度に融合させた社会であ

（以下DR）
、
ネガワット取引の価値が連

優秀賞２件、奨励賞３件、努力賞１件を

湯熱を利用したヒートポンプシステム

り、経済的発展と社会的課題の解決

携することで脱炭素化を実現すること

表彰した。

を導入した島原市温泉給湯所と既存の

を両立し、人々が快適で活力に満ちた

がエネルギーバリューチェーンの最適

質の高い生活を実現する超スマート

化につながる。

社会ともいえる。
「Society5.0」
のプラットフォーム

ディマンドリスポンスの社会的役割
今年度の運転管理等の改善事例は、

奨励賞は、
工場から出る未利用の排

群馬県立自然史博物館は、
竣工から

水蓄熱式空調システムを見直し、
デー

20年以上が過ぎ、
熱源改修を実施。水

タ分析による運用改善で大きな省エネ

蓄熱式空調システムの導入後も運転・

効果を実現した相模女子大学グリーン

管理・調整など、継続的な改善運用に

ホール
（相模原市文化会館）
、
さらに氷

より毎年確実な省エネ実績を実現して

蓄熱EHPの製氷時にも部分負荷運転

構築にあたり、中心となるのがエネル

2023年度には沖縄を除き、全国で

ギーバリューチェーンの最適化であ

8,000万軒の家にスマートメーター

４つの観点から審査を行った。①計画

いる好事例である。妙高市の水夢ラン

を行うことで運転効率の向上、
省エネ、

パリ協定の発効を踏まえ、
日本は温

る。これはICTや蓄エネルギー技術を

が取り付けられる予定であるが、それ

性能を発揮するために運転管理面で

ドは、温泉プールの熱源老朽化による

ピーク電力削減などを図った関西電力

室効果ガスを2013年度比で2030年

活用して生産・流通・消費をネットワー

によってDRを始めさまざまなサービ

創意工夫されたもの。②制御方法など

改修に際し、地中熱ヒートポンプシス

㈱南大阪営業所の３件を選定した。

度には26％、2050年には80％削減

ク化し、エネルギー需給を予測・把握

スが考えられている。DRは、需要家

運転管理手法などの改善に効果が

テムを導入。プールを蓄熱槽として利

今回の受賞の中には、
公共事業の案

することを目標に掲げた。その実現の

するとともに総合的に管理・制御する

側が電力の使用を抑制するよう電力

あったもの。③蓄熱設備の改善・工夫

用するなどの工夫や運転管理の改善

件が３件含まれており、今後公益事業

ために脱炭素社会に向けた省エネ・再

ことである。2020年には発電部門・小

の消費パターンを変化させることで、

により効果があったもの。④その他、
運

により昼間にボイラによる追いだき運

においても運用管理などによって省エ

エネの導入加速が求められている。

売部門と送配電部門に分離され、電

電力自由化において価格上昇抑制効

転管理に関して新規性、創造性などが

転をすることなく省エネと電力負荷率

ネ化が進むことはとてもよい傾向だと

その施策のひとつとして政府が提唱

力業界は大きく変わる。これをきっか

果が期待されている。DRで節電した

あったもの。上記４つのいずれかに該

改善が実現した。

感じた。

「Society5.0」
＝超スマート社会
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まっている。VPPは、太陽光発電、蓄電

現在、太陽光発電の累積導入量は

の導入はもちろん、
日々の運転管理の

産学官連携によるパリ協定の目標
達成には、
さまざまなエネルギー・マネ

再生可能エネルギー導入への対応

パネルディスカッションなどが行われた。

値や役割が生まれることになる。

VPP
（仮想発電所）
の実証事業が始

ガワット取引がすでに始まっている。

昨年に引き続き東京で開催され、特別講演、改善事例の紹介、

今後の展望と課題
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平成30年度

運転管理等の改善事例

入賞事例リスト

優 秀 賞
No.

1

建設・施設名

群馬県立自然史博物館

改善事例名
申請者

水蓄熱システムの運用改善

申請者

いて意見を述べた。建築設備のAI受け

数リソースを用いた上げDRの計14回

の熱源システムについて発表。虎ノ門

入れ態勢として、AI導入による効果の

の実証試験では、いずれも安定した需

ヒルズの熱源システムは、
５台のター

表現方法を考えること、
AIの信頼性・正

要が得られたことを報告した後、
ディス

ボ冷凍機と４槽の蓄熱槽で構成され、

確さはどのように認識できるか、AIと

パッチの精度向上および自動化、需要

その中で２台のターボ冷凍機によるAI

ひとの責任領域の範囲など、いくつか

NPO法人スポーツクラブあらい

家側のリソースの運用自動化など、今

を使った最適運転システを紹介した。

の問題を提示。
これに対して安田氏は、

三菱ＵＦＪリース株式会社

後に向けた課題に言及した。

AI利用のルールベースとして①イン

ひとがやること、
AIがやることをきちん

バータターボ冷凍機の特性および蓄

と住み分けすること、AIに何を求める

事例とAI利活用提案を行った。2018

熱槽を活用

②事前のエネルギーシ

のか見極めが重要と述べた。また堀川

年3月に開業した東京ミッドタウン日比

ミュレーションから最適運転パターン

氏は、AIとは基本的に人手不足を補う

谷を例に取り上げ、
日比谷地区全体の

を決定

という本来の視点から評価すべきと提

熱需要をAIで予測する試みを紹介し

と
「外気湿球温度の予報地」
から最適

言。ひとに代わるシステムとして建物

た。また、
ＤＨＣがＡＩを利活用するケー

運転パターンを選定。事前エネルギー

のエネルギー分野でもIOTやAIの導

スをＳＴＥＰ１〜６の６段階で提案。
クラウ

シミュレーションによる積算エネル

入は一刻も早く取り組むべきとその必

ドを利用したデータ共有や運転の最適

ギー消費量が最小となる最適運転パ

要性を説いた。

化、
Ｂ
Ｉを利用した運用支援、
Ｉ
ｏＴ化によ

ターン約2,400通りを策定。意図的に

最後に大岡教授が建築分野におけ

る故障の予知・解析、
ローカルＡＩコント

定格運転で蓄熱させた場合と最適運

るAI利用はまだ始まったばかり。この

ローラーによる補機類の制御最適化、

転を比較した場合のエネルギー消費

ような議論を継続していくことが大事

関西電力株式会社

エッジＡＩセンサーによる予知保全につ

量削減効果は、
最適運転パターンが年

になると締めくくった。

株式会社アレフネット

いて説明し、
ＤＨＣの自立制御運転の

間約５％少ないと推測した。

日本ファシリティ・ソリューション株式会社

東北電力株式会社

㈱日建設計の堀川氏はDHCの最新

奨 励 賞

1

2

建設・施設名
島原市温泉給湯所

相模女子大学グリーンホール
（相模原市文化会館）

改善事例名

申請者・設備オーナー

島原市温泉給湯所における
温度差エネルギー高度複合システム
実証事業

申請者

島原市
宝酒造株式会社
株式会社技術開発コンサルタント

設備オーナー 島原市
申請者

水蓄熱システム制御見直しによる
省エネ効果の向上

公益財団法人相模原市民文化財団
東京電力エナジーパートナー株式会社
東京都市サービス株式会社

設備オーナー 公益財団法人相模原市民文化財団

3

関西電力株式会社
南大阪営業所

申請者

氷蓄熱ビル用マルチエアコンの
簡易な省エネルギーチューニング

設備オーナー 関西電力株式会社

努 力 賞
No.

1

建設・施設名
三原食品

改善事例名

施設
見学会

申請者・設備オーナー

豆腐冷却用蓄熱アイスチラー設備導入

申請者

有限会社三原食品
株式会社静岡冷工

設備オーナー 有限会社三原食品

５・６丁目地区熱供給センターの見学

ヒートポンプシステム・蓄熱システムの今後の役割
〜建物エネルギーシステムにおけるＡＩ利用の可能性〜

パネリスト

「GINZA SIX」
に熱供給を開始してい
る。また、
「GINZA

SIX」
は地下鉄駅

会が行われた。東京都市サービス㈱

（銀座駅・東銀座駅）
から直結している

が運営しているこのセンターは、昭和

ため 、地 下 鉄 駅 構 内にも 熱 供 給 を

62年から行われている銀座5・6丁目

行っている。

地域における
「蓄熱式ヒートポンプシ

銀座５
・
６丁目地区における熱供給の

ステム」
による地域冷暖房に加え、平

特徴は、
既存の第1プラントと
「GINZA

成29年4月からは松坂屋銀座店の跡

SIX」
の地下に設置した第２プラントを

地を含む２つの街区にヒートポンプと

熱供給導管で連携することにより、銀

蓄熱槽を組み合わせた
「蓄熱式ヒート

座5・6丁目地域全体の省エネルギー、

ポンプシステム」
を採用。銀座エリア

電力負荷平準化、
省CO2に大きく貢献

最大規模（148,700㎡）の複合施設

していること。第２プラントには、
ターボ

東京大学教授

大岡

龍三 氏

株式会社三菱地所設計

安田

健一 氏

株式会社日建設計

堀川

晋氏

森ビル株式会社

大森

一郎 氏

株式会社日本設計

佐々木 真人 氏

冷凍機、排熱回収型ターボ冷凍機、水
熱源ヒートポンプチラーなどの他、冷

今回のテーマは
「ヒートポンプシス

備設計者の４名が事例紹介を行い、
パ

ま話題のVPP
（バーチャル・パワー・プ

水槽、
冷温水槽、
温水槽を設置。
これら

日本を代表する国際的な街、
銀座に

テム・蓄熱システムの今後の役割」
〜建

ネリストとして建物エネルギーシステ

ラント）
構築とDR
（ディマンドリスポン

蓄熱槽の水
（約6,000㎥）
は、
平常時は

おける地域熱供給の環境にやさしいシ

物エネルギーシステムにおけるＡ
Ｉ利用

ムにおけるＡＩ利用について議論を交

ス）
の実証試験について発表。蓄熱リ

冷暖房の熱源として使用し、非常災害

ステムと運転管理は、
これからの地域

の可能性〜。東京大学 大岡龍三教授

わした。

ソースを用いた下げDRの実証試験で

時にはコミュニティタンクとして雑用

熱供給の計画・実施において大いに参

は、
DR発令後に熱源機を停止し、蓄

水に利用することができる。

考となった。

をコーディネーターに迎え、建物の設
10

③
「日積算熱負荷の予測値」

「銀座５・６丁目地区熱供給センター 第２プラント」
を見学
〈省エネルギーと省CO2、電力負荷平準化に貢献〉

シンポジウムの翌日７月２４日、銀座

パネルディスカッション

コーディネーター

エンジニアのAIとのつきあい方」
につ

森ビル㈱の大森氏は虎ノ門ヒルズ

設備オーナー 妙高市

No.

べた。

制した。また、
蓄熱槽リソースおよび複

株式会社ヤマト

地中熱ヒートポンプ蓄熱を導入した
温水プールの省エネと負荷平準化

で熱源機停止分の電力
（750kW）
を抑

㈱日本設計の佐々木氏は
「建築設備

申請者・設備オーナー

妙高市
妙高市水夢ランド
（温水プール施設）

検討を進める時代が来ていることを述

群馬県立自然史博物館

設備オーナー 群馬県立自然史博物館

2

熱リソースからの放熱量を増やすこと

まず、㈱三菱地所設計 安田氏がい
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