
　相模原市文化会館は、舞台芸術の発表および鑑賞の場
として平成２年にオープンしました。平成25年にはネーミ
ングライツにより相模原女子大学グリーンホールと改名。
収容人員1,790人の本格的な大ホールは、コンサート、バ
レエ、ミュージカル、演劇、舞踊など幅広い催しに対応。ま
た多目的ホールを備え、コンサートや絵画などの展示会に
も活用できます。
　現在の熱源設備の概要ですが、空調設備には冷水槽と温水
槽を有する水蓄熱式空調システムを採用し、熱回収型ヒート
ポンプチラーによる大幅な省エネルギー化を図っています。
　熱回収型空冷ヒートポンプチラー2台と季節切替空冷式
ヒートポンプチラー２台を導入し、冬期は温水800㎥、32層と
冷水200㎥、10層の連結完全混合型蓄熱槽をチラーに組み
合わせています。また、一次側の熱源機の入口温度制御は、
再循環方式を使用しています（図１）。
　そこで今回熱源システムの計測調査を行い、データの収
集、解析・問題点の洗い出し、改善策を検討し実行しました。
データの収集・解析でわかったことは、暖房時期は空調機温水
の出入口温度差が18degと大きいこと。二次側温水流量が
20㎥/hと二次ポンプ１台の定格（60㎥/h）より少ないこと。蓄
熱槽の放熱は、温度・流量より1/3程度しか使われていないこ
とがわかりました。しかし、空冷ヒートポンプチラーの温水製
造温度が入口温度設定値45℃、製造温度差５degの50℃と
高めのために、夜間時間蓄熱帯で朝８時の時点までに満蓄の
判断とならず、運転を継続していました（図２）。

　そこで問題点の洗い出しとして、冷水２次ポンプが冷水を
使用していないAHUと連動運転している。AHUの温水還温
度が低い。蓄熱温度差が大きすぎるなどの７つを抽出しまし
た（図３）。次に改善策ですが、まず空冷ヒートポンプチラー４
台の温水製造温度を50℃から45℃に変更しました。変更に際
しては、二次側への影響がないか空調温度を確認しながら実
施。その結果、空冷ヒートポンプチラーのCOP向上を図るこ

とができました（図４）。
　次に、改善前は蓄熱演算機能の設計送水温度設定値は
45℃でしたが、温水製造温度を下げたことにともない、蓄熱
完了の設定温度を40℃に変更しました。その結果、午前５時
ごろにチラーが停止し、満蓄と判断されました（図５、６）。製造
温度を下げて、蓄熱完了させることによって、夜間電力量の削
減効果を得ることができました。改善策実施10日間で製造熱
量から負荷熱量を引いた過剰製造熱量の比較を行ったとこ
ろ、35,983MJの過剰製造熱量を削減することができました
（図7）。

　改善効果ですが、直接結果に結びついたのは、空冷ヒート
ポンプチラーの温水製造温度の変更と蓄熱完了の設定変更
でした。結果としては、空冷ヒートポンプシステムCOPが８％
向上し、過剰製造熱量の64％改善、また熱源機本体の電力使
用量を66％改善することができました。これを電気料金に換
算すると、38,067kWh/３か月となり、約35万円の光熱費削
減となりました（図8）。
　今回は冬期の運用改善ということで、わずか１か月という短
期間にも関わらず、運用改善だけでも省エネ効果を得ること
ができました。本施設の夏期空調運用では、冷水800㎥、温水
200㎥の蓄熱システムに切り替わりますが、今回の改善策は夏
期にも適用できるため、冬期と同様の運用による省エネ運転
を目指し、熱回収型ヒートポンプの有効活用を図りたいと思い
ます。また、本施設オープンから28年が経過し、設備更新計画
では、これらの運用改善内容を念頭に置き、制御変更を含めた
リニューアル方策とすれば投資効果の向上が期待されます。
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水蓄熱システム制御見直しによる省エネ効果の向上
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改善効果とこれからの改善・設備更新計画

問題点の洗い出しと改善策

ヒートポンプ・蓄熱月間レポート 奨励賞②

冬期計測調査とデータ解析を実施して運用改善 冷水槽と温水槽を有する水蓄熱式空調システムを採用し、
熱回収ヒートポンプチラーによる省エネルギーを図っています。
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◆課題
・空冷HP温水製造温度が高い（50～45℃蓄熱）
・温度差が大きすぎる　⇒　流量少　⇒　蓄熱槽を使い切れない　　など

①温度差
　（往）46℃
　（還）28℃
　温度差18deg

②２次側温水流量少ない
　２次ポンプ1台(60㎥/h）

③終端槽温度（水色線）
　ほぼ終端槽しか使えていない

④22:00～8:00
　6:00頃にはほぼ満蓄状態
　8:00まで熱源機運転している
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蓄熱温度差が大きすぎる
⇒流量少
⇒蓄熱を使い切れない 熱源機の蓄熱完了停止しづらい

冷水２次ポンプが冷水使用がないAHUと連動運転している
（無駄な電力＋ポンプ発熱伝達）

冷水満蓄　運転モード自動切換時
冷水１次ポンプ停止しない
（無駄な電力＋蓄熱槽攪拌）

30℃以下で熱源機
保護のため容量制御
（効率低下）
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バイパス逃がし弁
430kpa
常時「開」
⇒流量少
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結果：効果（大）
　　　空冷HP４台製造温度変更　⇒　全体的にCOP向上

改善前

改善後

入口温度設定箇所

入口温度設定箇所

入口
40℃
↓
出口
45℃

入口
45℃
↓
出口
50℃

製造温度設定５０℃

製造温度設定４５℃

満蓄停止する日が少なかった。

蓄熱コントローラにより蓄熱完了の設定変更
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満蓄停止しない日多い改善前
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改善策実施10日間

過剰製造熱量
35,983MJ抑制効果

過剰製造熱量とは： 過剰製造熱量 ＝ 製造熱量 － 負荷熱量

結果：過剰製造熱量の抑制　⇒　余分な夜間電力量削減
製造温度下げて、蓄熱完了させることによって、夜間電力量の削減効果を得た。
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システムCOP
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熱源機
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８％向上 64％改善 66％改善

※想定値含む※想定値含む※システムCOP
　本体消費電力＋1次ポンプ電力含む
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システム概要

運用データの解析（一例）

問題点の抽出 導入効果まとめ

運転効率の改善効果（改善後）

運転効率の改善効果（改善前）

温水製造温度の改善効果

過剰製造熱量の抑制効果


