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は じ め に 

本報告書は、コミッショニング委員会コミッショニング支援ツール開発小委員会が平成 20 年度から

平成 22 年度にかけて活動した成果をまとめたものである。本小委員会は、コミッショニングの作業を

効率化させ、より高度な判断や検証の信頼性向上を図ることを目的に、コミッショニング支援ツールの

開発と改良に取り組むもので、本報告書は、「コミッショニング支援ツール開発の意義」、「コミッショニ

ング支援ツールと適用事例」、「ツール公開・管理の方法と課題」の 3章から成り立っている。 

 

第 1章「コミッショニング支援ツール開発の意義」では、ツール開発の背景と本小委員会の目的を説

明した後、既往研究の調査とアンケート調査について述べた。既往研究については、IEA/ECBCS/ 

ANNEX47 や NCBC などのコミッショニングに関する国際会議を対象に、コミッショニングを支援す

るツールについて調査を行っている。アンケート調査は、本小委員会の活動期間中に行われたフォーラ

ムと中間報告会の中で参加者にアンケート用紙を配布・回収して実施した。既往研究の調査とアンケー

ト調査を通してツール開発の現況とニーズの把握に努めた。 

 

第 2章「コミッショニング支援ツールと適用事例」は本報告書の中核をなすものであり、本小委員会

委員によって開発された様々なツールについて解説している。計 12 のツールが開発され、それらは大

きく 5 つのカテゴリーに分類されている。カテゴリーとは、1)空調機器モデル作成支援ツール、2)計測

ポイント・計測精度の検証ツール、3)設計性能に対するシステム実性能の検証ツール、4)システム・機

器効率改善方法の提案ツール、5)データ可視化・文章化ツールである。2.1 節では本小委員会で開発し

たツールのコミッショニング・プロセスにおける位置付けを示し、2.2 節では各ツールの特徴を共通の

フォームにより整理している。ツールの特徴には、ツール開発の背景・目的、ツールの機能、コミッシ

ョニング・プロセスの中でのツールの位置付けと使われ方、ツールのユーザー（誰がツールを使い、誰

に結果を渡すか）、ツール適用のメリット、実行環境、操作性・ユーザーインターフェース、必要なデー

タの形式・管理方法、ツールの検証・ケーススタディをあげ、データを入力して演算を行うツールにつ

いては、それに必要なデータを情報マトリックスにまとめている。 

 

2.3節は、2.2節で整理した各ツールについて、その機能や使い方、アルゴリズムなどの詳細について

述べた。特に、ツール開発においては、何にでも使えるツール、言いかえれば、漠然としたツールは、

結局はコミッショニングの現場で使えない、逆に、ある状況に極めて特化したツールも結局は利用機会

に恵まれないだろうということを念頭に、コミッショニングの具体的な作業を前提に、誰がどんな検証

を行うのかをできるだけ明確にした開発を進め、その適用事例も併せて示すこととした。 

 

まず、2.3.1節・カテゴリー1)では、機器モデルのパラメータ推定にはメーカ提供の機器特性曲線を読

み取る必要があるが、煩雑な作業なので効率化したいこと、機器モデルのパラメータを算出するには最

小二乗法などの数学的な処理が必要だが、それには専門的知識が必要なので自動化したいことから、「機

器特性曲線のデジタル化を支援するツール」と「機器モデルのパラメータを自動的に算出するツール」

が開発されている。2.3.2節・カテゴリー2)では、イニシャルコストを重視して計測ポイントは最低限し

か設けられない傾向があり、そのために適正なコミッショニングが実施されないことが多いことから「コ

ミッショニングレベルに応じて必要な計測ポイントを表示・確認するツール」が、システムのセットポ

イントに対するプロセスバリューを検証するには、多数の制御用コンポーネントのもつ誤差によって決

まる総合誤差（制御精度）を知る必要があることから「空調システム制御の総合誤差を推定するツール」

が開発されている。2.3.3節・カテゴリー3)では、ビルマルチエアコンの採用が増える中で実運転状態で

の性能評価が必要であることから「ビルマルチエアコンの性能を現地で計測・評価するツール」が開発

され、また、自然換気量は室内上部温度と室外温度との温度差、室内上下温度分布と互いに干渉するた
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め、自然換気量とCFDの連成解析が必要であることから「自然換気システムのCFD連成解析を支援す

るツール」が開発されている。2.3.4節・カテゴリー4)は、大きく熱源システムに関するツールと冷却塔

に関するツールに分けられる。前者では、熱負荷予測は複雑な数学的処理を必要とするので、それを自

動化して蓄熱システムの運転効率向上を容易にしたいことから「蓄熱システムで利用される熱負荷予測

プログラムを中央監視に実装してオンライン利用するツール」が、また、熱源システムには状況によっ

て変化する最適設定値が存在し、同時に機器単体の性能は時間を追って劣化するが、これらのことを管

理者は理解しているもののどう判定すればよいかわからないので自動化したいということから「熱源シ

ステムの最適運転制御をオンラインで実行すると共に収集データから劣化の程度を自動検出するツー

ル」が開発されている。後者では、冷却水温度による熱源機器の効率と冷却塔風量や冷却水流量による

エネルギー消費はトレードオフの関係にあるので、エネルギー消費の観点からそれらの適正な設定値を

迅速に検討できるようにしたいことから「冷却水温度と流量の適正な設定値を提示するツール」が、冷

却塔コイル凍結を防止するには冷却水ポンプを常時稼働しておく必要があるが、エネルギー消費が増加

するので最低限の稼働に抑えたいことから「冷却塔コイル凍結を防止するために必要なポンプ制御方法

を提示するツール」が開発されている。最後に、2.3.5節・カテゴリー5)では、計測したデータの可視化

や分析・評価の方法を解説し、支援するツールは存在しないことから「BEMSデータの可視化および分

析評価を行うために、留意すべき点や具体的な手法について解説した文書ツール」が、また、モデルを

利用した検討の前提として、モデル・定格性能・運転データの整合性を文書化して提示する必要がある

ことから「定格性能や運転データ、モデルの計算結果に基づいて、冷却塔の性能を書類にまとめるツー

ル」が開発されている。本小委員会で開発したツールには、現段階では、汎用性の高いものと特定の機

器やシステムにある程度特化したツールが混在しているが、こういったツールを蓄積し、汎用性や使い

易さを改善していくことにより、コミッショニングの実施が容易になる技術的な環境が整っていくと考

える。そのためにもツールをライブラリ化して公開することは重要である。このことは、優れたツール

であっても利用されないツールは自身のバージョンアップ（洗練化）に向けたフィードバックが効かな

いことからも明らかである。よって、第 3章「ツール公開・管理の方法と課題」では、ツールの公開方

法や管理方法に関する議論の内容についてまとめている。本小委員会内でツールの公開や管理に関する

意見調査を行い、ツール公開の可否、ツール公開の主体組織、ツール公開時の管理方法、配布方法など

について検討した。また、ツール公開のための Web サイト案も構築している。さらに、一部のツール

については、第三者によるツール適用の試行を通して、ツールの公開や管理においてライブラリ構築に

向けた課題となる点を明らかにしている。 

 

本小委員会は、前小委員会「コミッショニングツール小委員会」（主査：吉田治典教授）の後継小委員

会で、前小委員会と本小委員会の成果を併せれば、コミッショニングに活用されるモデルベースのシミ

ュレーションツールおよびシミュレーションやコミッショニング自身を支援するツールがそろうことに

なる。現段階では、ツールの数や種類は極めて限定されているが、ツールのライブラリ化とその活用に

向けた基礎段階の研究としては一応の成果が得られたものと思われる。本小委員会の成果がツール活用

によるコミッショニングの効率化や信頼性向上に一部でも寄与できれば幸いである。 

 

2011年 3月 コミッショニング支援ツール開発小委員会主査 

九州大学 赤司泰義 
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