
 
目次 

-i- 

 

「シミュレーションによる最適空調運転法小委員会」 

報告書 

 

目 次 

■委員会構成 

■執筆者一覧 

第 1 章 序論 ············································································································ 3 

1-1 はじめに ··································································································· 4 

1-2 関連する既往の調査・研究・活動 ·································································· 5 

 

第 2 章 最適空調運転を目指したシミュレーションの活用事例 ·········································· 9 

第 1節 シミュレーションの構築 

事例① dBECSによる設備システムの検討事例（梅主洋一郎、市川徹） ···················· 13 

事例② BMSデータと柔らかな情報処理を用いた 

設備機器の帰納的モデル化（富樫英介） ···················· 29 

事例③ S地区地域冷暖房の事例（杉原義文、市川徹） ·········································· 37 

事例④ 地域冷暖房の効率評価（柳原隆司） ························································· 57 

第 2節 シミュレーションを活用した性能評価 

事例⑤ W大学本庄リサーチパーク（田辺新一、富樫英介） ··································· 71 

第 3節 シミュレーションを活用したフォルト検知と最適化 

事例⑥ HVACSIM+J を用いたフォルト検知（渡辺剛） ········································ 107 

事例⑦ A 新聞社印刷工場におけるシステム最適化（田辺新一、久保木真俊） ········· 113 

事例⑧ OH-Saverによる改修オフィスビルの最適化運用事例（菊池宏成） ·············· 141 

第 3 章 まとめ ······································································································ 157 

 

APPENDIX 

 



 

 

 

■委員会構成 

 

名称：シミュレーションによる最適空調運転法小委員会 

設置期間：平成 18 年 4 月～平成 21 年 3 月 

委員構成： 

主  査 田辺 新一 早稲田大学創造理工学部建築学科・教授 

幹  事 秋元 孝之 関東学院大学・教授 

委  員 市川  徹 東京ガス（株） 

  〃 井上  真 東洋熱工業（株） 

  〃 猪岡 達夫 中部大学・教授 

  〃 梅主洋一郎 （株）CECシステムズ 

  〃 菊池 宏成 （株）日立製作所機械研究所 

  〃 境  弘夫 （株）日立プラントテクノロジー 

  〃 佐藤 孝広 （株）久米設計 

  〃 佐藤 正章 鹿島建設（株） 

  〃 杉原 義文 （株）日建設計総合研究所 

  〃 中島 英昭 東京ガス都市開発（株） 

  〃 野部 達夫 工学院大学・教授 

  〃 柳原 隆司 東京電力（株） 

  〃 山道富美男 （株）山道設備設計事務所 

  〃 横山 計三 日比谷総合設備（株） 

  〃 渡辺  剛 （株）NTT ファシリティーズ 

専門委員 富樫 英介 早稲田大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程 

オブザーバー 久保木真俊 早稲田大学理工学研究科建築学専攻修士課程（当時） 

  〃 宇佐美雅俊 早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士課程 

  〃 小川 崇臣 早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士課程 

  〃 鈴木 義範 早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士課程 

 

 

■著作権 

 本文中で引用等のない図表に関しては、目次に記された執筆者が著作権を有する。なお、本報

告書の内容に関しては各執筆者及び小委員会が述べたものであり、必ずしも空気調和・衛生工学

会の公式な意見を反映するものではない。 



1 序論 

-4- 

1 序論 

1-1 はじめに 

 

近年の地球温暖化は、急激な気温上昇や台風、干ばつ等の異常気象、海水面の上昇、自然生態

系の改変等、全ての生物生存基盤である地球環境に深刻な影響を及ぼし、人々の生命と暮らしに

甚大な被害をもたらす恐れのある問題である。今後も、社会経済活動に伴うエネルギー消費の拡

大により、地球温暖化の主な原因である二酸化炭素等の排出は増大し、地球温暖化による環境へ

の影響は危機的なものになると予測される。21世紀社会にとって地球温暖化の解決は最大の課題

であると言っても過言ではない。その中で、建築関連分野に限定しても、地球温暖化が与える影

響は少なくない。社団法人 日本建築学会において産業関連表を利用した国内二酸化炭素排出量の

試算によれば、図 1-1、図 1-2のように建築関連分野の建設、運用に伴って 1年間に排出される二

酸化炭素は、波及する産業からの排出量も全て考慮に入れると、日本の全産業から排出される二

酸化炭素の約 3 分の 1 であるとされる。また、1990年度に比して 2005年度では量・割合ともに

増加している。また、図 1-3 のように建物ライフサイクル CO2の内、6 割強を建築物の運用段階

が占めると試算されている。 

本小委員会では、シミュレーション技術を用いることで最適空調運転を行う手法に関する研究

を行った。標準化やガイドライン化を求める小委員会ではなく、将来の空調設備分野における可

能性を広く議論するための小委員会である。 

なお、本研究は空気調和・衛生工学会で平成 14～16年度に行われた『機器に係わる性能要求の

あり方の調査研究委員会・ファクター4 検討分科会』での活動を発展的に継承したものである。

これまで近年のシミュレーション技術、最適化手法や最適化の対象となるシステム等に関して整

理を行うために、シミュレーションおよび設備システムの最適化に関連する情報の収集および提

供を各委員が行い、これらに関して論議を行ってきた。近年の設備シミュレーション技術の具体

例が示され委員による議論が行われた。 

未だに未体系の分野であるが、研究がさらに推進され、今後の空調分野の発展に少しでも貢献

出来れば幸いである。 
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図 1-1 日本の CO2 排出に占める 

建築関連の割合（1990 年度） 

図 1-2 日本の CO2 排出に占める 

建築関連の割合（2005 年度） 

（出典 日本建築学会 地球環境委員会ライフサイクル評価小委員会調べ） 

 

 

図 1-3 建築ライフサイクル CO2試算例 

（出典 日本建築学会 地球環境委員会ライフサイクル評価小委員会調べ） 

 

1-2 関連する既往の調査・研究・活動 

 

ソフトウェアの開発や維持など、人間とソフトウェアとの関係性のあり方を正面から論じた研

究は多く無いが、ソフトウェア自体の調査、応用法、開発法については、これまでにもいくつか

の報告が行われている。 

石野らは「プログラムを実際に作る人・研究の下働きをする人のためのソフトウェアトゥール

の開発こそ重要である」という考えのもと、小さなプログラムの集合体・コンポーネントプログ

ラムライブラリの開発を行っている 1）2）3）。プログラムを部分に分割して階層的に構築できる手

段を確保することで、理解や修正を容易とし、エラーの減少と開発労力の削減を図っている。 

谷本らは「在来、ソースコード本体の開発に意力の過半が注がれ、お座なりにされることの多

かった Help 機能」という反省のもと、建築環境工学教育用コンピュータソフトウェア ET_AEE

（Educational Tools for Architectural Environment Engineering）を開発し、Webサイトで公開してい

新築工事

12%

改修工事

1%

建物運用

25%
その他の

産業分野

62%

新築工事

7%

改修工事

2%

建物運用

32%その他の

産業分野

59%

設計・建設

17%

運用エネル

ギー62%

保守・修繕 7%

改修 6%

廃棄 8%

11.4 億 
t-CO2/年 

13.0 億 
t-CO2/年 

LCCO2 



1 序論 

-6- 

る 4）5）。工学的・数学的問題について 12の計算機能を備え、これらの機能がコンポーネントとし

て働く形を取っている。インストールファイルを Webサイトで公開し、成果を広く情報発信する

ことを研究開発の重要な要素と位置づけている点が特徴的である。 

米国エネルギー省では、Web サイトを通じて建築環境ソフトウェアの情報収集を行っており、

2008年 9月時点で 339種のソフトウェア情報が公開されている 6）。公開されている主な情報は、

ソフトウェア概要、ユーザー数、要求知識、動作検証方法、動作環境、プログラム言語、連絡先、

などである 

日本建築学会 伝熱小委員会・熱環境シミュレーション合同小委員会でも同様の活動を行ってお

り、「建築伝熱シミュレーション・コンピュータ支援設計を進展させる」ことを目的に、建築伝熱

分野で頻繁に用いられるコードを整理して、解説ドキュメント付のライブラリを作成・公開して

いる 7）。有償、無償の別を問わず、21種のソフトウェアが公開されている。ただし、2008年 9月

現在では更新が停止している。 

空気調和・衛生工学会 空気調和設備委員会空調システム動的シミュレーション評価小委員会で

は、シミュレーションソフトウェアの実設計への応用可能性を把握するために、1996年当時にお

いて利用可能なシミュレーションソフトウェアの状況とその展開について調査を行っている 8）。

TRNSYS、 HVACSIM、ACSS等国内外の主要なソフトウェアの調査を行っており、システム間性

能比較や不具合検知など、いくつかの応用について実践を行っている。また、現在のシミュレー

ションソフトウェアの問題として、「ソフトウェアの継承」、「ソフトウェアの難解さ」を指摘して

おり、解決策としてはオープン化とユーザーインターフェースの充実を挙げている。 

性能検証（コミッショニング）は、『環境・エネルギー並びに使いやすさの観点から使用者の求

める対象システムの要求性能をとりまとめ、設計・施工・受け渡しの過程を通して、その性能実

現のための性能検証関連者の判断・行為に対する助言・査閲・確認を行い、必要かつ十分なる文

書かを行い、機能性能試験を実施して、受け渡されるシステムの適正な運転保守が可能な状態で

あることを検証すること』と定義される 9）。このコミッショニングを実践するためのツールの一

つとしてシミュレーションソフトウェアを捉えた研究がいくつか存在している。 

空気調和・衛生工学会 コミッショニング委員会 コミッショニングツール開発小委員会では、

性能検証過程において、シミュレーションソフトウェアを利用する際に、「どの段階でどのような

ツールがどのように利用できるのか、また、どのような点に注意したらよいのか」と言う視点で、

シミュレーションソフトウェアの位置づけを行っている 10）11）。図 1-4のような性能検証・性能評

価のためのシミュレーションツール適用ガイドマップを示し、性能検証の対象によって、また、

対象を検証・評価するフェーズによって利用すべきツールが異なることを指摘している。コミッ

ショニングへのソフトウェアの適用を実践しており、適用にあたって生じた問題点を二つ挙げて

いる。一つ目は入力データが非常に細かく、メーカーからもデータ提供が得られないモデルがあ

るという点である。これに関しては、必要に応じてソフトウェアの簡略化が求められるとしてい

る。二つ目は機器特性の問題であり、特に部分負荷状態を含めた特性が開示され、容易に利用で

きる環境とはなっていないという点である。これに関しては解決策は記されてはいないが、その

後の LCEM ツールの開発 12）の動きなどをみると、メーカーサイドからも歩み寄りが行われつつ

あると言える。 
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図 1-4 性能検証・性能評価のためのシミュレーションツール適用ガイドマップ 

 

また、上委員会の継続的委員会である、コミッショニングツール開発検討小委員会では 13）、機

器性能試験、制御性能試験、機器モデル作成援助、データ収集等、性能検証過程実行やその効率

化のために実際に適用することを念頭に置いて、ツールの開発を行っている。ユーザーは誰か、

操作性はよいか、便益は何か等、理論的検討からさらに進んだ、具体的な実用性についても検討

が進められている。 

空気調和・衛生工学会 コミッショニング委員会 空気調和設備委員会 熱負荷・システムシミュ

レーション法小委員会では 14）、海外のソフトウェアの状況、活動の傾向を調査している。結果と

しては、個々の計算モデルやソフトウェアの精緻化、異なる計算モデルの統合化を挙げている。

後者については、ユーザー参加、ユーザーインターフェースの設計、データ構造の定義、プログ

ラムのモジュラー化、計算モデルの間の橋渡し、が必要であるとしている。 

オープン化されたビル管理システムとシミュレーションとの連携に関しては、猪岡らが TSC21 

（Tool of Solution & Communication for BEMS 21st Century） の開発を行っている 15）。特定のベン

ダーによる従来のビル管理システムにおいては、ユーザーサイドの自由な制御ロジックをシステ

ムに組み込むためには、システムの連携のために大きなコストが必要であった。TSC21では、リ

モートマシンとローカルマシンを接続し、データやイベントの授受を行う TSC/com、制御ロジッ

クの解釈を行うエンジンである TSC/prog、変数名称命名規則である TSC/codesを提供しており、

その仕様が公開されている。隠蔽された仕様をつなぐゲートウェイが不要となるため、TSC21を

利用することで、シミュレーションなどを行った結果を実システムへとフィードバックするため

の技術的な障壁は非常に小さくなる。 
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