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は じ め に 

 

本小委員会は、地域冷暖房に関する学術的な研究を進めるわが国で唯一の調査・研究委員会として、今年度

で 15 年目を迎える空気調和設備委員会傘下の小委員会である。設立当初より、独立した常設委員会として活

動することが議論されてきたが、本小委員会で研究する内容は、空調設備の熱源システムと深く関連し、活動

成果は空調設備の計画・設計技術の向上にも大きく寄与する。このことから、空気調和設備委員会の中の小委

員会として活動することを選択し、現在までに多くの成果を報告してきた実績ある小委員会である。 

 ただし、空気調和設備委員会の傘下の小委員会であるがための各種の弊害もある。例えば小委員会の名称は

「地域冷暖房」の冠を付けているものの3年ごとに小委員会を終了し、新設委員会を設立することが必要とな

る点があげられる。本小委員会の活動は、その時点で最も必要とされるテーマを委員会メンバーで議論して取

り上げ、WGを設立して専門的な委員の参加を得て研究を行ってきたが、WGの設立は必要に応じて設立され

るため、3 年間の区切られた期間での活動は窮屈にならざるを得ない。また、WG の委員を小委員会のメンバ

ーに加えると定員を超えてしまう不都合も生じる。何より3年ごとに小委員会の名称を変えなければならない

ことは、いかにも不自然と考えている。 

 その様な背景の中で、今年度を区切りとして終了する本小委員会では、低炭素社会の要求が高まる中で、炭

酸ガスの排出量を確実に削減できるシステムであり、また、エネルギー面的利用の観点からも新たな展開に大

きな期待が寄せられている地域冷暖房に対し、学術的な立場から要望の大きい以下二つの研究テーマを選定し、

WGを設置して活動を行ってきた。 

１．地域配管などの熱損失に関する研究 リーダー 百田真史(東京電機大学) 

 近年、建築物や住宅の断熱に関する研究は進展し性能が大きく向上している。しかし、建築設備における冷

(温)水・蒸気配管や、熱源構成機器に関する断熱の研究は30年前と大きく変わることなく、研究の遅れている

分野と指摘されている。本WGでは、断熱対策に関する現状を調査し、地域配管や熱源構成機器からの熱損失

の実態を調査・実測して課題を明らかにして、断熱性能が熱源システムの効率に与える影響について検討を行

うことを目的にスタートした。具体的には文献調査、アンケート調査、断熱効果の長期実測を行い、特に地域

配管の熱損失に関しては貴重なデータを蓄積することができた。また、熱損失の定量化に際して、BEMSによ

る計測値、実測値、計算値との無視できない差異を明らかにし、今後の熱損失削減のための課題を摘出する成

果を得た。本研究は、次年度の新設委員会での継続テーマとし、断熱に関する設計ガイドあるいはマニュアル

を作成し報告する予定である。 

２．地域エネルギーシステムの総合評価手法に関する提案 リーダー 百田真史(東京電機大学) 

 DHCシステムの直接的な評価はEB(ｴﾈﾙｷﾞﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ)や省CO2効果などで多く紹介されている。一方、間接的

な評価（NEB：ﾉﾝｴﾈﾙｷﾞﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ)は、既往の研究では一部散見されるものの、有効な評価手法が確立されてい

るとは言い難い。本研究では地域冷暖房の企画から運転までの各フェーズに対し、地域冷暖房に係る主体者別

に評価が行えることを目的として、導入効果向上に対する要因を抽出し、大項目(5項目)、中項目(14項目)、小

項目(56項目)からなる、総合評価の採点に用いるツリーを提示し、評価手法の枠組みの提案を行った。採点の

重み付けなどの課題は残されているが、地域冷暖房の総合評価の可能性を示す成果が得られている。今後、タ

イミングを見計らい、本研究を踏襲して総合手法の完成を試みる予定である。 
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