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大学施設における環境負荷低減手法に関する研究
その 13 モジュールチラーのデータ分析に基づいた運用実態の把握
A Study of Environmental Load Reduction Technique for University Facilities
Part13 Grasp of the operative actual situation based on the data analysis of the module chiller
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In the University of Tokyo, as one of the measures towards a low carbon campus, TSCP took the lead and has carried
out renewal of efficient of heat source equipment. In order to pull out the effect by updating to the utmost, the adjustment
according to the employment actual condition of apparatus is important. This paper reports the employment actual
condition after renewal of a heat source.
はじめに
東京大学では、TSCP 室 1)が主体となって低炭素キャン
パスに向けた取組の一つとして、熱源機器の高効率化更
新を実施してきた。それは単なる既存機器のリプレース
ではなく、事前計測に基づいて機器容量を最適化するこ
とによりイニシャルコストを低減しつつ、運転負荷率向
上による効率的な運用の実現を目指している。この更新
による効果を、最大限に引き出すためには適切な運用が
必要であり、そのためには機器の運用実態に応じた調整
が重要である。本報では、既報 2)で報告した改修熱源機
器（モジュールチラー）について、より詳細なデータ分
析により運用実態の把握を行ったので報告する。
１．台数制御の効果
今回調査したモジュールチラーは 8 台連結で、各モジ
ュールの圧縮機にはインバータが内蔵されており、台数
制御と容量制御を同時に行いながら負荷追従運転を行う
ものである。圧縮機の運転効率が最も高くなる運転負荷
率 40～60%となるよう台数制御をかけるロジックとなっ
ている。台数制御による効果が期待通り出ているか確認
するため、負荷追従が難しい中間期（2012 年 11 月 26 日
～12 月 10 日）において検証を行った。期間中、11 月 26
日～12 月 2 日までを台数制御あり、12 月 3 日～12 月 10
までを台数制御なしとした。
図 1 に時系列の運転容量の推移、図 2 に期間中の運転
容量ソート図を示す。台数制御ありの場合は、運転容量
40～60%の運転時間が長く発停運転が少ないのに対して、
台数制御なしの場合は、負荷変動に対応しきれず発停運
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図 1 期間内における運転容量の時刻推移
（上：台数制御あり、下：台数制御なし）

図 2 運転容量ソート
（上：台数制御あり、下：台数制御なし）

転が多くなっているのがわかる。各モジュールの容量制
御の下限が 30%程度であることから、それ以下の負荷で
は ON-OFF 制御となっていた。
代表日の熱源出入口温度と
流量を図 3 に示すが、熱源出口温度が台数制御ありの場
合、ほぼ安定しているのに対して、台数制御なしでは変
動が大きくなっている。原因としては、本モジュールチ
ラーは各モジュール毎にポンプを内蔵しているため、発
停とともに熱源側流量も急変したことにより二次側負荷
とのバランスが崩れてしまった事が挙げられる。
台数制御の有無によるシステム COP の違いを図 4 に、
対象期間における運転状況比較を表 1 に示す。台数制御
ありの場合は計測期間中の運転容量が 47.3%（運転台数
は 5 台/8 台）に対して、なしの場合は運転容量が 29.7%
（運転台数は 8 台/8 台）であった。先述の通り、本モジ
ュールチラーは運転容量 40～60%で最も効率的な運転と
なるため、外気温度が低いにも関わらず、台数制御あり
の方が高いシステム COP を示す結果となった。中間期の
ように負荷変動が大きい場合には、台数制御と容量制御
の組合せがより効果的に機能すると思われる。

図 3 熱源出入温度と流量の変動
（上：台数制御あり、下：台数制御なし）

２．デフロスト運転
冬期における暖房運転時の着霜は、デフロスト運転と
着霜によるコイル能力低下により効率が低下するため、
空冷ヒートポンプにとって大きな課題である。しかし、
デフロスト運転の実態についてはそれほど多くの知見が
得られていない。そこで、運転データからデフロスト運
転の発生状況ならびにその効果について分析してみる。
2.1 2012 年 2 月のデフロスト運転
本モジュールチラーにおけるデフロスト設定は、同時
にデフロスト運転を行うのは 2 モジュールまでで、デフ
ロスト運転の最長時間は 10 分間である。図 5,6 に 2012
年 2 月のデフロスト運転の発生状況を示す。この期間は
平年と比較すると、気温はやや低めで降水量はやや多め
であった。
29 日間で6 日デフロスト運転が行われており、
運転時の外気温度が 5℃以下の日に集中していた。最も
デフロスト運転が多かった 2 月 29 日では、
全体の運転時
間に占める割合が 10～20%であった。一方、2 月全体で見
るとデフロスト運転の割合は 1.0%程度となっており、寒
冷地のような深刻な問題ではないことがわかる。
2.2 2013 年 2 月のデフロスト運転
デフロスト運転の状況をより詳細に調べるため、デフ
ロスト運転時のコイルの状況について通常のデジタルカ
メラを用いて静止画のインターバル撮影を行った。デフ
ロスト運転時間は最短 4 分、
最長 10 分となっていたため
撮影間隔は 2 分とした。
デフロスト運転の撮影は、2013 年 2 月 15 日（金）10:00
～18:00 に行った。当日は、午後から急激に気温が低下
し、
降雨のため湿度が高く着霜しやすい気象状況だった。
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図 4 運転容量とシステム COP
表 1 対象期間における運転状況比較
台数制御
あり
なし

製造熱量 消費電力 システム 運転容量 運転台数 外気温度
[kWh]
[kWh]
COP
[%]
[台]
[℃]
27,351
9,983
2.74
47.3
5.0
8.4
27,523
10,545
2.61
29.7
8.0
10.0

図 5 デフロスト運転台数と外気温度（2012 年）

図 6 暖房運転とデフロストの割合（2012 年）

17:28 デフロスト前

17:30 デフロスト中

17:32 デフロスト中

17:34 デフロスト中

17:36 デフロスト中

17:38 デフロスト後

写真 1 デフロスト運転前後のコイル状況
写真 1 にデフロスト運転前後の静止画、図 7 に撮影を
行ったモジュール 8 の運転データ、図 8 にモジュールチ
ラー全体の運転データを示す。デフロスト運転は、全モ
ジュールで 14:00 以降に発生していた。各モジュールの
発生頻度は 2 回～4 回であった。撮影を行ったモジュー
ル 8 では、15:30、17:30、22:30 の 3 回のデフロスト運
転が行われていた。写真 1 はコイル全面に着霜していた

図 7 モジュール 8 単体の運転データ
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2 回目のデフロスト運転時の連続である。
17:30 のデフロ
スト運転開始以降、
速やかに除霜がおこなわれ 10 分間の
最長時間までに完了している。図 7 のコイル温度の変化
を見ると、コイル温度が-10℃でフロスト運転が開始し、
終了時には 10℃程度までコイルが加温されていた。デフ
ロスト運転が行われる際、モジュール 8 単体の出口水温
は、4～5℃程度低下しているが、デフロスト同時運転台
数を 2 台にしているため、モジュールチラー全体の出口
温度の低下は 2～3℃程度に抑えられている。これ以上デ
フロスト同時運転が発生すると、さらに出口温度が低下
することになり、
現状の設定は妥当なものと考えられる。
また、デフロスト運転時には能力が低下してしまうが、
消費電力はほぼ変わらないためモジュールチラー全体の
システム COP は 20%程度低下していた。

図 9 年間製造熱量とシステム COP
（2011 年 12 月～2012 年 11 月）

３．年間運転評価
2011 年 12 月から 2012 年 11 月までの一年間の運転に
ついて図 9,10 に示す。冷房運転は概ね 5 月～10 月、暖
房運転は 11 月～4 月に行われていた。月別の製造熱量の
ピークは冷房の方が若干高いが、年間を通じた製造熱量
は冷房・暖房ともほぼ同量であった。運転効率は、冷房
がシステム COP3.20～4.13（期間全体 3.43）に対して、
暖房が 2.76～3.19（同 2.96）という推移であった。モジ
ュール別の運転状況では、モジュール 2 だけ製造熱量が
冷房・暖房ともに他のモジュールに比べて少なくなって
いたが、制御信号による不具合と冷媒ガスの漏洩がモジ
ュール 2 で発生したためであった。
図 11 に冷房期間にお
ける生産熱量のソート図（上図）
、定格能力基準とした運
転負荷率（中図）
、運転台数基準とした運転負荷率（下図）
を示す。
定格能力比 20%以下の低負荷の割合が 44%であっ
たが、モジュール台数制御により運転機ベースでは 40～
60%の負荷率が最も多くなっていた。
各モジュールの運転
効率が最も高くなるのが 40～60%の負荷率であり、モジ
ュールチラーによる台数制御効果が発揮されていた。同
様の運転は暖房期間においても確認できた。
４．まとめ
熱源改修を行った機器に対して、運用後のコミッショ
ニングを行った結果について報告した。今回採用したモ
ジュールチラーは、台数制御と容量制御を組み合わせた
最適制御を志向した機器だが、両者が効果的に機能して
いることがわかった。さらにデフロスト運転の稼働状況
についても詳細に分析することができ、その効果ならび
に制御の妥当性について確認することができた。年間運
転評価では、当該建物の熱需要が冷房・暖房でほぼ同等
であること、モジュールチラーによる台数制御が効果的
に行われていたことが確認できた。今後も継続的に運転
データ分析を行いながら、
最適運用を心がけていきたい。
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図 10 各モジュール別の製造熱量
（左：冷房、右：暖房）

図 11 冷房期間（5 月～10 月）の運転状況
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