
空調空調空調空調とととと給湯給湯給湯給湯をををを組合組合組合組合せたせたせたせた

ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの導入導入導入導入

東京東京東京東京ガスガスガスガス湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年２２２２月月月月６６６６日日日日

東京東京東京東京ガスガスガスガス株式会社株式会社株式会社株式会社 横浜支店横浜支店横浜支店横浜支店



本日本日本日本日のごのごのごのご説明内容説明内容説明内容説明内容

１１１１．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル概要概要概要概要

２２２２．．．．ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的社会的社会的社会的

背景背景背景背景

３３３３．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの概要概要概要概要

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの特長特長特長特長

５５５５．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの効果効果効果効果

６６６６．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの実績実績実績実績



ＪＲＪＲＪＲＪＲ 藤沢駅藤沢駅藤沢駅藤沢駅 徒歩徒歩徒歩徒歩12121212分分分分

１１１１．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル場所場所場所場所
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１１１１．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル概要概要概要概要

建物写真建物写真建物写真建物写真（（（（本館本館本館本館））））
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１１１１．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル概要概要概要概要

所在地所在地所在地所在地 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県藤沢市片瀬藤沢市片瀬藤沢市片瀬藤沢市片瀬92

構造構造構造構造 鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造造造造、、、、鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積 ３３３３，，，，９３０９３０９３０９３０㎡㎡㎡㎡

延床面積延床面積延床面積延床面積

３３３３,０３６０３６０３６０３６㎡㎡㎡㎡（（（（本館本館本館本館））））

１１１１,５２０５２０５２０５２０㎡㎡㎡㎡（（（（新新新新館館館館））））

階数階数階数階数

本館本館本館本館：：：：地上地上地上地上４４４４階階階階 塔屋塔屋塔屋塔屋１１１１階階階階

新館新館新館新館：：：：地上地上地上地上２２２２階階階階

建物用途建物用途建物用途建物用途 事務所事務所事務所事務所、、、、ショールームショールームショールームショールーム

竣工竣工竣工竣工・・・・改修改修改修改修

履歴履歴履歴履歴

本館本館本館本館：：：：１１１１９７２９７２９７２９７２年年年年１１１１月月月月

新館新館新館新館：：：：１９８５１９８５１９８５１９８５年年年年６６６６月月月月

建物概要建物概要建物概要建物概要



6

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱へのへのへのへの着眼着眼着眼着眼

２２２２．．．．ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景

省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、COCOCOCO
2222

排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減

機器機器機器機器のののの高効率化開発高効率化開発高効率化開発高効率化開発・・・・提供提供提供提供をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進

再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの利用利用利用利用

国家目標国家目標国家目標国家目標：：：：温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス25％％％％削減削減削減削減のののの達成達成達成達成

さらなるさらなるさらなるさらなる、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、CO2排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減のののの追及追及追及追及

太陽太陽太陽太陽エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの利用利用利用利用

中中中中でもでもでもでも利用可能利用可能利用可能利用可能なななな資源量資源量資源量資源量のののの多多多多いいいい

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱のののの利用利用利用利用

①①①①実用品実用品実用品実用品のののの年間効率年間効率年間効率年間効率

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電10～～～～15％％％％、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱30～～～～50％％％％

②②②②世界世界世界世界でのでのでのでの普及率普及率普及率普及率

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱はははは太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの10倍倍倍倍

③③③③太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱ははははガスガスガスガス事業事業事業事業でででで培培培培ってきたってきたってきたってきた熱利用熱利用熱利用熱利用

技術技術技術技術ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがががが活活活活かせるかせるかせるかせる

設備容量

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱

太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池

エネルギー生産量

出展：Solar Heat Worldwide (IEA)
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２２２２．．．．ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景

３０３０３０３０％％％％がががが

空調用途空調用途空調用途空調用途

業務用業務用業務用業務用エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、空調分野空調分野空調分野空調分野のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合がががが大大大大きいきいきいきい。。。。

出典：ｴﾈﾙｷﾞｰ白書2009

業務用空調分野業務用空調分野業務用空調分野業務用空調分野へのへのへのへの着眼着眼着眼着眼
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太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの資質資質資質資質

� 太陽太陽太陽太陽エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは、、、、他他他他のののの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーとととと

比較比較比較比較してしてしてして、、、、世界世界世界世界でのでのでのでの設備容量設備容量設備容量設備容量がががが最大最大最大最大でででで、、、、技術的資源量技術的資源量技術的資源量技術的資源量

もももも非常非常非常非常にににに多多多多いといわれていますいといわれていますいといわれていますいといわれています。。。。

� 効率論効率論効率論効率論においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは年間平年間平年間平年間平

均均均均30303030～～～～50505050％、％、％、％、ピークピークピークピーク時時時時でででで60606060％％％％超超超超がががが期待期待期待期待できるためできるためできるためできるため、、、、

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電とととと比較比較比較比較してしてしてして高効率高効率高効率高効率でありでありでありであり、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの

有効利用有効利用有効利用有効利用のののの観点観点観点観点からからからから有利有利有利有利といえますといえますといえますといえます。。。。

業務用一般空調市場業務用一般空調市場業務用一般空調市場業務用一般空調市場へのへのへのへの吸収式吸収式吸収式吸収式をををを活用活用活用活用したしたしたしたソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの普及普及普及普及をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、2009200920092009年度年度年度年度

にににに東京東京東京東京ガスガスガスガス中原中原中原中原ビルビルビルビルでそのでそのでそのでその第第第第１１１１号号号号システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築・・・・実証実証実証実証

太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

� 業務用業務用業務用業務用のののの最終最終最終最終エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費量消費量消費量消費量のののの約約約約3333分分分分のののの1111がががが

空調起因空調起因空調起因空調起因であるといわれていることからであるといわれていることからであるといわれていることからであるといわれていることから、、、、このこのこのこの分野分野分野分野

のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、COCOCOCO
2222

排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減はははは社会的命題社会的命題社会的命題社会的命題とととと

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。

� これまでこれまでこれまでこれまで醸成醸成醸成醸成してきたしてきたしてきたしてきた業務用業務用業務用業務用のののの一般空調市場一般空調市場一般空調市場一般空調市場でででで、、、、

太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用によりによりによりにより省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、COCOCOCO
2222

排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減をををを

進進進進めていくことでめていくことでめていくことでめていくことで社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献していくことはしていくことはしていくことはしていくことは重要重要重要重要ですですですです。。。。

業務用空調分野業務用空調分野業務用空調分野業務用空調分野のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

吸収式吸収式吸収式吸収式のののの強強強強みみみみ

� 熱熱熱熱をををを利用利用利用利用してしてしてして冷熱冷熱冷熱冷熱をををを得得得得ることができるのはることができるのはることができるのはることができるのは、、、、熱駆動型熱駆動型熱駆動型熱駆動型のののの吸収式吸収式吸収式吸収式だけですのでだけですのでだけですのでだけですので、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに培培培培っっっっ

たたたたノウハウノウハウノウハウノウハウをををを活用活用活用活用することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

� 近年近年近年近年、、、、機器機器機器機器のののの効率効率効率効率がががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに向上向上向上向上してきておりしてきておりしてきておりしてきており、、、、現在現在現在現在のののの高効率高効率高効率高効率タイプタイプタイプタイプはははは、、、、従来従来従来従来のののの一般機一般機一般機一般機とととと比比比比

べてべてべてべて35353535％％％％効率向上効率向上効率向上効率向上がががが達成達成達成達成されていますされていますされていますされています。。。。

２２２２．．．．ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景

湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビルにてにてにてにて空調空調空調空調とととと給湯給湯給湯給湯をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせたシステムシステムシステムシステムのののの実証実証実証実証をををを開始開始開始開始



太陽熱温水

暖房熱交換器

ソーラー吸収冷温水機

冷温水

� 冷房⇒ソーラー吸収冷温水機により冷熱に変換

� 暖房⇒暖房熱交換器により温熱に利用

太陽熱集熱器

建物空調負荷

３３３３．．．．ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの基本基本基本基本コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト
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（（（（２２２２））））ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機

・太陽熱を優先利用し不足する場合はガスで

バックアップ

・冷房能力352(kW)

・太陽熱ピーク時の冷房COP=1.98（JIS基準）

（（（（１１１１））））高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器

・高い集熱効率の真空管式（50～60％）

・集熱面積205(m
2

) ピーク時集熱量107(kW)

※効率、面積は総面積基準

（（（（３３３３））））蓄熱蓄熱蓄熱蓄熱タンクタンクタンクタンク

・空調負荷が少ない中間期に給湯利用

３３３３．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム概要概要概要概要

全体概要全体概要全体概要全体概要



システムフローシステムフローシステムフローシステムフロー

ソーラーソーラーソーラーソーラー

吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機

３３３３．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム概要概要概要概要

暖房熱交換器暖房熱交換器暖房熱交換器暖房熱交換器

蓄熱蓄熱蓄熱蓄熱タンクタンクタンクタンク

ラジエータラジエータラジエータラジエータ

ソーラーソーラーソーラーソーラー

温水温水温水温水ポンプポンプポンプポンプ

集熱器集熱器集熱器集熱器６０６０６０６０枚枚枚枚をををを本館屋上本館屋上本館屋上本館屋上にににに設置設置設置設置しししし、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱をををを冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房およびおよびおよびおよび給湯予熱給湯予熱給湯予熱給湯予熱にににに利用利用利用利用していますしていますしていますしています。。。。
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高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器

＊1 2010年3月 当社調べ。

＊2 日射量に対する集熱量の割合。日射量1.0kW/m2において、取出し温度と周囲温度の差が40℃条件での数値(集熱効率52%)。総面積基準の数値。

＊3 本数値はJISで使用される総面積基準の値。本数値を開口面積基準で示すと180m2。

� 冷房利用冷房利用冷房利用冷房利用にににに必要必要必要必要なななな80808080℃℃℃℃程度程度程度程度のののの温温温温

水水水水をををを高高高高いいいい集熱効率集熱効率集熱効率集熱効率でででで取取取取りりりり出出出出すすすす真空管真空管真空管真空管

式太陽熱集熱器式太陽熱集熱器式太陽熱集熱器式太陽熱集熱器のののの中中中中でででで、、、、集熱効率集熱効率集熱効率集熱効率がががが

世界最高水準世界最高水準世界最高水準世界最高水準
****1111

であるであるであるである50505050----60606060％％％％
****2222

クラクラクラクラ

ススススのののの性能性能性能性能をををを有有有有するするするする太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器をををを採採採採

用用用用していますしていますしていますしています。。。。

� 湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビルにおけるにおけるにおけるにおける合計合計合計合計のののの集熱面集熱面集熱面集熱面

積積積積はははは約約約約205m205m205m205m
2222 *3*3*3*3

でありでありでありであり、、、、ピークピークピークピーク時時時時のののの集集集集

熱量熱量熱量熱量はははは約約約約107107107107kWkWkWkWがががが見込見込見込見込まれますまれますまれますまれます。。。。

�太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器でででで集集集集められためられためられためられた熱熱熱熱はははは、、、、

冷房時冷房時冷房時冷房時ははははソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機にににに

よってよってよってよって冷熱冷熱冷熱冷熱にににに変換変換変換変換されされされされ、、、、暖房時暖房時暖房時暖房時はははは暖暖暖暖

房用熱交換器房用熱交換器房用熱交換器房用熱交換器によりによりによりにより温熱温熱温熱温熱にににに変換変換変換変換されされされされ

ますますますます。。。。

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビルでのでのでのでの設置状況設置状況設置状況設置状況
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�2222重重重重ガラスガラスガラスガラスによりによりによりにより層内層内層内層内をををを真空真空真空真空にしたにしたにしたにした真空管真空管真空管真空管とととと

反射板反射板反射板反射板によりによりによりにより効率良効率良効率良効率良くくくく集熱集熱集熱集熱

�集集集集めためためためた熱熱熱熱をををを真空管真空管真空管真空管のののの内部内部内部内部のののの集熱管集熱管集熱管集熱管にににに

効率良効率良効率良効率良くくくく伝達伝達伝達伝達

�集熱効率集熱効率集熱効率集熱効率はははは最高水準最高水準最高水準最高水準のののの60606060%%%%

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器高効率太陽熱集熱器
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� ガスガスガスガス吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機のののの駆動熱源駆動熱源駆動熱源駆動熱源のののの補助補助補助補助であるであるであるである太陽熱温水太陽熱温水太陽熱温水太陽熱温水によりによりによりにより冷熱冷熱冷熱冷熱をををを発生発生発生発生させるさせるさせるさせる

ことによりことによりことによりことにより、、、、ガスガスガスガス消費量消費量消費量消費量をををを削減削減削減削減しますしますしますします。。。。太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱のののの利用利用利用利用をををを優先優先優先優先してしてしてして運転運転運転運転するためするためするためするため、、、、最大最大最大最大

限限限限のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーととととCOCOCOCO
2222

排出量排出量排出量排出量をををを削減削減削減削減することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

� このこのこのこの機器機器機器機器はははは、、、、コージェネレーションシステムコージェネレーションシステムコージェネレーションシステムコージェネレーションシステムのののの排熱利用機器排熱利用機器排熱利用機器排熱利用機器としてとしてとしてとして開発開発開発開発されたされたされたされたガスガスガスガス

吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機であるであるであるである「「「「超省超省超省超省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー型型型型ジェネリンクジェネリンクジェネリンクジェネリンク」」」」ををををベースベースベースベースにににに、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱のののの利用利用利用利用をををを

最大化最大化最大化最大化するようするようするようするよう専用設計専用設計専用設計専用設計しししし、、、、2010201020102010年年年年にににに商品化商品化商品化商品化
※※※※

したものですしたものですしたものですしたものです。。。。

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機

屋外仕様（湘南ビル）

※ 東京ガス（株）、大阪ガス（株）、東邦ガス（株）の都市ガス三社と川重冷熱工業（株）、三洋電機（株）、日立アプライアンス（株）それぞれとの共同開発

屋内仕様
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種類種類種類種類 ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機

冷房能力冷房能力冷房能力冷房能力 ３５２３５２３５２３５２kWkWkWkW （（（（１１１１００００００００RTRTRTRT））））

定格冷房定格冷房定格冷房定格冷房COPCOPCOPCOP（（（（太陽熱無太陽熱無太陽熱無太陽熱無ガスガスガスガスだきだきだきだき単独時単独時単独時単独時）））） １１１１．．．．４３４３４３４３（（（（JISJISJISJIS基準基準基準基準））））、、、、１１１１．．．．３３３３００００（（（（HHVHHVHHVHHV基準基準基準基準）、）、）、）、

定格冷房定格冷房定格冷房定格冷房COPCOPCOPCOP（（（（太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱ピークピークピークピーク集熱時集熱時集熱時集熱時※※※※１１１１）））） １１１１．．．．９８９８９８９８（（（（JISJISJISJIS基準基準基準基準））））、、、、１１１１．．．．８１８１８１８１（（（（HHVHHVHHVHHV基準基準基準基準）、）、）、）、

定格冷水温度定格冷水温度定格冷水温度定格冷水温度 １１１１２２２２ ⇒⇒⇒⇒ ７７７７℃℃℃℃

定格冷却水入口温度定格冷却水入口温度定格冷却水入口温度定格冷却水入口温度 ３３３３１１１１℃℃℃℃

台数台数台数台数 １１１１台台台台

メーカメーカメーカメーカ 川重冷熱工業川重冷熱工業川重冷熱工業川重冷熱工業株式会社株式会社株式会社株式会社

主主主主なななな機能機能機能機能

空調能力空調能力空調能力空調能力をををを安定確保安定確保安定確保安定確保するするするする機能機能機能機能

太陽熱優先利用機能太陽熱優先利用機能太陽熱優先利用機能太陽熱優先利用機能

太陽熱集熱器側太陽熱集熱器側太陽熱集熱器側太陽熱集熱器側とのとのとのとの連動機能連動機能連動機能連動機能

※１ 太陽熱集熱器でのピーク集熱量１２３kWの場合

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機
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雨天雨天雨天雨天

ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機

246246246246kWkWkWkW
ガスガスガスガス

冷熱冷熱冷熱冷熱352352352352kWkWkWkW

冷房冷房冷房冷房COPCOPCOPCOP＝＝＝＝352352352352／／／／246246246246＝＝＝＝1.431.431.431.43 （（（（JISJISJISJIS基準基準基準基準）））） = 1.30= 1.30= 1.30= 1.30 （（（（HHVHHVHHVHHV基準基準基準基準））））

ガスガスガスガス

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱

186kW186kW186kW186kW

107kW107kW107kW107kW

86kW86kW86kW86kW

266kW266kW266kW266kW

352kW352kW352kW352kW

冷熱冷熱冷熱冷熱

冷房冷房冷房冷房COPCOPCOPCOP＝＝＝＝352352352352／／／／186186186186＝＝＝＝1.891.891.891.89 （（（（JISJISJISJIS基準基準基準基準）））） = 1.72= 1.72= 1.72= 1.72 （（（（HHVHHVHHVHHV基準基準基準基準））））

晴天晴天晴天晴天

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

エネルギーフローエネルギーフローエネルギーフローエネルギーフロー

ソーラーソーラーソーラーソーラー吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機
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オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル最適制御盤最適制御盤最適制御盤最適制御盤

� 太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器太陽熱集熱器にににに温水温水温水温水をををを送送送送るるるる集熱集熱集熱集熱ポンプポンプポンプポンプ、、、、太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱

利用利用利用利用ガスガスガスガス吸収式吸収式吸収式吸収式ガスガスガスガス吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機吸収冷温水機やややや暖房熱交換器暖房熱交換器暖房熱交換器暖房熱交換器

へのへのへのへの循環循環循環循環ポンプポンプポンプポンプをををを制御制御制御制御しますしますしますします。。。。

� ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの各所各所各所各所にににに設置設置設置設置しているしているしているしている

計測器計測器計測器計測器からからからから信号信号信号信号をををを入力入力入力入力しししし、、、、運転状態運転状態運転状態運転状態をををを把握把握把握把握しますしますしますします。。。。

� ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム全体全体全体全体のののの運転状況運転状況運転状況運転状況をををを監監監監

視視視視しながらしながらしながらしながら安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。

� 太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱をををを効率効率効率効率よくよくよくよく空調空調空調空調にににに活用活用活用活用するためのするためのするためのするための各種制御各種制御各種制御各種制御

をををを実現実現実現実現しますしますしますします。。。。

４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱とととと空調負荷空調負荷空調負荷空調負荷をををを統合統合統合統合するするするするオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル最適制御最適制御最適制御最適制御
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４４４４．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム特長特長特長特長

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱とととと給湯給湯給湯給湯とのとのとのとの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ

蓄熱タンク外観

� 冷暖房空調負荷冷暖房空調負荷冷暖房空調負荷冷暖房空調負荷がががが少少少少ないないないない中間期中間期中間期中間期

（（（（４４４４月月月月、、、、５５５５月月月月、、、、１０１０１０１０月月月月、、、、１１１１１１１１月月月月））））にににに蓄熱蓄熱蓄熱蓄熱タンクタンクタンクタンクへへへへ

太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱をををを集集集集めめめめ、、、、給湯給湯給湯給湯のののの予熱予熱予熱予熱にににに利用利用利用利用しますしますしますします。。。。
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＜＜＜＜評価条件評価条件評価条件評価条件＞＞＞＞

① 冷房／暖房負荷

湘南ビル2009年度実測負荷より全負荷相当時間を算出

② ソーラーパネル集熱条件

日射条件：気象庁データ（2005年度 東京）

集熱効率：集熱器の仕様値

③ 太陽熱温水熱変換効率

冷房：0.8 暖房：1.0

④ 試算範囲

吸収式、冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔ファン

太陽熱温水循環ポンプ

⑤ 蓄熱タンクによる給湯予熱効果は除いた条件での試算

～～～～年間年間年間年間でのでのでのでの試算結果試算結果試算結果試算結果～～～～

比較対象である標準型ガス吸収冷温水機を用いた一般

空調システムに対し、入れ替え後のソーラークーリングシ

ステムによる効果は・・・

一次一次一次一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費量消費量消費量消費量 ２２２２４４４４％％％％削減削減削減削減

ＣＯＣＯＣＯＣＯ
２２２２

排出量排出量排出量排出量 ２２２２２２２２％％％％削減削減削減削減

２４％削減

２２％削減

５５５５．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム効果効果効果効果

太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用とととと高効率高効率高効率高効率タイプタイプタイプタイプへのへのへのへの吸収式熱源更新吸収式熱源更新吸収式熱源更新吸収式熱源更新をををを組合組合組合組合せるこせるこせるこせるこ

とによりとによりとによりとにより、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー性性性性、、、、環境性環境性環境性環境性がががが大大大大きくきくきくきく向上向上向上向上しますしますしますします。。。。

期待期待期待期待されるされるされるされる効果試算効果試算効果試算効果試算



20

期待期待期待期待されるされるされるされる効果試算効果試算効果試算効果試算

湘南ビル ソーラークーリングシステム 比較対象（太陽熱なし従来システム）

ソーラー吸収冷温水機 352kW
冷房COP1.43（JIS基準）

標準型ガス吸収冷温水機352kW
冷房COP1.1（JIS基準）

冷温水 冷温水

太陽熱温水

真空管式太陽熱集熱器

総面積205m2
暖房熱

交換器

建物空調負荷

５５５５．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム効果効果効果効果

湘南ビルに導入するソーラークーリングシステムによる省エネルギー性・CO2削減量を試算しました。



＜＜＜＜評価条件評価条件評価条件評価条件＞＞＞＞

① 評価期間

２０１１年７月１日～８月３１日

② 運転モード

冷房運転

③ 試算範囲

・吸収式、冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔ファン

太陽熱温水循環ポンプによる消費電力量分を含む

（ただし、電力は計測していないため計算値）。

・給湯予熱熱量分は含まず。

④その他

・１年通期では上記削減率を下回る可能性があります。

～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年７７７７・・・・８８８８月月月月のののの実績実績実績実績～～～～

比較対象である標準型ガス吸収冷温水機を用いた一般

空調システムに対し、入れ替え後のソーラークーリングシ

ステムによる効果は・・・

一次一次一次一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費量消費量消費量消費量 ２２２２７７７７．．．．７７７７ ％％％％削減削減削減削減

ＣＯＣＯＣＯＣＯ
２２２２

排出量排出量排出量排出量 ２４２４２４２４．．．．９９９９ ％％％％削減削減削減削減

６６６６．．．．湘南湘南湘南湘南ビルビルビルビル・・・・ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステム実績実績実績実績

太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用太陽熱利用とととと高効率高効率高効率高効率タイプタイプタイプタイプへのへのへのへの吸収式熱源更新吸収式熱源更新吸収式熱源更新吸収式熱源更新をををを組合組合組合組合せるせるせるせる

ことによことによことによことによるるるる夏場夏場夏場夏場のののの省省省省エネエネエネエネ・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ
２２２２

削減効果削減効果削減効果削減効果がががが確認確認確認確認されましたされましたされましたされました。。。。

実運転実運転実運転実運転でのでのでのでの効果効果効果効果実績実績実績実績
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22ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

空調空調空調空調とととと給湯給湯給湯給湯をををを組合組合組合組合せたせたせたせた

ソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムソーラークーリングシステムのののの導入導入導入導入


