氷蓄熱式空調

氷蓄熱システムとは
水から氷へ状態変化する時に必要な熱エネルギーを「潜熱」といいます。水の潜
熱エネルギーは79kcal/kgです。
一般的空調システムの冷水還り温度は15℃であり、「15℃の水から0℃の氷になる
までに蓄えられるエネルギーは94 kcal/kg」です。
氷蓄熱システムとは「非空調時間帯（ピーク以外の時間帯）を利用し、冷凍機に
より氷を作り、ためておき、昼間のピークの空調時間帯においては夜間貯めてお
いた氷を溶かしながら、冷凍機を運転することで、ピークの使用電力を低減させ
る」。

氷蓄熱システムの特徴
˙ピーク運転時の最大電力量の低減
夜間或いは非空調時において冷凍機を運転し、氷を蓄え、昼間
電力使用を抑え、一日の電力使用を平均化させることができ
る。

˙電力費の節約
夜11時～朝7時までは電気料金60％程度割引なので、夜間冷凍
機の運転は安価で行えます。
˙冷凍機容量の低減
一般的空調において冷凍機の設定はピーク時の負荷によって選
定される。また、この負荷は年間を通して60日程度しか必要と
されていない。さらに春期、秋期においてはこの容量の50％程
度しか必要とされていない。
このことから大型の冷凍機を使用することは年間を通して無駄
と考えられる。氷蓄熱空調システムにおいては冷凍機の運転時
間を延長させることで、冷凍機の容量を大幅に低減できる。
例）空調時間が朝8：00～17：00（9時間）で1時間当たりの負
荷が200RTの建物の時、一日の空調負荷が200RT×9h=1800RT/hと
なる。
冷凍機の一日運転時間を15時間としたならば、冷凍機の能力
は120RT（1800RT/h÷15h）程度まで低減することができる。し
かし、実際は氷蓄熱の効率があるため、冷凍機能力は150RT程
度まで低減することができる。今までの空調方式であれば、
200RTの冷凍機が必要でした。



一般的空調
全負荷蓄熱
部分負荷蓄熱

電力必要量

˙電気の基本料金及び敷設費の軽減
例えば、ある工場において生産設備使用電力が100KW、空調用
最大使用電力が100kwとすると、電気基本料金は100KW+100KW
＝200KWと必要になるが、工場の設備停止後、冷凍機を運転す
ることで、昼間100kw、夜100kwとなり、契約電気基本料金は
100kwで抑えることができる。

電力必要量分布曲線図 Power load profile

Kw

時間(HOURS)
100ton空調系統で分析基準値を表す

˙冷凍機の高効率運転
氷を蓄える間、冷凍機は絶えず100％能力で運転しているた
め、高効率の運転を保ち続ける。低回転数運転での効率ロス
が避けられる。（一般的空調の運転では回転数が50％下がっ
ても電力の消耗は25％程度しか下がらない）
˙拡張機能
概存の熱源設備を変えないで冷凍機の運転時間を延長するだ
けで、空調能力を向上させることができる。使用方法によっ
てさまざまな対応が可能。
˙低温冷水の供給
氷蓄熱システムは低温冷水を供給できるため、冷蔵、除湿、
プロセス冷却にも使用できる。又、低温のため、水量や風量
を低減でき、電気動力や設備投資を最小に抑えることができ
る。（例：送風機の能力を35％低減、ポンプの能力を25％低
減できる。）
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ピーク時の空調電力の低減・電気料金の節約
奇立PESが国際的基準で製品を製造する
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全凍結式アイスタンクの重点項目
性能技術
˙全熱量、潜熱量及び顕熱量の計算
˙氷解速度曲線図、蓄熱氷結温度曲線図
˙アイスタンクが多数接続されている時の
圧力損失と流量のバランスシート

構造的利点
˙材質の耐食性に優れている
˙保温材の防塩性、防湿性、無結露効果
˙タンクの高断熱性
˙タンク設置場所の多用性
（屋外或いは二重スラブ空間設置可能）

其の他
˙メンテナンススペース
˙保守期限
˙省エネルギー分析及び技術データの供給
˙低価額による競争力
˙氷蓄熱付属品の供給
˙実積



一般空調システム

クーリングタワー
Cooling Tower

クーリングタワー
Cooling Tower

一般的空調システム：

冷却水ポンプ
Cooling Water Pump
30℃

35℃

凝縮器

空調使用時間帯に冷水チラーと全ての付属設備が運
冷却水ポンプ
転する。空調使用ピーク時は電気料金の一番高い時
Cooling Water Pump
間帯である。
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氷蓄熱空調システム

クーリングタワー
Cooling Tower

クーリングタワー
Cooling Tower
冷却水ポンプ
Cooling Water Pump
30℃

35℃

凝縮器
Condenser

冷却水ポンプ
Cooling Water Pump

ブラインチラーユニット
Brine Chiller Units

蓄氷ブラインポンプ
Ice Storage Brine Pump

氷蓄熱空調システム:
-2℃

30℃

ブライン クーラー
Brine Cooler

35℃

凝縮器
Condenser

-5℃

ブラインチラーユニット
Brine Chiller Units

電気料金の一番安い夜間運転でブラインチラーと蓄
氷用ブラインポンプを起動し、氷を貯めておく（青
線フロー）ことによって、空調使用をピークシフト
して電気料金を節約する。昼間空調使用時に融氷用
アイスタンク
PM:10:30
Ice Storage Tank
ブラインポンプ（赤線フロー）を運転すれば、空調
に使用できる。もし、融氷ポンプが非常用発電機に
接続されていれば、停電時にも冷水を供給できる。

-2℃

蓄氷ブラインポンプ
Ice Storage Brine Pump
-5℃

ブライン クーラー
Brine Cooler

アイスタンク
Ice Storage Tank

PM:10:30
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融氷ブラインポンプ
Ice-Melting Brine Pump
0～5℃
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5～10℃
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融氷ブラインポンプ
Ice-Melting Brine Pump

7℃
0～5℃
プレート式熱交換器
Plate Heat Exchanger

融氷冷水ポンプ
Ice-Melting Ice Water Pump

5～10℃

12℃

7℃
プレート式熱交換器
Plate Heat Exchanger

融氷冷水ポンプ
Ice-Melting Ice Water Pump
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氷蓄熱空調システムの使用事例
１.体育館、宗教団体のロビー

３.化学工場

＊空調負荷特徴:
非通常使用、短時間内で熱負荷を集め、主に人員と照明負
荷。外気負荷からの影響程度は比較的小さい。

＊空調負荷特徴:
通常24時間運転するシステムである。特に化学反応が発生し
た時に熱負荷が瞬時に増加する。それ以外の時間ではピーク
時の20％程度の冷房能力で良い。

＊事例分析:
ピーク負荷:620-RT/Hr
1日活動8-Hr空調負荷4300RT-Hr
2日間活動12-Hr空調負荷:6500 RT-Hr
1日連続活動4-Hr空調負荷:2300 RT-Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:620RT
冷凍機と付属設備使用電量:750KW
[全負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:120RT(19.35%)
アイスタンク容量:4300 RT-Hr
ブラインチラーと付属設備使用電量:160KW(21.3%）
＊運転過程:
1、120-RTブラインチラーは毎日9Hrでピークカット運転し
864RT-Hrの冷房能力を蓄える。5日間蓄える量は4320RTHr。すなわち、1日8 RT-Hrの空調負荷に対応できる。
2、120-RTのブラインチラーは20Hr運転して氷を貯めてお
き、1920RT-Hrの冷房能力を蓄える。また空調使用時に
4Hr追い掛け運転して480RT-Hrの冷房能力を提供する。そ
うすると、合計1920+480=2400 RT-Hrが提供でき、1日連
続活動4-Hrの空調負荷に対応できる。
3、2日間12-Hrの場合は、1項+2項で4320＋2400=6720RT-Hrの
冷房能力を蓄えることが出来る。

２.乳製品工場
＊空調負荷特徴:
生乳を低温殺菌(4℃)するため、毎日1-Hr程度空調を使用
し、一定の短期間においての大冷却負荷要求である。
＊事例分析:
1-Hrの冷却負荷:86-RT/Hr
[一般的空調システム]
ブラインチラー:86RT
ブラインチラーと付属設備使用電量:105KW
[全負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:5RT(5.8%)
アイスタンク容量:86RT-Hr
ブラインチラーと付属設備使用電量:7.5KW(7.1%）
＊運転過程:
5-RTのブラインチラーは毎日22Hr連続運転し86RT-Hrの冷房
能力を蓄える。
そうすると、毎朝1時間1℃の冷水提供ができ生乳を低温殺菌
し冷却を行う。



＊事例分析:
化学反応発生時の冷却負荷:420-RT/Hr
通常時の平均冷却負荷:80RT/Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:420RT
冷凍機と付属設備使用電量:470KW
[部分負荷蓄熱システム]
冷凍機能力:80RT(通常時の冷房能力)
ブラインチラー能力:20 RT
アイスタンク容量:350 RT-Hr
ブラインチラーと付属設備使用電量:127KW(27%）
＊運転過程:
通常時は80RTの冷凍機で運転する。また20RTのブラインチラ
ーは22Hr連続運転し350RT-Hrの冷房能力を蓄える。化学反応
発生時、両方を合わせて350+80=430RT-Hrの冷房能力を提供
する。

４.百貨店、飛行場などの商業空間
＊空調負荷特徴:
特定時間内で通常負荷より30~40％より高い冷房能力を要求
する。百貨店の「ピーク負荷」は休日、キャンペン中、イベ
ントの時に発生される。この時期の冷房能力は平日より30％
も高い。平日負荷は11:00~13:00と17:00~21:00に集中する。
それ以外の時間における負荷は最高設計負荷の50％~60%だけ
である。
＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:3220-RT/Hr
全日冷房能力:30220RT-Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:3200RT
冷凍機と付属設備使用電量:3232KW
[部分負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:1600 RT
アイスタンク容量:11520 RT-Hr
ブラインチラーと付属設備使用電量:2100KW(64.9%）
＊運転過程:
1600-RTのブラインチラーは夜間ピークカット運転を9Hrして
11520RT-Hrの冷房能力を蓄える。昼間の空調使用時間帯にお
いて1600-RTの追い掛け運転で19200RT-Hr(1600Kw×12Hr)の冷
房能力を提供する。二つ合わせると、11520+19200=30720RTHrの冷却負荷を提供し1日必要な負荷要求に対応できる。

５.クリーンルーム電子工場
＊空調負荷特徴:
ハイテック電子工場は普通24時間運転する。安定しているプ
ロセス設備、ライトなどの室内負荷以外にも、プロセス設備
の排気量を補充するためと正圧条件に維持するための負荷が
生じる。そのために入れた[外気風量]、また[外壁熱浸透]に
よる負荷が主な変化要素(季節、朝昼晩、雨)となる。
[非24時間運転のオフィス]においての負荷も[変動性負荷]と
して考慮に入れる。

5760RT-Hrの冷房能力を蓄える。昼間の空調使用時に貯めて
おいた氷を融かしながら[変動性負荷]をまかなう。そうする
と、契約容量(基本電気代)、受電設備が大幅に低減できる。

＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:16000RT-Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:16000RT
冷凍機と付属設備使用電量:14400KW
[部分負荷蓄熱システム]
通常冷凍機能力:13000 RT
ブラインチラー能力:2400 RT
アイスタンク容量:17280 RT-Hr(部分負荷蓄熱)
ピーク運転-空調設備と付属設備使用電力:12300KW(85.4%）
＊運転過程:
2400RTのアイスタンクは非空調使用時間帯において9Hr運転
して17280RT-Hrの冷房能力を蓄える。昼間の空調使用時間帯
において前述の[変動性負荷]はブラインチラーが貯めておい
た氷を融かしながら冷房する。そのため、契約容量(基本電
気料金)、受電設備が大幅に低減できる。

６.病院、電力会社
＊空調負荷特徴:
一般的公共運営では24時間運転で安定した室内負荷である。
そして、[外壁熱浸透]負荷(季節、朝昼晩、雨)は主な変化要
素となる。また[非24時間運転エリア]、例えば:病院と電力
会社の受付、オフィス、電力調整センターなど、[変動性負
荷]として考えても良い。
＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:2400RT/Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:2400RT
冷凍機と付属設備使用電量:2900KW
[部分負荷蓄熱システム]
通常冷凍機能力:1800 RT
ブラインチラー能力:800 RT
アイスタンク容量:5760 RT-Hr(部分負荷蓄熱)
ピーク運転-空調設備と付属設備使用電力:2130KW(85.4%)
＊運転過程:
800RTのブラインチラーは非空調使用時間帯に9Hr運転して

７.ハイテク工業区の超高圧電線地下トレンチの冷却
＊空調負荷特徴:
夜間電流負荷が下がり、電線自体の発熱量が少なくなる。ま
た、夜間の外気温度は昼間より低いため、夜間外気を入れ
ながら、地下トレンチに収められる電線を冷却することが出
来る。昼間になると、電流負荷と外気温度が高いため、空調
機の追い掛け運転で地下トレンチ内の電線を冷却する。従っ
て、空調負荷の大小は外気温度と気候に影響されている。
＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:1000RT-Hr
07:30~22:30冷房能力:11250RT-Hr
22:30~07:30外気による冷房能力
[一般的空調システム]
冷凍機能力:1000RT
冷凍機と付属設備使用電量:1200KW
[部分負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:600 RT
アイスタンク容量:4320 RT-Hr(部分負荷蓄熱)
ピーク運転-空調設備と付属設備使用電力:720KW(60%）
ピークカット運転-空調設備と付属設備使用電力:600KW
＊運転過程:
600RTのブラインチラーは非空調使用時間帯に9Hr運転して
4320RT-Hrの冷房能力を蓄える。昼間の空調使用時に600RT
のブラインチラーが14時間(08:00~22:00)追い掛け運転して
8400RT-Hrの冷房能力を提供する。
また、アイスタンクの蓄冷能力4320 RT-Hrと合わせて
12720RT-Hr(8400+4320)の冷房能力を提供することが出来
る。このように、昼間の負荷をまかない、契約容量(基本電
気料金)、受電設備も大幅に低減できる。
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８.博物館
＊空調負荷特徴:
24時間運転のシステム。休日とキャンペンの時に平日より
負荷が30~40%増える。そして、閉館時の負荷は最高設計負
荷の40％しかない。また、文物を保存するため、ほどんと
の室内空間はやや低い恒温恒湿条件に維持されている。
＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:1500RT-Hr
平日開館時の通常冷却負荷:1100RT-Hr
平日閉館時の通常冷却負荷:600RT-Hr
ピーク時(08:00~17:00)の冷却負荷:12000 RT-Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:1500RT
冷凍機と付属設備契約電気用量:1875KW
[部分負荷蓄熱システム]
冷凍機能力:600RT(平日のための冷房能力)
ブラインチラー能力:1000RT
アイスタンク容量:6750 RT-Hr
空調設備と付属設備契約電気用量:975KW(52%）
＊運転過程:
600RTの冷凍機は夜間ピークカット運転をして冷房能力を蓄
えておく。また、1000RTブラインチラーは夜間ピークカッ
ト運転を9Hr行って6750RT-Hrの冷房能力を蓄える。休日と
イベントの高負荷時において[冷凍機優先運転モード]にし
て蓄氷容量は負荷量によって追い掛け運転をする。
両方合わせて12150RT-Hrの冷房能力(600RT×9Hr＋6750RTHr)を提供する。負荷の低い時に[氷蓄熱優先運転モード]に
してアイスタンクは毎時平均750RTの冷房能力をまかなうこ
とができる。つまり、全ての負荷をまかなうために要する
冷房能力を冷凍機が一部分担(50％だけの運転、300RT能力)
する。そうすれば、ピーク時の電気料金が低減できる。

９.事務所・商業ビル
＊空調負荷特徴:
外気負荷の変化は考慮要因とする(季節、朝昼晩、雨の
日)。室内負荷(人員、ライト等)が安定している。年間、最
高設計負荷の日は65日も超えていない。60％以上の空調使
用時間においては最高設計負荷の50％~60%しかない。
＊事例分析:
ピーク時最大冷却負荷:1200RT/Hr
1日の必要冷房能力:9720RT-Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:1200RT
冷凍機と付属設備電力用量:1380KW
[全負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:1350RT



アイスタンク容量:9720RT-Hr(全負荷蓄熱)
ピークカット運転空調設備と付属設備電力容量:1282 KW
ピーク運転空調設備と付属設備電力用量:256KW(18.5%）
＊運転過程:
1350RTのブラインチラーは夜間9時間ピークカット運転で
9720RT-Hrの冷房能力を蓄える。昼間の空調使用時におい
てユニットを運転せず、アイスタンクだけで必要な冷房能
力を提供する。そうすると、ビルの契約容量(基本電気料
金)、 受電設備が大幅に低減できる。

１０.[一般中央冷水空調システム]を[氷蓄熱空調
システム]に替える(学校)
＊空調負荷特徴:
校舎の空調使用時間は5月~10月の間、毎日10:00～21:00。
その他、イベント等で不定時に利用されている体育館や講
堂から生じる負荷もある。外気負荷からの変化は考慮要因
とする(季節、朝昼晩、雨)。室内負荷(人員、ライト等) が
安定している。また、休日、夜間定時学校の負荷変化がよ
り大きい。
＊事例分析:
ピーク時の冷却負荷:1200RT/Hr
通常時の冷却負荷: 800RT/Hr
ピーク時一日中の冷却負荷:8000RT/Hr
[一般的空調システム]
冷凍機能力:1200RT
冷凍機と付属設備電力用量:1440KW
全校舎電力契約容量: 2300KW
[全負荷蓄熱システム]
ブラインチラー能力:1200RT
(冷水チラーをブラインチラーに変える)
アイスタンク容量:8000RT-Hr(全負荷蓄熱)
全校舎電力契約容量:1200KW(52.1%）
＊運転過程:
ブラインチラー(320×2＋80×3＋160×2=1200RT、合わせて7
台)は、9Hr夜間ピークカット運転して8100RT-Hrの冷房能力
を蓄える。
昼間の空調使用時間帯において空調機を運転しないでアイ
スタンクで貯めておいた氷を融かしながら負荷をまかな
う。このように、契約容量(基本電気料金)、 受電設備も大
幅に低減できる。
備考：冷却水ポンプ、冷水ポンプ、クーリングタワー、配
電盤はそのまま使う。アイスタンク、プレート式熱交換
器、ブラインポンプだけを増設する。

取付事例
地下室取付
屋外直接埋設

屋外直接埋設図(A)

屋外、地下室取付図(B)

二 重スラブ空間取付1

二重スラブ空間のタンク取付図(C)

二 重スラブ空 間 取 付 2
屋外直接取付1

屋外直接取付図(E)

二重スラブ空間のタンク取付図(D)

屋外直接取付2

屋外二層棚式スペースの取付図(F)



氷蓄熱式空調

設備規格
槽体

＊ ポリエチレンはタンク本体の主な材質である。特別に開発
した特許金型で一体成形の独特なダブルスキン（DOUBLE
SKIN）タンクを製造した。内側と外側の間にPU発泡保温材を
充填し、優れている防塩性、防湿性及び太陽熱に強い保証の
できる保温材を扱い、室外と二重スラブ空間に設置しても便
利である。
＊ 無漏れ、無コケ、錆なし。紫外線、震動、衝撃、変形、薬
品、腐食に強い永久性商品。

槽蓋

＊ ポリエチレン材で作った一体成形型タイプのダブルスキン
構造の隙間にPU発泡材が充填されている。
＊ 槽体と同じ特性を持っており、人に踏まれてもかまわな
い。観測井がつけてあり、結氷と解氷の状況が観測できる。

熱交換管

＊16mmΦPE曲がり管の測定圧力は10kg/cm.gに達しているが、
曲がりの応力を消すために特殊処理を行ったため、破裂と漏
れの発生しない保証ができる。
＊ 特許三角錯列配置を採用し、三円管夾角に低効率凍結の面
積が一番小さい。それに管路配列の隔離距離が小さく、氷の
厚みが薄く伝熱面積が大きいため、結氷と解氷の効率が高
い。

保温材

＊ ポリウレタン（PU）発泡保温材が扱われており、スタイロ
フォームとPE発泡材より保温断熱効果が優れている。タンク
全体として保温材の厚みが少なくとも50～100mm程度で保温断
熱効果が抜群である。

メンテナンススペース50cm Service Space

ブライン接続管
外側保温保護PE層
保温層
ポリエチレンPEタンク
支持板

熱交換管

ダブルスキンストラクチャー
Double Skin Structure
ベース

全て耐錆・耐腐食材質

Corrosion - Resisting Material



性能規格
全凍結式蓄氷タンク

P-130B

P-170B

P-200B

P-220B

総

熱

130 RT-HR

170 RT-HR

200 RT-HR

220 RT-HR

潜

熱

108 RT-HR

142 RT-HR

170 RT-HR

184 RT-HR

顕

熱

22 RT-HR

28 RT-HR

30 RT-HR

36 RT-HR

管

径(mm)

材

質

氷蓄熱容量

16 mm

熱交換器

保温材

高密度ポリエチレン

トップカバー

ＰＵ発泡剤75ｍｍ厚さ

本

体

ＰＵ発泡剤75ｍｍ厚さ

ベース

ＰＵ発泡剤75ｍｍ厚さ

トップカバー材質
ダブルスキン
ストラクチャー

エチレングリコール

高密度ポリエチレン

槽外側保温保護板材質

高密度ポリエチレン（SUS304ステンレス）

ベース材質

高密度ポリエチレン（SUS304ステンレス）

本体ケーシング

高密度ポリエチレン（SUS304ステンレス）

添加量(kg)

338

454

518

570

循環量(lpm)

220

290

330

365

重量パーセンテージ

25%~27%

直径(mm)

2450

2450

2330

2450

高さ(mm)

1700

2300

2560

2700

外形寸法

ブライン接続管管径(mm)

50A(2"B)x10Kフランジ

65A(2"B)x10Kフランジ

搬送重量(kg)

530

720

800

900

運転重量(kg)

5964

8228

9010

9835

＊収益性分析等についてのお問い合わせはお気軽に電話いただきますようお願いいたします。

10

