
上記のような業種で導入された事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
大規模商業施設における2次側大温度差低温送風式による氷蓄熱システムの導入 http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1907-2.pdf

上記のような業種で導入された事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
病院の空調リニューアルに氷蓄熱システムの導入 http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1907-3.pdf

上記のような業種で導入された事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
菓子製造工場の冷却工程に既設蓄熱槽を有効活用した蓄熱システムの導入 http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1611-4.pdf

上記のような海水を熱源とした事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
水族館への海水を熱源とした氷蓄熱システム導入 http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1611-8.pdf

上記のような業種で導入された事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
食品工場への氷蓄熱システムの導入 http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1811-2.pdf

上記のような業種で導入された事例が、こちらのサイトでご覧いただけます。
苗の発芽・活着システムと出荷調整貯蔵システム http://www.denki.or.jp/committee/energysaving/pdf/1607-8.pdf

1 複合商用施設の空調熱源機更新に複合商用施設の空調熱源機更新に
高効率電気式効率電気式ヒートポンプチラーの導入ヒートポンプチラーの導入
複合商用施設の空調熱源機更新に
高効率電気式ヒートポンプチラーの導入

2 病院の給湯器および厨房機器の更新に病院の給湯器および厨房機器の更新に
オール電化機器の導入オール電化機器の導入
病院の給湯器および厨房機器の更新に
オール電化機器の導入

7 食品加工工場への食品加工工場への
水熱源および空気熱源エコキュートの導入水熱源および空気熱源エコキュートの導入
食品加工工場への
水熱源および空気熱源エコキュートの導入

8 橋梁への橋梁への海水を海水を熱源と熱源としたした電気式電気式ヒートポンプヒートポンプ
によるによるロードヒーティングシステムの導入ロードヒーティングシステムの導入
橋梁への海水を熱源とした電気式ヒートポンプ
によるロードヒーティングシステムの導入

5 食品工場における新パスタ食品工場における新パスタ加工加工法を実現した法を実現した
IHとHと電気式電気式ヒートポンプの導入ヒートポンプの導入
食品工場における新パスタ加工法を実現した
IHと電気式ヒートポンプの導入

6 施設園芸ハウ施設園芸ハウス（バラ園（バラ園）におけるにおける
加温設備への加温設備への高効率電気式高効率電気式ヒートポンプの導入ヒートポンプの導入
施設園芸ハウス（バラ園）における
加温設備への高効率電気式ヒートポンプの導入

※これまでのパンフレットの事例はこちらのサイトでご覧いただけます。
http://www.denki.or.jp/committee/energysaving 検索エンジン（Yahoo！、Googleなど）で 電気有効活用事例 検　索 ※これまでのパンフレットの事例はこちらのサイトでご覧いただけます。

http://www.denki.or.jp/committee/energysaving 検索エンジン（Yahoo！、Googleなど）で 電気有効活用事例 検　索※これまでのパンフレットの事例はこちらのサイトでご覧いただけます。
http://www.denki.or.jp/committee/energysaving 検索エンジン（Yahoo！、Googleなど）で 電気有効活用事例 検　索

　この複合商用施設（地上2階、約13,880㎡）では、空調熱源機としてA重油直焚き吸収式冷温水機を使用していましたが、設置
後30年以上経過しているため経年劣化による性能低下が認められたことから、CO₂低減、エネルギー費用低減を目的に高効率な
電気式空冷ヒートポンプチラーに更新しました。

改善効果
●従来の空調熱源システムと比べて
　•年間一次エネルギー使用量
　　60％低減
　•年間エネルギー費用
　　66％低減
　•年間CO₂排出量
　　68％低減※

設備概要（更新後）
●電気式空冷ヒートポンプチラー
　88kW（能力）×16台

※ 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
　 A重油のCO₂排出係数 ： 2.71㎏－CO₂／ℓ

改善効果（設計上試算）
●従来の給湯、厨房システムと比べて
　•年間一次エネルギー使用量3％低減
　•年間エネルギー費用49％低減
　•年間CO₂排出量5％低減※2

　•厨房における作業環境向上および
　　厨房空調負荷軽減

設備概要（更新後）
●電気式空冷ヒートポンプ　56kW（能力）×1台
　　　　　　　　　　　　28kW（能力）×1台
●貯湯槽　7㎥×1基
●IH調理器等電化厨房機器×1式

※1 締結いただけるご契約（メニュー）の詳細につきまし
ては各電力会社にご確認下さい。

※2 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
LPGのCO₂排出係数 ： 3.00㎏－CO₂／㎏

　この病院では、LPGを燃料とするガス給湯器および厨房機器（ガスコンロ等）を使用していましたが、CO₂低減、エネルギー費用低
減を目的にオール電化にリニューアルしました。
　また、給湯システムとして密閉型貯湯槽を新たに設置し、蓄熱調整契約※1による安価な夜間電力を利用してランニングコストの低
減を図るとともに、厨房の電化により作業環境を改善することもできました。

改善効果
●灯油ボイラー式ロードヒーティングと比べて
　•年間エネルギー費用68％低減
　•年間一次エネルギー使用量59％低減
　•年間CO₂排出量65％低減

設備概要
●融雪面積1,606㎡（下り勾配片側2車線）
●海水熱源ヒートポンプユニット
　加熱能力 ： 492kW×1台
　圧縮機 ： 65kW×1台
　海水ポンプ ： 22kW×1台
　不凍液循環ポンプ ： 15kW×1台

※ 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
　 灯油のCO₂排出係数 ： 2.492㎏－CO₂／ℓ

　この海岸線と平行に走る全長1,000mを超える橋梁構造の車道では、冬季のスリップ事故が多発する危険な場所で
したが、安全を確保するためにロードヒーティングシステムを設置することになりました。
　そこで熱源として選択されたのが橋下の海水です。海水は河川水に比べ水温が急激に低下せず、安定した熱源水とし
て利用可能であることに着目し、これを効率よく活用するために電気式ヒートポンプ融雪システムを導入したものです。
　海水が直接流れる部位には、耐久面から耐腐食性の材質が採用されており、当システムの稼動は気象条件を路面セ
ンサー類で検知し自動運転で行なわれるため、エネルギーの効率的な運用が図られるとともに、冬季でも安心して運転で
きる道路環境を実現しました。

改善効果
●従来のボイラーシステムと比べて
　•年間一次エネルギー使用量83％低減
　•除湿機能によるカビの抑制
　•夏季の冷房機能による品質の向上

設備概要（更新後）
●電気式ヒートポンプ ： 22.4kW（能力）×3台
　　　　　　　　　  （床置形×2、天井設置形×1）

※ 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
　 A重油のCO₂排出係数 ： 2.71㎏－CO₂／ℓ

　このバラ園では、ハウス（1,100㎡）内の空調用に年間を通じて温熱を必要とするため、従来はA重油焚きボイラーを利用しており
ました。近年の重油価格の高騰により、省エネ・省コスト・省CO₂を達成できる効率的な電気式ヒートポンプシステムを採用することに
なりました。
　この電気式ヒートポンプシステムの導入により、従来のA重油焚きボイラーでは行えなかった細かな温度調節や冷房・除湿も可能とな
り、大幅に作業効率が改善されました。
　また、エネルギーコストならびにCO₂排出削減を同時に達成しただけでなく、温湿度管理に手間がかからなくなったため、繊細で輸入が難
しく、「作りづらいが人気が高い」品種のバラを栽培することが可能となり、他と比較して高品質なバラを出荷することができるようになりました。

　この食品製造会社では、従来のパスタ加工法である多量のお湯で茹でた後、多量の水で冷却するのではなく、乾麺（乾燥パスタ）に
少量の水を加えてパックした後に加熱を行う新たなパスタ加工法を開発しました。
　そこで、新工場の建設にあたりIH加熱機と電気式ヒートポンプ冷却機を導入したところ、精密かつ均一な温度制御によりパスタ本来
のおいしさ・食感を短時間で再現できるパスタを製造できるだけでなく、茹で加工と比較して水の使用量も大幅に削減することができるた
め、エネルギー消費量・CO₂排出量の低減を実現することができました。

   この工場では、米飯ラインへの冷水供給に冷凍機を、茹で槽で多量に使用する温水供給に灯油焚きボイラーを運用し
ていましたが、省エネによるコスト削減と熱源転換によるＣＯ₂削減を目的として、２種類の電気式ヒートポンプシステムを導
入しました。
　その一つは、温水と冷水を同時につくる水熱源エコキュートの導入であり、従来使用していた米飯ラインの冷凍機が不
要となり、電力の省エネを実現することが出来ました。
　一方、温水をつくる空気熱源エコキュートの導入では、ボイラーに使用する燃料の大幅な低減が図られ、貯湯槽から茹
で槽への多量な温水供給の対応が可能となりました。
　また、この空気熱源エコキュートは加工食品を扱う室内空気の吸熱をするため、温度上昇を抑える空調用途の役割も
同時に担っており、食品安全レベルを高める効果に繋がっています。

改善効果
●従来システムと比べて
　•年間エネルギー費用26％低減
　•年間一次エネルギー使用量26％低減
　•年間CO₂排出量53％低減※

　•食品安全レベルの向上

設備概要（更新後）
●給湯、チラー水供給
　•水熱源エコキュート×1台
　　加熱能力 ： 101kW　　冷却能力 ： 76kW
　•空気熱源エコキュート×2台　　加熱能力 ： 78.3kW
　•貯湯槽×1基　　容量 ： 25㎥

※ 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
　 灯油のCO₂排出係数 ： 2.492㎏－CO₂／ℓ
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改善効果
●類似製法と比べて
　•年間一次エネルギー使用量99％低減
　•年間エネルギー費用87％低減
　•年間CO₂排出量約98％低減※

　•作業環境の向上
　•クリーンルームや廃水処理設備が不要

設備概要（更新後）
●IH（加熱機） ： 2.5kW×40台
●電気式ヒートポンプ（冷却機）
　　　　　　 ： 15kW（能力）×2台

※ 電力のCO₂排出係数 ： 0.555㎏－CO₂／kWh
　 都市ガスのCO₂排出係数 ： 2.08㎏－CO₂／㎥

出荷

〈工場〉 〈レストラン・家庭〉

冷凍機×1
冷却能力：75kW
（20℃→15℃）




