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ファンコイルのチューニングポイント〔其の1〕
機械室（1）
１、ファンコイルのあるビル
ファンコイルのあるビルでは空調機だけで空調

それにはファンコイルだけでは十分な暖房がで
きないようにすればよい。空調機の二方弁が開く
ように調整すれば空調機が主でファンコイルが副

をおこなっている部屋と空調機とファンコイルを

となる本来の姿に戻るだろう。

併用している部屋とファンコイルだけで冷暖房を

３、冷温水温度

おこなっている部屋のいずれかが考えられる。

冷房の場合は冷水温度を上げていったらどうな

ファンコイルは各室で自由にON・OFFや風量の

るだろうか。ファンコイルからの給気温度が上が

調整ができる場合が多いため、どうしても過剰な

り、ファンコイルだけでは室内冷房温度を維持する

冷暖房となってしまい、無駄なエネルギーを使う

ことができなくなれば、空調機の二方弁が開いてく

結果となっている。このファンコイルで使われて

るだろう。そしてファンコイルの冷房能力が低下す

いる無駄なエネルギーを減らすだけでも大きな省

るに従い、空調機の二方弁が徐々に開き、最後には

エネ効果が期待できるだろう。

全開となる。二方弁が全開まで開くということは外

２、空調機の二方弁

気を十分に冷やして導入していることになる。

ファンコイルには空調機に流れる冷温水と同じ

暖房の場合ならば温水温度を下げていけばよ

温度の水が、流量制御もなく流れている場合が殆

い。そうすれば冷房と同じように空調機の二方弁

どだろう。このようなファンコイルのある部屋で

が開き、導入した外気を暖めるので、室内給気口

はファンのON・OFF操作と風量切換だけで過冷房

からは必ず室温以上の暖かい空気が出るようにな

も過暖房も自由自在である。

る。これで給気口の真下にいる人が寒いというこ

電動弁による流量制御と温度センサーによる風

ともなくなるだろう。

量調整が行えるファンコイルもあるが、各室が自

このように冷温水温度に余裕を無くし、空調機

由に設定できるようでは、自動制御の無いファン

だけで冷暖房できない時だけファンコイルを運転

コイルと同じことである。

するようにしたい。

この結果、空調機とファンコイルを併用してい

空調機とファンコイルを併用している部屋なら

る部屋ではファンコイルだけで室温の維持ができ

ば、冷暖房ピーク時には空調機と併用しなければ

てしまうため、空調機の二方弁が閉まってしま

室温を維持できない冷温水温度と流量に調整して

い、ファンコイルが主で空調機が副という空調的

おけば、ファンコイルだけで室温を維持できない

には本末転倒なってしまうビルも数多くあるはず

ので、空調機の二方弁が閉まることはない。これ

だ。このように主と副が逆転した場合の弊害は冬

で空調機が主でファンコイルが副となる冷暖房に

になると顕著に現れる。

なるだろう。

ファンコイルの暖房だけで空調設定温度になる

４、ファンコイル運転時間

と、空調機の二方弁が閉まり空調機から導入され

空調機だけで冷暖房ができるのならばファンコ

る外気が加熱されないまま還気と混ざって、室内

イルを運転する必要はないので、夏季は日射の入

給気口から吹き出すことになる。この場合の給気

る時間だけ運転するとか、できるだけ運転時間が

温度は室内温度以下となるために、給気口の真下

短くなるようにしたい。ファンコイルの運転は必

にいる人は冷気を直接浴びて、非常に寒い思いを

要最小限の時間にして、空調機で室温が維持でき

することになる。このためにクレームがきたとい

ない場合だけ運転すればよい。

うビルもあるだろう。
それでは給気口からこのような冷気が出ること

2

を無くすにはどうすればよいだろうか。

運転を各室任せにせず、裏で上手くコントロー
ルするのも、設備員の腕の見せ所だ。
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タഛࢆά⏝ࡋࡓ┬࢚ࢿ㐠㌿᪉ἲࡢᣦᑟ➼ࢆཷࡅࠊ┬࢚ࢿ

ࡿᴗ⪅㸦┬࢚ࢿᑓ㛛ᴗ⪅㸧ࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ

ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

ճ┬࢚ࢿᑓ㛛ᴗ⪅ࡣࠊタࡢ✵ㄪタഛ➼ࢆㄪᰝ

ዎ⣙ᮇ㛫㸦ࠥᖺ㛫⛬ᗘ㸧
ࣅ࣮ࣝ࢜ࢼ࣮

┬࢚ࢿᑓ㛛ᴗ⪅

ࠉࡋࠊ┬࢚ࢿ㐠㌿᪉ἲ➼ࢆタᣦᑟࡋࡓࡾࠊ
ࠉᶵჾࡢྲྀࡾ᭰࠼࣭タ⨨ࢆ⾜࠸ࠊࣅ࣮ࣝ࢜ࢼ࣮
ࠉ༠ຊࡋ࡚┬࢚ࢿࢆᅗࡿࠋ
մ┬࢚ࢿᑓ㛛ᴗ⪅ࡢሗ㓘ࡣࠊᖺᗘᮎග⇕Ỉ

✵ㄪタഛ➼ࡢ⌧≧ㄪᰝ㸦┬࢚ࢿデ᩿㸧

ࠉ㈝ࡢ๐ῶ㢠ࡢ୰ࡽ୍ᐃྜࢆᨭᡶ࠺ฟ᮶㧗
ࠉᡶ࠸ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ┬࢚ࢿࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀ
ࠉࡤᨭᡶ࠸ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ

✵ㄪタഛ➼ࡢ┬࢚ࢿ㐠㌿᪉ἲࡢᣦᑟ
┬࢚ࢿᶵჾࡢྲྀࡾ᭰࠼ࠊタ⨨
┬࢚ࢿࡢ㐩ᡂ㢠㸦ග⇕Ỉ㈝ࡢ๐ῶ㸧

ࣅ࣮ࣝ࢜ࢼ࣮ࡢ
⤒㈝๐ῶ㸦㸣㸧

ᴗ⪅ࡢሗ㓘㸦㸣㸧

POINT
۔つᶍ࡞つᶍࡢᨵಟࢆకࢃࡎࠊ᪤Ꮡタࢆά⏝ࡋ
ࠉ࡚┬࢚ࢿࢆᅗࢀࡿ
۔ฟ᮶㧗ᡶ࠸ࡢሗ㓘ไᗘ࡛ࠊࣅ࣮ࣝ࢜ࢼ࣮ࡢึᮇ㈝
ࠉ⏝ࡀせ
۔ዎ⣙ᮇ㛫ࡀࠥᖺࡢẚ㍑ⓗ▷ᮇ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐇ
ࠉࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ
ࢿ࢚┬۔ᴗ⪅ࡀタ⨨ࡋࡓタഛᶵჾࡣࠊዎ⣙⤊ᚋ
ࠉ↓ൾㆡΏࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊࡑࡢᚋࡢ┬࢚ࢿࢆ⥅⥆ࡋࡸࡍ
ࠉ࠸ࠋ

ͤሗ㓘ྜࡣࠊዎ⣙᮲௳ࡼࡾኚࢃࡿࠋ


᪥㸸ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸴᭶㸰㸯᪥㸦ⅆ㸧
ሙᡤ㸸⚟ᒸ࢝ࣥࢶ࣮ࣜᴦ㒊ࠉⓑࢥ࣮ࢫ
ࢽ࣮ࣗࢮࢿࣛࣝၟओࠉྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ࠉᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⯆ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ᭶᪥
㸦ⅆ㸧⚟ᒸ࢝ࣥࢶ࣮ࣜᴦ㒊ⓑࢥ࣮ࢫ࡚ࢳࣕ
ࣜࢸ࣮ࢦࣝࣇࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᜨࡲࢀࡓኳೃࡢୗࠊཧຍ⪅ࡣ୍᪥ࡶ᪩࠸⯆
ࡢ㢪࠸ࢆ⬚ࠊᣢ࡚ࡿຊࢆᏑศⓎࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊࢽ࣮ࣗࢮࢿࣛࣝၟ㸦ᰴ㸧ࡢ㔜⸨ྲྀ⥾ᙺ♫
㛗ࡀඃࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉḟᅇࡣࠊ㏻ᖖࡢ᠓ぶࢦࣝࣇࡋ࡚᭶ୗ᪪
᭶ୖ᪪㛤ദࡋࡲࡍࠋ⳹㈹ရࢆணᐃࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡢ࡛ࠊዧࡗ࡚ࡈཧຍࡃࡔࡉ࠸ࠋ

┿ኟ᪥ࢆᛮࢃࡏࡿᛌᬕࡢ⚟ᒸ࢝ࣥࢶ࣮ࣜᴦ㒊ⓑࢥ࣮ࢫ



㔜⸨ࠉ▱ྖ
ࠉⓙᵝࠊࡇࢇࡕࢃࠋᖿ࡞ࡢࠊඃࡍࡿ
࠸࠺✵Ẽࡢㄞࡵ࡞࠸㔜⸨࡛ࡍࠋඃ⪅ࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺ࠸࠺ࡼࡾࠊᖿࡋ࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡉࡏ࡚
㡬ࡁࡲࡍࠋ
ࠉᅇࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢳࣕࣜࢸ࣮ࢦࣝࣇ
ࡢ㛤ദ࠶ࡓࡾࠊ୍㐌㛫๓ࡽኳẼணሗ╮
ࡵࡗࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ㞵࡞ࡗ࡚ࠊ୰Ṇ
࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸࡞ࠊ࢟ࣕࣥࢭࣝࡍࡿ᪉ࡀ
ฟࡓࡾࡋ࡞࠸࡞࣭࣭࣭࣭࣭࣭ࠋࡋࡋࠊ
ࡑࢇ࡞ᚰ㓄ࡣ⭡ࠊᙜ᪥ࡣࠊཧຍࡉࢀࡓⓙ
ᵝࡢ᪥㡭ࡢ⾜࠸ࡢࡼࡉࢆ㇟ᚩࡍࡿࡢࡼ࠺ࠊ
ࡈぴࡢࡼ࠺࡞┿ኟ᪥ࡶᛮ࠼ࡿࡢᛌᬕ࡛ࡋ
ࡓࠋ
ࠉᅇࡢࢦࣝࣇࡣࠊࢳࣕࣜࢸ࣮࠸࠺ࡇ
࡛ࠊ⌮ࡢ᪉ࠎࢆጞࡵࠊࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎࡽ
༠㈶ရࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ࠾㝜ࡉࡲ࡛ཧຍ㈝ࡢ
ࢇࢆࢳࣕࣜࢸ࣮ᅇࡍࡇࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ
⋓ᚓࡋࡓ㈹ရࢆ࣮࢜ࢡࢩࣙࣥࡅ࡚㡬ࡁࠊ
༓ࡢ⩏㔠ࢆ㞟ࡵࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋᨵ
ࡵ࡚ࠊ༠㈶㡬࠸ࡓⓙᵝࠊࡈཧຍ㡬࠸ࡓⓙᵝᚚ
♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ᙜ♫ࡣΎᤲ㈨ᮦ࣭ᶵᮦ࣭タഛ⏝ရ࡛᪥ࡈࢁ࠾ୡヰ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
⮬ືᗋὙίᶵ
ࢱࢫ࢟ ࢫࣥࢦ%
ࣥࢳ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࣇ࣮ࣜࣂࢵࢸ࣮ࣜ
సᴗ⬟ຊ㸸੍㹦

࣓࣮࣮࢝༠㈶ࡼࡿ
  ㉸≉ู౯᱁
㸦⛯㎸㸧

⎔ቃࡸࡉࡋ࠸
/('↷᫂

┬㟁ຊ࣭㛗ᑑ࣭᫂ࡿ࠸

࡞ࢇ
㓄⥺࣭ྲྀᕤ௦㔠㸦ᶆ‽㸧ࡍ࡚ྵࡳࡲࡍࠋ
ࢻ࣮࣒ᆺᒇෆ⏝
ࠉࠉࠉᬯど࣓࢝ࣛ
୍⯡ᐙᗞࡸົᡤ
࣓࢝ࣛࡢጾᅽឤࡀ࡞࠸
ᒇෆ⏝ࡢ࣓࡛࢝ࣛࡍࠋ
ኪ㛫ࡢᙳࡶ2.

㜵Ỉᒇእ⏝
ࠉࠉࠉᬯど࣓࢝ࣛ
㥔㌴ሙ࡞㞵ࢀ࡚ࡶ
2.ࡢᒇእ⏝࣓࡛࢝ࣛࡍࠋ
ኪ㛫ࡢᙳࡶ2.

FKࢹࢪࢱࣝࣞࢥ࣮ࢲ࣮
ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࠊ࣐࢘ࢫࠊࣜࣔࢥ࡛ࣥ
᧯సྍ⬟࡛ࡍࠋ

ࡈᐙᗞࡸᑠつᶍࡢົᡤ᭱㐺࡞ᛶ⬟
ࠉࠉࢳ࢜ࢩࡢ㜵≢࣓࢝ࣛ㸤ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢࢭࢵࢺ࡛ࡍࠋ

㐌㛫↓ൾ࡛࠾ヨࡋ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ㸦ᕤࡶ㸧

ۻ16&㸦⏬⣲㜵Ỉᬯど࣓࢝ࣛ㸧
ۻ16&㸦⏬⣲ᬯどࢻ࣮࣒࣓࢝ࣛ㸧
ۻFKࢹࢪࢱࣝࣞࢥ࣮ࢲ࣮16'

ͤ ᕤࢆక࠺ၟရࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㛵㐃ᴗࡢᰴᘧ♫ᇼෆ㟁Ẽࡢ㟁Ẽᕤኈࡀ
㈐௵ᕤ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ



ኟ ᮇ ࡢ⠇㟁ྲྀࡾ⤌ࡴ
ປࡢⓙᵝࢆᑐ㇟ࡍࡿ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢసᡂࡘ࠸࡚

㸦ᰴ㸧ࢱࢺ⥈ྜ⟶⌮
௦⾲ྲྀ⥾ᙺࠉᓊᮏࠉᖾඣ
ᡤᅾᆅࠉ⚟ᒸᕷす༊ᡞษ

ࠉᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿᮾி㟁ຊཬࡧᮾ㟁ຊ࠾ࡅࡿ
㟁ຊ౪⤥ຊࡢᖜ࡞ῶᑡక࠸ࠊᨻᗓࡢ㟁ຊ㟂⤥⥭ᛴ
ᑐ⟇ᮏ㒊࠾࠸࡚ࠕኟᮇࡢ㟁ຊ㟂⤥ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠖࡀ
ྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡇࢀక࠸ࠊཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ⠇㟁ྲྀࡾ⤌ࡴປࡢ
㟁ຊ㊊ᑐᛂࡋࡓാࡁ᪉ࡸఇࡳ᪉ࡢᕤኵྥࡅࡓヰ
ࡋྜ࠸ࢆࡉࢀࡿ㝿ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᨻᗓࡢ㈨ᩱཬࡧཌ⏕ປാ┬ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
ࡢෆᐜࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊୗグࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࡈぴ࠸
ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ

7(/ࠉ)$;
ධᖺ᭶ᖹᡂᖺ᭶

୕➟≉Ṧᕤᴗ㸦ᰴ㸧
⟶⌮㒊ᴗົಀ㛗ࠉရᕝࠉ
ᡤᅾᆅࠉ⚟ᒸᕷ༤ከ༊༤ከ㥐ᮾ
7(/ࠉ)$;
ධᖺ᭶ᖹᡂᖺ᭶

㸦ᰴ㸧⚟ࣅ࣭ࣝࢧ࣮ࣅࢫ

⏘῭⤒ۻᴗ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᑓົྲྀ⥾ᙺࠉ⾨⸨ࠉ⾨
ᡤᅾᆅࠉ⚟ᒸᕷ༤ከ༊ୗᕝ➃
7(/ࠉ)$;

ۻཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ධᖺ᭶ᖹᡂᖺ᭶

᭶

᭶

࠙⚟ᒸᆅ༊ࠚ
᪥
᪥
᪥

༤ከ♲ᅬᒣ➟ࠑࠥ᪥ࠒ㸦⚟ᒸᕷ㸧
⠛ᰩ♲ᅬኟࡲࡘࡾ㸦⠛ᰩ⏫㸧
ኴᐓᗓኳ‶ᐑኟ⚍ࡾࠑࠥ᪥ࠒ㸦ኴᐓᗓᕷ㸧

࠙ᕞᆅ༊ࠚ
᪥
᪥
᪥

 ⅆ

ᕞࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫ㐃⤡༠㆟
➨ᅇᐃ⥲
㸸㮵ඣᓥ
Ύᤲసᴗᚑ⪅◊ಟ㸦㞟ྜᩍ⫱㸧
ᇶ♏ࢥ࣮ࢫϨࠉ⚟ᒸሙ

㸸ࡶࡶࡕࣃࣞࢫ

ᑠ♲ᅬኴ㰘ࠑࠥ᪥ࠒ㸦ᕞᕷᑠ༊㸧
㯮ᓮ♲ᅬᒣ➟ࠑࠥ᪥ࠒ㸦ᕞᕷඵᖭす༊㸧
ኴᐓᗓኳ‶ᐑኟ⚍ࡾࠑࠥ᪥ࠒ㸦ኴᐓᗓᕷ㸧

࠙⟃㇏ᆅ༊ࠚ
᪥

 ᮌ

㣤ሯ♲ᅬᒣ➟㸦ேᒣ➟࣭Ꮚ౪ᒣ➟㸧

㸸ࠥ

 㔠

➨ᅇ⌮

 Ỉ

Ύᤲసᴗᚑ⪅◊ಟ㸦㞟ྜᩍ⫱㸧
ᇶ♏ࢥ࣮ࢫϨࠉᕞሙ
㸸ᕞࣃࣞࢫ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠑࠥ᪥ࠒ㸦㣤ሯᕷ㸧

࠙⟃ᚋᆅ༊ࠚ
᪥

ୖᗉඵᆏ⚄♫ࡢேᙧ㸦┴ᣦᐃ᭷ᙧẸᩥ㈈㸧

ୗ᪪

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠑࠥ᪥ࠒ㸦ࡳࡸࡲᕷ㸧
࠾࠾ࡴࡓࠕ⺬ᒣࠖࡲࡘࡾ㸦∹⏣ᕷ㸧

ͤ⤂ࡋ࡚࠸ࡿദࡋࡣࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡀ
ࠉ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ฟࡅࡢ㝿ࡣྛᕷ⏫ᮧ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸸┴༠㆟ᐊ

⾲⣬ࡢ
┿

ࠉ⯙㭯බᅬࡢ༡ࡢ୍ゅⳭⵦᅬࡀ࠶ࡾࠊỤᡞⳭⵦࢆ
୰ᚰ⣙㸳㸮㸮㸮ᰴࡢⳭⵦࡀ᳜࠼࡚࠶ࡾࡲࡍࠋᖺ
㸳᭶ୗ᪪ࡽ㸴᭶ୗ᪪㡭ࡲ࡛ ྍ࡞Ⳮⵦࡢⰼࢆほ㈹
࡛ࡁࡲࡍࠋⳭⵦᅬࡣࡑࢀᗈࡃࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ
࿘㎶ࡣ⚟ᒸᇛᆎ࡛࠶ࡾࠊⴠࡕ╔࠸ࡓతࡲ࠸ࡢ୰࠶
ࡾࡲࡍࠋ
ࠉⰼ Ⳮ ⵦ ࡣ Ⳮ ⵦ ᅬ  ㆤ ᅜ ⚄ ♫ ๓ ࡢ  㸦  ࡾ 㸧  ࡶ
࠶ࡾࠊࡇࡕࡽࡣ㖊᳜࠼࡚࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࡞࡞㢼
ὶ࡛ࡍࠋ
ͤ⤂ᩥࡣࠕࡼࡇ%<ࠖࡢ+3ࡼࡾ㌿㍕

࠾ᛀࢀ࡞ࡃ㸸ẖ᭶᪥ࡣࠕ⅏ᐖⓎ⏕ሗ࿌᭩ࠖᥦฟ⥾ษ᪥࡛ࡍࠋ㸭ࠉẖ㐌㔠᭙᪥ࡣ▱Ⓩ㘓ᴗົ┦ㄯ❆ཱྀ㛤タ᪥࡛ࡍࠋ
ົᒁࡽࡢ࠾㢪࠸


ᖖ᭱᪂ࡢሗࢆධᡭࡍࡿࡓࡵࡶࠊ┴༠ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཬࡧ༠-$60,1ࡢ
ᐃᮇⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

