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1章:  
ヒートポンプの基礎

ヒートポンプ技術は日常生活において
ますます重要になっています。室内空
気を暖めたり、冷やしたり、衛生のた
めに水道水を加熱したりします。 ヒー
トポンプは、システム全体が最適にプ
ランニングされ、管理者が正しく操作
している限り、その他のシステムより
も優れた性能を発揮します。 ヒートポ
ンプが定期的に整備され、グリーン電
力を利用し、さらに言えばPVシステム
を所有している場合、環境を保護しな
がら省コストに貢献します。

ヒートポンプは主に住居に使用されて
おり、その加熱能力は5 kWから20 
kWの範囲です。この実用ガイドでは、
冷暖房システムの中で最大のセグメン
トであり、もっとも高い成長率を示す
ヒートポンプについて言及します。加
熱またはプロセス冷却に使用されるメ
ガワット級のシステムは、工業分野、
ショッピングセンター、ホテル、オフ
ィスビル、スイミングプールや多目的
施設などのレジャー施設で使用されて
います。衛生目的でのみ使用される純
粋な温水ヒートポンプもあります。

小型のヒートポンプの設置、試運転、
メンテナンス、サービスは、専門の業

者が、時にはメーカーと協力して実施
します。
ヒートポンプには、熱源設備、冷凍空
調設備、電気工学の知識と技術だけで
なく、税制や法規制への配慮も必要で
す。

ヒートポンプは、次の原理に従って動
作します。密閉された配管システム
である冷凍サイクルは内部で動作しま
す。スプリット型システムでは、銅管
で外部ユニットまで延長され、その中
で冷媒が循環します。 

これは、低温低圧で熱を吸収し、高温
高圧で再び放熱する作動流体です。こ
れらのいわゆる蒸気圧縮冷凍サイクル
は、4つの主要コンポーネントで構成
されています。ヒートポンプの作動流
体は、冷媒、圧縮機内のオイル、およ
び熱媒体としてのブラインや地下水で
す。

冷媒は、供給状況、エコロジーや安全
性の観点、補助金のオプションにもよ
りますが、とりわけユーザー次第で選
択されます。 
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1.  熱源・ヒートシンク・システム境界
ヒートポンプは、低温では別の熱源か
ら熱を吸収し、必要な流動温度まで上
昇させます。民間の建物では以下の熱
源が使用されます。
• 空気
• 地中 (ブライン)
• 水
最も頻繁に使用される熱源は空気で、
シェアを伸ばしています。

それに次いで、ブライン、コレクタ
ー、バスケットなどの技術による地中
熱ヒートポンプです。 地下水や井戸水
は滅多に使用されません。
それぞれの熱源には長所と短所があり
ます。しかし、Air to Water ヒート
ポンプは、その無制限の可用性と低い
コストのため、一戸建て住宅や集合住
宅で受け入れられているようです。同

様の傾向が既存の建物にも現れていま
す。これは、空気が最も開発しやすい
熱源であるためです。そして現在、新
世代の変調ヒートポンプは古い建物に
許容可能な季節性能係数 (SPF) を提供
できるようになりました。
ヒートシンクは、冷凍サイクルからの
熱エネルギーの伝達ポイントです。
通常これはバッファタンクを意味しま
す。

(引用: Maximize Market Research PVT. LTD.)
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熱は油圧システムを介して、建物の室
内のラジエーター、床下、壁、または
天井に伝達されます。 あるいは、一戸
建て住宅や集合住宅では滅多に行われ
ませんが、対流式ヒーターを使用して
部屋の空気を暖めることも可能です。
浴室やキッチンで使用するお湯は、設
計に応じて同じ貯蔵タンクや別の貯蔵
タンクに接続することが可能で、純粋
な温水ヒートポンプで作ることもでき
ます。
熱源とヒートシンクの温度差が小さい
ほど、そして流動温度が低いほど、
ヒートポンプはより効率的に稼働しま
す。

熱交換器 (熱分配および貯蔵システム) 
を備えたヒートシンクと油圧供給につ
いては詳しく説明しませんが、ヒート
ポンプシステムのエネルギー計画には
不可欠です。
システム境界はヒートポンプと熱源シ
ステムの周辺に配置されます。空気
は最も頻繁に使用される熱源であるた
め、焦点の中心となります。

熱源 メリット デメリット

空気 どこでも利用可能 
開発が容易
改築にも適している
低コスト

霜落としが必要
空気伝播音
温度変動
非常に優れたプランニングが必要

地中/ブライン 高温 (およそ10℃)
安定した温度
効率的な熱伝達
非常に優れた季節性能係数

開発が面倒
高い開発コスト
コレクターの件
土壌の冷却

水 比較的に安定した温度
比較的に高温
受動的な冷却の可能性
優れた季節性能係数

高コスト
どこでも利用できない
高い老朽化リスク
環境規制の遵守

(引用: ©NutzWort)



7

2. ヒートポンプの種類
ヒートポンプは基本的に2種類に分類さ
れます。
• モノブロック
• スプリット

モノブロック
モノブロックとは、冷媒サイクルが完
全にヒートポンプ内にあることを意味
します。屋内用および屋外用のモノブ
ロックヒートポンプがあります。

屋内への配置は、既知のすべての熱源
に対して実施されます。熱源が空気の
場合、ヒートポンプは給気と排気用の
2つのダクトで環境に接続されます。
空気の流れの短絡を防ぐ必要がありま
す。同様に、専用のダクト断熱材によ
ってコールドブリッジを防止する必要
があります。熱は、プローブ、コレク
ター、またはバスケットを使用して地
面から抽出されます。 内部のヒートポ
ンプへの接続は、環境から遮断された
ブライン回路を介して実装されます。
ただし水を使用する場合、システムは
開放されています。

ヒートポンプ (引用: BWP)

ヒートポンプのしくみ

駆動エネルギー

空気
圧縮機 温水

ラジエータ

表面加熱膨張弁

地中

地下水

熱源システム ヒートポンプ 熱分配および貯蔵システム

蒸発器 凝縮器

環境エネルギー 熱エネルギー
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地下水は取水井から直接ヒートポンプ
に流入し、還元井を経由して戻されま
す。

屋外のモノブロックは、熱源として空
気を利用して一戸建て住宅や集合住
宅でよく使用されます。回収された熱
は、十分に断熱されたブライン回路を
介して建物に入り、バッファタンクに
送られます。これが、あらゆるメー
カーがこのシステムをスプリット型と
呼んでいる理由です。室外ユニットに
ついてはさまざまな考慮事項がありま
す。ブライン配管による熱損失を低く
抑えるため、できるだけ室内ユニット
の近くに配置する必要があります。 冬
には蒸発器が凍結する可能性があるた
め、定期的に霜落としを行います。溶
けた氷は排水させる必要があり、薄氷
が原因でヒートポンプの下に危険なエ
リアが生じてはなりません。さらに圧
縮機が騒音を引き起こしてはいけませ
ん。

メリット:
•  冷媒回路内に干渉がない
• 冷媒充填量が少ない
•  屋内設置の場合は圧縮機の騒音がない

デメリット:
•  ブライン回路の追加の熱交換器による

効率の低下
•  屋内では建物および配電ネットワーク

からの音のデカップリングが必要
•  屋外では着氷や隣接する建物への騒音

の可能性

スプリット
クローズ型の冷媒回路を備えたスプリ
ットは、Air to Water ヒートポンプの
特殊な設計です。圧縮機、蒸発器、膨
張弁は室外ユニットにあります。内部
にコンデンサーがあり、多くの場合、1
つのハウジング内の油圧および小さな
バッファタンクと組み合わされていま
す。また、室外ユニットは蒸発器とフ
ァンのみを備え、残りの冷媒回路を室
外側に備えたユニットを入手すること
もできます。ただし、室外ユニットと
室内ユニットは冷媒を運ぶ配管で接続
する必要があり、これらすべてが合わ
さって冷媒回路を構成します。
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室外ユニットは、冷媒の充填レベルを
低く保つために、室内機のできるだけ
近くに配置する必要があります。 着氷
と騒音の問題に関しては、屋外モノブ
ロックの場合と同様です。

専門の技術者は、室外ユニットと室内
ユニットの間に密閉された配管を接続
し、真空引きと充填を行い、試運転を
実施するために、知識と技術を必要と
します。

メリット:
•  内側と外側の閉じた冷媒回路
•  ヒートポンプの成績係数の向上
• 音を発する機器が屋外に配置

デメリット:
• 冷媒充填量が多い
•  専門技術が必要
•  騒音や着氷の可能性

3. 運転モード
ヒートポンプが建物の熱と温水の供給
を行う場合、主な駆動エネルギーは電
気です。これの変形としてあるのが一
定エネルギー運転です。たとえば、直
接加熱としての一体型加熱素子が要件
の一部になる場合です。これは、ヒー
トポンプが主な運転時間で最適な成績
係数で稼働して、非常に低い熱源温度
でピーク負荷を処理できないようにす
るために役立ちます。
 
それにもかかわらず、このシステムは
一定運転の場合よりも、1年以上にわ
たってより良い季節性能係数を達成し
ます。  
二つ目の可能性は、衛生上の理由から
温水タンクを短時間で加熱することで
す。 ヒートポンプの二つの運転モード
のどちらが正しい選択であるかを判断
するには、運転コストに関するCO₂排
出量に加えて、計画時の経験と、疑問
がある場合はメーカーに相談すること
が必要です。

別の可能性は、ヒートポンプのバイバ
レント運転です。これは、電気に加え
て、別の一次エネルギー源が熱要件を
カバーする場所です。したがって、建
物が改修された場合、既存のシステム
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は、たとえば温水の準備のためだけ
に、またはピーク負荷を補うために、
新しいヒートポンプと並行して稼働し
続けることができます。別の変形は、
熱要件をカバーするための環境エネル
ギーの結合です。 例としては、太陽熱
システム、ペレットまたは丸太ストー
ブの使用、または建物が熱源として寒
冷地域暖房ネットワークを介して供給
される場合があります。 これらは、ハ
イブリッドヒートポンプシステムと呼
ばれることがよくあります。さらに、
ヒートポンプとガスボイラーを一つの
ハウジングに組み合わせたハイブリッ
ドユニットがあります。これらは主に
リフォーム市場を対象としており、電
気またはガスがより環境に優しいまた
は経済的な運転モードであるかどうか
を確認できます。

家の所有者がヒートポンプで冷やした
い場合は、市場に解決策があります。
リバーシブルシステム、つまり切り替
え可能なシステムです。これは、プラ
ンニングのために専門の技術者にさら
なる要求を課します。特に、建物内の
熱吸収と制御に関することです。たと
えば、床、壁、天井などの表面は、最
初から正しく設計されていれば、部屋
の冷却にも使用できます。あるいは、

コンベクターは加熱と冷却に適したソ
リューションです。各部屋の流動温度
を注意深く監視する必要があり、温度
が低すぎると建物の布地に結露や湿気
が発生する可能性があります。リバー
シブルシステムは純粋なヒートポンプ
よりもさらに費用がかかります。

4. 冷媒
理論的には、さまざまな冷媒を使用で
きます。ただし、市場に出回っている
すべてのものがヒートポンプに適して
いるわけではありません。熱力学、建
物内のさまざまな安全要件、利用可能
な機器、環境面、顧客の意図のすべて
がシステムの選択を制限します。 現
在、すべての要件をカバーする冷媒は
ありません。これは、妥協が常に必要
であることを意味します。

近年、自然冷媒の重要性が大幅に高
まっています。これは、世界中でよ
り厳しい規制が施行されているから
だけではありません (EU F-Gas規制
517/2014など)。ヒートポンプの場
合、CO₂ (R744) だけでなく、プロピ
レン (R1270) やプロパン (R290) な
どの炭化水素ガスも含まれます。熱力
学と二酸化炭素排出量の両方の観点か
ら、これらの自然冷媒は長期的に気候
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に優しい作動媒体です。さらに、それ
らはハロゲン化ガスではないため、フ
ロン規制の対象となりません。

ハロゲン化炭化水素ガス (安全クラス
A3) は可燃性が高いため、プランニン
グ、設置、運用時は、安全に特に重点
を置く必要があります。通常ヒートポ
ンプは少量の冷媒しか必要とせず、さ
らにスプリットでは冷媒回路を屋外に
設置することもできますが、潜在的な
リスクは考慮に入れますが、無視して
はなりません。専門知識は、プロパン
などの冷媒を取り扱うための前提条件
です。

これまでのところ、混合冷媒のR410A
はヒートポンプで最も広く使用されて
います。ただし、2088という高い
GWP、予想される値上げ、潜在的な供
給ボトルネックにより、新しいヒート
ポンプにとっては魅力の少ないオプシ
ョンになっています。ヒートポンプメ
ーカーは、GWPが大幅に低いブリッ
ジング技術として、合成冷媒を使用し
たさまざまなソリューションを提供し
ています。市場は二分しています。一
つ目は、アジア起源のサプライヤーと
ソリューションとしてのR32です。二
つ目は、製品レンジにさまざまな冷媒

混合物を含めている多くのメーカーで
す。低い地球温暖化係数によって、こ
れらは依然として不燃性 (安全クラス
A1) か、GWPが非常に低い場合は安全
クラスA2Lの微燃性に区分されます。
したがって、これらの物質についても
指定された安全要件に従う必要があり
ます。 
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5. 地球温暖化係数（GWP）
地球温暖化係数 (GWP) は、物質が
大気に与える影響、つまり温室効果
と地球温暖化への影響を表す数値で
す。CO₂を基準として使用されます。

 
GWPは、1 kgのCO₂と比較して、大
気中の1 kgの冷媒が地球温暖化にどの
程度影響するかを表しています。つま
り、GWPがCO₂から換算されているこ
とを意味します。

冷媒 GWP (地球温暖化係数) 安全クラス
混合冷媒

R410A
2088 A1

(50% R32 / 50% R125)*
R407C

1774 A1
(23% R32 / 25% R125 / 52% R134a)

R466A 733
A1(49%R32 / 11.5%R125 / 39.5% 

CF3l)* (ODP)

R32
675 A2L

(pure substance)
R513A

631 A1
(44% R134a / 56% R1234yf)*

R454B
466 A2L

(68.9% R32 / 31.1 % R1234yf)*
R454C

148 A2L
(21.5% R32 / 78.5% R1234yf)*

R455A
148 A2L(21,5% R32 / 75,5% R1234yf / 3% 

CO2)*
自然冷媒

R290
3 A3

(プロパン)
R1270

3 A3
(プロピレン)

R744
1 A1

(CO2)
*: 混合冷媒の成分

(表: ©NutzWort)



13

冷媒のGWP値と大気への影響

成層圏
温室効果

対流圏
地表面

H2O, CO2, N2O, CH4,
HFC, 

HFC mixtures

日光 
(短波)

(長波)

6.  ヒートポンプの効率性パラメータ
エネルギー消費効率（COP） 
ヒートポンプの適切な比較値は、エネ
ルギー消費効率 (COP) です。この値
は、消費された電気エネルギーと比較
して動作点での熱出力を表します。そ
れは研究室の環境下で決定されます。 

重要ではありますが、しばしば混乱を
引き起こします。COPはヒートポンプ
のみに関係し、システム全体には関係
しません。これは年間電気料金を見る
場合に重要で、積算熱量計によって記
録されたエネルギーを電力消費量と照
らして考慮します。これが暖房季節性
能係数です。
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暖房季節性能係数
暖房季節性能係数は、12か月間の実際
の運用シナリオを表しています。積算
熱量計で測定されたシステム全体から
放出される熱エネルギーを記録し、こ
れをすべての補助エネルギーを含む実
際の電力消費量と比較します。これに
は、たとえば熱源から伸びるブライン
または地下水回路の循環ポンプ、建物
内の熱を分配するためのポンプが含ま
れます。緊急操作またはピーク負荷用

の加熱素子も含まれます。グラフは、
暖房季節性能係数に重要なすべての影
響要因を示しています。

(引用: BWP)

ヒートポンプの効率性に影響を与える要素

暖房季節性能

係数

メーカー

販売店/プランナー

使用者

天候

エネルギー供給

運転モード

限界温度

エネルギー消費 
効率(COP)

システム温度  

熱源温度

温水量

適応性

換気

設置の 
クオリティ
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2章:  
基本原理と機器構成 

ヒートポンプは、圧縮式冷凍システム
の機能原理を使用しています。 この過
程で、排熱は冷凍テクノロジーの「廃
棄物」として蓄積されます。 ただし、
可能な場合はいつでも、これを回復す
るか、ヒートポンプのように意図的に
使用する必要があります。この背後に
ある熱力学的プロセスを理解するため
に、ここにいくつかの簡単な基礎があ
ります。

1. 熱力学
熱力学の第1の法則として、簡単に言
えば、エネルギーが失われるのではな
く、単に新しい形に変換されるという
ことです。この原理は、冷凍、空調、
暖房のエネルギーの流れを考えるとき
に特に重要です。したがって、エネル
ギーバランスシートは一貫している必
要があります。

これをもっと簡単に見ると、圧縮機か
らの動力が、熱源から蒸発器に吸収さ
れた熱エネルギーに追加されているこ
とがわかります。COPが4の場合、熱
源から3の熱と、コンプレッサーから1
のエネルギーを、電気から熱に変換す
ることを意味します。加熱または温水
のために、総エネルギーがコンデンサ
ーにおいてより高い温度で冷凍サイク

ルの高圧側に再放出されます。  

熱力学の第2の法則は、冷凍テクノロジ
ーに関してはそれほど重要ではありま
せん。 それは、エネルギー (熱) がより
高い側から低い側に自然に伝達される
ということです。 追加のエネルギー (
コンプレッサー) を使用する場合、こ
の効果を加熱に使うことができます。
冬のヒートポンプのエネルギーの流れ
が、冷たい熱源から蒸発器内のさらに
冷たい冷媒へと流れるためです。した
がって、熱エネルギーは、10℃の地面
や非常に冷たい外気からでも抽出でき
ます。エネルギーの伝達も、「暖かい
ものから冷たいものへ」という原則に
従います。

熱力学の第3の法則は、第2法則から派
生しています。熱が常に暖かいものか
ら冷たいものへと自然に「流れる」場
合、少なくとも熱力学的な手段では絶
対零度を達成することができません。
絶対零度とは、0 Kまたは-273.15℃
と定義されており、粒子が静止してい
る状態を表します。
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2.  圧縮式冷凍サイクルの構成
一般的に、圧縮式冷凍サイクルは4つの
主要構成に分けられます:
1) 蒸発器
2) 凝縮器
3) 圧縮機
4) 膨張弁

図は、ヒートポンプの冷媒サイクルの
構成を示しています。冷媒が閉回路を
循環し、その際に2つの状態変化が起こ
ります。

蒸発器
エバポレーターは非常に重要なコンポ
ーネントです。熱源側からブラインま
たは冷媒サイクルへの「インターフェ
ース」を形成します。

ヒートポンプで使用される主なタイプ
は2つあります。
• 中程度の空気から熱が抽出される 
  フィン付き熱交換器
• 2つの流体間の熱伝達のための 
  プレート式熱交換器

どちらのオプションでも熱の流れは同
じで、「高温」から「低温」に流れま
す。低圧 (吸引圧力) では、冷媒の大部
分は液体として膨張弁から蒸発器に入
り、熱源から熱を吸収しながら蒸発し
ます。
目的は、吸収された熱エネルギーが液
体から蒸気への完全な相転移に十分
な量の冷媒を蒸発器に注入することで
す。顕熱エネルギーに加えて、潜熱エ
ネルギーも吸収されます。蒸発器の最
終地点での可能な限り小さな過熱は、

ヒートポンプの冷凍サイクル

周囲の熱 熱

ガス
液

� 蒸発器
� スクロール圧縮機
� 凝縮器
� 膨張弁

�

�

�

�

� 蒸発器
� 凝縮器

� 膨張弁

レシーバー

� 圧縮機
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インジェクションに必要な制御プロセ
スとして機能します。 同時に、たとえ
ば負荷の変動がある場合に、圧縮機に
液体が入らないようにします。
したがって、蒸発器と膨張弁は正しく
調整されている必要があります。

この調整は、システムの効率性と信頼
性に大きな影響を及ぼします。適切な
蒸発温度と過熱度は、効率的な蒸発を
生み出します。蒸発温度と過熱度は、
デジタルマニホールド testo 557s / 
550s を使用して測定することができ
ます。 

すべてのプロセスは、自動的にモニタ
リングされ、加熱制御によってコント
ロールされます。特定の条件下 (温度
や湿度) では、屋外のフィン付き熱交
換器が凍結する可能性があります。そ
の際に必要な蒸発器の霜取りは、熱伝
達を中断させることになります。霜取
りはセンサにより自動で行われます
が、ヒートポンプの効率に影響を与え
るため、霜取りプロセスの知識が必要
です。

凝縮器
ヒートポンプ内の凝縮器は、ロウ付け
または溶接されたプレート式熱交換器
です。これにより、圧縮機の後の高圧
側の熱エネルギーが、接続されている
バッファータンクの媒体に伝達されま
す。このプロセスでは、凝縮器内の冷
媒が液化し、顕熱エネルギーだけでな
く、蒸発中に吸収された潜熱エネルギ
ーも放出します。これらすべてが凝縮
器を流れる間に起こり減温が低い場合
において、最適な熱伝達が達成されて
います。 



18

Knowledge Heating technology

霜取りに関する知識

•  早すぎないこと： 霜の蓄積がない、ま
たは少なすぎるということは、不必要
な電力消費と、熱源側からの熱抽出の
中断を意味するためです。

•  遅すぎないこと： 蒸発器の過度な霜は
熱伝達を著しく損なうためです。.

• �必要以上に長くないこと： 霜取りプロ
セスによる熱が多すぎると、暖房シス
テムの効率が低下するためです。

•  可能な限り効率的に：�ヒートポンプの
最も一般的な霜取り方法は、バッファ
ータンクからの熱を使用することで
す。これを行うには、回路を短時間で反
転させ、タンクからエネルギーを抽出
して、室外ユニットのフィンを解凍しま
す。場合によっては、加熱水を使用して
直接解凍します。  
 
または、高温ガスの霜取りです。圧縮さ
れた高温の冷媒は凝縮器には到達しま
せんが、バイパスを介して蒸発器に到
達します。ただし、この方法では工事が
より複雑になります。その一方、霜取り
は非常に速く効率的です。

 • �制御されていること： 霜取りはインテ
リジェントコントローラによって自動
的に行われます。ただし、見過ごされ
ている可能性のある異常を排除する
ために、室外機のプローブ位置を確認
するなど、時折点検することをお勧め
します。インテリジェントヒートポンプ
は、リモートモニタリングによって欠陥
を警告します。

•  十分に計画されていること：�霜取りの
調整にはある程度の経験が必要です
が、季節性能係数に影響を与え、これ
が見過ごされるため、慎重に行う必要
があります。
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過冷却 凝縮 減温

約 1 ～ 2% 約 75% 約 23%

凝縮器内の各ゾーンにおけるプロセスと割合

原則として、凝縮器には3つのセクショ
ンがあります。
• 減温ゾーン
• 凝縮ゾーン
• 過冷却ゾーン

冷媒の凝縮が最大のスペースを占めま
す。 圧縮後の最初のステップでは、過
熱された冷媒蒸気を適切な凝縮温度ま
で冷却します。この時点で、凝縮器内
で液体の最初の滴が発生します。周囲
への熱放散が続くに連れて、蒸気が無
くなるまで、この滴が次第に大きくな
ります。
凝縮器の設計が適切な場合、冷媒のわ
ずかな過冷却が発生する可能性があり
ます。

圧縮機
冷媒回路のコンプレッサーの役割は、
過熱蒸気を吸入管 (吸入圧力) から引き
込み、この蒸気を高圧に圧縮すること
です。これは、建物内の所要熱量と熱
源側の周囲条件が存在する場合、凝縮
器と蒸発器の性能に起因します。どち
らも、昼夜または年間気温による季節
変動の影響を受けます。ユーザーの行
動も重要な役割を果たします。

圧縮機は、もっとも多くの電気エネル
ギーを必要とする冷媒回路のコンポー
ネントです。ヒートポンプは、ほぼ完
全に密閉された圧縮機を使用していま
す。半密閉設計は、産業分野のアプリ
ケーションで高出力のシステムに使用
されます。
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全密閉型圧縮機： これらの圧縮機は密
閉され、より少ない容量のために大量
に使用されます。外部から電動機と圧
縮機内部にはアクセスできません。電
動機は、冷たい吸入蒸気 (吸入蒸気冷
却) およびオイル (オイル冷却) によっ
て冷却されます。ヒートポンプでは次
の2つの圧縮原理が使用されます。

スクロール：�冷媒が流れるときに2枚
の連動する羽根が冷媒を圧縮します。
これを行うには、一方を静止させ、も
う一方を高速で回転させて、チャンバ
ーを徐々に狭くします。圧力が上昇
し、ガスは圧縮され、加熱され、最後
に排出されます。スクロールコンプレ
ッサは、古典的なヒートポンプでもっ
とも一般的なタイプの構造で、静か
に、そして効率的に作動します。熱源
空気の場合、変動する周囲条件をエネ
ルギー最適化された方法で安定させる
ことができるため、周波数変換器を用
いた速度制御運転が推奨されます。流
れ温度の一時的な上昇には、出力制御
も効果があります。

ローリングピストン： この設計では、
ピストンが回転するため、ロータリー
コンプレッサとも呼ばれます。ロータ

リーピストンコンプレッサはそれほど
効率的ではありませんが、比較的に安
価です。 特に加熱能力が5 kW未満
の小さな出力範囲で利点を活用できま
す。住宅は高度に断熱化され、それ以
来、このタイプへの関心も高まってい
ます。暖房や温水だけでなく、例えば
地域冷暖房において高い熱源温度を住
宅につなげるため、またはヒートポン
プモジュールを備えた家庭用換気シス
テムのためにも使用されます。

半密閉型圧縮機：�半密閉型圧縮機は、
中容量から超大容量のチラーやヒート
ポンプに使用されます。電動機と圧縮
機はハウジング内でしっかりと接続さ
れており、電動機は冷たい吸入蒸気ま
たは搭載されたファンによって冷却さ
れます。全密閉式圧縮機とは対照的
に、電動機は交換可能で、圧縮機のバ
ルブプレートはサービスのために自由
にアクセスできます。通常、レシプロ
コンプレッサまたは大容量のスクリュ
ーユニットが含まれます。ただし、い
ずれも一戸建て住宅や集合住宅の出力
範囲のヒートポンプにとっては大きな
役割を果たしていません。大幅にコス
トが高いことやノイズの発生が理由で
す。
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膨張弁
冷凍サイクルの膨張弁には、適切な量
の液冷媒を蒸発器に注入して、配管内
でできるだけ多くの冷媒を蒸発させる
という重要な働きがあります。
冷媒を蒸発させるには、熱源から抽出
される多くのエネルギーが必要です。
さまざまな設計があります。
• キャピラリーチューブ
• 自動膨張弁
• サーモスタット膨張弁
• 電子膨張弁

ヒートポンプの場合、最後の2つのタイ
プがほぼ独占的に役割を果たします。
現在、サーモスタット膨張弁は冷媒回
路の標準です。その働きは、蒸発器
の過熱を一定に保つことです。サーモ
スタット膨張弁を正確に設定すること
は、ここで発生し得る欠陥を最小限に
抑えるために特に重要です。

電子膨張弁は、前述の膨張構成におい
て最高品質の制御を備えています。補
助エネルギー (電気式) を使用して蒸発
器の過熱を一定に保ち、負荷変動が発
生した場合に迅速に調整します。サプ
ライヤー市場はここ数年、費用対効果

の高いバリエーションを開発してきた
ため、電子膨張弁もヒートポンプでま
すます人気が高まっています。その正
確な制御性は、ヒートポンプのCOP、
特に季節性能係数にプラスの効果をも
たらします。

3.  その他の機器構成
レシーバーは、膨張弁に十分な液冷媒
を供給するだけでなく、凝縮管内に存
在する可能性のある蒸気の泡を液体か
ら分離する役割も担っています。
デザインを選ぶ際には、水平レシーバ
ーよりも垂直レシーバーが好まれま
す。垂直レシーバーは液柱が高いた
め、充填量の監視がしやすく、またサ
ブクール効果も期待できます。

液菅に組み込まれたドライヤーは、シ
ステム内の残留水分を結合することを
目的としています。冷媒、オイル、熱
などと一緒になった残留水分は、酸を
発生させ、圧縮機のエナメル銅線など
に害を与える可能性があります。さら
に、適切な添加剤を使用することで、
回路内の酸含有量を最小限に抑えるこ
とができます。追加のフィルターは、
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切粉やスケールなどの異物が電磁弁や
膨張弁に到達するのを防ぎます。冷媒
回路に何らかの処置を施した場合は、
このフィルタードライヤーを交換する
必要があります。 

サイトグラスによって冷媒の流れを見
ることができます。膨張弁の直前にサ
イトグラスを設置すると、液菅の圧力
損失が大きいことや、過冷却が低すぎ
ること、冷媒が不足していることによ
る事前蒸発を容易に確認することがで
きます。

低圧スイッチは、熱源側の冷媒圧力を
監視します。漏れなどで冷媒圧力が下
がりすぎると、安全のためにヒートポ
ンプのスイッチを切ります。
 
高圧スイッチの役割は、圧縮機の保護
です。圧力が高くなりすぎるとコンプ
レッサーのスイッチを切ります。これ
はコンデンサーで十分な熱が吸収され
ていない場合に起こります。

ヒートポンプの冷媒回路の機器構成 (引用: DIN “Heat Pump Manual”; Jürgen Bonin; 3rd 
edition 2017, Beuth Verlag; Figure 3.5, page 11)

低圧スイッチ

膨張弁 点検窓 ドライヤー レシーバー

モーター

圧縮機

熱源 
例：地下水

プローブ 放射 
例：床暖房

蒸発器 凝縮器

高圧スイッチ
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3章:  
プランニングと正確な測定

ヒートポンプは、工業分野で大量に組
み上げられます。冷媒回路は、屋内・
屋外を問わず、あらかじめ設置されて
います。
スプリット型の場合は、専門技術者が
冷媒回路を密閉する必要があります。
次に、ヒートポンプを蓄熱タンクまた
は建物内の配電網、熱源に正しく接続
します。ここでミスを犯してはいけま
せん。これは季節性能係数、つまり暖
房システムの全体的な効率に悪影響を
及ぼすことが避けられないからです。
最後のステップは試運転です。

1.  ヒートポンプシステムのプランニ
ング

しかし、日々の業務の中では、専門業
者にそれ以上のことを求められること
も多いです。よくあることですが、専
門プランナーやエネルギーコンサルタ
ントがシステムの計画と正しい測定を
引き受けない場合は、このサービスも
業界内で求められることになります。
石油、ガス、木材、ペレットなどのエ
ネルギー源を用いた燃焼技術とは対照
的に、ヒートポンプの熱力学的サイク
ルでは、1℃ごとに大きな役割を果た

し、電気エネルギーの使用に大きな影
響を与えます。
例えば、熱源側の蒸発温度が1K高い場
合や、熱源側の凝縮温度が1K低い場
合、ヒートポンプのCOPは2～3％向上
します。そのために専門的な知識が必
要なのです。

ヒートポンプシステムの計画には、予
備調査、コンセプト作成、詳細な計画
が含まれます。これには、油圧回路、
システム部品の寸法、文書化、システ
ムの試運転、オペレーターの指導、さ
らにはコスト面の検討も含まれます。

2. 現場作業のための実用知識
正確な測定値と専門的な知識は、スプ
リット型ヒートポンプの冷媒回路の包
括的なシステム評価と正しい調整の基
礎となります。
重要な動作条件やパラメータを記録し
評価する唯一の方法です。

準備
コミッショニング、そして主にサービ
スの際には、専門技術者が以下のこと
を素早く行うことが重要です。冷媒回
路の最も重要なシステムパラメータを
迅速に入手することが重要です。たし
かに最近のヒートポンプは圧力や温度
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をある程度読み取ることができます。
しかし、表示された値が正しいかど
うかは、確認してみないとわかりませ
ん。マニホールドと温度計は、試運転
には欠かせないツールです。しかし、
測定器は車内や工事現場で物理的また
は熱的なストレスにさらされることが
あります。マノメーターなどのアナロ
グ式の測定器は機械式の指示針を備え
ていますが、過冷却度や過熱度などの
重要な値を直接読み取ることができな
いという欠点があります。これらの値
を手動で計算する場合は、常に計算ミ
スの発生リスクがあります。さらに、
針の位置を読み取る際、いわゆる読み
取り誤差が生じる可能性があります。

しかし、デジタルマニホールドは異な
ります。システムの圧力と関連する
温度を同時に正確に記録することがで
き、過熱度やサブクールも算出可能で
す。読み取り誤差や計算ミスを引き起
こすことはありません。
 
さらに、ディスプレイのバックライ
ト、ゼロ点調整、測定データの保存な
どの便利な機能が追加されており、
サービス作業を迅速かつ効率的に行
うことができます。このように、新
世代のデジタルマニホールド、testo 

557s、testo 550s、testo 550i 
は、ヒートポンプの専門技術者のツー
ルボックスに欠かせないものと言えま
す。

試運転
ヒートポンプが到着して設置された
ら、スプリット型システムの冷媒回路
を完成させる必要があります。使用す
る配管を正しく選択するには、現行の
規格を参考にします。使用する冷媒に
合わせて、材質、肉厚、堅牢性、耐食
性、耐圧性を選択しなければならない
からです。すべてのはんだ接合は、不
活性ガス (窒素) 中で銅または銀のはん
だを用いてろう付けすることにより、
漏れなく接続されます。

続いて冷媒回路の試運転を行います。
専門技術者は、デジタルマニホールド
をヒートポンプの高圧側と低圧側のポ
ートに接続します。圧力測定用のホー
スは、接続箇所を識別するために青と
赤のものが用いられます。3本目のホー
ス (通常は黄色) は、マニホールドのサ
ービスポートに接続されます。このホ
ースは、耐圧試験やリークテストのた
めに窒素を導入する際に使用します。
また、真空ポンプを使って配管や熱交
換器を真空引きし、窒素を真空状態の
システムに導入する際にも用いられま
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デジタルマニホールド testo 557s 

す。重要なのはその後の作業です。試
験圧力を計算上の許容値まで徐々に上
げることで、部材の穴、微細な亀裂、
溶接の継ぎ目、はんだ付け接合からの
漏れを検出することができます。
その他の漏れの箇所としては、ネジ接
続部、バルブのパッキン箱、測定・
モニタリング機器、そして逆説的です
が、あらゆる類のシール剤です。

テストーのデジタルマニホールドは、
リークテストのための独自の測定プ
ログラムを持っており、システムにか
かる圧力が一定に保たれているかどう
かを一定期間にわたってチェックしま

す。リークテストには、発泡剤や冷媒
ガス検知器 testo 316 シリーズを使
用します。テストが完了して、記録さ
れると、システムから窒素を放出しま
す。
ここでもデジタルマニホールドは、シ
ステムにわずかな過圧が残る程度に
窒素を放出するのに役立ちます。その
後、真空ポンプを黄色のホースに接続
し、システムを真空引きします。さら
に正確な真空測定を行うには、デジ
タルマニホールドだけでなく、測定値
をマニホールドやモバイルアプリにワ
イヤレスで送信するスマートプローブ 
testo 552iが適しています。最終的な
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サービスとメンテナンス
冷媒の種類によっては、ヒートポンプ
にはメンテナンスが義務付けられてい
ます。冷媒の損失の恐れや、熱交換器
の表面の汚れなどによる故障を避ける
ためには、オペレーターと専門技術者
の間でメンテナンス契約を結ぶことも
意味があります。テストーは点検に適
した測定器も提供しています。測定器
を接続する際に冷媒が減ることを防ぐ
ために、直接接続が可能なスマートプ
ローブ testo 549i が便利です。測定
するだけであれば、ホースで接続する
必要ないのです。測定値はスマートフ
ォン・タブレットにインストールされ
たアプリに表示されます。また、クラ
ンプ式の温度計の testo 115i を併用
することも可能です。サービスやメン
テナンスの際には、冷媒ガス検知器に
よって、わずかな冷媒の漏れも検出す
ることができます。これにより、冷媒
の不足によるヒートポンプの故障を防
ぐことができます。

真空度に到達してテストが成功した後
に、ヒートポンプのバルブを開き、メ
ーカーが事前に充填しておいた冷媒を
システムに導入することができます。
事前に充填された冷媒の量が十分でな
い場合は、黄色のサービスホースを使
って補充します。
これでヒートポンプは使用可能な状態
になり、マニホールドで高圧や低圧を
読み取り、試運転のための一連の測定
を行います。温度プローブが接続され
ていれば、過熱度と過冷却度をリアル
タイムで簡単に知ることができます。
また、別の温度プローブを使用して、
建物への往き温度と戻り温度、蒸発器
の吸入温度や吐出温度を測定すること
ができます。

ヒートポンプの試運転が終わってしば
らくした後に、電子式ガス検知器を
用いて冷媒回路を再度入念に点検しま
す。これにより、わずかな漏れも確実
に検出することができます。
試運転では、電源電圧や消費電流など
の電気的パラメータを測定して (testo 
770-3などを使用)、測定結果をまとめ
ます。そしてこのシステムはオーナー
に引き渡すことができます。
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蒸発器1

凝縮器2

膨張弁4

膨張弁前での過冷却度の測定

圧縮機

レシーバー

3

過熱度
過熱度は過冷却度と同様にヒートポン
プの効率性を評価するためにもっとも
重要なパラメータの1つです。原則と
して、冷媒回路において過熱度を算出
するポイントを区別しなければなりま
せん。

1) 蒸発器の過熱度
2) 吸入管の過熱度
3) 吸込過熱度
4) 圧縮機の過熱度

3. 重要パラメータ の記録と評価
過冷却度
原則として、液冷媒の過冷却度は、膨
張弁の上流で決定するのが最善です。
凝縮器の後やレシーバーの後の過冷却
度の計算は、サブセクションの検討に
のみ関係します。しかし、冷媒が膨張
弁の前でどのような状態になっている
かは、非常に重要です。

過冷却度は、冷媒回路の効率を考える
上で非常に重要な評価パラメータで
す。一方で、過冷却度は蒸発器によっ
て吸収される熱量を増加させ、エンタ
ルピーの増加につながります。です
が、それは蒸発させることなく液菅の
圧力損失を抑えるためにも必要です。
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1)蒸発器の過熱度
蒸発器の直後と吸入管の開始点で判断
します。サーモスタット式膨張弁のプ
ローブや電気式膨張弁の過熱センサも
同じ場所に設置されています。

2) 吸入管の過熱度
一般的に吸入管の断熱材を介して、環
境からの熱作用により発生します。こ
の熱は冷媒回路でも吸収されなければ
ならないため、この熱作用は最適に計
画・設計されたシステムでは通常は望
ましくありません。

3)吸入過熱度
過熱された吸入蒸気が圧縮機に吸い込
まれる直前に決定されます。蒸発器と
吸入管の過熱度の合計に基づくもの。
で、存在し得る内部熱交換器を含みま
す。

4)圧縮機の過熱度
実際には、圧縮機に存在する過熱度を
判断することは事実上不可能であり、
サービスの観点からはほとんど関係あ
りません。
この過熱度は、主に圧縮機の吸入蒸気
の冷却に起因するもので、メーカーご
とに異なります。
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蒸発器1

凝縮器2

圧縮機3

膨張弁4

蒸発器1

凝縮器2

圧縮機3

膨張弁4

蒸発器の過熱度の算出

吸込過熱度の算出

レシーバー

レシーバー
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ヒートポンプの設置場所を計画する際
には、できるだけ早い段階でその音響
放射を考慮する必要があります。これ
は、屋内に設置されるモノブロックに
も、屋外に設置される圧縮機内蔵のユ
ニットにも当てはまります。

1. 設置場所
屋内
ヒートポンプが屋内に設置される場
合、すべての冷媒回路、つまり圧縮機
も建物内に設置されるということで
す。通常、ユニットは十分に断熱され
ています。しかし、音の伝達は否定で
きません。
反響する床や何もない部屋は、この問
題をさらに悪化させます。設置場所を
計画する際には、この点を考慮する必
要があります。例えば、コンクリート

4章: 騒音

屋外に設置されたAir to Water ヒートポンプ
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の基礎スラブとゴム製マットで効果的
な断熱が可能です。

Air To Water ヒートポンプの場合、
外部へのエアダクトは断熱されていな
ければならず、また防音も必要です。
さらに各ヒートポンプを配管や電気ケ
ーブルに接続する際には、コンペンセ
イタ―などを用いて建物設備から音響
的に切り離すように配慮しなければな
りません。

屋外
屋外に設置するAir To Water ヒートポ
ンプは、近隣の建物から十分な距離を
取り、反対側を向いて設置してくださ
い。空気の流れをどの側面からも妨げ
ないようにしてください。基礎や土台
の上に設置すると、雪が降っていても
結露が滞りなく流れます。この場合、
ハウジングは専門家が設置する必要が
あります。通常付属している緩衝材や
プラスチック部品で室外機を地面から
切り離し、音の伝達を防ぐことができ
ます。正しく設置することで、不要
な音の伝達を防ぐことができます。ま
た、周囲に吸音材や緑樹を配置するこ
とも有効です。
 

また、室外機の設置場所は、ヒートポ
ンプの効率性を損なわないようにする
必要があります。例えば、床のくぼみ
には冷たい外気が溜まりCOPに影響
を与えるため、良い場所とは言えませ
ん。ヒートポンプの設計は多岐にわた
るため、迷った場合はメーカーに相談
することをお勧めします。

2. 構造伝達騒音
建物内には、床や壁などの構造物を介
して伝わってくる音があります。そし
てその音は周囲の空気に伝わります。
このようにして、騒音は地下室から建
物全体へ、あるいは周辺地域へと広が
っていきます。

3. 騒音測定
必要に応じて騒音の測定を行います。
ヒートポンプの騒音測定の最低条件
は、例えば、欧州エコデザイン指令に
記載されています。  
正確な測定を行うためには、testo 
816-1のような高精度の騒音計があ
り、騒音レベルを正確に測定すること
ができます。騒音測定のために、いく
つかの専門用語を理解することが望ま
しいです。
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音響パワー
音響パワーは理論上の計算値です。音
源から発せられる音のエネルギーの
総量を表します。距離が長いほど、音
のパワーが広がる面積が大きくなりま
す。

音圧
音圧は騒音源が空気を振動させること
で発生します。空気圧の変化が大きい
ほど、音の大きさを感じることができ
ます。

音響放射
音やノイズの放射量は、デシベル (dB)
という単位で表されます。空気伝搬音
の場合、dB(B)という追加の略語が単
位に付けられます。構造物や液体を媒
介する音の場合、dB(A)という単位に
なります。

Emission
音源から発せられる音を表す用語で
す。単位はdBで、音響パワーレベルと
して表されます。

Immission
ある場所における音の影響を与えるこ
とを表し、音圧レベルとしてdBで測定
されます。
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4. 視覚情報の影響
屋外設置のAir To Water ヒートポンプ
の増加に伴い、不思議な問題が発生し
ています。これは、ファンの羽根が回
転しているのを見て、近所の人が騒音
に悩まされていると感じるものです。
しかし実際にはヒートポンプは作動し
ておらず、風がファンを動かしている
だけで騒音は全くありません。そのよ
うな場合は、ヒートポンプのファンを
隠す設計が必要となります。隣の敷地
から離れた場所や、道路に面した場所
を選ぶのも同じ効果があります。疑問

ヒートポンプを隠すことで騒音問題を予防することがあります。

が残る場合は、技術者が騒音計 testo 
816-1を使用して騒音測定を行い、隣
人と協力してこの類の騒音問題を解決
することができます。
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騒音に関する知識
• エネルギーラベルに記載されてい

るヒートポンプメーカーの騒音デ
ータを考慮してください。

• 屋内設置のヒートポンプは、建
物、配管、エアダクトから入念に
切り離してください。

• 各ガイドラインに記載されている
騒音の基準値を参照してくださ
い。コンプライアンスに遵守する
責任があります。

EUエネルギーラベル (引用: BWP)

サプライヤーの名称・
トレードマーク・モデ
ル識別 暖房機能

（ラジエータのシンボル）

エネルギー消費量クラス

欧州気温区分（３区分）

公称熱出力
（平均・寒冷・温暖）

音響パワーレベル LWA
屋内 (該当する場合)

音響パワーレベル LWA
屋外

効率性クラス
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冷凍空調設備 製品ページ
https://www.testo.com/ja-JP/applications/hvacr_refrigeration

騒音計 製品ページ
https://www.testo.com/ja-JP/products/sound-meter

参考資料
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