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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱エネルギーを搬送する熱媒が輸送される熱媒輸送路と、
前記熱媒輸送路に接続され、当該熱媒輸送路に熱エネルギーを供給する熱源と、
前記熱媒輸送路に接続され、当該熱媒輸送路から熱エネルギーを取り出す熱需要端と、
前記熱媒輸送路内において、互いに異なる温度を有し、前記熱媒輸送路で輸送方向に所
定の長さを有する状態で順次輸送される熱媒の温度分布を取得する温度分布取得手段と、
前記熱需要端の負荷要求を受け付けるとともに、前記温度分布取得手段により取得され
た温度分布に基づいて、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒が当
該負荷要求を発した前記熱需要端に到達したときに、到達した熱媒から前記熱需要端に熱
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エネルギーを取り出させる制御手段と、
を備える、熱エネルギー搬送システム。
【請求項２】
前記制御手段は、前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒を前
記熱源に供給させる、請求項１記載の熱エネルギー搬送システム。
【請求項３】
前記熱媒輸送路には複数の熱源が接続され、前記制御手段は、各熱源の運転状態に基づ
いて、前記熱エネルギーを供給させる熱源を特定する、請求項２記載の熱エネルギー搬送
システム。
【請求項４】
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前記熱媒輸送路は環状であるとともに、前記熱源及び前記熱需要端において、前記熱媒
は前記熱媒輸送路から取り出されることなく、熱エネルギーのみが前記熱媒との間で授受
される、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の熱エネルギー搬送システム。
【請求項５】
前記熱媒輸送路は、環状の第１の輸送路と環状の第２の輸送路とを有するとともに、前
記熱源及び前記熱需要端は、前記第１の輸送路又は前記第２の輸送路から抜き出した前記
熱媒を蓄積するバッファタンクを備え、前記バッファタンクに蓄積された前記熱媒との間
で熱エネルギーが授受される、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の熱エネルギ
ー搬送システム。
【請求項６】
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少なくとも１の空調機器を備える第１の建物と、
少なくとも１の熱源を備える第２の建物と、
前記第１の建物と前記第２の建物との間に配置され、熱エネルギーを搬送する熱媒が輸
送される熱媒輸送路と、
前記熱媒輸送路内において、互いに異なる温度を有し、前記熱媒輸送路で輸送方向に所
定の長さを有する状態で順次輸送される熱媒の温度分布を取得する温度分布取得手段と、
前記第１の建物における前記空調機器の負荷要求を受け付けるとともに、前記温度分布
取得手段により取得された温度分布に基づいて、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネ
ルギーを有する熱媒が前記第１の建物に到達したときに、到達した熱媒から前記第１の建
物に熱エネルギーを取り出させ、当該取り出した熱エネルギーを前記空調機器に使用させ
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る制御手段と、
を備える、熱融通システム。
【請求項７】
前記制御手段は、前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒を前
記第２の建物が備える前記熱源に供給させる、請求項６記載の熱融通システム。
【請求項８】
前記熱媒輸送路には、それぞれが熱源を備える複数の建物が接続され、前記制御手段は
、各建物における熱源の運転状態に基づいて、当該複数の建物の中から前記第２の建物を
特定する、請求項７記載の熱融通システム。
【請求項９】
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前記熱媒輸送路は、環状の第１の輸送路と環状の第２の輸送路とを有するとともに、前
記第１の建物及び前記第２の建物は、前記第１の輸送路又は前記第２の輸送路から抜き出
した前記熱媒を蓄積するバッファタンクを備え、前記バッファタンクに蓄積された前記熱
媒との間で熱エネルギーが授受される、請求項６から請求項８のいずれか１項に記載の熱
融通システム。
【請求項１０】
前記熱媒輸送路には、それぞれが前記第１の輸送路又は前記第２の輸送路から抜き出し
た前記熱媒を蓄積するバッファタンクを備える複数の建物が接続され、
前記制御手段は、前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒が前
記複数の建物のいずれかが備える前記バッファタンクに蓄積され、かつ当該バッファタン
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ク内の熱媒の用途が確定されていない場合、当該建物及び当該バッファタンクを前記第２
の建物及び前記熱源として特定する、請求項９記載の熱融通システム。
【請求項１１】
前記バッファタンクは、異なる温度を有する熱媒又は建物から排出される残余の熱エネ
ルギーにより、単一の温度を有する熱媒を生成する均熱槽として機能する、請求項９又は
１０記載の熱融通システム。
【請求項１２】
前記第２の建物の前記熱源が、熱エネルギーを付与した熱媒を前記第１の輸送路又は前
記第２の輸送路に注入する場合、当該注入と同時に、当該注入位置の下流側において、注
入対象の輸送路から注入量と同量の熱媒を抜き出す、請求項９から請求項１１のいずれか
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１項に記載の熱融通システム。
【請求項１３】
前記第１の建物の前記バッファタンクに、前記第１の輸送路又は前記第２の輸送路から
熱エネルギーが付与された熱媒を抜き出す場合、当該抜き出しと同時に、当該抜き出し位
置の上流側において、注入対象の輸送路に抜き出し量と同量の熱媒を注入する、請求項９
から請求項１２のいずれか１項に記載の熱融通システム。
【請求項１４】
予め指定され範囲外の温度を有する熱媒が前記第１の輸送路又は前記第２の輸送路に注
入される場合、当該熱媒は、前記第１の輸送路及び前記第２の輸送路のうち予め指定され
た一方の輸送路に注入される、請求項９から請求項１３のいずれか１項に記載の熱融通シ
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ステム。
【請求項１５】
前記第１の輸送路及び前記第２の輸送路と、前記バッファタンクとの接続部が、
前記第１の輸送路に介在された開閉弁と、
前記第２の輸送路に介在された開閉弁と、
一端が前記第１の輸送路の前記開閉弁の一方側に接続された第１の熱媒導入路と、
一端が前記第２の輸送路の前記開閉弁の一方側に接続された第２の熱媒導入路と、
前記第１の熱媒導入路及び前記第２の熱媒導入路の他端がともに一端に接続され、他端
が前記バッファタンクに接続された共通導入路と、
一端が前記第１の輸送路の前記開閉弁の他方側に接続された第１の熱媒導出路と、
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一端が前記第２の輸送路の前記開閉弁の他方側に接続された第２の熱媒導出路と、
前記第１の熱媒導出路及び前記第２の熱媒導出路の他端がともに一端に接続され、他端
が前記バッファタンクに接続された共通導出路と、
前記第１の熱媒導入路に介在された開閉弁と、
前記第２の熱媒導入路に介在された開閉弁と、
前記共通導入路に介在された開閉弁と、
前記第１の熱媒導出路に介在された開閉弁と、
前記第２の熱媒導出路に介在された開閉弁と、
前記共通導入路に介在された開閉弁の上流側に設けられた、前記バッファタンク側に熱
媒を送出するポンプと、
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前記共通導出路に設けられた、前記バッファタンクから前記共通導出路の前記一端側に
熱媒を送出するポンプと、
前記ポンプと前記共通導入路の開閉弁との間の前記共通導入路と、前記共通導出路のポ
ンプの下流側の共通導出路とを接続するバイパス流路と、
前記パイパス流路に介在された開閉弁と、
を備える、請求項９から請求項１４に記載の熱融通システム。
【請求項１６】
前記空調機器は、前記第１の建物が備える熱源により生成された熱エネルギーが付与さ
れた熱媒が供給される第１の熱媒供給路と、前記熱媒輸送路により搬送された熱媒から取
り出した熱エネルギーが付与された熱媒が供給される第２の熱媒供給路とを備え、
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前記制御手段は、前記負荷要求と予め指定された条件とに基づいて、前記第１の熱媒供
給路と前記第２の熱媒供給路とのいずれにより前記空調機器に熱媒を供給するかを決定す
る、請求項６から請求項１５のいずれか１項に記載の熱融通システム。
【請求項１７】
負荷要求を受け付けるステップと、
熱エネルギーを搬送する熱媒が輸送される熱媒輸送路内において、互いに異なる温度を
有し、前記熱媒輸送路で輸送方向に所定の長さを有する状態で順次輸送される熱媒の温度
分布を取得するステップと、
前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊を前記温度分布に
基づいて特定するステップと、
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前記特定した熱媒の塊を前記熱媒輸送路により前記負荷要求の要求元に搬送するステッ
プと、
前記特定した熱媒の塊が負荷要求の要求元に到達したときに、到達した熱媒から熱エネ
ルギーを取り出すステップと、
を有する、熱エネルギー搬送方法。
【請求項１８】
前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊を前記温度分布に
基づいて特定するステップにおいて、当該負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱
媒の塊が特定できなかった場合、前記熱媒輸送路に接続された熱源により、前記負荷要求
を満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊を前記熱媒輸送路内に生成させるステップを
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さらに有する、請求項１７記載の熱エネルギー搬送方法。
【請求項１９】
前記受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊を前記温度分布に
基づいて特定するステップにおいて、当該負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱
媒の塊が特定できなかった場合、前記熱媒輸送路に接続された他の建物において一部が消
費された残余の熱エネルギーにより、前記負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱
媒の塊を前記熱媒輸送路内に生成させるステップをさらに有する、請求項１７又は請求項
１８記載の熱エネルギー搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、熱エネルギーを有効に利用することができる熱エネルギー搬送システム、熱
融通システム及び熱エネルギー搬送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、１箇所又は数箇所の熱供給設備（地域冷暖房プラント）で集中的に製造された、
冷水、温水、蒸気等の熱媒を、地域導管を用いて複数の建物へ供給する地域熱供給システ
ムが実用化されている。この種の熱供給システムは、例えば、熱供給設備Ａが地域Ａに熱
媒を供給する場合、地域Ａ内の建物に供給される熱媒の温度と、該建物で空調等に利用さ
れて熱供給設備Ａへ帰還する熱媒との温度差が所定の範囲内に保たれるように設計・運用
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される（温度差が所定範囲外となった場合、熱供給設備Ａは地域Ａ内の建物に所定温度の
熱媒を供給することができなくなる。）。これにより、熱供給設備Ａから地域Ａ内の各建
物に対し、各建物において必要な熱エネルギーを安定して供給することが可能になる。
【０００３】
しかしながら、このような構成では、地域Ａに熱媒を供給する熱供給設備Ａと、地域Ｂ
に熱媒を供給する熱供給設備Ｂとが隣接している場合でも、熱供給設備Ａと熱供給設備Ｂ
とを一体運用して地域Ａと地域Ｂとの熱供給を効率的に行うことができない。これは、一
般に、地域Ａと地域Ｂとで熱需要量が同一であることはなく、結果として、熱供給設備Ａ
から供給される熱媒の温度と熱供給設備Ｂから供給される熱媒の温度とが異なることに起
因する。各熱供給設備から供給される熱媒の温度が異なる場合、単純に各地域熱供給シス
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テムの地域導管を相互に接続すると、異なる温度の熱媒が混ざり合って接続点における熱
媒の温度が変動してしまう。そして、熱供給設備から供給される熱媒の温度と熱供給設備
へ帰還する熱媒との温度差を所定の範囲内に保つことができなくなり、結果として、各地
域の建物が必要とする熱量を供給することができなくなる。
【０００４】
このような熱媒の混合の問題を回避するため、例えば、特許文献１は、地域Ａに熱媒を
供給する地域熱供給システムと、地域Ｂに熱媒を供給する地域熱供給システムとを、蓄熱
槽を介して接続する構成を開示している。このような構成では、例えば、地域Ａに供給さ
れる熱媒の温度よりも地域Ｂに供給される熱媒の温度の方が高い場合、地域Ａの地域導管
を流れる熱媒は蓄熱槽に導入される。蓄熱槽では、戻り配管を流れる熱媒の熱を利用して
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熱媒が昇温され、当該昇温された熱媒が地域Ｂの地域導管に供給される。また、特許文献
２は、熱媒の混合の問題を回避するため、複数の帰還管路を設け、熱媒体の温度に応じて
使用する帰還管路を変更する構成を開示している。
【０００５】
一方、非特許文献１は、上述のような、特定の熱供給設備から地域内の建物に熱媒を供
給する方式ではなく、各住宅やビル毎に熱源を設置して近傍の住宅やビルとの間で熱を融
通し合う「ベストエフォート型熱融通ネットワーク」を提唱している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００１−１５３３８１号公報
【特許文献２】特開２０１２−０４２１６２号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】荒木和路、柏木孝夫他, "ベストエフォート型熱融通ネットワーク（β
ネットワーク）（第１報）基本構想の提案と課題の整理", 空気調和・衛生工学会大会学
術講演論文集, pp.1695‑1698(2012)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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しかしながら、特許文献１が開示する従来技術では、１箇所又は数箇所の熱供給設備か
ら地域導管を通じて建物に熱媒が搬送され、当該建物で利用された後の熱媒は戻り配管を
通じて熱供給設備に戻される。すなわち、各建物には熱源設備は設置されておらず、熱エ
ネルギーは、熱供給設備から一方通行で各建物に送られる。そのため、従来の地域熱供給
システムにより熱エネルギーが供給される地域に熱源を備えるビル等が存在する場合であ
っても、そのビルで生成された熱エネルギーを、従来の地域熱供給システムを使用してそ
の地域で有効利用することはできない。また、上述の構成では、各建物で利用された熱媒
は戻り配管に導入されて熱供給設備に戻るため、その地域において一切再利用をすること
ができない。これらの点は、特許文献２が開示する技術でも同様である。
【０００９】
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一方、非特許文献１が開示する構成では、各建物が熱源設備を備え、自身の熱源設備で
自給できない場合には、近隣の建物の熱源設備で生成された熱エネルギーを利用する。そ
のため、熱源を備えるビル等で生成された熱エネルギーを、その地域で有効利用すること
は可能なようにも思える。しかしながら、非特許文献１では、着想が開示されているだけ
でその着想を実現するための具体的構成は示されておらず、いかなる構成によれば近隣の
建物の熱源設備で生成された熱エネルギーを利用することを可能にできるのかは明らかに
されていない。また、近隣の建物に供給される熱エネルギーが再利用可能な構成であるも
明確でない。
【００１０】
すなわち、上述の先行文献が開示する技術では、熱源を備える建物で生成された熱エネ
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ルギーをその地域で有効利用することはできない。また、ある建物に熱媒が供給され、当
該建物において熱エネルギーが使用された後の熱媒が有する熱エネルギーを他の建物にお
いて利用することもできない。
【００１１】
また、このように熱エネルギーが残存する熱媒が戻り配管を通じて熱供給設備に戻ると
、熱供給設備において当該熱媒に熱エネルギーを付与する前後における熱媒の温度差が小
さくなり、熱供給設備の運転効率が低下することになる。例えば、冷房のために熱供給設
備が５℃の熱媒を供給する場合であって、当該熱供給設備が戻り配管を通じて戻った２０
℃の熱媒から５℃の熱媒にする能力を有しているとする。この状況下において、戻り配管
を通じて１０℃の熱媒が熱供給設備に戻るとすると、熱供給設備は１０℃の熱媒から５℃
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の熱媒を生成することになる。この場合、熱供給設備は能力を制限して運転されることに
なり、このような運転状態は低効率であることが多い。
【００１２】
さらに、上述のように熱エネルギーが熱供給設備から一方通行で各建物に送られる従来
の地域熱供給システムを、既に建物が完成している既存地域に新たに設置する場合、既存
建物に既に設置されている熱源設備が地域熱供給システムに置換、更新されることになる
。この場合、既存熱源設備は不要となるため、当該熱源設備が未だ十分に使用可能である
場合には、そのような熱源設備を地域熱供給システムに置換しようとする需要も少ない。
また、熱源設備の更新時期になった建物から順次地域熱供給システムに接続することも考
えられるが、従来の地域熱供給システムでは、供給地域の需要量に応じた熱供給設備が設
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けられるため、既存の地域熱供給システムに新たな建物を任意に接続することも容易では
ない。
【００１３】
その一方で、各建物が備える互いに独立した熱源を備える既存地域では、それぞれの建
物において熱エネルギーが不足することがないように熱エネルギーを生成することが必要
である。そのため、各熱源が低効率で運転されたり、高効率運転を目的として過剰な熱エ
ネルギーを生成したりすることで、地域全体としてエネルギー効率が低くなっているとい
う現状もある。
【００１４】
本発明はこのような従来技術の課題を鑑みてなされたものであって、地域において生成
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された熱エネルギーを極めて有効に利用することができ、既存建物への適用も容易である
、熱エネルギー搬送システム、熱融通システム及び熱エネルギー搬送方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上述の目的を達成するために、本発明は以下の技術的手段を採用している。すなわち、
本発明に係る熱エネルギー搬送システムは、熱媒輸送路、熱源、熱需要端、温度分布取得
手段、及び制御手段を備える。熱媒輸送路は、熱エネルギーを搬送する熱媒を輸送する。
熱源は、熱媒輸送路に接続され、当該熱媒輸送路に熱エネルギーを供給する。熱需要端は
、熱媒輸送路に接続され、当該熱媒輸送路から熱エネルギーを取り出す。温度分布取得手
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段は、熱媒輸送路内において、互いに異なる温度を有し、熱媒輸送路で輸送方向に所定の
長さを有する状態で順次輸送される熱媒の温度分布を取得する。制御手段は、熱需要端の
負荷要求を受け付けるとともに、温度分布取得手段により取得された温度分布に基づいて
、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒が当該負荷要求を発した熱
需要端に到達したときに、到達した熱媒から熱需要端に熱エネルギーを取り出させる。
【００１６】
この熱エネルギー搬送システムでは、異なる温度を有する熱媒の塊が熱媒輸送路中を搬
送される。すなわち、熱媒搬送路中に異なる熱エネルギーが付与された熱媒を併存させた
状態で熱エネルギーを搬送することができる。そのため、例えば、当該熱エネルギー搬送
システムに接続された建物において余剰となった熱エネルギーや当該建物で使用され後に
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残存する熱エネルギーを、他の建物に任意に搬送することができる。したがって、従来廃
棄されていた少量の熱エネルギーや排熱を有効に利用することが可能になる。その結果、
熱源の一次側エネルギーを大幅に削減することができる。また、熱エネルギー供給者及び
熱エネルギー使用者の特定が容易であるため、課金も比較的容易に実施可能である。
【００１７】
上記構成において、制御手段は、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有す
る熱媒を熱源に供給させる構成を採用することもできる。この構成において、熱媒輸送路
に複数の熱源が接続される場合、制御手段は、各熱源の運転状態に基づいて、熱エネルギ
ーを供給させる熱源を特定する構成を採用することもできる。
【００１８】
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また、上記構成において、熱媒輸送路は環状であるとともに、熱源及び熱需要端におい
て、熱媒は熱媒輸送路から取り出されることなく、熱エネルギーのみが熱媒との間で授受
される構成を採用することができる。また、熱媒輸送路は、環状の第１の輸送路と環状の
第２の輸送路とを有し、熱源及び熱需要端は、第１の輸送路又は第２の輸送路から抜き出
した熱媒を蓄積するバッファタンクを備える構成を採用することもできる。この場合、バ
ッファタンクに蓄積された熱媒との間で熱エネルギーが授受される。
【００１９】
一方、他の観点では、本発明は、地域において熱エネルギーを融通し合う熱融通システ
ムを提供することもできる。すなわち、本発明に係る熱融通システムは、少なくとも１の
空調機器を備える第１の建物、少なくとも１の熱源を備える第２の建物、熱媒輸送路、温
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度分布取得手段、及び制御手段を備える。熱媒輸送路は、第１の建物と第２の建物との間
に配置され、熱エネルギーを搬送する熱媒を輸送する。温度分布取得手段は、熱媒輸送路
内において、互いに異なる温度を有し、熱媒輸送路で輸送方向に所定の長さを有する状態
で順次輸送される熱媒の温度分布を取得する。制御手段は、第１の建物における空調機器
の負荷要求を受け付けるとともに、温度分布取得手段により取得された温度分布に基づい
て、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒が第１の建物に到達した
ときに、到達した熱媒から第１の建物に熱エネルギーを取り出させ、当該取り出した熱エ
ネルギーを前記空調機器に使用させる。
【００２０】
この熱融通システムでは、異なる温度を有する熱媒の塊が熱媒輸送路中を搬送される。
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すなわち、熱媒搬送路中に異なる熱エネルギーが付与された熱媒を併存させた状態で熱エ
ネルギーを搬送することができる。そのため、例えば、当該熱融通システムに接続された
建物において余剰となった熱エネルギーや当該建物で使用され後に残存する熱エネルギー
を、他の建物に任意に搬送することができる。したがって、従来廃棄されていた少量の熱
エネルギーや排熱を有効に利用することが可能になる。その結果、熱源の一次側エネルギ
ーを大幅に削減することができる。また、熱エネルギー供給者及び熱エネルギー使用者の
特定が容易であるため、課金も比較的容易に実施可能である。
【００２１】
上記構成において、制御手段は、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有す
る熱媒を第２の建物が備える熱源に供給させる構成を採用することもできる。この構成に
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おいて、熱媒輸送路に、それぞれが熱源を備える複数の建物が接続される場合、制御手段
は、各建物における熱源の運転状態に基づいて、当該複数の建物の中から上記第２の建物
を特定する構成を採用することもできる。
【００２２】
また、上記構成において、熱媒輸送路は、環状の第１の輸送路と環状の第２の輸送路と
を有するとともに、第１の建物及び第２の建物は、第１の輸送路又は第２の輸送路から抜
き出した熱媒を蓄積するバッファタンクを備える構成を採用することができる。この構成
では、バッファタンクに蓄積された熱媒との間で熱エネルギーが授受される。
【００２３】
この熱融通システムにおいて、それぞれが第１の輸送路又は第２の輸送路から抜き出し
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た熱媒を蓄積するバッファタンクを備える複数の建物が熱媒輸送路に接続された構成を採
用することもできる。この場合、制御手段は、受け付けた負荷要求を満足できる熱エネル
ギーを有する熱媒が上記複数の建物のいずれかが備えるバッファタンクに蓄積され、かつ
当該バッファタンク内の熱媒の用途が確定されていない場合、当該建物及び当該バッファ
タンクを上述の第２の建物及び熱源として特定する。当該構成において、バッファタンク
は、異なる温度を有する熱媒又は建物から排出される残余の熱エネルギーにより、単一の
温度を有する熱媒を生成する均熱槽として機能することができる。
【００２４】
また、以上の構成において、第２の建物の熱源が、熱エネルギーを付与した熱媒を第１
の輸送路又は第２の輸送路に注入する場合、当該注入と同時に、当該注入位置の下流側に
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おいて、注入対象の輸送路から注入量と同量の熱媒を抜き出す構成を採用することができ
る。また、第１の建物のバッファタンクに、第１の輸送路又は第２の輸送路から熱エネル
ギーが付与された熱媒を抜き出す場合、当該抜き出しと同時に、当該抜き出し位置の上流
において、注入対象の輸送路に抜き出し量と同量の熱媒を注入する構成を採用することが
できる。
【００２５】
さらに、第１の輸送路及び第２の輸送路と、バッファタンクとの接続部は、以下の構成
を採用することができる。すなわち、当該接続部は、第１の輸送路に介在された開閉弁と
、第２の輸送路に介在された開閉弁とを備える。また、一端が第１の輸送路の開閉弁の一
方側に接続された第１の熱媒導入路、及び一端が第２の輸送路の開閉弁の一方側に接続さ

10

れた第２の熱媒導入路を備える。第１の熱媒導入路及び第２の熱媒導入路は、ともに他端
が共通導入路の一端に接続されており、当該共通導入路の他端はバッファタンクに接続さ
れている。さらに当該接続部は、一端が第１の輸送路の開閉弁の他方側に接続された第１
の熱媒導出路、及び一端が第２の輸送路の開閉弁の他方側に接続された第２の熱媒導出路
を備える。第１の熱媒導出路及び第２の熱媒導出路は、ともに他端が共通導出路の一端に
接続されており、当該共通導出路の他端がバッファタンクに接続されている。第１の熱媒
導入路、第２の熱媒導入路、共通導入路、第１の熱媒導出路、第２の熱媒導出路には開閉
弁がそれぞれ介在されている。また、共通導入路に介在された開閉弁の上流側には、バッ
ファタンク側に熱媒を送出するポンプが設けられており、共通導出路には、バッファタン
クから共通導出路の一端側に熱媒を送出するポンプが設けられている。さらに、ポンプと
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共通導入路の開閉弁との間の共通導入路と、共通導出路のポンプの下流側の共通導出路と
はバイパス流路によって接続されており、パイパス流路には開閉弁が介在されている。
【００２６】
さらに他の観点では、本発明は、熱エネルギー搬送方法を提供することができる。すな
わち、本発明に係る熱エネルギー搬送方法では、まず、負荷要求が受け付けられる。次い
で、熱エネルギーを搬送する熱媒が輸送される熱媒輸送路内において、互いに異なる温度
を有し、熱媒輸送路で輸送方向に所定の長さを有する状態で順次輸送される熱媒の温度分
布が取得される。続いて、受け付けられた負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱
媒の塊が温度分布に基づいて特定される。当該特定された熱媒の塊は熱媒輸送路により負
荷要求の要求元に搬送される。そして、特定された熱媒の塊が負荷要求の要求元に到達し
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たときに、到達した熱媒から熱エネルギーが取り出される。
【００２７】
この熱エネルギー搬送方法では、異なる温度を有する熱媒の塊が熱媒輸送路中を搬送さ
れる。すなわち、熱媒搬送路中に異なる熱エネルギーが付与された熱媒を併存させた状態
で熱エネルギーを搬送することができる。そのため、例えば、当該熱エネルギー搬送シス
テムに接続された建物において余剰となった熱エネルギーや当該建物で使用され後に残存
する熱エネルギーを、任意に搬送することができる。したがって、従来廃棄されていた少
量の熱エネルギーや排熱を有効に利用することが可能になる。その結果、熱源の一次側エ
ネルギーを大幅に削減することができる。また、熱エネルギー供給者及び熱エネルギー使
用者の特定が容易であるため、課金も比較的容易に実施可能である。
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【００２８】
この熱エネルギー搬送方法では、受け付けられた負荷要求を満足できる熱エネルギーを
有する熱媒の塊を温度分布に基づいて特定するステップにおいて、当該負荷要求を満足で
きる熱エネルギーを有する熱媒の塊が特定できなかった場合、熱媒輸送路に接続された熱
源により、負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊を熱媒輸送路内に生成さ
せる構成を採用することもできる。また、受け付けられた負荷要求を満足できる熱エネル
ギーを有する熱媒の塊を温度分布に基づいて特定するステップにおいて、当該負荷要求を
満足できる熱エネルギーを有する熱媒の塊が特定できなかった場合、熱媒輸送路に接続さ
れた他の建物において一部が消費された残余の熱エネルギーにより、負荷要求を満足でき
る熱エネルギーを有する熱媒の塊を熱媒輸送路内に生成させる構成を採用することもでき
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る。
【発明の効果】
【００２９】
本発明によれば、熱源を備える建物で生成された熱エネルギーをその地域で有効利用す
ることができる。また、ある建物に熱媒が供給され、当該建物において熱エネルギーが使
用された後の熱媒が有する熱エネルギーを他の建物において利用することもできる。その
結果、熱エネルギーを有効利用でき、熱源効率を改善することができる。さらに、熱エネ
ルギー供給者及び熱エネルギー使用者の特定が容易であるため、課金も比較的容易に実施
可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
【図１】本発明における熱エネルギー搬送原理を説明する模式図
【図２】本発明における温度混合領域の一例を示す図
【図３】本発明における温度混合領域の一例を示す図
【図４】本発明の一実施形態における熱融通システムの全体構成を示す概略構成図
【図５】本発明の一実施形態におけるサーマルルータを示す概略構成図
【図６】本発明の一実施形態における多段階式蓄熱水槽を示す概略構成図
【図７】本発明の一実施形態における制御手段の一例を示す機能ブロック図
【図８】本発明の一実施形態における熱融通システムが実施する地域内熱融通手順の一例
を示すフロー図
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【図９】本発明の一実施形態における熱融通システムが実施する搬送経路決定手順の一例
を示すフロー図
【図１０】本発明の一実施形態における熱融通システムが実施する搬送方法決定手順の一
例を示すフロー図
【図１１】本発明の一実施形態における熱融通システムが実施する注入方法決定手順の一
例を示すフロー図
【図１２】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
【図１３】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
【図１４】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
【図１５】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
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【図１６】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
【図１７】本発明の一実施形態における熱融通システムの動作を説明する図
【図１８】本発明の一実施形態における他のサーマルルータを示す概略構成図
【図１９】本発明の一実施形態における他の熱融通システムの全体構成を示す概略構成図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながらより詳細に説明する。まず、本
発明における熱エネルギー搬送原理について説明する。図１は、本発明の熱エネルギー搬
送原理を説明する模式図である。
【００３２】
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図１に示すように、本発明における熱エネルギー搬送システム１０は、熱媒輸送路１、
熱源２、熱需要端（熱負荷）３、温度分布取得手段４、制御手段５を備える。
【００３３】
熱媒輸送路１は、熱エネルギーを搬送する熱媒６を輸送する。熱媒輸送路１には熱源２
と熱需要端３が接続されている。ここでは、説明のため、１の熱源２と１の熱需要端３と
を示しているが、後述のように、当該熱源２及び熱需要端３は、熱媒輸送路１に対して複
数が接続される。特に限定されないが、熱源２及び熱需要端３は建物等である。すなわち
、熱エネルギーを供給可能な建物等は熱源２になることができ、また、熱エネルギーを消
費可能な建物等は熱需要端３になることができる。また、図１では、熱媒輸送路１が熱源
２及び熱需要端３を貫通するような図を示しているが、熱源２が熱媒輸送路１内の熱媒６
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に熱エネルギーを供給できること、及び熱需要端３が熱媒輸送路１内の熱媒６から熱エネ
ルギーを取得できることを模式的に示すものであり、熱エネルギー授受の具体的構成を示
すものではない。このような熱エネルギーの授受は、例えば、熱媒輸送路１内の熱媒６と
、直接的又は間接的に熱交換を実施する熱交換器を介して実施することができる。なお、
ここでは、熱媒６は、熱媒輸送路１内を熱源２から熱需要端３に向けて流れているものと
する。
【００３４】
熱源２は熱媒輸送路１に熱エネルギーを供給し、熱需要端３は熱媒輸送路１から熱エネ
ルギーを取り出す。熱媒輸送路１内において、熱媒６は互いに異なる温度を有する状態で
分布している。図１では、下流側から、５℃の熱媒１２ａ、１０℃の熱媒１２ｂ、５℃の
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熱媒１２ｃ、１２℃の熱媒１２ｄが分布している状態を示している。同一の温度を有する
一連の熱媒６（１２ａ〜１２ｄの夫々）は、熱媒輸送路１の熱媒輸送方向に沿ってある程
度の長さを有している。以下、熱媒輸送路１の熱媒輸送方向に沿って実質的な長さを有す
る、同一の温度の熱媒６の塊を、適宜、「熱パケット」と呼称する。
【００３５】
熱媒輸送路１内には熱媒６の温度分布を取得する温度分布取得手段４が設置されている
。温度分布取得手段４は、例えば、熱媒輸送路１に所定間隔で設置した温度センサ及び当
該各温度センサの出力をモニタする装置を含む構成とすることも可能である。しかしなが
ら、本実施形態では、熱媒輸送路１内に敷設した光ファイバ１５により温度分布を取得す
る構成を採用している。このような構成を有する温度分布取得手段４は、光ファイバ１５
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の一端から光パルスを入射し、当該光ファイバ１５の各部で発生するラマン散乱光（スト
ークス光、アンチストークス光）を計測する。当該ラマン散乱光には温度依存性が存在す
るため、その温度依存性と、上記パルス光の入射から当該ラマン散乱光が計測されるまで
の時間とに基づいて、光ファイバ１５の特定位置における温度を計測することができる。
なお、このような光ファイバを使用した温度計測機器は市販されているため、ここでの詳
細な説明は省略する。
【００３６】
制御手段５は、熱需要端３の負荷要求（熱エネルギー搬送要求）を受け付けると、温度
分布計測手段４により取得された温度分布に基づいて、受け付けた負荷要求を満足できる
熱エネルギーを有する熱媒６を探索する。そして、例えば、受け付けた負荷要求を満足で
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きる熱エネルギーを有する熱媒６が負荷要求を発した熱需要端３に到達する予定時刻を当
該熱需要端３に通知する。当該通知を受けた熱需要端３は、通知された到達予定時刻が到
来したときに、熱媒輸送路１内の熱媒６（負荷要求を満足できる熱エネルギーを有する熱
媒６）から熱エネルギーを取り出す。
【００３７】
例えば、熱需要端３の負荷要求を満足できる熱パケットが図１に示す１０℃の熱媒１２
ｂであった場合、制御手段５は、１０℃の熱媒１２ｂが熱需要端３に到達したときに熱需
要端３に１０℃の熱媒１２ｂから熱エネルギーを取り出させる。
【００３８】
なお、異なる温度の熱パケットが接触する部分（図１に示す温度混合領域１１）では、
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時間の経過とともに両側の熱媒が混ざり合い、時間の経過が長くなると（すなわち、熱媒
６の移動距離が大きくなると）温度混合領域１１の長さも長くなる。また、温度が異なる
熱パケットが順に搬送される場合、熱媒輸送路１の壁面温度も、熱パケットの温度に応じ
て次々と変化する。このような、熱媒輸送路１の壁面の温度変化は熱パケットの下流側端
部と熱媒輸送路１の壁面とが接触した際に、熱パケットと熱媒輸送路１の壁面との間で熱
エネルギーが移動することにより発生する。すなわち、当該温度変化も、温度混合領域１
１の長さの増大に作用することになる。
【００３９】
例えば、図２は、熱媒輸送路１の特定位置において、壁面温度が１５℃（ここでは、１
５℃の熱媒が充填されている。）の１００ｍ長の鋼管（サイズ：２００Ａ）に、一端（位
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置０ｍ）から、温度が５℃の熱媒（ここでは、水）を１ｍ／ｓｅｃの流速で注入した場合
の鋼管の壁面及び熱媒の温度分布を示す図である。図２において、横軸は鋼管の位置に対
応し、縦軸は温度に対応する。また、図２において、破線２１は鋼管壁面の温度分布に対
応し、実線２２は熱媒の温度分布に対応する。なお、図２では、熱媒の注入開始から９９
．７秒後の状態（すなわち、熱パケットの長さが９９．７ｍ）の状態を示している。
【００４０】
また、図３は、図２中の位置１００ｍにおける、熱媒の温度を示す図である。図３にお
いて、横軸は経過時間に対応し、縦軸が温度に対応する。なお、ここでは、温度は、位置
１００ｍにおける鋼管断面内の平均温度である。
【００４１】
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図２中の実線２２から理解できるように、注入した熱媒の先端から１５ｍ程度の範囲で
は、熱媒の温度が２℃以上上昇しており、温度混合領域１１が形成されることが理解でき
る。また、図３の実線３１から理解できるように、位置１００ｍの点を通過する熱媒は、
５℃の熱媒注入開始から９０秒程度経過したときに温度が低下し始め、１５０秒程度が経
過したときに５℃になっている。すなわち、４０秒から５０秒程度の時間をかけて通過す
る熱媒（つまり、４０ｍ〜５０ｍの長さ）が温度混合領域１１になっていることが理解で
きる。
【００４２】
制御手段５は、直前を進行する熱パケットの温度等に基づいて、このような温度混合領
域１１の搬送距離に依存する変動を考慮して熱媒６の熱需要端３への到達予定時刻を算出
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する。なお、到達予定時刻は、特定の時刻における熱媒輸送路１内の温度分布、当該温度
分布における各温度の熱媒６と熱需要端３との距離、及び熱媒輸送路１内での熱媒６の輸
送速度に基づいて算出可能である。
【００４３】
以上の熱エネルギー搬送システム１０では、異なる温度を有する熱パケットが熱媒輸送
路１中を搬送される。すなわち、熱媒搬送路１中に異なる熱エネルギーが付与された熱パ
ケットを併存させた状態で熱エネルギーを搬送することができる。そのため、例えば、熱
エネルギー搬送システム１０に接続された建物において余剰となった熱エネルギーや当該
建物で使用され後に残存する熱エネルギーを、他の建物に任意に搬送することができる。
したがって、従来廃棄されていた少量の熱エネルギーや排熱を有効に利用することが可能
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になる。その結果、熱源の一次側エネルギーを大幅に削減することができる。また、熱エ
ネルギー供給者及び熱エネルギー使用者の特定が容易であるため、課金も比較的容易に実
施可能である。
【００４４】
続いて、上述の熱エネルギー搬送原理を使用した熱融通システムについて説明する。図
４は、本発明の一実施形態における熱融通システムの一例を示す図である。なお、以下で
は、当該システムにより冷房を実施する事例に基づいて説明する。
【００４５】
図４に示すように本実施形態の熱融通システム１００は、環状の第１の熱媒輸送路１１
０と環状の第２の熱媒輸送路１２０とを備える。第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒
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輸送路１２０は、熱エネルギーが付与された熱媒６を輸送する。
【００４６】
第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０には熱源と熱需要端が接続されて
いる。ここでは、一例として、熱源（熱供給端）として熱源１０１、１０３、１０５、熱
需要端として熱負荷１０２、１０４を示している。なお、熱源１０１は建物Ａが備える冷
凍機により構成される熱源からなり、熱源１０３は建物Ｃが備える冷凍機により構成され
る熱源からなる。熱源１０５は後述する多段階式蓄熱水槽により構成された熱源からなる
。また、熱負荷１０２は建物Ｂが備える空調機器により構成される熱負荷からなり、熱負
荷１０４は建物Ｄが備える空調機器により構成される熱負荷からなる。なお、ここでは、
建物Ａ、Ｃを熱源とし、建物Ｂ、Ｄを熱需要端としているが、建物Ａ、Ｃが備える空調機
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器は熱負荷となり得る。また、建物Ｂ、Ｄが、例えば、空調用の冷凍機等を備えていれば
、建物Ｂ、Ｄも熱源となり得る。
【００４７】
各熱源１０１、１０３、１０５及び各熱負荷１０２、１０４は、接続部１３１、１３２
、１３３、１３４、１３５を介して第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０
に接続されている。接続部１３１〜１３４は、各建物の熱源において生成された熱エネル
ギーを第１の熱媒輸送路１１０、第２の熱媒輸送路１２０内の熱媒に供給する機能と、第
１の熱媒輸送路１１０、第２の熱媒輸送路１２０内の熱媒から熱エネルギーを取得する機
能とを有する。また、接続部１３５は、多段階式蓄熱水槽のいずれかの段階に、第１の熱
媒輸送路１１０、第２の熱媒輸送路１２０内の熱媒を注入する機能と、多段階式蓄熱水槽
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のいずれかの段階から、第１の熱媒輸送路１１０、第２の熱媒輸送路１２０内に熱媒を注
入する機能とを有する。接続部１３１〜１３５の構造については後述する。
【００４８】
第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０内において、熱媒は図１に例示す
るように互いに異なる温度を有する状態で分布している。すなわち、熱媒は熱パケットと
して第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０内を輸送される。なお、第１の
熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０の内部には、各輸送路内の熱媒の温度分布
を取得する上述の光ファイバ１５が設置されており、上述の温度分布取得手段４（図示せ
ず）により、第１の熱媒輸送路１１０及び第２の熱媒輸送路１２０内における熱パケット
の分布が取得される。
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【００４９】
上述の制御手段５は、図示しない上述の温度分布手段４及び各接続部１３１〜１３５と
データの授受が可能な状態に接続されており、上述のように、熱需要端である、熱負荷１
０２や熱負荷１０４の負荷要求を受け付けるとともに、温度分布取得手段４により取得さ
れた温度分布（熱パケットの分布）に基づいて、受け付けた負荷要求を満足できる熱パケ
ットが当該負荷要求を発した熱負荷の接続部に到達したときに、到達した熱パケットから
当該接続部を介して熱需要端に熱エネルギーを取り出させる。
【００５０】
なお、制御手段５は、例えば、専用の演算回路、あるいは、プロセッサとＲＡＭ（Rand
om Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリとを備えたハードウェア及
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び当該メモリに格納され、プロセッサ上で動作するソフトウェアにより実現することがで
きる。
【００５１】
また、特に限定されないが、本実施形態では、第１の熱媒輸送路１１０は、主として、
熱源（冷凍機）で生成された熱エネルギーを付与された熱媒（低温の熱媒）、あるいは、
当該熱媒の温度と大きく異なることのない温度の熱媒（例えば、温度差が３℃以内）を搬
送する役割を担っている。また、第２の熱媒輸送路１２０は、主として、熱エネルギーが
利用され、温度が上昇した熱媒を搬送する役割を担っている。そのため、以下では、当該
役割を表現するため、適宜、第１の熱媒輸送路１１０を「サプライループ１１０」と呼称
し、第２の熱媒輸送路１２０を「レタンループ１２０」と呼称する。
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【００５２】
図５は、接続部１３１〜１３４の構成の一例を示す図である。接続部１３１〜１３４の
構成は同様であるため、ここでは、これらの代表の意味で接続部１３０として表示する。
また、図５では、当該接続部１３０によりサプライループ１１０及びレタンループ１２０
に接続された建物内部の熱源（ここでは、冷凍機）及び熱負荷（空調機器を含む空調エリ
ア）を併記している。なお、図５に示す建物内部の構成は、熱源１０１を備える建物Ａ、
熱負荷１０２を備える建物Ｂ、熱源１０３を備える建物Ｃ、熱負荷１０４を備える建物Ｄ
のすべてに適用することもできる。しかしながら、熱源１０１、１０３は少なくとも図５
に示す熱源を有していればよく、熱負荷１０２、１０３は少なくとも図５に示す熱負荷（
空調器）を有していればよい。
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【００５３】
図５に示すように、本実施形態における接続部１３０は、サプライループ１１０に介在
された開閉弁５０１、レタンループ１２０に介在された開閉弁５０２を備える。なお、こ
こでは、開閉弁５０１、及び開閉弁５０２を採用しているが、当該弁は、サプライループ
１１０又はレタンループ１２０に当該弁の下流側で熱媒を注入する際に注入した熱媒が上
流側に進行すること、及びサプライループ１１０又はレタンループ１２０から当該弁の上
流側で熱媒を抜き出す際に下流側の熱媒が抜き出されることを防止できる弁であればよい
。したがって、逆止弁等を使用することも可能である。開閉弁の構造は、流路を開状態と
閉状態とに切り替えることができるものであれば特に限定されないが、ここでは電磁式の
開閉弁を使用している。

10

【００５４】
また、接続部１３０は、一端がサプライループ１１０の開閉弁５０１上流側に接続され
たサプライループ側導入路５０３及び一端がレタンループ１２０の開閉弁５０２上流側に
接続されたレタンループ側導入路５０４を備える。サプライループ側導入路５０３及びレ
タンループ側導入路５０４は、ともに他端が共通導入路５０５の一端に接続されており、
当該共通導入路５０５の他端が開放型のバッファタンク５０６に接続されている。さらに
、接続部１３０は、一端がサプライループ１１０の開閉弁５０１下流側に接続されたサプ
ライループ側導出路５０７及び一端がレタンループ１２０の開閉弁５０２下流側に接続さ
れたレタンループ側導出路５０８を備える。サプライループ側導出路５０７及びレタンル
ープ側導出路５０８は、ともに他端が共通導出路５０９の一端に接続されており、当該共

20

通導出路５０９の他端がバッファタンク５０６に接続されている。
【００５５】
サプライループ側導入路５０３、レタンループ側導入路５０４、共通導入路５０５、サ
プライループ側導出路５０７、レタンループ側導出路５０８には、開閉弁５１３、５１４
、５１５、５１７、５１８がそれぞれ介在されている。また、共通導入路５０５に介在さ
れた開閉弁５１５の上流側には、開閉弁５１５側（共通導入路５０５の一端側から他端側
に向かう方向）に熱媒を送出するポンプ５１２が設けられている。また、共通導出路５０
９には、熱媒をバッファタンク５０６からサプライループ側導出路５０７、レタンループ
側導出路５０８側へ送出するポンプ５１０が介在されている。ポンプ５１０及びポンプ５
１２は、熱媒をサプライループ１１０又はレタンループ１２０に送出するとともに、当該

30

送出により、サプライループ１１０又はレタンループ１２０中に存在する熱媒を、下流側
へ搬送する機能を有している。なお、当該ポンプ５１０及びポンプ５１２は、後述のよう
に、一対となって動作する他のポンプと同一の流量で熱媒を送出可能であればよく、その
構成は特に限定されない。
【００５６】
また、開閉弁５１５とポンプ５１２と間の共通導入路５０５とポンプ５１０の下流側の
共通導出路５０９とはバイパス流路５１１で接続されており、当該パイパス流路５１１に
は開閉弁５１９が介在されている。本実施形態では、バッファタンク５０６に貯留された
熱媒と、建物側の熱エネルギー搬送系の熱媒との間の熱エネルギーの授受は、熱交換器５
２０を介して実施されるようになっている。また、バッファタンク５０６内の熱媒の温度

40

は図示しない温度センサにより周期的に取得され、当該取得された温度は後述のようにバ
ッファタンク情報取得手段を介して制御手段５に適宜通知される構成になっている。
【００５７】
なお、以下では、適宜、上述した接続部１３０において、開閉弁５０１、５０２、５１
３、５１４、５１７、５１８を含む部分をサーマルルータ５３０と呼称し、開閉弁５１５
、５１９、バッファタンク５０６、ポンプ５１０、ポンプ５１２、バイパス流路５１１を
含む部分をサーマルパケットストレージ５４０と呼称する。
【００５８】
特に限定されないが、本実施形態では、建物Ａ内の熱エネルギー搬送系は、空調エリア
６０１、空調エリア６０２、空調エリア６０３及び熱源６０４を備える。空調エリア６０
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１〜６０３は、１又は複数の室内機（空調機器）を含み、同一の空調エリアに属する室内
機には、同一の熱媒供給経路から熱媒が供給される。例えば、１つの空調エリアには、建
物の１つのフロアを対応させることができる。また、１つのフロアの特定部分（例えば、
東側部分や西側部分）をそれぞれ１つの空調エリアにすることもできる。このような構成
は、公知であるため、ここでの詳細な説明は省略する。なお、ここでは図示を省略してい
るが、空調エリア６０１〜６０３には、室内機の他、同一の空調エリアに属する各室内機
に熱媒を供給するための配管、バルブ（流量制御バルブ）及び２次ポンプも含まれる。
【００５９】
各空調エリア６０１〜６０３の熱媒導入側は、第１のヘッダ６３１を介して熱源６０４
に接続されるとともに、第２のヘッダ６３２を介して熱交換器５２０に接続されている。

10

第１のヘッダ６３１と各空調エリア６０１〜６０３とを接続する熱媒導入路のそれぞれに
は開閉弁６１１〜６１３が設けられており、第２のヘッダ６３２と各空調エリア６０１〜
６０３とを接続する熱媒導入路のそれぞれにも開閉弁６２１〜６２３が設けられている。
これらの開閉弁６１１〜６１３、６２１〜６２３は、各空調エリア６０１〜６０３に、熱
源６０４において熱エネルギーが付与された熱媒と、熱交換器５２０において熱エネルギ
ーが付与された熱媒とのいずれか一方を供給する機能を有している。また、熱源６０４と
第１のヘッダ６３１とを接続する熱媒導入路には開閉弁６１７が設けられており、熱交換
器５２０と第２のヘッダ６３２とを接続する熱媒導入路には開閉弁６２７が設けられてい
る。なお、開閉弁６１７、６２７は、流量制御が可能な流量制御弁により構成されている
20

。
【００６０】
同様に、空調エリア６０１〜６０３の熱媒導出側は、第３のヘッダ６３３を介して熱源
６０４に接続されるとともに、第４のヘッダ６３４を介して熱交換器５２０に接続されて
いる。各空調エリア６０１〜６０３と第３のヘッダ６３３とを接続する熱媒導出路のそれ
ぞれには開閉弁６１４〜６１６が設けられており、各空調エリア６０１〜６０３と第４の
ヘッダ６３４とを接続する熱媒導出路のそれぞれにも開閉弁６２４〜６２６が設けられて
いる。これらの開閉弁６１４〜６１６、６２４〜６２６は、各空調エリア６０１〜６０３
において使用された熱媒を、熱源６０４と熱交換器５２０とのいずれか一方に供給する機
能を有している。
【００６１】
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なお、第３のヘッダ６３３と熱源６０４とを接続する共通導出路６０５には、熱媒を熱
源６０４側に送出するポンプ６０６が設けられており、第４のヘッダ６３４と熱交換器５
２０とを接続する共通導出路６０７には、熱媒を熱交換器５２０側に送出するポンプ６０
８が設けられている。また、第３のヘッダ６３３とポンプ６０６との間には開閉弁６１８
が設けられ、第４のヘッダ６３４とポンプ６０８との間には開閉弁６２８が設けられてい
る。さらに、ポンプ６０６と開閉弁６１８との間と、熱交換器５２０の下流側とを接続す
る熱媒流路６０９及びポンプ６０８と開閉弁６２８との間と、熱源６０４の下流側とを接
続する熱媒流路６１０も設けられている。熱媒流路６０９、６１０により、熱源６０４に
おいて熱エネルギーが付与された熱媒を直接熱交換器５２０に導入し、熱交換後の熱媒を
熱源６０４に導入する流路を構成することができる。また、熱交換機５２０の両端を接続
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する熱交換器バイパス流路６２９も設けられている。熱媒流路６０９、熱媒流路６１０及
び熱交換器バイパス流路６２９にも開閉弁６２０、６１９、６３０がそれぞれ介在されて
いる。なお、開閉弁６１８、６２８、６１９、６２０、６３０は、流量制御が可能な流量
制御弁により構成されている。
【００６２】
なお、図５に示す建物６００内の各構成要素の動作（各開閉弁の開閉及び流量調整、ポ
ンプのオンオフ、熱源・熱交換器の制御）は、建物６００内に設けられた当該建物６００
内の空調をコントロールする空調制御部６４０により制御される。当該空調制御部６４０
は、例えば、専用の演算回路、あるいは、プロセッサとＲＡＭ（Random Access Memory）
やＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリとを備えたハードウェア及び当該メモリに格納
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され、プロセッサ上で動作するソフトウェアにより実現することができる。
【００６３】
図５に示す構成において、例えば、特定のテナント等に設置された空調エリア６０２に
属する室内機から冷房の要求があった場合、当該室内機は、要求された設定温度や急速冷
房等の運転方法情報を空調制御部６４０に通知する。当該通知を受けた空調制御部６４０
は、当該室内機が属する空調エリアを特定するとともに、当該室内機が設置されている場
所（部屋）のその時点の温度及び湿度を図示しない温度センサ、湿度センサを通じて取得
する。空調制御部６４０は、当該設定温度、運転方法情報、取得した温度及び湿度に基づ
いて室内機が属する空調エリア６０２に、熱源６０４において熱エネルギーが付与された
熱媒と、熱交換器５２０において熱エネルギーが付与された熱媒とのいずれかを供給する

10

。本実施形態では、空調制御部６４０は、上述の制御手段５と通信可能に接続されており
、空調制御部６４０は、設定温度、運転方法情報及び取得した温度、湿度（あるいは、こ
れらに基づいて決定された、要求元が属する空調エリアに供給すべき熱媒が有している必
要がある熱エネルギーの条件）を制御手段５に送信する。制御手段５は、例えば、他建物
の熱源の動作状態やバッファタンク内の熱媒の状態、サプライループ１１０、レタンルー
プ１２０内の熱パケット分布等に基づいて、費用が最も低くなることや、当該熱融通シス
テム１００が配置された地域のエネルギー効率が最も高まること等の指定された観点から
、受信した条件に最適な方法を判定して空調制御部６４０に回答する。空調制御部６４０
は当該回答に基づいて、要求元の室内機が属する空調エリア６０２へ、熱源６０４におい
て熱エネルギーが付与された熱媒と、熱交換器５２０において熱エネルギーが付与された
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熱媒とのいずれかを供給するかを判定する。
【００６４】
例えば、熱源６０４を使用する場合、空調制御部６４０は、開閉弁６１７、６１２、６
１５、６１８を開状態として（他の開閉弁は閉状態）、熱源６０４により熱エネルギーを
付与した熱媒を第１のヘッダ６３１を通じて要求元の室内機が属する空調エリア６０２に
供給する。この場合、空調エリア６０２において使用され温度が上昇した熱媒は、第３の
ヘッダ６３３を通じて熱源６０４に戻される。なお、当該熱媒の循環はポンプ６０６を駆
動することで実施される。
【００６５】
また、熱交換器５２０を使用する場合、空調制御部６４０は、例えば、開閉弁６２７、
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６２２、６２５、６２８を開状態として（他の開閉弁は閉状態）、熱交換器５２０により
バッファタンク５０６内の熱媒から取得した熱エネルギーを付与した熱媒を第２のヘッダ
６３２を通じて空調エリア６０２に供給する。この場合、空調エリア６０２において使用
され温度が上昇した熱媒は、第４のヘッダ６３４を通じて熱交換器５２０に戻される。な
お、当該熱媒の循環はポンプ６０８を駆動することで実施される。
【００６６】
また、他の空調エリア６０１、６０３において使用された熱媒の温度が大きく上昇して
おらず、当該熱媒が空調エリア６０２の熱エネルギー条件を満足する場合は、当該熱媒を
空調エリア６０２において再利用してもよい。例えば、熱源６０４から供給され、空調エ
リア６０１において使用された熱媒を空調エリア６０２において再利用する場合、空調制

40

御部６４０は、開閉弁６２７、６２２、６２４、６２８、６３０を開状態として（他の開
閉弁は閉状態）、空調エリア６０１において使用された熱媒を第４のヘッダ６３４及び第
２のヘッダ６３２を通じて空調エリア６０２に供給する。このような運転が可能か否かは
、例えば、第２のヘッダ６３２及び第４のヘッダ６３４内の冷媒の温度をモニタすること
で空調制御部６４０が判断することができる。なお、当該熱媒の循環はポンプ６０８を駆
動することで実施される。
【００６７】
一方、上述のように、制御手段５により最適な方法を判定する構成では、他の建物の要
求に応じて、建物６００の熱源６０４が、他の建物のために熱エネルギーを付与する場合
も発生する。この場合、空調制御部６４０は、開閉弁６１９、６２０を開状態として（他
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の開閉弁は閉状態）、熱源６０４により熱エネルギーを付与した熱媒を、熱媒流路６１０
を通じて熱交換器５２０に供給する。熱交換器５２０において、バッファタンク５０６内
の熱媒に熱エネルギーが移転され、温度が上昇した熱媒は熱媒流路６０９を通じて熱源６
０４に戻される。なお、当該熱媒の循環はポンプ６０６、６０８を駆動することで実施さ
れる。なお、バッファタンク５０６から他の建物へ熱媒を搬送する手法については後述す
る。
【００６８】
次いで、接続部１３５及び熱源１０５（多段階式蓄熱水槽）について説明する。図６は
、接続部１３５及び多段階式蓄熱水槽の構成の一例を示す図である。まず、温度成層型の
多段階式蓄熱水槽について説明する。多段階式蓄熱水槽（熱源１０５）は、熱媒の比重の

10

温度依存性を利用し、種々の温度を有する熱媒を鉛直方向に分布させて貯留する、所定の
高さを有する大型の開放型の水槽２０１を備える。すなわち、水槽２０１の上部には比重
の小さい温度の熱媒が貯留され、水槽２０１の底部には比重の大きい温度の熱媒が貯留さ
れる。
【００６９】
当該水槽２０１は、高さ方向に均等間隔で設けられた注入用開閉バルブ群２０２及び高
さ方向に均等間隔で設けられた送出用開閉バルブ群２０３を備える。ここでは、５個の開
閉弁からなる開閉弁群２０２、２０３を例示しているが、開閉弁群２０２、２０３に属す
る開閉弁の数及び間隔は特に限定されない。この例では、同一高さに、対応する注入用開
閉弁と送出用開閉弁が設けられており、水槽２０１内において当該対応する注入用開閉弁

20

と送出用開閉弁との間が、管壁に多数の貫通孔を有する有孔管により接続されている。す
なわち、有孔管は、水槽２０１内で所定高さを維持した状態で配置されている。このよう
な有孔管を通じて熱媒を注入及び送出を実施することで水槽２０１内の温度分布を乱すこ
とのない低流速の注入及び送出が可能になる。
【００７０】
なお、図６に示すように、本実施形態における接続部１３５は、上述のサーマルルータ
５３０と同一の構成を有しており、共通導入路５０５の他端が注入用開閉バルブ群２０２
に接続され、共通導出路５０９の他端が送出用開閉バルブ群２０３に接続されている。ま
た、共通導出路５０９には水槽２０１内の熱媒をサプライループ１１０又はレタンループ
１２０へ送出するポンプ２０５が介在されている。
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【００７１】
水槽２０１の高さ方向には、図示しない温度センサが均等間隔で配置されており、サプ
ライループ１１０又はレタンループ１２０から引き出した熱パケット（熱媒）に最も近い
温度に対応する１の注入側開閉弁を開状態にすることで、水槽２０１内に熱媒が注入され
る。この場合、熱媒の注入に伴い水槽２０１内の熱媒の液面（水位）は上昇することにな
る。また、サプライループ１１０又はレタンループ１２０に送出する熱パケット（熱媒）
に最も近い温度に対応する１の送出側開閉弁を開状態にすることで、サプライループ１１
０又はレタンループ１２０へ熱媒が送出される。この場合、熱媒の送出に伴って水槽２０
１内の熱媒の液面は下降することになる。
【００７２】

40

また、水槽２０１の底部と上部には、水槽２０１内に貯留された熱媒に熱エネルギーを
付与する熱源２０５に接続された熱媒輸送路が接続されている。例えば、熱源２０５が水
槽２０１内の熱媒を冷却する場合、ポンプ２０７を駆動して水槽２０１の上部から水槽２
０１内の熱媒を引き出し熱源２０５に供給する。熱源２０５において熱エネルギーが付与
された熱媒は水槽２０１の底部に注入される。一方、熱源２０５が水槽２０１内の熱媒を
加熱する場合、ポンプ２０６を駆動して水槽２０１の底部から水槽２０１内の熱媒を引き
出し熱源２０５に供給する。熱源２０５において熱エネルギーが付与された熱媒は水槽２
０１の上部に注入される。
【００７３】
次に、制御手段５の構成について説明する。上述の制御手段５は、例えば、汎用コンピ
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ュータにより構成することができる。図７は、本実施形態の制御手段５の機能ブロック図
である。図７に示すように、本実施形態の制御手段５は、要求受付部５１、情報取得部５
２、熱パケット特定部５３、搬送方法決定部５４及び動作制御部５５を備える。これらの
各部は、例えば、ＣＰＵが、ＲＡＭを作業領域として利用し、ＲＯＭに格納されたプログ
ラムを実行することで実現することができる。
【００７４】
要求受付部５１は、上述のように、各建物が備える空調制御部６４０が送信する、設定
温度、運転方法情報及び空調対象位置の温度、湿度（あるいは、これらに基づいて決定さ
れた、要求元が属する空調エリアに供給すべき熱媒が有している必要がある熱エネルギー
の条件）等の熱エネルギー要求条件を受信する。
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【００７５】
情報取得部５２は、上述の温度分布取得手段４、各建物が備えるバッファタンク５０６
内に収容された熱媒の温度及び量を取得するバッファタンク情報取得手段７と通信可能に
接続されている。情報取得部５２は、温度分布取得手段４により取得されたサプライルー
プ１１０及びレタンループ１２０内の温度分布や、バッファタンク情報取得手段７により
取得された各建物が備えるバッファタンク５０６内に収容された熱媒の温度及び量を、所
定のサンプリングタイムで適宜取得するとともに、取得した情報を保持する。また、情報
取得部５２は、各建物が備える空調制御部６４０とも接続されており、各建物が備える熱
源の運転状態も所定のサンプリングタイムで適宜取得するとともに、取得した情報を保持
する。なお、熱源の運転状態とは、運転中であるか停止中であるかの情報の他、熱エネル
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ギー生成能力（生成余力）、熱エネルギー生成と運転効率との関係を示す情報、消費する
一次側エネルギー量に関する情報等、他の熱源との有利、不利を比較するための任意の情
報を意味する。
【００７６】
熱パケット特定部５３は、要求受付部５１が受信した熱エネルギー要求条件及び情報取
得部５２が保持している各種情報に基づいて、要求受付部５１が受信した熱エネルギー要
求条件を満足する熱パケットを特定する。熱パケット特定部５３により特定された熱パケ
ットを要求元に搬送する経路及び方法が搬送方法決定部５４によって決定され、当該決定
された搬送経路及び搬送方法による熱パケット搬送は、動作制御部５５が各建物の接続部
１３０の動作を制御することによって実現される。
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【００７７】
続いて、上述の構成を有する熱融通システム１００における熱融通の手順について説明
する。
【００７８】
上述のように本実施形態の熱融通システム１００は、当該熱融通システム１００に属す
る建物において、サプライループ１１０又はレタンループ１２０から熱媒を取り出して熱
エネルギーを利用する。このような構成では、１の建物（例えば、図５の熱負荷１０２で
ある建物Ｂ）において、例えば、サプライループ１１０から単に熱媒を取り出すと、サプ
ライループ１１０内の熱媒の量が減少する。すなわち、サプライループ１１０内に熱媒が
存在しない空間が発生し、当該空間にサプライループ１１０内の熱媒が流入するため、上
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述の熱パケットの形態を維持することができなくなる。
【００７９】
また、１の建物（例えば、図５の熱源１０１である建物Ａ）において、他の建物へ熱エ
ネルギーを融通するために、例えば、サプライループ１１０へ熱媒を送出しようしても、
サプライループ１１０内に熱媒が充填されている場合は、サプライループ１１０内に熱媒
を注入できる空間が存在しない。すなわち、サプライループ１１０内に熱媒を注入するこ
とができない。
【００８０】
したがって、当該熱融通システム１００に属する建物において、サプライループ１１０
又はレタンループ１２０から熱媒を取り出して熱エネルギーを利用することを可能とする
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ためには、熱媒を取り出すときに、上流側の他の建物から、熱媒を取り出す対象の熱媒輸
送路（サプライループ１１０又はレタンループ１２０）へ同量の熱媒を注入する必要があ
る。同様に、サプライループ１１０又はレタンループ１２０へ熱媒を送出して他の建物に
熱エネルギーを融通することを可能とするためには、熱媒を送出するときに、下流側の他
の建物において、熱媒を送出する対象の熱媒輸送路（サプライループ１１０又はレタンル
ープ１２０）から同量の熱媒を取り出す必要がある。すなわち、熱媒輸送路（サプライル
ープ１１０又はレタンループ１２０）の少なくとも特定の区間において、熱媒の収支を一
定に保つことが必要になる。
【００８１】
以上のような前提を踏まえ、以下で、熱融通システム１００における熱融通の手順につ
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いて説明する。図８は、熱融通システム１００が実行する地域内熱融通手順の一例を示す
フロー図である。当該手順は、例えば、熱融通システム１００に属する建物の空調制御部
６４０において、熱エネルギーの要求が発生したことをトリガとして開始する。
【００８２】
当該手順が開始すると、空調制御部６４０は、上述のように、熱エネルギー要求条件を
負荷要求として制御手段５へ送信する（ステップＳ８０１）。
【００８３】
制御手段５の要求受付部５１により当該負荷要求が受け付けられると、要求受付部５１
は当該要求を熱パケット特定部５３に入力する。当該入力を受けた熱パケット特定部５３
は、情報取得部５２に保持された情報に基づいて、自身が管理する熱融通システム１００
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内において、受信した条件を満足する熱パケットを検索する。当該検索において、熱パケ
ット特定部５３は、まず、サプライループ１１０及びレタンループ１２０を搬送中の熱パ
ケットにおいて、その時点で搬送先が決定されておらず、かつ受信した条件を満足する熱
パケットの有無を検索する（ステップＳ８０２）。
【００８４】
ここで、本実施形態においてサプライループ１１０及びレタンループ１２０に存在する
熱パケットについて説明する。本実施形態の熱融通システム１００に２４時間稼働の建物
が属していると、熱融通システム１００も２４時間稼働し続けることになるが、ここでは
、熱融通システム１００が完全に停止し、サプライループ１１０及びレタンループ１２０
内の熱媒の温度が周囲温度と同一になっている時点から運転が開始されるとする。
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【００８５】
上述のように、本実施形態では、サプライループ１１０を搬送される熱パケットの温度
は、予め指定された温度（例えば、５℃）との温度差が３℃以内等に制限されているため
、当該条件を満足し、かつ、熱融通システム１００に属する他の建物から負荷要求があっ
た場合に、サプライループ１１０に熱パケットが注入されることになる。すなわち、サプ
ライループ１１０には、搬送先（消費先）が決定されていない熱パケットは存在しないこ
とになる。
【００８６】
一方、レタンループ１２０には、サプライループ１１０のような温度制限がないため、
熱融通システム１００に属する他の建物から負荷要求に応じて生成された熱パケットの他
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、ある建物で使用されまだ熱エネルギーの一部が残存している熱媒や、他の建物での利用
価値のない熱媒（例えば、周囲温度と同一温度の熱媒）が存在することになる。
【００８７】
したがって、この場合、熱パケット特定部５３は、上記検索をレタンループ１２０に対
してのみ実施すればよいことになる。
【００８８】
上記の検索において該当する熱パケットが存在した場合、熱パケット特定部５３は、当
該熱パケットを要求元の建物へ搬送する熱パケットとして特定する（ステップＳ８０２Ｙ
ｅｓ）。なお、上述のように熱パケットは、搬送距離が長くなると温度混合領域１１が増
大して熱パケットの長さが短くなる。すなわち、エネルギー損失が大きくなる。また、搬
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送に要する時間も長くなる。そのため、当該検索において、熱パケットの検索範囲を、要
求元の建物から上流側に位置する予め指定された距離（例えば、６００ｍ）以内に存在す
るものに限定してもよい。
【００８９】
一方、該当する熱パケットが存在しない場合、熱パケット特定部５３は、熱融通システ
ム１００に属する各建物内のバッファタンク５０６内に収容されている熱媒において、そ
の時点で搬送先が決定されておらず、かつ受信した条件を満足する熱媒の有無を検索する
（ステップＳ８０２Ｎｏ、Ｓ８０３）。該当する熱媒が存在する場合、当該熱媒を要求元
の建物へ搬送する熱パケットとして特定する（ステップＳ８０３Ｙｅｓ）。なお、上述の
検索と同様に、当該検索においても、検索範囲を、要求元の建物から上流側に位置する予
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め指定された距離以内に存在する建物に限定してもよい。
【００９０】
当該検索においても該当する熱パケット（熱媒）が存在しない場合、熱パケット特定部
５３は熱パケットの生成を指示する（ステップＳ８０２Ｎｏ、Ｓ８０９）。当該熱パケッ
トの生成は、熱パケット特定部５３に予め指定された条件に基づいて決定された熱源にお
いて実施される。ここで、予め指定された条件とは、例えば、熱融通システム１００が配
置された地域のエネルギー効率が最も高まること、である。より具体的には、既に運転を
しており、当該熱パケットの生成がその熱源の高効率動作範囲内で実施可能である熱源（
すなわち、生成コストが安い）や、当該熱パケットを生成するために必要な一次側エネル
ギー（電気、燃料等）の消費量が最も低い熱源等が選択されることになる。上述のように
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、本実施形態では、熱融通システム１００に属する熱源は制御手段５と通信可能に接続さ
れており、各熱源の運転状態は制御手段５の情報取得部５２に適宜通知される構成になっ
ている。なお、当該熱源には、多段階式蓄熱水槽（図４、図６参照）も含まれる。また、
このような条件にしたがって熱パケットを生成する場合、必然的に、需要元建物から距離
が離れた建物での熱パケットの生成は抑制され、需要元建物に近い（搬送距離が短い）建
物において熱パケットが生成されることになる。
【００９１】
なお、熱パケット特定部５３が負荷要求の要求元建物の熱源による熱パケットの生成を
決定した場合、熱パケットは生成されず要求元の建物内の熱源により熱媒に熱エネルギー
が付与されることになる。この場合、熱パケット特定部５３は、要求受付部５１を通じて
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その旨を要求元建物の空調制御部６４０に通知する。すなわち、制御手段５は、要求元建
物の要求元空調エリアにおいて、要求元建物の熱源により生成された熱エネルギーが付与
された熱媒が供給される熱媒供給路を使用することを決定する。
【００９２】
以上のようにして、要求元へ搬送する熱パケットを特定した熱パケット特定部５３は特
定した熱パケットの情報を搬送方法決定部５４に入力する。当該入力に応じて搬送方法決
定部５４は、特定した熱パケットの搬送経路及び搬送方法を決定する。図９は、搬送方法
決定部５４の搬送経路決定手順の一例を示すフロー図である。上述のように、本実施形態
では、サプライループ１１０には、温度差が３℃以内等、搬送する熱パケットの温度を限
定している。そのため、搬送方法決定部５４は、まず、上述のようにして特定された熱パ
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ケットが、サプライループ１１０の搬送する温度範囲に属しているか否かを判定する（ス
テップＳ９０１）。規定された温度範囲内である場合、搬送方法決定部５４は、当該熱パ
ケットをサプライループ１１０へ注入可能であれば、搬送経路をサプライループ１１０に
決定する（ステップＳ９０１Ｙｅｓ、Ｓ９０２Ｙｅｓ、Ｓ９０３）。一方、搬送元から要
求元までの間のサプライループ１１０の使用予約（先行する熱パケットが多数存在する等
）が非常に多く、搬送開始までに多大な時間を要する等の事情があり、レタンループ１２
０を通じて熱パケットを搬送した方が好ましい場合には、搬送方法決定部５４は、規定さ
れた温度範囲内である熱パケットであっても搬送経路をレタンループ１２０に決定する（
ステップＳ９０１Ｙｅｓ、Ｓ９０２Ｎｏ、Ｓ９０４）。
【００９３】
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また、規定された温度範囲外である場合、搬送方法決定部５４は、搬送経路をレタンル
ープ１２０に決定する（ステップＳ９０１Ｎｏ、Ｓ９０３）。
【００９４】
上述のようにして搬送経路を決定した搬送方法決定部５４は、続いて、熱パケットの搬
送方法を決定する。ここで、搬送方法とは、上述したように、熱媒輸送路（サプライルー
プ１１０又はレタンループ１２０）の少なくとも特定の区間において、熱媒の収支を一定
に保つ手法を意味する。図１０は搬送方法決定部５４の搬送方法決定手順の一例を示すフ
ロー図である。
【００９５】
搬送方法決定部５４は、まず、特定された熱パケットが搬送中の熱パケットであるか否
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かを確認する（ステップＳ１００１）。搬送中の熱パケットである場合、サプライループ
１１０又はレタンループ１２０に熱パケットを注入する必要がないため、手順が終了する
（ステップＳ１００１Ｙｅｓ）。
【００９６】
搬送中の熱パケットでない場合、搬送方法決定部５４は、決定した搬送経路において、
要求元建物までの間に先行する熱パケットが存在するか否かを確認する（ステップＳ１０
０２）。先行熱パケットが存在する場合、搬送方法決定部５４は、熱パケット特定部５３
により特定された熱媒を収容するバッファタンク５０６又は熱パケットを生成する熱源が
存在する建物（以下、搬送元建物という。）と、要求元建物との間の、上述の手法により
決定された搬送経路中に存在する先行熱パケットの消費先が決定しているか否かを確認す

20

る（ステップＳ１００２Ｙｅｓ、Ｓ１００３）。先行熱パケットの消費先が決定している
場合、搬送方法決定部５４は、当該先行熱パケットの前方（下流側）に、熱パケット特定
部５３により特定された熱パケットの長さよりも長い、不要な熱媒が存在するか否かを確
認する（ステップＳ１００３Ｙｅｓ、Ｓ１００６）。該当する不要な熱媒が存在しない場
合、搬送方法決定部５４は、当該先行熱パケットの消費時に熱パケットを注入することを
決定する（ステップＳ１００６Ｎｏ、Ｓ１００８）。上述のように、サプライループ１１
０を搬送されるすべての熱パケットは、基本的に消費先が決まっている。そのため、搬送
経路がサプライループ１１０であり、かつ先行熱パケットが連なっている状態である場合
、熱パケット特定部５３により特定された熱パケットは、先行熱パケットの消費時にサプ
ライループ１１０に注入されることになる。
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【００９７】
一方、先行熱パケットの消費先が未定である場合（すなわち、搬送経路がレタンループ
１２０である場合）、搬送方法決定部５４は、搬送元建物と要求元建物との間の、上述の
手法により決定された搬送経路中に存在する建物のバッファタンク５０６又は多段階式蓄
熱水槽１０５に、先行熱パケットを退避可能であるか否かを確認する（ステップＳ１００
３Ｎｏ、Ｓ１００４）。先行熱パケットが退避可能である場合、搬送方法決定部５４は、
当該先行熱パケットの退避時に熱パケットを注入することを決定する（ステップＳ１００
４Ｙｅｓ、Ｓ１００７）。なお、バッファタンク５０６へ退避可能とは、バッファタンク
５０６に先行熱パケットを収容する容量が存在し、バッファタンク５０６内に先行熱パケ
ットを導入して退避した場合に、バッファタンク５０６内に既に存在している熱媒との混
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合により、予め指定された閾値を超える大きな熱損失が発生せず（すなわち、損失を許容
できる）、かつ先行熱パケットの長さが熱パケット特定部５３により特定された熱パケッ
トよりも長いことを意味する。
【００９８】
先行熱パケットが退避不可能である場合、搬送方法決定部５４は、要求元建物の接続部
１３０（あるいは、搬送元建物と要求元建物との間の、上述の手法により決定された搬送
経路中に存在する建物の接続部１３０において、先行熱パケットを一方の熱媒輸送路から
他方の熱媒輸送路へバイパスし、当該先行熱パケットのバイパス時に熱パケットを注入す
ることを決定する（ステップＳ１００４Ｎｏ、Ｓ１００５）。先行熱パケットが存在しな
い場合も同様である（ステップＳ１００２Ｎｏ、Ｓ１００５）。しかしながら、この場合
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、先行する熱媒が熱パケットではなく、周囲温度と同等の温度を有する不要な熱媒である
可能性がある。そのため、この場合、バイパスに変えて、熱エネルギーが付与される熱媒
として、いずれかの建物のバッファタンク５０６や多段階式蓄熱水槽１０５に導入すると
き（以下、熱媒処理時という。）に熱パケットを注入することを決定することも可能であ
る。先行熱パケットの前方に、熱パケット特定部５３により特定された熱パケットの長さ
よりも長い、不要な熱媒が存在する場合も同様である（ステップＳ１００６Ｙｅｓ、Ｓ１
００５）。
【００９９】
なお、先行熱パケットと不要な熱媒とが存在する場合、バイパスあるいは熱媒処理の対
象とする熱媒は、先行熱パケットの前方に存在する熱媒とすることが特に好ましい。この
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ようにすることで、先行熱パケットの進行を停止することなく、熱パケット特定部５３に
より特定された熱パケットを注入することができる。
【０１００】
また、いずれの場合であっても、搬送経路として決定された輸送路に熱媒を注入する注
入速度と当該輸送路から熱媒を抜き出す抜出速度とは同一である。すなわち、注入量と抜
き出し量とは同一である。すなわち、先行熱パケットを進行させるためだけに他の建物に
おいてその輸送路に対して熱媒の注入が実施されていた場合、熱パケット特定部５３によ
り特定された熱パケットが注入される際に、当該他の建物における熱媒の注入は停止され
ることになる。
【０１０１】

20

以上のようにして、特定した熱パケットの搬送経路及び搬送方法を決定した搬送方法決
定部５４は、決定した搬送方法を動作制御部５５に通知する。当該通知を受けた動作制御
部５５は、搬送方法決定部５４により決定された搬送経路及び搬送方法により、熱パケッ
ト特定部５３が特定した熱パケットの搬送を実行する（ステップＳ８０５）。そして、当
該熱パケットが要求元建物に到達するまで待機する（ステップＳ８０６Ｎｏ）。なお、当
該熱パケットの搬送は、熱融通システム１００に属する建物の接続部１３０（図５では接
続部１３１〜１３５）の動作（開閉弁およびポンプの動作）を制御することによって実現
される。
【０１０２】
その後、当該熱パケットが要求元建物に到達すると、要求元建物のサーマルルータ５３
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０は、到達した熱パケットを要求元建物のバッファタンク５０６に導入する（ステップＳ
８０７）。当該導入のタイミングは、動作制御部５５によって指示される。上述のように
、情報取得部５２には、サプライループ１１０及びレタンループ１２０内の温度分布がリ
アルタイムで保持されているため、熱パケットの到達タイミングを検知することができる
。なお、バッファタンク５０６への熱パケットの導入については後述する。
【０１０３】
また、バッファタンク５０６へ熱パケットを導入する場合、熱媒の収支を一定に保つた
めに、熱パケットが取り出される熱媒輸送路（サプライループ１１０又はレタンループ１
２０）に、同量の熱媒を注入する必要がある。当該熱媒を注入する方法も、上述の搬送方
法決定部５４が決定する。図１１は、搬送方法決定部５４が実施する注入方法決定手順の
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一例を示すフロー図である。当該手順は、上記熱パケットが要求元建物に到達する以前に
実施される。
【０１０４】
搬送方法決定部５４は、まず、バッファタンク５０６へ導入する熱パケットが、他の熱
パケットと紐づけられているか否かを確認する（ステップＳ１１０１）。ここで、紐づけ
とは、図１０のステップＳ１００２における消費先が決定している先行熱パケットとして
後続の熱パケットと対応づけられている状態を意味する。紐づけされている場合、手順が
終了する（ステップＳ１１０１Ｙｅｓ）。この場合、要求元建物のバッファタンク５０６
へ当該熱パケットを導入するときに、紐づけされている熱パケットが注入されるため、熱
媒輸送路において熱媒の収支は一定に維持される。
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【０１０５】
紐づけされている後続の熱パケットが存在しない場合、搬送方法決定部５４は、搬送元
建物と要求元建物との間の、上述の手法により決定された搬送経路中に存在する建物のバ
ッファタンク５０６又は多段階式蓄熱水槽１０５から熱パケットを注入可能であるか否か
を確認する（ステップＳ１１０１Ｎｏ、Ｓ１１０２）。搬送経路中に存在する建物のバッ
ファタンク５０６から熱パケットを注入可能である場合、搬送方法決定部５４は、要求元
建物のバッファタンク５０６へ熱パケットを導入するときに、搬送経路中に存在する当該
建物のバッファタンク５０６から熱パケットを注入することを決定する（ステップＳ１１
０２Ｙｅｓ、Ｓ１１０４）。なお、バッファタンク５０６から注入可能とは、バッファタ
ンク５０６に取り出される先行熱パケットと同量の熱媒が存在し、さらに、注入先がサプ
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ライループ１１０である場合は、当該熱媒が上述の規定温度内であることを意味する。
【０１０６】
搬送経路中に存在する建物のバッファタンク５０６から熱パケットを注入できない場合
、搬送方法決定部５４は、要求元建物のバッファタンク５０６へ熱パケットを導入すると
きに、他方の熱媒輸送路から熱パケットを注入することを決定する（ステップＳ１１０２
Ｎｏ、Ｓ１１０３）。ここで、他方の熱媒輸送路からの注入は、一方の熱媒輸送路から他
方の熱媒輸送路へ熱媒をバイパスすることで実現される。なお、この場合、温度範囲を満
足しない熱媒のレタンループ１２０からサプライループ１１０へのバイパスもやむを得ず
実施される場合がある。このバイパスは、サプライループ１１０において熱パケットが存
在しない部分において実施されることになる。
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【０１０７】
以上のようにして決定した注入方法を、バッファタンク５０６へ熱パケットを導入する
際に実施することで、熱媒輸送路において熱媒の収支は一定に維持することができる。
【０１０８】
以上のようにして要求元のバッファタンク５０６に熱パケット（熱媒）が導入されると
、当該要求元建物の空調制御部６４０が当該熱媒に付与された熱エネルギーを、熱交換器
５２０を介して取り出し、要求元の室内機へ供給する（ステップＳ８０８）。なお、要求
元の室内機を含む当該建物において利用され、熱エネルギーが消費された熱媒（ここでは
、温度が上昇した熱媒）は、適当なタイミングでレタンループ１２０に排出される。また
、このように他の建物で利用可能な熱エネルギーを含まない熱媒は、上述のように、熱エ
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ネルギーが付与される熱媒として、熱融通システム１００に属する建物のバッファタンク
５０６や多段階式蓄熱水槽１０５に適宜導入されることになる。
【０１０９】
以下、サーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０の動作について順
に説明する。なお、以下で説明する図１２〜図１７では、熱媒が通過する経路を太線で示
し、他の経路を細線で示す。また、開状態にある開閉弁を黒塗りで示し、閉状態にある開
閉弁を線図で示す。
【０１１０】
まず、一方の熱媒輸送路から他方の熱媒輸送路へのバイパス動作について説明する。図
１２及び図１３は、サーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０による
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バイパス動作を説明する図である。図１２がサプライループ１１０からレタンループ１２
０へのバイパスに対応し、図１３がレタンループ１２０からサプライループ１１０へのバ
イパスに対応する。
【０１１１】
図１２に示すように、サプライループ１１０からレタンループ１２０へのバイパスは、
開閉弁５０１、５０２を閉状態とし、開閉弁５１３、５１９、５１８を開状態とする（そ
の他の開閉弁は閉状態）ことで実現できる。また、図１３に示すように、レタンループ１
２０からサプライループ１１０へのバイパスは、開閉弁５０１、５０２を閉状態とし、開
閉弁５１４、５１９、５１７を開状態とする（その他の開閉弁は閉状態）ことで実現でき
る。なお、これらのバイパス状態における熱媒の搬送はポンプ５１２の駆動により実現さ
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れる。
【０１１２】
図１４はサーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０によるサプライ
ループ１１０からバッファタンク５０６への熱パケットの導入動作を説明する図である。
図１４に示すように、サプライループ１１０からバッファタンク５０６への熱パケットの
導入は、開閉弁５０１を閉状態とし、開閉弁５１３、５１５を開状態とする（その他の開
閉弁は閉状態）ことで実現できる。なお、当該状態における熱媒の搬送はポンプ５１２の
駆動により実現される。
【０１１３】
図１５はサーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０によるバッファ
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タンク５０６からサプライループ１１０への熱パケットの送出動作を説明する図である。
図１５に示すように、バッファタンク５０６からサプライループ１１０への熱パケットの
送出は、開閉弁５０１を閉状態とし、開閉弁５１７を開状態とする（その他の開閉弁は閉
状態）ことで実現できる。なお、当該状態における熱媒の搬送はポンプ５１０の駆動によ
り実現される。
【０１１４】
図１６はサーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０によるレタンル
ープ１２０からバッファタンク５０６への熱パケットの導入動作を説明する図である。図
１６に示すように、レタンループ１２０からバッファタンク５０６への熱パケットの導入
は、開閉弁５０２を閉状態とし、開閉弁５１４、５１５を開状態とする（その他の開閉弁
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は閉状態）ことで実現できる。なお、当該状態における熱媒の搬送はポンプ５１２の駆動
により実現される。
【０１１５】
図１７はサーマルルータ５３０及びサーマルパケットストレージ５４０によるバッファ
タンク５０６からレタンループ１２０への熱パケットの送出動作を説明する図である。図
１７に示すように、バッファタンク５０６からレタンループ１２０への熱パケットの送出
は、開閉弁５０２を閉状態とし、開閉弁５１８を開状態とする（その他の開閉弁は閉状態
）ことで実現できる。なお、当該状態における熱媒の搬送はポンプ５１０の駆動により実
現される。
【０１１６】
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なお、上記実施形態では、サプライループ１１０とレタンループ１２０内の熱媒の搬送
方向を同一方向としているが、搬送時間短縮の観点では、サプライループ１１０とレタン
ループ１２０内の熱媒の搬送方向を逆方向とすることが好ましい。
【０１１７】
また、熱媒の搬送方向を任意に切り替えることができる構成としてもよい。図１８は、
このような搬送方向の切替を可能にするサーマルルータの構成の一例を示す図である。図
１８に示すように、このサーマルルータ５５０は、開閉弁５５１及び開閉弁５５２を備え
る点で、図５に示すサーマルルータ５３０と相違し、他の構成は同様である。開閉弁５５
１はサプライループ１１０に介在されており、サプライループ側導出路５０７とサプライ
ループ１１０との接続点が、開閉弁５０１と開閉弁５５１とで挟まれている。開閉弁５５
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２はレタンループ１２０に介在されており、レタンループ側導出路５０８とレタンループ
１２０との接続点が、開閉弁５０２と開閉弁５５２とで挟まれている。
【０１１８】
この構成では、サプライループ側導出路５０７を通じて熱媒をサプライループ１１０に
注入する場合、開閉弁５０１を閉状態とし開閉弁５５１を開状態とすると、注入された熱
媒は、サプライループ側導出路５０７とサプライループ１１０との接続点から開閉弁５５
１の方向へ進行する。一方、開閉弁５０１を開状態とし開閉弁５５１を閉状態とすると、
注入された熱媒は、サプライループ側導出路５０７とサプライループ１１０との接続点か
ら開閉弁５０１の方向へ進行する。同様に、レタンループ側導出路５０８を通じて熱媒を
レタンループ１２０に注入する場合、開閉弁５０２を閉状態とし開閉弁５５２を開状態と
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すると、注入された熱媒は、レタンループ側導出路５０８とレタンループ１２０との接続
点から開閉弁５５２の方向へ進行する。一方、開閉弁５０２を開状態とし開閉弁５５２を
閉状態とすると、注入された熱媒は、レタンループ側導出路５０８とレタンループ１２０
との接続点から開閉弁５０２の方向へ進行する。
【０１１９】
以上説明したように、本実施形態の熱融通システム１００によれば、当該システムに接
続された建物間で熱エネルギーを任意に移動させることが可能であり、各建物が備える熱
源を連携して運転することが可能になる。そのため、従来、各建物が備える互いに独立し
た熱源が、それぞれの建物において熱エネルギーが不足することがないように十分な熱エ
ネルギーを生成することで、地域全体として過剰に生成されていた熱エネルギーを、地域
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全体として適正な余剰分を含む本来必要な量に低減することができる。例えば、建物（熱
負荷）において使用されてレタンループ１２０に導入された熱媒の熱エネルギーの再利用
が可能であり、従来廃棄されていた少量の熱エネルギーや排熱を有効に利用することが可
能になる。また、その結果、熱源において熱エネルギーが付与される前後の熱媒の温度差
を大きくすることができ、熱源を高効率で運転することも可能になる。加えて、一次側エ
ネルギーとしてガスを使用する熱源や一次側エネルギーとして電気を使用する熱源等の種
々の熱源を、それぞれの特性に合わせて、時期（暖房、冷房）や時間帯等に応じて高効率
で運転させることが可能になる。そして、これらの効果が相まって、熱源が消費する一次
側エネルギーを大幅に削減することができる。
【０１２０】
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また、本実施形態の熱融通システム１００では、サプライループ１１０とレタンループ
１２０に接続部１３０を介して建物を任意に接続することができる。そのため、既存建物
が有する熱源等を置換、更新する必要がなく、既存建物が多く存在する地域に適用するこ
とも容易である。加えて、熱エネルギー供給者及び熱エネルギー使用者の特定が容易であ
るため、課金も比較的容易に実施可能である。
【０１２１】
また、本実施形態の熱融通システム１００では、各建物が備えるポンプにより、サプラ
イループ１１０及びレタンループ１２０内を熱媒が輸送されるため、図４に示すように熱
媒を輸送する（ループ内を循環させる）ためのポンプをサプライループ１１０及びレタン
ループ１２０に介在させる必要がない。すなわち、熱媒の輸送が必要な場所及び期間に限
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ってポンプが駆動されるため、熱媒輸送のためのエネルギー消費量を必要最小限にするこ
とができる。加えて、本構成では、サプライループ１１０又はレタンループ１２０に熱媒
を注入するポンプと、当該ポンプに対応してサプライループ１１０又はレタンループ１２
０から熱媒を抜き出すポンプとが、同一流量となる状態で動作できればよく、その際に、
サプライループ１１０又はレタンループ１２０を流れる熱媒の流量に何ら制限はない。す
なわち、対となって動作するときに一方の流量に調整可能であれば各建物に設置されるポ
ンプの容量は任意である。そのため、例えば、規模の小さな建物にも関わらず大容量ポン
プの設置が要求される等の不都合は発生しない。
【０１２２】
なお、上記では、建物が１つのバッファタンク５０６を備える構成を説明したが、１の
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建物に複数のバッファタンクを設け、各バッファタンクに互いに温度の異なる熱媒を収容
できる構成を採用することも可能である。この場合、各バッファタンクに熱交換器が設け
られ、各熱交換器は上述の熱交換機５２０と同様にヘッダを介して各空調エリアに接続さ
れる。すなわち、この構成では、各空調エリアには、熱源及び各熱交換器において熱エネ
ルギーが付与された熱媒を選択的に供給することができることになる。
【０１２３】
さらに、上記では、特に好ましい形態として、熱媒輸送路として、サプライループ１１
０とレタンループ１２０との２つの環状輸送路が並んで設けられた構成について説明した
が、３つ以上の環状輸送路が並んで設けられてもよい。
【０１２４】
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ところで、上述の事例では、熱媒輸送路として、２つの環状輸送路が並んで設けられた
構成としたが、熱媒輸送路は、１つの環状輸送路によって構成することもできる。図１９
は、本発明の一実施形態における熱融通システムの他の例を示す図である。なお、以下で
は、当該システムにより冷房を実施する事例に基づいて説明する。
【０１２５】
図１９に示すように本実施形態の熱融通システム４００は、環状の熱媒輸送路４１０を
備える。熱媒輸送路４１０は、熱エネルギーが付与された熱媒６を輸送する。熱媒輸送路
４１０には熱源と熱需要端が接続されている。ここでは、一例として、熱源（熱供給端）
として熱源４０１、４０３、４０５、熱需要端として熱負荷４０２、４０４を示している
。なお、熱源４０１は建物Ｅが備える冷凍機により構成される熱源からなり、熱源４０３
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は建物Ｇが備える冷凍機により構成される熱源からなる。熱源４０５は、例えば、上述し
た多段階式蓄熱水槽により構成された熱源からなる。また、熱負荷４０２は建物Ｆが備え
る空調機器により構成される熱負荷からなり、熱負荷４０４は建物Ｈが備える空調機器に
より構成される熱負荷からなる。なお、ここでは、建物Ｅ、Ｇを熱源とし、建物Ｆ、Ｈを
熱需要端としているが、建物Ｅ、Ｇが備える空調機器は熱負荷となり得る。また、建物Ｆ
、Ｈが、例えば、空調用の冷凍機等を備えていれば、建物Ｆ、Ｈも熱源となり得る。
【０１２６】
各熱源４０１、４０３、４０５及び各熱負荷４０２、４０４は、接続部４３１、４３２
、４３３、４３４、４３５を介して熱媒輸送路４１０に接続されている。接続部４３１〜
４３５は、各建物の熱源において生成された熱エネルギーを熱媒輸送路４１０内の熱媒に
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供給する機能と、熱媒輸送路４１０内の熱媒から熱エネルギーを取得する機能とを有する
。接続部４３１〜４３５は、例えば、レタンループ１２０側の接続路（レタンループ側導
入路５０４及びレタンループ側導出路５０８）を省略した上述のサーマルルータ５３０及
びサーマルパケットストレージ５４０により構成することもできる。しかしながら、ここ
では、接続部４３１〜４３５は熱交換器により構成されている。そのため、この例では、
熱媒輸送路４１０から熱媒６が取り出されることなく、熱エネルギーのみが熱媒６と熱源
４０１、４０３、４０５との間又は熱媒６と熱負荷４０２、４０４との間で授受される。
また、本構成では、熱媒輸送路４１０における熱媒６の輸送（循環）は、熱媒輸送路４１
０に介在されたポンプ４１１により実現される。
【０１２７】
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熱媒輸送路４１０内において、熱媒６は図１に例示するように互いに異なる温度を有す
る状態で分布している。すなわち、熱媒６は熱パケットとして熱媒輸送路４１０内を輸送
される。なお、熱媒輸送路４１０の内部には、輸送路内の熱媒６の温度分布を取得する上
述の光ファイバ１５が設置されており、上述の温度分布取得手段４（図示せず）により、
熱媒輸送路４１０内における熱パケットの分布が取得される。
【０１２８】
上述の制御手段５は、図示しない上述の温度分布手段４及び各接続部４３１〜４３５（
ここでは、熱交換器）とデータの授受が可能な状態に接続されており、上述のように、熱
需要端である、熱負荷４０２や熱負荷４０４の負荷要求を受け付けるとともに、温度分布
取得手段４により取得された温度分布（熱パケットの分布）に基づいて、受け付けた負荷
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要求を満足できる熱パケットが当該負荷要求を発した熱負荷の接続部に到達したときに、
到達した熱パケットから当該接続部を介して熱需要端に熱エネルギーを取り出させる。な
お、熱パケットの到達タイミングは、上述のように、制御手段５が熱媒輸送路４１０内の
温度分布をリアルタイムで取得することで検知することができる。あるいは、上述のよう
に、温度分布計測手段４により取得した温度分布に基づいて制御手段５が、その熱パケッ
トが到達する予定時刻を熱需要端に通知してもよい。
【０１２９】
この構成では、図１に例示するような温度分布は、例えば、熱媒輸送路４１０の全体を
５℃の熱媒６が循環している状態で、熱負荷４０２が所定量の熱媒と熱交換した結果、熱
媒輸送路４１０中の熱媒６が１０℃（熱パケット１２ｂ）になり、また、熱負荷４０４が
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所定量の熱媒と熱交換した結果、熱媒輸送路４１０中の熱媒６が１２℃（熱パケット１２
ｄ）になる、等により生じる。
【０１３０】
例えば、図１９に例示する構成において熱媒輸送路４１０中の熱媒６が図１に例示する
温度分布になっていた場合、熱負荷４０２が負荷要求し、当該要求が１０℃の熱媒で満足
できるときには、制御手段５は、１０℃の熱パケット１２ｂが熱負荷４０２の接続部（熱
交換器）４３２に到達したときに当該熱パケット１２ｂから熱エネルギーを取り出させる
。また、熱負荷４０２が負荷要求し、当該要求が熱媒輸送路４１０中のいずれの熱パケッ
トでも満足できないときは、制御手段５は、例えば、１０℃の熱パケット１２ｂが熱源４
０１の接続部（熱交換器）４３１に到達したときに当該熱パケット１２ｂに熱エネルギー
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を供給して熱媒の温度を５℃にさせる。そして、制御手段５は、長さが長くなった５℃の
熱パケット（図１の熱パケット１２ａ〜１２ｃまでの長さ）が熱負荷４０２の接続部４３
２に到達したときに当該熱パケットから熱エネルギーを取り出させる。なお、上述のよう
に、熱パケットの生成は、制御手段５に予め指定された条件に基づいて決定された熱源に
おいて実施される。この例では、熱融通システム４００に属する熱源は制御手段５と通信
可能に接続されており、各熱源の運転状態は制御手段５に適宜通知される構成になってい
る。
【０１３１】
また、図１に例示する１番目の５℃の熱パケット１２ａと２番目の５℃の熱パケット１
２ｃとの両方を使用すれば熱負荷４０２の負荷要求を満足できるときは、制御手段５は、
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１番目の５℃の熱パケット１２ａが熱負荷４０２の接続部４３２に到達したときと、２番
目の５℃の熱パケット１２ｃが熱負荷４０２の接続部４３２に到達したときに熱媒からそ
れぞれ熱エネルギーを取り出させる。
【０１３２】
以上の熱融通システム４００では、熱媒輸送路４１０内の流速が固定され、各接続部４
３１〜４３５である熱交換器として同一の性能としなければ、熱パケットの搬送が不可能
になる（熱媒が混合する）等の制約が生じるが、上述の熱融通システム１００と同様の効
果を得ることができる。
【０１３３】
なお、上述した実施形態は本発明の技術的範囲を制限するものではなく、既に記載した

30

もの以外でも、本発明の範囲内で種々の変形や応用が可能である。例えば、上述の実施形
態では、冷房についての具体例を説明したが、暖房においても同様の効果を得ることがで
きる。また、上述の実施形態では、主として、熱媒輸送路が環状である事例について説明
したが、本発明は、環状以外の熱媒輸送路に対して適用することも可能である。環状でな
くとも、熱媒搬送路中に異なる熱エネルギーが付与された熱媒を併存させた状態で熱エネ
ルギーを搬送することができるため、当該熱エネルギー搬送システムに接続された建物に
おいて余剰となった熱エネルギーや当該建物で使用され後に残存する熱エネルギーを、他
の建物に任意に搬送できるという効果を得ることは可能である。
【０１３４】
また、図８から図１１に示すフロー図は例示であり、本発明の動作はこれらのフロー図
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の動作のみに限られない。熱パケットを分割して注入する等多様な変形や応用が可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
本発明によれば、地域において生成された熱エネルギーを極めて有効に利用することが
でき、かつ既存建物への適用も容易であり、熱エネルギー搬送システム、熱融通システム
及び熱エネルギー搬送方法として有用である。
【符号の説明】
【０１３６】
１、４１０

熱媒輸送路
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２、１０１、１０３、１０５、４０１、４０３、４０５、６０４
３、１０２、１０４、４０２、４０４
４

温度分布取得手段

５

制御手段

６

熱媒

１０

熱源

熱需要端（熱負荷）

熱エネルギー搬送システム

１２ａ〜１２ｄ
１５

熱媒の塊（熱パケット）

光ファイバ

１００、４００

熱融通システム

１１０

第１の輸送路（サプライループ）

１２０

第２の輸送路（レタンループ）

１３０〜１３５

接続部

４３１〜４３５

接続部（熱交換器）

５０１、５０２

開閉弁

５０３

サプライループ側導入路（第１の熱媒導入路）

５０４

レタンループ側導入路（第２の熱媒導入路）

５０５

共通導入路

５０６

バッファタンク

５０７

サプライループ側導出路（第１の熱媒導出路）

５０８

レタンループ側導出路（第２の熱媒導出路）

５０９

共通導出路

５１０、５１２

ポンプ

５１３〜５１５

開閉弁

５１７〜５１９

開閉弁

５２０

熱交換器

５３０、５５０
５４０

サーマルルータ

サーマルパケットストレージ

６０１〜６０３

空調エリア（空調機器）
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