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 This paper shows the basic performance of the granulated n-paraffin (Phase Change Material) applied to air-conditioning 

system. When the sunshade filled with the PCM grains is installed in the window, the author confirmed that the heat 

transmission could be reduced about 13%. The amount of the latent thermal storage of a cylinder (d=100mm, h=160mm) 

filled with the PCM grains was 19(MJ/m2), and the heat exchange between this PCM grains and air was completed in 40 

minutes. In comparison by a plastic packs filling with gelled PCM, it is reduced up to one eighth. 

 

１．研究の背景と目的 
	 近年、空調需要期における最大電力需要の増大と、昼

夜間の需要差を主因とした電力需給のギャップが顕在化

する中で、家庭やオフィスビル等における最大空調負荷

の抑制（ピークカット）と、負荷が集中する時間帯から

の負荷移動（ピークシフト）が喫緊の課題となっている。 
	 本報で取り上げる潜熱蓄熱材（Phase Change Material;
以下 PCM）は、一定温度での熱授受が可能で、蓄熱効率
が比較的高いなどの特長があることから、前述の課題を

解決する目的で空調システムへの適用性が数多く検討さ

れてきた。例えば、パッシブ利用を前提とした躯体蓄熱

空調 1), 2), 3)のほか、床吹き出し空調 4）、床暖房 5）、蓄熱暖

房機 6）、換気システム 7)などの提案があるものの、今の

ところ一般的な普及は遅れている。 
	 本報では、新規に開発した粒状 PCM の空調システム
のへ適用可能性を明らかにするため、既往の研究 8), 9)を

参考に中空アルミブレードに充填した外付けブラインド

の日射遮蔽性能について検討を加えた。また、長野ら 10)

は粒状セラミックスにパラフィン系有機物を含浸させた

PCMを用いて、空気との直接熱交換に関する詳細な検討
を行っているが、本報では製造法、粒径や潜熱蓄熱量の

異なる新規粒状 PCMの基本的な特性を明らかにした。 
 
２．パラフィン系粒状 PCM の概要	 

	 前述のように、物質の融解と凝固に伴う潜熱を応用し

た蓄熱材の検討は、無機水溶液、無機水和物、糖・アル

コールなどの物質でも行われてきたが、それぞれ金属腐

食、物質変化、過冷却などの問題があることが知られて

いる。一方、融点が生活温度帯に点在し、生分解性が高

く環境負荷も小さいパラフィン系蓄熱材は、空調用途へ

の適用可能性の高さが指摘されてきた 11)。潜熱蓄熱材は

一般的に金属容器、アルミ複合材フィルムを用いたパッ

ク状容器、樹脂容器などに封入して使用されるが、重量

当たりの表面積が比較的小さく、凝固が始まると容器内

壁部の熱抵抗が大きくなるため、蓄熱速度が遅いなどの

欠点が指摘されてきた。これらの課題を解決するために

蓄熱材のマイクロカプセル化、粒状化が試みられてきた

が、皮膜厚さが非常に薄いことから、容器皮膜の破壊や

昇華による蓄熱材の漏洩、放散が懸念されている。 

	 	 	 	 	  

写真-1	 粒状PCMの外観	 

	 

表-1	 粒状PCMの概要一覧	 
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	 本研究では、n-パラフィンをエラストマーでゲル化し
て融解時の弾性を保持しつつ、表面を特殊な樹脂で被覆

することでn-パラフィンの漏洩を防止できる新機構の粒
状 PCM(CALGRIP: JSR)を採用した。以下に、その基本特
性を明らかにするとともに、粒状 PCM を適用した蓄熱
空調システムの負荷削減効果を実験的に検討する。使用

した粒状 PCMの外観を写真—1に、概要を表-1に示す。 
	 

３．PCM 蓄熱ブラインドの冷房負荷削減効果	 

	 一般的に外付けブラインドの日射遮蔽率は単板ガラス

と組み合わせた場合でも 0.8 程度であり、カーテン、内
付けブラインド、紙障子などよりも省エネルギー効果が

高いことが知られている。一方、外付けブラインドは耐

候性や強度に関する要求性能が高く、ステンレスやアル

ミなどの金属が用いられるため、日射受熱によって表面

温度が上昇して、二次放射により日射熱が室内へと侵入

することになる。本研究では、金属製のブレードに PCM
を充填して蓄熱性を付与することで、昼間の温度上昇を

抑制して二次放射による熱侵入量を削減することとした。	 

	 3.1	 PCM 蓄熱ブラインドの概要	 

	 押し出し形成された中空アルミ製ブレード(ENC-10H: 
オイレス ECO)に、ゲル状 PCM と粒状 PCM(いずれも
CALGRIP: JSR)を充填して PCMブレードを作製した。比
較対象は非充填のブレード(以下、ブランク)であり、加
熱チャンバーによる蓄熱性能測定試験と長期間の日射暴

露試験によってその性能を検討した。また、充填する

PCMをゲル状から粒状に変更する事で、製造上の課題で
あったブレードへの充填作業の簡素化が可能になる。 
	 3.2	 PCM 蓄熱ブラインドの蓄熱性能に関する実験	 

	 PCM ブレードに充填する蓄熱材の融点と充填量を最

適化するために、異なる PCM を充填したブレードを加
熱して表面温度と蓄熱量を測定した。実験で使用した

PCM 充填後のブレード断面を写真−2、写真−3 に、PCM
ブレードの一覧を表—2、表−3に示した。 

 
写真-2	 ゲル状PCMの充填	 	 写真—3	 粒状PCMの充填	 

	 

	 ゲル状 PCM の充填作業は、エラストマーの流動性が
発現する 90℃まで湯煎により加熱し真空引きをしなが
ら行ったが、温度が低下するとブレード内部で凝固が始

まり充填ムラが生じるため、ブレードを加温しつづける

必要がある。一方、粒状 PCM は簡単な治具での充填が
可能で、引火などの危険性もなく作業時間も短縮される

など、製造工程における生産効率を上げられる。一方、

長さ当り充填量を比較すると、ゲル状 PCM が平均

650(g/m)であるのに対し、粒状 PCMでは 343(g/m)と充填
量は約 53%にとどまった。 

表-2	 ゲル状PCMを充填したブレードの一覧	 

	  

表-3	 粒状PCMを充填したブレードの一覧	 

	  
	 断熱材（FP板 40mm）で作製した加熱チャンバーの中
央部に PCM ブレードをつり下げ、内部に設置した面状
ヒータ(1P, 100V, 450W)の電圧を一定に保ちながら加熱
して蓄熱量を検討した。表面温度と表面熱流はブレード

の表面に貼付けた熱流計を用いて 1分間隔で測定した。
蓄熱量測定実験の様子を写真−4、写真−5に示す。 

 
	 写真-4	 加熱チャンバーの概要	 	 写真—5	 熱流計の添付状況	 

	 	 

図—1	 表面熱流と温度差 
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	 ブレードの加熱時における表面熱流と、表面温度の測

定結果を図—１に示した。また、チャンバー内の空気温度

とブレードの表面温度の差も合わせて示す。図中の表面

熱流と温度差は、ほぼ同様の挙動を示していることから、

簡易的に表面熱流を測定する方法として議論すべき点は

ない。なお、ブレードの蓄熱量は、次式で定義した。 

	 Qst = !q ⋅A ⋅ Δt L∑   （１） 

 

 
図-2	 ゲルPCMを充填したブレードの蓄熱量	 

	 

 
図-3	 粒状PCMを充填したブレードの蓄熱量	 

	 

 
図-4	 ゲルPCMを充填したブレードの無次元蓄熱量	 

 

	 

図-5	 粒状PCMを充填したブレードの無次元蓄熱量	 

	 

	 ブレードの加熱実験の結果を図—2、図—3に示す。また、

蓄熱量を無次元化して図—4、図—5 に示す。図—2、図—3

をみると、ブランクの蓄熱量は表面温度に対して線形的

な変化を示すものの、ゲル状 PCMおよび粒状 PCMを充
填したブレードの蓄熱量は融点付近で急激に増加してお

り、潜熱蓄熱の特長を反映した性状を示している。一方、

図—4のゲル状 PCMの無次元蓄熱量は融点近傍における
増加率が非常に大きいが、図—5の粒状 PCMでは増加率
がやや緩慢となった。これは、PCMを粒状にすることで
ブレード内に空隙が生じ、PCMの熱伝導性が相対的に低
下したことに起因するもとと考えられる。また、２種類

の粒状 PCMを混合充填したBL-3250の蓄熱量は、BL-32
およびBL−50の中間的な性能を示した。また、粒状PCM
を充填したブレードの蓄熱量(25〜55℃)	 はブランクに
対して５〜７倍程度であるものの、ゲル状 PCM を充填
した PCMブレードと比較すると、PCMのかさ比重の減
少により単位長さ当たり蓄熱量が 65％にとどまる(表—2、
表−3)。ブレードの蓄熱量の確保を優先する場合には、ゲ

ル状 PCMの採用が好適となろう。 
	 3.3	 PCM 充填が透過日射量削減に及ぼす影響	 

	 夏期における PCM ブラインドの冷房負荷削減効果を
検討するために、学内に設置した実験棟南面ガラス窓に

粒状 PCM を充填したブラインド（写真−6(右)）とブラ
ンクブラインド（写真−6(左)）を外付け設置して、室内

への透過日射量、ブレードの表面温度、室内環境を１分

間隔で測定した。ブラインドの概要を表—4に示す。 
 

 

写真-6	 PCMブラインド設置状況	 	 写真—7	 背面の状況	 



表-4	 外付けブラインドの概要	 

	  
 
	 図—6 に測定期間中におけるブラインド表面温度の推

移の一例を示した。日射受熱時のブランクブラインドの

表面温度は、外気温よりも 15から 20℃高く、夜間のブ
ラインド表面温度はほぼ外気温と同様に推移した。図—7

は PCM ブラインドとブランクの表面温度差の推移を示
している。また、図—8にブラインドの熱画像を示す。昼

間、PCM ブラインドの表面温度はブランクより 4〜7℃
程度低いものの、日没後には蓄熱の影響によりこの傾向

が逆転している。また、潜熱分の放熱が収束すると表面

温度の差異は、無視できる程度となる。 

 
図-6	 表面温度と外気温の推移(2013/9/17-9/24)	 

 
図-7	 ブラインド表面温度差の推移(2013/9/17-9/24)	 

 
	 図—9 に室内で測定した透過日射量の推移を示した。

PCM ブラインドの透過日射量をブランクと比較すると、
15から 20(W/m2)程度抑制されていることが確認できる。

前述の表面温度差の測定結果と合わせて考えると、複層

ガラスの影響を含めた二次放射の等価的放射熱伝達率は、

3.0から 3.5(W/m2/K)程度であるといえよう。 
 

	 	 	  
図-8	 ブラインドの熱画像（PCMブラインドは7℃低い）	 

 
図-9	 室内への透過日射量の推移(2013/9/17-9/24)	 

 
	 図−10 に透過日射量の日積算値と、次式で定義した透

過量の削減率を示す。 

	 φ = (Qb −Qpcm ) /Qb   （２） 

 
図-10	 室内への透過日射量(2013/8/23-10/1)	 

 
	 図から、透過日射量が多い日では PCM の充填による
日射受熱の削減が見られるものの、曇天日には透過日射

量が大きくなる結果となった。そこで透過日射量の削減

率を日ごとの日照時間で整理して、図—11 に示した。図
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から、削減率が逆転する日の日照時間はおおむね１時間

以下であることが明らかとなった。これらの日にはブラ

インドの使用そのものが不要であることが予測されるた

め、日照時間が１時間以上の日の透過日射量を集計して、

削減率を議論することとした。透過日射量の削減量を表−

5に示すが、PCMを充填したブラインドの日透過日射量
は最大で 30%、期間平均で 13％削減された。また、期間
中の入射熱削減量は 1,412(kJ/m2/月)であり、PCMブライ
ンドの蓄熱よる冷房負荷削減効果が確認できた。また、

粒状PCM充填による削減率はゲル状PCMを充填して同
様の測定を行った既往の研究とほぼ一致している。前述

のように、ブランクブラインドの日射遮蔽係数を 0.8 と
すると、PCMブラインドの遮蔽性能は 0.9に相当する。 

 
図-11	 透過日射量削減率と日照時間(2013/8/23-10/1)	 

表-5	 外付けブラインドの日射遮蔽性能	 

	  

 
４．粒状 PCM の空調システムへの適応性	 

	 新規の粒状PCMの作成によってVOC放散が抑制され
ることから空気との直接熱交換が可能になり、容器に充

填した場合よりも蓄熱速度の向上が期待される。本報で

は、天井吹出し空調など空気熱媒のシステムに蓄熱性能

を付与してピークシフトを実現するため、粒状 PCM の
基礎的な性能を以下に示す実験によって確認した。 
	 4.1	 粒状 PCM の蓄熱性能に関する実験	 

	 直径 100ｍｍの塩化ビニール管に PCMを 160mm充填
し、送風による加熱・冷却を行なって、融解、凝固時の

試験体への蓄熱量を測定した(写真-8、写真-9)。試験
体を 20mm の８区間に分割し、各区間の中心温度を T-
型熱電対によって測定すると同時に、試験体の出入り口

空気温度、風量を１分間隔で測定した。PCMの蓄熱量は
出入り口温度の差と風量から次式で計算して整理した。

試験体の概要を表—6に示す。 

	 Qst,a = ca ⋅ρ ⋅Va θin −θout( ) ⋅ Δt / A∑   （３） 

 

 
	 写真-8	 試験体の外観	 	 	 	 写真—9	 熱交換実験の状況	 

表-6	 PCM円筒蓄熱試験体の一覧	 

	 	  

 
図-12	 融解時の温度変化(CY-25)	 

 
図-13	 融解時の温度変化(CY-32)	 

&>� ��

���$ 1/02.5.12�0/.0

���� ���D �BC'�

LMNJLMINKE!"�# <9.=P 0/,542

;8:LMINKE!"�# <9.=P 6,330

;8:�	DFG!"���#+ <9.=P 0,301

;8:�	DFG!"����+ O 02-/(()2/-/7(��*(

+���$�?���$A0�$��E�E���H%
BC@

#E� �� 5:',/ 5:'-,

��%4%9 ??

�F%K%; ??

��857	� C 87/*0 87/*1

>< *(101 *(1*-

><)?, 33(1 23(/

�� G��H

&,*D�/*DH

������ D


"$� ?)A *(,2 *(.+

�����! ?=@( .* -/

>6)><

857�� 

/+

857�����GJIIBH	�

+**

+0*

,/2 ,3/



 
図-14	 凝固時の温度変化(CY-32)	 

 
	 図-12、図—13に加熱融解時における蓄熱体内部の温度

を示す。蓄熱体の温度は風上側から徐々に上昇し始め、

融点付近で上昇が緩慢になるものの、融解終了後の液相

領域では再び線形的に上昇した。また、図—14 は冷却凝

固時の温度変化を示すが、温度変化は融解時とほぼ同様

の傾向を示し、融点、凝固点はDSCの値とほぼ同値とな
ることを確認した。一方、試験体温度の平均値では潜熱

蓄熱に特徴的な挙動が見られなくなるものの、吹き出口

温度は固液相域において融点にほぼ等しかった。温度変

化の挙動から推測した 160mm試験体の融解時間は 40分
程度であり、筆者らが事前検討を行ったアルミパック封

入型の PCMの融解時間 300分を大幅に短縮できた。 

 
図-15	 融解・凝固時の蓄熱量(CY-25,32)	 

	 融解・凝固時の蓄熱量を前述の試験体平均温度で整理

して図—15に示した。粒状 PCMの融点の相違により、蓄
熱性状に若干の差異が見られるものの、10/50℃における
蓄熱量は、ほぼDSCのデータと一致した。また、融解時
と凝固時の蓄熱量に、若干のヒステリシスが見られるが、

積算蓄放熱量に議論すべき差異があるとはいえない。 
	 厚さ 160mm の蓄熱体の単位面積当たり潜熱量は

19MJ/m2であり、150W/m2の空調負荷で 35時間分の蓄熱
が可能となることから、蓄熱体の厚さや天井への設置面

積を考慮しても天井吹出し空調のピーク負荷を十分にシ

フトできる可能性を確認した。 

 
図-16	 融解・凝固時の吸熱速度(CY-25,32)	 

	 

 
図-17	 融解・凝固時の吸熱率(CY-25,32)	 

 
	 粒状PCMの蓄・放熱時の特長を明らかにするために、
新たに蓄熱速度を次式で定義して結果を図—16に示す。 

	 !q = ca ⋅ρ ⋅Va θin −θout( ) / A    （４） 

	 図—16を見ると、蓄熱体平均温度が粒状 PCMの融点に
達すると吸熱速度がほぼ一定になり、融解の完了に伴っ

て吸熱速度は急速に低下する。さらに凝固時においても

同様の傾向を確認した。また、吸熱速度は空気の面風速

を増加に伴って大きくなっている。 
	 蓄熱体の融解・凝固時間を予測する目的で、吸熱率を

次式で定義して結果を図—17に示した。 

	 η = ca ⋅ρ ⋅Va θin −θout( ) /W / θin −θ pcm( )  （５） 

	 蓄熱速度と同様に、蓄熱体の平均温度が融点に近づく

と吸熱率は極小値をとり、融解が完了する温度で蓄熱率

は極大となった。 
	 4.2	 粒状 PCM（固相）の通風抵抗に関する実験	 

	 粒状 PCM を蓄熱体として適用する際の送風装置の設
計資料を得る目的で、直径 100mmの塩ビ管に粒状 PCM
を充填して、風量と試験体前後の静圧差を測定して整理

した。試験体内部の PCM層の厚さは、およそ 25, 40, 60, 
110(mm)の 4 種類で、送風機を運転しながら試験体前後



の静圧差を傾斜型マノメーターで測定した。試験体の外

観と測定装置を写真−10、写真—11に示す。 
 

 
	 写真-10	 試験体の外観	 	 	 写真—11	 傾斜型マノメーター	 

 
	 試験体前後の静圧差は、風量のべき乗に比例するとの

仮定のもと、測定結果を回帰分析して係数 aと指数 nを
求めた。測定結果を図−18から図—22に示した。 

	 Δp = a ⋅Va
n    （６） 

	 図から、粒状PCM試験体の送風時の静圧差は風量と
の間に高い相関性があることが確認できた。また、いず

れの試験体においても粒状PCMの充填厚さを増すと指
数 nが減少する傾向を示した。また、試験体前後に設置
した銅製のネットの圧力損失は無視できる程度であった。

係数 aと指数 nを一覧にして表−7に示す。 
 

 
図-18	 粒状PCMの圧力損失(PM045)	 

	 

 
図-19	 粒状PCMの圧力損失(PM056)	 

 
図-20	 粒状PCMの圧力損失(PM507)	 

 
図-21	 粒状PCMの圧力損失(PM078)	 

 
図-22 銅製ネット(2枚)の圧力損失	 

	 

表-7	 圧力損失式の係数;aと指数;n	 
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５．総	 括 
 本研究で得られた知見を、以下に総括する。 
	 1）PCM蓄熱ブラインドの蓄熱性能 

a）粒状 PCMを中空アルミブレードに充填した試験
体を周囲から加熱して、PCM ブレードの蓄熱性

能を定量化した。	 

b) 粒状 PCMにより、中空ブラインドへの充填作業
が飛躍的に簡素化されたものの、かさ比重の減

少により蓄熱量が 35%程度減少した。 
c) 融点の異なる 2 種類の粒状 PCM を混合して加熱
すると、蓄熱量、温度変化などの蓄熱性状は双

方の粒状 PCMの中間的な性質を示した。 
	 2）PCM充填が透過日射量削減に及ぼす影響 

a）PCMブラインドを実験棟の南面窓に外付けして
受照時の表面温度をブランクと比較したところ、

4〜7℃の表面温度抑制効果が確認できた。	 

b）PCMブラインドからの二次放射熱量は、ブラン
クよりも 15〜20(W/m2)程度低かった。また、複

層ガラスを含めた等価的放射熱伝達率は、3.0

〜3.5(W/m2/K)であると予測される。	 

c）日照時間が１時間以上の日では、PCMブライン
ドの透過日射量はブランクよりも少なかった。	 

d）粒状 PCMのブラインドへの充填により日射透過
量が最大で 30％、期間平均で 13％減少し、入射
熱量を 1,412(kJ/m2/月)削減できた。外付けブライ
ンドの日射遮蔽係数が0.8であるとすれば、PCM
の遮蔽係数は 0.9に相当する。 

	 3）粒状 PCMの蓄熱性能 
a）粒状 PCMを160mm充填した塩ビ管に送風加熱し
て蓄熱体内部の温度変化を観察したところ、DSC

で求めた融点近傍で温度上昇が緩慢になること

を確認した。また、固液相域における吹出し温

度は、PCMの融点にほぼ等しい。 
b）温度挙動から推測した融解・凝固時間は40分程

度であり、同量のゲル状 PCM を樹脂フィルムで

パックした試験体の融解時間 300 分を大幅に短

縮することができた。	 

c）蓄熱体の平均温度が融点近傍になると、蓄熱速

度はほぼ一定になり、PCMの融解・凝固が完了
すると急激に減少する。 

	 4）粒状 PCMの固相域における通風抵抗 
a）粒状 PCMの通風時圧力損失を、実験により定
量化した。また、粒状 PCMの厚さを増すと指数 n
が減少することを確認した。 
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記	 号 

A：表面積	 (m2),ca：比熱(kJ/kg), L ：長さ(m),	 

!q ：熱流(W/m2),	 	 Δt：時間間隔(s),Va：風量(m
3/s),	 

W ：PCMの重量(kg/m),	 η：蓄熱率(W/kg/K),	 
	 φ ：透過日射量削減率(-), ρ ：空気の比重(kg/m3),	 	 

θin：入口空気温度（℃）,θout：出口空気温度（℃）,	 

θ pcm :PCM蓄熱体の平均温度(℃) ,	 

Qb ,Qpcm：ブランクとPCMブラインドの日射透過量(kJ/m
2/day), 

Qst ：蓄熱量(J/m),	 Qst,a：蓄熱量(J/m
2)	 


