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内 容

I. ⽇本空調冷凍研究所のご紹介
� 設⽴、所在地、沿革、組織、役員、ISO/IEC１７０２５
� 主な業務
� 性能試験設備

II. 研究活動について
� 特⻑
� 基本方針
� 主な研究アイテム

III.エアコン性能評価に関する研究活動事例
� ⾼度問題
� 実証試験計画
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⽇本空調冷凍研究所のご紹介
設⽴・所在地・沿⾰・組織・役員・ISO/IEC17025転載・二次使用禁止



日本空調冷凍研究所のご紹介

設⽴年⽉
２０１１年（平成23年）２⽉
前⾝：日本冷凍空調⼯業会（JRAIA）試験センター

所在地
神奈川県厚⽊市
（内陸⼯業団地内）

一般財団法人 ⽇本空調冷凍研究所 （略称：⽇空研）
（略称： ）
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日本空調冷凍研究所のご紹介 〜沿革〜

1978年12月 ルームエアコン試験設備 (RAC1) 完成
1980年10月 ルームエアコン検定制度開始
1980年10月 パッケージエアコン試験設備 (PAC1) 完成
1983年10月 パッケージエアコン検定制度開始
1985年10月 ルームエアコン・ヒートポンプ試験設備 (RAC2) 完成
1991年12月 ルームエアコン暖房低温性能試験設備 (RAC3) 完成
1993年11月 パッケージエアコン暖房低温性能試験設備 (PAC1改) 完成

2004年10月 国際規格「ISO/IEC17025」の認定を取得
2010年4月 パッケージエアコン⼤容量試験設備 (PAC2) 完成

GHP性能試験も測定可能

2011年11月 家庭用ヒートポンプ給湯機試験設備 (WHP) 完成
2014年6月 家庭用ヒートポンプ給湯機検定制度（試⾏）開始
2014年11月 ルームエアコン新試験設備完成（RAC4）

1978年8⽉ 社団法人 ⽇本冷凍空調工業会 機器性能検定所 開設
冷凍空調製品の性能品質を適正に評価することを目的

2004年1⽉ 試験センターに改組
目的：公平性・透明性を有し、かつ国際的に威厳ある組織

2011年2⽉ 一般財団法人 ⽇本空調冷凍研究所(JATL)設⽴
主旨：更なる公平性・透明性を担保するために第３者試験機関として独⽴

2016年2⽉で設⽴５周年を迎える。

検定制度検定制度
30年以上

の歴史
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日本空調冷凍研究所のご紹介 〜組織〜

業務全般、総務、経理
検定窓口

性能試験全般
試験設備保守メンテ
試験技術研究
ＩＳＯ対応
各種認定業務

国内/海外性能試験研修

業務部

試験部

技術部

性能試験研修センター
（平成28年4月設⽴予定）

監事

評議員会

理事会

所⻑
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7

評議員（非常勤）５名
飛原 英治 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授
斎藤 潔 早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 教授
中上 英俊 株式会社 住環境計画研究所 代表取締役会⻑
栗原 潤一 株式会社 ミサワホーム総合研究所 取締役副所⻑
桑沢 保夫 独⽴⾏政法人 建築研究所 環境研究グループ 上席研究員

理事（専務理事を除いて、非常勤）８名
理事⻑ 野部 達夫 工学院大学 建築学部 建築学科 教授

千葉 宜臣 一般財団法人 電気安全環境研究所グループ（元理事）
JETテクニカルサービス株式会社 取締役

安念 潤司 中央大学 法科大学院 教授
岸本 哲郎 早稲田大学 総合研究機構 客員上級研究員
林 光明 一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 専務理事
松田 直敬 ダイキン工業株式会社 空調・低温国内営業渉外担当 常務専任役員
岡田 哲治 一般社団法人 ⽇本冷凍空調工業会 専務理事

専務理事 竹内 智芳 一般財団法人 ⽇本空調冷凍研究所 所⻑

監事（非常勤）1名
古川 清⼆税理⼠（税理⼠法人ビランツ）

日本空調冷凍研究所のご紹介 〜役員（平成27年度）〜
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ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５とは
� 試験⼜は校正を⾏う能⼒に関する一般要求事項を規定した国際規格
� 試験所及び校正機関が以下①〜③を実証しようと望む場合、試験所及び

校正機関が満たさなければならないすべての要求事項を含んでいる。

① マネジメントシステムを運営し、
② 技術的に適格であり、
③ 技術的に妥当な結果を出す能⼒がある

日本空調冷凍研究所のご紹介 〜ISO/IEC１７０２５〜

空調機器の性能試験所として日本で初めて空調機器の性能試験所として日本で初めて空調機器の性能試験所として日本で初めて空調機器の性能試験所として日本で初めて ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５を取得ＩＥＣ１７０２５を取得ＩＥＣ１７０２５を取得ＩＥＣ１７０２５を取得

ISO/IEC17025認定機関は「公益財団法人 ⽇本適合性認定協会」
（略称 JAB：Japan Accreditation Board）
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ISO17025 試験所認定証
日本空調冷凍研究所のご紹介 〜ISO/IEC１７０２５〜
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主な業務転載・二次使用禁止



I. ヒートポンプ機器の性能試験
� JRAIA検定制度に基づくエアコン性能検定試験 （市場製品の買上げ検査 GHP除く）

・・・ 性能表示値担保 （検定制度加⼊メーカー様製品）

� エアコンメーカー、海外試験所などとの相互校正試験
・・・ 試験設備の精度維持

� 一般顧客からの依頼試験
実施製品
家庭用エアコン、業務用エアコン、冷凍・冷蔵ショーケース、業務用冷蔵庫
家庭用ヒートポンプ給湯機、除湿機、扇風機、カーエアコン、温風暖房機
その他顧客要望に応じた性能試験対応を多数実施
・・・ JATL試験設備を是非ご活用ください。

ルームエアコン パッケージエアコン ガスエンジンヒートポンプ
エアコン（GHP）

家庭用ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）

日本空調冷凍研究所のご紹介 〜主な業務〜
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ご参考 検定制度 加⼊メーカー様 一覧

家庭用
ルームエアコン(10社)

㈱コロナ
シャープ㈱
ダイキン⼯業㈱
㈱⻑府製作所
東芝ライフスタイル㈱
パナソニック㈱
日⽴ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調㈱
㈱富士通ゼネラル
三菱重⼯業㈱
三菱電機㈱

家庭用
ヒートポンプ給湯機(9社)

㈱コロナ
サンデン㈱
ダイキン⼯業㈱
㈱⻑府製作所
㈱デンソー
東芝キヤリア㈱
パナソニック㈱
日⽴アプライアンス㈱
三菱電機㈱

業務用
パッケージエアコン(6社)

ダイキン⼯業㈱
東芝キヤリア㈱
パナソニック㈱
日⽴ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調㈱
三菱重⼯業㈱
三菱電機㈱

（五十音順）
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II. エアコンメーカー等性能試験設備の審査
� JRAIA検定制度に基づく準原機認定（RAC１０社４０設備、PAC６社２１設備、WHP９社９設備）
� 電⼒各社所有の性能試験室準認定 （４社４設備）

いずれもJATL原機との偏差±３％以内またはEn値１以内で認定
III.エアコンメーカー等性能試験設備の審査

� JRAIA検定制度に基づく準原機試験員認定 ‘16/3 より認定開始予定（RAC 27名、PAC 20名）

IV.海外試験所への技術支援（受⼊研修、現地研修、相互校正）
� 途上国における省エネ基準・ラベリング（S&L）制度構築⽀援事業（IEEJ/METI※委託）

中国 ベトナム 2008〜2012年

� 省エネルギー等普及基盤構築⽀援調査事業（IS-INOTEK/METI※委託）
タイ マレーシア インドネシア 2011〜継続中
フィリピン ベトナム （2016現在）

� 省エネルギーラベル基準認証制度運用体制強化プロジェクト（JICA※委託）
ベトナム 2015年

※METI(Ministry of Economy, Trade and Industry)：経済産業省

※IEEJ(The Institute of Energy Economics, Japan)：一般財団法人 日本エネルギー経済研究所

※IS-INOTEK(International Standard Innovation Technology Research Association):基準認証イノベーション技術研究組合

※JICA(Japan International Cooperation Agency): 独立行政法人 国際協力機構

日本空調冷凍研究所のご紹介 〜主な業務〜
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性能試験設備転載・二次使用禁止



1F2F

RAC2
(Oct. 1985)

RAC3
(Oct. 1991)

RAC4
(Nov. 2014)

WHP
(Nov. 2011)

PAC2
(Apr. 2010)

バランス型
家庭用エアコン
11.6 kWまで

エンタルピ型
家庭用エアコン

10 kWまで

エンタルピ型
業務用エアコン

56 kWまで

バランス型
家庭用エアコン

16 kWまで

家庭用ヒートポンプ
給湯機

10 kWまで
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JATL

名称
形式 測定範囲

RAC2 平衡式室形熱量計
Balanced ambient room-type calorimeter

冷房：0.9 - 11.6kW
暖房：0.9 - 12.8kW
※ISO/IEC17025認定範囲

1.8 - 7.1kW（冷房定格基準）
RAC3 空気エンタルピー測定装置

Air enthalpy method
冷房：0.0 - 10.0kW
暖房：0.0 - 13.0kW
※ISO/IEC17025認定範囲

1.8 - 7.1kW（冷房定格基準）
RAC4
(New)

平衡式室形熱量計
Balanced ambient room-type calorimeter

冷房：0.2 - 16.0kW
（⾼精度計測：0.9 - 12.0kW）
暖房：0.2 - 20.0kW
（⾼精度計測：0.9 - 14.0kW）

PAC2 空気エンタルピー測定装置
Air enthalpy test method

冷房：2.0 - 56.0kW
暖房：2.0 - 67.0kW
※ISO/IEC17025認定範囲

5.0 - 45.0kW（冷房定格基準）
WHP 家庭用ヒートポンプ給湯機性能試験設備

Residential Heat Pump Water Heaters Test Room
加熱能⼒：4.0 - 10.0kW

ルームエアコン

ルームエアコン

ルームエアコン

ガスエンジンヒート
ポンプエアコン

ヒーポン給湯機

パッケージエアコン
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ＲＡＣ２性能試験設備
(家庭用エアコン用）転載・二次使用禁止



�平衡式室形熱量計
(JIS B 8615-1, ISO 5151)

chilled
water
water water

chilled
water

測定能⼒ : 約 12kWまで
*ISO/IEC17025 認定範囲:1.8 to 7.1kW

ＲＡＣ2 〜ルームエアコン用試験設備〜
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�平衡式室形熱量計
(JIS B 8615-1, ISO 5151)

仕様値

能⼒測定レンジ 11.6 kWまで（冷房）, 12.8 kWまで（暖房）

電源 50Hz/60Hz, 単相/三相, 100 - 265V, max 3kVA

寸法
*室内外共通

*（内室) D4200xW3500xH3000 [mm]
*（外室） D5500xW6400xH4100 [mm]

温度制御範囲

*右記は仕様値

（室外側 最⼤） 52.0℃DB/31.0℃WB
（室外側 最小） 7.0℃DB/6.0℃WB
（室内側 最⼤） 32.0℃DB/23.0℃WB
（室内側 最小） 20.0℃DB/15.0℃WB

Residential air conditioner 

testing facilities #4ＲＡＣ2 〜ルームエアコン用試験設備〜
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家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験設備設備設備設備 #2

�平衡式室形熱量計
ＲＡＣ2 〜ルームエアコン用試験設備〜
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ＲＡＣ３性能試験設備
(家庭用エアコン用）転載・二次使用禁止



�空気エンタルピ測定装置
(JIS B 8615-1, ISO 5151)

測定能⼒ : 約 10kWまで
*ISO/IEC17025 認定範囲:1.8 to 7.1kW

ＲＡＣ３ 〜ルームエアコン用試験設備〜
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能⼒測定レンジ 10.0kWまで（冷房）, 13.0kWまで（暖房）
電源 50Hz/60Hz, 単相, 85 - 280V, max 8kVA

50Hz/60Hz, 三相, 85 - 485V, max 6kVA
寸法 （室外側） D4500xW5200xH3100 [mm]

（室内側） D7500xW5850xH3100 [mm]
温度制御範囲

*右記は仕様値

（室外側 最⼤） 35.0℃DB/24.0℃WB
（室外側 最小） -8.5℃DB/-9.5℃WB
（室内側 最⼤） 27.0℃DB/19.0℃WB
（室内側 最小） 20.0℃DB/12.0℃WB

風量測定範囲 （室内側） 2 - 25m3/min

�空気エンタルピ測定装置
(JIS B 8615-1, ISO 5151)

仕様値

ＲＡＣ３ 〜ルームエアコン用試験設備〜
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�空気エンタルピ測定装置
家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験家庭用エアコン性能試験設備設備設備設備 #3ＲＡＣ３ 〜ルームエアコン用試験設備〜
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ＲＡＣ４性能試験設備
(家庭用エアコン用）

新設備

転載・二次使用禁止



ＲＡＣ４ 〜ルームエアコン用試験設備〜

�平衡式室形熱量計
(JIS B 8615-1, ISO 5151) 新設備
測定能⼒ : 約16kWまで *ISO/IEC17025 未認定
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�平衡式室形熱量計
(JIS B 8615-1, ISO 5151)

仕様値

能⼒測定レンジ 0.2 - 16.0 kW（冷房）, 0.2 - 20.0 kW（暖房）
[⾼精度] 0.9 - 12 kW（冷房）, 0.9 - 14.0 kW（暖房）

電源 単相 : 300V 50/60Hz 6kVA
三相 : 519V 50/60Hz 18kVA

寸法
*室内外共通

*（内室） D4000 x W4950 x H4800 [mm]
*（外室） D5700 x W7000 x H6850 [mm]

温度制御範囲

*右記は仕様値

（室外側 最⼤） 52.0℃DB/31.0℃WB
（室外側 最小） -8.3℃DB/-9.4℃WB
（室内側 最⼤） 32.0℃DB/23.0℃WB
（室内側 最小） 20.0℃DB/15.0℃WB

新設備

Residential air conditioner 

testing facilities #4ＲＡＣ４ 〜ルームエアコン用試験設備〜
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�平衡式室形熱量計
新設備

ＲＡＣ４ 〜ルームエアコン用試験設備〜
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ＰＡＣ２性能試験設備
(業務用エアコン用）転載・二次使用禁止



Air enthalpy test method
空気エンタルピー測定装置
Air enthalpy test method

ＰＡＣ２ 〜パッケージエアコン用試験設備〜
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◆測定可能範囲◆
冷房：2.0 - 56.0kW / 暖房：2.0 - 67.0kW
※ISO/IEC17025認定範囲：5.0 - 45.0kW（冷房定格基準）

◆適応試験規格◆
JIS B8615-1:2013, ISO5151:2010

ＰＡＣ２ 〜パッケージエアコン用試験設備〜
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Air enthalpy test method
空気エンタルピー測定装置
Air enthalpy test method
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WHP性能試験設備
(家庭用ヒーポン給湯機用）転載・二次使用禁止



Domestic Heat Pump Water Heater Test Room
家庭用ヒートポンプ給湯機性能試験室
Domestic Heat Pump Water Heater Test Room

ＷＨＰ 〜ヒートポンプ給湯機用試験設備〜
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◆測定可能範囲◆
加熱能⼒：4.0 - 10.0kW
※ISO/IEC17025認定未

◆適応試験規格◆
JIS C9220

ＷＨＰ 〜ヒートポンプ給湯機用試験設備〜
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Domestic Heat Pump Water Heater Test Room
家庭用ヒートポンプ給湯機性能試験室
Domestic Heat Pump Water Heater Test Room

転載・二次使用禁止



性能試験設備
トレーサビリティ転載・二次使用禁止



国家標準

ISO/IEC17025認証校正機関（JCSS校正など）

コリオリ式
流量計

⾼精度デジタル
温度計

Pt.RTD

パワー
アナライザー

デジタル
パワーメータ

デジタル
マノメータ

デジタル
圧⼒伝送器

外部校正（年1回）外部校正（年1回）

所内校正（年1回）所内校正（年1回）

所内参照
標準器

計測器
（試験用）

JATL

従来試験室（RAC2 RAC3）における校正のトレーサビリティー体系図例

不確かさ付き校正証明書発⾏不確かさ付き校正証明書発⾏
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性能試験設備トレーサビリティ

転載・二次使用禁止



国家標準

ISO/IEC17025認証校正機関（JCSS校正など）

コリオリ式
流量計

温度計測
システム
NX3100
（Pt）

パワー
アナライザー

WT3000

外部校正（年1回）外部校正（年1回）

いずれも、計測用機
器を外部校正（不確
かさ付き）に出し、
計測の不確かさのミ

ニマム化を図る

計測器
（試験用）

JATL

不確かさ付き校正証明書発⾏不確かさ付き校正証明書発⾏

新試験室（RAC4）における校正のトレーサビリティー体系図例
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性能試験設備トレーサビリティ

転載・二次使用禁止



デジタル温度計
TWEENER THERMOMETER 

校正証明書

FLUKE製 1502A ⽩⾦測温抵抗体 YOKOGAWA製 WT3000
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パワーアナライザー
PRECISION POWER ANALYZER

転載・二次使用禁止



デジタル圧⼒計
DIGITAL MANOMETER

校正証明書

YOKOGAWA製 MT110 東京計装製 MMS7000F-T10
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冷⽔流量計
CORIOLIS MASS FLOW METER

転載・二次使用禁止



研究活動について転載・二次使用禁止



規格・基準類制定における実証試験試験設備の信頼性・精度向上に関する研究

約30年に渡り、検定制度におけるエアコンの性能試験ならびにJIS等規格制定時の
実証試験を実施し、我が国で流通するエアコンの性能品質ならびに信頼性向上に貢献

・性能試験室の不確かさ研究
⇒ 不確かさ求め方基準作成(2004)

・海外試験機関試験設備との
相互校正試験による精度検証(2008)
⇒ 韓国KRAAC, スペインCEIS

中国GMRI, タイEEI, 豪州UNSW
・試験設備の有効性検証(2009)
・En値計算シミュレーション (2009)
・新試験設備導⼊時の精度検証

⇒ PAC2(2010), RAC4(2015)

・RAC暖房低温能⼒測定(2001〜2003)
・PAC中間能⼒測定(2002)
・室外受風室有無の能⼒への影響(2003)
・APFの検討(2006)
・暖房能⼒試験における冷⽔流量の影響(2008)
・室内側試験室温度差検証(2010)
・家庭用ヒートポンプ給湯機試験方法(2012)
・PAC最小能⼒,簡易負荷能⼒測定(2012)
・HC冷媒R600a冷房能⼒測定(2012)
・GHP最小能⼒,簡易負荷能⼒測定(2013〜2014)
・その他

⇒JIS等の規格原案作成に反映、
並びに試験マニュアル化

最近の主な研究実績

国内空調業界の“基準原機”を活用した実証試験・研究
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研究活動について 〜特⻑〜

転載・二次使用禁止



基本方針

⾼精度・⾼信頼な⾼精度・⾼信頼な
機器性能試験

適正な性能情報を適正な性能情報を
社会に提供

ヒートポンプ機器の信頼性向上
省エネ施策の有効性確保

性能試験技術性能試験技術
の向上

試験設備の試験設備の
維持・管理

当研究所の
主な役割

1. 試験設備の信頼性精度
向上に関する。

2. 試験基準、試験方法の
標準化に関する。

3. 海外試験機関との試験
設備相互検証に関する。
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研究活動について 〜基本方針〜

転載・二次使用禁止



今後の研究アイテム

1. 試験設備の信頼性・精度向上に関するアイテム
• 新試験室不確かさ検討（RAC4 WHP）
• 最⼩能⼒の不確かさ最⼩化検討
• TCグリッドの不確かさ検討
• 空調機器性能への大気圧（⾼度）影響評価・・・事例紹介
• 省エネ試験方法検討

2. 試験基準、試験方法の標準化に関するアイテム
• ダクトタイプ機器の風量測定における機外静圧評価基準
• GHP燃料ガス消費量測定

3. 海外試験機関との試験設備相互検証の推進に関するアイテム
• アセアン試験機関、その他試験機関とのラウンドロビンテスト
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研究活動について 〜主な研究アイテム〜

転載・二次使用禁止




