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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷
媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、
該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポ
ンプと、
　温熱が供給されて溶液を加熱濃縮して再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を
凝縮させる凝縮器、該凝縮器にて凝縮された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器
によって蒸発した冷媒を溶液に吸収させる吸収器を備えた吸収式冷凍機と、
を備え、
　前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するととも
に、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器に対して温熱を出
力し、
　前記吸収式冷凍機は、前記蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力し、
　前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外部温熱負荷が要
求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、前記電動ヒートポンプの前記凝縮器と前記外部
温熱負荷との間から分岐して前記吸収式冷凍機の前記再生器に供給することにより、前記
蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力する制御部を備えていることを特徴とす
る熱源システム。
【請求項２】
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　電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷
媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、
該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポ
ンプと、
　溶液を加熱濃縮して再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器
、前記凝縮器にて凝縮された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発し
た冷媒を溶液に吸収させて温熱を出力する吸収器を備えた吸収式二種ヒートポンプと、
を備え、
　前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するととも
に、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器および前記蒸発器
に対して温熱を出力し、
　前記吸収式二種ヒートポンプは、前記吸収器から前記外部温熱負荷よりも高温とされた
外部高温温熱負荷に対して温熱を出力し、
　前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外部温熱負荷が要
求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を前記吸収式二種ヒートポンプの前記再生器および
前記蒸発器に供給する制御部を備えていることを特徴とする熱源システム。
【請求項３】
　電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷
媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、
該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポ
ンプと、
　温熱が供給されて溶液を加熱濃縮して再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を
凝縮させる凝縮器、該凝縮器にて凝縮された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器
によって蒸発した冷媒を溶液に吸収させる吸収器を備えた吸収式冷凍機と、
を備えた熱源システムの制御方法であって、
　前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するととも
に、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器に対して温熱を出
力し、
　前記吸収式冷凍機は、前記蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力し、
　制御部により、前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外
部温熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、前記電動ヒートポンプの前記凝
縮器と前記外部温熱負荷との間から分岐して前記吸収式冷凍機の前記再生器に供給するこ
とにより、前記蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力することを特徴とする熱
源システムの制御方法。
【請求項４】
　電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷
媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、
該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポ
ンプと、
　溶液を加熱濃縮して再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器
、前記凝縮器にて凝縮された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発し
た冷媒を溶液に吸収させて温熱を出力する吸収器を備えた吸収式二種ヒートポンプと、
を備えた熱源システムの制御方法であって、
　前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するととも
に、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器および前記蒸発器
に対して温熱を出力し、
　前記吸収式二種ヒートポンプは、前記吸収器から前記外部温熱負荷よりも高温とされた
外部高温温熱負荷に対して温熱を出力し、
　制御部により、前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外
部温熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を前記吸収式二種ヒートポンプの前
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記再生器および前記蒸発器に供給することを特徴とする熱源システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷熱出力および温熱出力を行う熱源システムおよびその制御方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　冷水と温水とを同時に効率良く製造する方法として、電動ヒートポンプが知られている
。図３には、このような電動ヒートポンプが示されている。同図（ａ）に示すように、電
動ヒートポンプ１０１は、電動圧縮機１０５にて圧縮された冷媒が凝縮する凝縮器１０７
にて温水を加熱するとともに、凝縮器１０７にて凝縮した液冷媒を膨張弁１０９によって
膨張させて蒸発器１１１にて蒸発させることで冷水を冷却するようになっている。
　蒸発器１１１にて冷却された冷水は、冷水ポンプ１１３によって冷熱負荷１１５へと供
給される。
　凝縮器１０７にて加熱された温水は、温水ポンプ１１７によって温熱負荷１１９へと供
給される。また、冷熱出力と温熱出力がバランスしない場合には、余剰温熱を冷却塔１２
１にて排熱している。具体的には、温水の一部を三方弁１２３を介して熱交換器１２５へ
と分岐させ、冷却塔１２１から導かれた冷却水と熱交換させるようになっている。このよ
うに温水の一部を分岐させる構成は、図３（ｂ）に示したようなダブルバンドル型（凝縮
器１０７に温水出力用伝熱管１０７ａ及び排熱用伝熱管１０７ｂが設けられた構成）につ
いても同様である。
【０００３】
　図４には、上記構成の電動ヒートポンプ１０１の熱収支が示されている。同図に示され
ているように、電動ヒートポンプ１０１の冷熱出力を「０．７」、電動圧縮機の入力電力
を「０．３」とすると、温熱出力は「１．０」となる。温熱負荷が要求する熱量が「０．
５」の場合には、余剰温熱の「０．５」は排熱されることになる。
【０００４】
　また、下記特許文献１には、低段側を圧縮式冷凍機を用いた冷凍サイクルとし、高段側
を吸収式ヒートポンプを用いたヒートポンプサイクルとして、冷却と加熱を同時に行う方
法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６０－２００６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、図３に示したような電動ヒートポンプは、図４に示したように余剰温熱を有効
利用せずに捨ててしまうものであり、効率向上を妨げる一因となっていた。
　一般に、電動ヒートポンプは、所定の電気エネルギーを投入して低温熱源から熱回収し
て（冷熱を出力して）高温側へと熱を移動させるものであるため、熱回収量（冷熱出力）
と温熱出力との間には一定の比率がある。したがって、冷熱負荷が要求する冷熱出力が増
大すると、これに対応して温熱出力も増大する。特に、夏期の場合、冷熱負荷が要求する
熱量は温熱負荷が要求する熱量に比べて大きくなるので、余剰温熱がさらに増大するとい
う問題がある。
　なお、特許文献１に記載のものは、冷熱および温熱を同時に出力するものであるが、余
剰温熱の有効利用については何ら言及されていない。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、高効率にて冷熱および温熱



(4) JP 5808105 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

を出力することができる熱源システムおよびその制御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】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の熱源システムおよびその制御方法は以下の手段を
採用する。
　すなわち、本発明にかかる熱源システムは、電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮
する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝
縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させ
る蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポンプと、温熱が供給されて溶液を加熱濃縮し
て再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器にて凝縮
された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発した冷媒を溶液に吸収さ
せる吸収器を備えた吸収式冷凍機とを備え、前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外
部冷熱負荷に対して冷熱を出力するとともに、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸
収式冷凍機の前記再生器に対して温熱を出力し、前記吸収式冷凍機は、前記蒸発器から前
記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力し、前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する
温熱出力から、前記外部温熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、前記電動
ヒートポンプの前記凝縮器と前記外部温熱負荷との間から分岐して前記吸収式冷凍機の前
記再生器に供給することにより、前記蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力す
る制御部を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する電動ヒートポンプの温熱出力から、外部温
熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、吸収式冷凍機の再生器へと供給して
駆動用熱源として用いることとした。これにより、従来は有効利用されずに捨てられてい
た余剰温熱出力を有効利用することができる。また、この余剰温熱出力によって駆動され
た吸収式冷凍機の冷熱出力が外部冷熱負荷へ供給されるので、さらに熱源システムの効率
を向上させることができる。
【００１０】
　また、本発明の熱源システムは、電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮する圧縮機
、該圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝縮された液
冷媒を膨張させる膨張弁、及び、該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器を
備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポンプと、溶液を加熱濃縮して再生させる再生器、該再生
器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器、前記凝縮器にて凝縮された液冷媒を蒸発させる
蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発した冷媒を溶液に吸収させて温熱を出力する吸収器
を備えた吸収式二種ヒートポンプとを備え、前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外
部冷熱負荷に対して冷熱を出力するとともに、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸
収式冷凍機の前記再生器および前記蒸発器に対して温熱を出力し、前記吸収式二種ヒート
ポンプは、前記吸収器から前記外部温熱負荷よりも高温とされた外部高温温熱負荷に対し
て温熱を出力し、前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外
部温熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を前記吸収式二種ヒートポンプの前
記再生器および前記蒸発器に供給する制御部を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する電動ヒートポンプの温熱出力から、外部温
熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、吸収式二種ヒートポンプの再生器お
よび蒸発器へと供給して駆動用熱源として用いることとした。これにより、従来は有効利
用されずに捨てられていた余剰温熱出力を有効利用することができる。また、この余剰温
熱出力によって駆動された吸収式二種ヒートポンプの温熱出力が外部温熱負荷よりも高温
とされた外部高温温熱負荷へ供給することができるので、温熱の用途を広げることができ
る。また、熱源システムの効率を向上させることができる。
【００１２】
　また、本発明の熱源システムの制御方法は、電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮
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する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝
縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させ
る蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポンプと、温熱が供給されて溶液を加熱濃縮し
て再生させる再生器、該再生器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器にて凝縮
された液冷媒を蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発した冷媒を溶液に吸収さ
せる吸収器を備えた吸収式冷凍機とを備えた熱源システムの制御方法であって、前記電動
ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するとともに、前記凝
縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器に対して温熱を出力し、前記
吸収式冷凍機は、前記蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力し、制御部により
、前記外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外部温熱負荷が要
求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、前記電動ヒートポンプの前記凝縮器と前記外部
温熱負荷との間から分岐して前記吸収式冷凍機の前記再生器に供給することにより、前記
蒸発器から前記外部冷熱負荷に対して冷熱を出力することを特徴とする。
【００１３】
　外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する電動ヒートポンプの温熱出力から、外部温
熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、吸収式冷凍機の再生器へと供給して
駆動用熱源として用いることとした。これにより、従来は有効利用されずに捨てられてい
た余剰温熱出力を有効利用することができる。また、この余剰温熱出力によって駆動され
た吸収式冷凍機の冷熱出力が外部冷熱負荷へ供給されるので、さらに熱源システムの効率
を向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明の熱源システムの制御方法は、電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮
する圧縮機、該圧縮機によって圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器、該凝縮器によって凝
縮された液冷媒を膨張させる膨張弁、及び、該膨張弁によって膨張された冷媒を蒸発させ
る蒸発器を備えた蒸気圧縮式の電動ヒートポンプと、溶液を加熱濃縮して再生させる再生
器、該再生器から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器、前記凝縮器にて凝縮された液冷媒を
蒸発させる蒸発器、及び、該蒸発器によって蒸発した冷媒を溶液に吸収させて温熱を出力
する吸収器を備えた吸収式二種ヒートポンプとを備えた熱源システムの制御方法であって
、前記電動ヒートポンプは、前記蒸発器から外部冷熱負荷に対して冷熱を出力するととも
に、前記凝縮器から外部温熱負荷および前記吸収式冷凍機の前記再生器および前記蒸発器
に対して温熱を出力し、前記吸収式二種ヒートポンプは、前記吸収器から前記外部温熱負
荷よりも高温とされた外部高温温熱負荷に対して温熱を出力し、制御部により、前記外部
冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する温熱出力から、前記外部温熱負荷が要求する温熱
出力を減じた余剰温熱出力を前記吸収式二種ヒートポンプの前記再生器および前記蒸発器
に供給することを特徴とする。
【００１５】
　外部冷熱負荷に供給する冷熱出力に対応する電動ヒートポンプの温熱出力から、外部温
熱負荷が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を、吸収式二種ヒートポンプの再生器お
よび蒸発器へと供給して駆動用熱源として用いることとした。これにより、従来は有効利
用されずに捨てられていた余剰温熱出力を有効利用することができる。また、この余剰温
熱出力によって駆動された吸収式二種ヒートポンプの温熱出力が外部温熱負荷よりも高温
とされた外部高温温熱負荷へ供給することができるので、温熱の用途を広げることができ
る。また、熱源システムの効率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　余剰温熱出力を、吸収式冷凍機の再生器へと供給して駆動用熱源として用いることとし
、また、この余剰温熱出力によって駆動された吸収式冷凍機の冷熱出力を外部冷熱負荷へ
供給することとしたので、熱源システムの効率を向上させることができる。
　また、余剰温熱出力を、吸収式二種ヒートポンプの再生器および蒸発器へと供給して駆
動用熱源として用いることとし、また、この余剰温熱出力によって駆動された吸収式二種
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ヒートポンプの温熱出力を外部温熱負荷よりも高温とされた高温温熱負荷へ供給すること
としたので、熱源システムの効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の熱源システムにかかる第１実施形態を示し、（ａ）概略構成図、（ｂ）
は熱収支を示す図である。
【図２】本発明の熱源システムにかかる第２実施形態を示し、（ａ）概略構成図、（ｂ）
は熱収支を示す図である。
【図３】従来の電動ヒートポンプを示した概略構成図である。
【図４】図３の電動ヒートポンプの熱収支を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図１を用いて説明する。
　図１（ａ）に示すように、熱源システム１Ａは、電動ヒートポンプ２と、吸収式冷凍機
３とを備えている。
【００１９】
　電動ヒートポンプ２は、ターボ冷凍機とされている。ターボ冷凍機は、図示しないが、
電動モータによって駆動されて冷媒を圧縮するターボ圧縮機５と、ターボ圧縮機５によっ
て圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮器７と、凝縮された液冷媒を膨張させる膨張弁９と、
膨張された冷媒を蒸発させる蒸発器１１とを備えている。
　なお、ヒートポンプ２としては、典型的には、本実施形態のようにターボ圧縮機を用い
たターボ冷凍機が挙げられるが、スクリュー式やスクロール式の圧縮機を用いた他の蒸気
圧縮式のヒートポンプでもよい。
【００２０】
　ターボ圧縮機５は、一定速で回転する固定速であっても良いし、インバータ駆動による
周波数可変とされた可変速であっても良い。
【００２１】
　蒸発器１１は、冷水配管１３によって、空調機等の外部の冷熱負荷１５と熱的に接続さ
れている。冷水配管１３内には冷水が流通し、冷水ポンプ１７によって冷熱負荷１５と蒸
発器１１との間で循環するようになっている。蒸発器１１には冷熱負荷１５から導かれた
例えば１５℃の冷水が流入し、蒸発器１１内で冷媒から蒸発潜熱を奪い例えば１０℃まで
冷却された冷水が冷熱負荷１５に返送されるようになっている。このように、蒸発器１１
は、冷熱負荷１５に冷熱を出力するとともに、冷熱負荷１５から熱回収するようになって
いる。
　なお、冷熱負荷１５に供給する冷水温度は、冷熱負荷１５から予め要求された設定値と
なるように図示しない制御部によって運転されるようになっている。具体的には、ターボ
圧縮機５の回転数、ターボ圧縮機５に設けた容量制御用ガイドベーンの開度等を調整する
ことによって冷水温度調整が行われる。
【００２２】
　凝縮器７は、温熱出力配管１９によって、外部の温熱負荷２１と熱的に接続されている
。高温水出力配管１９内には熱媒としての温水が流通し、温水ポンプ２３によって凝縮器
７と温熱負荷２１との間で循環するようになっている。凝縮器７からは温熱負荷２１に向
けて例えば８０℃の温水が出力されるようになっており、温熱負荷２１にて例えば７５℃
まで温度低下した温水が凝縮器７に返送されるようになっている。
【００２３】
　高温水出力配管１９には、温水用三方弁２０を介して、吸収式冷凍機３へ温水を供給す
る温水供給配管２５が接続されている。この温水供給配管２５によって温水の一部が分岐
され、吸収式冷凍機３の再生器３０へと導かれ、再生器３０を通過した後に温水出力配管
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１９へと返送されるようになっている。
　温熱負荷２１に供給する温水温度は、温熱負荷２１から予め要求された設定値となるよ
うに図示しない制御部によって運転されるようになっている。したがって、温水用三方弁
２０の開度を制御部によって調整することで、温熱負荷２１へ供給する温水温度および出
力熱量が調整されるようになっている。なお、温水用三方弁２０を、２つの二方弁によっ
て構成しても良い。
【００２４】
　吸収式冷凍機３は、温熱が供給されて溶液を加熱濃縮して再生させる再生器３０と、再
生器３０から導かれた冷媒を凝縮させる凝縮器３２と、凝縮器３２にて凝縮された液冷媒
を蒸発させる蒸発器３５と、蒸発器３５によって蒸発した冷媒を溶液に吸収させる吸収器
３７とを備えている。
【００２５】
　再生器３０には、上述したように、温水供給配管２５を介して例えば８０℃とされた温
水が供給されるようになっている。すなわち、電動ヒートポンプ２が出力した温水を吸収
式冷凍機３の駆動用熱源としている。
【００２６】
　凝縮器３２は、冷却水によって冷却されるようになっている。冷却水は、冷却水ポンプ
３９によって、冷却塔４１、吸収器３７、凝縮器３２との間を循環するようになっている
。凝縮器３２を通過して冷却塔４１に流入する前の冷却水温度は例えば３７．５℃とされ
ており、冷却塔４１によって例えば３２℃まで冷却された冷却水が吸収器３７へと流入す
るようになっている。
【００２７】
　蒸発器３５は、冷水配管４３によって、冷熱負荷１５と熱的に接続されている。冷水配
管４３内には熱媒としての冷水が流通し、蒸発器３５と冷熱負荷１５との間で循環するよ
うになっている。蒸発器３５からは冷熱負荷１５に向けて例えば１０℃の冷水が出力され
るようになっており、冷熱負荷１５にて例えば１５℃まで温度上昇した冷水が蒸発器３５
に返送されるようになっている。このように、吸収式冷凍機３の蒸発器３５は、例えば１
０℃とされた冷水を出力するようになっている。
【００２８】
　図示しない制御部は、熱源システム１Ａ全体の運転を制御する。
　制御部は、電動ヒートポンプの性能データをその記憶部に格納しており、冷熱出力と温
熱出力との関係が各状態において演算できるようになっている。したがって、冷凍負荷１
５に出力した冷熱出力に対応する温熱出力が演算され、温熱負荷２１へ供給する温熱出力
との差分である余剰温熱も演算できるようになっている。制御部は、この余剰温熱を吸収
式冷凍機２へ供給するように、温水用三方弁２０の開度を調整する。
【００２９】
　このように、上記構成の熱源システム１Ａは、冷熱負荷１５に冷水を供給し、温熱負荷
２１に温水を供給するとともに、温水の余剰温熱を駆動用熱源として動作する吸収式冷凍
機３から冷熱負荷１５に冷水を出力するものである。
【００３０】
　図１（ｂ）には、本実施形態の熱源システム１Ａの熱収支が示されている。同図に示さ
れているように、冷熱負荷１５に供給する冷熱出力の熱量を「０．７」とし、ターボ圧縮
機５の動力の入力熱量を「０．３」とすると、電動ヒートポンプ２の温熱出力は熱量「１
．０」となる。この電動ヒートポンプ２の温熱出力のうちの半分である熱量「０．５」を
温熱負荷２１へ供給し、残りの半分の熱量「０．５」を吸収式冷凍機３の駆動用熱源とし
て使用する。そして、吸収式冷凍機３のＣＯＰを０．８とすると、熱量「０．４」の冷熱
を冷熱負荷１５へ供給することができる。一方、冷却塔４１では熱量「０．９」が排熱さ
れる。
　熱源システム全体としてのＣＯＰは、入力熱量がターボ圧縮機５の「０．３」であり、
温熱負荷２１への温熱出力が「０．５」、冷熱負荷１５への冷熱出力が「１．１」（０．
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７＋０．４）なので、５．３（（０．５＋１．１）／０．３）となる。
【００３１】
　以上の通り、本実施形態にかかる熱源システム１Ａによれば、冷熱負荷１５に供給する
冷熱出力に対応する電動ヒートポンプ２の温熱出力から、温熱負荷２１が要求する温熱出
力を減じた余剰温熱出力を、吸収式冷凍機３の再生器３０へと供給して駆動用熱源として
用いることとしたので、従来は有効利用されずに捨てられていた余剰温熱出力を有効利用
することができる。また、この余剰温熱出力によって駆動された吸収式冷凍機３の冷熱出
力が冷熱負荷１５へ供給されるので、さらに熱源システム１Ａの効率を向上させることが
できる。
【００３２】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図２を用いて説明する。
　本実施形態は、第１実施形態の吸収式冷凍機３が吸収式二種ヒートポンプに変更されて
おり、１００℃以上の高温水を出力する構成となっている点で第１実施形態と相違する。
それ以外の共通する構成については同一符号を付しその説明を省略する。
【００３３】
　図２（ａ）に示されているように、熱源システム１Ｂは、第１実施形態と同様に低温排
熱から排熱回収して９０℃以上の高温水を出力する電動ヒートポンプ２と、吸収式二種ヒ
ートポンプ４とを備えている。
　電動ヒートポンプ２の温熱出力である温水は、温水出力配管１９から、温水用三方弁２
０を介して、温水供給配管２５を介して吸収式二種ヒートポンプ４の再生器３０へ供給さ
れるともに、蒸発器３５へも供給されるようになっている。
【００３４】
　吸収式二種ヒートポンプ４の凝縮器３２は、冷却水によって冷却されるようになってい
る。冷却水は、冷却水ポンプ３９によって、冷却塔４１と凝縮器３２との間を循環するよ
うになっている。凝縮器３２を通過して冷却塔４１に流入する前の冷却水温度は例えば３
７．５℃とされており、冷却塔４１によって例えば３２℃まで冷却された冷却水が凝縮器
３２へと返送されるようになっている。
【００３５】
　吸収器３７と高温温熱負荷５５とは、高温水配管５７によって熱的に接続されている。
すなわち、高温水ポンプ５９によって、吸収器３７を通り加熱された高温水が高温温熱負
荷５５へと供給されるようになっている。高温温熱負荷５５へは温熱負荷２１よりも高い
温度の温水が供給され、例えば１１０℃程度とされた１００℃以上の高温水が供給され、
例えば１００℃まで温度低下した高温水が吸収器３７へと返送されるようになっている。
【００３６】
　このように、本実施形態の熱源システム１Ｂは、冷熱負荷１５に冷水を供給し、温熱負
荷２１に温水を供給するとともに、温水の余剰温熱を駆動用熱源として動作する吸収式二
種ヒートポンプ４から高温温熱負荷５５に高温水を出力するものである。
【００３７】
　図２（ｂ）には、本実施形態の熱源システム１Ｂの熱収支が示されている。同図に示さ
れているように、冷熱負荷１５に供給する冷熱出力の熱量を「０．７」とし、ターボ圧縮
機５の動力の入力熱量を「０．３」とすると、電動ヒートポンプ２の温熱出力は熱量「１
．０」となる。この電動ヒートポンプ２の温熱出力のうちの半分である熱量「０．５」を
温熱負荷２１へ供給し、残りの半分の熱量「０．５」を吸収式冷凍機３の駆動用熱源とし
て使用する。そして、吸収式二種ヒートポンプ４は、電動ヒートポンプ２から得た熱量「
０．５」によって、熱量「０．２５」の１１０℃の高温水を高温温熱負荷５５に出力する
とともに、熱量「０．２５」を冷却塔４１にて排熱する。
　熱源システム全体としてのＣＯＰは、入力熱量がターボ圧縮機５の「０．３」であり、
温熱負荷２１への温熱出力が「０．５」、高温温熱負荷５５への温熱出力が「０．２５」
、冷熱負荷４５への冷熱出力が「０．７」なので、４．８（（０．５＋０．２５＋０．７
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【００３８】
　このように、本実施形態によれば、冷熱負荷１５に供給する冷熱出力に対応する電動ヒ
ートポンプ２の温熱出力から、温熱負荷２１が要求する温熱出力を減じた余剰温熱出力を
、吸収式二種ヒートポンプ４の再生器３０および蒸発器３５へと供給して駆動用熱源とし
て用いることとした。これにより、従来は有効利用されずに捨てられていた余剰温熱出力
を有効利用することができる。また、この余剰温熱出力によって駆動された吸収式二種ヒ
ートポンプ４の温熱出力が温熱負荷２１よりも高温とされた高温温熱負荷５５へ供給する
ことができるので、温水の用途を広げることができる。また、熱源システムの効率を向上
させることができる。
【００３９】
　なお、上述した各実施形態では、吸収式冷凍機または吸収式ヒートポンプとして説明し
たが、吸収式に代えて、シリカゲル等を用いた吸着式冷凍機または吸着式ヒートポンプを
用いることもできる。
【符号の説明】
【００４０】
１Ａ，１Ｂ　熱源システム
３　吸収式冷凍機
４　吸収式二種ヒートポンプ
５　ターボ圧縮機
７　凝縮器
９　膨張弁
１１　蒸発器
１５　冷熱負荷（外部冷熱負荷）
２１　温熱負荷（外部温熱負荷）
３０　再生器
３２　凝縮器
３５　蒸発器
３７　吸収器
５５　高温温熱負荷（外部高温温熱負荷）
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