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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器からの排熱又はエネルギー源として永続的に利用可能な再生可能エネルギーにより
熱媒を加熱する集熱器と、
　前記集熱器にて加熱された熱媒を導入して再生器における希溶液を加熱し、当該再生器
、凝縮器、蒸発器、及び吸収器の循環サイクルによって冷却液を得る吸収式冷凍機と、
　前記吸収式冷凍機にて得られた冷却液を前記吸収式冷凍機の前記蒸発器と外部機器との
間で循環させる循環流路と、
　前記循環流路から分岐した分岐流路と、
　前記循環流路を流れる冷却液の流れ方向を切り替えて前記分岐流路に流入させる切替弁
と、
　前記分岐流路上に設けられ、前記吸収式冷凍機にて得られた冷却液を導入して蓄冷する
と共に蓄えた冷熱を前記外部機器に供給する蓄冷槽と、
　所定条件が満たされた場合に、前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号を送信し、前記
所定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信を禁止するコントローラと、を備え、
　前記コントローラは、前記蓄冷運転信号を送信した場合、前記切替弁を制御して前記吸
収式冷凍機からの冷却液を前記分岐流路に流入させ、
　前記吸収式冷凍機は、前記コントローラから前記蓄冷運転信号を受信して冷却液を前記
分岐流路を介して蓄冷槽に供給する場合、前記コントローラから前記蓄冷運転信号を受信
しておらず冷却液を前記分岐流路を介することなく前記外部機器に供給する場合よりも、
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冷却液の目標温度を低下させる
　ことを特徴とする吸収式冷凍システム。
【請求項２】
　前記蓄冷槽の蓄冷温度を検出する蓄冷槽温度センサをさらに備え、
　前記吸収式冷凍機は、前記蓄冷運転信号を受信している場合において、前記蓄冷槽温度
センサにより検出された蓄冷温度が第１所定値以上となるときに、前記蓄冷槽に冷却液を
導入して蓄冷する蓄冷運転を開始し、前記蓄冷槽温度センサにより検出された蓄冷温度が
第１所定値よりも低い第２所定値以下となるときに、前記蓄冷運転を停止する
　ことを特徴とする請求項１に記載の吸収式冷凍システム。
【請求項３】
　機器からの排熱又はエネルギー源として永続的に利用可能な再生可能エネルギーにより
熱媒を加熱する集熱器と、
　前記集熱器にて加熱された熱媒を導入して再生器における希溶液を加熱し、当該再生器
、凝縮器、蒸発器、及び吸収器の循環サイクルによって冷却液を得る吸収式冷凍機と、
　前記吸収式冷凍機にて得られた冷却液を前記吸収式冷凍機の前記蒸発器と外部機器との
間で循環させる循環流路と、
　前記循環流路から分岐した分岐流路と、
　前記循環流路を流れる冷却液の流れ方向を切り替えて前記分岐流路に流入させる切替弁
と、
　前記分岐流路上に設けられ、前記吸収式冷凍機にて得られた冷却液を導入して蓄冷する
と共に蓄えた冷熱を前記外部機器に供給する蓄冷槽と、
　前記吸収式冷凍機に対する蓄冷運転信号の送信、及び当該送信の禁止を行うコントロー
ラと、
　を備えた吸収式冷凍システムの制御方法であって、
　所定条件が満たされた場合に、前記コントローラから前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運
転信号を送信する第１工程と、
　前記所定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信を禁止する第２工程と、
　前記第１工程にて蓄冷運転信号を送信した場合、前記切替弁を制御して前記吸収式冷凍
機からの冷却液を前記分岐流路に流入させる第３工程と、
　前記第１工程にて前記コントローラから前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号が送信
され冷却液を前記分岐流路を介して蓄冷槽に供給する場合、前記第２工程にて前記コント
ローラから前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号が送信されておらず冷却液を前記分岐
流路を介することなく前記外部機器に供給する場合よりも、冷却液の目標温度を低下させ
る第４工程と、
　を備えることを特徴とする吸収式冷凍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、吸収式冷凍システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽光の受光によって熱媒を加熱する太陽熱集熱器と、太陽熱集熱器にて加熱さ
れた熱媒を導入して蓄熱する蓄熱槽と、を備えた太陽熱利用システムが提案されている。
また、このような太陽熱利用システムには、蓄熱槽と吸収式冷凍機との間を配管接続し、
これらの間で熱媒を循環させることにより、吸収式冷凍機の再生器において希溶液の加熱
に利用する吸収式冷凍システムについても提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　この吸収式冷凍システムによれば、太陽熱という再生可能エネルギーを利用して希溶液
を加熱することができ、希溶液の加熱に要する燃料費を削減することができる。さらに、
太陽熱集熱器と吸収式冷凍機との間には蓄熱槽が介在することとなり、これがバッファの



(3) JP 6385044 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

役目をするため、日射量に左右されることなく、蓄熱槽から比較的高温の熱媒を吸収式冷
凍機に供給することができる。すなわち、日射量が小さい場合に、太陽熱集熱器から吸収
式冷凍機に直接熱媒を供給すると、温度が低い熱媒が吸収式冷凍機に供給されることとな
り、効率の良い運転を行うことができなくなってしまうが、蓄熱槽を備えることにより安
定的な温度の熱媒を吸収式冷凍機に供給できるため、効率の良い運転を行うことができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１２７５７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような吸収式冷凍システムでは、吸収式冷凍機が室内機と配管接続されており、
室内機に冷却液が供給されるようになっている。ここで、吸収式冷凍機から室内機に向か
う配管上に蓄冷を行う蓄冷槽を備え、例えば日射環境が良いときに吸収式冷凍機において
蓄冷運転を行って蓄冷槽により蓄冷を行い、日射環境が悪いときなどに蓄冷槽にて蓄冷さ
れた冷熱を用いて冷房を行おうとした場合、以下の問題が発生する。
【０００６】
　まず、蓄冷槽の冷熱を用いて冷房を行う場合、蓄冷されてから冷熱が使用されるまでの
間に蓄冷槽にて放熱してしまうことを考慮すると、蓄冷を行う際には通常の冷房時におけ
る冷却液の温度よりも低い温度にて蓄冷を行う必要がある。このため、吸収式冷凍機から
室内機（蓄冷槽）に向かう配管における冷却液の目標温度を下げることとなる。しかし、
冷却液の目標温度を下げてしまうと、通常の冷房時においては、必要以上に冷却液の温度
が低くなってしまい、効率の良い運転を行っているとはいえない。
【０００７】
　さらに、必要以上に冷却液の温度が低くなってしまうと、室内機側において結露が発生
することもある。
【０００８】
　なお、上記問題は、太陽熱により熱媒を加熱する方式に限らず、排熱を利用して熱媒を
加熱して蓄熱するシステムや、地熱やバイオマスなどの再生可能エネルギーを利用して熱
媒を加熱して蓄熱するシステムを有する吸収式冷凍システムにおいても共通する問題であ
る。
【０００９】
　さらに、上記問題は、室内機に接続される吸収式冷凍機を含む吸収式冷凍システムに限
らず、工業用冷却装置等の他の外部機器と接続される吸収式冷凍機を含む吸収式冷凍シス
テムにおいても共通する問題である。
【００１０】
　本発明はこのような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とする
ところは、より効率の良い運転を可能とすると共に結露が発生する可能性を低減すること
が可能な吸収式冷凍システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の吸収式冷凍システムは、機器からの排熱又はエネルギー源として永続的に利用
可能な再生可能エネルギーにより熱媒を加熱する集熱器と、前記集熱器にて加熱された熱
媒を導入して再生器における希溶液を加熱し、当該再生器、凝縮器、蒸発器、及び吸収器
の循環サイクルによって冷却液を得る吸収式冷凍機と、前記吸収式冷凍機にて得られた冷
却液を前記吸収式冷凍機の前記蒸発器と外部機器との間で循環させる循環流路と、前記循
環流路から分岐した分岐流路と、前記循環流路を流れる冷却液の流れ方向を切り替えて前
記分岐流路に流入させる切替弁と、前記分岐流路上に設けられ、前記吸収式冷凍機にて得
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られた冷却液を導入して蓄冷すると共に蓄えた冷熱を前記外部機器に供給する蓄冷槽と、
所定条件が満たされた場合に、前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号を送信し、前記所
定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信を禁止するコントローラと、を備え、前
記コントローラは、前記蓄冷運転信号を送信した場合、前記切替弁を制御して前記吸収式
冷凍機からの冷却液を前記分岐流路に流入させ、前記吸収式冷凍機は、前記コントローラ
から前記蓄冷運転信号を受信して冷却液を前記分岐流路を介して蓄冷槽に供給する場合、
前記コントローラから前記蓄冷運転信号を受信しておらず冷却液を前記分岐流路を介する
ことなく前記外部機器に供給する場合よりも、冷却液の目標温度を低下させることを特徴
とする。
【００１２】
　本発明の吸収式冷凍システムによれば、所定条件が満たされた場合に、吸収式冷凍機に
対して蓄冷運転信号を送信し、所定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信を禁止
し、コントローラから蓄冷運転信号を受信している場合、コントローラから蓄冷運転信号
を受信していない場合よりも、吸収式冷凍機から外部機器に向かう流路における冷却液の
目標温度を低下させる。このため、蓄冷運転を行う場合には、冷却液の目標温度を下げる
ことができ、通常の冷房運転時において必要以上に冷却液の温度が低くなってしまい運転
効率が悪化してしまうことを防止することができる。さらに、蓄冷運転を行う場合には冷
却液の目標温度が下がることから、通常冷房時に必要以上に温度の低い冷却液が外部機器
に供給されることなく、外部機器において結露が発生してしまう可能性を低減することと
なる。従って、より効率の良い運転を可能とすると共に結露が発生する可能性を低減する
ことが可能な吸収式冷凍システムを提供することができる。
【００１３】
　また、本発明の吸収式冷凍システムにおいて、前記蓄冷槽の蓄冷温度を検出する蓄冷槽
温度センサをさらに備え、前記吸収式冷凍機は、前記蓄冷運転信号を受信している場合に
おいて、前記蓄冷槽温度センサにより検出された蓄冷温度が第１所定値以上となるときに
、前記蓄冷槽に冷却液を導入して蓄冷する蓄冷運転を開始し、前記蓄冷槽温度センサによ
り検出された蓄冷温度が第１所定値よりも低い第２所定値以下となるときに、前記蓄冷運
転を停止することが好ましい。
【００１４】
　この吸収式冷凍システムによれば、吸収式冷凍機は、蓄冷運転信号を受信している場合
において、蓄冷槽温度センサにより検出された蓄冷温度が第１所定値以上となるときに、
蓄冷槽に冷却液を導入して蓄冷する蓄冷運転を開始する。また、蓄冷槽温度センサにより
検出された蓄冷温度が第１所定値よりも低い第２所定値以下となるときに、蓄冷運転を停
止する。このため、蓄冷槽において充分に冷熱を確保できていない状態において蓄冷運転
が行われ、蓄冷槽において充分に冷熱を確保できている場合には蓄冷運転が停止すること
となり、無駄な蓄冷運転を防止することができる。
【００１５】
　また、本発明の吸収式冷凍システムの制御方法は、機器からの排熱又はエネルギー源と
して永続的に利用可能な再生可能エネルギーにより熱媒を加熱する集熱器と、前記集熱器
にて加熱された熱媒を導入して再生器における希溶液を加熱し、当該再生器、凝縮器、蒸
発器、及び吸収器の循環サイクルによって冷却液を得る吸収式冷凍機と、前記吸収式冷凍
機にて得られた冷却液を前記吸収式冷凍機の前記蒸発器と外部機器との間で循環させる循
環流路と、前記循環流路から分岐した分岐流路と、前記循環流路を流れる冷却液の流れ方
向を切り替えて前記分岐流路に流入させる切替弁と、前記分岐流路上に設けられ、前記吸
収式冷凍機にて得られた冷却液を導入して蓄冷すると共に蓄えた冷熱を前記外部機器に供
給する蓄冷槽と、前記吸収式冷凍機に対する蓄冷運転信号の送信、及び当該送信の禁止を
行うコントローラと、を備えた吸収式冷凍システムの制御方法であって、所定条件が満た
された場合に、前記コントローラから前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号を送信する
第１工程と、前記所定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信を禁止する第２工程
と、前記第１工程にて蓄冷運転信号を送信した場合、前記切替弁を制御して前記吸収式冷
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凍機からの冷却液を前記分岐流路に流入させる第３工程と、前記第１工程にて前記コント
ローラから前記吸収式冷凍機に対して蓄冷運転信号が送信され冷却液を前記分岐流路を介
して蓄冷槽に供給する場合、前記第２工程にて前記コントローラから前記吸収式冷凍機に
対して蓄冷運転信号が送信されておらず冷却液を前記分岐流路を介することなく前記外部
機器に供給する場合よりも、冷却液の目標温度を低下させる第４工程と、を備えることを
特徴とする。
【００１６】
　この吸収式冷凍システムの制御方法によれば、所定条件が満たされた場合に、吸収式冷
凍機に対して蓄冷運転信号を送信し、所定条件が満たされない場合に蓄冷運転信号の送信
を禁止し、コントローラから蓄冷運転信号を受信している場合、コントローラから蓄冷運
転信号を受信していない場合よりも、吸収式冷凍機から外部機器に向かう流路における冷
却液の目標温度を低下させる。このため、蓄冷運転を行う場合には、冷却液の目標温度を
下げることができ、通常の冷房運転時において必要以上に冷却液の温度が低くなってしま
い運転効率が悪化してしまうことを防止することができる。さらに、蓄冷運転を行う場合
には冷却液の目標温度が下がることから、通常冷房時に必要以上に温度の低い冷却液が外
部機器に供給されることなく、外部機器において結露が発生してしまう可能性を低減する
こととなる。従って、より効率の良い運転を可能とすると共に結露が発生する可能性を低
減することが可能な吸収式冷凍システムを提供することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、より効率の良い運転を可能とすると共に結露が発生する可能性を低減
することが可能な吸収式冷凍システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る吸収式冷凍システムの概略構成図である。
【図２】吸収式冷凍機の一例を示す概略構成図である。
【図３】本実施形態に係る集熱ポンプの制御を示す図である。
【図４】通常冷房運転時における吸収式冷凍機の動作を説明する図である。
【図５】蓄冷運転時における吸収式冷凍システムの動作を説明する図であり、（ａ）は吸
収式冷凍機の動作を示し、（ｂ）はシステム全体の動作を示している。
【図６】本実施形態に係る吸収式冷凍システムのシステムコントローラにおける処理を示
すフローチャートであって、蓄冷運転信号の送信及び禁止の処理を示している。
【図７】本実施形態に係る吸収式冷凍システムのシステムコントローラにおける処理を示
すフローチャートであって、切替弁の処理を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の実施形態
に係る吸収式冷凍システムの概略構成図である。図１に示すように、本実施形態に係る吸
収式冷凍システム１は、太陽熱を利用して吸収式冷凍機２１の希溶液を加熱するものであ
って、第１システム１０と、第２システム２０と、第３システム３０とを備えている。
【００２０】
　第１システム１０は、太陽熱を利用して熱媒を加熱するものであって、太陽熱集熱器（
集熱器）１１と、蓄熱槽１２と、集熱流路１３と、集熱ポンプ１４とを備えている。なお
、本実施形態において第１システム１０は、太陽熱を利用して熱媒を加熱するものである
が、これに限らず、排熱を利用して熱媒を加熱するものであってもよいし、地熱、バイオ
マス等の再生可能エネルギー（エネルギー源として永続的に利用可能なもの）を利用して
熱媒を加熱するものであってもよい。
【００２１】
　太陽熱集熱器１１は、太陽光を受光することで熱媒を加熱するものであって、例えば屋
根の上などの太陽光を受光し易い位置に設置されるものである。なお、熱媒は、水、不凍
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液、及びプロピレングリコール水溶液などが用いられる。
【００２２】
　蓄熱槽１２は、太陽熱集熱器１１にて加熱された熱媒を導入して蓄熱するものである。
この蓄熱槽１２は、熱媒を内部に貯めるタンクであってもよいし、導入した熱媒の熱を蓄
熱材により蓄熱するものであってもよい。
【００２３】
　なお、蓄熱槽１２が蓄熱材により蓄熱するものである場合、蓄熱材料は、例えば水酸化
マグネシウムが用いられるが特にこれに限られるものではない。さらに、熱媒が水であり
、蓄熱槽１２が水を内部に貯めるタンクである場合、蓄熱槽１２はいわゆる貯湯槽として
機能し、家庭等に湯水が供給されるようになっていてもよい。加えて、蓄熱槽１２は熱交
換機を備えるタイプのものであってもよい。
【００２４】
　集熱流路１３は、蓄熱槽１２から太陽熱集熱器１１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循環
させる配管である。このうち、蓄熱槽１２から太陽熱集熱器１１に向かう流路を第１集熱
流路１３ａと称し、太陽熱集熱器１１から蓄熱槽１２に向かう流路を第２集熱流路１３ｂ
と称する。
【００２５】
　集熱ポンプ１４は、集熱流路１３のうち第１集熱流路１３ａに設けられており、蓄熱槽
１２から太陽熱集熱器１１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循環させる動力源となるもので
ある。
【００２６】
　このような第１システム１０では、集熱ポンプ１４が動作することにより、集熱流路１
３を熱媒が循環する。熱媒は太陽熱集熱器１１によって加熱され、第２集熱流路１３ｂを
通じて蓄熱槽１２に至り、蓄熱槽１２において蓄熱されることとなる。
【００２７】
　第２システム２０は、蓄熱槽１２に貯められている熱媒や蓄熱材を介して昇温した熱媒
を吸収式冷凍機２１に供給するものであって、吸収式冷凍機２１と、熱媒流路２２と、熱
媒ポンプ２３とを備えている。
【００２８】
　吸収式冷凍機２１は、再生器における希溶液を加熱し、当該再生器、凝縮器、蒸発器、
及び吸収器の循環サイクルによって冷却液を得るものである。
【００２９】
　図２は、吸収式冷凍機２１の一例を示す概略構成図である。具体的に、再生器１０１は
、例えば冷媒となる水（以下、冷媒が蒸気化したものを冷媒蒸気と称し、冷媒が液化した
ものを液冷媒と称する）と、吸収液となる臭化リチウム（ＬｉＢｒ）とが混合された希溶
液（吸収液の濃度が低い溶液）を加熱するものである。この再生器１０１には熱媒流路２
２が配置されており、熱媒流路２２上に希溶液が散布され加熱される。再生器１０１は、
この加熱により希溶液から蒸気を放出させることにより、冷媒蒸気と濃溶液（吸収液の濃
度が高い溶液）とを生成する。
【００３０】
　凝縮器１０２は、再生器１０１から供給された冷媒蒸気を液化させるものである。この
凝縮器１０２内には、第１冷水伝熱管１０２ａが挿通されている。第１冷水伝熱管１０２
ａには冷却塔などから冷却水が供給されており、蒸発した冷媒蒸気は第１冷水伝熱管１０
２ａ内の冷却水によって液化する。さらに、凝縮器１０２にて液化した液冷媒は蒸発器１
０３に供給される。
【００３１】
　蒸発器１０３は、液冷媒を蒸発させるものである。この蒸発器１０３内には、室内機（
外部機器の一例）に接続される第２冷水伝熱管（循環流路）３１が設けられている。この
第２冷水伝熱管３１は、例えば室内機と接続されており、室内機による冷却によって暖め
られた水が流れている。また、蒸発器１０３内は、真空状態となっている。このため、冷



(7) JP 6385044 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

媒である水の蒸発温度は約５℃となる。よって、第２冷水伝熱管３１上に散布された液冷
媒は第２冷水伝熱管３１の温度によって蒸発することとなる。また、第２冷水伝熱管３１
内の水は、液冷媒の蒸発によって温度が奪われる。これにより、第２冷水伝熱管３１の水
は冷水（冷却液の一例）として室内機に供給され、室内機は冷水を利用して冷風を室内に
供給することとなる。
【００３２】
　吸収器１０４は、蒸発器１０３において蒸発した冷媒を吸収するものである。この吸収
器１０４内には再生器１０１から濃溶液が供給され、蒸発した冷媒は濃溶液によって吸収
され、希溶液が生成される。また、吸収器１０４には、第３冷水伝熱管１０４ａが挿通さ
れている。第３冷水伝熱管１０４ａには冷却水が流れており、濃溶液の冷媒の吸収により
生じる吸収熱は、第３冷水伝熱管１０４ａの冷却水により除去される。なお、この第３冷
水伝熱管１０４ａは、第１冷水伝熱管１０２ａと接続されている。また、吸収器１０４は
、冷媒の吸収により濃度が低下した希溶液をポンプ１０４ｂによって再生器１０１に供給
する。
【００３３】
　なお、上記において第２冷水伝熱管３１は室内機に接続されているが、これ限らず、工
業用の冷却装置等と接続されていてもよい。以下の説明では室内機を外部機器の一例とし
て説明するものとする。
【００３４】
　さらに、吸収式冷凍機２１は、制御部１０５を備えている。この制御部１０５はＣＰＵ
（Central Processing Unit）を備え、吸収式冷凍機２１の全体を制御するものである。
また、この制御部１０５は、後述のシステムコントローラ４４からの信号に基づいて制御
内容を変更する構成となっている。
【００３５】
　再度図１を参照する。熱媒流路２２は、蓄熱槽１２から吸収式冷凍機２１の再生器１０
１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循環させる配管である。このうち、蓄熱槽１２から吸収
式冷凍機２１の再生器１０１に向かう流路を第１熱媒流路２２ａと称し、吸収式冷凍機２
１の再生器１０１から蓄熱槽１２に向かう流路を第２熱媒流路２２ｂと称する。
【００３６】
　熱媒ポンプ２３は、熱媒流路２２のうち第１熱媒流路２２ａに設けられており、蓄熱槽
１２から吸収式冷凍機２１の再生器１０１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循環させる動力
源となるものである。
【００３７】
　第３システム３０は、吸収式冷凍機２１にて得られた冷却液を室内機に送出したり、冷
却液による蓄冷を行ったりする部位であって、上記した第２冷水伝熱管３１（以下循環流
路３１という）に加えて、蓄冷槽３２、第１及び第２切替弁３３ａ，３３ｂ、第１～第４
分岐流路３４ａ～３４ｄ、及び、循環ポンプ３５を備えている。
【００３８】
　上記した循環流路３１は、吸収式冷凍機２１にて得られた冷水を吸収式冷凍機２１の蒸
発器１０３と室内機との間で循環させる流路である。この循環流路３１のうち、吸収式冷
凍機２１から室内機に向かう流路を第１循環流路３１ａと称し、室内機から吸収式冷凍機
２１に向かう流路を第２循環流路３１ｂと称する。
【００３９】
　蓄冷槽３２は、循環流路３１のうち第１循環流路３１ａから分岐した流路（第１及び第
２分岐流路３４ａ，３４ｂ）上に設けられ、吸収式冷凍機２１にて得られた冷水を導入し
て蓄冷するものである。
【００４０】
　この蓄冷槽３２は、冷水を内部に貯めるタンクであってもよいし、導入した冷水の冷熱
を蓄冷材により蓄冷するものであってもよい。なお、蓄冷槽３２が蓄冷材により蓄冷する
ものである場合、蓄冷材料は、例えば水とゲル剤（天然高分子）との混合物が用いられる
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が特にこれに限られるものではない。加えて、蓄冷槽３２は熱交換機を備えるタイプのも
のであってもよい。
【００４１】
　第１切替弁３３ａは、第１循環流路３１ａ上に設けられた三方弁であり、第１及び第２
ポートＡ，Ｂが第１循環流路３１ａ上に位置するものである。第１分岐流路３４ａは、一
端が第１切替弁３３ａの第３ポートＣに接続され、他端が蓄冷槽３２の入口に接続されて
いる。このため、第１切替弁３３ａは、吸収式冷凍機２１からの冷水を室内機に供給する
ルート（Ａ－Ｂ）と蓄冷槽３２に供給するルート（Ａ－Ｃ）とを切り替えることとなる。
【００４２】
　第２切替弁３３ｂは、蓄冷槽３２の出口側に設けられた三方弁である。第２分岐流路３
４ｂは、一端が蓄冷槽３２の出口に接続され、他端が第２切替弁３３ｂの第１ポートＤに
接続されている。第３分岐流路３４ｃは、一端が第２切替弁３３ｂの第２ポートＥに接続
され、他端が第２循環流路３１ｂに接続されている。第４分岐配管３４ｄは、一端が第２
切替弁３３ｂの第３ポートＦに接続され、他端が第１循環流路３１ａの第１切替弁３３ａ
の下流側に接続されている。このため、第２切替弁３３ｂは、蓄冷槽３２からの冷水を第
２循環流路３１ｂに戻すルート（Ｄ－Ｅ）と室内機に供給するルート（Ｄ－Ｆ）とを切り
替えることとなる。
【００４３】
　循環ポンプ３５は、第２循環流路３１ｂのうち、第２循環流路３１ｂと第３分岐流路３
４ｃとの接続点よりも下流側の位置に設けられ、吸収式冷凍機２１の蒸発器１０３から室
内機を経て再度吸収式冷凍機２１の蒸発器１０３に冷水を循環させる動力源となるもので
ある。また、この循環ポンプ３５は、第１及び第２切替弁３３ａ，３３ｂが制御されて、
Ａ－Ｃルート及びＤ－Ｅルートが選択された場合、冷水を室内機に供給することなく、吸
収式冷凍機２１と蓄冷槽３２とを介して冷水を循環させる動力源となる。
【００４４】
　さらに、本実施形態に係る吸収式冷凍システム１は、集熱器温度センサ４１と、蓄熱槽
温度センサ４２と、蓄冷槽温度センサ４３と、システムコントローラ（コントローラ）４
４とを備えている。
【００４５】
　集熱器温度センサ４１は、太陽熱集熱器１１からの熱媒の温度を検出するものであって
、熱媒温度に応じた信号をシステムコントローラ４４に送信するものである。蓄熱槽温度
センサ４２は、蓄熱槽１２内の熱媒の温度（蓄熱温度）を検出するものであって、熱媒温
度に応じた信号をシステムコントローラ４４に送信するものである。蓄冷槽温度センサ４
３は、蓄冷槽３２の冷水の温度（蓄冷温度）を検出するものであって、冷水温度に応じた
信号をシステムコントローラ４４に送信するものである。
【００４６】
　システムコントローラ４４は、ＣＰＵを備え、吸収式冷凍システム１の全体を制御する
ものである。特に、本実施形態に係るシステムコントローラ４４は、蓄冷運転信号を吸収
式冷凍機２１の制御部１０５に対して送信し、又は送信を禁止する機能を有しており、吸
収式冷凍機２１は、蓄冷運転信号を受信した場合、蓄冷運転信号を受信していない場合よ
りも、吸収式冷凍機２１から室内機に向かう流路（すなわち第１循環流路３１ａ）におけ
る冷却液の目標温度（以下出口目標温度）を低下させる。
【００４７】
　次に、本実施形態に係る吸収式冷凍システム１の制御方法を説明する。図３は、本実施
形態に係る集熱ポンプ１４の制御を示す図である。
【００４８】
　まず、集熱ポンプ１４が停止しているものとする。この状態においてシステムコントロ
ーラ４４は、集熱器温度センサ４１からの信号を入力すると共に、蓄熱槽温度センサ４２
からの信号を入力する。次いで、システムコントーラ４４は、これら信号に基づいて、差
温を算出する。この差温は、集熱器温度センサ４１の検出温度から蓄熱槽温度センサ４２
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の検出温度を減算したものである。次いで、システムコントーラ４４は、差温が図３に示
すＴ１℃以上であるか判断し、Ｔ１℃以上であると判断した場合、集熱ポンプ１４を動作
させ（ＯＮ）、Ｔ１℃以上でないと判断した場合、集熱ポンプ１４を停止状態のままとす
る（ＯＦＦ）。
【００４９】
　集熱ポンプ１４の動作後、システムコントローラ４４は、集熱器温度センサ４１及び蓄
熱槽温度センサ４２からの信号を入力し、差温を算出する。そして、システムコントーラ
４４は、差温が図３に示すＴ２℃以下であるかを判断する。システムコントローラ４４は
、Ｔ２℃以下であると判断した場合、集熱ポンプ１４を停止させ（ＯＦＦ）、Ｔ２℃以下
でないと判断した場合、集熱ポンプ１４を動作状態のままとする（ＯＮ）。
【００５０】
　なお、上記差温については、移動平均等の値を採用してもよい。
【００５１】
　また、吸収式冷凍機２１は、通常冷房運転と、蓄冷運転とを行うようになっている。通
常冷房運転と蓄冷運転とが行われている場合、すなわち、吸収式冷凍機２１が停止してい
ない場合に、システムコントローラ４４は、熱媒ポンプ２３を動作させ、蓄熱槽１２から
の熱媒を吸収式冷凍機２１の再生器１０１に供給する。これにより、蓄熱槽１２からの熱
媒が再生器１０１における希溶液の加熱に用いられることとなる。
【００５２】
　また、通常冷房運転時において吸収式冷凍システム１は以下のように動作する。図４は
、通常冷房運転時における吸収式冷凍機２１の動作を説明する図である。図４に示すよう
に、吸収式冷凍機２１の制御部１０５には、通常冷房運転時における温調停止温度Ｔ３℃
と温調開始温度Ｔ４℃とが記憶されている。また、第３システム３０は、吸収式冷凍機２
１から室内機に向かう流路における冷却液の温度（以下出口温度という）を検出する温度
センサ（不図示）を備えており、制御部１０５は、この温度センサからの信号に基づいて
吸収式冷凍機２１を制御する。
【００５３】
　すなわち、制御部１０５は、吸収式冷凍機２１の通常冷房運転中において温度センサに
より検出される出口温度が温調停止温度Ｔ３℃以下になると、その運転を一時停止させる
。また、制御部１０５は、一時停止中において出口温度が温調開始温度Ｔ４℃以上となる
と、その運転を再開する。なお、一時停止中において循環ポンプ３５は動作しており、冷
水は循環させられている。
【００５４】
　また、蓄冷運転時において吸収式冷凍システム１は以下のように動作する。図５は、蓄
冷運転時における吸収式冷凍システム１の動作を説明する図であり、（ａ）は吸収式冷凍
機２１の動作を示し、（ｂ）はシステム１全体の動作を示している。図５（ａ）に示すよ
うに、吸収式冷凍機２１の制御部１０５には、蓄冷運転時における温調停止温度Ｔ５℃と
温調開始温度Ｔ６℃とが記憶されている。ここで、蓄冷運転時における温調停止温度Ｔ５
℃は、通常冷房運転時における温調停止温度Ｔ３℃よりも低く、蓄冷運転時における温調
開始温度Ｔ６℃は、通常冷房運転時における温調開始温度Ｔ４℃よりも低い。
【００５５】
　制御部１０５は、吸収式冷凍機２１の蓄冷運転中において温度センサにより検出される
出口温度が温調停止温度Ｔ５℃以下になると、その運転を一時停止させる。また、制御部
１０５は、一時停止中において出口温度が温調開始温度Ｔ６℃以上となると、その運転を
再開する。なお、一時停止中において循環ポンプ３５は動作しており、冷水は循環させら
れている。
【００５６】
　さらに、システムコントローラ４４は、図５（ｂ）に示す蓄冷運転終了温度Ｔ７℃（第
２所定値）と蓄冷運転開始温度Ｔ８℃（第１所定値）とを記憶している。ここで、蓄冷運
転終了温度Ｔ７℃は、蓄冷運転時における温調停止温度Ｔ５℃よりも高い。また、蓄冷運
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転開始温度Ｔ８℃は、蓄冷運転時における温調開始温度Ｔ６℃と同じであり、通常冷房運
転時における温調開始温度Ｔ４℃よりも低い。
【００５７】
　システムコントローラ４４は、蓄冷運転中において蓄冷槽温度センサ４３により検出さ
れる蓄冷温度が蓄冷運転終了温度Ｔ７℃以下になると、システム１の全体（集熱ポンプ１
４の動作を除く）を停止させる。すなわち、熱媒ポンプ２３及び循環ポンプ３５は動作を
停止し、吸収式冷凍機２１においては循環サイクルによる冷水の生成が停止することとな
る。
【００５８】
　また、システムコントローラ４４は、システム全体の停止中において蓄冷槽温度センサ
４３により検出される蓄冷温度が蓄冷運転開始温度Ｔ８℃以上となると、システム全体の
運転を開始させる。すなわち、熱媒ポンプ２３及び循環ポンプ３５は動作を開始し、吸収
式冷凍機２１においては循環サイクルにより冷水が得られることとなる。
【００５９】
　さらに、システムコントローラ４４は、蓄冷運転を行うかを判断し、行うと判断した場
合、蓄冷運転信号を吸収式冷凍機２１の制御部１０５に出力する。吸収式冷凍機２１の制
御部１０５は、蓄冷運転信号を受信すると、制御内容を図４に示すものから図５（ａ）に
示すものに移行させることとなる。すなわち、制御部１０５は、蓄冷運転信号を受信した
場合、蓄冷運転信号を受信していない場合よりも、出口目標温度を低下させることとなる
。
【００６０】
　なお、蓄冷運転信号の送信の可否は、システムコントローラ４４内のタイマが参照され
、蓄冷運転日や蓄冷運転時間帯（所定条件の一例）であれば蓄冷運転信号が送信され、通
常空調日や通常空調時間帯であれば蓄冷運転信号の送信が禁止される。
【００６１】
　加えて、システムコントローラ４４は、第１及び第２切替弁３３ａ，３３ｂの制御も実
行する。すなわち、システムコントローラ４４は、通常冷房運転時において第１切替弁３
３ａを制御してＡ－Ｂルートを選択すると共に、第２切替弁３３ｂを制御してＤ－Ｅルー
トを選択する。また、システムコントローラ４４は、蓄冷運転時において第１切替弁３３
ａを制御してＡ－Ｃルートを選択すると共に、第２切替弁３３ｂを制御してＤ－Ｅルート
を選択する。
【００６２】
　さらに、室内機は蓄冷槽３２から供給される冷水によっても冷房運転可能である。この
ため、蓄冷槽３２内の冷水を使用して冷房運転を行う場合、システムコントローラ４４は
、第１切替弁３３ａを制御してＡ－Ｃルートを選択すると共に、第２切替弁３３ｂを制御
してＤ－Ｆルートを選択する。
【００６３】
　図６は、本実施形態に係る吸収式冷凍システム１のシステムコントローラ４４における
処理を示すフローチャートであって、蓄冷運転信号の送信及び禁止の処理を示している。
なお、図６に示す処理はシステム１全体が停止するまで実行される。
【００６４】
　まず、システムコントローラ４４は、タイマ判断を行う（Ｓ１）。タイマ判断の結果、
現在が蓄冷運転日又は蓄冷運転時間帯（所定条件の一例）である場合（Ｓ１：蓄冷運転日
又は蓄冷運転時間帯）、システムコントローラ４４は、蓄冷運転信号を吸収式冷凍機２１
に送信し（Ｓ２）、その後図６に示す処理はステップＳ１に移行する。
【００６５】
　一方、タイマ判断の結果、現在が通常空調日又は通常空調時間帯である場合（Ｓ１：通
常空調日又は通常空調時間帯）、システムコントローラ４４は、現在空調負荷があるか、
すなわちユーザより冷房運転の指令があったかを判断する（Ｓ３）。現在空調負荷がない
場合（Ｓ３：ＮＯ）、システムコントローラ４４は、蓄冷運転信号を吸収式冷凍機２１に
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送信し（Ｓ２）、その後図６に示す処理はステップＳ１に移行する。
【００６６】
　現在空調負荷がある場合（Ｓ３：ＹＥＳ）、システムコントローラ４４は、蓄冷運転信
号の送信を禁止し（Ｓ４）、その後図６に示す処理はステップＳ１に移行する。
【００６７】
　図７は、本実施形態に係る吸収式冷凍システム１のシステムコントローラ４４における
処理を示すフローチャートであって、切替弁３３ａ，３３ｂの処理を示している。なお、
図７に示す処理はシステム１全体が停止するまで実行される。
【００６８】
　まず、システムコントローラ４４は、蓄冷運転時であるかを判断する（Ｓ１１）。蓄冷
運転時であるか否かは、図６のステップＳ２において蓄冷運転信号を送信したか否かに基
づいて判断してもよいし、図６のステップＳ１のようにタイマ判断と同様に判断してもよ
い。
【００６９】
　蓄冷運転時であると判断した場合（Ｓ１１：ＹＥＳ）、システムコントローラ４４は、
第１切替弁３３ａを制御してＡ－Ｃルートを選択すると共に、第２切替弁３３ｂを制御し
てＤ－Ｅルートを選択する（Ｓ１２）。すなわち、上記ルートを選択することにより、シ
ステムコントローラ４４は、冷水を室内機に供給することなく、吸収式冷凍機２１と蓄冷
槽３２との間で循環させることとなる。そして、図７に示す処理はステップＳ１１に移行
する。
【００７０】
　なお、この場合において吸収式冷凍機２１の制御部１０５は、図４及び図５（ａ）に示
すように、出口目標温度を低下させる。
【００７１】
　一方、蓄冷運転時でないと判断した場合（Ｓ１１：ＮＯ）、システムコントローラ４４
は、通常冷房運転時であるかを判断する（Ｓ１３）。この場合、システムコントローラ４
４は、例えば蓄冷槽温度センサ４３からの信号に基づき、蓄冷槽３２の蓄冷温度が所定温
度を超える場合に、通常冷房運転時であると判断し（Ｓ１３：ＹＥＳ）、そうでない場合
に通常冷房運転時でないと判断する（Ｓ１３：ＮＯ）。
【００７２】
　そして、通常冷房運転時であると判断した場合（Ｓ１３：ＹＥＳ）、システムコントロ
ーラ４４は、第１切替弁３３ａを制御してＡ－Ｂルートを選択すると共に、第２切替弁３
３ｂを制御してＤ－Ｅルートを選択する（Ｓ１４）。すなわち、上記ルートを選択するこ
とにより、システムコントローラ４４は、冷水を蓄冷槽３２に供給することなく、吸収式
冷凍機２１と室内機との間で循環させることとなる。そして、図７に示す処理はステップ
Ｓ１１に移行する。
【００７３】
　通常冷房運転時でないと判断した場合（Ｓ１３：ＮＯ）、システムコントローラ４４は
、蓄冷槽３２内の冷水を使用して冷房運転を行うかを判断する（Ｓ１５）。この場合、シ
ステムコントローラ４４は、例えば蓄冷槽温度センサ４３からの信号に基づき、蓄冷槽３
２の蓄冷温度が所定温度以下である場合に、蓄冷槽３２内の冷水を使用した冷房を行うと
判断し（Ｓ１５：ＹＥＳ）、そうでない場合に蓄冷槽３２内の冷水を使用した冷房を行わ
ないと判断する（Ｓ１５：ＮＯ）。
【００７４】
　そして、蓄冷槽３２内の冷水を使用した冷房を行うと判断した場合（Ｓ１５：ＹＥＳ）
、システムコントローラ４４は、第１切替弁３３ａを制御してＡ－Ｃルートを選択すると
共に、第２切替弁３３ｂを制御してＤ－Ｆルートを選択する（Ｓ１６）。すなわち、上記
ルートを選択することにより、システムコントローラ４４は、蓄冷槽３２を介したうえで
、吸収式冷凍機２１と室内機との間で冷水を循環させることとなる。そして、図７に示す
処理は終了する。
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【００７５】
　一方、蓄冷槽３２内の冷水を使用した冷房を行わないと判断した場合（Ｓ１５：ＮＯ）
、処理はステップＳ１１に移行することとなる。
【００７６】
　このようにして、本実施形態に係る吸収式冷凍システム１によれば、所定条件が満たさ
れた場合に、吸収式冷凍機２１に対して蓄冷運転信号を送信し、所定条件が満たされない
場合に蓄冷運転信号の送信を禁止し、システムコントローラ４４から蓄冷運転信号を受信
している場合、システムコントローラ４４から蓄冷運転信号を受信していない場合よりも
、吸収式冷凍機２１から室内機に向かう第１循環流路３１ａにおける冷却液の目標温度を
低下させる。このため、蓄冷運転を行う場合には、冷却液の目標温度を下げることができ
、通常の冷房運転時において必要以上に冷却液の温度が低くなってしまい運転効率が悪化
してしまうことを防止することができる。さらに、蓄冷運転を行う場合には冷却液の目標
温度が下がることから、通常冷房時に必要以上に温度の低い冷却液が室内機に供給される
ことなく、室内機において結露が発生してしまう可能性を低減することとなる。従って、
より効率の良い運転を可能とすると共に結露が発生する可能性を低減することが可能な吸
収式冷凍システム１を提供することができる。
【００７７】
　また、吸収式冷凍機２１は、蓄冷運転信号を受信している場合において、蓄冷槽温度セ
ンサ４３により検出された蓄冷温度が蓄冷運転開始温度Ｔ８℃以上となるときに、蓄冷槽
２１に冷却液を導入して蓄冷する蓄冷運転を開始する。また、蓄冷槽温度センサ４３によ
り検出された蓄冷温度が蓄冷運転開始温度Ｔ８℃よりも低い蓄冷運転停止温度Ｔ７℃以下
となるときに、蓄冷運転を停止する。このため、蓄冷槽３２において充分に冷熱を確保で
きていない状態において蓄冷運転が行われ、蓄冷槽３２において充分に冷熱を確保できて
いる場合には蓄冷運転が停止することとなり、無駄な蓄冷運転を防止することができる。
【００７８】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるもので
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよい。
【００７９】
　例えば上記した温度Ｔ１～Ｔ８℃については適宜変更可能であり、各温度Ｔ１～Ｔ８℃
間の高低についても適宜変更可能である。また、外部機器が室内機でなく、工業用の冷却
装置である場合には、通常冷房運転とは通常冷却運転等に読み替えられることは言うまで
もない。さらに、外部機器が室内機及び工業用冷却装置を除く他の機器である場合におい
ても、上記した各種文言は適宜読み替えられる。
【００８０】
　さらに、上記実施形態では、現在が蓄冷運転日又は蓄冷運転時間帯である場合に所定条
件が満たされたとし蓄冷運転信号を送信しているが、所定条件は上記に限らず、適宜変更
可能である。例えばシステムコントローラ４４の蓄冷運転ボタンが押下されるなどして、
蓄冷運転の指示があったことを所定条件としてもよいし、他の条件を所定条件としてもよ
い。
【符号の説明】
【００８１】
１…吸収式冷凍システム
１０…第１システム
１１…太陽熱集熱器（集熱器）
１２…蓄熱槽
１３…集熱流路
１４…集熱ポンプ
２０…第２システム
２１…吸収式冷凍機
２２…熱媒流路
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２３…熱媒ポンプ
３０…第３システム
３１…循環流路
３２…蓄冷槽
３３ａ，３３ｂ…切替弁
３４ａ～３４ｄ…分岐流路
３５…循環ポンプ
４１…集熱器温度センサ
４２…蓄熱槽温度センサ
４３…蓄冷槽温度センサ
４４…システムコントローラ（コントローラ）
 

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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