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(57)【要約】
【課題】低圧蒸気を熱源として用いても性能や効率をさ
らに向上させることができる吸収式ヒートポンプ装置を
提供する。
【解決手段】第一種吸収ヒートポンプ２と、単効用吸収
冷凍機３とを設ける。単効用吸収冷凍機３を、冷水流路
１１と、第一蒸発器１２と、第一吸収器１３と、第一再
生器１４と、第一凝縮器１５と、冷却水流路１６とを有
する構成とする。第一種吸収ヒートポンプ２を、第二蒸
発器３１と、第二吸収器３２と、第二吸収器３２で使用
された吸収液から冷媒を蒸発させて吸収液と分離させる
第二再生器３３と、第二凝縮器３４と、第二吸収器３２
に対して冷熱を供給するとともに第二吸収器３２から奪
った熱を第一再生器１４に供給する冷却水が循環流通さ
れる温水流路３５と、温水流路３５内の第二吸収器３２
を通過した冷却水に対して第二再生器で冷媒と分離され
た吸収液の熱を伝達する温水加熱器４５とを有する構成
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温の熱源から高効率で低温の熱を抽出する第一種吸収ヒートポンプと、
　該第一種吸収ヒートポンプによって抽出された熱を利用して冷熱を発生させて低温負荷
に供給する単効用吸収冷凍機とを有し、
　該単効用吸収冷凍機は、前記低温負荷に対して冷熱を供給する冷水が循環流通される冷
水流路と、
　内部に前記冷水流路内の前記冷水の熱を奪って蒸発する冷媒が貯留され、前記冷水と前
記冷媒との間での熱交換を行う第一蒸発器と、
　内部が前記第一蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯
留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第一吸収器と、
　該第一吸収器で使用された前記吸収液から前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させ
る第一再生器と、
　該第一再生器で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化する第一凝縮器と、
　前記第一吸収器に対して冷熱を供給する冷却水が循環流通される冷却水流路とを有し、
　前記第一種吸収ヒートポンプは、内部に前記冷却水流路内の前記冷却水の熱を奪って蒸
発する冷媒が貯留され、前記冷却水と前記冷媒との間での熱交換を行う第二蒸発器と、
　内部が前記第二蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯
留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第二吸収器と、
　該第二吸収器で使用された前記吸収液から前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させ
る第二再生器と、
　該第二再生器で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化し、その凝縮熱で温水を加熱する第
二凝縮器と、
　前記第二吸収器及び前記第二凝縮器により加熱されてその熱を前記第一再生器に供給す
る温水が循環流通される温水流路と、
　該温水流路内の前記第二吸収器を通過した前記温水に対して前記第二再生器で前記冷媒
と分離された前記吸収液の熱を伝達する温水加熱器とを有している吸収式ヒートポンプ装
置。
【請求項２】
　熱源蒸気から熱を抽出する第一種吸収ヒートポンプと、
　該第一種吸収ヒートポンプによって抽出された熱を利用して冷熱を発生させて低温負荷
に供給する単効用吸収冷凍機とを有し、
　該単効用吸収冷凍機は、前記低温負荷に対して冷熱を供給する冷水が循環流通される冷
水流路と、
　内部に前記冷水流路内の前記冷水の熱を奪って蒸発する冷媒が貯留され、前記冷水と前
記冷媒との間での熱交換を行う第一蒸発器と、
　内部が前記第一蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯
留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第一吸収器と、
　該第一吸収器で使用された前記吸収液から前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させ
る第一再生器と、
　該第一再生器で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化する第一凝縮器と、
　前記第一吸収器に対して冷熱を供給する冷却水が循環流通される冷却水流路とを有し、
　前記第一種吸収ヒートポンプは、内部に前記冷却水流路内の前記冷却水の熱を奪って蒸
発する冷媒が貯留され、前記冷却水と前記冷媒との間での熱交換を行う第二蒸発器と、
　内部が前記第二蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯
留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第二吸収器と、
　該第二吸収器で使用された前記吸収液を前記熱源蒸気の熱で加熱することで前記冷媒を
蒸発させて前記吸収液と分離させる第二再生器と、
　該第二再生器で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化し、その凝縮熱で温水を加熱する第
二凝縮器と、
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　前記第二吸収器及び前記第二凝縮器により加熱されてその熱を前記第一再生器に供給す
る前記温水が循環流通される温水流路と、
　前記第二再生器で前記吸収液の再生に利用された前記熱源蒸気の蒸気ドレンの熱を回収
して前記第一再生器に供給される前記吸収液に伝達する熱回収器とを有している吸収式ヒ
ートポンプ装置。
【請求項３】
　前記温水流路内の前記第二吸収器を通過した前記温水に対して前記第二再生器で前記冷
媒と分離された前記吸収液の熱を伝達する温水加熱器を有している請求項２に記載の吸収
式ヒートポンプ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収式ヒートポンプ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸収式ヒートポンプ装置は、二段の吸収式ヒートポンプサイクルを用いて熱を移動させ
ることで、冷水や温水を製造するものである。
　吸収式ヒートポンプ装置では、二段の吸収式ヒートポンプサイクルのうち、一方の吸収
式ヒートポンプサイクルによって熱源から熱を回収し、この熱を他方のヒートポンプサイ
クル（冷水製造用のヒートポンプサイクル）の駆動に利用している。
【０００３】
　吸収式ヒートポンプサイクルは、内部に冷水が循環流通される冷水流路と、内部に冷媒
が貯留される蒸発器とを有している。吸収式ヒートポンプサイクルでは、蒸発器内部の冷
媒が冷水の熱を奪って蒸発することで、冷水が冷却されるようになっている。
　また、吸収式ヒートポンプサイクルは、内部に冷媒を吸収する吸収液が貯留されるとと
もに内部が蒸発器と接続される吸収器を有している。これにより、蒸発器内の冷媒蒸気が
吸収器内に回収されて蒸発器の内圧が高真空状態に保たれることになり、蒸発器内での冷
媒の蒸発が継続される。
【０００４】
　さらに、吸収式ヒートポンプサイクルは、熱源から奪った熱を利用して吸収器で使用さ
れた吸収液から冷媒を蒸発させて吸収液を再生する再生器と、再生器で発生した冷媒蒸気
を凝縮させて液化する凝縮器とを有している。再生器で再生された吸収液、及び凝縮器で
凝縮された液冷媒は、再び蒸発器に送り込まれて、それぞれ再利用されるようになってい
る。これにより、吸収式ヒートポンプサイクルの連続運転が可能となっている。
　ここで、この吸収式ヒートポンプサイクルにおいて、再生器を複数段設け、一部の再生
器で発生した冷媒蒸気の熱を他の再生器内での吸収液の加熱に利用する構成とすることで
、熱源の発する熱の利用効率を向上させることも可能であるが、１段目の再生器で発生し
た蒸気熱源を２段目の再生器を加熱する熱源として利用するためには、１段目の再生器を
加熱するための高温の熱源が必要となるため、低温の熱源に対しては再生器を複数段設け
、効率を向上させる手法は行えない。
【０００５】
　吸収式ヒートポンプ装置としては、例えば後記の特許文献１に記載の吸収式ヒートポン
プシステム等が知られている。
　特許文献１に記載のヒートポンプシステムは、熱源の熱によって駆動されて冷熱を発生
させる高温側ヒートポンプと、熱源の熱によって駆動されて冷水を製造するとともに高温
側ヒートポンプが発生した冷熱も冷水の製造に利用する低温側ヒートポンプ（吸収冷凍機
）とによって構成されている。
【特許文献１】特開２０００－５５４９７号公報（段落[００１２]、段落[００１３]、図
３等）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、引用文献１に記載のヒートポンプシステムにおいて、高温側ヒートポンプを駆
動する熱源が、例えば０．１Ｍｐａ（Ｇ）程度の低圧蒸気である場合には、高温側ヒート
ポンプの第２吸収器及び第２凝縮器から低温ヒートポンプの第１発生器への供給熱の温度
がさほど高くならない。このため、低温側ヒートポンプでの冷熱製造量が低く抑えられて
しまい、大容量の冷熱を得ることが難しい。
　引用文献１に記載のヒートポンプシステムでは、高温側ヒートポンプの第２吸収器及び
第２凝縮器で発生した熱が、低温側ヒートポンプの第１発生器（再生器）に供給されて第
１発生器での吸収液の再生に利用されるようになっており、これによって低温側ヒートポ
ンプの能力の向上を図っているが、更なる能力や効率の向上が求められている。
【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、低圧蒸気を熱源として用い
ても、性能や効率をさらに向上させることができる吸収式ヒートポンプ装置を提供するこ
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、本発明は以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明は、高温の熱源から高効率で低温の熱を抽出する第一種吸収ヒートポ
ンプと、該第一種吸収ヒートポンプによって抽出された熱を利用して冷熱を発生させて低
温負荷に供給する単効用吸収冷凍機とを有し、該単効用吸収冷凍機は、前記低温負荷に対
して冷熱を供給する冷水が循環流通される冷水流路と、内部に前記冷水流路内の前記冷水
の熱を奪って蒸発する冷媒が貯留され、前記冷水と前記冷媒との間での熱交換を行う第一
蒸発器と、内部が前記第一蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸
収液が貯留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第一吸収器と、該第一吸収器
で使用された前記吸収液から前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させる第一再生器と
、該第一再生器で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化する第一凝縮器と、前記第一吸収器
に対して冷熱を供給する冷却水が循環流通される冷却水流路とを有し、前記第一種吸収ヒ
ートポンプは、内部に前記冷却水流路内の前記冷却水の熱を奪って蒸発する冷媒が貯留さ
れ、前記冷却水と前記冷媒との間での熱交換を行う第二蒸発器と、内部が前記第二蒸発器
と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯留され、前記冷媒蒸気の
前記吸収液への吸収を行う第二吸収器と、該第二吸収器で使用された前記吸収液から前記
冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させる第二再生器と、該第二再生器で発生した冷媒蒸
気を凝縮させて液化し、その凝縮熱で温水を加熱する第二凝縮器と、前記第二吸収器及び
前記第二凝縮器により加熱されてその熱を前記第一再生器に供給する温水が循環流通され
る温水流路と、該温水流路内の前記第二吸収器を通過した前記温水に対して前記第二再生
器で前記冷媒と分離された前記吸収液の熱を伝達する温水加熱器とを有している吸収式ヒ
ートポンプ装置を提供する。
【０００９】
　このように構成される吸収式ヒートポンプ装置では、温水加熱器を介して、第一種吸収
ヒートポンプの第二再生器で加熱された吸収液の熱が、単効用吸収冷凍機の第一再生器に
供給される。すなわち、この吸収式ヒートポンプ装置では、第二再生器で加熱された吸収
液の熱が、第一再生器における冷媒の再生に利用される。
　これにより、単効用吸収冷凍機における冷媒の再生能力が向上することとなり、低温負
荷への冷熱供給能力が増大する。
【００１０】
　また、本発明は、熱源蒸気から熱を抽出する第一種吸収ヒートポンプと、該第一種吸収
ヒートポンプによって抽出された熱を利用して冷熱を発生させて低温負荷に供給する単効
用吸収冷凍機とを有し、該単効用吸収冷凍機は、前記低温負荷に対して冷熱を供給する冷
水が循環流通される冷水流路と、内部に前記冷水流路内の前記冷水の熱を奪って蒸発する
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冷媒が貯留され、前記冷水と前記冷媒との間での熱交換を行う第一蒸発器と、内部が前記
第一蒸発器と接続されるとともに前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯留され、前記
冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を行う第一吸収器と、該第一吸収器で使用された前記吸収
液から前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させる第一再生器と、該第一再生器で発生
した冷媒蒸気を凝縮させて液化する第一凝縮器と、前記第一吸収器に対して冷熱を供給す
る冷却水が循環流通される冷却水流路とを有し、前記第一種吸収ヒートポンプは、内部に
前記冷却水流路内の前記冷却水の熱を奪って蒸発する冷媒が貯留され、前記冷却水と前記
冷媒との間での熱交換を行う第二蒸発器と、内部が前記第二蒸発器と接続されるとともに
前記内部に前記冷媒を吸収する吸収液が貯留され、前記冷媒蒸気の前記吸収液への吸収を
行う第二吸収器と、該第二吸収器で使用された前記吸収液を前記熱源蒸気の熱で加熱する
ことで前記冷媒を蒸発させて前記吸収液と分離させる第二再生器と、該第二再生器で発生
した冷媒蒸気を凝縮させて液化し、その凝縮熱で温水を加熱する第二凝縮器と、前記第二
吸収器及び前記第二凝縮器により加熱されてその熱を前記第一再生器に供給する前記温水
が循環流通される温水流路と、前記第二再生器で前記吸収液の再生に利用された前記熱源
蒸気の蒸気ドレンの熱を回収して前記第一再生器に供給される前記吸収液に伝達する熱回
収器とを有している吸収式ヒートポンプ装置を提供する。
【００１１】
　このように構成される吸収式ヒートポンプ装置では、第一種吸収ヒートポンプの第二再
生器での吸収液の加熱に利用された熱源蒸気の蒸気ドレンの熱が、熱回収器を介して単効
用吸収冷凍機の第一再生器に供給される吸収液に伝達される。すなわち、この吸収式ヒー
トポンプ装置では、第一再生器に供給される吸収液の温度が上昇するので、第一再生器で
の吸収液の再生のために第二冷却水路を介して第一再生器に供給する熱量（第一種吸収ヒ
ートポンプ自体による第一再生器への供給熱量）が従来よりも少なくて済み、吸収式ヒー
トポンプ装置の効率が向上する。
【００１２】
　ここで、この吸収式ヒートポンプ装置においても、前記温水流路内の前記吸収器を通過
した前記温水に対して前記第二再生器で前記冷媒と分離された前記吸収液の熱を伝達する
温水加熱器が設けられていてもよい。
　この場合には、第一種吸収ヒートポンプの第二再生器で加熱された吸収液の熱が、温水
加熱器を介して単効用吸収冷凍機の第一再生器に供給される。すなわち、この吸収式ヒー
トポンプ装置では、第二再生器で加熱された吸収液の熱が、第一再生器における冷媒の再
生に利用される。
　これにより、単効用吸収冷凍機における冷媒の再生能力が向上することとなり、低温負
荷への冷熱供給能力が増大する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る吸収式ヒートポンプ装置によれば、上記のように、熱源の熱が、第一種吸
収ヒートポンプの第二再生器での吸収液の再生だけでなく、単効用吸収冷凍機の第一再生
器での吸収液の再生や、第一再生器に供給される吸収液の加熱に利用される。このため、
熱源の熱を有効利用して、低温負荷への冷熱供給能力や効率を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
［第一実施形態］
　以下、本発明の第一実施形態について、図１を用いて説明する。
　本実施形態に係る吸収式ヒートポンプ装置１は、熱源Ｈから高効率で低温の熱を抽出す
る第一種吸収ヒートポンプ２と、第一種吸収ヒートポンプ２によって抽出された熱を利用
して冷熱を発生させて低温負荷Ｃ（例えば空気調和装置の室内熱交換器等）に供給する単
効用吸収冷凍機３とを有している。
【００１５】
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　単効用吸収冷凍機３は、内部に冷水が循環流通される冷水流路１１と、内部に冷媒（例
えば水）が貯留される第一蒸発器１２と、内部に冷媒を吸収する吸収液（例えば臭化リチ
ウム）が貯留される第一吸収器１３と、冷媒を含んだ吸収液（希吸収液）から冷媒を蒸発
させて吸収液と分離させる第一再生器１４と、第一再生器１４で発生した冷媒蒸気を凝縮
させて液化する第一凝縮器１５とを有している。
【００１６】
　冷水流路１１は、内部を流通する冷水によって、低温負荷Ｃに対して冷熱を供給するも
のである。第一蒸発器１２は、内部に貯留される冷媒に冷水流路１１内の冷水の熱を奪わ
せて、冷媒を気化させるものである。すなわち、第一蒸発器１２は、冷水と冷媒との間で
の熱交換を行って、冷媒を気化させるとともに、冷水流路１１内の冷水の冷却を行うもの
である。
　第一吸収器１３は、内部が第一蒸発器１２内と接続されており、これによって第一蒸発
器１２内で発生した冷媒蒸気が第一吸収器１３内の吸収液に吸収されるようになっている
。このように第一蒸発器１２内で発生した冷媒蒸気が第一吸収器１３内に取り込まれるこ
とにより、第一蒸発器１２の内圧が高真空状態に保たれて、第一蒸発器１２内での冷媒の
蒸発が継続される。
【００１７】
　ここで、吸収液は、冷媒を吸収する際に吸収熱を発する。吸収液は、低温になるほど冷
媒の吸収能力が高くなる。この単効用吸収冷凍機３には、内部に冷却水が循環流通される
冷却水流路１６が設けられており、冷却水流路１６内を流通する冷却水には、後述するよ
うに、第一種吸収ヒートポンプ２から冷熱が供給されている。これにより、冷却水流路１
６内を流通する冷却水によって第一吸収器１３内の吸収液の熱が奪われて吸収液が冷却さ
れて、吸収液による冷媒の吸収が良好に行われるようになっている。また、冷却水流路１
６は、例えば屋外に設置された冷却塔ＣＴと接続されている。
　また、本実施形態では、冷却水流路１６は、第一種吸収ヒートポンプ２の下流側の部分
が、第一吸収器１３、第一凝縮器１５の順番で挿通されており、さらに、第一凝縮器１５
の後段で、冷却塔ＣＴと接続されている。すなわち、冷却水流路１６内を流通する冷却水
によって凝縮器１５内にも冷熱が供給されて、第一凝縮器１５での冷媒の凝縮に利用され
るようになっている。そして、第一凝縮器１５を通過した冷却水は、冷却塔ＣＴによって
冷却されたのちに、再び第一種吸収ヒートポンプ２に供給されるようになっている。
【００１８】
　第一吸収器１３と第一再生器１４とは、第一希吸収液流路２１を介して接続されており
、第一吸収器１３内で使用された希吸収液が第一希吸収液流路２１を通じて第一再生器１
４に供給されるようになっている。
　第一再生器１４には、後述するように、第一種吸収ヒートポンプ２から希吸収液を加熱
するための熱が供給されており、これによって第一吸収器１３から第一再生器１４内に送
り込まれた希吸収液中の冷媒が蒸発させられて、吸収液から分離されるようになっている
。
　第一再生器１４と第一吸収器１３とは、第一吸収液回収流路２２を介して接続されてお
り、第一再生器１４によって冷媒と分離されて濃縮された吸収液（濃吸収液）が第一吸収
液回収流路２２を通じて第一吸収器１３に回収されて、冷媒の吸収に再利用されるように
なっている。
【００１９】
　また、単効用吸収冷凍機３には、第一希吸収液流路２１内を流通する希吸収液と第一吸
収液回収流路２２内を流通する濃吸収液との間で熱交換を行う第一吸収液熱交換器２３が
設けられている。これにより、第一希吸収液流路２１内を流通する希吸収液は、第一吸収
液熱交換器２３を通過することで、第一吸収液熱交換器２３を通じて第一吸収器１３に戻
される濃吸収液の熱を受けて温度が上昇するようになっている。
【００２０】
　第一再生器１４は、第一凝縮器１５に対して第一冷媒蒸気流路２４を介して接続されて
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いる。また、第一凝縮器１５と第一蒸発器１２とは、第一冷媒回収流路２５を介して接続
されている。これにより、第一再生器１４内で発生した冷媒蒸気が、第一凝縮器１５によ
って液化されて、再び第一蒸発器１２に送り込まれて、第一蒸発器１２内での冷水の冷却
に再利用されるようになっている。
【００２１】
　第一種吸収ヒートポンプ２は、内部に冷媒（例えば水）が貯留される第二蒸発器３１と
、内部に冷媒を吸収する吸収液（例えば臭化リチウム）が貯留される第二吸収器３２と、
冷媒を含んだ吸収液（希吸収液）から冷媒を蒸発させて吸収液と分離させる第二再生器３
３と、第二再生器３３で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化し、その凝縮熱で後述する温
水を加熱する第二凝縮器３４とを有している。
【００２２】
　第二蒸発器３１は、内部に貯留される冷媒に冷却水流路１６内の冷却水の熱を奪わせて
、冷媒を気化させるものである。すなわち、第二蒸発器３１は、冷却水と冷媒との間での
熱交換を行って、冷媒を気化させるとともに、冷却水流路１６内の冷却水の冷却を行うも
のである。
　第二吸収器３２は、内部が第二蒸発器３１内と接続されており、これによって第二蒸発
器３１内で発生した冷媒蒸気が第二吸収器３２内の吸収液に吸収されるようになっている
。このように第二蒸発器３１内で発生した冷媒蒸気が第二吸収器３２内に取り込まれるこ
とにより、第二蒸発器３１の内圧が高真空状態に保たれて、第二蒸発器３１内での冷媒の
蒸発が継続される。
【００２３】
　ここで、第一種吸収ヒートポンプ２には、内部に温水が循環流通される温水流路３５が
設けられており、温水流路３５内を流通する温水が第二吸収器３２内の吸収液の熱を奪っ
て加熱される。
　本実施形態では、温水流路３５内を流通する温水によって第二凝縮器３４内での冷媒の
凝縮に利用されるようになっている。
　さらに、本実施形態では、温水流路３５は、第二吸収器３２、第二凝縮器３４、第一再
生器１４の順番にこれら装置に挿通されている。これによって、温水流路３５内を流通す
る温水が第二吸収器３２及び第二凝縮器３４で加熱されて第一再生器１４に供給されて、
第一再生器１４での吸収液の再生に利用されるようになっている。
【００２４】
　第二吸収器３２と第二再生器３３とは、第二希吸収液流路４１を介して接続されており
、第二吸収器３２内で使用された希吸収液が第二希吸収液流路４１を通じて第二再生器３
３に供給されるようになっている。
　第二再生器３３には、熱源Ｈから希吸収液を加熱するための熱が供給されており、これ
によって第二吸収器３２から第二再生器３３内に送り込まれた希吸収液中の冷媒が蒸発さ
せられて、吸収液から分離されるようになっている。
　本実施形態では、熱源Ｈとしてボイラ等の蒸気供給源が用いられており、第二再生器３
３には、熱源Ｈから蒸気が送り込まれる蒸気流路４２の一部が挿通されている。これによ
り、第二再生器３３では、蒸気流路４２内を流通する熱源蒸気から熱を受けて希吸収液が
加熱されて、冷媒と吸収液との分離が行われるようになっている。
【００２５】
　第二再生器３３と第二吸収器３２とは、第二吸収液回収流路４３を介して接続されてお
り、第二再生器３３によって冷媒と分離されて濃縮された吸収液（濃吸収液）が第二吸収
液回収流路４３を通じて第二吸収器３２に回収されて、冷媒の吸収に再利用されるように
なっている。
　また、第一種吸収ヒートポンプ２には、第二希吸収液流路４１内を流通する希吸収液と
第二吸収液回収流路４３内を流通する濃吸収液との間で熱交換を行う第二吸収液熱交換器
４４が設けられている。これにより、第二希吸収液流路４１内を流通する希吸収液は、第
二吸収液熱交換器４４を通過することで、第二吸収液熱交換器４４を通じて第二吸収器３



(8) JP 2008-20094 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

２に戻される濃吸収液の熱を受けて温度が上昇するようになっている。
【００２６】
　第一種吸収ヒートポンプ２には、第二吸収液回収流路４３内を流通する吸収液の熱を利
用して温水流路３５内の第二吸収器３２及び第二凝縮器３４を通過して第一再生器１４に
供給される冷却水を加熱する温水加熱器４５が設けられている。本実施形態では、温水加
熱器４５は、第二吸収液回収流路４３において第二吸収液熱交換器４４による熱交換が行
われる部位よりも上流側に接続されている。
【００２７】
　第二再生器３３は、第二凝縮器３４に対して第二冷媒蒸気流路４６を介して接続されて
いる。また、第二凝縮器３４と第二蒸発器３１とは、第二冷媒回収流路４７を介して接続
されている。これにより、第二再生器３３内で発生した冷媒蒸気が、第二凝縮器３４によ
って液化されて、再び第二蒸発器３１に送り込まれて、第二蒸発器３１内での冷水の冷却
に再利用されるようになっている。
【００２８】
　このように構成される吸収式ヒートポンプ装置１では、温水加熱器４５を介して、第一
種吸収ヒートポンプ２の第二再生器３３で加熱された吸収液の熱が、単効用吸収冷凍機３
の第一再生器１４に供給される。すなわち、この吸収式ヒートポンプ装置１では、第二再
生器３３で加熱された吸収液の熱が、第一再生器１４における冷媒の再生に利用される。
　これにより、単効用吸収冷凍機３における冷媒の再生能力が向上することとなり、低温
負荷Ｃへの冷熱供給能力が増大する。
【００２９】
　このように、この吸収式ヒートポンプ装置１によれば、熱源Ｈの熱が、第一種吸収ヒー
トポンプ２の第二再生器３３での吸収液の再生だけでなく、単効用吸収冷凍機３の第一再
生器１４での吸収液の再生に有効利用されるので、熱源Ｈとして低圧蒸気源を用いても、
低温負荷Ｃへの冷熱供給能力が向上する。
【００３０】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態について、図２を用いて説明する。
　本実施形態に係る吸収式ヒートポンプ装置５１は、第一実施形態に示した吸収式ヒート
ポンプ装置１の一部構成を変更したものである。以下、第一実施形態に示した吸収式ヒー
トポンプ装置１と同一または同様の構成については同じ符号を用いて示し、詳細な説明を
省略する。
【００３１】
　本実施形態に係る吸収式ヒートポンプ装置５１は、第一実施形態に示した吸収式ヒート
ポンプ装置１において、第二再生器３３で吸収液の再生に利用された蒸気の蒸気ドレンの
熱を回収して第一再生器１４に供給される吸収液に伝達する熱回収器５２を設けたもので
ある。
　本実施形態では、熱回収器５２は、蒸気流路４２において第二再生器３３の下流側の部
位を流通する蒸気ドレンから熱を回収して、第一希吸収液流路２１において第一吸収液熱
交換器２３を通過して第一再生器１４に供給される希吸収液に供給する構成とされている
。
【００３２】
　このように構成される吸収式ヒートポンプ装置５１では、第一種吸収ヒートポンプ２の
第二再生器３３での吸収液の加熱に利用された蒸気の蒸気ドレンの熱が、熱回収器５２を
介して単効用吸収冷凍機３の第一再生器１４に供給される吸収液に伝達される。
　すなわち、この吸収式ヒートポンプ装置５１では、第一再生器１４に供給される吸収液
の温度が上昇するので、第一再生器１４での吸収液の再生のために第二冷却水路３５を介
して第一再生器１４に供給する熱量（第一種吸収ヒートポンプ２自体による第一再生器１
４への供給熱量）が従来よりも少なくて済み、吸収式ヒートポンプ装置５１の効率が向上
する。
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　また、本実施形態では、熱回収器５２は、蒸気ドレンから回収した熱を、第二希吸収液
流路４１において第二吸収液熱交換器４４を通過して第二再生器３３に供給される希吸収
液にも供給する構成とされている。これにより、第二再生器３３に供給される希吸収液の
温度がさらに上昇することになり、第二再生器３３による吸収液の再生がより効果的に行
われて、効率が向上する。
【００３４】
　ここで、本実施形態に係る吸収式ヒートポンプ装置５１においても、第一実施形態に示
す吸収式ヒートポンプ装置１と同様に温水加熱器４５を設けた例を示したが、これに限ら
れることなく、本実施形態に係る吸収式ヒートポンプ装置５１において温水加熱器４５は
省略してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る多重効用吸収冷凍機の構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の第二実施形態に係る多重効用吸収冷凍機の構成を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００３６】
１，５１　吸収式ヒートポンプ装置
２　第一種吸収ヒートポンプ
３　単効用吸収冷凍機
１１　冷水流路
１２　第一蒸発器
１３　第一吸収器
１４　第一再生器
１５　第一凝縮器
１６　冷却水流路
３１　第二蒸発器
３２　第二吸収器
３３　第二再生器
３４　第二凝縮器
３５　温水流路
４５　温水加熱器
５２　熱回収器
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