
JP 4115242 B2 2008.7.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒－吸収剤を収容するとともに外部熱源の加熱により冷媒を蒸発分離する再生器と、
　前記再生器に接続されて前記再生器で吸収剤から蒸発分離させた冷媒を導入して凝縮液
化する凝縮器と、
　前記再生器および凝縮器と離れて設けられるとともに前記再生器に接続されて前記再生
器から供給される冷媒蒸発後の吸収剤に冷媒を吸収して前記再生器に戻す吸収器と、
　前記再生器および凝縮器と離れて設けられるとともに前記凝縮器および前記吸収器に接
続されて前記凝縮器からの冷媒液を蒸発する蒸発器と、
　前記蒸発器内の冷媒を吸引して前記吸収器に加圧供給する圧縮機と、
　前記蒸発器に付設されて前記蒸発器で得られる冷熱を取出す冷熱取り出し手段と、
　前記吸収器と前記蒸発器とにわたって接続されるとともに膨張弁が介装されて、前記圧
縮機と前記吸収器と前記蒸発器とにより冷凍回路を構成する冷凍回路用配管と、
　前記外部熱源の入熱量に基づいて、前記吸収器を凝縮器として前記冷凍回路で冷媒を強
制循環する冷凍制御手段と、
　を備えたことを特徴とする冷凍システム。
【請求項２】
請求項１に記載の冷凍システムにおいて、
　外部熱源が太陽熱である冷凍システム。
【請求項３】
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請求項１または２に記載の冷凍システムにおいて、
　外部熱源が地熱である冷凍システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、吸収冷凍機の構成を用いて、太陽熱などの外部熱源により冷水やブラインな
どの低温の冷凍用媒体を取出す冷凍システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の吸収冷凍機としては、非特許文献１に開示されているものがあった。
　この従来例によれば、図２の従来例を示す概略構成図に示すように、太陽熱集熱器０１
で得た熱を蓄熱槽０２に温水として蓄え、その温水を熱源として発生器０３で冷媒蒸気を
発生させ、分離器０４で分離した後の冷媒蒸気を凝縮器０５に供給し、凝縮器０５で凝縮
液化した冷媒液を蒸発器０６に供給し、吸収器０７での冷媒の吸収に伴って蒸発器０６で
冷媒液を蒸発させ、その蒸発潜熱で冷水を得、得られた冷水を空気調和器０８に供給して
空調を行い、また、蓄熱槽０２に蓄えた温水を給湯に利用するように構成されている。図
中０９は、雨天などで集熱温度が低い場合に対処するための補助熱源を示し、０１０は、
凝縮器０５および吸収器０７に冷却水を送る冷却塔を示している。
【０００３】
【非特許文献１】
　　　　　高田秋一著，「吸収冷凍機とヒートポンプ」第２版，社団法人　日本冷凍協会
　平成元年９月１８日，ｐ１１９，図８．２１
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来例の場合、発生器０３に入力する外部熱源の温度変化に対応するた
めに、蓄熱槽０２や補助熱源０９などの設備が必要であり、システムが複雑になり、イニ
シャルコストが増大する欠点があった。
【０００５】
　また、冷水の取り出し温度が低い場合、必要な冷水の温度と蒸発器０６から取出される
冷水の温度との温度差が小さくなるために、空気調和器０８に供給する冷水量を多くした
り、熱交換器を大きくして熱交換面積を拡大するなど空調二次側設計で冷水配管や熱交換
器が過大になり、イニシャルコストが増大する欠点があった。
【０００６】
　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、請求項１に係る発明は、太
陽熱などのように入熱量が変動する外部熱源を用いる場合に、外部熱源の入熱量の変動に
かかわらず、安価にして所定の冷熱を取出せるようにすることを目的とし、請求項２およ
び請求項３に係る発明は、外部熱源を安価にして得るようにすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明の冷凍システムは、前述のような目的を達成するために、
　冷媒－吸収剤を収容するとともに外部熱源の加熱により冷媒を蒸発分離する再生器と、
　前記再生器に接続されて前記再生器で吸収剤から蒸発分離させた冷媒を導入して凝縮液
化する凝縮器と、
　前記再生器および凝縮器と離れて設けられるとともに前記再生器に接続されて前記再生
器から供給される冷媒蒸発後の吸収剤に冷媒を吸収して前記再生器に戻す吸収器と、
　前記再生器および凝縮器と離れて設けられるとともに前記凝縮器および前記吸収器に接
続されて前記凝縮器からの冷媒液を蒸発する蒸発器と、
　前記蒸発器内の冷媒を吸引して前記吸収器に加圧供給する圧縮機と、
　前記蒸発器に付設されて前記蒸発器で得られる冷熱を取出す冷熱取り出し手段と、
　前記吸収器と前記蒸発器とにわたって接続されるとともに膨張弁が介装されて、前記圧
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縮機と前記吸収器と前記蒸発器とにより冷凍回路を構成する冷凍回路用配管と、
　前記外部熱源の入熱量に基づいて、前記吸収器を凝縮器として前記冷凍回路で冷媒を強
制循環する冷凍制御手段とを備えて構成する。
　冷媒－吸収剤としては、アンモニアを冷媒とし、水を吸収剤とするアンモニア―水系の
ものとか、メタノールを冷媒とし、水を吸収剤とするメタノール―水系のものなど、各種
の冷媒―吸収剤が適用できる。
【０００８】
（作用・効果）
　請求項１に係る発明の冷凍システムの構成によれば、太陽熱などのように入熱量が変動
する外部熱源を用いる場合に、外部熱源の入熱量が所定量以上有るときには、外部熱源の
加熱により再生器で冷媒を蒸発分離し、その蒸発分離させた冷媒を凝縮器に導入して凝縮
液化し、その冷媒液を再生器および凝縮器と離れた位置に設けた蒸発器に供給して蒸発さ
せる。蒸発器では、圧縮機により冷媒を吸引して吸収器に加圧供給して吸収器内の吸収剤
に冷媒を吸収させ、蒸発器での冷媒の蒸発を促進し、その蒸発潜熱によって冷熱取り出し
手段により冷熱を取出すことができる。
　一方、外部熱源の入熱量が所定量以上無いときには、冷凍制御手段により、膨張弁を介
装した冷凍用配管を通じ、吸収器を凝縮器として作用させて、吸収器、膨張弁、蒸発器、
圧縮機とで構成される冷凍回路で冷媒を強制循環し、冷熱取り出し手段により冷熱を取出
すことができる。
【０００９】
　したがって、大掛かりな蓄熱槽や補助熱源を設けたりせずに、安価にして所定の冷熱を
取出すことができる。
　しかも、冷媒液を再生器および凝縮器と離れた位置に設けた蒸発器に供給して蒸発させ
、その蒸発潜熱によって冷熱を取出すから、再生器は外部熱源を利用しやすい位置に設置
できながら、蒸発器は冷熱を利用するのに便利な位置に設置でき、実用上極めて有用であ
る。
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　また、請求項２に係る発明は、上述のような目的を達成するために、
　請求項１に記載の冷凍システムにおいて、
　外部熱源として太陽熱を用いる。
【００１８】
（作用・効果）
　請求項２に係る発明の冷凍システムの構成によれば、外部熱源として自然エネルギーで
ある太陽熱を利用する。
　したがって、外部熱源を安価にして得ることができ、経済性を向上できる。
【００１９】
　また、請求項３に係る発明は、上述のような目的を達成するために、
　　請求項１または２に記載の冷凍システムにおいて、
　　外部熱源として地熱を用いる。
【００２０】
（作用・効果）
　請求項３に係る発明の冷凍システムの構成によれば、外部熱源として自然エネルギーで
ある地熱を利用する。
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　したがって、外部熱源を安価にして得ることができ、経済性を向上できる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明に係る冷凍システムの実施例を示す概略構成図であり、アンモニアを冷
媒とし、水を吸収剤としたアンモニア－水系溶液が収容された再生器１に、外部熱源とし
ての太陽熱集熱器２に接続されるとともに温水ポンプ３を介装した加熱配管４が通され、
太陽熱を利用した加熱によりアンモニア蒸気を蒸発分離するように構成されている。
【００２２】
　再生器１には、凝縮器５が連通接続されて、再生器１で蒸発分離したアンモニア蒸気を
導入して凝縮液化するように構成されている。再生器１には、アンモニア蒸気と水とを分
離する精留器が設けられるが、精留器を再生器１の一部とみなし、再生器１と称する。
【００２３】
　ビルの各部屋とか、スーパーや百貨店の食料品売り場とかコンビニエンスストアなどの
冷凍機や保冷装置などの、再生器１および凝縮器５と離れた位置に、蒸発器６と吸収器７
とが設けられている。
【００２４】
　再生器１に第１の配管６を介して吸収器７が接続され、冷媒蒸発後のアンモニア濃度の
低いアンモニア希水溶液にアンモニア蒸気を吸収するように構成されている。
　凝縮器５に、第１の膨張弁８を介装した第２の配管９を介して蒸発器１０が接続され、
凝縮器５から供給される冷媒液を蒸発するように構成されている。
　また、吸収器７の底部と再生器１とが第１の開閉弁１１を介装した第３の配管１２を介
して接続され、アンモニア蒸気を吸収したアンモニア水溶液を吸収器７に戻すように構成
されている。
【００２５】
　第２の配管９の途中箇所に熱交換器１３が設けられ、この熱交換器１３で熱交換可能に
蒸発器１０と圧縮機１４とを接続する蒸気吸引配管１５が設けられ、圧縮機１４と吸収器
７とが第４の配管１６を介して接続され、蒸発器１０内の冷媒を吸引して吸収器７に加圧
供給するように構成されている。
【００２６】
　第３の配管１２の途中箇所と蒸発器１０とが、第２の開閉弁１７と第２の膨張弁１８と
を介装した冷凍回路用配管１９を介して接続され、吸収器７を凝縮器５として作用させて
、圧縮機１４と吸収器７と蒸発器１０とにより冷凍回路を構成するようになっている。
【００２７】
　蒸発器１０に、冷熱取り出し手段としての冷水やブラインなどの冷凍用媒体を取出す冷
凍用媒体取り出し管２０が付設され、この冷凍用媒体取り出し管２０が空調装置の冷房用
熱源や、スーパーやコンビニエンスストアや百貨店などの食料品売り場の冷蔵・冷凍用熱
源に導入され、冷房や冷蔵・冷凍を行えるようになっている。冷房や冷蔵・冷凍を行うた
めに冷熱を取り出す冷熱取り出し手段としては、蒸発器１０に冷風を導入する熱交換用ダ
クトを設け、直接的に冷風を得るようにしても良い。図中２１は、クーリングタワーから
の冷却水を流す冷却水配管を示している。
【００２８】
　冷凍用媒体取り出し管２０の戻り管部分に、冷凍用媒体の温度を測定する温度センサ２
２が設けられ、その温度センサ２２が第１のコントローラ２３に接続されるとともに、そ
の第１のコントローラ２３が、圧縮機１４の電動モータ２４のインバータ回路２５に接続
されている。
【００２９】
　第１のコントローラ２３では、温度センサ２２で測定される冷凍用媒体の温度と設定温
度とを比較し、測定温度が設定温度よりも低いときには、圧縮機１４の回転数を下げ、一
方、測定温度が設定温度よりも高いときには、圧縮機１４の回転数を上げ、蒸発器１０に
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戻される冷凍用媒体の温度を一定に維持するようになっている。
【００３０】
　凝縮器５に、冷媒液の所定レベルの液面を検出する液面センサ２６が設けられ、その液
面センサ２６が冷凍制御手段としての第２のコントローラ２７に接続され、第２のコント
ローラ２７に第１および第２の開閉弁１１，１７が接続されている。
【００３１】
　第２のコントローラ２７では、液面センサ２６で測定される液面レベルが設定レベルを
越えているときには、第１の開閉弁１１に開き信号を、第２の開閉弁１７に閉じ信号をそ
れぞれ出力し、一方、液面センサ２６で測定される液面レベルが設定レベルより低くなっ
たときには、第１の開閉弁１１に閉じ信号を、第２の開閉弁１７に開き信号をそれぞれ出
力するようになっている。
【００３２】
　すなわち、太陽熱集熱器２からの入熱量に基づき、所定量以上の太陽熱が確保されてい
るときには、再生器１で冷媒が所定量以上蒸発するために、凝縮器５で凝縮液化する量が
減少せず、設定したレベル以上に冷媒液が溜まり、その状態のときには、吸収冷凍機の作
用により、冷熱を取り出す。
【００３３】
　一方、雨天などで太陽熱が弱いときには、再生器１で蒸発する冷媒量が減少し、それに
伴って、凝縮器５で凝縮液化する量が減少し、冷媒液の量が設定レベルに到達しない。そ
の状態のときに、吸収器７を凝縮器として作用させて、冷媒を圧縮機１４→吸収器７→第
２の膨張弁１８→蒸発器１０→圧縮機１４と冷凍回路で強制循環し、冷熱を取り出す。こ
の冷凍回路で強制循環する状態への切換に際し、吸収器７内の吸収剤である水は、再生器
１に供給するなどによって除去し、その後に冷凍回路による運転を行うこととなる。
【００３４】
　以上の構成により、太陽熱集熱器２からの入熱量の変動にかかわらず、安定した状態で
冷熱を取り出すことができる。
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
【００４１】
【００４２】
【００４３】
【００４４】
　上記実施例では、太陽熱集熱器２からの入熱量の変動を、凝縮器５に溜まる冷媒液の量
によって検出するようにしているが、加熱配管４内を流れる温水の温度を測定するように
するなど、各種の変形が可能である。
　また、太陽熱に代えて、あるいは、併用して地熱を集熱するようにしても良い。
【００４５】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１に係る発明の冷凍システムの構成によれば、太陽熱など
のように入熱量が変動する外部熱源を用いる場合に、外部熱源の入熱量が所定量以上有る
ときには、外部熱源の加熱により再生器で冷媒を蒸発分離し、その蒸発分離させた冷媒を
凝縮器に導入して凝縮液化し、その冷媒液を再生器および凝縮器と離れた位置に設けた蒸
発器に供給して蒸発させる。蒸発器では、圧縮機により冷媒を吸引して吸収器に加圧供給
して吸収器内の吸収剤に冷媒を吸収させ、蒸発器での冷媒の蒸発を促進し、その蒸発潜熱
によって冷熱取り出し手段により冷熱を取出すことができる。
　一方、外部熱源の入熱量が所定量以上無いときには、冷凍制御手段により、膨張弁を介
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圧縮機とで構成される冷凍回路で冷媒を強制循環し、冷熱取り出し手段により冷熱を取出
すことができるから、大掛かりな蓄熱槽や補助熱源を設けたりせずに、安価にして所定の
冷熱を取出すことができる。
　しかも、冷媒液を再生器および凝縮器と離れた位置に設けた蒸発器に供給して蒸発させ
、その蒸発潜熱によって冷熱を取出すから、再生器は外部熱源を利用しやすい位置に設置
できながら、蒸発器は冷熱を利用するのに便利な位置に設置でき、実用上極めて有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る冷凍システムの第１実施例を示す概略構成図である。
【図２】　従来例の冷凍システムを示す概略構成図である。
【符号の説明】
　　　　　１…再生器
　　　　　２…太陽熱集熱器
　　　　　５…凝縮器
　　　　　７…吸収器
　　　　　９…第２の配管（冷媒移送配管）
　　　　１０…蒸発器
　　　　１４…圧縮機
　　　　１８…第２の膨張弁
　　　　１９…冷凍回路用配管
　　　　２０…冷凍用媒体取り出し管（冷熱取り出し手段）
　　　　２７…第２のコントローラ（冷凍制御手段）
　　　　３３…冷媒貯留容器

【図１】 【図２】
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