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(57)【要約】
【課題】一年を通じて冷房を行う空気調和機として適用
される、吸収式冷凍機を備えた冷凍装置において、その
ランニングコストを下げる。
【解決手段】冷房負荷が比較的低い場合には、熱源装置
（40）を停止する。電磁弁（90）及び第１開閉弁（91）
が閉状態且つ第２開閉弁（94）が開状態となって冷媒ポ
ンプ（86）が作動すると、冷却用熱交換器（32）におい
て外気で冷却された吸収液と冷却用回路（92）を流れる
冷媒とが追加熱交換器（93）において熱交換を行って冷
却用回路（92）を流れる冷媒が冷却される。冷却された
冷媒は、第２開閉弁（94）を通って冷媒ポンプ（86）へ
吸入され、冷媒ポンプ（86）から利用側熱交換器（87）
へ向けて吐出される。利用側熱交換器（87）へ流入した
冷媒は、室内空気から吸熱し、追加熱交換器（93）へ送
られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
再生器（11）と凝縮器（35）と蒸発器（24）と吸収器（23）とを備えて吸収式冷凍サイ
クルを行う吸収式冷凍機（10）と、利用側熱交換器（87）及び冷媒ポンプ（86）を備え、
該冷媒ポンプ（86）が作動することによって冷媒が循環し、上記吸収式冷凍機（10）で生
成された冷熱を利用側熱交換器（87）へ搬送する熱搬送回路（85）とを備えた冷凍装置で
あって、
上記吸収式冷凍機（10）が吸収式冷凍サイクルを停止した状態で、上記熱搬送回路（85
）を循環する冷媒を外気で直接的又は間接的に冷却する冷却手段（24,26,32,90,91,92,93
,94,95,96）を備える
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ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
請求項１において、
上記吸収式冷凍機（10）は、上記吸収器（23）の供給される吸収液を外気と熱交換させ
て冷却する冷却用熱交換器（32）を備え、
上記冷却手段（32,90,91,92,93,94,95,96）は、上記冷却用熱交換器（32）で冷却され
た上記吸収液によって上記熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却する
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
請求項２において、
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上記冷却手段（93）は、上記冷却用熱交換器（32）において冷却された吸収液を上記熱
搬送回路（85）の冷媒と熱交換させる追加熱交換器（93）である
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項４】
請求項２において、
上記蒸発器（24）は、上記熱搬送回路（85）の冷媒を上記吸収式冷凍機（10）の冷媒と
熱交換させるための冷却用伝熱管（26）を備え、
上記冷却手段（24,26,32,90）は、上記冷却用熱交換器（32）において冷却された吸収
液を上記冷却用伝熱管（26）を流れる熱搬送回路（85）の冷媒と熱交換させるために上記
蒸発器（24）へ供給する

30

ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項５】
請求項１において、
上記冷却手段（93）は、上記熱搬送回路（85）を循環する冷媒を外気と熱交換させて直
接的に冷却する追加熱交換器（93）である
ことを特徴とする冷凍装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吸収式冷凍機を備えた冷凍装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来より、サーバールーム等のような一年を通して冷房を必要とする空間を冷房する冷
凍装置がある。この種の冷凍装置は、冷房負荷に応じて冷房能力を変えることができる。
【０００３】
特許文献１には、吸収式冷凍機と蒸気圧縮冷凍サイクルを行う冷媒回路とを備えた冷凍
装置が開示されている。この冷凍装置は、通常、蒸気圧縮冷凍サイクルを行うことによっ
て空気を冷却する。また、この冷凍装置は、冷房負荷が比較的高い場合、冷媒回路を循環
する冷媒を吸収式冷凍機によってさらに冷却する。さらに、この冷凍装置は、冷媒を循環
させる冷媒ポンプを備えていて、冬季や冬季と夏季との間の中間期のような冷房負荷が比

50

(3)

JP 2014‑129944 A 2014.7.10

較的低い場合には、冷媒回路の圧縮機を停止させ、冷媒ポンプを作動させて吸収式冷凍機
だけで冷媒を冷却する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８７１２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、サーバールーム向けの冷凍装置では、例えばオフィス等の人間の居室を冷房
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する場合に比べて温度の高い冷熱を利用することができる。特許文献１の冷凍装置を、一
年を通じて冷房する空気調和機として用いた場合、室内空気よりも室外空気が低温である
ときも、吸収式冷凍機が運転される。そうすると、この空気調和機を運転するためのラン
ニングコストが嵩む虞がある。
【０００６】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、一年を通
じて冷房を行う空気調和機として適用される、吸収式冷凍機を備えた冷凍装置において、
そのランニングコストを下げることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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第１の発明は、再生器（11）と凝縮器（35）と蒸発器（24）と吸収器（22）とを備えて
吸収式冷凍サイクルを行う吸収式冷凍機（10）と、利用側熱交換器（87）及び冷媒ポンプ
（86）を備え、該冷媒ポンプ（86）が作動することによって冷媒が循環し、上記吸収式冷
凍機（10）で生成された冷熱を利用側熱交換器（87）へ搬送する熱搬送回路（85）とを備
えた冷凍装置であって、上記吸収式冷凍機（10）が吸収式冷凍サイクルを停止した状態で
、上記熱搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で直接的又は間接的に冷却する冷却手段（
24,26,32,90,91,92,93,94,95,96）を備えることを特徴とする。
【０００８】
第１の発明の冷凍装置（1）では、冷房負荷が比較的高い場合には、吸収式冷凍機（10
）の生成する冷熱を熱搬送回路（85）で利用側熱交換器（87）へ搬送してサーバールーム
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等の冷房を行う一方、冷房負荷が比較的低い場合には、吸収式冷凍機（10）が吸収式冷凍
サイクルを停止した状態で、冷却手段が熱搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で直接的
又は間接的に冷却し、熱搬送回路（85）が冷熱を利用側熱交換器（87）へ供給する。この
ように、冷房負荷が比較的低い場合に吸収式冷凍機（10）を停止させて外気で冷媒を直接
的又は間接的に冷却するので、従来よりもランニングコストを削減することができる。さ
らに、冬季や中間期に吸収式冷凍サイクルを行わないため、吸収式冷凍機（10）を作動さ
せるためのエネルギーが不要となる。したがって、エネルギーを節約することができる。
【０００９】
第２の発明は、第１の発明において、上記吸収式冷凍機（10）は、上記吸収器（22）の
供給される吸収液を外気と熱交換させて冷却する冷却用熱交換器（32）を備え、上記冷却
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手段（32,90,91,92,93,94,95,96）は、上記冷却用熱交換器（32）で冷却された上記吸収
液によって上記熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却することを特徴とする。
【００１０】
第２の発明の冷凍装置（1）では、既存の冷却用熱交換器（32）で吸収液が冷却され、
冷却された吸収液で熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却している。このように、既存
の設備を利用して熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却しているので、コストを抑制す
ることができる。
【００１１】
第３の発明は、第２の発明において、上記冷却手段（93）は、上記冷却用熱交換器（32
）において冷却された吸収液を上記熱搬送回路（85）の冷媒と熱交換させる追加熱交換器
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（93）であることを特徴とする。
【００１２】
第３の発明の冷凍装置（1）では、冷却用熱交換器（32）で吸収液が冷却され、冷却さ
れた吸収液と熱搬送回路（85）を循環する冷媒とが追加熱交換器（93）において熱交換を
行って、熱搬送回路を循環する冷媒が冷却される。このように、追加熱交換器（93）を新
たに設けるという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することができる。
【００１３】
第４の発明は、第２の発明において、上記蒸発器（24）は、上記熱搬送回路（85）の冷
媒を上記吸収式冷凍機（10）の冷媒と熱交換させるための冷却用伝熱管（26）を備え、上
記冷却手段（24,26,32,90）は、上記冷却用熱交換器（32）において冷却された吸収液を
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上記冷却用伝熱管（26）を流れる熱搬送回路（85）の冷媒と熱交換させるために上記蒸発
器（24）へ供給することを特徴とする。
【００１４】
第４の発明の冷凍装置（1）では、冷却用熱交換器（32）で冷却された吸収液を蒸発器
（24）へ供給し、この蒸発器（24）において吸収液と熱搬送回路（85）を循環する冷媒と
が熱交換して当該冷媒が冷却される。このように、冷却用熱交換器（32）で冷却された吸
収液を蒸発器（24）へ供給するという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することができ
る。
【００１５】
第５の発明は、第１の発明において、上記冷却手段（93）は、上記熱搬送回路（85）を
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循環する冷媒を外気と熱交換させて直接的に冷却する追加熱交換器（93）であることを特
徴とする。
【００１６】
第５の発明の冷凍装置（1）では、追加熱交換器（93）で熱搬送回路（85）を循環する
冷媒を外気と熱交換させて当該冷媒を外気で直接的に冷却する。そのため、熱搬送回路（
85）を循環する冷媒を効率良く冷却することができる。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、冷房負荷が比較的低い場合に吸収式冷凍機を停止させて外気で冷媒を
直接的又は間接的に冷却するので、従来よりもランニングコストを削減することができる
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。さらに、冬季や中間期に吸収式冷凍サイクルを行わないため、吸収式冷凍機（10）を作
動させるためのエネルギーが不要となる。したがって、エネルギーを節約することができ
る。
【００１８】
第２の発明によれば、既存の設備を利用して熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却し
ているので、コストを抑制することができる。
【００１９】
第３の発明によれば、追加熱交換器（93）を新たに設けるという比較的簡単な方法で冷
却手段を構成することができる。
【００２０】
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第４の発明によれば、冷却用熱交換器（32）で冷却された吸収液を蒸発器（24）へ供給
するという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することができる。
【００２１】
第５の発明によれば、熱搬送回路（85）を循環する冷媒を効率良く冷却することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、実施形態１に係る冷凍装置の概略構成を示す配管系統図である。
【図２】図２は、実施形態２に係る冷凍装置の概略構成を示す配管系統図である。
【図３】図３は、実施形態３に係る冷凍装置の概略構成を示す配管系統図である。
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【図４】図４は、実施形態４に係る冷凍装置の概略構成を示す配管系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の好ましい実施形
態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限すること
を意図するものではない。
【００２４】
《発明の実施形態１》
本発明の実施形態１について説明する。本実施形態の冷凍装置（1）は、吸収式冷凍機
（10）と熱源装置（40）と利用側熱交換器（88）に冷熱を搬送する熱搬送回路（85）とを
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備えている。利用側熱交換器（87）は、サーバールーム等の年間を通じた冷房が必要な空
間に配設され、吸収式冷凍機（10）において冷却された冷媒によって室内空気を冷却する
。利用側熱交換器（87）は、比較的温度の高い冷熱によって室内を冷房できる場合に適し
ている。
【００２５】
〈吸収式冷凍機〉
図１に示すように、吸収式冷凍機（10）は、再生器（11）と吸収器（22）と凝縮器（35
）と蒸発器（24）と溶液熱交換器（37）とを備え、吸収式冷凍サイクルを行う。この吸収
式冷凍機（10）は、臭化リチウム（ＬｉＢｒ）水溶液を吸収液として用い、水（Ｈ２Ｏ）
を冷媒として用いる。また、この吸収式冷凍機（10）は、熱源装置（40）から供給された
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温熱を利用して作動する。吸収式冷凍機（10）の運転によって得られた冷熱は、空気調和
装置（60）の冷媒を冷却するために利用される。
【００２６】
再生器（11）は、本体容器（14）と散布装置（15）とを備えている。本体容器（14）は
、起立した直方体形状の部材である。散布装置（15）は、本体容器（14）の内部空間の上
端部に設置され、下方へ向かって流体を散布する。
【００２７】
本体容器（14）の頂部には、蒸気配管（19）が接続されている。本体容器（14）は、蒸
気配管（19）を介して凝縮器（35）の一端に接続されている。凝縮器（35）の他端は、配
管を介して蒸発器（24）に接続されている。凝縮器（35）は、発生容器（13）から供給さ

30

れた冷媒蒸気（水蒸気）を室外空気と熱交換させる熱交換器である。凝縮器（35）の近傍
には、凝縮器（35）へ室外空気を送るためのファン（36）が配置されている。
【００２８】
吸収器（22）と蒸発器（24）とは、一体に形成されている。一体形成された吸収器（22
）及び蒸発器（24）は、一つのシェル部材（20）を備えている。シェル部材（20）の内部
空間は、エリミネータ（21）によって左右に区画されている。エリミネータ（21）は、そ
こを通過する冷媒蒸気から液滴状の冷媒を分離するための部材である。
【００２９】
シェル部材（20）の内部空間では、エリミネータ（21）によって区画された一方の空間
に、蒸発器（24）を構成する撒布部材（25）及び冷却管（26）が設置されている。冷却管
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（26）は、後述する熱搬送回路（85）に接続される伝熱管である。撒布部材（25）は、冷
却管（26）の上方に配置されている。この撒布部材（25）は、配管を介して凝縮器（35）
の他端に接続され、凝縮器（35）から供給された液冷媒を冷却管（26）に向けて撒布する
。蒸発器（24）では、冷却管（26）の内部を流れる熱搬送回路（85）の冷媒が、撒布部材
（25）から撒布された吸収式冷凍機（10）の冷媒（Ｈ２Ｏ）の蒸発熱によって冷却される
。
【００３０】
また、シェル部材（20）の内部空間では、エリミネータ（21）によって区画された他方
の空間に、吸収器（22）を構成する撒布部材（23）が設置されている。撒布部材（23）は
、後述する吸収側循環回路（30）に接続され、供給された吸収液を下方に向けて撒布する
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。
【００３１】
シェル部材（20）には、吸収側循環回路（30）が接続されている。吸収側循環回路（30
）は、その始端がシェル部材（20）の底部に接続され、その終端が吸収器（22）の撒布部
材（23）に接続されている。吸収側循環回路（30）には、その始端から終端に向かって順
に、溶液ポンプ（31）と冷却用熱交換器（32）とが配置されている。溶液ポンプ（31）は
、シェル部材（20）の底部に溜まった吸収液を吸い込んで吐出する。冷却用熱交換器（32
）は、溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液を室外空気と熱交換させる熱交換器である
。冷却用熱交換器（32）の近傍には、冷却用熱交換器（32）へ室外空気を送るためのファ
ン（33）が配置されている。
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【００３２】
なお、本実施形態の吸収式冷凍機（10）では、一つのファンが、凝縮器用のファン（36
）と冷却用熱交換器用のファン（33）とを兼ねていてもよい。この場合は、一つのファン
によって凝縮器（35）と冷却用熱交換器（32）の両方へ室外空気が供給される。
【００３３】
溶液熱交換器（37）は、第１流路（37a）と第２流路（37b）とが形成されたプレート式
熱交換器であって、第１流路（37a）を流れる吸収液と第２流路（37b）を流れる吸収液と
を熱交換させる。また、溶液熱交換器（37）は、第２流路（37b）での流体の流通方向が
第１流路（37a）での流体の流通方向とは逆向きになる対向流型の熱交換器である。
【００３４】

20

溶液熱交換器（37）の第１流路（37a）は、その入口端が配管（38）を介して吸収側循
環回路（30）における溶液ポンプ（31）と冷却用熱交換器（32）の間に接続され、その出
口端が溶液配管（17）を介して再生器（11）の散布装置（15）に接続されている。配管（
38）には、電磁弁（90）が配設されている。溶液熱交換器（37）の第２流路（37b）は、
その入口端が溶液配管（18）を介して発生容器（13）の底部に接続され、その出口端が配
管を介してシェル部材（20）の底部に接続されている。
【００３５】
〈熱源装置〉
図１に示すように、熱源装置（40）は、ブライン等の熱媒体へ温熱を供給する熱源部（
41）と、熱媒体を再生器（11）へ流す伝熱プレート（42）とを備えている。熱源部（41）

30

は、ガスバーナ等を備え、熱媒体を加熱する。伝熱プレート（42）は、熱源部（41）から
再生器（11）の本体容器（14）内に配置されていて、伝熱プレート（42）の内部を流れる
熱媒体が散布装置（15）から散布された吸収液との間で熱交換を行う。ここで熱源は、太
陽熱などの再生エネルギーや、燃料電池、ガスエンジン発電装置の排熱を用いても良い。
【００３６】
〈熱搬送回路〉
吸収式冷凍機（10）の冷却管（26）には、熱搬送回路（85）が接続されている。熱搬送
回路（85）は、その一端が冷却管（26）の出口端に接続され、その他端が冷却管（26）の
入口端に接続されている。熱搬送回路（85）には、その一端から他端へ向かって順に、冷
媒ポンプ（86）と利用側熱交換器（87）とが設けられている。熱搬送回路（85）は、冷却

40

管（26）に接続することによって、冷媒が循環する閉回路を形成する。熱搬送回路（85）
を循環する冷媒は、水やブライン等が顕熱変化することによって冷熱を搬送するものであ
ってもよいし、いわゆるフロン冷媒等の潜熱変化することによって冷熱を搬送するもので
あってもよい。
【００３７】
利用側熱交換器（87）は、熱搬送回路（85）の冷媒を室内空気と熱交換させる。利用側
熱交換器（87）の近傍には、利用側熱交換器（87）へ室内空気を送る利用側ファン（88）
が配置されている。
【００３８】
熱搬送回路（85）は、利用側熱交換器（87）と冷却管（26）との間に第１開閉弁（91）
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を備える。また、熱搬送回路（85）は、冷却用回路（92）を備える。冷却用回路（92）は
、一端が第１開閉弁（91）と冷却管（26）との間に接続され、他端が冷媒ポンプ（86）と
冷却管（26）との間に接続されている。冷却用回路（92）は、一端から他端に向かって順
に追加熱交換器（93）と第２開閉弁（94）とを備えている。
【００３９】
追加熱交換器（93）は、第１流路（93a）と第２流路（93b）とが形成されたプレート式
熱交換器であって、第１流路（93a）を流れる吸収液と第２流路（93b）を流れる冷媒とを
熱交換させる。また、追加熱交換器（93）は、第２流路（93b）での流体の流通方向が第
１流路（93a）での流体の流通方向とは逆向きになる対向流型の熱交換器である。
【００４０】

10

追加熱交換器（93）の第１流路（93a）は、その入口端が配管を介して冷却用熱交換器
（32）に接続され、その出口端が配管を介して吸収器（22）の散布部材（23）に接続され
ている。追加熱交換器（93）の第２流路（93b）は、その入口端が熱搬送回路（85）にお
ける利用側熱交換器（87）と第１開閉弁（91）との間に接続され、その出口端が配管を介
して第２開閉弁（94）に接続されている。
【００４１】
そして、詳しくは後述するが、電磁弁（90）、冷却用熱交換器（32）、冷却用回路（92
）、第１及び第２開閉弁（91），（94）並びに追加熱交換器（93）は、冷房負荷が比較的
低い場合に、熱搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で間接的に冷却する冷却手段を構成
する。

20

【００４２】
−冷凍装置の運転動作−
本実施形態の冷凍装置（1）は、上述のように、年間を通して室内を冷房する。冷凍装
置（1）は、夏季などの冷房負荷が比較的高い状況において吸収式冷凍機（10）を作動さ
せて運転動作を行う。一方、冷凍装置（1）は、冬季や冬季と夏季との中間期といった冷
房負荷が比較的低い状況において吸収式冷凍機（10）は作動させずに運転動作を行う。な
お、以下に示す温度、濃度および圧力の値は、いずれも単なる一例である。
【００４３】
〈冷房負荷が比較的高い状況における運転動作〉
冷房負荷が比較的高い状況、例えば室外温度が２０℃以上の場合には、第２開閉弁（94

30

）が閉状態且つ電磁弁（90）及び第１開閉弁（91）が開状態で、熱源装置（40）、溶液ポ
ンプ（31）及び冷媒ポンプ（86）を作動させる。
【００４４】
熱源装置（40）では、熱源部（41）が熱媒体を加熱し、加熱された熱媒体を伝熱プレー
ト（42）に流す。
【００４５】
一方、吸収式冷凍機（10）では、溶液ポンプ（31）が作動し、吸収側循環回路（30）を
吸収液が循環する。溶液ポンプ（31）は、シェル部材（20）の底部に溜まった吸収液を吸
い込んで吐出する。溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液は、その一部が溶液熱交換器
（37）へ向かって流れ、残りが冷却用熱交換器（32）へ向かって流れる。

40

【００４６】
冷却用熱交換器（32）には、ファン（33）によって室外空気が供給される。冷却用熱交
換器（32）では、流入した吸収液が室外空気へ放熱し、吸収液の温度が低下する。冷却用
熱交換器（32）において冷却された吸収液は、吸収器（22）の撒布部材（23）へ供給され
、撒布部材（23）によってシェル部材（20）の内部空間に撒布される。撒布部材（23）に
よって撒布された吸収液は、蒸発器（24）において発生した冷媒蒸気（水蒸気）を吸収し
ながら落下する。
【００４７】
溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液の一部は、溶液熱交換器（37）へ向かって流れ
る。この吸収液は、溶液熱交換器（37）の第１流路（37a）へ流入する。吸収液は、この
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第１流路（37a）を流れる間に第２流路（37b）を流れる吸収液から吸熱する。溶液熱交換
器（37）の第１流路（37a）から流出した吸収液は、溶液配管（17）を通って再生器（11
）の散布装置（15）へ供給される。
【００４８】
再生器（11）において、吸収液は、熱源装置（40）の伝熱プレート（42）を流れる熱媒
体から吸熱する。そして、散布装置（15）から散布された吸収液に含まれた冷媒（水）が
蒸発し、この吸収液から冷媒蒸気（水蒸気）が発生する。本体容器（14）において、吸収
液は、その濃度が上昇する。
【００４９】
本体容器（14）の底部に溜まった吸収液は、溶液配管（18）を通って溶液熱交換器（37

10

）の第２流路（37b）へ流入する。溶液熱交換器（37）において、第２流路（37b）を流れ
る吸収液は、その第１流路（37a）を流れる吸収壁へ放熱し、その温度が低下する。溶液
熱交換器（37）の第２流路（37b）から流出した吸収液は、シェル部材（20）の底部へ供
給され、シェル部材（20）の底部に溜まった吸収液と混ざり合った後に溶液ポンプ（31）
に吸い込まれる。
【００５０】
本体容器（14）において発生した冷媒蒸気（水蒸気）は、蒸気配管（19）を通って凝縮
器（35）へ流入する。凝縮器（35）には、ファン（36）によって室外空気が供給される。
凝縮器（35）へ流入した冷媒蒸気は、室外空気へ放熱して凝縮する。
【００５１】
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凝縮器（35）において凝縮した冷媒は、蒸発器（24）の撒布部材（25）へ送られ、冷却
管（26）に対して上方から撒布される。撒布部材（25）から撒布された冷媒は、冷却管（
26）の表面を伝って流れ、その間に冷却管（26）の内部を流れる冷媒から吸熱して蒸発す
る。蒸発器（24）において発生した冷媒蒸気（水蒸気）は、エリミネータ（21）を通過し
て吸収器（22）へ流入し、吸収器（22）の撒布部材（23）から撒布された吸収液に吸収さ
れる。
【００５２】
熱搬送回路（85）を流れる冷媒は、冷却管（26）で放熱し、冷媒ポンプ（86）に吸入さ
れ、冷媒ポンプ（86）から利用側熱交換器（87）へ向けて吐出される。利用側熱交換器（
87）へ流入した冷媒は、室内空気から吸熱し、その後、冷却管（26）へ送られる。利用側
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熱交換器（87）において冷却された室内空気は、室内空間へ供給される。
【００５３】
〈冷房負荷が比較的低い状況における運転動作〉
次に、冷房負荷が比較的低い状況、例えば室外温度が２０℃未満の場合には、電磁弁（
90）及び第１開閉弁（91）が閉状態且つ第２開閉弁（94）が開状態で、熱源装置（40）が
停止し、溶液ポンプ（31）及び冷媒ポンプ（86）が作動する。
【００５４】
溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液は、冷却用熱交換器（32）へ向かって流れる。
冷却用熱交換器（32）には、ファン（33）によって室外空気が供給される。冷却用熱交換
器（32）では、流入した吸収液が室外空気へ放熱し、吸収液の温度が低下する。冷却用熱
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交換器（32）において冷却された吸収液は、追加熱交換器（93）の第１流路（93a）へ供
給される。
【００５５】
熱搬送回路（85）の冷媒ポンプ（86）から吐出された冷媒は、利用側熱交換器（87）に
おいて室内空気から吸熱し、冷却用回路（92）へ送られ、追加熱交換器（93）の第２流路
（93b）へ供給される。追加熱交換器（93）へ供給された冷媒は吸収液へ放熱し、冷媒の
温度が低下する。
【００５６】
追加熱交換器（93）で吸熱した吸収液は、吸収器（22）の撒布部材（23）へ供給され、
撒布部材（23）によってシェル部材（20）の内部空間に撒布される。撒布部材（23）によ
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って撒布された吸収液は、シェル部材（20）底部に溜まり、溶液ポンプ（31）に吸入され
る。
【００５７】
追加熱交換器（93）において冷却された冷媒は、第２開閉弁（94）を通って熱搬送回路
（85）へ戻り、冷媒ポンプ（86）へ流入する。冷媒ポンプ（86）へ流入した冷媒は、利用
側熱交換器（87）へ向かって吐出され、利用側熱交換器（87）において室内空気と熱交換
する。利用側熱交換器（87）で冷却された室内空気は、室内空間へ供給される。
【００５８】
−実施形態１の効果−
実施形態１に係る冷凍装置（1）では、吸収式冷凍機（10）の生成する冷熱を熱搬送回

10

路（85）で利用側熱交換器（87）へ搬送してサーバールーム等の冷房を行う。そして、冬
季や冬季と夏季との間の中間期等の冷房負荷が比較的低い場合には、吸収式冷凍機（10）
が吸収式冷凍サイクルを停止した状態で、冷却手段が熱搬送回路（85）を循環する冷媒を
外気で間接的に冷却し、熱搬送回路（85）が冷熱を利用側熱交換器（87）へ供給する。こ
のように、冷房負荷が比較的低い場合には、吸収式冷凍機（10）を停止させて熱搬送回路
（85）を循環する冷媒を室外空気で間接的に冷却するので、従来よりもランニングコスト
を削減することができる。さらに、吸収式冷凍機（10）を作動させるためのエネルギーが
不要となる。したがって、エネルギーを節約することができる。
【００５９】
また、第１実施形態に係る冷凍装置（1）では、既存の冷却用熱交換器（32）で吸収液
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が冷却され、冷却された吸収液で熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却している。この
ように、既存の設備を利用して熱搬送回路（85）を循環する冷媒を冷却しているので、コ
ストを抑制することができる。
【００６０】
さらに、第１実施形態に係る冷凍装置（1）では、冷却用熱交換器（32）で吸収液が冷
却され、冷却された吸収液と熱搬送回路（85）を循環する冷媒とが追加熱交換器（93）に
おいて熱交換を行って、熱搬送回路を循環する冷媒が冷却される。このように、追加熱交
換器（93）を新たに設けるという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することができる。
【００６１】
《発明の実施形態２》
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本発明の実施形態２について説明する。ここでは、本実施形態について、実施形態１と
異なる点を説明する。
【００６２】
図２に示すように、吸収式冷凍機（10）には、電磁弁（90）が設けられていない。そし
て、追加熱交換器（93）が吸収器（22）と溶液ポンプ（31）との間に設けられている。
【００６３】
本実施形態に係る冷凍装置（1）の運転動作について説明する。冷房負荷が比較的高い
状況における運転動作は、実施形態１と同様である。冷房負荷が比較的低い状況における
運転動作は、以下の通りである。
【００６４】

40

即ち、熱源装置（40）が停止する。また、第１開閉弁（91）が閉状態且つ第２開閉弁（
94）が開状態で、溶液ポンプ（31）及び冷媒ポンプ（86）が作動する。
【００６５】
溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液は、一部が冷却用熱交換器（32）へ向かって流
れる。冷却用熱交換器（32）には、ファン（33）によって室外空気が供給される。冷却用
熱交換器（32）では、流入した吸収液が室外空気へ放熱し、吸収液の温度が低下する。冷
却用熱交換器（32）において冷却された吸収液は、吸収器（22）の撒布部材（23）へ供給
され、撒布される。シェル部材（20）底部に溜まった吸収液は、追加熱交換器（93）へ供
給される。
【００６６】
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熱搬送回路（85）の冷媒ポンプ（86）から吐出された冷媒は、利用側熱交換器（87）に
おいて室内空気へ放熱し、冷却用回路（92）へ送られ、追加熱交換器（93）の第２流路（
93b）へ供給される。追加熱交換器（93）へ供給された冷媒は吸収液へ放熱し、冷媒の温
度が低下する。
【００６７】
追加熱交換器（93）で吸熱した吸収液は、溶液ポンプ（31）に吸入される。追加熱交換
器（93）で冷却された冷媒は、第２開閉弁（94）を通って熱搬送回路（85）へ戻り、冷媒
ポンプ（86）へ流入する。冷媒ポンプ（86）へ流入した冷媒は、利用側熱交換器（87）へ
向かって吐出され、利用側熱交換器（87）において室内空気と熱交換する。利用側熱交換
器（87）で冷却された室内空気は、室内空間へ供給される。

10

【００６８】
したがって、本実施形態では、冷却用熱交換器（32）、冷却用回路（92）、第１及び第
２開閉弁（91），（94）並びに追加熱交換器（93）は、冷房負荷が比較的低い場合に、熱
搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で間接的に冷却する冷却手段を構成する。
【００６９】
−実施形態２の効果−
第２実施形態に係る冷凍装置（1）では、冷却用熱交換器（32）で吸収液が冷却され、
冷却された吸収液と熱搬送回路（85）を循環する冷媒とが追加熱交換器（93）において熱
交換を行って、熱搬送回路を循環する冷媒が冷却される。このように、追加熱交換器（93
）を新たに設けるという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することができる。
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【００７０】
また、第１実施形態と比較して、電磁弁（90）が設けられていないので、真空漏れの発
生の恐れが低減される。
【００７１】
《発明の実施形態３》
本発明の実施形態３について説明する。ここでは、本実施形態について、実施形態１と
異なる点を説明する。即ち、図３に示すように、冷却用回路（92）が設けられず、溶液配
管（95）と溶液配管（95）に配設された第３開閉弁（96）が設けられている。溶液配管（
95）は、その一端が冷却用熱交換器（32）と吸収器（22）の撒布部材（23）との間に接続
され、その他端が凝縮器（35）と蒸発器（24）の撒布部材（25）との間に接続されている
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。第３開閉弁（96）は、溶液配管（95）を開閉する。
【００７２】
本実施形態に係る冷凍装置（1）の運転動作について説明する。冷房負荷が比較的高い
状況における運転動作は、実施形態１と同様である。冷房負荷が比較的低い状況における
運転動作は、以下の通りである。
【００７３】
即ち、熱源装置（40）が停止する。また、電磁弁（90）が閉状態且つ第３開閉弁（96）
が開状態で、溶液ポンプ（31）及び冷媒ポンプ（86）が作動する。
【００７４】
溶液ポンプ（31）から吐出された吸収液は、一部が冷却用熱交換器（32）へ向かって流
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れる。冷却用熱交換器（32）には、ファン（33）によって室外空気が供給される。冷却用
熱交換器（32）では、流入した吸収液が室外空気へ放熱し、吸収液の温度が低下する。冷
却用熱交換器（32）において冷却された吸収液は、溶液配管（95）へ供給される。溶液配
管（95）から蒸発器（24）の撒布部材（25）へ供給され、撒布される。
【００７５】
熱搬送回路（85）の冷媒ポンプ（86）から吐出された冷媒は、利用側熱交換器（87）に
おいて室内空気へ放熱し、冷却管（26）へ供給される。冷却管（26）へ供給された冷媒は
、蒸発器（24）の撒布部材（25）から撒布された吸収液へ放熱し、冷却管（26）を流れる
冷媒の温度が低下する。
【００７６】
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蒸発器（24）で吸熱した吸収液は、溶液ポンプ（31）に吸入される。冷却管（26）で冷
却された冷媒は、冷媒ポンプ（86）へ流入する。冷媒ポンプ（86）へ流入した冷媒は、利
用側熱交換器（87）へ向かって吐出され、利用側熱交換器（87）において室内空気と熱交
換する。利用側熱交換器（87）で冷却された室内空気は、室内空間へ供給される。
【００７７】
したがって、本実施形態では、溶液配管（95）、第３開閉弁（96）、蒸発器（24）及び
冷却管（26）は、冷房負荷が比較的低い場合に熱搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で
間接的に冷却する冷却手段を構成する。
【００７８】
−実施形態３の効果−
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実施形態３に係る冷凍装置（1）では、冷却用熱交換器（32）で冷却された吸収液を蒸
発器（24）へ供給し、この蒸発器（24）において吸収液と熱搬送回路（85）を循環する冷
媒とが熱交換して当該冷媒が冷却される。このように、冷却用熱交換器（32）で冷却され
た吸収液を蒸発器（24）へ供給するという比較的簡単な方法で冷却手段を構成することが
できる。
【００７９】
《発明の実施形態４》
本発明の実施形態４について説明する。ここでは、本実施形態について、実施形態２と
異なる点を説明する。即ち、図４に示すように、追加熱交換器（93）が凝縮器（35）近傍
に設けられている。追加熱交換器（93）は、熱搬送回路（85）を循環する冷媒を室外空気
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と直接的に熱交換させる熱交換器である。ファン（36）が作動すると、追加熱交換器（93
）と凝縮器（35）の両方を室外空気が流れる。
【００８０】
続いて、本実施形態に係る冷凍装置（1）の運転動作について説明する。冷房負荷が比
較的高い状況における運転動作は、実施形態１と同様である。冷房負荷が比較的低い状況
における運転動作は、以下の通りである。
【００８１】
即ち、熱源装置（40）が停止する。また、第１開閉弁（91）が閉状態且つ第２開閉弁（
94）が開状態で、溶液ポンプ（31）及び冷媒ポンプ（86）が作動する。
【００８２】

30

熱搬送回路（85）の冷媒ポンプ（86）から吐出された冷媒は、利用側熱交換器（87）に
おいて室内空気から吸熱し、冷却用回路（92）へ送られ、追加熱交換器（93）の第２流路
（93b）へ供給される。追加熱交換器（93）へ供給された冷媒は室外空気へ放熱し、冷媒
の温度が低下する。
【００８３】
追加熱交換器（93）で冷却された冷媒は、第２開閉弁（94）を通って熱搬送回路（85）
へ戻り、冷媒ポンプ（86）へ流入する。冷媒ポンプ（86）へ流入した冷媒は、利用側熱交
換器（87）へ向かって吐出され、利用側熱交換器（87）において室内空気と熱交換する。
利用側熱交換器（87）で冷却された室内空気は、室内空間へ供給される。
【００８４】
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したがって、本実施形態では、冷却用熱交換器（32）、冷却用回路（92）、第１及び第
２開閉弁（91），（94）並びに追加熱交換器（93）は、冷房負荷が比較的低い場合に、熱
搬送回路（85）を循環する冷媒を外気で直接的に冷却する冷却手段を構成する。
【００８５】
−実施形態４の効果−
実施形態４に係る冷凍装置（1）では、追加熱交換器（93）で熱搬送回路（85）を循環
する冷媒を外気と熱交換させて当該冷媒を外気で直接的に冷却する。そのため、熱搬送回
路（85）を循環する冷媒を効率良く冷却することができる。
また、実施形態４に係る冷凍装置（1）では、実施形態１と比較して開閉弁が少ないので
、真空漏れの発生の恐れが低減される。
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【産業上の利用可能性】
【００８６】
以上説明したように、本発明に係る冷凍装置は、年間を通じて冷房が必要なサーバール
ームの冷房等の用途に適用することができる。
【符号の説明】
【００８７】
１

冷凍装置

１０

吸収式冷凍機

１１

再生器

３５

凝縮器

２４

蒸発器（冷却手段）

２６

冷却管（冷却手段）

２３

吸収器

３２

冷却用熱交換器（冷却手段）

８５

熱搬送回路

８６

冷媒ポンプ

８７

利用側熱交換器

９０

電磁弁（冷却手段）

９１

第１開閉弁（冷却手段）

９２

冷却回路（冷却手段）

９３

追加熱交換器（冷却手段）

９４

第２開閉弁（冷却手段）

９５

溶液配管（冷却手段）

９６

第３開閉弁（冷却手段）

【図１】
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【図２】
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