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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とする冷
熱輸送媒体または蓄冷材から、水溶性無機塩の析出を抑
制する精製方法の提供。
【解決手段】第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とす
る冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する
濃縮工程と、濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静
置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と
水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二
層分離工程と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷
材から前記水層を除去する水層除去工程とを備え、前記
二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の
温度を、水溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウ
ム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持
工程を有し、前記濃縮工程は、前記所定温度範囲におい
て前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃度範囲で前
記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の精製方法であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮工程と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程とを備え、
　前記二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持工程
を有し、
　前記濃縮工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮することを特徴とする冷熱輸送媒体または
蓄冷材の精製方法。
【請求項２】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の精製方法であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加工程と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程とを
備え、
　前記二層分離工程は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持工程を有し、
　前記水溶性無機塩添加工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加することを特徴とする冷熱輸送媒体または
蓄冷材の精製方法。
【請求項３】
　前記水溶性無機塩は、硫酸ナトリウム又はリン酸水素二ナトリウムであり、前記所定温
度範囲は３５℃以上４５℃以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の冷熱輸送
媒体または蓄冷材の精製方法。
【請求項４】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生方法であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮工程と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程と、水層が除去された軽液に水を
加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する濃度調整工程とを備え、
　前記二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持工程
を有し、
　前記濃縮工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮すること特徴とする冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生方法。
【請求項５】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生方法であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加工程と、水
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溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程と、
水層が除去された軽液に水を加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する
濃度調整工程とを備え、
　前記二層分離工程は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持工程を有し、
　前記水溶性無機塩添加工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加すること特徴とする冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生方法。
【請求項６】
　前記水溶性無機塩は、硫酸ナトリウム又はリン酸二水素ナトリウムであり、前記所定温
度範囲は３５℃以上４５℃以下であることを特徴とする請求項４又は５に記載の冷熱輸送
媒体または蓄冷材の再生方法。
【請求項７】
　冷熱輸送媒体または蓄冷材を用いる空調装置の保全方法であって、
　空調装置から冷熱輸送媒体または蓄冷材を抜き出し、請求項４乃至６に記載の冷熱輸送
媒体または蓄冷材の再生方法により、冷熱輸送媒体または蓄冷材を再生して、空調装置に
戻すことを特徴とする空調装置の保全方法。
【請求項８】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の精製装置であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮手段と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段とを備え、
　前記二層分離手段は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持手段
を有し、
　前記濃縮手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮することを特徴とする冷熱輸送媒体または
蓄冷材の精製装置。
【請求項９】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄
冷材の精製装置であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加手段と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段とを
備え、
　前記二層分離手段は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持手段を有し、
　前記水溶性無機塩添加手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加することを特徴とする冷熱輸送媒体または
蓄冷材の精製装置。
【請求項１０】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷
材の再生装置であって、
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　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮手段と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段と、水層が除去された軽液に水を
加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する濃度調整手段とを備え、
　前記二層分離手段は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持手段
を有し、
　前記濃縮手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮すること特徴とする冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生装置。
【請求項１１】
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷
材の再生装置であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加手段と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段と、
水層が除去された軽液に水を加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する
濃度調整手段とを備え、
　前記二層分離手段は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持手段を有し、
　前記水溶性無機塩添加工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加すること特徴とする冷熱輸送媒体または蓄
冷材の再生装置。
【請求項１２】
　空調装置から冷熱輸送媒体または蓄冷材を抜き出す手段と、請求項１０又は１１に記載
の冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装置と、再生された冷熱輸送媒体または蓄冷材を前記
空調装置に戻す手段とを備えたことを特徴とする空調システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法、再生方法、空調装置の保全方法、冷
熱輸送媒体または蓄冷材の精製装置、再生装置、空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ビルの空調や地域冷暖房においては、夜間電力により蓄冷材を蓄冷しておき、この蓄冷
熱を翌日の昼間に取り出して利用する蓄冷空調システムが開発されている。このシステム
に用いられる潜熱蓄冷材として、第４級アンモニウム塩の水和物が知られている。第４級
アンモニウム塩の水和物は、第４級アンモニウム塩の水溶液を冷却して生成され、比較的
蓄冷量が大きく、パラフィンのように可燃性ではないため取り扱いも容易であり、非常に
有用な蓄冷材であり、冷熱輸送媒体としても使用されている。
【０００３】
　このような第４級アンモニウム塩の水和物を冷熱輸送媒体または蓄冷材として使用する
際に、その特性を調整するために添加剤を添加する場合がある。また、冷熱輸送媒体また
は蓄冷材として使用中に、混入物として無機塩類が混ざってくる場合がある。一定期間使
用され、冷熱輸送媒体または蓄冷材としての役目を終えた材料は、廃棄されることなくリ
サイクル使用されることが望ましいが、そのためには前記の添加された添加剤から生成あ
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るいは混入した無機塩類を、第４級アンモニウム塩の水溶液から分離除去する必要がある
。
分離除去しなければならない無機塩類は限定されるものではないが、例えば、該水和物（
あるいは、第４級アンモニウム塩の水溶液）を輸送する配管や貯留する容器の腐食を抑制
するために添加される腐食抑制剤から生成する無機塩類が、挙げられる。腐食抑制剤とし
ては、例えば、亜硫酸ナトリウムが挙げられる。
【０００４】
　亜硫酸ナトリウムは水溶液中の溶存酸素や、大気中から溶け込んでくる酸素と反応して
硫酸ナトリウムとなり、水溶液中の溶存酸素濃度を低下させて配管材の腐食を抑制する。
水溶液中の亜硫酸ナトリウム濃度を一定濃度以上に維持することにより腐食を抑制するこ
とができるが、配管系に酸素が侵入すると亜硫酸ナトリウムが消費されるため、亜硫酸ナ
トリウム濃度を維持するために亜硫酸ナトリウムの追加添加が必要な場合があり、設備の
構成や運転の条件によっては、亜硫酸ナトリウムが追加されることがある。このため、次
第に水溶液中の硫酸ナトリウム濃度が増加することになるが、水溶液中の硫酸ナトリウム
濃度が増加し、これが過大となると、冷熱輸送媒体または蓄冷材としての性能が著しく低
下する。この場合、冷熱輸送媒体または蓄冷材を全て入れ替えるか、冷熱輸送媒体または
蓄冷材から硫酸ナトリウムを除去して再生することが必要となる。
しかしながら、空調設備に用いられている冷熱輸送媒体または蓄冷材を全て入れ替えるこ
とは費用が嵩み困難である。
【０００５】
　そこで、発明者らは冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法を検討し、その一例として以
下のものを提案した。
　第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし添加された腐食抑制剤から生成した水溶性無
機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法であって、冷熱輸送媒体または蓄冷材か
ら水を除去して濃縮し、第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を
含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離し、水層を除去するものである。（特許文
献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－１８２５１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された再生方法では、第４級アンモニウム塩を含む比
重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する際に、水溶性無機
塩が析出しスラッジが生成し、二層分離することが困難となることがあるという問題があ
る。
【０００７】
　本発明はかかる問題点を解決するためになされたものであり、水溶性無機塩の析出を抑
制し、第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、純度の高い冷熱輸送媒体または蓄冷材
の精製方法及び装置を提供することを目的としている。
　また、第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とする冷熱輸送媒体または蓄冷材から、水
溶性無機塩の析出を抑制し該冷熱輸送媒体または蓄冷材に含まれる水溶性無機塩からなる
不純物を除去して再生する方法、装置を提供することを目的としている。
　また、第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とする冷熱輸送媒体または蓄冷材から、水
溶性無機塩の析出を抑制し該冷熱輸送媒体または蓄冷材に含まれる水溶性無機塩からなる
不純物を除去して再生することによって装置の保全を行う空調装置の保全方法を提供する
ことを目的としている。
　また、第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とする冷熱輸送媒体または蓄冷材から、水
溶性無機塩の析出を抑制し該冷熱輸送媒体または蓄冷材に含まれる水溶性無機塩からなる
不純物を除去して再生することによって装置の保全を行う空調システムを提供することを
目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　特許文献１に示されるように、臭化テトラｎブチルアンモニウム等の第４級アンモニウ
ム塩水溶液に硫酸ナトリウム等の水溶性無機塩が混入した水溶液から水を除去して濃縮す
ることにより、水より軽い軽液層と水層の二層に分離し、軽液層には第４級アンモニウム
塩が濃縮されており、水層には水溶性無機塩が濃縮されている。
　発明者らは、第４級アンモニウム塩を主成分とし水溶性無機塩を含む水溶液を濃縮して
、第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層と
に二層分離する際に、水溶性無機塩が析出しスラッジが生成し、二層分離することが困難
になる状況について鋭意検討した結果、水溶液の温度を所定温度範囲に保持することによ
り、水溶性無機塩の析出を抑制することができることを見出した。以下に、詳しく説明す
る。
【０００９】
　第４級アンモニウム塩としての臭化テトラｎブチルアンモニウム水溶液への、水溶性無
機塩としての硫酸ナトリウムの溶解度と、水溶液温度との関係を調べた。
　図１は水溶液温度と硫酸ナトリウムの溶解度との関係（溶解度曲線）を示す図であり、
横軸は水溶液温度を、縦軸は硫酸ナトリウムの溶解度（水溶液１００ｇに溶解する重量）
を示す。硫酸ナトリウムの溶解度は水溶液温度が３５℃で最大となっており、３５℃より
低い温度では著しく減少し、３５℃より高い温度ではほぼ横ばいか多少減少している。こ
のように水溶液温度が３５℃より低いと、硫酸ナトリウムの臭化テトラｎブチルアンモニ
ウム水溶液への溶解度は著しく小さいため、水溶液を濃縮し硫酸ナトリウムの濃度が高い
場合には硫酸ナトリウムが析出しスラッジを生成しやすいことが判明した。
　そこで、硫酸ナトリウムを含む臭化テトラｎブチルアンモニウム水溶液の温度を３５℃
以上に保持することにより、硫酸ナトリウムの水溶液に対する溶解度を高く保持すること
ができ、硫酸ナトリウムの析出を抑制しスラッジの生成を防ぐことできることを見出した
。（３５℃より低い温度では硫酸ナトリウム１０水和物塩として析出し、３５℃より高い
温度では硫酸ナトリウム無水和物塩として溶解して溶解度が高く析出しにくいことが推察
される。）
【００１０】
　また、第４級アンモニウム塩水溶液に硫酸ナトリウム等の水溶性無機塩が混入した水溶
液から水を除去して濃縮する際に、図１に示す溶解度曲線より上側の濃度まで濃縮すると
硫酸ナトリウム等の水溶性無機塩が析出するので、３５℃以上の温度における溶解度曲線
で示される濃度未満に濃縮することが必要である。
【００１１】
　以上の検討から、濃縮した第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性無機
塩を含む比重の重い水層とに二層分離させるためには、濃縮された冷熱輸送媒体または蓄
冷材の温度を、水溶性無機塩が析出しない所定温度範囲に保持する必要があり、その前提
として、濃縮の段階においては二層分離における前記所定温度範囲において前記水溶性無
機塩が析出する濃度未満の濃度範囲で濃縮する必要があるとの知見を得た。
　上記においては臭化テトラｎブチルアンモニウムと硫酸ナトリウムを例に挙げて説明し
たが、他のテトラアルキルアンモニウム塩等の第４級アンモニウム塩と他の水溶性無機塩
との場合でも同様に水溶液の温度を前記所定温度範囲に保持することにより水溶性無機塩
の析出を抑制できることを確認している。
【００１２】
なお、濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温度は、第４級アンモニウム塩の変質を
避け、また高温に保持することは加熱保持のためのエネルギーを消費することになるため
、このような観点から上限値を設けることが好ましい。
　水溶性無機塩が、硫酸ナトリウム又はリン酸水素二ナトリウムの場合には、好ましい所
定温度範囲は３５℃以上４５℃以下であることを見出している。
【００１３】
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　本発明は上述した検討から得られた知見に基づくものであり、具体的には以下の構成を
有するものである。
【００１４】
（１）本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法は、第４級アンモニウム塩水溶
液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法であって、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮工程と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程とを備え、
　前記二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持工程
を有し、
　前記濃縮工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮することを特徴とする冷熱輸送媒体または
蓄冷材の精製方法。
【００１５】
（２）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法は、第４級アンモニウム
塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加工程と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程とを
備え、
　前記二層分離工程は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持工程を有し、
　前記水溶性無機塩添加工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加することを特徴とするものである。
【００１６】
（３）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法は、上記（１）又は（２
）に記載のものにおいて、前記水溶性無機塩は、硫酸ナトリウム又はリン酸水素二ナトリ
ウムであり、前記所定温度範囲は３５℃以上４５℃以下であることを特徴とするものであ
る。
【００１７】
（４）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法は、第４級アンモニウム
塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮工程と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程と、水層が除去された軽液に水を
加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する濃度調整工程とを備え、
　前記二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持工程
を有し、
　前記濃縮工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮すること特徴とするものである。
【００１８】
（５）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法は、第４級アンモニウム
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塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加工程と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離工程
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去工程と、
水層が除去された軽液に水を加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する
濃度調整工程とを備え、
　前記二層分離工程は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持工程を有し、
　前記水溶性無機塩添加工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加すること特徴とするものである。
【００１９】
（６）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法は、上記（４）又は（５
）に記載のものにおいて、前記水溶性無機塩は、硫酸ナトリウム又はリン酸二水素ナトリ
ウムであり、前記所定温度範囲は３５℃以上４５℃以下であることを特徴とするものであ
る。
【００２０】
（７）また、本発明に係る空調装置の保全方法は、冷熱輸送媒体または蓄冷材を用いる空
調装置の保全方法であって、
　空調装置から冷熱輸送媒体または蓄冷材を抜き出し、上記（４）乃至（６）に記載の冷
熱輸送媒体または蓄冷材の再生方法により、冷熱輸送媒体または蓄冷材を再生して、空調
装置に戻すことを特徴とするものである。
【００２１】
（８）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製装置は、第４級アンモニウム
塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製装置であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮手段と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段とを備え、
　前記二層分離手段は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持手段
を有し、
　前記濃縮手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮することを特徴とするものである。
【００２２】
（９）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製装置は、第４級アンモニウム
塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製装置であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加手段と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段とを
備え、
　前記二層分離手段は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持手段を有し、
　前記水溶性無機塩添加手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
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濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加することを特徴とするものである。
【００２３】
（１０）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装置は、第４級アンモニウ
ム塩水溶液を主成分とし水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装置であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除去して濃縮する濃縮手段と、濃縮された冷熱
輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性
無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段と、二層分離された冷熱輸送
媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段と、水層が除去された軽液に水を
加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する濃度調整手段とを備え、
　前記二層分離手段は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水溶性無機塩が析
出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持する加熱保持手段
を有し、
　前記濃縮手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する濃度未満の濃
度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮すること特徴とするものである。
【００２４】
（１１）また、本発明に係る冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装置は、第４級アンモニウ
ム塩水溶液を主成分とし水溶性無機塩を含む冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装置であっ
て、
　前記冷熱輸送媒体または蓄冷材に水溶性無機塩を添加する水溶性無機塩添加手段と、水
溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アンモニウム塩を含
む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離する二層分離手段
と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水層除去手段と、
水層が除去された軽液に水を加えて第４級アンモニウム塩水溶液濃度を所定値に調整する
濃度調整手段とを備え、
　前記二層分離手段は水溶性無機塩を添加された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を、水
溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保持す
る加熱保持手段を有し、
　前記水溶性無機塩添加手段は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機塩が析出する
濃度未満の濃度範囲で前記水溶性無機塩を添加すること特徴とするものである。
【００２５】
（１２）また、本発明に係る空調システムは、空調装置から冷熱輸送媒体または蓄冷材を
抜き出す手段と、上記（１０）又は（１１）に記載の冷熱輸送媒体または蓄冷材の再生装
置と、再生された冷熱輸送媒体または蓄冷材を前記空調装置に戻す手段とを備えたことを
特徴とするものである。
【００２６】
　本発明における第４級アンモニウム塩は、ゲスト化合物として水分子に包接されて水和
物を形成するものであって、親水基と親油基（疎水基）の両方を有する両親媒性分子であ
る。具体的には、テトラアルキルアンモニウム－アニオン塩、トリアルキル・アルキルア
ンモニウム－アニオン塩が挙げられる。
　また、アルキルとして、ｎブチル、ｎペンチル、ｉｓｏペンチル、ｎプロピル、ｉｓｏ
プロピル、エチル、メチルが挙げられる。
　また、アニオンとして、Br、F、Cl、C２H５COO、OH、CH３COO、HCOO、CH３SO３、CO３
、PO４、HPO４、WO４、iC３H７COO、O３S(CH２)２SO３、sC４H９COO、NO３、(CH３)２CH(
NH２)２COO、nC３H７SO３、CF３COO、CrO３が挙げられる。
【００２７】
　また、テトラアルキルアンモニウム－アニオン塩として、テトラアルキル臭化アンモニ
ウム、テトラアルキル弗化アンモニウム、テトラアルキル塩化アンモニウム、テトラアル
キル硝酸アンモニウムが挙げられる。
　さらに、テトラアルキル臭化アンモニウムの例としては、臭化テトラｎブチルアンモニ
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ウムが挙げられる。
　またさらに、トリアルキル・アルキルアンモニウム－アニオン塩の例としては、臭化ト
リｎブチルｎペンチルアンモニウム、塩化トリｎブチルｎペンチルアンモニウムが挙げら
れる。
【００２８】
　また、水溶性無機塩としては、冷熱輸送媒体や蓄冷材に添加されるもの、または添加さ
れた化合物から生成されるものがある。具体的には、冷熱輸送媒体や蓄冷材に添加され溶
存酸素を消費して腐食を抑制する腐食抑制剤として添加される亜硫酸塩、チオ硫酸塩から
生成される硫酸塩、具体的には硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸カルシウム、硫酸リ
チウム、硫酸アンモニウムが挙げられる。
　また、冷熱輸送媒体や蓄冷材に添加される水溶性無機塩としては、過冷却解除剤として
添加されるリン酸水素二ナトリウムが挙げられる。
　また、他の水溶性無機塩としては、冷熱輸送媒体や蓄冷材の製造過程や使用中に混入す
る無機塩が挙げられる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明においては、第４級アンモニウム塩水溶液を主成分とし、水溶性無機塩を含む冷
熱輸送媒体または蓄冷材の精製方法であって、前記冷熱輸送媒体または蓄冷材から水を除
去して濃縮する濃縮工程と、濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材を静置して第４級アン
モニウム塩を含む比重の軽い軽液層と水溶性無機塩を含む比重の重い水層とに二層分離す
る二層分離工程と、二層分離された冷熱輸送媒体または蓄冷材から前記水層を除去する水
層除去工程とを備え、前記二層分離工程は濃縮された冷熱輸送媒体または蓄冷材の温度を
、水溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲に保
持する加熱保持工程を有し、前記濃縮工程は、前記所定温度範囲において前記水溶性無機
塩が析出する濃度未満の濃度範囲で前記冷熱輸送媒体または蓄冷材を濃縮するようにした
ので、二層分離工程において水溶性無機塩が析出することを抑制し、冷熱輸送媒体または
蓄冷材に含まれる水溶性無機塩からなる不純物を効果的に除去して再生することができる
。
　従って本発明によれば、冷熱輸送媒体または蓄冷材に含まれる水溶性無機塩からなる不
純物を効果的に除去することができる、冷熱輸送媒体または蓄冷材の精製及び再生に係る
技術を実現することができ、また、空調装置で使用される冷熱輸送媒体または蓄冷材をそ
のように精製又は再生することにより当該空調装置を保全する技術、更にはそのように再
生された冷熱輸送媒体または蓄冷材を使用する空調システムに係る技術を実現することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】課題を解決するための手段を説明する説明図であり、臭化テトラｎブチルアンモ
ニウム水溶液への、水溶性無機塩としての硫酸ナトリウムの溶解度と、水溶液温度との関
係を示すグラフである。
【図２】本発明の一実施の形態に係る蓄冷空調システムの構成の一例を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る冷熱輸送媒体再生装置の構成の説明図である。
【図４】実施の形態２に係る冷熱輸送媒体再生装置の構成の説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
［実施の形態１］
　図２は本発明の一実施の形態に係る蓄冷空調システムの構成の一例を示す図である。本
実施の形態に係る蓄冷空調システムは、第４級アンモニウム塩水溶液および／またはその
水和物のスラリを貯留する冷熱輸送媒体貯留槽１、冷熱輸送媒体貯留槽１に貯留されてい
る第４級アンモニウム塩水溶液を冷却して水和物のスラリを製造するスラリ製造部３、冷
熱輸送媒体貯留槽１に貯留されている水和物スラリの冷熱を利用する空調設備５、蓄冷空
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調システム内で循環使用されて冷熱輸送媒体貯留槽１に貯えられている第４級アンモニウ
ム塩水溶液を抜き出して不純物を除去するための冷熱輸送媒体再生装置７を備えている。
【００３２】
　スラリ製造部３は冷熱発生源である冷凍機９とこの冷凍機９から排出される冷熱媒体を
流通させる冷却器１１を備えている。そして、冷却器１１と冷熱輸送媒体貯留槽１とは第
４級アンモニウム塩水溶液の循環路を形成する配管１３で連結され、配管１３には循環ポ
ンプ１５が設けられている。
　空調設備５と冷熱輸送媒体貯留槽１とは払い出し配管１７および戻り配管１９で連結さ
れており、払い出し配管１７には水和物スラリを空調設備５に払い出すポンプ２１および
開閉弁２２が設けられている。
　冷熱輸送媒体再生装置７には払い出し配管１７から分岐して第４級アンモニウム塩水溶
液を冷熱輸送媒体再生装置７に送る水溶液受入れ配管２３と、冷熱輸送媒体再生装置７で
再生された第４級アンモニウム塩水溶液を冷熱輸送媒体貯留槽１に返送するための水溶液
返送配管２５が接続されている。また、水溶液受入れ配管２３には開閉弁２６が設けられ
ている。第４級アンモニウム塩水溶液は、戻り配管１９から分岐する配管を設け冷熱輸送
媒体再生装置７に抜き出しても良い。
【００３３】
　冷熱輸送媒体再生装置７は第４級アンモニウム塩水溶液の不純物含有度合いに応じて、
適宜運転する装置であるが、蓄冷空調システムを稼働するシーズンを迎える時期、或いは
、所定期間毎に運転し、第４級アンモニウム塩水溶液を清浄化するための装置である。
　図３は本実施の形態に係る冷熱輸送媒体再生装置７の構成の説明図である。以下、図３
に基づいて冷熱輸送媒体再生装置７の構成を説明する。
【００３４】
　冷熱輸送媒体再生装置７は、冷熱輸送媒体貯留槽１から抜き出された第４級アンモニウ
ム塩水溶液中の錆等の非溶解性不純物を除去するろ過器２７、第４級アンモニウム塩水溶
液の水を蒸発させることで所定量の水の除去を行う水蒸発器３１、水蒸発器３１で所定量
の水が除去されて濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液を後述の液・液分離器３５に送
るための濃縮液送水管３２、濃縮液送水管３２の途中に設置されて濃縮液を冷却する冷却
熱交換器３３、冷却熱交換器３３で冷却された第４級アンモニウム塩水溶液を、その温度
を、水溶性無機塩が析出せずかつ第４級アンモニウム塩の変質が生じない所定温度範囲、
例えば３５℃以上４５℃以下に保持し比重差によって二層状態に分離する液・液分離器３
５、液・液分離器３５の水層３８の液を抜き出して排水するための排水管３７及び排水管
３７に設けられた排水ポンプ３９、液・液分離器３５の軽液層３６の軽液を抜き出して調
整槽４０に送るための送液管４１および送液管４１に設けられた送液ポンプ４３をそれぞ
れ備えている。
【００３５】
　ろ過器２７にはガラスフィルター、樹脂フィルター、布フィルター、沈殿槽、砂ろ過槽
など、一般的なろ過器２７を用いることができる。 ろ過により、1μｍ以上の非溶解性不
純物を取り除くことが好ましい。
【００３６】
　液・液分離器３５は、濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温度を前記所定温度範
囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持するための加熱保持手段を備えている。加熱保持
手段の構成の一例を示すと、水溶液の温度を計測する温度センサ（図示せず）、加熱手段
４２としての熱媒を流通させ水溶液と熱交換させる伝熱菅又は液・液分離器３５容器の周
囲に設ける加熱ジャケット、ヒータ、温度センサにより計測された水溶液温度に基づき加
熱手段４２を制御する制御手段（図示せず）を備えて構成されている。
【００３７】
　また、冷熱輸送媒体再生装置７は、水蒸発器３１に接続されて水蒸発器３１で発生する
水蒸気を取り出す水蒸気取り出し管４５、水蒸気取り出し管４５の途中に設けられて水蒸
気を冷却して凝縮させる冷却熱交換器４７、水蒸気取り出し管４５に接続されて冷却熱交
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換器４７で凝縮された凝縮水の気・液分離を行う気・液分離器４９、気・液分離器４９に
接続されて気液分離器４９の凝縮水を調整槽４０に送る送水管５１および送水管５１に設
けられた送水ポンプ５３、気・液分離器４９に接続されて気・液分離器４９で発生するガ
スを取り出すガス取出し管５５、ガス取出し管５５に設けられた減圧ポンプ５７をそれぞ
れ備えている。
【００３８】
　なお、水蒸発器３１は臭化テトラｎブチルアンモニウムなどの第４級アンモニウム塩の
変質を避けるため、減圧フラッシュ方式等により８０℃程度以下の温度で水を蒸発させる
機能を有するものが好ましい。
　また、調整槽４０には軽液層３６の濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液と凝縮水が
送られて所定の濃度に調整されるが、これらの他に外部から水および腐食抑制剤の亜硫酸
ナトリウムを添加できるようになっている。
【００３９】
　以上のように構成された本実施の形態の動作を説明する。
　冷熱輸送媒体貯留槽１に貯留された第４級アンモニウム塩水溶液は循環ポンプ１５によ
って配管１３を介して冷却器１１に送られ、冷却器１１で冷却されて水和物スラリとなり
、再び配管１３を介して冷熱輸送媒体貯留槽１に送られて冷熱輸送媒体貯留槽１に貯留さ
れ、冷熱を蓄熱する。
　空調運転時には冷熱輸送媒体貯留槽１に貯えられた水和物スラリは払い出しポンプ２１
によって抜き出され、空調設備５に送られる。空調設備５へ送られた水和物スラリは熱交
換されて冷熱を放出して水溶液になり、戻り配管１９を経由して冷熱輸送媒体貯留槽１へ
戻される。
　このように、第４級アンモニウム塩水溶液から生成した水和物スラリは蓄熱材として使
用されると共に冷熱輸送媒体としても使用され、循環使用される。
【００４０】
　前述したように、腐食抑制剤として添加される例えば亜硫酸ナトリウムが酸素と反応し
て生成する硫酸ナトリウムの量が過大になると、水和物スラリの蓄冷材および冷熱輸送媒
体としての性能が著しく低下するため、冷熱輸送媒体再生装置７を稼動して第４級アンモ
ニウム塩水溶液の再生を行なう。
　第４級アンモニウム塩水溶液の再生を行なう場合には、払い出し配管１７の開閉弁２２
を閉止し、水溶液受入れ配管２３の開閉弁２６を開放して、第４級アンモニウム塩水溶液
を冷熱輸送媒体再生装置７側へ送るようにする。
【００４１】
　冷熱輸送媒体再生装置７へ送られた第４級アンモニウム塩水溶液は、ろ過器２７で錆等
の非溶解性不純物が除去され、水蒸発器３１で一定量の水が蒸発され濃縮される。
　濃縮は、比重差に基づく二層分離が行われるために行うものであり、そのためには軽液
層３６と水層３８の比重差が二層分離できる程度にまで大きくなるように第４級アンモニ
ウム塩水溶液の濃度を所定の倍率以上に濃縮する必要がある。
　もっとも、濃縮後における第４級アンモニウム塩水溶液中の水溶性無機塩の濃度を高く
しすぎると、液・液分離器３５において温度調整をしても水溶性無機塩の析出を抑制でき
なくなってしまうので、濃縮後の水溶性無機塩の濃度には上限を設ける必要がある。
　濃縮は、液・液分離器３５において設定される所定温度範囲において水溶性無機塩が析
出する濃度未満の濃度範囲で行うようにする。なお、所定温度範囲において水溶性無機塩
が析出する濃度は、当該水溶性無機塩について、温度と溶解度との関係を予め求めておく
ことで把握することができる。
　濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液は、冷却熱交換器で冷却されて液・液分離器３
５に送られ、二層分離が行われる。
【００４２】
　液・液分離器３５では加熱保持手段により濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温
度が所定温度範囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持され静置されて、比重差に基づい
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て軽液層３６と水層３８の二層分離が行われる。水溶液の温度が所定温度範囲、例えば３
５℃以上４５℃以下に保持されているため、水溶性無機塩が析出することなく、円滑に二
層分離が行われる。
　所定温度範囲は、冷熱輸送媒体または蓄冷材の主成分として用いる第４級アンモニウム
塩（例えば臭化テトラｎブチルアンモニウム）水溶液における水溶性無機塩（例えば腐食
抑制剤として添加される例えば亜硫酸ナトリウムが酸素と反応して生成する硫酸ナトリウ
ム）の溶解度と温度との関係を予め把握しておき、その溶解度と温度との関係を参照して
、濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温度を水溶性無機塩が析出しない温度範囲に
決定する。これによって、水溶性無機塩の析出を抑制しスラッジの生成を防ぎ円滑に二層
分離することができる。
【００４３】
　比重の軽い軽液層３６には濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液、例えば臭化テトラ
ｎブチルアンモニウム水溶液が分離され、比重の重い水層３８には腐食抑制剤から生成し
た水溶性無機塩、例えば硫酸ナトリウムを含む水が分離される。そして、硫酸ナトリウム
をほとんど含まない軽液層３６の軽液は送液管４１を介して調整槽４０に送られる。また
、水層３８の硫酸ナトリウムを含む水は排水ポンプ３９によって排水管３７を介して排水
される。
【００４４】
　水蒸発器３１で発生する水蒸気は冷却熱交換器４７で凝縮され、気・液分離器４９で気
・液分離される。そして、気・液分離器４９で分離された凝縮水は調整槽４０に送られる
。
　濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液や凝縮水が送られて貯留される調整槽４０では
腐食抑制剤の亜硫酸ナトリウムや水が加えられて濃度調整が行われ再生されて、冷熱輸送
媒体貯留槽１に戻される。
【００４５】
　以上のように、本実施の形態においては、腐食抑制剤として添加された亜硫酸ナトリウ
ムから生成した水溶性無機塩、例えば硫酸ナトリウムの量が過大となって水和物スラリの
蓄冷材および冷熱輸送媒体としての性能が低下した第４級アンモニウム塩水溶液から水を
蒸発させることによって水を除去し濃縮し、濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温
度を所定温度範囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持し静置して、水溶性無機塩の析出
を抑制し、第４級アンモニウム塩水溶液を二層分離状態にして硫酸ナトリウムを除去する
ようにしたので、第４級アンモニウム塩水溶液の再生を確実に行なうことができる。
【００４６】
　上記では、冷熱輸送媒体または蓄冷材の主成分として用いる第４級アンモニウム塩水溶
液における水溶性無機塩の溶解度と温度との関係を予め把握しておき、その溶解度と温度
との関係を参照して、濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温度を水溶性無機塩が析
出しない所定温度範囲に保持する際の所定温度範囲を決定するようにした。
　この場合、水溶性無機塩が例えば硫酸ナトリウムのように、その溶解度が所定温度（３
５℃）で最大となり所定温度以上では溶解度がほぼ一定のような場合には（図１参照）、
水溶性無機塩が析出しない温度範囲として前記所定温度（３５℃）以上に決定すればよい
。
【００４７】
　また、水溶性無機塩が例えば硫酸カリウムのように、温度が高くなると溶解度が高くな
る関係が認められる場合には、以下のようにしてもよい。
　第４級アンモニウム塩水溶液における水溶性無機塩の溶解度と温度との関係を調べ、水
溶性無機塩の溶解度と温度との関係を把握しておく。冷熱輸送媒体再生装置７へ送られ濃
縮された第４級アンモニウム塩水溶液中の水溶性無機塩の濃度を計測し、計測した水溶性
無機塩の濃度を、先に把握しておいた水溶性無機塩の溶解度と温度との関係に照合し水溶
性無機塩の析出開始温度を導きだす。濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液を静置し比
重差に基づいて二層分離する際に、その析出開始温度より高い温度以上に濃縮された第４
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級アンモニウム塩水溶液の温度を保持する。
　これによって、二層分離の際に水溶性無機塩の析出を抑制しスラッジの生成を防ぐこと
ができ防ぎ円滑に二層分離することができる。
【００４８】
［実施の形態２］
　上記の実施の形態１においては冷熱輸送媒体再生装置７として、第４級アンモニウム塩
水溶液を二層分離させるために第４級アンモニウム塩水溶液から水を除去して濃縮する例
を示した。しかし、本発明はこれに限られるものではなく、第４級アンモニウム塩水溶液
に水溶性無機塩を添加することにより第４級アンモニウム塩水溶液中の水溶性無機塩濃度
を高くして二層分離するようにしてもよい。
　そこで、本実施の形態においては冷熱輸送媒体再生装置の他の例として、再生対象の第
４級アンモニウム塩水溶液に水溶性無機塩を添加する装置について説明する。
【００４９】
　図４は本発明の実施の形態２に係る冷熱輸送媒体再生装置の説明図であり、実施の形態
１で示した図３の装置と同一部分には同一の符号を付してある。
　本実施の形態に係る冷熱輸送媒体再生装置は、冷熱輸送媒体貯留槽１の第４級アンモニ
ウム塩水溶液を冷熱輸送媒体再生装置側に取り出す水溶液受入れ配管２３に設けられて、
冷熱輸送媒体貯留槽１から抜き出された第４級アンモニウム塩水溶液中の錆等の非溶解性
不純物を除去するろ過器６０、後述する高温の濃縮塩水溶液を供給された第４級アンモニ
ウム塩水溶液を冷却する冷却熱交換器６１、冷却熱交換器６１で冷却された第４級アンモ
ニウム塩水溶液を比重差によって二層状態に分離する液・液分離器６３、液・液分離器６
３の軽液層６４の軽液を抜き出して調整槽４０に送るための送液管６５および送液管６５
に設けられた送液ポンプ６７を備えている。
【００５０】
　液・液分離器６３は、実施の形態１の液・液分離器３５と同様に、濃縮された第４級ア
ンモニウム塩水溶液の温度を所定温度範囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持するため
の加熱保持手段を備えている。加熱保持手段は実施の形態１で示した図３の装置における
液・液分離器３５に備えるものと同一である。
【００５１】
　また、本実施の形態に係る冷熱輸送媒体再生装置は、液・液分離器６３の水層６６の液
を抜き出して排水するための排水管６９及び排水管６９に設けられた排水ポンプ７１を備
えている。液・液分離器６３の水層６６の液には腐食抑制剤として添加された亜硫酸ナト
リウムから生成した水溶性無機塩、例えば硫酸ナトリウムが含まれている。本実施の形態
に係る冷熱輸送媒体再生装置は、この水層６６の水を蒸発させることで水を除去して水溶
性無機塩を濃縮する水蒸発器７３、水蒸発器７３によって濃縮された高温の濃縮塩水溶液
を水溶液受入れ配管２３を流れる第４級アンモニウム塩水溶液に供給する濃縮塩水溶液供
給管７５を備えている。
【００５２】
　さらに、本実施の形態に係る冷熱輸送媒体再生装置は、水蒸発器７３に接続されて水蒸
発器７３で発生する水蒸気を取り出す水蒸気取り出し管７７、水蒸気取り出し管７７の途
中に設けられて水蒸気を冷却して凝縮させる冷却熱交換器７９、水蒸気取り出し管７７に
接続されて冷却熱交換器７９で凝縮された凝縮水の気・液分離を行う気・液分離器８１、
気液分離器８１に接続されて気液分離器８１の凝縮水を調整槽４０に送る送水管８３およ
び送水管８３に設けられた送水ポンプ８５、気・液分離器８１に接続されて気・液分離器
８１で発生するガスを取り出すガス取出し管８７、をそれぞれ備えている。
【００５３】
　以上のように構成された本実施の形態の動作について、特に冷熱輸送媒体再生装置によ
る第４級アンモニウム塩水溶液の再生に関して説明する。
　第４級アンモニウム塩水溶液の再生を行なう場合には、実施の形態１と同様に図２に示
す払い出し配管１７の開閉弁２２を閉止し、水溶液受入れ配管２３の開閉弁２６を開放し
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て、第４級アンモニウム塩水溶液を冷熱輸送媒体再生装置７側へ送るようにする。
【００５４】
　冷熱輸送媒体再生装置７へ送られた第４級アンモニウム塩水溶液は、ろ過器６０で錆等
の非溶解性不純物が除去され、濃縮塩水溶液が供給されることにより水溶性無機塩が添加
され、冷却熱交換器６１で冷却され、液・液分離器６３に送られる。水溶性無機塩が添加
されることで第４級アンモニウム塩水溶液は二層分離可能状態となる。そして、液・液分
離器６３では加熱保持手段により濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液の温度が所定温
度範囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持され静置されて、比重差に基づいて軽液層６
４と水層６６の二層分離が行われる。水溶液の温度が所定温度範囲、例えば３５℃以上４
５℃以下に保持されているため、水溶性無機塩が析出することなく、円滑に二層分離が行
われる。比重の軽い軽液層６４には濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液、例えばＴＢ
ＡＢ水溶液が分離され、比重の重い水層６６には腐食抑制剤として添加された亜硫酸ナト
リウムから生成した水溶性無機塩、例えば硫酸ナトリウムを含む水が分離される。そして
、硫酸ナトリウムをほとんど含まない濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液である軽液
層６４の軽液は送液管６５を介して調整槽４０に送られる。また、水層６６の硫酸ナトリ
ウムを含む水は排水ポンプ７１によって排水管６９を介して水蒸発器７３に送られる。
【００５５】
　水蒸発器７３では硫酸ナトリウムを含む水の加熱が行われ、水を蒸発させることで硫酸
ナトリウムを含む水が濃縮され濃縮塩水溶液が生成される。この濃縮塩水溶液は濃縮塩水
溶液供給管７５を介して冷熱輸送媒体貯留槽１からの第４級アンモニウム塩水溶液に供給
される。このように、一旦、液・液分離器６３で二層分離が行われ水層６６の液が抜き出
された後は、濃縮塩水溶液を生成することによって、外部から水溶性無機塩を供給する必
要がない。
　水蒸発器７３で発生する水蒸気は冷却熱交換器７９で凝縮され、気・液分離器８１で気
・液分離される。そして、気・液分離器８１で分離された凝縮水は調整槽４０に送られる
。
　濃縮された第４級アンモニウム塩水溶液や凝縮水が送られて貯留される調整槽４０では
腐食抑制剤の亜硫酸ナトリウムや水が加えられて濃度調整が行われ再生されて、冷熱輸送
媒体貯留槽１に戻される。
【００５６】
　以上のように、本実施の形態においては、腐食抑制剤として添加された亜硫酸ナトリウ
ムから生成した水溶性無機塩、例えば硫酸ナトリウムの量が過大となって水和物スラリの
蓄冷材および冷熱輸送媒体としての性能が低下した第４級アンモニウム塩水溶液に水溶性
無機塩を添加することによって、水溶性無機塩濃度を高くした第４級アンモニウム塩水溶
液の温度を所定温度範囲、例えば３５℃以上４５℃以下に保持し静置して、水溶性無機塩
の析出を抑制し、二層分離状態にして硫酸ナトリウムを除去するようにしたので、第４級
アンモニウム塩水溶液の再生を確実に行なうことができる。
　また、本実施の形態においては、液・液分離器６３で分離された水層６６の液から濃縮
塩水溶液を生成し、これを冷熱媒体貯留槽１からの第４級アンモニウム塩水溶液に供給す
るようにしたので、外部から水溶性無機塩を供給する必要がなく、運転コストを低減でき
る。
【００５７】
　本実施の形態において、水溶性無機塩濃度を高くした第４級アンモニウム塩水溶液の温
度を所定温度範囲に保持し静置する際の所定温度範囲は、実施の形態１における濃縮した
第４級アンモニウム塩水溶液の温度を保持する際に設定する所定温度範囲と同様にして設
定する。このようにすることにより、水溶性無機塩の析出を抑制し、円滑に二層分離する
ことができる。
【００５８】
　以下においては、第４級アンモニウム塩水溶液の例として臭化テトラｎブチルアンモニ
ウム（ＴＢＡＢ）水溶液を、腐食抑制剤から生成した水溶性無機塩として硫酸ナトリウム
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を、それぞれ例に挙げて二層分離による臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）水
溶液の不純物除去の実施例を説明する。
【比較例】
【００５９】
　臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）１５％水溶液に、硫酸ナトリウムを０．
５％加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸発させた。 溶質（ＴＢＡＢおよび
硫酸ナトリウム）の濃度が４．４倍となった時点で加熱を停止し、その濃縮された水溶液
を液液分離器としての分液槽に移して１０時間静置した。
　分液槽は加熱されておらず、水溶液の温度は２０～３０℃であった。１０時間静置後に
は分液槽内にはスラッジが析出し、水溶液は二層に分離していなかった。原水溶液の組成
と濃縮後の推定組成を表１に示す。
【００６０】
【表１】

【実施例１】
【００６１】
　臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）１５％水溶液に、硫酸ナトリウムを０．
５％加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸発させた。溶質（ＴＢＡＢおよび硫
酸ナトリウム）の濃度が４．４倍となった時点で加熱を停止し、その濃縮された水溶液を
分液槽に移して１０時間静置した。分液槽は加熱手段を備え水溶液の温度は４０℃に保持
されている。水溶液は二層に分離した。原水溶液の組成と水蒸発後の推定組成を表２に示
す。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＡＢと硫酸ナトリウムの軽液層と水
層への分配率を求め、これを表３に示す。
【００６４】

【表３】

【００６５】
　表３に示されるように、軽液層には臭化テトラｎブチルアンモニウムが、水層には硫酸
ナトリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留率は３％
であり、硫酸ナトリウムを十分に分離除去できた。
【実施例２】
【００６６】



(17) JP 2012-1678 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

　臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）１６％水溶液に、硫酸ナトリウムを４％
加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸発させた。溶質（ＴＢＡＢおよび硫酸ナ
トリウム）の濃度が３．９倍となった時点で加熱を停止し、その濃縮された水溶液を分液
槽に移して１０時間静置した。分液槽は加熱手段を備え水溶液の温度は４０℃に保持され
ている。水溶液は二層に分離した。原水溶液の組成と水蒸発後の推定組成を表４に示す。
【００６７】
【表４】

【００６８】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＡＢと硫酸ナトリウムの軽液層と水
層への分配率を求め、これを表５に示す。
【００６９】

【表５】

【００７０】
　表５に示されるように軽液層には臭化テトラｎブチルアンモニウムが、水層には硫酸ナ
トリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留率は１％で
あり、硫酸ナトリウムを十分に分離除去できた。特に、ＴＢＡＢについてはほぼ完全に分
離されている。
【００７１】
　また、第４級アンモニウム塩水溶液の他の例として臭化トリｎブチルｎペンチルアンモ
ニウム（ＴＢＰＡＢ）水溶液、塩化トリｎブチルｎペンチルアンモニウム（ＴＢＰＡＣｌ
）水溶液を、水溶性無機塩として硫酸ナトリウム、リン酸水素ニナトリウムを、それぞれ
例に挙げて二層分離による不純物除去の実施例を説明する。
【実施例３】
【００７２】
　臭化トリｎブチルｎペンチルアンモニウム（ＴＢＰＡＢ）１５％水溶液に、硫酸ナトリ
ウムを０．５％加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸発させた。溶質（ＴＢＰ
ＡＢおよび硫酸ナトリウム）の濃度が４．６倍となった時点で加熱を停止し、その濃縮さ
れた水溶液を分液槽に移して１０時間静置した。分液槽は加熱手段を備え水溶液の温度は
４０℃に保持されている。水溶液は二層に分離した。原水溶液の組成と水蒸発後の推定組
成を表６に示す。
【００７３】

【表６】
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【００７４】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＰＡＢと硫酸ナトリウムの軽液層と
水層への分配率を求め、これを表７に示す。
【００７５】
【表７】

【００７６】
　表７に示されるように軽液層には臭化トリｎブチルｎペンチルアンモニウムが、水層に
は硫酸ナトリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留率
は３％であり、硫酸ナトリウムを十分に分離除去できた。
【実施例４】
【００７７】
　塩化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＰＡＣｌ）１５％水溶液に、硫酸ナトリウムを
１％加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸発させた。溶質（ＴＢＰＡＣｌおよ
び硫酸ナトリウム）の濃度が４．３倍となった時点で加熱を停止し、その濃縮された水溶
液を分液槽に移して１０時間静置した。分液槽は加熱手段を備え水溶液の温度は４０℃に
保持されている。水溶液は二層に分離した。原水溶液の組成と水蒸発後の推定組成を表８
に示す。
【００７８】

【表８】

【００７９】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＰＡＣｌと硫酸ナトリウムの軽液層
と水層への分配率を求め、これを表９に示す。
【００８０】
【表９】

【００８１】
　表９に示されるように軽液層には塩化トリｎブチルｎペンチルアンモニウムが、水層に
は硫酸ナトリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留率
は３％であり、硫酸ナトリウムを十分に分離除去できた。
【実施例５】
【００８２】
　臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）１５％水溶液に、過冷却解除剤として用
いるリン酸水素ニナトリウムを０．５％加えた水溶液について、減圧下４０℃にて水を蒸
発させた。溶質（ＴＢＡＢおよびリン酸水素ニナトリウム）の濃度が４．５倍となった時
点で加熱を停止し、その濃縮された水溶液を分液槽に移して１０時間静置した。分液槽は
加熱手段を備え水溶液の温度は４０℃に保持されている。水溶液は二層に分離した。原水
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【００８３】
【表１０】

【００８４】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＡＢとリン酸水素ニナトリウムの軽
液層と水層への分配率を求め、これを表１１に示す。
【００８５】

【表１１】

【００８６】
　表１１に示されるように軽液層には臭化テトラｎブチルアンモニウムが、水層にはリン
酸水素ニナトリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留
率は４％であり、リン酸水素ニナトリウムを十分に分離除去できた。
【実施例６】
【００８７】
　臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）１６％水溶液に、硫酸ナトリウムを４％
加えた水溶液について、さらにこの水溶液に硫酸ナトリウムを１０％添加した。この硫酸
ナトリウムをさらに添加された水溶液を分液槽に移して１０時間静置した。分液槽は加熱
手段を備え水溶液の温度は４０℃に保持されている。水溶液は二層に分離した。原水溶液
の組成と硫酸ナトリウムを１０％添加した後の推定組成を表１２に示す。
【００８８】
【表１２】

【００８９】
　二層に分離した軽液層と水層の組成を分析し、ＴＢＡＢと硫酸ナトリウムの軽液層と水
層への分配率を求め、これを表１３に示す。
【００９０】
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【表１３】

【００９１】
　表１３に示されるように軽液層には臭化テトラｎブチルアンモニウムが、水層には硫酸
ナトリウムが濃縮されていることが判明した。軽液層への硫酸ナトリウムの残留率は５％
であり、硫酸ナトリウムを十分に分離除去できた。
【符号の説明】
【００９２】
　１　冷熱輸送媒体貯留槽、３　スラリ製造部、５　空調設備、７　冷熱輸送媒体再生装
置
３１　水蒸発器、３５　液・液分離器、３６　軽液層、３８　水層、４０　調整槽
６３　液・液分離器、７３　水蒸発器、６４　軽液層、６６　水層。

【図１】

【図２】

【図３】
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