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(57)【要約】
【課題】法的制限や製造コストを抑えつつ、真夏でも安
定した連続運転が可能な多重効用吸収冷凍機を提供する
。
【解決手段】冷水流路２と、内部に冷水の熱を奪って蒸
発する冷媒が貯留され冷水と冷媒との間での熱交換を行
う蒸発器３と、内部が蒸発器３と接続され内部に冷媒を
吸収する吸収液が貯留され冷媒蒸気の吸収液への吸収を
行う吸収器４と、吸収器４で使用された吸収液から冷媒
を蒸発させて分離させる複数段の再生器５と、再生器５
で発生した冷媒蒸気を液化する凝縮器６と、吸収器４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７と、冷水流路２と冷却水流路７とを接続するバイパ
ス流路４１と、バイパス流路４１に設けられる流量調整
バルブ４２と、内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準
圧力を下回るように流量調整バルブ４２の開度を制御す
る制御装置４４とを有し、冷却水流路７が、凝縮器６に
対しても冷却水の冷熱を供給する構成とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
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蒸発器と、
内部が前記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吸収器と、
該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複
数段の再生器と、
該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、
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前記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、
前記冷水流路と前記冷却水流路とを接続するバイパス流路と、
該バイパス流路を流通する流体の流量を制御する流量調整バルブと、
前記再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧を検出する圧力検出装置と、
該圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準圧力に達
したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が前記基準圧力を下回るよ
うに前記流量調整バルブの開度を制御するバルブ制御装置とを有しており、
前記冷却水流路が、前記凝縮器に対しても前記冷却水の冷熱を供給する構成とされてい
る多重効用吸収冷凍機。
【請求項２】
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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蒸発器と、
内部が前記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吸収器と、
該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複
数段の再生器と、
該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、
前記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、
前記再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧を検出する圧力検出装置と、
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前記冷水流路内を流通する前記冷水と前記冷却水流路内を流通する前記冷却水との間で
熱交換を行う熱交換器と、
該熱交換器への前記冷水の供給量を制御する冷水供給量制御装置とを有し、
該冷水供給量制御装置は、前記圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる
再生器の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内
圧が前記基準圧力を下回るように前記冷水の供給量を制御する構成とされ、
前記冷却水流路が、前記凝縮器に対しても前記冷却水の冷熱を供給する構成とされてい
る多重効用吸収冷凍機。
【請求項３】
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、
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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蒸発器と、
内部が前記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吸収器と、
該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複
数段の再生器と、
該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、
前記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、
前記凝縮器に対して冷熱を供給する冷媒が循環流通される凝縮器用冷媒流路と、
前記冷却水流路内を流通する前記冷却水と前記凝縮器用冷媒流路内を流通する前記冷媒
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との間で熱交換を行う第一熱交換器と、
前記凝縮器用冷媒流路に対して前記第一熱交換器と並列または直列に接続されて前記冷
水流路内を流通する前記冷水と前記凝縮器用冷媒流路内を流通する前記冷媒との間で熱交
換を行う第二熱交換器と、
前記再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧を検出する圧力検出装置と、
前記第二熱交換器への前記冷水の供給量を制御する冷水供給量制御装置と、
前記凝縮器用冷媒流路からの前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器に対する前記冷媒
の分配比率、または前記冷却水流路からの前記第一熱交換器への前記冷却水の供給量を制
御する熱交換量制御装置とを有し、
該冷水供給量制御装置は、前記圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる
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再生器の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内
圧が前記基準圧力を下回るように前記第二熱交換器への前記冷水の供給量を制御し、
前記熱交換量制御装置は、前記圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる
再生器の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内
圧が前記基準圧力を下回るように、前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器に対する前記
冷媒の分配比率、または前記第一熱交換器への前記冷却水の供給量を制御する構成とされ
ている多重効用吸収冷凍機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、多重効用吸収冷凍機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
吸収冷凍機は、低温負荷に接続されて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、冷水と冷媒との間での熱交換を行う蒸発器とを有している。蒸発器では
、冷水流路内を流通する冷水によって低温負荷に冷熱が供給されて低温負荷の冷却が行わ
れるとともに、蒸発器内部の冷媒が低温負荷の冷却に使用された冷水の熱を奪って蒸発す
ることで冷水が冷却されて、再び低温負荷の冷却に使用される。
【０００３】
また、吸収冷凍機は、内部に冷媒を吸収する吸収液が貯留され、冷媒蒸気の吸収液への
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吸収を行う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
内で発生した冷媒蒸気が吸収器内に回収されて吸収液に吸収されることにより、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。さらに
、吸収冷凍機は、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、吸収冷凍機の連続運転が可能となって
いる。
【０００４】
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
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媒の吸収能力が高くなる。このため、吸収冷凍機には、内部に冷却水が循環流通される冷
却水流路が設けられており、冷却水流路内を流通する冷却水によって吸収器内の吸収液の
熱を奪っ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。
冷却水流路は、例えば屋外に設置された冷却塔と接続されており、吸収液の冷却に使用
された冷却水は、冷却塔に送り込まれて外気によって冷却されたのち、再び吸収液の冷却
に利用される（すなわち、この冷却水は、冷水流路内の冷水よりも高温である）。
【０００５】
吸収冷凍機としては、再生器として、高温再生器と、中温再生器と、低温再生器との三
段の再生器を有する三重効用吸収冷凍機がある。三重効用吸収冷凍機は、熱源によって高
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温再生器内の吸収液を加熱することによってこの吸収液から冷媒を蒸発させ、高温再生器
で発生した冷媒蒸気の熱を利用して中温再生器内の吸収液を加熱し、中温再生器で発生し
た冷媒蒸気の熱を利用して低温再生器内の吸収液を加熱する構成とされており、これによ
って熱の利用効率を向上させている。
三重効用吸収冷凍機としては、例えば後記の特許文献１に記載の三重効用吸収式冷凍機
が知られている。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００−５５４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
三重効用吸収冷凍機においては、真夏など、外気温が高くなる時期には、冷却水の温度
が上昇するため、凝縮器内の温度も上昇する。すると、再生器のうち吸収液の温度が最も
低くなる低温再生器での吸収液の再生を良好に行うためには、低温再生器に供給される冷
媒蒸気の温度（すなわち高温再生器内で発生する冷媒蒸気の温度）をより高温とする必要
がある。その結果、高温再生器の内部圧力が大気圧を越える高圧となる。このため、高温
再生器を構成する容器は加圧容器となってしまい、三重効用吸収冷凍機には、運転のため
に特別な資格が必要となるなど、法的な制限がかかるようになってしまう。また、高温再
生器の内圧が高圧になる場合には、高温再生器の強度を確保するために、高温再生器の肉
厚を十分に確保する必要があり、製造コストが増加してしまう。また、吸収液は高温にな
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るほど腐食性が上がるため、耐腐食対策のコストも増加してしまう。
【０００８】
引用文献１に記載の三重効用吸収式冷凍機では、高温再生器において発生する蒸気（冷
媒蒸気）の一部または全部を中温再生器に供給するバイパス通路と、このバイパス通路を
開閉する弁とを設け、真夏の最大負荷時には弁を開放して従来の二重効用吸収式冷凍機と
して運転する構成を採用することによって、高温再生器の内圧上昇を回避している。
しかし、このような構成では、弁を開閉することによって三重効用吸収式冷凍機を構成
する各部の内圧が変動して、三重効用吸収式冷凍機の動作に影響を及ぼす。このため、引
用文献１に記載の三重効用吸収式冷凍機では、運転中に弁を操作すると、安定した運転を
継続することが困難であった。
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【０００９】
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、法的制限や製造コストを抑
えつつ、真夏でも安定した連続運転が可能な多重効用吸収冷凍機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】
【００１０】
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、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蒸発器と、内部が前記蒸発器と接続されるとともに前記
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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
吸収器と、該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
させる複数段の再生器と、該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、
前記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、前記冷水流路
と前記冷却水流路とを接続するバイパス流路と、該バイパス流路を流通する流体の流量を
制御する流量調整バルブと、前記再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧を検出す
る圧力検出装置と、該圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる再生器の内
圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が前記基
準圧力を下回るように前記流量調整バルブの開度を制御するバルブ制御装置とを有してお
り、前記冷却水流路が、前記凝縮器に対しても前記冷却水の冷熱を供給する構成とされて
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いる多重効用吸収冷凍機を提供する。
【００１１】
このように構成される多重効用吸収冷凍機では、再生器のうち内圧が最も高くなる再生
器の内圧が、基準圧力に達すると、バルブ制御装置が流量調整バルブの開度を制御する（
開度を大きくする）。これにより、冷水流路内の冷水（この冷水は外気温よりも低温であ
る）の冷却水流路内への供給量が増加し、冷却水の温度が低下する。
冷却水流路は、凝縮器に対しても冷却水の冷熱を供給する構成とされているので、この
ように冷却水の温度が低下することによって、凝縮器内の温度が低下して、凝縮器による
冷媒蒸気の凝縮能力が向上する。
これにより、各再生器の温度を低下させることができるので、内圧が最も高くなる再生
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器の内圧が、基準圧力以下に保たれることになる。
【００１２】
ここで、冷却水流路への冷水の供給量を必要最小限にすると、蒸発器から冷水に供給さ
れた冷熱のうち、凝縮器に供給される冷熱が最小限に抑えられて、冷水の冷熱を低温負荷
に効率よく供給することができるので、多重効用吸収冷凍機の性能を最大限に発揮するこ
とができる。このため、バルブ制御装置は、例えば真夏以外の時期における通常運転時な
ど、内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準圧力を下回っている状態では、多重効用吸収
冷凍機の性能を最大限に発揮することができるよう、流量調整バルブの開度を最小限にす
る構成とすることが好ましい。
【００１３】
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また、本発明は、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蒸発器と、内部が前記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吸収
器と、該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
る複数段の再生器と、該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、前記
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、前記再生器のうち
内圧が最も高くなる再生器の内圧を検出する圧力検出装置と、前記冷水流路内を流通する
前記冷水と前記冷却水流路内を流通する前記冷却水との間で熱交換を行う熱交換器と、該
熱交換器への前記冷水の供給量を制御する冷水供給量制御装置とを有し、該冷水供給量制
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御装置は、前記圧力検出装置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が基
準圧力に達したかどうかを判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が前記基準圧力
を下回るように前記冷水の供給量を制御する構成とされ、前記冷却水流路が、前記凝縮器
に対しても前記冷却水の冷熱を供給する構成とされている多重効用吸収冷凍機を提供する
。
【００１４】
このように構成される多重効用吸収冷凍機では、再生器のうち内圧が最も高くなる再生
器の内圧が、基準圧力に達すると、冷水供給量制御装置が熱交換器への冷水の供給量を増
加させる。これにより、冷水流路内の冷水（外気温以下の温度の冷水）と冷却水流路内の
冷却水との間での熱交換量が増加して、冷却水の温度が低下する。

40

冷却水流路は、凝縮器に対しても冷却水の冷熱を供給する構成とされているので、この
ように冷却水の温度が低下することによって、凝縮器内の温度が低下して、凝縮器による
冷媒蒸気の凝縮能力が向上する。
これにより、各再生器の温度を低下させることができるので、内圧が最も高くなる再生
器の内圧が、基準圧力以下に保たれることになる。
【００１５】
さらに、この多重効用吸収冷凍機では、冷水流路と冷却水流路とが独立しており、冷却
塔等によって外気と接触させられる冷却水（すなわち汚染の可能性のある水）が冷水と交
わらない。このため、この多重効用吸収冷凍機では、冷却水による冷水の汚染が生じない
ので、冷水の水質管理の手間が不要となる。
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【００１６】
ここで、熱交換器への冷水の供給量を必要最小限にすると、蒸発器から冷水に供給され
た冷熱のうち、凝縮器に供給される冷熱が最小限に抑えられて、冷水の冷熱を低温負荷に
効率よく供給することができるので、多重効用吸収冷凍機の性能を最大限に発揮すること
ができる。このため、冷水供給量制御装置は、例えば真夏以外の時期における通常運転時
など、内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準圧力を下回っている状態では、多重効用吸
収冷凍機の性能を最大限に発揮することができるよう、熱交換器への冷水の供給量を最小
限にする構成とすることが好ましい。
【００１７】
また、本発明は、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、
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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蒸発器と、内部が前記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吸収
器と、該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
る複数段の再生器と、該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、前記
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、前記凝縮器に対し
て冷熱を供給する冷媒が循環流通される凝縮器用冷媒流路と、前記冷却水流路内を流通す
る前記冷却水と前記凝縮器用冷媒流路内を流通する前記冷媒との間で熱交換を行う第一熱
交換器と、前記凝縮器用冷媒流路に対して前記第一熱交換器と並列または直列に接続され
て前記冷水流路内を流通する前記冷水と前記凝縮器用冷媒流路内を流通する前記冷媒との
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間で熱交換を行う第二熱交換器と、前記再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧を
検出する圧力検出装置と、前記第二熱交換器への前記冷水の供給量を制御する冷水供給量
制御装置と、前記凝縮器用冷媒流路からの前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器に対す
る前記冷媒の分配比率、または前記冷却水流路からの前記第一熱交換器への前記冷却水の
供給量を制御する熱交換量制御装置とを有し、該冷水供給量制御装置は、前記圧力検出装
置の出力に基づいて前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準圧力に達したかどうかを
判定し、前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が前記基準圧力を下回るように前記第二熱
交換器への前記冷水の供給量を制御し、前記熱交換量制御装置は、前記圧力検出装置の出
力に基づいて前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し
、前記内圧が最も高くなる再生器の内圧が前記基準圧力を下回るように、前記第一熱交換

30

器及び前記第二熱交換器に対する前記冷媒の分配比率、または前記第一熱交換器への前記
冷却水の供給量を制御する構成とされている多重効用吸収冷凍機を提供する。
【００１８】
このように構成される多重効用吸収冷凍機では、冷却水流路内の冷却水と凝縮器用冷媒
流路内の冷媒との間、及び冷水流路内の冷水と凝縮器用冷媒流路内の冷媒との間での熱交
換が行われて、凝縮器用冷媒流路内の冷媒に冷熱が供給される。
これにより、凝縮器内の温度が低下して、凝縮器による冷媒蒸気の凝縮能力が向上する
。
この多重効用吸収冷凍機では、再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧が、基準
圧力に達すると、冷水供給量制御装置が、第二熱交換器への冷水の供給量を増加させる。

40

これにより、冷却水流路内の冷却水よりも低温である冷水流路内の冷水と凝縮器用冷媒
流路内の冷媒との間での熱交換量が増加して、凝縮器用冷媒流路内の冷媒の温度がさらに
低下する。
すると、凝縮器内の温度がさらに低下して、凝縮器による冷媒蒸気の凝縮能力が向上す
るので、各再生器の温度が低下する。これにより、各再生器の温度を低下させることがで
きるので、内圧が最も高くなる再生器の内圧が、基準圧力以下に保たれることになる。
また、この多重効用吸収冷凍機では、再生器のうち内圧が最も高くなる再生器の内圧が
、基準圧力に達すると、熱交換量制御装置が、前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器に
対する前記冷媒の分配比率、または前記第一熱交換器への前記冷却水の供給量を制御する
。例えば、第二熱交換器に対する冷媒の供給量を増加させることで、第二熱交換器による
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熱交換量が増加し、凝縮器に対して供給される冷熱のうち、冷水からの冷熱の割合が増加
する。冷水の温度は冷却水よりも低いので、これにより、凝縮器に対してより多くの冷熱
を供給することができ、凝縮器による冷媒蒸気の凝縮能力をさらに向上させることができ
る。
また、第一熱交換器に供給される冷却水の流量を増加させることで、第一熱交換器によ
る熱交換量が増加する。これにより、凝縮器に対してより多くの冷熱を供給することがで
き、凝縮器による冷媒蒸気の凝縮能力をさらに向上させることができる。
【００１９】
また、この多重効用吸収冷凍機では、冷却水流路は、冷水流路及び凝縮器用冷媒流路と
独立しており、冷却塔等によって外気と接触させられる冷却水が冷水や冷媒と交わらない

10

。このため、この多重効用吸収冷凍機では、冷却水による冷水や冷媒の汚染が生じないの
で、冷水や冷媒の水質管理の手間が不要となる。
【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る多重効用吸収冷凍機では、上記のように、内圧が最も高くなる再生器の内
圧に応じて凝縮器への冷熱の供給量が連続的に制御されて、再生器の段数を変更すること
なしに、内圧が最も高くなる再生器の内圧が常に基準圧力以下に保たれる。
ここで、基準圧力としては、例えば、多重効用吸収冷凍機の運転に法的な制限が加わら
ない圧力範囲の上限値や、強度設計上、再生器を構成する容器の肉厚が一段少なくて済む
内圧の範囲の上限値（製造コストを増加させずにすむ内圧の範囲の上限値）が用いられる
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。
このため、本発明に係る多重効用吸収冷凍機によれば、法的制限や製造コストを抑えつ
つ、真夏でも安定した連続運転が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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。
本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機１は、内部に外気温よりも低温の冷水が循環流通
される冷水流路２と、内部に冷媒（例えば水）が貯留され冷水と冷媒との間での熱交換を
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行う蒸発器３と、内部に冷媒を吸収する吸収液（例えば臭化リチウム）が貯留される吸収
器４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複数
段の再生器５と、再生器５で発生した冷媒蒸気を凝縮させて液化する凝縮器６とを有して
いる。
【００２２】
冷水流路２は、内部を流通する冷水によって、低温負荷Ｃ（例えば空気調和装置の室内
熱交換器等）に対して冷熱を供給するものである。蒸発器３は、内部に貯留される冷媒に
冷水流路２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、蒸発器３
は、冷媒を気化させるとともに、冷水流路２内の冷水の冷却を行うものである。
吸収器４は、内部が蒸発器３内と接続されており、これによって蒸発器３内で発生した

40

冷媒蒸気が吸収器４内の吸収液に吸収されるようになっている。このように蒸発器３内で
発生した冷媒蒸気が吸収器４内に取り込まれることにより、蒸発器３の内圧が高真空状態
に保たれて、蒸発器３内での冷媒の蒸発が継続される。
【００２３】
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。この多重効用吸収冷凍機１には、内部に冷却水が循環流通され
る冷却水流路７が設けられており、これによって、冷却水流路７内を流通する冷却水によ
って吸収器４内の吸収液の熱を奪っ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。
冷却水流路７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、冷却水
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流路７において冷却塔ＣＴの下流側かつ吸収器４の上流側の部位には、送水ポンプ７ａが
設けられており、これによって冷却水流路７内で冷却水が循環させられるようになってい
る。
このような構成により、冷却水流路７内を流通する冷却水のうち、吸収液の冷却に使用
された冷却水は、冷却塔ＣＴに送り込まれて外気によって冷却されたのち、再び吸収液の
冷却に利用される（すなわち、この冷却水の温度は外気温と同程度であり、冷水流路２内
の冷水に比べると高温である）。
【００２４】
吸収器４と各再生器５とは、それぞれ希吸収液流路１１を介して接続されており、吸収
器４内で使用された希吸収液が希吸収液流路１１を通じて各再生器５に分配されるように

10

なっている。
再生器５には、ボイラー等の任意の熱源から希吸収液を加熱するための熱が供給されて
おり、これによって吸収器４から再生器５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。
各再生器５と吸収器４とは、吸収液回収流路１２を介して接続されており、各再生器５
によって冷媒と分離されて濃縮された吸収液（濃吸収液）が吸収液回収流路１２を通じて
吸収器４に回収されて、冷媒蒸気の吸収に再利用されるようになっている。
凝縮器６と蒸発器３とは、第一冷媒回収流路１３を介して接続されており、凝縮器６に
よって液化された冷媒は、第一冷媒回収流路１３を通じて蒸発器３内に回収されて、冷水
の冷却に再利用されるようになっている。
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【００２５】
本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機１は、再生器５として、高温再生器２１と、中温
再生器２２と、低温再生器２３との三段の再生器を有している。
以下、この多重効用吸収冷凍機１における各再生器５と他の装置との接続形態について
説明する。
【００２６】
吸収器４と低温再生器２３とは、第一希吸収液流路１１ａ及び第一吸収液回収流路１２
ａを介して接続されている。これにより、吸収器４内で冷媒を吸収して希釈された希吸収
液が、第一希吸収液流路１１ａを通じて低温再生器２３内に供給されるとともに、低温再
生器２３内で冷媒と分離されて濃縮された濃吸収液が第一吸収液回収流路１２ａを通じて
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吸収器４に回収されるようになっている。
また、多重効用吸収冷凍機１には、第一希吸収液流路１１ａ内を流通する希吸収液と第
一吸収液回収流路１２ａ内を流通する濃吸収液との間で熱交換を行う低温側熱交換器２６
が設けられている。これにより、第一希吸収液流路１１内を流通する希吸収液は、低温側
熱交換器２６を通過することで、第一熱交換器２６を通じて吸収器４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。
【００２７】
中温再生器２２は、第一希吸収液流路１１ａにおいて低温側熱交換器２６による熱交換
が行われる部位よりも下流側の部位に対して、第二希吸収液流路１１ｂを介して接続され
ている。これにより、中温再生器２２には、低温側熱交換器２６を通過して温度が上昇し
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た希吸収液が供給されるようになっている。
中温再生器２２は、第一吸収液回収流路１２ａにおいて低温側熱交換器２６による熱交
換が行われる部位よりも上流側の部位に対して、第二吸収液回収流路１２ｂを介して接続
されている。これにより、中温再生器２２内で冷媒と分離されて濃縮された濃吸収液が第
二吸収液回収流路１２ｂ及び第一吸収液回収流路１２ａを通じて吸収器４に回収されると
ともに、低温側熱交換器２６を通過する希吸収液が、中温再生器２２を通じて吸収器４に
戻される濃吸収液の熱も受けてさらに温度が上昇するようになっている。
【００２８】
また、多重効用吸収冷凍機１には、第二希吸収液流路１１ｂ内を流通する希吸収液と第
二吸収液回収流路１２ｂ内を流通する濃吸収液との間で熱交換を行う中温側熱交換器２７

50

(9)

JP 2007‑333342 A 2007.12.27

が設けられている。これにより、第二希吸収液流路１１ｂ内を流通する希吸収液は、中温
側熱交換器２７を通過することで、第二吸収液回収流路１２ｂ内を流通する濃吸収液の熱
を受けて温度が上昇するようになっている。
【００２９】
高温再生器２１は、第二希吸収液流路１１ｂにおいて中温側熱交換器２７による熱交換
が行われる部位よりも下流側の部位に対して、第三希吸収液流路１１ｃを介して接続され
ている。これにより、高温再生器２１には、中温側熱交換器２７を通過して温度が上昇し
た希吸収液が供給されるようになっている。
高温再生器２１は、第二吸収液回収流路１２ｂにおいて中温側熱交換器２７による熱交
換が行われる部位よりも上流側の部位に対して、第三吸収液回収流路１２ｃを介して接続

10

されている。これにより、高温再生器２１内で冷媒と分離されて濃縮された濃吸収液が第
三吸収液回収流路１２ｃ、第二吸収液回収流路１２ｂ、及び第一吸収液回収流路１２ａを
通じて吸収器４に回収されるとともに、中温側熱交換器２７を通過する希吸収液が、中温
再生器２２を通じて吸収器４に戻される濃吸収液の熱も受けてさらに温度が上昇するよう
になっている。
【００３０】
また、多重効用吸収冷凍機１には、第三希吸収液流路１１ｃ内を流通する希吸収液と第
三吸収液回収流路１２ｃ内を流通する濃吸収液との間で熱交換を行う高温側熱交換器２８
が設けられている。これにより、第三希吸収液流路１１ｃ内を流通する希吸収液は、高温
側熱交換器２８を通過することで、第三吸収液回収流路１２ｃ内を流通する濃吸収液の熱
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を受けて温度が上昇するようになっている。
本実施形態で示す吸収液の流通方法は、一般にパラレルフローと呼ばれる方式である。
ここで、本発明では、これに限られることなく、吸収液の流通方法として、吸収器４と高
温再生器２１とに流し、高温再生器２１で濃縮された吸収液を中温再生器２３でさらに濃
縮した後、吸収器４に戻すシリーズフロー、及び、逆に低温再生器２３から順に中温再生
器２２、高温再生器２１に溶液を流して吸収器４に戻すリバースフロー等の他の方式を採
用しても問題はない。
【００３１】
また、本実施形態では、多重効用吸収冷凍機１には、冷却器３１が、冷却水流路７のう
ち、吸収器４と冷却塔ＣＴとの間に位置する部位に挿通されている。これによって、冷却
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器３１には、冷却水流路７内を流通する冷却液の冷熱が供給されて、この冷熱によって凝
縮冷媒の冷却が行われるようになっている。
高温再生器２１内で発生した高温の冷媒蒸気は、高温冷媒回収流路３３を通って中温再
生器２２に供給され、これによって、高温再生器２１内で発生した高温の冷媒蒸気が、中
温再生器２２での吸収液の再生のための熱源として利用され凝縮した後、この凝縮冷媒が
冷却器３１に供給されるようになっている。
【００３２】
中温再生器２２内で発生した高温の冷媒蒸気は高温冷媒回収流路３４を通って低温再生
器２２内に供給され、これによって、高温再生器２１内で発生した高温の冷媒蒸気が、中
温再生器２３での吸収液の再生のための熱源として利用され凝縮した後、この凝縮冷媒が
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冷却器３１に供給されるようになっている。
低温再生器２３は、凝縮器６に対して低温冷媒回収流路３５を介して接続されており、
これによって低温再生器２３内で発生した冷媒蒸気が、凝縮器６によって液化されて、再
び蒸発器３に送り込まれるようになっている。
【００３３】
さらに、本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機１では、冷却水流路７が、凝縮器６に対
しても冷却水の冷熱を供給する構成とされている。具体的には、冷却水流路７には、冷却
水を迂回させる枝管として、凝縮器用冷却水流路７ｂが設けられている。凝縮器用冷却水
流路７ｂの一部は、凝縮器６に挿通されており、これによって、冷却水流路７内を流通す
る冷却液のうち、凝縮器用冷却水流路７ｂ内を流通する冷却液によって、凝縮器６に冷媒
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の凝縮のための冷熱が供給されるようになっている。
【００３４】
ここで、凝縮器用冷却水流路７ｂは、冷却水流路７のどの部分から分岐されていてもよ
い。本実施形態では、凝縮器用冷却水流路７ｂの上流端は、冷却液供給路７において冷却
水が最も低温となる部分（すなわち冷却塔ＣＴの下流側かつ蒸発器３に挿通される部位よ
りも上流側となる部位）から分岐されている。これによって、凝縮器６により多くの冷熱
が供給されるようになっている。
また、本実施形態では、凝縮器用冷却水流路７ｂの下流端は、冷却液供給路７において
凝縮器用冷却水流路７ｂの上流端との接続部位と凝縮器４との間に位置する部位に接続さ
れている。

10

【００３５】
さらに、本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機１には、冷水流路２と凝縮器用冷却水流
路７ｂとを接続するバイパス流路４１と、バイパス流路４１を流通する流体の流量を制御
する流量調整バルブ４２と、高温再生器２１（再生器５のうち内圧が最も高くなる再生器
）の内圧を検出する圧力検出装置４３と、圧力検出装置４３の出力に基づいて高温再生器
２１の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、高温再生器２１の内圧が基準圧力を下
回るように流量調整バルブ４２の開度を制御する制御装置４４（バルブ制御装置）とが設
けられている。
ここで、基準圧力としては、例えば、多重効用吸収冷凍機１の運転に法的な制限が加わ
らない圧力範囲の上限値や、強度設計上、高温再生器２１を構成する容器の肉厚が一段少

20

なくて済む内圧の範囲の上限値（製造コストを増加させずにすむ内圧の範囲の上限値）や
、高温再生器２１内での吸収液の温度が高温再生器２１の耐腐食対策のコストが一段少な
くて済む温度範囲に収まる圧力範囲の上限値（製造コストを増加させずにすむ内圧の範囲
の上限が用いられる。
【００３６】
本実施形態では、バイパス流路４１として、冷水流路２において低温負荷Ｃの下流側か
つ蒸発器３の上流側となる部位と凝縮器用冷却水流路７ｂにおいて凝縮器６よりも上流側
の部位とを接続する上流側バイパス流路４１ａと、凝縮器用冷却水流路７ｂにおいて凝縮
器６よりも下流側の部位と冷水流路２とを接続する下流側バイパス流路４１ｂとが設けら
れている。これにより、上流側バイパス流路４１ａを通じて冷水が凝縮器用冷却水流路７
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ｂに供給されるとともに、下流側バイパス流路４１ｂを通じて凝縮器用冷却水流路７ｂか
ら冷却水と冷水との混合物が冷水流路２内に還元されるので、冷水流路２内の冷水の量が
維持されて、冷水流路２による冷熱の搬送性能が維持される。
【００３７】
なお、下流側バイパス流路４１ｂは、冷水流路２の任意の位置に接続することができる
。本実施形態では、下流側バイパス流路４１ｂは、冷水流路２において上流側バイパス流
路４１ａとの接続部の下流側かつ蒸発器３の上流側の部位に接続されている。これにより
、下流側バイパス流路４１ｂから還元された冷却水と冷水との混合物が、蒸発器３内の冷
媒によって熱を奪われたのちに低温負荷Ｃに送り込まれることになり、低温負荷Ｃへの冷
熱の供給を安定して行うことができる。

40

【００３８】
また、本実施形態では、制御装置４４は、高温再生器２１の内圧が基準圧力に達してい
ない場合には、冷水のバイパス流量（上流側バイパス流路４１ａにおける冷水の流量）を
小さくする構成とされている。すなわち、制御装置４４は、冷水のバイパス流量を、常に
最小限にする構成とされている。
【００３９】
このように構成される多重効用吸収冷凍機１では、再生器５のうち内圧が最も高くなる
高温再生器２１の内圧が基準圧力に達すると、制御装置４４が流量調整バルブ４２の開度
を制御する。これにより、凝縮器用冷却水流路７ｂ内への冷水流路２内の冷水の供給量が
増加し、冷却水の温度が低下する。
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凝縮器用冷媒流路７ｂは、凝縮器６に対しても冷却水の冷熱を供給する構成とされてい
るので、このように冷却水の温度が低下することによって、凝縮器６内の温度が低下して
、凝縮器６による冷媒蒸気の凝縮能力が向上する。
これにより、各再生器５の温度を低下させることができるので、内圧が最も高くなる高
温再生器の内圧が低下する。
【００４０】
すなわち、この多重効用吸収冷凍機１では、例えば真夏など、外気温が高い状態で運転
を行っても、高温再生器２１の内圧が常に基準圧力以下に保たれることになる。
前記のように、基準圧力としては、例えば、多重効用吸収冷凍機１の運転に法的な制限
が加わらない圧力範囲の上限値や、強度設計上、高温再生器２１を構成する容器の肉厚が

10

一段少なくて済む内圧の範囲の上限値（製造コストを増加させずにすむ内圧の範囲の上限
値））や、高温再生器２１内での吸収液の温度が高温再生器２１の耐腐食対策のコストが
一段少なくて済む温度範囲に収まる圧力範囲の上限値（製造コストを増加させずにすむ内
圧の範囲の上限が用いられる。
このため、本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機１によれば、法的制限や製造コストを
抑えつつ、真夏でも安定した連続運転が可能である。
【００４１】
さらに、本実施形態では、制御装置４４は、流量調整バルブ４２の開度を最小限（全閉
も含む）にするので、凝縮器用冷却水流路７ｂへの冷水の供給が常に最小限となる。これ
により、蒸発器３から冷水に供給された冷熱のうち、凝縮器６に供給される冷熱が常に最
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小限に抑えられて、冷水の冷熱を低温負荷Ｃに効率よく供給することができるので、多重
効用吸収冷凍機１の性能を最大限に発揮することができる。
【００４２】
ここで、本実施形態では、冷却水流路７に凝縮器用冷却水流路７ｂを設けた例を示した
が、これに限られることなく、凝縮器用冷却水流路７ｂを省略し、バイパス流路４１を冷
却水流路７に直接接続するとともに冷却水流路７の一部を凝縮器６に挿通してもよい。
また、本実施形態では、高温冷媒回収流路３３を冷却器３１に接続した例を示したが、
これに限られることなく、冷却器３１を省略して、高温冷媒高温再生器２１を凝縮器６に
接続してもよい。この場合には、高温再生器２１で発生した冷媒蒸気及び中温再生器２２
で発生した冷媒蒸気が、低温再生器２３で発生した冷媒蒸気とともに、凝縮器６内で液化
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されて、第一冷媒回収流路３１を通じて再び蒸発器３に送り込まれる。
また、本実施形態では、本発明を、三段の再生器５を有する三重効用吸収冷凍機に適用
した例を示したが、これに限られることなく、本発明を、さらに多段の再生器５を有する
多重効用吸収冷凍機や二重効用吸収冷凍機に適用してもよい。
【００４３】
［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。
本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機５１は、第一実施形態に示した多重効用吸収冷凍
機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多重効用吸収冷凍機
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。
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本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機５１は、第一実施形態に示した多重効用吸収冷凍
機１において、バイパス流路４１及び流量調整バルブ４２をなくし、代わりに、冷水流路
２内を流通する冷水と凝縮器用冷却水流路７ｂ内を流通する冷却水との間で熱交換を行う
熱交換器５２と、熱交換器５２への冷水の供給量を制御する冷水供給量制御装置とを設け
たものである。
【００４４】
本実施形態では、冷水流路２に対して、冷水を迂回させて熱交換器５２を通過させる枝
管である熱交換用冷水流路５３と、冷水流路２から熱交換用冷水流路５３に流入する冷水
の流量を調整する流量調整バルブ５４とが設けられている。
また、本実施形態では、制御装置４４は、圧力検出装置４３の出力に基づいて高温再生

50

(12)

JP 2007‑333342 A 2007.12.27

器２１の内圧が基準圧力に達したかどうかを判定し、高温再生器２１の内圧が基準圧力を
下回るように流量調整バルブ５４の開度を制御して、熱交換器５２への冷水の供給量を増
加させる構成とされている。すなわち、流量調整バルブ５４と制御装置４４とは、熱交換
器５２への冷水の供給量を制御する冷水供給量制御装置を構成している。
【００４５】
ここで、熱交換用冷水流路５３の上流端は、冷水流路２のうち、第一実施形態における
上流側バイパス流路４１ａとの接続位置と同じ位置に接続される。また、熱交換用冷水流
路５３の下流端は、冷水流路２のうち、第一実施形態における下流側バイパス流路４１ｂ
との接続位置と同じ位置に接続される。
これにより、熱交換用冷水流路５３を通過した冷水が、蒸発器３内の冷媒によって熱を

10

奪われたのちに低温負荷Ｃに送り込まれることになり、低温負荷Ｃへの冷熱の供給を安定
して行うことができる。
【００４６】
このように構成される多重効用吸収冷凍機５１では、高温再生器２１の内圧が基準圧力
に近付くと、冷水供給量制御装置が熱交換器５２への冷水の供給量を増加させる。これに
より、外気温以下の温度である熱交換用冷水流路５３内の冷水と冷却水流路７内の冷却水
との間での熱交換量が増加して、冷却水の温度が低下する。
このように冷却水の温度が低下することによって、凝縮器６内の温度が低下して、凝縮
器６による冷媒蒸気の凝縮能力が向上する。
これにより、各再生器５の温度を低下させることができるので、高温再生器２１の内圧
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が、基準圧力以下に保たれることになる。
【００４７】
さらに、この多重効用吸収冷凍機５１では、冷水流路２と冷却水流路７とが独立してお
り、冷却塔ＣＬによって外気と接触させられる冷却水（すなわち汚染の可能性のある水）
が冷水と交わらない。このため、この多重効用吸収冷凍機５１では、冷却水による冷水の
汚染が生じないので、冷水の水質管理の手間が不要となる。
【００４８】
ここで、熱交換器５２への冷水の供給量を必要最小限にすると、蒸発器３から冷水に供
給された冷熱のうち、凝縮器６に供給される冷熱が最小限に抑えられて、冷水の冷熱を低
温負荷Ｃに効率よく供給することができるので、多重効用吸収冷凍機５１の性能を最大限
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に発揮することができる。このため、制御装置４４は、例えば真夏以外の時期における通
常運転時など、高温再生器２１の内圧が基準圧力を下回っている状態では、多重効用吸収
冷凍機５１の性能を最大限に発揮することができるよう、流量調整バルブ５４の開度を最
小限にして、熱交換器５２への冷水の供給量を最小限にする構成とすることが好ましい。
【００４９】
［第三実施形態］
次に、本発明の第三実施形態について、図３を用いて説明する。
本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機６１は、第二実施形態に示した多重効用吸収冷凍
機５１の一部構成を変更したものである。以下、第二実施形態に示した多重効用吸収冷凍
機５１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
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。
【００５０】
本実施形態に係る多重効用吸収冷凍機６１は、第二実施形態に示した多重効用吸収冷凍
機５１において、熱交換器５２をなくし、代わりに、凝縮器６に対して冷熱を供給する冷
媒（例えば水等）が循環流通される凝縮器用冷媒流路６２と、凝縮器用冷却水流路７ｂ内
を流通する冷却水と凝縮器用冷媒流路６２内を流通する冷媒との間で熱交換を行う第一熱
交換器６３と、凝縮器用冷水流路５３内を流通する冷水と凝縮器用冷媒流路６２内を流通
する冷媒との間で熱交換を行う第二熱交換器６４とを設けている。
【００５１】
第一熱交換器６３と第二熱交換器６４とは、凝縮器用冷媒流路６２に対して並列に接続

50

(13)

JP 2007‑333342 A 2007.12.27

されている。
凝縮器用冷媒流路６２には、冷媒を循環させるための圧送ポンプ６６と、第二熱交換器
６４への冷媒の供給量を制御する流量制御バルブ６７とが設けられている。
また、制御装置４４は、圧力検出装置４３の出力に基づいて高温再生器２１の内圧が基
準圧力に達したかどうかを判定し、高温再生器２１の内圧が基準圧力を下回るように、凝
縮器用冷媒流路６２からの第一熱交換器６３及び第二熱交換器６４に対する冷媒の分配比
率を制御する構成とされている。
すなわち、制御装置４４、流量調整バルブ５４、及び流量調整バルブ６７は、凝縮器用
冷媒流路６２からの第一熱交換器６３及び第二熱交換器６４に対する冷媒の分配比率を制
御する熱交換量制御装置を構成している。

10

【００５２】
このように構成される多重効用吸収冷凍機では、凝縮器用冷却水流路７ｂ内の冷却水と
凝縮器用冷媒流路６２内の冷媒との間、及び凝縮器用冷水流路５３内の冷水と凝縮器用冷
媒流路６２内の冷媒との間での熱交換が行われて、凝縮器用冷媒流路６２内の冷媒に冷熱
が供給される。
これにより、凝縮器６内の温度が低下して、凝縮器６による冷媒蒸気の凝縮能力が向上
する。
この多重効用吸収冷凍機６１では、第二実施形態に示す多重効用吸収冷凍機５１と同様
に、高温再生器２１の内圧が基準圧力に達すると、冷水供給量制御装置が、流量調整バル
ブ５４の開度を増加させて、第二熱交換器６４への冷水の供給量を増加させる。
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これにより、凝縮器用冷却水流路７ｂ内の冷却水よりも低温である凝縮器用冷水流路５
３内の冷水と凝縮器用冷媒流路６２内の冷媒との間での熱交換量が増加して、凝縮器用冷
媒流路６２内の冷媒の温度がさらに低下する。
すると、凝縮器６内の温度がさらに低下して、凝縮器６による冷媒蒸気の凝縮能力が向
上するので、各再生器５の温度が低下する。これにより、各再生器５の温度を低下させる
ことができるので、高温再生器２１の内圧が、基準圧力以下に保たれることになる。
また、この多重効用吸収冷凍機６１では、高温再生器２１の内圧が基準圧力に達すると
、制御装置４４が、第一熱交換器６３及び第二熱交換器６４に対する冷媒の分配比率を制
御する。具体的には、流量調整バルブ６７の開度を大きくして、第二熱交換器６４に対す
る冷媒の供給量を増加させることで、第二熱交換器６４による熱交換量が増加し、凝縮器
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６に対して供給される冷熱のうち、冷水（冷却水よりも低温である）からの冷熱の割合が
増加する。これにより、凝縮器６に対してより多くの冷熱を供給することができ、凝縮器
６による冷媒蒸気の凝縮能力をさらに向上させることができる。
【００５３】
また、この多重効用吸収冷凍機６１では、凝縮器用冷却水流路７ｂは、凝縮器用冷水流
路５３及び凝縮器用冷媒流路６２と独立しており、冷却塔ＣＴによって外気と接触させら
れる冷却水が冷水や冷媒と交わらない。このため、この多重効用吸収冷凍機６１では、冷
却水による冷水や冷媒の汚染が生じないので、冷水や冷媒の水質管理の手間が不要となる
。
また、上記第三実施形態については、図４に示すように、第一熱交換器６３と第二熱交
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換器６４とを直列に接続し、第一熱交換器６３に対する冷却水の供給量を調整することが
できるように、流量制御バルブ６７は、冷却水流路７において凝縮器用冷却水流路７ｂが
分岐する箇所に設置した構成を採用してもよい。
この場合には、高温再生器２１の内圧が基準圧力に達すると、制御装置４４が、第一熱
交換器６３への冷却水の供給量を制御する。具体的には、制御装置４４は、流量調整バル
ブ６７の開度を大きくして、第一熱交換器６３に供給される冷却水の流量を増加させる。
これにより、第一熱交換器６３による熱交換量が増加する。これにより、凝縮器６に対
してより多くの冷熱を供給することができ、凝縮器６による冷媒蒸気の凝縮能力をさらに
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００５４】
【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
。
【図３】本発明の第三実施形態に係る多重効用吸収冷凍機の構成（第一熱交換器と第二熱
交換器とを並列に接続した構成）を示すブロック図である。
【図４】本発明の第三実施形態に係る多重効用吸収冷凍機の他の構成例（第一熱交換器と
第二熱交換器とを直列に接続した構成）を示すブロック図である。
【符号の説明】
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【００５５】
１，５１，６１
２

冷水流路

３

蒸発器

４

吸収器

５

再生器

６

凝縮器

多重効用吸収冷凍機

７ａ

凝縮器用冷却水流路（冷却水流路）

４１

バイパス流路

４２

流量調整バルブ

４３

圧力検出装置

４４

制御装置（バルブ制御装置、冷水供給量制御装置、熱交換量制御装置）

５２

熱交換器

５３

凝縮器用冷媒流路

５４

流量調整バルブ（バルブ制御装置、冷水供給量制御装置、熱交換量制御装置）

６３

第一熱交換器

６４

第二熱交換器

６７

流量制御バルブ（熱交換量制御装置）
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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