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論 文 内 容 の 要 旨 

現在大量の未利用廃熱が賦存しており，国内の工場等からの発生量は年間で 1,138,383 TJ に達

することが報告されている。これらの未利用廃熱を有効利用することによる省エネルギーと温室効

果ガス排出削減の効果は非常に大きいと想定される。熱回収技術としてヒートポンプ注目されてい

る。中でも吸収式ヒートポンプ（AHP）は熱駆動型の冷凍機としてすでに実用化が図られ，商用

器として市販に至っている。このような AHPをできるだけ低温廃熱でも効率よく駆動するように，

さらなる高性能技術を開発することは，省エネルギー効果を向上させるためにも重要課題である。 

本研究では， 80℃レベルの温排水から，乾燥工程に必要な 120℃以上の乾燥空気と用途の高い

100℃以上のレベルの蒸気を同時生成する臭化リチウム/水系 AHP の開発を行った。AHP は冷凍

モードで利用されることがほとんどであり，排熱の昇温モードで駆動するヒートアップ用としての

実用化例は，まだ極めて限定的である。本研究開発では，スパイラルチューブ垂直管内流下液膜式

を採用した吸収器での吸収液と空気との熱交換により高温空気を生成する簡易装置の開発に加え

て，熱回収型蒸気を同時に生成するハイブリッドプロセスという新たな装置開発を実施した。実証

試験を通して課題の抽出ならびに技術的解決を図りつつ，性能評価試験により検証した。また，臭

化リチウム/水系 AHP の性能向上を目指して，吸収液に吸着剤微粒子を分散させ過飽和状態にす

ることで，臭化リチウム微細結晶をスラリー化させる方式を提案し，スラリー物性及びその蒸気吸

収促進効果について検討を行った。得られた主な研究成果は以下の通りである。 
１）ベンチスケール試験装置を試作し，80℃の温水を熱源として 120℃以上の熱風が安定して生

成されることを実証した。また，生成した熱エネルギーと流体搬送ポンプの消費動力の比で定義さ

れるエネルギー効率比は 20 を超え，臭化リチウム/水系 AHP の有効性を確認した。 
２）試作したベンチスケール装置による試験結果から，熱風生成として吸収器で熱回収後も高温の

吸収液出口温度が得られたため，さらに熱回収ボイラーを設置したところ，120℃以上の熱風と

100℃以上の水蒸気が得られ，これら両熱エネルギー生成のエネルギー効率比は 27 の高い値を達

成した。  

３）本ベンチスケール AHP 装置では吸収器内伝熱管には伝熱促進を目的にスパイラル管を採用し

ている。しかし，平滑管内液膜の熱物質移動に関する研究は過去に報告されているものの，スパイ

ラル管に関する研究は皆無である。そこで，精度の高い AHP 設計に必要なスパイラル管内面を流

下する臭化リチウム吸収液膜熱伝達係数と水蒸気吸収物質移動係数の計測を単一管で行った。液膜

熱伝達係数は液流量またはレイノルズ数（Re）に対して増加し，平滑管とは逆の傾向が見受けら

れた。また，物質移動係数についても，蒸発器側の温度が 60℃以上で水蒸気吸収速度が高い場合

には，平滑管とは逆の Re 数の増加に伴い大きくなることを明らかにし，相関式を提案した。 
４）吸収式ヒートポンプでは，水蒸気吸収に伴い吸収液が希釈され，吸湿性が低下することが，吸

収器性能低減の要因となる。そこで臭化リチウム／水系吸収式ヒートポンプの性能向上を目指して，

吸収液に吸着剤微粒子を分散させ過飽和状態にすることで，臭化リチウム（LiBr）微細結晶をスラリ

ー化させる方式を提案した。結晶スラリーの物性と伝熱特性を確認するため，まず結晶粒度分布と粘

度の計測および液膜伝熱試験を行った。次いで吸収器および再生器内で伝熱面上をスラリーが液膜流
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下する場合を想定して，熱・物質同時移動解析を行い，ヒートポンプ性能に与える微細結晶の効果を

検討した。LiBr 濃度 63。4 %，吸着剤分散濃度 5。56 %，温度 25 ℃の結晶スラリーの粒度分布は

10〜200 m，メジアン径は 57。0 m であった。また，同条件の結晶スラリーの温度 20 ℃のときの

粘度は 1。67×10-2 Pa·s であり，温度変化させて結晶量が増加すると，粘度が増大するものの十分な

流動性が認められた。伝熱平面を流量 3。6〜49。0 ml/s で流下する吸収液膜と熱媒体間の総括熱伝達

係数は 106。5〜892。9 W/(m2•K)であった。吸収液中に分散させた吸着剤が伝熱に与える影響は小さ

く，吸収液流量の増加に伴い総括熱伝達係数は増加した。熱・移動同時移動解析では，吸収器内伝熱

面積 1 m2のとき，水蒸気吸収量は吸収液単独と比較して，過飽和結晶スラリーの結晶溶解効果により

100 %増加することを明らかにした。 

５）吸収式ヒートポンプの吸収器における LiBr 微細結晶スラリーの結晶成長特性及び臭化リチウ

ム/水系 AHP における蒸気吸収性能向上のためのスラリーの有効性を評価した。蒸気吸収ラボス

ケール試験により，吸収液が水蒸気の吸収によって希釈されたとしても，結晶スラリーの溶解によ

って吸収液濃度 60％の均相吸収液に比べて，2 倍以上の蒸気吸収速度が得られることを明らかに

した。このような LiBr 微細結晶スラリーの優れた水蒸気吸収性能と流動性が明らかとなり，吸収

式ヒートポンプの性能向上および高濃度吸収液の結晶化による装置内閉塞等のリスク回避が期待

される成果を得た。 
 以上より，本研究では，廃熱駆動型臭化リチウム/水系吸収式ヒートポンプの設計手法と高性能

化のための知見を得た。 
 

論文審査結果の要旨 

 本研究では，80℃以下の未利用廃熱回収および有効利用を目的に，臭化リチウム/水系ヒートポンプ

で 120℃以上の熱風および水蒸気同時生成という高温生成モード運転のベンチスケール実証試験を行

い，高い熱効率が得られることを実証した。本試験装置では吸収器内の伝熱管にスパイラルチューブ

を用いており，単一管による基礎試験から伝熱及び水蒸気吸収の物質移動促進効果を確認するととも

に，装置設計に必要な相関関係についても導出している。一方でさらなるヒートポンプ性能向上を目

指して，吸収液を LiBr 微細結晶スラリー化する技術を発見して，その結晶粒度や粘度等の基本物性

計測のみならず，水蒸気吸収性能が通常の均一吸収液に比べて 2 倍以上の性能を有することをラボス

ケール試験で明らかにした。これら一連の成果は，従来の吸収式ヒートポンプ性能を飛躍的に向上さ

せるだけでなく， 80℃以下の膨大な未利用廃熱を回収して 120℃以上の高温生成する技術として多様

な用途への展開を可能とする技術に発展させたと言える。 
 このように，本論文は有用な知見を数多く見出しており，新規性，有用性の点で優れていると評価でき

ることから，学位審査委員会は，審査の結果，この論文を学位論文に値するもの判定した。 
 

最終試験結果の要旨 

 学位審査委員会は，提出論文の基礎となる発表論文（査読付き論文 3 編）の内容を確認し，平成 29 年 2
月 20 日に開催された学位論文公聴会における論文提出者との質疑応答と口頭試問などに基づいて審査を

行い，最終試験に合格と判定した。 
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