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1111．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

エネルギーから有効な仕事に変換し利用した後には，ほとんどの場合において 200℃以下

の低質な熱エネルギーが廃棄される．とりわけ 100℃未満となればエネルギー密度が非常に

小さく，回収し再利用するための設備コストが高いために，利用せずそのまま大気に放出

されている．これらの熱エネルギーは，工業プロセスはもちろん，自動車や家庭用の小型

コジェネなど日常生活に身近なところからも利用されずに廃熱として棄てられている． 

 一方で，近年再生可能エネルギーとして利用拡大が世界的に図られているソーラーパワ

ーに関しても，太陽熱利用の利用も見直されつつあり，100℃を大きく下回る温熱を夏季で

も上手に利用できる技術がその利用拡大の鍵になっている． 

 そこで，廃熱を電気エネルギーに代替してエネルギー機器を駆動させれば，エネルギー

利用効率を上げられることにつながると期待し開発に取り組まれているヒートポンプ技術

の一つに，吸着式冷凍機やデシカント空調機がある． 

 

2．．．．吸着現象を利用する吸着現象を利用する吸着現象を利用する吸着現象を利用するヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ 

2-1.    吸着式冷凍機吸着式冷凍機吸着式冷凍機吸着式冷凍機のののの概要概要概要概要 

吸着式冷凍機は、シリカゲル、活性炭、ゼオライトといった吸着剤と、水、アルコールまた

はアンモニアなどの作動媒体の吸・脱着により熱エネルギーを変換するもので、水を作動媒体

としたものは環境破壊が非常に小さく、100℃未満の低質熱エネルギーの回収利用が可能なシ

ステムである。 

作動原理を図１図１図１図１に示す．装置は蒸発器，凝縮器と一対の吸着器から構成され，それぞれがバ

ルブで連結されている．器内は十分に減圧し，吸着質（水，アルコールなど）以外の非凝縮成

分（空気など）はできるだけ排除しておく．吸着器と蒸発器をつなぐと吸着質が蒸発し吸着剤

に吸着される．そのとき，蒸発潜熱によって冷熱を生成し，同時に吸着器で吸着熱を放出する．

吸着質を連続して吸着させるためには，吸着熱を除去し，器外に室外機を通して大気に放熱す

る必要がある． 

一方，吸着質を充分に吸着した後に，再度吸着機能を発現させるためには吸着剤を再生（乾

燥）する．その熱源に廃熱を用いる．脱着した気相の吸着質は凝縮器で冷却され液相に戻り，

蒸発器へ循環する． 

吸着／脱着する温度条件は吸着剤の吸着特性によって決められ，現在市販されている吸着冷

凍機では主にシリカゲルが用いられ，作動温度は例えば冷熱温度：7℃，熱源温度：80℃，冷

却温度（放熱温度）：30℃のように設定される． 

このように，これら一連の吸着／蒸発→脱着／凝縮の操作を回分式に繰り返すと，連続的に

冷熱を生成し，機械圧縮機を熱操作で代替することができる（これを吸着コンプレッサーと呼

ぶこともある）ため，原理的に循環温冷水のポンプ以外にはほとんど動力を消費しない．また，

吸着剤，吸着質ともに環境負荷もほとんどないのが特徴である． 

しかしながら、吸着式冷凍機は二つの大きな課題を抱えており、普及が遅れている。一つは
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装置の体格で二つ目には装置コストがある．吸着式冷凍機の冷凍能力当たりの体積は中型の機

械圧縮式冷凍機と同程度であるが、既に普及している吸収式冷凍機と比較して 2倍以上程度と

大きい。そのために吸着式冷凍機は装置コストも高く，装置のコンパクト化が求められている。 

 

 

2-2.    吸着ヒートポンプの熱サイクル吸着ヒートポンプの熱サイクル吸着ヒートポンプの熱サイクル吸着ヒートポンプの熱サイクル 

吸着式ヒートポンプは吸着材の吸・脱着現象に付随しておこる吸着質の相変化を利用したエ

ネルギー変換機器である。ここで、吸着式ヒートポンプにおける冷熱製造を中心に作動原理を

説明する。 

吸着式ヒートポンプは基本的に図図図図 1 に示す一対の吸着器、凝縮器、蒸発器及びそれらをつな

ぐ配管とバルブとで構成される。駆動熱源には高温熱源（温度 TH）、環境熱源（温度 TM）、低

温熱源（温度 TL）の 3 熱源を用い、吸着過程（Adsorption process）、加熱過程（Heating process）、

脱着過程（Desorption process）および冷却過程（Cooling process）を 1サイクルとして、その

温度の違いによる圧力差を推進力とし、冷媒である吸着質を吸着材が吸・脱着することに伴っ

て起こる発・吸熱現象を利用して冷熱もしくは温熱を得ることが可能である。具体的には図図図図 2

に示す吸着等量線を用いてその冷熱生成過程は以下のように説明される。 

 

(a) 吸着過程（①→②）：吸着器（温度 TM）、蒸発器（温度 TL）間のバルブを開け、温度

TM で q=q1の吸着質を吸着した吸着材と蒸発器からの吸着質蒸気（圧力 P1）とを接触

させると、吸着材は P1と平衡である q=q2まで吸着質蒸気を吸着し、吸着平衡に達す

る。この際、蒸発器側では蒸発潜熱により冷熱が発生し、これを冷房、冷凍用として

利用する。ここで、q1、q2 は吸着材の吸着等温線に基づいて、高温、環境、低温の各

 
 

図図図図 1 吸着式冷凍機の作動原理吸着式冷凍機の作動原理吸着式冷凍機の作動原理吸着式冷凍機の作動原理 
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熱源温度をそれぞれ TH、T
Ｍ

、TL とした時に定義されるφ1 = PM / PH 、 φ2 = PL / PM に

おける吸着量である（q1<q2）。ここで、PH、PM、PL はそれぞれ TH、TM、TL での吸着

質の飽和圧力である。 

(b) 昇温過程（②→③）：吸着器、蒸発器間のバルブを閉じ、吸着材が q = q2の吸着質を吸

着している状態のまま吸着器を温度 TH 、凝縮/蒸発器を温度 TM まで昇温する。なお次

過程では凝縮/蒸発器を凝縮器として利用する。 

(c) 脱着過程（③→④）：昇温過程終了後、吸着器（温度 TH）、凝縮器（温度 TM）間のバ

ルブを開けると、吸着材は吸着量 q = q2では非平衡であるため、吸着質が平衡吸着量

である q = q1に至るまで脱着し、凝縮器内で凝縮する。 

(d) 冷却過程（④→①）：吸着器、凝縮器間のバルブを閉じ、吸着材が q = q2の吸着質を吸

着している状態のまま吸着器を温度 TM 、凝縮/蒸発器を温度 TL まで冷却する。なお次

過程では凝縮/蒸発器を蒸発器として利用する。 

 

以上の①から④までの 1サイクルにおける吸着過程で冷熱を得る。ここで、吸着過程の吸着器側

および脱着過程の凝縮器側で発生する熱は環境に廃棄される。 

 実際の連続稼動の吸着式ヒートポンプは、図図図図 3（本図は吸着器 1で脱着過程、吸着器 2 で吸着

過程を行う場合を示している）に示すように 2器の吸着器、1 器の凝縮器、蒸発器で構成され、

凝縮器、蒸発器には環境温度の熱交換流体（温度 TM）、冷房、冷凍戻り温度の熱交換流体（温度

TL）を、2器の吸着器には吸着過程では熱交換流体（温度 TM）を、脱着過程では高温熱源温度

の熱交換流体（温度 TH）を交互に供給し、蒸発器から連続的に冷房、冷凍用の冷熱を取り出す

ことが可能である。また、以下に挙げる特徴を有している。 

 

1)  排熱温度が 333 K ~ 353 K程度の熱源で駆動が可能である。 

2)  機械的動力をほとんど必要としない。 

3) 稼動時に副生成物が発生しない。 

4) 吸着材はシリカゲル、活性炭、ゼオライトなど化学的に安全で無害である。 

5) 吸着質には水蒸気、アンモニア、メタノール、エタノールという環境負荷の小さい物質が

使用できる。 

 

図図図図 2 吸着式冷凍機の熱サイクル吸着式冷凍機の熱サイクル吸着式冷凍機の熱サイクル吸着式冷凍機の熱サイクル 
 



 

 

 

2-3.    吸着式冷凍機の吸着式冷凍機の吸着式冷凍機の吸着式冷凍機の開発動向開発動向開発動向開発動向

吸着式冷凍機の魅力は，これまで給湯や暖房以外に

から冷熱が得られることにある．例えば，工場，事業所等からの廃熱はもちろん，市販が開始

された燃料電池コジェネや自動車からの廃熱も利用可能な対象となり得る．

で太陽熱と組み合わせた吸着式冷凍機の開発も盛んに取り組まれている．例えば，国内では

エネルギー・産業技術総合開発機構（

ネルギー新利用システム技術研究開発事業」

で 100 冷凍トンの冷熱を出力し，福祉施設に供

SPP プロジェクト

2)

において，再生可能エネルギーから得られる熱を駆動源とした吸着式冷凍

機の開発が進められ，また SOCOOL

冷熱）のシステムの開発が進められ

クト

4)

では，トラックや大型乗用車の廃熱から冷房熱を供給するデバイス開発に取り組まれる

など，近年 EU で低炭素化とともに冷熱需要が高まっている状況の中で

られ，市販される日も遠くないであろう

上述したように，本格的に吸着式冷凍機を普及させるには，その躯体体積を小型化する必要

がある．吸収式冷凍機と同等の体積まで到達させるためには、吸着式

吸着器をおよそ 1/5 程度までコンパクト化することが要求される．

動体への搭載への試算によると

この値を達成するためには、吸着器の容積当たりの出力が

られ、現状基準の 20 ～ 40倍の値が必要となる。

また、吸着式冷凍機は再生のための廃熱

熱出力及び成績係数 COP が低下するという欠点が存在する。

較はできないものの COP は

 

図
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開発動向開発動向開発動向開発動向 

，これまで給湯や暖房以外に使い道がほとんどなかった数十℃の廃熱

から冷熱が得られることにある．例えば，工場，事業所等からの廃熱はもちろん，市販が開始

された燃料電池コジェネや自動車からの廃熱も利用可能な対象となり得る．近年では，国内外

組み合わせた吸着式冷凍機の開発も盛んに取り組まれている．例えば，国内では

エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）において 2005～2007 年度に実施された「

ネルギー新利用システム技術研究開発事業」

1)

では，実際に設置した太陽熱温水器

冷凍トンの冷熱を出力し，福祉施設に供給した事例がある．また，EU では例えば

において，再生可能エネルギーから得られる熱を駆動源とした吸着式冷凍

SOCOOL プロジェクト

3)

ではトリジェネレーション（発電＋温熱＋

冷熱）のシステムの開発が進められている．また，2008 年 8 月に終了した TOPMACS

では，トラックや大型乗用車の廃熱から冷房熱を供給するデバイス開発に取り組まれる

で低炭素化とともに冷熱需要が高まっている状況の中でかなりの開発事例が見

，市販される日も遠くないであろう． 

上述したように，本格的に吸着式冷凍機を普及させるには，その躯体体積を小型化する必要

と同等の体積まで到達させるためには、吸着式冷凍機の約

程度までコンパクト化することが要求される．また、井上ら

動体への搭載への試算によると，装置全体で 2.0 kW/10L程度の値が必要と報告されている。

この値を達成するためには、吸着器の容積当たりの出力が 1.0 ～ 2.0 kW/L程度が必要と考え

倍の値が必要となる。 

冷凍機は再生のための廃熱温度の低下や冷却温度（環境温度）

が低下するという欠点が存在する。用途や特徴が異なるため直接比

は他の冷凍機と比較して低いため、民生への普及のためには

 

図 3 吸着式冷凍機の構成要素と配置 
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使い道がほとんどなかった数十℃の廃熱

から冷熱が得られることにある．例えば，工場，事業所等からの廃熱はもちろん，市販が開始

近年では，国内外

組み合わせた吸着式冷凍機の開発も盛んに取り組まれている．例えば，国内では新

年度に実施された「太陽エ

太陽熱温水器からの温熱

では例えば SMART 

において，再生可能エネルギーから得られる熱を駆動源とした吸着式冷凍

トリジェネレーション（発電＋温熱＋

TOPMACS プロジェ

では，トラックや大型乗用車の廃熱から冷房熱を供給するデバイス開発に取り組まれる

かなりの開発事例が見

上述したように，本格的に吸着式冷凍機を普及させるには，その躯体体積を小型化する必要

の約 8 割を占める

また、井上ら[39]による移

程度の値が必要と報告されている。

程度が必要と考え

）の上昇により冷

用途や特徴が異なるため直接比

と比較して低いため、民生への普及のためには COP
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の向上に対する新たな解決法を模索することも今後必要である。 

 

2-4.    吸着式冷凍機吸着式冷凍機吸着式冷凍機吸着式冷凍機のののの性能向上への性能向上への性能向上への性能向上へのアプローチアプローチアプローチアプローチ 

稼働可能な吸着材と吸着質の組み合わせの検討、ならびに様々な吸着材と吸着質の組み合わ

せの系における冷熱生成を対象とする開発研究がなされている。過去に研究されている主な冷

媒と吸着材の組み合わせとしては、水とシリカゲルを用いた系が多数を占めるが、同じく冷媒

には水を用い、吸着材に活性炭及びゼオライトを用いた研究もなされている。また、その他の

冷媒としてはメタノール、エタノー、アンモニアが検討されており、これら水以外の冷媒と組

み合わせる吸着材としては主に活性炭が検討されている。 

吸着式ヒートポンプの冷熱出力 Qcold [kW]は、冷媒の蒸発潜熱∆H [kJ/kg]、吸着材への吸着量

∆q [kg/kg]と冷媒の吸着質への吸着時間θ [s]、吸着材重量 W[kg]により以下の式で表される。 

θ/)(cold qHWQ ∆×∆×=   (1) 

ここで、右辺の∆H を除いた項( θ/)( qW ∆× ) [kg/s]は、冷媒の吸着剤への吸着速度を示す。

吸着速度は、主として，冷媒の吸着剤層内への拡散係数、冷媒の吸着剤への拡散係数、吸着に

より発生する吸着熱の除熱速度、及び吸着量∆q により支配される。層内の拡散現象を蒸気密

度の拡散速度と考えると，その速度式は次式で示されることがわかっている

5)
． 

22

0

ρ
εµρ

κρ ∇=
∂
∂

t
    (2) 

ただし，ρ: 蒸気密度 [kg･m-3], ρ0: 単位圧力当たりの蒸気密度[kg･Pa-1
･m-3],  µ: 粘度 [Pa・sec], 

ε : 層内空隙率[-], κ: 透過係数 [m2]． 

このうち冷媒の層内への透過係数は、Blake – Cozeny 式により以下のように決定される。 

2

2

3

)1(150

1
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ε
εκ
−

=   (2) 

ここで、dpは吸着材の粒子径[m]を示し、透過係数は冷媒の種類に無関係である。 

これらのように，冷媒の層内への拡散速度は，蒸発温度における冷媒の蒸気密度、吸着剤の

充填状態と冷媒分子の物性により決まる値であることが理論的に示されることがわかる。この

ことは，例えば蒸気密度の小さい水系やアルコール系を冷媒に選択する際には，吸着層の空隙

率が拡散速度に非常に大きく影響を与え，またアンモニア系などの高圧で操作する場合には，

層内拡散に対して非常に有利であることを示している． 

また、吸着により発生する吸着熱の除熱速度，再生時の加熱速度は，吸着器を構成する熱交

換器の設計により決まり、熱伝導度，フィン効率が高いものが望ましいのは当然であるが，さ

らに重要な点は COPに大きく影響を与える熱容量の値ができるだけ小さいものが望まれる。

また，吸着剤とフィンとの接触熱抵抗も加熱／除熱速度を支配する大きな要因である． 

一方，近年新たな吸着剤の開発が進み，吸着量が従来よりも大きく向上し，吸着冷凍機の高

性能化に大きく貢献している． 

図図図図 4 は，これまで主として吸着剤として用いられてきたシリカゲルと，近年吸着式冷凍機や

後述するデシカント空調機用に開発されたゼオライト系吸着剤（AQSOAシリーズ）の吸着性

能（吸着等温線）を比較し示したものである

6), 7)
．冷凍機の作動温度を，吸着剤再生温度：80℃，

冷水温度（戻り温度）：15℃，冷却温度（環境温度）：35℃とすると，作動時の相対圧（湿度）



 

の範囲はおよそ 0.1～0.3 となる．

30％程度改善され，また，ある相対圧を境にしてステップ的に吸着量が変化する優れた特性を

有していることがわかる．さらには，従来よりも低温な

ムの構築も可能とする材料であることも重要であり，今後，吸着冷凍機を用いて幅広く廃熱利

用を図る可能性を与えている．な

献

6), 7)
を参照されたい． 

以上のことから，吸着速度を改善し出力を向上させる方策として，

着剤を充填する方法を見直し，新規吸着剤を熱交換器の伝熱面にコーティングする試みがなさ

れている．吸着剤を直接伝熱面にコーティングすることにより，粒子充填層としての形態がな

くなり，層内拡散抵抗を低減でき，また，粒子と伝熱面との接触抵抗，伝熱距離の大幅な短縮

など多くの課題を解決でき，出力の向上に大きく貢献する．
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となる．図からわかるように，作動相対圧域で利用可能な吸着量が

％程度改善され，また，ある相対圧を境にしてステップ的に吸着量が変化する優れた特性を

さらには，従来よりも低温な 65℃程度の廃熱でも稼働するシステ

ムの構築も可能とする材料であることも重要であり，今後，吸着冷凍機を用いて幅広く廃熱利

用を図る可能性を与えている．なお，当該吸着剤の吸着性能には温度依存性があり，詳細は文

以上のことから，吸着速度を改善し出力を向上させる方策として，図図図図 5 のように，従来の吸

，新規吸着剤を熱交換器の伝熱面にコーティングする試みがなさ

吸着剤を直接伝熱面にコーティングすることにより，粒子充填層としての形態がな

くなり，層内拡散抵抗を低減でき，また，粒子と伝熱面との接触抵抗，伝熱距離の大幅な短縮

など多くの課題を解決でき，出力の向上に大きく貢献する．図図図図 6 は AQUSOA-FAM

 

 

図 4 各種吸着剤の吸着性能 
 

 

図 5 吸着剤の利用形態 
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図からわかるように，作動相対圧域で利用可能な吸着量が

％程度改善され，また，ある相対圧を境にしてステップ的に吸着量が変化する優れた特性を

℃程度の廃熱でも稼働するシステ

ムの構築も可能とする材料であることも重要であり，今後，吸着冷凍機を用いて幅広く廃熱利

該吸着剤の吸着性能には温度依存性があり，詳細は文

のように，従来の吸

，新規吸着剤を熱交換器の伝熱面にコーティングする試みがなさ

吸着剤を直接伝熱面にコーティングすることにより，粒子充填層としての形態がな

くなり，層内拡散抵抗を低減でき，また，粒子と伝熱面との接触抵抗，伝熱距離の大幅な短縮

FAM-Z02をコル

 

    



 

ゲート型熱交換器にコーティングし冷熱出力を測定した

どの配置も工夫した結果，装置体積

80℃，冷熱戻り温度：15℃，冷却温度：

小型コジェネレーションとの組み合わせやトラック用冷房機への応用にも展開する

得られつつある． 

 

 

(d)デシカント空調機の開発動向と課題

 デシカント空調機は厳密にはヒートポンプには当てはまるか議論の余地はあるかも知れな

いが，低温廃熱で駆動するヒートポンプ（空調機）としては，吸着冷凍機よりもむしろ技術が

先行し，市販まで至っている重要な技術として位置付けられる．

年では吸着式冷凍機と同様に，太陽熱を用いた実証研究も積極的に取り組まれている

 図図図図 7 にデシカント空調機の作動原理を示す．

湿ローターと，除湿する際に発生する吸着熱による温度上昇（顕熱上昇）を抑制するための顕

熱ローターから構成される．ローター部はいずれも流路が吸気側と還気側に分割されている．
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ゲート型熱交換器にコーティングし冷熱出力を測定した装置の外観である．蒸発器，凝縮器な

どの配置も工夫した結果，装置体積 35L で 1.4kWの冷熱出力が得られた（吸着剤再生温度：

℃，冷却温度：30℃，サイクル切替時間：90秒）．これにより，

小型コジェネレーションとの組み合わせやトラック用冷房機への応用にも展開する

デシカント空調機の開発動向と課題 

デシカント空調機は厳密にはヒートポンプには当てはまるか議論の余地はあるかも知れな

いが，低温廃熱で駆動するヒートポンプ（空調機）としては，吸着冷凍機よりもむしろ技術が

重要な技術として位置付けられる．実用例も国内外で

年では吸着式冷凍機と同様に，太陽熱を用いた実証研究も積極的に取り組まれている

にデシカント空調機の作動原理を示す．装置は吸着剤を塗布したフィルターからなる除

湿ローターと，除湿する際に発生する吸着熱による温度上昇（顕熱上昇）を抑制するための顕

熱ローターから構成される．ローター部はいずれも流路が吸気側と還気側に分割されている．

(a) 外観とサイズ 

    

    

    
    

(b)背面からの写真 

    

図 6 小型吸着式冷凍機の外観 
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蒸発器，凝縮器な

（吸着剤再生温度：

これにより，中・

小型コジェネレーションとの組み合わせやトラック用冷房機への応用にも展開する実現性が

デシカント空調機は厳密にはヒートポンプには当てはまるか議論の余地はあるかも知れな

いが，低温廃熱で駆動するヒートポンプ（空調機）としては，吸着冷凍機よりもむしろ技術が

国内外で豊富で，近

年では吸着式冷凍機と同様に，太陽熱を用いた実証研究も積極的に取り組まれている

1)
． 

装置は吸着剤を塗布したフィルターからなる除

湿ローターと，除湿する際に発生する吸着熱による温度上昇（顕熱上昇）を抑制するための顕

熱ローターから構成される．ローター部はいずれも流路が吸気側と還気側に分割されている． 

    



 

 この空調機の基本技術は既に確立されているが，除湿ローターの体積が大きく，吸着式冷凍

機と同様に，装置体積のコンパクト化

普及のカギとなっている． 

 デシカント式空調機の性能向上へのアプローチはいくつかあるが，主な装置体積を占めるデ

シカントローターのコンパクト化と低温廃熱への適用拡大には，やはり吸着剤の性能向上が重

要である．これまで用いられてきた吸着剤はシリカゲル

中の AQUSOA-FAM-Z05はデシカント空調機の作動範囲で高い吸脱着性能を有し，しかも低温

で再生を可能としている．この材料を用いたコンパクトローターの試作と性能試験が進んでお

り

7)
，今後の成果が期待される．

 

3．おわりに．おわりに．おわりに．おわりに 

 エネルギーを限界まで使い尽すための最終手段として位置付けられる吸着式冷凍機やデシ

カント式空調機は，技術的には一定の段階まで到達しつつ

には，材料開発，熱工学的技術など，まだ多くの現実的な課題を抱えている．しかし，将来迎

えるであろう低炭素社会では，地味ではあるが日常生活を下

技術になるにちがいない． 
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