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1．ま え が き  

エネルギー需給間の質・量・時間・場所の不整合を解消する

ために必要な技術は，電気，熱の両エネルギー形態にも不可欠

である．エネルギーを高密度に自在に輸送し，蓄え，希望の質

で利用できることは，一次エネルギー転換段階から最終的なエ

ネルギー便益を得るエンドユーザーまで全てに亘る段階にお

いて利用効率向上に貢献し，また相互供給し利用する形態に展

開する場合にも重要な役割を果たす．電気エネルギーに対して

はバッテリがあるが，依然として技術開発が遅れているのが熱

マネジメント分野である．特に近年，熱マネジメントと言われ

る対象は，多くの場合，未利用熱（排熱）利用技術を示すこと

が多い． 

 表１に，主要国の燃費規制値を示す．まだ詳細が決まってい

ない部分もあるようであるが，各メーカーは最も規制が厳しい

欧州市場向けに，なりふり構わずと言っても構わない程，燃費

向上への技術導入を図る意欲が強い． 

 図１に，利用温度に対応した熱技術を示す．図のように，温

度に応じていくつかの利用技術が既に利用されているあるい

は商用が近いが，全体を見渡すと，200～500℃程度の比較的

温度が高い排熱はまだその比較的高い質を活かした技術が開

発に至っておらず，多くの開発の余地がある． 

この温度帯は，化学的観点から見ると多くの化学的操作を加

えられる可能性のある領域であり，熱と化学エネルギーを相互

に変換しやすい．また，温度が比較的高いことによって反応速

度も大きくなる場合が多く，デバイスとしても小型化を図るこ

とが可能となるなど，機能を発現しやすい温度帯でもある． 

 このような化学的変換等を駆使して，「熱」を他のエネルギ

ー形態を「加工」し，貯蔵あるいは輸送しやすいエネルギーに

変換することによって，熱エネルギーを利用しやすくすること

が排熱の利用を促進するために有効である． 

 そのためには，図2に示すように，排熱を単に貯蔵（蓄熱）

するだけでなく，それが有するエクセルギーを増大（回復）さ

せ，質（温度，圧力，熱の密度）を高めることが求められる．

さらには，他のエネルギー（例えば動力）を加えて，排熱を加

工してエクセルギーを増大させることも，技術発展の方向とし

て重要と考えられる．例としては，蒸気再圧縮，レドックス反

応を用いて気体を自己圧縮させる技術や，吸熱反応による燃料

の発熱量増大技術など，さまざまな例がある．今後このような

考えに基づいた技術の進展によって，排熱利用技術の多様性が

広がると思われる． 
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図 2 排熱利用とエネルギー回生 

排熱排熱

他のエネルギー

発熱量増大

エクセルギ－増大

高付加価値化
変換機器

スチーム

予熱

（従来）（従来）（従来）（従来）

 規制対象 測定 

モード 

2015 年 

規制(km/L

に換算) 

2020 年 

規制(km/L

に換算) 

日本  燃費(lm/L) JC08 16.8 20.3 

欧州  CO2 (g/km) NEDC 17.9 24.4 

米国  燃費(mpg) City+Hwy 15.4 19.1 

中国  燃費

(L/100km) 

NEDC 14.5 20.0 

 

表１ 主要国の燃費基準と規制 



 

2. 自動車におけるエネルギー収支と蓄熱 

 図3にハイブリッド自動車におけるエネルギー収支の実測例

の一例を示す
1)
．近年の燃費の向上により熱損失は大きく低減

しつつあるものの，その値は未だ60%を超えている．熱損失は

大雑把に言うと，排気損失と冷却損失が半々であるが，排気損

失の温度は150～600℃程度，冷却損失はおよそ

り，温度域が異なる．これらの温度域に応じて，排熱を蓄熱可

能なデバイスを開発し，熱を冷暖房や，エンジン，

ス触媒などの暖気に用いることが求められている．

 図4に冷間始動時および定常走行時のエンジン冷却水温度の

経時変化の例を示す
1)
．定常時には80～90℃の間で比較的安定

した値である一方，冷間始動後の約3分を経て約

その後徐々に上昇する．自動車に適用する蓄熱器には，定常走

行時に蓄熱し，つぎの冷間始動直後およそ2

や触媒を加熱するための蓄熱した熱量を供給することが可能

な蓄放熱速度が求められる． 

 これまでに，水の顕熱を用いた蓄熱装置が実装された例があ

るが，長時間停止時の放熱などが課題となった．そのため，現

在では，原理的に長時間放置しても放熱しない化学反応を用い

る蓄熱技術の開発が望まれている． 

図 3 ハイブリッド自動車の熱収支の例

 

図 4 エンジン冷却水の経時変化(定常走行時
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3．化学蓄熱装置の研究例
2) 

 図6に化学蓄熱装置の作動原理図
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時は，蒸発器から気相の熱媒体を熱分解された反応材に送り，

化学反応させて反応熱を得る．その熱を熱交換器を介して速や

かに系外に取り出し利用する． 

 図7に，著者らが開発を試みたCaBr2/H2O

の作動原理を示した温度－圧力線図を示す．

飽和水蒸気圧線，左側破線はCaBr2 ⇄ CaBr

を示す
2)
．破線をはさんで右側領域の温度・圧力条件下

CaBr2はH2Oと水和（反応）してCaBr2・H

の条件下ではCaBr2と水に分解する．今回の実験では，

4kPaでCaBr2・H2Oを加熱し，CaBr2とH2O

放出された水蒸気は20℃，4kPaの凝縮器で液相になる．放熱

時は，蒸発器から80℃，47.5kPaの飽和水蒸気を反応器に供給

してCaBr2と反応させ，蓄熱した時の温度

225℃の熱を発生させる． 

 なお，放熱の際に熱交換器へ供給する流体の温度は，

図 7 CaBr2/H2O 系 化学蓄熱操作における温度・圧力関係

 

 

図 8 化学蓄熱に用いた熱交換器
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 図9にCaBr2/H2O系 化学蓄熱操作における放熱速度および
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れる．なお，本操作では，活性炭中に反応材を坦持させ，繰り

返し操作中に微粒化した反応材が物理的に移動しないように

技術的な工夫を加えた． 
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図 10 酸化カルシウム／水を用いる化学蓄熱装置の開発事例
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車載に向けた化学蓄熱技術に求められる性能は，先にも述べ

たように，単位体積当たりの蓄熱密度とともに，蓄放熱速度に

蓄放熱速度を決定する

反応速度，水などの熱媒

する伝熱速度の 3 つの速度で

ある．それらに関連する速度バラメータ（反応速度定数，

移動係数／拡散係数，熱抵抗）をそれぞれ定量化すれば，下記

の 3 つの基礎式から成る数値解析によって，おおよその蓄放熱

速度を推算することが可能である

 物質移動の基礎式  

 

 

 

 熱移動の基礎式 

 

 

 

 反応速度式 

 

 

 

 これらの速度においては，化学反応速度は一般的に十分早い

ことが多い．それに対して，水蒸気などの熱媒体の蒸気密度が

低い場合には，物質移動抵抗が相対的に大きくなる

応材は，多くの場合，粒子状で充填されるため，粒子間の伝熱

抵抗（経験的には0.1 W/(m･K)のオーダー）

の接触熱抵抗（粒子層の厚みによって無視できる場合もある）

が大きい．蓄放熱性能を向上させるためには，これらの移動抵

抗を低減させつつ，高い蓄熱量（反応材の充填量）を

が必要となる． 
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Fig.11  化学蓄熱装置の反応器中に生じる移動現象

モデル（化学反応速度，物質移動速度，伝熱速度）

．それらに関連する速度バラメータ（反応速度定数，物質

移動係数／拡散係数，熱抵抗）をそれぞれ定量化すれば，下記

数値解析によって，おおよその蓄放熱

速度を推算することが可能である
4)
． 

これらの速度においては，化学反応速度は一般的に十分早い

ことが多い．それに対して，水蒸気などの熱媒体の蒸気密度が

低い場合には，物質移動抵抗が相対的に大きくなる．また，反

応材は，多くの場合，粒子状で充填されるため，粒子間の伝熱

のオーダー）や伝熱壁と粒子間

（粒子層の厚みによって無視できる場合もある）

が大きい．蓄放熱性能を向上させるためには，これらの移動抵

蓄熱量（反応材の充填量）を確保する

”排気熱再循環システムによる冬

61 (7) (2007) 

2O ケミカルヒートポンプの昇温

，エネルギー資源，33(3) (2012) 
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化学蓄熱・ヒートポンプのプロセス実装に向けた
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化学蓄熱装置の反応器中に生じる移動現象
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