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  CO2 排出量削減，省エネルギーの観点からヒートポンプ技術が注目を集め家庭用レベルで普

及し始めている．当社はこのヒートポンプの技術を産業用途に適用すべく，当社ターボ冷凍機の

技術をベースに１ｔ/ｈボイラ相当の大容量熱出力で，かつ 高 80℃の温水を連続的に供給出来

るターボ圧縮式のヒートポンプを開発し，販売を開始した．このヒートポンプを導入した場合，試算

では油炊きボイラと比較し，CO2 排出量を年間約 74％，ランニングコストを年間約 38％削減出来

る． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

暖房や殺菌，洗浄のための加熱は工場，プラント等で広く行われている．この加熱には今まで

重油や天然ガスなどの化石燃料の燃焼によるエネルギーを使用してきたが，省エネルギー，

CO2 排出量削減の観点から排熱を有効利用したヒートポンプが注目を集め，暖房や家庭用給湯

器など小規模なものから普及し始めている．これは大気や温排水などから熱をくみ上げ活用する

技術である．当社は産業用途として工場の冷却塔から大気中に捨てられている熱や，プロセス等

で使用できなくなり下水等へ冷却後流される 35～50℃の排熱を回収し，工場プロセスに有用な

高 80℃の温水を連続的に供給することが出来るターボ圧縮式のヒートポンプ（製品型式名 温

水ヒーポン ETW）を開発し，販売を開始したので紹介する． 

|2. 温水ヒーポンＥＴＷの特徴と性能 

2.1 基本原理 

温水ヒーポン ETW の基本原理を図１に示す．プレート熱交換器である蒸発器内を流れる熱源

水は，プレートを挟んだ周囲の冷媒より温度が高いため，熱量Ｑ１は熱源水から冷媒に移る．冷

媒は蒸発器内の圧力に相当する温度で蒸発し，ターボ圧縮機に吸込まれ高速回転する１段目羽

根車によって圧縮され中間冷却器からの冷媒ガスにより冷却された後，２段目羽根車により更に

圧縮されて凝縮器に送られる．その際のターボ圧縮機に入力した電力Ｗは熱に変換されて冷媒

とともにプレート熱交換器である凝縮器に送られる．凝縮器内の高温，高圧の冷媒ガスは，それよ

り若干低い温度のプレート内を流れる温水により冷却され，凝縮器内の圧力に相当する温度で凝

縮する．その際温水は冷媒からＱ２＝Ｑ１＋Ｗの熱量を奪うため，熱源水から温水に熱が移動す

ることが可能となる．また，凝縮した冷媒液は凝縮器に配管接続された高段膨張弁で中間圧力ま

で減圧され中間冷却器に入り，一部はガスとなって２段目羽根車に吸い込まれる． 
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一方，液の蒸発により冷却された残りの液は低段膨張弁で更に減圧されて蒸発器に入り再度

蒸発する．こうして一つのサイクルを完結し，以後は同じ作用を繰り返すことにより，熱源水から温

水へ連続的に熱量が移動出来る． 

 

 

図１ 基本原理  図２ 低損失軸受の軸受外輪温度計測データ 

 
2.2 特徴 

本製品はターボ圧縮式の温水供給装置としていくつかの特徴を持っているが，狙いとして特筆

すべき項目を以下に示す． 

(1) 高性能設計で 高 80℃の温水を連続的に供給可能 

本製品は高性能化を実現するため，当社ターボ冷凍機等で実績のある下記要素技術を採

用した． 

・２段圧縮２段膨張サイクル 

・高精度機械加工インペラ 

・低損失増速歯車，低損失・高効率軸受 

・１段ベーン制御機構，インバータを採用した可変速制御を含む数値演算制御による温水

出口温度，負荷追従制御 

温水ヒーポンＥＴＷは熱源水の温度が高く冷却に使える冷媒温度が高くなるため，給油温度

が高くなり軸受温度の上昇を抑制する必要がある．図２に従来ターボ冷凍機で使用している軸

受と今回採用した低損失軸受の給油温度及び給油量を一定とした場合の回転数毎の軸受外

輪温度計測結果を示す．従来型と比較すると，軸受外輪温度は定格回転数付近で約 10～

20℃低減できており冷却性能が高い軸受であることが分かる．なお，図では表示していないが

軸受損失も同条件で 10％弱低減できている． 

また，本製品は当社ターボ冷凍機と比べ従来にない高圧対応となるため，その耐圧強度，ま

た停止時の常温から高温対応による熱収縮に伴うシール性能の見直しを実施し，高温高圧運

転状況下で安定運転を実現出来るようにしている． 

(2) コンパクト・軽量 

本製品はお客様の設置スペース削減のため，ユニットのコンパクト化を図った．以下にその

内容を示す． 

・当社ターボ冷凍機で実績のあるインバータ専用高速モータを採用し，モータとギアを小型

化した． 

・油タンク，油ポンプを圧縮機と別置にし，圧縮機の体積を小さくした 

・インバータユニットを冷凍機本体に組み込み別置インバータ盤を廃止した． 

・蒸発器，凝縮器はプレート熱交換器を採用し，インバータユニットを横置き配置とすることで

コンパクト化した． 
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(3) 操作・制御性の向上 

温水ヒーポン ETW では操作部の簡素化を考慮しリモコンを採用した．本リモコンにより起動・

停止，温水出口温度の設定，変更，各部温度・圧力の表示，異常発生時の詳細表示等が可能

である．以下に操作・制御性に関する特徴を示す． 

・リモコンは 大 500ｍ迄延長可能であり遠方からの操作を可能とした． 

・主電動機はインバータ起動とし，起動電流を抑制した． 

・ユニット２台～４台の連動制御が１台のユニットと同等の操作性で制御可能とした． 

（別途台数制御盤の設置が必要） 

・温水出口温度を一定とするため，温水ポンプはインバータ制御による回転数制御を可能と

した． 

・加熱能力 100％～20％までの連続制御運転とし部分負荷対応も可能であり，20％以下で

は ON/OFF 制御とした． 

2.3 性能 

温水ヒーポン ETW の仕様を表１に示す．定格 COP は 627kW（１t/h ボイラ相当の熱出力），温

水出口温度 80℃，熱源水入口温度 45℃の条件でインバータの入力電力に加え油ポンプ，制御

電源を含んだ消費電力ベースで 4.5 と高効率であるため，ボイラと代替した場合，大幅な CO2 削

減，省エネルギーにつながる． 

温水ヒーポン ETW の加熱能力マップを図３に示す．熱源水入口温度の適用範囲は 35℃～

50℃としており，40℃以上の熱源水で 80℃の温水を出力出来る．なお，熱源水温度が高いほ

ど，温水出口温度が低いほど加熱能力は大きくなる．熱源水入口温度が 35℃の場合，温水出口

温度は 70℃までとなっている． 

温水ヒーポン ETW の COP マップを図４に示す．熱源水温度が高いほど，また温水出口温度が

低いほど COP は高くなり 高 COP=8.0 まで出力出来る． 

     

 表１ 仕様 

 項  目 仕   様 項  目 仕   様 

 加熱能力 627 kW 法定冷凍トン 95.8 

 温水温度 75℃in/80℃out COP 4.5 

 温水流量 107.8 m3/h L×W×H 2.2m ×1.2m ×2.1m 

 熱源水温度 45℃in/40℃out 本体質量 3150kg 

 熱源水流量 84.9 m3/h 運転質量 3610kg 

 消費電力 136.2 kW 冷媒 HFC-134a 

   

 

図３ 加熱能力マップ   図４ ＣＯＰマップ 
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|3. CO2 排出量削減効果及び経済性 

温水ヒーポン ETW と１ｔ/h ボイラ（油焚き，ガス焚き）について CO2 排出量及び経済性について

比較を行った．比較条件は運転時間 3330h/年，100％負荷運転とした．経済試算に使用したデ

ータを表２に示す． 

表２の条件で試算した CO2 の年間排出量を図５に示す．既設ボイラの温水ヒーポン ETW への

更新により年間の CO2排出量は油焚きボイラに対し約 74％，ガス焚きボイラに対し約 65％の大幅

な削減が見込まれる． 

また，同条件で年間のランニングコスト比較を図６に示す．CO2排出量と同様にランニングコスト

も油焚きボイラに対し約 38％，ガス焚きボイラに対し約 61％と大幅な削減が見込まれる． 

なお，これらの試算は年間運転時間 3330h/年としているが，温水ヒーポン ETW は COP が 4.5

と高効率であるため，運転時間が多いほどボイラと比較した場合の CO2 排出量及びランニングコ

ストはさらに改善される． 

    

 表２ 使用データ 

  CO2 排出量原単位 単価 

 電気 0.332 kg-CO2/kWh (1) 14.5 円/kWh (2)

 A 重油 2.7 kg-CO2/ℓ (3) 49.8 円/ℓ (4) 

 都市ガス（13A） 2.19 kg-CO2/m3 (5) 79.71 円/ｍ3 (6) 

 
 

図５ 年間 CO2 排出量比較  図６ 年間ランニングコスト比較 

 

|4. 排熱を利用した有効事例の提案 

図７に温水ヒーポンＥＴＷの適用例を示す．飲料工場等では，殺菌等にボイラで作った温水が

たくさん使われている．一方同時に排温水があり，それをそのまま下水等へ排水しているプラント

がある場合，ＥＴＷを導入することで捨てている排温水を熱源水として有効利用し，80℃の温水を

つくりだすシステムとすることが出来る． 

図７ 適用例 

基本的な温水ヒーポンＥＴＷの適用例．排温水をＥＴＷに供給，排熱を回収し，温水を昇温させボ

イラの代替として運転している． 
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|5. まとめ 

温水ヒーポン ETW は当社ターボ冷凍機の実績のある技術をベースに開発したものである．販

売前にはプラント設備内の実フィールドで約１年に渡り大きなトラブルなく安定運転を継続できて

おり信頼性の高い製品となっている． 

また，その性能は温熱を必要とするユーザで使用されているボイラと比較し大幅な CO2 排出量

削減，省エネルギーを提供出来る実力を有している．今後，工場の CO2 排出量削減及び省エネ

ルギーを計画しているお客様への新規導入や，ボイラの更新を検討しているお客様にその代替

品として温水ヒーポン ETW が選択肢になると考えている． 
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