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１．研究目的

本研究は、優れたCO2冷媒の物理吸収特性を有するイオン液体に着目

し、圧縮/吸収ハイブリッドサイクルを構成して省エネルギー性が期待

される自然冷媒系空調機の技術開発を目標としている。具体的には、イ

オン液体の物質移動および熱伝達特性等を解明し、イオン液体の高圧循

環による動力回収技術を確立するとともに、圧縮/吸収ハイブリッドサ

イクル空調機を構築して省エネルギー性や実用性等について評価検討

を行う。

図1に示すように、CO2冷媒で作動

する圧縮/吸収ハイブリッドサイクル

は、イオン液体によるCO2の吸収・

圧縮を利用して冷媒を圧送し、イオ

ン液体循環における動力回収によっ

てコンプレッサ負荷を低減させるこ

とが可能なサイクルである。

今年度は、圧縮/吸収ハイブリッド

サイクルの吸収器において、CO2が

イオン液体に吸収されるときの物質

移動と熱伝達特性を改善するため、吸

て乱れを促進させ、これに伴う伝熱・吸

また、動力回収装置については、可変

斜軸式ピストン油圧モータに着目して

昨年度と同様の評価試験装置において

２．研究成果

1）吸収器内 CO2/イオン液体の特性評

吸収管におけるイオン液体の物質移

ステム構成の試験装置を用いて特性試

吸収ハイブリッドサイクル空調機に用

ン液体を供給するセパレータ、恒温水

収管の構造は吸収器をモデル化した金

オン液体[bmin][Tf2N]と CO2を流し，

する。その際、テストセクション前後

イオン液体の重量を測定することによ

出した。今年度は、図 2 の吸収器を模

促進のためのねじれテープを挿入した

管”を用いて評価検討を行った。

イオン液体の流量が交換熱量に及ぼ

を用いた場合は平滑管と比較して、ね

のねじれ回数が増加）ほど交換熱量は

べて最大で約 30％増大することが明ら

クション前後におけるイオン液体の C

す。スワール管を使用した場合、CO2

認され、前述のねじり比と交換熱量と

数の増加に伴い CO2はより吸収される

また、イオン液体と CO2 を混合す

CO2 吸収量の変化を測定した。再生器

入口におけるイオン液体の CO2濃度が

自体はイオン液体単相の試験と比較し

2）油圧モータを用いた動力回収装置の

圧縮/吸収ハイブリッドサイクル空調

て、同空調機内で想定される粘度と同

による動力回収特性の検討を行った。

VG10：中点粘度 10cSt）である。評価

今年度は、高圧液循環ポンプに可変

圧力 42MPa、定格最高回転数 3000rpm

動力回収機としては昨年度同様の斜

35MPa、定格最高回転数 8500rpm、最

用いた。液循環ポンプの駆動モータお

度と同一のＩＰＭ同期モータ（出力 3

らを直結して液搬送側ならびに動力回

ては発電出力によって評価した。

本試験では、回転数および循環ポン

力回収機への流入圧力を変化させて、

力、流量を測定した。試験結果を図 4、

タ入力および発電機出力は流入圧力が

くなるほどほぼ線形的に増大することが分かった。また、動力回収効率

についても同様の傾向を有するが、流入圧力よりも斜板角度の影響が大

きい。流量は流入圧力によらずほぼ一定の値を示したが、斜板角度に対

してはほぼ比例して増大した。本装置の搭載が想定されている 4MPa 時

においては、斜板角度を調整することによって約 31～47%程度の動力回

収効率を達成した。

このように、可変斜板式循環ポンプと斜軸式モータの組み合わせでは、

昨年度実施した斜軸式ポンプ/モータを用いた動力回収試験よりも動力
からの受託研究資金によって行われました。

収器テストセクション管内におい

収性能の実験的な検討を行った。

斜板式ピストン循環ポンプおよび

両者の特性を評価するとともに、

動力回収試験を実施した。

価

動を評価するため、図 2 に示すシ

験を行った。本試験装置は、圧縮/

いられる吸収管、CO2 冷媒やイオ

循環器等から構成されている。吸

属製の二重管であり、円管内にイ

その外側を対向流の冷却水で冷却

のイオン液体をサンプリングして

って、イオン液体の CO2濃度を算

擬したテストセクションに、乱れ

“スワール管”と挿入なしの“平滑

す影響を図 3 に示す。スワール管

じり比が少ない（単位長さ当たり

増大する傾向にあり、平滑管に比

かになった。本試験でのテストセ

O2濃度を比較した結果を表 1 に示

の吸収量は増大していることが確

の関係性を考慮すると、ねじれ回

傾向にあると予想される。

ることによる交換熱量への影響と

の稼働によってテストセクション

減少することが確認され、吸収量

て増大することが予想された。

特性評価

機に組み込む動力回収装置につい

等のオイルを用いて、密封液循環

使用したオイルはミシン油（ISO

試験装置は昨年度と同一である。

斜板式ピストンポンプ（定格最大

、最大押しのけ容積 16cm3/rev）、

軸式油圧モータ（定格最大圧力

大押しのけ容積 4.88cm3/rev）を

よび動力回収機の発電機は、昨年

.7kW＠1750rpm）でありし、これ

収側を構成した。回収動力につい

プの斜板角度を一定に設定し、動

このときのモータ入力、発電機出

5 に示す。本試験結果より、モー

高圧になるほど、斜板角度が大き

回収効率はやや低下する結果となった。これは、掃気容積の相違やシリ

ンダ数、また、斜板式ポンプの斜板角度保持機構等による影響が大きい

ものと推察される。

３．今後の予定

今後は、空調機への実装を考慮して、CO2 流入における適切な封入圧

力やイオン液体と CO2 の適切な混合方法について検討を行うとともに、

実用的な一体型動力回収機を開発し、本研究の開発目標である圧縮/吸収

ハイブリッドサイクル空調機での性能評価を実施する予定である。図 1 圧縮/吸収ハイブリッド
サイクル
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図 2 試験装置のシステム構成

表 1 イオン液体濃度の比較結果

B

Swirl 3140 3386.36 246.36

図 5 800rpm 時の斜板角度及び流入圧力に対する回収効率

図 3 イオン液体流量が交換熱量に及ぼす影響
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図 4 800rpm 時の斜板角度及び流入圧力に対する入出力

（IL：Ionic Liquids）
Inlet Density
mol/m3

Outlet Density
mol/m3

Absorption
mol/m3

are 3221.82 3427.72 205.9
Pressure MPa
Pressure MPa


