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まえがき＝地球温暖化防止に対する様々な取組がなされ
る中，当社は，オフィスビルや商業施設などの空調用途
および工場のプロセス冷却用途の電気式ヒートポンプ型
熱源機として2008年に「ハイエフミニシリーズ・HEM 注 1 ）

Ⅱ」を開発・製品化し 1 ），その後，産業用加熱分野向け
に，ガスや石油など化石燃料を直接燃焼させるボイラに
代わる機種として， 7 ℃の冷水と90℃までの温水を同時
供給可能な電気式ヒートポンプ型熱源機「ハイエフミニ
シリーズ・HEM-HR90」を開発・販売してきた 2 ）, 3 ）。
　今回，さらなる省エネルギー化や環境保全性を高めた
いとの産業用加熱用途での要望に対し，殺菌・濃縮・乾
燥・蒸留工程などの温度領域まで使用でき，世界で初め
て，120℃を超える蒸気供給を可能にした高効率ヒート
ポンプシステムを開発した。本製品を「スチームグロウ
ヒートポンプ 注 2 ）」（以下，SGH 注 2 ）という）と称し，
120℃定格の「SGH120」および165℃定格の「SGH165」
の 2 機種（以下，本機という）をラインナップした。
　当社では製氷・冷房・暖房・加熱分野まで様々なユー
ザニーズに対応したヒートポンプを販売している。図 1
は，上記の既存機種と今回開発した 2 機種を，適用可能
なユーザニーズの目安となる同時出力される冷水と温水
の温度範囲で整理・分類したものである。横軸が冷水（熱
源水）の，縦軸が冷却水（温水）の出力温度を示す。
　なお，本稿で紹介するSGHは，東京電力（株），中部電
力（株），関西電力（株）および当社の 4 社によって共同

開発したものである。
　以下，その仕組や特徴，導入メリットなどについて概
説する。

1 . SGHの構成および特徴

1. 1　ユニット構成
　図 2 にSGH120およびSGH165の外観，図 3 にはそれ
らの機器構成と冷媒などのフロー図を示す。
　SGH120は，ヒートポンプユニットとフラッシュタン
クユニットから構成される。ヒートポンプユニットはさ
らに圧縮機，二つの熱交換器（蒸発器と凝縮器）および
膨張弁から成る。ヒートポンプユニットではまず，蒸発
器で排温水からの熱を汲上げ（吸収し）て冷媒液を気化
させる。この冷媒ガスをスクリュ圧縮機によって昇圧
し，凝縮器において冷媒ガスの凝縮潜熱を加圧水に与え
る。さらに，凝縮後の冷媒液を膨張弁によって減圧し，
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図 1  当社ヒートポンプの対応温度マップ
Fig. 1  Temperature map of products
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蒸発器へと循環させる。フラッシュタンクユニットは，
ヒートポンプユニットで昇温した加圧水をフラッシュタ
ンク内でフラッシュ蒸発させ，汽水分離後の飽和蒸気

（最高120℃，0.1MPaG）として供給する。残ったドレン
は循環ポンプによりフラッシュタンクユニットに戻され
る。
　SGH165は，SGH120の後段にさらに蒸気圧縮機ユニッ
トを付設したものである。蒸気圧縮機ユニットは，フラ
ッシュタンクユニットで生成した飽和蒸気を圧縮し，高
圧高温の飽和蒸気（最高175℃，0.8MPaG）を供給する。
1. 2　高温対応技術
　高温供給が可能なヒートポンプとしては従来，高温水
単独供給 2 ）～ 6 ），高温水と蒸気の同時供給 7 ），あるいは
熱風単独供給 8 ）のいずれかの方式しかなく， 120℃以上
の飽和蒸気を単独で供給できるのは当社のSGH方式の
みである。100℃を超える蒸気供給が困難であった理由
としては，冷房用途に適した冷媒では凝縮圧力が高く臨
界温度が低いなど高温供給に不向きであったことに加
え，冷媒を圧縮する圧縮機の設計温度が蒸気供給用途に
は低く，高温化や高圧縮比への対応が必要であったこと
が挙げられる。
　開発機では，120℃以上の蒸気を効率的に安定供給す
るために，以下に紹介する対策を施している。
1. 2. 1　圧縮機
　本機を対象に，運転条件における温度分布および熱変
形解析を実施した。それらの結果をそれぞれ図 4 （a）
および（b）に示す。この結果に基づいて圧縮機内各部
の隙間設計を見直した。また，圧縮機の吸込温度が高い
運転条件でもモータが過熱しないよう，冷媒液をモータ
内部に直接噴霧して冷却する方法を採用し，圧縮機の信
頼性と性能維持を確保した。
　単段スクリュ圧縮機および二段スクリュ圧縮機の圧縮
比に対する圧縮機断熱効率を図 5 に示す。ヒートポンプ

図 2  SGH120およびSGH165の外観
Fig. 2  Appearances of SGH120 and SGH165

図 3  SGHフロー図
Fig. 3  Flow diagram of SGH
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ユニットに対し，適用する圧縮比範囲において高効率運
転を達成させるため，SGH120では二段圧縮機を，SGH165
では単段圧縮機を採用した。
1. 2. 2　冷媒・冷凍機油
　ヒートポンプユニットの冷媒には，HFC（ハイドロ
フルオロカーボン）の一種で臨界温度が高く低圧冷媒で
あるHFC-245fa（臨界温度157.5℃）をベース冷媒として
選定した。オゾン層破壊係数（ODP）がゼロであるこ

とに加えて地球温暖化係数（GWP）が低く，地球環境
に対する影響が極めて少ないことも選定理由である。た
だし，SGH165ではHFC-245faだけでは単位流量あたり
の能力が小さい。このため，HFC-134a（臨界温度101.1
℃）を混合せ，最適な冷媒成分比とすることによって高
効率運転を実現した。また冷凍機油は，高温下でも必要
な粘度を維持し，劣化やスラッジの発生のないものを選
定した。
1. 2. 3　取出蒸気圧力制御
　SGHのヒートポンプユニットは，取出（供給）蒸気圧
力を制御パラメータとして取込み，圧力変動に応じた出
力制御を行う。すなわち，取出蒸気圧力が必要圧力より
高い場合は供給蒸気量が余剰であることから，圧縮機の
回転数を下げて蒸気量を減らす。逆に，低い場合は蒸気
量が不足しているため，回転数を上げて蒸気量を増やす
制御を行っている。この制御方法により，要求される蒸
気量に応じた供給を可能とする省エネ性能を実現してい
る。
1. 3　性能
　表 1 に本機の概略仕様を示す。定格条件でのSGH120
の性能は蒸気供給量0.51t/h，COP3.5，SGH165のそれは蒸
気供給量0.89t/h，COP2.5を達成した。COP（Coefficient 
Of Performance）値とは，システム投入（消費）電力
に対する出力熱量，すなわちエネルギー効率を表す指標

図 4  数値解析結果
Fig. 4  Results of numerical analyses

図 5  最適な圧縮機の選定
Fig. 5  Optimum selection of compressors

表 1  SGHの概略仕様
Table 1   Specification of SGH
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である。図 6 に，熱源水入口温度に対する全負荷時の
COP特性，および蒸気供給量（給水温度20℃換算）を
示す。熱源水温度が高いほどCOPおよび蒸気供給量は
とも高くなっており， 4 本の曲線の右端のデータはいず
れも表 1 の定格性能に相当する。これらの値は，工場内
の水冷チラーの冷却水や生産プロセスからの排温水，あ
るいは未利用熱源水から効率的に排熱を回収し，利用可
能 な 蒸 気 と し て 供 給 で き る 性 能 で あ る。 と く に，
SGH165が出力可能な蒸気温度165℃（最高175℃）は，
燃焼式ボイラシステムに代えて本機を既設の蒸気配管に
接続が可能なことを意味する。また本機は，供給蒸気圧
が一定となるようにヒートポンプユニットの圧縮機回転

数をインバータ制御する。このため，一般の貫流ボイラ
に比べてより安定した圧力の蒸気を供給できることは，
顧客における蒸気利用プロセス，すなわち顧客製品の品
質安定化につながる。

2 . SGHの導入分野とメリット

　食品・飲料の殺菌や化学薬品・飲料の濃縮，印刷物・
塗装品・汚泥・紙・医薬品・食品などの乾燥，さらに蒸
留酒などの蒸留など，蒸気を使用する工程を有する工場
には，排温水や排蒸気といった排熱が少なからずある。
こうした排熱を再利用する本機の典型的な適用例を図 7
に模式的に示す。一般の工場では，既存の燃焼ボイラか
ら各プロセスへ蒸気を供給するが，熱源から遠く離れた
各プロセスへの蒸気供給配管において，かなりの熱損失
や減圧弁での圧力損失が生じる。これに加え，プロセス
で使用後のドレンが十分に再利用されていない（できな
い）ケースが多い。そこで，蒸気を使用する工程の近く
に本機を設置し，これらのプロセスからの排温水から熱
を回収して蒸気を生成することにより，つぎのようなこ
とが期待できる。
　①需要先への熱源機分散設置による蒸気配管での各種

損失の削減。
　②プロセスに最低限必要な圧力の蒸気を供給すること

によるエネルギー使用量の削減。
　③生産プロセスより排出されている未利用排熱の有効

活用。
　具体的に，100～120℃の蒸気利用と35～65℃の排温水
が同時に存在するプロセスにはSGH120を，135～175℃
の蒸気利用と35～70℃の排温水が同時に存在するプロセ
スにはSGH165を適用した場合を考えてメリットを定
量に試算した。年間320日24時間運転（7,680時間運転），
既存のガスボイラのシステム効率を50％とした場合，
SGH120およびSGH165による定格運転条件でのランニ

図 6  SGHの全負荷特性
Fig. 6  SGH full load performance

図 7  SGHの適用例
Fig. 7  Application example of SGH
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ングコストはそれぞれ58％および44％（図 8 ），CO2排
出量はそれぞれ76％および67％（図 9 ）と大幅な削減が
見込める。なお，試算で用いたガス代や電気代は，東京，
名古屋，大阪の三地区の平均値とした。

むすび＝東日本大震災後 2 年が経過し，燃料の高騰や電
力需給が逼迫する状況にある中，リスク分散と省エネル
ギーの両観点から既存の燃焼式ボイラとSGHとのベス
トミックスが図られるものと考えられる。中長期的に
は，その特徴である高効率性や省エネ性から，温水供給
ヒートポンプおよびSGHは，産業用加熱分野において広
く採用されるものと期待される。
　今後も社会ニーズや各ユーザ個別のニーズを的確にと
らえ，市場動向に対応したラインナップの拡充を図りた
い。また，次世代の市場に適合した高効率性や省エネ性
に優れた商品の開発を推し進めることにより，海外への
展開を含めた全地球規模的な低炭素化社会の実現に貢献
していきたい。　
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図 9  環境性試算結果
Fig. 9  Environmental evaluation

図 8  経済性試算結果
Fig. 8  Economical evaluation


