冷媒

顧客事例：Tewis社による検証

Solstice® N40 (R-448A)
（ソルスティス）

ソルスティスN40
を用いた先進の冷凍冷蔵

「ラボ試験を終えて、R-448A が現在の冷凍冷蔵システム

向け代替冷媒候補のなかで最良であることを認識しました。

R-448A は、R-404A の直接レトロフィット用途で GWP

（地球温暖化係数）が最も低く、最 も安全かつ、最 も高い省コ

スト性を発揮する非常に最適化された特性を持つ冷媒です。」
Tewis Smart Solutions International社、Javier Atencia氏

背景と課題
全産業で用いられる冷凍冷蔵システム
は、厳格化が進む持続可能性、環境負
荷、および省エネ性の基準に適合して
いる必要があります。
主要先進各国では、場合により罰則を
伴う法規制が制定され、該当する機器
を有する事業者はこれらの高い基準に
従う必要があります。
また、産業界では、グリーン化もしく
は持続可能性に関する指針などを独自
に策定し、環境破壊につながる要因の
低減について目標を定めた取り組みが
行われています。
スーパーマーケットでの生鮮品や冷凍
食品の保存や、他産業でのさまざまな
用途で不可欠な設備である冷凍冷蔵シ
ステムも環境・省エネ性が求められる
用途の一つです。そして、冷凍冷蔵シ
ステムの効率的運用を大きく左右する
要素は、冷媒の特性です。

新しい冷媒には、従来製品同様の性能
と省エネ性、さらに低いGWP（地球温
暖化係数）と、より高い温度環境で安
全性とレトロフィットしやすさなどの
多くの利点が求められます。
産業界では、生鮮品や要冷蔵品を保存
する機器について、その不可欠な要
素である冷媒の特性にこれまで以上
に注目しています。このような流れ
から、ハネウェルなどの素材企業で
は、従来品をより安全、環境負荷を低
く、そしてより効率的に代替する冷
媒ガスの研究開発に取り組み、また
多方面でもTewis Smart Solutions
Internationalなどの企業が、機器設計
やシステムについて、エネルギー消費
の低減や環境特性によって実践的に最
も低いTEWI（全体環境温暖化負荷）
を実現する技術研究に取り組んでいま
す。今回、Tewis社は、R-448A
（ソルスティスN40） について、
その省エネポテンシャルの検証を目的
に試験を行いました。

Tewis Smart Solutions International社:
省エネ性に注力した取り組み
Tewis Smart Solutions
International 社（スペイン）は、3 大
陸 5 か国に展開する大手エネルギーコン

サルティング企業です。
Tewis 社はこのたび Solstice®（ソルス
ティス）N40（R-448A）と代替対象冷
媒（今回は R-404A）との比較評価を
実施し、各冷媒の特性について細緻な分
析を行いました。

冷凍冷蔵システムの効率性と省エネ性の
向上に注力している Tewis 社では、開発
設計や、新しいソリューションや制御方
法などの研究や活用に取り組んでいます。
同社はこれらの活動の拠点として、スペイ
ン・バレンシアの施設にスペイン冷凍冷
蔵産業界でも先駆的な独自のラボ施設を
開設しました。

冷凍冷蔵システムの
効率的運用を
大きく左右する要素は、
冷媒の特性です。

試験結果：性能を実証
Tewis社では、ラボ内での比較対照試

験実施にあたり、中温冷蔵機器におけ
る2種の冷媒（R-448Aおよび
R-404A ）のエネルギー消費量比較を
目的として、時間差を短く設定した同様
の気象条件下で試験を実施しました。
同一の既存設備に各試験対象ガスを充
填した際の同じ適合特性（Solstice®
N40については追加調整値を設定）に
ついて、試験データをもとにR-448A
と代替対象R-404Aの省エネ性ポテン
シャルを評価しました。
試験全体の正確性、一貫性と信頼性を
最大にするため、試験は品質、正確性
に関する各種認証を取得し、実績と事
例を多く有するTewis社のラボにて実
施されました。
試験は、複数の冷凍冷蔵ショーケース
に接続したコンプレッサシステムにて
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上や類似品に比べ低いCO 2 排出量など
の特性を持つ、業務用冷凍冷蔵用途で
今日一般的に用いられる冷媒の代替と
して最も適していると結論づけられま
した。また、冷凍冷蔵機器を含む全体
の収益性向上に対しても可能性を持つ
ソルスティスN40冷媒は、持続可能性
の強化に努める産業界に向けた重要な
製品であると評価されました。

85時間の運転サイクルを2回行い、冷
媒 1種につき1サイクル運転し、結果を
比較しました。R-448Aの優れた省エ
ネ性と、R-404Aに非常に類似した吐
出温度による利点が示されました。
ハネウェルが開発した新しい冷媒
は、R-404Aで稼働した場合に比べ、
8％kWh以上エネルギー消費を低減し
ました。
試験自体のデータでは、ソルスティス
N40の結果は上記より高い11％以上
を示しました。しかしながら、最終結果
の正確性を高める為、試験期間中各サ
イクル稼働時の外気温の微小な差異
（1℃以下）を反映する調整値を適用
しました。
結果、ソルスティスN40（R-448A ）
は、エネルギー消費低減ポテンシャル
に加え、キャパシティ（冷却能力）の向
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R-404A 外気温度 (℃)
N40 外気温度 (℃)
R-404A 電力消費量 (kWh)
N40 電力消費量 (kWh)
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電力消費量 kWh

-11.2%
電力消費量 kWh

Solstice® N40 (R-448A)

881

電力消費量 kWh

エネルギー消費量は、交換冷媒に対する
最適化を行わないドロップイン(単純冷媒交換)
環境で、温度および湿度差異調整反映前の値。
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R-448Aの確かな利点：

1. CO 排出量の低減
2

以前に実施した試験により、R-448A ガスの性能は、

R-448A
実際の
計測値

R-448A
温度
誤差調整

R-448A
温度および湿度
誤差調整

3. 既存設備への導入

同冷媒への代替が進む R-404A などの対象冷媒に比

R-448A は、冷凍 冷蔵システムを交換することなく導
入が可能です。ソルスティスN40は、非常にわずかな調

球温暖化係数（1273[IPCC AR5]/ 1387[AR4] ）は

きます。この点で、新しいソルスティスN40 は、産業・

べ優れていることが 確認されています。R-448A の地

R-404A（同3943[IPCC AR5]/ 3922[AR4] ）を約
68％低減するもので、業務用冷凍冷蔵で用いられる他
の代替冷媒に比べ最も低い GWP（地球温暖化係数）

整をするのみで既存設備で問題なく使用することがで

業務向け冷凍冷蔵設備に求められる改装や更新に寄与
できる利点を有しています。

です。

2. エネルギー関連コストの低減

4. 大手システム構成機器メーカーで

うにこれを8％以上低減しました（厳格に冷媒を起因と

コンプレッサ、バルブ（弁）などの大手システム構成機

エネルギー消費量の点では、Tewis 社の試 験が示すよ
する低減量、最適化が一切行われない条件下にて環境

温度の差異による影響についても非常に限定的な基準
を適用）。最適化されたシステムではさらに高い効率性
とコスト低減を発揮する可能性が確認されました。

採用済の取扱いやすい冷媒

器メーカーでは、検証承認を経てR-448A が採用され
ました。R-448Aの取扱方法はこれまでの冷媒とほぼ

同様で、安全に大きな変更なく扱うことができます。

Tewis社品質認証に基づいた厳格な試験方法
• Tewis社ラボ所有の冷凍冷蔵システムにR-404Aを
80kg充填し、2014 年 8月28日～ 9月1日までの期
間、85時間にわたり連続稼働

• Solstice®（ソルスティス）N40（R-448A ）に対して
も同じ充填量にて2014 年9月11日～ 9月15日まで
同じ期間稼働を実施

• 両試験での計測項目：平均出力（2分ごと）、外気温
度（2分ごと）、冷却ケース内温度（2分ごと）およ
び、ラボ内温度（2分ごと）

• 主要計測項目であるコンプレッサシステムの電力消
費は、較正したネットワークアナライザーにて計測

• 各計測項目は、システム内の一過性の影響を除去す

るため、両試験の平均時間（85時間）について計測
した。両試験は、気温条件が類似している連続した2
週間にわたり実施。可能な限り同一の気温条件を考
慮した期間設定にかかわらず発生した温度の差異に
ついては、冷凍冷蔵ケース内および外気温の温度差
に基づく調整値を適用。

• 両試験における機器の制御および稼働条件：
• コンプレッサ吸込設定： -10℃
• コンプレッサ吐出設定： 40℃
• 冷凍冷蔵ケース設定温度： 2℃
• ケース内容物： なし（食品などを一切入れない状態）

構成機器

メーカー

モデル

Frascold
Siarco
Frost-Trol
Eliwell
Eliwell

S 7 33Y
CN 523H
HMC-4/3750/465
EWCM9100 eo
ID985/E LX

膨張弁

Eliwell

PXVB0AR8000

ネットワーク
アナライザー

Carlo
Gavazzi

EM26-.96

コンプレッサ（3台）
コンデンサ

中温冷蔵ケース

電子コントローラー
個別
電子コントローラー

• Solstice®（ソルスティス）N40（R-448A）に対する
システム最適化は一切行わない

• スーパーヒート調整によるR-448Aへの優位性なし

試験結果まとめ：
冷媒

電力消費量
（kWh）

相対湿度

ラボ温度
（℃）

機器温
度( ℃)

R-404A
R-448A

991.8
881.0

61.95
57.42

26.58
25.70

4.10
3.85

外部温度の変動による影響の調整方法
すなわち、この温度差の拡大は、簡略化した近似値に
て、エネルギー消費の増加に比例するものであると結
論づけられました。このたび作成した簡略化した算定
式を用いて、R-404A 試験時の温度条件でのR-448A
の電力消費量を計算することができます。

2つの試験は十分に近い期間内で実施されたため、

エネルギー消費性能は温度に従い線形比例している
ことが想定されます。試験が実施されたラボ内の環境
温度とショーケース温度の間に見られた温度上昇は、
参照すべき主要な変動であるとして検討がなされまし
た。この温度差は、簡略化した方法により機器ユニット
により抽出された熱に比例するものとされました。

,
電力消費量ʼ

R-448A

R-448A

R-448A

電力消費量

R-448A

冷媒

電力消費量（kWh）

温度勾配（℃）

ラボ温度（℃）

機器（ショーケース）
温度（℃）

R-404A
R-448A

881
906

22.48
21.45

26.58
25.70

4.10
3.85

*この近似値は、温度差が1℃以下で差異が温度計測機器の誤差の範囲内であることから、必要を上回る程度に厳格である場合があります。

さらに厳格性を高めるため、湿 度についても計測値の
調整が行われました。このたびの試験では、ソルスティ
スN40（R-448A ）試験時に比べ、R-404A 試験時の
湿度が 高かったため、最も厳格な検証を行うためこれ

,
調整済電力消費量

R-448A

R-448A

R-448A

についても厳格な調整値を設 定しました。この調整値
（ HF ）には、ショーケースメーカーが推奨する値を適
用しました。

( 電力消費量 R-448A + 電力消費量 R-448A HF )

R-448A の 調整済電力消費量 = 931kWh

コストの大幅な低減
最終結果では、ドロップイン試験（一切のシステム最適
化を行わない）でもエネルギー消費量の点で大幅な利
点をもつことが示されました。最終結果の数値は、スー
パーヒート調整や、他の潜在的な改善要因を算入して
いないばかりでなく、温暖気候で温度や湿度の影響を
大きく受けるスペインで実施した試験によるものです。
より涼しい気候条件の地域では、この結果を上回る利
点を得られることが想定されます。
法規制による管理の拡大という点では、いくつかの国々
で導入されている、据置型冷凍冷蔵機器（スーパーマ
ーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、
食品産業、自動販売機など）を使用するすべての産業
に対して課せられる温暖化フッ素化合物ガス税（HFC
税）による経済的な影響も考慮すべき事項です。これら
のHFC 税は、使用する冷媒やその配合種類別に、各機
器の充填量やGWP（地球温暖化係数）について新規

の税額および税率を定めています。税制の適用により
冷媒漏えいの抑制やより環境負荷の低いガスの使用を
促進する効果がある一方、特に高いGWPの冷媒や再生
フロンに対しては課税が強化されます。
この点からも、Solstice®（ソルスティス）N40
（R-448A ）の利点は明確であるということができま
す。実証されたエネルギー消費量の8.61％低減効果
に加え、ソルスティスN40は地球温暖化防止に寄与す
る点でも優位性を保っています。ソルスティスN40は
GWP が R-404Aより68% 低く、ほとんどのR-404A
用途を代替可能かつ、業務用冷凍冷蔵用途でドロップ
インとして即座に使用可能な代替冷媒の中で最も低い
GWPの製品です。環境性や経済的な利点に加え、ソル
スティスN40 が直接、間接的に寄与するCO2 排出削減
量は非常に大きな意味を持ちます。

冷媒

電力消費量（kWh）

吐出温度

R-404A
R-448A

991.8
931

68.33 ℃
71.42 ℃

GWP 地球温暖化係数
（IPCC AR4/AR5）

CO 2 相当量あたりの
税額 20€／トン

3922 / 3943
1387 / 1273

75.68 €/kg
27.60 €/kg
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