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 (ソルスティス)

プロセスのイノベーション：
新世代の冷媒が可能にする 
食品加工の熱回収の向上

 顧客事例：Clauger社



顧客事例

グリーンな未来

「当社では、常により良い 

効率性、経済性と、そして 

環境負荷が最も低い 

食品製造加工技術の向上に
努めています。」

Clauger社、Sylvain Noel氏

食品産業において、冷凍冷蔵システムに伴
う熱回収は、野菜の加工に使う温水を供給
する上で重要な要素です。しかしながら、コ
ンプレッサによる凝縮と過熱度低減で得ら
れる効果には限度があり、一般的に35℃
程度に留まります。加工作業にはより高温
の温水が必要であるため、通常のプロセス
では、水温80℃に達する熱回収システムを
設置可能なアンモニアベースの冷媒が用い
られています。今回求められている水温は
97℃（凝縮温度は最低100℃）であるこ
とから、アンモニア（NH3）では水温80℃
以上の達成は不可能で、またCO2も高温に
て十分な効率性を発揮することができま
せん。

産業プロセス向け冷凍冷蔵大手であるクル
ーガー（Clauger）社（本社：フランス）は、
このような課題の解決を目指し、ハネウェ
ルの次世代の低GWP（地球温暖化係数）
冷媒Solstice®（ソルスティス）zeの採用を
検討しました。Clauger社は、ソルスティス
zeを用いて、食品加工の温度要件でのプロ
セスと、冷却水で製品を急速に冷やすプロ
セスを両立する熱回収システムを開発しま
した。この技術は、野菜の匂い、味、食感と
保存を最適の状態で加工する高級食品加
工企業向けに開発されました。

イノベーション - 試作機段階での 
非常に良好な結果：

• 良好な全体COP（成績係数）で、結果優
れた効率性を発揮

• 単一プロセスで、同時に高温（98℃）およ
び冷却（2℃）に対応するソリューション 

• 地球温暖化係数GWP＜1で、一切オゾン
層を破壊しない冷媒

背景： 
プロセスの効率性と環境責任の両立
Clauger社は、食品、製薬、化粧品、エレ
クトロニクス、化学などの幅広い産業分野
に向け冷凍冷蔵およびプロセス空調を開
発している技術企業で、世界90か国以上
の3,000社の顧客にサービスを提供してい
ます。 

ほとんどのプロセス導入施設では、熱エネ
ルギー源を有しており（汚水処理、CIP-定
置洗浄、エアコンプレッサ、冷凍冷蔵機械
室、抽出システムなど）、これらを活用した
温水生成システムは従来のボイラー機器に
比べ低コストにて運用することができます。
食品加工工場においては、従来回収熱を温
水供給に活用するためアンモニアベースの
冷凍冷蔵システムが用いられています。

Clauger社は、EUで今後施行される
F-Gas規制にて導入が進む低GWP冷媒
の使用義務化や、水温80℃以上に対応不
可能なアンモニアについて検討し、現在食
品加工の温水供給にボイラーを用い、ま
た製品の冷却にチラーを用いて必要温度
条件に対応している顧客に向け、新たな
アプローチを開拓していくことを決断しま
した。Clauger社はEDF社と協働し、R-
245faを用いた熱回収システムの試作機を
設計しました。このシステムは、ラボ試験で
良好な結果を残しました。しかしながら、さ
らにGWPが低く、持続可能な冷媒を探す
中で、Clauger社は新しい冷媒の必要性を
認識しました。



冷却能力 150 kW
液体 HFO-1234ze(E)
入水口 +2ºC
加熱力 200 kW
加熱力 +97ºC
加熱力 温: 2.8／冷: 2.6
ROI（投資回収） 2.5年 

試作機は、サンプルのプロセスラインに設
置され、顧客企業が特定の測定項目につい
て一定したモニタリングを実施しました。 
数ヶ月の試験実施後、要件を満たす結果を
得ることができました。

以後は、関係各社による詳細な評価の後
にフルサイズの実機を製作し、顧客企業の
既存のプロセスラインに設置される予定で
す。エンドユーザー側ではこの技術を広い
事業範囲にて適用することができます。

実寸サイズの機器では、充填量は現在の正
温度向け4kgおよび負側10kgから全体で
約30kg、出力は400kWとなります。 

ここからClauger社は、エンドユーザー、 
ハネウェル（ソルスティスze冷媒技術を含
む）、パリ国立高等鉱業学校、およびTotal-
ADEME（フランス環境・エネルギー管理庁
およびTotal社による環境支援プログラム）
をパートナーとするより幅広い規模の2号機
試作プロジェクトを開始しました。2号機プ
ロジェクトの目的は、97℃の温水供給能力
に加え、冷却水を用いて食品や製品を2℃
に瞬間冷却する機器の開発です。2号機の
評価は、環境性能、プロセスの効率性と、 
省エネ性によるエネルギーコスト削減など
の主要項目について実施されます。

実地&ラボ試験： 
機器設置と結果
2号試作機は、システムの機能性と設置
現場での性能を検証するため、実寸の
1:10サイズで製作しました。ハネウェルの
Solstice®（ソルスティス）zeは、以下の理
由から採用されました。

• 単一成分のガスであること

• 地球温暖化係数（GWP）が＜1と非常に
低いこと

• 目的用途での使用に安全な液体であること

• 低圧で非常に優れた熱力学的特性を持つ
こと

Clauger社が設計した試作システムには、
半密閉型レシプロコンプレッサ2台（Bitzer
社製(66F 100.2Y)）、同一の冷媒回路で
の独立稼働と、電子式オイル管理を使用し
ました。3～53℃範囲内でのコンプレッサ
のCOP（成績係数）は3.54です。

第2ステージ（ブレージングプレート式熱
交換器（BPHX）ピンチ温度=5℃）は、タ
ンデム密閉型スクロールコンプレッサ 2台
（Bitzer社製 GDS80485VAクラス）、 
アクティブオイル管理、稼働周波数範囲
35-65Hz以上（可変速度）としました。 

このような設計により、Clauger社は各タ
ンデムの可変RPM能力を活用することが
できます。 
48／100℃でのコンプレッサのCOPは
3.28で、最大吐出温度は112℃です。

ユーザーコメント： 
低GWP（地球温暖化係数）技術の活用 
による満足の行く結果
「現在実施中の実証試験の成果により、
今後当社の世界中の工場に同様の技術を
導入していきます。このシステムは、私たち
が求める性能レベルと低い環境インパクト
の両者を満たしています。」

- 顧客企業担当者

「ソルスティスzeは、要件を満たす性能を
非常に低いGWPで可能にするもので、こ
の種の技術や、80℃の限界を超える技術
の進む道を指し示しています。」

- Clauger社担当者
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展望：産業プロセスの低GWP化
食品加工への持続可能なアプローチとして
実施したSolstice®（ソルスティス）zeの採
用は、環境性・運用の点で大きな利点を示
しました。ハネウェルのソルスティスzeは、
産業プロセスの熱回収によるエネルギーの
温水供給への活用を効率的に実現する重要
な鍵と言うことができます。

今回の試作機の成功例と同様の事案におい
ても、今後ソルスティスzeを用いた革新的
な設計が利点をもたらすと予測されます。 

ソルスティスzeは、オゾン層を一切破壊せ
ず、冷媒ユーザーにとって最も重要な要件
である性能、コスト効率性、環境負荷の低
減と、安全性を満たす冷媒です。 
ソルスティス zeはまた、低毒性（ASHRAE 
クラスA）、環境温度での燃焼性
（ASHRAEクラス2L）による微燃性で、 
同様用途で用いられる非常に強い可燃性ま
たは高い毒性を持つ炭化水素類やアンモニ
アに比べ、安全性が大幅に高いソリューシ
ョンです。

ソルスティス zeについて詳しくは、 
日本語ウェブサイト

www.honeywell-refrigerants.com/japan/ を
ご覧ください。 

F-Gas規制対応
Solstice®（ソルスティス）ze（HFO-1234ze 
(E)）は、温暖化フッ素化合物ガスとみなされな
いため、EUがF-Gas規制にて定める低減対
象物質に含まれません。

シミュレーションソフトウェア
ハネウェルの冷媒モデリングソフトウェア 
（無料ダウンロード配布） 
www.honeywell-refrigerants.com/
japan/genetron-properties-suite/

スマートフォンアプリ
Honeywell PTチャート ルーラー アプリ  
（iOS およびAndroid対応、無料配布、 
英語版のみ）
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The App Store badge must be used in both 
marketing and advertising communications, such as 
TV spots, print ads, video trailers, email, newsletters, 
and websites, whenever you promote your app 
offered on the App Store. Only the badge shown here 
is approved by Apple.  

For online communications, you must provide a 
link to your app on the App Store wherever the 
App Store badge is used. To obtain the URL for your 
app on the App Store, go to your product page in 
iTunes. Right-click or Control-click your app listing 
and choose Copy URL. Embed the URL in the App 
Store badge or your marketing copy. 

Customers will be directed to install iTunes software 
if needed, then routed to their original destination  
on the App Store. 

Localized badges
Apple provides badge artwork with the “Available 
on the” modifier translated into 11 languages (listed 
below). Do not create your own version of a localized 
badge. Always use artwork provided by Apple.

App Store Badge

Minimum clear space and minimum size
• Minimum clear space is equal to one-quarter the 

height of the badge. 
• Do not place photos, typography, or other graphic 

elements inside the minimum clear space. 
• Minimum size is 10 mm for use in printed materials 

and 40 pixels for use onscreen. 
• Always select a size that is clearly legible but not 

dominant.

Backgrounds
The Available on the App Store badge always 
appears in black and white as shown here. The white 
border surrounding the badge is part of the badge 
artwork and must be included. The App Store badge 
can be placed on: 

• A black or white background
• A solid-color background
• A background image as long as legibility is not 

diminished
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The App Store badge is available in these languages: 
Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English, 
French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and 
Spanish.

ハネウェルジャパン株式会社
フッ素化学品事業部
〒 105-0022 東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー 20階
Tel 03-6730-7106 / Fax 03-6730-7221

日本語ウェブサイト
www.honeywell-refrigerants.com/japan/

レスポンシブル・ケア
米国化学工業協会（ACC）の会員であるハネウェル パフォ
ーマンス・マテリアルズ・アンド・テクノロジーズ（PMT）
は、ハネウェルの事業における健康・安全・環境（HS&E）
方針に則し、レスポンシブル・ケアを採用しています。レス
ポンシブル・ケアは、化学産業が主宰する世界的な自主方針
で、会員各社は各国の化学業界団体を通じて健康・安全・環
境の向上と、ステークホルダーに対する製品や製造プロセス
についての情報提供などを協働して行っています。

Honeywell International Inc.は、本書に記載されている情報が正確で信頼性のあるものと確信していま
すが、明示的または黙示的にかかわらずこれら情報の提供はいかなる保証または責任も伴わず、ま
たHoneywell International Inc.が表明、保証するものではありません。すべての製品の性能は、他の原
材料、用途、配合、環境的要素や製造条件などのユーザー条件における使用下で影響を受ける場合
があるため、製品の製造や使用にあたってはユーザーがこれら全てを考慮する必要があります。ユ
ーザーは、本書に当該製品の正確な評価データが掲載されていると仮定すべきではありません。本
書に記載された情報は、ユーザー自身による独自の試験や実験責任を回避するものではなく、製品
および／また本書に記載された情報の使用に際してユーザーはあらゆるリスクおよび責任（結果、
特許侵害、法規制準拠、労働安全衛生・環境に対するリスクを含むが、それに限定されない）を想
定するものとします。

https://www.honeywell-refrigerants.com/japan/genetron-properties-suite/

