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ソルスティス® L40X（R-455A）は、低温、中温、高温用途の新規システム向けに 
開発された燃焼リスクの低い微燃性（A2L）の非共沸混合冷媒。 
GWP（地球温暖化係数）が148と低く、高効率で、高い臨界温度と低い臨界圧力が特徴、
幅広い冷凍冷蔵およびヒートポンプに活用可能な長期的ソリューションです。

用途
ソルスティス L40Xは長期的に使用可能な、欧州F-gas規制に適合する冷媒です。 
主な用途：
• コンデンシングユニット
• 小規模スーパーマーケット向け水ループシステム
• プラグインシステム（低温および中温）
• モノブロック（一体型）冷蔵システム
• 飲食サービス&セントラルキッチン
• カスケード（二元）システムの低温側

この他チラー、ヒートポンプや輸送冷蔵などの用途にも活用可能な特性を有します。 
大手機器メーカーや冷蔵設備業各社をはじめ、ソルスティスL40Xの採用が広がってい
ます。

ソルスティスL40Xを採用した小売業、機器メーカー、設備業による評価 ：
• R-404Aと近似した能力（キャパシティ）で、効率性を向上
• 非常に低い微燃性で炭化水素類に比べて冷媒量を多く充填可能なことから、ライン
数を低減可能（燃焼性については『安全性と燃焼性』の項をご覧ください）

• 店舗や食品工場施設全体の伝熱用途（低&中温、熱回収、空調、暖房、温水）に対応
できる可能性を有すことから、環境効率に優れた新しいシステムアーキテクチャの設
計が可能

ソルスティスL40Xの主な特徴
ソルスティスL40X（R-455A）は非共沸の混合冷媒で、低温、中温、高温用途の新規シ
ステム向けに開発された微燃性（A2L）の代替冷媒です。GWPが148と低いため、長
期的に使用でき、欧州F-Gas規制にも適合するソリューションです。R-404Aに近似
した能力（キャパシティ）、プロパンと同等の冷凍サイクル運転範囲と、高いエネルギー
効率性が特徴です。
• GWP： 148（AR4） / 146（AR5）
• A2L、微燃性 

• 高効率、高い臨界温度、低い臨界圧力
• R-404A/R-507と同等の低い吐出温度 

• R-404A/R-507に比べマスフローが30%低いため、システムの小型化が可能



安全性と燃焼性
ソルスティスL40X（R-455A）はASHRAE 34 / ISO 817分類クラスA2L（微燃性）の
冷媒です。独自の燃焼特性により、安全にお使いいただけます。
• 比較的に高いLFL（燃焼下限界）11.8 % (431 gr/m3)：LFLは、空気中に含まれ
る対象ガスの濃度のうち、発火を引き起こす可能性のある最も低い濃度（および、そ
の他関連する条件も同時に合致する）を示します。ソルスティスL40XのLFLは、プ
ロパンに比べ10%高い値を示します。

• UFL（燃焼上限界）は12.9 % （462 gr/m3）で、濃度範囲（LFLとUFLの差異）はわ
ずか1.1%です。このことは、ソルスティスL40Xの空気中濃度が可燃範囲にある場
合、発火直後に冷媒-空気混合気体の組成変化により可燃範囲外になることを意味
します。ソルスティスL40Xの物性による固有の安全性能です。

• MIE（最小点火エネルギー）：MIEは燃焼性を持つ混合気体の最小点火エネルギー
を示します。ソルスティスL40XのMIEは317mJで、プロパンの1000倍以上高いエ
ネルギーで点火します。

• ソルスティスL40Xが発火した場合の燃焼速度は1.5 cm/秒未満で、燃焼熱も10.2 
MJ/kgと非常に低い値です。

以上の特性は、ソルスティスL40X（R-455A）は冷凍冷蔵システムで安全にご使用いた
だけることを示します。

温度グライド
低燃焼性で高性能な低GWP混合冷媒には、温度グライド（温度勾配）が発生します。 
システムの設計においてグライドは考慮すべき重要な要素です。非共沸の混合冷媒
は、従来から使用されているタイプの冷媒です。
熱交換器の設計においては、フロー設定を最適化することでグライドの利点を活かす
ことができます。
近年の科学研究から生まれたソルスティスL40X（R-455A）は、冷媒漏れ発生の場合
にもシステム内で安定性を保ちます。

例：
• 平均蒸発温度： - 10 °C
• 平均凝縮温度： + 45 °C
• 過冷却： 0 K 

• エバポレータのグライド： 6.3 K

ソルスティスL40X（R-455A）の燃焼特性
UFL（燃焼上限界） 12.9 % / 0.462 kg/m3

LFL（WCF*による燃焼下限界) 11.8 % / 0.431 kg/m3

MIE（最小点火エネルギー） 317-331 mJ

自己発火温度 473-477 °C

燃焼熱 10.2 MJ/kg

基礎燃焼速度 <1.5 cm/秒 *WCF：最も燃えやすい組成
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充填量の制限とリスクアセスメント
取扱は、機器製造元が提供する取扱説明書、各地域／国の安全規格、法規制や関連す
る建築基準法を遵守し行ってください。EUでは、適切な冷媒充填量を確保するための
リスクアセスメントの実施を明示しています。

一般使用安全規格：ISO 5149 / EN 378（冷凍システム及びヒートポンプ）
燃焼性分類クラス2Lは、欧州EN 378規格などの様々な国際規格に採用されていま
す。この規格では、2L冷媒はクラス2および3に比べてより有利な特性を持つことか
ら、2L冷媒を使用するシステムに対しては充填量制限が緩く設定されています。

電気機器安全規格：IEC/EN 60335-2-89
業務用電気機器を含む製品に関する規格です。電気部品や冷媒充填限度の推奨値に加
え、充填量が大量の場合に従うべきリスクアセスメントプロセスの要件を定めています。

代替冷媒の比較と充填量制限
ISO5149およびEN378規格では、最大冷媒充填量はシステムの設置場所、空間占有
の状況と冷媒の安全基準を元に定められます。表1（右）は、部屋容積制限対象外の場
合の最大冷媒充填量です。例としてソルスティスL40Xの最大充填量はプロパンに比
べ17倍高いことを示しています。
ソルスティスL40X（R-455A）を公共の場で使用し、最小の部屋容積条件を適用した
場合、図1（下）に示すとおり充填限度が緩和されます。その他、部屋容積やリスク低減
措置・対策のレベルによりソルスティスL40Xの充填量を増やすことができます。

     部屋高さ2.5m、LFL 431 g/m3       床面積 [m2]     図1

新規システムでの使用について
ハネウェルでは、冷媒充填量や機器の最適設定など各システム方式に適したソルスティ
スL40X（R-455A）の推奨事項などの情報を提供しています。冷凍空調産業が取り組
むあらゆるシステムのCOP（成績係数）向上を可能にするには、適切な充填、運転時の
スーパーヒート（過熱）を最小化し、漏えいを低減することでシステムを最適化すること
ができます。部品による最適化については、各部品製造元にお問い合わせください。

部屋容積制限対象外
の場合の 

最大冷媒充填量
ソルスティスL40X
（R-455A） 2.60 kg

プロパン
（R-290） 0.15 kg
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（2.6kg未満の場合は部屋容積制限の対象外）
標準システム

+ 建設要件クラス追加 
  （設置場所クラス II）

+ リスク対策を2種追加
（安全遮断弁、 
アラーム、排気機構）

+ リスク対策を1種追加
（安全遮断弁、 
アラーム、排気機構）

二次（チラー、機械室）のみ
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