
ソルスティス® N40 (R-448A)

優れた省エネルギー性能 と 低GWP（地球温暖化係数）の
R-404A および R-22 代替冷媒

食品流通の
「冷やす」を
変える
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低GWP (地球温暖化係数) + 高い効率性
ハネウェルのソルスティス®N40冷媒 (R-448A)は、従来のR-404A冷媒に比べ優れた省エネ性を発揮する新しい冷媒です。
不燃（ ASHRAE A1）で、従来冷媒の1⁄3 以下のGWP（地球温暖化係数）を実現したソルスティスN40 は、 
スーパーマーケット・コンビニなどの業務用冷蔵冷凍用途でR-404A や R-22 を代替する これからの時代の冷媒です。

フロン類（HFCなど）低減目標をクリアする冷媒
ソルスティスN40冷媒のGWPは1,387（AR4*、 AR5*では1,273）で、2015年4月に施行されたフロン排出抑制法（略称）で示された
指定対象製品のGWP低減目標をクリアします。国内では、R-22を含むHCFC（特定フロン）は2020年に全廃され、またフロン排出抑
制法では、コンデンシングユニットおよび定置式冷凍冷蔵ユニット（圧縮機の定格出力1.5kW以下を除く）について、R-404A を含む
HFC（代替フロン）の低減目標が2025年度までにGWP1,500以下に定められました。

フロン類使用製品の低GWP化目標値（GWPは、AR4*）
指定製品の製造・輸入業者に対して、製造・輸入者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標の達成が求められています。 

第一種特定製品 現在使用されている 
主な冷媒および GWP

環境影響度の目標値
（GWP）

目標年度

コンデンシングユニットおよび
定置式冷凍冷蔵ユニット
（圧縮機の定格出力 1.5kW以下を除く）

R-22     (1,760)
R-404A (3,920) 
R-410A (2,090)

1,500 2025

*AR4およびAR5について: 気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）評価報告書の第4次報告書（AR4）および第5次報告書（AR5）を指しま
す。各報告書で示されるGWP値は、実際の地球環境への影響を反映し算出されるため、同一物質のGWP値が異なります。国内のフロン類
使用製品の低GWP化目標では、AR4のGWP値が用いられています。

スーパーマーケット用途
業務用冷凍冷蔵ユニットの種類

• 
 

冷凍冷蔵ユニット：スーパーマーケットの集配所やバックヤードに設置されるプレハブ 
冷蔵庫の冷凍機で、プレハブに設置する一体型や、パッケージのような小型の分離型など。 
冷媒充填量1.5～3 kg/台 **

• 別置型冷凍冷蔵ショーケース： 
コンデンシングユニット（コンプレッサなど）を屋外に、陳列ケースを屋内に
設置し、1台のコンデンシングユニットで数台の陳列ケースを冷却。冷媒充填
量 2～20kg/台**

• 内蔵型冷凍冷蔵ショーケース：コンデンシングユニットを内蔵する一体型。小
型のものが多く、上開きタイプ冷凍庫や小型ネタケースなど。 
冷媒充填量 0.05～2kg/台**

**参考: フロン排出抑制法パンフレット（環境省、経済産業省、国土交通省）

フロン類の漏えい量報告義務と低GWP冷媒
フロン排出抑制法（略称）では、フロン類の年間の算定漏えい量が1,000 CO2トン（CO2換算量）を超える事業者を報告対象者と定め、 
算定漏えい量の報告を義務付けています。 GWPが低いソルスティス N40などの冷媒を使用することで、地域密着型スーパーなど
の事業者は、報告に係る負荷を軽減できる可能性があります。国内の平均冷媒漏えい量16%に基づく試算では、従来冷媒の年間
算定漏えい量1,000 CO2トン相当の冷媒充填量はR-22の場合3,331kg、R-410Aは2,991kg、R-404Aは1,593kgであるのに対し、 
ソルスティス N40は4,506kgです（算出に用いたGWPはAR4*）。

環境への影響
ソルスティス N40とR-404Aの GWP比較 

ソルスティス N40の GWP:
R-404Aに比べ、65%
（AR4、AR5では 68%）低減

革新的な冷媒技術
ソルスティス N40は、ハネウェルが十
数年にわたる研究投資を経て開発し
た、地球温暖化ガスによる影響を低減
し、かつ将来の法規制への対応を考慮
した新しいソリューションです。

3922 
(AR4)

1387
(AR4)

65%

R-404A ソルスティスN40 

GWP（地球温暖化係数）



使いやすさを追求したソルスティスN40：

中温、低温ともにコンプレッサの吐出温度を低温化
機器やドロップインに高い省コスト性

特徴
•  低・中温 冷蔵冷凍用途向け
•  不燃（ASHRAE A1）
•  R-404Aのドロップイン代替
•  低 GWP
•  ODP（オゾン破壊係数）ゼロ
•  R-404A に比べ効率性 5～16%向上
•  低・中温 で R-22 と同等の性能

使いやすく、コスト効率性の良い代替冷媒
使いやすさを目指し開発されたソルスティス N40 (R-448A)
は、R-404Aのドロップイン代替が可能なため、 
これまでと同様の取扱方法で使用できる 
「すぐに使える」冷媒です。

• HFC（代替フロン）と同様の稼働圧力
• R-404Aと同じ潤滑剤を使用可能
• 全てのシステム構成機器に対応
• コープランドDiscus、Scrollシリーズ、Bitzer（ビッツァー）、

Carlyle（カーライル）製コンプレッサにて 
ソルスティス N40を採用

ソルスティスN40性能試験：実証された高い性能と省エネ性
米国エネルギー省の管轄にてオークリッジ国立研究所（米テネシー州）で実施されたスーパーマーケット向け冷凍冷蔵の 
実証試験結果（実証試験は管理ラボ環境にて実施）

ソルスティスN40 (R-448A) は R-404Aに比べエネルギー消費が低く、また冷却性能と成績係数（COP*）が高い
ことを実証しました。（下左表）

• コンプレッサ圧力 3.7%低減
• 冷却能力 7.5%向上
• システムの成績係数（COP）11.6%向上

*成績係数（COP）は、エアコンや冷凍冷蔵機器のエネルギー消費効率を示す指標で、国内で一般的に用いられています。
COP＝ [冷却 / 暖房能力 ] ÷ [エネルギー消費量 ]で算出され、数値が高いほど高いエネルギー効率を示します。

← 冷凍冷蔵機器メーカーによるソルスティス N40 性能評価結果をごらんください。
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ソルスティスN40 コンデンシングユニットにおける性能試験
東芝キヤリア株式会社（日本）

• コンデンシングユニット性能試験実施
• JIS 8623 の定める 32℃ および 43℃での検証 *
• ソルスティス N40(R-448A) は R-404Aに比べ 4～16% 高
い省エネルギー性能 (COP)と、優れた冷却能力（キャパシティ）

*Performance evaluation of condensing unit using low GWP refrigerants.  
馬場 敦史、山口 広一、静岡県富士市蓼原 336番地 東芝キヤリア株式会社内

ーソルスティス N40 は、R-404A、 R22代替冷媒
として冷凍冷蔵に求められる要件を満たすために 
デザインされた冷媒

ソルスティス N40(R-448A)とR404A の 
エネルギー消費量比較検証

Tewis Smart Solutions International (EU)

エネルギーコンサルティングおよび冷却、空調システム総合ソリューション
大手の Tewis Solutions International社（スペイン）が 2014年 8～
9月に実施したソルスティス N40とR-404A の省エネ性比較検証試験

試験方法：冷凍冷蔵システムに R-404Aを 80kg充填し検証後、同じシ
ステムにソルスティス N40 (R-448A)を充填し検証。

温度条件の均一化のため、試験期間中毎週計測を実施。以下棒グラフ
の計測結果は、実際の温度の差異を反映。

両検証における機器設置状況と設定値 
（R-448Aへの最適化や過熱度の調整は行わない）

• コンプレッサ圧縮側設定値： -10ºC
• 凝縮器（コンデンサ）設定値： 40ºC
• ユニット機器の温度設定値：2ºC
• ユニット設置状態： 別置ユニット設置なし

冷媒 電力消費量
(kW)

相対湿度 ラボ温度 機器温度

R-404A 991.8 61.95 26.58 4.10

R-448A 881.0 57.42 25.70 3.85

ソルスティス N40 実店舗実証試験  2013年～ 
ウォルマート（本社米国、英国ASDAスーパーマーケット）

 
ASDAスーパーマーケット（英国、リーズ市）にて 14ヶ月以上に
わたり実施されたソルスティス N40 （R-448A） と R-404Aの 
比較実証結果 :

• R-404Aに比べ、冷却能力と効率が向上
• 最小限のシステム調整で容易に冷媒交換可能
• 吐出温度は R-404Aレベルに近似、低温環境でリキッ
ドインジェクション不要

蒸発温度 -5ºC
凝縮温度 32ºC

蒸発温度 -5ºC
凝縮温度 43ºC

蒸発温度-30ºC
凝縮温度 32ºC

蒸発温度-30ºC
凝縮温度 43ºC

キャパシティ COP
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881
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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。

-11 .2%



  
ソルスティス N40、
スーパーマーケット向け冷凍冷蔵機器への採用認可

エマソン・クライメイト・テクノロジーズ
住宅、産業、商業向け冷媒、暖房、換気、空調ソリューションの
世界的な大手であるエマソン・クライメイト・テクノロジーズ社
では、ハネウェルのHFOブレンド冷媒の採用認可に向け、積
極的に検証を実施しています。

•  充填済冷却装置および空冷コンデンサを搭載した直膨式機
器における検証

•  中温でのソルスティス N40のエネルギー消費量は R-404A
に比べ 3～ 8%低減 

•  低温でのソルスティス N40 のエネルギー消費量は R-404A 
に比べ 3%低減 

                        

ソルスティス N40認証済機器での検証結果（中温・低温）
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材料の適合性
冷凍冷蔵設備および装置洗浄には塩素
系溶剤の使用をお勧めいたしません。

乾燥剤（デシカント）
ソルスティスN40に適した市販のデシカ
ントドライヤーをご使用ください。使用・
取扱法の詳細に関しては、各ドライヤー
製造元にお問い合わせください。

プラスチックおよび 
エラストマーとの適合性
ソルスティスN40 は、一般的な材料との
適合性があります。ただし、これらの材
料は多くの異なるグレードおよび組成が
あるため、新しい機器設計の際には、検
討材料の各グレードについて材料適合
性をご確認ください。材料適合性の検
証については、機器製造元にご相談いた
だくか、もしくは自主試験を必ず実施し
てください。詳しくは、ハネウェルまでお
問い合わせください。

安全性および保管
製品の使用前に安全性データシート 
(SDS) をご一読ください。ソルスティス
N40 (R-448A) は高圧ガス分類で不燃
性であるため、R-404Aと同様のシリン
ダー等の容器保管および取扱条件が適
用されます。

容器サイズ
ソルスティスN40は、シリンダー容器お
よび ISOタンクでお届けします。その
他の容器サイズにつきましてはハネウェ
ルまでお問い合わせ下さい。

漏えい、漏えい検知
ソルスティスN40 気体が大量に漏出し
た場合は、R-404Aと同様の措置を取
る必要があります。漏えい箇所の特定に
は携帯式の漏えい検知器、継続的な全
室監視を行うには、漏えい検知モニター
をご使用ください。漏えいの検知は、機
器、冷媒管理、装置の保護および性能維
持、排出抑制の上でとても重要です。適
切な検知器については、機器製造元にご
相談ください。

物性
ソルスティス N40 (R-448A)
分類 /タイプ 非共沸の混合冷媒
成分 R-32 / R-125 / R-134a/ 

R-1234ze (E)/R-1234yf
26% / 26% / 21% / 

 7% / 20%

種類 HFC / HFO

外観 無色
ODP（オゾン破壊係数）
(ODP-R11=1)

0

GWP 第 3次 /4次 /5次 
IPCC評価報告書

1300 / 1387 / 
1273

可燃限界 
 - ASTM E681-04 @ 21ºC

不燃性

ASHRAE 規格 34 
安全分類

A1

ATEL（急性毒性曝露限度）/
ODL（酸素限界限度）(kg/m3)

0.390

実用限界 (kg/m3) 0.390

LFL（燃焼下限界）(% vol) 不燃性
REACH 登録済
単位 SI （国際単位系）
分子重量 86.3 g/mol
沸騰温度 -46.1°C
臨界温度 83.7°C
臨界圧力 4684.2kPa abs
臨界比容積 0.00208 m3/kg
臨界密度 480.1 kg/m3

沸点の蒸気密度 4.705 kg/m3

0°Cでの液体密度 1197.7 kg/m3

25°Cでの液体密度 1097.2 kg/m3

25°Cでの蒸気密度 48.9 kg/m3

25°Cでの液体比熱 1.555 kJ/kg °K
25°Cでの気体比熱 1.158 kJ/kg °K
沸点での気化熱 257.4 kJ/kg
25°Cでの蒸気圧 1117.5 kPa
25°Cでの液体熱伝導率 81.2 W/m °K
25°Cでの気体熱伝導率 14.6 W/m °K
25° Cでの液体粘度 139.0 μ Pa sec
25° Cでの気体粘度 12.5 μ Pa sec
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日本語ウェブサイト
www.honeywell-refrigerants.com/japan/
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ツール・資料
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
トウェアは、実際のデータに基づ
いた冷媒とサイクルをシミュレーシ
ョン可能な、よりスピーディーな設
計をサポートするツールです。シミ
ュレーションの結果はマイクロソ
フト エクセルにエクスポート可能
で、データを様々な方法で活用す
ることができます。本ソフトは、一
般的なモリエ線図（気圧 - エンタ
ルピー、温度 - エントロピー）の作
成にも対応しています。 
ハネウェルのGenetron冷媒モデ
リングソフトウェア(無料配布、英
語版のみ) は以下からダウンロード
ください。 
www.honeywell-refrigerants.
com/japan/

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）

製品資料
技術情報や採用事例など、ソルス
ティス N40の詳しい資料を多数取
り揃えております。
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