
特　集　論　文 安心でクリーンな空気冷媒超低温
冷凍システムの開発

オゾンホールという課題からフロンが禁止され，代

替フロンが開発され，移行していった．さらに，地球

温暖化問題から冷凍分野も代替フロンから自然冷媒へ

と移行しはじめている．そういう中で身近にある空気

を冷媒とした冷凍システムの応用研究が進められてい

る(1)．現状の冷凍技術は冷媒の潜熱利用をベースにし

ているのに対し，空気冷媒の場合，ガス状態の範疇で

用い，潜熱効果を用いていないゆえ，消費電力量で同

等又は優位にたつのは－55 ℃以下の超低温域である．

超低温域ではほかに自然冷媒としてエタンとアンモニ

アの二元冷凍機があるが，地球に最も自然で取り扱い

やすい空気単一で冷凍システムが実現できる．このよ

うな空気冷媒の冷凍システムを開発したので，ここに

報告する．

弊社の空気冷媒冷凍システムは，ビルトインモータ

を用いた膨張タービン及びコンプレッサの一軸ターボ

機械を採用し，さらに能動型磁気軸受を用いることに

より非接触及びオイルフリーを実現し，完全にクリー

ンな，そしてメンテナンスを最小限にした低LCC（Life

Cycle Cost）システムである．さらに，二元冷凍機の

高圧に比べ２気圧という低圧からも安心なシステムで

ある．

2．1 システムの概要

図１に本冷凍システムのシステム線図を，そして表

１に開発した冷凍システムの主な仕様を示す．主要部
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1．は　じ　め　に

2．空気冷媒冷凍システム

Development of Air Cycle System for
Refrigeration

－50～－100 ℃の超低温域で優位性をもつ最も身近な空気を冷媒とした安心な冷凍システムを開発
した．本システムの特徴は，膨張タービンとコンプレッサを一体にそしてモータをビルドインした一軸で，
さらに能動型磁気軸受で支持したオイルレスターボ機械を採用したところにある．これにより，広い範囲
の温度域にて消費電力が最小限になる運転をインバータによる回転数制御で可能にし，かつメンテナンス
も最小限にすることを実現できた．
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図１　空気冷媒冷凍システムのシステム線図　　開発した
弊社の空気冷媒冷凍システムのプロセスを示すシステ
ム線図．
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表１　空気冷媒冷凍システムの仕様



のターボ機械は，膨張させて低温空気を生成するター

ビンと，そこに導入するための空気を昇圧するコンプ

レッサ，そして駆動力を補う（ビルドイン）モータを

一軸にまとめたコンパクトなものとなっている．ター

ボ機械のほかに，冷凍倉庫からの低温空気と昇圧後の

温空気との排熱回収熱交換器，コンプレッサから出て

きた温空気を冷却する熱交換器，そしてシステム内の

湿分を取り除くための除霜器から構成され，冷凍倉庫

の温度と熱負荷が決まれば各部の温度，圧力が一意に

決定される．また，装置内のデフロストを実施するた

めにデフロストラインを設けている．

表１は冷凍倉庫温度を－55 ℃に保持するときのヒ

ートバランスであり，空気の最大圧力は２気圧という

低圧で，最高温度は125 ℃，最低温度が－80 ℃であ

る．そして，冷凍能力は42 kWであり，システムCOP

（Coefficient of Performance）としては0.44という値

になる．

2．2 ターボ機械の概要

ターボ機械は図２に示すように下記の特徴を有する

もので構成している．

（1）過給機の技術(2)に基づいて開発したマイクロガス

タービン用高効率のタービン・コンプレッサ羽根車

の採用

（2）高効率な永久磁石型同期ビルドインモータの採用

（3）ターボ分子ポンプ(3)に用いられている低損失，無

潤滑で非接触な完全能動型磁気軸受(4)の採用

これらの技術を採用することにより，従来２組の

圧縮機で昇圧されていたところを最高回転数

21 000 rpm，モータ100 kWという一軸で縦型の高効

率なターボ機械に仕上げることができた．さらに，オ

イルレスでかつインバータによる可変速度を実現して

いる．そのうえ，発停の信頼性の向上策として，磁気

軸受で支持されるターボ機械としても，剛体モードの

危険速度のみ低回転数で通過し，弾性モードの危険速

度より十分下で運転することで不釣合いに対し信頼性

の高いターボ機械が実現できている．図３に本ターボ

機械の昇速時の軸振動実測データを３次元分析表示で

示す．図３からわかるように4 000 rpmまでに危険速

度を通過し，そののち最高回転数まで小さな軸振動で

運転できている．

2．3 システムの特徴

以上のターボ機械を中心とした空気冷媒冷凍システ

ムの特徴は以下のとおりである．なお，図４に屋外用

として製作した空気冷媒冷凍システムの写真を示す．

¡冷媒としては身近な空気であり，かつ低圧であるの

で漏れ等に対しても安心である．
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図２　一軸オイルレスターボ機械の写真　　上部にはコン
プレッサが，下部には膨張タービンがあり，その間に
モータと磁気軸受がある．
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図３　ターボ機械の昇速運転時の軸振動　　4 000 rpmまでに
危険速度を通過し，そののちは最大回転数まで軸振動は小
さい．



¡完全オイルフリーなシステムであるので，クリーン

で食物等も安心して急速冷凍可能なシステムであ

る．

¡プロセスとしては，インバータ回転数制御による温

度制御を中心に完全自動化できており，常に消費電

力を最小限になるように運転可能である．

¡－50 ℃以下では他方式に比べてLCCで勝ってお

り，－60 ℃以下では消費電力量でも優れている．

さらに液体窒素を使用した冷凍システムと比べても

LCCが数倍よい．

¡冷媒の潜熱を利用していないので，－100～－20 ℃

まで同じシステムで対応でき，いろいろな温度帯を

幅広く保持できる．各種温度帯の保持を同じ冷凍装

置で冷却でき，ある温度対応の冷凍装置が故障して

も他の温度対応の装置がバックアップできるという

点からも魅力あるシステムが構成できる．

¡空気を直接供給する直接冷却でも，ブライン等によ

る間接冷却でもどちらでもあまり消費電力量を変え

ずに対応可能である．

本章の最後に，超低温域で採用されつつある二元冷

凍機で用いられている自然冷媒との取り扱い面での比

較を表２に示す．

3．1 消費電力量評価

図５には，空気冷媒冷凍システムの消費電力量を基

準に－30 ℃域ではフロンR22の二段冷凍機と，－55 ℃

域ではアンモニアとフロンR23との二元冷凍機と，

－80 ℃域では液体窒素と比較して示す．本システム

の消費電力量は－30 ℃域では２倍程度高く，－55 ℃

域でほぼ同等となる．さらに，－80 ℃域では約８倍

本システムが優れていることがわかる．

3．2 LCC評価

図６には，空気冷媒冷凍システムのLCCを基準に，

図５と同様に－30 ℃域ではフロンR22の二段冷凍機

と，－55 ℃域ではアンモニアとR23との二元冷凍機

と，－80 ℃以下での領域では液体窒素と比較して示

す．LCCには15年間使用すると想定したときの費用

であり，設備費，消費電力量，メンテナンス費のほかに，

必要な場合は冷凍保安責任者の費用等も含んでいる．

本システムのLCCは－55 ℃域で二元冷凍機より勝る

ようになり，液体窒素の－80 ℃域では４倍程度よい．
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図４　空気冷媒冷凍システムの構成写真　　屋外用として
製作したものであり，防音カバーをつけたときの写真
である．
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図５　他冷凍機との消費電力量の比較　　－55 ℃ではほ
ぼ同等であり，－80 ℃では８倍程度空気がよい．
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図６　他冷凍機とのLCCの比較評価結果　　－55 ℃で本
システムが勝るようになり，－80 ℃では数倍よい．
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表２　冷媒の取り扱い性比較表

3．冷　凍　性　能



図６のLCC評価結果からも－50 ～－100 ℃の領域で

本システムはよいことがわかる．

既に示している図４の空気冷媒冷凍システムに対し

試験用倉庫（3 600 L×2 700 W×3 625 H）を用いて，

冷凍性能，制御性，自動化等の確認試験を行い，その

結果以下のことを確認できた．

¡最高回転数21 000 rpmまでサージング等を回避し

ながら安定な運転ができること．

¡熱負荷を投入し，目標温度の－55℃保持が実現で

き，予定の冷凍能力を有すること．

¡負荷変動に対し，倉庫温度の応答性に比べてターボ

機械の回転数制御の応答性が十分高く，スムーズに

倉庫温度一定制御が行えること．

¡デフロスト運転を行い，倉庫内の凍結した湿分を装

置内で溶かし，外部に排出できること．

¡システムの起動停止，倉庫温度一定制御，デフロス

ト運転等が自動運転できること．

¡異なる温度帯，たとえば－60 ℃と－40 ℃の倉庫の

どちらかの冷凍機故障時のバックアップすることを

想定した運転を行い，スムーズに温度変更制御が可

能なこと．

¡図４に示す写真のごとく防音パネルを設置し，機側

で長時間作業可能と考えられる70 dB(A)レベルにで

きること．

さらに，これから実施するフィールド試験に先立ち

遠隔監視システムも開発している．

－50～－100 ℃の超低温域で消費電力量並びに

LCCに優れ，環境にやさしく安全な空気を冷媒とし，

メンテナンスを最小限とした，そしてオイルレスとい

うクリーンな冷凍システムを開発し，所内での実負荷

試験で性能，信頼性を確認できた．

今後，開発した本システムをまぐろ貯蔵倉庫にてフ

ィールド試験へと進めて，より信頼性をあげていく予

定である．

最後に，本発表内容は2003年より経済産業省から

京都議定書目標達成産業技術開発促進費補助金を受

け，（財）国際環境技術移転研究センター（ICETT）

と共同で研究開発を進めたものであり，本研究の実施

に当たりご協力いただいた関係者各位に深く感謝しま

す．
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