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1.機器の概要

食品店舗や冷蔵倉庫などの熱源機として採用されるコンデンシングユニット

は、年間を通 して稼動率が高 く、最近の店舗の大型化も伴って、消費電力量は増

大 している。また、食品の品質維持のため、その冷却・保存に対する温度管理の

要求も従来より厳 しくなり、HACCPを 導入する企業もここ数年、増加 している。

これに伴い、コンデンシングユニットに対する高性能、信頼性の要求は、今ま

で以上に高まっている。このような要求に応えるため、高効率・省エネルギーで

信頼性の高いコンデンシングユニット「鵬 シリーズ」を開発・発売 した。さらに

代替冷媒対応の「llPBシ リーズ」を 2001年秋より順次発売 していく計画である。

機種シリーズは次の通 りである。

① 一体空冷 ERA UB,ESA― llB,ECA UB

②  リモー ト空冷 ERR―tlB,ESR llB

③  リモー ト水冷 ERIV―硼 ,ESW llB

:5.5kW～ 30� の 8機種

:5.5kWヽ 15kWの 4機種

:5.5kW～ 15kWの 4機種

写真 1に一体空冷式 22.5� タ

イプ ESA tlB225Alの 外観を示す。

(′点検パネルを外 した状態 )
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写真 1



2.機器の技術的特徴および効果

(1)新開発 U型圧縮機

本製品の大きな特徴の一つは、低温用途専用設計の高効率 U型圧縮機を開発、

搭載 したことにある。その内容を以 下
・
に示す。

コンプライアンス機構の採用で、圧縮室のシールを強化し、業界 トツプレベ

ルの高効率を実現 した。揺動スクロールと固定スクロールの渦巻体が接触 して

圧縮室を形成するので、渦巻体同士の間に隙間がなく内部漏れを防止できる。

これに加えモータ効率改善も含め当社従

来機に対 し17%の効率改善が達成できた。

図 1に新開発の U型圧縮機の内部構造図

を、図 2に コンプライアンス機構を、図 3

に従来機構の説明図を示す。

図 l U型圧縮機の内部構造図

図 2 コンプライアンス機構
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図 3 従来機構



(2)凝縮器

凝縮器の伝熱面積を従来機種の 150%に 拡大することで、コンデンシングユ

ニットの運転時の高圧圧力を従来と比べ 5ヽ 10%低 く抑え (約 3%の COP向

_L)、 冷凍能力の増加と消費電力の低減を実現 した。また、リングフィンの採

用と伝熱面積の拡大で、経年的な汚れ、目詰りに対する耐環境性も向上してお

り、省エネ性能を長期間維持できる。

(3)油分離器と返油回路

コンデンシングユニットは、組み合せられる負荷側装置 (シ ヨーケース、ユ

ニットクーラ、他)が不特定で多岐に渡ること、負荷側装置との間の延長A・L管

が長いことなど、冷凍機油を圧縮機から持ち出す要因が多く、圧縮機吐出Llに

油分離器が必要となる。

従来方式油分離器 (図 4)で分離した油は電磁弁、キヤピラリーチューブか

らなる返油回路を通 じて圧縮機の吸入側に戻していた。油のlL出 量が小さい条

件では油に高温高圧の吐出冷媒が混じって圧縮機に戻るため、大きな熱ロスを

生 じていた。

今回、返油回路にフロー ト弁を採用 し (図 5)、 油分離器で分離した油だけ

を圧縮機に戻すようにし、熱ロスを低減させた (冷凍条件では約 5%の COP向

上が図れた)。
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図 5 フロー ト式油分離器
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図 4 従来方式油分離器
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(4)省 エネ性

COP(成績係数)業界ナンバーワンの高効率新 U型 スクロール圧縮機を搭載

したこと、凝縮器の伝熱面積の 150%拡大、および返油回路熱ロス低減等によ
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り、当社従来比最大 35%の省エネを実現 した (機種により、差があるが当社

従来比 7ヽ 35%の省エネを実現)。 本機種シリーズの中で、中間容量である 15kW

機種について、COPの 比較を表 3に示す。当社従来品に比べ、冷凍能力で 4%

増、消費電力で 11%減 となり、COPと して 14.8%の 改善となる。

表 3 15kW一体空冷機の COP比較

当社従来品 新製品 士ヒ較

冷凍能力 [kW] 5.3 5.52 4%ナ曽

消費電力 [kW] 6.50 5。 77 11%減

30P(成績係数) 0,82 0.96 14.8%改 善

条件 :電源 200V,50Hz/外気温度 32℃ /蒸発温度 -40℃

(5)経済性

本機種シリーズの中で、中間容量である 15kW機種について、経済性の比較を

表 4に 示す。本製品の省エネ効果を経済性の観点から年間のランニングコス トで、

従来品と比較 した。 なお、製品の価格は、従来品と同価格であることからラン

ニングコス トの比較とした。年間の消費電力料金は、当社従来品と比べ 141,367

「T](約 14%)肖」減できる。

表 4 15kW一体空冷機の経済性比較

当社従来品 新製品 差異 削減率

年間消費電力量 (kWh) 851502 73.399 12. 103 14%

年間消費電力料金 (円 ) 998,682 8571315 141,367 14%

条件 :電源 200V,50Hz/外気温度 32℃ /蒸発温度 -40℃

電気料金 :(夏 期 124円 /kWh,その他 1127円 /kWh)

3.用 途

食品1店舗や冷蔵倉庫などの熱源機として採用されており、主な利用用途は食品

店舗などのショーケース用の熱源機 40%、 プレハブ冷蔵庫の冷却システムの熱

源機 50%、 その他用途の熱源機 10%な ど幅広 く採用されている。

1998年 3月 の発売以降、2001年 7月 までに約 5000台 の出荷実績がある。

-21-


