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1.機器の概要

7200 rpm高 速電動機直結構造を世界で初めて実現

し、従来の圧縮機にあるエネルギーロスの発生源を

徹底 して排除 した、超高効率型スクリュ圧縮機

ぼ6b�力�Jに ついて紹介する。

写真 1 コベ ライア ン外観

表 l KOBEL10N空冷 VXシ リーズ仕様

圧縮機は構造 L、 増速装置、軸封 (シ ール機構 )、 容量制御弁は不可欠であるが、

これらは、エネルギーロスの発生源でもある。当社の開発 した圧縮機は、駆動原

のモータをスクリュロータと直結することにより、モータ軸受けなどのエネルギ

ーロスの発生源を徹底的に排除した構造を採用し、増風量運転をも実現 した、全

域回転数制御可能な高効率型スクリュ圧縮機である。従来の圧縮機は、圧縮機本

体の高性能化と、駆動原であるモータの高効率化を中心に開発されてきた。その

中で当社は制御の困難な永久磁石同期電動機を採用し、圧縮機の高効率化をリー

型式 VX480A VX770A VXl190A

周波数        Hz 50/60共 用
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仕様

起動方法

全開 永久磁石形 3相同期

インバー タ

寸法 1200x850x1350 1650x900x1500 2580x1200x1500 2580x1200x1500

重量

騒音値         dB(A) 57ヽ 59 60ヽ 62 65ヽ 67 67～ 69
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ドしてきた。しかしながら、さらなる高効率化を目指すには、|三縮機構造を含め

た、新機構の採用が不呵
‐
欠である。そこで、高速電動機直結構造を実現 し、全域

回転数制御が日J能 なスクリュlE縮機を開発実用化することにより全負荷時および

中間負荷領域での高効率化とエネルギーロス発生源の徹底削減に成功 した。従来

比での消費電力性能は全負荷時で 5.2%ア ップし、部分負荷性能では最大 32%も

の性能向上を実現 している。

また、圧縮機の省エネルギーという発想では、従来圧縮機の性能にのみ着目し

ていたが、実際には運転方法、状況による所も非常に大きいことに着日し、遠隔

通信機能を搭載することにより、メーカでの省エネ運転管理をも可能としている。

加えて、環境への配慮という面では、高分離効率デミスタの開発に成功 し、消

費油量が山界最小であること、冷却効率向 11お よび電動機直結構造によるL界最

低騒音値を達成 している。

2.機器の技術的特徴および効果

2.1 技術的特徴

この機械の最も大きな特徴は、増速装置がなくモータと圧縮機本体が直結され

ていることであり、エネルギーの伝達ロスをなくすためには最も効果のある方法

である。増速装置をなくすためには、高速型の電動機が必要となる。電動機の高

速 ドライブはインバータの周波数アップで可能となるが、軸が長くなり振動、共

振に対する検討が必要である。

当社は、オーバーハングしたモータロータを、高速化と永久磁石動機電動機採

用により小型・軽量化し、ロータ軸の同1性 を上げ対応 した。

図 2 高速 IPMモ ータ直結スクリュ圧縮機本体

一方、省エネルギーの検討は、11:縮 機本体に留まっていては大幅な改善は望め

ない。

圧縮機の電カロスの絶対値は、定格動力が大きければ大きいほど大きくなる。

これは、無負荷運転に必要な圧縮機軸動力や、モータの無負荷損、補機動力など

が体格が大きくなるにつれ増え、75kW圧 縮機の 73%運転 (=55kW)よ り55kW圧

縮機の 100%運転の方が消費電力は少なくなる。

当社は、圧縮機が吐出圧力低下時に定格軸動力を発生できないことと、同 ・空
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気吐出量でも、小型の圧縮機で賄うほど消費電力が少なくなることに着目し、圧

力低下時には■:縮機の回転数を上げ、定格電力まで運転できる方法を開発 し、

125%ま での増風量運転を実現した。以上の新技術実現により定格圧力状態におけ

る性能アップ (省 エネ率)は、表 2の様に最大+5.4%を 達成 し、各機種での最大

吐出し風量は、最も大きいもので+32.2%を 達成 した。

表 2 定格軸動力における吐出し空気量 (吐出圧力 :0.69MPa)

22KW 37KW 55KW 75KW

従来機 37 6.1 9 123

新機種 3.9 62 95 12.4

1生育ヒUP (0/o) 54 16 56 08

表 3 各機種の最大吐出し空気

22KW 37KW 55KW 75KW

従来機 37 61 9 123

新機種 4.8 77 119 151

1生育ヒUP(0/o) 297 26.2 322 228

油入リスクリュII:縮機は、圧縮機本体内のロータ隙間を油でシールしている。

つまり、吸込んだ空気とともに油がF■縮されてll■ 出される。吐出された油は、油

分離機にて分離され、循環利用されるが、油分離機で全ての油を分離することは

不日I能 で、若十の油は1111縮 空気とともにユニツト外へ吐出される。この油の持ち

出し量は従来機では 0.005cc/が であったのに対し、半分以下の 0.002cc/m3を達成

している。これに加えモータlllt受 けをなくすことにより1,500時 間毎に必要であ

ったグリスアップも不要とした。

また、圧縮機で使用する油は、規定期間潤滑性能を維持する必要があり、叶出

温度コントロールにより ^定温度以下に維持する必要がある。具体的にはll縮室

を出た油は、油回収器で回収され、熱交換器で外気により冷却される。従来機で

は、熱交換器に冷去‖風を送る冷却フアンは、吐出温度の高低に関係なく固定回転

数で回転し、温度調整弁により熱交換器に流す油の量をh」変させることで温度調

節していた (例 えば、吐出温度が低い場合には、熱交換器に油を流すことなく、

冷却風だけを 100%流す運転 もある。)。

今回の新機種では、吐出温度に応じて冷却フアンの回転数を変え、冷却風量を

制御することにより、最大 87%の省エネ化と、-3dBの低騒音化を実現 した。

この他、111縮 機と ^体 となるドライヤも従来フレオン(R22)を 採用していたが、

オゾン破壊係数ゼロの R407Cを 採用 している。

2.2 経済性

イニシャルコス トに関しては、従来機種にメインモータ、ファンモータのイン
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バータを採用しており、また配管圧力損失低減のための口径アップや、 ドライヤ

の新冷媒対応による冷凍機能カアップなどで、そのまま加算すると大幅なコス ト

アップとなる。

しかしこの反面、増速装置をなくしたこと、モータベアリング、吸気調整弁、

圧力調整弁、温度調節弁を排除したことで、イニシャルコス トのアップを最小に

抑えている。 (従来の回転数制御機との比較で+20～ 40万円)

一方ランニングコス トで新型機を従来機と比較する場合、風量が大幅に増加 し

ていることにより、同じ風量で比較する機種がワンランク上の機種となる場合が

あること、比較対照とする機械が、吸込み絞 り方式、パージ方式、回転数制御方

式で大きく変わること、負荷状態により効果が大幅に変わることから、ランニン

グコス トの効果比較は多種多様なマ トリクスとなる。

まず、最も単純な55� 機での比較をしたのが、表 4であるc最 も安価な吸込み

絞 り方式の機械と新機種を比較すると、イニシャルコス トでは大幅に高くなるが、

平均負荷状態 (70%負荷)で計算すると年間 6,000時 間運転する場合には約 2年

で回収できる (最 も効果の大きい 55KW機 では、6,000時 間/年運転時には 0.8年

で回収可能。)。

次に、風量を基準に比較をしたのが表 5である。表 5の ように同一風量でも、

新機種ではワンランク小さい機種で対応が可能となる。この場合は偶然、従来機

の 55KW機 と新機種の 37� がほぼ同じイニシヤルコストとなるが、年間の電力費

では 702千 円、メンテナンス費用を含めると857千 円もランニングコス トが安 く

なる。

表 4 当装置単体での価格比 (負 荷率 70%、 電気料金 :15円 /kWhで 計算)

表 5 吐出風量 7m3/min、 吐出圧力 0.49MPaで の新旧比較

従来機 当装置 差異 当」減率 にシャル差額 の

コ収時間 (年 )

イニ シャル コス ト ¥-650,00C

年間ランニングコス ト

(3千時間/年 )

¥11315,35C ¥11146.852 ¥168,498 12.81' 3.9

年間ランニングコス ト

(6千時間/年 )

¥2,630,70C ¥21293,704 ¥336,99C 12.81'

従来機 当装置 差異 当J減率

走格軸動力 55KⅥ 37KY

走格吐出空気量 (m3/min) C 7.1

負荷率 (%) 77.8 98.(

消費電力 (KW) 39.` 7.8 16.6シ

年間電力費 (6000Hr) ¥41230100C ¥31528100( ¥702100C 16.6ツ

年間 メンテナンス費用 ¥266;66フ ¥111,66ラ ¥155;00C 58.1
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