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1. 機器の概要 

 ２段圧縮冷凍機は、食品冷凍、真空凍結乾

燥、環境試験室、プロセス冷却等の用途にて、

蒸発温度-30℃～-60℃の広い温度範囲で使用

されるが、近年要求温度は低温化傾向にある。

また、同一冷凍機でこの広い温度領域に対応

することが要求され、この時の圧縮機の吸込

圧力は164kPaから37kPaの広い範囲で変化す

る。従来のスクリュ冷凍機は圧縮機の回転数

が一定であるため、蒸発温度が下がるに従っ

て冷凍能力も大幅にダウンしていた｡また従来機は、50％部分負荷時に消費電力が

85％までしか下がらず、部分負荷特性の性能改善の要求が強かった。こ

れに対し、今回“全く新しい発想”の世界

初の能力増強型高速２段スクリュ冷凍機

“ｉＺシリーズ”を開発した。これは圧縮

機最高回転数と圧縮機吸込圧力をリンクさ

せ、蒸発温度が低下し吸込圧力が下がるに

従って、圧縮機の最高回転数を増加させ冷

凍能力を増強するとともに、部分負荷時の

省エネルギー特性に優れた冷凍機である。

さらにオゾン層破壊係数ゼロのＲ４０４Ａ

冷媒対応機“ｉＺαシリーズ”も開発した。

写真 1 iZ シリーズ 
iZαシリーズ(HFC 冷媒） 

回転数を上げ 
冷凍能力を上げる 

蒸発温度    -40   -50   -60  ℃  -30
吸込圧力 164   105    64    37   kPa 
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図１ 従来機と本機との比較 
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また冷凍機の静音化も重要な課題であり、多くの新技術を取り入れ、クラストッ

プの静音化を達成した。 

 

2. 機器の技術的特徴および効果 

2.1  技術的特徴 

図１は圧縮機の回転数、動力、冷凍能力と蒸発温度との関連を示したものであ

る。蒸発温度が低下するに従って冷凍能力が低下するのは、圧縮機の吸込圧力が

下がると冷媒の比容積が大きくなり、冷媒循環量(Kg/h)が減少するためである。

一方､モータ、油回収器、コンデンサなど主

要機器の設計点は-30℃であり、蒸発温度が

下がるに従って機器に余力が生じているこ

とに着目した。すなわち蒸発温度が低下し

圧縮機吸込圧力が下がるに従って、圧縮機

の最高回転数を増加することにより、機器

能力を最大限に発揮し、冷凍能力を増強で

きる。この考え方は従来機にはなく、全く

新しい発想である｡（特許出願中） 
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図２にこの能力増強と省エネルギーの考え

所定の温度まで最速で到達し、所定の温度に

回転数制御を行い、目標温度に制御し、冷や

蒸発温度-30～-60℃という広い温度範囲、す

最高回転数を変化させるという考え方

であり、この点で冷却温度領域が狭い

空調機種等に見られるインバータ機と

大きく異なる。 

 図

図３にこの仕組みを示す。ＴＩＣ(温

度調節計)は温度センサより蒸発器内

温度を取り込み、目標温度と比較し冷

凍機容量をコントローラに出力する。
図図
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図 2 能力増強と省エネの考え方
方を示す。最高回転数ラインを通り、

達した後は負荷に応じてインバータ

しすぎ等のロスを防止する。本機は

なわち広い圧縮機吸込圧力に応じ、
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一方、コントローラは圧縮機吸込圧力を検出し、吸込圧力が低下するに伴い、運

転可能な最高回転数を増加させる。ＴＩＣからの冷凍機容量指令が 100％の場合、

吸込圧力の低下に伴い圧縮機の回転数が増加する。このように圧縮機は動力一定

に制御され、オーバーロードさせることなく、冷凍能力の大幅アップを実現した。 

1段ロータ2段ロータ 

高速モータ

この能力増強、省エネ

ルギー冷凍機を達成す

るための技術課題は、

高速スクリュ圧縮機の

開発とコントローラの

開発であった。図４は

高速２段スクリュ圧縮

機の断面図を示す。 
図 4 高速スクリュ圧縮機の断面図

圧縮機の歯数組合わせは１段５－６歯数、２段４－６歯数とした。１段雄ロータ

の歯数を５とすることにより、歯底径を大きく取ることができ、モータ片持ち部

の軸径を太くすることが可能となった。また、モータロータを極小化し、これら

の効果により運転時の共振を回避し、7000rpm までの高速運転を実現した。 

また１段と２段の歯数組合わせを変えることにより、吐出脈動の周波数をずらす

ことができ、静音化を達成した。（特許登録） 

 

2.2  効 果 

図５は本開発機と従来機との部分負

荷運転時における冷凍能力比と消費電力

比を示している。 
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従来機は 50％運転時で消費電力が 85％

しか下がらなかった。これは従来機の容

量調整機構が低段側のみに付加されてお

り、部分負荷運転時には中間圧力が下が

りすぎ、高段側の効率が悪くなることに

起因する。 
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図 5 部分負荷時の消費電力比
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これに対し本機の容量調整は、インバータによる回転数制御により行うため、

部分負荷時においても中間圧力は変化しない。このため、１段側と２段側の圧縮

比が最適に保たれる。 

また、図６に示すようにいかなる部分負荷に

おいても、エコノマイザ効果を発揮すること

ができる。（特許出願中） 

つまり、最適な冷凍サイクルを維持したま

ま部分負荷運転が可能となるため、図５に示

すように、冷凍能力比と消費電力比がほぼ比

例し、50％負荷時では消費電力が 50％まで低

下、従来機に比べ 35％の省エネルギーを達成した。 
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図６ エコノマイザ効果 

本機の冷凍能力、部分負荷特性、環境での効果（対従来機比）のまとめを表１に

示す。 

表 1 従来機と本機の性能･効率･環境対比表 

 従来機 本機 比較 備考 

50Hz 92.6 137.6 49%増 モータ出力 75kW 冷凍能力 

(kW) 60Hz 111.2  23%増 CT/ET=40/-40℃ 

50%負荷 85 50 35%向上  部分負荷 

電力(%) 70%負荷 87 70 17%向上  

地球環境  

対応 

HCFC   

R22 

HFC     

R404A 

オゾン層破壊係

数ゼロ冷媒対応

可 

R22 冷媒は 2004

年から規制開始 

静音性能 － 3～6dB 静音｡業界トップの静音｡ 
環境 

安全性 － 
遠隔監視､   

通信機能付

運転状態のトレンドを予知し､異

常を事前にキャッチ 

 

3. 用途 

 2002 年６月の発売以来、2003 年 12 月現在で販売実績は 50台以上となった。食

品製造業の冷凍装置、冷蔵庫で使用されているほか、超低温（-70℃）で使用され

る真空凍結乾燥装置でも納入予定である。ユーザでの省エネルギー効果、能力増

強、新冷媒対応、静音に対する評価が非常に高い。 
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