青森県に

国内初のCO2 冷凍冷蔵倉庫が誕生

編集長挨拶

2017 年を振り返って
インターナショナル編集長 : ヤン・ドゥシェック

な月となる 2 月が差し迫ってきました。shecco が世

12 月に発表され、結果として自然冷媒機器の導入補助
金額は 64 億円、事業期間は過去最長の 5 年となりま

界各国で開催する自然冷媒国際会議「ATMOsphere

した。何よりも喜ばしいのは、補助対象事業者に冷凍

Japan 2018」も、国内最大級の食に関する展示会「スー
パーマーケット・トレードショー 2018」の前日とな
る 2 月 13 日に東京コンファレンスセンター・品川に
て開催します。日本での開催は 5 回目となり、今年度

冷蔵倉庫に加えて、食品製造工場及び食品小売店舗が

は会場をさらに規模の大きい場所に移すことで、年々

歳月をかけてついに実現した、今年 3 月に発表された

勢いを増す自然冷媒に関する議論を、より多くの業界

CO2 冷媒の規制緩和に関しても、日本の CO2 市場の発

の皆様と共有できるようにします。 2017 年は自然冷媒

展を考えると必要不可欠な変化だったと思います。こ

業界にとっても目まぐるしく変化のあった年でした。会

れにより、国内での CO2 のさらなる大型機器の登場が

議当日は、自然冷媒市場の最新動向、そして市場が向かっ

期待できます。そして、日本で初となる、冷凍冷蔵倉

ていく未来について皆様と議論できればと思います。

庫用の CO2 大型機器を導入した東北水産を、この度表

いよいよ、冷凍冷蔵空調業界にとっては非常に多忙

復活したことです。世界的に見ても、自然冷媒に対す
る補助金額としては世界最高額となるため、その効果
には世界も注目することでしょう。また、5 年という

紙記事としてお迎えできたことを大変嬉しく思います。
今年を少し振り返ってみると、2017 年は日本の自然
冷媒市場が今後さらなる発展を遂げるための " 下準備 ”
がなされた年であったと思います。グローバルで大き
な話題となった 2016 年 10 月のキガリ改正採択後、
今年 11 月 17 日にキガリ改正の批准国が 20 カ国に達

事例がない技術の導入というのはリスクが大きい決断
となりますが、それでも一歩を踏み出した東北水産に
敬意を表したいと思います。そして、来年はそのよう
なユーザーがさらに増えることに期待せずにはいられ
ません。

したことで、予定通り 2019 年より HFC の段階的削減
が各国に求められることとなりました。日本を含む先

来年も本誌を始め、少しでもサービスの向上を図るよ

進国では、2019 年にむけて国内制度整備の動きが見

う、誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支

られ、日本国内では 9 月にオゾン層保護法の改正が経

援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げ

済産業省と環境省より合意されました。来年度の環境

ます。来年も本年同様のご愛顧をお願い申し上げて、

省の補助事業「脱フロン・低炭素社会の早期実現のた

年末のご挨拶とさせて頂きます。■ JD

めの省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 」の詳細も

ご意見ご感想はこちらまで japan@shecco.com
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EVENTS GUIDE
December 2017
January 2018

01

12 月 7-9 日 : 東京都・東京ビッグサイト

エコプロ 2017

www: http://eco-pro.com/2017/

02

12 月 12-14 日 :Mumbai, India

India Cold Chain Show 2017

www: http://indiacoldchainshow.com/

03

1 月 6-9 日 :Manila, Philippines

HVAC/R Philippines

www: http://gesi.com.ph/hvacr/

04

1 月 14-16 日 :Jeddah, Saudi Arabia

HVAC R Expo Saudi

www: https://www.hvacrexposaudi.com/

05

1 月 17-19 日 : 東京都・東京ビッグサイト

第 10 回 オートモーティブ ワールド

www: http://www.automotiveworld.jp/

06

1 月 17-19 日 : 東京都・東京ビッグサイト

第 47 回ネプコン ジャパン

www: http://www.nepconjapan.jp/ja/Home/
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07

1 月 17-19 日 :Mumbai, India

India Food Forum 2018

www: http://www.indiafoodforum.com/

08

1 月 18-19 日 :Mumbai, India

Food Hospitality World 2018

www: http://www.fhwexpo.com/index.php

09

1 月 19-21 日 : 神奈川県・パシフィコ横浜

ジャパンフィッシングショー 2018

www: http://www.fishingshow.jp/

10

1 月 25-27 日 :Kuala Lumpur, Malaysia

Cafe Malaysia 2018

www: http://www.cafe-malaysia.com/

イベントガ イド
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EVENTS GUIDE
February 2018
11

2 月 1-4 日 :Bangkok, Thailand

Food Pack Asia

www: http://www.foodpackthailand.com/en/

12

2 月 13 日 : 東京

ATMOsphere Japan 2018

www: www.atmo.org/Japan2018

13

2 月 14-16 日 : 千葉県・幕張メッセ

スーパーマーケット・トレードショー 2018

www: http://www.smts.jp/index.html
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14

2 月 20-23 日 : 東京都・東京ビッグサイト

国際ホテル・レストラン・ショー

www: http://www.jma.or.jp/hcj/index.html

15

2 月 22-24 日 :Bangaluru, India

Acrex India 2018

www: http://www.acrex.in/home

16

2 月 28 日 -3 月 2 日 : 東京都・東京ビッグサイト

Aquatherm Tashkent

www: http://www.aquatherm-tashkent.uz/

A D VA N C I N G H VA C & R N A T U R A L LY

J A P A N

おかげさまで二周年
皆様のご協力とご支持をいただき
アクセレレート・ジャパンは二周年の迎えることが出来ました。
これからもよろしくお願い致します。

acceleratejapan.com
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三菱重工、2018 年 4 月より

横浜冷凍、「平成 29 年交通関係

20 馬力 CO2 コンデンシングユニットを販売開始

環境保全優良事業者等大臣表彰」を受賞

12 月 14 日、三菱重工グループの三菱重工サーマルシ
ステムズは、同社の自然冷媒 CO2 を使ったコンデンシ
ングユニット「C-puzzle（シーパズル）」に、大容量
の 20 馬力タイプとなる「HCCV2001M」を追加した
ことを同社ウエブサイトで発表した。同製品は 2018
年 4 月より販売される予定だ。三菱重工グループ初の
CO2 コンデンシングユニットとなり、今年 4 月より販
売されている 10 馬力タイプの「HCCV1001」に続き、
冷凍冷蔵倉庫業界で CO2 冷媒製品に対する大容量の

国土交通省で 12 月 14 日に行われた「平成 29 年交通

需要に対応するために開発された。使用周囲温度は－

15℃～＋ 43℃、使用温度帯は－ 45℃～－ 5℃で、ユ
ニットの設置面積は 10 馬力と同等にすることで省ス
ペース化を実現。また、10 馬力タイプと同様に、同
社が CO2 給湯器「キュートン」用に開発した独自の
CO2 二段圧縮機スクロータリーを 2 台搭載し、高負荷
時の効率に優れたスクロール圧縮機構を高段側に、低
負荷時の効率に優れたロータリー圧縮機構を低段側に

関係環境保全優良事業者等大臣表彰」では、コイト運
輸 、横浜冷凍、愛媛県が受賞し、石井啓一国土交通
大臣より表彰状が授与された。同表彰は、環境保全に
関する取組みに特に顕著な功績があった事業者、事業
所、団体を表彰するもので、2006 年度より実施され
ている。横浜冷凍は、国内 10 カ所、海外 2 カ所の物
流センターの屋上等に設置した太陽光発電システムに
よる再生可能エネルギーの導入や、フロンを使用しな
い自然冷媒冷凍機の導入、消費電力を削減する省エネ
機器の導入、グリーン経営認証の取得など、環境に配
慮した物流センターを建設することにより、二酸化炭
素排出量削減や省エネルギ ー化を実現するなど、環
境保全に関する活動に積極的に取り組んだことが評価
された。同社は 2014 年 7 月に竣工した夢洲物流セン
ター（大阪市此花区）でも、自然冷媒であるアンモニ
ア /CO2 を使用した冷却設備、業界最大規模となる屋

配置し、中圧部の気液分離器によるガスインジェク

上 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム や、BEMS（Building Energy

ションを採用することで、冷凍能力の確保ならびに全

Management System）など、環境に配慮した様々な

運転領域での高効率化を両立させている。同社は今後、

技術を導入している。

コンデンシングユニットをショーケースと組み合わせ
てスーパーやコンビニなどの業務用分野にも進出させ
る予定だ。三菱重工グループが新たな CO2 コンデンシ
ングユニットのサプライヤーとして市場に名乗り出た
ことは、CO2 機器間での競争を引き起こし、コストダ
ウンへとつながっていくことになるだろう。
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横浜冷凍の自然冷媒への取り組みは本誌 13 号を参照 :

https://issuu.com/shecco/docs/aj_13/24
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「平成 29 年度 地球温暖化防止活動環境大臣表彰」
ノーリツが R290 給湯器で受賞
「平成 29 年度 地球温暖化防止活動環境大臣表彰式」が、

市場動向

2017 年、北米の 1,000 店舗以上で
AHT のプロパンケースを導入

12 月 4 日に東京都千代田区のイイノホール & カンファ

AHT ク ー リ ン グ シ ス テ ム USA（AHT Cooling
Systems USA）は今年、北米の 1,000 店舗以上に内

レンスセンター にて開催された。今年は 151 件の応

蔵型プロパンショーケースを納入した。納入店舗には

募があり、そのうち 40 件（技術開発・製品化部門 8 件、

ホールフーズマーケット（Whole Foods Market）や

対策技術先進導入部門 9 件、対策活動実践・普及部門

ショップライト（Shoprite）などの大手企業も含まれ

13 件、環境教育活動部門 7 件、国際貢献部門 3 件）が

ている。「プロパンショーケースは非常に高効率で、こ

選抜され、受賞者として表彰された。CO2 冷媒の給湯

のような省エネ機器に対する市場の関心が高まってい

器（エコキュート）が国内では主流となる中、同じく

るのです」と、同社の営業マネージャーのホウェル・

自然冷媒である炭化水素 R290 冷媒を使用した「家庭

フェイグ氏はコメントした。同氏によれば 1,000 とい

用 ハイブリッド給湯・暖房システムの開発」により、

う納入店舗数は、同社の 2014 年～ 2016 年の 2 年間

ノーリツは技術開発・製品化部門 にて受賞。2013 年

の間に納入した店舗数合計と同数かそれ以上であると

に初代機を発売の後、さらなる高効率化を目指し、結

いう。店舗全体の冷凍冷蔵ショーケースすべてにプロ

果として新製品では給湯・保温一次エネルギー消費量

パンを採用することに興味を持つ小売業者もあり、そ

約 44% 削減の 14.1GJ を達成。給湯時の CO2 排出量

のため来年はショーケースのさらなるラインアップも

では約 49% 削減を実現させた。

予定している。多種多様なショーケースを提供できる
ようになるためにも、フェイグ氏は炭化水素冷媒の充
填制限が 150g から 300 ～ 500g へと拡大することに
期待しているとも述べた。
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寄稿文

CO 2 こそ最適な自然冷媒
安全性、環境への配慮、経済性と信頼性
寄稿：アンドレ・パテノード

食

品小売市場は、これまで常に冷凍冷蔵技術の最前線であった。つまり、
食品チェーンやスーパーマーケットチェーンは、世界中の人々に生鮮食
品を継続的に提供し続ける必要があるのだ。 近年では、市場の推進力

や規制により、持続可能な冷凍冷蔵が彼らの優先事項へと加わった。

先進的で環境にやさしい中央方式システムに対する需要を満たすことのできる
自然冷媒という選択肢の中では、CO2（R744）は群を抜いている。オゾン層
破壊係数（ODP）がゼロ、地球温暖化係数（GWP）が１である CO2 は、しば
しば他の冷媒を測定する環境基準と見なされる。環境への悪影響を理由にクロ
ロフルオロカーボン（CFC）とハイドロフルオロカーボン（HFC）が段階的
に廃止されるという規制の時代に、大型冷凍冷蔵システムにおける CO2 の世
界的普及につながったのは環境にやさしいという側面があったからであろう。
加えて、CO2 には、他の自然冷媒が持つ可燃性や毒性といった課題もなく、顧
客に対してもさらなる快適性をもたらしている。CO2 冷凍冷蔵システムの省エ
ネ性と信頼性が高まるに従い、システムコストは従来の HFC システムと同等
レベルへと下がりつつある。これらの理由から、CO2 は大規模食品小売業者に
とって最適な自然冷媒となった。

世界的採用の高まり
CO2 冷凍冷蔵システムはもともとヨーロッパで約 20 年前に導入され、以来、
世界中の他地域へと広まった。今日、CO2 はヨーロッパから日本、そして北米
へと移行し採用されている。EU、ノルウェー、スイスにおける CO2 店舗の数
は、過去 4 年間で 4 倍にあたる 1 万 2000 店舗になり、これらの地域の食品
小売市場で 10% 以上のシェアを占めている。 北米では 450 件以上が設置さ
れているが、小売業各社は未だに「試験」段階であり、CO2 および他の自然冷
媒が自社の設備や様々な気候帯においてどのように使用できるかを見極めよう
としている。規模の経済と機器の改良により、初期コストの削減と北米におけ
る CO2 採用の増加は続くと考えられ、試験や実験の初期段階にあるとはいえ、
実施が成功するたびに、CO2 へと移行する店舗が増加する可能性が高い。
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CO2 トランスクリティカル導入店舗数（2017 年 9 月現在）

12,000+

ロシア

ヨーロッパ

1

カナダ

160+

290+

2,700+

アメリカ

1コロンビア

1マレーシア
ブラジル

CO2店舗数と色分け
N/A

1-2

3-99 100+ 1000+

4 チリ

日本

1
台湾
2
中国

アルゼンチン

3

7

従来のシステムが老朽化し、アップグレードあるいは
交換が必要になるのに従い、多くの大規模食品小売業
者が規制の対象となる高 GWP の HFC システムから
より GWP の低いシステムへと移行している。

13

18 オーストラリア
南アフリカ

65

出典：shecco マーケティングリサーチ

HFC の段階的削減が変化を推進

インドネシア

39 ニュージーランド

一例だ。世界第 6 位の経済規模を誇るカリフォルニア
州が世界に及ぼす影響は甚大である。同州は 100 年間
の GWP 値が 2500 以上の冷媒の販売および流通の禁
止を提案した。再生あるいは再利用の認証を受けた冷
媒のみ、販売禁止リストから除外される。CARB から
はこの禁止の厳密な日程が正式に発表されてはいない
が、当初は 2020 年に予定されていた。

多くの機関が規制を策定しており、例えば米国環境
保護庁（EPA）は 2015 年に R404A およびその他の
高 GWP 冷媒を新設スーパーマーケットのラックシス
テムへの使用禁止を定めている。トランプ政権下で規
制緩和の可能性があるのは確かだが、オバマ前大統領
時代の業務用冷凍冷蔵に関する規制のほとんどは引き
継がれている。一方、HFC の段階的削減に向けた世
界的な規制の取り組みも継続している。最近のモント
リオール議定書のキガリ改正、EU の F ガス規制、カ
ナダ環境省の取り組みなどが該当する。カリフォルニ
ア州大気資源局（CARB）が率いるカリフォルニア州
は、HFC の段階的削減がより積極的に遂行されている

環境にやさしい冷凍冷蔵へと向かうトレンドは、民間
企業によっても推進されている。ザ・コンシューマー・
グッズ・フォーラム（CGF）のような業界団体が省エ
ネで環境にやさしい冷凍冷蔵システムの使用を推奨し
ているため、今や多くの小売業者が公式に持続可能性
目標を発表している。ヨーロッパでは、HFC の段階的
削減がすでに冷媒のサプライチェーンに影響を及ぼし
ている。2018 年までに F ガス 37% 削減という目標
に対し、小売業者は HFC サプライヤーによる値上げ
と、メーカーからの保守管理予算への圧力が高まるこ

寄稿文

とを予想している。実際、ヨーロッパでは最近 1 カ月

提供が可能だ。CO2 システムへの移行を検討している

で R404A の価格が 62% も上昇した。世界的にも HFC

食品小売業者にとっては、CO2 トランスクリティカル

は不足し、より高額になることが予測される。

ブースターとカスケードシステムという主に二つの選
択肢がある。 CO2 トランスクリティカルブースター

コストと構造
CO2 冷媒の採用が世界レベルで着実に増加したことで、
機器・部品メーカー各社は生産量を増やしただけでなく、

は、CO2 を 100% 使用するシステムで、低温・中温の
サクショングループに直接膨張（DX）を利用する。 カ
スケードシステムは２つの異なる冷却回路、つまり低
温のサクショングループには CO2 回路、中温のニーズ

CO2 技術の研究開発への投資を継続することとなった。

には HFC ベース（R134a など）の回路を使用するが、

このような規模の経済は、CO2 システムのコストを下げ、

すべてを自然冷媒にするために中温度帯の冷媒にアン

エンドユーザーや保守管理サービスの技術者にとっての

モニアを試した小売業者もいる。

複雑さを軽減することに役立った。業界が CO2 の構造
と性能に精通するに従い、CO2 に関する研修にも大幅な
改善が見られた。冷媒コンサルタントも CO2 システム
についてますます熟知し、より知識に基づいたアドバイ
スができるようになってきている。

安全性、環境への配慮、経済性に信頼性。CO2 は合成
ガスの代替品を求める大規模食品小売業者にとって最
有力候補となるあらゆる特長を備えているのだ。■ AP

HFC システムとは異なり、CO2 システムには、ケー
スコントローラー、圧力変換器、温度センサー、電子
膨脹弁など、冷凍冷蔵ケース用電子部品が追加で必要
となる。システムコストの増加につながる可能性もあ
るが、ケースコントローラーはエンドユーザーに正確
な温度管理と継続的な最適化されたエネルギー効率の

アンドレ・パテノード氏
エマソンコマーシャル＆レジデンシャル ソリューション
（Emerson Commercial and Residential Solutions：
現在はエマソンクライメットテクノロジーズを合併）
の CO2 ビジネス開発ディレクター。本誌姉妹誌『アク
セレレート・アメリカ』にて、北米における自然冷媒技
術採用の推進に貢献した 25 名に選出された。
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AxiCool just got AxiCooler.
The energy-efficient AxiCool series,
now for industrial refrigeration applications.

2018年2月27日~3月2日 幕張メッセにてHVAC&R2018に出展します。(ブース番号 : E-803)
ついに、大規模な産業用冷蔵機器も省エネを実現
– 電力消費 最大46 ％カット
– 未来の効率基準をすでにクリア
– 部分負荷運転でも高効率の定格を維持
– 最適化された冷却および霜取りサイクル
詳しい情報は ebmpapst.com/axicool
ebm-papst Japan 株式会社
Tel 045-470-5751 www.ebmpapst.jp

政策動向

モントリオールからの
最新情報
11 月、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
の締約国が、オゾン層および気候にやさしい冷媒への移行を加
速させることを目的に、カナダのモントリオールに集まった。
文：マリー・バッテスティ
（取材：アクセレレート・ヨーロッパ）

カ

ナダのモントリオールで 11 月 20 ～ 24 日に開
催されたモントリオール議定書第 29 回締約国会
議（MOP29）に先立ち、ハイドロフルオロカー

ボン（HFC）の段階的削減に関するキガリ改正を、ス

ウェーデンとトリニダード・トバゴが批准した。これ
により、キガリ改正を 2019 年 1 月 1 日に発効するた
めの批准国 20 ヵ国というハードルがクリアされた。
キガリ改正は、HFC の製造と使用を段階的に削減す
るための画期的な国際協定である。先進国は温暖化ガ
ス削減を主導し、2019 年には 2011 ～ 2013 年比で

10％、2036 年には 85％削減することが求められる。
MOP29 は、すべての締約国がキガリ改正の目標を達
成できるよう、具体的な実施法の採用を進めることを
主な目的としていた。

エネルギー効率
エネルギー効率に関する要件をキガリ改正に組み込む
というテーマは、比較的最近 MOP の議題へと加わっ
た。会議に参加した専門家によれば、HFC を削減しつ
つエネルギー効率も改善することで、HFC の段階的削
減による気候変動緩和効果を少なくとも 2 倍にできる
という。 各国は、モントリオール議定書締約国の諮問
機関である技術経済評価パネル（TEAP）に対し、キ
ガリ改正に基づき HFC を削減しながらエネルギー効
率を維持または改善するための、技術的選択肢、要件、
関連コストを評価するよう求めた。TEAP は、約 1 年
後にエクアドルで開催される次回締約国会議において、
推奨事項を報告書の形で発表する。
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多数国間基金の補充

キガリ改正の HFC 削減達成のための

重要な決定のひとつとして、発展途上国がモントリ

スマートな規格

オール議定書およびキガリ改正の求める HCFC 廃止と

HFC 削減を達成できるよう支援するための割当金、つ
まり多数国間基金（MLF）の補充を決めることがあっ
た。各国の代表にとって最も差し迫って課せられてい
たことは、2018 ～ 2020 年の 3 年間に向けた MLF 補
充交渉を成功させることだった。MLF は発展途上国（5
条国）がオゾン層破壊物質の段階的廃止という順守義
務を守るための活動資金を提供しているため、MLF の
補充は途上国にとって非常に重要である。長い交渉の

会期中、炭化水素などの可燃性冷媒の普及を阻む安全
規格を改訂する必要性について複数の国が取り上げ
た。締約国はオゾン事務局に対し、可燃性低 GWP 冷
媒に関連する安全規格についての概略を提供すること
を目的に、関連標準化機関と定期的な協議を行うよう
求めた。概略には、活動、対象となる機器または製品
などの規格の範囲、対象となる安全関連技術などの内
容、および検討過程に関する情報が含まれる。

末、締約国は 5 億 4 千万ドル（約 610 億円）を 2018
～ 2020 年の 3 年間の MLF 予算として採択した。

モントリオール議定書への資金調達
モントリオール議定書の多数国間基金は、発展途上国

合成冷媒の不確定な未来
ノルウェーとスイスからは、キガリ改正の HFC 削減計
画に規制物質、つまり地球温暖化係数（GWP）53 以
上の物質としてリストアップされていない HFC の開発
および推進に対する予防手段採択のための決定案が再
提出された。最終決定で、締約国は議定書の評価パネ
ルに対し、2023 年の MOP までにこれらの物質の消費
と生産について評価した報告書を提出するよう求めた。
その後は 4 年毎に再評価が必要となるが、情報提供の
役割を果たすのみとなる。

がモントリオール議定書の求める HCFC 廃止ならびに

HFC 削減を達成できるよう支援する。先進国による基
金への拠出は国連の基準に従って定められる。多数国
間基金の執行委員会は先進国と発展途上国から同等の
加盟を有し、基金の管理を行っている。基金が支援す
るプロジェクトおよび活動は、４つの国際実施機関に
よって遂行され、世界銀行が基金の予算の 45％を受け
取る。残りを国連機関が共有し、国連開発計画（UNDP）
は 30%、国連工業開発機関（UNIDO) は 20%、国連環
境計画の技術・産業経済局 (UNEP/DTIE) は 5% となる。
世界銀行は工場や国家レベルでの大規模な削減や投資
プロジェクトを重点的に行い、UNDP は実証および投

一方で、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）の環境
への影響、特に大気中でトリフルオロ酢酸（TFA）と
いう長期持続性の物質に分解され、
「酸性雨」という
形で地上に降り注ぎ、水中に蓄積される点を疑問視す
る声が上がっている。TFA の長期的毒性は科学研究の
対象となっており、2014 年に『Chemosphere（ケモ
スフィア）』誌に掲載された「過去 10 年間で中国北京
の湖や河川に含まれるトリフルオロ酢酸が 17 倍増加」

資プロジェクト、技術支援、実現可能性調査を組織す
る。また、UNIDO は提案された投資プロジェクトの
準備と査定を行い、工場レベルで廃止スケジュールを
実施する。 UNEP/DTIE はプロジェクトを進行できる
インフラ整備を支援するが、これには地域ネットワー
クの構築と国家プログラムの準備支援が含まれる。さ
らに、情報交換の場としての機能を提供するとともに、
各種研修用教材も作成する。

の中では、「中国における TFA の増加を規制する対策
が必要」であると推奨されている。
「HFO の分解による、
毒性を持つ TFA ならびに対流圏オゾンの形成は、さら
なる研究と評価を要する懸案事項であるとオゾン・リ
サーチ・マネージャー会合で結論づけられました」と、

EU の行政執行機関である欧州委員会のフィリップ・
オーウェン氏は語った。

支援国はまた、年間拠出金額の 20％までを使用し、2
国間ベースで発展途上国がモントリオール議定書の目
標を達成するよう支援活動の実施をすることができ
る。活動には、研修、技術支援、そして自然冷媒ベー
スの機器などオゾン層にやさしい技術の導入などが含
まれる。■ MB

エンドユ ーザ ー 取 材

ターゲットのプロパン冷媒店舗

1,000 店舗を超える

ディスカウントストアのターゲットは、運営する 1,800 以上の店舗
のうち 1,000 以上で同社が推奨するプロパン（R290）を冷媒とす
る内蔵型ショーケースを使用し、その数はさらに増える見込みだ。
文：マイケル・ギャリー
（取材：アクセレレート・アメリカ）

ミ

ポール・アンダーソン氏
ターゲット エンジニア部門
シニアディレクター

ネソタ州ミネアポリスを拠点とするターゲット

蔵庫の研究では、R134a のケースは 0.92kw の電力を

社（Target）が店舗で扱うプロパンケースには、

消費したのに対し、同等の R290 ケースの消費電力は

ペプシコ（PepsiCo）、コカ・コーラ（Coca-Cola）、

0.43kw、つまり 53% の省エネだったのである。アン

レッドブル（Red Bull）などのメーカーが提供した飲

ダーソン氏によれば、このエネルギー比較は標準的な、

料用小型冷蔵庫のほか、同社が購入した大型ユニット

可変速でないコンプレッサーを使用した冷凍冷蔵シス

も含まれる。各店舗には、平均 10 台以上のプロパンケー

テムに焦点を当てたものであり、プロパン機器のメン

スが導入されている。

テナンスや修理は「非常に限定的」であるという。現在、
ターゲットでは、冷却能力 2,200 BTU/ 時以下の内蔵

「数年間にわたる代替冷媒の評価によって、R290 こ
そが選択すべき内蔵型冷凍冷蔵技術であると判断しま
した」とターゲットのエンジニア部門シニアディレク
ターであるポール・アンダーソン氏は、フロリダ州
オーランドで開催された食品マーケティング協会主
催のエネルギー＆ストア開発会議（Energy & Store

Development Conference）の代替冷凍冷蔵に関する
セッションで発言した。「私たちは試験を行って、これ

型ショーケースは新規設置または入れ替え時において、
すべてプロパン冷媒を使用したものとするようサプラ
イヤーに要請する方針だ。同社の内蔵型ユニットは通
常空冷式であるため、店舗内に放出された熱をモニタ
リングしている。「店舗内の熱均衡を行っており、空冷
式が理に適うと思われる社内的な閾値と、水冷式に切
り替えるべき基準値があるのです」とアンダーソン氏
は述べた。

こそターゲットに適しているという結論に達したので
す」。この判断の根拠として、次のようなことが挙げら

実際、ターゲットは都市部の小型店舗にいくつかの

れる。まず、プロパンはあらゆる HFC および自然冷

HFO を使用した水冷式ケースを設置している。同社

媒の中で最もエネルギー消費が低く、地球温暖化係数

は、炭化水素の充填量制限が 150g 以上に引き上げら

（GWP）がわずか３である。そして、ほとんどのメーカー

れた場合にプロパンを使用できる機器を設計し、「プロ

がプロパンケースを供給しているか、あるいは供給を

パンに切り替えるために必要なあらゆる安全性を備え

約束している。また、請負業者はプロパン機器に関す

ています。是非そこまで到達したいですね」とアンダー

るサービス提供が可能である。アンダーソン氏によれ

ソン氏は語る。 そして、水循環を追加したとしても水

ば、同社はサプライヤーや機器メーカー、請負業者と

冷式プロパンケースの効率性は非常に高い、とも付け

も緊密に連携しており、彼らにターゲットの目標達成

加えた。ターゲットと北米持続可能な冷凍冷蔵協議会

を支援してくれるかと問うと、誰もがあっさりと「準

（NASRC）は、プロパンの充填制限緩和の実行可能性

備万端です」と答えたという。

を判断するために防火研究機構が実施した可燃性研究
プロジェクトの共同責任者であった。
「その研究結果と、

安定した効率性
ターゲットはまた、プロパンショーケースのエネルギー
効率にも満足している。同社が実施したある飲料用冷
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結果がもたらした業界全体が炭化水素をシステム内で
冷媒として安全に使用できるようになるという方向性
に大変興奮しています」と同氏は述べた。■ MG

低エネルギー消費
効率向上
低CO2 排出量 *

自然冷媒R290を使った未来ソリューション
私たちEmbraco ではあなたが貴社のビジネスにより良い
冷却システムが得られるよう、

又この世界の持続可能な未来の為に働いています。

あなたが希望する未来をEmbraco へご注文下さい。

*HFC と比較

テクノロジー

効率

www.embraco.com

持続可能性

エンドユ ーザ ー 取 材

ロンドンにあるセインズベリーズ の 新しいオンラインフルフィルメントセンター

未来の買い物を支える自然冷媒
セインズベリーズが目指す最適なバランス
1869 年創業の英国のセインズベリーズは、長きにわたって小売業に革新
をもたらしてきた歴史に誇りを持っている。これからのショッピングを取
り巻く状況において、自然冷媒はどのような役割を果たすのだろうか？
文：アンドリュー・ウィリアムス
（取材：アクセレレート・ヨーロッパ）
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出 発を待 つ 配 達トラック

英

国のロンドン東部にあるセインズベリーズ

か 28 ～ 30% である。「現在、週に約 7,000 人のお客

（Sainsburyʼs）の新しいオンラインフルフィル

様に対応していますが、最大で週に 2 万～ 2 万 5,000

メントセンター（OFC）は、同国内で急成長す

人までの対応が可能です」と OFC の商業部長のジェー

るオンライン小売業専用の宅配センターである。ショッ

ムス・ハント氏は言う。

ピングという言葉から連想される買い物客は、敷地内
に一人もいない。セインズベリーズが「ダーク・ストア」
と呼ぶこの独特な環境で、ロンドン北部のカムデンか

冷凍冷蔵における独自の課題

ら東部のウエストハムまでのオンライン顧客に対応し

施設独自の課題として、「ピッキングの間はずっとキャ

ている。同施設は 24 時間体制で稼働しており、午前

2 時頃から 9 時の間は顧客の注文を集める「ピッカー」
と呼ばれるチームが多忙な時間帯である。配達トラッ
クへの積み込みは午前 4 時頃に始まり、午前 7 時には

ビネットのドアを開放しておく必要がある」ことを同
社の資産部門の冷凍冷蔵設計部長であるポール・アロー
スミス氏は挙げた。「キャビネットを本来の目的以外に
用いるための逆光分析と試験を行いました」

最初の便が出発する。
同施設の核となるのが、ドイツ GEA 社製のアンモニ
ここで最も重要なのがオートメーションである。広域
リフト＆シャトルシステムは、1 時間に最大 7,500 個

ア /CO2 カスケード冷凍冷蔵システムである。「CO2 は
アンモニアシステムによって -6°C に保たれています」

の「トート」と呼ばれる配送用ボックスを棚から配達

とアロースミス氏は説明する。アンモニアは敷地全体

トラックに積載する能力を持つ。ピッカーチームは注

を循環することはなく、プラントルーム、蒸発器、お

文された製品をトートに詰め、完了するとベルトコン

よび蒸発コンデンサー内だけの使用に限られている。

ベヤーに載せていく。ピッキングフロアでリフトがトー

同氏は「液体 CO2 が同システムの心臓部に当たりま

トを持ち上げると、シャトルがそれらを最終の保管場

す。冷凍品用の CO2 、冷蔵品用にポンプで送り込まれ

所まで移動させ、そこから配達トラックに積み込まれ

た CO2、それぞれの要件温度を保つためにアンモニア

る。売上予測によると、同拠点の現在の稼働率はわず

を使っています」と語った。アロースミス氏によれば、
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ピッカーチームはここから注 文された製品をトートに詰めていく

GEA が既存システムの設置業者兼、サービス提供者で
あった。「GEA と業務用冷凍冷蔵の請負業者が連携し、

は、アンモニアのみのシステムを検討し、HFC をベン

請負業者が冷凍食品の委託、およびキャビネットの製

システムも検討しました。今回の導入では、コスト、

造を行い、GEA が冷凍冷蔵システムの委託を全面に受

エネルギー、地球温暖化係数（GWP）のベストなバラ

け持ってくれました」

ンスが取れました。導入にあたり、我々が重視した主

チマークとして考え、また業務用の CO2 直膨冷凍冷蔵

要な項目が全て網羅されています」と説明した。この
液体 CO2 を -6°C に保つアンモニアの冷却用に 3 台の
コンプレッサーが設けられている。「1 台のコンプレッ

施設はセインズベリーズの最新の拠点であり、今後の
モデルケースとなるだろう。

サーでシステム全体の約 40% の能力が得られ、2 台を
稼働させることで 100% になります。3 台目は予備で
す」と、アロースミス氏は説明する。ポンプで送り込
まれた CO2 を凝縮媒体として利用しながら冷凍するサ
ブクリティカル CO2 システムの DX パッケージは、こ
の拠点の冷蔵要件を満たす効率の高い手段である。前
述のアンモニアシステムと同様に冷凍冷蔵を 2 台のコ
ンプレッサーが担っており、3 台目は待機用である。
中温側で、同システムは 825kW のエネルギーを消費
し、低温側では最大 104 kW となる。

企業の DNA に組み込まれた自然冷媒
自然冷媒の使用は、セインズベリーズ の全国的な持続
性戦略と足並みをそろえたものだ。「自然冷媒は、当社
の DNA の一部です」とアロースミス氏は言う。同社
では、新規にオープンする全てのスーパーマーケット、
大規模な改装の際にも、トランスクリティカル CO2 シ
ステムを導入するという施策が掲げられている。初期
の CO2 試行は 2008 年に始まり、2010 年以降、新規
店舗には CO2 が導入されている。 さらに、「今年は、
コンビニエンスストアでも進捗がありました。新たに

当初はアンモニアだけ、またはトランスクリティカル

CO2 システムの使用も検討したが、総合等価温暖化因
子（TEWI）、つまりエネルギー効率、資本コスト、安
全性の観点から見た「バランス・スコアカード」手法
に基づき、選択されたのがアンモニア /CO2 構造であっ

オープンするコンビニエンスストアで自然冷媒、基本的
「必
には CO2 の使用に乗り出しました」と同氏は述べ、
ず自然冷媒を使用するということが最初のステップにな
ります。導入可能な場所には、全て自然冷媒を使うとい
うことにコミットしていきたいのです」と補足した。

た。「従来の配送センターでは、冷凍品、冷蔵品に関わ
らず、スタート地点はアンモニアです」とアロースミ
ス氏は言い、
「しかし、この施設は、配達センターやスー
パーマーケットのカテゴリーに該当しないため、ゼロ
から始めることにしたのです」と続けた。そして、
「我々
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セインズベリーズは、2020 年までに運営によるカー
ボン排出量の絶対値を 30 ％削減、相対値を 65 ％削減
（対 2005 年比）するために、HFC の段階的削減を戦
略の中心に据えている。2020 年の目標は、2050 年ま

エンドユ ーザ ー 取 材

でにカーボン排出を絶対的に 50％削減するという大き
なターゲットの一部である。同社は、英国全土に 1,415
店舗を展開しており（2017 年 5 月時点）、現在、トラ
ンスクリティカル CO2 スーパーマーケットの数は 216
店を誇る。また、自然冷媒を採用したコンビニエンス
ストアも 8 店舗展開しており、うち 7 店舗に CO2 ブー
スターシステム、1 店舗にハイドロカーボン / グリコー
ル構造が導入されている。

アロースミス氏は、今後ハイドロカーボンがさらに大
きな役割を果たしていくと見ており、「これから大きな
課題となるのが、マルチユーザーへの展開です。国内
居住者や他の取引とのシェアサービスになると、必ず
しも 80-90 bar の圧力の CO2 使用が望まれないかも知
れません。よって、グリコールシステムとハイドロカー
ボンの併用も試しています」と明かした。また、「CO2
が我々の必要量の 95% を供給できると見込んでいま
す」と言い、「より課題があるのは、残りの店舗です。
自然冷媒を導入していくためには、他の選択肢が必要
になるかもしれません」と付け加えた。10 ～ 20 年前
から続く店舗の営業には、HFC を継続して使用するこ
とになるため、まだ HFC フリー企業であると宣言する
「旧システムの寿命がきたら、
ことはできない。 しかし、

CO2 システムに切り替えていきます」とアロースミス
氏は言う。「全ての什器を交換するのは膨大な作業です
ので、どうせなら CO2 システムに切り替えますよ」
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この広域リフト＆シャトルシステムは、１時間に最大7,500個 の
トートを棚から配送トラックに積載する能力を持つ。
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変わりゆく都会の風景の中で
ハイパーマーケットと呼ばれる、主に郊外立地型の総
合スーパーマーケットは、今もヨーロッパの小売業界
の約 60% を占めている。しかし、都市化が進み、ヨー
ロッパの市街地でスペースを確保するのは非常に高く
つく。また、核家族化が進み、忙しいライフスタイル
の中でインスタント食品の人気が高まり、より小規模
で柔軟な店舗形態が好まれる傾向もある。将来におい
て有効な冷却戦略を立てるためには、これらのトレン
ドも考慮に入れるべきである。

もともとセインズベリーズにとって、コンビニエンス
ストアでの対策は難度が高かった。その点について、
アロースミス氏は「スーパーマーケットはシステムが
大型なため、HFC システムと同等のコストで高効率な
自然冷媒システムを取り入れることが容易です」とし
て、「規模が小さくなると、多少の課題が増えますが、
乗り越えつつあります。必要なのは、少し再考してみ
ることです」と述べた。同氏は新世代の小容量製品お
よび小型機器が、需要を満たせるとの確信を持ち、
「小
型でも状況は良くなってきています」と主張した。

セインズベリーズ は、自然冷媒への取り組みに関して、
どのような評価を期待しているのであろうか。
「自分た
ちのコミットメントに対し、今はそれを果たしている
ところです」とアロースミス氏は答え、
「英国では、自
然冷媒を採用する企業として、リーダー的存在となっ
ています」と語った。さらに、同氏にセインズベリー
ズで働く最大の楽しみについて問いかけると、「商業
委託業者であれば、恐らく自社の顧客のことしか眼中
にないと思いますが、それは比較的狭い領域ではない
でしょうか」と言い、
「しかし、我々はコンビニエンス
ストア、スーパーマーケット、そして産業用冷凍冷蔵
システムと関わることができます」とその仕事の多様
性を強調した。
「施設に何か新しい機器を導入する際に
は効率性、安全性、性能を評価しながら承認していく
必要があります。そこには、あらゆる新しい革新が持
ち込まれます。それらが当社のビジネスにとって妥当
かどうかを評価し、判断する必要があるのです」とア
ロースミス氏は語った。35 年ものキャリアを持つ同氏
にとって、日々働くモチベーションとは、
「エンジニア
リングと冷凍冷蔵を心から楽しんでいる」ことであり、
「ご存知のように、環境にとって当然正しいことをして
いるのです」ということだ。セインズベリーズの未来
は、正しい道へと続いているようだ。■ AW
ポール・アロースミス氏
セインズベリーズ冷凍冷蔵設計部長
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グローバル市場に企業・製品の魅力
発信してみませんか？
リニューアルされた
自然冷媒に関するグローバルサイト

hydrocarbons21.com

r744.com

ammonia21.com

ウェブサイトの新機能
・改善された機能性とデザイン

・すべての代表的なSNSに対応

・スマートフォンやタブレット用に自動変換

・対話型マルチメディアコンテンツ

御社の自然冷媒製品の
グローバル市場への発信をお手伝いします。
スポンサーシップに関するお問い合わせはこちらまで
japan@shecco.com
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青森県に 国内初の
CO2 冷凍冷蔵倉庫
冷凍冷蔵倉庫業界において自然冷媒といえば長らくアンモニアが主
流であった。CO2 という新たな選択肢に対して、積極的な情報収集と
検証の結果、国内初の導入に踏み切った倉庫が青森県にある。国内の
倉庫業界での CO2 市場は、今後どのような成長を見せるのだろうか。
文：岡部

玲奈

野村石雄氏
東北水産 常務
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リスクを承知の上で
国内初の CO2 倉庫を実現
製氷、冷凍、冷蔵装置の設計・施工、並びに産業機械
装置の設計・製造を手がける小知和冷凍建設の青森県
八戸支店が、グループ会社である東北水産の冷蔵倉庫
に、国内初の CO2 ブースターシステムを導入した。こ
の倉庫は 2016 年 9 月に着工、12 月に竣工し、3 カ月
「１年
で既存の R22 冷凍機からの切り替えに成功した。
が経過した今でも、順調に稼働しており、CO2 システム
には満足しています」と、東北水産常務の野村石雄氏は
述べた。

国内で初の導入ともなれば、話題性もあり、スポット
ライトを浴びる存在にはなるが、それも成功すれば、
のことである。実績がないものを導入することはリス
クも高く、その決断に迷いはなかったのであろうか。
このシステムの導入を東北水産へと持ちかけたのは小
知和冷凍建設側であるが、専務の石田恵一氏は「懸念
材料はいくつかありました」と、決定当時の様子を振
り返って言った。石田氏が CO2 ブースターシステムの
存在を知ることになったきっかけは、3 年前にシステ
ムメーカーの日本熱源システム（本社：東京都）から
の紹介であった。東北水産の事務所から車で約 10 分
の距離に倉庫を持ち、小知和冷凍建設と東北水産と取
引関係にあり、交流が盛んであった島倉水産も興味を
持ち、システムの説明を受ける際に同席した。3 社に
とっては「自然冷媒といえばアンモニア」だったとい
う。国の政策によって、30 年ほど前に冷凍機の冷媒を
すべてフロンへ切り替える前はアンモニア冷媒を使用
していたからである。そのため、この時「CO2 冷媒に
関しては初めて聞きました」と石田氏は言い、アンモ
ニア以外の自然冷媒に非常に興味を持った。2020 年
までに R22 の全廃が決定したことや、キガリ改正での

HFC 冷媒に対する規制など、国際的なフロン規制の動
きを見て、石田氏には今後、顧客へ紹介する冷凍機は
自然冷媒でなくてはならないという強い思いがあった。
しかしながら、自身も多くのアンモニアの漏えい事故
を経験してきたことで、「アンモニアを勧めようとは考
えていなかった」と同氏は話す。野村氏もアンモニア
について、「冷媒としては非常に優秀ですが、毒性があ
る」ことを指摘した。さらに倉庫の設置場所は住宅地
に隣接していることにも言及し、「東日本大震災の時も
そうでしたが、それ以前にも倉庫でアンモニアが漏え
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いし、顧客から預かった品物がすべて使えなくなって
しまい、１億円相当の保証をしたことがあります。冷
媒が外部へと漏えいし、周辺の稲がすべて枯れるなど
して、多大なご迷惑をおかけしました」と、これまで
の経験を述べた。だからこそ、「再びアンモニアに切り
替えることには躊躇していた」と説明する。そんな折、
アンモニア以外の自然冷媒、CO2 の存在を知ることと
なった。

同時に、CO2 システムは魅力的ではあるが、納入実績
がゼロという事実を聞いた石田氏は、「それでは顧客に
勧められない」と、正直にメーカーに伝えた。納入の

石田 恵一氏
知和冷凍建設 専務

実績がないということは、省エネ実績もメンテナンス
実績もないことになる。「国内で一番質のよい冷凍機を
顧客に勧める」という小知和冷凍建設の理念にそぐわ
ないと判断し、一度は断ろうと考えていた。野村氏も「実
績がないので、仮に導入しても稼働しないようなこと
があれば、7,000 万円もの投資が無駄になります。カ
タログに掲載されている通りの省エネ率が実際に達成
できるのかもわかりませんでした」と、当時の思いを
告白した。また、コンプレッサーやバルブ、クーラーな
どの機材一切が海外メーカー製であったことから、故障
の際の部品供給の問題も懸念材料であったという。

とはいえ、国内実績はゼロでも、ヨーロッパではすで
に実績があったことや、日本熱源システムの滋賀工場
を訪ね、実際に部品が常備されているのを目の当たり
にしたこと、グループ会社の東北水産に空いている冷
蔵倉庫があったことも重なり、「グループ会社ならば実
験的に導入してもそこまで問題はないと思い、そこで
問題なく稼働したら顧客にも徐々に進めていこうとい
う方針にしたのです」と、石田氏は説明する。野村氏
も「メーカーというより、グループ会社を信用して設
置を決断しました」と述べた。また、環境省による平
成 28 年度「先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機
器普及促進事業」の補助金も後押しになったという。
「初めて補助金に申請しましたが、無事に交付が決まり、
安心しました」と、野村氏は言う。同じように、実績
がないことで導入を見送っていた島倉水産も、東北水
産の冷凍機切り替えが完了し、実際に稼働しているの
を見てその場で導入を決定。3 機の CO2 システムを

2017 年 2 月に導入した。
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導入してわかったメリットとデメリット
東北水産では、以前アンモニア冷凍機を使用していた
収容能力 1,000 トン、700㎡規模の倉庫を改装し、冷
凍能力 35kw、使用温度帯は -25 ℃の CO2 冷凍機を 1
台導入した。ユニットクーラーは場所を取らない天
井吊型タイプである。島倉水産では R22 機器で冷や
していた収容能力 6,000 トンの既存倉庫を、冷凍機
の稼動を止めずに機器の隣に CO2 機器を設置して約

1 カ月で切り替え作業を行った。結果、2 階に冷凍能
力 61.4kw の CO2 冷 凍 機 を 1 台、3 階 に 61.4kw と
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30.7kW の冷凍機 2 台を導入した。各階 1,450 ㎡の規
模で使用温度帯は同じく -25℃であるが、ユニットクー
ラーは床置き型である。CO2 冷媒は高圧なため、配管

補助金制度への要望

も厚いものに取り替える作業などが必要であったが、

東北水産と島倉水産、両社とも CO2 機器導入に際して

導入してからの省エネ率も東北水産では R22 と比較

環境省の補助金を活用している。制度について、石田

して年間平均で 15％、島倉水産では 3 月～ 11 月平均

氏は「国からの補助があるのはよいことですが、デメ

で 19％を記録し、「非常に満足しています」と、野村

リットもあります。補助金の申請や工事の完成期日な

氏、そして島倉水産で次長を務める石鉢幸伸氏は声を

ど、定められた日程に合わせて工事日程を考えなけれ

揃えた。また、導入時のコストもアンモニア機器やア

ばなりません。施主の希望する工事日程とは合わない

ンモニア /CO2 機器に比べると 1,500 ～ 1,600 万円ほ

こともあり、申請を断念する事例が多くあります」と

ど抑えられるという。他にも CO2 冷媒は環境にやさし

語る。R22 は 2020 年までに全廃予定だが、「2020 年

く、高圧ではあるが毒性がなく安全、冷凍機の騒音も

までに現在使用している R22 機器を順次切り替えると

レシプロ式コンプレッサーを採用しているため 70db

いうことは現実的ではない」と同氏は言う。その背景

と静かであることを石田氏はメリットとして挙げた。

として、今日まで、業界は国の政策でアンモニアから

また、オーバーホールサイクルに関して、これまでは

R22 に切り替え、未だ全国に R22 設備が相当数残っ

国内最高でも冷蔵倉庫用の機器では 3 万時間だったの

ていることを指摘し、「補助金額を増やすべきです。平

に対し、CO2 機器は 4 万時間、5 年以上はオーバーホー

成 30 年度の予算案では 5 カ年事業とありますが、自

ルをしなくてもよい計算になる。「まだ稼働は 1 年だ

然冷媒機器がフロン機器と戦える値段になるまで、最

けですので、実際に 5 年間オーバーホールなしで問題

低 15 年は続けるべきだと思います」との意見を述べた。

がないのかわかりませんが、ヨーロッパでの実績に基

また、現在の補助率は機械工事金額の二分の一の予定

づいた数値ですので期待しています」と、野村氏は語

から、毎年の申請数が多く、実際は三分の一であるこ

る。R22 やアンモニア直膨式システムは機器自体が大

とも問題であるとも言う。「補助金が交付されたとして

きく、オーバーホール時に一つひとつ機材を外すのに

も、残り三分の二を負担しなくてはならないというの

時間がかかったが、CO2 機器はそれらと比較してコン

は、業者にとって苦しい状況で、最終的に断念してし

パクトで作業スピードも向上し、
「一日で終わるでしょ

まうユーザーも多いのです。できれば全額補助、それ

う」と石田氏は予測する。また、サイズが小さいこと

が難しくとも補助率を上げてもらえることを希望しま

で倉庫の建物脇に設置でき、冷凍機を置く機械室を作

す。そうなれば、補助年数は 15 年も必要なくなるでしょ

る必要がなく、その分の経費削減もメリットとなる。

う」と続けた。石鉢氏も、「真剣に自然冷媒市場の活性

一方、デメリットとしては、冷媒が高圧であること、

化を考えるならば、補助金の予算額を増大するか、導

超低温に対応していないことが挙げられると石田氏は

入対象法人に対する減税などは必要だと思います」と

述べた。

意見を述べた。
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エンドユ ーザ ー 取 材

3階で稼働する61.4kwと30.7kwのC O 2 冷凍機2 台

試し、比較し、「よいもの」を見つける
「国の政策でアンモニアからフロンへの転換を余儀なく
させられましたが、不満を言っているだけでは地球温
暖化の問題は解決しません。できる限り転換を進めて
いくしか道はないのだと思います」と、石田氏は語る。
同氏は小知和冷凍建設に入社以来 55 年の間、冷凍冷
蔵倉庫事業界に携わってきたエキスパートでもある。
メーカーがフロンに転換していった際にも、グローバ
ルでの脱フロン化の動きを見ていた同氏は「今後、自
然冷媒が主流になる」と、アンモニア機器を製造して
いた東洋製作所（現：三菱重工冷熱）や神戸製鋼に、
アンモニア機器の継続を要望していたという。両社は

屋上に設置されたユニットクーラー

アンモニア直膨式やアンモニア /CO2 機器を製造して
きた。また、三菱重工グループの三菱重工サーマルシ
ステムズは、2017 年 4 月から主に冷凍冷蔵倉庫向け
に CO2 コンデンシングユニット 10 馬力の販売を開始
し、20 馬力のユニットを 2018 年 4 月から販売開始す
ることを発表した。「個人的にも、国内で一番よい冷凍
機を提案したいので、様々なメーカーの冷凍機の情報
を収集し、調査しています」と石田氏は言う。八戸市
の宇部商店という倉庫にも、三菱重工のアンモニア /

CO2 システムの納入実績があるが、今後はイニシャル
コストも安く抑えることのできる CO2 直膨式に石田氏
は期待している。
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エンドユ ーザ ー 取 材

積極的な取り組みと情報の共有
東北水産では、今回 CO2 機器を導入した八戸倉庫を含
めて 5 カ所、島倉水産も導入倉庫を含めて 3 カ所の倉
庫を所持しているが、いずれもまだ R22 を使用中だ。
野村氏は「補助金があれば今後も導入を考える」と言
うものの、補助金がなくなれば民間の中小企業では導
入が難しいだろうとも考えている。石鉢氏も補助金が
無くなった場合でも導入したいが、実情かなり厳しく
なるだろうと述べ、石田氏も「民間企業の多くは設備
資金の問題を抱え、自然冷媒への転換には相当な時間
が必要だと思われます」と同意した。それでも「フロ
ン削減は世界的な取り組みなので、何かしらの貢献が
できるよう、今後も積極的に切り替えを検討していき
たい」と、取材した三人の意見は一致していた。野村
氏は、国内初となる導入に当初は不安を抱いていたが、
「思い切ってやってよかった」と笑顔を見せる。石田氏
も「今後は他のユーザーにも積極的に CO2 機器を勧め
たい」と言う。すでに来年には 4 カ所の倉庫に納入予
定があり、同氏はさらに 6 社くらい増えるのではない
かと予測している。

設置業者である小知和冷凍建設社内では、高圧である

CO2 冷媒を扱うにあたって勉強会の場がある。石田氏
も CO2 冷媒に関しての講演を社外から依頼されること
が多くなったという。
「倉庫業を筆頭に、
エンドユーザー
から講演の依頼があります。最近では埼玉県冷凍設備
保安協会から呼ばれました。冷凍冷蔵関係ではないロー
タリークラブなどでもフロンをなくそうとしているグ
ローバルの動きについて話すこともあります」と、石田
氏は話す。フロン問題や CO2 に関する情報を県内に限
らず、各地で共有しようとする同氏は、業界においても
重要な役割を果たしていると言えるだろう。CO2 エキ
スパートになりつつある石田氏であるが、
「CO2 に限ら
ず、自然冷媒自体が開発途中ですので、市場ではさらな
る技術革新が求められると思います。現在の CO2 機器
にも超低温領域に対応できないという弱点があり、CO2
冷媒以外の自然冷媒の開発も引き続き求められます」と
語る。そして、顧客に勧めるならば自然冷媒だと断言す
る。ある日、三人の元へ舞い込んできた CO2 機器とい
う話題が、日本の倉庫業界に新たな市場が開拓される
ための重要な一歩になるとは誰も予想していなかった
であろう。この先、CO2 倉庫を全国各地で見ることも、
遠い話ではないかもしれない。■ RO

メンテナンス等も設置業者が設置のたびに確認し対応
しているため、今のところ特に大きな問題はないよう
だ。ただ、初めて使用する CO2 冷媒に関してある程度
理解しておく必要がある。
「現在では 社内で CO2 に関
する勉強会などがないため、社内教育の場をまだ設ける
ことができていません。年に一度でも良いのでそのよう
な場を設ける必要はあると思います」と石鉢氏は言う。

国内初の導入となった東北水産の
CO 2 冷凍機（冷凍能力 35kw、使用温度帯-25°
C）
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ATMOsphere Japan 2018

最新プログラムとケーススタディ一次審査の結果
2009 年にヨーロッパでの初開催以来、世界各地で開かれてきた ATMOsphere 国
際会議。年々その規模は拡大し、自然冷媒に関する議論も活発化しており、今年

2 月 20 日に開催された「ATMOsphere Japan 2017」では、国内外から 191 人
が集い、数々の発表、パネルディスカッションが行われ、自然冷媒市場の今後に
ついて議論されました。今回の盛況を受け、今年度の開催も、「スーパー・フェブ
ラリー」として冷凍冷蔵空調業界では主要イベントが目白押しの 2018 年 2 月に
開催することを決定致し、会場をさらに規模の大きいところに移動することとし
ました 。ぜひ、より多くの業界関係者の皆様にご参加いただければ幸いです。

ATMOsphere Japan 2018 について
次 回 で 5 回 目 と な る 日 本 で の ATMOsphere で す が、
2016 年 10 月のキガリ改正採択やパリ協定以降、日本
国内でも補助金の拡大や CO2 冷媒の規制緩和、またオ
ゾン層保護法の改正が経済産業省と環境省より合意さ
れるなど、政策に大きな動きがありました。これにより、
自然冷媒技術については導入を検討するユーザーが増
加し、技術革新も進んでいます。本イベントでは、そ
のような国内外の市場動向や規制についての議論、導
入事例および新技術の最新情報を各分野のスペシャリ
ストから共有いただきます。

るマーク・シャセロットが対談形式でインタビューを
し、国内の産業用及び業務用の CO2 市場に関して議論
します。政策動向セッションでは、環境省、経済産業
省、日本冷凍空調工業会が、国内政策の現状、また今
後の見通しについて会場の皆様と共有します。業界の
リーディングカンパニーが講演する市場動向セッショ
ンでは、パナソニック、日本熱源システム、前川製作所、
フードテクノエンジニアリングが、各分野の市場デー
タや見解について話します。エンドユーザーパネルで
は、食品・消費財大手や小売大手が加盟する国際的な
業界団体コンシューマー・グッズ・フォーラム（CGF）が、
世界の小売業者の自然冷媒導入に対する取り組みや事
例を共有。ローソンやならコープも、自社の導入事例

開催日程は、2018 年 2 月 13 日（月）を予定しています。
2 月 14 日（水）～ 16 日（金）の 3 日間で開催される、
食品関係では国内最大級の展示・ 商談会「第 52 回スー
パーマーケット・トレードショー 2018」の直前とい
うこともあり、国内外のステークホルダーの参加が見
込まれます。昨年度は満席だったこともあり、今年度
はより多くの参加者に来ていただくために収容規模の
大きい会場に移行しますので、より多くの業界関係者
の皆様と交流できるはずです。

や市場に対するメッセージをお届けします。産業用分
野でのユーザー様などを含め、今後発表者はさらに増
えていく予定です。また、12 月 21 日に、技術動向セッ
ションにて発表されるケーススタディの一次審査の結
果が発表されました。対象は HVAC&R 分野において自
然冷媒（CO2、アンモニア、炭化水素、空気、水）のい
ずれかを取り扱った革新的な技術であり、産業用冷凍
冷蔵分野で審査通過したのはケミカルグラウト、日本
熱源システム、前川製作所、フードテクノエンジニア
リング。業務用冷凍冷蔵分野ではダンフォス、エンブ
ラコが見事選ばれました。当日は、各分野での新たな

最新プログラムとケーススタディ一次審査の結果

自然冷媒技術を目にすることができます。

今年度は、例年通り予定されている政策動向セッショ

今年度は例年以上に、新技術の登場や新たな導入事例

ン、市場動向セッション、エンドユーザーパネル、技

が共有される予定ですので、ぜひご参加ください。

術動向セッションに加えて、CEO インタビューセッショ
ンを新たな企画として設けます。日本熱源システムの
代表取締役社長である原田克彦氏と、shecco CEO であ
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【イベント開催概要】

ATMOsphere Japan 2018

- 日本市場に向けた自然冷媒ソリューション 開催日時 : 2018

年 2 月 13 日（月）
開催場所 : 東京コンファレンスセンター・品川
公式ウェブサイト : http://www.atmo.org/Japan2018
申し込み : www.atmo.org/Japan2018/Register

当日プログラム（予定）
1. 開催のご挨拶
2. 政策動向セッション
3.

CEO インタビュー

4. 市場動向セッション
5. エンドユーザーパネル
6. パラレルセッション１
7. パラレルセッション２

ATMOsphere Japan 2017 昨年度開催レポート
https://issuu.com/shecco/docs/170300_aj_10_web_ﬁnal/18
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メーカー 取 材

日本熱源
CO2 大型機器を量産体制へ
ヒートポンプや冷凍機をオーダーメイドで製造する日本熱源システ
ムが、滋賀県大津市にある同社の滋賀工場に新たな第三号棟を建設
した。4 年という歳月をかけて開発した、国内初となる CO2 ブース
ターシステムを今後量産するための新棟である。
文：岡部
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メーカー 取 材

増加する CO2 大型機器の需要に応える
日本熱源システムにとって CO2 冷凍機の専用工場となる新棟は、鉄骨 5
階建てで延床面積は 5,000㎡。1 階はショールームになっており、同社の

CO2 機器やアンモニア機器が実際に稼動している方様子が見られる。3 階
と 4 階は CO2 冷凍機の製造フロアとなっており、実機も展示されている。
5 階の倉庫では圧縮機などの部品のスペアパーツが保管されている。セミ
ナールームも併設し、見学会やセミナーも随時受け付け、自然冷媒の学習
の場としても活用していく予定だという。

「今年に入ってから CO2 冷凍機について非常に多くの問い合わせがあり、
その需要に応えるには年間 100 ～ 200 台の量産体制に入れるような工場
を作りたいと思い、新棟の建設に踏み切りました」と、工場ができた背景
を同社代表取締役社長である原田克彦氏は語る。問い合わせが増えたのは、
キガリ改正のような国際的なフロン規制の動きや自然冷媒技術導入に対し
て補助金が交付される環境省の平成 28 年度「先進技術を利用した省エネ
型自然冷媒機器普及促進事業」があったからだと同氏は言う。補助金の制
度は来年度も継続される予定であるため導入を検討するユーザーが来年も
さらに増えることが見込まれると述べた。同社の Bock 事業部本部長であ
る吉井一氏も、
「今年は冷凍冷蔵倉庫に約 50 台のユニットを納入するこ
とができ、そのうち 40 台は環境省の補助金を活用し、残り 10 台は補助
金なしでの納入でした。これ以上注文が増えても生産が追いつかないよう
な状況でしたが、今回の新棟建設によって対応が可能となります」と述べ
た。今後は毎月 12 台は生産できる体制だという。もともとオーダーメイ
ドで冷凍機を製造していた同社は、顧客に合わせて冷凍機をカスタマイズ
する体制であた。これから生産量を増やすためには生産体制をいかに効率
的、もしくはシステム化するかが鍵となるであろう。

滋賀工場の製造フロア に展示されたC O 2 冷凍機
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メーカー 取 材

ヨーロッパからヒントを得て開発
12 月の竣工式には、パートナー企業で CO2 システム用
にコンプレッサーを提供するゲア（GEA）社の上席副
社長であるクラウス・ストジェンティン氏がドイツ本社
から、ユニットクーラー提供会社であるギュントナー
（Güntner）の最高経営責任者であるロバート・ガルレ氏
も同じく本社があるドイツから訪れ、日本熱源システム
との関係性や祝福の意を表明した。「長期的でかつ信頼性
のある関係を築いてきたおかげで、日本の CO2 大型機器
市場開拓への道を共に歩み始めたと確信しています」と
ストジェンティン氏は述べた。原田氏も、「CO2 機器の開
発に踏み切れたのも、6 年前にストジェンティン氏が来日
し、『これからは CO2 を冷媒とする CO2 冷凍機の時代が
来る。日本の気候に適応できる CO2 機器の開発に着手し
てはどうか』と提案されたのがきっかけでした」と語った。
その後、すぐに社員をドイツに派遣し、原田氏自身もド
イツに 1 カ月間滞在し CO2 の勉強をしたという。その後

4 年間の開発期間を経て形となった CO2 システムである
が、「当初はどうすればこの機器でビジネスになるのかが
わからなかった」と原田氏は告白した。しかし、フロン
規制や補助金の後押しもあり、また技術的な改良も重ね
ていくことで、徐々に納入数を増やすことができたのだ
という。

ターゲット分野の拡大
日本では高圧冷媒である CO2 の規制が厳しかったことで

CO2 の大型機器はこれまで存在しなかったが、ヨーロッ
パではすでに、冷凍冷蔵倉庫や食品工場、スーパーマー
ケットなどの大型店舗で CO2 ブースターシステムが幅広
く使用されている。日本熱源システムが開発した CO2 ブー
スターシステムも、コンビニ、スーパー向けのタイプ S と、
冷凍冷蔵倉庫や食品工場向けのタイプ F（低温用）、そし
て荷捌室や冷蔵庫向けのタイプ C（中温用）の 3 タイプ
がある。国内の産業用分野ではアンモニア以外の唯一の
自然冷媒機器として注目を浴び、かつ 2017 年度の環境
省の補助金対象が冷凍冷蔵倉庫のみであったため、倉庫
での納入数が今年著しく増えたわけであるが、「今後は冷
凍冷蔵倉庫だけでなく、食品工場のフリーザー、そして
コンビニより規模の大きい中型・大型のスーパーマーケッ
トをターゲットにしていきます」と原田氏は言う。来年
度の予算案では補助金の交付対象に食品工場も小売業も
含まれるため、納入数の伸びは期待できるであろう。CO2
専用の工場ができたことに対し、「ようやくスタートライ
ンに立てたというだけであり、日本の CO2 市場を開拓す
る本当の挑戦はこれからだと思います」と原田氏は強調
した。同社の挑戦が CO2 市場に一石を投じたのは確かで
（左）クラウス・スト ジェンティン氏 GEA
（右）原田 克彦氏 日本熱源システム
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あるが、次にどのような広がりを見せていくのかに注目
したい。■ RO

メーカー 取 材

G E A 社 製 C O 2コンプレッサー

滋 賀 工 場で 実 際 に稼働するCO 2ブースターシステム

ギュントナー社製CO 2 ユニットクーラー
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イベントレ ポ ート

欧州で次なる成長が見込める
自然冷媒は？
欧州の業務用・産業用冷凍冷蔵分野ではアンモニア、

CO2、炭化水素などの自然冷媒への移行が急ピッチ
で進んでいる。ベルリンで開催された ATMOsphere

Europe で注目の的となったのは「次なる自然冷媒は
何か？」であった。
文：シャーロット・マクローリン
アンドリュー・ウイリアムス
（取材：アクセレレート・ヨーロッパ）
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ド

イツのベルリンで 9 月 25 ～ 27 日に開催された

ATMOsphere Europe 2017（ 主 催：shecco）
に は、 世 界 各 国 か ら HVAC&R 専 門 家、 エ ン ド
ユーザー、研究者らが集まった。参加者は「sli.do」と
いう会場からの質問を匿名で集められるサービスを介
して 、現在は 1 割程度と見なされているヨーロッパの

HVAC&R 市場全体における自然冷媒の占有率が 2030
年にはどこまで伸びるかを予測した。最も多く参加者
の 29 ％は市場占有率が 3 割～ 4 割と予測し、次いで

23% の参加者は 4 割以上と予測した。国連環境計画
（UNEP）によると、冷凍冷蔵・空調・ヒートポンプ
（RACHP）分野における地球温暖化係数（GWP）で測
定した世界の HFC 消費量の 65％を占めるのが空調お
よびヒートポンプであり、残りの 35％が冷凍冷蔵であ
る。冷凍冷蔵分野の HFC 使用全体の 90% 以上は業務
用・産業用冷凍冷蔵庫が占めている。

氏も同じ意見を持ち、「スーパーマーケット向けキャビ
ネットの 9 割がすでに炭化水素冷媒の R290 に転換さ
れています」と述べた。

この背景には、EU の F ガス規制が業務用冷凍冷蔵分
野を刺激し始めているという事実がある。2022 年に
は、新たな集中プラグインタイプの業務用冷凍冷蔵庫
への GWP 150 を上回る特定の HFC 使用禁止が発効
予定である。しかし、テコのマイヤー氏は、エンドユー
ザーによる取り組みがなければ、さらなる自然冷媒の
浸透は不可能だと力説する。「ネスレ（Nestlé）やメ
トロ（METRO）、カルフール（Carrefour）、ロッシュ
（Roche）のような正しいエンドユーザーが必要です」。
ドイツの大手小売業者であるメトロ AG は、F ガス脱
却プログラムを通し、技術的・経済的に実行可能な全
ての場所で F ガスを段階的に廃止し、自然冷媒に転換
する予定である。
「好ましいのは CO2 トランスクリティ

参加者の期待を実現させるには、2030 年までに欧州

カル技術ですが、自然冷媒を支持します。つまり CO2 、

の業務用・産業用冷凍冷蔵分野の大半で、自然冷媒だ

アンモニア、炭化水素ということです」と、同社のエネ

けを使った機器を使用・製造する必要がある。これら

ルギー管理部長であるオラフ・シュルツ氏は語った。

の分野では自然冷媒 に向けた急速な傾向が見られるの
は疑いようがなく、shecco の COO、アルバロ・デ・
オニャが発表した sheccoBase の調査結果によると、

アンモニア vs. CO2

欧州でトランスクリティカル CO2 システムを使用して

アンモニアは、長い間、産業用冷凍冷蔵分野で活躍し

いるスーパーマーケットの数は、2016 年中頃の 9,000
店から 2017 年 9 月で 1 万 2,000 店にまで増加してい
る。業務用・産業用冷凍冷蔵ソリューションを手がけ
るドイツメーカーのテコ（TEKO）も自然冷媒への道
を歩んでいる。
「今年は、すべての売り上げにおいて自
然冷媒の割合が 6 ～ 7 割になるでしょう」と、同社の
業務執行取締役であるアンドリアス・マイヤー氏は語
る。 キャリア（Carrier）のギヨーム・ビュルヴァン

エリック・デルフォルジュ氏
前川製作所

てきた。産業用冷凍機器やヒートポンプのメーカーで
ある前川製作所の エリック・デルフォルジュ氏は「私
たちにとって、自然冷媒を産業分野で利用するのはた
やすいことです」断言した。産業用システムにおいて
は、スイスの多国籍企業、ネスレも “ ゴール間近 ” だ。
同社のコーポレート・オペレーション、エンジニアリ
ング・サービス部の冷凍冷蔵チームリーダーであるヴィ
ンセント・グラス氏は、「段階的に廃止しなければなら

ジョナス・シェーネンベルガー氏
フリゴ・コンサルティング研究開発 部 長
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ない HCFC ／ HFC システムは、まだ残っていますが、

て使用する冷媒は一種類だけ、つまり複数の冷媒を扱

充填する冷媒全体の 90% は産業用です。そして当社

いたくないという要望がありました。また、時代遅れ

が産業用に使用している冷媒の 90% は既に自然冷媒で

にならず、扱いやすい冷媒を希望されていましたので、

す」と述べた。

CO2 が最善の選択肢だったのです」と、同氏は述べた。
技術が進むにつれ、アンモニア充填量を減らし、シス

一方、CO2 がさらに勢力を増してきているとの見方も
ある。コンプレッサーメーカー、Dorin（ドリン）の技
術営業部長のジャコモ・ピサノ氏は、産業用分野の市

テムの安全性を向上できると、ドイツの冷凍冷蔵機器
メーカー、GEA の冷却装置製品マネージャーである
ウォルフガング・ディートリヒ氏は指摘する。

場において「CO2 が、アンモニアに接近している」と
指摘する。同氏は、1 時間あたり最高 60 ㎥の運転能力

キャリアのブランドであるプロフロイド（Profroid）

を持つ同社の 6 気筒トランスクリティカルコンプレッ

の エンジニアリング・メカニカル・システム部長であ

サーに言及した。同社によると市場で最大という、こ

るニコラス・ポンディク・カスー氏と、英国の小売業者、

のトランスクリティカル CO2 コンプレッサーは、技術

セインズベリーズ（Sainsbury's）の冷凍冷蔵設計部長

開発により CO2 の運転能力を向上させた。ピサーノ氏

であるポール・アロースミス氏の目には、アンモニア

は、産業用市場が CO2 に傾いている理由のひとつに、
アンモニアを使用する際の安全性と技術面での課題 、

/CO2 カスケードシステムが魅力的に映る。ポンディク・
カスー氏によると、プロフロイドにとって、CO2 とア

すなわち「有毒で引火性」があると考える。さらに、

ンモニアの組み合わせが最善のソリューションであっ

アンモニアシステムは「特殊かつ高額な部品が必要」

た。アンモニアシステムと比較するとアンモニア /CO2

であるとも主張した。

システムは効率性、安全性、および投資コストのバラ
ンスが取れているという。セインズベリーズは、ロン

スイスのエンジニアリング会社、フリゴ・コンサルティ
ング（Frigo-Consulting）の研究開発部長であるジョ
ナス・シェーネンベルガー氏もまた、今後は CO2 が産
業用分野でのシェアを高めていくだろうと予測する。

2017 年 8 月、フリゴ・コンサルティングは、エジェ
クタを搭載した CO2 トランスクリティカル システム
をスペイン・バレンシアの水産工場に導入した。「顧
客からは限られたスペースにフィットすること、そし

ドン東部に新しくオープンしたオンラインフルフィル
メントセンターに、GEA 製のアンモニア / CO2 カスケー
ド冷凍冷蔵システムを選んだ。「アンモニアシステムで

-6 °C に維持された CO2 を汲み上げ、カスケード方式
で流し、冷蔵製品を冷却しています」と、アロースミ
ス氏は述べる。このタイプのシステムを選んだ主な理
由は、4.0 という高い性能係数（COP）だという。「こ
のシステムを導入するためのコスト増加分は、理論上
は半年で回収できます」■ CM&AW

Q: 今後の 10 年で、最も自然冷媒が成長する地域はどこだと思いますか？
51%

ヨーロッパ

5%

北アメリカ

41%
アジア

1%
2%

ラテンアメリカ
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アクセレレート・ヨーロッパ賞
カルフール、ネスレ、スターイ・フード・グループ（Staay

そのほかの
アクセレレート・ヨーロッパ賞 受賞者

Food Group）、フィースマン（Viessmann）が、欧州

▶ 食品小売分野最優秀賞：カルフール

の自然冷媒の進展に独自に貢献したことで、アクセレ

冷媒の排出量を減らすため、フランスの小売業、カルフー

レート・ヨーロッパ賞を受賞した。

ルグループは業務用冷凍冷蔵庫に使われる HFC を段階的
に廃止し、CO2 に転換している。同社の自然冷媒技術を採

アクセレレート・ヨーロッパ・イノベーション・
オブ・ザ・イヤー：フィースマン

用した店舗は世界各国に 400 以上で、そのうち 175 店舗
に CO2 トランスクリティカルラックが設置されている。

ド イ ツ に 拠 点 を 置 く メ ー カ ー、 フ ィ ー ス マ ン の
「Click4Food」ソリューションは、冷却にプロパンと
イソブタンを使用。このソリューションは、参加者投
票により選出された。「Click4Food」は、クリック＆コ
レクト（消費者がインターネット注文した商品を専用
のピックアップポイントで受け取る）スタイルのショッ
ピングが進む欧州でフィースマンが出した答えである。
顧客は、オンラインで注文した製品を駅やスーパーマー
ケットの駐車場、ガソリンスタンド、バス停、空港な
ど外部のピックアップポイントで簡単に受け取ること
ができる。

受賞コメント
「当初から、持続可能なソリューションにしたいと思っ
ていました。だから、ロッカーシステムに自然冷媒を
選んだのです」
（冷凍冷蔵システムのマーケティング部
長ジャーナ・ティウラ氏）

▶ 小型業務用分野最優秀賞：ネスレ
スイスの多国籍企業であるネスレは、小型業務用分野で
の炭化水素ソリューションの使用促進が称えられ、同社
のコーポレート・オペレーションのエンジニアリング・
サービス部、冷凍冷蔵チームリーダーであるヴィンセン
ト・グラス氏が同賞を受け取った。すべてのネスレの新
規アイスクリーム用フリーザーは、炭化水素（プロパン
またはイソブタン）を使用している。また、2020 年ま
でに新規に設置されるすべてのネスレ商標の飲料用自動
販売機に、自然冷媒が使用されることになっている。

▶ 産業用分野最優秀賞：スターイ
受賞したオランダの食品会社スターイに代わり、デン
マークの CO2 冷凍冷蔵システムメーカー、アドバンサー
（Advansor）の国内販売・プロジェクト部長であるイエ
ンス・カレスオエ氏が、同賞を受け取った。今年、アド
バンサーはスターイが管理するオランダのレタス加工工
場にトランスクリティカルシステム の設置を完了した。
同システムの能力は、3.36 MW を超え、世界の CO2 冷
凍冷蔵プロジェクトの中で最大である。
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ルイス・フェリペ・ダウ 氏
エンブラコC E O

革新を起こすための
チャンス到来
ブラジルのコンプレッサーメーカー、エンブラコは破壊的なまでに革新的な
技術を切り札に、他の追随を許さない。同社 CEO のルイス・フェリペ・ダウ
氏が考える現在の冷凍冷蔵空調の市場と、変革へと進む原動力とは？

文：アンドリュー・ウィリアムス
（取材：アクセレレート・ヨーロッパ）
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「冷凍冷蔵のバリューチェーンは改革を続け、さらなる革新を起こさ
ねばなりません。まだ埋もれているチャンスがいくつかあります」

「冷凍冷蔵のバリューチェーンは改革を続け、さらなる

然冷媒を使用してきました。 自然冷媒、特に炭化水素

革新を起こさねばなりません。これを最初に成功させ

は経済と環境のニーズを持続可能な形で満たす、冷凍

ることが、業界内に大きな価値を生むことにつながる

冷蔵の未来にとって理想的なソリューションだと考え

でしょう。まだ埋もれているチャンスがいくつかあり

ています」とダウ氏は言う。その背景を「家庭用、業

ます」とエンブラコ（Embraco）の CEO、ダウ氏は

務用冷凍冷蔵で地球温暖化係数（GWP）の低い自然冷

述べる。同氏は昨今の市場が、特にメーカーにとって

媒を活用することは世界的な課題です。米国をはじめ

は困難だがチャンスも多い時期だと考えている。

多くの国々がエネルギー消費を抑え、環境への有害な
影響を低減するために、冷凍冷蔵業界、具体的には食
品サービスと小売部門で進歩を遂げています。中期的
に見ると、HFC の大量生産は実現不可能になるでしょ

推進力の組み合わせ

- 持続可能性、健康、接続性 –
ダウ氏は、業界における最大の課題はエンドユーザー
から見た場合の差別化であり、消費者行動を細かく調
査し、その結果を国別、部門別に消費者が本当に評価
するポイントは何なのかを見極めることが、成功への

う」と説明する。同氏によれば「持続可能性は私たち
の企業戦略の推進力」であり、エンブラコは顧客の需
要に応え、エネルギー効率を高め、天然資源の消費を
減らし、環境負荷を低減する新たな技術とソリューショ
ンを開発するため、最前線でたゆまぬ努力を続けてい
るのだ。

ひとつの鍵になると分析する。「環境の持続可能性に対
する意識の高まりが、省エネシステムと規制の推進力

業務用冷凍冷蔵市場の動向について、ダウ氏は「世界

となってきました。加えて健康志向が高まったことも、

各地で複数の規制が施行されたことにより、この市

食品保存と消費者のより健康的なライフスタイルの選

場はかつてないスピードで変化し、効率性の向上と

択という形で後押ししています」。また、可変速コンプ

GWP の削減が進んでいます」と述べた。より少ない

レッサーについて「近い将来、加速が見込まれます。

原料での生産や製品、システムもますます重視されて

南米、アジア、ヨーロッパの市場では、すでに動きが

いるという。同社の主な推進力は、短期的には顧客を

あります。より高い省エネ性、静音化、より長期間の

サポートする技術の開発、長期的には他社の研究を続

食品保存といった需要に応えようとすることは、シス

けることだ。課題の多くは、今後やってくる規制の波

テムとコンプレッサーを独自の方法で組み合わせ、差

に関連するもので、顧客はさらなる省エネ化を求める

別化する好機となります」と述べた。同氏によれば、

ようになっていく。

接続性も IoT（インターネット・オブ・シングス）と
密接に関連したもうひとつのトレンドだという。「冷凍
冷蔵システムの場合、ユーザーと機器の接続性を高め、
食品保存と機器メンテナンスに優位性をもたらす新た
な性能が開発されるでしょう」と語った。

炭化水素への移行
エンブラコは自然冷媒のパイオニアだと自負している。
家庭用、業務用分野での炭化水素への移行における優

エンブラコは、世界的なハイドロフルオロカーボン
（HFC）の段階的削減という動きにチャンスを見出し
ている。「当社は 20 年以上、オゾン層への悪影響や温
室効果を軽減し、機器のエネルギー効率を高めるため、
業務用・家庭用コンプレッサーのポートフォリオに自

位性について、ダウ氏は「自然冷媒は他の冷媒に比べ
ると地球温暖化への影響もほとんどなく、オゾン層も
破壊しません。また、エネルギー消費の削減にも大き
く貢献します。プロパン（R290）を採用することで、
環境負荷の軽減に加え、顧客が将来的な規制によるリ
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スクに対処する手助けもしています」と語った。これ

に着想を得た「Nat.Genius」を立ち上げたのだ。コン

から 10 年間の市場の動向予測を同氏に問うと、「今後

プレッサーのリバース・ロジスティクス（消費者から

も規則や規制は作られ続けるでしょう」という答えが

生産者へと向かう物流）で培った専門知識を活かした

返ってきた。そして、「だからこそ、最も省エネで信頼

ビジネスユニットである。このオペレーションによっ

できる、革新的なコンプレッサーと冷却技術を開発す

て、耐用年数が終わる複数の電気電子製品をリサイク

るために研究開発を非常に重視しているのです。自然

ルし、冷媒が大気中に漏えいしないようにしている。

冷媒は HFC 後の現実となると信じています」と続けた。
今後の同社が進む方向について尋ねると、ダウ氏はま
また、ダウ氏はキガリ改正による高 GWP 冷媒の段階

ず、「2020 年までにあらゆる場所でリーダーになり、

的削減を視野に、すべての国は行動を起こすべきだと

顧客からパートナーとして選ばれる」というビジョン

いう考えのもと、冷媒や省エネに関しては、より先進

を述べた。そして、
「この 2 年間はよりシンプルに、よ

的な規制を行っているヨーロッパや米国など一部の地

り革新的に、より顧客中心になるべく、社内文化の変

域で炭化水素への移行はより迅速に進むと予測してい

革を強化してきました。それぞれの取り組みから、収

る。同様の規制がまだない地域では、移行のスピード

益の創出、コストの最適化、資本の改善を問わず、あ

はゆっくりではあるものの、「炭化水素のほうが優秀な

らゆるビジネスユニットに新たなチャンスがもたらさ

冷媒なので、いずれはそちらへ移行すると思います」

れました」と説明した。現在は、新たな価値を生むた

とも述べた。では、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）

めの “ 破壊的 “ な技術プロジェクトに焦点を当て、ポー

混合冷媒を使用したコンプレッサーは炭化水素コンプ

トフォリオを拡大するためのチャンスを探している。新

レッサーの本格的な代替になりうるだろうか？同氏は

たなイニシアチブは企業戦略の一環であり、同社が公共

「HFO 混合冷媒は本質的に効率性が悪く、炭化水素と

施設やスタートアップ企業と提携する理由でもある。

比べて競争力も持続可能性も低い」と考えている。
ダウ氏自身は、屋外でのスポーツを愛し、父親として 3
トレンド予測を通して、エンブラコは小型業務用分野

人の子どもと、未来の孫たちのために、よりよい世界を

のバリューチェーンにおける総保有コスト（TCO）を

望んでいるため、この数年で多くのことをきちんと考え、

下げる省エネ製品の開発を可能にしてきた。同社の先

家での習慣のいくつかを変えたという。持続可能な世界

駆的な研究は、可変速ソリューションや自然冷媒機器

のためだけでなく、子どもの教育のためにも小さなこと

など、新たな技術やソリューションの開発につながり、

が大きな違いを生むと知っているからだろう。■ AW

ダウ氏は代表例として フルモーション、EMC コンプ
レッサー、Plug Nʼ Cool、そしてコンデンシングユニッ
トを挙げた。

さらなる進化、広がる取り組み
エンブラコにとって、持続可能な冷凍冷蔵とは課題で
はなく、間違いなくチャンスだという。技術力を革新
へと変換することに重点を置くことで、さらなる進化
に挑む。その結果、冷凍冷蔵市場の世界的ベンチマー
クであり続けることができる。同社は 2015 年に、エ
コロジカル・フットプリントをさらに下げるための重
要点を特定するため、科学的研究をスタートさせた。
気候変動、廃棄物の発生、天然資源の枯渇といった地
球規模の課題を目の当たりにし、ネイチャー（自然）
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サンデンヴェンド・アメリカ
炭化水素の自販機ラインを発売
R290 で稼働する新しい自動販売機は、サンデンヴェンド・アメ
リカが北米市場に初めて投入する炭化水素システムである。
文：エリーゼ・ハロン
（取材：アクセレレート・アメリカ）

テ

キサス州ダラスを拠点とする自動販売機、ショー

以下です。HFC R134a の GWP1430 と比較すると、

ケースの製造販売を行うサンデンヴェンド・ア

R290 が将来的に持続可能な選択肢であることは明ら

メリカ（Sanden Vendo America）は、同社にとっ

かです」と付け加えた。

て北米市場初となる炭化水素冷却システムを搭載した
自販機を導入した。同社の他のシステムでは CO2 を使

用している。

サンデンヴェンド・アメリカが自然冷媒を扱うのは初
めてではない。2012 年以来、ポートフォリオにはコカ・
コーラのような企業向けの CO2 システムが含まれてい

炭化水素冷却システムは、同社の前面ガラス式とスタッ

る。同社はまた、ペプシコ（ PepsiCo）、セブンイレ

ク式の 2 種類の自販機に使用されている。「2 種の製

ブン（7-Eleven）、レッドブル（Red Bul）など、フォー

品ラインには全部で 4 つのモデルがあり、この 4 モデ

チュン誌による「フォーチュン 500」リストの多くの

ルに約 25 種類のバリエーションがあります」と、サ

企業に向けてシステム開発を行っている。ウェイサー

ンデンヴェンド・アメリカの CEO 兼社長のマイク・

氏は、これらの企業はより環境基準の高い製品へと向

ウェイサー氏は述べた。同社が製造するあらゆる製品

かう傾向にあると考えている。同氏は、サンデンヴェ

の 60% が、今や顧客が選択すれば炭化水素冷媒を使用

ンドは顧客本位が取り得なのだと言い、「私たちに『こ

して製造することが可能であるという。ウェイサー氏

れをしなさい』とか『これをしなければならない』と

は、顧客のトレンドは明らかに地球温暖化係数（GWP）

か言う企業はありませんでしたが、これを利己的な業

の高いハイドロフルオロカーボン（HFC）冷媒から離

界トレンドと見なしました」と述べた。「顧客が望む環

れてきており、そのことは同社が炭化水素へと舵を切

境に配慮した製品、それは結局我々が提供したかった

る大きな動機となったと語る。同氏は、「HFC 離れの

もので、そういった製品を提供することが我々にとっ

兆しはあります」と言い、「弊社にとって炭化水素以前

て最も利益になるのです」■ EH

の唯一の選択肢は CO2 でしたが、顧客や市場が、能力、
市場、地域にとって最良の自然冷媒はどちらなのかを
選択できるようにすることが大変重要だと感じるよう
になったのです」と続けた。

サンデンヴェンドの気候に対する責任感を示す新型

R290 自動販売機 は、すべて cUL にリストアップされ
ており、つまりカナダとアメリカの UL 基準を満たし
ていることを意味する。その上、すべてが米国エネル
ギー省および環境保護庁のエネルギースター要件を満
たしている。「我が社はより良い環境を実現するため
の取り組みを行うことを約束しています。そのために
は自然冷媒への関与が必要だと考えています」とウェ
イサー氏は述べた。そして、「R290 は安全で豊富に
あります。しかもオゾン破壊係数はゼロ、GWP は 4
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バーミンガム大学

新たな研究で
プロパンの性能の良さを報告

バーミンガム大学は、エマソンのサポートを受けて実施した小売業界の
冷凍冷蔵に関する調査の重要な発見として、プロパンシステムのエネル
ギー効率について報告した。
文・シャーロット・マクローリン、マイケル・ギャリー
（取材：アクセレレート・ヨーロッパ）

英

国のバーミンガム大学は、エマソン（Emerson）

費量 60% の削減につながった。これにより、R404A

のサポートを受け、2017 年 10 月、「小売業界

システムと新システムを比較した場合の各店舗の年間

の冷蔵冷凍：クリーンな冷却への移行（Retail
Refrigeration: Making the Transition to Clean
Cold）」と題した報告書を公開した。同報告書によると、

少、資本コストは約 85,000 ポンド（1,262 万円）減

当たりの運転費用は 65,000 ポンド（約 965 万円）減

スーパーマーケットでプロパンシステムを使用するこ

99.6%」と付け加えられている。

少となる。また、報告書には「同システムの信頼性は

とで、エネルギー効率や運転費用からの総合的な見解
で、大幅な節約が可能になるという。

同大学のトビー・ピーターズ教授が著した報告書には、
英国のスーパーマーケットチェーン、ウェイトローズ
（Waitrose）など、複数のエンドユーザーの炭化水素
のケーススタディが引用されている。ウェイトローズ
は、プロパンやプロピレンで運転する一体型プロパン
システム、つまりリモート式冷凍冷蔵システムではな
く別置型やプラグインシステムを選択し、全 292 店舗
のうち、コンビニエンスストア 50 店舗中 37 店舗を含
む 133 店舗で転換を完了したという。「ウェイトロー
ズが導入した第 3 世代のシステムは、炭化水素の店舗
ショーケース用一体型で、外部ドライエア冷却器に水
冷却ループが接続されているため、水の冷却に必要な
電力を抑えられる」と、同報告書に記載されている。
同社も、R404A で運転していた従来のリモート式シ
ステムと比較しての優れた結果を報告している。一体
型システムに転換した店舗では、冷却ループからの排
熱を暖房に利用できるため、電力消費量 7%、ガス消
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環境への影響を抑制
報告書には、エマソンが実施した一体型プロパンシス
テムに関する調査も引用されており、総合等価温暖化
因子（TEWI）が、標準的なリモート式 HFC システム
よりも低いことが示された。リモート式 CO2 システム
と比較すると、炭化水素システムでは TEWI が 8% 削
減され、HFC/HFO 融合システムとの比較では削減率
は約 2 倍となる。 報告書にある次ページの表からは、
低エネルギー消費量と直接排出量ゼロの複合的要素に
より、このような数値結果となったことが見てとれる。

業 界 ニュース

スーパーマーケットの冷凍冷蔵システムの TEWI 比較
TEWI,tCO2

リモート式 HFCシステム リモート式 HFOシステム リモート式 CO2 システム

炭化水素システム

冷媒の種類

R404A / R404A

R448A / R448A

R744 / R744

( R290 )

MTパワー

1250

1240

1475

1256

LTパワー

335

360

250

215

MTリーク

1075

395

0

0

LT リーク

260

93

0

0

TEWI 値

2920

2097

1680

1471

削減率

-

28%

42%

50%

出典：「小売業界の冷蔵冷凍：クリーンな冷却への移行」報告書

この分析は独立して試験したものではないが、報告書

ケースユニットに関しては、エネルギー消費量を 30

では「これらの数字が大まかであってもほぼ正しいと

～ 50% 削減することを命じている。「エマソンは、今

仮定すれば、水冷却式の一体型システムは、他の低

後も顧客が DOE と EPA が示す技術に移行しやすいソ

GWP 技術と比較して、全体的な排出量を削減できる

リューションに重点的に取り組んでいきます」と、エ

ことを示唆するものである」と述べられている。 また、

マソンの商業・住宅ソリューションプラットフォーム

報告書はエマソンの独立冷凍冷蔵研究所、ILK ドレス

のフードサービス・マーケティング部長であるアレン・

デン（ILK Dresden）が実施した調査にも言及してお

ウィチャー氏は述べた。「この新しいソリューション

り、10 台のショーケースが設置されたディスカウント

を、低温及び中温の冷凍冷蔵システムに応用すること

ストアにおいて、一体型プロパンシステムの設置費用

で、最適な性能が得られます。また、DOE と EPA の

は CO2 システムに比べ、29,000 ユーロ（約 388 万円）

要請以上に、同じ冷凍能力で同等またはそれ以上に小

割安であることが示されている。

型化するなど、OEM だけでなくエンドユーザーの関心
も念頭において設計されています」。同社の M ライン

エマソンが
プロパンコンデンシングユニットを発売

のコンデンシングユニットは、騒音の最小化、簡易な
設定、設定点の正確性の向上、トラブルシューティン
グや故障診断技術も提供するという。

エマソンの、エネルギー効率の高い炭化水素ベース
のシステムへの取り組みは継続中である。コンデン
シングユニットのプラットフォーム「コープランド
（Copeland）M」ライン向けにプロパン対応モデルが
発表された。この R290 ユニットは、11 月に米国で発
売され、最大 30% の省エネが可能だ。

エネルギー効率に関するデータがさらに出揃い、市場
により多くのソリューションが出回ることで、近い将
来、炭化水素システムは業務用分野でさらに存在感を
増していくであろう。■ CM&MG

プロパン対応システムは、米国環境保護庁（EPA）承
認の自然冷媒代替品を使用し、エネルギー省（DOE）
からの、より高効率なコンプレッション技術への要請
にも応じようとしている。DOE はリーチインショー
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