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半密閉型圧縮機でのプロパン（R290）とプロピレン（R1270）の使用

組立作業者用
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1

はじめに

2.2

プロパン／プロピレンを使用した圧縮機のマーク

この技術情報の優先事項は、EU 機械指令 2006/42/EC に

圧縮機とシステムのはっきりと見える場所に、「注意︕火気厳

基づく商用および産業用冷凍、空調、ヒートポンプシステムに設

禁」（ISO 7010 / ISO 3864）のマークを表示する必要があ

置するプロパン（R290）またはプロピレン（R1270）を使用し

ります（以下の図 1 参照）。また、圧縮機をメーカに返却する

た半密閉型の BITZER 圧縮機を使用する際の応用技術の観

際も、このマークが残っていなければなりません。R290、R1270

点における基準と対策です。これらの炭化水素は可燃性である

を使用する BITZER 圧縮機（型番に「P」付与）には、すで

ため、このようなシステムの計画、構築、運用には、一般的な使

にこのマークが付いています。

用を制限する特別な安全規制が適用されます（例︓防爆指
令、運用安全規則、冷媒の最大充填量の制限）。システムの
リスク評価は、システムメーカが作成する必要があります。ただ
し、システムの設置、運用、保守に関する危険性評価は、エンド
ユーザ、および雇用者が責任を負うものとします。
情報
この技術情報の内容は、基本的には R600a（イソ
ブタン）にも適用されます。商業用システムで使用す
る場合、R600a は特に凝縮温度が約 110℃までの
高温用途（高温ヒートポンプなど）に適しています。
ただし、特定の要件によっては、カスタマイズされた圧
縮機を選択する必要がありますので、ご相談ください。

2
2.1

安全性
認定スタッフ

プロパンとプロピレンを使用する圧縮機で行う作業は、冷媒
R290 と R1270 としてのプロパンとプロピレンの取り扱いに関す
る特別なトレーニングと技能が必要であり、それに応じた訓練と
指導を受けたスタッフのみが行うものとします。プロパンとプロピレ
ンを使用した冷凍システムの構築、運用、メンテナンスの前提

図 1︓ハザードマーク「注意︕火気厳禁」（ISO7010 W021)

2.3

残留リスク

圧縮機には、やむを得ない残留リスクが存在する場合がありま
す。したがって、作業者は取扱説明書などを十分確認するよう
にしてください。
次の規則が適用されます。
•

関連する安全規制と規格（EN 378、EN 60204、
EN 60335 など）、

条件として、特定の能力と、安全グループ A3 の可燃性冷媒に
関する現行の安全規制および指令に厳格に遵守する必要が

•

一般的な安全規則

あります。スタッフの資格や技能に関しては、現地の規制や指

•

EU 指令

•

国内規制

令が適用されます。
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安全上のご注意

2.4

「安全上のご注意」は危険を防止するため、必ずお守りいただく
ことを説明しています。
注意
機器または装置に損傷が発生するおそれがあり、それ
を防止するための指示です。
警戒

•

冷媒が漏れる可能性のあるコンポーネント（低圧・高圧カッ
トアウトなど）は、動力制御盤の外に設置してください。

圧縮機が防爆エリアで運転されないことが保証されていれば、
ATEX または防爆向けの設計は必要ありません。
また、以下のようにしても保証できます（一例です）。
•

最大限の漏れを想定しても、爆発性、可燃性の雰囲気
を作らないよう換気を行ってください。

•

爆発下限界（LEL または LFL）を明らかに下回るよう、
電力消費を遮断してください（ガスセンサが必要）。通

軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれが

常、システム用センサの遮断値は、LFL の最大 20％に

あり、それを防止するための指示です。

設定されています。これらの情報は、各国の規制や公認
機関にお問い合わせください。

警告
死亡や重傷を負うおそれがあり、それを防止するため
の指示です。

3

用途範囲と冷媒の仕様

用途範囲

危険

•

R290︓低温用途、中温用途、空調用途、ヒートポンプ用

死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度

•

R1270︓低温用途、中温用途

合いが高く、それを防止するための指示です。

2.4.1

一般的な安全上のご注意
危険
冷媒が漏れたり、着火源がある場合、爆発の危険が
あり、生命の危険があります。
冷媒は、空気中の濃度によっては発火したり、爆発
的な雰囲気を形成することがあります。
機械室内や危険区域では、火気や着火源を避けて
ください。

•

空気中の可燃性限界（20℃、1013mbar、物質の安
全データシートも参照）を遵守してください。

⁃ R290︓容積比で 2.1～9.5％の範囲内
⁃ R1270︓容積比で 2.4～10.4％の範囲内
•

空気中での発火温度（20℃、1013mbar）を確認して
ください。

警告
模造冷媒は破裂のリスクがあります︕重傷を負う可
能性があります︕
信頼できるメーカや販売業者から冷媒を購入してくだ
さい︕
危険
過度な圧力により、冷媒シリンダが破裂するリスクがあ
ります。
冷媒シリンダを過充填しないでください︕シリンダ容積
の 80％以上の液体を充填しないでください（25℃の
場合）。
例）H(C)FC 冷媒とハロゲンフリー炭化水素との比較︓
容積の約 40％しか充填できない。
（例︓R22 10kg → R290 4kg）

⁃ R290︓470℃
⁃ R1270︓455℃
•

EN 378 に基づいて機械室を換気するか、排気装置を
設置してください。

•

管を開くには、パイプカッタのみを使用し、直火は使用しな
いでください。
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冷媒の仕様

4

設計基準

DIN 8960:1998 に準拠した、または同等の冷媒品質の
R290/R1270 を購入してください（以下の表 1 参照）。
•
•

プロパン、プロピレンの特性とそれに伴うシステムと

4.1

R290、R1270 と他の冷媒との比較

高い含水率を避けてください。
乾燥の度合いを明確に表示する湿気インジケータ
（50ppm 未満）と、十分なサイズのドライヤを使用してく
ださい。

これらのデータは、他の炭化水素や混合物を使用する場合に
も有効です。
要件

単位

冷媒純度①
有機不純物

≤ 99.5
≤ 0.5

質量比（％）
質量比（％）

1.3-ブタジエン②

≤ 5

ppm（質量）

ヘキサン
ベンゼン③
硫黄

≤ 50
≤ 1
≤ 2

ppm（質量）
ppm（物質）
ppm（質量）

蒸発器の温度すべり

≤ 0.5

不凝縮性ガス

≤ 1.5

水④
酸含有量

≤ 25
≤ 0.02

蒸発残留物
固体残留物

≤ 50
なし

K（蒸留度
5～97％）
蒸気相の体積比
（％）
ppm（質量）
mg KOH/g
総酸価(TAN)
ppm（質量）
目視検査

図 2︓R290、R1270 の蒸気圧曲線と R22、HFC 冷媒との比較

比率

表 1︓DIN 8960:1998 に準拠した R290、R1270 の要件

①: この含有量は DIN 8960 では明示されていません。不純
物のみが記載、制限されています。主な含有量は、
100％にするための残量です。
②︓ 要件は、多価不飽和炭化水素のグループからのそれぞれ
の単一物質に適用されます
③︓ 芳香族炭化水素のグループからのそれぞれの単一物質に
適用されます。

図 3︓同一の吸込みガス流量における各種冷媒の体積冷凍能力
（R290 との比較）

④︓ 暫定的な制限であり、変更される可能性があります。
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比率

比率

図 4︓同一冷凍能力における各種冷媒の吸込みガス流量

図 5︓同一冷凍能力における各種冷媒の質量流量

（R290 との比較）

（R290 との比較）

記号

R290

R1270

R600a

R22

R404A

R410A

R134a

M

分子量

g/mol

44.1

42.1

58.1

86.5

97.6

72.6

102

K

等エントロピー指数
（20℃、1013mbar）

cp/cv

1.13

1.15

1.09

1.18

1.12

1.17

1.11

tn

通常の沸点

℃

-41.6

-47.6

-11.6

-40.8

-46.2

-51.4

-26.1

ρ

液体の濃度

kg/dm
(40℃)

0.47

0.48

0.53

1.13

0.97

0.98

1.15

p

蒸気圧 -10℃

bar

3.42

4.30

1.08

3.54

4.34

5.72

2.01

3

p

蒸気圧 +40℃

bar

13.7

16.5

5.3

15.3

18.2

24.1

10.2

tcr

臨界温度

℃

96.8

91.1

134.7

96.1

72

71.3

101.1

pcr

臨界圧力

bar

42.6

45.5

36.3

49.9

37.3

49

40.7

LFL

可燃性下限値

容積（％）

2.1

2.4

1.8

-

-

-

-

UFL

可燃性上限値

容積（％）

9.5

10.4

8.5

-

-

-

-

ppm

AEL

毒性

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ODP

オゾン層破壊係数

0

0

0

0.055

0

0

0

GWP

地球温暖化係数

3

3

3

1810

3922

2088

1430

表 2︓R290、R1270 の特性（R22、HFC 冷媒と比較）

地球温暖化係数︓IPCC IV（時間軸 100 年）によると、EU の F ガス規制 517/2014 の根拠にもなっています。
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対策︓

⁃ 基本粘度や粘度指数が高く、潤滑性に優れたオイル
を使用してください。

⁃ 冷媒の充填量をできるだけ少なくしてください。
比率

⁃ 十分なサイズのオイルヒータを使用してください。
⁃ 液管には電磁弁を設置し、必要に応じて吐出しガス
管にはチェック弁を設置してください。（圧縮機停止
中、冷媒が移動しないよう安全性を高めるため）

⁃ 圧縮機は温熱環境下に設置し、必要に応じて断熱
してください。

⁃ 吸込み側の遮断圧が高くなり、停止期間が長くなる

図 6︓同一冷凍能力における各種冷媒の液体流量

恐れがある場合︓

（R290 との比較）

自動または、少なくとも 1 回限りのポンプダウンシステ
ムを設ける。

R290、R1270 の一般的な化学的・物理的特性

4.2

運転中の最小蒸発圧よりわずかに低いカットアウト
圧力を設定する。

概要は 6 ページの表 2 を参照してください。
•

その際、いかなる状況でも真空運転は避ける︕

天然由来のハロゲンフリーの炭化水素

⁃ 吸込みガス過熱度が十分に高くなるようにしてくださ

⁃ オゾン層破壊係数（ODP）を持たない

い。夏季、冬季の運転において、レシプロ圧縮機の

⁃ 地球温暖化係数 GWP が無視できるほど小さい

吐出しガス温度は凝縮温度より少なくとも 20K、コン

•

R290︓無臭、無色

パクトスクリュー圧縮機の吐出ガス温度は少なくとも

•

R1270︓石油臭、無色

30K 高くする必要があります。中温・低温用途やヒー

•

低毒性（MAC または AEL 1000ppm）

換器を配置してください。

•

可燃性、空気との爆発性混合物を形成、6 ページの表

トポンプシステムでは、吸込みガスと液管の間に熱交

⁃ 始動時、運転時には、システムの「湿り運転」を防止

2 を参照してください。
•

するために、安定した制御特性を持つ拡張デバイスを
使用してください。電子膨張弁では、霜取り後の開

従来の金属やエラストマには、影響が小さい特徴を持ちま

度を一定にするなど、必要に応じて吸込みアキュムレ

す。R600a（イソブタン）の場合、エラストマには制限が

ータを使用してください。

ある場合があり、個別に試験が必要です。マグネシウムを
2％以上含む亜鉛やアルミニウム合金は、オイルとの良くな
い反応が起こる可能性があるので避けてください。

4.2.1
•

R290 と R1270 のオイルへの溶解度

一般的なオイルへの溶解度が非常に高いため、特に油温
が低いときや吸込み圧が高いときに、圧縮機内のオイル粘
度を下げることができます。
結果︓

⁃ 圧力の低下に伴い、オイルサンプや潤滑ギャップに強
いアウトガスが発生します。

⁃ 発泡し、オイルキャリーオーバが増加します。
⁃ ドライブギア部品の性能低下と強い摩耗（10 ページ
「オイル」を参照）。
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4.2.2
•

R290 と R1270 の洗浄効果

炭化水素は、配管内のグリスやオイルを引き寄せ、堆積
物の良い溶剤となります。
結果︓
圧縮機や制御部品に汚れが大量に付着します。
対策︓

⁃ 高いレベルの清潔さを維持 - 配管や部品を丁寧に
清掃してください。

⁃ はんだ付け作業は、保護材が充填された状態でのみ
行ってください。 ー 乾燥窒素を使用してください。

⁃ DIN 8964 または同等の規格に準拠した純度要件
を遵守してください。

7

⁃ 広範囲にわたるシステムには、吸込み側のクリーニン
グフィルタを使用してください。

4.2.3
•

R290、R1270 の含水率

高純度の R290、R1270 には、酸を生成しやすい元素
は含まれていません。しかし、高い含水率は避けなければ

また、R1270 は熱力学的特性が優れており、圧縮時に必要
なエネルギーが少ないという特徴があります。
しかし、圧力レベルと体積冷凍能力は、R290 や R22 よりも高
くなっています。5 ページの図 2、図 3 を参照してください。
•

R22 の約 1.7 倍、R404A/R507A の約 2.5 倍

なりません。
結果︓

（-10/40℃時）
•

R404A/R507A の約 40％（6 ページの図 5 を参照）

⁃ 高圧・低温時︓液体中にガスハイドレートが形成さ
•

ます。

媒を使用してください。

液体密度（45℃で R22 の約 40％）が低いため、配管
•

優れた熱伝導率および激しい沸騰と優れた油溶性

•

R290 の吐出しガス温度と油温が極めて低い。
（等エントロピー指数 R290 = 1.13 / R22 = 1.18）

⁃ 純度 99.5％の高純度グレード（「2.5」または同
等）のプロパンまたはプロペンを使用してください（5

R1270 は、R22 よりも吐出しガス温度、油温が低い

ページの表 1 参照）。

（等エントロピー指数 R1270=1.15 / R22=1.18）が、

⁃ 不凝縮性ガスや湿気が入らないようにしてください。

R404A/R507A よりも高い。

⁃ 十分なサイズのドライヤを設置してください（設計や

吸込みガス過熱度が低い場合や低圧力比での運転で

寸法はメーカの仕様に従ってください）。

⁃ 乾燥の度合いを明確に表示する湿気インジケータ
（50ppm 未満）を使用してください。

⁃ 気密試験や高圧試験には、出来るだけ乾燥窒素を
使用してください。乾燥した空気を使用する場合は、

蒸気密度（20℃、1013mbar で R22 の約 50％）と
や熱交換器での圧力損失が少ない。

対策︓

⁃ わずかな不凝縮性ガスのみで、添加物を含まない冷

冷媒の質量流量が低い︓
同一の冷凍能力の場合︓R22 の約 55～60％、

⁃ 拡張デバイスでの結晶形成のリスクがあります。
れ、システム内の狭い管路を詰まらせる可能性があり

蒸気のエンタルピーが高い︓

は、オイル中の冷媒溶液が増加する危険性があります。
•

体積変化に対する高い過熱エンタルピー。使用可能な過
熱量が増えることで、体積冷凍能力が向上します。

•

高い臨界温度（R290︓96.7℃、R1270︓91.1℃）、
ただし、R1270 は R22 より若干低い。

圧縮機を含めないでください。（ストップ弁を閉じたま
まにしてください︕）

⁃ 水蒸気の凝縮を避けるために、ガスバラスト
（1.5mbar の「静止真空」）を備えた 2 段式真空
ポンプを使用してください。接続寸法を大きく取ってく

4.4
•

で閉めておいてください︕

4.3

図 6 を参照してください。
•

ネルギーが少ないのが特徴です。圧力レベルと体積冷凍能力

⁃ 液体の密度が低いため、熱交換器、吸込みガス、吐
出しガス管の断面積を小さくすることができます。
•

度）には大きな違いがあります。R404A/R507A、R134a、
R410A については、さらに大きな違いがあります。

8

熱交換器（蒸発器、インジェクション分配器、配管の長
さ、配管の形状など）や継手を質量比、容積比に合わ

は R22 の値と似ていますが（5 ページの図 2、図 3 参照）、
エンタルピー、密度、質量流量、等エントロピー指数（許容温

最小限の冷媒充填が可能（フッ素系冷媒と比較して質
量で約 40～60％）。

R290、R1270 の熱力学的特性

R290 は、熱力学的に優れた特性を持ち、圧縮時に必要なエ

R22 のように液管の寸法を同一にする（液体流量は多
いが、密度が低いため圧力低下は少ない）、7 ページの

ださい。

⁃ 圧縮機のストップ弁は、真空排気の最後のプロセスま

結果として得られる選択基準や対策

せて調整してください。
•

温度自動膨張弁には、R290 または R1270 用のものを
使用してください。

AT-660-1 JP

•

圧縮機の吸込みガス過熱度を上げるために、液と吸込み
ガス管の間に内部熱交換器を設置してください。
（COP）、オイル中の冷媒濃度の低減などのメリット
が得られます。

⁃ レシプロ圧縮機の場合、吐出しガス温度は凝縮温
度より少なくとも 20K、コンパクトスクリュー圧縮機の
場合は 30K 高くなければなりません。
臨界温度が高いため、R290 は R22 と同様に高い凝縮
温度での使用に適しており、R404A/R507A、

水素用の BITZER 半密閉型レシプロ圧縮機、スクリュー圧縮
機が、公認機関によるリスク評価を受けました。この評価は、
EU 指令 2006/42/EC、2014/34/EU、1999/92/EC、その他
の製品安全、運転動作の信頼性、事故防止に関する規制、
および EN 378 などの関連規格に基づいて行われました。
BITZER の圧縮機を使用する際、システムが一般的な規則や
規格、使用目的、専門家によるメンテナンスやサービスに従って
設計されていれば、リスクは極めて低いと想定されます。

R407A/F、R410A よりも優れています。
比較対象

圧縮機技術

冷媒であるプロパン R290、プロピレン R1270、その他の炭化

⁃ 許容温度を高くすることで、容量や性能係数

•

5

R290
AC

MT

LT

R410A

+60%

-

-

R404A

-

+15%

+5%

R134a

-25%

-30%

-

R22

+15%

+15%

+10%

情報
開放型圧縮機は、ほとんどの場合、危険区域に関す
る規制の対象となります。そのため、安全性を高める
ための追加の安全対策と特別な防爆設計の電気機
器が必要となります。

表 3︓比較例（R290）︓同一の冷凍能力の典型的な用途におけ

圧縮機の技術設計

る押しのけ量の変化（6 ページの図 4 参照）

5.1

AC︓空調用途、MT︓中温用途、LT︓低温用途

BITZER の R290、R1270 用半密閉型圧縮機は、炭化水

•

R1270 は臨界温度が高いため、R404A/R507A、

素用に特別に設計されているため、HFC、HCFC 冷媒用の圧

R407A/F、R410A よりも高い凝縮温度での使用に適し

縮機とは技術的な設計が異なります。これは、電気機器、安

ていますが、R22 や R290 ほどではありません。また、吐

全装置、オイルチャージ、オイルシステムに適用されます。フッ素

出しガス温度が高いため、制約を受けることがあります。
比較対象

ています。以下はその例です。

R1270
AC

MT

LT

R410A

+40%

-

-

R404A

-

-5%

-15%

R134a

-

-

-

<-5％

-5%

-10％

R22

表 4︓比較例（R1270）︓同一の冷凍能力の典型的な用途にお
ける押しのけ量の変化（6 ページの図 4 参照）

AC︓空調用途、MT︓中温用途、LT︓低温用途

系冷媒用の圧縮機と区別するために、型番に「P」が追加され
•

半密閉型レシプロ圧縮機︓6FEP-50P

•

半密閉型コンパクトスクリュー圧縮機︓
CSHP8573-140P

CSHP の圧縮機はすべて、直列システムに設置するための
OEM 製品です。
情報
ATEX エリア、防爆エリアでの運転には、半密閉型レ
シプロ圧縮機またはコンパクトスクリュー圧縮機の特別
な防爆設計を選択する必要があります。
オイル、アクセサリ、圧縮機の安全機能については、「オイル」
（10 ページ）、「圧縮機とアクセサリ」（12 ページ）を参照し
てください。

AT-660-1 JP
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5.2

オイル

R290、R1270 は一般的なオイルへの溶解度が高いため、
R290/R1270 用の BITZER 圧縮機には、粘度指数が高く、
トライボロジー特性に優れた特殊なオイルが使用されています。
溶解性の観点から、圧縮機やシステムの設計、運転モード、制
御は特定要件の対象となります。運転中の過熱度が低かった
り、不十分であったり、停止期間中のオイルサンプの加熱が不
十分であったりすると、圧縮機のオイル粘度が大幅に低下して
しまいます。その結果、性能が低下し、ドライブギア部品の摩耗
が激しくなり、オイルキャリーオーバやフォーミングが増加します。
また、圧縮機の「湿り運転」を防止し、十分に高い吸込みガス
温度を保証する必要があります。レシプロ圧縮機の場合、吐出
しガス温度は少なくとも 20K、コンパクトスクリュー圧縮機の場
合は 30K、凝縮温度より高くなければなりません。
•

また、油温が低く、吸込み側の停止圧が高くならないように

図 7︓性能比較︓R290/R22（吸込みガス冷却式半密閉型レシプ
ロ圧縮機用）

•

するには、オイルヒータが必要です。また、必要に応じて、追

と同レベルです。

加のポンプダウンシステムも用意する必要があります。
•

R1270 は、R22 よりも冷凍能力が高く、R404A/R507A

吸込み圧の急激な変化を避けてください－オイルから冷
媒のガスが強く吐出され、吸込みガス過熱度が不安定に
なることで、潤滑不良になる危険性があります。

•

凝縮圧の急激な変化を避けてください－油分離器に強
いフォーミングが発生する危険性があります。

5.3

性能特性

BITZER SOFTWARE（www.bitzer-software.de)、パンフ
レット KP-104（レシプロ圧縮機）、SP-170（コンパクトスクリ
ュー圧縮機）の「運転範囲」も参照してください。その他の半密
閉型スクリュー圧縮機や R1270 の運転範囲については、ご相
談ください。
•

R290 の冷凍能力は R22 に比べてやや低くなっています。

図 8︓性能比較︓R1270/R22（吸込みガス冷却式半密閉型レシ
プロ圧縮機用）

•

R290、R1270 の性能係数（COP）は、R22 と比べて
わずかな差しかなく（10 ページの図 7、図 8 参照）、中
温用途や空調用途では R404A/R507A よりも適してい
ます。

•

吸込みガス過熱度は、R22 よりも R290 と R1270 の方
が大きな影響があります。どちらも性能や効率の面で、過
熱の恩恵を受けています。そのため、吸込みガス管と液管
の間に熱交換器を使用すると有益になります。

•

R1270 では、吐出しガスと油温が高いため、圧力比が高
い場合、制約が生じることがあります（例︓低温用途、
凝縮温度が高い場合など）。

10
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5.4

保証

あります。ただし、システムの設置、運用、保守に関する危険性
評価は、エンドユーザが責任を負うものとします。

情報
R290、R1270 圧縮機の保証は、製造上の不良に

危険

限定されます。誤った使用や、適用される安全規則

冷媒が漏れたり、着火源がある場合、爆発の危険が

を守らなかったことによる損害は補償されません。

あり、生命の危険があります。
冷媒は、空気中の濃度によっては発火したり、爆発
的な雰囲気を形成することがあります。

6

機械室内や危険区域では、火気や着火源を避けて

技術的安全要件

ください。

以下は、一般的な要件と推奨事項について説明しています。記
載されている EU 指令および規格は、関連文書の一部を掲載し
ています。また、これらは定置式システムにのみ適用されます。

•

の安全データシートも参照）を遵守してください。

⁃ R290︓容積比で 2.1～9.5％の範囲内

情報
R290、R1270 を EU 以外の地域で使用する場合
は、その国で適用される固有の規制を遵守する必要

⁃ R1270︓容積比で 2.4～10.4％の範囲内
•

ATEX エリア、防爆エリアでの運転には、半密閉型レ
シプロ圧縮機またはコンパクトスクリュー圧縮機の特別
な防爆設計を選択する必要があります。

⁃ R290︓470℃
⁃ R1270︓455℃
•

一般的な安全上のご注意

安全グループ A3 の可燃性冷媒を使用する冷凍システムの設
計、運転、メンテナンスには、特定の安全規制が適用されま
す。その中には、圧力超過に対する特別な安全装置や、電気
機器の設計や配置における特殊性なども含まれます。さらに、

•

管を開くには、パイプカッタのみを使用し、直火は使用しな
いでください。
冷媒が漏れる可能性のあるコンポーネント（低圧・高圧カッ
トアウトなど）は、動力制御盤の外に設置してください。

圧縮機が防爆エリアで運転されないことが保証されていれば、
ATEX または防爆向けの設計は必要ありません。
また、以下のようにしても保証できます（一例です）。
•

最大限の漏れを想定しても、爆発性、可燃性の雰囲気
を作らないよう換気を行ってください。

冷媒が漏れた場合には、発火性混合ガスの発生を防ぐため
に、危険性のない換気措置を取らなければなりません。これらの

EN378 に基づいて機械室を換気するか、排気装置を設
置してください。

•

6.1

空気中での発火温度（20℃および 1013mbar）を確
認してください。

があります。

情報

空気中の可燃性限界（20℃および 1013mbar、物質

•

爆発下限界（LEL または LFL）を明らかに下回るよう、

仕様は、規格（EN 378、ISO 5149 など）に定められていま

電力消費を遮断してください（ガスセンサが必要）。通

す。しかし、高い要件と製造物責任の観点から、一般的には

常、システム用センサの遮断値は、LFL の最大 20％に

公認機関、または公認機関と共同でのリスク評価が推奨され
ています。設計や冷媒の充填量によっては、EU 指令

設定されています。これらの情報は、各国の規制や公認
機関にお問い合わせください。

2014/34/EU（ATEX 95）および 1999/92/EC（ATEX
137）に基づく評価が必要な場合があります。システムの運用
や個人の保護については、通常、製品の安全性、運転動作の
信頼性、事故防止に関する国の規制の対象となります。このた
め、契約者とエンドユーザとの間で別途契約を結ぶ必要があり
ます。システムのリスク評価は、システムメーカが作成する必要が

AT-660-1 JP
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6.2

注意

圧縮機とアクセサリ

保護装置の接続は、配線図に記載されているとおりに

この章では、安全グループ A3 の冷媒を使用する際に圧縮機

行ってください。

が引き起こす残留リスクについて説明します。この情報は、シス

半密閉型レシプロ圧縮機︓誘導の危険性がありま

テムメーカがシステムの必要なリスク評価を実施するのに役立ち

す︕端子 1/2(SE-B1)と端子 3/4(端子板)間の接続

ます。ただし、この情報だけではシステムのリスク評価の代わりに

（PTC 制御回路）には、シールドケーブルのみを使

はなりません。

用してください。吐出しガス温度センサを端子 3/4 と直

安全グループ A3 の可燃性冷媒を使用する冷凍システムの設計、

列に接続してください。

メンテナンス、運用には、特定の安全規制が適用されます。
取扱説明書に従って設置した場合、R290、R1270 用の圧縮
機には、取り付けられたアクセサリを含めて、異常のない正常運

スクリュー圧縮機の保護装置を動力制御盤に設置する場合
は、以下の点に注意してください。

転時、可燃性冷媒を発火させる可能性のある発火源はありま

注意

せん。これは技術的に気密であるとされています。基本的には、

圧縮機が故障する危険性があります︕

圧縮機は発火しやすい雰囲気の中で運転してはいけません。

圧縮機は意図した回転方向でのみ運転させてください。

防爆エリアで運転させる場合は、適切な電気機器で承認を受
けた特別な防爆モデルが必要です。

•

以下の説明は、安全規制の対象となるコンポーネントのみを取

⁃ 黒色のケーブルをボルト「1」へ

り上げています。それ以外は上述の規定が適用されます。

⁃ 茶色のケーブルをボルト「2」へ

注意

⁃ 青色のケーブルをボルト「3」へ

電気端子箱と電気アクセサリの保護等級を保証する必

⁃ 回転磁界測定器で確認してください︕

要があります。ケーブルブッシュは、この目的に適したシー

•

電気端子箱

•

ください。
•

保護装置

⁃ 半密閉型レシプロ圧縮機︓SE-B2

圧縮機の端子 T1-T2 や SE-E1、SE-E2 の「1-2」、
SE-C1 の「1-8」は、制御電圧や動作電圧と接触しない

ださい。
•

誘導の危険性があります︕モータとオイル PTC の接続に
は、シールドケーブルまたはツイストケーブルのみを使用して

端子箱は、少なくとも保護等級 IP54 を備える必要があ
ります。保護装置を圧縮機の端子箱に取り付けないでく

モータボルト「1/2/3」につながる保護装置の接続ケーブルに
は、追加のヒューズ（4A）を取り付ける必要があります。

ル材を使用して、細心の注意を払って行ってください。
•

ケーブルをモータの接続ボルトに次の順序で接続します。

ようにしてください。
•

外付け周波数インバータ（FI）の使用（例︓速度制

御のための BITZER VARIPACK 周波数インバータの

⁃ コンパクトスクリュー圧縮機︓SE-E1 / SE-E2 /

使用）

SE-C2

動力制御盤に FI を設置してください。FI と圧縮機の間に

保護装置はそれぞれのケースで個別に梱包された

はシールドケーブルを使用し、金属製のねじ込み式ケーブ

状態で納品され、動力制御盤に設置する必要があ

ルグランドを使用してください。

ります。

BITZER VARIPACK 周波数インバータを発火性の雰
囲気の中で使用しないでください。
•

スタートアンローダ／容量制御／オイルヒータ／半密閉
型レシプロ圧縮機用補助ファン

オプションのアクセサリとして使用できます。これらは保護等
級 IP54 以上です。
•
12
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電子式オイルレベル監視 OLC-K1（圧縮機シリーズ
CE3/CE4S）、電子式オイル差圧スイッチ Delta P-II
（圧縮機シリーズ BE5/BE6/CE8）、光電子式オイルレ
ベル監視 OLC-D1-S（コンパクトスクリュー圧縮機
CSH/CSW）、OLC-D1-D（スクリュー圧縮機用油分
離器）をオプションのアクセサリとして使用できます。これら
は保護等級 IP54 以上で設計されています。
•

圧力逃し弁
R290、R1270 用の圧縮機には、標準で内蔵型（背圧

7

設置とメンテナンス

以下の記述は、最も重要なガイドラインのいくつかをまとめたもの
です。詳しくは、5 ページ「プロパン、プロピレンの特性とそれに伴
うシステムと設計基準」、9 ページ「圧縮機技術」を参照してくだ
さい。また、これに加え、冷凍システムの仕様と安全規則を遵
守する必要があります。
これらの情報は危険性評価に役立つことはあっても、それに代
わるものではありません。危険性評価は、エンドユーザと雇用者
がそれぞれの責任において行うものです。

依存型）の圧力逃し弁が装備されています。
•

危険

圧力制限用の安全装置

冷媒が漏れたり、着火源がある場合、爆発の危険が

⁃ 高すぎる圧力から保護するための安全圧カットアウト

あり、生命の危険があります。

は、安全規則（例︓EN 378-2）の要件に従って

冷媒は、空気中の濃度によっては発火したり、爆発

設計、使用する必要があります。

的な雰囲気を形成することがあります。

⁃ また、低すぎる圧力から保護するための圧力リミッタの

機械室内や危険区域では、火気や着火源を避けて

使用もお勧めします。真空運転が確実に防止される

ください。

ように設定する必要があります。漏れがあると、空気を
吸い込み、冷媒との発火性混合物が発生する可能
性があります。

•

の安全データシートも参照）を遵守してください。

注意

⁃ R290︓容積比で 2.1～9.5％の範囲内

EN 378-2 では、炭化水素用途のすべての BITZER

⁃ R1270︓容積比で 2.4～10.4％の範囲内

圧縮機に搭載されている内部の背圧依存型の圧力逃
し弁に加えて、次の 2 つの安全切換装置が必要とされ

•

⁃ R290︓470℃

セットできない安全圧カットアウトと、圧力逃し弁に電気
的に直列接続された試験済みの圧力カットアウト
マーク
3 ページ「プロパン／プロピレンを使用した圧縮機のマー
ク」を参照してください。

6.2.1

ハロゲンフリー炭化水素用のその他の
BITZER 製品

以下のハロゲンフリー炭化水素用の BITZER 製品は、EU 機械
指令 2006/42/EC、および EU 圧力機器指令 2014/68/EU に
準拠した冷凍システムへの設置用として設計されています。
•

水冷式凝縮器（パンフレット DP-200 を参照）

•

受液器（パンフレット DP-300 を参照）

•

油分離器（パンフレット DP-500 を参照）

空気中での発火温度（20℃および 1013mbar）を確
認してください。

ています。2 つの安全切換装置︓ツールを使わないとリ

•

空気中の可燃性限界（20℃および 1013mbar、物質

⁃ R1270︓455℃
•

EN378 に基づいて機械室を換気するか、排気装置を設
置してください。

•

管を開くには、パイプカッタのみを使用し、直火は使用しな
いでください。

•

冷媒が漏れる可能性のあるコンポーネント（低圧・高圧カッ
トアウトなど）は、動力制御盤の外に設置してください。

圧縮機が防爆エリアで運転されないことが保証されていれば、
ATEX または防爆向けの設計は必要ありません。
また、以下のようにしても保証できます（一例です）。
•

最大限の漏れを想定しても、爆発性、可燃性の雰囲気
を作らないよう換気を行ってください。

•

爆発下限界（LEL または LFL）を明らかに下回るよう、
電力消費を遮断してください（ガスセンサが必要）。通
常、システム用センサの遮断値は、LFL の最大 20％に
設定されています。これらの情報は、各国の規制や公認
機関にお問い合わせください。

AT-660-1 JP
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7.1

認定スタッフ

メンテナンス作業

プロパンとプロピレンの圧縮機で行う作業は、冷媒 R290 と

注意

R1270 としてのプロパンとプロピレンの取り扱いに関する特別な

意図しない切り換え動作やオイル交換時のオイルヒー

トレーニングと技能が必要であり、それに応じた訓練と指導を受

タの過熱により、火花が発生する危険性があります。

けたスタッフのみが行うものとします。プロパンとプロピレンを使用

冷媒回路に介入する前に、メインスイッチの電源を遮

した冷凍システムの構築、運用、メンテナンスの前提条件とし

断してください。

て、特定の能力と、安全グループ A3 の可燃性冷媒に関する

可燃性ガスの保管や輸送に関する特別な規則を守っ

現行の安全規制および指令に厳格に遵守する必要がありま

てください。

す。スタッフの資格や技能に関しては、現地の規制や指令が適

室内でメンテナンス作業を行う場合は、必ず室内の換

用されます。

7.2

気を行ってください。

プロパン、プロピレンを使用する冷凍システムの設置

注意

およびメンテナンスに関する一般的なガイドライン
•

静電気を放電する際、火花が発生する危険性があり
ます。

管継手には、はんだ付けや溶接による接続（EN 378-1

非金属部品、工具、補助器具、衣類の静電気対策

に準拠する密封状態）を実施してください。
•

を行ってください。例︓適切な帯電防止服を着用し、

キャピラリーチューブは使用せず、金属製の管継手または

火花の出ない工具を使用する。必要に応じて、導電

適切な冷媒管を使用してください。

性部品の追加接地を行う。

メモ︓冷媒管は、ドイツの規制（BGR 500）などに基づ
いて、6 ヶ月ごとに気密性をチェックする必要があります。
•

はんだ付け作業は、保護材が充填された状態でのみ行っ
てください。乾燥窒素を使用してください。R290 と
R1270 を保護剤の充填として使用しないでください︕

•

•

必要です。
•

再利用することができます。システムを再充填する前に、
乾燥した窒素で洗浄し、新しいフィルタドライヤを取り付

ウトを使用してください。
屋内で使用する場合は、冷媒を充填する前に室内の換
気を行ってください。
•

大幅に少なくなります。
容積 1dm3 あたりの最大充填量（液温 20℃、容器の
容積 90％）︓

⁃ R22 → 1.09 kg // R404A → 0.96 kg
⁃ R290 → 0.45 kg // R1270 → 0.46 kg
•

性能検証の直後に、配管に異常な振動（破裂の危険
性）がないか確認してください。必要に応じて、追加で安
全対策を講じてください。

•

け、真空排気してください。
•

吸込み側のクリーニングフィルタを使用している場合、フィルタ
カートリッジは稼働時間が約 100 時間経過したら交換して

R290/R1270 の移送や排出（フレアリング）は、必要な
安全上の注意事項を遵守した上で行ってください。回路

R290 と R1270 は液体密度が低いため、R22 や
R404A と比較して、冷媒の最大充填量（重量比）が

修理の際、システムに不凝縮性ガスが含まれておらず、そ
の他の汚染がない場合は、R290 と R1270 を抽出して

R290、R1270 用に特別に設計された熱交換器、膨張
弁、その他の制御装置、圧力カットアウト、安全圧カットア

•

安全装置の定期的な点検（少なくとも 1 年に 1 回）が

内に外気が入り込まないようにしてください。
•

使用済みのドライヤまたはブロックフィルタカートリッジには、
可燃性の R290 や R1270 が残留しています。窒素で洗
浄し、適切に廃棄してください。
注意
使用済みオイルには、大気圧下でも比較的高い割合
で R920 や R1270 が溶解している場合があります。
可燃性のリスクが高まります︕
輸送や保管の際には、保護材として窒素を充填した
耐圧容器に、使用済みオイルを入れてください。
適切に廃棄してください︕

ください。廃棄については、次の章を参照してください。

14
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圧縮機を交換する場合︓
▶ 圧縮機を完全に密閉してください（ストップ弁を閉じてくだ
さい︕）。
▶ 冷媒の抽出
▶ 圧縮機に保護材（乾燥窒素）を充填します（過圧︓
0.2～0.5 bar）。
▶ 3 ページの「プロパン／プロピレンを使用した圧縮機のマー
ク」を参照して、「注意︕火気厳禁」（ISO7010
W021）のロゴが見えるように、圧縮機に取り付けられて
いることを確認してください。

8

既存の(H)CFC、HFC システムの R290 または
R1270 への変換

冷凍の観点では、主要コンポーネント（圧縮機、蒸発器、凝
縮器、受液器）の設計が可能であれば、R22 または
R404A/R507A システムの変換が可能です。7 ページの
「R290、R1270 の一般的な化学的・物理的特性」、9 ページ
の「圧縮機技術」を参照してください。また、R290 と R1270 の
特性を考慮すると、配管部品の変更とオイル交換が必要にな
ります。ただし、必要な保護対策を講じることで、例外的に変
換が可能な場合もあります。安全グループ A3 の冷媒に関連
する安全規制に、合理的な費用で適合させることができるシス
テムに限られます。

9

契約書

可燃性冷媒を使用する際の特殊な条件を考慮して、システム
の製造者と BITZER との間で書面による契約を締結し、その
中で特定の責任を定義します。

AT-660-1 JP
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