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１．冷媒ガスの変遷と世界的な潮流 

近年、世界的規模での地球温暖化防止の取組をテーマに開催される気候変動枠組に関する国

際会議ではＣＯ２削減は勿論としてフロン系冷媒の削減が重要視されていることは既にご承

知の通りです。従って代替フロンの規制強化は今後も加速していく趨勢です。 

昨年末パリで開かれた国連気候変動会議（COP21）で採択された地球温暖化対策のため、二

酸化炭素（CO2）を今世紀末までに実質ゼロにするという合意を今年の５月１５、１６日富山

市で開催された主要７か国（G7）環境相会議では更なる地球温暖化防止の対策は脱フロンとい

うことで、エアコンの冷媒などに使う代替フロンの生産規制にも合意しました。 

しかしながら温暖化への影響が代表的な代替フロンである「HFC410A」（R410A）に比べて

3分の1とされる「HFC32」（R32）を日本として温室効果対策ガスとして推す考えですがR32

は本質的にフロンガスを含んでおり、我が国においては脱フロンにはほど遠い現状です。 

 次の表はフロン系冷媒による地球温暖化やオゾン層破壊の影響を軽減するための対策等を

反映した冷媒ガスの変遷です。 

 

２．「炭化水素混合冷媒」NECO GAS 開発の経緯 

「炭化水素混合冷媒」ＮＥＣＯ ＧＡＳ は、2006年（平成18年）9月に神奈川工科大学へ

の委託研究に基づき開発されました。これは従来のフロン系機器の冷媒を交換するだけで同等

の空調性能並びに冷凍冷蔵性能が得られ、尚且つ消費電力の２０％～５０％節減が可能である
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事が神奈川工科大学での実証試験および導入先での追跡調査結果等からも実証されておりま

す。（ＮＥＣＯ ＧＡＳ は Ｎａｔｕｒａｌ Ｅｃｏ Ｇａｓの頭文字をとり命名したもの） 

炭化水素混合冷媒については当初（2006年）アメリカ産、炭化水素冷媒商品「オズガス」

の日本国への販売を依頼され、三井物産(株)（担当窓口 化成品部 機能素材事業部）と共同

で研究開発を進めて参りました。2007 年には三井物産と当社(株)イー・アール・ディとの共

同で特許申請も行いましたが、その時には特許認可を得られませんでした。三井物産が再生可

能エネルギー事業に注力するため、本事業から撤退し、当社に一任されたものです。 

 アメリカ オズガスの製品供給が不安定のため、国産化を計画しその供給元を現在のＥＮ

ＥＯＳグローブ(株)とし、当社はこの ＮＥＣＯ ＧＡＳ 事業推進のため、2011（平成23

年）年5月炭化水素冷媒安全利用研究の世界的第一人者でもあるダニエル・コルボーン博士と

コンサルタント契約を締結しました。 

※コルボーン博士は国連環境計画の担当者でもあり、又、ドイツ技術協会公社のコンサルタントも兼ねており、

中国を含め、インド、マレーシア、インドネシア、フィリピン、など東南アジアを中心に炭化水素冷媒を広め

るべく精力的に活躍中です。同博士はインドのエアコンメーカー Ｇｏｄｒｅｊ ＆ Ｂｏｙｃｅ社を指導し、

炭化水素混合冷媒（Ｒ２９０）を使用したエアコンを 2012年（平成 24年）より生産し、最近では年間 15

万台の生産にもなり、インドでは更なる増大が見込まれています。 

３．NECO GASによる節電効果および経済効果 

空調機等ヒートポンプの消費電力の約８０％は室外機に内蔵された冷媒の圧縮機（コンプ

レッサー）が占めるため（他の２０％は室外機・室内機のファン等）、この圧縮機の消費電力を

抑えることが空調機等の省エネに直接的に結びつきます。NECO GAS の場合、下表に示すよ

うに他の冷媒と比べて圧力が低いため、圧縮機では小さな力で圧縮することが可能で、その結

果として消費電力を大幅に抑制することが可能となります。これが、NECO GAS による節電

効果の基本的な原理です。既存の冷媒をNECO GASに入れ替えるだけで、既存冷媒の種類等

によりその効果は異なりますが、２０～５０％の節電を可能にしています。 

また、これまでの導入先での実績として、投資回収効果は２～３年を実現しており、大き

な経済効果が見込めるものと確信しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

N-10とR410Aのp-h線図を下図に示します。 

         N-10                       R410A 

 

 

 

 

 

 

 ４．NECO GASの導入（既存冷媒からNECO GASへの入替）について 

 NECO GASの対象機種は以下の通りです。 

  ・業務用エアコン  

・大型ビル／工場設備用空調設備  

・小型、中型冷凍冷蔵庫   

・大型冷凍冷蔵設備   

・冷凍冷蔵ショーケース   

・チラー  等 

NN-10はフロン系冷媒と比較して冷凍能力

（冷却・加熱能力）が同等の条件で圧縮に

必要な所要動力を15～45％程度低減でき

る。 

所要動力は同じ温度で密度が低く圧力の

低い冷媒の方が小さくなるが、密度が低い

と機器内を単位時間当りに循環する冷媒量

が小さくなるので冷凍能力は低下する。炭

化水素冷媒は気化熱・蒸発熱がフロン系冷

媒の約2倍と大きいので、炭化水素成分を

組み合わせることにより密度をフロン系冷

媒より 

１/２以上低下させても冷凍能力を確保して

電力節減が可能となる（右表参照）N 

自然冷媒の導入フロー

現地調査

試算表提出 節電効果と見積提出

仮導入契約

導入前測定

導入施工 自然冷媒（N-10）封入工事

導入後測定

原状復帰工事

ご契約 導入契約書を締結・導入工事

エアコンの型番、
年間電気料金データ調査

既存冷媒での電流値、電圧、
外気温、吹出温度等を測定

自然冷媒（N-10）での電流値、
電圧、外気温、吹出温度等を測

効果あり 効果なし

NECO GAS

N-10 R410A R22

圧縮所要動力
(kJ/㎥)

423 782 504

冷凍効果
(kJ/㎏)

295 166 164

飽和蒸気密度
(㎏/㎥、7℃)

12 38 26

飽和液密度
(㎏/㎥、35℃)

480 1005 1150

飽和蒸気圧
(MPa、7℃)

0.56 0.99 0.62

飽和蒸気圧
(MPa、35℃)

1.18 2.14 1.35

臨界温度
(k)

394.1 345.14 369.3

臨界圧力
(Mpa)

4.28 4.95 4.89

臨界密度
(kg/㎥)

231.5 471.5 513

沸点
(℃)

-32.3 -51.5 -40.8

冷媒
フロン系冷媒

冷媒関連特性

※平成 28 年 7 月下旬、空調実験室にて既存冷媒稼働時と入替後稼働時の各種計測を行い、冷房サイクルをｐ－ｈ線図に

プロットし、既存冷媒とN-10の熱力学的な特性の違いを明確にしますので、機会がいただければ報告いたします。 

 



   NECO GASシリーズの汎用冷媒であるN－10の主な導入先は以下のとおりです。 

    

 

 

 

 

 

 

           

            上記導入例を含め、実績は３００台以上になります。 

５．本件の特許関係  

１． 日本国内特許 

① 特許第5633088号 2014年（平成26年）10月24日登録 

ノンフロン炭化水素混合冷媒とその冷媒を使用する冷凍空調方法 

② 特許第5542919号 2014年（平成26年） ５月16日登録 

ノンフロン炭化水素混合冷媒の新規製造方法 Ｎ－10 

③ 特許第5849338号 2015年（平成27年） 12月11日登録 

ノンフロン炭化水素混合冷媒の新規製造方法 Ｎ－20 

④ 特許第5849339号 2015年（平成27年） 12月11日登録 

ノンフロン炭化水素混合冷媒の新規製造方法 Ｎ－30（超低温） 

 

２． 海外特許 

既に韓国、中国（香港、マカオ含）、マレーシア、台湾、インドネシアで特許取得済

みで、他にインド、フィリピンで申請中です。 

 

 

 

N-10 の主な導入実績

業務内容 住所 用途 旧冷媒
自動車部品製造 埼玉県 工場内空調 R22
きのこ栽培 長野県 工場内空調 R22
　　　　IT 茨城県 事務室空調 R410A
製茶 静岡県 工場内空調 R407,R410
　　　　IT 台湾 工場用空調 R22
ガス販売 タイ 事務所空調 R22
大量家電販売 東京都 店舗空調 R22
一般事務 東京都 事務所空調 R22
空調メンテナンス 東京都 冷媒管理センター空調 R410A
食品加工機械製造 茨城県 工場内空調 R22
酪農業 埼玉県 工場内空調 R22
パチンコホール 東京・茨城 店舗空調 R410A
空調機メンテナンス 東京 事務所空調 R410A
酪農業 茨城県 牛乳冷蔵 R22



６．N-10の省エネルギー性能に関する研究 

   以下に神奈川工科大で実施した実験成果を示します。 

 

  



７．結び 

従来より、日本の各家庭では燃料として都市ガス（液化天然ガスLNGが大半）や

LPガス（プロパンやブタンを主成分とする液化石油ガスLPG）を使用し、タクシー

の 9割強が LPガスを燃料として使用しておりますが、日常的に安全面で問題視さ

れることはあまりありません。しかし、今日までＮＥＣＯ ＧＡＳは可燃性＝危険

という理由から様々な方面より冷媒として不適当という不当な評価を下されてきま

した。また、消防法での規制は特にありませんが高圧ガス保安法上、冷凍機の設置

に関してフロン系冷媒と比較して厳しい管理基準が設定され導入の障壁となってき

ました。 

※高圧ガス保安法Q&A（高圧ガス保安協会）http://www.khk.or.jp/qa/ 

一方で欧米や中国、インドなどでは炭化水素系などの自然冷媒への転換が確実に

進められております。日本においても抜本的な地球温暖化対策としては温暖化係数

の低いフロン系冷媒の開発・普及ではなく自然冷媒への転換に向けた開発・普及に

シフトすべきだと私たちは考えます。 

２０１５年４月に改正されたフロン排出抑制法（改正フロン法）により、全ての

事業用エアコンの点検が義務化されましたが、フロン系冷媒から N-10に入替後に

は点検義務から解放されるという大きなメリットが発生します。従って実行可能な

安全対策を施したうえでの既存冷媒の入替だけで大幅な電力コスト削減と温暖化防

止に貢献できる NECO GASは既存機種への入替導入の普及というプロセスを経て

専用機の開発（低価格・低コスト）に繋げることにより最良の≪新冷媒≫となるもの

と確信しております。 

 

 
お問い合わせ先 

    東京都中央区入船２－３－９－２F 

    株式会社Ｅ．Ｒ．Ｄ環境総合研究所 

    電話：０３－３５３７－６８１４ 

    担当者  細木 健司   


