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要　旨

＊三菱電機㈱ 静岡製作所　＊＊三菱電機システムサービス㈱52（692）

異種冷媒製品の並行・混合生産に当たっては，冷媒種のポカヨケが最大の課題となる。今回の生産体制整備では，従来は作業者が行っていた
バーコード読み取りによる冷媒種の切替えをRFIDタグの情報を用いることで自動化し，新冷媒管理システムと組み合わせて機種個別の製造履歴
管理（トレーサビリティ）を可能とした。また冷媒量に関するデータだけでなく，冷媒封入前の製品真空度や商用試験の結果等との連携も容易に
なった。

業務用空調機の製造現場での冷媒誤封入対策
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近年，モントリオール議定書やパリ協定によって地球温
暖化につながる従来冷媒の使用が強く規制されることに
なり，ルームエアコン（RAC）に続き業務用パッケージエ
アコン（PAC）でも，オゾン層を破壊せず地球温暖化係数

（GWP）が低い代替冷媒の採用が市場から求められるよう
になった。加えて製品自体にも高い環境性能（高効率化）が
求められることとなり，製品の高効率化競争は激化の一途
をたどっている。

三菱電機静岡製作所（以下“静電”という。）ではPACの生
産を1968年から開始し，国内及び海外各地への製品供給
を行っている。また2015年からは環境性能の高いHFC（ハ
イドロフルオロカーボン）冷媒であるR32冷媒を採用した

PACの発売を開始し，主に日本国内と欧州向けに製品供
給を行っている。しかしながらグローバルに製品供給を
行っている静電では，全ての製品の冷媒を一律に切り替え
る訳にはいかず，従来冷媒（R410A）の製品とR32冷媒の
製品を並行して生産する必要があった。したがってR32冷
媒の取扱い環境性整備と合わせ，冷媒種を間違うことなく
それぞれの製品を効率良く生産できる体制の構築が必要
であり，これを好機と捉えて①異種冷媒製品生産での冷媒
種のポカヨケ，②製造管理レベルの１ランク向上を実施し
た。これによってR32冷媒を採用した製品の発売が実現で
き，三菱電機が“環境ビジョン2021”で掲げる“低炭素社会
への貢献”にも大きく寄与することができた。
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1．ま　え　が　き

近年，モントリオール議定書やパリ協定によって，オゾ
ン層破壊や地球温暖化につながる従来冷媒の使用が強く
規制されることになり，RACに続きPACでも環境性能の
高いR32冷媒を採用した製品が市場から求められるように
なった。加えて製品自体にも高い環境性能（高効率化）が求
められることになり，製品の高効率化競争は激化の一途を
たどっている。

静電では1968年からPACの生産を開始し，1978年から
は“Mr.SLIM”というブランド名で国内及び世界各地への
製品供給を行っている。2015年にはR32冷媒を使用した空
調機の生産を開始し，現在では主に日本国内と欧州向けに
製品供給を行っている。しかしながらグローバルに製品供
給を行っているために，全ての製品の冷媒を一律に切り
替えることができず，従来冷媒の製品とR32冷媒の製品を，
並行して生産しなくてはならなかった。一方で冷媒の異な
る製品を製造する際には，冷媒種の間違いを起こすことな
く生産を進めねばならず，もし冷媒種を間違ってしまうと
製品が設計どおりの性能を発揮できないばかりでなく，製
品の手直しには多くのロスが発生することになる。

本稿では，環境性能の高いR32冷媒を採用したPAC製
品の開発及び生産開始を好機として，R32冷媒を利用する
ための環境整備と，製造現場での冷媒種のポカヨケ対策，
生産性改善や品質向上につながる改善を通じて，製品使用
時のCO2削減に大きく貢献できるPAC製品の発売に至る
ことができた活動について述べる。

2．空調機を取り巻く環境

2.	1　オゾン層保護から地球温暖化防止へ

近年の地球規模での平均気温上昇は，人類の経済活動増
加によるCO2等の温室効果ガス増加が大きな要因だと考え
られている。平均気温の上昇によって，異常高温（熱波）
や大雨，干ばつ等の地球規模での異常気象が増加し，我々
の生活に深刻な影響を及ぼすようになってきている。した
がって人間社会と自然環境を守るために，温室効果ガス
濃度の安定化及び削減を目的とした具体的な方策が検討さ
れた。1997年に先進国に温室効果ガスの排出削減を義務
付ける京都議定書が採択され，2015年には全ての国を対
象とした2020年以降の枠組みとしてパリ協定が採択され，
温室効果ガス削減に向けた取組みがスタートしている。

元々オゾン層保護対策として規制が強化された冷媒は，
オゾン層を破壊しない代替冷媒（HFC冷媒）への転換が進
められるとともに，温室効果ガスとしても世界的に規制が
強化されるようになった。日本国内ではフロン排出抑制法
が，フロン類使用製品（冷凍空調機器等）製造業者に対し，
ノンフロン・低GWPフロン製品への転換を義務付けている。

2.	2　空調機用冷媒への要求事項

先に述べたとおり空調機用の冷媒には，①オゾン層破壊
係数がゼロであること，②GWPがより小さいこと，③空
調機として高い性能が発揮しやすいこと，④安全で取扱い
が容易であることが求められる（表１）。

実際，空調機用冷媒は2000年頃からHFC冷媒への代替
が進み，先進国での代替はほぼ完了したが，今後の新興国
でのエアコン普及に伴い，温室効果ガス削減目標達成に向
けて，更なる環境性能が求められている（表２）。

現在，三菱電機を含めた空調機メーカー各社は，現実的な
選択肢であるR32冷媒を採用した空調機の拡充に力を注い
でおり，さらには次世代冷媒の研究開発にも力を注いでいる。
2.	3　温暖化防止への貢献

地球温暖化防止のため，温暖化ガスの放出を削減してい
くことは当然の活動として，空調機を使用する上で必要な
電力量の削減が，地球温暖化防止には大きな意味を持つ。
顧客が空調機を使用する際に消費する電力量は，その電
力を製造したときのCO2排出量とみなされ，その量は製品
を生産する際に排出されるCO2量の数十倍になることから，
三菱電機グループでは“製品使用時のCO2削減”を重要課題
と定めている。したがって，製品のエネルギー効率を高め
れば製品使用に伴うCO2排出量の削減が可能であることか
ら，製品のエネルギー効率改善に向けた開発を進めている。

表１．現在の主要冷媒の特徴
冷媒名 R22 R410A R32 次世代

冷媒分類 HCFC HFC HFC
オゾン破壊係数 0.05 0.00 0.00 0.00 
地球温暖化係数（GWP） 1,810 2,090 675 →

その他 不燃 不燃 微燃 －
性能（COP（注2））（％） 100 94 96 →

（注２）　COP（Coefficient Of Performance）は，一定の温度条件下でエア
　　　 コンを運転した場合の効率を示す。
HCFC：ハイドロクロロフルオロカーボン

表２．モントリオール議定書（MOP28）のHFC削減計画
途上国Gr1 途上国Gr2 先進国

基準年 2020～2022年 2024～2026年 2011～2013年
凍結年 2024年 2028年 －

削減率

1st 2029年 ▲10％ 2032年 ▲10％ 2019年 ▲10％
2nd 2035年 ▲30％ 2037年 ▲20％ 2024年 ▲40％
3rd 2040年 ▲50％ 2042年 ▲30％ 2029年 ▲70％
4th 2034年 ▲80％
Last 2045年 ▲80％ 2047年 ▲85％ 2036年 ▲85％

図１．Mr.SLIM	ZRシリーズ
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静電PACでは，業界に先駆ける省エネルギー技術を多
彩な機種に投入し，温室効果ガスの排出削減に貢献してい
る（図１）。

3．R32冷媒機種製造の課題

3.	1　異種冷媒製品の混合生産での冷媒種ポカヨケ

グローバル市場を相手にしている静電にとって，環境性
能が高いとはいえ，R32冷媒を全ての製品に採用するため
には準備と時間を要する。表１にあるとおりR32冷媒が僅
かに燃性を持つ（微燃性）ために使用が認められていない国が
あり，各国の事情に応じて製品供給を行っていく必要がある。

一方で“必要なときに必要な物を必要なだけ生産する”と
いうコンセプトの下，PAC生産ラインは小ロット多サイ
クル生産体制が構築されており，多い日には同一ラインで
約60機種の製品を生産している（図２）。したがって，冷
媒切替えを忘れてしまった場合や，手直し品の再投入で生
産計画とは異なる製品が流れてきた場合などに，絶対に
誤った冷媒を使用しない方法（間違いを起こさないで冷媒
を切り替える方法）が必要であった。
3.	2　冷媒間違いで発生するロスとリスク

室外機の製造工程には“冷媒封入”という作業があり，製
品に応じた冷媒を指定どおりの量で１台ごとに封入してい
く作業になる。この冷媒種及び量を管理する仕組みはロッ
トごとの生産情報管理が基本であった。冷媒封入の作業者
は，まずロットの先頭で“組立てカード”上のバーコードを
読み込む。読み出したデータはパソコン経由でサーバ内の
製造指示情報と照合され，必要な作業指示が現場のモニタ
に映し出されて冷媒種が決定されていた。したがって作業
者がバーコードの読み取り作業を忘れてしまった場合，直
前の冷媒種（量）設定で封入作業が行われることになり，最
悪はロットレベルの間違いが発生し，①製品が設計どおり
の性能を出すことができない，②冷媒間違いを修正するた
めに冷媒回収が必要，③製品に対し配管の付け替え作業が
発生，④再度の真空引き，再封入が必要等の無駄な作業
が必要となる。例えば100台ロットで冷媒種を間違えてし
まった場合，これらの作業に伴う電力量ロスはCO2換算で
40kg－CO2（注3）となり，生産時CO2の削減という意味で誤

封入は最少化を図らねばならない。
（注３） 冷媒回収の電力（0.75kWh/台）＋再真空引き電力（0.15kWh/台）

＋再封入電力（0.03kWh/台）＝0.93kWh/台（0.4kg－CO2/台）
を想定。

3.	3　R32冷媒の利用環境整備

R32冷媒はASHRAE34（冷媒安全性分類規格）によれば
微燃性に分類され，日本の高圧ガス保安法上では明確な
区分がなされていなかった。重要なのは万が一冷媒が漏
洩（ろうえい）した場合に，空気よりも重いR32冷媒（空気の
分子量29に対し分子量52）がどこかへ滞留し，燃焼下限濃度

（LFL）14.4Vol％以上になってしまうことであり，そこへ何
らかの着火源が存在してしまうことである。したがってR32
冷媒の利用環境を整備するに当たり，どうすれば作業者の安
全を確保できるのか対応方法を検討しなくてはならなかった。

4．各課題に対する対応

4.	1　異種冷媒製品の混合生産での冷媒種ポカヨケの実現

先に述べたとおり人の作業に起因するリスクが存在する
以上，従来のシステム（方式）ではR32冷媒を採用する商品
の量産化に対して懸念があったため，２つの解決策を検討
した。１つは，製品側のガス封入口と製造側のガス封入ノ
ズルの形状を冷媒ごとに変えるというハードウェアによる
対策であり，もう１つはソフトウェアによって製品１台１
台の封入量をシステムで個別管理化する方法である。しか
しながら空調機用冷媒を取り巻く環境を考えた場合，“より
環境性能が高い冷媒への切替えが必要になる”ことと“工場
内の多種多様なシステムの老朽化対策や統合化”“今後の合
理化や自動化への取組みがますます必要になっていく”を考
えると，ソフトウェアによる対策がベターとの結論に至った。

そこで製品１台ごとに電子タグ（RFIDタグ）を取り付け，
このタグ情報を自動で読み取ることで，製品１台ごとに冷
媒量の指示をGOT（注4）上で行えるようにした（図３）。

図２．Mr.SLIMの組立てライン（1）

初品チェックシートに記載された情報をタグに書き込む。そのタグをこれか
ら製造ラインに乗せる製品１台ごとに取り付けていく。

⒜　書き込み工程

⒝　読み込み工程

冷媒ガス封入工程でタグの情報を自動で読み込み，作業者への指示をGOTに
表示する。

図３．電子タグ書き込み工程と読み込み工程（1）
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さらに，実際に封入したガス量や，その前工程で製品内
を真空にした際の真空度などの実績もGOT画面上に表示
させることにし，作業者はそれらの情報を確認しながら冷
媒封入機を操作できるようになり，確実な冷媒封入が実現
できるようになった。自動読み取りを実現したことで，作
業者の“見逃し”防止ができたことに加え，作業者の“読み
取り作業”削減が可能となり，ポカヨケと合理化の両立を
実現できた。

（注４） 三菱電機製グラフィックオペレーションターミナル表示器
である。

4.	2　トレーサビリティによる品質保証精度の向上

生産管理をロット単位から製品個体単位へ切り替えるた
めに，従来の生産管理システムを三菱電機システムサービ
ス㈱製の監視制御システムSA1－Ⅲを活用したシステムへ
変更した。変更に当たっては，封入した冷媒量と事前の製
品真空度，基準値に対するばらつきなど，製品ごとの品質
に関するデータを詳細に記録できる仕組みとし，製品のト
レーサビリティレベルを大きく向上させた。

トレーサビリティとは，時系列にさかのぼって製品の流
通履歴や製造履歴をたどることができる仕組みである。シ
ステムの再構築によって市場からの製品品質の問合せに対
し，１台ごとの製造履歴を提示できるようになっただけで
なく，ライントラブルが発生した場合にも，ライン上の製
品にどれほどの支障が出るのか，正確かつスピーディに特
定することも可能になった（図４）。原因解明に至る時間が
圧倒的に早ければ，それだけ不良の拡散も防ぐことが可能
になる。

さらに，SA1－Ⅲは，現場で収集したデータを上位の
サーバへ送ることができるため，事務所のパソコンからで
も現場の状況を即座に判断できるようになった。現場の
データを収集するだけでなく，上位の生産管理系システム
にフィードバックする上でのフレキシブル性が高いことも，
大きな魅力であった。PAC生産現場には，従来の様々な
管理システムが混在している。今後はこれらのシステムを
統合し，それぞれの情報共有化と活用を図っていくことが，
次なる構想である。
4.	3　R32冷媒の利用環境整備

R32冷媒の取扱いに関して，①冷媒利用場所での冷媒漏
洩警報装置設置による漏洩検知，②漏洩の可能性があるエ
リアへの空気循環装置設置，③漏洩発生時の冷媒強制排気
装置設置の対応を組立てラインで行うことになった。し
たがって，R32冷媒の封入装置，回収装置などの設置に加
え，R32冷媒取扱場所への冷媒漏洩警報装置，空気循環装
置，冷媒強制排気装置の設置を実施した（図５）。

なお，2016年11月に高圧ガス保安法が改定され，R32
冷媒は特定不活性ガスに掲名されることになり，R32冷媒

製造設備では可燃性ガスに準じた対応が必要になった。三
菱電機が選択した対策は，この基準にも準じたものである。

5．む　す　び

R32冷媒を採用した製品の生産体制整備を行うに当たり，
製造合理化や製造品質の向上をねらった対策を実施した。

静電で開発されたPACは，静電から世界各地に送り出
されるとともに，タイやUK，中国など海外拠点でも生産
が行われている。世界各国には様々な環境規制や省エネル
ギー規制が存在し，現在は最も要求が厳しい日本向けの製
品で高い環境性能が発揮できるよう，製品開発が進められ
ている。今後は欧州向けを筆頭に，アジアや米州向けの製
品でも更に高い環境性能が要求されることが予想され，製
品設計はもちろんのこと，海外拠点での製品製造での省エ
ネルギー（生産時CO2の削減）にも取り組んでいかねばなら
ない。各国の事情に応じた環境性能の高い製品を展開でき
るよう，静電での取組みを好事例として拠点展開を計画し，
グローバルトップへの飛躍につなげていく。
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図４．冷媒量封入履歴の確認画面（1）

図５．R32冷媒強制排気ダクト
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