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本講座を学習するにあたって

１．はじめに

今日の私たちの生活にとって，冷凍機械は欠かすことのできない存在です。

また今後とも，その必要'性は増加の一途をたどるでしょう。

しかし，多くの冷凍機械は高圧ガスを生じるので，冷凍機，その他の容器や

冷凍設備の欠陥や取扱いに誤りがあると，爆発や中毒・酸欠災害等の惨事とな

る危険を伴っています。

したがって，ある一定の冷凍能力以上の冷凍設備は，高圧ガス保安法（1997

年４月施行）上の高圧ガス製造事業となり，事業所ごとに冷凍保安責任者を選

任して，職務を遂行させなければなりません。冷凍保安責任者は専門的な知識

と経験を有するものから選ばれます。

本講座は，初めて冷凍関係の勉強をされる方，また，すでに実務に携わって

いる方が，高圧ガス製造保安責任者（第３種冷凍機械）の国家資格試験（以下

国家試験と略す）に合格できるために必要な知識を身につけられることをねら

いとしています。

２．国家試験の実際

国家試験は，冷凍に必要な通常の保安管理の技術の分野（保安管理技術）と，

高圧ガス保安法関係法令の分野（法令）からなり，保安管理技術が15問，法令

が20問出題されます。ただし，高圧ガス保安協会の行う講習会を受講されて，

その技術検定に合格し，協会講習修了書の交付を受けた方は，保安管理技術の

試験が免除となります。

従来の高圧ガス取締法では，免状交付の要件として，所定の実務経験が求め

られていましたが，高圧ガス保安法ではこの要件が廃止きれました。したがっ

て試験合格後は，ただちに免状交付申請ができるようになりました。また，試

験の数値の単位は，高圧ガス保安法施行に伴い，ＳI単位で出題されるようにな

りました。全科目受験者の合格率は，おおむね40～50％です（詳しくは，付録

問題集の巻末を参照してください)。
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３．本講座の特徴

本講座は，過去の試験問題を分析し，重要な事項，出題頻度の高い事項，計

算問題など解くにあたって練習が必要な事項を網羅しています。また，テキス

ト（例題･練習問題)，レポート，付録問題集の問題に取り組むことにより，理

解を深めることができるようにまとめられています。

本講座の構成は，表１のようになっています。

表１本講座の構成

保安目理技術

１．２か月目レポート（Ｔｌ，Ｔ２）がテキスト上巻（保安管理)，３か月目

レポート（Ｔ３）がテキスト下巻（法令）に該当します。また，４か月目レポ

ート（Ｔ４）は，試験と同じ形式の模擬問題となっていますので，試験に臨ま

れるにあたっての知識の整理，時間配分の調整等ができます（国家試験での制

限時間は，保安管理技術が90分，法令が60分です)。

テキストの説明は，国家試験よりも細かいところまでなきれており，免状取

得後の実務にも使っていただくことができます。

また，試験に臨まれるにあたって，重点に的を絞って学習をされる方のため

に，過去３年間の問題の内容と，テキスト該当箇所との関係を表２（保安管理

技術)，表３（法令）にまとめましたので，これをもとにして各自出題傾向をつ

かんでくだきい。

付録問題集には，過去４年間の問題が収録されていますので，詳細はこれを

参照してくだきい゜
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レポート テキスト該当箇所 分野

lか月目学習（Ｔ１） 上巻 保安管理技術

2か月目学習（Ｔ２） 上巻 保安管理技術

3か月目学習（Ｔ３） 下巻 法令

４か月目学習（Ｔ４） 上巻・下巻・付録問題集 模擬問題



表２テキストの内容と国家試験の関係①（保安管理技術）

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■
○２○２３○２６○１２

■■■■■|■■■■■■■■
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○○○

○１２○１２○１２○１２

○１３○１３○１３○１３

○１１○５１１○mｏ１１

ｏ１４１５○６１４１５ｏ６７１４ｌ５
ＤＤＤ

○１３○１５

＊表中◎は問題にかかわることを示す。

数字は問題番号を示す。
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テキストの内容
平成16年度

(2004年）

平成15年度

(2003年）

平成14年度

(2002年）

平成13年度

(2001年）

第１章

冷凍の基礎

1．冷凍の原理と温度

2．温度と体積

3．圧力と体積

４．熱の移動

5．熱と仕事

◎１

◎１

◎２ ◎２ ， ３ ◎２ ， ６

◎１

◎１

◎１ ， ２

第２章

冷凍の理論

1．冷凍法

2．冷媒

３．Ｐ－力線図

４．Ｐ－吻線図からの計算

◎４

◎１

。’ ， ２，３

◎４ ， ５

◎１

◎１ ， ３

◎１

◎４

◎３

◎４

◎２

◎３

第３章

各種機器

1．圧縮機

２．凝縮器

３．蒸発器

４．補器

５．自動制御機器

◎２，３，５

◎６

◎７

◎９

◎８

◎４ ， ５

◎５

◎７

◎６ ， ９

◎７ ， ８

◎３ ， ５

◎６

◎９

◎１ ， ７ ， ８

◎３，５

◎１ ６

◎７

◎９

◎８

第４章

配管と冷凍装置

1．冷媒配管

２．機器まわりの配管・装置

3．各種冷凍装置

◎７ ， 1０

◎７ ， ８

◎1０

◎６ ， ７

◎７，１０

◎７

◎７，１０

◎７

第５章

冷凍装置の

強度と試験

1．設計圧力と許容圧力

２．強度と板厚

３．検査・試験

４．安全装置

◎1２

◎1２

◎1３

◎1１

◎1２

◎1３

◎５ ， 1１

◎1２

◎1２

◎1３

◎11

◎1２

◎1２

◎1３

◎１１

第６章

運転と保安

1．運転管理

２．保守管理

３．異常現象の原因と対策

◎1４，１５ ◎6,14,15

◎1３

◎６ ， ７，１４

◎1５

◎５
1５

， ６，１４，

◎1５



表３テキストの内容と国家試験の関係②（法令）

＊表中◎は問題にかかわることを示す。

数字は問題番号を示す。
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テキストの内容
平成16年度

(2004年）

平成15年度

(2003年）

平成14年度

(2002年）

平成13年度

(2001年）

第７章

冷凍装置の

関連法規

1．関連法規と適用範囲

2．高圧ガスの製造

3．高圧ガスの販売

4．高圧ガスの貯蔵・消費等

5．保安

6．容器･機器の製造･検査･取扱

7．高圧ガス保安協会

8．その他の規定

◎１

◎2,3,5,9,10,11
15,16,18,19,20

◎２

◎４ ， ６

◎11,12,13,14
16,17,19

◎２ ， ５

◎７，１２，１５

◎１

◎3,8,10,11,14
15,19,20

◎４，５ ， ７

◎9,10,12,13
16,17,18

◎６

◎２

◎１

◎２，７～10,
１６～２０

◎２

◎３ ， ４

◎11～1６

◎５ ， ６

◎６

◎１

◎１，２，３，５
１０～1５

◎1８

◎４，６
９，１６ ，

７，
１７

８

◎13,19,20

◎２ ， 1７
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ご第憧冷凍の雛 溌樒。」蕊一口縄蝿■■一睡
三口■■蝿■■■一口》■□■｜辨口一純

》丘
（１）冷凍の原理

冷凍とは，物質を大気の温度以下に冷やすことをいい，古くから使われてい

る方法を原理別にすると次のようになります。これらを自然冷凍法といいます。

①熱の移動によるもの：湧水・泉水・井戸水などの冷たい水に浸す法

②融解熱によるもの：氷・雪などが解けるとき，外部から吸収する熱

を利用して冷やす法

③蒸発熱によるもの：水などが蒸発するとき，外部から吸収する熱を

利用して冷やす法

④昇華熱によるもの：ドライアイスなど固体が気化するとき，外部か

ら吸収する熱を利用して冷やす法

冷凍機械・装置は，これらの原理を利用し，動力により冷凍作用を持続きせ

る機械・装置です。図１－１に蒸発熱を利用した蒸気圧縮式冷凍装置の原理を

示します。

図１－１蒸気圧縮式冷凍装置の原理

２



螺１－１冷凍の原理と温度

この装置では冷媒（冷却のための熱媒体）の液を蒸発器内で蒸発させ，その

蒸発熱で周囲の物を冷却させます。蒸発器で気化した冷媒は，圧縮機で圧縮し

て高温高圧のガスとし，凝縮器内で冷却して再び液化します。

なお，冷媒液は高圧であるため，膨張弁により膨張させて低温低圧の液とし，

蒸発しやすい状態で再度蒸発器に送られます。

この蒸発→圧縮→凝縮→膨張の一連の行程を，冷凍サイクルといいます。

（２）温度

暑さ寒さ，温かさ冷たさの度合いを数量的に表すものが温度です。

温度の単位には，摂氏温度〔℃〕，絶対温度〔Ｋ(ケルビン)〕，華氏温度*〔｡Ｆ〕

があります。

摂氏温度は，図１－２のように0.1〔MPa(メガパスカル)〕(＝ｌ気圧)のもとで

の氷の融点を０〔℃〕とし，水の沸点を100〔℃〕とし，その問を100等分して，そ

の１目盛を１〔℃〕として摂氏の単位としています。

水の沸点

瀞
373Ｋ

323Ｋ

273Ｋ

氷の融点

図１－２ 温度の基準

＊華氏温度：イギリス･アメリカなどで使われている温度単位で,氷と食塩の混合物の温度をＯ〔｡Ｆ〕

とし，人体の血液温度を100〔。F〕に目盛ったもので，０〔℃〕が32〔｡F〕，100〔℃〕が212〔。F〕となり

ます。〔℃〕との換算式は，次のようになります。

Ｔｃ〔℃〕=(乃〔｡F〕-32)×100/(212-32)=(TF〔｡F〕-32)×：

刀〔｡F〕=Tc〔℃〕×÷+3２

３



＝ 第１章冷凍の基礎

絶対温度は，理論的に考えられる最低温度を零度とし，目盛は摂氏温度１曰

盛と同じ大きさにしたものです。絶対零度（０〔Ｋ〕）を℃で表すと，-273.15

〔℃〕で,実用的には-273〔℃〕として使用します。したがって，摂氏温度を絶対

温度で表すには，次式を用います。

絶対温度Ｔ〔Ｋ〕＝273〔℃〕＋摂氏温度t〔℃〕

（３）熱量と比熱

図１－３(a)のように，高温t,〔℃〕の物体Ａと低温t2〔℃〕の物体Ｂを接触さ

せると，（b)のように両方とも温度がt3〔℃〕になります。これは，二つの物体の

間で熱が移動したことを意味しています。この移動した熱の量を熱量といいま

す。

Ａノ,〔｡C〕 '2〔｡C〕 Ａら〔｡C〕 ら〔｡C〕 Ｂ

■＄

(ａ） あくらくA （ｂ）

図１－３熱の移動

熱量の単位はジュール〔Ｊ〕またはカロリー〔cal〕を用います。質量１〔kg〕の水

を0.1〔MPa〕のもとで，ｌ〔℃〕高くするのに必要な熱量は4.186〔kJ〕(＝ｌ〔kcal〕）

となります。この熱量は，物質ごとに異なります。熱交換器などに使われる銅

は，0.394〔kJ〕です｡このように物質ｌ〔kg〕を１〔℃〕変化きせるのに必要な熱量

を比熱といいます。比熱の単位は,〔kJ/(k９．℃)〕となります。

ある物体の質量を”〔kg〕とし，その比熱をｃ〔kJ/(k９．℃)〕とすると，その物

体の温度をto〔℃〕からt,〔℃〕にするために必要な熱量Ｑ〔kJ〕は,次式となります。

Ｑ＝”c(t,－to)〔kJ〕

＝”c△ｔ

（△ノー(た－/o)）

質量腕〔kg〕と比熱c〔kJ/(k9.℃)〕の積沈c〔kJ/℃〕を，熱容量といいます。

４



鱒冷凍の原理と温度１ １

表１ おもな物質の比熱〔kJ/(k９．℃)〕(0.1MPa）１

’
0.877

表１ おもな気体の比熱〔kJ/(k9.℃)〕(0.1MPa）２

気体名

’
気体の比熱は，固体・液体に比べて体膨張が大きいので，定圧比熱と定積比

熱とにわけます。

定圧比熱cpは，圧力を一定にして，体積を変えながら１〔℃〕変化きせるのに

必要な熱量をいい，定積比熱c'は，体積を変えずにｌ〔℃〕変化させるのに必要

な熱量をいいます。この二つの関係はc，＞c,となります。また，ｃ，/c"を比熱

比といいます。

つ゛つ゜゛｡■の｡■ひ○つ○つ田⑫◇○つ｡■ひ…◇｡■Ｃ○つ○つ○つ｡■の｡◇④つ○つ｡■の○つ○つ○つ○つ島①つ゜つ○つ○－○面の＠つ⑥閂●つつ○つ⑥つび゛｡

【例題１】タト部から断熱された100〔kg〕の鉄製容器に満たされた水50〔kg〕

を，２５〔℃〕から５〔℃〕まで冷却するために取り去る熱量を求めなきい゜た

だし，比熱は鉄0.481〔kJ/(k９．℃)〕，水4186〔kJ/(k9.℃)〕とする。

iIH''111鵜蕊ＩｉＩＩ１鉄と水の比熱が違うため，鉄製容器の熱量Ｃｌ・水の熱量Ｑ２とし，

それぞれの熱量を別々に計算し，全熱量Ｑ＝Ｑ,＋Ｑ２を求める。

器

５

物質名 温度〔℃〕 比 執
ＪＵｂ、 物質名 温度〔℃〕 比 軌

JOD、

アルミニウム ０ 0.877 機械油 0～100 2.093

鉄鋼 ０ 0.437 氷 －２６～－１ 2０５２

銅 ０ ０３８０ 水 1５ 4.186

気体名 温度〔℃〕 定圧比熱 定積比熱 気体名 温度〔℃〕 定圧比熱 定積比熱

ヘリウム －１８０ 5２３２ 0.317 窒素 1６ 1.034 1.359

メタン 1５ 2.210 0.593 空気 2０ LOO6 1.395

アンモニア 1４ 2.162 0.621 酸素 1６ 0.922 1.514

水蒸気 100 2.015 0.648 炭酸ガス 1６ 0.837 1.556



第１章冷凍の基礎

Q'＝100〔kg〕×0.481〔kJ/(k９．℃)〕×(２５－５）〔℃〕＝962〔kJ〕

Q2＝50〔kg〕×4.186〔kJ/(k９．℃)〕×(２５－５）〔℃〕＝4186〔kJ〕

Ｑ＝Ｑ１＋Ｑ２＝962＋4186＝5148〔kJ〕

答5148〔kJ〕

浄 【例題２】質量10〔kg〕の物体がある。２０〔℃〕から100〔℃〕まで温めるのに385

〔kJ〕の熱が必要であった。この物質の比熱を求めなさい。

iii!;鑿i11li1i鑿鑿|熱量Ｑ〔kJ〕は,質量腕〔kg〕,比熱c〔kJ/(k9.℃)〕，温度差△t〔℃〕とす

ると，Ｑ＝腕Ｍｔの式になり，これより比熱ｃはｃ＝Ｑ/("Ｍｔ)と求めら

れる。

385〔kJ〕
＝0.4815〔kJ/(k9.℃）〕Ｃ＝

10〔kg〕×(100-20)〔℃〕

答0.482〔kJ/(k９．℃)〕

（４）エンタルピー（比エンタルピー）

熱量計算には，エンタルピーを使う方法もあります。エンタルピーとは，質

量１〔kg〕の物質が現在ある状態での全熱量をいい，単位はｋＪ/kｇです。

エンタルピーの基準は，空気や水は0.1〔MPa〕，Ｏ〔℃〕において０〔kJ/kg〕と

定め,冷媒は零下の温度で多く使われるので,０〔℃〕の飽和液のエンタルピーを

200〔kJ/kg〕と定めています。

質量川〔kg〕の物質のエンタルピーノz,〔kJ/kg〕が，肱〔kJ/kg〕に変化したとき

の熱量Ｑ〔kJ〕は次式で求まります。

Ｑ＝”〔kg〕×(/'２－力,)〔kJ/kg〕＝柳･△"〔kJ〕

（△カーノ02-A,）

エンタルピー差△ﾉﾉ〔kJ/kg〕は，質量ｌ〔kg〕についての状態変化に必要な熱量

〔kJ〕を表すので，比熱や温度差が与えられなくても熱量が求まります。このこ

とは，顕熱・潜熱変化や様態による比熱の違いに関係なく，エンタルピー差で

求まります。

６
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轍
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【例題３】エンタノレピー221〔kJ/kg〕の冷媒液20〔kg〕を，エンタルピー４０９

〔kJ/kg〕の蒸気にすると，周囲から吸収する熱量は何〔kJ〕か。

鍵'''１１鰯求める熱量は，質量〔kg〕とエンタルピー差〔kJ/kg〕の積である。

吸収熱量＝20〔kg〕×(409-221)〔kJ/kg〕＝3760〔kJ〕

答3760〔kJ〕

浄

（５）熱機器の能力

冷凍機械・装置は連続して運転するので，機器の能力は単位時間あたりの熱

量で表し，単位は〔kJ/h〕すなわち〔kＷ(キロワツト)〕となります。

ｌ〔kJ/h〕=論〔kJ/s〕=宝;す〔kW〕
蒸発器の能力は，単位時間あたりの冷却（吸収）熱量〔kJ/h〕で表し，冷媒循

環量川〔kg/h〕，蒸発器流入･流出冷媒のエンタルピー差仙〔kJ/kg〕から求まり

ます。

Ｑ＝腕〔kg/h〕×此〔kJ/kg〕

＝〃Ｍ"〔kJ/h〕＝〃Ｍ/i/3600〔kＷ〕

圧縮機･凝縮器の能力も，同じく単位時間あたりの冷媒循環量〔kg/h〕と，出

入口のエンタルピー差〔kJ/kg〕の積として求まります。ただし，冷媒循環量川

〔kg/h〕が，流量｡〔ｍ３/h〕または〔l/min〕で求められるときは，単位を〔kg/h〕に

するために密度〔kg/ｍ３〕または〔kg/l〕を掛けるか，比体積〃〔ｍ３/kg〕または

〔l/kg〕で割って求めます。

Ｑ＝９〔ｍ３/h〕×(1/､〔ｍ３/kg〕)×△〃〔kJ/kg〕

＝９.△Ｍﾉ〔kJ/h〕＝９.△ﾉﾉ/(3600.D)〔kＷ〕

また，循環する物質が途中で状態変化がないときは，比熱ｃ〔kJ/(k9.℃)〕と

出入口温度差血〔℃〕から求める場合もあります。

Ｑ＝９〔ｍ３/h〕×(1/D〔ｍ３/kg〕)×ｃ〔kJ/(k9.℃)〕×Ⅲ〔℃〕

－９．ｃ・△ノ

〔kJ'h〕－９§猯 〔kＷ〕
、

７
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【仮I題４】冷水循環装置１００〔l/ｍin〕，入口温度５〔℃〕，出口温度１０〔℃〕である

熱交換器の冷却能力は，何〔kJ/h〕か。

.｡、.解J1JJlJ、冷水は比熱が4186〔kJ/(k9.℃)〕，密度ｌ〔kg/l〕であるから，

冷却能力＝100〔l/ｍin〕×60〔ｍin/h〕×１〔kg/l〕×4.186〔kJ/(k9.℃)〕×

（１０－５）〔℃〕＝125580〔kJ/h〕＝34.89〔kＷ〕

答冷却能力349〔kＷ〕

患

（６）冷凍トン

大型の冷凍機械・装置では冷凍トン〔Rt〕を使用します。

ｌ冷凍トンとは，１トンの０〔℃〕の水を24時間で，すべて０〔℃〕の氷にする

能力をいい，ｋＪ/ｈで表すと０〔℃〕の水の凝固熱は333.6〔kJ/kg〕であるから，次

のようになります。

ｌ冷凍トン〔Rt〕＝lOOO〔kg〕×333.6〔kJ/kg〕/24〔h〕＝13900〔kJ/h〕＝3.86〔kＷ〕

となります。

◆niIp･C･U810-つ･GII0-つO110.つ0111.つ0ＩＩＬ●-OUI８．つ･GHO-●･蛾0つ･HIC◆瀞0110．C-GIDO･゛･UMO雷◇･GII0.つ･CII０．つ･UIIp-◆-CII0.つ,UnO◆⑪O篝●･01$0.つ410.つ･Uu0-゛･ＧＩ$nつ･4,0-つ･OIIO-C-0IIいつ･UIIO･C･U110.つＣＩＩ０．つOII0,つ-CII０．つ.0110.つ,011,.つ･8110-つ．[110

語 【例題５】２０冷凍トンの冷凍機の能力は，何〔kＷ〕となるか。

.■解し;■(Ｊ１冷凍トンは3.86〔kＷ〕であるから，

２０冷凍トン＝20×3.86〔kＷ〕＝77.2〔kＷ〕

答77.2〔kＷ〕

（７）状態変化

物体には固体・液体・気体の三つの状態があります。物質により状態が固体

であったり，液体や気体であったりします。この状態は物体を加熱したり，冷

却することにより変えることができ，一般に固体を加熱すると温度が上昇し，

やがて温度上昇が止まり，固体は徐々に溶解して液体となります。固体から液

体に変化する現象を融解といいます。ドライアイス（固形二酸化炭素）などの

８
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ように，固体から直接気体になる現象を昇華といいます。

液体に変化した状態をさらに加熱すると，液体の温度は上昇してある温度で

再び上昇が止まり，液体分子が分離して気体となります。液体から気体への現

象を気化といい，さらに加熱して，すべてが気体になると気体の温度は上昇し

続けます。温度が上昇した蒸気を過熱蒸気といいます。

気体を冷却すると逆の経路をたどります。これを可逆変化といい，気体から

液体へ，液体から固体への変化を，それぞれ凝縮，凝固といいます。気体から

急激に多量の熱を奪うと，雪の結晶のように気体から固体に変化します。図１

－４は，水の状態変化と温度の関係を示したものです。

物体の温度変化をさせるはたらきの熱を顕熱といい，物体の温度を上げるた

めでなく，状態変化に使用きれる熱を潜熱といい，熱計算では区分して行いま

す。なお，潜熱には融解熱，凝固熱，気化熱（蒸発熱)，凝縮熱，昇華熱などが

含まれます。
ｎ
Ｉ
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
－
－
－

[Ⅱ１

ロ

20℃
￣〕

大気圧での水の状態変化と温度変化図１

９
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（８）融解熱・凝固熱

圧カー定のもとで，融解・凝固している間は，温度が一定です。このときの

温度を融点（凝固点）といいます。融解温度での固体１〔kg〕が，液体１〔kg〕に

融解するのに必要な熱量を融解熱といい，単位は，ｋＪ/kｇとなります。この逆

の場合が凝固熱で，同じ値となります。

0.1〔MPa〕での氷の融解温度・凝固温度は０〔℃〕で，融解熱・凝固熱は333.6

〔kJ/kg〕となります。

そこで0.1〔MPa〕’０〔℃〕の氷川〔kg〕が，０〔℃〕の水川〔kg〕になる熱量Ｑ

〔kJ〕は，Ｑ＝333.6〔kJ/kg〕×川〔kg〕＝333.伽〔kJ〕となります。

-410.つ⑩0.つCHO｡◇.GII0.つ4腓゛0119.つ･OII0つ.t110.つ.1110.つ･CII0.つ･側10つ､011小◆･CII0つ.0110.つ410.つ.8110.つ｡10.つ･OII0.つ0ｶﾞﾙ゛,｡１１つ･6,0つ･ＯＩＩ０．つqIIpつ゜UIIO･つ゜⑩0.つ･Gmo・C･U､ﾄ゛･CII0つ･OII0-410つ･0,,つ8110.つU10つ･OIID゛刑､､．

【例題６】0.1〔MPa〕のもとで,10〔kg〕の水を15〔℃〕から０〔℃〕の氷にする|こは，

何〔kJ〕の熱を放出する必要があるか。

蕊１１鱗熱量を顕熱と潜熱にわけます。

顕熱は水10〔kg〕を15〔℃〕から０〔℃〕にする熱で，潜熱は０〔℃〕の水１０

〔kg〕を０〔℃〕の氷にする熱量です。全熱量Ｑは，

Ｑ＝10〔kg〕×15〔℃〕×4.186〔kJ/(k９．℃)〕＋10〔kg〕×3336〔kJ/kg〕

＝628〔kJ〕＋3336〔kJ〕＝3964〔kJ〕

答3964〔kJ〕

患

（９）気化熱・凝縮熱

気化には，液体の表面からのみ行われている蒸発と，液体内部から気泡とな

って行われている沸騰があります。

圧力一定のもとで，沸騰・凝縮している間は温度が一定で，この温度を沸点

(凝縮点）といいます。沸点での液体１〔kg〕が，気体１〔kg〕に気化するのに必

要な熱量を気化熱（蒸発熱）といい，単位はｋＪ/kｇとなります。この逆が凝縮

熱で，同じ値となります。

0.1〔MPa〕のもとでの水の沸点・凝縮点は100〔℃〕で，気化熱・凝縮熱は2257

〔kJ/kg〕となります。

１０



冷凍の原理と温度１ １

４はおもな物質の沸点と気表１－３は，おもな物質の融点と融解熱，表１

化熱を示したものです。

おもな物質の融点と融解熱〔kJ/kg〕(O]MPa）表１－３

２０９１０８５

－２０９．９１１１

－２１８９

おもな物質の沸点と気化熱〔kJ/kg〕(O1MPa）表１ ４

－４０．８

１００

●･0810つ.G研-.8`０．つ.｡､0.つ.0110.つ･4$0-つ.｡'Ⅱ◆･町10,つ.490.つ0810.つ⑩0.つ-G$10.つ-乱10.つ01$0.つ.0810.つ⑪０．つ･妙D･゛･GI80-つ.凶１０今゛.H1』，.●､邸0-つ･旬いつ.0$10.つ.0610-つ･OIIかつ.0189-つ.OIIいつ.0810-つ-0180.つ１t16.つ細O､●､師0.つ可180･●．⑩ルー-鮒JO．

【例題７】0.1〔MPa〕で,100〔℃〕の蒸気２〔kg〕が60〔℃〕の水になるには,ｲ可〔kJ〕

の熱を放熱する必要があるか。

Ｉ.』解JlJI■顕熱と潜熱にわけます。

潜熱は100〔℃〕の蒸気を100〔℃〕の水にする熱量で,顕熱には100〔℃〕の水

を60〔℃〕にする熱量です。全熱量Ｑは，

Ｑ＝２〔kg〕×2257〔kJ/kg〕

＋２〔kg〕×(100-60)〔℃〕×4.186〔kJ/(k9.℃)〕

＝4514〔kJ〕＋334.9〔kJ〕＝48489〔kJ〕

答4849〔kJ〕

蚤

1１

物質 融点〔℃〕 融解 軌
００､、 物質 融点〔℃〕 融解 熱

鉄 1535 272 氷 ０ 333.6

銅 1085 209 (ドライアイス） (-78.5） 352

銀 962 111 窒素 －２０９．９ 25.5

アルミニウム 660 399 酸素 －２１８．９ 13.8

物質 沸点〔℃〕 気化 執
DOC、 物質 沸点〔℃〕 気化 蚕ｊｉ．

βｂ､､

水銀 358 296 プロン２２ －４０．８ 234

水 100 2257 酸素 －１８３ 214

プロン1３ －８１４ 149 窒素 －１９５．８ 204

アンモニア －３３．３ 137 ヘリウム －２６９ 20.9
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摂氏温度t〔℃〕と，絶対温度Ｔ〔Ｋ(ケルビン)〕の換算は次式になる。

Ｔ＝ｔ＋273

熱量の単位は〔Ｊ(ジュール)〕である。0.1〔MPa〕で水１〔kg〕をｌ〔℃〕上昇さ

せる熱量は4.1868〔kJ〕である。

標準の大気圧（ｌ気圧）は０１〔MPa(メガパスカル)〕である。

比熱は，物質１〔kg〕を１〔℃〕変える熱量〔kJ/(k９．℃)〕といえる。

熱容量は，物質を１〔℃〕変える熱量〔kJ/℃〕で，質量と比熱の積である。

熱量は，物質の状態変化の熱量で質量×比熱×温度差であり，また質量×

エンタルピー差である。

エンタルピーは，物質ｌ〔kg〕の全熱量〔kJ/kg〕である。

熱機器の能力は,単位時間あたりの熱量〔kJ/h〕，熱量〔kＷ(キロワッ卜)〕ま

たは冷凍トン〔Rt〕で表す。

１冷凍トンは，3.86〔kＷ〕(13900〔kJ/h〕)である。

物体の温度変化に使用される熱を顕熱，状態変化に使用きれる熱を潜熱と

1２



辮１－２温度と体積

PlI1･lo･3D=ルー゛,可h`1..|･｢窪･呉［･坊■P｣二Ｆ

1,::'１FAl

鰯
iA１

獣:>ｔｌ:｣ず,nri:j:1L5i:;H':,“１.鐘'ﾘｉ

一般に物体は温度が変化すると，長きや体積も変化します。温度変化が大き

いほど長さ・体積の変化も大きくなります。

（１）線膨張

物体の温度上昇による伸びを線膨張といい，伸び率を線膨張率といいます。

/,〔℃〕のときの長さをﾉ,〔ｍ〕，此〔℃〕のときの長さを/2〔ｍ〕とすると，線膨張率

αは次式となり，ノ2を求める式が導かれます。

．-階Ⅲ /2＝/1(ｌ＋α(/２－/1)）〔ｍ〕

線膨張率は物質により異なります。線膨張率が異なった２種の金属板を張り

合わせたものは，温度の上昇によって，線膨張率の小さい金属のほうにわん曲

します。このような金属をバイメタルといい，バイメタルはその性質を利用し

て，温度計や温度スイッチなどに利用されています。

したがって，異種金属の接合部では線膨張率の違いにより，き裂が生じるこ

とがあるので注意する必要があります。

（２）体膨張

物体の温度上昇による体積の増加を体膨張といい，増加率を体膨張率といい

ます。温度t'〔℃〕で体積がｖ１〔ｍ３〕である物体が，ｔ２〔℃〕の温度でｖ２〔ｍ３〕の体積

となったときの体膨張率βは次式となり，Ｖ２〔ｍ３〕を求める式が導かれます。

'一Ｉ豐|川 旧＝Vl(１＋β(t2-t1)）〔ｍ３〕

水銀やアルコール棒状温度計は，体膨張を利用したものです。

気体の膨張は固体・液体に比べて大きく，体積は圧力一定とすると，温度１

〔℃〕上昇ごとに1/273ずつ増加します｡これをシャルルの法則といい，次式とな

ります。
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ご第璋冷凍の雛
昭=i''('+六(た-た)）〔Ⅳ〕

（３）比体積（比容積）

物体は，温度変化により体積が変化します。単位質量あたりの体積をそのと

きの比体積（比容積）といい，単位は液体ではl/k９，固体･気体ではｍ３/kｇが

使われます。

冷凍装置内を循環する冷媒は，液とガスとで，同じ循環量でも状態が異なる

ので，流量の単位が異なります。たとえば，冷媒循環量川〔kg/h〕がt,〔℃〕の液

の場合では比体積がり'〔l/kg〕，ｔ２〔℃〕のガスの場合は比体積がり"〔ｍ３/kg〕とす

ると，液の流量91〔l/h〕，ガスの流量92〔ｍ３/h〕は，次式で求まります。

液９，＝川〔kg/h〕×D'〔l/kg〕＝川･Z/〔l/h〕

ガス９２＝川〔kg/h〕×Zﾉ"〔ｍ３/kg〕＝川･Zﾉ"〔ｍ３/h〕＝、．D"･'０３〔l/h〕

◇｡つくp■の○つ⑥■の○つ○つ島○つ⑥つ○つ堵②‐島①゛○つ｡‐田⑨つ畠⑪つ゜つ⑰◇⑨つ○つ｡‐田｡－゜Ｃ増＠つ島①つ⑥゛○つ閂○つ男｡◇○つ円鈩゛③■Ｃ⑥◎用○つ閂０つ．

浄 【例題８】冷媒循環量が100〔kg/min〕であるとき，温度30〔℃〕，比体積0.852

〔l/kg〕の液流量〔l/ｍin〕と，温度-30〔℃〕，比体積0.136〔ｍ３/kg〕のガス流量

〔l/ｍin〕を求めなさい。

jll蕊擢循環量〔kg/min〕と各比体積〔l/kg〕,〔m3/kg〕の積が各流量となります。

液の流量9,＝１００〔kg/ｍin〕×0.852〔l/kg〕＝85.2〔l/ｍin〕

ガス流量92＝１００〔kg/ｍin〕×0.136〔ｍ３/kg〕＝136〔ｍ３/ｍin〕

＝13.6×103〔l/ｍin〕

答液流量852〔l/ｍin〕，ガス流量136×103〔l/ｍin〕

（４）密度（比重量）

物体は，温度変化によって体積が増加しても質量は変らないので，単位体積

あたりの質量は小さくなります。この値を密度（比重量）といい，単位は液体

ではｋg/１，固体･気体ではｋg/ｍ３が使われます。なお，密度は比体積の逆数に

なるので，比体積があれば求まります。

1４



鶴1－２温度と体積

冷媒ガス流量９〔ｍ３/h〕，比体積""〔ｍ３/kg〕のとき，冷媒循環量Ｑ〔kg/h〕は次

式となります。

Ｑ-,呉鵲]＝ナＭ〕

◇○◇つつ｡◇③◇○－○つ｡－○つ○つ○つ●●田⑰つ島＠つ田の◇⑥つ○つ①÷②゛③つ○つつ◇⑪■●｡◇○つ島＠つ｡－｡－○つ⑥゛○つ③゛○つ⑪つ゜゛゛

器 【例題９】ピストン押しのけ量10〔ｍ３/h〕，吸込み冷媒ガスの比体積が０．０８

〔ｍ３/kg〕である装置の冷媒循環量〔kg/h〕を求めなきい゜

鰯霞''1｜ピストン押しのけ量が冷媒ガス流量にあたるので，密度を掛けるか，

比体積で割ります。ここでは比体積が与えられているので，

冷媒循環量＝10〔ｍ３/h〕/008〔ｍ３/kg〕＝125〔kg/h〕

答冷媒循環量125〔kg/h〕

（５）熱収縮

一般に物体を冷却すると，長きや体積が小きくなります。これを熱収縮とい

い，熱収縮率はそれぞれ線膨張率・体膨張率と同じになる可逆変化です。その

ため，変化を求める式も同様に等しくなります。

熱収縮により体積が小きくなっても，質量は変わらないので密度〔kg/ｍ３〕は

大きくなり，比体積〔l/kg〕,〔ｍ３/kg〕は小きくなります。

LooU
狽一

跨習の塁一理
………罐……傘謬…電…P.……k剣…滝….蝋§扁溌

α(ｔ２－ｔ,)） 鷲
騨

十β(t2-t,)）鷺
必
蕪

l/k9,1,3/kｇとなる。
ｉ

ｋｇ/ｍ３となる。 ＃
…:……傘……….…….,….…..…:ｉｉ：

①温属 ＶｈＨＲ２ｈ便

②温届

③ 壼字諺１㎡つり０

④壇 言'F、７てつＶ）０）'閨
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= 第１章冷凍の基礎

（１）圧力

図１－６(a)のように気体を＿定の大きさの容器に入れ,密封して加熱すると

体積が膨張し，容器内壁に圧力がかかります｡壁面１〔ｍ２〕に１〔Ｎ(ニュートン)〕

の力がはたらいたときを圧力の単位として，，〔Pa(パスカル)〕とします。

容器外壁，すなわち大気の圧力を基準（圧力＝０）として，他の圧力を決定

する方法をゲージ圧力といい，特に表示したいときは，ＰａＧとします。

図１－６(b)のように容器内の気体を冷却すると，体積が収縮して容器内に何

も存在しない部分が生じます。この部分が真空となり，外部の空気が侵入しよ

うと外壁に圧力がかかります。ゲージ圧力は，大気圧を０〔Pa〕としているので

容器内は負圧（ゼロより小さい圧力）となり，マイナスの圧力となります。

容器内の気体をすべて抜き取って完全真空を基準（ゼロ）として表す方法を

絶対圧力といいます。

大気圧０〔Pa〕

内圧Ｐ〔Pa〕
＝↑)》＝
空←

÷気÷
－ つ

（膨張）

[ラム０Ｎ

０〔Pa〕

Ｐ〔Pa〕

大気圧

内庄一
Ⅵ脾Ⅱ〆迫

刮
Ⅲ
判
刮

一
一空気

(収縮）

氷

鷲
(a）熱膨張による内圧 （b）熱収縮による負圧

図１－６ゲージ圧力

＊ニュートンやパスカルなどをＳ|単位といい，国際的にその導入が進められています。ＳI単位

導入については，巻末付録１（p248）に記しています。
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鱸1－３圧力と体積

大気圧（ゲージ圧力０〔Pa〕）を絶対圧力で表すと0.098〔MPa〕＝0.1〔Mpa〕と

なり，ゲージ圧力を絶対圧力に変換するには，次式で行います。

絶対圧力ＰＡ〔MPa〕＝ゲージ圧力ＰＧ〔ＭＰａＧ〕＋0098

＝ＰＧ＋0.1

圧力は水柱，水銀柱の高きでも表示します。水はｌ〔Cm3〕がｌ〔ｇ〕ですか

ら’1〔kgf/cm2〕は10〔ｍ〕の高きに相当し，１０〔mH2O〕，または,0〔ｍＡｑ(メート

ル水柱)〕と表します。水銀は水より重く０〔℃〕で735.52〔ｍｍ〕の高さで，735.52

〔ｍｍＨｇ(ミリメートル水銀柱)〕と表します。

大気は場所により異なるので，標準大気圧を次のように定めます。

標準大気圧＝0.098〔MPa〕＝1.0333〔kgf/cm2〕＝10.333〔ｍＡｑ〕＝760〔ｍｍＨｇ〕

（２）真空

真空とは何も存在しない空間ですが，ここではこれを完全真空といい，大気

圧以下の圧力を真空といいます。真空20〔ｍｍＨｇ〕とは，ゲージ圧力で大気圧か

ら20〔ｍｍＨｇ〕圧力が低いこと，すなわち，-20〔ｍｍＨｇ〕を意味し，真空度２０

〔ｍｍＨｇ〕とは絶対圧力で20〔ｍｍＨｇ〕，すなわち，ゲージ圧力では，－７４０

〔ｍｍＨｇ〕を意味します（図１－７)。
BＵ

Pa）１０２４６

4Ｃ

g）

740

属

2（

） 一二－760

ゲージ圧力

ｍｍＨｇ霊絶対圧力ｹﾞｰｼﾞ圧
柱ｍｍＨｇｍｍＨｇ
図１－７真空と真空度
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ご第璋冷凍の雛
また,次式でゲージ圧力の真空〃〔cmHg〕を絶対圧力のＰ〔MPa〕に換算します。

H1×|]-糸１ 〔MPa〕
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語【例題101真空計の読みが50〔cmHg〕である｡真空度は何〔mmHg〕か｡また。
絶対圧力では何〔MPa〕となるか。

iHiiiji1il愚真空計は大気圧を０〔mmHg〕とし，負圧のほうへ50〔cmHg〕であるか

ら，

真空度Ｐ,〔ｍｍＨｇ〕＝760〔ｍｍＨｇ〕-500〔ｍｍＨｇ〕＝260〔ｍｍＨｇ〕

絶対圧力Ｐ２〔ｍｍＨｇ〕＝０１×（１－５０/76)＝0.034〔MPa〕

答真空度260〔ｍｍＨｇ〕，絶対圧力0.034〔MPa〕

（３）圧縮

気体を圧縮すると温度が上昇します。気体を冷却して温度を一定に保つ圧縮，

すなわち等温圧縮（図１－８(a)参照）すると，気体の体積Ｖは，絶対圧力Ｐ

に反比例します。この関係をボイルの法則といい，次式で表されます。

温度一定でｖ〔m3〕=P〔蓋Pa〕入〃=ル（偽:気体の常数）
図１－８(b)のように，気体を冷却せずに外部との熱の移動を断って行う圧縮

を断熱圧縮といいます。

圧縮による発熱を

完全に遮断する
圧縮による発熱を

完全に冷却する
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(ａ）等温圧縮 （ｂ）断熱圧縮

図１－８気体の圧縮
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鶏1－３圧力と体積

断熱圧縮では，温度変化があるため，シャルルの法則により体積の変化が生

じ,ボイルの法則と合わせると次式の関係が成り立ちます。これをボイルーシャ

ルルの法則といいます。

Ｐ１Ｖ１－Ｅ２Ｚ２＝ｈ
Ｔ１ Ｔ２

Ｐ：絶対圧力〔MPa〕Ｖ：気体の体積〔ｍ３〕

Ｔ：絶対温度〔K〕A：気体の定数

実際に気体が圧縮されるときは，等温圧縮や断熱圧縮ではなく，その中間く

らいで圧縮きれ，このような圧縮をポリトロープ圧縮といいます。

気体を圧縮すると，体積が著しく小さくなって高温高圧の気体となりますが，

固体や液体は圧縮率が小さく，ほとんど圧縮できません。

（４）圧縮と状態変化

蒸気を圧縮すると，蒸気は高温高圧の過熱蒸気となりますが，放熱をするの

で，蒸気の密度が増して飽和蒸気となり，液化が始まります。

液化中は圧力も温度も上昇せずに一定となり，この圧力をそのときの温度の

飽和蒸気圧といい，温度をその圧力の飽和温度といいます（図１－９参照)。液

と蒸気が混在しているときの蒸気の割合を乾き度といい，３０％が液で70％が蒸

気のときは，乾き度0.7となります。
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図１－９圧縮と状態変化
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己 第１章冷凍の基礎

すべて液化した時点の状態を飽和液といい，乾き度０となります。飽和温度

より低温の液を過冷却液といいます。

飽和液をさらに圧縮すると，体積・温度はほとんど変化せず，圧力が急激に

上昇し，圧縮機が破壊されます。

飽和液が逆に膨張すると，飽和蒸気圧（蒸気圧力）・蒸発温度を保ちながら，

気化を始めます。

（５）絞り作用

流体の一定の流れの中に，図１－１０のような急に狭くなった部分があると，

流れの抵抗となり圧力が高くなりますが，狭い部分を通過すると急に流れる範

囲が広くなるので，急激に膨張して圧力が低下するとともに，温度も低下しま

す。

この状態変化は外部との熱の移動がなく，流体の流れによる現象で，絞り作

用といいます。絞り作用を利用して，高温高圧の冷媒液を蒸発しやすい低温低

圧の冷媒液に変化させます。
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図１－１O絞り作用
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