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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高圧ドーム型圧縮機構（１０）と熱源側熱交換器（１４）と膨張機構（１９）と利用側熱
交換器（２０）とが順に冷媒配管（４）によって接続されて成る冷媒回路（２１）を備え
た冷凍装置において、
　　上記冷媒回路（２１）の液側冷媒配管（４）より高圧冷媒の一部を分流する分岐通路
（４４）と、
　　該分岐通路（４４）に設けられた流量調整自在な減圧機構（２６）と、
　　上記液側冷媒配管（４）を流れる高圧冷媒と分岐通路（４４）の減圧された分流冷媒
とを熱交換させる降圧熱交換器（４７）と、
　　該降圧熱交換器（４７）で高圧冷媒と熱交換した分流冷媒を高圧ドーム型圧縮機構（
１０）の吸込側に導くインジェクション通路（４５）と、
　　上記液側冷媒配管（４）を流れる高圧冷媒を高圧ドーム型圧縮機構（１０）に吸入さ
れる前の低圧冷媒によって過冷却する過冷却熱交換器（１７）と、
　　上記液側冷媒配管（４）における過冷却熱交換器（１７）と降圧熱交換器（４７）と
の間に設けられる受液器（１６）と
を備えている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
請求項１において、
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　　高圧ドーム型圧縮機構（１０）の吐出側の冷媒温度が所定温度以上になると、分流冷
媒の量を増大させる制御手段（６１）が設けられている
ことを特徴とする冷凍装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、冷凍装置に関し、特に、圧縮機の吐出温度の制御対策に係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、空気調和装置には、特開平９－７２６２５号公報に開示されているように、
圧縮機と室外熱交換器と室外膨張弁とレシーバと室内膨張弁と室内熱交換器とが順に冷媒
配管によって接続されて成る冷媒回路を備えているものがある。そして、上記冷媒回路は
、冷媒が可逆に循環して冷暖房運転を行うようにしている。
【０００３】
　上記冷媒回路の液側冷媒配管には、電磁弁を有するリキッドインジェクション通路が接
続され、圧縮機の吐出側の冷媒温度が過上昇すると、液冷媒を圧縮機の吸込側にインジェ
クションして吸入ガスの過熱度を調整するようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上述したように、従来の空気調和装置のリキッドインジェクション通路は、冷房運転時
において、室内熱交換器に流れる液冷媒の一部を分流し、室内熱交換器に流すことなく分
流冷媒を圧縮機の吸込側に供給するため、室内熱交換器に供給される液冷媒量が少なくな
る。
【０００５】
　ここで、上記冷房運転時における冷凍サイクルのモリエル線図を図７に示す。
【０００６】
　図中のｈＡ１は、圧縮機の吐出側の冷媒温度が過上昇した場合の圧縮機の吸込側の冷媒
エンタルピを表し、図中のｈＡ２は、液冷媒を圧縮機の吸込側にインジェクションした場
合の圧縮機の吸込側の冷媒エンタルピを表す。図中のｈＦ１は、室内熱交換器に流れ込む
冷媒のエンタルピを表す。
【０００７】
　圧縮機の吐出側の冷媒温度が過上昇すると、液冷媒が圧縮機の吸込側にインジェクショ
ンされるので、冷媒エンタルピがｈＡ１からｈＡ２となって吐出側の冷媒温度が低下する
。
【０００８】
　しかしながら、液冷媒を単に直接に圧縮機に供給しているので、室内熱交換器に流れる
冷媒量が減少し、そのまま冷房能力が低下することになり、ＣＯＰ（成績係数）が低下す
るという問題があった。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、空調能力の低減を改善し、圧縮機の
吐出側の冷媒温度の過上昇を防止することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、高圧液冷媒の一部を分流して減圧した分流冷媒により高圧液冷媒を過冷却し
た後、圧縮機の吸込側にインジェクションするようにしたものである。
【００１１】
　具体的に、第１の解決手段は、高圧ドーム型圧縮機構（１０）と熱源側熱交換器（１４
）と膨張機構（１９）と利用側熱交換器（２０）とが順に冷媒配管（４）によって接続さ
れて成る冷媒回路（２１）を備えた冷凍装置を前提としている。上記冷媒回路（２１）の
液側冷媒配管（４）より高圧液冷媒の一部を分流する分岐通路（４４）と、該分岐通路（
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４４）に設けられた流量調整自在な減圧機構（２６）と、上記液側冷媒配管（４）を流れ
る高圧液冷媒と分岐通路（４４）の減圧された分流冷媒とを熱交換させる降圧熱交換器（
４７）と、該降圧熱交換器（４７）で高圧冷媒と熱交換した分流冷媒を高圧ドーム型圧縮
機構（１０）の吸込側に導くインジェクション通路（４５）と、上記液側冷媒配管（４）
を流れる高圧冷媒を高圧ドーム型圧縮機構（１０）に吸入される前の低圧冷媒によって過
冷却する過冷却熱交換器（１７）と、上記液側冷媒配管（４）における過冷却熱交換器（
１７）と降圧熱交換器（４７）との間に設けられる受液器（１６）とを備えている。
【００１２】
　また、第２の解決手段は、上記第１の解決手段において、高圧ドーム型圧縮機構（１０
）の吐出側の冷媒温度が所定温度以上になると、分流冷媒の量を増大させる制御手段（６
１）が設けられている。
【００１３】
　すなわち、上記第１の解決手段では、熱源側熱交換器（１４）から流出する高圧冷媒を
降圧熱交換器（２８）で凝縮させる。つまり、冷媒回路（２１）の液側冷媒配管（４）を
流れる高圧冷媒の一部が分流して、減圧機構（２６）により減圧される。降圧熱交換器（
４７）において、上記減圧された分流冷媒は、液側冷媒配管（４）を流れる高圧冷媒と熱
交換して、該高圧冷媒が凝縮する。そして、凝縮した高圧液冷媒は、過冷却熱交換器（１
７）において高圧ドーム型圧縮機構（１０）に吸入される冷媒と熱交換して過冷却される
。一方、高圧冷媒と熱交換した分流冷媒がインジェクション通路（４５）を流れ、高圧ド
ーム型圧縮機構（１０）の吸込側にインジェクションされ、高圧ドーム型圧縮機構（１０
）の吐出冷媒の温度を低下させる。
【００１４】
　また、上記第２の解決手段では、高圧ドーム型圧縮機構（１０）の吐出側の冷媒温度が
所定以上になると、減圧機構（２６）の開度を大きくして、分流冷媒の流量を増大させる
。そして、高圧ドーム型圧縮機構（１０）の圧縮部に流入する冷媒量が増大し、冷却度を
増大させる。
【００１５】
【発明の効果】
　従って、本発明によれば、熱源側熱交換器（１４）から流出する高圧冷媒を熱源側熱交
換器（１４）において飽和液の状態にする必要がなくなる。つまり、熱源側熱交換器（１
４）では、全冷媒を液化する必要がないため、熱源側熱交換器（１４）に入る冷媒温度と
、例えば、室外空気との温度差を小さくしても必要な凝縮熱量を確保することができる。
従って、高圧圧力を低下させることができるので、高圧ドーム型圧縮機構（１０）の負荷
を低減することができる。
【００１６】
　また、上記第２の解決手段によれば、冷媒温度に対応してインジェクション量を調整す
ることができるので、より正確に吐出温度を下げることができ、冷却能力の低下を抑制す
ることができる。この結果、熱回収を十分に行うことができるので、ＣＯＰの低下をより
抑制することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。そこで、先ず、本発明の前
提技術について説明した後、本発明の実施形態を説明する。
【００１８】
　　＜発明の前提技術＞
　前提技術の冷凍装置は、図１に示すように、１台の室外ユニット（２）と、互いに並列
に接続された複数台（本前提技術では３台）の室内ニット（３）とを備えた、いわゆるマ
ルチ型の空気調和装置（１）に構成されている。そして、上記室外ユニット（２）と室内
ユニット（３）は、液側及びガス側の冷媒配管（４）により接続されている。
【００１９】
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　上記室外ユニット（２）は、高圧ドーム型圧縮機構である圧縮機構（１０）と、四路切
換弁（１３）と、熱源側熱交換器である室外熱交換器（１４）と、室外膨張弁（１５）と
、受液器（１６）と、過冷却熱交換器（１７）と、アキュムレータ（１８）とを備えてい
る。
【００２０】
　上記室内ユニット（３）は、膨張機構である室内膨張弁（１９）と、利用側熱交換器で
ある室内熱交換器（２０）とを備えている。
【００２１】
　上記圧縮機構（１０）、四路切換弁（１３）、室外熱交換器（１４）、室外膨張弁（１
５）、受液器（１６）、過冷却熱交換器（１７）、室内膨張弁（１９）、室内熱交換器（
２０）及びアキュムレータ（１８）は順に冷媒配管（４）により接続され、冷媒回路（２
１）が形成されている。
【００２２】
　上記液側の冷媒配管（４）は、室外熱交換器（１４）から延びる１本の室外液管（３１
）と、液側ヘッダ（３２）と、複数の分岐液管（３３）とにより構成されている。一方、
上記ガス側の冷媒配管（４）は、ガス側ヘッダ（３４）と、該ガス側ヘッダ（３４）と室
外熱交換器（１４）とを連通させる室外ガス管（３５）と、上記ガス側ヘッダ（３４）と
各室内熱交換器（２０）とを接続する複数の分岐ガス管（３６）とにより構成されている
。
【００２３】
　上記分岐液管（３３）の一端が液側ヘッダ（３２）に、他端が室内熱交換器（２０）に
接続される一方、上記分岐ガス管（３６）の一端がガス側ヘッダ（３４）に、他端が室内
熱交換器（２０）に接続されている。
【００２４】
　上記圧縮機構（１０）は、互いに並列に接続された第１圧縮機（１１）と第２圧縮機（
１２）とにより構成される。両圧縮機（１１，１２）は、いわゆるスクロールタイプの高
圧ドーム型圧縮機に構成されている。
【００２５】
　上記第１圧縮機（１１）は容量不変であり、第２圧縮機（１２）はインバータにより容
量可変に調節される。両圧縮機（１１，１２）は、スクロールタイプの圧縮機であり、運
転中は圧縮室を構成するスクロール部が、摩擦や吐出ガス等により最も高温になる。
【００２６】
　上記室外ガス管（３５）は主ガス管（３７）と、２本の分岐吐出ガス管（３８）と、２
本の分岐吸込ガス管（３９）とにより構成される。
【００２７】
　上記各分岐吐出ガス管（３８）の一端は、上記第１圧縮機（１１）の吐出側又は第２圧
縮機（１２）の吐出側にそれぞれ接続され、他端が合流して、主ガス管（３７）を介して
四路切換弁（１３）に接続されている。
【００２８】
　上記各分岐吸込ガス管（３９）の一端は、上記第１圧縮機（１１）の吸込側又は第２圧
縮機（１２）の吸込側にそれぞれ接続され、他端が合流して、主ガス管（３７）を介して
アキュムレータ（１８）に接続されている。
【００２９】
　第１圧縮機（１１）に接続する分岐吐出ガス管（３８）には、第１圧縮機（１１）から
主ガス管（３７）への冷媒の流れのみを許容する逆止弁（２３）が設置されている。つま
り、第２圧縮機（１２）の容量変更に伴う冷媒の第１圧縮機（１１）への逆流を防止して
いる。
【００３０】
　第１圧縮機（１１）と第２圧縮機（１２）とは潤滑油が流れる油配管（４０）により接
続されている。該油配管（４０）には、第１圧縮機（１１）から第２圧縮機（１２）への



(5) JP 4407012 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

潤滑油の流れのみを許容する逆止弁（２４）が設置されている。
【００３１】
　上記第２圧縮機（１２）に接続する分岐吐出ガス管（３８）には、油分離器（２２）が
設置されている。
【００３２】
　上記第２圧縮機（１２）には、第１油抜き管（４１）が接続されている。該第１油抜き
管（４１）は、第２圧縮機（１２）の潤滑油を第１圧縮機（１１）の吸入側に戻すための
配管である。第１油抜き管（４１）の一端は、第２圧縮機に接続し、他端が分岐吸込ガス
管（３９）に接続している。
【００３３】
　上記油分離器（２２）には、第２油抜き管（４２）が接続されている。該第２油抜き管
（４２）は、油分離器（２２）により分離された潤滑油をアキュムレータ（１８）に戻す
ための配管である。第２油抜き管（４２）の一端は、油分離器（２２）に接続し、他端が
アキュムレータ（１８）に接続する主ガス管（３７）に接続されている。
【００３４】
　両油抜き管（４１，４２）にはキャピラリチューブ（ＣＶ１，ＣＶ２）が設置されてい
る。該各キャピラリチューブ（ＣＶ１，ＣＶ２）は、冷媒の流通を抑制し、潤滑油のみを
流す役目を果たす。
【００３５】
　上記四路切換弁（１３）は、切り換えによって冷媒回路（２１）の冷媒の循環方向を反
転させ、冷凍サイクル動作とヒートポンプサイクル動作とを切り換える。
【００３６】
　上記室外熱交換器（１４）は、いわゆるクロスフィン型の熱交換器に構成され、室外空
気と冷媒回路（２１）を流れる冷媒とを熱交換させる。
【００３７】
　上記受液器（１６）は、冷媒回路（２１）を流れる凝縮した高圧液冷媒を一旦貯溜する
。受液器（１６）の上部には、ガス戻し管（４３）が接続され、該ガス戻し管（４３）の
他端が四路切換弁（１３）とアキュムレータ（１８）の間の主ガス管（３７）に接続され
ている。上記ガス戻し管（４３）には電磁弁（２５）が設置されている。該電磁弁（２５
）は、通常閉められているが、例えば、運転停止時等においてガス冷媒をアキュムレータ
（１８）に戻す必要があるときに開放される。
【００３８】
　上記過冷却熱交換器（１７）は、いわゆるプレート式熱交換器に構成され、１次側通路
（１７ａ）と２次側通路（１７ｂ）とが形成されている。上記過冷却熱交換器（１７）は
、１次側通路（１７ａ）を流れる高圧液冷媒と２次側通路（１７ｂ）を流れる冷媒とを熱
交換させ、高圧液冷媒を過冷却する。上記１次側通路（１７ａ）の一端は、室外液管（３
１）を介して受液器（１６）に接続され、他端が室外液管（３１）を介して液側ヘッダ（
３２）に接続されている。
【００３９】
　上記室外液管（３１）には、分岐通路（４４）が接続されている。該分岐通路（４４）
は、室外液管（３１）を流れる高圧液冷媒の一部を分流し、減圧するための通路である。
上記分岐通路（４４）には、流量調整自在な減圧機構である減圧弁（２６）が設置されて
いる。上記分岐通路（４４）の一端は、受液器（１６）と過冷却熱交換器（１７）との間
の室外液管（３１）に接続され、他端が過冷却熱交換器（１７）の２次側通路（１７ｂ）
に接続されている。
【００４０】
　上記過冷却熱交換器（１７）の２次側通路（１７ｂ）には、インジェクション通路（４
５）が接続されている。該インジェクション通路（４５）は、高圧液冷媒と熱交換した減
圧分流冷媒を両圧縮機（１１，１２）の吸入側に導くための通路である。上記インジェク
ション通路（４５）の一端は、過冷却熱交換器（１７）の２次側通路（１７ｂ）に接続さ
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れ、他端がアキュームレータ（１８）と分岐吸込ガス管（３９）とを接続する主ガス管（
３７）に接続されている。
【００４１】
　上記室内熱交換器（２０）は、いわゆるクロスフィン型の熱交換器に構成されており、
冷媒と室内空気とを熱交換する。
【００４２】
　上記アキュームレータ（１８）は、両圧縮機（１１，１２）に戻る冷媒の液粒を分離す
る。
【００４３】
　上記各分岐吐出ガス管（３８）には、各圧縮機（１１，１２）の吐出側の冷媒圧力が所
定圧力になるとオンとなって高圧保護信号を出力する高圧保護圧力スイッチ（ＨＰＳ１，
ＨＰＳ２）と、各圧縮機（１１，１２）の吐出側の冷媒温度である吐出管温度を検出して
、吐出温度の制御信号を出力する吐出温度センサ（ＴＤ１，ＴＤ２）とが設置されている
。
【００４４】
　上記分岐吐出ガス管（３８）に接続する主ガス管（３７）には、冷媒の吐出圧力を検出
して高圧制御信号を出力する高圧制御圧力センサ（ＨＰ）が、アキュムレータ（１８）に
接続する主ガス管（３７）には、冷媒の吸込圧力を検出して、低圧制御信号を出力する低
圧制御圧力センサ（ＬＰ）が設置されている。
【００４５】
　上記室外熱交換器（１４）付近の室外液管（３１）には、冷媒温度を検出する室外温度
センサ（ＴＣ）が、室内熱交換器（２０）付近の分岐液管（３３）には冷媒温度を検出す
る室内温度センサ（ＴＥ）がそれぞれ設置されている。
【００４６】
　上記各センサ（ＴＤ１，ＴＤ２，ＨＰ，ＬＰ，ＴＣ，ＴＥ）や各スイッチ（ＨＰＳ１，
ＨＰＳ２）の検出信号はコントローラ（６０）に送られる。該コントローラ（６０）は、
各センサ（ＴＤ１，…）や各スイッチ（ＨＰＳ１，ＨＰＳ２）からの検出信号を受けて室
内膨張弁（１９）や室外膨張弁（１５）の開度を調節する一方、第２圧縮機（１２）の容
量、第１圧縮機（１１）のオンオフ制御及び減圧弁（２６）の開度を調整する。
【００４７】
　上記コントローラ（６０）は、吐出冷媒温度が所定温度以上になると、分流冷媒の量を
増大させる制御手段（６１）を備えている。つまり、該制御手段（６１）は、各圧縮機（
１１，１２）の吐出側に設置される吐出温度センサ（ＴＤ１，ＴＤ２）が検出する吐出管
温度が所定温度以上になると、減圧弁（２６）の開度を上げ、インジェクション通路（４
５）を流れる分流冷媒の量を増大させるように調節する。
【００４８】
　　　－運転動作－
　上記空気調和装置（１）の運転動作について図１及び図２を参照しながら説明する。図
２に示す線図は、本前提技術にかかる空気調和装置（１）の冷房運転時における冷凍サイ
クルをモリエル線図（圧力－エンタルピ線図）上に表したものである。尚、図中の一点鎖
線は、減圧弁（２６）の開度を増大させたときの冷媒状態を示したものである。図２に付
した符号は、図１にもそれぞれ示している。
【００４９】
　冷房運転時には、四路切換弁（１３）が図１中の実線側に切り換わる。そして、冷媒が
以下の通り、冷媒回路（２１）を循環する。
【００５０】
　まず、点Ａの状態の冷媒が両圧縮機（１１，１２）に吸入され、点Ｂまで圧縮されて吐
出される。点Ｂの冷媒は、室外熱交換器（１４）に流れ、室外空気と熱交換して放熱し、
凝縮して点Ｃの状態となる。点Ｃの冷媒は、受液器（１６）に貯溜されて飽和液の状態で
ある点Ｄの状態となる。受液器（１６）を流出した点Ｄの高圧液冷媒の一部は分岐通路（
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４４）に分流して、減圧弁（２６）により減圧されて、点Ｈの状態の低圧冷媒となる。一
方、一部が分岐通路（４４）に分流した後の点Ｄの高圧液冷媒は過冷却熱交換器（１７）
の１次側通路（１７ａ）に流入し、上記減圧された低圧冷媒と熱交換して過冷却され、点
Ｅの状態となる。つまり、高圧液冷媒は、室内熱交換器に流れる前に、低圧冷媒から冷熱
を受け取り、該冷熱を蓄える。
【００５１】
　点Ｅの過冷却冷媒は、液側ヘッダ（３２）を通過して各分岐液管（３３）に分かれ、室
内膨張弁（１９）により減圧されて点Ｆの状態となる。点Ｆの冷媒は室内熱交換器（２０
）において、室内空気を冷却すると共に蒸発して点Ａの状態となって、両圧縮機（１１，
１２）に戻り、この循環が繰り返される。
【００５２】
　一方、点Ｈの冷媒は、過冷却熱交換器（１７）において、１次側通路（１７ａ）を流れ
る高圧液冷媒と熱交換して、インジェクション通路（４５）を流れ、室内熱交換器（２０
）を流出した冷媒と合流して、両圧縮機（１１，１２）に吸入される。
【００５３】
　暖房運転時には、四路切換弁（１３）が図１中の破線側に切り換わる。両圧縮機（１１
，１２）から吐出された冷媒は、四路切換弁（１３）を通過した後、室内熱交換器（２０
）において、室内空気を暖房すると共に凝縮する。そして、室内熱交換器（２０）を流出
した冷媒は、室外液管（３１）に合流し、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ
）に流入し、高圧液冷媒の一部が分流して減圧された低圧冷媒により過冷却される。
【００５４】
　過冷却熱交換器（１７）を流出した冷媒の一部が分流して、分岐通路（４４）を流れ、
減圧弁（２６）により減圧されて、低圧冷媒となる。そして、この低圧冷媒は、過冷却熱
交換器（１７）の１次側通路（１７ａ）を流れる高圧液冷媒と熱交換し、インジェクショ
ン通路（４５）を流れる。
【００５５】
　一方、過冷却熱交換器（１７）を流出し、一部が分流した後の過冷却冷媒は、室外膨張
弁（１５）によって減圧され、室外熱交換器（１４）において、室外空気と熱交換して蒸
発する。そして、室外熱交換器（１４）を流出した冷媒は、インジェクション通路（４５
）を流れてきた冷媒と合流し、両圧縮機（１１，１２）に戻り、この循環が繰り返される
。
【００５６】
　上記運転時において、各センサ（ＴＤ、…）及び各スイッチ（ＨＰＳ１，ＨＰＳ２）か
らの出力信号がコントローラ（６０）に送られ、コントローラ（６０）において減圧弁（
２６）の開度等の制御を行っている。そして、各吐出温度センサ（ＴＤ１，ＴＤ２）が検
出する吐出側の冷媒温度が過上昇し、所定温度以上になったときは、減圧弁（２６）が更
に開けられ、吐出側の冷媒温度が効率的に下げられる。
【００５７】
　つまり、減圧弁（２６）が更に開けられることにより、湿り状態である分流冷媒の冷媒
量が増加し、両圧縮機（１１，１２）に吸い込まれる冷媒の冷媒エンタルピがｈＡ１から
ｈＡ２に下がる。そして、両圧縮機（１１，１２）に吸い込まれた冷媒は、図に示さない
圧縮室に直接入り、蒸発すると共に圧縮室を構成するスクロール部の過熱状態を解消する
。圧縮室が効率的に冷却されることにより、圧縮機（１０）の吐出側の冷媒温度も低下す
る。
【００５８】
　尚、低圧ドーム型では、潤滑油の油上がりの問題があり、湿り状態の冷媒を一定以上に
吸入することができないため、吐出温度の温度コントロールに制約が課せられるが、両圧
縮機（１１，１２）を高圧ドーム型にすることにより、このような問題も生じない。
【００５９】
　一方、分流冷媒の冷媒量が増加することにより過冷却熱交換器（１７）の２次側通路（
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１７ｂ）を流れる冷媒量が増加する一方、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ
）を流れる高圧液冷媒の冷媒量が減少する。このため、図２中の一点鎖線に示すように、
室内熱交換器（２０）に流入する液冷媒のエンタルピがｈＦ２からｈＦ３に下がる。つま
り、減圧弁（２６）の開度を増大させることにより、室内熱交換器（２０）に流れる冷媒
量が減少するが、分流冷媒から過冷却熱交換器（１７）を流れる冷媒に供給される冷熱量
が増加して、室内熱交換器（２０）に流入するエンタルピが小さくなる。このため、冷房
運転時の冷却量が確保される。
【００６０】
　　　－前提技術の効果－
　本前提技術によれば、以下のような効果が発揮される。
【００６１】
　分流冷媒が圧縮機構（１０）の吸込側にインジェクションされるため、圧縮機構（１０
）の吐出冷媒の温度を低下させることができ、吐出温度の過上昇を防止することができる
。一方、冷房運転時には、室内熱交換器（２０）に流れる冷媒量が減少するが、分流冷媒
が高圧液冷媒と熱交換して該高圧液冷媒を冷却するため、室内熱交換器（２０）に流入す
る冷媒のエンタルピが小さくなる。この結果、室内熱交換器（２０）における冷却熱量の
低下が抑制されるため、ＣＯＰの低下を抑えることができる。
【００６２】
　また、分岐通路（４４）の減圧機構（２６）により、分流冷媒の流量を調整するため、
従来のインジェクション通路（４５）に設置されていた電磁弁を省略することができる。
【００６３】
　一方、低圧ドーム型の圧縮機では、モータが配置されている密閉室に冷媒が吸入される
ため、液冷媒が吸入されても、液冷媒がモータの発熱により蒸発してしまう。従って、液
冷媒の潜熱がモータの冷却に利用されるのみで、吐出冷媒温度の低下に有効に利用するこ
とができない。しかし、高圧ドーム型圧縮機構（１０）を使用することで、インジェクシ
ョン冷媒が圧縮部を効率的に冷却し、吐出冷媒の温度上昇を防止することができる。
【００６４】
　つまり、高圧ドーム型圧縮機構（１０）では、冷媒が最も昇温している圧縮室に直接吸
い込まれるため、インジェクション冷媒を過熱部の冷却に効率的に利用することができる
と共に、吐出側の冷媒温度を容易にコントロールすることができる。
【００６５】
　更に、冷媒温度に対応してインジェクション量を調整することができるので、より正確
に吐出温度を下げることができ、冷却能力の低下を抑制することができる。この結果、熱
回収を十分に行うことができるので、ＣＯＰの低下をより抑制することができる。
【００６６】
　また、圧縮機構（１０）の吐出側の冷媒温度の上昇に伴って、減圧弁（２６）の開度を
増大させるので、圧縮機構（１０）の冷媒インジェクション量が調節され、冷媒温度の過
上昇を確実に抑制することができる。
【００６７】
　　＜発明の実施の形態＞
　本発明の実施形態は、図３に示すように、冷媒回路（２１）に降圧手段（４６）を設け
ると共に、高圧ドーム型圧縮機構である圧縮機（１０）の吸込冷媒と高圧液冷媒とを熱交
換するようにしたものである。
【００６８】
　冷媒回路（２１）のガス側冷媒配管（４）は、室外ガス管（３５）と、ガス側ヘッダ（
３４）と、該ガス側ヘッダ（３４）と各室内熱交換器（２０）とを接続する複数の分岐ガ
ス管（３６）とにより構成されている。上記室外ガス管（３５）は、室外熱交換器（１４
）、圧縮機（１０）、四路切換弁（１３）、アキュームレータ（１８）、過冷却熱交換器
（１７）及びガス側ヘッダ（３４）とを接続している。
【００６９】
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　上記圧縮機（１０）は、スクロールタイプの高圧ドーム型圧縮機に構成されている。
【００７０】
　上記室外液管（３１）に設置される過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ）の
一端は、室外液管（３１）を介して受液器（１６）に接続され、他端が室外液管（３１）
を介して液側ヘッダ（３２）に接続されている。上記過冷却熱交換器（１７）の２次側通
路（１７ｂ）の一端は、主ガス管（３５）を介してアキュムレータ（１８）に接続され、
他端が主ガス管（３５）を介して四路切換弁（１３）に接続されている。そして、上記過
冷却熱交換器（１７）は、１次側通路（１７ａ）を流れる高圧冷媒と２次側通路（１７ｂ
）を流れる低圧冷媒とが対向して流れるように構成されている。
【００７１】
　上記降圧手段（４６）は、降圧熱交換器（４７）と分岐通路（４４）とインジェクショ
ン通路（４５）により構成されている。
【００７２】
　上記降圧熱交換器（４７）は、室外膨張弁（１５）と受液器（１６）との間の室外液管
（３１）に設けられている。そして、上記降圧熱交換器（４７）は、いわゆるプレート式
熱交換器により構成され、１次側通路（４７ａ）と２次側通路（４７ｂ）とが形成されて
いる。
【００７３】
　上記降圧熱交換器（４７）の１次側通路（４７ａ）の一端が室外液管（３１）を介して
室外膨張弁（１５）に接続され、他端が室外液管（３１）を介して受液器（１６）に接続
されている。
【００７４】
　上記降圧熱交換器（４７）は、１次側通路（４７ａ）を流れる高圧冷媒と２次側通路（
４７ｂ）を流れる低圧冷媒とが対向して流れるように構成されている。
【００７５】
　上記分岐通路（４４）は、高圧冷媒の一部を分流して減圧し、この減圧した低圧冷媒と
高圧冷媒とを降圧熱交換器（４７）に導くための通路である。上記分岐通路（４４）は、
流量調整自在な減圧機構である減圧弁（２６）が設けられ、一端が室外膨張弁（１５）と
降圧熱交換器（４７）の間の室外液管（３１）に、他端が降圧熱交換器（４７）の２次側
通路（４７ｂ）に接続されている。
【００７６】
　上記インジェクション通路（４５）は、高圧冷媒と熱交換した低圧冷媒を圧縮機（１０
）の吸入側に導くための通路である。上記インジェクション通路（４５）の一端は、降圧
熱交換器（４７）の２次側通路（４７ｂ）に接続され、他端は、過冷却熱交換器（１７）
とアキュームレータ（１８）との間の室外ガス管（３５）に接続されている。
【００７７】
　上記過冷却熱交換器（１７）は、冷房運転時には、室内熱交換器（２０）から圧縮機（
１０）に流れる冷媒と、受液器（１６）から室内膨張弁（１９）に流れる高圧冷媒とを熱
交換して、該高圧冷媒を過冷却する。また、暖房運転時には、室外熱交換器（１４）から
圧縮機（１０）に流れる冷媒と、室内膨張弁（１９）から受液器（１６）に流れる冷媒と
を熱交換させる。
【００７８】
　上記圧縮機（１０）の吐出側には、冷媒圧力が所定圧力になるとオンとなって高圧保護
信号を出力する高圧保護圧力スイッチ（ＨＰＳ）と、冷媒の吐出圧力を検出して、高圧制
御信号を出力する高圧制御圧力センサ（ＨＰ）と、圧縮機（１０）の吐出側の冷媒温度で
ある吐出管温度を検出して、吐出温度の制御信号を出力する吐出温度センサ（ＴＤ）とが
設置されている。圧縮機（１０）の吸込側には、冷媒の吸込圧力を検出して、低圧制御信
号を出力する低圧制御圧力センサ（ＬＰ）が設置されている。
【００７９】
　　　－運転動作－
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　上記空気調和装置（１）の運転動作について図３及び図４を参照しながら説明する。図
４に示す線図は、本実施形態にかかる空気調和装置（１）の冷房運転時における冷凍サイ
クルをモリエル線図（圧力－エンタルピ線図）上に表したものである。尚、図中の一点鎖
線は、減圧弁（２６）の開度を増大させたときの冷媒状態を示したものである。図４に付
した符号は、図３にも示している。
【００８０】
　冷房運転時には、四路切換弁（１３）が図３中の実線側に切り換わる。そして、冷媒が
以下の通り、冷媒回路（２１）を循環する。
【００８１】
　まず、点Ａの状態の冷媒が圧縮機（１０）に吸入され、点Ｂまで圧縮されて吐出される
。点Ｂの冷媒は、室外熱交換器（１４）に流れ、室外空気と熱交換して放熱すると共に凝
縮し、点Ｉの状態となる。点Ｉの冷媒の乾き度は、例えば０．２である。
【００８２】
　点Ｉの冷媒の一部が分岐通路（４４）に分流し、減圧弁（２６）により減圧されて、点
Ｈの状態の低圧冷媒となる。点Ｈの冷媒は、降圧熱交換器（４７）の２次側通路（４７ｂ
）において、１次側通路（４７ａ）を流れる高圧冷媒と熱交換して凝縮させると共に蒸発
し、インジェクション通路（４５）を流れる。
【００８３】
　一方、一部が分岐通路（４４）に分流した後の点Ｉの冷媒は、降圧熱交換器（４７）に
おいて上記低圧冷媒と熱交換して凝縮し、点Ｃの状態となって受液器（１６）に流れる。
つまり、高圧冷媒は、低圧冷媒と熱交換することにより冷熱を蓄える。点Ｃの冷媒は、受
液器（１６）に貯溜されて点Ｄの飽和液の状態となり、過冷却熱交換器（１７）の１次側
通路（１７ａ）に流入する。過冷却熱交換器（１７）において、点Ｄの冷媒は、圧縮機（
１０）に吸入される冷媒により過冷却され、点Ｅの状態となる。
【００８４】
　過冷却された点Ｅの冷媒は、液側ヘッダ（３２）を通過して各分岐液管（３３）に分か
れ、室内膨張弁（１９）により減圧されて点Ｆの状態となる。点Ｆの冷媒は、室内熱交換
器（２０）において、室内空気を冷却すると共に蒸発して点Ｇの状態となる。点Ｇの冷媒
は、過冷却熱交換器（１７）において、１次側通路（１７ａ）を流れる降圧冷媒を過冷却
すると共に蒸発して、点Ａの状態となる。そして、インジェクション通路（４５）を流れ
てきた冷媒と合流し、圧縮機（１０）に吸入される。つまり、高圧冷媒と熱交換した低圧
冷媒がインジェクション冷媒として圧縮機（１０）に吸入される。
【００８５】
　暖房運転時には、四路切換弁（１３）が図３中の破線側に切り換わる。圧縮機（１０）
から吐出された冷媒は、四路切換弁（１３）を通過した後、室内熱交換器（２０）におい
て、室内空気を暖房すると共に凝縮する。そして、室内熱交換器（２０）を流出した冷媒
は、室外液管（３１）に合流し、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ）に流入
し、圧縮機（１０）に吸入される冷媒により過冷却される。
【００８６】
　過冷却熱交換器（１７）を流出した高圧冷媒は、降圧熱交換器（４７）の１次側通路（
４７ａ）に流入し、高圧冷媒の一部が分流して減圧された低圧冷媒により過冷却される。
【００８７】
　降圧熱交換器（４７）を流出した冷媒の一部は、分流して分岐通路（４４）の減圧弁（
２６）により減圧されて、低圧冷媒となる。そして、この低圧冷媒は、降圧熱交換器（４
７）において、１次側通路（４７ａ）を流れる高圧冷媒を過冷却して蒸発し、インジェク
ション通路（４５）を流れる。
【００８８】
　一方、降圧熱交換器（４７）を流出し、一部が分流した後の過冷却冷媒は、室外膨張弁
（１５）により減圧され、室外熱交換器（１４）において室外空気と熱交換して蒸発し、
湿り状態となる。この湿り蒸気の冷媒は、過冷却熱交換器（１７）において高圧冷媒を過
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冷却して蒸発し、インジェクション通路（４５）を流れてきた冷媒と合流し、圧縮機（１
０）に戻る。
【００８９】
　上記運転時において、吐出温度センサ（ＴＤ）が検出する吐出管温度が過上昇し、所定
温度以上になったときは、減圧弁（２６）が更に開けられ、吐出管温度が効率的に下げら
れる。
【００９０】
　つまり、減圧弁（２６）の開度を増大させることにより、インジェクション通路（４５
）を流れる湿り状態にある低圧冷媒の冷媒量が増加する。そして、図４中の一点鎖線に示
すように、圧縮機（１０）に吸い込まれる冷媒の冷媒エンタルピが小さくなる。つまり、
圧縮機（１０）に吸い込まれた冷媒は、図に示さない圧縮室に直接入り、蒸発すると共に
圧縮室を構成するスクロール部の過熱状態を解消する。
【００９１】
　このとき、冷房運転時において、分流冷媒の増加により降圧熱交換器（４７）の１次側
通路（４７ａ）を流れる冷媒がより過冷却されるされるため、図４中の一点鎖線に示すよ
うに、室内熱交換器（２０）に流入する冷媒のエンタルピがより小さくなる。
【００９２】
　従って、冷房運転時において、圧縮機（１０）に吸い込まれる冷媒のエンタルピが小さ
くなっても、室内熱交換器（２０）における冷媒の蒸発熱量の減少が抑制される。
【００９３】
　　　－実施形態の効果－
　本実施形態によれば、降圧熱交換器（４７）を設けているので、室外熱交換器（１４）
から流出する高圧冷媒を室外熱交換器（１４）において飽和液の状態にする必要がなくな
る。つまり、室外熱交換器（１４）では、全冷媒を液化する必要がないため、室外熱交換
器（１４）に入る冷媒温度と室外空気との温度差を小さくしても必要な凝縮熱量を確保す
ることができる。従って、高圧圧力を低下させることができるので、圧縮機（１０）の負
荷を低減することができる。
【００９４】
　その他の構成、作用及び効果は前提技術と同様である。
【００９５】
　　＜参考例＞
　本発明の参考例は、高圧液冷媒を減圧させた低圧冷媒と圧縮機（１０）への吸込冷媒と
を混合して、高圧液冷媒と熱交換するようにしたものである。
【００９６】
　室外液管（３１）に設置される過冷却熱交換器（１７）の２次側通路（１７ｂ）の一端
は、室外ガス管（３５）を介して四路切換弁（１３）に接続され、他端が室外ガス管（３
５）を介してアキュームレータ（１８）に接続されている。
【００９７】
　冷媒回路（２１）の室外液管（３１）には、分岐通路（４４）が接続されている。該分
岐通路（４４）の一端は、受液器（１６）と過冷却熱交換器（１７）との間の室外液管（
３１）に接続され、他端が過冷却熱交換器（１７）と四路切換弁（１３）との間の室外ガ
ス管（３５）に接続されている。分岐通路（４４）には、減圧機構である減圧弁（２６）
が設置されている。
【００９８】
　　　－運転動作－
　上記空気調和装置（１）の運転動作について図５及び図６を参照しながら説明する。図
６に示す線図は、本参考例にかかる空気調和装置（１）の冷房運転時における冷凍サイク
ルをモリエル線図（圧力－エンタルピ線図）上に表したものである。尚、図中の一点鎖線
は、減圧弁（２６）の開度を増大させたときの冷媒状態を示したものである。図６に付し
た符号は、図５にも示している。
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【００９９】
　冷房運転時には、四路切換弁（１３）が図５中の実線側に切り換わる。そして、冷媒が
以下の通り、冷媒回路（２１）を循環する。
【０１００】
　まず、点Ａの状態の冷媒が圧縮機（１０）に吸入され、点Ｂまで圧縮されて吐出される
。点Ｂの冷媒は、室外熱交換器（１４）に流れ、室外空気と熱交換して放熱し、凝縮して
点Ｃの状態となる。点Ｃの冷媒は、受液器（１６）に貯溜されて飽和液の状態である点Ｄ
の状態となる。受液器（１６）を流出した点Ｄの冷媒の一部が分岐通路（４４）に分流し
、減圧弁（２６）により減圧されて、点Ｈの状態の低圧冷媒となる。一方、一部が分岐通
路（４４）に分流した後の点Ｄの冷媒は、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ
）に流入し、上記減圧弁（２６）により減圧された低圧冷媒と圧縮機（１０）に吸い込ま
れる前の吸込冷媒とを混合した冷媒と熱交換して過冷却され、点Ｅの状態となる。
【０１０１】
　点Ｅの冷媒は、液側ヘッダ（３２）を通過して各分岐液管（３３）に分かれ、室内膨張
弁（１９）により減圧されて点Ｆの状態となる。点Ｆの冷媒は室内熱交換器（２０）にお
いて、室内空気を冷却すると共に蒸発して点Ｇの湿り状態となる。点Ｇの冷媒は、上記減
圧弁（２６）により減圧された低圧冷媒と合流し、過冷却熱交換器（１７）において、１
次側通路（１７ａ）を流れる高圧冷媒と熱交換すると共に蒸発し、点Ａの状態となって圧
縮機（１０）に吸入される。
【０１０２】
　暖房運転時には、四路切換弁（１３）が図５中の破線側に切り換わる。圧縮機（１０）
から吐出された冷媒は、四路切換弁（１３）を通過した後、室内熱交換器（２０）におい
て、室内空気を暖房すると共に凝縮する。そして、室内熱交換器（２０）を流出した冷媒
は、室外液管（３１）に合流し、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ）に流入
する。この冷媒は、過冷却熱交換器（１７）において、減圧弁（２６）により減圧された
低圧冷媒と圧縮機（１０）に吸入される冷媒とを混合した冷媒と熱交換して過冷却される
。
【０１０３】
　過冷却熱交換器（１７）を流出した冷媒の一部が分流して、分岐通路（４４）を流れ、
減圧弁（２６）により減圧されて、低圧冷媒となる。
【０１０４】
　一方、過冷却熱交換器（１７）を流出し、一部が分流した後の過冷却冷媒は、室外膨張
弁（１５）によって減圧され、室外熱交換器（１４）において室外空気と熱交換して蒸発
し、湿り状態となる。この湿り状態の冷媒は、上記減圧弁（２６）により減圧された低圧
冷媒と合流して、過冷却熱交換器（１７）の１次側通路（１７ａ）を流れる冷媒と熱交換
すると共に蒸気し、圧縮機（１０）に戻る。
【０１０５】
　上記運転時において、吐出温度センサ（ＴＤ）が検出する吐出管温度が過上昇し、所定
温度以上になったときは、減圧弁（２６）が更に開けられ、吐出管温度が効率的に下げら
れる。
【０１０６】
　つまり、減圧弁（２６）の開度を増大させることにより、冷房運転時には、室内熱交換
器（２０）に流れる冷媒量が減少するが、分流冷媒から室内熱交換器（２０）を流れる冷
媒に供給される冷熱量が増加して、図６中の一点鎖線に示すように、室内熱交換器（２０
）に流入する冷媒のエンタルピが小さくなる。
【０１０７】
　従って、冷房運転時において、室内熱交換器（２０）に流れる冷媒量が減少するが、分
流冷媒が高圧液冷媒と熱交換して該高圧液冷媒を冷却するため、室内熱交換器（２０）に
流入する冷媒のエンタルピが小さくなる。この結果、室内熱交換器（２０）における冷却
熱量の低下が抑制されるため、ＣＯＰの低下を抑えることができる。
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　　　－参考例の効果－
　本参考例によれば、以下のような効果が発揮される。
【０１０９】
　圧縮機（１０）に吸入される冷媒と高圧液冷媒の一部が分流して減圧された冷媒とを混
合した冷媒を高圧液冷媒と熱交換して該高圧液冷媒の過冷却に利用するため、高圧液冷媒
の過冷却度を大きくすることができる。
【０１１０】
　また、冷媒温度に対応してインジェクション量を調整することができるので、より正確
に吐出温度を下げることができ、冷却能力の低下を抑制することができる。この結果、熱
回収を十分に行うことができるので、ＣＯＰの低下をより抑制することができる。
【０１１１】
　その他の構成、作用及び効果は前提技術又は実施形態と同様である。
【０１１２】
　　＜発明のその他の実施の形態＞
　本発明は、上記実施形態について、過冷却熱交換器は、二重管熱交換器としてもよい。
【０１１３】
　また、上記実施形態について、減圧弁に代えて、キャピラリチューブ等の膨張機構を用
いてもよい。
【０１１４】
　また、実施形態における降圧熱交換器は、二重管熱交換器としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】前提技術に係る空気調和装置の冷媒回路の概略図である。
【図２】前提技術に係る空気調和装置の冷房運転時の冷凍サイクルを示すモリエル線図で
ある。
【図３】実施形態に係る空気調和装置の冷媒回路の概略図である。
【図４】実施形態に係る空気調和装置の冷房運転時の冷凍サイクルを示すモリエル線図で
ある。
【図５】参考例に係る空気調和装置の冷媒回路の概略図である。
【図６】参考例に係る空気調和装置の冷房運転時の冷凍サイクルを示すモリエル線図であ
る。
【図７】従来の空気調和装置の冷房運転時の冷凍サイクルを示すモリエル線図である。
【符号の説明】
　　（４）　　　冷媒配管
　　（１０）　　圧縮機構（圧縮機）
　　（１４）　　室外熱交換器
　　（１６）　　受液器
　　（１７）　　過冷却熱交換器
　　（１９）　　室内膨張弁
　　（２０）　　室内熱交換器
　　（２１）　　冷媒回路
　　（２６）　　減圧弁
　　（４４）　　分岐通路
　　（４５）　　インジェクション通路
　　（４７）　　降圧熱交換器
　　（６１）　　制御手段
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