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(57)【要約】
【課題】流路切換機構が複雑となることを抑制する。
【解決手段】流路切換機構（70）は、第１から第４まで
の流路（71,72,73,74）と、各流路（71,72,73,74）を開
閉可能な開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）とを有する。
第１流路（71）の流入部と第２流路（72）の流入部とを
接続する第１接続点（C1）が圧縮部（30）の吐出部とが
繋がる。第１流路（71）の流出部と第３流路（73）の流
入部とを接続する第２接続点（C2）が熱源熱交換器（22
）のガス側端部と繋がる。第２流路（72）の流出部と第
４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）が
第２利用熱交換器（85,93）のガス側端部と繋がる。第
３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接
続する第４接続点（C4）と、第１利用熱交換器（83）の
ガス側端部とが、圧縮部（30）の吸入部と繋がる。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮部（30）と、熱源熱交換器（22）と、該熱源熱交換器（22）に並列に繋がる第１利
用熱交換器（83）及び第２利用熱交換器（85,93）と、冷媒の流れを切り換える流路切換
機構（70）とが接続される冷媒回路（11）を備えた冷凍装置であって、
　前記流路切換機構（70）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,
72,73,74）を開閉する開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）とを有し、
　前記第１流路（71）の流入部と前記第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（
C1）が前記圧縮部（30）の吐出部とが繋がり、
　前記第１流路（71）の流出部と前記第３流路（73）の流入部とを接続する第２接続点（
C2）が前記熱源熱交換器（22）のガス側端部と繋がり、
　前記第２流路（72）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）
が前記第２利用熱交換器（93）のガス側端部と繋がり、
　前記第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続する第４接続点（C4）
と、前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部とが、前記圧縮部（30）の吸入部と繋がる
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、
前記第３流路（73）、及び前記第４流路（74）の少なくとも１つに接続される弁（V1,V2,
V3,V4）を含み、
　前記弁（V1,V2,V3,V4）は、対応する流路（71,72,73,74）を開閉するように構成される
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、開度が調節可能な流量調節弁で構成さ
れることを特徴とする冷凍装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記流量調節弁（V1）は、前記第１流路（71）に接続されることを特徴とする冷凍装置
。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　前記流量調節弁（V3）は、前記第３流路（73）に接続されることを特徴とする冷凍装置
。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれか１つにおいて、
　前記弁（V1,V2,V3,V4）は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路
（73）、及び前記第４流路（74）のそれぞれに接続されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項７】
　請求項２乃至５のいずれか１つにおいて、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第２接続点（C2）に設けられる第１三方
弁（75）と、第３接続点（C3）に設けられる第２三方弁（76）の少なくとも一方を含み、
　前記第１三方弁（75）は、前記第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と連通させ且
つ該第２接続点（C2）を前記第４接続点（C4）と遮断する第１状態と、前記第２接続点（
C2）を前記第４接続点（C4）と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）
と遮断する第２状態とに切り換わるように構成され、
　前記第２三方弁（76）は、前記第３接続点（C3）を前記第４接続点（C4）と連通させ且
つ該第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と遮断する第１状態と、前記第３接続点（
C3）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を前記第４接続点（C4）
と遮断する第２状態とに切り換わるように構成されることを特徴とする冷凍装置。



(3) JP 2019-184231 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）は、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（7
2）を開け、前記第１流路（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部
（30）で圧縮された冷媒を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（
83）で蒸発させ、前記熱源熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルを行うよう
に構成されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第３流路（73）に接続される弁（V3）を
含み、
　前記第１冷凍サイクル中に、前記第３流路（73）の弁（V3）を閉じる制御部（100）を
備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）は、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第１流路（7
1）及び前記第２流路（72）を開け、前記第３流路（73）及び前記第４流路（74）を閉じ
るとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を前記熱源熱交換器（22）及び前記第２
利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させる第２冷凍サイ
クルを行うように構成されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１つにおいて、
　前記圧縮部（30）は、第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、
　前記第１圧縮機（31）の吸入部が前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、
　前記第２圧縮機（41）の吸入部が前記第４流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（
85,93）のガス側端部と繋がることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする冷凍装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、冷凍装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の冷凍装置は、圧縮機（圧縮部）、室外熱交換器（熱源熱交換器）、冷設熱
交換器（第１利用熱交換器）、室内熱交換器（第２利用熱交換器）が接続される冷媒回路
を備える。冷媒回路には、流路切換機構として、２つの四方切換弁が設けられる。冷凍装
置では、２つの四方切換弁の状態をそれぞれ切り換えることで、少なくとも下記の４つの
運転が可能となる。
【０００３】
　第１の運転（冷房/冷設運転）では、圧縮された冷媒が、室外熱交換器で放熱（凝縮）
し、冷設熱交換器及び室内熱交換器で蒸発する。第２の運転（暖房/冷設運転）では、圧
縮された冷媒が、室内熱交換器で放熱し、冷設熱交換器及び室外熱交換器で蒸発する。第
３の運転（暖房／冷設熱回収運転）では、圧縮された冷媒が、室内熱交換器で放熱し、冷
設熱交換器で蒸発するとともに、室外熱交換器は停止状態となる。第４の運転（暖房／冷
設余熱運転）では、圧縮された冷媒が、室内熱交換器及び室外熱交換器で放熱し、冷設熱
交換器で蒸発する。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００４－４４９２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来例の冷凍装置では、４つの運転を切り換えるために冷媒回路に２つの四方切換弁を
設ける必要があり、流路切換機構が複雑であった。
【０００６】
　本開示の目的は、流路切換機構が複雑となることを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様は、圧縮部（30）と、熱源熱交換器（22）と、該熱源熱交換器（22）に並列
に繋がる第１利用熱交換器（83）及び第２利用熱交換器（85,93）と、冷媒の流れを切り
換える流路切換機構（70）とが接続される冷媒回路（11）を備えた冷凍装置であって、前
記流路切換機構（70）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,72,7
3,74）を開閉する開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）とを有し、前記第１流路（71）の流入
部と前記第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（C1）が前記圧縮部（30）の吐
出部とが繋がり、前記第１流路（71）の流出部と前記第３流路（73）の流入部とを接続す
る第２接続点（C2）が前記熱源熱交換器（22）のガス側端部と繋がり、前記第２流路（72
）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）が前記第２利用熱交
換器（93）のガス側端部と繋がり、前記第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出
部とを接続する第４接続点（C4）と、前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部とが、前
記圧縮部（30）の吸入部と繋がることを特徴とする冷凍装置である。
【０００８】
　第１の態様では、開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって第１から第４までの流路（7
1,72,73,74）の開閉状態をそれぞれ切り換えることで、少なくとも上記の４つの運転を行
うことができる。
【０００９】
　第２の態様は、第１の態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第
１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路（73）、及び前記第４流路（74）の少
なくとも１つに接続される弁（V1,V2,V3,V4）を含み、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、対応す
る流路（71,72,73,74）を開閉するように構成されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１０】
　第２の態様は、第１から第４の流路（71,72,73,74）の少なくとも１つに弁（V1,V2,V3,
V4）が設けられる。弁（V1,V2,V3,V4）は、対応する流路（71,72,73,74）を開閉する。
【００１１】
　第３の態様は、第２の態様において、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、開度が調節可能な流
量調節弁で構成されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１２】
　第３の態様では、流路（71,72,73,74）に設けられる弁（V1,V2,V3,V4）を流量調節弁と
することで、該流路（71,72,73,74）を流れる冷媒の流量ないし圧力を調節できる。
【００１３】
　第４の態様は、第３の態様において、前記流量調節弁（V1）は、前記第１流路（71）に
接続されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１４】
　第４の態様では、第１流路（71）の弁（V1,V2,V3,V4）を流量調節弁とすることで、熱
源熱交換器（22）で放熱ないし凝縮する冷媒の圧力ないし流量を調節できる。
【００１５】
　第５の態様は、第３又は第４の態様において、前記流量調節弁（V3）は、前記第３流路
（73）に接続されることを特徴とする冷凍装置である。



(5) JP 2019-184231 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

【００１６】
　第５の態様では、第３流路（73）の弁（V3）を流量調節弁とすることで、熱源熱交換器
（22）で蒸発する冷媒の圧力ないし流量を調節できる。
【００１７】
　第６の態様は、第２乃至第５のいずれか１つの態様において、前記弁（V1,V2,V3,V4）
は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路（73）、及び前記第４流路
（74）のそれぞれに接続されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１８】
　第６の態様では、第１から第４までの流路（71,72,73,74）のそれぞれに弁（V1,V2,V3,
V4）が接続される。これらの弁（V1,V2,V3,V4）の開閉状態をそれぞれ切り換えることで
、少なくとも上記の４つの運転を行うことができる。
【００１９】
　第７の態様は、第２乃至第５のいずれか１つの態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3
,V4,75,76）は、前記第２接続点（C2）に設けられる第１三方弁（75）と、第３接続点（C
3）に設けられる第２三方弁（76）の少なくとも一方を含み、前記第１三方弁（75）は、
前記第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記
第４接続点（C4）と遮断する第１状態と、前記第２接続点（C2）を前記第４接続点（C4）
と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と遮断する第２状態とに切り
換わるように構成され、前記第２三方弁（76）は、前記第３接続点（C3）を前記第４接続
点（C4）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と遮断する第１状態
と、前記第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を
前記第４接続点（C4）と遮断する第２状態とに切り換わるように構成されることを特徴と
する冷凍装置である。
【００２０】
　第７の態様では、三方弁（75,76）によって冷媒の流路が切り換えられる。
【００２１】
　第８の態様は、第１乃至第７のいずれか１つの態様において、前記冷媒回路（11）は、
前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（72）を開け、前記第１流路
（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を
第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させ、前記熱源
熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルを行うように構成されることを特徴と
する冷凍装置。
【００２２】
　第８の態様の第１冷凍サイクルでは、第１利用熱交換器（83）で吸熱した熱を、第２利
用熱交換器（93）の熱源に利用できる。
【００２３】
　第９の態様は、第８の態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第
３流路（73）に接続される弁（V3）を含み、前記第１冷凍サイクル中に、前記第３流路（
73）の弁（V3）を閉じる制御部（100）を備えていることを特徴とする冷凍装置である。
【００２４】
　第９の態様では、第１冷凍サイクル中に、圧縮部（30）の吸入側の冷媒が熱源熱交換器
（22）へ流れ込んでしまうことを抑制できる。
【００２５】
　第１０の態様は、第１乃至第９の態様のいずれか１つにおいて、前記冷媒回路（11）は
、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第１流路（71）及び前記第２流路（7
2）を開け、前記第３流路（73）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部
（30）で圧縮された冷媒を前記熱源熱交換器（22）及び前記第２利用熱交換器（93）で放
熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させる第２冷凍サイクルを行うように構成さ
れることを特徴とする冷凍装置である。
【００２６】
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　第１０の態様の第２冷凍サイクルでは、第１利用熱交換器（83）で吸熱した熱を、第２
利用熱交換器（93）の熱源に利用できる。余剰の熱は、熱源熱交換器（22）から放出され
る。
【００２７】
　第１１の態様は、第１乃至１０の態様のいずれか１つにおいて、前記圧縮部（30）は、
第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、前記第１圧縮機（31）の吸入部が前記第
１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、前記第２圧縮機（41）の吸入部が前記第４
流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（85,93）のガス側端部と繋がることを特徴と
する冷凍装置である。
【００２８】
　第１１の態様では、２つの圧縮機（31,41）で冷媒が圧縮されるとともに、第１利用熱
交換器（83）と第２利用熱交換器（85,93）の蒸発圧力が異なる冷凍サイクルが実現可能
となる。
【００２９】
　第１２の態様は、第１乃至１１の態様のいずれか１つにおいて、前記冷媒回路（11）の
冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする冷凍装置である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、実施形態に係る冷凍装置の配管系統図である。
【図２】図２は、運転モードを比較した表である。
【図３】図３は、冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図４】図４は、冷房運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図５】図５は、冷房/冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図６】図６は、暖房運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図７】図７は、暖房/冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図８】図８は、暖房/冷設熱回収運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図９】図９は、暖房/冷設余熱運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図１０】図１０は、暖房/冷設熱回収運転の第３弁の制御に係るフローチャートである
。
【図１１】図１１は、暖房時の運転モードの遷移状態を示す表である。
【図１２】図１２は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷設運転の冷媒の流
れを示している。
【図１３】図１３は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷房運転の冷媒の流
れを示している。
【図１４】図１４は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷房/冷設運転の冷
媒の流れを示している。
【図１５】図１５は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房運転の冷媒の流
れを示している。
【図１６】図１６は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設運転の冷
媒の流れを示している。
【図１７】図１７は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設熱回収運
転の冷媒の流れを示している。
【図１８】図１８は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設余熱運転
の冷媒の流れを示している。
【図１９】図１９は、変形例２に係る冷凍装置の配管系統図である。
【図２０】図２０は、その他の実施形態に係る冷凍装置の配管系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本
質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限する
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ことを意図するものではない。
【００３２】
　《実施形態》
　〈全体構成〉
　実施形態に係る冷凍装置（10）は、主に業務用に用いられる冷蔵庫、冷凍庫、ショーケ
ースなどの冷蔵設備や冷凍設備（以下、総称として冷設という）の庫内空間の空気の冷却
と、室内の空調とを同時に行う。図１に示すように、冷凍装置（10）は、室外に設置され
る室外ユニット（20）と、庫内の空気を冷却する冷設ユニット（80）と、室内の空調を行
う室内ユニット（90）と、コントローラ（100）とを備える。冷設ユニット（80）及び室
内ユニット（90）の数量は、１つに限らず、２つ以上であってもよい。これらのユニット
（20,80,90）が４本の連絡配管（12,13,14,15）によって相互に接続されることで、冷媒
回路（11）が構成される。冷媒回路（11）では、冷媒が循環することで冷凍サイクルが行
われる。本実施形態の冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素である。
【００３３】
　〈室外ユニット〉
　室外ユニット（20）は、屋外に設置される。室外ユニット（20）には、室外回路（21）
が設けられる。室外回路（21）には、第１圧縮機（31）と、第２圧縮機（41）と、室外熱
交換器（22）と、室外膨張弁（23）と、レシーバ（24）と、過冷却熱交換器（25）とが接
続される。
【００３４】
　第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、冷媒を圧縮する圧縮部（30）を構成してい
る。第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、二段圧縮式に構成されている。第１圧縮
機（31）及び第２圧縮機（41）は、回転数が可変な可変容量式に構成される。
【００３５】
　第１圧縮機（31）は、第１低段圧縮機構（31a）と第１高段圧縮機構（31b）とを有する
。第１圧縮機（31）では、第１低段圧縮機構（31a）で圧縮された冷媒が、第１高段圧縮
機構（31b）で更に圧縮される。第１圧縮機（31）には、第１吸入管（32）、第１中継管
（33）、第１吐出管（34）、及び第１油戻し管（35）が接続される。第１吸入管（32）は
、第１低段圧縮機構（31a）の吸入ポートに連通する。第１中継管（33）の流入端は、第
１低段圧縮機構（31a）の吐出ポートに連通する。第１中継管（33）の流出端は、第１高
段圧縮機構（31b）の吸入ポートに連通する。第１吐出管（34）は、第１高段圧縮機構（3
1b）の吐出ポートに連通する。第１中継管（33）には、第１インタークーラ（36）が接続
される。第１油戻し管（35）には、開度が可変な第１流量調節弁（37）が接続される。
【００３６】
　第２圧縮機（41）は、第２低段圧縮機構（41a）と第２高段圧縮機構（41b）とを有する
。第２圧縮機（41）では、第２低段圧縮機構（41a）で圧縮された冷媒が、第２高段圧縮
機構（41b）で更に圧縮される。第２圧縮機（41）には、第２吸入管（42）、第２中継管
（43）、第２吐出管（44）、及び第２油戻し管（45）が接続される。第２吸入管（42）は
、第２低段圧縮機構（41a）の吸入ポートに連通する。第２中継管（43）の流入端は、第
２低段圧縮機構（41a）の吐出ポートに連通する。第２中継管（43）の流出端は、第２高
段圧縮機構（41b）の吸入ポートに連通する。第２吐出管（44）は、第２高段圧縮機構（4
1b）の吐出ポートに連通する。第２中継管（43）には、第２インタークーラ（46）が接続
される。第２油戻し管（45）には、開度が可変な第２流量調節弁（47）が接続される。
【００３７】
　第１吐出管（34）には、第１油分離器（38）が接続される。第２吐出管（44）には、第
２油分離器（48）が接続される。第１油分離器（38）で分離された油、及び第２吐出管（
44）で分離された油は、油クーラ（39）で冷却される。油クーラ（39）で冷却された油は
、第１油戻し管（35）を経由して第１圧縮機（31）に戻される。油クーラ（39）で冷却さ
れた油は、第２油戻し管（45）を経由して第２圧縮機（41）に戻される。
【００３８】
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　第１吸入管（32）及び第２吸入管（42）の間には、吸入連通管（50）が接続される。吸
入連通管（50）には、開度が可変な圧力調節弁（V5）が設けられる。第１吐出管（34）の
流出端及び第２吐出管（44）の流出端は、合流吐出管（52）に接続する。
【００３９】
　ブリッジ回路（70）は、流路切換機構を構成している。ブリッジ回路（70）は、ブリッ
ジ状に接続された第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,72,73,74）を
開閉可能な４つの弁（V1,V2,V3,V4）とを有する。第１流路（71）には第１弁（V1）が、
第２流路（72）には第２弁（V2）が、第３流路（73）には第３弁（V3）が、第４流路（74
）には第４弁（V4）がそれぞれ接続される。本実施形態では、４つの弁（V1,V2,V3,V4）
の全てが、開度が可変な流量調節弁で構成される。４つの弁（V1,V2,V3,V4）は、逆流防
止機構を有している。具体的に、各弁（V1,V2,V3,V4）は、図１の各矢印で示す方向の冷
媒の流通を許容し、その逆方向の冷媒の流通を禁止する。
【００４０】
　４つの弁（V1,V2,V3,V4）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）をそれぞれ開閉
する開閉機構を構成する。
【００４１】
　ブリッジ回路（70）には、第１から第４までの４つの接続点（C1,C2,C3,C4）が構成さ
れる。第１接続点（C1）は、第１流路（71）の流入部と第２流路（72）の流入部とを接続
する。第２接続点（C2）は、第１流路（71）の流出部と第３流路（73）の流入部とを接続
する。第３接続点（C3）は、第２流路（72）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続
する。第４接続点（C4）は、第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続
する。
【００４２】
　第１接続点（C1）は、第１吐出管（34）及び第２吐出管（44）（圧縮部（30）の吐出部
）と繋がる。第２接続点（C2）は、室外熱交換器（22）（熱源熱交換器）のガス側端部と
繋がる。第３接続点（C3）は、室内熱交換器（93）（第２利用熱交換器）のガス側端部と
繋がる。第４接続点（C4）は、第２吸入管（42）（圧縮部（30）の吸入部）と繋がる。
【００４３】
　室外熱交換器（22）は、熱源熱交換器を構成している。室外熱交換器（22）は、フィン
・アンド・チューブ型の熱交換器である。室外熱交換器（22）の近傍には、室外ファン（
22a）が設けられている。室外熱交換器（22）を流れる冷媒と、室外ファン（22a）が送風
する空気とが熱交換する。第１インタークーラ（36）、第２インタークーラ（46）、油ク
ーラ（39）、及び室外熱交換器（22）は、室外ファン（22a）及びフィン（図示省略）を
共有するように互いに隣接して配置される。
【００４４】
　室外熱交換器（22）とレシーバ（24）との間には、第１配管（61）が接続される。第１
配管（61）には、室外膨張弁（23）が接続される。室外膨張弁（23）は、開度が可変な電
子膨張弁で構成される。
【００４５】
　レシーバ（24）は、冷媒を貯留する容器を構成している。過冷却熱交換器（25）は、高
圧側流路（25a）と低圧側流路（25b）とを有する。過冷却熱交換器（25）では、高圧側流
路（25a）を流れる冷媒と、低圧側流路（25b）を流れる冷媒とが熱交換する。
【００４６】
　レシーバ（24）と過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）との間には、第２配管（6
2）が接続される。過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）の流出部には、第３配管（
63）の一端が接続される。第３配管（63）の他端には、第１液分岐管（63a）と第２液分
岐管（63b）とが接続する。第１液分岐管（63a）は、第１液連絡配管（12）を介して冷設
熱交換器（83）の液側端部と繋がる。第２液分岐管（63b）は、第２液連絡配管（14）を
介して室内熱交換器（93）の液側端部と繋がる。
【００４７】
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　第３配管（63）には、導入管（53）の一端が接続される。導入管（53）の途中には、減
圧弁（54）と高圧側流路（25a）とが接続される。減圧弁（54）は、逆流防止機構を有し
ている。減圧弁（54）は、図１の矢印で示す方向の冷媒の流通を許容し、その逆方向の冷
媒の流通を禁止する。
【００４８】
　導入管（53）の他端には、第１導入分岐管（53a）の流入端と、第２導入分岐管（53b）
の流入端とが接続する。第１導入分岐管（53a）の流出端は、第１中継管（33）に接続す
る。第２導入分岐管（53b）の流出端は、第２中継管（43）に接続する。第１導入分岐管
（53a）には、開度が可変な第３流量調節弁（55）が接続される。第２導入分岐管（53b）
には、開度が可変な第４流量調節弁（56）が接続される。
【００４９】
　第１配管（61）と第３配管（63）との間には、第４配管（64）が接続される。第１配管
（61）と第２液分岐管（63b）との間には、第５配管（65）が接続される。レシーバ（24
）の頂部には、ガス抜き管（67）の一端が接続される。ガス抜き管（67）の他端は、導入
管（53）に接続する。ガス抜き管（67）には、ガス抜き弁（68）が接続される。ガス抜き
弁（68）は、開度が可変な膨張弁で構成される。
【００５０】
　上述した第１吐出管（34）、第２吐出管（44）、第１配管（61）、第４配管（64）、第
５配管（65）、第２液分岐管（63b）には、それぞれ逆止弁（CV）が設けられる。各逆止
弁（CV）は、図１の各矢印で示す方向の冷媒の流通を許容し、その逆方向の冷媒の流通を
禁止する。
【００５１】
　〈冷設ユニット〉
　冷設ユニット（80）は、例えば冷蔵倉庫に設置される。冷設ユニット（80）には、冷設
回路（81）が設けられる。冷設回路（81）の液側端部には、第１液連絡配管（12）が接続
される。冷設回路（81）のガス側端部には、第１ガス連絡配管（13）が接続される。冷設
回路（81）には、液側端から順に、冷設膨張弁（82）及び冷設熱交換器（83）が設けられ
る。冷設膨張弁（82）は、開度が可変な電子膨張弁で構成される。
【００５２】
　冷設熱交換器（83）は、第１利用熱交換器を構成している。冷設熱交換器（83）は、フ
ィン・アンド・チューブ型の熱交換器である。冷設熱交換器（83）の近傍には、庫内ファ
ン（83a）が設けられている。冷設熱交換器（83）を流れる冷媒と、庫内ファン（83a）が
送風する空気とが熱交換する。冷設熱交換器（83）のガス側端部は、第１ガス連絡配管（
13）を介して第１圧縮機（31）の第１吸入管（32）に繋がる。
【００５３】
　〈室内ユニット〉
　室内ユニット（90）は、屋内に設置される。室内ユニット（90）には、室内回路（91）
が設けられる。室内回路（91）のガス側端部には、第２ガス連絡配管（15）が接続される
。室内回路（91）の液側端部には、第２液連絡配管（14）が接続される。室内回路（91）
には、液側端から順に、室内膨張弁（92）及び室内熱交換器（93）が設けられる。室内膨
張弁（92）は、開度が可変な電子膨張弁で構成される。
【００５４】
　室内熱交換器（93）は、第２利用熱交換器を構成している。室内熱交換器（93）は、フ
ィン・アンド・チューブ型の熱交換器である。室内熱交換器（93）の近傍には、室内ファ
ン（93a）が設けられている。室内熱交換器（93）を流れる冷媒と、室内ファン（93a）が
送風する空気とが熱交換する。室内熱交換器（93）のガス側端部は、第２ガス連絡配管（
15）、ブリッジ回路（70）の第４流路（74）、及び吸入中継管（58）を介して、第２圧縮
機（41）の第２吸入管（42）に繋がる。
【００５５】
　〈センサ〉
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　冷凍装置（10）には、各種のセンサが設けられる。これらのセンサが検出する指標の一
例として、冷媒回路（11）の高圧冷媒の温度／圧力、低圧冷媒の温度／圧力、中間圧冷媒
の温度／圧力、室外熱交換器（22）の冷媒の温度、冷設熱交換器（83）の冷媒の温度、室
内熱交換器（93）の冷媒の温度、各圧縮機（31,41）の吸入過熱度、各圧縮機（31,41）の
吐出過熱度、室外空気の温度、庫内空気の温度、室内空気の温度が挙げられる。
【００５６】
　なお、図１では、これらのセンサのうち、詳細は後述する外気温度センサ（94）、第１
冷媒温度センサ（95）、第２冷媒温度センサ（96）、及び内気温度センサ（97）を図示し
ている。
【００５７】
　〈コントローラ〉
　制御部であるコントローラ（100）は、制御基板上に搭載されたマイクロコンピュータ
と、該マイクロコンピュータを動作させるためのソフトウエアを格納するメモリディバイ
ス（具体的には半導体メモリ）とを含む。コントローラ（100）は、運転指令やセンサの
検出信号に基づいて、冷凍装置（1）の各機器を制御する。コントローラ（100）による各
機器の制御により、冷凍装置（1）の運転が切り換えられる。
【００５８】
　－運転動作－
　冷凍装置（1）の運転動作について詳細に説明する。図２に示すように、冷凍装置（10
）の運転は、冷設運転、冷房運転、冷房/冷設運転、暖房運転、暖房/冷設運転、暖房/冷
設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及びデフロスト運転を含む。
【００５９】
　冷設運転では、冷設ユニット（80）が運転され、室内ユニット（90）は停止する。冷房
運転では、冷設ユニット（80）が停止し、室内ユニット（90）が冷房を行う。冷房/冷設
運転では、冷設ユニット（80）が運転され、室内ユニット（90）が冷房を行う。暖房運転
では、冷設ユニット（80）が停止し、室内ユニット（90）が暖房を行う。暖房/冷設運転
、暖房/冷設熱回収運転、及び暖房/冷設余熱運転のいずれにおいても、冷設ユニット（80
）が運転され、室内ユニット（90）が暖房を行う。デフロスト運転では、冷設ユニット（
80）が運転され、室外熱交換器（22）の表面の霜を融かす動作が行われる。
【００６０】
　暖房/冷設運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が比較的大きい条件下で実行
される。暖房/冷設余熱運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が比較的小さい条
件下で実行される。暖房/冷設熱回収運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が、
暖房/冷設運転の間である条件下（冷設と暖房がバランスする条件下）で実行される。
【００６１】
　図２に示すように、各運転では、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）の一方又は両
方が運転される。第１圧縮機（31）のみ運転する場合、圧力調節弁（V5）が閉状態となる
。第２圧縮機（41）のみ運転する場合、圧力調節弁（V5）が開状態となる。第１圧縮機（
31）及び第２圧縮機（41）を運転する場合、圧力調節弁（V5）が開状態となる。以下の各
運転の説明では、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）を運転する場合を例示する。
【００６２】
　〈冷設運転〉
　図３に示す冷設運転では、第１弁（V1）が開状態となり、第２弁（V2）、第３弁（V3）
、第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）
の開度が過熱度制御により調節され、室内膨張弁（92）が全閉状態となる。圧縮部（30）
で圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍
サイクルが行われる。
【００６３】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
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では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交換器（83）を
流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やされる。冷設熱
交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００６４】
　冷設運転や、他の運転では、次のように中間圧の冷媒を冷却する冷媒冷却動作が適宜行
われる。第１圧縮機（31）の第１低段圧縮機構（31a）で圧縮された冷媒の少なくとも一
部は、第１中継管（33）を経由して第１インタークーラ（36）を流れる。第１インターク
ーラ（36）では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。第１インタークーラ（36）で冷却さ
れた冷媒は、第１圧縮機（31）の第１高段圧縮機構（31b）で更に圧縮される。同様に、
第２圧縮機（41）の第２低段圧縮機構（41a）で圧縮された冷媒の少なくとも一部は、第
２中継管（43）を経由して第２インタークーラ（46）を流れる。第２インタークーラ（46
）では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。第２インタークーラ（46）で冷却された冷媒
は、第２圧縮機（41）の第２高段圧縮機構（41b）で更に圧縮される。
【００６５】
　冷設運転や、他の運転では、過冷却熱交換器（25）の低圧側流路（25b）を流れた冷媒
を各圧縮機（31,41）へ導入するインジェクション動作が適宜行われる。なお、各図にお
いては、インジェクション動作時の冷媒の流れの図示は省略している。第２配管（62）の
冷媒の一部は、導入管（53）に流入する。また、レシーバ（24）内のガス冷媒は、ガス抜
き管（67）を経由して導入管（53）に流入する。導入管（53）に流入した冷媒は、減圧弁
（54）で減圧された後、低圧側流路（25b）を流れる。冷設熱交換器（83）では、高圧側
流路（25a）を流れる冷媒の熱が、低圧側流路（25b）を流れる冷媒に付与される。低圧側
流路（25b）を流出した冷媒は、第１導入分岐管（53a）及び第２導入分岐管（53b）に分
流する。第１導入分岐管（53a）の冷媒は、第１中継管（33）を経由して第１圧縮機（31
）の第１高段圧縮機構（31b）に導入される。第２導入分岐管（53b）の冷媒は、第２中継
管（43）を経由して第２圧縮機（41）の第２高段圧縮機構（41b）に導入される。
【００６６】
　〈冷房運転〉
　図４に示す冷房運転では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が開状態となり、第２弁（V2
）及び第３弁（V3）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（
82）が全閉状態となり、室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部
（30）で圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発す
る冷凍サイクルが行われる。
【００６７】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、蒸発する冷媒によって室内空気が冷やされる。室内熱
交換器（93）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回路（70）の第４流路（74）及び吸入中継管（
58）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００６８】
　〈冷房/冷設運転〉
　図５に示す冷房/冷設運転では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が開状態となり、第２
弁（V2）及び第３弁（V3）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨
張弁（82）及び室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で
圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器
（93）で蒸発する冷凍サイクルが行われる。
【００６９】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
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路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交換器（83）及
び室内熱交換器（93）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空
気が冷やされる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由
して第１圧縮機（31）に吸入される。室内熱交換器（93）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第４流路（74）及び吸入中継管（58）を経由して第２圧縮機（41）に吸入され
る。
【００７０】
　〈暖房運転〉
　図６に示す暖房運転では、第２弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となり、第１弁（V1
）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）の開度が過熱度制御され、冷設膨
張弁（82）が閉状態となり、室内膨張弁（92）が全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）で蒸発する冷凍サイクル
が行われる。
【００７１】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）では、冷媒が室内空
気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（22）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回路（70）の
第３流路（73）及び吸入中継管（58）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）
に吸入される。
【００７２】
　〈暖房/冷設運転〉
　図７に示す暖房/冷設運転では、第２弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となり、第１
弁（V1）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）及び冷設膨張弁（82）の開
度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒
が、室内熱交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）で蒸発す
る冷凍サイクルが行われる。
【００７３】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）を流れる。室外熱交換器（2
2）では、冷媒が室内空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（22）で蒸発した冷媒は
、ブリッジ回路（70）の第３流路（73）及び吸入中継管（58）を経由して第２圧縮機（41
）に吸入される。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やされる
。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由して第１圧縮機
（31）に吸入される。
【００７４】
　〈暖房/冷設熱回収運転〉
　図８に示す暖房/冷設熱回収運転では、第２弁（V2）が開状態となり、第１弁（V1）及
び第４弁（V4）が閉状態となる。第３弁（V3）は原則として開状態となる。室外膨張弁（
23）が全閉状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が
全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、冷設
熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクル（第１冷凍サイクル）が行われる。この際、室外
熱交換器（22）は、停止状態となる。
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【００７５】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して冷設熱交換器（83）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒
によって庫内空気が冷やされる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配
管（13）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００７６】
　〈暖房/冷設余熱運転〉
　図９に示す暖房/冷設余熱運転では、第１弁（V1）及び第２弁（V2）が開状態となり、
第３弁（V3）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）及び室内膨張弁（92）
が全開状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御される。圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒が、室外熱交換器（22）及び室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）
で蒸発する冷凍サイクル（第２冷凍サイクル）が行われる。
【００７７】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）及び第２流路（72）に分流する。第１流路（71）を流出した冷
媒は、室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）では、冷媒の熱が室外空気へ放
出される。第２流路（72）を流出した冷媒は、第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱
交換器（93）を流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱
される。室内熱交換器（93）で放熱した冷媒は、室外熱交換器（22）で放熱した冷媒と合
流し、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交
換器（83）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やさ
れる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由して第１圧
縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００７８】
　〈デフロスト運転〉
　デフロスト運転の冷媒の流れは、図３に示す冷房運転と同様である。つまり、第１圧縮
機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、室外熱交換器（22）で放熱する。こ
れにより、室外熱交換器（22）の表面の霜と融ける。室外熱交換器（22）の除霜に利用さ
れた冷媒は、室内熱交換器（93）で蒸発した後、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）
に吸入される。
【００７９】
　－暖房/冷設熱回収運転における第３弁の制御－
　上述した暖房/冷設熱回収運転では、圧縮部（30）（第１圧縮機（31）及び第２圧縮機
（41））の吸入側の冷媒が、室外熱交換器（22）へ流れ込んでしまうのを回避するために
第３弁（V3）が制御される。
【００８０】
　冷凍装置（10）は、室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが、圧縮部（30）の吸入側の圧
力Ｐsよりも低くなっていることを示す条件Ａを判定するためのセンサを有する。例えば
図１に示す例では、このセンサとして、室外ユニット（20）に設けた外気温度センサ（94
）が用いられる。外気温度センサ（94）は、室外熱交換器（22）の周囲の室外空気の温度
Ｔoを検出する。
【００８１】
　図１０に示すように、暖房/冷設熱回収運転が実行されると、外気温度センサ（94）の
検出温度Ｔoが所定温度Ｔsより高いか否かの判定が行われる（ステップST１）。ここで、
この所定温度Ｔsは、外気温度が低いことに起因して室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが
吸入圧力Ｐsよりも低くなり得る温度条件の閾値である。
【００８２】
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　ステップST1において、検出された外気温度Ｔoが、所定温度Ts以上である場合、コント
ローラ（100）は、第３弁（V3）を開状態とする（ステップST2）。これにより、室外熱交
換器（22）の内部の冷媒は、圧縮部（30）の吸入側へ徐々に引き込まれるため、冷凍サイ
クルに利用される。
【００８３】
　ステップST1において、検出された外気温度Ｔoが、所定温度Ｔsより低い場合、コント
ローラ（100）は、第３弁（V3）を閉鎖させる（ステップST3）。外気温度Ｔoが所定温度
Ｔsよりも低い場合、室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが、圧縮部（30）の吸入側の圧力
Ｐsよりも低くなっている可能性があり、圧縮部（30）の吸入側の冷媒が室外熱交換器（2
2）の内部へ流れてしまう可能性がある。こうなると、暖房/冷設熱回収運転における室内
ユニット（90）や冷設ユニット（80）の能力が低下してしまう可能性がある。これに対し
、このような条件下で第３弁（V3）を閉状態とすることで、冷媒が室外熱交換器（22）へ
流れてしまうことを確実に回避できる。
【００８４】
　－暖房の際の切換制御－
　図１１に示すように、冷凍装置（10）では、室内ユニット（90）の必要な暖房能力に応
じて、暖房/冷設運転、暖房/熱回収運転、暖房/冷設余熱運転が切り換えられる。これら
の運転を切り換える際の制御について説明する。これらの運転の切り換え時には、圧縮部
（30）は停止されず継続して運転される。これらの運転の切り換え時には、ブリッジ回路
（70）の第２弁（V2）及び第３弁（V3）の開度が適宜調節される。
【００８５】
　室内ユニット（90）が暖房機となる運転では、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が
求められる。この暖房能力は、各種のセンサの検出値から得ることができる。例えば図１
に示す例では、室内熱交換器（93）のガス側端部に第１冷媒温度センサ（95）が設けられ
る。第１冷媒温度センサ（95）は、放熱器の状態の室内熱交換器（93）の入口側の冷媒温
度Ｔ１を検出する。室内熱交換器（93）の液側端部には、第２冷媒温度センサ（96）が設
けられる。第２冷媒温度センサ（96）は、放熱器の状態の室内熱交換器（93）の出口側の
冷媒温度Ｔ２を検出する。室内ユニット（90）には、室内空気の温度Ｔrを検出する内気
温度センサ（97）（例えば吸込温度センサ）が設けられる。コントローラ（100）は、冷
媒温度Ｔ１と冷媒温度Ｔ２の平均値Ｔaveと室内空気の温度Ｔｒとの差に基づき、室内ユ
ニット（90）の暖房能力を求める。なお、この暖房能力の算出方法は、室内熱交換器（93
）を流れる二酸化炭素が臨界圧力以上となる場合のものである。例えば室内熱交換機（93
）を流れる冷媒が、臨界圧力より小さい場合、室内熱交換器（93）の凝縮温度（例えば高
圧圧力に相当する飽和温度Ｔs）と室内空気の温度Ｔｒとの差に基づき室内ユニット（90
）の暖房能力を求めてもよいし、他の方法を採用してもよい。
【００８６】
　〈暖房/冷設運転から暖房/冷設熱回収運転への切換〉
　冷凍装置（10）では、必要暖房能力が比較的大きい場合、暖房/冷設運転が行われる。
この際、ブリッジ回路（70）では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が閉状態となり、第２
弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となる。ここで、暖房/冷設運転において、必要な暖
房能力が小さくなると、第３弁（V3）の開度が徐々に小さくなる。これにより、室外熱交
換器（22）の圧力が徐々に大きくなり、室外空気から冷媒への吸熱量が徐々に小さくなる
。このように、暖房/冷設運転から暖房/冷設熱回収運転へ切り換わる際には、第３弁（V3
）の開度が徐々に小さくなるため、圧縮部（30）を継続して運転したとしても、冷媒回路
（11）の高低差圧が大きく変化しない。このため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具
合を回避できる。
【００８７】
　〈暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設余熱運転への切換〉
　冷凍装置（10）では、必要暖房能力が中間である場合、暖房/冷設熱回収運転が行われ
る。この際、ブリッジ回路（70）では、第１弁（V1）、第３弁（V3）、及び第４弁（V4）
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が閉状態となり、第２弁（V2）が開状態となる。ここで、暖房/冷設熱回収運転において
、必要な暖房能力が小さくなると、第１弁（V1）の開度が徐々に大きくなる。これにより
、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に大きくなり、冷媒から室外空気への放熱量が徐々に
大きくなる。このように、暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設余熱運転へ切り換わる際に
は、第１弁（V1）の開度が徐々に大きくなるため、圧縮部（30）を継続して運転したとし
ても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。このため、高低差圧の急峻な変化
に起因する不具合を回避できる。
【００８８】
　〈暖房/冷設余熱運転から暖房/冷設熱回収運転への切換〉
　暖房/冷設余熱運転において、必要な暖房能力が大きくなると、第１弁（V1）の開度が
徐々に小さくなる。これにより、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に小さくなり、冷媒か
ら室外空気への放熱量が徐々に小さくなる。このように、暖房/冷設余熱運転から暖房/冷
設熱回収運転へ切り換わる際には、第１弁（V1）の開度が徐々に小さくなるため、圧縮部
（30）を継続して運転したとしても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。こ
のため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具合を回避できる。
【００８９】
　〈暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設運転への切換〉
　暖房/冷設熱回収運転において、必要な暖房能力が小さくなると、第３弁（V3）の開度
が徐々に大きくなる。これにより、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に小さくなり、室外
空気から冷媒への吸熱量が徐々に大きくなる。このように、暖房/冷設運転から暖房/冷設
熱回収運転へ切り換わる際には、第３弁（V3）の開度が徐々に大きくなるため、圧縮部（
30）を継続して運転したとしても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。この
ため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具合を回避できる。
【００９０】
　－デフロスト運転の切換制御－
　暖房/冷設運転、暖房/冷設運熱回収運転、及び暖房/冷設余熱運転において、デフロス
ト運転を実行させる指令があると、次のようにして、これらの運転からデフロスト運転へ
切り換わる。
【００９１】
　〈暖房/冷設運転とデフロスト運転の切換〉
　暖房/冷設運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮部（30
）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設運転→暖房/冷設熱回収運転→デフロ
スト運転の順に運転状態が切り換わる。これにより、暖房/冷設運転時において蒸発器で
あった室外熱交換器（22）は、暖房/冷設熱回収運転において停止状態となり、デフロス
ト運転において放熱器となる。この結果、室外熱交換器（22）の圧力変動を抑制できる。
【００９２】
　その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧縮部（30）の運転がそのまま
継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設熱回収運転→暖房/冷設運転の順に運転
状態が切り換わる。これにより、デフロスト運転において放熱器であった室外熱交換器（
22）は、暖房/冷設熱回収運転において停止状態となり、暖房/冷設運転において蒸発器と
なる。この結果、室外熱交換器（22）の圧力変動を抑制できる。なお、これらの運転の切
り換えの際、図１１に示すように、第２弁（V2）及び第３弁（V3）の開度を徐々に変更す
ることもできる。
【００９３】
　〈暖房/冷設熱回収運転とデフロスト運転の切換>
　暖房/冷設熱回収運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮
部（30）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設熱回収運転→デフロスト運転
の順に運転状態が切り換わる。その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧
縮部（30）の運転がそのまま継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設熱回収運
転の順に運転状態が切り換わる。
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【００９４】
　〈暖房/冷設余熱運転とデフロスト運転の切換>
　暖房/冷設余熱運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮部
（30）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設余熱運転→デフロスト運転の順
に運転状態が切り換わる。その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧縮部
（30）の運転がそのまま継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設余熱運転の順
に運転状態が切り換わる。
【００９５】
　－冷房運転と暖房運転の切換制御－
　冷房運転から暖房運転へ切り換える指令があると、圧縮部（30）を停止した後、ブリッ
ジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）を切り換える制御が行われる。具体的に、ブリッジ
回路（70）において、閉状態であった第２弁（V2）及び第３弁（V3）を開状態に切り換え
るとともに、開状態であった第１弁（V1）及び第４弁（V4）を閉状態に切り換える。その
後、圧縮機（30A）を運転することで、暖房運転が行われる。
【００９６】
　暖房運転から冷房運転へ切り換える指令があると、圧縮部（30）を停止した後、ブリッ
ジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）を切り換える制御が行われる。具体的に、ブリッジ
回路（70）において、開状態であった第２弁（V2）及び第３弁（V3）を閉状態に切り換え
るとともに、閉状態であった第１弁（V1）及び第３弁（V3）を開状態に切り換える。その
後、圧縮部（30）を運転することで、冷房運転が行われる。
【００９７】
　－実施形態の効果－
　上記実施形態では、流路切換機構が、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各
流路（71,72,73,74）を開閉する開閉機構（４つの弁（V1,V2,V3,V4））とを有する。第１
流路（71）の流入部と第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（C1）は、圧縮部
（30）の吐出部とが繋がる。第１流路（71）の流出部と第３流路（73）の流入部とを接続
する第２接続点（C2）は、室外熱交換器（22）のガス側端部と繋がる。第２流路（72）の
流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）は、第２利用熱交換器（
93）のガス側端部と繋がる。第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続
する第４接続点（C4）と、冷設熱交換器（83）のガス側端部とが、前記圧縮部（30）の吸
入部と繋がる。
【００９８】
　これにより、図２に示すように、ブリッジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）の開閉状
態を切り換えることで、少なくとも、冷房/冷設運転、暖房/冷設運転、暖房/冷設熱回収
運転、及び暖房/冷設余熱運転を行うことができ、加えて、冷設運転、冷房運転、デフロ
スト運転、暖房運転を行うことができる。
【００９９】
　四方切換弁により流路を切り換える場合、高低差圧によってスプールが駆動されるため
、スプールの衝撃に起因して騒音が発生したり、振動に伴って配管が折れる、あるいは損
傷したりする不具合が生じ得る。特に、冷媒として二酸化炭素を用いる場合、高低差圧は
１０ＭＰａ程度に至るため、このような不具合が顕著になる。これに対し、本実施形態で
は、ブリッジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）をモータや電磁力によって駆動する方式
であるため、高低差圧に起因する不具合を回避できる。
【０１００】
　四方切換弁により流路を切り換える場合、高圧及び低圧の冷媒を配管を介して四方切換
弁に作用させる必要がある。一方、冷凍装置において、上記の各運転を切り換えるように
すると、高圧ライン及び低圧ラインが適宜変化する。このため、全ての運転において、高
圧及び低圧を四方切換弁に作用させるためには、回路構成が複雑となってしまう。これに
対し、本実施形態では、高圧ライン及び低圧ラインの変化によらず、各弁（V1,V2,V3,V4
）を駆動でき、回路構成の簡素化を図ることができる。
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【０１０１】
　本実施形態では、４つの弁（V1,V2,V3,V4）の全てが、開度が調節可能な流量調節弁で
構成される。このため、ブリッジ回路（70）の各流路（71,72,73,74）を流れる流量を調
節できる。
【０１０２】
　特に、第１弁（V1）を流量調節弁とすることで、圧縮部（30）の吐出部と室外熱交換器
（22）のガス側端部との間の流路の開度を調節できる。これにより、図１１に示すように
、放熱器となる室外熱交換器（22）の冷媒の圧力を徐々に変化させることができ、高低差
圧が急峻に変化することを抑制できる。また、室外熱交換器（22）での冷媒の放熱量を調
節できる。
【０１０３】
　特に、第３弁（V3）を流量調節弁とすることで、圧縮部（30）の吸入部と室外熱交換器
（22）のガス側端部との間の流路の開度を調節できる。これにより、図１１に示すように
、蒸発器となる室外熱交換器（22）の冷媒の圧力を徐々に変化させることができ、高低差
圧が急峻に変化することを抑制できる。また、室外熱交換器（22）での冷媒の吸熱量を調
節できる。
【０１０４】
　上記実施形態では、室内熱交換器（93）が放熱器となり、且つ冷設熱交換器（83）が蒸
発器となり、且つ室外熱交換器（85）が停止状態となる冷凍サイクル（暖房/冷設熱回収
運転）において、第３流路（73）の弁（V3）を閉じる。
【０１０５】
　具体的には、図１０に示すように、外気温度Ｔoが所定温度Ｔsより低い条件が成立する
と、コントローラ（100）によって第３弁（V3）が閉鎖される。このため、室外熱交換器
（22）の内部の冷媒の温度及び圧力が低下することに起因して、圧縮部（30）の吸入側の
冷媒が室外熱交換器（22）へ流れ込んでしまうことを確実に回避できる。従って、暖房/
冷設熱回収運転の能力の低下を抑制できる。
【０１０６】
　一方、外気温度Ｔoが所定温度Tsより高い条件が成立すると、コントローラ（100）によ
って第３弁（V3）が開放される。このため、室外熱交換器（22）の内部の冷媒を、圧縮部
（30）側へ引き込むことができ、暖房/冷設熱回収運転の能力を十分に確保できる。
【０１０７】
　実施形態では、圧縮部（30）が、第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、第１
圧縮機（31）の吸入部が前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、第２圧縮機
（41）の吸入部が前記第４流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（93）のガス側端部
と繋がる。このため、例えば冷房/冷設運転では、第１利用熱交換器（83）及び第２利用
熱交換器（93）の蒸発圧力を異なる圧力としながら冷凍サイクルを行うことができる。
【０１０８】
　実施形態では、冷媒として二酸化炭素を用いている。このため、地球温暖化の影響を緩
和できる。
【０１０９】
　《実施形態の変形例１》
　変形例１の冷凍装置（10）は、開閉機構が２つの三方弁（75,76）で構成される。第１
三方弁（75）及び第２三方弁（76）は、ブリッジ回路（70）に接続される。第１三方弁（
75）は、ブリッジ回路（70）の第２接続点（C2）に接続される。第２三方弁（76）は、ブ
リッジ回路（70）の第３接続点（C3）に接続される。第１三方弁（75）及び第２三方弁（
76）は、モータによって駆動されるロータリ式の三方弁である。
【０１１０】
　第１三方弁（75）は、第１状態と、第２状態とに切り換わる。第１状態の第１三方弁（
75）は、第２接続点（C2）を第１接続点（C1）と連通させ且つ第２接続点（C2）を第４接
続点（C4）と遮断する。第２状態の第１三方弁（75）は、第２接続点（C2）を第４接続点
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（C4）と連通させ且つ第２接続点（C2）を第１接続点（C1）と遮断する。
【０１１１】
　第２三方弁（76）は、第１状態と、第２状態とに切り換わる。第１状態の第２三方弁（
76）は、第３接続点（C3）を第４接続点（C4）と連通させ且つ第３接続点（C3）を第１接
続点（C1）と遮断する。第２状態の第２三方弁（76）は、第３接続点（C3）を第１接続点
（C1）と連通させ且つ第３接続点（C3）を第４接続点（C4）と遮断する。
【０１１２】
　それ以外の冷媒回路の構成は、基本的に上記実施形態１と同様である。
【０１１３】
　－運転動作－
　変形例１の冷凍装置（10）の運転動作について説明する。変形例１の冷凍装置（10）の
運転は、上記実施形態と同様、冷設運転、冷房運転、冷房/冷設運転、暖房運転、暖房/冷
設運転、暖房/冷設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及びデフロスト運転を含む。
【０１１４】
　〈冷設運転〉
　図１２に示す冷設運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（76）が
第１状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度
制御により調節され、室内膨張弁（92）が全閉状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷
媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行わ
れる。変形例１の冷設運転の詳細な動作は、上記実施形態の冷設運転と同様である。
【０１１５】
　〈冷房運転（デフロスト運転）〉
　図１３に示す冷房運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（76）が
第１状態となる。室外膨張弁（23）は開状態となり、冷設膨張弁（82）が全閉状態となり
、室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷
媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行わ
れる。変形例１の冷房運転の詳細は動作は、上記実施形態の冷房運転と同様である。また
、変形例１のデフロスト運転の冷媒の流れは、図１３の冷房運転と同様である。
【０１１６】
　〈冷房/冷設運転〉
　図１４に示す冷房/冷設運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（7
6）が第１状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）及び室内
膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、
室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器（93）で蒸発する冷
凍サイクルが行われる。変形例１の冷房/冷設運転の詳細は動作は、上記実施形態の冷房/
冷設運転と同様である。
【０１１７】
　〈暖房運転〉
　図１５に示す暖房運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三方弁（76）が
第２状態となる。室外膨張弁（23）の開度が過熱度制御され、冷設膨張弁（82）が全閉状
態となり、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱
交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）で蒸発する冷凍サイクルが行われる。変形例
１の暖房運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房運転と同様である。
【０１１８】
　〈暖房/冷設運転〉
　図１６に示す暖房/冷設運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三方弁（7
6）が第２状態となる。室外膨張弁（23）及び冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御され
、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱交換器（
93）で放熱し、室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行
われる。変形例１の暖房/冷設運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房/冷設運転と同様
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である。
【０１１９】
　〈暖房/冷設熱回収運転〉
　図１７に示す暖房/冷設熱回収運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三
方弁（76）が第２状態となる。室外膨張弁（23）が全閉状態となり、冷設膨張弁（82）の
開度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された
冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクル（第
１冷凍サイクル）が行われる。この際、室外熱交換器（22）は、停止状態となる。変形例
１の暖房/冷設熱回収運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房/冷設熱回収運転と同様で
ある。
【０１２０】
　〈暖房/冷設余熱運転〉
　図１８に示す暖房/冷設余熱運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方
弁（76）が第２状態となる。室外膨張弁（23）及び室内膨張弁（92）が開状態となり、冷
設膨張弁（82）の開度が過熱度制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室外熱交
換器（22）及び室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイク
ル（第２冷凍サイクル）が行われる。変形例１の暖房/冷設余熱運転の詳細は動作は、上
記実施形態の暖房/冷設余熱運転と同様である。
【０１２１】
　《実施形態の変形例２》
　変形例２の冷凍装置（10）は、圧縮部（30）が１つの圧縮機（30A）で構成される。図
１９に示すように、変形例２の冷凍装置（10）の冷媒回路（11）には、上記実施形態と同
様にしてブリッジ回路（70）が接続される。ブリッジ回路（70）の第１接続点（C1）は、
圧縮機（30A）の吐出部（吐出管（34A））と繋がる。ブリッジ回路（70）の第２接続点（
C2）は、室外熱交換器（22）（熱源熱交換器）のガス側端部と繋がる。ブリッジ回路（70
）の第３接続点（C3）は、室内熱交換器（93）（第２利用熱交換器）のガス側端部と繋が
る。ブリッジ回路（70）の第４接続点（C4）は、圧縮機（30A）の吸入部（吸入管（32A）
）と繋がる。変形例の冷媒回路（11）では、上記実施形態と同様、室外熱交換器（22）に
冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器（93）が並列に繋がる。冷設熱交換器（83）のガス
側端部が圧縮機（30A）の吸入管（32A）と繋がる。
【０１２２】
　変形例２においても、上記実施形態と同様の制御により、冷設運転、冷房運転、冷房/
冷設運転、暖房運転、暖房/冷設運転、暖房/冷設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及び
デフロスト運転が切り換えて行われる。
【０１２３】
　変形例２の冷房/冷設運転では、第４弁（V4）が圧力調節弁ないし減圧弁として機能す
る。つまり、第４弁（V4）の開度を最大開度より小さい所定開度に調節することで、室内
熱交換器（93）で蒸発した冷媒を減圧できる。これにより、室内熱交換器（93）の蒸発圧
力を冷設熱交換器（83）の蒸発圧力より高く維持でき、いわゆる異温度蒸発式の冷凍サイ
クルを実現できる。
【０１２４】
　変形例２において、開閉機構が第１三方弁（75）及び第２三方弁（76）で構成されても
よい。
【０１２５】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態や、各変形例においては、以下のような構成としてもよい。
【０１２６】
　冷凍装置（10）は、第２利用熱交換器として水などの熱媒体と冷媒とを熱交換させる熱
交換器（85）を用いてもよい。図２０に示す例の冷凍装置（10）では、実施形態の室内熱
交換器（93）に替えて温水及び冷水を生成するための熱交換器（85）が設けられる。熱交
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換器（85）は、室外回路（21）に接続される。熱交換器（85）の液側には、実施形態の室
内膨張弁（92）と同様に機能する膨張弁（86）が接続される。熱交換器（85）は、冷媒流
路（85a）と熱媒体流路（85b）とを有する。熱交換器（85）では、冷媒と熱媒体（水）と
が熱交換する。熱交換器（85）が放熱器として機能すると、冷媒流路（85a）の冷媒によ
って、熱媒体流路（85b）の水が加熱される。この水は、温水としてタンク（87）に貯留
される。熱交換器（85）が蒸発器として機能すると、冷媒流路（85a）の冷媒によって、
熱媒体流路（85b）の水が冷却される。この水は、冷水としてタンク（87）に貯留される
。タンク（87）に貯留された温水及び冷水は、ポンプ（88）によって対象へ供給される。
【０１２７】
　開閉機構は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）を開閉できる弁であれば、電磁
開閉弁などの他の弁であってもよい。開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、上記実施形態
の弁（V1,V2,V3,V4）と、変形例１の三方弁（75,76）の組み合わせであってもよい。例え
ば上記実施形態の第１弁（V1）及び第３弁（V3）と、変形例１の第２三方弁（76）とを組
み合わせた構成であってもよい。上記実施形態の第２弁（V2）及び第４弁（V4）と、第１
三方弁（75）とを組み合わせた構成であってもよい。
【０１２８】
　冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素に限らず、ＨＦＣ系の冷媒などの他の冷媒を用い
てもよい。冷凍サイクルは、冷媒を臨界圧力以上にまで圧縮する、いわゆる臨界サイクル
であってもよいし、冷媒を臨界圧力よりも低い圧力まで圧縮する、いわゆる亜臨界サイク
ルであってもよい。
【０１２９】
　第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、単段式であってもよい。
【０１３０】
　第１利用熱交換器及び第２利用熱交換器は、それぞれ２つ以上あってもよい。第１利用
熱交換器は、冷凍庫の庫内を冷却するものであってもよいし、冷房専用の室内ユニットに
設けられてもよい。
【０１３１】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
、置換したりしてもよい。以上に述べた「第１」、「第２」、「第３」…という記載は、
これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序ま
でも限定するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　以上説明したように、本開示は、冷凍装置について有用である。
【符号の説明】
【０１３３】
　　　　  １１      冷媒回路 
　　　　　２２　　　室外熱交換器（熱源熱交換器）
　　　　　３０　　　圧縮機構 
　　　　　３１　　　第１圧縮機 
　　　　　４１　　　第２圧縮機 
　　　　　７１　　　第１流路 （流路切換機構）
　　　　　７２　　　第２流路 （流路切換機構）
　　　　　７３　　　第３流路 （流路切換機構）
　　　　　７４　　　第４流路 （流路切換機構）
　　　　　７５　　　第１三方弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　７６　　　第２三方弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　８３　　　冷設熱交換器（第１利用熱交換器） 
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　　　　　８５　　　熱交換器（第２利用熱交換器） 
　　　　　９３　　　室内熱交換器（第２利用熱交換器）
　　　　１００　　　コントローラ（制御部）
　　　　　Ｖ１　　　第１弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ２　　　第２弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ３　　　第３弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ４　　　第４弁（開閉機構、流路切換機構）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月2日(2019.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、冷凍装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の冷凍装置は、圧縮機（圧縮部）、室外熱交換器（熱源熱交換器）、冷設熱
交換器（第１利用熱交換器）、室内熱交換器（第２利用熱交換器）が接続される冷媒回路
を備える。冷媒回路には、流路切換機構として、２つの四方切換弁が設けられる。冷凍装
置では、２つの四方切換弁の状態をそれぞれ切り換えることで、少なくとも下記の４つの
運転が可能となる。
【０００３】
　第１の運転（冷房/冷設運転）では、圧縮された冷媒が、室外熱交換器で放熱（凝縮）
し、冷設熱交換器及び室内熱交換器で蒸発する。第２の運転（暖房/冷設運転）では、圧
縮された冷媒が、室内熱交換器で放熱し、冷設熱交換器及び室外熱交換器で蒸発する。第
３の運転（暖房／冷設熱回収運転）では、圧縮された冷媒が、室内熱交換器で放熱し、冷
設熱交換器で蒸発するとともに、室外熱交換器は停止状態となる。第４の運転（暖房／冷
設余熱運転）では、圧縮された冷媒が、室内熱交換器及び室外熱交換器で放熱し、冷設熱
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交換器で蒸発する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－４４９２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来例の冷凍装置では、４つの運転を切り換えるために冷媒回路に２つの四方切換弁を
設ける必要があり、流路切換機構が複雑であった。
【０００６】
　本開示の目的は、流路切換機構が複雑となることを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様は、圧縮部（30）と、熱源熱交換器（22）と、該熱源熱交換器（22）に並列
に繋がる第１利用熱交換器（83）及び第２利用熱交換器（85,93）と、冷媒の流れを切り
換える流路切換機構（70）とが接続される冷媒回路（11）を備えた冷凍装置であって、前
記流路切換機構（70）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,72,7
3,74）を開閉する開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）とを有し、前記第１流路（71）の流入
部と前記第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（C1）が前記圧縮部（30）の吐
出部とが繋がり、前記第１流路（71）の流出部と前記第３流路（73）の流入部とを接続す
る第２接続点（C2）が前記熱源熱交換器（22）のガス側端部と繋がり、前記第２流路（72
）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）が前記第２利用熱交
換器（93）のガス側端部と繋がり、前記第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出
部とを接続する第４接続点（C4）と、前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部とが、前
記圧縮部（30）の吸入部と繋がることを特徴とする冷凍装置である。
【０００８】
　第１の態様では、開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって第１から第４までの流路（7
1,72,73,74）の開閉状態をそれぞれ切り換えることで、少なくとも上記の４つの運転を行
うことができる。
【０００９】
　第２の態様は、第１の態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第
１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路（73）、及び前記第４流路（74）の少
なくとも１つに接続される弁（V1,V2,V3,V4）を含み、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、対応す
る流路（71,72,73,74）を開閉するように構成されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１０】
　第２の態様は、第１から第４の流路（71,72,73,74）の少なくとも１つに弁（V1,V2,V3,
V4）が設けられる。弁（V1,V2,V3,V4）は、対応する流路（71,72,73,74）を開閉する。
【００１１】
　第３の態様は、第２の態様において、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、開度が調節可能な流
量調節弁で構成されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１２】
　第３の態様では、流路（71,72,73,74）に設けられる弁（V1,V2,V3,V4）を流量調節弁と
することで、該流路（71,72,73,74）を流れる冷媒の流量ないし圧力を調節できる。
【００１３】
　第４の態様は、第３の態様において、前記流量調節弁（V1）は、前記第１流路（71）に
接続されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１４】
　第４の態様では、第１流路（71）の弁（V1,V2,V3,V4）を流量調節弁とすることで、熱
源熱交換器（22）で放熱ないし凝縮する冷媒の圧力ないし流量を調節できる。



(28) JP 2019-184231 A 2019.10.24

【００１５】
　第５の態様は、第３又は第４の態様において、前記流量調節弁（V3）は、前記第３流路
（73）に接続されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１６】
　第５の態様では、第３流路（73）の弁（V3）を流量調節弁とすることで、熱源熱交換器
（22）で蒸発する冷媒の圧力ないし流量を調節できる。
【００１７】
　第６の態様は、第２乃至第５のいずれか１つの態様において、前記弁（V1,V2,V3,V4）
は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路（73）、及び前記第４流路
（74）のそれぞれに接続されることを特徴とする冷凍装置である。
【００１８】
　第６の態様では、第１から第４までの流路（71,72,73,74）のそれぞれに弁（V1,V2,V3,
V4）が接続される。これらの弁（V1,V2,V3,V4）の開閉状態をそれぞれ切り換えることで
、少なくとも上記の４つの運転を行うことができる。
【００１９】
　第７の態様は、第２乃至第５のいずれか１つの態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3
,V4,75,76）は、前記第２接続点（C2）に設けられる第１三方弁（75）と、第３接続点（C
3）に設けられる第２三方弁（76）の少なくとも一方を含み、前記第１三方弁（75）は、
前記第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記
第４接続点（C4）と遮断する第１状態と、前記第２接続点（C2）を前記第４接続点（C4）
と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と遮断する第２状態とに切り
換わるように構成され、前記第２三方弁（76）は、前記第３接続点（C3）を前記第４接続
点（C4）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と遮断する第１状態
と、前記第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を
前記第４接続点（C4）と遮断する第２状態とに切り換わるように構成されることを特徴と
する冷凍装置である。
【００２０】
　第７の態様では、三方弁（75,76）によって冷媒の流路が切り換えられる。
【００２１】
　第８の態様は、第１乃至第７のいずれか１つの態様において、前記冷媒回路（11）は、
前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（72）を開け、前記第１流路
（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を
第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させ、前記熱源
熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルを行うように構成されることを特徴と
する冷凍装置。
【００２２】
　第８の態様の第１冷凍サイクルでは、第１利用熱交換器（83）で吸熱した熱を、第２利
用熱交換器（93）の熱源に利用できる。
【００２３】
　第９の態様は、第８の態様において、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第
３流路（73）に接続される弁（V3）を含み、前記第１冷凍サイクル中に、前記第３流路（
73）の弁（V3）を閉じる制御部（100）を備えていることを特徴とする冷凍装置である。
【００２４】
　第９の態様では、第１冷凍サイクル中に、圧縮部（30）の吸入側の冷媒が熱源熱交換器
（22）へ流れ込んでしまうことを抑制できる。
【００２５】
　第１０の態様は、第１乃至第９の態様のいずれか１つにおいて、前記冷媒回路（11）は
、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第１流路（71）及び前記第２流路（7
2）を開け、前記第３流路（73）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部
（30）で圧縮された冷媒を前記熱源熱交換器（22）及び前記第２利用熱交換器（93）で放
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熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させる第２冷凍サイクルを行うように構成さ
れることを特徴とする冷凍装置である。
【００２６】
　第１０の態様の第２冷凍サイクルでは、第１利用熱交換器（83）で吸熱した熱を、第２
利用熱交換器（93）の熱源に利用できる。余剰の熱は、熱源熱交換器（22）から放出され
る。
【００２７】
　第１１の態様は、第１乃至第７のいずれか１つの態様において、前記冷媒回路（11）は
、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（72）を開け、前記第１流
路（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒
を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させ、前記熱
源熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルと、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75
,76）によって前記第１流路（71）及び前記第２流路（72）を開け、前記第３流路（73）
及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を前記熱
源熱交換器（22）及び前記第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（
83）で蒸発させる第２冷凍サイクルと、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって、
第２流路（72）及び第４流路（74）を開け、第１流路（71）及び第３流路（73）を閉じる
とともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を熱源熱交換器（22）で放熱させ、第１利
用熱交換器（83）及び第２利用熱交換器（93）で蒸発させる第３冷凍サイクルと、前記開
閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって、第２流路（72）及び第３流路（73）を開け、第
１流路（71）及び第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒
を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、熱源熱交換器（22）及び第１利用熱交換器（83）
で蒸発させる第４冷凍サイクルとを行うように構成されることを特徴とする冷凍装置であ
る。
【００２８】
　第１２の態様は、第１乃至１１の態様のいずれか１つにおいて、前記圧縮部（30）は、
第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、前記第１圧縮機（31）の吸入部が前記第
１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、前記第２圧縮機（41）の吸入部が前記第４
流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（85,93）のガス側端部と繋がることを特徴と
する冷凍装置である。
【００２９】
　第１２の態様では、２つの圧縮機（31,41）で冷媒が圧縮されるとともに、第１利用熱
交換器（83）と第２利用熱交換器（85,93）の蒸発圧力が異なる冷凍サイクルが実現可能
となる。
【００３０】
　第１３の態様は、第１乃至１２の態様のいずれか１つにおいて、前記冷媒回路（11）の
冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする冷凍装置である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、実施形態に係る冷凍装置の配管系統図である。
【図２】図２は、運転モードを比較した表である。
【図３】図３は、冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図４】図４は、冷房運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図５】図５は、冷房/冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図６】図６は、暖房運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図７】図７は、暖房/冷設運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図８】図８は、暖房/冷設熱回収運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図９】図９は、暖房/冷設余熱運転の冷媒の流れを示した図１相当図である。
【図１０】図１０は、暖房/冷設熱回収運転の第３弁の制御に係るフローチャートである
。
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【図１１】図１１は、暖房時の運転モードの遷移状態を示す表である。
【図１２】図１２は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷設運転の冷媒の流
れを示している。
【図１３】図１３は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷房運転の冷媒の流
れを示している。
【図１４】図１４は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、冷房/冷設運転の冷
媒の流れを示している。
【図１５】図１５は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房運転の冷媒の流
れを示している。
【図１６】図１６は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設運転の冷
媒の流れを示している。
【図１７】図１７は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設熱回収運
転の冷媒の流れを示している。
【図１８】図１８は、変形例１に係る冷凍装置の配管系統図であり、暖房/冷設余熱運転
の冷媒の流れを示している。
【図１９】図１９は、変形例２に係る冷凍装置の配管系統図である。
【図２０】図２０は、その他の実施形態に係る冷凍装置の配管系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本
質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限する
ことを意図するものではない。
【００３３】
　《実施形態》
　〈全体構成〉
　実施形態に係る冷凍装置（10）は、主に業務用に用いられる冷蔵庫、冷凍庫、ショーケ
ースなどの冷蔵設備や冷凍設備（以下、総称として冷設という）の庫内空間の空気の冷却
と、室内の空調とを同時に行う。図１に示すように、冷凍装置（10）は、室外に設置され
る室外ユニット（20）と、庫内の空気を冷却する冷設ユニット（80）と、室内の空調を行
う室内ユニット（90）と、コントローラ（100）とを備える。冷設ユニット（80）及び室
内ユニット（90）の数量は、１つに限らず、２つ以上であってもよい。これらのユニット
（20,80,90）が４本の連絡配管（12,13,14,15）によって相互に接続されることで、冷媒
回路（11）が構成される。冷媒回路（11）では、冷媒が循環することで冷凍サイクルが行
われる。本実施形態の冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素である。
【００３４】
　〈室外ユニット〉
　室外ユニット（20）は、屋外に設置される。室外ユニット（20）には、室外回路（21）
が設けられる。室外回路（21）には、第１圧縮機（31）と、第２圧縮機（41）と、室外熱
交換器（22）と、室外膨張弁（23）と、レシーバ（24）と、過冷却熱交換器（25）とが接
続される。
【００３５】
　第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、冷媒を圧縮する圧縮部（30）を構成してい
る。第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、二段圧縮式に構成されている。第１圧縮
機（31）及び第２圧縮機（41）は、回転数が可変な可変容量式に構成される。
【００３６】
　第１圧縮機（31）は、第１低段圧縮機構（31a）と第１高段圧縮機構（31b）とを有する
。第１圧縮機（31）では、第１低段圧縮機構（31a）で圧縮された冷媒が、第１高段圧縮
機構（31b）で更に圧縮される。第１圧縮機（31）には、第１吸入管（32）、第１中継管
（33）、第１吐出管（34）、及び第１油戻し管（35）が接続される。第１吸入管（32）は
、第１低段圧縮機構（31a）の吸入ポートに連通する。第１中継管（33）の流入端は、第
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１低段圧縮機構（31a）の吐出ポートに連通する。第１中継管（33）の流出端は、第１高
段圧縮機構（31b）の吸入ポートに連通する。第１吐出管（34）は、第１高段圧縮機構（3
1b）の吐出ポートに連通する。第１中継管（33）には、第１インタークーラ（36）が接続
される。第１油戻し管（35）には、開度が可変な第１流量調節弁（37）が接続される。
【００３７】
　第２圧縮機（41）は、第２低段圧縮機構（41a）と第２高段圧縮機構（41b）とを有する
。第２圧縮機（41）では、第２低段圧縮機構（41a）で圧縮された冷媒が、第２高段圧縮
機構（41b）で更に圧縮される。第２圧縮機（41）には、第２吸入管（42）、第２中継管
（43）、第２吐出管（44）、及び第２油戻し管（45）が接続される。第２吸入管（42）は
、第２低段圧縮機構（41a）の吸入ポートに連通する。第２中継管（43）の流入端は、第
２低段圧縮機構（41a）の吐出ポートに連通する。第２中継管（43）の流出端は、第２高
段圧縮機構（41b）の吸入ポートに連通する。第２吐出管（44）は、第２高段圧縮機構（4
1b）の吐出ポートに連通する。第２中継管（43）には、第２インタークーラ（46）が接続
される。第２油戻し管（45）には、開度が可変な第２流量調節弁（47）が接続される。
【００３８】
　第１吐出管（34）には、第１油分離器（38）が接続される。第２吐出管（44）には、第
２油分離器（48）が接続される。第１油分離器（38）で分離された油、及び第２吐出管（
44）で分離された油は、油クーラ（39）で冷却される。油クーラ（39）で冷却された油は
、第１油戻し管（35）を経由して第１圧縮機（31）に戻される。油クーラ（39）で冷却さ
れた油は、第２油戻し管（45）を経由して第２圧縮機（41）に戻される。
【００３９】
　第１吸入管（32）及び第２吸入管（42）の間には、吸入連通管（50）が接続される。吸
入連通管（50）には、開度が可変な圧力調節弁（V5）が設けられる。第１吐出管（34）の
流出端及び第２吐出管（44）の流出端は、合流吐出管（52）に接続する。
【００４０】
　ブリッジ回路（70）は、流路切換機構を構成している。ブリッジ回路（70）は、ブリッ
ジ状に接続された第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,72,73,74）を
開閉可能な４つの弁（V1,V2,V3,V4）とを有する。第１流路（71）には第１弁（V1）が、
第２流路（72）には第２弁（V2）が、第３流路（73）には第３弁（V3）が、第４流路（74
）には第４弁（V4）がそれぞれ接続される。本実施形態では、４つの弁（V1,V2,V3,V4）
の全てが、開度が可変な流量調節弁で構成される。４つの弁（V1,V2,V3,V4）は、逆流防
止機構を有している。具体的に、各弁（V1,V2,V3,V4）は、図１の各矢印で示す方向の冷
媒の流通を許容し、その逆方向の冷媒の流通を禁止する。
【００４１】
　４つの弁（V1,V2,V3,V4）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）をそれぞれ開閉
する開閉機構を構成する。
【００４２】
　ブリッジ回路（70）には、第１から第４までの４つの接続点（C1,C2,C3,C4）が構成さ
れる。第１接続点（C1）は、第１流路（71）の流入部と第２流路（72）の流入部とを接続
する。第２接続点（C2）は、第１流路（71）の流出部と第３流路（73）の流入部とを接続
する。第３接続点（C3）は、第２流路（72）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続
する。第４接続点（C4）は、第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続
する。
【００４３】
　第１接続点（C1）は、第１吐出管（34）及び第２吐出管（44）（圧縮部（30）の吐出部
）と繋がる。第２接続点（C2）は、室外熱交換器（22）（熱源熱交換器）のガス側端部と
繋がる。第３接続点（C3）は、室内熱交換器（93）（第２利用熱交換器）のガス側端部と
繋がる。第４接続点（C4）は、第２吸入管（42）（圧縮部（30）の吸入部）と繋がる。
【００４４】
　室外熱交換器（22）は、熱源熱交換器を構成している。室外熱交換器（22）は、フィン
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・アンド・チューブ型の熱交換器である。室外熱交換器（22）の近傍には、室外ファン（
22a）が設けられている。室外熱交換器（22）を流れる冷媒と、室外ファン（22a）が送風
する空気とが熱交換する。第１インタークーラ（36）、第２インタークーラ（46）、油ク
ーラ（39）、及び室外熱交換器（22）は、室外ファン（22a）及びフィン（図示省略）を
共有するように互いに隣接して配置される。
【００４５】
　室外熱交換器（22）とレシーバ（24）との間には、第１配管（61）が接続される。第１
配管（61）には、室外膨張弁（23）が接続される。室外膨張弁（23）は、開度が可変な電
子膨張弁で構成される。
【００４６】
　レシーバ（24）は、冷媒を貯留する容器を構成している。過冷却熱交換器（25）は、高
圧側流路（25a）と低圧側流路（25b）とを有する。過冷却熱交換器（25）では、高圧側流
路（25a）を流れる冷媒と、低圧側流路（25b）を流れる冷媒とが熱交換する。
【００４７】
　レシーバ（24）と過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）との間には、第２配管（6
2）が接続される。過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）の流出部には、第３配管（
63）の一端が接続される。第３配管（63）の他端には、第１液分岐管（63a）と第２液分
岐管（63b）とが接続する。第１液分岐管（63a）は、第１液連絡配管（12）を介して冷設
熱交換器（83）の液側端部と繋がる。第２液分岐管（63b）は、第２液連絡配管（14）を
介して室内熱交換器（93）の液側端部と繋がる。
【００４８】
　第３配管（63）には、導入管（53）の一端が接続される。導入管（53）の途中には、減
圧弁（54）と高圧側流路（25a）とが接続される。減圧弁（54）は、逆流防止機構を有し
ている。減圧弁（54）は、図１の矢印で示す方向の冷媒の流通を許容し、その逆方向の冷
媒の流通を禁止する。
【００４９】
　導入管（53）の他端には、第１導入分岐管（53a）の流入端と、第２導入分岐管（53b）
の流入端とが接続する。第１導入分岐管（53a）の流出端は、第１中継管（33）に接続す
る。第２導入分岐管（53b）の流出端は、第２中継管（43）に接続する。第１導入分岐管
（53a）には、開度が可変な第３流量調節弁（55）が接続される。第２導入分岐管（53b）
には、開度が可変な第４流量調節弁（56）が接続される。
【００５０】
　第１配管（61）と第３配管（63）との間には、第４配管（64）が接続される。第１配管
（61）と第２液分岐管（63b）との間には、第５配管（65）が接続される。レシーバ（24
）の頂部には、ガス抜き管（67）の一端が接続される。ガス抜き管（67）の他端は、導入
管（53）に接続する。ガス抜き管（67）には、ガス抜き弁（68）が接続される。ガス抜き
弁（68）は、開度が可変な膨張弁で構成される。
【００５１】
　上述した第１吐出管（34）、第２吐出管（44）、第１配管（61）、第４配管（64）、第
５配管（65）、第２液分岐管（63b）には、それぞれ逆止弁（CV）が設けられる。各逆止
弁（CV）は、図１の各矢印で示す方向の冷媒の流通を許容し、その逆方向の冷媒の流通を
禁止する。
【００５２】
　〈冷設ユニット〉
　冷設ユニット（80）は、例えば冷蔵倉庫に設置される。冷設ユニット（80）には、冷設
回路（81）が設けられる。冷設回路（81）の液側端部には、第１液連絡配管（12）が接続
される。冷設回路（81）のガス側端部には、第１ガス連絡配管（13）が接続される。冷設
回路（81）には、液側端から順に、冷設膨張弁（82）及び冷設熱交換器（83）が設けられ
る。冷設膨張弁（82）は、開度が可変な電子膨張弁で構成される。
【００５３】
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　冷設熱交換器（83）は、第１利用熱交換器を構成している。冷設熱交換器（83）は、フ
ィン・アンド・チューブ型の熱交換器である。冷設熱交換器（83）の近傍には、庫内ファ
ン（83a）が設けられている。冷設熱交換器（83）を流れる冷媒と、庫内ファン（83a）が
送風する空気とが熱交換する。冷設熱交換器（83）のガス側端部は、第１ガス連絡配管（
13）を介して第１圧縮機（31）の第１吸入管（32）に繋がる。
【００５４】
　〈室内ユニット〉
　室内ユニット（90）は、屋内に設置される。室内ユニット（90）には、室内回路（91）
が設けられる。室内回路（91）のガス側端部には、第２ガス連絡配管（15）が接続される
。室内回路（91）の液側端部には、第２液連絡配管（14）が接続される。室内回路（91）
には、液側端から順に、室内膨張弁（92）及び室内熱交換器（93）が設けられる。室内膨
張弁（92）は、開度が可変な電子膨張弁で構成される。
【００５５】
　室内熱交換器（93）は、第２利用熱交換器を構成している。室内熱交換器（93）は、フ
ィン・アンド・チューブ型の熱交換器である。室内熱交換器（93）の近傍には、室内ファ
ン（93a）が設けられている。室内熱交換器（93）を流れる冷媒と、室内ファン（93a）が
送風する空気とが熱交換する。室内熱交換器（93）のガス側端部は、第２ガス連絡配管（
15）、ブリッジ回路（70）の第４流路（74）、及び吸入中継管（58）を介して、第２圧縮
機（41）の第２吸入管（42）に繋がる。
【００５６】
　〈センサ〉
　冷凍装置（10）には、各種のセンサが設けられる。これらのセンサが検出する指標の一
例として、冷媒回路（11）の高圧冷媒の温度／圧力、低圧冷媒の温度／圧力、中間圧冷媒
の温度／圧力、室外熱交換器（22）の冷媒の温度、冷設熱交換器（83）の冷媒の温度、室
内熱交換器（93）の冷媒の温度、各圧縮機（31,41）の吸入過熱度、各圧縮機（31,41）の
吐出過熱度、室外空気の温度、庫内空気の温度、室内空気の温度が挙げられる。
【００５７】
　なお、図１では、これらのセンサのうち、詳細は後述する外気温度センサ（94）、第１
冷媒温度センサ（95）、第２冷媒温度センサ（96）、及び内気温度センサ（97）を図示し
ている。
【００５８】
　〈コントローラ〉
　制御部であるコントローラ（100）は、制御基板上に搭載されたマイクロコンピュータ
と、該マイクロコンピュータを動作させるためのソフトウエアを格納するメモリディバイ
ス（具体的には半導体メモリ）とを含む。コントローラ（100）は、運転指令やセンサの
検出信号に基づいて、冷凍装置（1）の各機器を制御する。コントローラ（100）による各
機器の制御により、冷凍装置（1）の運転が切り換えられる。
【００５９】
　－運転動作－
　冷凍装置（1）の運転動作について詳細に説明する。図２に示すように、冷凍装置（10
）の運転は、冷設運転、冷房運転、冷房/冷設運転、暖房運転、暖房/冷設運転、暖房/冷
設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及びデフロスト運転を含む。
【００６０】
　冷設運転では、冷設ユニット（80）が運転され、室内ユニット（90）は停止する。冷房
運転では、冷設ユニット（80）が停止し、室内ユニット（90）が冷房を行う。冷房/冷設
運転では、冷設ユニット（80）が運転され、室内ユニット（90）が冷房を行う。暖房運転
では、冷設ユニット（80）が停止し、室内ユニット（90）が暖房を行う。暖房/冷設運転
、暖房/冷設熱回収運転、及び暖房/冷設余熱運転のいずれにおいても、冷設ユニット（80
）が運転され、室内ユニット（90）が暖房を行う。デフロスト運転では、冷設ユニット（
80）が運転され、室外熱交換器（22）の表面の霜を融かす動作が行われる。
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【００６１】
　暖房/冷設運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が比較的大きい条件下で実行
される。暖房/冷設余熱運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が比較的小さい条
件下で実行される。暖房/冷設熱回収運転は、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が、
暖房/冷設運転の間である条件下（冷設と暖房がバランスする条件下）で実行される。
【００６２】
　図２に示すように、各運転では、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）の一方又は両
方が運転される。第１圧縮機（31）のみ運転する場合、圧力調節弁（V5）が閉状態となる
。第２圧縮機（41）のみ運転する場合、圧力調節弁（V5）が開状態となる。第１圧縮機（
31）及び第２圧縮機（41）を運転する場合、圧力調節弁（V5）が開状態となる。以下の各
運転の説明では、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）を運転する場合を例示する。
【００６３】
　〈冷設運転〉
　図３に示す冷設運転では、第１弁（V1）が開状態となり、第２弁（V2）、第３弁（V3）
、第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）
の開度が過熱度制御により調節され、室内膨張弁（92）が全閉状態となる。圧縮部（30）
で圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍
サイクルが行われる。
【００６４】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交換器（83）を
流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やされる。冷設熱
交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００６５】
　冷設運転や、他の運転では、次のように中間圧の冷媒を冷却する冷媒冷却動作が適宜行
われる。第１圧縮機（31）の第１低段圧縮機構（31a）で圧縮された冷媒の少なくとも一
部は、第１中継管（33）を経由して第１インタークーラ（36）を流れる。第１インターク
ーラ（36）では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。第１インタークーラ（36）で冷却さ
れた冷媒は、第１圧縮機（31）の第１高段圧縮機構（31b）で更に圧縮される。同様に、
第２圧縮機（41）の第２低段圧縮機構（41a）で圧縮された冷媒の少なくとも一部は、第
２中継管（43）を経由して第２インタークーラ（46）を流れる。第２インタークーラ（46
）では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。第２インタークーラ（46）で冷却された冷媒
は、第２圧縮機（41）の第２高段圧縮機構（41b）で更に圧縮される。
【００６６】
　冷設運転や、他の運転では、過冷却熱交換器（25）の低圧側流路（25b）を流れた冷媒
を各圧縮機（31,41）へ導入するインジェクション動作が適宜行われる。なお、各図にお
いては、インジェクション動作時の冷媒の流れの図示は省略している。第２配管（62）の
冷媒の一部は、導入管（53）に流入する。また、レシーバ（24）内のガス冷媒は、ガス抜
き管（67）を経由して導入管（53）に流入する。導入管（53）に流入した冷媒は、減圧弁
（54）で減圧された後、低圧側流路（25b）を流れる。冷設熱交換器（83）では、高圧側
流路（25a）を流れる冷媒の熱が、低圧側流路（25b）を流れる冷媒に付与される。低圧側
流路（25b）を流出した冷媒は、第１導入分岐管（53a）及び第２導入分岐管（53b）に分
流する。第１導入分岐管（53a）の冷媒は、第１中継管（33）を経由して第１圧縮機（31
）の第１高段圧縮機構（31b）に導入される。第２導入分岐管（53b）の冷媒は、第２中継
管（43）を経由して第２圧縮機（41）の第２高段圧縮機構（41b）に導入される。
【００６７】
　〈冷房運転〉
　図４に示す冷房運転では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が開状態となり、第２弁（V2
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）及び第３弁（V3）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（
82）が全閉状態となり、室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部
（30）で圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発す
る冷凍サイクルが行われる。
【００６８】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、蒸発する冷媒によって室内空気が冷やされる。室内熱
交換器（93）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回路（70）の第４流路（74）及び吸入中継管（
58）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００６９】
　〈冷房/冷設運転〉
　図５に示す冷房/冷設運転では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が開状態となり、第２
弁（V2）及び第３弁（V3）が閉状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨
張弁（82）及び室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で
圧縮された冷媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器
（93）で蒸発する冷凍サイクルが行われる。
【００７０】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）
では、冷媒の熱が室外空気へ放出される。室外熱交換器（22）で放熱した冷媒は、レシー
バ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交換器（83）及
び室内熱交換器（93）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空
気が冷やされる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由
して第１圧縮機（31）に吸入される。室内熱交換器（93）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第４流路（74）及び吸入中継管（58）を経由して第２圧縮機（41）に吸入され
る。
【００７１】
　〈暖房運転〉
　図６に示す暖房運転では、第２弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となり、第１弁（V1
）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）の開度が過熱度制御され、冷設膨
張弁（82）が閉状態となり、室内膨張弁（92）が全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）で蒸発する冷凍サイクル
が行われる。
【００７２】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）では、冷媒が室内空
気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（22）で蒸発した冷媒は、ブリッジ回路（70）の
第３流路（73）及び吸入中継管（58）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）
に吸入される。
【００７３】
　〈暖房/冷設運転〉
　図７に示す暖房/冷設運転では、第２弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となり、第１
弁（V1）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）及び冷設膨張弁（82）の開
度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒
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が、室内熱交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）で蒸発す
る冷凍サイクルが行われる。
【００７４】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）を流れる。室外熱交換器（2
2）では、冷媒が室内空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（22）で蒸発した冷媒は
、ブリッジ回路（70）の第３流路（73）及び吸入中継管（58）を経由して第２圧縮機（41
）に吸入される。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やされる
。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由して第１圧縮機
（31）に吸入される。
【００７５】
　〈暖房/冷設熱回収運転〉
　図８に示す暖房/冷設熱回収運転では、第２弁（V2）が開状態となり、第１弁（V1）及
び第４弁（V4）が閉状態となる。第３弁（V3）は原則として開状態となる。室外膨張弁（
23）が全閉状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が
全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、冷設
熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクル（第１冷凍サイクル）が行われる。この際、室外
熱交換器（22）は、停止状態となる。
【００７６】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第２流路（72）及び第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱交換器（93）を
流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱される。室内熱
交換器（93）で放熱した冷媒は、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（
25a）を経由して冷設熱交換器（83）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒
によって庫内空気が冷やされる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配
管（13）を経由して第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００７７】
　〈暖房/冷設余熱運転〉
　図９に示す暖房/冷設余熱運転では、第１弁（V1）及び第２弁（V2）が開状態となり、
第３弁（V3）及び第４弁（V4）が閉状態となる。室外膨張弁（23）及び室内膨張弁（92）
が全開状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御される。圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒が、室外熱交換器（22）及び室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）
で蒸発する冷凍サイクル（第２冷凍サイクル）が行われる。
【００７８】
　具体的には、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、ブリッジ回
路（70）の第１流路（71）及び第２流路（72）に分流する。第１流路（71）を流出した冷
媒は、室外熱交換器（22）を流れる。室外熱交換器（22）では、冷媒の熱が室外空気へ放
出される。第２流路（72）を流出した冷媒は、第２ガス連絡配管（15）を経由して室内熱
交換器（93）を流れる。室内熱交換器（93）では、放熱する冷媒によって室内空気が加熱
される。室内熱交換器（93）で放熱した冷媒は、室外熱交換器（22）で放熱した冷媒と合
流し、レシーバ（24）、過冷却熱交換器（25）の高圧側流路（25a）を経由して冷設熱交
換器（83）を流れる。冷設熱交換器（83）では、蒸発する冷媒によって庫内空気が冷やさ
れる。冷設熱交換器（83）で蒸発した冷媒は、第１ガス連絡配管（13）を経由して第１圧
縮機（31）及び第２圧縮機（41）に吸入される。
【００７９】
　〈デフロスト運転〉
　デフロスト運転の冷媒の流れは、図３に示す冷房運転と同様である。つまり、第１圧縮
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機（31）及び第２圧縮機（41）で圧縮された冷媒は、室外熱交換器（22）で放熱する。こ
れにより、室外熱交換器（22）の表面の霜と融ける。室外熱交換器（22）の除霜に利用さ
れた冷媒は、室内熱交換器（93）で蒸発した後、第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）
に吸入される。
【００８０】
　－暖房/冷設熱回収運転における第３弁の制御－
　上述した暖房/冷設熱回収運転では、圧縮部（30）（第１圧縮機（31）及び第２圧縮機
（41））の吸入側の冷媒が、室外熱交換器（22）へ流れ込んでしまうのを回避するために
第３弁（V3）が制御される。
【００８１】
　冷凍装置（10）は、室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが、圧縮部（30）の吸入側の圧
力Ｐsよりも低くなっていることを示す条件Ａを判定するためのセンサを有する。例えば
図１に示す例では、このセンサとして、室外ユニット（20）に設けた外気温度センサ（94
）が用いられる。外気温度センサ（94）は、室外熱交換器（22）の周囲の室外空気の温度
Ｔoを検出する。
【００８２】
　図１０に示すように、暖房/冷設熱回収運転が実行されると、外気温度センサ（94）の
検出温度Ｔoが所定温度Ｔsより高いか否かの判定が行われる（ステップST１）。ここで、
この所定温度Ｔsは、外気温度が低いことに起因して室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが
吸入圧力Ｐsよりも低くなり得る温度条件の閾値である。
【００８３】
　ステップST1において、検出された外気温度Ｔoが、所定温度Ts以上である場合、コント
ローラ（100）は、第３弁（V3）を開状態とする（ステップST2）。これにより、室外熱交
換器（22）の内部の冷媒は、圧縮部（30）の吸入側へ徐々に引き込まれるため、冷凍サイ
クルに利用される。
【００８４】
　ステップST1において、検出された外気温度Ｔoが、所定温度Ｔsより低い場合、コント
ローラ（100）は、第３弁（V3）を閉鎖させる（ステップST3）。外気温度Ｔoが所定温度
Ｔsよりも低い場合、室外熱交換器（22）の内部圧力Ｐoが、圧縮部（30）の吸入側の圧力
Ｐsよりも低くなっている可能性があり、圧縮部（30）の吸入側の冷媒が室外熱交換器（2
2）の内部へ流れてしまう可能性がある。こうなると、暖房/冷設熱回収運転における室内
ユニット（90）や冷設ユニット（80）の能力が低下してしまう可能性がある。これに対し
、このような条件下で第３弁（V3）を閉状態とすることで、冷媒が室外熱交換器（22）へ
流れてしまうことを確実に回避できる。
【００８５】
　－暖房の際の切換制御－
　図１１に示すように、冷凍装置（10）では、室内ユニット（90）の必要な暖房能力に応
じて、暖房/冷設運転、暖房/熱回収運転、暖房/冷設余熱運転が切り換えられる。これら
の運転を切り換える際の制御について説明する。これらの運転の切り換え時には、圧縮部
（30）は停止されず継続して運転される。これらの運転の切り換え時には、ブリッジ回路
（70）の第２弁（V2）及び第３弁（V3）の開度が適宜調節される。
【００８６】
　室内ユニット（90）が暖房機となる運転では、室内ユニット（90）の必要な暖房能力が
求められる。この暖房能力は、各種のセンサの検出値から得ることができる。例えば図１
に示す例では、室内熱交換器（93）のガス側端部に第１冷媒温度センサ（95）が設けられ
る。第１冷媒温度センサ（95）は、放熱器の状態の室内熱交換器（93）の入口側の冷媒温
度Ｔ１を検出する。室内熱交換器（93）の液側端部には、第２冷媒温度センサ（96）が設
けられる。第２冷媒温度センサ（96）は、放熱器の状態の室内熱交換器（93）の出口側の
冷媒温度Ｔ２を検出する。室内ユニット（90）には、室内空気の温度Ｔrを検出する内気
温度センサ（97）（例えば吸込温度センサ）が設けられる。コントローラ（100）は、冷



(38) JP 2019-184231 A 2019.10.24

媒温度Ｔ１と冷媒温度Ｔ２の平均値Ｔaveと室内空気の温度Ｔｒとの差に基づき、室内ユ
ニット（90）の暖房能力を求める。なお、この暖房能力の算出方法は、室内熱交換器（93
）を流れる二酸化炭素が臨界圧力以上となる場合のものである。例えば室内熱交換機（93
）を流れる冷媒が、臨界圧力より小さい場合、室内熱交換器（93）の凝縮温度（例えば高
圧圧力に相当する飽和温度Ｔs）と室内空気の温度Ｔｒとの差に基づき室内ユニット（90
）の暖房能力を求めてもよいし、他の方法を採用してもよい。
【００８７】
　〈暖房/冷設運転から暖房/冷設熱回収運転への切換〉
　冷凍装置（10）では、必要暖房能力が比較的大きい場合、暖房/冷設運転が行われる。
この際、ブリッジ回路（70）では、第１弁（V1）及び第４弁（V4）が閉状態となり、第２
弁（V2）及び第３弁（V3）が開状態となる。ここで、暖房/冷設運転において、必要な暖
房能力が小さくなると、第３弁（V3）の開度が徐々に小さくなる。これにより、室外熱交
換器（22）の圧力が徐々に大きくなり、室外空気から冷媒への吸熱量が徐々に小さくなる
。このように、暖房/冷設運転から暖房/冷設熱回収運転へ切り換わる際には、第３弁（V3
）の開度が徐々に小さくなるため、圧縮部（30）を継続して運転したとしても、冷媒回路
（11）の高低差圧が大きく変化しない。このため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具
合を回避できる。
【００８８】
　〈暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設余熱運転への切換〉
　冷凍装置（10）では、必要暖房能力が中間である場合、暖房/冷設熱回収運転が行われ
る。この際、ブリッジ回路（70）では、第１弁（V1）、第３弁（V3）、及び第４弁（V4）
が閉状態となり、第２弁（V2）が開状態となる。ここで、暖房/冷設熱回収運転において
、必要な暖房能力が小さくなると、第１弁（V1）の開度が徐々に大きくなる。これにより
、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に大きくなり、冷媒から室外空気への放熱量が徐々に
大きくなる。このように、暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設余熱運転へ切り換わる際に
は、第１弁（V1）の開度が徐々に大きくなるため、圧縮部（30）を継続して運転したとし
ても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。このため、高低差圧の急峻な変化
に起因する不具合を回避できる。
【００８９】
　〈暖房/冷設余熱運転から暖房/冷設熱回収運転への切換〉
　暖房/冷設余熱運転において、必要な暖房能力が大きくなると、第１弁（V1）の開度が
徐々に小さくなる。これにより、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に小さくなり、冷媒か
ら室外空気への放熱量が徐々に小さくなる。このように、暖房/冷設余熱運転から暖房/冷
設熱回収運転へ切り換わる際には、第１弁（V1）の開度が徐々に小さくなるため、圧縮部
（30）を継続して運転したとしても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。こ
のため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具合を回避できる。
【００９０】
　〈暖房/冷設熱回収運転から暖房/冷設運転への切換〉
　暖房/冷設熱回収運転において、必要な暖房能力が小さくなると、第３弁（V3）の開度
が徐々に大きくなる。これにより、室外熱交換器（22）の圧力が徐々に小さくなり、室外
空気から冷媒への吸熱量が徐々に大きくなる。このように、暖房/冷設運転から暖房/冷設
熱回収運転へ切り換わる際には、第３弁（V3）の開度が徐々に大きくなるため、圧縮部（
30）を継続して運転したとしても、冷媒回路（11）の高低差圧が大きく変化しない。この
ため、高低差圧の急峻な変化に起因する不具合を回避できる。
【００９１】
　－デフロスト運転の切換制御－
　暖房/冷設運転、暖房/冷設運熱回収運転、及び暖房/冷設余熱運転において、デフロス
ト運転を実行させる指令があると、次のようにして、これらの運転からデフロスト運転へ
切り換わる。
【００９２】



(39) JP 2019-184231 A 2019.10.24

　〈暖房/冷設運転とデフロスト運転の切換〉
　暖房/冷設運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮部（30
）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設運転→暖房/冷設熱回収運転→デフロ
スト運転の順に運転状態が切り換わる。これにより、暖房/冷設運転時において蒸発器で
あった室外熱交換器（22）は、暖房/冷設熱回収運転において停止状態となり、デフロス
ト運転において放熱器となる。この結果、室外熱交換器（22）の圧力変動を抑制できる。
【００９３】
　その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧縮部（30）の運転がそのまま
継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設熱回収運転→暖房/冷設運転の順に運転
状態が切り換わる。これにより、デフロスト運転において放熱器であった室外熱交換器（
22）は、暖房/冷設熱回収運転において停止状態となり、暖房/冷設運転において蒸発器と
なる。この結果、室外熱交換器（22）の圧力変動を抑制できる。なお、これらの運転の切
り換えの際、図１１に示すように、第２弁（V2）及び第３弁（V3）の開度を徐々に変更す
ることもできる。
【００９４】
　〈暖房/冷設熱回収運転とデフロスト運転の切換>
　暖房/冷設熱回収運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮
部（30）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設熱回収運転→デフロスト運転
の順に運転状態が切り換わる。その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧
縮部（30）の運転がそのまま継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設熱回収運
転の順に運転状態が切り換わる。
【００９５】
　〈暖房/冷設余熱運転とデフロスト運転の切換>
　暖房/冷設余熱運転時において、デフロスト運転を開始させる指令がある場合、圧縮部
（30）の運転がそのまま継続されるとともに、暖房/冷設余熱運転→デフロスト運転の順
に運転状態が切り換わる。その後、デフロスト運転を終了させる指令がある場合、圧縮部
（30）の運転がそのまま継続されるとともに、デフロスト運転→暖房/冷設余熱運転の順
に運転状態が切り換わる。
【００９６】
　－冷房運転と暖房運転の切換制御－
　冷房運転から暖房運転へ切り換える指令があると、圧縮部（30）を停止した後、ブリッ
ジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）を切り換える制御が行われる。具体的に、ブリッジ
回路（70）において、閉状態であった第２弁（V2）及び第３弁（V3）を開状態に切り換え
るとともに、開状態であった第１弁（V1）及び第４弁（V4）を閉状態に切り換える。その
後、圧縮機（30A）を運転することで、暖房運転が行われる。
【００９７】
　暖房運転から冷房運転へ切り換える指令があると、圧縮部（30）を停止した後、ブリッ
ジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）を切り換える制御が行われる。具体的に、ブリッジ
回路（70）において、開状態であった第２弁（V2）及び第３弁（V3）を閉状態に切り換え
るとともに、閉状態であった第１弁（V1）及び第３弁（V3）を開状態に切り換える。その
後、圧縮部（30）を運転することで、冷房運転が行われる。
【００９８】
　－実施形態の効果－
　上記実施形態では、流路切換機構が、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各
流路（71,72,73,74）を開閉する開閉機構（４つの弁（V1,V2,V3,V4））とを有する。第１
流路（71）の流入部と第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（C1）は、圧縮部
（30）の吐出部とが繋がる。第１流路（71）の流出部と第３流路（73）の流入部とを接続
する第２接続点（C2）は、室外熱交換器（22）のガス側端部と繋がる。第２流路（72）の
流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）は、第２利用熱交換器（
93）のガス側端部と繋がる。第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続
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する第４接続点（C4）と、冷設熱交換器（83）のガス側端部とが、前記圧縮部（30）の吸
入部と繋がる。
【００９９】
　これにより、図２に示すように、ブリッジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）の開閉状
態を切り換えることで、少なくとも、冷房/冷設運転、暖房/冷設運転、暖房/冷設熱回収
運転、及び暖房/冷設余熱運転を行うことができ、加えて、冷設運転、冷房運転、デフロ
スト運転、暖房運転を行うことができる。
【０１００】
　四方切換弁により流路を切り換える場合、高低差圧によってスプールが駆動されるため
、スプールの衝撃に起因して騒音が発生したり、振動に伴って配管が折れる、あるいは損
傷したりする不具合が生じ得る。特に、冷媒として二酸化炭素を用いる場合、高低差圧は
１０ＭＰａ程度に至るため、このような不具合が顕著になる。これに対し、本実施形態で
は、ブリッジ回路（70）の各弁（V1,V2,V3,V4）をモータや電磁力によって駆動する方式
であるため、高低差圧に起因する不具合を回避できる。
【０１０１】
　四方切換弁により流路を切り換える場合、高圧及び低圧の冷媒を配管を介して四方切換
弁に作用させる必要がある。一方、冷凍装置において、上記の各運転を切り換えるように
すると、高圧ライン及び低圧ラインが適宜変化する。このため、全ての運転において、高
圧及び低圧を四方切換弁に作用させるためには、回路構成が複雑となってしまう。これに
対し、本実施形態では、高圧ライン及び低圧ラインの変化によらず、各弁（V1,V2,V3,V4
）を駆動でき、回路構成の簡素化を図ることができる。
【０１０２】
　本実施形態では、４つの弁（V1,V2,V3,V4）の全てが、開度が調節可能な流量調節弁で
構成される。このため、ブリッジ回路（70）の各流路（71,72,73,74）を流れる流量を調
節できる。
【０１０３】
　特に、第１弁（V1）を流量調節弁とすることで、圧縮部（30）の吐出部と室外熱交換器
（22）のガス側端部との間の流路の開度を調節できる。これにより、図１１に示すように
、放熱器となる室外熱交換器（22）の冷媒の圧力を徐々に変化させることができ、高低差
圧が急峻に変化することを抑制できる。また、室外熱交換器（22）での冷媒の放熱量を調
節できる。
【０１０４】
　特に、第３弁（V3）を流量調節弁とすることで、圧縮部（30）の吸入部と室外熱交換器
（22）のガス側端部との間の流路の開度を調節できる。これにより、図１１に示すように
、蒸発器となる室外熱交換器（22）の冷媒の圧力を徐々に変化させることができ、高低差
圧が急峻に変化することを抑制できる。また、室外熱交換器（22）での冷媒の吸熱量を調
節できる。
【０１０５】
　上記実施形態では、室内熱交換器（93）が放熱器となり、且つ冷設熱交換器（83）が蒸
発器となり、且つ室外熱交換器（85）が停止状態となる冷凍サイクル（暖房/冷設熱回収
運転）において、第３流路（73）の弁（V3）を閉じる。
【０１０６】
　具体的には、図１０に示すように、外気温度Ｔoが所定温度Ｔsより低い条件が成立する
と、コントローラ（100）によって第３弁（V3）が閉鎖される。このため、室外熱交換器
（22）の内部の冷媒の温度及び圧力が低下することに起因して、圧縮部（30）の吸入側の
冷媒が室外熱交換器（22）へ流れ込んでしまうことを確実に回避できる。従って、暖房/
冷設熱回収運転の能力の低下を抑制できる。
【０１０７】
　一方、外気温度Ｔoが所定温度Tsより高い条件が成立すると、コントローラ（100）によ
って第３弁（V3）が開放される。このため、室外熱交換器（22）の内部の冷媒を、圧縮部
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（30）側へ引き込むことができ、暖房/冷設熱回収運転の能力を十分に確保できる。
【０１０８】
　実施形態では、圧縮部（30）が、第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、第１
圧縮機（31）の吸入部が前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、第２圧縮機
（41）の吸入部が前記第４流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（93）のガス側端部
と繋がる。このため、例えば冷房/冷設運転では、第１利用熱交換器（83）及び第２利用
熱交換器（93）の蒸発圧力を異なる圧力としながら冷凍サイクルを行うことができる。
【０１０９】
　実施形態では、冷媒として二酸化炭素を用いている。このため、地球温暖化の影響を緩
和できる。
【０１１０】
　《実施形態の変形例１》
　変形例１の冷凍装置（10）は、開閉機構が２つの三方弁（75,76）で構成される。第１
三方弁（75）及び第２三方弁（76）は、ブリッジ回路（70）に接続される。第１三方弁（
75）は、ブリッジ回路（70）の第２接続点（C2）に接続される。第２三方弁（76）は、ブ
リッジ回路（70）の第３接続点（C3）に接続される。第１三方弁（75）及び第２三方弁（
76）は、モータによって駆動されるロータリ式の三方弁である。
【０１１１】
　第１三方弁（75）は、第１状態と、第２状態とに切り換わる。第１状態の第１三方弁（
75）は、第２接続点（C2）を第１接続点（C1）と連通させ且つ第２接続点（C2）を第４接
続点（C4）と遮断する。第２状態の第１三方弁（75）は、第２接続点（C2）を第４接続点
（C4）と連通させ且つ第２接続点（C2）を第１接続点（C1）と遮断する。
【０１１２】
　第２三方弁（76）は、第１状態と、第２状態とに切り換わる。第１状態の第２三方弁（
76）は、第３接続点（C3）を第４接続点（C4）と連通させ且つ第３接続点（C3）を第１接
続点（C1）と遮断する。第２状態の第２三方弁（76）は、第３接続点（C3）を第１接続点
（C1）と連通させ且つ第３接続点（C3）を第４接続点（C4）と遮断する。
【０１１３】
　それ以外の冷媒回路の構成は、基本的に上記実施形態１と同様である。
【０１１４】
　－運転動作－
　変形例１の冷凍装置（10）の運転動作について説明する。変形例１の冷凍装置（10）の
運転は、上記実施形態と同様、冷設運転、冷房運転、冷房/冷設運転、暖房運転、暖房/冷
設運転、暖房/冷設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及びデフロスト運転を含む。
【０１１５】
　〈冷設運転〉
　図１２に示す冷設運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（76）が
第１状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）の開度が過熱度
制御により調節され、室内膨張弁（92）が全閉状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷
媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行わ
れる。変形例１の冷設運転の詳細な動作は、上記実施形態の冷設運転と同様である。
【０１１６】
　〈冷房運転（デフロスト運転）〉
　図１３に示す冷房運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（76）が
第１状態となる。室外膨張弁（23）は開状態となり、冷設膨張弁（82）が全閉状態となり
、室内膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷
媒が、室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行わ
れる。変形例１の冷房運転の詳細は動作は、上記実施形態の冷房運転と同様である。また
、変形例１のデフロスト運転の冷媒の流れは、図１３の冷房運転と同様である。
【０１１７】
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　〈冷房/冷設運転〉
　図１４に示す冷房/冷設運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方弁（7
6）が第１状態となる。室外膨張弁（23）は全開状態となり、冷設膨張弁（82）及び室内
膨張弁（92）の開度が過熱度制御により制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、
室外熱交換器（22）で放熱し、冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器（93）で蒸発する冷
凍サイクルが行われる。変形例１の冷房/冷設運転の詳細は動作は、上記実施形態の冷房/
冷設運転と同様である。
【０１１８】
　〈暖房運転〉
　図１５に示す暖房運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三方弁（76）が
第２状態となる。室外膨張弁（23）の開度が過熱度制御され、冷設膨張弁（82）が全閉状
態となり、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱
交換器（93）で放熱し、室外熱交換器（22）で蒸発する冷凍サイクルが行われる。変形例
１の暖房運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房運転と同様である。
【０１１９】
　〈暖房/冷設運転〉
　図１６に示す暖房/冷設運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三方弁（7
6）が第２状態となる。室外膨張弁（23）及び冷設膨張弁（82）の開度が過熱度制御され
、室内膨張弁（92）が開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室内熱交換器（
93）で放熱し、室外熱交換器（22）及び冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクルが行
われる。変形例１の暖房/冷設運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房/冷設運転と同様
である。
【０１２０】
　〈暖房/冷設熱回収運転〉
　図１７に示す暖房/冷設熱回収運転では、第１三方弁（75）が第２状態となり、第２三
方弁（76）が第２状態となる。室外膨張弁（23）が全閉状態となり、冷設膨張弁（82）の
開度が過熱度制御され、室内膨張弁（92）が全開状態となる。圧縮部（30）で圧縮された
冷媒が、室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイクル（第
１冷凍サイクル）が行われる。この際、室外熱交換器（22）は、停止状態となる。変形例
１の暖房/冷設熱回収運転の詳細は動作は、上記実施形態の暖房/冷設熱回収運転と同様で
ある。
【０１２１】
　〈暖房/冷設余熱運転〉
　図１８に示す暖房/冷設余熱運転では、第１三方弁（75）が第１状態となり、第２三方
弁（76）が第２状態となる。室外膨張弁（23）及び室内膨張弁（92）が開状態となり、冷
設膨張弁（82）の開度が過熱度制御される。圧縮部（30）で圧縮された冷媒が、室外熱交
換器（22）及び室内熱交換器（93）で放熱し、冷設熱交換器（83）で蒸発する冷凍サイク
ル（第２冷凍サイクル）が行われる。変形例１の暖房/冷設余熱運転の詳細は動作は、上
記実施形態の暖房/冷設余熱運転と同様である。
【０１２２】
　《実施形態の変形例２》
　変形例２の冷凍装置（10）は、圧縮部（30）が１つの圧縮機（30A）で構成される。図
１９に示すように、変形例２の冷凍装置（10）の冷媒回路（11）には、上記実施形態と同
様にしてブリッジ回路（70）が接続される。ブリッジ回路（70）の第１接続点（C1）は、
圧縮機（30A）の吐出部（吐出管（34A））と繋がる。ブリッジ回路（70）の第２接続点（
C2）は、室外熱交換器（22）（熱源熱交換器）のガス側端部と繋がる。ブリッジ回路（70
）の第３接続点（C3）は、室内熱交換器（93）（第２利用熱交換器）のガス側端部と繋が
る。ブリッジ回路（70）の第４接続点（C4）は、圧縮機（30A）の吸入部（吸入管（32A）
）と繋がる。変形例の冷媒回路（11）では、上記実施形態と同様、室外熱交換器（22）に
冷設熱交換器（83）及び室内熱交換器（93）が並列に繋がる。冷設熱交換器（83）のガス
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側端部が圧縮機（30A）の吸入管（32A）と繋がる。
【０１２３】
　変形例２においても、上記実施形態と同様の制御により、冷設運転、冷房運転、冷房/
冷設運転、暖房運転、暖房/冷設運転、暖房/冷設熱回収運転、暖房/冷設余熱運転、及び
デフロスト運転が切り換えて行われる。
【０１２４】
　変形例２の冷房/冷設運転では、第４弁（V4）が圧力調節弁ないし減圧弁として機能す
る。つまり、第４弁（V4）の開度を最大開度より小さい所定開度に調節することで、室内
熱交換器（93）で蒸発した冷媒を減圧できる。これにより、室内熱交換器（93）の蒸発圧
力を冷設熱交換器（83）の蒸発圧力より高く維持でき、いわゆる異温度蒸発式の冷凍サイ
クルを実現できる。
【０１２５】
　変形例２において、開閉機構が第１三方弁（75）及び第２三方弁（76）で構成されても
よい。
【０１２６】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態や、各変形例においては、以下のような構成としてもよい。
【０１２７】
　冷凍装置（10）は、第２利用熱交換器として水などの熱媒体と冷媒とを熱交換させる熱
交換器（85）を用いてもよい。図２０に示す例の冷凍装置（10）では、実施形態の室内熱
交換器（93）に替えて温水及び冷水を生成するための熱交換器（85）が設けられる。熱交
換器（85）は、室外回路（21）に接続される。熱交換器（85）の液側には、実施形態の室
内膨張弁（92）と同様に機能する膨張弁（86）が接続される。熱交換器（85）は、冷媒流
路（85a）と熱媒体流路（85b）とを有する。熱交換器（85）では、冷媒と熱媒体（水）と
が熱交換する。熱交換器（85）が放熱器として機能すると、冷媒流路（85a）の冷媒によ
って、熱媒体流路（85b）の水が加熱される。この水は、温水としてタンク（87）に貯留
される。熱交換器（85）が蒸発器として機能すると、冷媒流路（85a）の冷媒によって、
熱媒体流路（85b）の水が冷却される。この水は、冷水としてタンク（87）に貯留される
。タンク（87）に貯留された温水及び冷水は、ポンプ（88）によって対象へ供給される。
【０１２８】
　開閉機構は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）を開閉できる弁であれば、電磁
開閉弁などの他の弁であってもよい。開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、上記実施形態
の弁（V1,V2,V3,V4）と、変形例１の三方弁（75,76）の組み合わせであってもよい。例え
ば上記実施形態の第１弁（V1）及び第３弁（V3）と、変形例１の第２三方弁（76）とを組
み合わせた構成であってもよい。上記実施形態の第２弁（V2）及び第４弁（V4）と、第１
三方弁（75）とを組み合わせた構成であってもよい。
【０１２９】
　冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素に限らず、ＨＦＣ系の冷媒などの他の冷媒を用い
てもよい。冷凍サイクルは、冷媒を臨界圧力以上にまで圧縮する、いわゆる臨界サイクル
であってもよいし、冷媒を臨界圧力よりも低い圧力まで圧縮する、いわゆる亜臨界サイク
ルであってもよい。
【０１３０】
　第１圧縮機（31）及び第２圧縮機（41）は、単段式であってもよい。
【０１３１】
　第１利用熱交換器及び第２利用熱交換器は、それぞれ２つ以上あってもよい。第１利用
熱交換器は、冷凍庫の庫内を冷却するものであってもよいし、冷房専用の室内ユニットに
設けられてもよい。
【０１３２】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
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の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
、置換したりしてもよい。以上に述べた「第１」、「第２」、「第３」…という記載は、
これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序ま
でも限定するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上説明したように、本開示は、冷凍装置について有用である。
【符号の説明】
【０１３４】
　　　　  １１      冷媒回路 
　　　　　２２　　　室外熱交換器（熱源熱交換器）
　　　　　３０　　　圧縮機構 
　　　　　３１　　　第１圧縮機 
　　　　　４１　　　第２圧縮機 
　　　　　７１　　　第１流路 （流路切換機構）
　　　　　７２　　　第２流路 （流路切換機構）
　　　　　７３　　　第３流路 （流路切換機構）
　　　　　７４　　　第４流路 （流路切換機構）
　　　　　７５　　　第１三方弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　７６　　　第２三方弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　８３　　　冷設熱交換器（第１利用熱交換器） 
　　　　　８５　　　熱交換器（第２利用熱交換器） 
　　　　　９３　　　室内熱交換器（第２利用熱交換器）
　　　　１００　　　コントローラ（制御部）
　　　　　Ｖ１　　　第１弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ２　　　第２弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ３　　　第３弁（開閉機構、流路切換機構）
　　　　　Ｖ４　　　第４弁（開閉機構、流路切換機構）
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮部（30）と、熱源熱交換器（22）と、該熱源熱交換器（22）に並列に繋がる第１利
用熱交換器（83）及び第２利用熱交換器（85,93）と、冷媒の流れを切り換える流路切換
機構（70）とが接続される冷媒回路（11）を備えた冷凍装置であって、
　前記流路切換機構（70）は、第１から第４までの流路（71,72,73,74）と、各流路（71,
72,73,74）を開閉する開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）とを有し、
　前記第１流路（71）の流入部と前記第２流路（72）の流入部とを接続する第１接続点（
C1）が前記圧縮部（30）の吐出部とが繋がり、
　前記第１流路（71）の流出部と前記第３流路（73）の流入部とを接続する第２接続点（
C2）が前記熱源熱交換器（22）のガス側端部と繋がり、
　前記第２流路（72）の流出部と第４流路（74）の流入部とを接続する第３接続点（C3）
が前記第２利用熱交換器（93）のガス側端部と繋がり、
　前記第３流路（73）の流出部と第４流路（74）の流出部とを接続する第４接続点（C4）
と、前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部とが、前記圧縮部（30）の吸入部と繋がる
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
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　請求項１において、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、
前記第３流路（73）、及び前記第４流路（74）の少なくとも１つに接続される弁（V1,V2,
V3,V4）を含み、
　前記弁（V1,V2,V3,V4）は、対応する流路（71,72,73,74）を開閉するように構成される
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記弁（V1,V2,V3,V4）は、開度が調節可能な流量調節弁で構成さ
れることを特徴とする冷凍装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記流量調節弁（V1）は、前記第１流路（71）に接続されることを特徴とする冷凍装置
。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　前記流量調節弁（V3）は、前記第３流路（73）に接続されることを特徴とする冷凍装置
。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれか１つにおいて、
　前記弁（V1,V2,V3,V4）は、前記第１流路（71）、前記第２流路（72）、前記第３流路
（73）、及び前記第４流路（74）のそれぞれに接続されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項７】
　請求項２乃至５のいずれか１つにおいて、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第２接続点（C2）に設けられる第１三方
弁（75）と、第３接続点（C3）に設けられる第２三方弁（76）の少なくとも一方を含み、
　前記第１三方弁（75）は、前記第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）と連通させ且
つ該第２接続点（C2）を前記第４接続点（C4）と遮断する第１状態と、前記第２接続点（
C2）を前記第４接続点（C4）と連通させ且つ該第２接続点（C2）を前記第１接続点（C1）
と遮断する第２状態とに切り換わるように構成され、
　前記第２三方弁（76）は、前記第３接続点（C3）を前記第４接続点（C4）と連通させ且
つ該第３接続点（C3）を前記第１接続点（C1）と遮断する第１状態と、前記第３接続点（
C3）を前記第１接続点（C1）と連通させ且つ該第３接続点（C3）を前記第４接続点（C4）
と遮断する第２状態とに切り換わるように構成されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）は、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（7
2）を開け、前記第１流路（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部
（30）で圧縮された冷媒を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（
83）で蒸発させ、前記熱源熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルを行うよう
に構成されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）は、前記第３流路（73）に接続される弁（V3）を
含み、
　前記第１冷凍サイクル中に、前記第３流路（73）の弁（V3）を閉じる制御部（100）を
備えていることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）は、前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第１流路（7
1）及び前記第２流路（72）を開け、前記第３流路（73）及び前記第４流路（74）を閉じ
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るとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒を前記熱源熱交換器（22）及び前記第２
利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させる第２冷凍サイ
クルを行うように構成されることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至７のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）は、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第２流路（72）を開け、前記第１流
路（71）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮された冷媒
を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させ、前記熱
源熱交換器（22）を停止状態とする第１冷凍サイクルと、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって前記第１流路（71）及び前記第２流路（7
2）を開け、前記第３流路（73）及び前記第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部
（30）で圧縮された冷媒を前記熱源熱交換器（22）及び前記第２利用熱交換器（93）で放
熱させ、前記第１利用熱交換器（83）で蒸発させる第２冷凍サイクルと、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって、第２流路（72）及び第４流路（74）を
開け、第１流路（71）及び第３流路（73）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒を熱源熱交換器（22）で放熱させ、第１利用熱交換器（83）及び第２利用熱交換
器（93）で蒸発させる第３冷凍サイクルと、
　前記開閉機構（V1,V2,V3,V4,75,76）によって、第２流路（72）及び第３流路（73）を
開け、第１流路（71）及び第４流路（74）を閉じるとともに、前記圧縮部（30）で圧縮さ
れた冷媒を第２利用熱交換器（93）で放熱させ、熱源熱交換器（22）及び第１利用熱交換
器（83）で蒸発させる第４冷凍サイクルとを行うように構成されることを特徴とする冷凍
装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１つにおいて、
　前記圧縮部（30）は、第１圧縮機（31）と第２圧縮機（41）とを含み、
　前記第１圧縮機（31）の吸入部が前記第１利用熱交換器（83）のガス側端部と繋がり、
　前記第２圧縮機（41）の吸入部が前記第４流路（74）を介して前記第２利用熱交換器（
85,93）のガス側端部と繋がることを特徴とする冷凍装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１つにおいて、
　前記冷媒回路（11）の冷媒は、二酸化炭素であることを特徴とする冷凍装置。
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