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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　混合冷媒を用いる極低温冷凍システムであって、
　流体に関して冷凍プロセスに連通する圧縮機であって、前記冷凍プロセスが、前記圧縮
機と蒸発器との間で前記冷凍システムの高圧側にある高圧管路と、前記蒸発器と前記圧縮
機との間の冷媒戻り経路内で前記冷凍システムの低圧側にある低圧管路と、前記低圧管路
の冷媒によって前記高圧管路内の冷媒を冷却する少なくとも１つの熱交換器と、を有する
圧縮機と、
　バルブを含み、前記冷凍プロセスの少なくとも一部をバイパスして前記混合冷媒中での
フリーズアウトを防止するフリーズアウト防止回路と、
　を有し、
　前記フリーズアウト防止回路は、
ａ） 温かい高圧冷媒の凝固点が、前記システム内の最も低温の低圧冷媒が流れる前記冷
凍プロセス内の点での冷媒の凝固点よりも高くないとして、前記高圧配管が前記冷凍プロ
セスの低温端から抜け出すより前で前記高圧冷媒が流れる前記冷凍プロセス内の点から、
前記システムの最も低温の低圧冷媒が流れる前記冷凍プロセス内の点までに接続されたバ
イパスループ、または、
ｂ） 高圧冷媒がその最も低い温度にある前記冷凍プロセス内の点から、低圧冷媒が、前
記冷凍プロセス内の前記少なくとも１つの熱交換器のうちの最も低温のものから抜け出す
前記冷凍プロセス内の点までに接続されたバイパスループであって、バイパスした冷媒は
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、高圧冷媒がその最も低い温度にある点と、低圧冷媒が、前記少なくとも１つの熱交換器
のうちの最も低温のものから抜け出す点の間で熱交換器を通過しない、バイパスループ、
または、
ｃ） 前記圧縮機と前記冷凍プロセスの高圧管路の入口との間の前記圧縮機高圧冷媒管路
から、前記圧縮機の吸引管路までに接続されたバイパスループ、
のいずれか１つのバイパスループを有する
　冷凍システム。
【請求項２】
　前記フリーズアウト防止回路は、前記高圧配管が前記冷凍プロセスから抜け出すより前
で前記温かい高圧冷媒が流れる前記冷凍プロセス内の点から、前記システムの最も低温の
低圧冷媒が流れる前記冷凍プロセス内の点までに接続されたバイパスループを有し、前記
温かい高圧冷媒の凝固点は、前記システム内の最も低温の低圧冷媒が流れる前記冷凍プロ
セス内の点での冷媒の凝固点よりも高くない、請求項１に記載の冷凍システム。
【請求項３】
　前記フリーズアウト防止回路は、高圧冷媒がその最も低い温度にある前記冷凍プロセス
内の点から、低圧冷媒が、前記冷凍プロセスの前記少なくとも１つの熱交換器のうちの最
も低温のものから抜け出す前記冷凍プロセス内の点までに接続されたバイパスループを有
し、バイパスした冷媒は、高圧冷媒がその最も低い温度にある点と、低圧冷媒が、前記少
なくとも１つの熱交換器のうちの最も低温のものから抜け出す点の間で熱交換器を通過し
ない、請求項１に記載の冷凍システム。
【請求項４】
　前記フリーズアウト防止回路は、前記圧縮機と前記冷凍プロセスの高圧管路の入口との
間の前記圧縮機高圧冷媒管路から前記圧縮機の前記吸引管路にまで接続されているバイパ
スループを有する、請求項１に記載の冷凍システム。
【請求項５】
　前記バイパス回路は、前記フリーズアウト回路を通る流体の流れを制御する手段を含む
、請求項１に記載の冷凍システム。
【請求項６】
　前記流体の流れは、オンオフ(on-off)弁および流量計測装置を利用して制御される、請
求項５に記載の冷凍システム。
【請求項７】
　前記流体の流れは、比例制御弁を利用して制御される、請求項５に記載の冷凍システム
。
【請求項８】
　前記流体の流れは、自動的に制御される、請求項５に記載の冷凍システム。
【請求項９】
　前記混合冷媒は、Ｒ－１２３、Ｒ－２４５ｆａ、Ｒ－２３６ｆａ、Ｒ－１２４、Ｒ－１
３４ａ、プロパン、Ｒ－１２５、Ｒ－２３、エタン、Ｒ－１４、メタン、アルゴン、窒素
、およびネオンからなる群から選択された１またはそれ以上の冷媒を有する、請求項１に
記載の冷凍システム。
【請求項１０】
　前記混合冷媒は、それぞれ列記された成分をモル分率の範囲で含む以下のブレンド：
　Ｒ－１２３（０．０１から０．４５）、Ｒ－１２４（０．０から０．２５）、Ｒ－２３
（０．０から０．４）、Ｒ－１４（０．０５から０．５）およびアルゴン（０．０から０
．４）を有するブレンドＡ、
　Ｒ－２３６ｆａ（０．０１から０．４５）、Ｒ－１２５（０．０から０．２５）、Ｒ－
２３（０．０から０．４）、Ｒ－１４（０．０５から０．５）およびアルゴン（０．０か
ら０．４）をするブレンドＢ、
　Ｒ－２４５ｆａ（０．０１から０．４５）、Ｒ－１２５（０．０から０．２５）、Ｒ－
２３（０．０から０．４）、Ｒ－１４（０．０５から０．５）およびアルゴン（０．０か
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ら０．４）を有するブレンドＣ、
　Ｒ－２３６ｆａ（０．０から０．４５）、Ｒ－２４５ｆａ（０．０から０．４５）、Ｒ
－１３４ａ（０より大きい）、Ｒ－１２５（０．０から０．２５）、Ｒ－２１８（０．０
から０．２５）、Ｒ－２３（０．０から０．４）、Ｒ－１４（０．０５から０．５）、ア
ルゴン（０．０から０．４）、窒素（０．０から０．４）およびネオン（０．０から０．
２）を有するブレンドＤ、および、
　プロパン（０．０から０．５）、エタン（０．０から０．３）、メタン（０．０から０
．４）、アルゴン（０．０から０．４）、窒素（０．０から０．５）およびネオン（０．
０から０．３）を有するブレンドＥ、
　からなる群から選択される、請求項９に記載の冷凍システム。
【請求項１１】
　冷凍システムであって、
　圧縮機と、
　流体に関して前記圧縮機に連通するともに、前記圧縮機と蒸発器との間で前記冷凍シス
テムの高圧側にある高圧管路と、前記蒸発器と前記圧縮機との間の冷媒戻り経路内で前記
冷凍システムの低圧側にある低圧管路と、前記低圧管路の冷媒によって前記高圧管路内の
冷媒を冷却する少なくとも１つの熱交換器と、を有する冷凍プロセスと、
　前記冷凍プロセスから高圧冷媒を受け入れる膨張装置と、
　バルブを含み、前記冷凍プロセスの一部をバイパスして混合冷媒中でのフリーズアウト
を防止するフリーズアウト防止回路と、
　を有し、
　１８３Ｋ未満で６５Ｋを超える温度で冷凍を提供する、
前記混合溶媒を使用する冷凍システム。
【請求項１２】
　前記フリーズアウト防止回路は、より高圧のより温かい点から、前記冷凍プロセスのよ
り低圧の低温点までである、請求項１１に記載の冷凍システム。
【請求項１３】
　前記フリーズアウト防止回路は流れ制限を含む、請求項１２に記載の冷凍システム。
【請求項１４】
　前記混合冷媒は、広く離れた標準沸点を有する少なくとも２つの成分冷媒を含む、請求
項１１に記載の冷凍システム。
【請求項１５】
　前記混合冷媒は、標準沸点が少なくとも５０℃異なる少なくとも２つ成分冷媒を含む、
請求項１４に記載の冷凍システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒の絞り拡張(throttle expansion)を利用して冷凍効果を得るプロセスに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷凍システムは、信頼性の高い密封冷凍システムが開発された１９００年代初期から存
在している。そのとき以来、冷凍技術の発達は、住宅設備と工業設備の両方においてその
実用性を実証してきた。特に、低温冷凍システムは、現在、生物医学（バイオメディカル
）用途、クライオエレクトロニクス（低温電子工学；cryoelectronics）、被覆処理、お
よび半導体製造用途において、不可欠な工業的機能を提供している。
【０００３】
　１８３Ｋ（－９０℃）未満の温度での冷凍を必要とする用途としては、特に工業生産お
よび試験分野における数多くの重要な用途が含まれる。本発明は、１８３Ｋから６５Ｋ（
－９０℃から－２０８℃）の間の温度の冷凍を提供する冷凍システムに関する。この範囲
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に含まれる温度は、低温、超低温、および極低温（クライオ温度：cryogenic）などさま
ざまな言葉で表される。本出願では、１８３Ｋと６５Ｋ（－９０℃と－２０８℃）の間の
温度を表すのに、「極低(very low)」または「極低温(very low temperature)」という言
葉を用いることにする。
【０００４】
　真空状態で実施され、極低温冷凍システムによって統合される多くの製造工程では、あ
る処理段階での急速加熱が必要になる。この加熱工程は、一般にデフロスト（霜取り）サ
イクルと呼ばれている。この加熱工程によって、蒸発器（エバポレータ）および接続する
冷凍管路が室温まで温められる。これにより、システムのこれらの部品に大気中の水分を
凝縮させることなく、これらの部品にアクセスし、それを大気に開放することが可能にな
る。デフロストサイクル全体、およびそれに続く極低温化再開時間が長くなるほど、製造
システムのスループットが低下する。迅速なデフロスト、および真空チャンバ内における
低温表面(cryosurface)（蒸発器）の冷却の迅速な再開は、真空処理のスループットを高
めるのに有益である。
【０００５】
　さらに、長時間にわたり蒸発器を通って熱い冷媒を流すことが望まれる処理が多くある
。本出願では、これを「ベークアウト(bakeout)」動作という言葉で呼ぶ。これは、冷媒
によって交互に加熱、冷却される要素が、時間の関数として温度応答が約１分から５分よ
りも長い、大きな熱容量を有する場合に有用である。このような場合、高温冷媒の流れを
延長して、表面のすべてが所望の最低温度に達するまで熱の熱伝導を発生させる必要があ
る。さらに、真空チャンバ内での一般的な処理の一形態では、チャンバの内表面が典型的
には１５０℃から３００℃の高温に加熱される。このような高温は、冷媒によって冷却、
加熱される要素を含む、チャンバの全表面に放射する。要素を通って冷媒が流動していな
いときに、冷媒および要素中に存在するあらゆる残留圧縮機油をこのような高温に暴露す
ることは、冷媒および／または油の必然的な分解によって、存在する冷媒を過熱する危険
性がある。したがって、チャンバが加熱されている間、高温冷媒（一般に８０℃から１２
０℃）を連続的に流動させることが、冷媒および油の温度を制御し、いかなる起こり得る
分解も防止することになる。
【０００６】
　そのような極低温冷却を必要とする真空処理は多く存在する。その主な用途は、真空系
に対する水蒸気のクライオポンピングを提供することである。極低温の表面は、水蒸気分
子を、それが放出される速さよりはるかに大きな速度で捕捉して保持する。その正味の効
果は、チャンバの水蒸気分圧を迅速にかつ著しく減少させることにある。この水蒸気クラ
イオポンピング処理は、電子記憶媒体、光学反射板、金属蒸着部品、半導体装置などを対
象とした真空被着工業における多くの物理的蒸着処理に非常に有用である。凍結乾燥処理
において食品および生物学的製品から水分を除去するのにもこの処理が利用される。
【０００７】
　他の用途としては、熱放射の遮蔽がある。この用途では、大型のパネルが極低温まで冷
却される。これらの冷却されたパネルは、真空チャンバの表面およびヒータからの放射熱
を遮る。これによって、このパネルより低い温度に冷却されている表面に対する熱負荷を
低減することができる。他の用途は、製造されている物体からの熱の除去である。用途に
よっては、この物体は、コンピュータのハードドライブ用アルミニウムディスク、半導体
装置製造用シリコンウェハ、またはフラットパネルディスプレイ用のガラスまたはプラス
チックなどの材料である。これらの場合において、極低温は、処理工程の最後におけるこ
れらの物体の最終温度が室温より高い場合であっても、物体からより迅速に熱を除去する
手段を提供する。
【０００８】
　さらに、ハードディスクドライブ媒体、シリコンウェハまたはフラットパネルディスプ
レイの材料、または他の基板を含むいくつかの用途は、これらの物体に材料を堆積させる
ことを必要とする。そのような場合は、その堆積の結果として物体から熱が放出され、物
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体を規定の温度の範囲内に維持しながらこの熱を除去しなければならない。プラテンのよ
うな表面の冷却は、そのような物体から熱を除去する典型的な手段である。これらすべて
の場合において、冷凍システムと冷却対象の物体との間の界面が蒸発器（エバポレータ）
中に及び、極低温で冷媒がこの物体から熱を除去する。
【０００９】
　極低温のさらなる他の用途としては、生体液や生体組織の保存、および化学的、薬学的
プロセスにおける反応速度の制御が挙げられる。
【００１０】
　従来の冷凍システムは、環境に対して有害であると判断され、オゾン欠乏の原因となる
ことが知られている塩素化(chlorinated)冷媒を伝統的に利用してきた。したがって、ま
すます制約を強化する環境規制によって、冷凍業界は、塩素化フルオロカーボン（ＣＦＣ
）からハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）に切り換えるようになった。モント
リオール議定書の条項は、ＨＣＦＣの段階的廃止を要求し、欧州連合の法律には、２００
１年１月１日時点で冷凍システムにおけるＨＣＦＣの使用を禁止することが定められてい
る。したがって、代替的な冷媒混合物の開発が必要とされる。ハイドロフルオロカーボン
（ＨＦＣ）冷媒は、不燃性で、毒性が低く、商業的に入手可能である好適な候補である。
                                                                                
【００１１】
　従来技術の極低温システムでは、可燃性の成分を使用して油を管理していた。塩素化冷
媒を使用する極低温システムに用いられる油は、加圧されると室温で液化することが可能
な、より高温の沸点成分との混和性に優れていた。Ｒ－２３などの、より低沸点のＨＦＣ
冷媒は、これらの油との混和性に優れず、冷凍プロセスのより低温の部分に直面するまで
は容易に液化しない。このような混和性の欠如は、圧縮機油の分離およびフリーズアウト
(freezeout)を引き起こし、管、ストレーナ、弁または絞り（スロットル）の詰まりによ
るシステムの故障の原因となる。このようなより低温での混和性を確保するために、従来
、冷媒混合物にエタンが加えられていた。あいにく、エタンは可燃性で、顧客の容認を制
限するとともに、システム制御に対する要件、設置要件およびコストをさらに上積みする
可能性がある。したがって、エタンまたは他の可燃性成分をも排除することが好ましい。
【００１２】
　上に説明したようなそうした冷凍システムは、冷媒混合物からフリーズアウトしない冷
媒の混合物が必要である。冷凍システムにおける「フリーズアウト」状態とは、１つまた
は複数の冷媒成分または圧縮機油が固化しあるいは粘性が極端に大きくなって流動しなく
なる状態のことである。冷凍システムの正常動作時は、温度が低くなるほど吸い込み圧力
が低くなる。フリーズアウト状態が生じると、吸い込み圧力が降下して、さらに正帰還を
生み、さらに温度を下げ、さらなるフリーズアウトを引き起こしやすくなる。
【００１３】
　必要なのは混合冷媒冷凍システムのフリーズアウトを防止する方法である。入手可能な
ＨＦＣ冷媒は、それらに取って代わられるＨＣＦＣおよびＣＦＣ冷媒に比べて凝固点が高
い。フリーズアウトに関するこれらの冷媒混合物の限界は、米国特許出願09/886,936号に
開示されている。上に述べたように、炭化水素の使用は、その燃焼性のために望ましくな
い。しかし、可燃性の炭化水素冷媒の代わりに使用可能なＨＦＣ冷媒は、一般により高い
凝固点を有するので、可燃性の成分の除去は、フリーズアウトの管理においてあらたな問
題点を引き起こす。
【００１４】
　一般に、冷凍システムの外部熱負荷が非常に小さくなると、フリーズアウトが発生する
。いくつかの極低温システムは、最も低温の高圧冷媒の一部を得て、それを利用して高圧
冷媒を冷却する過冷却器(subcooler)を使用している。これは、この冷媒部を膨張させ、
それを使用して過冷却器の低圧側に供給することによって行われる。したがって、蒸発器
への流れが停止すると、内部流動および熱伝達によって、高圧冷媒は次第に低温になって
ゆく。次にこのことは、過冷却器に入力する膨張した冷媒をより低温にするという結果に
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なる。全体のシステム設計、システムの低温端で循環している冷媒成分、およびシステム
の動作圧によっては、フリーズアウト温度に達することが起こり得る。フリーズアウトの
ような状態に対してはマージンを設けることが必要なので、全体のシステムが、フリーズ
アウト状態が決して発生しないように設計されていることもあり、その結果、冷凍機の設
計は、多くの場合限定されたものになる。
【００１５】
　冷媒としてハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）を使用する場合の他の課題は、これら
の冷媒はアルキルベンゼンオイル中で混和性に乏しいことであり、そのためポリオールエ
ステル（ＰＯＥ）（1998 ASHRAE Refrigeration Handbook （1998年ＡＳＨＲＡＥ冷凍ハ
ンドブック），第７章，７．４頁，American Society of Heating, Refrigeration and A
ir Conditioning Engineers（米国加熱冷凍空調工学会））圧縮機油が、ＨＦＣ冷媒との
適合性を保つために使用される。油は、圧縮機（コンプレッサ）の良好な潤滑性を提供す
るばかりでなく、極低温において冷媒から分離、またフリーズアウトしてはならないもの
であるため、適切な油の選択が、極低温システムにとって不可欠である。
【００１６】
　米国特許出願０９／８９４，９６４号は、本出願において参照されているが、極低温混
合冷媒システムのフリーズアウト防止の方法について記載している。その方法は、それが
使用されたシステムに対しては有効なことがわかったが、その方法では必要な制御は得る
ことができなかった。その理由は、上流の低圧冷媒の圧力を増加させる弁を用いてフリー
ズアウトを防止しようとしたので、システムの冷凍性能が低下したからである。開示され
た弁は手動で調整しなければならず、異なる運転モード（すなわち、冷却、デフロスト、
待機、およびベークアウト）に対して、必要に応じてその弁を手動で調整することは実用
的ではない。
【００１７】
　一般に、従来の冷凍システムにおいては、多くのバイパス法が使用されている。典型的
には－４０℃以上の温度で動作するこれらのシステムは、単一の冷媒成分、または非常に
近接した沸点を有して単一の冷媒成分と同じように挙動する冷媒の混合物を使用している
。このようなシステムにおいては、制御方法は、飽和冷媒温度と飽和冷媒圧力との間の対
応関係を利用している。単一の冷媒成分においてこの対応関係の性質とは、２相混合物（
液相と気相）が存在している場合に、冷媒の温度または圧力の一方のみを指定すれば、他
方を識別できることをいう。近接した沸点を持ち、一般に使用されている混合冷媒系では
、小さな偏移がこの温度と圧力の対応関係から生じるが、それらは単一成分の冷媒として
挙動し、同様な方法で処理される。
【００１８】
　開示された本発明は、大きく離れた沸点を持つ混合冷媒を使用した極低温冷凍システム
に関する。典型的な配合物（ブレンド）は、１００℃から２００℃だけ異なる沸点を有し
ている。この開示において、極低温混合冷媒システム（ＶＬＴＭＲＳ）とは、少なくとも
２つの成分を有し、その標準沸点が少なくとも５０℃異なる混合冷媒を使用する極低温冷
凍システムを意味している。このような混合物では、単一の冷媒成分から著しく偏移して
いるので、飽和温度と飽和圧力間の対応関係はより複雑になる。
【００１９】
　これらの付加的な成分がもたらす付加された自由度、かつこれらの成分が広く離れた沸
点を持つことにより、互いの挙動が非常に異なるという事実のために、冷媒混合物組成、
液体分率、および温度（または圧力）が、圧力（または温度）を決定するのに指定されな
ければならない。したがって、従来の単一の冷媒または単一の冷媒と同様の挙動を有する
混合物からの制御方法は、温度－圧力対応関係のこの差異によって、従来のシステムと同
様の方法ではＶＬＴＭＲＳへ適用することができない。図式的な表現は類似しているが、
ＶＬＴＭＲＳにおけるこれらの装置の用途は、圧力－温度対応関係の差異により従来技術
とは異なる。
【００２０】
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　簡単な例として、従来の冷凍システムの制御は、凝縮器（コンデンサ）の温度の制御は
吐出圧を制御することになる、という事実に大きく依存している。したがって、凝縮器の
温度を制御する制御弁は、運転モードまたは蒸発器の熱負荷にかかわらず、精度よく予測
できる方法で吐出圧を制御する。それとは対照的に、広く離れた沸点を有する成分を用い
るＶＬＴＭＲＳは、たとえ循環する混合物および凝縮器の温度が変わらなくても、蒸発器
負荷および運転モードの変化によって、圧縮機の吐出圧が大きく変化する。
【００２１】
　したがって、本発明を具体化するのに示されているいくつかの概観は、従来の冷凍で経
験した図でなじみのものであろう。従来技術の制御方法の全体図は、2002 ASHRAE Refrig
eration Handbook （2002年版ＡＳＨＲＡＥ冷凍ハンドブック）、第４５章において与え
られる。本システムは、本出願は異なった圧力温度特性を有する複数の冷媒を含むという
点で、またより具体的にはこれらの冷媒は従来の冷媒が持つような確定した圧力－温度対
応関係を持たないという点で、これら従来技術のシステムと異なる。したがって、制御要
素および冷媒の相互作用が異なる。
【００２２】
　フォレスト(Forrest)らの米国特許第４，７６３，４８６号明細書は、内部凝縮バイパ
スを組み込んだＶＬＴＭＲＳについて記載している。この方法では、プロセス中の種々の
相分離器（フェーズセパレータ）からの液体冷媒が蒸発器の流入口へバイパスされる。こ
の方法が述べている目的は、蒸発器冷却の温度および容量を制御して、システムを安定に
稼働させることである。定義されているように、この方法は、あるレベルでの冷却を行う
ために、蒸発器を通る冷媒の流れを必要とする。待機モードまたはベークアウトモードに
ついては一切言及されず、またその概略図は、示された方法が待機モードまたはベークア
ウトモードでは用いることができないことを明白に示している。本発明は、種々の個数の
相分離器を備えたシステムの始動の難しさについて説明している。
【００２３】
　この特許の以降、相分離器の数を変える、分離器の一部またはすべてを相分離器にする
、および相分離器をなくすなどのＶＬＴＭＲＳの多くの変形例が実証されてきた。これら
の実証されたシステムは、フォレストらの方法を利用しなくても問題なく動作した。フォ
レストらによって予防されている状態は、冷媒の適切な２相流を維持するためには最低の
流量がＶＬＴＭＲＳにとって必要であるという、事実に関連付けることができる。適切な
流れがない場合には、フォレストらによって回避された症状が予想されるだろう。フォレ
ストらは、吐出管路油分離器も利用していない。ＶＬＴＭＲＳの圧縮機油が冷媒の流路の
閉塞の原因となり、フォレストらが避けようとした類の症状の原因となることは知られて
いる。
【００２４】
　さらに、本出願は、プロセス中の冷媒のフリーズアウトを防止する。フリーズアウトが
一般的な関心事でない従来の冷凍システムとは異なり、開示された極低温システムで使用
される冷媒は、その凝固点よりも典型的には５０℃以上高い温度で動作させられるので、
フリーズアウトを考慮することは重要なことである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明は、冷凍プロセスにおける冷媒および油のフリーズアウトを防止する方法を開示
する。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の方法は、自動冷凍(auto-refrigerating)カスケードサイクル、クリメンコ(Kli
menko)サイクルまたは単一膨張装置システムのような混合冷媒系を用いる極低温冷凍シス
テムまたはプロセスにおいて特に有用である。この冷凍システムは、少なくとも１つの圧
縮機、および一段構成（相分離器がない構成）または多段構成（少なくとも１つの相分離
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器のある構成）の絞りサイクル(throttle cycle)のいずれかから構成される。多段絞りサ
イクルは、自動冷凍カスケードサイクルとも呼ばれ、冷凍プロセスにおいて少なくとも１
つの冷媒気液相分離器を使用することを特徴とする。
【００２７】
　本発明のフリーズアウト防止方法は、拡張デフロストサイクル（ベークアウト）を有す
る冷凍システムにおいて有用である。下に説明するように、ベークアウトを利用するには
、これらの方法によって取り扱われる付加的な考察が必要である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の利点は、冷媒混合物のフリーズアウトを防止する方法が、極低温冷凍システム
用に明らかにされるということである。
【００２９】
　本発明のさらなる利点は、開示された方法を利用して、［冷却、デフロスト、待機、ま
たはベークアウト］の動作モードにわたるシステムの安定性である。
【００３０】
　本発明のさらなる他の利点は、冷媒混合物のフリーズアウト点の近傍で、ＶＬＴＭＲＳ
を動作させることができることである。
【００３１】
　さらに、他の目的および本発明の利点は、明細書において明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明をより十分に理解するために、下記の添付の図面を併用することにより、以下の
説明を参照されたい。
【００３３】
　図１は、本発明による特徴が付加された従来技術の極低温冷凍システム１００を示して
いる。この従来技術のシステムの詳細は、参照によって本明細書に組み込まれてその一部
をなしている米国特許出願０９／８７０，３８５号に開示されている。冷凍システム１０
０は、吐出管路１１０を介して凝縮器１１２に供給する随意の油分離器１０８の流入口に
対して供給する圧縮機１０４を含んでいる。凝縮器１１２は、次に、液管路出口１１６を
介して冷凍プロセス１１８の第１の供給流入口に供給するフィルタドライヤ１１４に、供
給する。冷凍プロセス１１８についてのさらなる詳細を図２に示す。油が圧縮機を潤滑す
るためには循環していない場合には、油分離器は不要である。
【００３４】
　冷凍プロセス１１８は、供給弁１２２の流入口に供給する冷媒供給管路出口１２０に供
給する。供給弁１２２から出てくる冷媒は、通常は－９０℃から－２０８℃の範囲の極低
温の高圧冷媒である。流量測定装置（ＦＭＤ）１２４がクール(cool)弁１２８と直列に配
置されている。同様に、ＦＭＤ１２６がクール弁１３０と直列に配置されている。ＦＭＤ
１２４とクール弁１２８の直列接続の組み合わせが、ＦＭＤ１２６とクール弁１３０の直
列接続の組み合わせと並列に配置され、ＦＭＤ１２４および１２６の流入口はともに、供
給弁１２２の流出口によって供給されるノードに接続されている。さらに、クール弁１２
８および１３０の流出口はともに、クライオ分離(cryo-isolation)弁１３２の流入口に供
給するノードに接続されている。クライオ分離弁１３２の流出口が、（通常は）顧客によ
って設置される蒸発器コイル１３６に供給する蒸発器供給管路流出口１３４に供給する。
【００３５】
　蒸発器１３６の反対側の端部が、クライオ分離弁１４０の流入口に供給する蒸発器戻り
管路１３８に供給する。クライオ分離弁１４０の流出口は、内部戻り管路１４２を介して
極低温フロースイッチ１５２の流入口に供給する。低温フロースイッチ１５２の流出口が
、戻り弁１４４の流入口に供給する。戻り弁１４４の流出口が、冷媒戻り管路１４８を介
して冷凍プロセス１１８の第２の流入口（低圧）に供給する逆流防止弁１４６の流入口に
供給する。
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【００３６】
　温度スイッチ（ＴＳ）１５０が、逆流防止弁１４６と冷凍プロセス１１８の間の冷媒戻
り管路１４８に熱結合されている。さらに、異なる作動点を有する複数の温度スイッチが
、内部戻り管路１４２に沿って熱結合されている。ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１
６２が、クライオ分離弁１４０と戻り弁１４４の間の内部戻り管路１４２に熱結合されて
いる。
【００３７】
　冷凍ループが、冷凍プロセス１１８の戻り流出口から圧縮機吸引管路１６４を介して圧
縮機１０４の流入口で閉じている。圧縮機１０４の流入口に隣接して設置された圧力スイ
ッチ（ＰＳ）１９６が、圧縮機吸引管路１６４に空気圧的に接続されている。さらに、油
分離器１０８の油戻り管路１０９が圧縮機吸引管路１６４に供給する。冷凍システム１０
０は、圧縮機吸引管路１６４に接続された膨張タンク１９２をさらに含んでいる。ＦＭＤ
１９４が、膨張タンク１９２の流入口と圧縮機吸引管路１６４間にインラインで配置され
ている。
【００３８】
　冷凍システム１００内のデフロスト供給ループ（高圧）は、以下のように形成される。
供給弁１７６の流入口が、吐出管路１１０に位置付けられたノードＡに接続されている。
デフロスト弁１７８がＦＭＤ１８２と直列に配置され、デフロスト弁１８０も同様にＦＭ
Ｄ１８４と直列に配置されている。デフロスト弁１７８とＦＭＤ１８２の直列接続の組み
合わせが、デフロスト弁１８０とＦＭＤ１８４の直列接続の組み合わせと並列に配置され
、デフロスト弁１７８および１８０の流入口がともに、供給弁１７６の流出口によって供
給されるノードＢに接続されている。さらに、ＦＭＤ１８２および１８４の流出口がとも
に、クール弁１２８とクライオ分離弁１３２の間のノードＤに管路で接続することでデフ
ロスト供給ループを閉じる管路に供給するノードＣに接続されている。
【００３９】
　冷凍システム１００内の冷媒戻りバイパス（低圧）ループが、以下のように形成される
。バイパス管路１８６が、低温フロースイッチ１５２と戻り弁１４４の間の管路に配置さ
れたノードＥから供給される。バイパス弁１８８およびサービス弁１９０がバイパス管路
１８６と直列に接続されている。冷媒戻りバイパスループは、冷凍プロセス１１８と圧縮
機１０４の間の圧縮機吸引管路１６４に配置されたノードＦに接続しているサービス弁１
９０の流出口によって終結する。
【００４０】
　ＴＳ１５０、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２を除いて、冷凍システム１００
の要素はすべて機械的かつ流体圧的に接続されている。
【００４１】
　安全回路１９８が、冷凍システム１００内に配置されている圧力および温度スイッチの
ような複数の制御装置を制御し、複数の制御装置からのフィードバックを受け取る。ＰＳ
１９６、ＴＳ１５０、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２は、このような制御装置
の例であり、説明を簡単にするために図１には示してはいないが、他の多くの検出装置が
冷凍システム１００内に配置されている。ＰＳ１９６を含む圧力スイッチは、通常、空気
圧的に接続されるが、ＴＳ１５０、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２を含む温度
スイッチは、通常、冷凍システム１００内の流れ管路に熱結合される。安全回路１９８か
らの制御は、現実には電気的に行われる。同様に、種々の検出装置から安全回路１９８へ
のフィードバックも、現実には電気的に行われる。
【００４２】
　冷凍システム１００は極低温冷凍システムであって、熱を除去し再配置するその基本動
作は、当該技術分野においてよく知られている。本発明の冷凍システム１００は、純粋ま
たは混合冷媒を使用する。
【００４３】
　クライオ分離弁１３２および１４０を除いた冷凍システム１００のそれぞれの構成要素
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（すなわち、圧縮機１０４、油分離器１０８、凝縮器１１２、フィルタドライヤ１１４、
冷凍プロセス１１８、供給弁１２２、ＦＭＤ１２４、クール弁１２８、ＦＭＤ１２６、ク
ール弁１３０、蒸発器コイル１３６、戻り弁１４４、逆流防止弁１４６、ＴＳ１５０、Ｔ
Ｓ１５８、ＴＳ１６０、ＴＳ１６２、供給弁１７６、デフロスト弁１７８、ＦＭＤ１８２
、デフロスト弁１８０、ＦＭＤ１８４、バイパス弁１８８、サービス弁１９０、膨張タン
ク１９２、ＦＭＤ１９４、ＰＳ１９６および安全回路１９８）は、当業界においてよく知
られたものである。低温フロースイッチ１５２についても、米国特許出願０９／８８６，
９３６号に十分に記述されている。しかし、理解しやすいように、構成要素について以下
に簡単に説明する。
【００４４】
　圧縮機１０４は、低圧低温冷媒ガスを得て、それを油分離器１０８に供給される高圧高
温ガスに圧縮する従来型の圧縮機である。
【００４５】
　油分離器１０８は、圧縮機１０４からの圧縮された質量流れ(mass flow)がその速度を
下げる大きな分離室に入り、それによって衝突スクリーン表面または凝集エレメント上で
集まる霧状の油小滴を形成する従来型の油分離器である。油小滴は集合してより大きな粒
子になるので、それらは分離器の油リザーバの底部に落ちて、圧縮機吸引管路１６４を介
して圧縮機１０４に戻る。除去された油が差し引かれた油分離器１０８からの質量流れは
、ノードＡに向けて凝縮器１１２に向けて流れ続ける。
【００４６】
　圧縮機１０４から吐出された高温高圧ガスは、油分離器１０８を通り、次に凝縮器１１
２を通って進む。凝縮器１１２は、従来型の凝縮器でありシステムの一部であって、そこ
では凝縮によって熱が取り除かれる。高温ガスが凝縮器１１２を通って進むにつれ、その
高温ガスは、凝縮器を通るまたはその上方を通る空気または水で冷却される。高温ガス冷
媒が冷却されると、そのコイル内で液体冷媒の小滴が形成される。最終的に、気体が凝縮
器１１２の終端に到着すると、気体は部分的に凝縮されている、すなわち液体冷媒と蒸気
冷媒が存在している。凝縮器１１２を正常に機能させるためには、凝縮器１１２を通過ま
たはその上方を通る空気または水が、システムの作動流体より低温でなければならない。
ある特殊な用途に対しては、凝縮が凝縮器中で決して発生しないような冷媒混合物が構成
される。
【００４７】
　凝縮器１１２からの冷媒は、フィルタドライヤ１１４を通って前方へ流れる。フィルタ
ドライヤ１１４は、酸を生成し得る例えば水のようなシステムの汚染要因物を吸着し、物
理的なろ過を行うように機能する。フィルタドライヤ１１４からの冷媒は、次に冷凍プロ
セス１１８に供給される。
【００４８】
　冷凍プロセス１１８は、単一冷媒システム、混合冷媒システム、通常の冷凍プロセス、
カスケード冷凍プロセスの個々の段、自動冷凍カスケードサイクル、またはクリメンコ(K
limenko)サイクルのような任意の冷凍システムまたはプロセスであり得る。この開示を説
明するために、クリメンコによっても説明されている自動冷凍カスケードサイクルの変形
としての冷凍プロセス１１８を図２に示す。
【００４９】
　極低温冷媒を供給することを唯一の目的とする基本的な冷凍装置には、図１に示される
いくつかの要素は不要である。図１に示すシステムは、デフロストおよびベークアウト機
能が可能なシステムである。これらの機能が必要でない場合には、冷凍プロセス１１８を
バイパスするループは削除することができるが、開示された方法の実質的な利点はなお適
用可能である。同様に、図示のいくつかの弁と他の装置は、開示された方法を有効にする
には不要である。最低限ではあるが、冷凍システムは、圧縮機１０４、凝縮器１１２、冷
凍プロセス１１８、ＦＭＤ１２４および蒸発器１３６を有する必要がある。
【００５０】
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　図２に示す冷凍プロセス１１８のいくつかの基本的な変形が可能である。冷凍プロセス
１１８は、凝縮器１１２内の冷媒の最初の凝縮を冷凍の他の段からの低温冷媒によって行
うことができるカスケードシステムの１つの段であってもよい。同様に、冷凍プロセス１
１８によって生成された冷媒は、低温カスケードプロセスの冷媒を冷却し、液化するのに
用いられてもよい。さらに、図１には単一の圧縮機を示している。並列接続された２台の
圧縮機を用いてこれと同様の圧縮効果が得ることも可能であること、また、直列接続の圧
縮機または二段圧縮機によって圧縮処理がいくつかの段階に分割できることが認識される
。これらの可能な変形形態は、すべて、この開示の範囲内に含まれるものとみなされる。
【００５１】
　さらに、図１から図４は、単に１個の蒸発器コイル１３６に関連付けられている。原則
的に、単一の冷凍プロセス１１８によって冷却された複数の蒸発器コイル１３６に、この
開示された方法を適用することができるであろう。このような構成において、各独立して
制御される蒸発器コイル１３６は、冷媒の供給を制御する弁とＦＭＤの別の組み合わせ、
（すなわちデフロスト弁１８０、ＦＭＤ１８４、デフロスト弁１７８、ＦＭＤ１８２、Ｆ
ＭＤ１２６、クール弁１３０、ＦＭＤ１２４およびクール弁１２８）、およびバイパスを
制御するのに必要な弁（すなわち逆流防止弁１４６およびバイパス弁１８８）を必要とす
る。
【００５２】
　図示するように蒸発器１３６は、完全な冷凍システム１００の一部として組み込むこと
ができる。他の配置において、蒸発器１３６は、顧客または他の第三者によって提供され
、完全な冷凍システム１００を設置する際に組み立てられる。蒸発器１３６の製作は、た
いてい非常に簡単で、銅またはステンレス鋼の管から構成されていてもよい。
【００５３】
　供給弁１７６およびサービス弁１９０は、必要な場合に構成要素を分離するためにいく
つかのサービス機能を提供する、例えばＳｕｐｅｒｉｏｒ　Ｐａｃｋｌｅｓｓ　Ｖａｌｖ
ｅｓ（スペリアパックレスバルブ）（Washington, PA（ペンシルバニア州ワシントン））
のような、標準的なダイヤフラム弁または比例弁である。
【００５４】
　膨張タンク１９２は、加熱による冷媒ガスの蒸発及び膨張によって生じた冷媒の増加量
を収容する、冷凍システムの従来型のリザーバ（貯槽）である。この場合に、冷媒蒸気は
、冷凍システム１００がオフのときに、ＦＭＤ１９４を通って膨張タンク１９２に入る。
【００５５】
　クール弁１２８、クール弁１３０、デフロスト弁１７８、デフロスト弁１８０およびバ
イパス弁１８８は、Ｓｐｏｒｌａｎ（スポルラン）（Washington, MO（ミズーリ州ワシン
トン））モデルｘｕｊ、Ｂ－６およびＢ－１９弁のような標準のソレノイド弁である。あ
るいは、クール弁１２８および１３０は、閉ループフィードバックを有する比例弁、また
は熱膨張弁である。
【００５６】
　随意の逆流防止弁１４６は、単に一方向の流れのみを可能にする従来型の逆流防止弁で
ある。逆流防止弁１４６は、それに作用する冷媒圧力に応答して開閉する。（逆流防止弁
１４６について次に付加的に説明する。）この弁は、極低温に曝されるので、これらの温
度に適合する材料で製造されなくてはならない。また、この弁は適切な圧力定格を有して
いなくてはならない。さらに、この弁は、環境への冷媒の漏れを起こす可能性のあるシー
ルがないことが好ましい。好ましくは、それは、ろう付けまたは溶接によって接続すべき
である。逆流防止弁の例としては、Ｃｈｅｃｋ－Ａｌｌ　Ｖａｌｖｅ（チェックオールバ
ルブ）（West Des Moines, IA（アイオア州ウエスト　デ　モイン））からのＵＮＳＷ逆
流防止弁がある。この弁は、単にベークアウト機能を必要とする用途に必要とされるのみ
である。
【００５７】
　ＦＭＤ１２４、ＦＭＤ１２６、ＦＭＤ１８２、ＦＭＤ１８４およびＦＭＤ１９６は、キ
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ャピラリ管、オリフィス、フィードバックを有する比例弁、あるいは流量を制御する任意
の制限要素のような、従来型の流量計測装置である。
【００５８】
　供給弁１２２、クライオ分離弁１３２および１４０、および戻り弁１４４は、Ｓｕｐｅ
ｒｉｏｒ　Ｖａｌｖｅ　Ｃｏ（スーペリアバルブ社）によって製造されるような典型的な
標準的なダイヤフラム弁である。しかし、標準的なダイヤフラム弁は、微量な氷が糸状に
蓄積し、それが動作を妨害するので、極低温温度で作動するのは難しい。代替として、Ｐ
ｏｌｙｃｏｌｄ（ポリコールド）（San Rafael, CA（カリフォルニア州サンラファエル）
）が、極低温冷凍システム１００のクライオ分離弁１３２および１４０として用いられる
改善された極低温遮断弁を開発した。クライオ分離弁１３２および１４０の代替の実施形
態を次に説明する。クライオ分離弁１３２および１４０は、窒素または空気が充填された
密封ステンレススチール管に包まれた伸張シャフトを有している。そのシャフトが回転す
ると、シャフトの高温端の圧縮継手およびＯリング機構がシールを行う。その結果、クラ
イオ分離弁１３２および１４０のシャフトは、極低温でも回転することができる。このシ
ャフト機構が熱を絶縁するので、霜の形成が防止可能である。
【００５９】
　加熱または冷却される蒸発器面は、蒸発器コイル１３６によって表されている。顧客に
よって設置される蒸発器コイル１３６の例としては、金属管材料のコイル、または熱結合
された管を有するステンレススチール板または機械加工された冷媒流路を有する板のよう
なある種のプラテンがある。
【００６０】
　図２は、本発明に基づく典型的な冷凍プロセス１１８を示している。この開示を説明す
るために、冷凍プロセス１１８を自動冷凍カスケードサイクルとして図２に示している。
しかし、極低温冷凍システム１００の冷凍プロセス１１８は、単一冷媒システム、混合冷
媒システム、通常の冷凍プロセス、カスケード冷凍プロセスの個々の段、自動冷凍カスケ
ードサイクル、クリメンコサイクル等のような、任意の冷凍システムまたはプロセスであ
り得る。
【００６１】
　より具体的には、冷凍プロセス１１８は、相分離のない単段の冷凍機(cryocooler)を持
つ自動冷凍カスケード処理システム（ロングスワース(Longsworth)の米国特許第５，４４
１，６５８号明細書）、ミッシマ(Missimer)型自動冷凍カスケード（ミッシマの米国特許
第３，７６８，２７３号明細書）、またはクレメンコ型（すなわち単一の相分離機）シス
テムでもよい。また、冷凍プロセス１１８は、フォレスト(Forrest)の米国特許第４，５
９７，２６７号明細書、またはミッシマ(Missimer)の米国特許第４，５３５，５９７号明
細書に記載されているような、これらのプロセスの変形形態でもよい。
【００６２】
　本発明にとって不可欠なことは、使用される冷凍プロセスが、デフロストモードまたは
待機（蒸発器への流れはない）モード中に、冷凍プロセスを通って冷媒を流す少なくとも
１つの手段を含んでいなければならないことである。単一の膨張装置冷却器、または単一
の冷媒システムの場合には、冷媒が高圧側から低圧側へ冷凍プロセスを通って流れること
ができるように、弁（不図示）およびＦＭＤ（不図示）が必要である。これは、熱がシス
テムから除かれるように、冷媒が凝縮器１１２を通って流れることを確実にする。これは
、デフロスト中、管路１８６からの戻りデフロスト冷媒に混合するために、冷凍プロセス
１１８からの低圧冷媒が確実に存在するようにもしている。安定した冷却モードにおいて
所望の冷凍効果（伝統的に単一のＦＭＤを有するシステム）を達成するためのこのような
内部の冷媒の流路を必要としない、これらの冷凍プロセスのこの弁を閉じることによって
、高圧側から低圧側への内部の流動を停止させることができる。
【００６３】
　冷凍プロセスが、蒸発器の冷却が不要なときですら動作し続けることは、重要なことで
ある。動作を継続的に行うことによって、冷凍１１８の中で極低温を維持し、必要なとき
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に蒸発器を迅速に冷却できるようにしている。
【００６４】
　図２の冷凍プロセス１１８は、熱交換器２０２、相分離器２０４、熱交換器２０６およ
び熱交換器２０８を含む。供給冷媒流路において、液管路１１６を流れる冷媒は、熱交換
器２０２に送り込まれ、熱交換器２０２は相分離器２０４に供給し、相分離器２０４は熱
交換器２０６に供給し、熱交換器２０６は熱交換器２０８に供給し、熱交換器２０８は随
意の熱交換器２１２に供給する。熱交換器２１２からの高圧流出口がノードＧで分岐され
ている。一方の岐路がＦＭＤ２１４に供給し、他の岐路は冷媒供給管路１２０に供給する
。熱交換器２１２は過冷却器として既知である。ある冷凍プロセスは、過冷却器を必要と
しなので、過冷却器は随意の構成要素である。熱交換器２１２を使用しない場合には、熱
交換器２０８を流出する高圧流れは、直接、冷媒供給管路１２０に送り込まれる。戻り流
れ経路において、冷媒戻り管路１４８は熱交換器２０８に供給する。
【００６５】
　過冷却器を有するシステムにおいては、過冷却器を流出する低圧冷媒は、ノードＨにお
いて冷媒戻り流れと混合され、結果として得られる混成流が熱交換器２０８に送り込まれ
る。熱交換器２０８を出た低圧冷媒は熱交換器２０６に送り込まれる。相分離器によって
取り除かれた液体分が、ＦＭＤ２１０によって低圧に膨脹する。冷媒はＦＭＤ２１０から
流れて、次に熱交換器２０８から熱交換器２０６へ流れる低圧冷媒と混合される。この混
成流は、次には熱交換器２０２に供給する熱交換器２０６に送り込まれ、熱交換器２０２
は、引き続いて圧縮機吸引管路１６４に供給する。熱交換器は、高圧冷媒と低圧冷媒との
間の熱を交換する。
【００６６】
　より精巧な自動冷凍カスケードシステムにおいて、ミッシマやフォレストに記載されて
いるように、追加の分離段が冷凍プロセス１１８において使用されてもよい。
【００６７】
　熱交換器２０２、２０６、２０８および２１２は、１つの物質の熱を他の物質に移す、
当業界においてよく知られた装置である。相分離器２０４は、液相冷媒と蒸気相を分離す
る当業界においてよく知られた装置である。図２には１つの相分離器を示しているが、通
常は、１つよりも多い。
【００６８】
　熱交換器２１２は、一般には、過冷却器(subcooler)と呼ばれている。従来の冷凍シス
テムも過冷却器と呼ばれる装置を有するので、混同される可能性がある。従来の冷凍にお
いて、過冷却器は、蒸発器戻りガスを用いて、室温で入力する凝縮された吐出冷媒を冷却
する熱交換器を意味している。このようなシステムにおいて、熱交換器の各側の流れは常
に釣り合っている。本出願に示すシステムにおいては、過冷却器は異なった機能を果たす
。それは戻り蒸発器冷媒と熱を交換しない。代わりに、この熱交換器は、蒸発器からのい
くばくかの吐出冷媒を転換し、その吐出冷媒を用いて、蒸発器に行く冷媒をさらに冷却す
る。この熱交換器は、ある場合には過冷却液体を生成することができるので過冷却器と称
されているが、この熱交換器は、従来の過冷却器とは非常に異なった方法で機能する。
【００６９】
　この出願の目的をわかりやすく説明すると、過冷却器は、極低温の混合冷媒温度システ
ムで使用される熱交換器を意味し、高圧冷媒を冷却するために用いられるシステムにおい
て、最も冷却された高圧冷媒の一部を転換することによって動作する。
【００７０】
　極低温の混合冷媒プロセスの熱交換器を通って流動する流体は、通常、プロセスのほと
んどの箇所で２相混合物の状態にある。したがって、混合の均一性を維持するために適切
な流動速度を維持することが、流動している液部と蒸気部の分離、およびシステムの性能
の劣化を防止するのに必要とされる。本発明を具体化するシステムのような、いくつかの
運転モードで機能するシステムの場合、十分な冷媒流れを維持してこの２相の流れを適切
に管理することが、信頼性のある動作を確実にするのに重要である。
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【００７１】
　図１および２図を続けて参照して、極低温冷凍システム１００の動作を次に説明する。
【００７２】
　圧縮機１０４からの高温高圧ガスは、随意の油分離器１０８を通って進み、次に高温高
圧ガスを、凝縮器１１２を通過するまたはその上方を通る空気または水で冷却する凝縮器
１１２を通って進む。ガスが凝縮器１１２の出口に達するときには、そのガスは部分的に
凝縮されていて、液体冷媒と蒸気冷媒が混合物になっている。
【００７３】
　凝縮器１１２からの液体冷媒と蒸気冷媒は、フィルタドライヤ１１４を通って流れ、次
に冷凍プロセス１１８に送り込まれる。極低温冷凍システム１００の冷凍プロセス１１８
は、通常、高圧から低圧への内部冷媒流路を有している。冷凍プロセス１１８は、冷媒供
給管路１２０を介して低温ガス供給弁１２２に流れる高圧の極低温の冷媒（－９０℃から
－２０８℃）を生成する。
【００７４】
　低温冷媒は供給弁１２２を出て、ＦＭＤ１２６と限定された流量のクール弁１３０との
直列接続の組み合わせに並列に配置された、ＦＭＤ１２４と全流量のクール弁１２８との
直列接続の組み合わせに送り出される。クール弁１２８および１３０の流出口は、ともに
、クライオ分離弁１３２の流入口に供給するノードＤに接続される。
【００７５】
　蒸発器コイル１３６は、ともに遮断弁として作動するクライオ分離弁１３２とクライオ
分離弁１４０との間に配置される。クライオ分離弁１３２は、加熱または冷却される蒸発
器表面すなわち蒸発コイル１３６に接続する蒸発器供給管路１３４に供給する。加熱また
は冷却される蒸発器表面すなわち蒸発コイル１３６の反対の端は、クライオ分離弁１４０
の流入口に供給する蒸発器戻り管路１３８に接続する。
【００７６】
　蒸発コイル１３６からの戻り冷媒は、クライオ分離弁１４０を通って極低温フロースイ
ッチ１５２に流動する。
【００７７】
　戻り冷媒は、低温フロースイッチ１５２の流出口から、戻り弁１４４を通り、その後、
逆流防止弁１４６に流れる。逆流防止弁１４６は、通常必要とされる１ｐｓｉから１０ｐ
ｓｉ（６．９ｋＰａから６９ｋＰａ）の間のクラッキング圧力を有するばね負荷の低温逆
流防止弁である。すなわち、流れを発生させるためには、逆流防止弁１４６の両端の差圧
がクラッキング圧力を超えなければならない。あるいは、逆流防止弁１４６は、低温オン
／オフ弁、または圧力低下を最小限にする十分な大きさの低温比例弁である。逆流防止弁
１４６の流出口は、冷媒戻り管路１４８を介して冷凍プロセス１１８に供給する。逆流防
止弁１４６は、本発明の冷凍システム１００の動作において極めて重要な役割を果たして
いる。
【００７８】
　なお、供給弁１２２および戻り弁１４４は、随意のものであり、クライオ分離弁１３２
およびクライオ分離弁１４０に対してそれぞれいくぶん冗長的な弁である。しかしながら
、供給弁１２２および戻り弁１４４は、システムの修理が必要な場合、構成要素を分離す
るためにある程度のサービス機能を提供する。
【００７９】
　極低温冷凍システム１００は、それが
　達成する極低温、
　混合された冷媒を利用し、そしてその冷媒混合物が従来技術の従来型の冷凍システムと
は非常に異なった挙動をするので、その混合物は、少なくとも５０℃は異なる沸点を有す
る冷媒で構成されるという事実、
　単なる冷却モードだけでなく、それ以外、すなわちデフロスト、待機、ベークアウトモ
ードで動作可能で、その結果、広範囲な運転条件を包含する必要があるシステムにおいて
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利用されるという事実、
　および、本出願に開示された方法による冷媒フリーズアウトを積極的な予防を提供する
という事実、
　によって、本質的に、従来の冷凍システムとは区別される。
【００８０】
　これらの差別化は、この開示で説明した本発明の実施形態のすべてに適用される。
【００８１】
　本発明で用いられるＶＬＴＭＲＳで使用可能な特定の冷媒の例は、米国特許出願０９／
７２８，５０１号、米国特許出願０９／８９４，９６８号、および米国特許第５，４４１
，６５８号明細書（ロングスワース）に記載され、それらの開示はここに組み込まれ、こ
の明細書の一部をなしている。より理解を深めるために、いくつかの選択された混合冷媒
は、（ＡＳＨＲＡＥ規格番号３４によって定義されるように「Ｒ」番号で参照され、）括
弧内に示される可能なモル分率範囲を有している。
【００８２】
　ブレンド（配合物）Ａは、Ｒ－１２３（０．０１～０．４５）、Ｒ－１２４（０．０～
０．２５）、Ｒ－２３（０．０～０．４）、Ｒ－１４（０．０５～０．５）およびアルゴ
ン（０．０－０．４）を有し、
　ブレンドＢは、Ｒ－２３６ｆａ（０．０１～０．４５）、Ｒ－１２５（０．０～０．２
５）、Ｒ－２３（０．０～０．４）、Ｒ－１４（０．０５～０．５）およびアルゴン（０
．０～０．４）を有し、
　ブレンドＣは、Ｒ－２４５ｆａ（０．０１～０．４５）、Ｒ－１２５（０．０～０．２
５）、Ｒ－２３（０．０～０．４）、Ｒ－１４（０．０５～０．５）およびアルゴン（０
．０～０．４）を有し、
　ブレンドＤは、Ｒ－２３６ｆａ（０．０～０．４５）、Ｒ－２４５ｆａ（０．０～０．
４５）、Ｒ－１３４ａ、Ｒ－１２５（０．０～０．２５）、Ｒ－２１８（０．０～０．２
５）、Ｒ－２３（０．０～０．４）、Ｒ－１４（０．０５～０．５）、アルゴン（０．０
～０．４）、窒素（０．０～０．４）およびネオン（０．０～０．２）を有し、
　ブレンドＥは、プロパン（０．０～０．５）、エタン（０．０～０．３）、メタン（０
．０～０．４）、アルゴン（０．０～０．４）、窒素（０．０～０．５）およびネオン（
０．０～０．３）を有する。
【００８３】
　上記のブレンド（配合物）および配合成分の可能な組み合わせが、可能性として無限で
あることが認識される。また、異なる配合成分のいくつかの組み合わせが、用途によって
は有用であると期待されることも予想される。さらに、記載されていない他の成分が追加
されてもよいことも予期される。しかし、上記に列挙された比率で、かつ他の列挙された
ブレンドとの組み合わせで上記成分を使用するブレンドは、本発明の範囲内である。
【００８４】
　逆流防止弁１４６が存在しない従来の冷凍システムの場合、戻り冷媒は、（冷却または
デフロストモードのいずれの場合でも、）冷凍プロセス１１８に直接入る。しかし、デフ
ロストサイクル中、冷凍プロセス１１８への戻り冷媒温度がデフロストサイクルの終了時
の典型的な温度である＋２０℃に達した場合に、冷凍プロセス１１８が終了することは標
準的なことである。そのとき、＋２０℃の冷媒は、非常に冷たい冷媒と冷凍プロセス１１
８内で混合している。冷凍プロセス１１８内での室温と非常に冷たい冷媒の混合は、加え
られる熱があまりにも多いので、冷凍プロセス１１８が過負荷になる前に短時間だけ許容
することができる。温かい戻り冷媒がロードされている間、冷凍プロセス１１８は、非常
に冷却された冷媒を生成するために酷使されていて、冷媒圧力が最終的にその動作限界を
越えるので、冷凍プロセス１１８自身を防御するために安全システム１９８によって冷凍
プロセス１１８は停止させられる。その結果、従来の冷凍システムにおけるデフロストサ
イクルは、ほぼ２分間から４分間で、かつ最高冷媒戻り温度が約＋２０℃に制限されてい
る。
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【００８５】
　しかし対照的に、極低温冷凍システム１００は、冷凍プロセス１１８への戻り経路に逆
流防止弁１４６を有し、かつ、冷凍プロセス１１８のまわりのバイパス管路１８６を介し
たノードＥからＦへの戻りバイパスループに、バイパス弁１８８およびサービス弁１９０
を有しているので、デフロストサイクル中の温かい冷媒の戻り対して異なった応答ができ
る。供給弁１２２および戻り弁１４４と同様に、サービス弁１９０は必須ではないが、修
理が必要な場合に構成要素を分離するためのいくつかのサービス機能を提供する。
【００８６】
　デフロストサイクル中、冷凍プロセス１１８内の戻り冷媒温度が、温かい冷媒が冷却さ
れた冷媒に混合することにより、例えば－４０℃またはそれより高い温度に達すると、ノ
ードＥからＦへのバイパス管路が冷凍プロセス１１８のまわりで開けられる。その結果、
温かい冷媒は、圧縮機吸引管路１６４に、そして次に圧縮機１０４へ流入することができ
る。バイパス弁１８８およびサービス弁１９０は、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１
６２の作動により開けられる。例えば、ＴＳ１５８は、－２５℃より高い設定点を有する
「デフロスト開始（プラス）スイッチ」として作動している。ＴＳ１６０（随意）は、４
２℃より高い設定点を有する「デフロスト終了スイッチ」として作動している。ＴＳ１６
２は、－８０℃より高い設定点を有する「冷却戻りリミットスイッチ」として作動してい
る。一般に、冷凍システム１００による加熱または冷却速度を制御するのにどの弁をオン
／オフさせるかを制御するために、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２は、戻り管
路の冷媒の温度と、運転モード（すなわちデフロストまたは冷却モード）に基づいて応答
する。いくつかの用途では、ベークアウトモードとも呼ばれている連続的なデフロスト動
作が必要である。こうした場合には、このモードの連続運転が必要になるので、デフロス
トを終了するためのＴＳ１６０は不要である。
【００８７】
　この動作にとって必要なことは、バイパス弁１８８およびサービス弁１９０を通る流れ
があるときに、ノードＥとＦの間の差圧は、逆流防止弁１４６の両端の差圧がそのクラッ
キング圧力（すなわち５ｐｓｉから１０ｐｓｉ（３５ｋＰａから６９ｋＰａ））を越えな
いようにしなくてはならないことである。流体は本質的に抵抗が最小となる経路を取るの
で、このことは重要であり、したがって正確に流れの平衡を保たなければならない。仮に
バイパス弁１８８とサービス弁１９０の両端の圧力が、逆流防止弁１４６のクラッキング
圧力を越えることが可能になった場合、流れは、逆流防止弁１４６を通って始動する。こ
れは、温かい冷媒が圧縮機吸引管路１６４に入力し、圧縮機１０４に送り込まれると同時
に、温かい冷媒が冷凍システム１１８の後方に送り出され始めるので望ましくない。逆流
防止弁１４６を通る流れとノードＥからＦへのバイパスループを通る流れとが同時に起こ
ることは、冷凍システム１００を不安定にし、かつすべてがさらに高温になり、ヘッド圧
（圧縮機吐出）がより高くなり、吸い込み圧力がより高くなって、冷凍プロセス１１８へ
のさらなる流動を引き起こすとともに、ノードＥでの圧力がさらに高くなって、ついに冷
凍システム１００の運転停止を引き起こす、暴走モードを引き起こすであろう。
【００８８】
　吸い込み圧力があらかじめ設定された値を越えた場合に、ＰＳ１９６のような装置が、
冷凍プロセスへの熱いガスの流れを中断するのに使用されると、この状態は防止すること
ができる。冷凍システム１００の質量流量は、吸い込み圧力に大きく支配されるので、こ
れは安全な範囲に流量を制限する有効な手段になる。吸い込み圧力が所定の限界値より低
下すると、ＰＳ１９６はリセットし、再度デフロスト処理を再開できるようにする。
【００８９】
　したがって、冷凍システム１００のデフロストサイクル中に適切な運転を行うために、
バイパス弁１８８およびサービス弁１９０と逆流防止弁１４６とを通る流れの均衡が注意
深く制御され、流れ抵抗を適切に均衡させる。流れの均衡という課題に対する設計パラメ
ータは、管の大きさ、弁の大きさ、および各弁の流れ係数を含む。さらに、吸込（低圧）
側での冷凍プロセス１１８を介する圧力低下は、プロセスごとに変わり、決定される必要
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がある。逆流防止弁１４６のクラッキング圧力を加えた冷凍プロセス１１８の圧力低下は
、ノードＥからＦへのデフロスト戻りバイパス管路が許容できる最大圧力である。
【００９０】
　バイパス弁１８８およびサービス弁１９０は、デフロストサイクルが開始されてすぐに
は開けられない。バイパスの流れが始まる時期は、ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１
６２の設定点によって決定され、それによって戻り冷媒温度がより正常なレベルに達する
までその流れは遅延されるので、－４０℃以上より高い温度で使用できるように典型的に
設計されているより標準的な部品を使用することができ、かつ－４０℃より低温で使用可
能な定格を有するより高価な部品を必要とすることが避けられる。
【００９１】
　ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２の制御下において、圧縮機吸引管路１６４の
ノードＦに戻り、冷凍プロセス１１８からの吸い込み戻りガスと混合される流体の冷媒温
度が設定される。冷媒混合物は、次に圧縮機１０４に流れる。圧縮機１０４への予測され
る戻り冷媒温度は、通常、－４０℃以上であり、したがって流体は、ノードＥで－４０℃
以上となって許容可能なものとなり、圧縮機１０４の動作限界内にある。これは、ＴＳ１
５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２の設定点を選択する際の別の検討材料である。
【００９２】
　ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２の設定点を選択する２つの制限がある。まず
、デフロストバイパス戻り冷媒温度は、高吐出圧力のために冷凍プロセス１１８がそれ自
体を遮断するような高温としては、選択することができない。第２に、デフロストバイパ
ス戻り冷媒温度は、バイパス管路１８６を流れる戻り冷媒がバイパス弁１８８およびサー
ビス弁１９０が耐えられる温度よりも低温にはなりえない。戻り冷媒は、ノードＦで冷凍
プロセス１１８の戻りと混合されたときに、圧縮機１０４の動作限界以下にもなりえない
。ノードＥでの典型的なクロスオーバー温度は、－４０℃から＋２０℃である。
【００９３】
　要約すると、冷凍システム１００のデフロストサイクル戻り流れは、デフロストサイク
ル中に、デフロストガスが冷凍プロセス１１８に連続しては戻れないようにしている。代
わりに、冷凍システム１００は、冷凍プロセス１１８の過負荷を防止するために（ノード
ＥからＦへの）戻りバイパスを生じさせ、その結果、デフロストサイクルが間断なく動作
することを可能にしている。ＴＳ１５８、ＴＳ１６０およびＴＳ１６２は、ノードＥから
Ｆへのデフロスト戻りバイパスを開くべき時期を制御している。冷却モードにおいて、い
ったん極低温が達成されると、ノードＥからＦへのデフロスト戻りバイパスは許可されな
い。
【００９４】
　冷凍システム１００のデフロストサイクル戻り経路について説明したが、デフロストサ
イクル供給経路について、図１を引き続き参照して説明する。デフロストサイクル中に、
圧縮機１０４からの高温高圧ガス流が、随意の油分離器１０８の下流に設置された吐出管
路１１０のノードＡを介して存在する。ノードＡでの高温ガス温度は、通常８０℃から１
３０℃である。
【００９５】
　ソレノイドデフロスト弁１７８またはソレノイドデフロスト弁１８０を開け、弁１２８
および１３０を閉じた状態にすることによって流れが変わると、高温ガスは、ノードＡで
冷凍プロセス１１８をバイパスし、凝縮器１１２には入らない。図１に示すように、デフ
ロスト弁１７８はＦＭＤ１８２に直列に配置され、同様にデフロスト弁１８０もＦＭＤ１
８４に直列に配置されている。デフロスト弁１７８とＦＭＤ１８２の直列接続の組み合わ
せは、ノードＢとＣの間で、デフロスト弁１８０とＦＭＤ１８４の直列接続の組み合わせ
と並列に配置されている。デフロスト弁１７８またはデフロスト弁１８０、およびその関
連付けられたＦＭＤは、流れに対する要件に依存して、並行してまたは別々に作動できる
。
【００９６】
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　各経路がＦＭＤに直列接続されたデフロスト弁を有する、冷凍システム１００のノード
ＢとＣの間の平行経路の数は、図１で示すように２つに限定されないことに注意すること
は重要である。所望の流量が平行経路の組み合わせの選択によって決定される、いくつか
の流れ経路がノードＢとＣとの間に存在していてもよい。例えば、１０％の流れ経路、２
０％の流れ経路、３０％の流れ経路等があるかもしれない。もしバイパス弁１８８を通る
ノードＥからノードＦへの戻りバイパスループが存在していれば、任意の所望の長さの時
間、ノードＣからの流れは、次にノードＤへ、続いてクライオ分離弁１３２を通って、顧
客によって設置される蒸発コイル１３６へ導かれる。ノードＡからノードＤへのデフロス
ト供給ループは、従来の冷凍システムで用いられる標準のデフロストループである。しか
し、デフロスト弁１７８、デフロスト弁１８０およびそれらの関連付けられたＦＭＤを追
加は、制御された流れを可能にする冷凍システム１００の独特の特徴である。あるいは、
デフロスト弁１７８および１８０はそれら自体十分な計測装置であるので、さらなる流量
調整装置、すなわちＦＭＤ１８２およびＦＭＤ１８４を不要にできる。
【００９７】
　冷凍システム１００のデフロストサイクルについて説明したが、冷却サイクル中のデフ
ロスト戻りバイパスループの使用について、図１を引き続き参照して説明する。冷却モー
ドにおいて、バイパス弁１８８は通常閉じているので、高温冷媒は、冷凍プロセス１１８
を通ってノードＥからＦへ流れる。しかし、冷媒戻り管路１４２の冷媒温度を監視するこ
とによって、ノードＥでの冷媒温度が高いが降下しているときには、バイパス弁１８８を
冷却モードの初期段階で開いて使用することができる。デフロスト戻りバイパスループを
作動させて、この期間中、冷凍プロセス１１８にさらに負荷をかけることを回避する手助
けとする。ノードＥでの冷媒温度が前に説明したクロスオーバー温度（すなわち－４０℃
以上）に達すると、バイパス弁１８８は閉じる。バイパス弁１８８は、冷却モード対ベー
クアウトの異なる設定点を利用して開けられる。
【００９８】
　冷却サイクルに関しても、クール弁１２８および１３０は、通常約１分の周期を有する
「チョッパー」回路（不図示）を用いてパルス駆動される。これは、クールダウンモード
中の変化率を制限するのに有用である。クール弁１２８およびクール弁１３０は、異なる
大きさのＦＭＤを有している。したがって、クール弁１３０による経路制限がクール弁１
２８による経路制限とは異なるので、流れはオープンループなやり方で調整される。経路
は必要に応じて選択される。あるいは、一方の流れ経路は完全に開いていて他方はパルス
駆動されているなどであってもよい。
【００９９】
　運転が開始され、待機、デフロスト、および冷却モードで動作するように、冷凍システ
ム１００を連続して運転するには、この開示で説明した冷媒成分の適切な均衡が必要であ
る。冷媒配合物が組成の適切な範囲に適切な成分を持たない場合には、制御装置によって
冷凍システム１００が停止させられるような故障状態が発生するだろう。典型的な故障状
態は、低い吸い込み圧力、高い吐出圧力、または高い吐出温度がある。これらの各状態を
検出する検出器は、冷凍システム１００に含まれ、かつ制御装置の安全インターロック装
置に含まれている必要がある。我々は、いかなる故障状態に際しても装置を停止させるこ
となく、フリーズアウト防止について開示した方法を種々の運転モードにうまく適用する
ことができることを実証した。
【０１００】
　極低温混合冷媒システム（ＶＬＴＭＲＳ）を高い信頼性で動作させるには、冷媒が凍結
しないことが必要である。あいにく、特定の冷媒混合物がいつ凍結するかを予測するのは
難しい。米国特許出願０９／８９４，９６８号は、特定の冷媒ブレンドの特定のフリーズ
アウト温度について議論している。混合物の実際のフリーズアウト温度は、もし詳細な相
互作用パラメータデータが既知であれば、種々の分析ツールで予測可能である。しかし、
このデータは、通常、利用可能でないので、フリーズアウトが発生する時点を算出するに
は、経験的な試験を行わなければならない。
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【０１０１】
　冷凍プロセスのまわりの冷媒の大きなバイパスを利用することによって、または蒸発器
で冷却する必要がないときに冷凍プロセス１１８によって生成される冷媒の量を制限する
ように圧縮機吐出量を減少させることによって、フリーズアウトを防止する代替方法を考
えつくことはできる。これらの方法に関する問題点は、熱交換器が２相流によって動作す
るためには最低流量を必要とするので、冷媒流れが減少させられなければならないであろ
う度合いによって、熱交換器の適切な動作が妨害されるということである。
【０１０２】
　上で開示しているように、蒸発器の急速な冷却を可能にするためには、冷凍プロセスに
おいて極低温を維持することも重要である。したがって、熱交換器中の大きな流れは維持
されなければならない。しかし、蒸発器負荷がない状態での大きな流れは、冷凍プロセス
１１８中にさらに低温を生じさせる結果になり、フリーズアウトの原因になる。
【０１０３】
　所与のＶＬＴＭＲＳに関しては、蒸発器の温度および内部熱交換器の温度は、蒸発器の
熱負荷および運転モードによって異なる。冷却モードでは、蒸発器温度は、最大蒸発器負
荷、または最大定格負荷（最高蒸発器温度）から最低蒸発器負荷（最低蒸発器温度）まで
、５０℃の範囲にわたってもよい。したがって、最大定格負荷の動作に対してシステムハ
ードウェアおよび冷媒混合物を最適化することによって、システムに蒸発器負荷がほとん
どまたは全くないときに、またはシステムに外部負荷がない状態で、待機、デフロスト、
またはベークアウトモードで動作しているときに、フリーズアウトという問題を発生させ
る可能性がある。新しいＨＦＣ冷媒は、以前使用されていた冷媒ＣＦＣおよびＨＣＦＣよ
り高温の凝固点を有する傾向があるので、新しいＨＦＣ冷媒が用いられる場合には、上記
の問題は特に重要となる。したがって、最大定格負荷以外の条件でフリーズアウトしない
で機能することができるシステムが、ＶＬＴＭＲＳユーザから強く要求されている。
【０１０４】
　図２は、本発明に基づく、冷媒フリーズアウトを防止する１つの方法を示している。相
分離器２０４からＦＭＤ２１６への流れ経路が、弁２１８によって制御される。この流れ
は、過冷却器２１２に入力する低圧冷媒とノードＪで混合される。過冷却器が用いられて
いない場合、この流れ流は、最も低温の高圧冷媒と熱を交換する最も低温の低圧流動と混
合される。例えば、過冷却器が存在していない場合、この流れ流は、ノードＨにおいて、
管路４８からの戻り冷媒に混合しただろう。このバイパスの目的は低圧流れを加温するこ
とであり、これは、最も低温に冷却された高圧冷媒を加温する。この流れバイパスの起動
が弁２１８によって制御される。この弁は、冷凍プロセスで必要な圧力、温度および吐出
量で評価される必要がある。弁２１８は、例えば、Ｓｐｏｒｌａｎ　Ｖａｌｖｅ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ（スポルランバルブ社）からのモデルｘｕｊ弁である。ＦＭＤ２１６は、必要に
応じて流れを調整する任意の手段である。ある場合には、キャピラリーチューブで十分で
ある。他の応用例では調整可能な絞りを必要とする。ある場合には、弁２１８およびＦＭ
Ｄ２１６の制御と流量調節の機能が、単一の比例弁に合体させられている。
【０１０５】
　従来技術の混合冷媒極低温冷凍システムは、本出願で説明した混合冷媒極低温冷凍シス
テムと同様のものであるが、ここに説明している弁２１８、ＦＭＤ２１６、および関連付
けられたバイパスループを欠いている。図２に示されたこれらの構成要素および関連付け
られた配管は、本発明を従来技術から区別するものである。
【０１０６】
　このフリーズアウトの予防方法のための温かい冷媒の発生源の選択には、あらたな注意
を払う必要がある。好ましい方法は、図２に示すように、システムの最低温度の相分離器
から気相を除去することである。通常、これによって、この流れのフリーズアウト温度が
、それが混合された流れのフリーズアウト温度に等しいかそれよりも低温になることを確
実にする。これは、相分離器で高濃度に存在するであろう低い沸点の冷媒の凝固点は、通
常、もっと低い凝固温度を有するので、一般的な法則である。究極の基準は、冷凍システ
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ム１１８の低温端を加熱するのに利用されるブレンドは、少なくとも、それが加熱してい
る流れと同じ低い温度の凝固温度を持たなくてはならないことである。ある特別な条件で
は、その結果生じた混合物は、個々の流れのいずれの凝固点より高温または低温の凝固点
を有する。このような場合において、その判断基準は、混合が発生する前または後のいず
れの流れにも、フリーズアウトが発生しないことである。
【０１０７】
　さらに、相分離器のないシステムにおいて、温かい冷媒の発生源は、システムで利用可
能な任意の高圧冷媒であり得る。相分離器が用いられていないので、もし液体と気体の均
一混合物がシステムの全体にわたって作動しているならば、循環する混合物はシステム全
体にわたり同じものになる。システムが油分離器を用いる場合には、温かい冷媒の発生源
は、相分離器の後にあるべきである。
【０１０８】
　フォレストら(Forrest et al.)による米国特許番号第４，７６３，４８６号明細書は、
蒸発器流入口で混合される、相分離器からの液体の凝縮物を用いてＶＬＴＭＲＳの温度と
容量を制御する方法について記載している。液体の凝縮物のバイパスは、液体の凝縮物で
は、通常、最も高い凝固点を有する成分である、より高い沸点の冷媒が濃縮されているの
で、本発明とは両立しない。生じた混合物はより高い凝固点を有するので、したがってフ
ォレストらのプロセスを適用することは、冷媒フリーズアウトの可能性を高めるだろう。
【０１０９】
　さらに、フォレストらのプロセスは、蒸発器に入るバイパスの流れを必要とする。した
がって、この方法は蒸発器の冷却を引き起こすので、このような方法は、待機モードまた
はベークアウトモードでは用いることができない。対照的に、待機モードおよびベークア
ウトモードは、蒸発器冷却が行われないことが必要である。
【０１１０】
　フォレストらは、混合物のフリーズアウト温度の近傍での動作を説明していない。逆に
、フォレストの制御方法は、温かい温度で動作し、約－１００℃より低い温度では動作し
ない。ＶＬＴＭＲＳにおけるフリーズアウトに関する温度は、通常、－１３０℃以下であ
る。したがって、フォレストらによって説明された方法は、フリーズアウトを防止せず、
かつ待機モードまたはベークアウトモードでの動作もサポートしていない。
【０１１１】
　本発明の教えによれば、加熱を目的としてバイパスさせる流れについては、他の多くの
方法が可能である。例えば、相分離器からの液体、または相分離器に供給される２相混合
物は、それらが混合された流れより低い凝固点を有すれば、十分であろう。可能性として
、利用できる気液比率の可能な組み合わせの数は無限にある。これらの組み合わせは、低
温の流れに共に混合する１つ以上の温かい流れの混合物を考慮すると、さらに拡張するこ
とができる。本発明のこの第１の実施形態の本質は、最も低温の高圧冷媒と熱を交換する
低圧冷媒と混合させるために、１つまたは２つ以上の流量調整装置を通した温かい流れの
経路を選択することによって、フリーズアウトが発生しないように冷媒の温度を十分に高
くできることである。
【０１１２】
　フリーズアウトを防止する積極的な方法が用いられる場合に、使用される方法およびそ
の方法に使用される制御が、このようなベークアウトモードの問題を生じない正常な方法
で使用できるかどうかを決定するということを、いくつかの試験は示した。ある場合には
、開示された方法の不適当な均衡が、吸い込み圧力の継続的な上昇といった不安定な動作
の原因となることが観察された。ＰＳ１９６を介してベークアウトの流れを中断する制御
によっても、吸い込み圧力が受け入れがたいほど高い水準に繰り返し達し、その結果、逆
流防止弁のスプリング力が過負荷になるということも、さらに観察された。したがって、
別々にまたは共に使用、制御される一連のキャピラリーチューブのいずれかは、運転モー
ドおよび／または条件に基づいて、流れ制限の変化する度合いに影響をおよぼすために必
要だろう。あるいは、比例弁を使用して、必要に応じて流動を調節することもできるであ
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ろう。
【０１１３】
　一般に、相分離器からＦＭＤ２１６へのガスの流れ、または気液混合物を利用すること
が、最も簡単な制御手段である。これは、キャピラリーチューブを通った気体、または液
体を加えた気体の流れが、下流の圧力の変化に対してそれほど敏感ではないからである。
対照的に、キャピラリーチューブを通った液体の流れは、下流の圧力の変化に対してより
敏感になる。冷却、デフロストおよびベークアウトモード中の吸い込み圧力の著しい変化
を許容しながら、ＦＭＤ２１６に入力するときには完全には液化されていない冷媒混合物
を使用することによって、キャピラリーチューブが使用できるようになり、かつフリーズ
アウトを防止する簡単で有効な手段を提供する。
【０１１４】
　一般に、ＦＭＤへ供給される気体と液体の比率が、いくつかの決定された制限の範囲内
で制御されることは好ましいことである。オープンなコントロールループで用いられる場
合、特にＦＭＤがキャピラリーチューブのような固定の絞りである場合において、制限の
範囲内で制御しないことは、この方法の有効性が変動することをもたらすだろう。しかし
、キャピラリーチューブでさえ、もしキャピラリーチューブがこれらの変動を考慮して大
きさが調整されるならば、流入口での比率の変動は許容することができる。試験された特
定の場合において、０．０４４インチ（１．１２ｍｍ）の内径で３６インチ（９１．４ｃ
ｍ）の長さを有するキャピラリーチューブは、最も低温の高圧冷媒を、運転条件により最
低３℃、最大１５℃加温させた。これは、あらゆる運転モードでフリーズアウトを防止す
るのに十分な加温であった。
【０１１５】
　フリーズアウトを防止するのに必要とされる加温の量は、それがフリーズアウト温度に
達しないようにするために必要とされるだけなので、非常に小さい。原理的に、０．０１
℃は、その組成がよく知られている混合物のフリーズアウトを防止するのに十分な温度で
ある。他の場合、すなわち製造工程、運転条件、および他の変数が混合物組成の変動を引
き起こす場合、フリーズアウトを確実に防止するためにもっと大きなマージンが必要であ
る。このような不確実性がある場合には、起こり得る変動の範囲およびフリーズアウト温
度への影響が評価されなければならない。しかし、たいていの場合、５℃の加温は適切な
マージンを提供するはずである。
【０１１６】
　フリーズアウト防止方法の加温の典型的な範囲は、０．０１℃から３０℃である。試験
の結果によれば、本発明で説明した方法は、フリーズアウト温度に関して、約４℃から２
０℃の加温を与えた。０．０１℃から３０℃の加温のこの典型的な範囲、またはフリーズ
アウト温度の０．０１℃から３０℃の範囲内のＶＬＴＭＲＳの動作は、考慮された特定の
実施形態にかかわらず、適用される。
【０１１７】
　図２は、オープンループ制御方法を利用する本発明の図式的な説明である。すなわち、
制御信号は動作を監視し調節するためには不要である。基本の制御機構は、制御弁２１８
およびＦＭＤ２１６である。弁２１８は運転モードに基づいて開けられる。フリーズアウ
ト防止を必要とするモードは、設計過程で決定され、システム制御の設計に含まれる。Ｆ
ＭＤ２１６は、予想される運転条件の範囲に対して適切な量の流れを提供するように、大
きさが調整される。この方法は、低い実現コストおよび単純性という利点を有する。
【０１１８】
　代替の機構は、本発明と一致する、閉ループフィードバック制御方式を使用することで
ある。このようなシステムは、フリーズアウトが防止されるべきシステムの最も低温部で
、温度センサ（不図示）を必要とする。このセンサからのこの出力信号は、Ｏｍｅｇａ（
オメガ）（Stamford, CT（コネチカット州スタンフォード））Ｐ＆ＩＤ温度調節計のよう
な制御装置（不図示）に入力される。制御器は適切な設定点にプログラムされ、その出力
はバルブ２１８を制御するのに使用される。
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【０１１９】
　弁２１８はいくつかの形式の１つであり得る。それは、オンタイムおよびオフタイムの
量を変化させて制御されるオン／オフ弁のいずれかであり得る。あるいは、弁２１８は、
流量を調節するために制御される比例制御弁である。弁２１８が比例制御弁の場合には、
ＦＭＤ２１６は不要であろう。
【０１２０】
　図２は、過冷却器２１２を含むＶＬＴＭＲＳと関連付けられる。特に、フリーズアウト
を防止するために使用される、温かい冷媒を混合する位置が、過冷却器に対して示される
。上に説明したように、過冷却器は随意である。したがって、本発明による他の構成が可
能である。
【０１２１】
　代替の実施形態において、過冷却器のない冷凍システムは、温かい冷媒を、最も低温の
低圧冷媒の位置（不図示）に混合する。図２に示される熱交換器は連続的に低温になって
いることは理解されるであろう、すなわち、熱交換器２１２が最も低温で、熱交換器２０
８は熱交換器２１２より温かく、熱交換器２０６は熱交換器２０８より温かく、熱交換器
２０４は熱交換器２０６より温かく、熱交換器２０２は熱交換器２０４より温かい。当然
、熱伝達を提供するために、高圧の流れは、各熱交換器の低圧の流れより温かい。過冷却
器が存在していない場合には、熱交換器２０８、または冷凍プロセスの低温の端にある最
後の熱交換器が、当然のことながら、最も低温の熱交換器となる。
【０１２２】
　温かい冷媒が冷たい冷媒と混合される箇所の小さな修正が可能なことは認識されるであ
ろう。もし低温冷媒が最も低温の低圧冷媒の２０℃と比べ温かくないならば、任意の低温
低圧冷媒と混合するこの冷媒を導入することによって、いくつかの利点がもたらされるこ
とが予期されるが、このような修正は、本発明の範囲内である。
【０１２３】
　図３は、本発明の第２の実施形態を示している。この実施形態において、フリーズアウ
トを防止する別の方法を説明する。ノードＧで最も冷却された液体冷媒が、供給弁３１８
およびＦＭＤ３１６に送り込む第３の岐路へ分岐される。ＦＭＤ３１６からの流出流は、
ノードＨで、過冷却器２１２からの流出流、および戻り冷媒流１４８と混合する。第１の
実施形態のように、目的は、フリーズアウトの可能性を排除することである。
【０１２４】
　第２の実施形態において、フリーズアウトは、過冷却器２１２の高圧側を通る冷媒より
も過冷却器２１２の低圧側を通る冷媒の吐出量をより低く維持することによって防止され
る。これは、過冷却器２１２を出る高圧流を温かくする。ノードＧからＨへ直接バイパス
する流れの割合を適切に調整して、過冷却器２１２の高圧側を出る冷媒の加温の程度を変
化させ、結果的に、過冷却器２１２の低圧側に入力する膨張した冷媒を加温する。過冷却
器のまわりをバイパスする流れが多くなればなるほど、低温端の温度は温かくなる。
【０１２５】
　対照的に、従来技術のシステムはこの方法を使用しなかったので、蒸発器への流れが止
められたときは、過冷却器の両側の流れは等しかった。ＦＭＤ３１６がキャピラリーチュ
ーブからなる場合には、この方法は、基本的なデフロスト方法を有するシステムで十分に
作動した。しかし、ベークアウトモードを有するシステムに用いられたときに、ＦＭＤ３
１６の流れ容量を変化させることが必要となった。したがって、別々にまたは共に使用、
制御される一連のキャピラリーチューブのいずれかは、運転モードおよび／または条件に
基づいて、流れ制限の変化する度合いに影響をおよぼすために必要だろう。あるいは、比
例弁を使用して、必要に応じて流動を調節することもできるであろう。
【０１２６】
　図３は、本発明と一致するオープンループ制御方法の図式的な説明である。すなわち、
制御信号は動作を監視し調節するためには不要である。基本の制御機構は、制御弁３１８
およびＦＭＤ３１６である。弁３１８は運転モードに基づいて開けられる。フリーズアウ
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ト防止を必要とするモードは、設計過程で決定され、システム制御の設計に含まれている
。ＦＭＤ３１６は、予想される運転条件の範囲に対して適切な量の流れを提供するために
大きさが調整される。この方法は、低い実現コストおよび単純性という利点を有する。
【０１２７】
　代替の構成は、本発明と一致する、閉ループフィードバック制御方式を使用することで
ある。このようなシステムは、フリーズアウトが防止される必要のあるシステムの最も低
温部で、温度センサ（不図示）を付加している。このセンサからのこの出力信号は、Ｏｍ
ｅｇａ（オメガ）（Stamford, CT（コネチカット州スタンフォード））Ｐ＆ＩＤ温度調節
計のような制御装置（不図示）に入力される。制御器は適切な設定点にプログラムされ、
その出力はバルブ３１８を制御するのに使用される。
【０１２８】
　弁３１８はいくつかの形式の１つであり得る。それは、オンタイムおよびオフタイムの
量を変化させて制御されるオン／オフ弁のいずれかであり得る。あるいは、弁３１８は、
流量を調節するために制御される比例制御弁である。弁３１８が比例制御弁の場合には、
ＦＭＤ３１６は不要であろう。
【０１２９】
　図３は、過冷却器２１２を含むＶＬＴＭＲＳを示す。特に、フリーズアウトを防止する
ために用いられる温かい冷媒の発生源の位置および混合位置が、過冷却器２１２に対して
示される。上に説明したように、過冷却器２１２は随意である。したがって、本発明によ
る他の構成が可能である。代替の実施形態において、過冷却器のないシステムは、最も低
温の熱交換器（不図示）が高圧側よりも低圧側で低い質量流量を有するように、最も低温
の高圧冷媒を転換し、最も低温の熱交換器の低圧流出口で温かい冷媒を混合するだろう。
【０１３０】
　温かい冷媒が冷たい冷媒と混合される箇所の小さな修正が可能なことは認識されるであ
ろう。もし低温冷媒が最も低温の熱交換器を出る低圧冷媒の温度の２０℃以内にあるなら
ば、任意の低温低圧冷媒と混合するこの冷媒を導入することによって、いくつかの利点が
もたらされることが予期されるが、このような修正は、本発明の範囲内であると考えられ
る。
【０１３１】
　本発明の第３の実施形態において、図４は、冷媒フリーズアウトを管理するためのもう
一つの代替方法を示している。この場合、通常は圧縮機の近くにある構成要素が修正され
ている。通常、これらは、室温から－４０℃以上の温度まで動作する構成要素であり得る
。これは、制御弁４１８およびＦＭＤ４１６を追加することによって冷凍システム１００
から修正された冷凍システム２００として示されている。この構成は、高圧から低圧へ冷
媒の流れをバイパスし、かつ冷凍プロセス１１８をバイパスする手段を提供する。
【０１３２】
　これは多くの効果を有している。最も重要と考えられる２つの効果は、冷凍プロセスを
通る流量の減少と、冷凍システムの低圧の増加である。十分な量の流れがこれらの追加の
構成要素を通ってバイパスされた場合、フリーズアウトは冷凍プロセスにおいて防止され
る。しかし、上に開示されるように、冷凍プロセスから転換された流れが多すぎると、十
分な熱交換器性能を出すために必要な最小流れが維持されない。したがって、バイパスの
最大量は、システムの各熱交換器に十分な流れが確保されるように、制限されていなけれ
ばならない。
【０１３３】
　第２の実施形態のように、固定管がＦＭＤとして用いられた場合、この方法は、通常の
デフロストおよび待機モード（蒸発器への流れはない）を有するシステムで問題なく正常
に作動した。しかし、ベークアウトモードの動作を処理するために、このような固定ＦＭ
Ｄは、容認できないほど高い吸い込み圧力を発生させた。試験された特定の事例では、２
０ｃｆｍ（５６６リットル／分）圧縮機が使用された。０．１５インチ（５．３ｍｍ）の
内径を有するバイパス管路は、ベークアウトモードでのフリーズアウトを防止するのに十
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れを得ることができなかった。バイパス管を３／８インチ（９．５ｍｍ）外径を有する銅
管に大きくしたところ、待機での流れは、フリーズアウトの排除には成功したが、ベーク
アウトモードにおいて過度の吸い込み圧力が発生した。
【０１３４】
　この経験は、独立してまたは組み合わさって動作する２つまたは３つ以上の固定管要素
を使用して、種々の運転モードおよび条件についての要件を管理できる可能性があること
を示している。あるいは、熱膨張弁のような比例弁、またはクランクケース調整弁のよう
な圧力調整弁を用いて、必要な水準で冷媒流れを調整できるであろう。
【０１３５】
　図４は、オープンループ制御方法を有する本発明の図式的な説明である。すなわち、制
御信号は、動作を監視し調節するためには不要である。基本の制御機構は、制御弁４１８
およびＦＭＤ４１６である。弁４１８は運転モードに基づいて開けられる。フリーズアウ
ト防止を必要とするモードは、設計過程で決定され、システム制御の設計に含まれている
。ＦＭＤ４１６は、予想される運転条件の範囲に対して適切な量の流れを提供するために
大きさが調整される。この方法は、低い実現コストおよび単純性という利点を有する。代
替の構成は、本発明と一致する、閉ループフィードバック制御方式を使用することである
。このようなシステムは、フリーズアウトが防止される必要のあるシステムの最も低温部
で、温度センサ（不図示）を付加している。このセンサからのこの出力信号は、Ｏｍｅｇ
ａ（オメガ）（Stamford, CT（コネチカット州スタンフォード））Ｐ＆ＩＤ温度調節計の
ような制御装置（不図示）に入力される。制御器は適切な設定点にプログラムされ、その
出力はバルブ４１８を制御するのに使用される。
【０１３６】
　弁４１８はいくつかの形式の１つであり得る。それは、オンタイムおよびオフタイムの
量を変化させて制御されるオン／オフ弁のいずれかであり得る。あるいは、弁４１８は、
流量を調節するために制御される比例制御弁である。弁４１８が比例制御弁の場合には、
ＦＭＤ４１６は不要であろう。
【０１３７】
　温かい冷媒が吸込管で混合される箇所の修正が可能なことは認識されるであろう。プロ
セスのより温かい段のどんな温度でも、このバイパスを使用することによって、吸い込み
圧力を上昇させ、低温端で冷凍プロセスの流量を減少させるという所望の目的が得られる
ということが予期される。これは、もし発生源においてあるいは混合以前に、バイパス冷
媒の温度が－１００℃より高ければ、さらに利点を提供することが予想される。
【０１３８】
　第１、第２、および第３の実施形態は、通常、それらが試験されたシステムの、待機、
デフロストおよびベークアウトモードにおいて必要であった。原理的に、そしてもし必要
ならば、これらの方法も冷却モードへ適用することができる。同様に、これらは、使用さ
れる制御方法により、運転モードに関係なく必要に応じて適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明に基づく、バイパス回路を有する極低温冷凍システムの概略図である。
【図２】本発明に基づく、冷媒の制御された内部バイパスを用いることによってフリーズ
アウトを防止する方法の概略図である。
【図３】本発明に基づく、冷媒の制御された内部バイパスを用いることによってフリーズ
アウトを防止する他の代替の方法の概略図である。
【図４】本発明に基づく、冷媒の制御されたバイパスを用いることによってフリーズアウ
トを防止するさらに他の方法の概略図である。
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