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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一定速の圧縮機、室外熱交換器、室外送風機、４方弁、絞り装置を有する室外機と、室内
熱交換器、室内送風機を有する室内機と、前記室外機に室外空気温度検出装置と室外熱交
換器温度検出装置と、前記圧縮機の運転電流値を検知する圧縮機運転電流検知装置と、前
記圧縮機の運転時の最低運転電流値および最高運転電流値を記憶する圧縮機運転電流設定
記憶装置と、前記室内機に室内吸込み空気温度検出装置と室内熱交換器温度検出装置とを
設け、少なくとも冷房運転または除湿運転または暖房運転を行う空気調和装置において、
前記圧縮機運転電流検知装置で検知する値が前記圧縮機運転電流設定記憶装置に記憶され
ている最低運転電流値と最高運転電流値の範囲内で前記圧縮機が運転中である場合に、冷
房もしくは除湿運転中であれば、室外空気温度と室外熱交換器温度との差が所定温度以下
の状態を所定時間継続した場合に、または、暖房運転中であれば、室内吸込み空気温度と
室内熱交換器温度との差が所定温度以下の状態を所定時間継続した場合に、前記圧縮機の
運転を停止し、所定時間停止後再起動する制御装置を設けたことを特徴とする空気調和装
置。
【請求項２】
圧縮機の起動から所定時間だけ各温度検出装置の非検知時間を設けた請求項１に記載の空
気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、空気調和装置の制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機では、電源回路に瞬時停電を検知する検知回路を設け、瞬時停電が発
生した場合空気調和装置の運転を停止し、一定時間停止後圧縮機を再起動するように制御
されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平７－１２００４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の空気調和装置では、１０ｍｓｅｃ以上で電圧０％（１００％電圧
がドロップ）のような瞬時停電は検知できるが、１０ｍｓｅｃ以下の短い瞬時停電や、電
圧が１００％ドロップせず５０％程度のドロップの場合検知できず、このような瞬時停電
が発生した場合、進相コンデンサを用いて駆動する単相一定速タイプ（誘導電動機モデル
）の圧縮機を使用している場合、圧縮機のロータが逆回転して冷媒が循環しなくなること
がある。ただし逆回転した場合でも圧縮機にはある程度の電流が流れるので、電子制御装
置は通常運転か逆回転運転かを判別できない。よって、冷媒が循環しないので空気調和が
行われない問題が発生する。かつ、逆回転時には圧縮機が異常振動するのでこの振動によ
る配管折れが発生したり、圧縮機メカ部へのオイル供給がなくなることによる圧縮機の破
壊や冷媒循環による圧縮機モータ部の冷却がなくなることによるモータ焼損が発生する。
【０００４】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、圧縮機が運転中にもかかわらず冷媒が循
環していないことを速やかに判断して正常運転に戻すことにより、快適性が損なわれるこ
とを抑制することができるとともに、圧縮機の逆回転運転による圧縮機や配管の損傷を防
止することができる空気調和機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の空気調和装置は、一定速の圧縮機、室外熱
交換器、室外送風機、４方弁、絞り装置を有する室外機と、室内熱交換器、室内送風機を
有する室内機と、室外機に室外空気温度検出装置と室外熱交換器温度検出装置と、圧縮機
の運転電流値を検知する圧縮機運転電流検知装置と、圧縮機の運転時の最低運転電流値お
よび最高運転電流値を記憶する圧縮機運転電流設定記憶装置と、室内機に室内吸込み空気
温度検出装置と室内熱交換器温度検出装置とを設け、少なくとも冷房運転または除湿運転
または暖房運転を行う空気調和装置において、圧縮機運転電流検知装置で検知する値が圧
縮機運転電流設定記憶装置に記憶されている最低運転電流値と最高運転電流値の範囲内で
圧縮機が運転中である場合に、冷房もしくは除湿運転中であれば、室外空気温度と室外熱
交換器温度との差が所定温度以下の状態を所定時間継続した場合に、または、暖房運転中
であれば、室内吸込み空気温度と室内熱交換器温度との差が所定温度以下の状態を所定時
間継続した場合に、圧縮機の運転を停止し、所定時間停止後再起動する制御装置を設けた
もので、圧縮機の運転中に、室内側の吸込み空気温度や室内熱交換器温度、室外側の空気
温度や室外熱交換器温度から冷媒の循環の有無を判断するとともに、圧縮機を一旦停止し
、再起動することにより、圧縮機が逆回転し続けることを防止する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の空気調和装置は、圧縮機が運転中にもかかわらず冷媒が循環していないことを
速やかに判断して正常運転に戻すことにより、快適性が損なわれることを抑制することが
できるとともに、圧縮機の逆回転運転による圧縮機や配管の損傷を防止して信頼性を向上
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００７】
　第１の発明は、一定速の圧縮機、室外熱交換器、室外送風機、４方弁、絞り装置を有す
る室外機と、室内熱交換器、室内送風機を有する室内機と、室外機に室外空気温度検出装
置と室外熱交換器温度検出装置と、圧縮機の運転電流値を検知する圧縮機運転電流検知装
置と、圧縮機の運転時の最低運転電流値および最高運転電流値を記憶する圧縮機運転電流
設定記憶装置と、室内機に室内吸込み空気温度検出装置と室内熱交換器温度検出装置とを
設け、少なくとも冷房運転または除湿運転または暖房運転を行う空気調和装置において、
圧縮機運転電流検知装置で検知する値が圧縮機運転電流設定記憶装置に記憶されている最
低運転電流値と最高運転電流値の範囲内で圧縮機が運転中である場合に、冷房もしくは除
湿運転中であれば、室外空気温度と室外熱交換器温度との差が所定温度以下の状態を所定
時間継続した場合に、または、暖房運転中であれば、室内吸込み空気温度と室内熱交換器
温度との差が所定温度以下の状態を所定時間継続した場合に、圧縮機の運転を停止し、所
定時間停止後再起動する制御装置を設けたもので、圧縮機の運転中に、冷房あるいは除湿
運転中は室外側の空気温度と室外熱交換器温度との差から、暖房運転中は室内側の吸込み
空気温度と室内熱交換器温度との差から、冷媒の循環の有無を判断して、電気回路が検知
できない瞬時停電による圧縮機逆回転により冷媒非循環状態になることによる空気調和装
置の快適性の低下（冷えないや温まらないといった不具合）が回避できるとともに、圧縮
機逆回転による圧縮機や配管の破損を防止でき、空気調和装置の快適性と信頼性が向上す
る。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、圧縮機の起動から所定時間だけ各温度検出装置の
非検知時間を設けたものである。圧縮機起動から冷媒が循環し熱交換器温度が上昇したり
下降したりするのに時間がかかる。特に長時間停止時は冷媒が圧縮機内部に寝込み状態に
あるので冷媒が循環するに要する時間がかかる。この間を非検知にしないと、圧縮機逆転
による冷媒非循環と判別できずに誤って起動後即停止する可能性が有り、上記構成により
、この誤動作を防止できる。
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。
【００１０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における空気調和装置の冷凍サイクル図であり、図２は
制御ブロック図、図３はフローチャート図である。図１において、室外機１には圧縮機２
と、室外熱交換器３と、室外送風機４と、冷媒液管５ａと、冷媒ガス管６ａと、冷暖房切
換用の四方弁７と、絞り装置８が設けられている。また、室外機１には室外熱交換器３の
温度を検出する室外熱交換器温度検知装置９と室外気温度を検出する室外空気温度検知装
置１０が設けられている。一方、室内機１１には室内送風機１２と、室内熱交換器１３と
、室内熱交換器１３の温度を検出する室内熱交換器温度検知装置１４と、部屋の室温を検
出する室内吸込み温度検知装置１５と、居住者が希望する運転モード（冷房、除湿または
暖房）、室温、運転あるいは停止、風量及び風向などを設定できる運転設定装置１６が設
けられている。そして、室外機１と室内機１１とは接続配管５ｂ，６ｂで接続されて、冷
凍サイクルが構成されている。
【００１１】
　上記冷凍サイクルにおいて、冷房あるいは除湿運転時、圧縮機２から吐出された冷媒は
四方弁７を介して室外熱交換器３へと流れ、室外送風機４により室外熱交換器３で室外空
気と熱交換して凝縮液化し、次に冷媒液管５ａを通って絞り装置８を通過することにより
減圧された冷媒は室内熱交換器１３で蒸発した後に、冷媒ガス管６ａを通り四方弁７を介
して再び圧縮機２に吸入される。暖房運転時は圧縮機２から吐出された冷媒は四方弁７を
介して室内熱交換器１３へと流れ、室内送風機１２により室内熱交換器１３で室内空気と
熱交換して凝縮液化し、次に絞り装置８を通過することにより減圧された冷媒は室外熱交
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換器３で蒸発した後に、四方弁７を介して再び圧縮機２に吸入される。
【００１２】
　次に、本発明の制御について図２，３を用いて説明する。図２において、本発明の空気
調和装置の制御装置１７には、居住者が希望する運転モード切替スイッチ１８（冷房、除
湿または暖房）と室内温度設定スイッチ１９と運転停止スイッチ２０と風量設定スイッチ
２１と風向設定スイッチ２２で構成されている運転設定装置１６の信号を記憶する運転モ
ード記憶装置２３と、室内熱交換器温度検知装置１４と室内吸込み温度検知装置１５と、
室外熱交換器検知装置９と、室外気温度検知装置１０と、圧縮機２の運転電流を検知する
圧縮機運転電流検知装置２４と、圧縮機２の運転電流設定値を記憶する圧縮機運転電流設
定記憶装置２５（ここには低外気温度時の最低電流設定値と過負荷運転時の最高電流設定
値が記憶されている）と、室内熱交換器温度検知装置１４と室内吸込み温度検知装置１５
から検出される温度との差温設定値を記憶する室内差温設定記憶装置２６と、室外熱交換
器温度検知装置９と室外気温度検知装置１０から検出される温度との差温設定値を記憶す
る室外差温設定記憶装置２７と、以上の信号を定期的に検出するためのサンプリング時間
を設定する運転時間設定記憶装置２８ａと差温設定の継続時間を記憶する運転時間設定記
憶装置２８ｂと、以上の信号をサンプリング時間毎に受けて圧縮機２、室内送風機１２、
室外送風機４等の運転を決定する判定装置２９と、判定装置２９の信号により、圧縮機２
や室内送風機１２、室外送風機４等を駆動する出力リレー回路３０を有している。
【００１３】
　居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除湿または暖房を選択し運転を開始する
と、運転モード記憶装置２３、室内吸い込み温度検知装置１５、室内温度設定装置１９の
信号により出力リレー回路３０が圧縮機２を駆動するが、図３において、居住者が運転モ
ード切替スイッチ１８で冷房、除湿を選択した場合には（Ｓ２のＹ）、圧縮機２がサーモ
ＯＮ判定で連続運転中に（Ｓ４のＹ）、圧縮機運転電流検知装置２４の検出値Ｉｃｐ（Ｓ
５）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲内（例えば１．５Ａ≦
Ｉｃｐ≦３０Ａ）にあると（Ｓ６のＹ）、室外熱交換器温度検知装置９（Ｔｃ）と室外空
気温度検知装置１０（Ｔｇｓ）との検出値からそれらの温度差△Ｔを算出し（Ｓ７）、温
度差△Ｔが室外差温設定記憶装置２７の設定値（例えば３℃）以下かどうか判定し（Ｓ８
）、その状態が運転時間設定記憶装置２８ｂの設定値（例えば３分）以上継続すると（Ｓ
９のＹ）、圧縮機２を所定時間（例えば３分）停止し（Ｓ１０）、時間経過後再起動する
（Ｓ１１）。
【００１４】
　居住者が運転モード切替スイッチ１８で暖房を選択した場合には（Ｓ２のＮ）、圧縮機
２がサーモＯＮ判定で連続運転中に（Ｓ１３のＹ）に、圧縮機運転電流検知装置２４の検
出値Ｉｃｐ（Ｓ１４）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲内（
例えば１．５Ａ≦Ｉｃｐ≦３０Ａ）にあると（Ｓ１５のＹ）、室内熱交換器温度検知装置
１４（Ｔｅ）と室内吸込み空気温度検知装置１５（Ｔｎｓ）との検出値からそれらの温度
差△Ｔを算出し（Ｓ１６）、温度差△Ｔが室内差温設定記憶装置２６の設定値（例えば３
℃）以下かどうか判定し（Ｓ１７）、その状態が運転時間設定記憶装置２８ｂの設定値（
例えば３分）以上継続すると（Ｓ１８のＹ）、圧縮機２を所定時間（例えば３分）停止し
（Ｓ１９）、時間経過後再起動する（Ｓ２０）。
【００１５】
　冷房運転時は室外側は凝縮側（放熱側）であるので室外気温度（例えば３５℃）に対し
、室外熱交換器の温度は通常運転中は高い（例えば５０℃）はずであるが、冷房運転中（
サーモＯＮ中）で圧縮機に通常の運転電流が流れているのにもかかわらず、室外空気温と
室外熱交換器温度との温度差がほとんどない（例えば３℃）状態がしばらく継続（例えば
３分）するのは冷媒が循環していないと判断し（冷媒が循環せずに、ただの送風状態なの
で室内吸い込み温度と室内熱交換器温度が数分で同一温度になる）、特にそのような状態
で他の保護装置が作動しない場合は、圧縮機が瞬時停電等により逆転運転している可能性
が高いと考えられるので、圧縮機を停止し、３分後再起動するように制御している。
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【００１６】
　同様に暖房運転時は、室内側が凝縮側（放熱側）であるので室内吸込み温度（例えば２
０℃）に対し、室内熱交換器の温度は通常運転中は高い（例えば４０℃）はずであるが、
暖房運転中（サーモＯＮ中）で圧縮機に通常の運転電流が流れているのにもかかわらず、
室内吸い込み空気温度と室内熱交換器温度の温度差がほとんどない（例えば３℃）状態が
しばらく継続（例えば３分）するのは冷媒が循環していないと判断し（冷媒が循環せずに
、ただの送風状態なので室外気温度と室外熱交換器温度が数分で同一温度になる）、同様
に圧縮機が瞬時停電等により逆転運転している可能性が高いので、圧縮機を停止し、３分
後再起動するように制御している。
【００１７】
　冷房時の室内側、暖房時の室外側は共に蒸発側で、蒸発側でも判断できるが（例えば冷
房時、室内吸込み温度に対し、熱交換器の温度は１０℃～１５℃程低いのでこの温度差を
検知し、温度差がなくなれば停止する制御も有効）、蒸発側は熱交換器に水滴が付着し、
冷媒の循環がなくなって送風状態になっても水滴が蒸発するまでに時間がかかり、例えば
冷房時の室内吸込み空気温度と室内熱交換器温度が同一温度になかなかならない（凝縮側
は１分ほどでほぼ同一になるが、蒸発側は１０分ほどかかる場合がある）。検知温度差を
大きくとると誤作動の可能性が高くなるし（正常運転との差が判断しづらくなる）、温度
差が小さいままの場合は検知まで時間がかかり（１０分ほど）、この間一時的に冷えなく
なるので快適性が著しく低下すると共に、圧縮機逆転による圧縮機異常振動による配管折
れや、圧縮機メカ部へのオイル供給がなくなることによる圧縮機の破壊や冷媒循環による
圧縮機モータ部の冷却なくなることによるモータ焼損が発生する可能性が高くなる。よっ
て、凝縮側で判断するのが最も適している。
【００１８】
　そしてこの構成によれば、電気回路が検知できない瞬時停電による圧縮機逆転により冷
媒非循環状態になることによる空気調和装置の快適性の低下（冷えないや温まらないとい
った不具合）が回避できるとともに、圧縮機逆転による圧縮機や配管の破損を防止するこ
とができ、空気調和装置の快適性と信頼性が向上する。
【００１９】
　（参考例１）
　本参考例１にかかる空気調和装置の冷凍サイクル図は実施の形態１に対し、室外空気温
検出装置１０がないだけなので説明は省略する。図４は制御ブロック図、図５はフローチ
ャートである。実施の形態１で説明した様に冷房運転時の室内側（蒸発側）での冷媒不循
環の判断が難しいが、本発明のように、室外空気温検出装置１０がない場合、冷房運転時
の室外側（凝縮側）で判断が不可能になる。これを解決するのが本発明である。
【００２０】
　本発明の制御について図４，５を用いて説明する。図４において、本発明の空気調和装
置の制御装置１７には、居住者が希望する運転モード切替スイッチ１８（冷房、除湿また
は暖房）と室内温度設定スイッチ１９と運転停止スイッチ２０と風量設定スイッチ２１と
風向設定スイッチ２２で構成されている運転設定装置１６の信号を記憶する運転モード記
憶装置２３と、室内熱交換器温度検知装置１４と室内吸込み温度検知装置１５と、室外熱
交換器検知装置９と、圧縮機２の運転電流を検知する圧縮機運転電流検知装置２４と、圧
縮機２の運転電流設定値を記憶する圧縮機運転電流設定記憶装置２５（ここには低外気温
度時の最低電流設定値と過負荷運転時の最高電流設定値が記憶されている）と、室内熱交
換器温度検知装置１４と室外熱交換器温度検知装置９から検出される温度との差温設定値
を記憶する差温設定記憶装置３１と、以上の信号を定期的に検出するためのサンプリング
時間を設定する運転時間設定記憶装置２８ａと差温設定の継続時間を記憶する運転時間設
定記憶装置２８ｂと、以上の信号をサンプリング時間毎に受けて圧縮機２、室内送風機１
２、室外送風機４等の運転を決定する判定装置２９と、判定装置２９の信号により、圧縮
機２や室内送風機１２、室外送風機４等を駆動する出力リレー回路３０を有している。
【００２１】
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　居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除湿または暖房を選択し運転を開始する
と、運転モード記憶装置２３、室内吸い込み温度検知装置１５、室内温度設定装置１９の
信号により出力リレー回路３０が圧縮機２を駆動するが、図５において、居住者が運転モ
ード切替スイッチ１８で冷房、除湿を選択した場合には（Ｓ２２のＹ）、圧縮機２がサー
モＯＮ判定で連続運転中に（Ｓ２４のＹ）に、圧縮機運転電流検知装置２４の検出値Ｉｃ
ｐ（Ｓ２５）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲内（例えば１
．５Ａ≦Ｉｃｐ≦３０Ａ）にあると（Ｓ２６のＹ）、室内熱交換器温度検知装置１４（Ｔ
ｃ）と室外熱交換器温度検知装置９（Ｔｅ）との検出値からそれらの温度差△Ｔを算出し
（Ｓ２７）、温度差△Ｔが差温設定記憶装置３１の設定値（例えば７℃）以下かどうかを
判定し（Ｓ２８）、その状態が運転時間設定記憶装置２８ｂの設定値（例えば３分）以上
継続すると（Ｓ２９のＹ）、圧縮機２を所定時間（例えば３分）停止し（Ｓ３０）、時間
経過後再起動する（Ｓ３１）。
【００２２】
　そしてこの構成によれば、室外空気温検知装置がなくても冷房時の冷媒非循環が検知可
能になるので、室外空気温度センサーが不要になり、コストダウンが図れる。よって、シ
ンプルでかつ低コストな空気調和装置が提供でき、電気回路が検知できない瞬時停電によ
る圧縮機逆転により冷媒非循環状態になることによる空気調和装置の快適性の低下（冷え
ないや温まらないといった不具合）が回避できるとともに、圧縮機逆転による圧縮機や配
管の破損を防止することができ、空気調和装置の快適性と信頼性が向上する。
【００２３】
　（参考例２）
　本参考例２にかかる空気調和機の冷凍サイクル図は実施の形態１に対し、室外気温検出
装置１０がないだけなので説明は省略する。図６は制御ブロック図、図７はフローチャー
トである。実施の形態１で説明した様に冷房運転時の室内側（蒸発側）での冷媒不循環の
判断が難しいが、本発明のように、室外空気温検出装置１０がない場合、これを解決する
のが本発明である。
【００２４】
　本参考例の制御について図６，７を用いて説明する。図６において、本参考例の空気調
和装置の制御装置１７には、居住者が希望する運転モード切替スイッチ１８（冷房、除湿
または暖房）と室内温度設定スイッチ１９と運転停止スイッチ２０と風量設定スイッチ２
１と風向設定スイッチ２２で構成されている運転設定装置１６の信号を記憶する運転モー
ド記憶装置２３と、室内熱交換器温度検知装置１４と室内吸込み温度検知装置１５と、室
外熱交換器検知装置９と、圧縮機２の運転電流を検知する圧縮機運転電流検知装置２４と
、圧縮機２の運転電流設定値を記憶する圧縮機運転電流設定記憶装置２５（ここには低外
気温度時の最低電流設定値と過負荷運転時の最高電流設定値が記憶されている）と、室内
熱交換器温度検知装置１４と室外熱交換器温度検知装置９から検出される温度との差温設
定値を記憶する差温設定記憶装置３２と、以上の信号を定期的に検出するためのサンプリ
ング時間を設定する運転時間設定記憶装置２８ａと差温設定の継続時間を記憶する運転時
間設定記憶装置２８ｂと、以上の信号をサンプリング時間毎に受けて圧縮機２、室内送風
機１２、室外送風機４等の運転を決定する判定装置２９と、判定装置２９の信号により、
圧縮機２や室内送風機１２、室外送風機４等を駆動する出力リレー回路３０を有している
。
【００２５】
　冷房運転時、室外送風機４は室外熱交換器温度検知装置９から検出される温度を一定の
温度（例えば４５℃）に保つように、温度が低下すると回転数を下げ、凝縮温度を上げる
ように制御するように構成されている。居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除
湿または暖房を選択し運転を開始すると、運転モード記憶装置２３、室内吸い込み温度検
知装置１５、室内温度設定装置１９の信号により出力リレー回路３０が圧縮機２を駆動す
るが、図７において、居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除湿を選択した場合
には（Ｓ３３のＹ）、圧縮機２がサーモＯＮ判定で連続運転中に（Ｓ３５のＹ）に、圧縮
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機運転電流検知装置２４の検出値Ｉｃｐ（Ｓ３６）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に
設定されている値の範囲内（例えば１．５Ａ≦Ｉｃｐ≦３０Ａ）にあると（Ｓ３７のＹ）
、室外熱交換器温度検知装置９（Ｔｅ）で検出された温度が凝縮温度設定記憶装置３２の
値（例えば３０℃）以下かどうかを判定し（Ｓ３９）、その状態が運転時間設定記憶装置
２８ｂの設定値（例えば３分）以上継続すると（Ｓ４０のＹ）、圧縮機２を所定時間（例
えば３分）停止し（Ｓ４１）、時間経過後再起動する（Ｓ４２）。
【００２６】
　前にも述べたように、冷房運転時および除湿運転時は、室外送風機４は凝縮温度を一定
（例えば４５℃）に保つように制御しているが、室外送風機４の回転数を制御しているの
にもかかわらず、凝縮温度が一向に上昇しない場合は、冷媒が循環していないと判断し、
停止するのが本参考例である。本参考例は、凝縮温度をある一定温度以下（例えば３０℃
以下）で判断するため、室外空気温度が３０℃以上の高い温度で冷房運転している場合は
判定ができなが、室外空気温度が高い状態で運転している場合、圧縮機２が瞬時停電で逆
転すると逆転時に発生する過電流により圧縮機運転電流検知装置２４の検出値Ｉｃｐ（Ｓ
３６）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲外になり（Ｓ３７、
４３）（例えばＩｃｐ≧３０Ａ）過電流異常で停止（Ｓ４４）するように制御が構成され
ている。よって、本参考例は低外気温度冷房運転時に有効な制御である。
【００２７】
　そしてこの構成によれば、室外空気温検知装置がなくても冷房時の冷媒非循環が検知可
能になるので、室外空気温度センサーが不要になり、コストダウンが図れる。よって、シ
ンプルでかつ低コストな空気調和装置が提供でき、電気回路が検知できない瞬時停電によ
る圧縮機逆転により冷媒非循環状態になることによる空気調和装置の快適性の低下（冷え
ないや温まらないといった不具合）が回避できるとともに、圧縮機逆転による圧縮機や配
管の破損を防止することができ、空気調和装置の快適性と信頼性が向上する。
【００２８】
　（実施の形態２）
　本発明にかかる空気調和機の冷凍サイクル図は実施の形態１と同様なので説明は省略す
る。図８は制御ブロック図、図９はフローチャートである。本発明は、実施の形態１～３
に対し、圧縮機起動後から所定時間だけ各温度検出装置の非検知時間を設けたものであり
、実施の形態１～３全てに有効であるが、代表で実施の形態１に追加した構成として説明
を行う。
【００２９】
　図８において、本発明の空気調和装置の制御装置１７には、居住者が希望する運転モー
ド切替スイッチ１８（冷房、除湿または暖房）と室内温度設定スイッチ１９と運転停止ス
イッチ２０と風量設定スイッチ２１と風向設定スイッチ２２で構成されている運転設定装
置１６の信号を記憶する運転モード記憶装置２３と、室内熱交換器温度検知装置１４と室
内吸込み温度検知装置１５と、室外熱交換器検知装置９と、室外気温度検知装置１０と、
圧縮機２の運転電流を検知する圧縮機運転電流検知装置２４と、圧縮機２の運転電流設定
値を記憶する圧縮機運転電流設定記憶装置２５（ここには低外気温度時の最低電流設定値
と過負荷運転時の最高電流設定値が記憶されている）と、室内熱交換器温度検知装置１４
と室内吸込み温度検知装置１５から検出される温度との差温設定値を記憶する室内差温設
定記憶装置２６と、室外熱交換器温度検知装置９と室外気温度検知装置１０から検出され
る温度との差温設定値を記憶する室外差温設定記憶装置２７と、以上の信号を定期的に検
出するためのサンプリング時間を設定する運転時間設定記憶装置２８ａと差温設定の継続
時間を記憶する運転時間設定記憶装置２８ｂとサーモＯＮ（圧縮機運転開始）からの非検
知時間を設定した運転時間設定記憶装置２８ｃと、以上の信号をサンプリング時間毎に受
けて圧縮機２、室内送風機１２、室外送風機４等の運転を決定する判定装置２９と、判定
装置２９の信号により、圧縮機２や室内送風機１２、室外送風機４等を駆動する出力リレ
ー回路３０を有している。
【００３０】
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　居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除湿または暖房を選択し運転を開始する
と、運転モード記憶装置２３、室内吸い込み温度検知装置１５、室内温度設定装置１９の
信号により出力リレー回路３０が圧縮機２を駆動するが、居住者が運転モード切替スイッ
チ１８で冷房、除湿または暖房を選択し運転を開始すると、運転モード記憶装置２３、室
内吸い込み温度検知装置１５、室内温度設定装置１９の信号により出力リレー回路３０が
圧縮機２を駆動するが、図９において、居住者が運転モード切替スイッチ１８で冷房、除
湿を選択した場合には（Ｓ２のＹ）、圧縮機２が運転を開始（サーモＯＮ）（Ｓ４）する
が、運転開始から運転時間設定記憶装置２８ｃに設定されている時間（例えば３分間）検
知を行わず（Ｓ４５のＮ）、３分経過後（Ｓ４５のＹ）、圧縮機運転電流検知装置２４の
検出値Ｉｃｐ（Ｓ５）が圧縮機運転電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲内（
例えば１．５Ａ≦Ｉｃｐ≦３０Ａ）にあると（Ｓ６のＹ）、室外熱交換器温度検知装置９
（Ｔｃ）と室外気温度検知装置（Ｔｇｓ）との検出値からそれらの温度差△Ｔを算出し（
Ｓ７）、温度差△Ｔが室外差温設定記憶装置２７の設定値（例えば３℃）以下かどうか判
定し（Ｓ８）、その状態が運転時間設定記憶装置２８ｂの設定値（例えば３分）以上継続
すると（Ｓ９のＹ）、圧縮機２を所定時間（例えば３分）停止し（Ｓ１０）、時間経過後
再起動する（Ｓ１１）。
【００３１】
　居住者が運転モード切替スイッチ１８で暖房を選択した場合には（Ｓ２のＮ）、圧縮機
２が運転を開始（サーモＯＮ）（Ｓ１３のＹ）するが、運転開始から運転時間設定記憶装
置２８ｃに設定されている時間（例えば３分間）検知を行わず（Ｓ４６のＮ）、３分経過
後（Ｓ４６のＹ）、圧縮機運転電流検知装置２４の検出値Ｉｃｐ（Ｓ１４）が圧縮機運転
電流設定記憶装置２５に設定されている値の範囲内（例えば１．５Ａ≦Ｉｃｐ≦３０Ａ）
にあると（Ｓ１５のＹ）、室内熱交換器温度検知装置１４（Ｔｅ）と室内吸込み空気温度
検知装置１５（Ｔｎｓ）との検出値からそれらの温度差△Ｔを算出し（Ｓ１６）、温度差
△Ｔが室内差温設定記憶装置２６の設定値（例えば３℃）以下かどうか判定し（Ｓ１７）
、その状態が運転時間設定記憶装置２８ｂの設定値（例えば３分）以上継続すると（Ｓ１
８のＹ）、圧縮機２を所定時間（例えば３分）停止し（Ｓ１９）、時間経過後再起動する
（Ｓ２０）。
【００３２】
　この非検知時間を設ける理由は、圧縮機起動から冷媒が循環し熱交換器温度が上昇した
り下降するのに時間がかかる。特に長時間停止時は冷媒が圧縮機内部に寝込み状態にある
ので冷媒が循環するに要する時間がかかる。この間を非検知にしないと、圧縮機逆転によ
る冷媒非循環と圧縮機起動直後による冷媒循環不足（時間的な遅れ）とを判別できず誤動
作で起動後即停止してしまうからである。
【００３３】
　そしてこの構成によれば、電気回路が検知できない瞬時停電による圧縮機逆転により冷
媒非循環状態になることによる空気調和装置の快適性の低下（冷えないや温まらないとい
った不具合）が回避できるとともに、圧縮機逆転による圧縮機や配管の破損を防止するこ
とができ、空気調和装置の快適性と信頼性が向上する。特に、圧縮機起動後非検知時間を
設けることにより、誤動作の心配がなくなり、空気調和装置の快適性と信頼性がなお一層
向上する。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　以上のように、本発明にかかる空気調和装置は、単相一定速度圧縮機の逆転による冷媒
不循環の不具合を解決するものであるが、他の理由による（バルブ閉塞等）の冷媒不循環
に対しても応用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の空気調和装置の実施の形態１または２、参考例１または２における冷凍
サイクル図
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【図２】実施の形態１における制御ブロック図
【図３】実施の形態１におけるフローチャート
【図４】参考例１における制御ブロック図
【図５】参考例１におけるフローチャート
【図６】参考例２における制御ブロック図
【図７】参考例２におけるフローチャート
【図８】実施の形態２における制御ブロック図
【図９】実施の形態２におけるフローチャート
【符号の説明】
【００３６】
　１　室外機
　２　圧縮機
　３　室外熱交換器
　４　室外送風機
　５　冷媒液管
　６　冷媒ガス管
　７　四方弁
　８　絞り装置
　９　室外熱交換器温度検知装置
　１０　室外空気温度検知装置
　１１　室内機
　１２　室内送風機
　１３　室内熱交換器
　１４　室内熱交換器温度検知装置
　１５　室内吸込み空気温度検知装置
　１６　室内風向変更装置
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