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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コントロール端末（50）から出力されるＯＮ信号に基づいて圧縮機（11）のＯＮ／ＯＦ
Ｆを制御するように構成された圧縮機（11）の運転制御装置であって、
　上記圧縮機（11）を備えた空気調和装置（1）の室内への吹き出し温度、蒸発温度、凝
縮温度、上記圧縮機（11）の吸入圧力及び吐出圧力の少なくとも一つの目標値を、上記Ｏ
Ｎ信号が所定時間以上、継続して出力されている場合には、能力増大側へ変更する一方、
上記ＯＮ信号の出力されていないＯＦＦ状態が所定時間以上、継続している場合には、能
力低減側へ変更し、上記目標値に基づいて上記圧縮機（11）をインバータ制御するように
構成されていることを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記圧縮機（11）の停止後の一定期間、起動が禁止される圧縮機保護期間中に上記ＯＮ
信号が所定期間、継続して出力されていて、上記圧縮機保護期間終了直後に上記圧縮機（
11）が起動した場合に、上記目標値を、能力増大側へ変更するように構成されていること
を特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記圧縮機（11）が、該圧縮機（11）の停止後に一定期間、起動が禁止される圧縮機保
護期間よりも長い期間、停止している場合に、上記目標値を能力低減側へ変更するように
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構成されていることを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一つにおいて、
　上記圧縮機（11）の使用可能範囲を超えないように上記目標値を低下させる圧縮機保護
制御を行うよう構成されていることを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一つにおいて、
　上記ＯＮ信号は、上記圧縮機（11）の各負荷に対応して設定された運転モードに関する
信号であることを特徴とする圧縮機の運転制御装置。
【請求項６】
　複数の熱交換器（12,21）と圧縮機（11）とが接続された冷媒回路（2）を備え、該冷媒
回路（2）で冷媒を循環させて冷凍サイクルを行うように構成された空気調和装置であっ
て、
　上記請求項１から５のいずれか一つに記載の圧縮機（11）の運転制御装置（3）を備え
ていることを特徴とする空気調和装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　取り入れた外気を上記熱交換器（21）で冷媒と熱交換した後、室内へ送り込むように構
成されていることを特徴とする空気調和装置。
【請求項８】
　請求項６において、
　上記熱交換器のうち熱源側熱交換器（121）は、その内部を流れる冷媒が冷却水と熱交
換を行うように構成されていることを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮機のインバータ制御を行う空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内の温度を最適な温度に近づけるように、圧縮機をインバータ制御するよ
う構成された空気調和装置が知られている。このような空気調和装置では、例えば特許文
献１に開示されるように、設定温度や室内温度、吹き出し温度、圧縮機の吸入圧力、吐出
圧力等によって、該圧縮機の運転制御を行うように構成されている。すなわち、一般的な
空気調和装置では、室内温度の他に、上記吹き出し温度や圧縮機の吸入圧力、吐出圧力な
どの少なくとも一つを検出するように構成されていて、これらの検出値が、予め設定され
た目標値に近づくように上記圧縮機の運転制御が行われている。なお、一般的に、上記設
定温度の設定は、リモコン操作によって行われ、該設定温度、室内温度、吹き出し温度、
圧縮機の吸入圧力や吐出圧力は、空気調和装置のコントローラ内で信号処理された後、該
コントローラから圧縮機に対してインバータ制御信号が出力されるように構成されている
。
【０００３】
　このように、日本などで普及している空気調和装置では、圧縮機のインバータ制御を行
う構成が良く知られているが、北米などで普及している空気調和装置では、リモコンにコ
ントローラの機能が付いたサーモスタット（コントロールインターフェイス）と呼ばれる
機器を備えているのが一般的である。このサーモスタットは、室内温度を検出するととも
に検出された室内温度と設定温度とを比較し、その比較結果に応じて圧縮機へＯＮ／ＯＦ
Ｆ制御のための信号を出力するように構成されている。
【特許文献１】特開２００５－３０６７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、上述のようにリモコンにコントローラ機能が付いたサーモスタットを備えた
北米の空気調和装置では、該サーモスタットから出力される信号が圧縮機のＯＮ／ＯＦＦ
を指示する信号であるため、該圧縮機のインバータ制御を行うことができない。そのため
、室内の温度を設定温度に精度良く近づけることができず、省エネ性や快適性などの点で
日本の空気調和装置に比べて劣っていた。
【０００５】
　これに対し、上記サーモスタットの代わりに、日本等で普及しているようなリモコンを
設置して、インバータ制御が可能なコントローラを別に設けることが考えられるが、種類
が多く且つ北米で広く普及しているサーモスタットの代わりに、対応するリモコンや空気
調和装置を開発するのはコスト等の点から困難である。
【０００６】
　本発明は、かかる諸点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、コント
ロール端末から圧縮機のＯＮ／ＯＦＦに関する信号のみが出力されるように構成された空
気調和装置において、圧縮機のインバータ制御を行うことのできる構成を得ることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の発明に係る圧縮機（11）の運転制御装置（3）では
、コントロール端末（50）から出力されるＯＮ信号に基づいて圧縮機（11）のインバータ
制御を行うようにした。
【０００８】
　具体的には、第１の発明では、コントロール端末（50）から出力されるＯＮ信号に基づ
いて圧縮機（11）のＯＮ／ＯＦＦを制御するように構成された圧縮機の運転制御装置を対
象とする。そして、上記圧縮機（11）を備えた空気調和装置（1）の室内への吹き出し温
度、蒸発温度、凝縮温度、上記圧縮機（11）の吸入圧力及び吐出圧力の少なくとも一つの
目標値を、上記ＯＮ信号が所定時間以上、継続して出力されている場合には、能力増大側
へ変更する一方、上記ＯＮ信号の出力されていないＯＦＦ状態が所定時間以上、継続して
いる場合には、能力低減側へ変更し、上記目標値に基づいて上記圧縮機（11）をインバー
タ制御するように構成されているものとする。
【０００９】
　この構成により、コントロール端末（50）から室内温度や設定温度などのデータが得ら
れなくても、該コントロール端末（50）から出力されるＯＮ信号によって、室内温度と設
定温度との差、すなわち室内を空調するために必要とされる負荷を推測することが可能と
なる。したがって、上記ＯＮ信号だけでも、圧縮機（11）をインバータ制御することが可
能となり、室内が快適な温度になるように空調することができる。
【００１０】
　また、コントロール端末（50）から圧縮機（11）のＯＮ信号のみを出力するような構成
であっても、該ＯＮ信号に基づいて圧縮機（11）のインバータ制御を行うことができる。
すなわち、上記圧縮機（11）のＯＮ信号の継続時間が所定時間以上であれば、その分、室
内温度を設定温度に近づけるために必要な負荷が高いと推測されるため、圧縮機（11）の
運転能力をアップさせる制御を行う。一方、上記圧縮機（11）のＯＮ信号が出力されてい
ないＯＦＦ状態の継続時間が所定時間以上であれば、その分、室内温度を設定温度に近づ
けるために必要な負荷が低いと判断されるため、圧縮機（11）の運転能力をダウンさせる
制御を行う。また、圧縮機（11）の負荷を段階的に変更可能なＯＮ信号を出力する構成で
あれば、負荷の切り換えに応じて圧縮機（11）の能力アップの幅を変更できる一方、負荷
が切り替わって低下した後、所定時間が経過した場合には、圧縮機（11）の運転能力を下
げても問題ないと判断して、該圧縮機（11）の運転能力を下げるようなインバータ制御を
行うことが可能になる。
【００１１】
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　したがって、上述のように、圧縮機（11）のＯＮ信号及びＯＦＦ状態の継続時間を考慮
することで、該圧縮機（11）に要求される負荷を推測することができ、該圧縮機（11）の
インバータ制御が可能となる。
【００１２】
　また、空気調和装置（1）が吹き出し温度若しくは圧縮機（11）の吸入圧力、吐出圧力
のいずれかに基づいて運転制御される場合、その目標値は、コントロール端末（50）から
出力されるＯＮ信号の継続時間及びＯＦＦ状態の継続時間に応じて変更されるため、その
目標値に応じて圧縮機（11）の周波数を制御することができる。したがって、上述の構成
により、上記ＯＮ信号に基づいて圧縮機（11）の周波数をインバータ制御することが可能
になる。
【００１３】
　また、上記圧縮機（11）の停止後の一定期間、起動が禁止される圧縮機保護期間中に上
記ＯＮ信号が所定期間、継続して出力されていて、上記圧縮機保護期間終了直後に上記圧
縮機（11）が起動した場合に、上記目標値を、能力増大側へ変更するように構成されてい
るのが好ましい（第２の発明）。
【００１４】
　こうすることで、上記コントロール端末（50）からＯＮ信号が所定期間、出力されてい
て、より大きな空調能力が要求されているにもかかわらず、圧縮機（11）を保護するため
の圧縮機保護期間中であって該圧縮機（11）を起動できない場合には、該圧縮機保護期間
の終了直後に上記圧縮機（11）を起動する際に、上記目標値を能力増大側へ変更すること
で、上記圧縮機（11）を起動できなかった分の空調不足をできるだけカバーすることがで
きる。
【００１５】
　また、上記圧縮機（11）が、該圧縮機（11）の停止後に一定期間、起動が禁止される圧
縮機保護期間よりも長い期間、停止している場合に、上記目標値を能力低減側へ変更する
ように構成されているのが好ましい（第３の発明）。
【００１６】
　このように、圧縮機（11）が長時間停止していて、あまり大きな空調能力が要求されて
いないときには、上記目標値を能力低減側へ変更することで、上記圧縮機（11）で無駄な
エネルギーを消費するのを防止できる。
【００１７】
　また、上記圧縮機（11）の使用可能範囲を超えないように上記目標値を低下させる圧縮
機保護制御を行うよう構成されているのが好ましい（第４の発明）。これにより、上述の
ようにコントロール端末（50）から出力されるＯＮ信号に基づいて上記目標値を変更し、
圧縮機（11）をインバータ制御する構成においても、該目標値を圧縮機（11）の使用可能
範囲を超えないような値に設定することができ、該圧縮機（11）の保護を図れる。したが
って、上記圧縮機（11）が故障するのをより確実に防止することができる。
【００１８】
　また、以上の構成において、上記ＯＮ信号は、上記圧縮機（11）の各負荷に対応して設
定された運転モードに関する信号であってもよい（第５の発明）。このように、上記ＯＮ
信号を、単に圧縮機（11）をＯＮするための信号ではなく、該圧縮機（11）の各負荷に対
応した運転モードで動作させるための信号とする構成であっても、この信号の継続時間や
ＯＮ／ＯＦＦの信号切り換えの頻度等に基づいて、室内を空調する際の負荷を推測するこ
とができ、圧縮機（11）のインバータ制御を行うことができる。
【００１９】
　第６の発明は、複数の熱交換器（12,21）と圧縮機（11）とが接続された冷媒回路（2）
を備え、該冷媒回路（2）で冷媒を循環させて冷凍サイクルを行うように構成された空気
調和装置を対象とする。そして、上記請求項１から５のいずれか一つに記載の圧縮機（11
）の運転制御装置（3）を備えているものとする。
【００２０】
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　この構成により、上記第１から第５の発明の作用を奏する空気調和装置（1）を得るこ
とができる。
【００２１】
　上記第６の発明の構成において、上記空気調和装置（1）は、取り入れた外気を上記熱
交換器（21）で冷媒と熱交換した後、室内へ送り込むように構成されていてもよいし（第
７の発明）、上記熱交換器のうち熱源側熱交換器（121）が、その内部を流れる冷媒が冷
却水と熱交換を行うように構成されていてもよい（第８の発明）。
【００２２】
　このような空気調和装置（1,101）に対しても、上記第１～第５の発明の構成のような
圧縮機（11）の運転制御装置（3）を設けることで、該第１～第５の発明と同様の作用が
得られる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上より、本発明に係る圧縮機（11）の運転制御装置（3）によれば、コントロール端
末（50）から出力されるＯＮ信号に基づいて圧縮機（11）をインバータ制御するため、室
内温度及び設定温度が信号として出力されない構成においても、上記ＯＮ信号を用いて室
内の空調で必要とされる負荷を推測することでがき、圧縮機（11）をインバータ制御する
ことができる。したがって、ＯＮ信号のみしか出力されない構成において、従来よりも快
適性及び省エネ性の向上を図れる。
【００２４】
　また、上記ＯＮ信号の継続時間及び該ＯＮ信号の出力されていないＯＦＦ状態の継続時
間に応じて、上記圧縮機（11）をインバータ制御するため、室内の空調で必要とされる負
荷を上記継続時間によって推測することができる。特に、室内への吹き出し温度、上記圧
縮機（11）の吸入圧力及び吐出圧力の少なくとも一つの目標値を、上記ＯＮ信号の継続時
間及び該ＯＮ信号の出力されていないＯＦＦ状態の継続時間に応じて変更することで、上
記構成を実現することができる。
【００２５】
　具体的には、上記ＯＮ信号が所定時間以上、継続して出力されている場合に、上記目標
値を能力増大側へ変更することで、要求される空調能力に応じて圧縮機（11）の出力を増
大させて、迅速に室内の空調を行うことができる。一方、上記ＯＮ信号の出力されていな
いＯＦＦ状態が所定時間以上、継続している場合に、上記目標値を能力低減側へ変更する
ことで、要求される空調能力に応じて圧縮機（11）の出力を低減させて、迅速に室内の空
調を行うことができる。
【００２６】
　また、第２の発明によれば、上記圧縮機（11）の停止後の一定期間、起動が禁止される
圧縮機保護期間中に上記ＯＮ信号が所定期間、継続して出力されていて、上記圧縮機保護
期間終了直後に上記圧縮機（11）が起動した場合に、上記目標値を、能力増大側へ変更す
ることで、圧縮機保護期間中に運転できなかった分をできるだけ補うことができ、迅速に
室内の空調を行うことができる。
【００２７】
　また、第３の発明によれば、上記圧縮機（11）が、該圧縮機（11）の停止後に一定期間
、起動が禁止される圧縮機保護期間よりも長い期間、停止している場合に、上記目標値を
能力低減側へ変更することで、圧縮機（11）の省エネ運転が可能になる。
【００２８】
　また、第４の発明によれば、上記第１から第３の各発明において、上記運転制御装置（
3）は、上記圧縮機（11）の使用可能範囲を超えないように上記目標値を低下させる圧縮
機保護制御を行うよう構成されているため、ＯＮ信号しか出力されないような構成におい
て、圧縮機（11）をインバータ制御する場合でも、圧縮機（11）が故障するのを確実に防
止することができる。
【００２９】
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　また、第５の発明によれば、上記ＯＮ信号は、上記圧縮機（11）の各負荷に対応して設
定された運転モードに関する信号であるため、圧縮機（11）のＯＮ／ＯＦＦに関する信号
のみを出力する構成において、該圧縮機（11）の負荷を段階的に変更させることのできる
場合でも、上記第１～第４の発明のような構成にすることで、快適性及び省エネ性の向上
を図れる。
【００３０】
　第６の発明に係る空気調和装置によれば、上記第１から第５の発明のいずれか一つに記
載の圧縮機（11）の運転制御装置（3）を備えているため、上記第１～第５の発明の効果
を奏する空気調和装置が得られる。
【００３１】
　さらに、第７、８の発明によれば、取り込んだ外気を熱交換器によって空調した後、室
内へ送り込むように構成された空気調和装置（1）や、冷媒が冷却水と熱交換するように
構成された熱源側熱交換器を備えた空気調和装置（101）であっても、上記第１～第５の
発明に係る運転制御装置（3）を用いて圧縮機（11）の運転制御を行うことで、上記第１
～第５の発明と同様の効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の好ましい実施形態の
説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意
図するものではない。
【００３３】
　《実施形態１》
　本実施形態は、本発明に係る圧縮機（11）の運転制御装置（3）を備えた空気調和装置
（1）に関する。この空気調和装置（1）では、室外から外気を取り入れて空気調和した後
、室内へ送り込むように構成されている。
【００３４】
　〈空気調和装置の全体構成〉
　図１に示すように、上記空気調和装置（1）は、室外ユニット（10）と室内ユニット（2
0）とを備えている。室外ユニット（10）には、圧縮機（11）、室外熱交換器（12）、室
外膨張弁（13）、四路切換弁（14）および室外ファン（15）が設けられている。室内ユニ
ット（20）には、室内熱交換器（21）、室内膨脹弁（22）および室内ファン（23）が設け
られている。
【００３５】
　上記室外ユニット（10）において、圧縮機（11）の吐出側は、四路切換弁（14）の第１
ポート（P1）に接続されている。圧縮機（11）の吸入側は、四路切換弁（14）の第３ポー
ト（P3）に接続されている。
【００３６】
　上記室外熱交換器（12）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器と
して構成されている。室外熱交換器（12）の一端は、四路切換弁（14）の第４ポート（P4
）に接続されている。室外熱交換器（12）の他端は、液側連絡配管（25）を介して室内ユ
ニット（20）の室内熱交換器（21）に接続されている。
【００３７】
　上記室外ファン（15）は、モータ（16）によって回転駆動するように構成されていて、
室外熱交換器（12）の近傍に設けられている。この室外熱交換器（12）では、室外ファン
（15）によって送られる室外空気と該熱交換器（12）内を流通する冷媒との間で熱交換が
行われる。室外熱交換器（12）と液側連絡配管（25）との間には、開度可変の室外膨張弁
（13）が設けられている。また、上記四路切換弁（14）の第２ポート（P2）はガス側連絡
配管（26）に接続されている。
【００３８】
　上記四路切換弁（14）は、第１ポート（P1）と第２ポート（P2）とが互いに連通し且つ
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第３ポート（P3）と第４ポート（P4）とが互いに連通する第１状態（図１に実線で示す状
態）と、第１ポート（P1）と第４ポート（P4）とが互いに連通し且つ第２ポート（P2）と
第３ポート（P3）とが互いに連通する第２状態（図１に破線で示す状態）とが切り換え可
能になっている。
【００３９】
　上記室内ユニット（20）において、室内熱交換器（21）は、室外熱交換器（12）と同様
、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器として構成されている。室内熱
交換器（21）の一端は、ガス側連絡配管（26）を介して上記四路切換弁（14）の第２ポー
ト（P2）に接続されている。室内熱交換器（21）の他端は、液側連絡配管（25）に接続さ
れている。
【００４０】
　上記室内ファン（23）は、モータ（24）によって回転駆動するように構成されていて、
室内熱交換器（21）の近傍に設けられている。この室内熱交換器（21）では、室内ファン
（23）によって導かれる空気と該熱交換器（21）内を流通する冷媒との間で熱交換が行わ
れる。室内熱交換器（21）と液側連絡配管（25）との間には、開度可変の室内膨脹弁（22
）が設けられている。なお、この実施形態では、外気を導入して空調した後、室内に供給
するために、室内外を繋ぐ導入ダクト（27）内には、上記室内熱交換器（21）、室内ファ
ン（23）が配設されている。また、上記導入ダクト（27）内に、該導入ダクト（27）内の
空気の流れを調整するためのダンパ（図示省略）が設けられている。
【００４１】
　以上のような構成を有する空気調和装置（10）では、四路切換弁（14）が第１状態の場
合、暖房運転が行われ、四路切換弁（14）が第２状態の場合、冷房運転が行われる。暖房
運転では、冷媒回路（2）において、室外熱交換器（12）が蒸発器として機能し且つ室内
熱交換器（21）が凝縮器として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。一方、冷房
運転では、冷媒回路（2）において、室外熱交換器（12）が凝縮器として機能し且つ室内
熱交換器（21）が蒸発器として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。
【００４２】
　〈各ユニットの制御〉
　次に、図２に示す上記室外ユニット（10）及び室内ユニット（20）の制御ブロック図に
基づいて各ユニットの制御について説明する。
【００４３】
　上記室外ユニット（10）には、圧縮機（11）、四路切換弁（14）、室外膨脹弁としての
電動膨脹弁（13）及び室外ファン（15）用のモータ（16）等を制御するための室外ユニッ
トコントローラ（30）が設けられている。この室外ユニットコントローラ（30）は、後述
するメインコントローラ（60）との間で信号の送受信が可能に構成されている。
【００４４】
　上記室外ユニットコントローラ（30）は、インバータ制御部（31）を備えている。この
インバータ制御部（31）は、上記圧縮機（11）をインバータ制御するためのものであり、
室内への吹き出し温度、圧縮機（11）の吐出圧力や吸入圧力のうち少なくとも一つの目標
値を設定し、この目標値に基づいて該圧縮機（11）の周波数制御を行うように構成されて
いる。なお、上記吹き出し温度は、室内ユニット（20）の吹き出し口周辺に設けられた吹
き出し温度センサ（17）によって計測され、上記室外ユニットコントローラ（30）に信号
として送られる。また、上記吐出圧力及び吸入圧力は、それぞれ吐出圧力センサ（18）及
び吸入圧力センサ（19）によって計測され、上記室外ユニットコントローラ（30）に信号
として送られる。なお、この実施形態では、上記吐出圧力及び吸入圧力を、吐出圧力セン
サ（18）及び吸入圧力センサ（19）によって計測するようにしているが、この限りでなく
、吐出温度センサ及び吸入温度センサによってそれぞれ計測された吐出温度及び吸入温度
に基づいて、上記室外ユニットコントローラ（30）内で吐出圧力及び吸入圧力を算出する
ようにしてもよい。
【００４５】
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　上記室内ユニット（20）には、室内ファン（23）用のモータ（24）等を制御するための
ユニットベンチレータコントローラ（40）が設けられている。このユニットベンチレータ
コントローラ（40）は、室内に設置されるいわゆるサーモスタットとしてのコントロール
インターフェイス（50）（コントロール端末）に対して信号の授受が可能なように接続さ
れている。また、上記ユニットベンチレータコントローラ（40）は、後述するメインコン
トローラ（60）に対しても信号の授受が可能なように接続されている。なお、上記ユニッ
トベンチレータコントローラ（40）とメインコントローラ（60）とは、有線で接続されて
いてもよいし、無線通信などを使って信号の授受ができるように構成されていてもよい。
【００４６】
　上記ユニットベンチレータコントローラ（40）は、上記コントロールインターフェイス
（50）から送信される圧縮機のＯＮ／ＯＦＦに関する信号（例えば、ＯＮ信号や各負荷に
対応する各ステージのＯＮ信号など）に基づいて、上記メインコントローラ（60）に要求
信号（例えばＯＮ信号）を出力するように構成されている。また、上記ユニットベンチレ
ータコントローラ（40）は、上記メインコントローラ（60）から異常信号を受信すると、
その信号を上記コントロールインターフェース（50）に送信して、該コントロールインタ
ーフェイス（50）上に表示させたり警報音を発生させたりするように構成されている。
【００４７】
　上記コントロールインターフェイス（50）は、空気調和装置（1）全体のＯＮ／ＯＦＦ
の切り換え操作を行えるように構成されているとともに、この実施形態では、空調（圧縮
機）の負荷を例えば２段階（１ｓｔ　ｓｔａｇｅ：部分負荷、２ｎｄ　ｓｔａｇｅ：全負
荷）に切り換えられるように構成されている。すなわち、上記コントロールインターフェ
イス（50）は、操作者による切り換え操作に応じて、１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号、２
ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号を出力可能に構成されている。
【００４８】
　上記メインコントローラ（60）は、上記室外ユニット（10）と室内ユニット（20）との
間の信号の授受を行うとともに、該室内ユニット（20）の室内膨脹弁としての電動膨脹弁
（22）を制御するように構成されている。具体的には、上記メインコントローラ（60）は
、上記ユニットベンチレータコントローラ（40）だけでなく、上記室外ユニットコントロ
ーラ（30）に対しても信号の授受が可能なように接続されている。なお、上記メインコン
トローラ（60）と室外ユニットコントローラ（30）との間も、上記ユニットベンチレータ
コントローラ（40）とメインコントローラ（60）との間と同様、有線で接続されていても
よいし、無線通信で信号の授受が行われるように構成されていてもよい。
【００４９】
　また、上記メインコントローラ（60）は、上記ユニットベンチレータコントローラ（40
）から受け取る要求信号の継続時間を計測するための計時部（61）を備えている。そして
、詳細は後述するように、上記メインコントローラ（60）は、要求信号を受け取っている
時間または受け取っていない時間が所定時間を超えたと計時部（61）によって計測される
と、その信号の種類や時間に応じて圧縮機（11）の能力を補正するような補正信号を出力
するように構成されている。この補正信号は、上記インバータ制御部（31）で設定される
吹き出し温度、圧縮機（11）の吐出圧力や吸入圧力の目標値を補正するような信号である
。このような補正信号をインバータ制御部（31）に出力することで、上記コントロールイ
ンターフェイス（50）から出力されるＯＮ／ＯＦＦに関する信号に基づいて圧縮機（11）
の能力をインバータ制御することが可能になる。
【００５０】
　ここで、上記メインコントローラ（60）及びインバータ制御部（31）が、本発明に係る
圧縮機（11）の運転制御装置（3）を構成する。
【００５１】
　〈圧縮機の目標値の補正〉
　上述のように、上記室外ユニットコントローラ（30）で設定される圧縮機（11）の目標
値は、予め設定されている目標値をベースとして、上記メインコントローラ（60）からの
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補正信号によって補正され、その補正された目標値に基づいて該圧縮機（11）のインバー
タ制御が行われる。以下で、図３に示すフロー及び図４に示すタイムチャートに基づいて
、上記目標値の補正について詳しく説明する。
【００５２】
　図３に示すフローがスタートすると、まず、ステップＳ１では、上記室外ユニットコン
トローラ（30）で、吹き出し温度センサ（17）、吐出圧力センサ（18）または吸入圧力セ
ンサ（19）のいずれか一つの出力値に基づいて、吹き出し温度、圧縮機（11）の吐出圧力
または吸入圧力の目標値を設定する。上記室外ユニットコントローラ（30）では、この目
標値に基づいて上記圧縮機（11）をインバータ制御する。
【００５３】
　次に、ステップＳ２で、上記コントロールインタフェース（50）からの出力信号が、部
分負荷に対応する１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号であって、上記メインコントローラ（60
）でＸ分以上継続して対応する要求信号を受信しているかどうかの判定を行う。受信して
いると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、続くステップＳ３で、上記目標値を１レベ
ルアップさせて、このフローを終了し、スタートに戻る（リターン）。
【００５４】
　一方、上記ステップＳ２で受信していないと判定された場合（ＮＯの場合）には、ステ
ップＳ４において、上記メインコントローラ（60）で全負荷に対応する２ｎｄ　ｓｔａｇ
ｅのＯＮ信号を要求信号としてＹ分以上継続して受信しているかどうかの判定を行う。
【００５５】
　上記ステップＳ４で２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号を要求信号としてＹ分以上受信して
いると判定された場合（ＹＥＳの場合）には、ステップＳ５で上記目標値を２レベルアッ
プさせた後、このフローを終了してスタートに戻る（リターン）。
【００５６】
　一方、上記ステップＳ４でＯＮ信号を要求信号としてＹ分以上受信していないと判定さ
れた場合（ＮＯの場合）には、ステップＳ６において、上記メインコントローラ（60）に
入力される要求信号が２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号
に変わった後、該１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号に対応する要求信号がＡ分以上継続して
いるかどうかを判定する。
【００５７】
　上記ステップＳ６で信号が２ｎｄ　ｓｔａｇｅから１ｓｔ　ｓｔａｇｅに変わって、且
つ１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＡ分以上継続していると判定された場合（ＹＥＳの場
合）には、続くステップＳ７で上記目標値を１レベルダウンさせた後、このフローを終了
してスタートに戻る（リターン）。
【００５８】
　一方、上記ステップＳ６で信号が２ｎｄ　ｓｔａｇｅから１ｓｔ　ｓｔａｇｅに変わっ
ていないと判定された場合や、１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＡ分以上継続していない
と判定された場合（ＮＯの場合）には、ステップＳ８に進んで、上記メインコントローラ
（60）に入力される要求信号が１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号からＯＦＦになってＢ分以
上継続しているかどうかを判定する。要求信号がＯＦＦになってＢ分以上継続していると
判定された場合（ＹＥＳの場合）には、続くステップＳ９で上記目標値を２レベルダウン
させた後、このフローを終了してスタートに戻る（リターン）。上記ステップＳ８で要求
信号が１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮからＯＦＦに変わっていないと判定された場合やＯＦＦ
がＢ分以上継続していないと判定された場合（ＮＯの場合）には、ステップＳ９でＯＦＦ
がＣ分以上継続しているかどうかの判定を行う。
【００５９】
　上記ステップＳ９で信号ＯＦＦの状態がＣ分以上継続していると判定された場合（ＹＥ
Ｓの場合）には、ステップＳ１０で圧縮機（11）を停止する。一方、上記ステップＳ９で
信号ＯＦＦの状態がＣ分以上継続していないと判定された場合（ＮＯの場合）には、その
ままこのフローを終了して、スタートに戻る（リターン）。
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【００６０】
　なお、上記ステップＳ３、Ｓ５、Ｓ７、Ｓ９において、目標値を補正するレベルは、上
述のように、１レベル、２レベルに限らず、それ以上のレベルであってもよいし、そのレ
ベルの具体的な数値は、室内空間の大きさや運転条件等によって異なるが、室内を快適な
温度にできるような補正レベルであればよい。
【００６１】
　以上のようなフローに基づいて上記メインコントローラ（60）から出力される目標値の
補正信号のタイムチャートの一例を図４に示す。
【００６２】
　上記コントロールインターフェイス（50）から、上記図４の上段に示すような信号が出
力される場合、上記目標値は、上記図３に示すフローに基づいて補正される。このとき、
上記メインコントローラ（60）では、目標値に対してどれだけ補正を行うのかを、上記図
３のフローによって求め（補正レベルは図４の下段参照）、その補正信号を上記室外ユニ
ットコントローラ（30）に出力する。
【００６３】
　具体的には、上記コントロールインターフェイス（50）から出力される１ｓｔ　ｓｔａ
ｇｅのＯＮ信号がＸ分以上、継続していれば、目標値を１レベルアップさせる補正信号を
出力し、該コントロールインターフェイス（50）から出力される２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯ
Ｎ信号がＹ分以上、継続していれば、目標値を２レベルアップさせる補正信号を出力する
。これにより、圧縮機（11）の部分負荷状態、全負荷状態が続いている場合に、室内を空
調するために要求される負荷が大きいと判断し、目標値をアップさせることで、迅速且つ
確実に室内の空調を行うことができる。特に、全負荷に対応する２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯ
Ｎ信号が長く出力されている場合には、要求される負荷が高いと推測されるため、その分
、目標値を大きくアップさせることで、より迅速且つ確実に室内の空調を行うことができ
る。
【００６４】
　一方、上記コントロールインターフェイス（50）から出力される信号が２ｎｄ　ｓｔａ
ｇｅのＯＮ信号から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号に変わって且つ該１ｓｔ　ｓｔａｇｅ
のＯＮ信号がＡ分以上、継続して入入力されていれば、目標値を１レベルダウンさせる補
正信号を出力し、該コントロールインターフェイス（50）から出力される１ｓｔ　ｓｔａ
ｇｅのＯＮ信号がＯＦＦになって且つＯＦＦの状態がＢ分以上、継続していれば、目標値
を２レベルダウンさせる補正信号を出力する。また、上記メインコントローラ（60）に入
力される信号がＣ分以上、継続してＯＦＦであれば、サーモＯＦＦ（圧縮機停止）にする
。これにより、空調の負荷が下がっている場合には、目標値を下げることで、迅速に圧縮
機の負荷を下げて、省エネを図ることができる。
【００６５】
　〈圧縮機の保護制御〉
　上述のようにして、吹き出し温度、吐出圧力や吸入圧力の目標値を、コントロールイン
ターフェイス（50）の出力信号に応じて補正した場合でも、圧縮機（11）を保護するため
に、上記インバータ制御部（31）では以下のような保護制御を行うように構成されている
。
【００６６】
　－吐出管温度保護制御－
　圧縮機（11）の吐出管（図示省略）に取り付けられた温度センサで検出された温度が、
該圧縮機（11）の使用可能な温度範囲を超えそうな場合には、上記目標値を下げることに
より、圧縮機（11）の運転周波数を下げて該圧縮機（11）を保護する。
【００６７】
　－高圧保護制御－
　圧縮機（11）の吐出管（図示省略）に取り付けられた吐出圧力センサ（18）で検出され
た圧力、または凝縮器に取り付けられた温度センサ（図示省略）で検出された温度から算
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出される相当飽和圧力が、圧縮機（11）の使用可能な範囲を超えそうな場合には、上記目
標値を下げることにより、圧縮機（11）の運転周波数を下げて該圧縮機（11）を保護する
。
【００６８】
　－インバータ温度・電流値保護制御－
　インバータ制御部（31）の基板内に取り付けた温度センサ（図示省略）及び電流センサ
（図示省略）でそれぞれ検出した温度及び電流値が、該基板の使用可能範囲を超えそうな
場合には、上記目標値を下げることにより、圧縮機（11）の運転周波数を下げて該圧縮機
（11）を保護する。
【００６９】
　－低差圧保護制御－
　圧縮機（11）の吐出管（図示省略）に取り付けられた吐出圧力センサ（18）で検出され
た圧力、または凝縮器に取り付けられた温度センサ（図示省略）で検出された温度から算
出される相当飽和圧力と、圧縮機（11）の吸入管に取り付けられた吸入圧力センサ（19）
で検出された圧力、または蒸発器に取り付けられた温度センサ（図示省略）で検出された
温度から算出される相当飽和圧力と、から求められる差圧が、圧縮機（11）の使用可能な
範囲を超えそうな場合には、凝縮器のファンの回転数を下げるか、若しくは上記目標値を
下げることで圧縮機（11）の運転周波数を下げて、該圧縮機（11）を保護する。
【００７０】
　－高圧縮比保護制御－
　圧縮機（11）の吐出管（図示省略）に取り付けられた吐出圧力センサ（18）で検出され
た圧力または凝縮器に取り付けた温度センサ（図示省略）で検出された温度から算出され
る相当飽和圧力と、圧縮機（11）の吸入管（図示省略）に取り付けられた吸入圧力センサ
（19）で検出された圧力または蒸発器に取り付けられた温度センサ（図示省略）で検出さ
れた温度から算出される相当飽和圧力と、から求められる圧縮比が、圧縮機（11）の使用
可能範囲を超えそうな場合には、上記目標値を下げることにより、圧縮機（11）の運転周
波数を下げて該圧縮機（11）を保護する。
【００７１】
　－実施形態１の効果－
　以上の構成により、この実施形態では、コントロールインターフェイス（50）から出力
されるＯＮ／ＯＦＦの切り換え信号（ＯＮ信号）に基づいて、メインコントローラ（60）
において、室外ユニットコントローラ（30）内のインバータ制御部（31）で設定される目
標値を補正するための補正信号を生成し、該補正信号をインバータ制御部（31）に出力す
るようにしたため、室内温度や設定温度等の情報が得られない構成であっても、上記コン
トロールインターフェイス（50）から出力される圧縮機（11）のＯＮ／ＯＦＦの信号によ
って室内温度と設定温度との差、すなわち室内を空調するために要求される負荷を推測す
ることができ、室内がより快適な室温になるように圧縮機（11）をインバータ制御するこ
とができる。これにより、快適性及び省エネ性の向上を図れる。
【００７２】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）から出力される信号が、部分負荷及び
全負荷に対応して２種類（１ｓｔ　ｓｔａｇｅ、２ｎｄ　ｓｔａｇｅ）のＯＮ信号を出力
できるような構成の場合、これらの信号の継続時間が所定時間よりも長ければ、上記目標
値のレベルをアップする一方、負荷が下がるようにＯＮ信号の切り換えが行われた後、そ
の状態で所定時間が経過した場合には、上記目標値のレベルをダウンすることで、迅速且
つ確実に、室内の負荷に応じて圧縮機（11）の負荷を変えることができる、したがって、
室内温度を迅速に快適な温度にしたり、圧縮機（11）の無駄な能力を迅速に低減したりす
ることができ、快適性及び省エネ性の向上をより確実に図れる。
【００７３】
　特に、上述のようにコントロールインターフェイス（50）が２種類のＯＮ信号を出力で
きるような構成の場合、全負荷に対応する２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が所定時間以上
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、継続して出力されていれば、必要とされる空調の負荷が高いと推測されるため、上記目
標値のレベルをより大きくアップさせることで、迅速に室内温度を快適な温度にすること
ができる。一方、上述の構成において、ＯＦＦに切り換えられた後、所定時間が経過した
後は、要求される負荷が大きく下がったと推測されるため、上記目標値のレベルをより大
きくダウンさせることで、迅速に圧縮機（11）の能力を下げて省エネを図れる。
【００７４】
　さらに、上述のように、目標値を設定・補正した場合であっても、圧縮機（11）の吐出
管の温度や吐出圧力、吸入圧力等の検出値が該圧縮機（11）の使用可能範囲を超えそうな
場合には該圧縮機（11）の運転周波数が小さくなるように上記目標値を下げることで、該
圧縮機（11）を保護することができる。
【００７５】
　《実施形態２》
　図５及び図６に、本発明の実施形態２に係る空気調和装置（1）の圧縮機（11）の目標
値補正制御に関するタイムチャートを示す。なお、室外ユニット（10）及び室内ユニット
（20）の各コントローラ（30,40）やコントロールインターフェイス（50）、メインコン
トローラ（60）等の構成は、上記実施形態１と同様であり、上記目標値の補正制御が一部
異なるだけなので、以下で異なる部分について説明する。
【００７６】
　－冷房運転－
　上記空気調和装置（1）が冷房運転のときのメインコントローラ（60）による目標値補
正制御について、図５に基づいて以下で説明する。
【００７７】
　まず、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅまたは２ｎｄ
　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されると、圧縮機（11）を駆動させる（ＯＮ状態にする）
。このとき、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されている場合には、蒸発温度（
Ｔｅ）の目標値をＸ℃とする一方、上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されている
場合には、蒸発温度（Ｔｅ）の目標値を（Ｘ－Ａ）℃とする（図中に一点鎖線で示す）。
このように、２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されている方が、１ｓｔ　ｓｔａｇｅ
のＯＮ信号が出力されている場合よりも高い冷房能力が要求されているため、より低い蒸
発温度の目標値に設定される。なお、上記蒸発温度（Ｔｅ）は、上記吸入圧センサ（19）
からの出力信号に基づいて算出される。
【００７８】
　上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が上記コントロールインターフェイス（50）から１
８０秒間以上、出力されると、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値がＢ℃下げられて、（Ｘ－
Ｂ）℃となる。これは、比較的、長い間、ＯＮ信号が出力されていることから、冷房能力
を向上させて、より迅速に室内温度を目標とする温度に近づけるためである。
【００７９】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）から上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信
号が１８０秒間以上、出力されている場合にも、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値をＣ℃下
げるように補正する。
【００８０】
　そして、上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦになると同時に、上記蒸発温度（
Ｔｅ）の目標値もＤ℃上昇し、さらに、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦにな
ると同時に、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値がＥ℃上昇するように補正する。このように
各ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦになる場合には、負荷が少ないため、その分、上記蒸発
温度（Ｔｅ）の目標値を高めに設定して、圧縮機（11）の省エネ運転を行うことができる
。
【００８１】
　上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が継続して６０秒間、ＯＦＦの場合には、圧縮機（
11）を停止する（ＯＦＦ状態にする）一方、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦ
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になってから６０秒以内に、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔ
ａｇｅのＯＮ信号が出力されたときには、上記圧縮機（11）を停止することなくそのまま
運転を継続する（図中に一点鎖線で示す）。
【００８２】
　なお、特に図示しないが、上記６０秒間に、上記コントロールインターフェイス（50）
からの各ｓｔａｇｅのＯＮ信号の出力とＯＦＦとが所定回数（例えば２回）以上、繰り返
し行われた場合には、あまり大きな冷房能力が要求されていないため、上記蒸発温度（Ｔ
ｅ）の目標値を上昇させる補正を行う。なお、上記６０秒間が、本発明における所望の期
間に対応する。
【００８３】
　上記圧縮機（11）が停止してから、該圧縮機（11）の保護のために所定時間（圧縮機保
護期間、本実施形態では１８０秒）、再起動が禁止されている間に、上記コントロールイ
ンターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が継続して９０秒以上、出力さ
れていて、該ＯＮ信号に基づいて、上記所定時間経過後に上記圧縮機（11）が起動された
場合には、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値を（Ｘ－Ｆ）℃に補正する。これは、上記コン
トロールインターフェイス（50）から出力要求があったにもかかわらず、圧縮機（11）の
保護のために起動できなかった分を、該圧縮機（11）の起動後にカバーするためである。
なお、上述の場合において、上記コントロールインターフェイス（50）から出力される信
号が、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号ではなく、２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号のと
きには、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値を（Ｘ－Ａ－Ｆ）℃に補正する（図中に一点鎖線
で示す）。
【００８４】
　また、上記圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過してい
る場合には、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信
号が出力されれば、上記蒸発温度（Ｔｅ）を（Ｘ＋Ｇ）℃に補正する一方、２ｎｄ　ｓｔ
ａｇｅのＯＮ信号が出力されれば、上記蒸発温度（Ｔｅ）を（Ｘ－Ａ＋Ｇ）℃に補正する
。このような補正制御を行うのは、長い間、圧縮機（11）が停止していたので、あまり大
きな能力は要求されていないと考えられるためである。ここで、本実施形態では、圧縮機
（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過している場合に、上述のよ
うな補正を行うようにしているが、これに限らず、上記圧縮機（11）の圧縮機保護期間よ
りも長い期間であればよい。
【００８５】
　－暖房運転－
　次に、上記空気調和装置（1）が暖房運転のときのメインコントローラ（60）による目
標値補正制御について、図６に基づいて以下で説明する。
【００８６】
　まず、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅまたは２ｎｄ
　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されると、上記冷房運転の場合と同様、圧縮機（11）を駆
動させる（ＯＮ状態にする）。このとき、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力され
ている場合には、凝縮温度（Ｔｃ）の目標値をＹ℃とする一方、上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅ
のＯＮ信号が出力されている場合には、凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を（Ｙ＋Ｈ）℃とする
（図中に一点鎖線で示す）。このように、２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されてい
る方が、１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力されている場合よりも高い暖房能力が要求
されているため、より高い凝縮温度（Ｔｃ）の目標値に設定される。なお、上記凝縮温度
（Ｔｃ）は、上記吐出圧センサ（18）からの出力信号に基づいて算出される。
【００８７】
　上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が上記コントロールインターフェイス（50）から１
８０秒間以上、出力されると、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値がＩ℃上げられて、（Ｙ＋
Ｉ）℃となる。これは、比較的、長い間、ＯＮ信号が出力されていることから、暖房能力
を向上させて、より迅速に室内温度を目標とする温度に近づけるためである。
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【００８８】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）から上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信
号が１８０秒間以上、出力されている場合にも、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値をＪ℃上
げるように補正する。
【００８９】
　そして、上記２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦになると同時に、上記凝縮温度（
Ｔｃ）の目標値もＫ℃下げて、さらに、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦにな
ると同時に、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値がＬ℃下がるように補正する。このように各
ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦになる場合には、負荷が少ないと考えられるため、その分
、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を低めに設定して、圧縮機（11）の省エネ運転を行うこ
とができる。
【００９０】
　上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が継続して６０秒間、ＯＦＦの場合には、圧縮機（
11）を停止する（ＯＦＦ状態にする）一方、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号がＯＦＦ
になってから６０秒以内に、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔ
ａｇｅのＯＮ信号が出力されたときには、上記圧縮機（11）を停止することなくそのまま
運転を継続する（図中に一点鎖線で示す）。
【００９１】
　なお、特に図示しないが、上記６０秒間に、上記コントロールインターフェイス（50）
からの各ｓｔａｇｅのＯＮ信号の出力とＯＦＦとが所定回数（例えば２回）以上、繰り返
し行われた場合には、あまり大きな暖房能力が要求されていないため、上記凝縮温度（Ｔ
ｃ）の目標値を下げる補正を行う。なお、上記６０秒間が、本発明における所望の期間に
対応する。
【００９２】
　上記圧縮機（11）が停止してから、該圧縮機（11）の保護のために所定時間（圧縮機保
護期間、本実施形態では１８０秒）、再起動が禁止されている間に、上記コントロールイ
ンターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号が継続して９０秒以上、出力さ
れていて、該ＯＮ信号に基づいて、上記所定時間経過後に上記圧縮機（11）が起動された
場合には、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を（Ｙ＋Ｍ）℃に補正する。これは、上記コン
トロールインターフェイス（50）から出力要求があったにもかかわらず、圧縮機（11）の
保護のために起動できなかった分を、該圧縮機（11）の起動後にカバーするためである。
なお、上述の場合において、上記コントロールインターフェイス（50）から出力される信
号が、上記１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号ではなく、２ｎｄ　ｓｔａｇｅのＯＮ信号のと
きには、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を（Ｙ＋Ｈ＋Ｍ）℃に補正する。
【００９３】
　また、上記圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過してい
る場合には、上記コントロールインターフェイス（50）から１ｓｔ　ｓｔａｇｅのＯＮ信
号が出力されれば、上記蒸発温度（Ｔｅ）を（Ｙ－Ｎ）℃に補正する一方、２ｎｄ　ｓｔ
ａｇｅのＯＮ信号が出力されれば、上記蒸発温度（Ｔｅ）を（Ｙ＋Ｈ－Ｎ）℃に補正する
。このような補正制御を行うのは、長い間、圧縮機（11）が停止していたので、あまり大
きな能力は要求されていないと考えられるためである。ここで、本実施形態では、圧縮機
（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過している場合に、上述のよ
うな補正を行うようにしているが、これに限らず、上記圧縮機（11）の圧縮機保護期間よ
りも長い期間であればよい。
【００９４】
　なお、上記目標値補正制御で用いられるＡ～Ｎまでの値は、上記図５及び図６に示すよ
うな関係を満たす値に限らず、圧縮機（11）や空気調和装置（1）の能力などに応じて現
地で設定される。
【００９５】
　－実施形態２の効果－
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　以上の構成により、この実施形態では、コントロールインターフェイス（50）から出力
される各ｓｔａｇｅのＯＮ信号が所定時間以上、継続している場合、圧縮機（11）の蒸発
温度（Ｔｅ）または凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を能力増大側に補正するようにしたため、
より大きな冷房能力または暖房能力が要求される状況で、それに応じた圧縮機（11）の能
力を発揮させることができる。
【００９６】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）から出力されるＯＮ信号がＯＦＦにな
ったときに、上記目標値を能力低減側に補正することで、あまり負荷の大きくない状況に
合わせて、圧縮機（11）の出力を抑えることができる。
【００９７】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号の出力とそのＯＦＦ状態
とが、所望の期間内に、所定回数以上、繰り返し行われている場合には、上記目標値を能
力低減側に補正することで、あまり能力の要求されていない状況に合わせて、圧縮機（11
）の出力を抑えることができる。
【００９８】
　また、上記圧縮機（11）の停止後、該圧縮機（11）の保護のために、一定期間、起動が
禁止される圧縮機保護期間において、上記コントロールインターフェイス（50）から各ｓ
ｔａｇｅのＯＮ信号が所定期間、継続して出力されていて、上記圧縮機保護期間終了直後
に、上記圧縮機（11）が起動した場合に、上記目標値を能力増大側に補正することで、上
記圧縮機保護期間で圧縮機（11）が運転できなかった分の能力を補うことができ、該圧縮
機保護期間による空調能力の低下を極力防止できる。
【００９９】
　さらに、上記圧縮機（11）が、上記圧縮機保護期間よりも長い期間、停止しているとき
に、上記コントロールインターフェイス（50）から各ｓｔａｇｅのＯＮ信号が出力された
場合に、上記目標値を能力低減側に補正することで、あまり負荷の大きくない状況に合わ
せて、圧縮機（11）の出力を抑えることができる。
【０１００】
　《実施形態３》
　図７及び図８に、本発明の実施形態３に係る空気調和装置（1）の圧縮機（11）の目標
値補正制御に関するタイムチャートを示す。なお、コントロールインターフェイス（50）
から出力されるＯＮ信号が１種類である点を除いて、室外ユニット（10）及び室内ユニッ
ト（20）の各コントローラ（30,40）やコントロールインターフェイス（50）、メインコ
ントローラ（60）等の構成は、上記実施形態１とほぼ同様であり、上記目標値の補正制御
が一部異なるだけなので、以下で異なる部分について説明する。
【０１０１】
　－冷房運転－
　上記空気調和装置（1）が冷房運転のときのメインコントローラ（60）による目標値補
正制御について、図７に基づいて以下で説明する。
【０１０２】
　まず、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されると、圧縮機
（11）を駆動させる（ＯＮ状態にする）。このとき、上記ＯＮ信号が出力されている場合
には、蒸発温度（Ｔｅ）の目標値をｘ℃とする。なお、上記蒸発温度（Ｔｅ）は、上記吸
入圧センサ（19）からの出力信号に基づいて算出される。
【０１０３】
　上記ＯＮ信号が上記コントロールインターフェイス（50）から１８０秒間以上、出力さ
れると、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値がａ℃下げられて、（ｘ－ａ）℃となる。これは
、比較的、長い間、ＯＮ信号が出力されていることから、冷房能力を向上させて、より迅
速に室内温度を目標とする温度に近づけるためである。
【０１０４】
　そして、上記ＯＮ信号がＯＦＦになると同時に、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値もｂ℃
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上昇するように補正する。このようにＯＮ信号がＯＦＦになる場合には、負荷が少ないた
め、その分、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値を高めに設定して、圧縮機（11）の省エネ運
転を行うことができる。
【０１０５】
　上記ＯＮ信号が継続して６０秒間、ＯＦＦの場合には、圧縮機（11）を停止する（ＯＦ
Ｆ状態にする）一方、上記ＯＮ信号がＯＦＦになってから６０秒以内に、上記コントロー
ルインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されたときには、上記圧縮機（11）を停止
することなくそのまま運転を継続する（図中に一点鎖線で示す）。
【０１０６】
　なお、特に図示しないが、上記６０秒間に、上記コントロールインターフェイス（50）
からのＯＮ信号の出力とＯＦＦとが所定回数（例えば２回）以上、繰り返し行われた場合
には、あまり大きな冷房能力が要求されていないため、上記蒸発温度（Ｔｅ）の目標値を
上昇させる補正を行う。なお、上記６０秒間が、本発明における所望の期間に対応する。
【０１０７】
　上記圧縮機（11）が停止してから、該圧縮機（11）の保護のために所定時間（圧縮機保
護期間、本実施形態では１８０秒）、再起動が禁止されている間に、上記コントロールイ
ンターフェイス（50）からＯＮ信号が継続して９０秒以上、出力されていて、該ＯＮ信号
に基づいて、上記所定時間経過後に上記圧縮機（11）が起動された場合には、上記蒸発温
度（Ｔｅ）の目標値を（ｘ－ｃ）℃に補正する。これは、上記コントロールインターフェ
イス（50）から出力要求があったにもかかわらず、圧縮機（11）の保護のために起動でき
なかった分を、該圧縮機（11）の起動後にカバーするためである。
【０１０８】
　また、上記圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過してい
る場合には、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されれば、上
記蒸発温度（Ｔｅ）を（ｘ＋ｄ）℃に補正する。このような補正制御を行うのは、長い間
、圧縮機（11）が停止していたので、あまり大きな能力は要求されていないと考えられる
ためである。ここで、本実施形態では、圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに
、６００秒以上経過している場合に、上述のような補正を行うようにしているが、これに
限らず、上記圧縮機（11）の圧縮機保護期間よりも長い期間であればよい。
【０１０９】
　－暖房運転－
　次に、上記空気調和装置（1）が暖房運転のときのメインコントローラ（60）による目
標値補正制御について、図８に基づいて以下で説明する。
【０１１０】
　まず、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されると、上記冷
房運転の場合と同様、圧縮機（11）を駆動させる（ＯＮ状態にする）。このとき、上記Ｏ
Ｎ信号が出力されている場合には、凝縮温度（Ｔｃ）の目標値をｙ℃とする。なお、上記
凝縮温度（Ｔｃ）は、上記吐出圧センサ（18）からの出力信号に基づいて算出される。
【０１１１】
　上記ＯＮ信号が上記コントロールインターフェイス（50）から１８０秒間以上、出力さ
れると、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値がｅ℃上げられて、（ｙ＋ｅ）℃となる。これは
、比較的、長い間、ＯＮ信号が出力されていることから、暖房能力を向上させて、より迅
速に室内温度を目標とする温度に近づけるためである。
【０１１２】
　そして、上記ＯＮ信号がＯＦＦになると同時に、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値もｆ℃
下がるように補正する。このようにＯＮ信号がＯＦＦになる場合には、負荷が少ないと考
えられるため、その分、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を低めに設定して、圧縮機（11）
の省エネ運転を行うことができる。
【０１１３】
　上記ＯＮ信号が継続して６０秒間、ＯＦＦの場合には、圧縮機（11）を停止する（ＯＦ
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Ｆ状態にする）一方、上記ＯＮ信号がＯＦＦになってから６０秒以内に、上記コントロー
ルインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されたときには、上記圧縮機（11）を停止
することなくそのまま運転を継続する（図中に一点鎖線で示す）。
【０１１４】
　なお、特に図示しないが、上記６０秒間に、上記コントロールインターフェイス（50）
からのＯＮ信号の出力とＯＦＦとが所定回数（例えば２回）以上、繰り返し行われた場合
には、あまり大きな暖房能力が要求されていないため、上記凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を
下げる補正を行う。なお、上記６０秒間が、本発明における所望の期間に対応する。
【０１１５】
　上記圧縮機（11）が停止してから、該圧縮機（11）の保護のために所定時間（圧縮機保
護期間、本実施形態では１８０秒）、再起動が禁止されている間に、上記コントロールイ
ンターフェイス（50）からＯＮ信号が継続して９０秒以上、出力されていて、該ＯＮ信号
に基づいて、上記所定時間経過後に上記圧縮機（11）が起動された場合には、上記凝縮温
度（Ｔｃ）の目標値を（ｙ＋ｇ）℃に補正する。これは、上記コントロールインターフェ
イス（50）から出力要求があったにもかかわらず、圧縮機（11）の保護のために起動でき
なかった分を、該圧縮機（11）の起動後にカバーするためである。
【０１１６】
　また、上記圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに、６００秒以上経過してい
る場合には、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力されれば、上
記蒸発温度（Ｔｅ）を（ｙ－ｈ）℃に補正する。このような補正制御を行うのは、長い間
、圧縮機（11）が停止していたので、あまり大きな能力は要求されていないと考えられる
ためである。ここで、本実施形態では、圧縮機（11）が停止してから次に起動するまでに
、６００秒以上経過している場合に、上述のような補正を行うようにしているが、これに
限らず、上記圧縮機（11）の圧縮機保護期間よりも長い期間であればよい。
【０１１７】
　なお、上記目標値補正制御で用いられるａ～ｈまでの値は、上記図７及び図８に示すよ
うな関係を満たす値に限らず、圧縮機（11）や空気調和装置（1）の能力などに応じて現
地で設定される。
【０１１８】
　－実施形態３の効果－
　以上の構成により、この実施形態では、コントロールインターフェイス（50）から出力
されるＯＮ信号が所定時間以上、継続している場合、圧縮機（11）の蒸発温度（Ｔｅ）ま
たは凝縮温度（Ｔｃ）の目標値を能力増大側に補正するようにしたため、より大きな冷房
能力または暖房能力が要求される状況で、それに応じた圧縮機（11）の能力を発揮させる
ことができる。
【０１１９】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）から出力されるＯＮ信号がＯＦＦにな
ったときに、上記目標値を能力低減側に補正することで、あまり負荷の大きくない状況に
合わせて、圧縮機（11）の出力を抑えることができる。
【０１２０】
　また、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号の出力とそのＯＦＦ状態
とが、所望の期間内に、所定回数以上、繰り返し行われている場合には、上記目標値を能
力低減側に補正することで、あまり能力の要求されていない状況に合わせて、圧縮機（11
）の出力を抑えることができる。
【０１２１】
　また、上記圧縮機（11）の停止後、該圧縮機（11）の保護のために、一定期間、起動が
禁止される圧縮機保護期間において、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ
信号が所定期間、継続して出力されていて、上記圧縮機保護期間終了直後に、上記圧縮機
（11）が起動した場合に、上記目標値を能力増大側に補正することで、上記圧縮機保護期
間で圧縮機（11）が運転できなかった分の能力を補うことができ、該圧縮機保護期間によ
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る空調能力の低下を極力防止できる。
【０１２２】
　さらに、上記圧縮機（11）が、上記圧縮機保護期間よりも長い期間、停止しているとき
に、上記コントロールインターフェイス（50）からＯＮ信号が出力された場合に、上記目
標値を能力低減側に補正することで、あまり負荷の大きくない状況に合わせて、圧縮機（
11）の出力を抑えることができる。
【０１２３】
　《実施形態４》
　図９に本発明の実施形態４に係る空気調和装置（101）の冷媒回路（102）を示す。この
空気調和装置（101）は、室外ユニットと室内ユニットとが一体化されていて、一方の熱
交換器（熱源側熱交換器）が水冷である点が上記実施形態１とは異なる。
【０１２４】
　具体的には、上記実施形態１と同様、上記空気調和装置（101）は、圧縮機（111）、利
用側熱交換器（112）、膨張弁（113）、四路切換弁（114）、ファン（115）及び熱源側熱
交換器（121）を備えている。なお、上記圧縮機（111）、利用側熱交換器（112）、膨脹
弁（113）、四路切換弁（114）、ファン（115）の構成は、上記実施形態１とほぼ同じな
ので、詳しい説明については省略する。
【０１２５】
　上記熱源側熱交換器（121）は、冷媒回路（102）内を循環する冷媒を冷却水によって冷
却するように構成されている。具体的には、上記熱源側熱交換器（121）内には、冷媒回
路（102）内の冷媒が流れる冷媒流路と、冷却水が流れる冷却水流路とが設けられていて
（図示省略）、互いの流路間で熱交換を行うように構成されている。なお、上記熱源側熱
交換器（121）内を流れる冷却水は、冷却水配管を介して外部のクーリングタワー（図示
省略）等によって外気との間で熱交換を行う。
【０１２６】
　以上のような構成を有する空気調和装置（101）では、四路切換弁（114）が第１状態（
第１ポート（P1）と第２ポート（P2）とが互いに連通し且つ第３ポート（P3）と第４ポー
ト（P4）とが互いに連通する図１に実線で示す状態）の場合、冷房運転が行われ、四路切
換弁（14）が第２状態（第１ポート（P1）と第４ポート（P4）とが互いに連通し且つ第２
ポート（P2）と第３ポート（P3）とが互いに連通する図１に破線で示す状態）の場合、暖
房運転が行われる。冷房運転では、冷媒回路（102）において、利用側熱交換器（112）が
蒸発器として機能し且つ熱源側熱交換器（121）が凝縮器として機能する蒸気圧縮式冷凍
サイクルが行われる。一方、暖房運転では、冷媒回路（102）において、利用側熱交換器
（112）が凝縮器として機能し且つ熱源側熱交換器（121）が蒸発器として機能する蒸気圧
縮式冷凍サイクルが行われる。
【０１２７】
　上記空気調和装置（101）の制御システムを図１０に示す制御ブロックに基づいて説明
する。上記空気調和装置（101）には、圧縮機（111）、電動膨脹弁（113）及び四路切換
弁（114）を制御するためのユニットコントローラ（130）と、ファン（115）用のモータ
（116）及び予備暖房用のヒータ（120）を制御するための水熱源ヒートポンプコントロー
ラ（140）と、該ユニットコントローラ（130）及び水熱源ヒートポンプコントローラ（14
0）に対して電気信号の授受可能に接続されたメインコントローラ（160）と、が設けられ
ている。
【０１２８】
　上記ユニットコントローラ（130）は、上記圧縮機（111）をインバータ制御するための
インバータ制御部（131）を備えている。このインバータ制御部（131）は、上記実施形態
１と同様、上記圧縮機（111）をインバータ制御するために、室内への吹き出し温度、圧
縮機（111）の吐出圧力または吸入圧力のいずれかの目標値を設定するように構成されて
いる。
【０１２９】
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　上記水熱源ヒートポンプコントローラ（140）には、室内に設けられるリモコンの一種
でいわゆるサーモスタットとしてのコントロールインターフェイス（150）が電気信号の
授受可能に接続されている。このコントロールインターフェイス（150）は、上記実施形
態１と同様、ＯＮ／ＯＦＦに関する信号（ＯＮ信号や各負荷に対応する各ステージのＯＮ
信号など）を出力するように構成されている。
【０１３０】
　上記コントロールインターフェイス（150）で出力された信号は、上記水熱源ヒートポ
ンプコントローラ（140）を介して上記メインコントローラ（160）に要求信号の形で送信
され、この要求信号に応じて該メインコントローラ（160）で上記目標値の補正を行うた
めの補正信号を生成し、上記インバータ制御部（131）に送信するように構成されている
。
【０１３１】
　なお、上記メインコントローラ（160）は、上記実施形態１と同様、計時部（161）を備
えており、吹き出し温度センサ（117）、吐出圧力センサ（18）及び吸入圧力センサ（19
）の出力信号が入力されるように構成されている。また、上記メインコントローラ（160
）において、上記コントロールインターフェイス（150）の出力信号に基づいて目標値を
補正する方法も、上記実施形態１の場合と同様なので、説明を省略する。さらに、上記圧
縮機（111）の保護のための制御も上記実施形態１の場合と同様である。
【０１３２】
　－実施形態４の効果－
　以上より、この実施形態によれば、水熱源ヒートポンプの構成についても、上記実施形
態１と同様、コントロールインターフェイス（150）から出力されるＯＮ／ＯＦＦに関す
る信号に基づいて、圧縮機（111）を制御する際の目標値をメインコントローラ（160）に
よって補正することで、快適性及び省エネ性の向上を図れる。
【０１３３】
　－実施形態４の変形例－
　この変形例は、図１１に示すように、メインコントローラ（165）が水熱源ヒートポン
プコントローラの役割も果たすように構成されている点で上記実施形態４とは異なる。
【０１３４】
　具体的には、この変形例に係る空気調和装置（101'）では、ファン（116）用のモータ
（116）及びヒータ（120）が、上記メインコントローラ（165）によって直接、制御され
るように構成されていて、コントロールインターフェイス（150）も該メインコントロー
ラ（165）に対して電気信号の授受可能に接続されている。
【０１３５】
　これにより、上記コントローラインターフェイス（150）から出力される信号は、上記
メインコントローラ（165）に直接、送られて、該メインコントローラ（165）内で圧縮機
（111）の目標値を補正する補正信号が生成されることになる。なお、上記メインコント
ローラ（165）にも上記実施形態１、４と同様、計時部（166）が設けられている。
【０１３６】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【０１３７】
　上記各実施形態では、圧縮機（11）の部分負荷及び全負荷に対応できるように２段階切
り換え可能なコントロールインターフェイス（50）を用いるようにしているが、この限り
ではなく、ＯＮ／ＯＦＦのみの切り換えしかできないものや、圧縮機（11）の負荷を３段
階以上に切り換え可能なものであってもよい。圧縮機（11）の負荷を３段階以上に切り換
え可能な構成の場合には、上記実施形態１の場合と同様、負荷が高くなるほど、目標値の
レベルを大きくアップさせる一方、負荷が低下する際には、負荷が小さくなるほど目標値
のレベルを大きくダウンさせるようにすればよい。
【産業上の利用可能性】
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【０１３８】
　以上説明したように、本発明に係る空気調和装置では、圧縮機のＯＮ／ＯＦＦに関する
信号のみが出力されるような構成において、要求される負荷に応じて該圧縮機をインバー
タ制御することが可能になるため、例えば北米などで一般的に用いられているサーモスタ
ットを備えたエアコンなどに特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図である
。
【図２】図２は、空気調和装置の制御ブロックを示すブロック図である。
【図３】図３は、ＯＮ信号に基づいて目標値の補正信号を生成する際の一例を示すフロー
である。
【図４】図４は、ＯＮ信号と補正レベルとの関係の一例を示すタイムチャートである。
【図５】図５は、実施形態２に係る空気調和装置において、冷房運転時にＯＮ信号に基づ
いて目標値を補正した場合の一例を示すタイムチャートである。
【図６】図６は、暖房運転時の図５相当図である。
【図７】図７は、実施形態３に係る空気調和装置において、冷房運転時にＯＮ信号に基づ
いて目標値を補正した場合の一例を示すタイムチャートである。
【図８】図８は、暖房運転時の図７相当図である。
【図９】図９は、実施形態４に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図である。
【図１０】図１０は、空気調和装置の制御ブロックを示すブロック図である。
【図１１】図１１は、変形例に係る空気調和装置の制御ブロックを示すブロック図である
。
【符号の説明】
【０１４０】
　　１、１０１　　空気調和装置
　　２、１０２　　冷媒回路
　　３、１０３　　運転制御装置
　１１、１１１　　圧縮機
　１２　　　　　　室外熱交換器（熱交換器）
　２１　　　　　　室内熱交換器（熱交換器）
　３０　　　　　　室外ユニットコントローラ
　３１　　　　　　インバータ制御部
　５０、１５０　　コントロールインターフェイス（コントロール端末）
　６０、１６０　　メインコントローラ
１１２　　　　　　利用側熱交換器
１２１　　　　　　熱源側熱交換器
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