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手段によって演算される各部分の冷媒量を用いて、冷媒回路 ( 1 0 ) 内の冷媒量の適否を判定する。



空気調和装置

技術分野

０００1 本発明は、空気調和装置の冷媒回路内の冷媒量の適否を判定する機能、特に、

圧縮機と熱源側熱交換器と膨張機構と利用側熱交換器とが接続されることによって

構成される空気調和装置の冷媒回路内の冷媒量の適否を判定する機能に関する。

背景技術

０００2 従来より、空気調和装置の冷媒回路内の冷媒量の過不足を判定するために、冷凍

サイクル特性のシミュレーションを 、竹 、この演算結果を用いて、冷媒量の過不足を

判定する手法が提案されている (例えば、特許文献 参照)。

特許文献1 特開2０００ ０4388号公報

発明の開示

０００3 しかし、上述のよぅな冷凍サイクル特性のシミュレーションにより冷媒量の過不足を

判定する手法では、莫大な量の演算が必要であり、通常、空気調和装置に搭載され

るマイコン等の安価な演算装置では演算時間が長くなったり、また、演算そのものが

不可能になるおそれがある。

本発明の課題は、演算負荷を抑えつつ、冷媒回路内の冷媒量の適否を高精度に

判定できるよぅにすることにある。

０００4 第 の発明にかかる空気調和装置は、冷媒回路と、冷媒量演算手段と、冷媒量判

定手段とを備えている。冷媒回路は、圧縮機と熱源側熱交換器と利用側熱交換器と

が接続されることによって構成されている。冷媒量演算手段は、冷媒回路を複数の部

分に分割した場合における各部分の冷媒量と冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器

の運転状態量との関係式を用いて、冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状

態量から各部分の冷媒量を演算する。冷媒量判定手段は、冷媒量演算手段によっ
て演算される各部分の冷媒量を用いて、冷媒回路内の冷媒量の適否を判定する。

０００5 この空気調和装置では、冷媒回路を複数の部分に分割して、各部分の冷媒量と運

転状態量との関係式を設定しているため、従来のよぅな冷凍サイクル特性のシミュレ



一ションを行ぅ場合に比べて、演算負荷を抑えることができるとともに、各部分の冷媒

量を演算する上で重要な運転状態量を関係式の変数として選択的に取り込むことが

できるため、各部分の冷媒量の演算精度も向上し、その結果、冷媒回路内の冷媒量

の適否を高精度に判定することができる。ここで、「冷媒回路を流れる冷媒又は構成

機器の運転状態量」とは、冷媒回路を流れる冷媒の温度や圧力等の状態量及び空

気調和装置を構成する機器の状態量を意味している。

０００6 第2の発明にかかる空気調和装置は、第 の発明にかかる空気調和装置において

、冷媒回路は、圧縮機と熱源側熱交換器とを含む熱源ュニットと、利用側熱交換器を

含む利用ュニットと、熱源ュニットと利用ュニットとを接続する冷媒連絡配管とから構

成されている。関係式は、冷媒回路を、冷媒連絡配管と冷媒連絡配管以外の部分と

に分割して設定されている。

０００7 この空気調和装置では、冷媒回路を、設置場所等の条件によって冷媒量が変ィビす
る冷媒連絡配管と、冷媒連絡配管以外の部分とに分割して、各部分の冷媒量と運転

状態量との関係式を設定しているため、冷媒連絡配管以外の部分の冷媒量を演算

する関係式として、冷媒連絡配管の冷媒量変化による演算誤差が生じにくい関係式

を使用することができるよぅになり、その結果、冷媒回路内の冷媒量の適否の判定精

度をさらに向上させることができる。

０００8 第3の発明にかかる空気調和装置は、第2の発明にかかる空気調和装置において

、関係式は、冷媒連絡配管以外の部分を、熱源ュニットと利用ュニットとに分割して

設定されている。

この空気調和装置では、冷媒連絡配管以外の部分を、熱源ュニットと利用ュニット

とに分割して、各部分の冷媒量と運転状態量との関係式を設定しているため、種々

の組み合わせで熱源ュニットと利用ュニットとが接続される場合であっても、熱源ュニ

、ソトごと又は利用ュニットごとに準備された関係式を使用することができるよぅになり、

その結果、冷媒回路内の冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる。

０００9 第4の発明にかかる空気調和装置は、第3の発明にかかる空気調和装置において

、関係式は、熱源ュニットを、熱源側熱交換器と熱源側熱交換器以外の部分とに分

割して設定されている。熱源側熱交換器の冷媒量について設定された関係式には、



冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量として、冷媒循環量又は冷媒循

環量に等価な運転状態量が含まれている。

この空気調和装置では、熱源ュニットを、熱源側熱交換器と熱源側熱交換器以外

の部分とに分割して、各部分の冷媒量と運転状態量との関係式を設定するとともに、

熱源側熱交換器の冷媒量を演算するための関係式に使用される運転状態量として、

冷媒循環量又は冷媒循環量に等価な運転状態量を含むよぅにしているため、冷媒

循環量の違いによる演算誤差を生じにくくすることができるよぅになり、その結果、冷

媒回路内の冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる。

００1０ 第5の発明にかかる空気調和装置は、第3又は第4の発明にかかる空気調和装置

において、利用ュニットは、利用側熱交換器に空気を供給する送風ファンをさらに有

している。利用ュニットの冷媒量について設定された関係式には、冷媒回路を流れる

冷媒又は構成機器の運転状態量として、送風ファンの風量又は風量に等価な運転

状態量が含まれている。

この空気調和装置では、利用ュニットの冷媒量を演算するための関係式に使用さ

れる運転状態量として、送風ファンの風量又は風量に等価な運転状態量を含むよぅ

にしているため、風量の違いによる演算誤差を生じにくくすることができるよぅになり、

その結果、冷媒回路内の冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる。

００11 第6の発明にかかる空気調和装置は、第 ～第5の発明のいずれかにかかる空気

調和装置において、冷媒量演算手段は、関係式を用いて、冷媒回路内に冷媒を充

填する冷媒 自動充填運転における冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状

態量から各部分の冷媒量を演算する。冷媒量判定手段は、冷媒量演算手段によっ
て演算される各部分の冷媒量を用いて、冷媒回路内の冷媒量が充填 目標値に到達

したかどぅかを判定する。

００12 この空気調和装置では、冷媒 自動充填運転の際に、冷媒量の演算を素早く行元
とができ、しかも、冷媒回路内の冷媒量が充填 目標値に到達したかどぅかを高精度に

判定することができる。

００13 第7の発明にかかる空気調和装置は、第 ～第6の発明のいずれかにかかる空気

調和装置において、冷媒量演算手段は、関係式を用いて、構成機器を設置した後



又は冷媒回路内に冷媒を充填した後の初期冷媒量を検知する初期冷媒量検知運

転における冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量から各部分の冷媒量

を演算することで、初期冷媒量を検知する。

この空気調和装置では、初期冷媒量検知運転の際に、冷媒量の演算を素早く行ぅ

ことができ、しかも、初期冷媒量を高精度に検知することができる。

００14 第8の発明にかかる空気調和装置は、第 ～第7の発明のいずれかにかかる空気

調和装置において、冷媒量演算手段は、関係式を用いて、冷媒回路からの冷媒の

漏洩の有無を判定する冷媒漏洩検知運転における冷媒回路を流れる冷媒又は構成

機器の運転状態量から各部分の冷媒量を演算する。冷媒量判定手段は、冷媒量演

算手段によって演算される各部分の冷媒量と、漏洩の有無を判定する基準となる基

準冷媒量とを比較することで、冷媒回路からの冷媒の漏洩の有無を判定する。

この空気調和装置では、冷媒漏洩検知運転の際に、冷媒量の演算を素早く行元
とができ、しかも、冷媒回路からの冷媒の漏洩の有無を高精度に判定することができ

る。

００15 図 本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。

図2 空気調和装置の制御ブロック図である。

図3 試運転モードのフローチヤートである。

図4 冷媒 自動充填運転のフローチヤートである。

図5 冷媒量判定運転における冷媒回路内を流れる冷媒の状態を示す模式図 (四路

切換弁等の図示を省略)である。

図6 管容積判定運転のフローチヤートである。

図7 液冷媒連絡配管用の配管容積判定運転における空気調和装置の冷凍サイク

ルを示すモリエル線図である。

図8 ガス冷媒連絡配管用の配管容積判定運転における空気調和装置の冷凍サイク

ルを示すモリエル線図である。

図9 初期冷媒量判定運転のフローチヤートである。

図1０冷媒漏洩検知運転モードのフローチヤートである。



符号の説明

００16 空気調和装置

2 室外ュニット(熱源ュニット)

4、5 室内ュニット(利用ュニット)

6 液冷媒連絡配管 (冷媒連絡配管)

7 ガス冷媒連絡配管 (冷媒連絡配管)

０冷媒回路

2 圧縮機

23 室外熱交換器 (熱源側熱交換器)

4 5 室内膨張弁 (膨張機構)

42 52 室内熱交換器 (利用側熱交換器)

43 53 室内ファン (送風ファン)

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、図面に基づいて、本発明にかかる空気調和装置の実施形態について説明

する。

( )空気調和装置の構成

図 は、本発明の一実施形態にかかる空気調和装置 の概略構成図である。空気

調和装置 は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を〒ぅことによって、ビル等の室内の

冷暖房に使用される装置である。空気調和装置 は、主として、 台の熱源ュニットと

しての室外ュニット2と、それに並列に接続された複数台 (本実施形態では、2台)の

利用ュニットとしての室内ュニット4、5と、室外ュニット2と室内ュニット4、5とを接続

する冷媒連絡配管としての液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7とを備えてい
る。すなわち、本実施形態の空気調和装置 の蒸気圧縮式の冷媒回路 ０は、室外

ュニット2と、室内ュニット4、5と、液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7とが接

続されることによって構成されている。

００18 く室内ュニットノ

室内ュニット4、5は、ビル等の室内の天井に埋め込みや吊り下げ等により、又は、

室内の壁面に壁掛け等により設置されている。室内ュニット4、5は、液冷媒連絡配管



6及びガス冷媒連絡配管7を介して室外ユニット2に接続されており、冷媒回路 ０の

一部を構成している。

次に、室内ユニット4、5の構成について説明する。尚、室内ユニット4と室内ユニット

5とは同様の構成であるため、ここでは、室内ユニット4の構成のみ説明し、室内ユニ

、ソト5の構成については、それぞれ、室内ユニット4の各部を示す4０番台の符号の代

わりに5０番台の符号を付して、各部の説明を省略する。

室内ユニット4は、主として、冷媒回路 ０の一部を構成する室内側冷媒回路 ０a (

室内ユニット5では、室内側冷媒回路 ０b)を有している。この室内側冷媒回路 ０a

は、主として、膨張機構としての室内膨張弁4 と、利用側熱交換器としての室内熱交

換器42とを有している。

００19 本実施形態において、室内膨張弁4 は、室内側冷媒回路 ０a内を流れる冷媒の

流量の調節等を〒ぅために、室内熱交換器42の液側に接続された電動膨張弁であ

る。

本実施形態において、室内熱交換器42は、伝熱管と多数のフィンとにより構成され

たクロスフィン式のフィン・アントチューブ型熱交換器であり、冷房運転時には冷媒

の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には冷媒の凝縮器として機

能して室内空気を加熱する熱交換器である。

本実施形態において、室内ユニット4は、ユニット内に室内空気を吸入して、室内熱

交換器42において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための

送風ファンとしての室内ファン43を有している。室内ファン43は、室内熱交換器42に

供給する空気の風量W を可変することが可能なファンであり、本実施形態において

Cファンモータからなるモータ43a によって駆動される遠心ファンや多翼ファン等

である。

００2０ また、室内ユニット4には、各種のセンサが設けられている。室内熱交換器42の液

側には、冷媒の温度 (すなわち、暖房運転時における凝縮温度 c又は冷房運転時

における蒸発温度 eに対応する冷媒温度)を検出する液側温度センサ44が設けら

れている。室内熱交換器42のガス側には、冷媒の温度 eoを検出するガス側温度セ

ンサ45が設けられている。室内ユニット4の室内空気の吸入口側には、ユニット内に



流入する室内空気の温度 (すなわち、室内温度 )を検出する室内温度センサ46が

設けられている。本実施形態において、液側温度センサ44、ガス側温度センサ45及

び室内温度センサ46は、サーミスタからなる。また、室内ユニット4は、室内ユニット4

を構成する各部の動作を制御する室内側制御部47を有している。そして、室内側制

御部47は、室内ユニット4の制御を〒ぅために設けられたマイクロコンピュータやメモ

り等を有しており、室内ユニット4を個別に操作するためのりモコン (図示せず) との間

で制御信号等のやりとりをィ〒ったり、室外ユニット2との間で伝送線8aを介して制御信

号等のやりとりを〒ぅことができるよぅになっている。

００2 1 く室外ユニットノ

室外ユニット2は、ビル等の室外に設置されており、液冷媒連絡配管6及びガス冷

媒連絡配管7を介して室内ユニット4、5に接続されており、室内ユニット4、5の間で

冷媒回路 ０を構成している。

次に、室外ユニット2の構成について説明する。室外ユニット2は、主として、冷媒回

路 ０の一部を構成する室外側冷媒回路 ０cを有している。この室外側冷媒回路 ０

。は、主として、圧縮機2 と、四路切換弁22と、熱源側熱交換器としての室外熱交換

器23と、膨張機構としての室外膨張弁38と、アキュムレータ24と、温度調節機構とし

ての過冷却器25と、液側閉鎖弁26と、ガス側閉鎖弁27とを有している。

圧縮機2 は、運転容量を可変することが可能な圧縮機であり、本実施形態におい
て、インバータにより回転数 が制御されるモータ2 aによって駆動される容積式圧

縮機である。本実施形態において、圧縮機2 は、 台のみであるが、これに限定され

ず、室内ユニットの接続台数等に応じて、2台以上の圧縮機が並列に接続されてい
てもよい。

００22 四路切換弁22は、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁であり、冷房運転時に

は、室外熱交換器23を圧縮機2 によって圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室

内熱交換器42 52を室外熱交換器23において凝縮される冷媒の蒸発器として機能

させるために、圧縮機2 の吐出側と室外熱交換器23のガス側とを接続するとともに

圧縮機2 の吸入側 (具体的には、アキュムレータ24 とガス冷媒連絡配管7側とを接

続し(図 の四路切換弁22の実線を参照) 、暖房運転時には、室内熱交換器42 52



を圧縮機2 によって圧縮される冷媒の凝縮器として、かつ、室外熱交換器23を室内

熱交換器42 52において凝縮される冷媒の蒸発器として機能させるために、圧縮機

2 の吐出側とガス冷媒連絡配管7側とを接続するとともに圧縮機2 の吸入側と室外

熱交換器23のガス側とを接続することが可能である (図 の四路切換弁22の破線を

参照)。

００23 本実施形態において、室外熱交換器23は、伝熱管と多数のフィンとにより構成され

たクロスフィン式のフィン・アントチューブ型熱交換器であり、冷房運転時には冷媒

の凝縮器として機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する熱交換器であ

る。室外熱交換器23は、そのガス側が四路切換弁22に接続され、その液側が液冷

媒連絡配管6に接続されている。

本実施形態において、室外膨張弁38は、室外側冷媒回路 ０c内を流れる冷媒の

圧力や流量等の調節を行ぅために、室外熱交換器23の液側に接続された電動膨張

弁である。

本実施形態において、室外ユニット2は、ユニット内に室外空気を吸入して、室外熱

交換器23において冷媒と熱交換させた後に、室外に排出するための送風ファンとし

ての室外ファン28を有している。この室外ファン28は、室外熱交換器23に供給する

空気の風量Woを可変することが可能なファンであり、本実施形態において、 Cファ

ンモータからなるモータ28a によって駆動されるプロペラファン等である。

００24 アキュムレータ24は、四路切換弁22と圧縮機2 との間に接続されており、室内ユ

ニット4、5の運転負荷の変動等に応じて冷媒回路 ０内に発生する余剰冷媒む溜め

ることが可能な容器である。

過冷却器25は、本実施形態において、2重管式の熱交換器であり、室外熱交換器

23において凝縮された後に、室内膨張弁4 5 に送られる冷媒を冷却するために

設けられている。過冷却器25は、本実施形態において、室外膨張弁38と液側閉鎖

弁26との間に接続されている。

本実施形態において、過冷却器25の冷却源としてのバイパス冷媒回路6 が設け

られている。尚、以下の説明では、冷媒回路 ０からバイパス冷媒回路6 を除いた部

分を、便宜上、主冷媒回路と呼ぶことにする。



００25 バイパス冷媒回路6 は、室外熱交換器23から室内膨張弁4 5 へ送られる冷媒

の一部を主冷媒回路から分岐させて圧縮機2 の吸入側に戻すよぅに主冷媒回路に

接続されている。具体的には、バイパス冷媒回路6 は、室外膨張弁38から室内膨

張弁4 5 に送られる冷媒の一部を室外熱交換器23と過冷却器25との間の位置

から分岐させるよぅに接続された分岐回路6 aと、過冷却器25のバイパス冷媒回路

側の出口から圧縮機2 の吸入側に戻すよぅに圧縮機2 の吸入側に接続された合流

回路6 bとを有している。そして、分岐回路6 aには、バイパス冷媒回路6 を流れる

冷媒の流量を調節するためのバイパス膨張弁62が設けられている。ここで、バイパス

膨張弁62は、電動膨張弁からなる。これにより、室外熱交換器23から室内膨張弁4

5 に送られる冷媒は、過冷却器25において、バイパス膨張弁62によって減圧され

た後のバイパス冷媒回路6 を流れる冷媒によって冷却される。すなわち、過冷却器

25は、バイパス膨張弁62の開度調節によって能力制御が行われることになる。

００26 液側閉鎖弁26及びガス側閉鎖弁27は、外部の機器・配管 (具体的には、液冷媒

連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7) との接続 口に設けられた弁である。液側閉鎖弁

26は、室外熱交換器23に接続されている。ガス側閉鎖弁27は、四路切換弁22に接

続されている。

また、室外ユニット2には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニ

、ソト2には、圧縮機2 の吸入圧力P，を検出する吸入圧カセンサ29と、圧縮機2 の

吐出圧力P を検出する吐出圧カセンサ3０と、圧縮機2 の吸入温度 sを検出する

吸入温度センサ3 と、圧縮機2 の吐出温度 dを検出する吐出温度センサ32とが

設けられている。吸入温度センサ3 は、アキュムレータ24と圧縮機2 との間の位置

に設けられている。室外熱交換器23には、室外熱交換器23内を流れる冷媒の温度

(すなわち、冷房運転時における凝縮温度 c又は暖房運転時における蒸発温度 e

に対応する冷媒温度)を検出する熱交温度センサ33が設けられている。室外熱交換

器23の液側には、冷媒の温度 coを検出する液側温度センサ34が設けられている

。過冷却器25の主冷媒回路側の出口には、冷媒の温度 (すなわち、液管温度 P)

を検出する液管温度センサ35が設けられている。バイパス冷媒回路6 の合流回路6

bには、過冷却器25のバイパス冷媒回路側の出口を流れる冷媒の温度を検出する



ためのバイパス温度センサ63が設けられている。室外ユニット2の室外空気の吸入口

側には、ユニット内に流入する室外空気の温度 (すなわち、室外温度 a)を検出する

室外温度センサ36が設けられている。本実施形態において、吸入温度センサ3

吐出温度センサ32、熱交温度センサ33、液側温度センサ34、液管温度センサ35

室外温度センサ36及びバイパス温度センサ63は、サーミスタからなる。また、室外ユ

ニット2は、室外ユニット2を構成する各部の動作を制御する室外側制御部37を有し

ている。そして、室外側制御部37は、室外ユニット2の制御を行ぅために設けられた

マイクロコンピュータ、メモりやモータ2 aを制御するインバータ回路等を有しており、

室内ユニット4、5の室内側制御部47 57との間で伝送線8aを介して制御信号等の

やりとりを行ぅことができるよぅになっている。すなわち、室内側制御部47 57と室外

側制御部37と制御部37 47 57間を接続する伝送線8aとによって、空気調和装置

全体の運転制御を行ぅ制御部8が構成されている。

００27 制御部8は、図2に示されるよぅに、各種センサ29～36 44～46 54～56 63の

検出信号を受けることができるよぅに接続されるとともに、これらの検出信号等に基づ

いて各種機器及び弁2 22 24 28a 38 4 43a 5 53a 62を制御すること

ができるよぅに接続されている。また、制御部8には、後述の冷媒漏洩検知運転にお

いて、冷媒漏洩を検知したことを知らせるための 等からなる警告表示部9が接続

されている。ここで、図2は、空気調和装置 の制御ブロック図である。

く冷媒連絡配管ノ

冷媒連絡配管6、7は、空気調和装置 をビル等の設置場所に設置する際に、現地

にて施工される冷媒配管であり、設置場所や室外ユニットと室内ユニットとの組み合

わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。このため、

例えば、新規に空気調和装置を設置する場合には、冷媒充填量を計算するために、

冷媒連絡配管6、7の長さや管径等の情報を正確に把握する必要があるが、その情

報管理や冷媒量の計算 自体が煩雑である。また、既設配管を利用して室内ユニット

や室外ユニットを更新するよぅな場合には、冷媒連絡配管6、7の長さや管径等の情

報が失われていることがある。

００28 以上のよぅに、室内側冷媒回路 ０a ０bと、室外側冷媒回路 ０cと、冷媒連絡配



管6、7とが接続されて、空気調和装置 の冷媒回路 ０が構成されている。また、この

冷媒回路 ０は、バイパス冷媒回路6 と、バイパス冷媒回路6 を除く主冷媒回路と

から構成されていると言い換えることもできる。そして、本実施形態の空気調和装置

は、室内側制御部47 57と室外側制御部37とから構成される制御部8によって、四

路切換弁22により冷房運転及び暖房運転を切り換えて運転を〒ぅとともに、各室内

ュニット4、5の運転負荷に応じて、室外ュニット2及び室内ュニット4、5の各機器の

制御をォ〒ぅよぅになっている。

(2) 空気調和装置の動作

次に、本実施形態の空気調和装置 の動作について説明する。

００29 本実施形態の空気調和装置 の運転モードとしては、各室内ュニット4、5の運転負

荷に応じて室外ュニット2及び室内ュニット4、5の構成機器の制御を〒ぅ通常運転モ

ードと、空気調和装置 の構成機器の設置後 (具体的には、最初の機器設置後に限

られず、例えば、室内ュニット等の構成機器を追加や撤去する等の改造後や機器の

故障を修理した後等も含まれる) に行われる試運転を〒ぅための試運転モードと、試

運転を終了して通常運転を開始した後において、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩の

有無を判定する冷媒漏洩検知運転モードとがある。そして、通常運転モードには、主

として、室内の冷房を〒ぅ冷房運転と、室内の暖房を〒ぅ暖房運転とが含まれてレ巧

。また、試運転モードには、主として、冷媒回路 ０内に冷媒を充填する冷媒 自動充

填運転と、冷媒連絡配管6、7の容積を検知する配管容積判定運転と、構成機器を

設置した後又は冷媒回路内に冷媒を充填した後の初期冷媒量を検知する初期冷媒

量検知運転とが含まれている。

００3０ 以下、空気調和装置 の各運転モードにおける動作について説明する。

く通常運転モードノ

(冷房運転)

まず、通常運転モードにおける冷房運転について、図 及び図2を用いて説明する

冷房運転時は、四路切換弁22が図 の実線で示される状態、すなわち、圧縮機2

の吐出側が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機2 の吸入側がガス



側閉鎖弁27及びガス冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42 52のガス側に接続

された状態となっている。室外膨張弁38は、全開状態にされている。液側閉鎖弁26

及びガス側閉鎖弁27は、開状態にされている。各室内膨張弁4 5 は、室内熱交

換器42 52の出口 (すなわち、室内熱交換器42 52のガス側) における冷媒の過

熱度S が過熱度 目標値S sで一定になるよぅに開度調節されるよぅになっている

。本実施形態において、各室内熱交換器42 52の出口における冷媒の過熱度S

は、ガス側温度センサ45 55により検出される冷媒温度値から液側温度センサ44

54により検出される冷媒温度値 (蒸発温度 eに対応)を差し引くことによって検出さ

れるか、又は、吸入圧カセンサ29により検出される圧縮機2 の吸入圧力Psを蒸発

温度 eに対応する飽和温度値に換算し、ガス側温度センサ45 55により検出される

冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出される。尚、本実

施形態では採用していないが、各室内熱交換器42 52内を流れる冷媒の温度を検

出する温度センサを設けて、この温度センサにより検出される蒸発温度 eに対応す

る冷媒温度値を、ガス側温度センサ45 55により検出される冷媒温度値から差し引

くことによって、各室内熱交換器42 52の出口における冷媒の過熱度S を検出す

るよぅにしてもよい。また、バイパス膨張弁62は、過冷却器25のバイパス冷媒回路側

の出口における冷媒の過熱度S bが過熱度 目標値S bsになるよぅに開度調節され

るよぅになっている。本実施形態において、過冷却器25のバイパス冷媒回路側の出

口における冷媒の過熱度S bは、吸入圧カセンサ29により検出される圧縮機2 の

吸入圧力P を蒸発温度 eに対応する飽和温度値に換算し、バイパス温度センサ63

により検出される冷媒温度値からこの冷媒の飽和温度値を差し引くことによって検出

される。尚、本実施形態では採用していないが、過冷却器25のバイパス冷媒回路側

の入口に温度センサを設けて、この温度センサにより検出される冷媒温度値をバイパ

ス温度センサ63により検出される冷媒温度値から差し引くことによって、過冷却器25

のバイパス冷媒回路側の出口における冷媒の過熱度S bを検出するよぅにしてもよ

この冷媒回路 ０の状態で、圧縮機2 、室外ファン28及び室内ファン43 53を起

動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機2 に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒と



なる。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して室外熱交換器23に送ら

れて、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換を行って凝縮して高圧の

液冷媒となる。そして、この高圧の液冷媒は、室外膨張弁38を通過して、過冷却器2

5に流入し、バイパス冷媒回路6 を流れる冷媒と熱交換を行ってさらに冷却されて過

冷却状態になる。このとき、室外熱交換器23において凝縮した高圧の液冷媒の一部

は、バイパス冷媒回路6 に分岐され、バイパス膨張弁62によって減圧された後に、

圧縮機2 の吸入側に戻される。ここで、バイパス膨張弁62を通過する冷媒は、圧縮

機2 の吸入圧力P 近くまで減圧されることで、その一部が蒸発する。そして、バイパ

ス冷媒回路6 のバイパス膨張弁62の出口から圧縮機2 の吸入側に向かって流れ

る冷媒は、過冷却器25を通過して、主冷媒回路側の室外熱交換器23から室内ユニ

、ソト4、5へ送られる高圧の液冷媒と熱交換を行ぅ。

００32 そして、過冷却状態になった高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁26及び液冷媒連絡配

管6を経由して、室内ユニット4、5に送られる。この室内ユニット4、5に送られた高圧

の液冷媒は、室内膨張弁4 5 によって圧縮機2 の吸入圧力P，近くまで減圧され

て低圧の気液二相状態の冷媒となって室内熱交換器42 52に送られ、室内熱交換

器42 52において室内空気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となる。

この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡配管7を経由して室外ユニット2に送られ、ガ

ス側閉鎖弁27及び四路切換弁22を経由して、アキュムレータ24に流入する。そして

、アキュムレータ24に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機2 に吸入される。

(暖房運転)

次に、通常運転モードにおける暖房運転について説明する。

００33 暖房運転時は、四路切換弁22が図 の破線で示される状態、すなわち、圧縮機2

の吐出側がガス側閉鎖弁27及びガス冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42 52

のガス側に接続され、かつ、圧縮機2 の吸入側が室外熱交換器23のガス側に接続

された状態となっている。室外膨張弁38は、室外熱交換器23に流入する冷媒を室

外熱交換器23において蒸発させることが可能な圧力 (すなわち、蒸発圧力Pe) まで

減圧するために開度調節されるよぅになっている。また、液側閉鎖弁26及びガス側閉

鎖弁27は、開状態にされている。室内膨張弁4 5 は、室内熱交換器42 52の出



口における冷媒の過冷却度SC が過冷却度 目標値S C sで一定になるよぅに開度調

節されるよぅになっている。本実施形態において、室内熱交換器42 52の出口にお

ける冷媒の過冷却度S C は、吐出圧カセンサ3０により検出される圧縮機2 の吐出

圧力Pdを凝縮温度 cに対応する飽和温度値に換算し、この冷媒の飽和温度値から

液側温度センサ44 54により検出される冷媒温度値を差し引くことによって検出され

る。尚、本実施形態では採用していないが、各室内熱交換器42 52内を流れる冷媒

の温度を検出する温度センサを設けて、この温度センサにより検出される凝縮温度

cに対応する冷媒温度値を、液側温度センサ44 54により検出される冷媒温度値か

ら差し引くことによって室内熱交換器42 52の出口における冷媒の過冷却度S C を

検出するよぅにしてもよい。また、バイパス膨張弁62は、閉止されている。

００34 この冷媒回路 ０の状態で、圧縮機2 、室外ファン28及び室内ファン43 53を起

動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機2 に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒と

なり、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁27及びガス冷媒連絡配管7を経由して、室内ユ

ニット4、5に送られる。

そして、室内ユニット4、5に送られた高圧のガス冷媒は、室外熱交換器42 52に

おいて、室内空気と熱交換を行って凝縮して高圧の液冷媒となった後、室内膨張弁

4 5 を通過する際に、室内膨張弁4 5 の弁開度に応じて減圧される。

この室内膨張弁4 5 を通過した冷媒は、液冷媒連絡配管6を経由して室外ユニ

、ソト2に送られ、液側閉鎖弁26、過冷却器25及び室外膨張弁38を経由してさらに減

圧された後に、室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23に流入した

低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン28によって供給される室外空気と熱交換

を行って蒸発して低圧のガス冷媒となり、四路切換弁22を経由してアキュムレータ24

に流入する。そして、アキュムレータ24に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機

2 に吸入される。

００35 以上のよぅな通常運転モードにおける運転制御は、冷房運転及び暖房運転を含む

通常運転を〒ぅ通常運転制御手段として機能する制御部 (より具体的には、室内側

制御部47 57と室外側制御部37と制御部37 47 57間を接続する伝送線8a によ

って行われる。



く試運転モードノ

次に、試運転モードについて、図 ～図3を用いて説明する。ここで、図3は、試運

転モードのフローチヤートである。本実施形態において、試運転モードでは、まず、ス

テップ の冷媒 自動充填運転が行われ、続いて、ステップS 2の配管容積判定運転

が行われ、さらに、ステップS 3の初期冷媒量検知運転が行われる。

本実施形態では、冷媒が予め充填された室外ュニット2と、室内ュニット4、5とをビ

ル等の設置場所に設置し、液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7を介して接続

して冷媒回路 ０を構成した後に、液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7の容

積に応じて不足する冷媒を冷媒回路 ０内に追加充填する場合を例にして説明する

００36 (ステップS 冷媒 自動充填運転)

まず、室外ュニット2の液側閉鎖弁26及びガス側閉鎖弁27を開けて、室外ュニット

2に予め充填されている冷媒を冷媒回路 ０内に充満させる。

次に、試運転を行ぅ作業者が、追加充填用の冷媒ボンべを冷媒回路 ０のサービス

ポート(図示せず) に接続し、制御部8に対して直接に又はりモコン (図示せず)等を

通じて遠隔から試運転を開始する指令を出すと、制御部8によって、図4に示されるス

テップ ～ステップS 3の処理が行われる。ここで、図4は、冷媒 自動充填運転の

フローチヤートである。

(ステップS 冷媒量判定運転)

冷媒 自動充填運転の開始指令がなされると、冷媒回路 ０が、室外ュニット2の四路

切換弁22が図 の実線で示される状態で、かつ、室内ュニット4、5の室内膨張弁4

5 及び室外膨張弁38が開状態となり、圧縮機2 、室外ファン28及び室内ファン4

3、53が起動されて、室内ュニット4、5の全てについて強制的に冷房運転 (以下、室

内ュニット全数運転とする) が行われる。

００37 すると、図5に示されるよぅに、冷媒回路 ０において、圧縮機2 から凝縮器として

機能する室外熱交換器23までの流路には圧縮機2 において圧縮されて吐出され

た高圧のガス冷媒が流れ(図5の斜線のハッチング部分のぅち圧縮機2 から室外熱

交換器23までの部分を参照) 、凝縮器として機能する室外熱交換器23には室外空



気との熱交換によってガス状態から液状態に相変ィビする高圧の冷媒が流れ(図5の

斜線のハッチング及び黒塗りのハッチングの部分のぅち室外熱交換器23に対応する

部分を参照) 、室外熱交換器23から室内膨張弁4 5 までの室外膨張弁38、過冷

却器25の主冷媒回路側の部分及び液冷媒連絡配管6を含む流路と室外熱交換器2

3からバイパス膨張弁62までの流路には高圧の液冷媒が流れ(図5の黒塗りのハッ
チング部分のぅち室外熱交換器23から室内膨張弁4 5 及びバイパス膨張弁62ま

での部分を参照 、蒸発器として機能する室内熱交換器42 52の部分と過冷却器2

5のバイパス冷媒回路側の部分とには室内空気との熱交換によって気液二相状態か

らガス状態に相変ィビする低圧の冷媒が流れ(図5の格子状のハッチング及び斜線の

ハッチングの部分のぅち室内熱交換器42 52の部分と過冷却器25の部分を参照) 、

室内熱交換器42 52から圧縮機2 までのガス冷媒連絡配管7及びアキュムレータ2

4を含む流路と過冷却器25のバイパス冷媒回路側の部分から圧縮機2 までの流路

とには低圧のガス冷媒が流れるよぅになる (図5の斜線のハッチングの部分のぅち室内

熱交換器42 52から圧縮機2 までの部分と過冷却器25のバイパス冷媒回路側の

部分から圧縮機2 までの部分とを参照)。図5は、冷媒量判定運転における冷媒回

路 ０内を流れる冷媒の状態を示す模式図 (四路切換弁22等の図示を省略)である

次に、以下のよぅな機器制御を行って、冷媒回路 ０内を循環する冷媒の状態を安

定させる運転に移行する。具体的には、蒸発器として機能する室内熱交換器42 52

の過熱度S が一定になるよぅに室内膨張弁4 5 を制御 (以下、過熱度制御とす

る)し、蒸発圧力Peが一定になるよぅに圧縮機2 の運転容量を制御 (以下、蒸発圧

力制御とする)し、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力P が一定になるよぅに

、室外ファン28によって室外熱交換器23に供給される室外空気の風量Woを制御 (

以下、凝縮圧力制御とする)し、過冷却器25から室内膨張弁4 5 に送られる冷媒

の温度が一定になるよぅに過冷却器25の能力を制御 (以下、液管温度制御とする)し

、上述の蒸発圧力制御によって冷媒の蒸発圧力Peが安定的に制御されるよぅに、室

内ファン43 53によって室内熱交換器42 52に供給される室内空気の風量W を一

定にしている。



００39 ここで、蒸発圧力制御を行ぅのは、蒸発器として機能する室内熱交換器42 52内

には室内空気との熱交換によって気液二相状態からガス状態に相変ィビしながら低圧

の冷媒が流れる室内熱交換器42 52内 (図5の格子状のハッチング及び斜線のハッ

チングの部分のぅち室内熱交換器42 52に対応する部分を参照、以下、蒸発器部C

とする) における冷媒量が、冷媒の蒸発圧力Peに大きく影響するからである。そして、

ここでは、インバータにより回転数 が制御されるモータ2 aによって圧縮機2 の

運転容量を制御すること こよって、室内熱交換器42 52における冷媒の蒸発圧力P

eを一定にして、蒸発器部C内を流れる冷媒の状態を安定させて、主として、蒸発圧

力Peによって蒸発器C内における冷媒量が変ィビする状態を作り出している。尚、本

実施形態の圧縮機2 による蒸発圧力Peの制御においては、室内熱交換器42 52

の液側温度センサ44 54により検出される冷媒温度値 (蒸発温度 eに対応)を飽和

圧力値に換算して、この圧力値が低圧目標値Pesで一定になるよぅに、圧縮機2 の

運転容量を制御して (すなわち、モータ2 aの回転数 を変ィビさせる制御を行って
) 、冷媒回路 ０内を流れる冷媒循環量W を増減することによって実現されている。

尚、本実施形態では採用していないが、室内熱交換器42 52における冷媒の蒸発

圧力Peにおける冷媒の圧力に等価な運転状態量である、吸入圧カセンサ29によっ
て検出される圧縮機2 の吸入圧力P が、低圧目標値Pesで一定になるよぅに、又は

、吸入圧力P に対応する飽和温度値 (蒸発温度 eに対応) が、低圧目標値 esで

一定になるよぅに、圧縮機2 の運転容量を制御してもよ 、室内熱交換器42 52

の液側温度センサ44 54により検出される冷媒温度値 (蒸発温度 eに対応) が、低

圧目標値 esで一定になるよぅに、圧縮機2 の運転容量を制御してもよい。

００4０ そして、このよぅな蒸発圧力制御を行ぅことによって、室内熱交換器42 52から圧縮

機2 までのガス冷媒連絡配管7及びアキュムレータ24を含む冷媒配管内 (図5の斜

線のハッチングの部分のぅち室内熱交換器42 52から圧縮機2 までの部分を参照

、以下、ガス冷媒流通部 とする)を流れる冷媒の状態も安定して、主として、ガス冷

媒流通部 における冷媒の圧力に等価な運転状態量である、蒸発圧力Pe (すなわ

ち、吸入圧力P，によってガス冷媒流通部 内における冷媒量が変化する状態を作

り出している。



また、凝縮圧力制御を行ぅのは、室外空気との熱交換によってガス状態から液状態

に相変ィヒしながら高圧の冷媒が流れる室外熱交換器23内 (図5の斜線のハッチング

及び黒塗りのハッチングの部分のぅち室外熱交換器23に対応する部分を参照、以下

、凝縮器部 とする) における冷媒量が、冷媒の凝縮圧力P に大きく影響するからで

ある。そして、この凝縮器部 における冷媒の凝縮圧力P は、室外温度 aの影響よ

り大きく変ィビするため、モータ28a により室外ファン28から室外熱交換器23に供給す

る室内空気の風量Woを制御することによって、室外熱交換器23における冷媒の凝

縮圧力P を一定にして、凝縮器部 内を流れる冷媒の状態を安定させて、主として

、室外熱交換器23の液側 (以下、冷媒量判定運転に関する説明では、室外熱交換

器23の出口とする) における過冷却度SCoによって凝縮器 内における冷媒量が変

ィビする状態を作り出している。尚、本実施形態の室外ファン28による凝縮圧力P の

制御においては、室外熱交換器23における冷媒の凝縮圧力P に等価な運転状態

量である、吐出圧カセンサ3０によって検出される圧縮機2 の吐出圧力P 、又は、

熱交温度センサ33によって検出される室外熱交換器23内を流れる冷媒の温度 (す

なわち、凝縮温度 c)が用いられる。

そして、このよぅな凝縮圧力制御を行ぅことによって、室外熱交換器23から室内膨

張弁4 5 までの室外膨張弁38、過冷却器25の主冷媒回路側の部分及び液冷媒

連絡配管6を含む流路と室外熱交換器23からバイパス冷媒回路6 のバイパス膨張

弁62までの流路とには高圧の液冷媒が流れて、室外熱交換器23から室内膨張弁4

、5 及びバイパス膨張弁62までの部分 (図5の黒塗りのハッチング部分を参照、以

下、液冷媒流通部 とする) における冷媒の圧力も安定し、液冷媒流通部 が液冷媒

でシールされて安定した状態となる。

また、液管温度制御を行ぅのは、過冷却器25から室内膨張弁4 5 に至る液冷媒

連絡配管6を含む冷媒配管内 (図5に示される液冷媒流通部 のぅち過冷却器25か

ら室内膨張弁4 5 までの部分を参照)の冷媒の密度が変ィビしないよぅにするため

である。そして、過冷却器25の能力制御は、過冷却器25の主冷媒回路側の出口に

設けられた液管温度センサ35によって検出される冷媒の温度 が液管温度 目標

値 sで一定になるよぅにバイパス冷媒回路6 を流れる冷媒の流量を増減して、過



冷却器25の主冷媒回路側を流れる冷媒とバイパス冷媒回路側を流れる冷媒との間

の交換熱量を調節することによって実現されている。尚、このバイパス冷媒回路6 を

流れる冷媒の流量の増減は、バイパス膨張弁62の開度調節によって行われる。この

よぅにして、過冷却器25から室内膨張弁4 5 に至る液冷媒連絡配管6を含む冷

媒配管内における冷媒の温度が一定となる液管温度制御が実現されている。

００42 そして、このよぅな液管温度一定制御を〒ぅことによって、冷媒回路 ０に冷媒を充

填することによって冷媒回路 ０内の冷媒量が徐々に増加するのに伴って、室外熱交

換器23の出口における冷媒の温度 co (すなわち、室外熱交換器23の出口におけ

る冷媒の過冷却度SCo) が変ィビする場合であっても、室外熱交換器23の出口にお

ける冷媒の温度 coの変ィビの影響が、室外熱交換器23の出口から過冷却器25に

至る冷媒配管のみに収まり、液冷媒流通部 のぅち過冷却器25から液冷媒連絡配管

6を含む室内膨張弁4 5 までの冷媒配管には影響しない状態となる。

さらに、過熱度制御を〒ぅのは、蒸発器部Cにおける冷媒量が、室内熱交換器42

52の出口における冷媒の乾き度に大きく影響するからである。この室内熱交換器42

52の出口における冷媒の過熱度S は、室内膨張弁4 5 の開度を制御するこ

とによって、室内熱交換器42 52のガス側 (以下、冷媒量判定運転に関する説明で

は、室内熱交換器42 52の出口とする) における冷媒の過熱度S が過熱度 目標

値S sで一定になるよぅに (すなわち、室内熱交換器42 52の出口のガス冷媒を過

熱状態) にして、蒸発器部C内を流れる冷媒の状態を安定させている。

００43 そして、このよぅな過熱度制御を〒ぅことによって、ガス冷媒連絡部 にガス冷媒が

確実に流れる状態を作り出している。

上述の各種制御によって、冷媒回路 ０内を循環する冷媒の状態が安定して、冷媒

回路 ０内における冷媒量の分布が一定となるため、続いて行われる冷媒の追加充

填によって冷媒回路 ０内に冷媒が充填され始めた際に、冷媒回路 ０内の冷媒量

の変ィビが、主として、室外熱交換器23内の冷媒量の変ィビとなって現れる状態を作り

出すことができる (以下、この運転を冷媒量判定運転とする)。

以上のよぅな制御は、冷媒量判定運転を〒ぅ冷媒量判定運転制御手段として機能

する制御部 (より具体的には、室内側制御部47 57と室外側制御部37と制御部37



47 57間を接続する伝送線8a) により、ステップS の処理として行われる。

尚、本実施形態と異なり、室外ュニット2に予め冷媒が充填されていない場合には、

このステップS の処理に先だって、上述の冷媒量判定運転を行ぅ際に、構成機器

が異常停止してしまぅことがない程度の冷媒量になるまで冷媒充填を行ぅ必要がある

(ステップS 2 冷媒量の演算)

次に、上記の冷媒量判定運転を行いつつ、冷媒回路 ０内に冷媒の追加充填を実

施するが、この際、冷媒量演算手段として機能する制御部8によって、ステップS 2

における冷媒の追加充填時における冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運

転状態量から冷媒回路 ０内の冷媒量を演算する。

まず、本実施形態における冷媒量演算手段について説明する。冷媒量演算手段

は、冷媒回路 ０を複数の部分に分割して、分割された各部分ごとに冷媒量を演算

することで、冷媒回路 ０内の冷媒量を演算するものである。より具体的には、分割さ

れた各部分ごとに、各部分の冷媒量と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運

転状態量との関係式が設定されており、これらの関係式を用いて、各部分の冷媒量

を演算することができるよぅになっている。そして、本実施形態においては、冷媒回路

０は、四路切換弁22が図 の実線で示される状態、すなわち、圧縮機2 の吐出側

が室外熱交換器23のガス側に接続され、かつ、圧縮機2 の吸入側がガス側閉鎖弁

27及びガス冷媒連絡配管7を介して室内熱交換器42 52の出口に接続された状態

において、圧縮機2 の部分及び圧縮機2 から四路切換弁22 (図5では図示せず)

を含む室外熱交換器23までの部分 (以下、高圧ガス管部 とする) と、室外熱交換器

23の部分 (すなわち、凝縮器部 ) と、液冷媒流通部 のぅち室外熱交換器23から過

冷却器25までの部分及び過冷却器25の主冷媒回路側の部分の入口側半分 (以下

、高温側液管部 とする) と、液冷媒流通部 のぅち過冷却器25の主冷媒回路側の

部分の出口側半分及び過冷却器25から液側閉鎖弁26 (図5では図示せず)までの

部分 (以下、低温側液管部 2とする) と、液冷媒流通部 のぅち液冷媒連絡配管6の

部分 (以下、液冷媒連絡配管部 3とする と、液冷媒流通部 のぅち液冷媒連絡配

管6から室内膨張弁4 5 及び室内熱交換器42 52の部分 (すなわち、蒸発器部



C ) を含むガス冷媒流通部 のぅちガス冷媒連絡配管7までの部分 (以下、室内ユニ

、ソト部 とする) と、ガス冷媒流通部 のぅちガス冷媒連絡配管7の部分 (以下、ガス冷

媒連絡配管部G とする) と、ガス冷媒流通部 のぅちガス側閉鎖弁 2 7 (図5では図示

せず) から四路切換弁 2 2及びアキュムレータ2 4 を含む圧縮機 2 までの部分 (以下、

低圧ガス管部 とする) と、液冷媒流通部 のぅち高温側液管部 からバイパス膨張

弁6 2及び過冷却器2 5のバイパス冷媒回路側の部分を含む低圧ガス管部 までの

部分 (以下、バイパス回路部1とする) とに分割されて、各部分ごとに関係式が設定さ

れている。次に、上述の各部分ごとに設定された関係式について、説明する。

本実施形態において、高圧ガス管部 における冷媒量 o と冷媒回路 ０を流れ

る冷媒又は構成機器の運転状態量との関係式は、例えば、

o 二 o

とレづ、室外ユニット2の高圧ガス管部 の容積 o に高圧ガス管部 における冷媒

の密度 dを乗じた関数式として表される。尚、高圧ガス管部 の容積 o は、室外

ユニット2 が設置場所に設置される前から既知の値であり、予め制御部8のメモりに記

憶されている。また、高圧ガス管部 における冷媒の密度 dは、吐出温度 d及び

吐出圧力P dを換算することによって得られる。

凝縮器部 における冷媒量 と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運転

状態量との関係式は、例えば、

二 c X a c2X c c3X S c4 c

c5X c6 X o c7

とレづ、室外温度 a、凝縮温度 c、圧縮機吐出過熱度S 、冷媒循環量W 、室

外熱交換器2 3 における冷媒の飽和液密度 c及び室外熱交換器2 3の出口におけ

る冷媒の密度 C o の関数式として表される。尚、上述の関係式におけるパラメータ c

～ は、試験や詳細なシミュレーションの結果を回帰分析することによって求めら

れたものであり、予め制御部8のメモりに記憶されている。また、圧縮機吐出過熱度S

は、圧縮機の吐出側における冷媒の過熱度であり、吐出圧力P dを冷媒の飽和

温度値に換算し、吐出温度 dからこの冷媒の飽和温度値を差し引くことにより得られ

る。冷媒循環量W は、蒸発温度 eと凝縮温度 cとの関数 (すなわち、W 二 f ( e



c) ) として表される。冷媒の飽和液密度 c は、凝縮温度 cを換算することによって

得られる。室外熱交換器2 3の出口における冷媒の密度 C は、凝縮温度 cを換算

することによって得られる凝縮圧力P 及び冷媒の温度 coを換算することによって得

られる。

００46 高温液管部 における冷媒量 o と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の

運転状態量との関係式は、例えば、

o 二 o X C o

とレづ、室外ュニット2の高温液管部 の容積 o に高温液管部 における冷媒

の密度 (すなわち、上述の室外熱交換器2 3の出口における冷媒の密度 ) を乗じ

た関数式として表される。尚、高圧液管部 の容積 o は、室外ュニット2が設置

場所に設置される前から既知の値であり、予め制御部8のメモりに記憶されている。

低温液管部 2における冷媒量 o 2と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の

運転状態量との関係式は、例えば、

o 2二 o 2 X

とレづ、室外ュニット2の低温液管部 2の容積 o 2に低温液管部 2における冷媒

の密度 を乗じた関数式として表される。尚、低温液管部 2の容積 o 2は、室外

ュニット2が設置場所に設置される前から既知の値であり、予め制御部8のメモりに記

憶されている。また、低温液管部 2における冷媒の密度 は、過冷却器2 5の出

口における冷媒の密度であり、凝縮圧力P 及び過冷却器2 5の出口における冷媒の

温度 を換算することによって得られる。

００4 7 液冷媒連絡配管部 3における冷媒量 と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成

機器の運転状態量との関係式は、例えば、

二 X

とレづ、液冷媒連絡配管6の容積 に液冷媒連絡配管部 3における冷媒の密度

(すなわち、過冷却器2 5の出口における冷媒の密度 ) を乗じた関数式として表さ

れる。尚、液冷媒連絡配管6の容積 は、液冷媒連絡配管6が空気調和装置 をビ

ル等の設置場所に設置する際に現地にて施工される冷媒配管であるため、長さや管

径等の情報から現地において演算した値を入力したり、長さや管径等の情報を現地



において人力し、これらの入力された液冷媒連絡配管6の情報から制御部8で演算し

たり、又は、後述のよぅに、配管容積判定運転の運転結果を用いて演算される。

００48 室内ユニット部 における冷媒量 と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の

運転状態量との関係式は、例えば、

二 2X A W 5

とレづ、過冷却器25の出口における冷媒の温度 、室内温度 から蒸発温度 eを

差し引いた温度差 A 、室内熱交換器42 52の出口における冷媒の過熱度S 及

び室内ファン43 53の風量W の関数式として表される。尚、上述の関係式における

パラメータ ～ 5は、試験や詳細なシミュレーションの結果を回帰分析することに

よって求められたものであり、予め制御部8のメモりに記憶されている。尚、ここでは、

2台の室内ユニット4、5のそれぞれに対応して冷媒量 の関係式が設定されており

、室内ユニット4の冷媒量 と室内ユニット5の冷媒量 とを加算することにより、室

内ユニット部 の全冷媒量が演算されるよぅになっている。尚、室内ユニット4と室内ユ

ニット5の機種や容量が異なる場合には、パラメータ ～ 5の値が異なる関係式

が使用されることになる。

００49 ガス冷媒連絡配管部Gにおける冷媒量 と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成

機器の運転状態量との関係式は、例えば、

二 X

とレづ、ガス冷媒連絡配管7の容積 にガス冷媒連絡配管部 における冷媒の密

度 を乗じた関数式として表される。尚、ガス冷媒連絡配管7の容積 は、液冷

媒連絡配管6と同様に、ガス冷媒連絡配管7が空気調和装置 をビル等の設置場所

に設置する際に現地にて施工される冷媒配管であるため、長さや管径等の情報から

現地において演算した値を入力したり、長さや管径等の情報を現地において人力し

、これらの入力されたガス冷媒連絡配管7の情報から制御部8で演算したり、又は、

後述のよぅに、配管容積判定運転の運転結果を用いて演算される。また、ガス冷媒配

管連絡部Gにおける冷媒の密度 は、圧縮機2 の吸入側における冷媒の密度

s と、室内熱交換器42 52の出口 (すなわち、ガス冷媒連絡配管7の入口 におけ

る冷媒の密度 eoとの平均値である。冷媒の密度 sは、吸入圧力Ps及び吸入温



度 sを換算することによって得られ、冷媒の密度 e o は、蒸発温度 eの換算値であ

る蒸発圧力P e及び室内熱交換器4 2 52の出口温度 eoを換算することによって得

られる。

００5０ 低圧ガス管部 における冷媒量 o 2と冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器

の運転状態量との関係式は、例えば、

o 2二 o 2 X S

とレづ、室外ユニット2 内の低圧ガス管部 の容積 o 2に低圧ガス管部 における

冷媒の密度 s を乗じた関数式として表される。尚、低圧ガス管部 の容積 o 2は、

設置場所に出荷される前から既知の値であり、予め制御部8のメモりに記憶されてい
る。

バイパス回路部1における冷媒量 obと冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の

運転状態量との関係式は、例えば、

ob二 ob o ob2X S ob e ob4

とレづ、室外熱交換器2 3の出口における冷媒の密度 C o、過冷却器2 5のバイパス

回路側の出口における冷媒の密度 s及び蒸発圧力P eの関数式として表される。尚

、上述の関係式におけるパラメータ ob ～o は、試験や詳細なシミュレーション

の結果を回帰分析することによって求められたものであり、予め制御部8のメモりに記

憶されている。また、バイパス回路部1の容積 obは、他の部分に比べて冷媒量が少

ないこともあり、さらに簡易的な関係式によって演算されてもよい。例えば、

ob二 o ob5

とレづ、バイパス回路部1の容積 obに過冷却器2 5のバイパス回路側の部分におけ

る飽和液密度 e及び補正係数 obを乗じた関数式として表される。尚、バイパス回

路部1の容積 obは、室外ユニット2が設置場所に設置される前から既知の値であり、

予め制御部8のメモりに記憶されている。また、過冷却器2 5のバイパス回路側の部分

における飽和液密度 e は、吸入圧力P 又は蒸発温度 eを換算することによって得

られる。

００5 1 尚、本実施形態において、室外ユニット2は 台であるが、室外ユニットが複数台接

続される場合には、室外ユニットに関する冷媒量 o o o 2 o 2



及び obは、複数の室外ユニットのそれぞれに対応して各部分の冷媒量の関係式

が設定され、複数の室外ユニットの各部分の冷媒量を加算することにより、室外ユニ

、ソトの全冷媒量が演算されるよぅになっている。尚、機種や容量が異なる複数の室外

ユニットが接続される場合には、パラメータの値が異なる各部分の冷媒量の関係式が

使用されることになる。

以上のよぅに、本実施形態では、冷媒回路 ０の各部分についての関係式を用いて

、冷媒量判定運転における冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量

から各部分の冷媒量を演算することで、冷媒回路 ０の冷媒量を演算することができ

るよぅになっている。

００5 2 そして、このステップS 2 は、後述のステップS 3 における冷媒量の適否の判定の

条件が満たされるまで繰り返されるため、冷媒の追加充填が開始してから完了するま

での間、冷媒回路 ０の各部分についての関係式を用いて、冷媒充填時における運

転状態量から各部分の冷媒量が演算される。より具体的には、後述のステップS 3

における冷媒量の適否の判定に必要な室外ユニット2 内の冷媒量 o及び各室内ユ

ニット4 、5 内の冷媒量 (すなわち、冷媒連絡配管6 、7を除く冷媒回路 ０の各部

分の冷媒量) が演算される。ここで、室外ユニット2 内の冷媒量 oは、上述の室外ユ

ニット2 内の各部分の冷媒量 o o o 2 o 2及び obを加算す

ることによって演算される。

このよぅに、冷媒 自動充填運転における冷媒回路 ０内を流れる冷媒又は構成機器

の運転状態量から冷媒回路 ０の各部分の冷媒量を演算する冷媒量演算手段として

機能する制御部8 により、ステップS 2の処理が行われる。

００5 3 (ステップS 3 冷媒量の適否の判定)

上述のよぅに、冷媒回路 ０内に冷媒の追加充填を開始すると、冷媒回路 ０内の

冷媒量が徐々に増加する。ここで、冷媒連絡配管6 、7の容積が未知である場合には

、冷媒の追加充填後に冷媒回路 ０内に充填されるべき冷媒量を、冷媒回路 ０全体

の冷媒量として規定することができない。しかし、室外ユニット2及び室内ユニット4 、5

だけに着 目すれば (すなわち、冷媒連絡配管6 、7を除く冷媒回路 ０) 、試験や詳細

なシミュレーションにより通常運転モードにおける最適な室外ユニット2の冷媒量を予



め知ることができるため、この冷媒量を充填 目標値 sとして予め制御部8のメモりに

記憶しておき、上述の関係式を用いて冷媒 自動充填運転における冷媒回路 ０内を

流れる冷媒又は構成機器の運転状態量から演算される室外ュニット2の冷媒量 oと

室内ュニット4、5の冷媒量 とを加算した冷媒量の値が、この充填 目標値 sに到

達するまで、冷媒の追加充填を行えばよレ亡とになる。すなわち、ステップS 3は、冷

媒 自動充填運転における室外ュニット2の冷媒量 oと室内ュニット4、5の冷媒量

とを加算した冷媒量の値が充填 目標値 sに到達したかどぅかを判定することで、冷

媒の追加充填により冷媒回路 ０内に充填された冷媒量の適否を判定する処理であ

る。

００54 そして、ステップS 3において、室外ュニット2の冷媒量 oと室内ュニット4、5の冷

媒量 とを加算した冷媒量の値が充填 目標値 sよりも 心く、冷媒の追加充填が

完了していない場合には、充填 目標値 sに到達するまで、ステップS 3の処理が繰

り返される。また、室外ュニット2の冷媒量 oと室内ュニット4、5の冷媒量 とを加

算した冷媒量の値が充填 目標値 sに到達した場合には、冷媒の追加充填が完了し

、冷媒 自動充填運転処理としてのステップ が完了する。

尚、上述の冷媒量判定運転においては、冷媒回路 ０内への冷媒の追加充填が進

むにつれて、主として、室外熱交換器23の出口における過冷却度S Coが大きくなる

傾向が現れて室外熱交換器23における冷媒量 が増加し、他の部分における冷

媒量がほぼ一定に保たれる傾向になるため、充填 目標値 sを、室外ュニット2及び

室内ュニット4、5ではなく、室外ュニット2の冷媒量 oのみに対応する値として設定

したり、又は、室外熱交換器23の冷媒量 に対応する値として設定して、充填 目標

値 sに到達するまで冷媒の追加充填を行ぅよぅにしてもよい。

００55 このよぅに、冷媒 自動充填運転の冷媒量判定運転における冷媒回路 ０内の冷媒

量の適否 (すなわち、充填 目標値 sに到達したかどぅか)を判定する冷媒量判定手

段として機能する制御部8により、ステップS 3の処理が行われる。

(ステップ 2 配管容積判定運転)

上述のステップ の冷媒自動充填運転が完了したら、ステップS 2の配管容積判

定運転に移行する。配管容積判定運転では、制御部8によって、図6に示されるステ



、ソプS 2 ～ステップS25 の処理が行われる。ここで、図6 は、配管容積判定運転のフ

ローチャートである。

(ステップS 2 S22 液冷媒連絡配管用の配管容積判定運転及び容積の演算 )

ステップS 2 では、上述の冷媒 自動充填運転におけるステップS の冷媒量判定

運転と同様に、室内ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御

及び蒸発圧力制御を含む液冷媒連絡配管6用の配管容積判定運転を行ぅ。ここで、

液管温度制御における過冷却器2 5の主冷媒回路側の出口の冷媒の温度 の液

管温度 目標値 sを第 目標値 とし、この第 目標値 で冷媒量判定運

転が安定した状態を第 状態とする (図7の破線を含む線で示された冷凍サイクルを

参照 ) 。尚、図7 は、液冷媒連絡配管用の配管容積判定運転における空気調和装置

の冷凍サイクルを示すモリエル線図である。

次に、液管温度制御における過冷却器2 5の主冷媒回路側の出口の冷媒の温度

が第 目標値 s で安定した第 状態から、他の機器制御、すなわち、凝縮圧力

制御、過熱度制御及び蒸発圧力制御の条件については変更することなく (すなわち

、過熱度 目標値S sや低圧目標値 esを変更することなく) 、液管温度 目標値 s

を第 目標値 s と異なる第2 目標値 s 2 に変更して安定させた第2状態とする (

図7の実線で示された冷凍サイクルを参照 ) 。本実施形態において、第2 目標値 s

2は、第 目標値 s よりも高い温度である。

このよぅに、第 状態で安定した状態から第2状態に変更することによって、液冷媒

連絡配管6 内の冷媒の密度が小さくなるため、第2状態における液冷媒連絡配管部

3の冷媒量 は、第 状態における冷媒量に比べて減少することになる。そして、

この液冷媒連絡配管部 3から減少した冷媒は、冷媒回路 ０の他の部分に移動する

ことになる。より具体的には、上述のよぅに、液管温度制御以外の他の機器制御の条

件については変更していないことから、高圧ガス管部 における冷媒量 o 、低圧

ガス管部 における冷媒量 o 2及びガス冷媒連絡配管部G における冷媒量

がほぼ一定に保たれて、液冷媒連絡配管部 3から減少した冷媒は、凝縮器部 、

高温液管部 、低温液管部 2、室内ュニット部 及びバイパス回路部1に移動する

ことになる。すなわち、液冷媒連絡配管部 3から冷媒が減少した分だけ、凝縮器部



における冷媒量 、高温液管部 における冷媒量 o 、低温液管部 2にお

ける冷媒量 o 2、室内ュニット部 における冷媒量 及びバイパス回路部1におけ

る冷媒量 obが増加することになる。

００5 7 以上のよぅな制御は、液冷媒連絡配管部6の容積 を演算するための配管容積

判定運転を行ぅ配管容積判定運転制御手段として機能する制御部 (より具体的に

は、室内側制御部4 7 5 7 と室外側制御部3 7 と制御部3 7 4 7 57間を接続する伝

送線8a) により、ステップS 2 の処理として行われる。

次に、ステップS22 では、第 状態から第2状態への変更により、液冷媒連絡配管

部 3から冷媒が減少して冷媒回路 ０の他の部分に移動する現象を利用して、液冷

媒連絡配管6の容積 を演算する。

まず、液冷媒連絡配管6の容積 を演算するために使用される演算式について、

説明する。上述の配管容積判定運転によって、この液冷媒連絡配管部 3から減少

して冷媒回路 ０の他の部分に移動した冷媒量を冷媒増減量 A とし、第 及び第

2状態間における各部分の冷媒の増減量をA A o 12 A 及び A

obにこでは、冷媒量 o 、冷媒量 o 2及び冷媒量 がほぼ一定に保たれ

るため省略する) とすると、冷媒増減量 A は、例えば、

A 二 c A o 12 A ob)

れづ関数式から演算することができる。そして、このA の値を液冷媒連絡配管6

内における第 及び第2状態間の冷媒の密度変ィロ量 A Pで除算することにより、液

冷媒連絡配管6の容積 を演算することができる。尚、冷媒増減量 A の演算結

果にはほとんど影響しないが、上述の関数式において、冷媒量 o 及び冷媒量

o 2 が含まれていてもよい。

００5 8 二 A

尚、A A o 12 A 及び A obは、上述の冷媒回路 ０の各部分

についての関係式を用いて、第 状態における冷媒量と第2状態における冷媒量とを

演算し、さらに第2状態における冷媒量から第 状態の冷媒量を減算することによっ
て得られ、また、密度変ィロ量 A P は、第 状態における過冷却器2 5の出口におけ

る冷媒の密度と第2状態における過冷却器2 5の出口における冷媒の密度を演算し、



さらに第2状態における冷媒の密度から第 状態における冷媒の密度を減算すること

によって得られる。

以上のよぅな演算式を用いて、第 及び第2状態における冷媒回路 ０を流れる冷

媒又は構成機器の運転状態量から液冷媒連絡配管6の容積 を演算することがで

きる。

００59 尚、本実施形態では、第2状態における第2 目標値 s2が第 状態における第

目標 j s よりも高い温度になるよぅに状態変更を行い、液冷媒連絡配管部 2の

冷媒を他の部分に移動させることで他の部分における冷媒量を増加させて、この増

加量から液冷媒連絡配管6の容積 を演算しているが、第2状態における第2 目標

値 s2が第 状態における第 目標値 よりも低い温度になるよぅに状態変更

を行い、液冷媒連絡配管部 3に他の部分から冷媒を移動させることで他の部分に

おける冷媒量を減少させて、この減少量から液冷媒連絡配管6の容積 を演算し

てもよい。

このよぅに、液冷媒連絡配管6用の配管容積判定運転における冷媒回路 ０内を流

れる冷媒又は構成機器の運転状態量から液冷媒連絡配管6の容積 を演算する

液冷媒連絡配管用の配管容積演算手段として機能する制御部8により、ステップS 2

2の処理が行われる。

００6０ (ステップS23 S 24 ガス冷媒連絡配管用の配管容積判定運転及び容積の演算)

上述のステップS 2 及びステップS22 が完了した後、ステップS23 において、室内

ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御及び蒸発圧力制御

を含むガス冷媒連絡配管7用の配管容積判定運転を行ぅ。ここで、蒸発圧力制御に

おける圧縮機2 の吸入圧力P，の低圧目標値P。，を第 目標値P。，とし、この第 目

標値Pes で冷媒量判定運転が安定した状態を第 状態とする (図8の破線を含む線

で示された冷凍サイクルを参照)。尚、図8は、ガス冷媒連絡配管用の配管容積判定

運転における空気調和装置 の冷凍サイクルを示すモリエル線図である。

次に、蒸発圧力制御における圧縮機2 の吸入圧力P の低圧目標値Pes が第 目

標 j Pes で安定した第 状態から、他の機器制御、すなわち、液管温度制御、凝縮

圧力制御及び過熱度制御の条件については変更することなく(すなわち、液管温度



目標値 sや過熱度 目標値S sを変更することなく) 、低圧目標値Pes を第 目標

値Pes と異なる第2 目標値Pes2 に変更して安定させた第2状態とする (図8の実線

のみで示された冷凍サイクルを参照)。本実施形態において、第2 目標値Pes2 は、

第 目標値Pes よりも低い圧力である。

００6 1 このよぅに、第 状態で安定した状態から第2状態に変更することによって、ガス冷

媒連絡配管7内の冷媒の密度が小さくなるため、第2状態におけるガス冷媒連絡配

管部Gの冷媒量 は、第 状態における冷媒量に比べて減少することになる。そし

て、このガス冷媒連絡配管部Gから減少した冷媒は、冷媒回路 ０の他の部分に移動

することになる。より具体的には、上述のよぅに、蒸発圧力制御以外の他の機器制御

の条件については変更していないことから、高圧ガス管部 における冷媒量 o

高温液管部 における冷媒量 o 、低温液管部 2における冷媒量 o 2及び液

冷媒連絡配管部 3における冷媒量 がほぼ一定に保たれて、ガス冷媒連絡配管

部Gから減少した冷媒は、低圧ガス管部 、凝縮器部 、室内ュニット部 及びバイ

パス回路部1に移動することになる。すなわち、ガス冷媒連絡配管部Gから冷媒が減

少した分だけ、低圧ガス管部 における冷媒量 o 2、凝縮器部 における冷媒量

、室内ュニット部 における冷媒量 及びバイパス回路部1における冷媒量 ob

が増加することになる。

００62 以上のよぅな制御は、ガス冷媒連絡配管7の容積 を演算するための配管容積

判定運転を行ぅ配管容積判定運転制御手段として機能する制御部 (より具体的に

は、室内側制御部4 7 5 7 と室外側制御部3 7と制御部3 7 4 7 57間を接続する伝

送線8a) により、ステップS23 の処理として行われる。

次に、ステップ 4では、第 状態から第2状態への変更により、ガス冷媒連絡配管

部Gから冷媒が減少して冷媒回路 ０の他の部分に移動する現象を利用して、ガス

冷媒連絡配管7の容積 を演算する。

まず、ガス冷媒連絡配管7の容積 を演算するために使用される演算式につい
て、説明する。上述の配管容積判定運転によって、このガス冷媒連絡配管部Gから

減少して冷媒回路 ０の他の部分に移動した冷媒量を冷媒増減量 A とし、第

及び第2状態間における各部分の冷媒の増減量をA e o 2 A 及びA



obにこでは、冷媒量 o 、冷媒量 o 、冷媒量 o 2及び冷媒量 がほぼ

一定に保たれるため省略する とすると、冷媒増減量 は、例えば、

二 c o 2 A ob)

れづ関数式から演算することができる。そして、この の値をガス冷媒連絡配

管7内における第 及び第2状態間の冷媒の密度変ィロ量 A Pで除算することによ

り、ガス冷媒連絡配管7の容積 を演算することができる。尚、冷媒増減量

の演算結果にはほとんど影響しないが、上述の関数式において、冷媒量 o 、冷

媒量 o 及び冷媒量 o 2が含まれていてもよい。

００6 3 二 A A

尚、A o 2 A 及び A obは、上述の冷媒回路 ０の各部分について

の関係式を用いて、第 状態における冷媒量と第2状態における冷媒量とを演算し、

さらに第2状態における冷媒量から第 状態の冷媒量を減算することによって得られ

、また、密度変ィロ量 A Pは、第 状態における圧縮機2 の吸入側における冷媒の

密度 s と室内熱交換器4 2 52の出口における冷媒の密度 e o との平均密度を演

算し、第2状態における平均密度から第 状態における平均密度を減算することによ

って得られる。

以上のよぅな演算式を用いて、第 及び第2状態における冷媒回路 ０を流れる冷

媒又は構成機器の運転状態量からガス冷媒連絡配管7の容積 を演算することが

できる。

尚、本実施形態では、第2状態における第2 目標値Pes2 が第 状態における第 目

標値Pes よりも低い圧力になるよぅに状態変更を行い、ガス冷媒連絡配管部Gの冷

媒を他の部分に移動させることで他の部分における冷媒量を増加させて、この増加

量からガス冷媒連絡配管7の容積 を演算しているが、第2状態における第2 目標

値Pes2 が第 状態における第 目標値Pes よりも高い圧力になるよぅに状態変更を

行い、ガス冷媒連絡配管部Gに他の部分から冷媒を移動させることで他の部分にお

ける冷媒量を減少させて、この減少量からガス冷媒連絡配管7の容積 を演算して

もよい。

００64 このよぅに、ガス冷媒連絡配管7用の配管容積判定運転における冷媒回路 ０内を



流れる冷媒又は構成機器の運転状態量からガス冷媒連絡配管7の容積 を演算

するガス冷媒連絡配管用の配管容積演算手段として機能する制御部8により、ステッ
プ 4の処理が行われる。

(ステップ 25 配管容積判定運転の結果の妥当性の判定)

上述のステップS2 ～ステップ 4が完了した後、ステップS25において、配管容

積判定運転の結果が妥当なものであるかどぅか、すなわち、配管容積演算手段によ

って演算された冷媒連絡配管6、7の容積 が妥当なものであるかどぅかを判

定する。

具体的には、以下の不等式のよぅに、演算により得られたガス冷媒連絡配管7の容

積 に対する液冷媒連絡配管6の容積 の比が所定の数値範囲内にあるかどぅ

かにより判定する。

００65 E く く ，2

ここで、，及び，2は、熱源ュニットと利用ュニットとの実現可能な組み合わせにお

ける配管容積比の最小値及び最大値に基づいて可変される値である。

そして、容積比 が上述の数値範囲を満たす場合には、配管容積判定運

転にかかるステップS2の処理が完了となり、容積比 が上述の数値範囲を

満たさない場合には、再度、ステップS2 ～ステップ 4の配管容積判定運転及び

容積の演算の処理が行われる。

このよぅに、上述の配管容積判定運転の結果が妥当なものであるかどぅか、すなわ

ち、配管容積演算手段によって演算された冷媒連絡配管6、7の容積 が妥

当なものであるかどぅかを判定する妥当性判定手段として機能する制御部8により、ス

テップS25の処理が行われる。

００66 尚、本実施形態においては、液冷媒連絡配管6用の配管容積判定運転 (ステップ

2 S22) を先に行い、その後に、ガス冷媒連絡配管7用の配管容積判定運転 (ステ

、ソプS23 S24)を行っているが、ガス冷媒連絡配管7用の配管容積判定運転を先に

行ってもよい。

また、上述のステップS25において、ステップS2 ～ 4の配管容積判定運転の

結果が妥当でないものと複数回判定されるよぅな場合や、より簡易的に冷媒連絡配



管6、7の容積 の判定を行いたい場合には、図6には図示しないが、例えば

、ステップS25 において、ステップS 2 ～ 4の配管容積判定運転の結果が妥当で

なレ屹のと判定された後に、冷媒連絡配管6、7における圧力損失から冷媒連絡配管

6、7の配管長さを推定し、この推定された配管長さと平均容積比から冷媒連絡配管

6、7の容積 を演算する処理に移行して、冷媒連絡配管6、7の容積 、

を得るよぅにしてもよい。

また、本実施形態においては、冷媒連絡配管6、7の長さや管径等の情報がなく、

冷媒連絡配管6、7の容積 が未知であることを前提として、配管容積判定

運転を行って冷媒連絡配管6、7の容積 を演算する場合について説明した

が、配管容積演算手段が、冷媒連絡配管6、7の長さや管径等の情報を入カすること

で冷媒連絡配管6、7の容積 を演算する機能を有している場合には、この

機能を併用してもよい。

さらに、上述の配管容積判定運転及びその運転結果を用いて冷媒連絡配管6、7

の容積 を演算する機能を使用せず、冷媒連絡配管6、7の長さや管径等の

情報を入カすることで冷媒連絡配管6、7の容積 を演算する機能のみを使

用する場合には、上述の妥当性判定手段 (ステップ 25)を用いて、入力された冷媒

連絡配管6、7の長さや管径等の情報が妥当であるかどぅかについての判定を行泣
ぅにしてもよい。

(ステップS 3 初期冷媒量検知運転)

上述のステップS 2の配管容積判定運転が完了したら、ステップS 3の初期冷媒量

判定運転に移行する。初期冷媒量検知運転では、制御部8によって、図9に示される

ステップS 3 及びステップS32 の処理が行われる。ここで、図9は、初期冷媒量検知

運転のフローチャートである。

(ステップS 3 冷媒量判定運転)

ステップS 3 では、上述の冷媒 自動充填運転のステップ の冷媒量判定運転と

同様に、室内ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御及び蒸

発圧力制御を含む冷媒量判定運転が行われる。ここで、液管温度制御における液

管温度 目標値 s、過熱度制御における過熱度 目標値S s及び蒸発圧力制御に



おける低圧目標値Pes は、原則として、冷媒 自動充填運転のステップS の冷媒量

判定運転における目標値と同じ値が使用される。

００69 このよぅに、室内ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御及

び蒸発圧力制御を含む冷媒量判定運転を行ぅ冷媒量判定運転制御手段として機能

する制御部8により、ステップS 3 の処理が行われる。

(ステップ 32 冷媒量の演算)

次に、上述の冷媒量判定運転を行いつつ冷媒量演算手段として機能する制御部8

によって、ステップS32 における初期冷媒量判定運転における冷媒回路 ０を流れる

冷媒又は構成機器の運転状態量から冷媒回路 ０内の冷媒量を演算する。冷媒回

路 ０内の冷媒量の演算は、上述の冷媒回路 ０の各部分の冷媒量と冷媒回路 ０を

流れる冷媒又は構成機器の運転状態量との関係式を用いて演算されるが、この際、

上述の配管容積判定運転によって、空気調和装置 の構成機器の設置後において

未知であった冷媒連絡配管6、7の容積 が演算されて既知となっているた

め、これらの冷媒連絡配管6、7の容積 に冷媒の密度を乗算することによっ
て、冷媒連絡配管6、7内の冷媒量 を演算し、さらに他の各部分の冷媒量

を加算することにより、冷媒回路 ０全体の初期冷媒量を検知することができる。この

初期冷媒量は、後述の冷媒漏洩検知運転において、冷媒回路 ０からの漏洩の有無

を判定する基準となる冷媒回路 ０全体の基準冷媒量 として使用されるため、運

転状態量の つとして、状態量蓄積手段としての制御部8のメモりに記憶される。

００7０ このよぅに、初期冷媒量検知運転における冷媒回路 ０内を流れる冷媒又は構成機

器の運転状態量から冷媒回路 ０の各部分の冷媒量を演算する冷媒量演算手段とし

て機能する制御部8により、ステップ 32の処理が行われる。

く冷媒漏洩検知運転モードノ

次に、冷媒漏洩検知運転モードについて、図 、図2、図5及び図 ０を用いて説明

する。ここで、図 ０は、冷媒漏洩検知運転モードのフローチャートである。

本実施形態において、定期的 (例えば、休 日や深夜等で空調を行ぅ必要がない時

間帯等) に、不測の原因により冷媒回路 ０から冷媒が外部に漏洩していないかどぅ

かを検知する場合を例にして説明する。



(ステップS4 冷媒量判定運転)

まず、上記の冷房運転や暖房運転のよぅな通常運転モードにおける運転が一定時

間 (例えば、半年～ 年ごと等)経過した場合に、自動又は手動で通常運転モードか

ら冷媒漏洩検知運転モードに切り換えて、初期冷媒量検知運転の冷媒量判定運転

と同様に、室内ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御及び

蒸発圧力制御を含む冷媒量判定運転を行なぅ。ここで、液管温度制御における液管

温度 目標 s、過熱度制御における過熱度 目標 S s及び蒸発圧力制御にお

ける低圧目標値Pes は、原則として、初期冷媒量検知運転の冷媒量判定運転のステ

、ソプS 3 における目標値と同じ値が使用される。

尚、この冷媒量判定運転は、冷媒漏洩検知運転ごとに行われることになるが、例え

ば、凝縮圧力P が異なる場合や冷媒漏洩が生じている場合のよぅな運転条件の違

いによって室外熱交換器23出口における冷媒の温度 coが変動する場合において

も、液管温度制御によって、液冷媒連絡配管6内の冷媒の温度 が同じ液管温度

目標値 sで一定に保たれることになる。

このよぅに、室内ュニット全数運転、凝縮圧力制御、液管温度制御、過熱度制御及

び蒸発圧力制御を含む冷媒量判定運転を行ぅ冷媒量判定運転制御手段として機能

する制御部8により、ステップS4 の処理が行われる。

(ステップ 42 冷媒量の演算)

次に、上述の冷媒量判定運転を行いつつ冷媒量演算手段として機能する制御部8

によって、ステップS42における冷媒漏洩検知運転における冷媒回路 ０を流れる冷

媒又は構成機器の運転状態量から冷媒回路 ０内の冷媒量を演算する。冷媒回路

０内の冷媒量の演算は、上述の冷媒回路 ０の各部分の冷媒量と冷媒回路 ０を流

れる冷媒又は構成機器の運転状態量との関係式を用いて演算されるが、この際、初

期冷媒量判定運転と同様に、上述の配管容積判定運転によって、空気調和装置

の構成機器の設置後において未知であった冷媒連絡配管6、7の容積 V が

演算されて既知となっているため、これらの冷媒連絡配管6、7の容積 V に冷

媒の密度を乗算することによって、冷媒連絡配管6、7内の冷媒量 、 を演算

し、さらに他の各部分の冷媒量を加算することにより、冷媒回路 ０全体の冷媒量



を演算することができる。

００72 ここで、上述のよぅに、液管温度制御によって液冷媒連絡配管6内の冷媒の温度

が同び夜管温度 目標値 sで一定に保たれているため、液冷媒連絡配管部 3に

おける冷媒量 は、冷媒漏洩検知運転の運転条件の違いによらず、室外熱交換

器23出口における冷媒の温度 coが変動する場合においても、一定に保たれること

になる。

このよぅに、冷媒漏洩検知運転における冷媒回路 ０内を流れる冷媒又は構成機器

の運転状態量から冷媒回路 ０の各部分の冷媒量を演算する冷媒量演算手段として

機能する制御部8により、ステップ 42の処理が行われる。

(ステップS43 44 冷媒量の適否の判定、警告表示)

冷媒回路 ０から冷媒が外部に漏洩すると、冷媒回路 ０内の冷媒量が減少する。

そして、冷媒回路 ０内の冷媒量が減少すると、主として、室外熱交換器23の出口に

おける過冷却度 C が小さくなる傾向が現れ、これに伴い、室外熱交換器23におけ

る冷媒量 が減少し、他の部分における冷媒量がほぼ一定に保たれる傾向になる

。このため、上述のステップS42において演算された冷媒回路 ０全体の冷媒量 は

、冷媒回路 ０からの冷媒漏洩が生じている場合には、初期冷媒量検知運転におい
て検知された基準冷媒量 辻りも 心くなり、冷媒回路 ０からの冷媒漏洩が生じて

いない場合には、基準冷媒量 とほぼ同じ値になる。

００73 このことを利用して、ステップ 43では、冷媒の漏洩の有無を判定している。そして

、ステップS43において、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩が生じていないと判定され

る場合には、冷媒漏洩検知運転モードを終了する。

一方、ステップS43において、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩が生じていると判定さ

れる場合には、ステッ S44の処理に移行して、冷媒漏洩を検知したことを知らせる

警告を警告表示部9に表示した後、冷媒漏洩検知運転モードを終了する。

このよぅに、冷媒漏洩検知運転モードにおいて冷媒量判定運転を行いつつ冷媒回

路 ０内の冷媒量の適否を判定して冷媒漏洩の有無を検知する、冷媒量判定手段の

一つである冷媒漏洩検知手段として機能する制御部8により、ステップ 42～44の

処理が行われる。



００74 以上のよぅに、本実施形態の空気調和装置 では、制御部8が、冷媒量判定運転

手段、冷媒量演算手段、冷媒量判定手段、配管容積判定運転手段、配管容積演算

手段、妥当性判定手段及び状態量蓄積手段として機能することにより、冷媒回路 ０

内に充填された冷媒量の適否を判定するための冷媒量判定システムを構成してレめ

(3) 空気調和装置の特徴

本実施形態の空気調和装置 には、以下のよぅな特徴がある。

( )

本実施形態の空気調和装置 では、冷媒回路 ０を複数の部分に分割して、各部

分の冷媒量と運転状態量との関係式を設定しているため、従来のよぅな冷凍サイクル

特性のシミュレーションを行ぅ場合に比べて、演算負荷を抑えることができるとともに、

各部分の冷媒量を演算する上で重要な運転状態量を関係式の変数として選択的に

取り込むことができるため、各部分の冷媒量の演算精度も向上し、その結果、冷媒回

路 ０内の冷媒量の適否を高精度に判定することができる。

００75 例えば、冷媒量演算手段としての制御部8は、関係式を用いて、冷媒回路 ０内に

冷媒を充填する冷媒 自動充填運転における冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機

器の運転状態量から各部分の冷媒量を素早く演算することができる。しかも、冷媒量

判定手段としての制御部8は、演算された各部分の冷媒量を用いて、冷媒回路 ０内

の冷媒量 (具体的には、室外ユニット2における冷媒量 oと室内ユニット4、5におけ

る冷媒量 とを加算した値) が充填 目標値 sに到達したかどぅかを高精度に判定

することができる。

また、制御部8は、関係式を用いて、構成機器を設置した後又は冷媒回路 ０内に

冷媒を充填した後の初期冷媒量を検知する初期冷媒量検知運転における冷媒回路

０を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量から各部分の冷媒量を演算することで

、基準冷媒量 止しての初期冷媒量を素早く演算することができる。しかも、初期冷

媒量を高精度に検知することができる。

００76 さらに、制御部8は、関係式を用いて、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩の有無を判

定する冷媒漏洩検知運転における冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運転



状態量から各部分の冷媒量を素早く演算することができる。しかも、制御部8は、演算

された各部分の冷媒量と、漏洩の有無を判定する基準となる基準冷媒量 とを比較

することで、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩の有無を高精度に判定することができる。

( )

本実施形態の空気調和装置 では、冷媒回路 ０を、設置場所等の条件によって

冷媒量が変ィビする冷媒連絡配管6、 (すなわち、液冷媒連絡配管部 3及びガス冷

媒連絡配管部G と、冷媒連絡配管6、7以外の部分にこでは、熱源ュニットとしての

室外ュニット2及び利用ュニットとしての室内ュニット4、5) とに分割して、各部分の冷

媒量と運転状態量との関係式を設定しているため、冷媒連絡配管6、7以外の部分

の冷媒量を演算する関係式として、冷媒連絡配管6、7の冷媒量変ィビによる演算誤

差が生じにくい関係式を使用することができるよぅになり、その結果、冷媒回路 ０内

の冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる。

００77 (C)

本実施形態の空気調和装置 では、冷媒連絡配管6、7以外の部分を、室外ュニッ
ト2と室内ュニット4、5とに分割して、各部分の冷媒量と運転状態量との関係式を設

定しているため、種々の組み合わせで室外ュニット2と室内ュニット4、5とが接続され

る場合であっても、室外ュニット2ごと又は室内ュニット4、5ごとに準備された関係式

を使用することができるよぅになり、その結果、冷媒回路 ０内の冷媒量の適否の判定

精度をさらに向上させることができる。

( )

本実施形態の空気調和装置では、室外ュニット2を、熱源側熱交換器としての室外

熱交換器23 (すなわち、凝縮器部 ) と室外熱交換器23以外の部分にこでは、高圧

ガス管部 、高温液管部 、低温液管部 2、低圧ガス管部 及びバイパス回路部1

) とに分割して、各部分の冷媒量と運転状態量との関係式を設定するとともに、室外

熱交換器23の冷媒量を演算するための関係式に使用される運転状態量として、冷

媒循環量W 又は冷媒循環量W に等価な運転状態量 (例えば、蒸発温度 eや凝

縮温度 等 を含むよぅにしているため、冷媒循環量W の違いによる演算誤差を生

じにくくすることができるよぅになり、その結果、冷媒回路 ０内の冷媒量の適否の判定



精度をさらに向上させることができる。

００78 ( )

本実施形態の空気調和装置 では、室内ュニット4、5の冷媒量を演算するための

関係式に使用される運転状態量として、送風ファンとしての室内ファン43 53の風量

W 又は風量W に等価な運転状態量 (例えば、ファンタ、ソプ等)を含むよぅにしている

ため、風量W の違いによる演算誤差を生じにくくすることができるよぅになり、その結

果、冷媒回路 ０内の冷媒量の適否の判定精度をさらに向上させることができる。

( )

本実施形態の空気調和装置 では、凝縮器としての室外熱交換器23から膨張機

構としての室内膨張弁4 5 に送られる冷媒の温度を調節することが可能な温度調

節機構としての過冷却器25が設けられており、冷媒量判定運転の際に過冷却器25

から膨張機構としての室内膨張弁4 5 に送られる冷媒の温度 が一定になるよ

ぅに過冷却器25の能力制御を〒ぅことで過冷却器25から室内膨張弁4 5 に至る

冷媒配管内の冷媒の密度 が変ィビしないよぅにしているため、凝縮器としての室

外熱交換器23の出口における冷媒の温度 coが冷媒量判定運転を〒ぅごとに異な

る場合であっても、このよぅな冷媒の温度の相違の影響が室外熱交換器23の出口か

ら過冷却器25に至る冷媒配管のみに収まることとなり、冷媒量判定の際に、室外熱

交換器23の出口における冷媒の温度 coの相違 (すなわち、冷媒の密度の相違) に

よる判定誤差を小さくすることができる。

００79 特に、本実施形態のよぅに、熱源ュニットとしての室外ュニット2と利用ュニットとして

の室内ュニット4、5とが液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7を介して接続され

ている場合には、室外ュニット2と室内ュニット4、5との間を接続する冷媒連絡配管6

、7の長さや管径等が設置場所等の条件により異なるため、冷媒連絡配管6、7の容

積が大きくなる場合には、室外熱交換器23の出口における冷媒の温度 coの相違

が、室外熱交換器23の出口から室内膨張弁4 5 に至る冷媒配管の大部分を構

成する液冷媒連絡配管6内の冷媒の温度の相違となってしまい、判定誤差が大きく

なる傾向にあるが、上述のよぅに、過冷却器25を設けるとともに、冷媒量判定運転の

際に液冷媒連絡配管6内の冷媒の温度 が一定になるよぅに過冷却器25の能カ



制御を行っており、過冷却器25から室内膨張弁4 5 に至る冷媒配管内の冷媒の

密度 が変化しないよぅにしているため、冷媒量判定の際に、室外熱交換器23の

出口 coにおける冷媒の温度の相違 (すなわち、冷媒の密度の相違) による判定誤

差を小さくすることができる。

００8０ 例えば、冷媒回路 ０内に冷媒を充填する冷媒 自動充填運転の際には、冷媒回路

０内の冷媒量が充填 目標値 に到達したかどぅかを高精度に判定することができる

。また、構成機器を設置した後又は冷媒回路 ０内に冷媒を充填した後の初期冷媒

量を検知する初期冷媒量検知運転の際には、初期冷媒量を高精度に検知すること

ができる。また、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩の有無を判定する冷媒漏洩検知運

転の際には、冷媒回路 ０からの冷媒の漏洩の有無を高精度に判定することができる

また、本実施形態の空気調和装置 では、冷媒量判定運転の際に蒸発器としての

室内熱交換器42 52から圧縮機2 に送られる冷媒の圧力 (例えば、吸入圧力P や

蒸発圧力Pe) 又は圧力に等価な運転状態量 (例えば、蒸発温度 e等) が一定になる

よぅに構成機器の制御を行ぅことで室内熱交換器42 52から圧縮機2 に送られる冷

媒の密度 が変ィヒしないよぅにしているため、冷媒量判定の際に、室内熱交換器

42 52の出口における冷媒の圧力又は圧力に等価な運転状態量の相違 (すなわち

、冷媒の密度の相違) による判定誤差を小さくすることができる。

００8 1 (G)

本実施形態の空気調和装置 では、冷媒連絡配管6、7内を流れる冷媒の密度が

異なる2つの状態を作り出す配管容積判定運転を行い、これら2つの状態間の冷媒

の増減量を冷媒連絡配管6、7以外の部分の冷媒量から演算し、冷媒の増減量を、

第 及び第2状態間における冷媒連絡配管6、7内の冷媒の密度変ィロ量で除算する

ことにより、冷媒連絡配管6、7の容積を演算するよぅにしているため、例えば、構成機

器を設置した後において冷媒連絡配管6、7の容積が未知の場合であっても、冷媒

連絡配管6、7の容積を検知することができる。これにより、冷媒連絡配管6、7の情報

を入カする手間を減らしつつ、冷媒連絡配管6、7の容積を得ることができるよぅにな

る。



そして、この空気調和装置 では、配管容積演算手段によって演算される冷媒連絡

配管6、7の容積と、冷媒回路 ０を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量とを用い
て、冷媒回路 ０内の冷媒量の適否を判定することができるため、構成機器を設置し

た後において冷媒連絡配管6、7の容積が未知の場合であっても、冷媒回路 ０内の

冷媒量の適否を高精度に判定することができる。

例えば、構成機器を設置した後において冷媒連絡配管6、7の容積が未知の場合

であっても、配管容積演算手段によって演算された冷媒連絡配管6、7の容積を用い

て初期冷媒量判定運転における冷媒回路 ０内の冷媒量を演算することができる。ま

た、構成機器を設置した後において冷媒連絡配管6、7の容積が未知の場合であっ
ても、配管容積演算手段によって演算された冷媒連絡配管6、7の容積を用いて冷

媒漏洩検知運転における冷媒回路 ０内の冷媒量を演算することができる。これによ

り、冷媒連絡配管の情報を入カする手間を減らしつつ、冷媒回路 ０からの冷媒の漏

洩を検知するために必要な初期冷媒量を検知したり、冷媒回路 ０からの冷媒の漏

洩の有無を高精度に判定することができる。

( )

本実施形態の空気調和装置 では、液冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7の

情報 (例えば、配管容積判定運転の運転結果や作業者等が入カする冷媒連絡配管

6、7の長さや管径等の情報)から液冷媒連絡配管6の容積 及びガス冷媒連絡配

管7の容積 を演算し、演算によって得られた液冷媒連絡配管6の容積 及び

ガス冷媒連絡配管7の容積 の演算結果から、演算に使用された液冷媒連絡配

管6及びガス冷媒連絡配管7の情報が妥当であるかどぅかを判定しているため、妥当

であると判断される場合には、正確な液冷媒連絡配管6の容積 及びガス冷媒連

絡配管7の容積 を得ることができ、妥当でないと判断される場合には、適切な液

冷媒連絡配管6及びガス冷媒連絡配管7の情報を入力し直したり、配管容積判定運

転を再度行ぅ等の対応を行ぅことができる。しかも、その判定方法が、演算により得ら

れた液冷媒連絡配管6の容積 及びガス冷媒連絡配管7の容積 を個々にチェ
、ソクするのではなく、液冷媒連絡配管6の容積 とガス冷媒連絡配管7の容積

とが所定の関係を満たすかどぅかによって判定するものであるため、液冷媒連絡配管



6の容積 とガス冷媒連絡配管7の容積 Pとの相対関係も考慮した適切な判定

することができる。

００83 (4)他の実施形態

以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、

これらの実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可

能である。

例えば、上述の実施形態では、冷暖切り換え可能な空気調和装置に本発明を適

用した例を説明したが、これに限定されず、冷房専用の空気調和装置等の他の空気

調和装置に本発明を適用してもよい。また、上述の実施形態では、 台の室外ュニッ
トを備えた空気調和装置に本発明を適用した例を説明したが、これに限定されず、

複数台の室外ュニットを備えた空気調和装置に本発明を適用してもよい。

産業上の利用可能，性

００84 本発明を利用すれば、演算負荷を抑えつつ、冷媒回路内の冷媒量の適否を高精

度に判定できるよぅになる。



請求の範囲

圧縮機 (2 ) と熱源側熱交換器 (23) と利用側熱交換器 (42 52) とが接続されるこ

とによって構成される冷媒回路 ( ０) と、

前記冷媒回路を複数の部分に分割した場合における各部分の冷媒量と前記冷媒

回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量との関係式を用いて、前記冷媒回路

を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量から前記各部分の冷媒量を演算する冷媒

量演算手段と、

前記冷媒量演算手段によって演算される前記各部分の冷媒量を用いて、前記冷

媒回路内の冷媒量の適否を判定する冷媒量判定手段と、

を備えた空気調和装置 ( )
o

2 前記冷媒回路 ( ０) は、前記圧縮機 (2 ) と前記熱源側熱交換器 (23) とを含む熱

源ュニット(2) と、前記利用側熱交換器 (42 52)を含む利用ュニット(4 5) と、前記

熱源ュニットと前記利用ュニットとを接続する冷媒連絡配管 (6 7) とから構成されて

おり、

前記関係式は、前記冷媒回路を、前記冷媒連絡配管と前記冷媒連絡配管以外の

部分とに分割して設定されている、

請求項 に記載の空気調和装置 ( )
o

3 前記関係式は、前記冷媒連絡配管以外の部分を、前記熱源ュニット(2) と前記利

用ュニット(4 5) とに分割して設定されている、請求項2に記載の空気調和装置 (D

4 前記関係式は、前記熱源ュニット(2) を、前記熱源側熱交換器 (23) と前記熱源側

熱交換器以外の部分とに分割して設定されており、

前記熱源側熱交換器の冷媒量について設定された関係式には、前記冷媒回路 (

０)を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量として、冷媒循環量又は前記冷媒循環

量に等価な運転状態量が含まれている、

請求項3に記載の空気調和装置 ( )
o

5 前記利用ュニット(4 5) は、前記利用側熱交換器 (42 52) に空気を供給する送

風ファン (43 53)をさらに有しており、



前記利用ュニットの冷媒量について設定された関係式には、前記冷媒回路 ( ０)を

流れる冷媒又は構成機器の運転状態量として、前記送風ファンの風量又は前記風

量に等価な運転状態量が含まれている、

請求項3又は4に記載の空気調和装置 ( )
o

6 前記冷媒量演算手段は、前記関係式を用いて、前記冷媒回路 ( ０) 内に冷媒を充

填する冷媒 自動充填運転における前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運

転状態量から前記各部分の冷媒量を演算し、

前記冷媒量判定手段は、前記冷媒量演算手段によって演算される前記各部分の

冷媒量を用いて、前記冷媒回路内の冷媒量が充填 目標値に到達したかどぅかを判

定する、

請求項 ～5のいずれかに記載の空気調和装置 ( )
o

7 前記冷媒量演算手段は、前記関係式を用いて、構成機器を設置した後又は前記

冷媒回路 ( ０) 内に冷媒を充填した後の初期冷媒量を検知する初期冷媒量検知運

転における前記冷媒回路を流れる冷媒又は構成機器の運転状態量から前記各部分

の冷媒量を演算することで、前記初期冷媒量を検知する、

請求項 ～6のいずれかに記載の空気調和装置 ( )
o

8 前記冷媒量演算手段は、前記関係式を用いて、前記冷媒回路 ( ０)からの冷媒の

漏洩の有無を判定する冷媒漏洩検知運転における前記冷媒回路を流れる冷媒又は

構成機器の運転状態量から前記各部分の冷媒量を演算し、

前記冷媒量判定手段は、前記冷媒量演算手段によって演算される前記各部分の

冷媒量と、漏洩の有無を判定する基準となる基準冷媒量とを比較することで、前記冷

媒回路からの冷媒の漏洩の有無を判定する、

請求項 ～7のいずれかに記載の空気調和装置 ( )
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