
JP 2014-119161 A 2014.6.30

10

(57)【要約】
【課題】冷媒を流れやすくして最適な冷媒量で循環でき
る冷凍サイクル及び空気調和機を提供する。
【解決手段】冷媒回路を流れる冷媒の流量を調整する流
量調整部を絞り装置と並列接続し、流量調整部は、冷媒
を溜めるレシーバと、冷媒回路における絞り装置の高圧
側とレシーバとを接続する高圧側の連結管と、冷媒回路
における絞り装置の低圧側とレシーバとを接続する低圧
側の連結管と、夫々の連結管に介在され冷媒の流量を調
整する高圧側及び低圧側の流量調整装置とを備え、レシ
ーバを低圧側の流量調整装置よりも高い位置に設置し、
レシーバ内に溜まった冷媒の位置エネルギーにより、レ
シーバ内の冷媒を低圧側の流量調整装置に流れやすくす
る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機、凝縮器、絞り装置および蒸発器が配管により順次接続されて冷媒が流れる冷媒回
路が構成され、前記冷媒回路を流れる冷媒の流量を調整する流量調整部が前記絞り装置と
並列に設けられ、前記流量調整部は、前記絞り装置前後の高圧側から低圧側に流れる冷媒
の圧力を利用して冷媒を溜めるレシーバと、前記冷媒回路における絞り装置の高圧側と前
記レシーバとを接続する高圧側の連結管と、前記冷媒回路における絞り装置の低圧側と前
記レシーバとを接続する低圧側の連結管と、夫々の連結管に介在され冷媒の流量を調整す
る高圧側及び低圧側の流量調整装置とを備えた冷凍サイクルにおいて、
前記レシーバ内の冷媒を低圧側の流量調整装置に流れやすくするために、前記レシーバが
低圧側の流量調整装置の高さ以上の高い位置に設置されたことを特徴とする冷凍サイクル
。
【請求項２】
　低圧側の流量調整装置において、前記レシーバから低圧側の流量調整装置に至る連結管
の最下位置を、低圧側の流量調整装置から前記冷媒回路における前記絞り装置の低圧側分
岐部に至る連結管の最下位置よりも高くしたことを特徴とする請求項１に記載の冷凍サイ
クル。
【請求項３】
前記レシーバから低圧側の流量調整装置に至る低圧側の連結管において、レシーバ内の冷
媒を流れやすくするために、低圧側の連結管の始端部が垂直方向に対して傾斜して設置さ
れたことを特徴とする請求項１または２に記載の冷凍サイクル。
【請求項４】
前記レシーバが垂直方向から傾斜させて設置された請求項３に記載の冷凍サイクル。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の冷凍サイクルを備えた空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒回路を循環する冷媒の量を調整する流量調整部を備えた冷凍サイクル、
並びにこれを備えた空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機等の冷凍サイクルにおいては、冷房運転と暖房運転とで冷媒回路を流れる最
適な冷媒量が異なってくる。冷媒を最適な冷媒量で循環させるために、絞り装置に並設し
て、冷媒を溜めるレシーバとその両側に流量調整装置とを設け、レシーバに冷媒を溜めた
り、レシーバから冷媒回路に冷媒を戻したりすることができる。
【０００３】
　従来、この種の流量調整部を備えた冷凍サイクルは、多室形の空気調和システムに適用
されている。特許文献１に示すように、多室形の空気調和システムは、圧縮機と、四方弁
と、室外熱交換器と、主膨張弁と、四方弁と主膨張弁間に並列に、それぞれ分流用膨張弁
を介して、室内熱交換器を有する複数の室内機を接続して冷凍サイクルを形成している。
【０００４】
　そして、室外熱交換器と主膨張弁の間に第１膨張弁を介して、また、主膨張弁と分流用
膨張弁の間に第２膨張弁を介してレシーバを接続すると共に、圧縮機の吐出側に、吐出冷
媒の温度を検出する吐出温度センサを設け、複数の室内機の運転台数及び吐出温度に応じ
て第１膨張弁及び第２膨張弁の弁開度を制御するようにしている。
【０００５】
　上記構成により、冷媒回路内の冷媒循環量を適正に保ち、冷媒不足による吐出温度の上
昇や能力不足を防止できるようにしている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2002-156166号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の冷凍サイクルでは、レシーバと膨張弁の位置関係により、
冷媒量の可変のしやすさが異なるにも拘わらず、この点について、一切開示されていない
。
【０００８】
　特に、室内機が２台以上の多室形の空気調和システムにおいては、例えば、２台中の１
台が運転されている状態と、２台が共に運転されている状態とでは、冷媒回路を流れる冷
媒量が大きく異なってくる。
【０００９】
　特許文献１では、レシーバの位置関係による冷媒量の流れやすさの差は微小なため、特
に注意する必要はないが、室内機が１台の冷凍サイクルにおいては、室内機が２台の冷凍
サイクルに比べて冷媒量の可変量が少ないため、冷媒溜まりの発生等により、流路内の流
れやすさが異なることによる微小な差でも、性能に大きく影響してしまう。
【００１０】
　本発明は、上記に鑑み、室内機が１台の冷凍サイクルにおいても、冷媒を流れやすくし
て最適な冷媒量で循環できるようにした冷凍サイクルおよびこれを備えた空気調和機の提
供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明は、圧縮機、凝縮器、絞り装置および蒸発器が配管に
より順次接続されて冷媒が流れる冷媒回路が構成され、前記冷媒回路を流れる冷媒の流量
を調整する流量調整部が前記絞り装置と並列に設けられ、前記流量調整部は、前記絞り装
置前後の高圧側から低圧側に流れる冷媒の圧力を利用して冷媒を溜めるレシーバと、前記
冷媒回路における絞り装置の高圧側と前記レシーバとを接続する高圧側の連結管と、前記
冷媒回路における絞り装置の低圧側と前記レシーバとを接続する低圧側の連結管と、夫々
の連結管に介在され冷媒の流量を調整する高圧側及び低圧側の流量調整装置とを備えた冷
凍サイクルにおいて、前記レシーバ内の冷媒を低圧側の流量調整装置に流れやすくするた
めに、前記レシーバが低圧側の流量調整装置の高さ以上の高い位置に設置されたことを特
徴とする。
【００１２】
　上記構成において、レシーバが低圧側の流量調整装置の高さ以上の高い位置に設置され
ているので、レシーバ内に溜まっている冷媒のもつ位置エネルギーにより、レシーバ内の
冷媒が低圧側の流量調整装置に流れやすくなる。
【００１３】
　ここで、「レシーバが低圧側の流量調整装置の高さ以上の高い位置」とは、レシーバ側
の基準位置と低圧側の流量調整装置の基準位置との高さ寸法差が零以上であることを意味
する。レシーバ内に溜まっている冷媒のもつ位置エネルギーによりレシーバ側から冷媒を
流れやすくするには、本来的には、レシーバから低圧側の流量調整装置に至る高低差が零
以上である必要がある。つまり、「レシーバが低圧側の流量調整装置の高さ以上の高い位
置」をより正確に定義すれば、「レシーバ」とは、レシーバに接続された連結管の接続口
を意味し、「低圧側の流量調整装置」とは、レシーバから低圧側の流量調整装置に連結さ
れる連結管の接続口を意味する。
【００１４】
　しかし、高さの基準位置として、連結管の接続口がレシーバの底面や流量調整装置の底
面とほぼ同じ位置にある場合等、レシーバ側の基準位置をレシーバの底面に採ることがで
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き、また、流量調整装置側の基準位置を流量調整装置の底面に採ることができる。これら
の基準位置の組合せにより、種々の高さ基準を採用することができる。図３および図４の
ｈ１～ｈ８は種々の高さ基準を例示する。
【００１５】
　上記レシーバと低圧側の流量調整装置の位置関係の構成に加えて、レシーバから低圧側
の流量調整装置に至る連結管の最下位置が低圧側の流量調整装置の高さ基準位置よりも低
い場合でも、当該連結管の最下位置を低圧側の流量調整装置の高さ基準位置にできるだけ
近付ける構成を採用することが望ましい。
【００１６】
　上記構成において、レシーバから低圧側の流量調整装置に至る連結管にはレシーバに溜
まっている液冷媒が流れるので、その連結管の全体が低圧側の流量調整装置よりも高い位
置に配置されている場合、レシーバ内の冷媒は低圧側の流量調整装置に流れやすくなる。
【００１７】
　したがって、上記連結管の全体が流量調整装置よりも高い位置に配置される場合は問題
ないが、低圧側の流量調整装置の構造上、例えば、その連結管の接続口が下向きに突出し
ている場合や、配管レイアウトの都合上、連結管を低圧側の流量調整装置の高さ基準位置
よりも低い位置に設置せざるを得ない場合がある。
【００１８】
　このような場合、当該連結管の最下位置が低圧側の流量調整装置の高さ基準位置よりも
低くなり、その差が大きくなると、連結管内に冷媒の液溜まりが発生しやすくなる。そこ
で、冷媒の液溜まりが発生しやすい連結管では、その最下位置を低圧側の流量調整装置の
高さ基準位置にできる限り近付ける構成が望ましい。
【００１９】
　ここで、流量調整装置の高さ基準位置としては、本来的に接続口からの高さを基準とす
ることができるが、流量調整装置の底面を基準にしてもよい。図３および図４に低圧側の
流量調整装置における高さ基準をＪ１～Ｊ４として示す。
【００２０】
　そして、低圧側の流量調整装置において、前記レシーバから低圧側の流量調整装置に至
る連結管の最下位置を、低圧側の流量調整装置から前記冷媒回路における前記絞り装置の
低圧側分岐部に至る連結管の最下位置よりも高くすれば、レシーバから低圧側の流量調整
装置に至る連結管においては液冷媒が溜まりにくくなり、また、低圧のガスと液冷媒の混
合冷媒となって流れる分岐部側の連結管では冷媒が流れやすくなる。
【００２１】
　なお、低圧側の流量調整装置において、低圧側分岐部に至る連結管の高さの基準位置は
、低圧側の流量調整装置の接続口からの高さとなるが、低圧側の流量調整装置の底面を基
準としてもよい。図３および図４に示すＬ１～Ｌ４は、低圧側分岐部に至る連結管の高さ
の基準位置を表わす。
【００２２】
　さらに、レシーバから低圧側の流量調整装置に至る低圧側の連結管において、レシーバ
内の冷媒を流れやすくするために、低圧側の連結管の始端部が垂直方向に対して傾斜して
設置された構成を採用してもよい。
【００２３】
　上記構成においては、レシーバの底面に接続される低圧側の連結管の始端部を、縦置き
の流量調整装置の下方に突出する配管に接続する配管構造では、レシーバの底面出口から
垂直方向に伸びる連結管が途中で極端にＵターンして流量調整装置に接続されることにな
る。そのため、流路抵抗が大きくなりすぎて冷媒が流れにくくなる。
【００２４】
　そこで、レシーバの少なくとも低圧側の連結管の始端部を垂直方向から傾斜させて緩や
かな流路を形成することにより、冷媒を流れやすくする。もちろん、レシーバの低圧側の
連結管の始端部のみならず、レシーバに接続される高圧側の連結管も垂直方向から傾斜さ
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せた構成であってもよい。
【００２５】
　上記配管の傾斜構成に加えて、さらに前記レシーバ自体を垂直方向から傾斜させて設置
する構成を付加してもよい。この構成によると、レシーバも傾斜しているので、レシーバ
内部の冷媒も連結管の接続口から流出しやすくなる。
【００２６】
　上記構成の冷凍サイクルは、冷媒の流れ方向を順方向と逆方向の２方向がある可逆サイ
クルの場合、すなわち、冷媒回路の圧縮機の吐出側流路に室内熱交換器側または室外熱交
換器側に切り替える四方弁を備えている場合、レシーバの両側に配置された第１の流量調
整装置と第２の流量調整装置の両方の配管構造に適用することができる。
【００２７】
　また、冷凍サイクルが非可逆サイクルの場合、すなわち、例えば、四方弁がなく、冷房
運転のみ可能な冷媒回路を有する場合、レシーバよりも低圧側の流量調整装置に本発明を
適用すればよい。
【００２８】
　この種の冷凍サイクルは冷蔵庫に搭載された冷凍サイクルに適用してもよいが、空気調
和機に適用すれば最適な冷媒量で効率よく運転することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のとおり、本発明は流量調整部を備えた冷凍サイクルにおいて、冷媒を溜めるレシ
ーバを低圧側の流量調整装置よりも高い位置に設置しているので、レシーバ内の冷媒が低
圧側の流量調整装置に流れやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態である冷房運転時の冷媒の流れを示す冷凍サイクル図である。
【図２】同じく暖房運転時の冷媒の流れを示す冷凍サイクル図である。
【図３】冷房運転時等における順方向の冷媒の流れを示す流量調整部の模式図である。
【図４】暖房運転時等における逆方向の冷媒の流れを示す流量調整部の模式図である。
【図５】レシーバに1本の連結管が接続された流量調整部の模式図である。
【図６】レシーバに1本の連結管が傾斜した状態で接続された流量調整部の模式図である
。
【図７】傾斜したレシーバに２本の連結管が接続された流量調整部の模式図である。
【図８】傾斜したレシーバに1本の連結管が接続された流量調整部の模式図である。
【図９】非可逆サイクルにおけるレシーバの上部に入口側の連結管が接続され、下部に出
口側の連結管が接続された流量調整部の模式図である。
【図１０】レシーバに曲率半径の大きな曲がり部を有する連結管が接続された流量調整部
の模式図である。
【図１１】（ａ）は２本の連結管が接続されたレシーバの構造図、（b）は１本の連結管
が接続されたレシーバの構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を空気調和機の冷凍サイクルに適用した実施形態を図面に基づいて説明す
る。
【００３２】
　図１は冷房運転時の冷媒の流れを示す冷凍サイクル図、図２は暖房運転時の冷媒の流れ
を示す冷凍サイクル図である。図に示すように、本実施形態の空気調和機は、１つの室内
機１と１つの室外機２とを冷媒配管３により接続したもので、室外機２側には、圧縮機４
、冷媒の流路を切り替える四方弁５、室外熱交換器６及び絞り装置７を備え、室内機１に
は、室内熱交換器８を備えている。
【００３３】
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　この冷凍サイクルにおいて、冷房運転時には、図１に示すように、圧縮機４から吐出さ
れた冷媒は、四方弁５から室外熱交換器６、絞り装置７、室内熱交換器８を通って圧縮機
４に戻る順方向の流れとなる。また、暖房運転時には、図２に示すように、圧縮機４から
吐出された冷媒は、四方弁５から室内熱交換器８、絞り装置７、室外熱交換器６を通って
圧縮機４に戻る逆方向の流れとなる。
【００３４】
　したがって、冷凍サイクルにおいて、冷房運転時には室外熱交換器６が凝縮器として機
能し、室内熱交換器８が蒸発器として機能する。暖房運転時には、室内熱交換器８が凝縮
器として機能し、室外熱交換器６が蒸発器として機能する。
【００３５】
　このように、冷房運転時及び暖房運転時の冷凍サイクルは、可逆サイクルの冷媒回路で
あり、冷媒の流れ方向は、圧縮機４、四方弁５、凝縮器、絞り装置７、蒸発器の順を追っ
て流れ、冷媒回路１０が構成される。
【００３６】
　なお、本例では、図１及び図２に示すように、室外熱交換器６と並列に冷媒回路１０の
冷媒の一部を圧縮機側に戻す開閉弁１１付きのバイパス路１２が接続されているが、これ
ら開閉弁付きバイパス路がない冷媒回路であってもよい。
【００３７】
　そして、冷媒回路１０を流れる冷媒の流量を調整する流量調整部１３が絞り装置７と並
列に接続されている。この流量調整部１３は、絞り装置７の前後の高圧側から低圧側に流
れる冷媒の圧力を利用して冷媒を溜めるレシーバ１４と、冷媒回路１０における絞り装置
７の高圧側分岐部とレシーバ１４とを接続する高圧側の連結管２１，２３と、前記冷媒回
路１０における絞り装置７の低圧側の分岐部とレシーバ１４とを接続する低圧側の連結管
２２，２４と、夫々の連結管２１～２４に介在され冷媒の流量を調整する高圧側及び低圧
側の流量調整装置１５，１６とを備えている。
【００３８】
　連結管２１は、レシーバ１４と第１の流量調整装置１５とを接続する。連結管２２は、
レシーバ１４と第２の流量調整装置１６とを接続する。連結管２３は、第１の流量調整装
置１５と冷媒回路１０の絞り装置７の室外熱交換器側の分岐部とを接続する。連結管２４
は、第２の流量調整装置１６と冷媒回路１０の絞り装置７の室内熱交換器側の分岐部とを
接続する。
【００３９】
　流量調整部１３は、圧縮機４の吐出温度等に応じて両方の流量調整装置１５，１６の開
度を制御してレシーバ１４に冷媒を溜めたり、あるいは冷媒回路１０に冷媒を戻したりし
て、冷媒回路１０の冷媒循環量を適正に保つようにしている。
【００４０】
　レシーバ１４は、冷媒を収容可能な筒状の容器であって、その底面には、第１の流量調
整装置１５からの連結管２１と、第２の流量調整装置１６からの連結管２２とが接続され
ている。
【００４１】
　図３に示すように、冷房運転サイクル等、右から左へ向かう冷媒の流れがあるとき、第
１の流量調整装置１５は高圧側の流量調整装置として機能し、第２の流量調整装置１６は
低圧側の流量調整装置として機能する。図４に示すように、暖房運転サイクル等、左から
右へ向かう冷媒の流れがあるとき、第２の流量調整装置１６は高圧側の流量調整装置とし
て機能し、第１の流量調整装置１５は低圧側の流量調整装置として機能する。
【００４２】
　これらの流量調整装置１５，１６は、膨張弁や絞り装置と同様に、冷媒が通る開口の面
積を可変して、レシーバ１４に入る冷媒量を調整する機能を有している。
【００４３】
　絞り装置７は、冷媒回路１０の凝縮、蒸発圧力を調整している。このため、その流路の
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前後に圧力差が生じる。この圧力差を利用して、流量調整部１３のレシーバ１４に冷媒回
路１０内の冷媒の一部を凝縮させて溜め、また、レシーバ１４内の冷媒を冷媒回路に戻す
ようにしている。
【００４４】
　図３は冷房・除霜運転サイクルのように、冷媒が順方向に流れる場合の流量調整部１３
の模式図、図４は暖房運転サイクルのように、冷媒が逆方向に流れる場合の流量調整部１
３の模式図である。
【００４５】
　図３及び図４に示すように、流量調整部１３では、レシーバ１４が低圧側の流量調整装
置よりも高い位置に設置され、レシーバ１４内に溜められた冷媒のもつ位置エネルギーに
より、レシーバ１４内の冷媒が低圧側の流量調整装置に流れやすくしている。
【００４６】
　図３に示すように冷媒が順方向に流れる場合、流量調整部１３においては、第２の流量
調整装置１６が低圧側の流量調整装置となる。図４に示すように冷媒が逆方向に流れる場
合、流量調整部１３においては、第１の流量調整装置１５が低圧側の流量調整装置となる
。したがって、本例のような可逆サイクルの流量調整部１３においては、レシーバ１４が
両方の流量調整装置１５，１６以上の高い位置に設置されている。
【００４７】
　図３及び図４において、レシーバ１４が低圧側の流量調整装置以上の高い位置とは、レ
シーバ１４側の基準位置と流量調整装置１５，１６の基準位置との高さ寸法差が零以上で
ある。レシーバ１４側の基準位置としては、レシーバ１４の連結管の接続口あるいはレシ
ーバの底面を採用することができる。流量調整装置の基準位置としては、流量調整装置の
接続口１９あるいは流量調整装置の底面を基準とすることができる。
【００４８】
図３及び図４に種々の高さ基準を例示する。本例では、後述する高さ基準ｈ１とh５とを
採用している。
【００４９】
　図３に示すように、冷媒が順方向に流れる場合、第２の流量調整装置１６が低圧側の流
量調整装置になる。その高さ基準を例示すると、
ｈ１：流量調整装置１６の上向きの接続口１７からレシーバ側の上向きの接続口１８まで
の高さ、
ｈ２：流量調整装置１６の上向きの接続口１７からレシーバ１４の底面１４ａまでの高さ
、
ｈ３：流量調整装置１６の底面１６ａからレシーバ１４の上向きの接続口１８までの高さ
、
ｈ４：流量調整装置１６の底面１６ａからレシーバ１４の底面１４ａまでの高さ。
【００５０】
図４に示すように、冷媒が逆方向に流れる場合、第１の流量調整装置１５が低圧側の流量
調整装置になる。その高さ基準を例示すると、
ｈ５：流量調整装置１５の横向きの連結管接続口１９からレシーバ側の上向きの連結管接
続口２０までの高さ、
ｈ６：流量調整装置１５の横向きの連結管接続口１９からレシーバ１４の底面１４ａまで
の高さ、
ｈ７：流量調整装置１５の底面１５ａからレシーバ１４の上向きの接続口２０までの高さ
、
ｈ８：流量調整装置１５の底面１５ａからレシーバ１４の底面１４ａまでの高さ。
【００５１】
上記レシーバ１４と低圧側の流量調整装置１５または１６の位置関係の構成に加えて、レ
シーバ１４と流量調整装置１５，１６とを連結する連結管２１，２２の最下位置から各流
量調整装置１５，１６の基準位置までの高さをできるだけ小さくし、かつその最下位置を
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低圧側の流量調整装置１５、１６における冷媒回路１０の分岐部側の連結管２３、２４の
最下位置よりも高くしている。
【００５２】
レシーバ１４に接続される連結管２１、２２の全体が流量調整装置１５，１６の接続口１
７，１９よりも高い場合は液冷媒が流れやすくなるが、図３及び図４に示すように、流量
調整装置１５，１６の構造上、例えば、その連結管が下向きに突出している場合や、配管
レイアウトの都合上、連結管２１、２２を流量調整装置１５，１６の接続口よりも低い位
置に設置せざるを得ない場合がある。
【００５３】
　このような場合、連結管２１，２２の最下位置が低圧側の流量調整装置１５，１６の接
続口よりも低くなり、その差が大きくなると、連結管２１，２２内に冷媒の液溜まりが発
生しやすくなる。そのため、冷媒の液溜まりが発生しやすい連結管２１，２２では、その
最下位置を流量調整装置１５，１６の基準位置にできる限り近付ける。
【００５４】
　流量調整装置１５，１６における連結管２１，２２の高さの基準位置は、本来的に接続
口からの高さを基準とすることができるが、各流量調整装置の底面を基準にしてもよい。
【００５５】
　図３に示すように、冷媒の流れ方向が右から左へ向かう順方向の場合、第２の流量調整
装置１６が低圧側の流量調整装置となるので、この流量調整装置１６における高さ基準を
Ｊ１，Ｊ２として示す。Ｊ１は上向きの接続口１７から連結管２２の最下位置までの高さ
、Ｊ２は流量調整装置１６の底面１６ａから上流側配管２２の最下位置までの高さである
。
【００５６】
　図４に示すように、冷媒の流れ方向が左から右へ向かう逆方向の場合、第１の流量調整
装置１５が低圧側の流量調整装置となるので、この流量調整装置１５における高さ基準を
Ｊ３，Ｊ４として示す。Ｊ３は流量調整装置１５の底面１５ａから連結管２２の最下位置
までの高さ、Ｊ４は横向きの接続口１９から連結管２１の最下位置までの高さである。
【００５７】
　そして、連結管２１、２２の最下位置を低圧側の流量調整装置１５，１６における分岐
部側の連結管２３，２４の最下位置よりも高くすれば、液冷媒が連結管２１，２２に溜ま
りにくく、また、低圧のガスと液冷媒の混合冷媒となる分岐部側の連結管２３，２４に冷
媒が流れやすくなる。
【００５８】
　なお、低圧側の流量調整装置１５，１６の連結管の高さの基準位置は、低圧側の流量調
整装置１５，１６の接続口２５，２６からの高さとなるが、流量調整装置１５，１６の底
面１５ａ、１６ａを基準としてもよい。
【００５９】
　図３に示すように、冷媒の流れ方向が右から左へ向かう場合、第２の流量調整装置１６
が低圧側の流量調整装置となるので、この流量調整装置１６の連結管の高さ基準位置をＬ
１，Ｌ２として示す。Ｌ１は接続口２６から連結管２４の最下位置までの高さ、Ｌ２は流
量調整装置１６の底面１６ａから連結管２４の最下位置までの高さである。
【００６０】
　図４に示すように、冷媒の流れ方向が左から右へ向かう逆方向の場合、第１の流量調整
装置１５が低圧側の流量調整装置となるので、この流量調整装置１５の連結管の高さ基準
位置をＬ３，Ｌ４として示す。Ｌ３は流量調整装置の底面１５ａから連結管２３の最下位
置までの高さ、Ｌ４は上向きの接続口２５から連結管２３の最下位置までの高さである。
【００６１】
　図１に示す冷房運転サイクルの冷媒回路１０では、圧縮機４から吐出された高温高圧の
冷媒は凝縮器として機能する室外熱交換器６で熱交換された後、絞り装置７を通って減圧
され、ガス冷媒となって蒸発器として機能する室内熱交換器８に入り、ここで熱交換され
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て圧縮機４に戻る。
【００６２】
　図２に示す暖房運転サイクルの冷媒回路１０では、圧縮機４から吐出された高温高圧の
冷媒は凝縮器として機能する室内熱交換器８で熱交換された後、絞り装置７を通って減圧
され、ガス冷媒となって蒸発器として機能する室外熱交換器６に入り、ここで熱交換され
て圧縮機４に戻る。
【００６３】
　冷房運転サイクル及び暖房運転サイクルにおいて、流量調整部１３では、高圧の液冷媒
が高圧側の流量調整装置１５，１６から入り、減圧（減圧される程度は流量調整装置の開
度により異なる）されて液冷媒の状態でレシーバ１４に溜められる。一方、レシーバ１４
内の液冷媒は接続口から低圧側の流量調整装置１５，１６に入り、減圧されてガスと液と
の混合冷媒となり、冷媒回路１０に戻される。
【００６４】
　このとき、レシーバ１４が低圧側の流量調整装置１５，１６よりも高い位置に設置され
ているので、レシーバ内に溜まっている冷媒のもつ位置エネルギーにより、レシーバ１４
内の冷媒が低圧側の流量調整装置１５，１６に流れやすくなる。
【００６５】
　また、レシーバ１４から低圧側の流量調整装置１５，１６に至る連結管２１、２２の最
下位置を流量調整装置１５，１６の接続口１７，１９の高さ位置にできる限り近付けてい
るので、レシーバ１４から出た液冷媒が溜まりにくくなる。
【００６６】
　しかも、レシーバ１４の連結管２１，２２における最下位置を低圧側の流量調整装置１
５，１６の分岐部側の連結管２３，２４の最下位置よりも高くしているので、液冷媒が連
結管２１，２２に溜まりにくく、しかも低圧側の流量調整装置１５，１６で減圧されて低
圧のガスと液冷媒の混合冷媒となって流れる分岐部側の連結管２３，２４に流れやすくな
る。
【００６７】
　図５から図９に変形例を示す。図３及び図４に示す例では、レシーバ１４には２本の連
結管が接続されているが、本例では、レシーバ１４への出入りを1本の連結管２８により
行っており、その分岐連結管２８ａ，２８ｂが夫々流量調整装置１５，１６に接続されて
いる。レシーバ１４と流量調整装置１５、１６の高さ位置関係は図３，４に示す例と同様
である。
【００６８】
　図６はレシーバ１４に１本の配管が傾斜した状態で接続された流量調整部の模式図であ
る。図６では、レシーバ１４から流量調整装置１５，１６に至る流路は、連結管２８が真
っ直ぐの場合、縦置きの流量調整装置１５，１６の下側から入る配管構造では、流路が極
端にＵターンする構造となるため、流路抵抗が大きくなりすぎて冷媒が流れにくくなる。
そこで、連結管２８を垂直方向に対して斜めにして冷媒を流れやすくする。傾斜度合いは
適宜選択することができる。
【００６９】
　図７は傾斜したレシーバ１４に２本の連結管２１、２２が垂直方向に対して傾斜した状
態で接続された流量調整部の模式図である。この例では、２本の連結管２１、２２をレシ
ーバ１４に接続すると共に、レシーバ１４も同じ方向に傾けて、冷媒を流れやすくしてい
る。
【００７０】
　図８は傾斜したレシーバ１４に1本の連結管２８が接続された流量調整部の模式図であ
る。この例では、１本の連結管２８をレシーバ１４に接続すると共に、レシーバ１４も同
じ方向に傾けて、冷媒を流れやすくしている。
【００７１】
　図９は非可逆サイクルにおけるレシーバ１４の上部に高圧側の流量調整装置１５からの
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連結管２９が接続され、レシーバ１４の下部に低圧側の流量調整装置１６に至る連結管３
１が接続された流量調整部の模式図である。冷房専用でレシーバ１４の上部に連結管２９
を接続し、レシーバ１４の下部に連結管３１を接続した例である。
【００７２】
　冷媒の流れが一方向の冷凍サイクルの場合、例えば、冷房専用エアコンの場合、レシー
バ１４として、入口側が上側に、出口側が下側に接続されたレシーバを使用することがで
きる。
【００７３】
　ここで、冷媒回路１０には圧縮機４の冷却用オイルが冷媒と共に循環される。オイルは
冷媒よりも比重が大きいので、冷媒とオイルとがレシーバ１４に入った場合、オイルは冷
媒よりも比重が大きいため、レシーバ１４の下方に溜まることになる。
【００７４】
そのため、レシーバ１４内にオイル溜まりが発生するのを防ぐ必要がある。本例では、レ
シーバ１４の入口側を上側に、出口側を下側に接続する構造を採用しているので、オイル
がレシーバ１４に溜まるのを防止することができる。
【００７５】
　ここで、配管の接続構造は、上記実施形態に限らず、他の構造を採用することもできる
。例えば、図３において、２本の配管のうち、１本のみを傾斜させる態様や、２本の連結
管を互いに逆方向に傾斜させてハ字形にした構成であってもよい。
【００７６】
　また、図１０に示すように、連結管２１，２２の曲がり部がある場合、曲がり部での曲
率半径Ｒを大きくした曲管を用い、冷媒を流れやすくした構成を採用してもよい。
【００７７】
　さらに、図１１（ａ）（b）に示すように、レシーバ１４の底面とレシーバ１４に連結
される連結管２１，２２あるいは連結管２８の接続口とがほぼ同じ位置にある構造であっ
てもよい。
【００７８】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７９】
１　　室内機
２　　室外機
３　　冷媒配管
４　　圧縮機
５　　四方弁
６　　室外熱交換器
７　　絞り装置
８　　室内熱交換器
１０　　冷媒回路
１１　　開閉弁
１３　　流量調整部
１４　　レシーバ
１５　　第１の流量調整装置
１６　　第２の流量調整装置
２１，２２，２３，２４　連結管



(11) JP 2014-119161 A 2014.6.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2014-119161 A 2014.6.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 2014-119161 A 2014.6.30

【図９】 【図１０】

【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

