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(57)【要約】
【課題】暖房能力を従来のガスインジェクションサイク
ルよりも向上させ、外気が－１０℃以下となるような寒
冷地においても十分な暖房能力を発揮できるヒートポン
プ装置を得る。
【解決手段】熱交換器（６）から熱交換器（１２）に向
かって流れる冷媒の熱を、熱交換器（１２）から圧縮機
（３）に向かって流れる冷媒に与える熱交換器（９）と
、熱交換器（６）から熱交換器（１２）に向かって流れ
る冷媒の一部を、熱交換器（１２）を経て圧縮機（３）
に吸入されて中間圧に圧縮された冷媒に合流させるバイ
パス経路（１３）と、バイパス経路（１３）に設けられ
、パイパス経路（１３）を流れる冷媒の圧力を下げる膨
張弁（１４）と、バイパス経路（１３）に設けられ、熱
交換器（６）から熱交換器（１２）に向かって流れる冷
媒の熱を、バイパス経路（１３）を流れる冷媒に与える
熱交換器（１０）と、を有する。
【選択図】図１



(2) JP 2010-159967 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気の熱を冷媒に吸熱させる蒸発器（１２）と、前記蒸発器（１２）から冷媒を吸入す
る圧縮機（３）と、前記圧縮機（３）から吐出された冷媒の熱を負荷側媒体に与える負荷
側熱交換器（６）と、前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に流れる冷媒の
圧力を下げる第１の膨張弁（１１）と、が冷媒を循環させるように接続された主冷媒回路
を有し、前記負荷側熱交換器（６）から放熱された熱を利用するヒートポンプ装置におい
て、
　前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の熱を、前記
蒸発器（１２）から前記圧縮機（３）に向かって流れる冷媒に与える第１の内部熱交換器
（９）と、
　前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の一部を、前
記蒸発器（１２）を経て前記圧縮機（３）に吸入されて中間圧に圧縮された冷媒に合流さ
せるバイパス経路（１３）と、
　前記バイパス経路（１３）に設けられ、前記パイパス経路（１３）を流れる冷媒の圧力
を下げる第３の膨張弁（１４）と、
　前記主冷媒回路及び前記バイパス経路（１３）に設けられ、前記負荷側熱交換器（６）
から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の熱を、前記バイパス経路（１３）を流れ
る冷媒に与える第２の内部熱交換器（１０）と、
　前記第１の膨張弁（１１）及び前記第３の膨張弁（１４）の開度を制御する制御装置（
１５）と、を有する
　ことを特徴とするヒートポンプ装置。
【請求項２】
　前記圧縮機（３）から吐出された冷媒の吐出温度を検知する圧縮機吐出側の温度センサ
（１６ａ）を備え、
　前記制御装置（１５）は、
　前記圧縮機吐出側の温度センサ（１６ａ）によって検知される冷媒の吐出温度が、目標
値よりも高い場合には冷媒のエンタルピを下げるように前記第３の膨張弁（１４）の開度
を大きく制御し、目標値よりも低い場合には冷媒のエンタルピを上げるように前記第３の
膨張弁（１４）の開度を小さく制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載のヒートポンプ装置。
【請求項３】
　前記バイパス経路（１３）を流れる冷媒は、
　前記第３の膨張弁（１４）によって気液二相状態になる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のヒートポンプ装置。
【請求項４】
　前記バイパス経路（１３）は、
　前記負荷側熱交換器（６）と前記第１の膨張弁（１１）との間から分岐している
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項５】
　前記バイパス経路（１３）は、
　前記第１の内部熱交換器（９）と前記第２の内部熱交換器（１０）との間から分岐して
いる
　ことを特徴とする請求項４に記載のヒートポンプ装置。
【請求項６】
　前記負荷側熱交換器（６）と前記第１の内部熱交換器（９）との間に第２の膨張弁（８
）を備えた
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項７】
　前記冷媒は、ＣＯ2 冷媒である
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ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項８】
　前記冷媒は、ＨＣ系冷媒である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項９】
　前記負荷側熱交換器（６）で前記圧縮機（３）から吐出された冷媒と熱交換する負荷側
媒体が空気である
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項１０】
　前記負荷側熱交換器（６）で前記圧縮機（３）から吐出された冷媒と熱交換する負荷側
媒体が水である
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のヒートポンプ装置。
【請求項１１】
　空気の熱を冷媒に吸熱させる蒸発器（１２）と、前記蒸発器（１２）から冷媒を吸入す
るとともに外部に設けられる負荷側熱交換器（６）に対して冷媒を吐出する圧縮機（３）
と、前記外部に設けられる負荷側熱交換器（６）で負荷側媒体に熱を与えた後に前記蒸発
器（１２）に向かって流れる冷媒の圧力を下げる第１の膨張弁（１１）と、が冷媒を循環
させるように接続された主冷媒回路を有し、前記負荷側熱交換器（６）から放熱された熱
を利用するヒートポンプ装置の室外機において、
　前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の熱を、前記
蒸発器（１２）から前記圧縮機（３）に向かって流れる冷媒に与える第１の内部熱交換器
（９）と、
　前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の一部を、前
記蒸発器（１２）を経て前記圧縮機（３）に吸入されて中間圧に圧縮された冷媒に合流さ
せるバイパス経路（１３）と、
　前記バイパス経路（１３）に設けられ、前記パイパス経路（１３）を流れる冷媒の圧力
を下げる第３の膨張弁（１４）と、
　前記主冷媒回路及び前記バイパス経路（１３）に設けられ、前記負荷側熱交換器（６）
から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の熱を、前記バイパス経路（１３）を流れ
る冷媒に与える第２の内部熱交換器（１０）と、
　前記第１膨張弁（１１）及び前記第３膨張弁（１４）の開度を制御する制御装置（１５
）と、を有する
　ことを特徴とするヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１２】
　前記圧縮機（３）から吐出された冷媒の吐出温度を検知する圧縮機吐出側の温度センサ
（１６ａ）を備え、
　前記制御装置（１５）は、
　前記圧縮機吐出側の温度センサ（１６ａ）によって検知される冷媒の吐出温度が、目標
値よりも高い場合には冷媒のエンタルピを下げるように前記第３の膨張弁（１４）の開度
を大きく制御し、目標値よりも低い場合には冷媒のエンタルピを上げるように前記第３の
膨張弁（１４）の開度を小さく制御する
　ことを特徴とする請求項１１に記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１３】
　前記バイパス経路（１３）を流れる冷媒は、
　前記第３の膨張弁（１４）によって気液二相状態になる
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１４】
　前記バイパス経路（１３）は、
　前記負荷側熱交換器（６）と前記第１の膨張弁（１１）との間から分岐している
　ことを特徴とする請求項１１～１３のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。



(4) JP 2010-159967 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

【請求項１５】
　前記バイパス経路（１３）は、
　前記第１の内部熱交換器（９）と前記第２の内部熱交換器（１０）との間から分岐して
いる
　ことを特徴とする請求項１４に記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１６】
　前記負荷側熱交換器（６）と前記第１の内部熱交換器（９）との間に第２の膨張弁（８
）を備えた
　ことを特徴とする請求項１１～１５のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１７】
　前記冷媒は、ＣＯ2 冷媒である
　ことを特徴とする請求項１１～１６のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１８】
　前記冷媒は、ＨＣ系冷媒である
　ことを特徴とする請求項１１～１６のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項１９】
　前記負荷側熱交換器（６）で前記圧縮機（３）から吐出された冷媒と熱交換する負荷側
媒体が空気である
　ことを特徴とする請求項１１～１８のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。
【請求項２０】
　前記負荷側熱交換器（６）で前記圧縮機（３）から吐出された冷媒と熱交換する負荷側
媒体が水である
　ことを特徴とする請求項１１～１８のいずれかに記載のヒートポンプ装置の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機に関するものであり、特
にガスインジェクションを行い低外気温度時の暖房能力を向上させるヒートポンプ装置及
びヒートポンプ装置の室外機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の冷凍空調装置として、凝縮器と蒸発器との間の中間圧部分に気液分離器を設け、
気液分離器で分離されたガス冷媒を圧縮機の中間圧部分にインジェクションし、暖房能力
の向上をもたらすようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
　また、気液分離器の代わりに、高圧液冷媒の一部をバイパスし、減圧した後で高圧液冷
媒と熱交換し蒸発ガス化させた後で、圧縮機にインジェクションし暖房能力の向上をもた
らすようにしたものがある（例えば、特許文献２参照）。
　また、凝縮器と蒸発器との間の中間圧部分に液レシーバを設け、液レシーバ内の冷媒と
圧縮機吸入の冷媒を熱交換させる構成としたものがある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３０４７１４号公報
【特許文献２】特開２０００－２７４８５９号公報
【特許文献３】特開２００１－１７４０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の冷凍空調装置には以下のような問題があった。
　まず、特許文献１記載の従来例のように、気液分離器を設けたインジェクションを行う
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場合、気液分離器内の液量がインジェクション量によって変化し、それに伴い冷凍サイク
ル内の液冷媒量分布が変動し、運転が不安定になるという問題があった。
　インジェクションされるガス冷媒流量と気液分離器に流入する二相冷媒のうちのガス冷
媒流量とが釣り合っている場合は、蒸発器側に流出するのは液冷媒のみとなり、気液分離
器内の液冷媒量は安定するが、インジェクションされる冷媒流量が減少し、その冷媒流量
が気液分離器に流入するガス冷媒流量より少なくなると、蒸発器側にガス冷媒も流出する
運転となり、気液分離器底部からガスが流出するために、気液分離器内の液はほとんど流
出した運転となる。
　逆に、インジェクションされる冷媒流量が増加すると、ガス冷媒が足りないため、ガス
冷媒に混じって液冷媒もインジェクションされる状態となり、気液分離器頂部から液が流
出するために、気液分離器内の液はほとんど満液となる。
【０００５】
　インジェクション流量は冷凍サイクルの高低圧や気液分離器の圧力、および圧縮機の運
転容量などによって変動しやすいため、インジェクション流量が気液分離器に流入するガ
ス冷媒流量と釣り合うことはほとんどなく、実際は気液分離器内の液冷媒量はほとんど０
か満液の状態となり、運転状況に応じて、気液分離器内の冷媒量変動が生じやすい。その
結果、冷凍サイクル内の冷媒量分布が変動し、運転の不安定が生じやすくなる。
　このような気液分離器内の冷媒量変動に伴う運転不安定は、特許文献２記載の従来例の
ように、高圧液冷媒の一部をバイパスしてインジェクションする形式をとると、液貯留部
が存在しないために解決される。しかし、この形式をとっても以下のような問題が残る。
【０００６】
　一般にガスインジェクションを行う冷凍サイクルでは、インジェクション流量を増加さ
せ、圧縮機から吐出され室内熱交換器に流入する冷媒流量が増加するほど暖房能力を増加
させることができる。
　しかし、インジェクション流量を増加させると、ガス冷媒に混じって液冷媒もインジェ
クションされるようになり、圧縮機吐出温度が低下し、室内熱交換器入口の冷媒温度も低
下することにより室内熱交換器の熱交換能力が低下する。従って、冷媒流量と熱交換能力
との釣り合いで暖房能力最大となるインジェクション流量が存在する。
　通常の空気熱源式ヒートポンプ冷凍空調装置では、外気が－１０℃以下となるような寒
冷地では暖房能力が低下し、十分な暖房運転が行えない状況にあり、より多くの暖房能力
を発揮できる装置が求められているが、前述したようなガスインジェクションサイクルで
は、暖房能力の限界があり、十分な暖房運転が行えないという問題があった。
【０００７】
　また、特許文献３記載の従来例においても、その回路構成には暖房能力を増加させる作
用は無く、同様に寒冷地での暖房能力が低下し十分な暖房運転が行えないという問題があ
った。
　この発明は以上の課題に鑑み、ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機の暖房
能力を従来のガスインジェクションサイクルよりも向上させ、外気が－１０℃以下となる
ような寒冷地においても十分な暖房能力を発揮できるヒートポンプ装置及びヒートポンプ
装置の室外機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るヒートポンプ装置は、空気の熱を冷媒に吸熱させる蒸発器（１２）と、前
記蒸発器（１２）から冷媒を吸入する圧縮機（３）と、前記圧縮機（３）から吐出された
冷媒の熱を負荷側媒体に与える負荷側熱交換器（６）と、前記負荷側熱交換器（６）から
前記蒸発器（１２）に流れる冷媒の圧力を下げる第１の膨張弁（１１）と、が冷媒を循環
させるように接続された主冷媒回路を有し、前記負荷側熱交換器（６）から放熱された熱
を利用するヒートポンプ装置において、前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２
）に向かって流れる冷媒の熱を、前記蒸発器（１２）から前記圧縮機（３）に向かって流
れる冷媒に与える第１の内部熱交換器（９）と、前記負荷側熱交換器（６）から前記蒸発
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器（１２）に向かって流れる冷媒の一部を、前記蒸発器（１２）を経て前記圧縮機（３）
に吸入されて中間圧に圧縮された冷媒に合流させるバイパス経路（１３）と、前記バイパ
ス経路（１３）に設けられ、前記パイパス経路（１３）を流れる冷媒の圧力を下げる第３
の膨張弁（１４）と、前記主冷媒回路及び前記バイパス経路（１３）に設けられ、前記負
荷側熱交換器（６）から前記蒸発器（１２）に向かって流れる冷媒の熱を、前記バイパス
経路（１３）を流れる冷媒に与える第２の内部熱交換器（１０）と、前記第１の膨張弁（
１１）及び前記第３の膨張弁（１４）の開度を制御する制御装置（１５）と、を有するも
のである。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本発明によれば、熱交換器（６）で十分な熱交換性能を発揮させる
ことにより、低外気条件などで暖房能力が低下しやすい条件でも十分な暖房能力を確保す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る実施の形態１の冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【図２】同冷凍空調装置の暖房運転時の運転状況を表したＰＨ線図である。
【図３】同冷凍空調装置の冷房運転時の運転状況を表したＰＨ線図である。
【図４】同冷凍空調装置の暖房運転時の制御動作を示すフロー図である。
【図５】同冷凍空調装置の冷房運転時の制御動作を示すフロー図である。
【図６】同冷凍空調装置のガスインジェクション実施時の運転状況を表したＰＨ線図であ
る。
【図７】同冷凍空調装置のガスインジェクション実施時の凝縮器の温度変化を表した図で
ある。
【図８】同冷凍空調装置のガスインジェクション流量変化時の運転特性を表した図である
。
【図９】同冷凍空調装置の第１内部熱交換器の有無による運転特性の違いを表した図であ
る。
【図１０】同冷凍空調装置のガスインジェクション流量変化時の運転特性を表した別の図
である。
【図１１】本発明に係る実施の形態２の冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は本発明に係る実施の形態１の冷凍空調装置（ヒートポンプ装置）の冷媒回路図で
ある。
　図１において、室外機１内には圧縮機３、暖房と冷房の運転切換を行う四方弁４、室外
熱交換器１２（蒸発器（１２））、減圧装置である第１膨張弁１１、第２内部熱交換器１
０、第１内部熱交換器９、減圧装置である第２膨張弁８、インジェクション回路１３（バ
イパス経路（１３））、インジェクション用減圧装置である第３膨張弁１４が搭載されて
いる。
　圧縮機３はインバータにより回転数が制御され容量制御されるタイプであり、圧縮機３
内の圧縮室内にインジェクション回路１３から供給される冷媒をインジェクションするこ
とが可能な構造となっている。
【００１２】
　また第１膨張弁１１、第２膨張弁８、第３膨張弁１４は開度が可変に制御される電子膨
張弁である。また室外熱交換器１２はファンなどで送風される外気と熱交換する。
　室内機２内には室内熱交換器６（負荷側熱交換器（６））が搭載されている。ガス管５
、液管７は室外機１と室内機２を接続する接続配管である。この冷凍空調装置の冷媒とし
てはＨＦＣ系の混合冷媒であるＲ４１０Ａが用いられる。
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【００１３】
　室外機１内には計測制御装置１５及び各温度センサ１６が設置されている。温度センサ
１６ａが圧縮機３の吐出側、温度センサ１６ｂが室外熱交換器１２と四方弁４の間、温度
センサ１６ｃが室外熱交換器１２の中間部の冷媒流路上、温度センサ１６ｄが室外熱交換
器１２と第１膨張弁１１の間、温度センサ１６ｅが第１内部熱交換器９と第２膨張弁８と
の間、温度センサ１６ｆが圧縮機３の吸入側に設けられ、それぞれ設置場所の冷媒温度を
計測する。また温度センサ１６ｇは室外機１の周囲の外気温度を計測する。
【００１４】
　室内機２内には温度センサ１６ｈ、１６ｉ、１６ｊが設置されており、温度センサ１６
ｈは室内熱交換器６の中間部の冷媒流路上、温度センサ１６ｉは室内熱交換器６と液管７
の間に設けられており、それぞれ設置場所での冷媒温度を計測する。温度センサ１６ｊは
室内熱交換器６に吸気される空気温度を計測する。なお、負荷となる熱媒体が水など他の
媒体である場合には温度センサ１６ｊはその媒体の流入温度を計測する。
【００１５】
　温度センサ１６ｃ、１６ｈはそれぞれ熱交換器中間で気液二相状態となっている冷媒温
度を検知することにより、高低圧の冷媒飽和温度を検知することができる。
　また室外機１内の計測制御装置１５は温度センサ１６の計測情報や、冷凍空調装置使用
者から指示される運転内容に基づいて、圧縮機３の運転方法、四方弁４の流路切換、室外
熱交換器１２のファン送風量、各膨張弁の開度などを制御する。
【００１６】
　次に、この冷凍空調装置での運転動作について説明する。
　まず暖房運転時の動作について図１および図２に示す暖房運転時のＰＨ線図をもとに説
明する。
　暖房運転時には、四方弁４の流路は図１の実線方向に設定される。そして圧縮機３から
吐出された高温高圧のガス冷媒（図２点１）は四方弁４を経て室外機１を流出しガス管５
を経て室内機２に流入する。そして、室内熱交換器６に流入し、凝縮器となる室内熱交換
器６で放熱しながら凝縮液化し高圧低温の液冷媒となる（図２点２）。冷媒から放熱され
た熱を負荷側の空気や水などの負荷側媒体に与えることで暖房を行う。
【００１７】
　室内熱交換器６を出た高圧低温の冷媒は液管７を経由して、室外機１に流入した後で、
第２膨張弁８で若干減圧された後（図２点３）で、第１内部熱交換器９で圧縮機３に吸入
される低温の冷媒に熱を与え冷却される（図２点４）。
　そして、インジェクション回路１３に一部冷媒をバイパスした後で、第２内部熱交換器
１０で、インジェクション回路１３にバイパスされ第３膨張弁１４で減圧され低温となっ
た冷媒と熱交換し、さらに冷却される（図２点５）。その後、冷媒は第１膨張弁１１で低
圧まで減圧され二相冷媒となり（図２点６）、その後蒸発器となる室外熱交換器１２に流
入し、そこで吸熱し、蒸発ガス化される（図２点７）。その後、四方弁４を経て第１内部
熱交換器９で高圧の冷媒と熱交換し、さらに加熱され（図２点８）、圧縮機３に吸入され
る。
【００１８】
　一方、インジェクション回路１３にバイパスされた冷媒は、第３膨張弁１４で、中間圧
まで減圧され、低温の二相冷媒となり（図２点９）、その後は第２内部熱交換器１０で高
圧冷媒と熱交換し加熱され（図２点１０）、圧縮機３にインジェクションされる。
　圧縮機３内部では、吸入された冷媒（図２点８）が中間圧まで圧縮、加熱された（図２
点１１）後で、インジェクションされる冷媒と合流し、温度低下した後で（図２点１２）
、高圧まで圧縮され吐出される（図２点１）。
【００１９】
　次に冷房運転時の動作について図１および図３に示す冷房運転時のＰＨ線図をもとに説
明する。
　冷房運転時には、四方弁４の流路は図１の点線方向に設定される。そして、圧縮機３か



(8) JP 2010-159967 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

ら吐出された高温高圧のガス冷媒（図３点１）は四方弁４を経て凝縮器となる室外熱交換
器１２に流入し、ここで放熱しながら凝縮液化し、高圧低温の冷媒となる（図３点２）。
　室外熱交換器１２を出た冷媒は第１膨張弁１１で若干減圧された後で（図３点３）、第
２内部熱交換器１０で、インジェクション回路１３を流れる低温の冷媒と熱交換し冷却さ
れ（図３点４）、ここで一部冷媒をインジェクション回路１３にバイパスした後、引き続
き第１内部熱交換器９で、圧縮機３に吸入される冷媒と熱交換し冷却される（図３点５）
。
【００２０】
　その後、第２膨張弁８で低圧まで減圧され二相冷媒となった後で（図３点６）、室外機
１を流出し、液管７を経て室内機２に流入する。そして、蒸発器となる室内熱交換器６に
流入し、そこで吸熱し、蒸発ガス化（図３点７）しながら室内機２側の空気や水などの負
荷側媒体に冷熱を供給する。
　室内熱交換器６を出た低圧ガス冷媒は室内機２を出て、ガス管５を経て室外機１に流入
し、四方弁４を経た後で、第１内部熱交換器９で高圧冷媒と熱交換し加熱された後で（図
３点８）、圧縮機３に吸入される。
【００２１】
　一方、インジェクション回路１３にバイパスされた冷媒は、第３膨張弁１４で、中間圧
まで減圧され、低温の二相冷媒となり（図３点９）、その後に第２内部熱交換器１０で高
圧冷媒と熱交換し加熱され（図３点１０）、圧縮機３にインジェクションされる。圧縮機
３内部では、吸入された冷媒（図３点８）が中間圧まで圧縮、加熱された（図３点１１）
後で、インジェクションされる冷媒と合流し、温度低下した後で（図３点１２）、再度高
圧まで圧縮され吐出される（図３点１）。
　冷房運転時のＰＨ線図は暖房運転時とほぼ同一になり、どちらの運転モードでも同様の
運転を実現できる。
【００２２】
　次に、この冷凍空調装置での運転制御動作について説明する。
　まず、暖房運転時の制御動作について図４のフローチャートに基づいて説明する。
　暖房運転時には、まず圧縮機３の容量、第１膨張弁１１の開度、第２膨張弁８の開度、
第３膨張弁１４の開度が初期値に設定される（ステップＳ１）。
　そして、それから所定時間経過すると（ステップＳ２）、それ以降運転状態に応じた各
アクチュエータは以下のように制御される。
　また、圧縮機３の容量は、基本的に室内機２の温度センサ１６ｊで計測される空気温度
が、冷凍空調装置使用者が設定する温度になるように制御される。
【００２３】
　即ち、室内機２の空気温度と設定値とを比較する（ステップＳ３）。そして、空気温度
が設定温度と等しいか或いは近接している場合には、圧縮機３の容量はそのまま維持され
て次のステップに進む。
　また、空気温度が設定温度より大きく低下している場合は、圧縮機３の容量は増加され
、空気温度が設定温度に近接している場合には、圧縮機３の容量はそのまま維持され、空
気温度が設定温度より高くなる場合には圧縮機３の容量は低下されるというように圧縮機
３の容量を変更する（ステップＳ４）。
【００２４】
　各膨張弁の制御は以下のように行われる。
　まず、第２膨張弁８は、温度センサ１６ｈで検知される高圧冷媒の飽和温度と温度セン
サ１６ｉで検知される室内熱交換器６の出口温度との差温で得られる室内熱交換器６出口
の冷媒過冷却度ＳＣが予め設定された目標値、例えば１０℃になるように制御される。
　即ち、室内熱交換器６出口の冷媒過冷却度ＳＣと目標値とを比較する（ステップＳ５）
。そして、室内熱交換器６出口の冷媒過冷却度ＳＣが目標値と等しいか或いは近接してい
る場合には、第２膨張弁８の開度はそのまま維持されて次のステップに進む。
　また、室内熱交換器６出口の冷媒過冷却度ＳＣが目標値より大きい場合には、第２膨張
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弁８の開度は大きく、冷媒過冷却度ＳＣが目標値より小さい場合には、第２膨張弁８の開
度は小さく制御されるというように第２膨張弁８の開度を変更する（ステップＳ６）。
【００２５】
　次に、第１膨張弁１１は、温度センサ１６ｆで検知される圧縮機３吸入温度と温度セン
サ１６ｃで検知される低圧冷媒の飽和温度との差温で検知される圧縮機３吸入の冷媒過熱
度ＳＨが予め設定された目標値、例えば１０℃になるように制御される。
　即ち、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨと目標値とを比較する（ステップＳ７）。そして
、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨが目標値と等しいか或いは近接している場合には、第１
膨張弁１１の開度はそのまま維持されて次のステップに進む。
　また、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨが目標値より大きい場合には、第１膨張弁１１の
開度は大きく、冷媒過熱度ＳＨが目標値より小さい場合には、第１膨張弁１１の開度は小
さくされるというように第１膨張弁１１の開度を変更する（ステップＳ８）。
【００２６】
　更に、第３膨張弁１４は、温度センサ１６ａで検知される圧縮機３の吐出温度が予め設
定された目標値、例えば９０℃になるように制御される。
　即ち、圧縮機３の吐出温度と目標値とを比較する（ステップＳ９）。そして、圧縮機３
の吐出温度が目標値と等しいか或いは近接している場合には、第３膨張弁１４の開度はそ
のまま維持されてステップＳ２に戻る。
　第３膨張弁１４の開度を変化させた時の冷媒状態変化は以下のようになる。
　第３膨張弁１４の開度が大きくなると、インジェクション回路１３に流れる冷媒流量が
増加する。第２内部熱交換器１０での熱交換量はインジェクション回路１３の流量によっ
て、大きく変化しないので、インジェクション回路１３に流れる冷媒流量が増加すると、
第２内部熱交換器１０でのインジェクション回路１３側の冷媒エンタルピ差（図２の点９
→１０の差）は小さくなり、インジェクションされる冷媒エンタルピ（図２点１０）は低
下する。
【００２７】
　従って、インジェクションされた冷媒が合流後の冷媒エンタルピ（図２点１２）のエン
タルピも低下し、その結果、圧縮機３の吐出エンタルピ（図２点１）も低下し、圧縮機３
の吐出温度は低下する。
　逆に、第３膨張弁１４の開度が小さくなると、圧縮機３の吐出エンタルピは上昇し、圧
縮機３の吐出温度は上昇する。従って、第３膨張弁１４の開度制御は、圧縮機３の吐出温
度が目標値より高い場合には、第３膨張弁１４の開度を大きく制御し、逆に吐出温度が目
標値より低い場合には第３膨張弁１４の開度を小さく制御するというように第３膨張弁１
４の開度を変更し（ステップＳ１０）、その後はステップＳ２に戻る。
【００２８】
　次に冷房運転時の制御動作について図５のフローチャートに基づいて説明する。
　冷房運転時には、まず圧縮機３の容量、第１膨張弁１１の開度、第２膨張弁８の開度、
第３膨張弁１４の開度が初期値に設定される（ステップＳ１１）。
　それから所定時間経過すると（ステップＳ１２）、それ以降運転状態に応じた各アクチ
ュエータは以下のように制御される。
【００２９】
　まず、圧縮機３の容量は、基本的に室内機２の温度センサ１６ｊで計測される空気温度
が、冷凍空調装置使用者が設定する温度になるように制御される。
　即ち、室内機２の空気温度と設定温度とを比較する（ステップＳ１３）。そして、空気
温度が設定温度と等しいか或いは近接している場合には、圧縮機３の容量はそのまま維持
されて次のステップに進む。
　また、空気温度が設定温度より大きく上昇している場合は、圧縮機３の容量は増加され
、空気温度が設定温度より低くなる場合には圧縮機３の容量は低下されるというように圧
縮機３の容量を変更する（ステップＳ１４）。
【００３０】
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　各膨張弁の制御は以下のように行われる。
　まず、第１膨張弁１１は、温度センサ１６ｃで検知される高圧冷媒の飽和温度と温度セ
ンサ１６ｄで検知される室外熱交換器１２の出口温度との差温で得られる室外熱交換器１
２出口の冷媒過冷却度ＳＣが予め設定された目標値、例えば１０℃になるように制御され
る。
　即ち、室外熱交換器１２出口の冷媒過冷却度ＳＣと目標値とを比較する（ステップＳ１
５）。そして、室外熱交換器１２出口の冷媒過冷却度ＳＣが目標値と等しいか或いは近接
している場合には、第１膨張弁１１の開度はそのまま維持されて次のステップに進む。
　また、室外熱交換器１２出口の冷媒過冷却度ＳＣが目標値より大きい場合には、第１膨
張弁１１の開度は大きく、冷媒過冷却度ＳＣが目標値より小さい場合には、第１膨張弁１
１の開度は小さく制御されるというように第１膨張弁１１の開度を変更する（ステップＳ
１６）。
【００３１】
　次に、第２膨張弁８は、温度センサ１６ｆで検知される圧縮機３吸入温度と温度センサ
１６ｈで検知される低圧冷媒の飽和温度との差温で検知される圧縮機３吸入の冷媒過熱度
ＳＨが予め設定された目標値、例えば１０℃になるように制御される。
　即ち、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨと目標値とを比較する（ステップＳ１７）。そし
て、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨと目標値と等しいか或いは近接している場合には、第
２膨張弁８の開度はそのまま維持されて次のステップに進む。
　また、圧縮機３吸入の冷媒過熱度ＳＨが目標値より大きい場合には、第２膨張弁８の開
度は大きく、冷媒過熱度ＳＨが目標値より小さい場合には、第３膨張弁８の開度は小さく
制御されるというように第２膨張弁８の開度を変更する（ステップＳ１８）。
【００３２】
　次に、第３膨張弁１４は、温度センサ１６ａで検知される圧縮機３の吐出温度が予め設
定された目標値、例えば９０℃になるように制御される。
　即ち、圧縮機３の吐出温度と目標値とを比較する（ステップＳ１９）。そして、圧縮機
３の吐出温度が目標値と等しいか或いは近接している場合には、第３膨張弁８の開度はそ
のまま維持されてステップＳ１２に戻る。
　また、第３膨張弁１４の開度を変化させた時の冷媒状態変化は暖房運転時と同様である
ので、圧縮機３の吐出温度が目標値より高い場合には、第３膨張弁１４の開度を大きく制
御し、逆に吐出温度が目標値より低い場合には第３膨張弁１４の開度を小さく制御すると
いうように第３膨張弁１４の開度を変更し（ステップＳ２０）、ステップＳ１２に戻る。
【００３３】
　次に、本実施の形態の回路構成、および制御によって実現される作用効果について説明
する。本装置の構成では、冷暖いずれの運転でも同様の運転を行えるので、以下特に暖房
運転について説明する。
　本装置の回路構成はいわゆるガスインジェクション回路となっている。即ち、凝縮器と
なる室内熱交換器６を出た後で中間圧まで減圧された冷媒のうちガス冷媒を圧縮機３にイ
ンジェクションする構成となっている。
【００３４】
　一般には、気液分離器で中間圧の冷媒を液・ガスに分離しインジェクションされる構成
が多いが、本装置では、図６に示されるように、第２内部熱交換器１０での熱交換により
、熱的に液・ガスを分離し、インジェクションする構成としている。
　ガスインジェクション回路とすることにより以下のような効果が得られる。
　まず、ガスインジェクションを行うことにより、圧縮機３から吐出される冷媒流量が増
加し、圧縮機３から吐出される冷媒流量Gdis＝圧縮機３で吸入される冷媒流量Gsuc＋イン
ジェクションされる冷媒流量Ginjとなる。
　従って、凝縮器となる熱交換器に流れる冷媒流量が増加するので、暖房運転の場合には
、暖房能力が増加する。
【００３５】
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　一方、第２内部熱交換器１０での熱交換により図６に示されるように、蒸発器となる熱
交換器に流入する冷媒エンタルピが低下し、蒸発器での冷媒エンタルピ差が増大する。従
って冷房運転時においても、冷房能力が増加する。
　また、ガスインジェクションを行う場合は効率改善効果も得られる。
　蒸発器に流入する冷媒は、一般に気液二相冷媒であるが、このうちガス冷媒は冷房能力
に寄与しない。圧縮機３から見ると、この低圧のガス冷媒も、蒸発器で蒸発したガス冷媒
と一緒に高圧に昇圧する仕事を行っている。
【００３６】
　ガスインジェクションを行うと、蒸発器に流入するガス冷媒のうちのいくらかを中間圧
で抜き出して、インジェクションし、中間圧から高圧に昇圧し圧縮することになる。
　従って、インジェクションされるガス冷媒の流量については、低圧から中間圧まで昇圧
する圧縮仕事が不要になり、この分効率改善される。この効果は冷暖房のいずれの運転で
も得られる。
【００３７】
　次に、ガスインジェクション流量と暖房能力の相関について説明する。
　ガスインジェクション流量を増加すると、前述したように圧縮機３から吐出される冷媒
流量は増加する一方で、圧縮機３の吐出温度は低下し凝縮器に流入する冷媒温度も低下す
る。
　凝縮器の熱交換性能を見ると、一般に熱交換器内での温度分布が高い程熱交換量が増加
する。同一凝縮温度で凝縮器入口の冷媒温度が異なる場合の冷媒温度変化は図７に示すよ
うになり、凝縮器内で冷媒が過熱ガス状態である部分の温度分布が異なってくる。
【００３８】
　凝縮器では冷媒が凝縮温度で二相状態にあるときの熱交換量が多くを占めるが、過熱ガ
ス状態である部分の熱交換量も全体の２０％～３０％程度存在し、熱交換量への影響は大
きい。
　インジェクション流量が多くなりすぎ、過熱ガス部分での冷媒温度の低下が著しいと、
凝縮器での熱交換性能が低下し、暖房能力も低下する。上記のガスインジェクション流量
と暖房能力の相関を表すと図８のようになり、暖房能力が最大となるガスインジェクショ
ン流量が存在する。
【００３９】
　次に、本実施の形態における第１内部熱交換器９の作用効果について説明する。
　第１内部熱交換器９では、凝縮器を出た高圧液冷媒と圧縮機３の吸入冷媒が熱交換され
る。高圧液冷媒が第１内部熱交換器９にて冷却されることにより、蒸発器に流入する冷媒
のエンタルピは低くなるので、蒸発器での冷媒エンタルピ差が拡大される。
　従って、冷房運転時には冷房能力が増加する。
【００４０】
　一方、圧縮機３に吸入される冷媒は加熱され、吸入温度が上昇する。これに伴い圧縮機
３の吐出温度も上昇する。また圧縮機３の圧縮行程では、同じ昇圧を行う場合でも一般的
に高温の冷媒を圧縮するほどより多くの仕事を必要とする。
　従って、第１内部熱交換器９を設けることによる効率面での影響は、蒸発器エンタルピ
差拡大による能力増加と、圧縮仕事の増加の両面が表れ、蒸発器エンタルピ差拡大による
能力増加の影響が大きい場合には、装置の運転効率が上昇する。
【００４１】
　次に、本実施の形態のように、第１内部熱交換器９による熱交換と、インジェクション
回路１３によるガスインジェクションを組み合わせた場合の効果について説明する。
　第１内部熱交換器９による熱交換を行うと、圧縮機３吸入温度が上昇する。従って、イ
ンジェクションを行った場合の圧縮機３内部の変化においては、低圧から中間圧に昇圧さ
れた冷媒エンタルピ（図２、図３の点１１）が高くなり、インジェクションされる冷媒と
合流した後の冷媒エンタルピ（図２、図３の点１２）も高くなる。
【００４２】
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　従って、圧縮機３の吐出エンタルピ（図２、図３の点１）も高くなり、圧縮機３の吐出
温度は上昇する。そこで、第１内部熱交換器９による熱交換の有無に伴う、ガスインジェ
クション流量と暖房能力の相関の変化を表すと図９のようになる。
　第１内部熱交換器９による熱交換が有る場合には、同一インジェクション量を行った場
合の圧縮機３吐出温度は高くなるので、凝縮器入口の冷媒温度も高くなり、凝縮器熱交換
量が増加し、暖房能力が増加する。従って暖房能力ピークとなるインジェクション流量が
増加し、暖房能力のピーク値そのものも増加し、より多くの暖房能力を得ることができる
。
【００４３】
　なお、第１内部熱交換器９が存在しない場合でも、第１膨張弁１１の開度制御により、
圧縮機３の吸入過熱度を上昇させて、圧縮機３の吐出温度を上昇させることができる。
　しかし、この場合は、同時に蒸発器となる室外熱交換器１２出口の冷媒過熱度も大きく
なることから、室外熱交換器１２の熱交換効率が低下する。
　室外熱交換器１２の熱交換効率が低下すると、同一熱交換量を得るためには、蒸発温度
を低下させねばならず、低圧の低下する運転となる。
【００４４】
　低圧が低下すると、圧縮機３で吸入される冷媒流量も減少するため、このような運転を
行うと、かえって暖房能力を低下させることになる。
　逆にいうと、第１内部熱交換器９を用いると、蒸発器となる室外熱交換器１２の出口の
冷媒状態が適切な状態となり、熱交換効率のよい状態のまま、圧縮機３吐出温度を上昇さ
せることができ、前記のような低圧の低下を回避し、暖房能力増加を容易に実現できる。
【００４５】
　また、本実施の形態の回路構成では、高圧冷媒の一部をバイパスし減圧後、第２内部熱
交換器１０で過熱ガス化したあとインジェクションを行う構成をとっている。
　従って、従来例のように気液分離器を用いて分離したガスをインジェクションする場合
に比べ、制御や運転状態などに応じてインジェクション量が変化したときの冷媒量分布の
変動が発生しないので、より安定した運転を実現できる。
【００４６】
　なお、第３膨張弁１４は圧縮機３の吐出温度が目標値となるように制御すると前述した
が、この制御目標値は暖房能力が最大となるように設定する。
　図９に示したように、ガスインジェクション流量－暖房能力－吐出温度の相関から、暖
房能力最大となる吐出温度が存在するので、予めこの吐出温度を求めておいて目標値に設
定する。なお、吐出温度の目標値は必ずしも一定値である必要は無く、運転条件や凝縮器
などの機器の特性に応じて随時変更してもよい。
　このように吐出温度制御を行うことで、ガスインジェクション量を暖房能力最大となる
ように制御できる。
【００４７】
　ガスインジェクション量については暖房能力最大となるようにするだけでなく、運転効
率最大となるように制御することもできる。
　冷凍空調装置起動時のように、多量の暖房能力を必要とする場合は能力最大に制御する
が、装置を一定時間運転後、暖房により室温が上昇した場合などには、それほど多くの暖
房能力を必要としなくなるので、このような場合には、効率最大となるように制御する。
【００４８】
　インジェクション流量と暖房能力と運転効率の間には、図１０に示すような相関があり
、暖房能力最大となる場合に比べ、運転効率最大となるとき、インジェクション流量は少
なく、吐出温度は高くなる。
　暖房能力最大となるインジェクション流量では、吐出温度を低くしていることから、凝
縮器の熱交換性能が低下していること、またインジェクション流量を多くするために、中
間圧力が低くなり、インジェクション分を圧縮する圧縮仕事が多くなることにより、運転
効率最大となる場合に比べ効率が低下する。
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【００４９】
　そこで、インジェクション回路１３の第３膨張弁１４で制御する吐出温度目標値として
、暖房能力最大となる目標値だけでなく運転効率最大となる目標値も持ち、運転状況、例
えば圧縮機３の運転容量や、室内機側空気温度の状況に応じて、暖房能力が必要とされる
ときは、暖房能力最大となる目標値に設定し、そうでない場合は運転効率最大となる目標
値に設定する。
　このような運転を行うことにより、多量の暖房能力を実現するとともに、効率の高い装
置の運転を行うことができる。
【００５０】
　また第１膨張弁１１は圧縮機３の吸入過熱度が目標値となるように制御するとしたが、
この制御により蒸発器となる熱交換器出口の過熱度を最適にでき、蒸発器での熱交換性能
を高く確保するとともに、冷媒エンタルピ差も適度に確保するように運転することができ
、高効率の運転を行うことができる。
　このような運転となる蒸発器出口の過熱度は熱交換器の特性によって異なるが、概ね２
℃前後であり、それから第１内部熱交換器９で冷媒が加熱されるので、圧縮機３の吸入過
熱度の目標値はこの値より高くなり、例えば前述した１０℃が目標値に設定される。
【００５１】
　従って、第１膨張弁１１の制御としては、蒸発器出口の過熱度、暖房運転の場合は温度
センサ１６ｂと温度センサ１６ｃの差温で求められる室外熱交換器１２出口の過熱度が目
標値、例えば前述した２℃になるように制御してもよい。
　ただし、蒸発器出口の過熱度を直接制御する場合、その目標値が２℃程度と低い値であ
る場合には過渡的に蒸発器出口が気液二相状態となり、過熱度が適切に検知できず制御が
難しくなることが生じる。
【００５２】
　圧縮機３の吸入過熱度で検知すると、目標値を高く設定できるとともに第１内部熱交換
器９での加熱により、吸入が気液二相となって過熱度が適切に検知できないという状況は
発生しないので、制御としては、より容易に行うことができ、安定した制御を行うことが
できる。
【００５３】
　また、第２膨張弁８は凝縮器となる室内熱交換器６出口の過冷却度が目標値となるよう
に制御するとしたが、この制御により凝縮器での熱交換性能を高く確保するとともに、冷
媒エンタルピ差も適度に確保するように運転することができ、高効率の運転を行うことが
できる。
　このような運転となる凝縮器出口の過冷却度は熱交換器の特性によって異なるが概ね５
～１０℃前後である。
【００５４】
　なお、過冷却度の目標値はこの値より高く設定する、例えば１０～１５℃前後に設定す
ることによって、暖房能力を増加した運転も行うことができる。
　そこで、運転状況に応じて、過冷却度の目標値を変更し、装置起動時は高めの過冷却度
目標値で暖房能力確保、室温安定時は低めの過冷却度目標値で高効率運転を行うようにす
ることもできる。
【００５５】
　なお、冷凍空調装置の冷媒としては、Ｒ４１０Ａに限るものではなく、他の冷媒、ＨＦ
Ｃ系冷媒であるＲ１３４ａやＲ４０４Ａ、Ｒ４０７Ｃ、自然冷媒であるＣＯ２、ＨＣ系冷
媒、アンモニア、空気、水などに用いることができる。特に冷媒としてＣＯ２を用いた場
合、蒸発器での冷媒エンタルピ差が小さく運転効率が低くなるという欠点に対して、本装
置の構成として第１内部熱交換器９、第２内部熱交換器１０により蒸発器エンタルピ差を
拡大することができるので、より大きな効率改善を行うことができ、本装置の適用に好適
である。
【００５６】
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　また、ＣＯ2 の場合には、凝縮温度が存在せず、放熱器となる高圧側熱交換器では流れ
に伴い温度低下する。従って、放熱器での熱交換量変化は、ある一定区間凝縮温度となり
一定量の熱交換量が確保できるＨＦＣ系冷媒などとは異なり、入口温度の影響が大きくな
る。
　従って、本実施の形態のように、吐出温度を高くしながらインジェクション流量を増加
できる構成とすることで、ＨＦＣ系冷媒などより暖房能力の増加率が大きくなり、この面
でもＣＯ2 冷媒は本装置の適用に好適である。
【００５７】
　また、第１内部熱交換器９、第２内部熱交換器１０の配置位置は図１の構成に限るもの
ではなく、上流下流の位置関係が反対であっても同様の効果を得ることができる。またイ
ンジェクション回路１３を取り出す位置も図１の位置に限るものではなく、他の中間圧部
分、および高圧液部から取り出せる位置であれば同様の効果を得ることができる。
　なお、第３膨張弁１４の制御安定性を考慮するとインジェクション回路１３を取り出す
位置としては、気液二相状態であるよりは完全に液となっている位置の方が望ましい。
【００５８】
　なお、本実施の形態では、第１膨張弁１１、第３膨張弁８の間に第１内部熱交換器９、
第２内部熱交換器１０及びインジェクション回路１３の取り出し位置を配置しているので
、冷暖いずれの運転モードでも同様のインジェクションを行った運転を実施できる。
　また、冷媒の飽和温度を凝縮器、蒸発器中間の冷媒温度センサで検知しているが、高低
圧を検知する圧力センサを設け、計測された圧力値を換算して飽和温度を求めてもよい。
【００５９】
実施の形態２．
　以下本発明の実施の形態２を図１１に示す。図１１は実施の形態２における冷凍空調装
置の冷媒回路図であり、室外機内に中圧レシーバ１７が設けられ、その内部に圧縮機３の
吸入配管が貫通している。
　この貫通部分の冷媒と中圧レシーバ１７内の冷媒が熱交換可能な構成となっており、実
施の形態１における第１内部熱交換器９と同じ機能を実現する。
【００６０】
　本形態における作用効果は、中圧レシーバ１７を除き、実施の形態１と同じであるので
、その部分については説明を省略する。中圧レシーバ１７では、暖房運転時には室内交換
器６出口の気液二相冷媒が流入し、中圧レシーバ１７内で冷却され液となって流出する。
冷房運転時には第１膨張弁１１を出た気液二相冷媒が流入し、中圧レシーバ１７内で冷却
され液となって流出する。
【００６１】
　中圧レシーバ１７内での熱交換は、主に気液二相冷媒のうちガス冷媒が吸入配管と触れ
て凝縮液化して熱交換される。従って、中圧レシーバ１７内に滞留する液冷媒量が少ない
ほど、ガス冷媒と吸入配管が接触する面積が多くなり、熱交換量は増加する。逆に、中圧
レシーバ１７内に滞留する液冷媒量が多いと、ガス冷媒と吸入配管が接触する面積が少な
くり、熱交換量は減少する。
【００６２】
　このように中圧レシーバ１７を備えることで以下の効果を持つ。
　まず、中圧レシーバ１７の出口は液となるので、暖房運転時に第３膨張弁１４に流入す
る冷媒は、必ず液冷媒となるので、第３膨張弁１４の流量特性が安定し、制御安定性が確
保され、安定した装置運転を行うことができる。
　また中圧レシーバ１７内で熱交換を行うことで中圧レシーバ１７の圧力が安定的になり
、第３膨張弁１４の入口圧力が安定し、インジェクション回路１３に流れる冷媒流量が安
定するという効果もある。例えば負荷変動などがあり、高圧が変動したりすると、それに
伴い中圧レシーバ１７内の圧力変動が生じるが、中圧レシーバ１７内の熱交換により圧力
変動が抑制される。
【００６３】



(15) JP 2010-159967 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

　負荷が増加し、高圧が上昇すると中圧レシーバ１７内の圧力も上昇するが、そのときに
は、低圧との圧力差が広がり、中圧レシーバ１７内の熱交換器での温度差も広がるので熱
交換量が増加する。熱交換量が増加すると、中圧レシーバ１７に流入する気液二相冷媒の
うちのガス冷媒が凝縮する量が多くなるので、圧力が上がりにくくなり、中圧レシーバ１
７の圧力上昇が抑制される。
【００６４】
　逆に、負荷が減少し、高圧が低下すると中圧レシーバ１７内の圧力も低下するが、その
ときには、低圧との圧力差が狭まり、中圧レシーバ１７内の熱交換器での温度差も狭まる
ので熱交換量が減少する。熱交換量が減少すると、中圧レシーバ１７に流入する気液二相
冷媒のうちのガス冷媒が凝縮する量が少なくなるので、圧力が下がりにくくなり、中圧レ
シーバ１７の圧力は低下が抑制される。
　このように、中圧レシーバ１７内で熱交換を行うことにより、運転状態変動に伴う熱交
換量変動が自律的に発生し、その結果として中圧レシーバ１７内の圧力変動が抑制される
。
【００６５】
　また、中圧レシーバ１７内で熱交換を行うことで装置運転そのものが安定するという効
果もある。例えば低圧側の状態が変動し、蒸発器である室外熱交換器１２の出口の冷媒過
熱度が大きくなった場合には、中圧レシーバ１７内での熱交換の際の温度差が減少するた
め、熱交換量が減少し、ガス冷媒が凝縮されにくくなるので、中圧レシーバ１７内のガス
冷媒量が増加し、液冷媒量が減少する。
　減少した分の液冷媒量は、室外熱交換器１２に移動し、室外熱交換器１２内の液冷媒量
が増加することから、室外熱交換器１２出口の冷媒過熱度が大きくなることが抑制され、
装置の運転変動が抑制される。
【００６６】
　逆に、低圧側の状態が変動し、蒸発器である室外熱交換器１２出口の冷媒過熱度が小さ
くなった場合には、中圧レシーバ１７内での熱交換の際の温度差が増加するため、熱交換
量が増加し、ガス冷媒が凝縮されやすくなるので、中圧レシーバ１７内のガス冷媒量が減
少し、液冷媒量が増加する。この分の液冷媒量は、室外熱交換器１２から移動することに
なり、室外熱交換器１２内の液冷媒量が減少することから、室外熱交換器１２出口の冷媒
過熱度が小さくなることが抑制され、装置の運転変動が抑制される。
　この過熱度変動を抑制する作用も、中圧レシーバ１７内で熱交換を行うことにより、運
転状態変動に伴う熱交換量変動が自律的に発生することによって生じている。
【００６７】
　以上のように、実施の形態１における第１内部熱交換器９での熱交換を中圧レシーバ１
７で行う構成とすることで、装置の運転変動が起きても、自律的な熱交換量変動により変
動を抑制し、装置運転を安定的に行うことができる。
【００６８】
　なお、中圧レシーバ１７で熱交換を行う構造であるが、中圧レシーバ１７内の冷媒と熱
交換する構成であればどのような構成をとっても同様の効果を得ることができる。例えば
、中圧レシーバ１７容器外周に圧縮機３の吸入配管を接触させて熱交換させる構成を用い
てもよい。
　また、インジェクション回路１３に供給する冷媒を中圧レシーバ１７底部から供給して
もよい。この場合には、冷暖房の各運転で、第３膨張弁１４に液冷媒が流入することにな
るので、冷暖いずれの運転においても第３膨張弁１４の流量特性が安定し、制御安定性が
確保される。
【符号の説明】
【００６９】
　１　室外機、２　室内機、３　圧縮機、４　四方弁、５　ガス管、６　室内熱交換器、
７　液管、８　第２膨張弁、９　第１内部熱交換器、１０　第２内部熱交換器、１１　第
１膨張弁、１２　室外熱交換器、１３　インジェクション回路、１４　インジェクション
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