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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒートポンプ式空調および暖房システムの室外ヒートポンプユニットであって、
　複数の開口部がその側面および背面パネルに形成された筐体と、
　前記筐体の最上部に取り付けられ、前記筐体の内部に連通し、前記筐体の前記側面およ
び背面パネルに設けられた前記複数の開口部から前記筐体の前記内部に配置された熱交換
器を横切って空気を引き込むように構成された凝縮器ファンと、
　前記筐体の前記最上部に前記凝縮器ファンを覆って取り付けられ、排気口を備えた排気
フードと、
　前記排気フードの前記排気口に隣接して取り付けられ、周囲外気温に応じて前記排気口
の開度を調整するように構成されたダンパと、
　前記筐体に取り付けられ、前記筐体の前記複数の開口部を覆って配置可能な少なくとも
一つの風向器と、を備え、
　前記風向器は、
　前記開口部を覆う前面パネルと、
　前記前面パネルの側縁から前記筐体まで延伸する第１及び第２側面パネルと、
　前記前面パネルの上縁に設けられた天板及び底縁に設けられた底板と、を有し、
　前記筐体と前記風向器とによって、空気を取り込む通気口が形成されており、
　前記風向器の前記前面パネル並びに前記第１及び第２側面パネルには、前記通気口がな
いように形成されており、前記風向器の上部及び底部の少なくとも一方には、覆っている
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開口部と連通するように前記通気口が形成されている、室外ヒートポンプユニット。
【請求項２】
　前記ダンパは開位置までばね付勢される、請求項１に記載の室外ヒートポンプユニット
。
【請求項３】
　前記ダンパは、前記筐体に回転可能に結合された１つ以上の羽根を含む、請求項１に記
載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項４】
　ダンパ羽根は全開位置と閉位置との間で回転可能である、請求項３に記載の室外ヒート
ポンプユニット。
【請求項５】
　前記ダンパ羽根は、外気温が２３°Ｆ以上のときは全開位置にあり、外気温が２３°Ｆ
未満に下がるに伴い、閉位置まで回転可能である、請求項４に記載の室外ヒートポンプユ
ニット。
【請求項６】
　前記閉位置は、前記ダンパ羽根の前記全開位置から約８５°の角度位置への回転に対応
する、請求項４に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項７】
　前記ダンパに結合されたダンパアクチュエータを有する制御ユニットをさらに備える、
請求項２に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項８】
　前記制御ユニットは、前記ダンパアクチュエータに結合された回路板と前記回路板に結
合されたサーミスタとをさらに備える、請求項７に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項９】
　前記回路板は、外気温に対応した前記サーミスタの抵抗値を、上限制御電圧閾値及び下
限制御電圧閾値を有する制御電圧範囲内の制御電圧に変換するように構成される、請求項
８に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項１０】
　前記制御電圧範囲は直流２～１０ボルトである、請求項９に記載の室外ヒートポンプユ
ニット。
【請求項１１】
　前記下限制御電圧閾値は前記全開位置に対応し、前記上限制御電圧閾値は前記閉位置に
対応する、請求項９に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項１２】
　前記閉位置は、前記上限制御電圧閾値未満の制御電圧に応じた前記ダンパ羽根の前記全
開位置から角度約８５°への回転に対応する、請求項１１に記載の室外ヒートポンプユニ
ット。
【請求項１３】
　前記風向器と前記筐体とによって形成された前記通気口に対して、前記天板又は前記底
板に沿って流れる空気がエアカーテンを形成する、請求項１に記載の室外ヒートポンプユ
ニット。
【請求項１４】
　前記ダンパ羽根は、外気温が低外気温閾値以上であるときは全開位置にあり、外気温が
前記低外気温閾値未満になるに伴い、閉位置まで回転可能である、請求項４に記載の室外
ヒートポンプユニット。
【請求項１５】
　室外ヒートポンプユニット用の排気フードであって、
　室外ヒートポンプ筐体の最上部に前記室外ヒートポンプの凝縮器ファンを覆って取り付
け可能な筐体と、前記筐体の側面、前面、または裏面パネルのうちの１つに形成された排
気口と、前記排気口に隣接して取り付けられたダンパであって、周囲外気温に応じて排気
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の開度を調整するように構成されたダンパと、を備えた排気フードと、
　前記室外ヒートポンプ筐体に取り付けられ、前記室外ヒートポンプ筐体の凝縮器コイル
開口部を覆って配置可能な１つ以上の風向器と、を備え、
　前記風向器は、
　前記開口部を覆う前面パネルと、
　前記前面パネルの側縁から前記室外ヒートポンプ筐体まで延伸する第１及び第２側面パ
ネルと、
　前記前面パネルの上縁に設けられた天板及び底縁に設けられた底板と、を有し、
　前記室外ヒートポンプ筐体と前記風向器とによって、空気を取り込む通気口が形成され
ており、
　前記風向器の前記前面パネル並びに前記第１及び第２側面パネルには、前記通気口がな
いように形成されており、前記風向器の上部及び底部の少なくとも一方には、覆っている
開口部と連通するように前記通気口が形成されている、キット。
【請求項１６】
　前記排気フードの前記ダンパは開位置までばね付勢される、請求項１５に記載のキット
。
【請求項１７】
　前記ダンパは、前記筐体に回転可能に結合された１つ以上の羽根を含む、請求項１６に
記載のキット。
【請求項１８】
　前記ダンパ羽根は全開位置と閉位置との間で回転可能である、請求項１７に記載のキッ
ト。
【請求項１９】
　前記ダンパ羽根は外気温が２３°Ｆ以上のときは全開位置にあり、外気温が２３°Ｆ未
満に下がるに伴い閉位置まで回転可能である、請求項１８に記載のキット。
【請求項２０】
　前記ダンパ羽根が０°と８５°の間で回転可能である、請求項１７に記載のキット。
【請求項２１】
　前記ダンパ羽根に結合されたダンパアクチュエータと、前記ダンパアクチュエータに結
合された回路板と、前記回路板に結合されたサーミスタとを有する制御ユニットをさらに
備える、請求項１７に記載のキット。
【請求項２２】
　前記回路板は、外気温に対応する前記サーミスタの抵抗値を、上下限制御電圧閾値を有
する制御電圧範囲内の制御電圧に変換するように構成される、請求項２１に記載のキット
。
【請求項２３】
　前記ダンパ羽根は、外気温が低外気温閾値以上であるときは全開位置にあり、外気温が
前記低外気温閾値未満になるに伴い、閉位置まで移動可能である、請求項１８に記載のキ
ット。
【請求項２４】
　ヒートポンプ式空調および暖房システムの室外ヒートポンプユニットであって、
　複数の開口部がその側面および背面パネルに形成された筐体と、
　前記筐体の前記最上部に取り付けられ、前記筐体の内部に連通し、前記筐体の前記側面
および背面パネルに設けられた前記複数の開口部から、前記筐体の前記内部に配置された
凝縮器を横切って空気を引き込むように構成された凝縮器ファンと、
　前記凝縮器ファンと前記背面パネルに設けられた前記開口部とを覆って前記筐体に取り
付けられ、排気口を含む風向器一体型排気フードと、
　前記風向器一体型排気フードの前記排気口に隣接して取り付けられ、周囲外気温に応じ
て前記排気口の前記開度を調整することによって前記凝縮器に排出空気との熱交換を行わ
せるように構成されたダンパと、
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を備える、室外ヒートポンプユニット。
【請求項２５】
　前記筐体に取付けられ、前記側面パネルに形成された前記複数の開口部を覆って配置可
能な少なくとも一つの風向器とを、更に備え、
　前記風向器は、
　前記開口部を覆う前面パネルと、
　前記前面パネルの側縁から前記筐体まで延伸する第１及び第２側面パネルと、
　前記前面パネルの上縁に設けられた天板及び底縁に設けられた底板と、を有し、
　前記筐体と前記風向器とによって、空気を取り込む通気口が形成されており、
　前記風向器の前記前面パネル並びに前記第１及び第２側面パネルには、前記通気口がな
いように形成されており、前記筐体の上部及び底部の少なくとも一方には、覆っている開
口部と連通するように前記通気口が形成されている、請求項２４に記載の室外ヒートポン
プユニット。
【請求項２６】
　前記風向器一体型排気フードは、前記背面パネルに設けられた前記開口部を覆っている
風向器部と、前記風向器部の内部で前記凝縮器ファンの高さに隣接して取り付けられた第
２のダンパと、を備え、前記第２のダンパは、周囲外気温に応じて開度を調整され、前記
ダンパが閉じるときに開くように構成された、請求項２４又は２５に記載の室外ヒートポ
ンプユニット。
【請求項２７】
　前記風向器一体型排気フードは、前記風向器部の底部に通気口と、前記通気口に隣接し
て取り付けられた第３のダンパと、を更に備え、前記第３のダンパは、周囲外気温に応じ
て前記開度を調整されるように構成され、前記ダンパの開閉に併せて開閉される、請求項
２６に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項２８】
　前記ダンパおよび第３のダンパは各々開位置までばね付勢され、前記第２のダンパは閉
位置までばね付勢される、請求項２７に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項２９】
　前記ダンパ、第２のダンパ、および第３のダンパは、前記筐体に回転可能に結合された
１つ以上の羽根を含む、請求項２８に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３０】
　前記ダンパ羽根は全開位置と閉位置との間で回転可能である、請求項２９に記載の室外
ヒートポンプユニット。
【請求項３１】
　前記ダンパの前記ダンパ羽根は、第１の温度以上の外気温では全開位置にあり、外気温
が前記第１の温度未満に低下するに伴い閉位置まで回転可能であり、前記第１の温度は、
室内目標温度と冷媒蒸発温度との間の差だけ、冷媒凝縮温度より低い、請求項３０に記載
の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３２】
　前記閉位置は、前記ダンパ羽根の前記全開位置から約８５°の角度位置までの回転に対
応する、請求項３１に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３３】
　前記ダンパに結合されたダンパアクチュエータを有する制御ユニットをさらに備える、
請求項３２に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３４】
　前記制御ユニットは、前記ダンパアクチュエータに結合された回路板と前記回路板に結
合されたサーミスタとをさらに備える、請求項３３に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３５】
　前記回路板は、外気温に対応した前記サーミスタの抵抗値を、上限制御電圧閾値及び下
限制御電圧閾値を有する制御電圧範囲内の制御電圧に変換するように構成される、請求項
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３４に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３６】
　前記制御電圧範囲は直流２～１０ボルトである、請求項３５に記載の室外ヒートポンプ
ユニット。
【請求項３７】
　前記下限制御電圧閾値は前記全開位置に対応し、前記上限制御電圧閾値は前記閉位置に
対応する、請求項３６に記載の室外ヒートポンプユニット。
【請求項３８】
　前記閉位置は、前記上限制御電圧閾値未満である制御電圧に応じた前記ダンパ羽根の前
記全開位置から約８５°の回転に対応する、請求項３７に記載の室外ヒートポンプユニッ
ト。
【請求項３９】
　前記風向器と前記筐体とによって形成された前記通気口対して、前記天板又は前記底板
に沿って流れる空気が複数のエアカーテンを形成する、請求項２５に記載の室外ヒートポ
ンプユニット。
【請求項４０】
　室外ヒートポンプユニット用の風向器一体型の排気フードであって、
　室外ヒートポンプ筐体の最上部に、前記室外ヒートポンプの凝縮器ファンと前記ヒート
ポンプ筐体の側面または背面パネルに設けられた開口部とを覆って取り付け可能な筐体と
、
　前記筐体の前記側面、前面、または背面パネルのうちの１つに形成された排気口と、
　前記筐体内に取り付けられた１つ以上のダンパと、を備え、
　前記１つ以上のダンパのうちの第１のダンパは前記排気口に隣接して取り付けられ、周
囲外気温に応じて前記排気口の前記開度を調整することによって前記ヒートポンプの凝縮
器に前記ヒートポンプからの排出空気との熱交換を行わせるように構成される、風向器一
体型排気フード。
【請求項４１】
　前記第１のダンパは開位置までばね付勢される、請求項４０に記載の排気フード。
【請求項４２】
　前記第１のダンパは、前記筐体に回転可能に結合された１つ以上の羽根を含む、請求項
４１に記載の排気フード。
【請求項４３】
　前記ダンパ羽根は全開位置と閉位置との間で回転可能である、請求項４２に記載の排気
フード。
【請求項４４】
　前記第１のダンパの前記ダンパ羽根は、第１の温度以上である外気温において全開位置
にあり、外気温が前記第１の温度未満に下がるに伴い閉位置まで回転可能であり、前記第
１の温度は、室内目標温度と冷媒蒸発温度との間の差だけ、冷媒凝縮温度より低い、請求
項４３に記載の排気フード。
【請求項４５】
　ダンパ羽根が０°と８５°の間で回転可能である、請求項４２に記載の排気フード。
【請求項４６】
　前記ダンパ羽根に結合されたダンパアクチュエータと、前記ダンパアクチュエータに結
合された回路板と、前記回路板に結合されたサーミスタとを有する制御ユニットをさらに
備える、請求項４２に記載の排気フード。
【請求項４７】
　前記回路板は、外気温に対応した前記サーミスタの抵抗値を、上下限制御電圧閾値を有
する制御電圧範囲内の制御電圧に変換するように構成される、請求項４６に記載の排気フ
ード。
【請求項４８】
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　前記室外ヒートポンプ筐体の前記側面または背面パネルに設けられた前記開口部を覆っ
ている風向器部と、前記風向器部の内部で前記凝縮器ファンの高さに隣接して取り付けら
れた第２のダンパと、を更に備え、前記第２のダンパは、周囲外気温に応じて前記開度を
調整され、前記第１のダンパが閉じるときに開くように構成された、請求項４０に記載の
排気フード。
【請求項４９】
　前記風向器部の底部に通気口と、前記通気口に隣接して取り付けられた第３のダンパと
、を更に備え、前記第３のダンパは、周囲外気温に応じて前記開口部を調整されるように
構成され、前記第１のダンパの開閉に伴い開閉される、請求項４８に記載の排気フード。
【請求項５０】
　請求項４０に記載の排気フードと、室外ヒートポンプユニットの筐体に凝縮器コイルの
開口部を覆って配置可能な１つ以上の風向器とを備えるキット。
【請求項５１】
　前記風向器は、
　前記室外ヒートポンプ筐体に取り付けられるものであって、
　前記開口部を覆う前面パネルと、
　前記前面パネルの側縁から前記室外ヒートポンプ筐体まで延伸する第１及び第２側面パ
ネルと、
　前記前面パネルの上縁に設けられた天板及び底縁に設けられた底板と、を有し、
　前記室外ヒートポンプ筐体と前記風向器とによって、空気を取り込む通気口が形成され
ており、
　前記風向器の前記前面パネル並びに前記第１及び第２側面パネルには、前記通気口がな
いように形成されており、前記天板及び前記底板の少なくとも一方には、前記通気口が覆
っている開口部と連通するように形成されている
　ことを特徴とする請求項５０に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願明細書に記載されている主題は、全般的にはヒートポンプに関し、特に、可変冷媒
流ヒートポンプにおける低周囲気温時冷房を容易にするシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空調および暖房に用いられるヒートポンプシステムは、室内空間を暖房および冷房する
ために、一般に、室内ユニットと室外ユニットとの組み合わせで構成される。冷房および
暖房は、蒸気圧縮サイクルによって実現される。熱が室内空間から室内ユニットを介して
吸収され（空間の冷却）、室外ユニットにおいて室外へ排出される。暖房は、このサイク
ルを逆にすることによって実現される。熱が室外から室外ユニットにおいて吸収され、室
内ユニットを介して屋内に排出される。
【０００３】
　空気熱源式ヒートポンプの場合、周囲の気温が低周囲温度閾値未満、例えば、２３°Ｆ
（－５℃）未満、に下がると、冷房運転が不安定になりがちであり、システム能力が低下
し始める。コイル表面は周囲条件にさらされがちであり、このコイル表面に吹き付ける風
により、周囲気温の低周囲温度閾値未満への低下に起因するシステム安定性およびシステ
ム性能に対する悪影響は増大しうる。
【０００４】
　低い周囲気温および風の悪影響に取り組むための試みとして、これまでに、より低い室
外運転温度を許容するために空気流を実際に制限する風よけを設置する、といったものが
あった。ただし、このような設計においては、この風よけの制限を恒常的に設けることが
多く、これはより高い外気温での冷房時および暖房モード中のいずれにあっても、能力に
悪影響を及ぼすものとなる。
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【０００５】
　空気熱源式ヒートポンプシステムにおける低周囲気温時冷房を容易にするシステムおよ
び方法の提供が望まれている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願明細書に提供されている複数の実施形態は、空気熱源式ヒートポンプシステムにお
ける低周囲気温時冷房を容易にする改良されたシステムおよび方法に関する。室内空間の
暖房および冷房をもたらすために室外ユニットと室内ユニットとの組み合わせを備えた空
調および暖房用ヒートポンプシステムにおいて、室外ヒートポンプユニットは、ファンの
排気を捕捉するためにファンを覆って配置可能な、かつ筐体の最上部のファンの周囲に取
り付け可能な、排気フードを備えることが好ましい。この排気フードは、外気温に応じて
開閉可能なダンパを備えることが好ましい。また、室外ユニットは、筐体の両側面および
背面に取り付け可能な、本開示における凝縮器コイル開口部を覆って配置される風向器を
複数備えることが好ましい。
【０００７】
　低外気温閾値、例えば２３°Ｆ、未満での冷房運転中、室外ユニットは各風向器の最上
部および底部の周囲の空気を引き込み、ダンパを介して排気フードから空気を排出する。
この空気は、風向器の下または背後にある室外ユニットの熱交換器のコイル表面を横切っ
て引き込まれる。このコイル表面は外気より高温であるので、熱を室外に放出する。この
空気は低外気温閾値より低温であるので、小さな凝縮器回路のみが作動され、凝縮器ファ
ンはその最低速度で動作している。外気温が低外気温閾値未満に引き続き低下するに伴い
、凝縮圧はさらに低下する。安定した凝縮圧を維持するために、ダンパ組立体は、周囲外
気温に応じた位置まで部分的に閉じる。ダンパ組立体を部分的に閉じ、排気口の開度を縮
小または制限することによって、ファンの最小速度によって可能になる以上に、室外ユニ
ットの凝縮器コイルを通る空気流を減少させる。外気温が引き続き低下するに伴い、空気
流をさらに減少させるために、ダンパ組立体はさらに閉じる。室内空間内の負荷が増加す
ると、適した凝縮圧をそのまま維持するために、コイルを横切る空気流を増やす必要があ
る。この場合、部分的に閉じたダンパを通過する空気を増やすために、ファンの速度が上
昇することになる。負荷条件の変動に応じてファンの速度を変化させることによって、凝
縮圧が微調整または調整される。
【０００８】
　別の実施形態において、排気フードは、コイル表面を覆って配置可能な一体型風向器を
室外ユニットの背面側に備える。この風向器は、ファンの高さに隣接して配置された第２
のダンパ組立体を含むことができる。この第２のダンパ組立体は、外気温が低外気温閾値
より高くなると閉じ、外気温が低外気温閾値より低くなると、排出空気をコイル表面にわ
たって再循環させるために開く。
【０００９】
　さらに別の実施形態において、風向器一体型排気フードは、風向器の底部側に配置され
た第３のダンパ組立体を含む。この第３のダンパ組立体は、外気温が低外気温閾値より高
いときは外気をコイル表面にわたって循環させるために開き、外気温が低外気温閾値より
低いときは冷たい外気をコイル表面にわたって循環させないために閉じる。
【００１０】
　各例示的実施形態の他のシステム、方法、特徴、および利点は、以下の図および詳細な
説明を検討することにより、当業者には明らかであるか、または明らかになるであろう。
【００１１】
　各例示的実施形態の詳細は、構造および動作を含め、一部は添付図を検討することによ
って収集されうる。これらの図において、同様の参照符号は同様の部分を指す。各図中の
構成要素は、必ずしも一定の縮尺ではなく、むしろ本発明の原理を説明することに重点を
置いている。さらに、全ての図は構想を伝えることを目的としており、相対サイズ、形状
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、および他の詳細な属性は、字義通りまたは厳密にというよりは、むしろ模式的に図示さ
れることもある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】建物の室内空間の暖房および冷房に用いられるヒートポンプシステムの概略図で
ある。
【図２Ａ】ヒートポンプシステムの蒸気圧縮サイクルの構成要素を示す概略図である。
【図２Ｂ】高周囲条件におけるヒートポンプシステムの蒸気圧縮サイクルの熱交換プリン
シパルを示す概略図である。
【図２Ｃ】低周囲条件におけるヒートポンプシステムの蒸気圧縮サイクルの熱交換プリン
シパルを示す概略図である。
【図３】図１に示されているヒートポンプシステムの室外ヒートポンプの側面図である。
【図４Ａ】図３に示されている室外ヒートポンプの斜視図である。
【図４Ｂ】図３に示されているヒートポンプシステムの一代替構成の斜視図である。
【図５】排気フードと複数の風向器とを有する室外ヒートポンプの側面図である。
【図６】排気フードの斜視図である。
【図７】排気フードの一代替構成の斜視図である。
【図８】風向器の斜視図である。
【図９】室外ヒートポンプに取り付けられた風向器の部分側面図である。
【図１０】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの側面図である。
【図１１】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの側面図である。
【図１２】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの側面図である。
【図１３】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの側面図である。
【図１４】排気フードの制御箱の概略図である。
【図１５Ａ】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの一代替実施形態の側
面図である。
【図１５Ｂ】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの一代替実施形態の側
面図である。
【図１６Ａ】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの一代替実施形態の側
面図である。
【図１６Ｂ】室外ヒートポンプの働きを説明する室外ヒートポンプの一代替実施形態の側
面図である。
【図１７】さまざまな温度および圧力センサを有する蒸気圧縮サイクルの構成要素を示す
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　これらの全ての図にわたって、同様の構造または機能を有する要素は、説明のために、
通常、同様の参照符号によって表されていることに留意されたい。また、これらの図の目
的は、好適な各実施形態の説明を容易にするために過ぎないものであることに留意された
い。
【００１４】
　以下に開示される追加の特徴および教示の各々は、単独で用いられてもよいし、あるい
は他の特徴、および空気熱源式ヒートポンプシステムにおける低周囲気温時冷房を容易に
するためのシステムおよび方法への他の教示と組み合わせて用いてもよい。次に本願発明
のこれらの追加の特徴および教示の代表的な例を添付図面を参照してより詳細に説明する
が、これらの例の多くは、単独で、または組み合わせてのいずれの仕方でも用いられるも
のである。この詳細な説明は、本教示の好適な態様を実施するためのさらなる詳細を当業
者に教示することのみを意図するものであり、本発明の範囲を限定することを意図したも
のではない。したがって、以下の詳細な説明に開示されている特徴およびステップの組み
合わせは、本発明の趣旨のうち最も広い意味内容にあってはその実施に必要でないことも
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ありうる。これらは、本教示の代表的な例を具体的に説明するために教示されているもの
である。
【００１５】
　さらに、これらの代表的な例および従属請求項のさまざまな特徴は、本教示の有用な追
加の実施形態を提供するために、具体的かつ明示的には列挙されていない方法で、組み合
されることがありうる。また、本明細書本文および／または請求項に開示されている全て
の特徴は、出願時の開示を目的として、ならびにこれらの実施形態および／または請求項
内の特徴の構成から独立して特許請求されている主題の限定を目的として、互いに別個に
、かつ独立して、開示されていることを明記しておく。さらに、要素群の全ての値範囲ま
たは表示は、出願時の開示を目的として、ならびに特許請求される主題の限定を目的とし
て、可能なあらゆる中間値または中間要素を開示していることを明記しておく。
【００１６】
　空気熱源式ヒートポンプシステムにおける低周囲気温時冷房を容易にする改良されたシ
ステムおよび方法が提供される。各図を参照すると、図１は、建物１１の室内空間１３を
暖房および冷房するための室内ユニット１８および１９と室外ユニット１２との組み合わ
せを備えた空調および暖房用のヒートポンプシステム１０を示している。図示のように、
室外ユニット１２は流体配管１６を介して流体マニホルド１４に結合されており、流体マ
ニホルド１４はさらに、さまざまな室内ユニット１８および１９に結合されている。冷房
および暖房は、蒸気圧縮サイクルにより実現される。熱が室内空間１３から室内ユニット
１８および１９を介して吸収され（空間の冷却）、室外ユニット１２において室外に排出
される。暖房は、このサイクルを逆にすることによって実現される。熱が室外から室外ユ
ニット１２において吸収され、室内ユニット１８および１９を介して室内空間１３に排出
される。
【００１７】
　あるいは、システム１０は、冷房を必要としている空間のために、第１の室内ユニット
１９セットを用いて室内空間１３から熱を取り込み、蒸気圧縮サイクルを経て、熱を必要
としている室内空間１３にこの熱を第２の室内ユニット１８セットを用いて排出できる熱
回収システムとして運転可能である。これは、同時暖冷房運転と呼ばれる。
【００１８】
　ヒートポンプシステム２０の蒸気圧縮サイクルの構成要素が図２Ａに示されている。気
体状態の作動流体、すなわち冷媒、が圧縮器２８によって圧縮されてシステム２０内を循
環する。圧縮器２８を出た冷媒は、高温かつ高圧の蒸気状態であり、一般に凝縮器と称さ
れる、高温熱交換器２２を通過する。冷媒は熱交換器２２内で冷却されて、高圧中温の液
体に凝縮される。次に、凝縮された冷媒は膨張器２４、あるいは膨張弁、毛細管、タービ
ン、または他の抽出装置などの降圧装置、を通過する。膨張器２４からの低圧冷媒は、次
に別の熱交換器２６、すなわち一般に蒸発器と称される低温熱交換器、を通過する。蒸発
器２６内での熱吸収により、冷媒は蒸発して蒸気になる。蒸発器２６を出た冷媒は、圧縮
器２８に戻ってサイクルを繰り返す。
【００１９】
　図２Ｂおよび図２Ｃを参照すると、ヒートポンプシステム２０の蒸気圧縮サイクルの動
作プリンシパルが式ΔＴ＝Ｔ冷媒－Ｔ周囲で表されている。ΔＴが大きいほど、熱交換が
容易になる。ただし、大きなΔＴを達成するには、圧縮器がこなすべき動作はより過酷な
ものとなる。例えば、目標室温をヒートポンプシステム２０の目標温度として、外気温９
５°Ｆにおける圧縮器２８の消費電力と凝縮器２２の能力とを均衡させるようにヒートポ
ンプシステム２０を設計することもできるであろう。室温を７７°Ｆに維持するようにヒ
ートポンプシステムを設計する場合、目標室温は７７°Ｆである。上記の式は、ΔＴ＝Ｔ

目標室温－Ｔ冷媒蒸発温度のように書き換えられる。冷媒蒸発温度が５０Ｆの場合、ΔＴ
は２７°Ｆである。低外気温閾値は、Ｔ低外気温閾値＝Ｔ冷媒凝縮温度－ΔＴのように定
義される。冷媒凝縮温度も５０°Ｆであると想定すると、低外気温閾値は２３°Ｆである
。低外気温環境においては、凝縮器２２が冷媒と温度約２３°Ｆの外気との間で熱交換を



(10) JP 5734427 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

行えるように、圧縮器２０は５０°Ｆにおいてさえ冷媒を圧縮するために過酷に働く必要
がある。
【００２０】
　図３および図４Ａを参照すると、ヒートポンプシステム１０の室外ユニット１２、すな
わち室外ヒートポンプ、が示されている。図示のように、室外ユニット１２は、前面３３
と、背面３４と、両側面３８とを有する箱状の筐体３０と、筐体３０の最上部３１に取り
付けられた、筐体３０の内部と連通しているファン３２とを備えている。ファン３２は、
可変速室外ファンモータを備えることが好ましい。１つの実施形態において、室外ユニッ
ト１２は、筐体３０の底部３７から延在する隆起台３９を備えることができる。別の実施
形態においては、図４Ｂに示されているように、室外ユニット１２’は２つ以上のファン
３２および３２’を備えることもできる。
【００２１】
　室外ユニット１２は、熱交換器に結合された膨張器と圧縮器とをさらに備える（例えば
図２を参照）。この熱交換器は、多回路の凝縮器コイルを備えることが好ましい。室外ヒ
ートポンプ１２は可変冷媒流ヒートポンプであることが好ましく、この場合、圧縮器はイ
ンバータ駆動の、すなわち可変速の、スクロール圧縮器であることが好ましい。筐体３０
の背面３４および両側面３８に設けられた複数の開口部３５により、熱交換器のコイル表
面３６が室外周囲条件にさらされている。
【００２２】
　平常冷房運転中、すなわち約２３°Ｆより高い室外周囲気温での運転中、室外ユニット
１２は背面３４および両側面３８から空気を引き込み、筐体３０の最上部３１から空気を
排出する。この空気は、ファン３２によって、３面が露出された凝縮器コイルの表面３６
を横切って引き込まれる。このコイル表面３６は外気より高温であるため、熱を室外に放
出するが、１００％フル稼働のためにシステム１０内の冷媒の適正圧力を依然として維持
する。
【００２３】
　変動する能力要求および変動する外気温の下で、室外ユニット１２は、システム１０内
の冷媒の最小圧力を維持して運転を安定させるために、凝縮器コイル内の複数の回路を開
閉する、さらにはファン３２の速度を変化させる、制御ロジックを内蔵している。外気温
が低いほど、作動される凝縮器回路の数が減り、ファン３２の速度が低下する。例えば外
気温が約２３°Ｆであると、作動されるコイル回路数が最小になり、ファン３２の速度が
最小になる。外気温が引き続き低下するに伴い、システム内の冷媒の圧力も低下する。こ
れは、システムの運転を不安定化させ、システムの能力低下を引き起こしやすい。また、
コイルの表面は露出しているので、コイルの背面または側面に吹き付ける風はこの悪影響
をさらに深刻化しうる。
【００２４】
　低外気温閾値未満、例えば２３°Ｆ未満、への周囲気温の低下と風とがもたらすシステ
ム１０の運転への悪影響を抑制するために、室外ユニット１２は、図５に示されているよ
うに、ファンの排気を捕捉するために、ファン３２の周囲の筐体３０の最上部３１に取り
付けが可能で、ファン３２を覆って配置することが可能な排気フード４０を備えることが
好ましい。また、室外ユニット１２は、コイル開口部３５を覆って配置される、筐体３０
の両側面３８および背面３４に取り付け可能な風向器６０を複数備えることが好ましい。
排気フード４０と複数の風向器６０とが設置された室外ユニットは、低外気温閾値２３°
Ｆ未満で、好ましくは約－１３°Ｆまで、より好ましくは約－１０°Ｆまで、安定運転を
維持することができる。
【００２５】
　図５および図６を参照すると、排気フード４０は、好ましくは、制御箱５０がその外側
に取り付けられた箱状の筐体４１を備える。筐体４１はその底部に、複数の取り付け用フ
ランジ４３が周囲に配設された開口部４２を備える。排気フード４０は、筐体４１の一端
または一側面に排気口４４を備える。フード４０は、筐体４１に回転可能に結合された一
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連のダンパ羽根４６、４７、および４８を備えたダンパ組立体４５を筐体４１の内部に排
気口４４に隣接してさらに備える。羽根４６、４７、および４８は、排気口４４を横切っ
て延在し、排気口４４の開度を変えるために回転可能である。
【００２６】
　図４Ｂに示されているように室外ユニット１２’が２つのファン３２および３２’を備
える場合は、図７に示されているように、制御箱５０以外は第１のフード４０と同一の第
２のフード４０’を室外ユニット１２’の筐体３０に取り付けることができる。第１およ
び第２のフード４０および４０’は、第１の、すなわち主、フード４０に取り付けられた
制御箱５０によって制御可能であることが好ましい。第２のフード４０’は、主フード４
０によって制御可能な副フード４０’として構成される。
【００２７】
　図８および図９を参照すると、風向器６０は、好ましくは、前面６４および側面６３パ
ネルを有する開放箱状の本体６１を備え、取り付け用フランジ６２が各側面パネル６３の
長さを延長する。天板および底板６５および６６は、前面パネル６４の上縁および底縁か
ら側面パネル６３の上縁および低縁のほぼ中間点まで斜めに延在する。室外ユニット１２
の筐体３０に取り付けられると、風向器６０と筐体３０とは、風向器６０の最上部および
底部に位置付けられた通気口６７および６８を形成する。風向器６０は、室外ユニット１
２の筐体３０内のコイル前面領域への風の侵入を防止するほか、風向器６０の天板および
底板６５および６６の特別の角度によって、底部通気口６８からの過剰な空気の吹き上が
り、または風向器６０の最上部通気口６７からの過剰な空気の吹き下ろし、を防止するエ
アカーテンを形成する。ただし、空気は、インバータ駆動式凝縮器ファン３２によって、
必要に応じて、依然として引き込み可能である。
【００２８】
　１つの実施形態において、排気フードおよび風向器の現地据え付けのために低周囲気温
用キットを設けることができる。このキットは、好ましくは、１つ以上の排気フード４０
と１つ以上の風向器６０とを含む。このキットは、室外ユニット１２の全てのファン３２
を覆うために十分な数の排気フード４０と、室外ユニット１２の筐体３０内の全てのコイ
ル開口部を覆うために十分な数の風向器６０とを含むことが好ましいであろう。
【００２９】
　図１０、図１１、図１２、および図１３を参照して、低周囲気温用キットが設置された
室外ユニット１２の動作を説明する。低外気温閾値より高い外気温での通常運転中、室外
ユニット１２のファン３２は、図１０に示されているように、風向器６０の最上部および
底部の周囲の空気を引き込み、開いている（すなわち、ダンパ羽根４６、４７、および４
８は、筐体３１の水平または最上部に対して０°の角度で水平に位置合わせされている）
ダンパ４５を通して排気フード４０の排気口４４から空気を排出する。この空気は、風向
器６０の下または背後にあるコイル表面を横切って引き込まれる。風向器６０は、室外ユ
ニット１２の背面３４および両側面３８に取り付けられている。コイル表面は外気より高
温であるので、熱を室外に放出するが、効率的運転のための適正圧力は依然として維持す
る。低外気温閾値より高い冷房運転時は、空気は排気フード４０によって全く制限されな
い。凝縮圧は、凝縮器コイルの各区間の開閉によって、さらにはファン３２の速度を変え
ることによって、維持される。低外気温閾値より高い温度での運転は、低周囲気温用キッ
トが設置されていない場合と同じである。
【００３０】
　図１１に示されているように、低外気温閾値未満での冷房運転中、室外ユニット１２は
、風向器６０最上部および底部の周囲の空気を引き込み、ダンパ４５を通して排気フード
４０の排気口４４から空気を排出する。この空気は、風向器６０の下または背後にある熱
交換器のコイル表面を横切って引き込まれる。コイル表面は外気より高温であるので、熱
を室外に放出する。この空気は低外気温閾値より低温であるので、小さな凝縮器回路のみ
が作動し、凝縮器ファン３２はその最低速度で動作している。外気温が低外気温閾値未満
に引き続き低下し続けると、凝縮圧は引き続き低下し続ける。安定した凝縮圧を維持する
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ために、ダンパ組立体４５は周囲外気温に応じた位置まで部分的に閉じ、羽根４６、４７
、および４８は水平面に対して所定の角度に位置付けられる。ダンパ組立体４５を部分的
に閉じて排気口４４の開度を縮小または制限することによって、室外ユニット１２の凝縮
器コイルを通る空気流はファン３２の最小速度によって得られるものよりもさらに、減少
する。外気温が低下し続けるに伴い、ダンパ組立体４５はさらに閉じ、空気流をさらに減
少させる。室内空間内の負荷が増加した場合は、適した凝縮圧を維持するために、コイル
を横切る空気流を増加させる必要がある。この場合は、部分的に閉じたダンパ４５を通過
する空気を増やすために、ファン３２の速度が上昇することになる。変動する負荷条件に
合わせ、ファン３２の速度を調整することによって、凝縮圧が微調整または調整される。
【００３１】
　図１２に示されているように、暖房運転中、室外ユニット１２のコイルは外気温より低
温である。空気がコイルを横切って引き込まれるとき、この空気から熱が吸収される。こ
の結果、ダンパ組立体４５から排出される空気は、引き込まれた空気より低温である。暖
房モードにおいてヒートポンプを効率的に動作させるには、室外ユニットのコイルを通る
空気が遮られてはならない。ダンパ制御箱組立体５０は、室外ユニットの逆転弁７０に連
結されている（図１４を参照）。室外ユニット１２が暖房モードに切り替わると（逆転弁
７０を付勢すると）、ダンパ制御箱５０内のリレー５５が付勢される。このリレー５５は
、ダンパアクチュエータ制御回路５０への電力を遮断してアクチュエータモータ５２を消
勢させる。モータ５２は、ダンパ４５を全開位置まで追いやるばね復帰機能を有する。こ
の連動するリレー機能は、暖房モード中にダンパ４５を広く開いて全空気流と全能力とを
可能にする。
【００３２】
　暖房モードでの室外ユニット１２の運転中は、霜および／または氷が熱交換器のフィン
表面３６に積もるので、除霜サイクルによって時々除去する必要がある。図１３に示され
ているように、これは、室外ファン３２を完全に停止させ、逆転弁７０を切り替えること
によって行われる。逆転弁７０を切り替えると、室外ユニットは基本的に冷房モードで運
転する。このとき、コイルは、室内ユニットと配管とに残っているエネルギーによって加
熱される。
【００３３】
　制御箱５０は、これを冷房モードとみなし、ダンパ４５は、周囲外気温のための冷房モ
ードの場合の位置と等しい位置まで部分的に閉じられる。例えば、外気が５°Ｆであり、
室外ユニットが冷房運転中であると、ダンパは５０％閉じられうる。室外ユニットが除霜
モードであると、制御箱５０は冷房モードであるかのように反応し、ダンパ４５を５０％
まで閉じる。除霜中にダンパ４５が閉じ、風向器６０がコイルを風から保護することによ
って、除霜効率が向上し、ひいては除霜サイクルの長さが短縮される。除霜サイクルが短
いほど、総熱出力が向上する。
【００３４】
　図１４を参照すると、制御箱５０は、耐候筐体５１と、筐体５１内の制御盤５７に取り
付けられたダンパアクチュエータ５２と、ダンパアクチュエータ５２に結合された回路板
５３と、回路板５３に結合された制御変圧器５４と、制御変圧器５４に結合された連動リ
レー５５と、回路板５３に結合された、筐体５１から外部に延在するサーミスタ５６とを
備えている。ダンパアクチュエータ５２は、好ましくは、制御入力に基づきダンパ組立体
４５のシャフトを回転させるモータを備える。ダンパシャフトの回転により、ダンパ４５
が開閉する。モータを作動させる入力は、上下限電圧閾値を有する制御電圧信号範囲内、
例えば直流２～１０ボルトの制御電圧範囲内、の制御電圧信号であることが好ましい。下
限および上限電圧閾値間、例えば２および１０ボルト間、が制御範囲である。下限電圧閾
値において、モータは動作を開始する。上限電圧閾値において、モータはそのフルストロ
ークまたはレンジの動作に達している。アクチュエータ５２は、０°と９０°の間の移動
範囲を有することが好ましい。好ましくは、角度０°においてダンパ４５は全開になる。
角度９０°において、ダンパ４５は全閉されることが好ましいであろう。ただし、好適な
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一実施形態において、ダンパ４５は完全には閉じない。モータがダンパ４５のシャフトを
最大限回転させたときの角度は、ダンパ４５が部分的に開いている、例えば約５～６％開
いている、角度９０°未満の位置、例えば角度８５°の位置、になるであろう。この限度
は、回路板５３にプログラミングされる。
【００３５】
　リレー５５は、常閉接点を有する。室外ユニット１２が冷房モードのときは、この接点
を通って電力が常時流れ、外気温が低下するとダンパ４５を閉じ、外気温が上昇するとダ
ンパ４５を開くように、ダンパ４５を動作させる。温度がさらに低下すると、ダンパ４５
はさらに閉じる。
【００３６】
　リレー５５の主目的は、暖房モードでの室外ユニット１２の運転時に、ダンパ４５を全
開位置までばね復帰させることである。室外ユニット１２が暖房モードになると、逆転弁
７０が付勢される。リレー５５は、逆転弁７０の接続時に制御盤５７内に連結される。こ
れにより、リレー５５のコイルが付勢されて接点が開く。この接点が開くと、変圧器５４
から電力が切断され、これにより制御盤５７が消勢され、ダンパアクチュエータ５２への
電力が遮断される。これにより、ダンパ４５が全開位置までばね復帰するので、全暖房能
力のための全空気流が室外ユニット１２を通過できるようになる。
【００３７】
　室外ユニット１２が暖房運転中であり、除霜要求が必要になると、逆転弁７０が消勢さ
れる。これにより、リレー５５が消勢される。この結果、ダンパ４５は冷房モードでの動
作が可能になる、すなわち、外気温に基づき部分的閉鎖位置への移動が可能になる。
【００３８】
　サーミスタ５６の抵抗は、外気温に基づき変化する。サーミスタ５６は、制御箱５０の
底部から突出しているため、周囲外気温を感知できる。回路板５３は、外気温に応じた抵
抗値をサーミスタ５６から受け取る。
【００３９】
　回路板５３は、ダンパアクチュエータ５２の位置を制御するために、サーミスタ５６か
ら抵抗値を取り、これを制御電圧範囲内、例えば直流出力電圧２～１０ボルト内、の制御
電圧に変換するように設計される。受け取った制御電圧に応じて、ダンパアクチュエータ
５２は入力電圧に対応した所定の角度までダンパ４５を回転させる。上限制御温度閾値、
例えば２３°Ｆ、以上の外気温に対応する下限電圧閾値、例えば直流２ボルト、以下では
、アクチュエータモータはダンパを全開位置（すなわち、水平面に対する角度が０°）に
維持することになる。外気温の低下に伴い直流電圧が上昇すると、ダンパアクチュエータ
５２はダンパ４５を閉位置に向けて回転させる。ダンパ４５を完全には閉じないことが好
ましいので（ダンパ角度９０°において、ダンパは１００％閉じられる）、ダンパ４５の
閉位置は、直流１０ボルト未満、例えば直流９．５６ボルト、の制御電圧信号入力限度に
対応する９０°未満のダンパ角度、例えばアンジュル８５°、に制限されることが好まし
い。したがって、下限制御温度閾値、例えば３°Ｆ、以下の外気温に対応する上限電圧閾
値、例えば直流９．５６ボルト、以上では、アクチュエータモータはダンパ４５をこの閉
位置に保持する。
【００４０】
　ダンパ４５が極めて僅かな温度変動に基づき絶えずに前後に移動しないように、ヒステ
リシスまたは差分が回路板５３のプログラミングに内蔵されている。代わりに、ダンパア
クチュエータ５２を段階的に動作または移動させるために、回路板５３がプログラミング
される。外気温が低外気温閾値未満へと冷え続けているとき、アクチュエータ５２は、外
気温が或る閉鎖点温度に達するまでは、ダンパ４５を部分的閉鎖角度に向けて移動させな
い。外気温が引き続き下がり続けているとき、アクチュエータ５２は、外気温が次の閉鎖
点温度に達するまでは、ダンパ４５を次の部分的閉鎖角度に向けて移動させない。例えば
、外気温が２１°Ｆ未満に下がり続けているとき、空気温度が１８°Ｆに低下するまでは
、ダンパ４５の水平面からの角度は１０°に留まっているが、１８°Ｆになると、ダンパ
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４５は水平面からの角度の開きが２５°になるまで回転してさらに閉じる。同様に、外気
温が上昇し始めると、アクチュエータ５２は、外気温が開放点温度に達するまでは、ダン
パ４５をより小さな部分的閉鎖角度に向けて移動させない。例えば、空気温度が３°Ｆか
ら上昇しているとき、空気温度が７°Ｆに達するまでは、ダンパ４５の水平面からの角度
は７０°に留まっているが、７°Ｆに達すると、ダンパ４５は水平面からの角度の開きが
５５°になるまで回転する。これにより、絶え間ない上下ハンチング動作のない、ダンパ
組立体４５の安定した動作が可能になる。
【００４１】
　図１５Ａおよび図１５Ｂを参照すると、一代替実施形態においては、室外ユニット１２
は、風向器１４１が一体化された排気フード１４０を備えている。排気フード１４０は、
排気口１４４と、排気口１４４に隣接して排気フード１４０の内部に排気フード１４０に
回転可能に結合された一連のダンパ羽根１４６、１４７、および１４８を備えたダンパ組
立体１４５とを備えている。羽根１４６、１４７、および１４８は、排気口１４４を横切
って延在し、排気口１４４の開度を変えるために回転可能である。風向器１４１一体型排
気フード１４０は、その内部にファン３２の高さに隣接して風向器１４１に回転可能に結
合された一連のダンパ羽根１５１および１５２と排気フード１４０内への風向器１４１の
開口部とを備えた、第２のダンパ組立体１５０を備えることができる。以下に説明するよ
うに、外気温が低いときは、ファンからの排出空気の大半がフード１４０から出ずに、コ
イル表面３６に戻されるように、排気口１４４に隣接するダンパ羽根１４６、１４７、お
よび１４８を閉位置に移動でき、風向器のダンパ羽根１５１および１５２を開位置に移動
できる。この構成において、室外ユニット１２は、室外ユニット１２から排出された、外
気より高温の空気との間で熱交換を行う。これにより、凝縮温度を高め、圧縮器の仕事量
を軽減できる。
【００４２】
　図１５Ａに示されているように、低外気温閾値より高い外気温での平常運転中、室外ユ
ニット１２のファン３２は、室外ユニット１２の両側面にある風向器６０の最上部および
底部の周囲と室外ユニット１２の背面にある排気フード１４０の風向器１４１の底部の周
囲とから空気を引き込み、開いている（すなわち、ダンパ羽根１４６、１４７、および１
４８が水平面または筐体３１の最上部に対して角度０°で水平に位置合わせされている）
ダンパ１４５を通して排気フード１４０の排気口１４４から空気を排出する。空気は、風
向器６０および１４１の下または背後にあるコイル表面を横切って引き込まれる。図示の
ように、空気が排気フードの風向器１４１の下または背部にあるコイル表面を確実に横切
って引き込まれるように、ダンパ組立体１５０は閉じられている（すなわち、ダンパ羽根
１５１および１５２が水平面または筐体３１の最上部に対して角度０°に水平に位置合わ
せされている）。コイル表面は外気より高温であるので、熱を室外に放出するが、効率的
運転のための適正圧力は依然として維持する。低外気温閾値より高い温度での冷房運転時
、空気は排気フード１４０によって全く制限されない。凝縮圧は、凝縮器コイルの各区間
の開閉によって、さらにはファン３２の速度を変えることによって、維持される。低外気
温閾値より高い温度での運転は、低周囲気温用キットが設置されていない場合と同じであ
る。
【００４３】
　低外気温閾値未満での冷房運転中は、図１５Ｂに示されているように、室外ユニット１
２は、室外ユニット１２の側面にある風向器６０の最上部および底部の周囲と室外ユニッ
ト１２の背面にある排気フード１４０の風向器１４１の底部の周囲とから空気を引き込み
、ダンパ１４５を通して排気フード１４０の排気口１４４から空気を排出する。空気は、
風向器６０および１４１の下または背後にある熱交換器のコイル表面を横切って引き込ま
れる。コイル表面は外気より高温であるので、熱を室外に放出する。この空気は低外気温
閾値より低いので、小さな凝縮器回路のみが作動され、凝縮器ファン３２はその最低速度
で動作している。外気温が低外気温閾値未満に引き続き下がり続けると、凝縮圧は引き続
き低下し続ける。安定した凝縮圧を維持するために、ダンパ組立体１４５は周囲外気温に
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応じた位置まで部分的に閉じ、羽根１４６、１４７、および１４８は水平面に対して所定
の角度に位置付けられ、ダンパ組立体１５０は羽根１５１および１５２が水平面に対して
所定の角度に位置付けられる位置まで開く。
【００４４】
　図１６Ａおよび図１６Ｂを参照すると、別の代替実施形態の室外ユニット１２は、風向
器１４１一体型排気フード１４０を備えている。排気フード１４０は、排気口１４４と、
排気口１４４に隣接して排気フード１４０の内部に排気フード１４０に回転可能に結合さ
れた一連のダンパ羽根１４６、１４７、および１４８を備えたダンパ組立体１４５とを備
えている。羽根１４６、１４７、および１４８は、排気口１４４を横切って延在し、排気
口１４４の開度を変えるために回転可能である。第２のダンパ組立体１５０は、その内部
でファン３２の高さに隣接して風向器１４１に回転可能に結合された一連のダンパ羽根１
５１および１５２を備える。第３のダンパ組立体１５５は、風向器１４１の底部にある通
気口に隣接してその内部に風向器１４１に回転可能に結合された一連のダンパ羽根１５６
および１５７を備える。以下に説明するように、外気温が低いときは、ファンからの排出
空気の大半がフード１４０から出ずに、コイル表面３６に戻されるように、排気口１４４
に隣接するダンパ羽根１４６、１４７、および１４８と風向器１４１の通気口に隣接した
ダンパ羽根１５６および１５７とを閉位置に移動させ、風向器のダンパ羽根１５１および
１５２を開位置に移動させることができる。この構成において、室外ユニット１２は、室
外ユニット１２から排出された、外気より高温の空気との間で熱交換を行う。これにより
、凝縮温度を高め、圧縮器の仕事量を軽減できる。
【００４５】
　低外気温閾値より高い外気温での平常運転中は、図１６Ａに示されているように、室外
ユニット１２のファン３２は、室外ユニット１２の両側面にある風向器６０の最上部およ
び底部の周囲および室外ユニット１２の背面にある排気フード１４０の風向器１４１の底
部の周囲から空気を引き込み、開いている（すなわち、ダンパ羽根１４６、１４７、およ
び１４８が水平面または筐体３１の最上部に対して角度０°で水平に位置合わせされてい
る）ダンパ１４５を通して排気フード１４０の排気口１４４から空気を排出する。空気は
、風向器６０および１４１の下または背後にあるコイル表面を横切って引き込まれる。こ
の空気が排気フード１４０の風向器１４１の下または背部にあるコイル表面を確実に横切
って引き込まれるように、図示のように、ダンパ組立体１５０は閉じられ（すなわち、ダ
ンパ羽根１５１および１５２は水平面または筐体３１の最上部に対して角度０°に水平に
位置合わせされ）、ダンパ組立体１５５は開かれる（すなわち、ダンパ羽根１５６および
１５７は最大空気流を保証する角度に向けられる）。コイル表面は外気より高温であるの
で、熱を室外に放出するが、効率的運転のための適正圧力は依然として維持する。低外気
温閾値より高い温度での冷房運転時、空気は排気フード１４０によって全く制限されない
。凝縮圧は、凝縮器コイル内の各区間の開閉によって、さらにはファン３２の速度を変え
ることによって、維持される。低外気温閾値より高い温度での運転は、低周囲気温用キッ
トが設置されていない場合と同じである。
【００４６】
　低外気温閾値未満での冷房運転中は、図１６Ｂに示されているように、室外ユニット１
２は、室外ユニット１２の両側面にある風向器６０の最上部および底部の周囲および室外
ユニット１２の背面にある排気フード１４０の風向器１４１の底部の周囲の空気を引き込
み、ダンパ１４５を通して排気フード１４０の排気口１４４から空気を排出する。空気は
、風向器６０および１４１の下または背後にある熱交換器のコイル表面を横切って引き込
まれる。コイル表面は外気より高温であるので、熱を室外に放出する。この空気は低外気
温閾値より低いので、小さな凝縮器回路のみが作動され、凝縮器ファン３２はその最低速
度で動作している。外気温が低外気温閾値未満に下がり続けるに伴い、凝縮圧は低下し続
ける。安定した凝縮圧を維持するために、ダンパ組立体１４５は周囲外気温に応じた位置
まで部分的に閉じ、羽根１４６、１４７、および１４８が水平面に対して所定の角度に位
置付けられ、ダンパ組立体１５０は羽根１５１および１５２が水平面に対して所定の角度
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に位置付けられる位置まで開き、ダンパ組立体１５５は羽根１５１および１５２が所定の
角度に位置付けられる位置まで閉じる。
【００４７】
　あるいは、ダンパ組立体をファン３２の基部に配置して、排気フードを排除することも
できる。
【００４８】
　図１７を参照すると、制御システム５０は、外気温を測定するためのサーミスタ５６の
代わりに、他の各種センサのうちの１つを含むこともできる。例えば、制御システム５０
は、膨張器２４の後に配置される蒸発温度センサ１６０、圧縮器の低圧側に配置される低
圧センサ１６２、圧縮器２８の後に配置される凝縮温度センサ１６４、または圧縮器２８
の高圧側に配置される高圧センサ１６６を含むこともできる。
【００４９】
　本発明は種々の修正および代替形態が可能であるが、その具体例のいくつかを図面に示
し、本願明細書で詳細に説明してきた。ただし、本発明は開示されている特定の形態また
は方法に限定されるものではなく、むしろ本発明は添付の特許請求の範囲の精神および範
囲に含まれる全ての変更例、同等物、および代替物を包含することを理解されたい。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３】

【図４Ａ】



(17) JP 5734427 B2 2015.6.17

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５Ａ】
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【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７】



(20) JP 5734427 B2 2015.6.17

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100160831
            弁理士　大谷　元
(72)発明者  ブッシュ・ポール・ジョセフ
            アメリカ合衆国　ジョージア州　３００４３　ローレンスヴィル　ユニット　１０４　オールド　
            ピーチツリー　ロード　８０１

    審査官  鈴木　充

(56)参考文献  特開平０２－２９０４４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５３－０８６８３９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０５－２６４１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０６７３８１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０５－１４１７１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０６１４４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３４９５７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２３４２９３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２５Ｂ　　　１／００　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　１／４８
              Ｆ２４Ｆ　　　１／５０　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　１／５６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

