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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒
回路の温度や前記凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷
媒量を判定する冷媒量判定手段、前記冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した
記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知
らせる表示手段と、前記冷媒回路に接続する冷媒供給装置と、を備えた冷凍空調装置の冷
媒充填方法であって、
前記冷媒供給装置と前記冷媒回路の冷媒充填口とを冷媒充填用ホースで接続するホース接
続ステップと、
前記冷媒量判定手段と前記表示手段による冷媒量判定と表示を行う運転を選定する運転選
定ステップと、
前記運転選定ステップで冷媒量判定と表示を行う運転が選定されると起動運転を所定時間
行う起動運転ステップと、
前記起動運転ステップによる起動運転時間が経過した後、前記凝縮器の過冷却度と、前記
温度検出手段により前記凝縮器の周囲空気温度を検出し、それらの過冷却度と周囲温度の
値から前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又は過多のどの状態であるかを前記冷媒量判
定手段で判定し、その判定結果を前記表示手段に表示する判定・表示ステップと、
前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が冷媒量不足状態の間、前記圧縮機は運転を続
け、前記冷媒供給装置に備えた開閉弁を動作させて、冷媒を前記冷媒回路意に充填する冷
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媒充填ステップと、
前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合、前記圧縮機
を停止して、前記圧縮機停止後の数秒以内に前記四方弁の流路を切り替えるとともに前記
表示手段により冷媒量状態を表示する停止・表示ステップと、
を含むことを特徴とする冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項２】
前記起動運転ステップの起動運転を行う所定時間を外気温によって前記制御手段が決定す
る時間決定ステップを備えたことを特徴とする請求項１記載の冷凍空調装置の冷媒充填方
法。
【請求項３】
前記起動運転を行なう所定時間は外気温度が高い場合は短く、低い場合は長くなることを
特徴とする請求項２記載の冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項４】
前記停止・表示ステップで前記圧縮機を停止するとともに冷媒量状態を表示した後、前記
冷媒供給装置に備えた前記開閉弁を閉じる開閉弁閉ステップを備えたことを特徴とする請
求項１ないし請求項３のいずれかに記載の冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項５】
室内機と室外機を備え、前記減圧装置が前記室外機に搭載されている場合は暖房運転、前
記減圧装置が前記室内機に搭載されている場合は冷房運転が可能な前記冷媒回路を構成し
て冷媒を充填する運転を行うことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載
の冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項６】
前記圧縮機の回転数と、前記減圧手段の減圧量は前記冷媒回路の冷媒温度状態が予め定め
た目標値になるように変化させることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれかに
記載の冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項７】
前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が不足であり、前記冷媒充填ステップが実施さ
れない場合、前記判定・表示ステップが継続されることを特徴とする請求項１ないし請求
項６のいずれかに記載の冷凍空調装置の冷媒充填方法。
【請求項８】
前記四方弁の流路を切り替える音で、冷媒量判定結果が適量あるいは過多で前記圧縮機が
停止したことを報知することを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置の冷媒充填方法
。
【請求項９】
圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒
回路の温度や前記凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷
媒量を判定する冷媒量判定手段、前記冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した
記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知
らせる表示手段と、前記冷媒回路に接続する冷媒供給装置と、を備え、前記冷媒量判定手
段は前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又は過多のどの状態であるかを判定するととも
に、前記表示手段に冷媒量が不足、適量又は過多のいずれかの判定結果を表示し、前記冷
媒量判定手段の判定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合には前記圧縮機を停止して、前
記圧縮機停止後の数秒以内に前記四方弁の流路を切り替えることを特徴とする冷凍空調装
置の冷媒充填装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、冷凍空調装置への適量な冷媒を充填する方法及び冷凍空調装置への冷媒充
填装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　冷凍サイクルを構成する空気調和機は、一般に室内機と、室外機と、室内機と室外機と
の間を接続する配管とにより構成されている。室内機は、室内側熱交換器等を有する。ま
た、室外機は、室外側熱交換器、圧縮機、減圧弁等を有する。これらで構成された室内機
と室外機とは、据え付け現場にて配管接続され、冷凍空調装置として機能する。
【０００３】
　冷凍空調装置の据え付け環境は多種多様であり、配管長さ、配管径、室内熱交換器容積
も多種多様である。そのため、冷媒回路内の容積は各環境で異なる。一方で冷凍空調装置
を機能させる為には冷媒回路を循環する適量の冷媒が必要である。
【０００４】
　従来、適量の冷媒を自動で充填して、冷凍サイクルの信頼性を確保する技術が提案され
ている。圧縮機、室外熱交換器、減圧装置、受液器を有する室外ユニットと、室内熱交換
器、減圧装置を有する室内ユニットと、を配管接続した冷凍サイクルに対し、室内ユニッ
トの受液器と室内ユニットの間に副流部を備えた過冷却熱交換器の主流部を配置し、副流
部の一方は冷媒充填電磁弁を介して冷媒ボンベに、他方は圧縮機の吸入側に接続し、主流
部出口側の冷媒過冷却度に関連して冷媒充填電磁弁の開閉を制御する冷媒充填装置及び冷
媒充填方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、冷凍サイクルの現場据え付け時に追加充填する冷媒量を適切且つ自動的に調整し
得る冷凍サイクルに対する冷媒充填方法を提供するために、室外側のユニット及び室内側
のユニットを連結管で連結した後の試運転の際、冷媒循環系路に冷媒を補充しつつ冷媒循
環路の各点での冷媒圧力、冷媒温度を規定する所定の運転パラメータをモニタして冷媒の
過熱度及び／又は過冷却度を検出し、これら過熱度及び／又は過冷却度に達したことで適
量の冷媒が充填されたとして冷媒の補充を自動的に停止するようにした冷凍サイクルに対
する冷媒充填方法及びその装置が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　また、冷媒供給源をヒートポンプ装置にその充填ポートにて取付ける過程と、前記圧縮
機を作動させつつ段階的に所定量ずつ冷媒を充填する過程と、所定量の冷媒が充填される
毎に屋内コイルの入口温度及び出口温度を検出する過程と、検出された前記二つの温度の
温度差を求める過程と、前記温度差を先に求められた温度差と比較する過程と、前記比較
に於ける温度差の差が所定の閾値に到達すると充填を停止する過程とを含むヒートポンプ
装置の充填方法が提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００５－１１４１８４号公報
【特許文献２】特開２００５－２４１１７２号公報
【特許文献３】特公Ｈ６－２１７４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１、２の冷媒充填方法では、空気調和機の冷媒回路に冷媒
を自動充填し、適量充填後に冷媒回路と冷媒ボンベの間を遮断するための自動制御弁を備
えている。これは、専用弁と専用の弁に対応する制御を設ける必要があり、コスト・資源
の課題だけでなく、使用できる冷凍空調装置も限定される。また、冷媒量が過多の場合に
ついては言及していない。これは自動充填が前提であり、手動作業による充填ミスを考慮
していないという課題があった。
【０００８】
　上記特許文献３の冷媒充填方法では、蒸発器の過熱度で冷媒量を判断する一方、凝縮器
や液配管の滞留冷媒量に大きな影響を与える減圧手段の制御方法については言及していな
い。冷媒の大半は凝縮器や液配管に滞留することを考慮すると従来技術では高精度な冷媒
量調整は難しいと考える。また冷媒量が適正か不足かは判断していても過多かどうかは判
定していない。その結果、少量ずつ冷媒を充填しては蒸発器出口の過熱度を計測して冷媒
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量が適量かどうかを判定する必要があり、手間と時間がかかる、という課題がある。また
運転状態を外部に表示することに言及しておらず、また充填が停止される、と言及してい
ることから冷媒充填は自動であると解釈できる。上記特許文献１、２と同様に専用弁と専
用の弁に対応する制御を設ける必要がある。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、冷媒充填用の専用弁
や専用制御を備えなくても正確に冷媒回路内の冷媒量を把握し、冷媒量が不足している場
合は冷媒が適量になるまで所定量の冷媒を所定時間ごとに手動でも充填することもできる
ように指示や表示を示す冷凍空調装置の冷媒充填方法を提供する。また手動による冷媒充
填ミスも想定して冷媒回路の冷媒量が不足、適量、過多のどの状態であるかを判定し、作
業者に表示する冷凍空調装置の冷媒充填方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る冷凍空調装置の冷媒充填方法は、圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、
蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒回路の温度や前記凝縮器の周囲空気温
度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段、前記
冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒
量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知らせる表示手段と、前記冷媒回路に接
続する冷媒供給装置と、を備えた冷凍空調装置の冷媒充填方法であって、前記冷媒供給装
置と前記冷媒回路の冷媒充填口とを冷媒充填用ホースで接続するホース接続ステップと、
前記冷媒量判定手段と前記表示手段による冷媒量判定と表示を行う運転を選定する運転選
定ステップと、前記運転選定ステップで冷媒量判定と表示を行う運転が選定されると起動
運転を所定時間行う起動運転ステップと、前記起動運転ステップによる起動運転時間が経
過した後、前記凝縮器の過冷却度と、前記温度検出手段により前記凝縮器の周囲空気温度
を検出し、それらの過冷却度と周囲温度の値から前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又
は過多のどの状態であるかを前記冷媒量判定手段で判定し、その判定結果を前記表示手段
に表示する判定・表示ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が冷媒量不
足状態の間、前記圧縮機は運転を続け、前記冷媒供給装置に備えた開閉弁を動作させて、
冷媒を前記冷媒回路意に充填する冷媒充填ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量
判定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合、前記圧縮機を停止して、前記圧縮機停止後の
数秒以内に前記四方弁の流路を切り替えるとともに前記表示手段により冷媒量状態を表示
する停止・表示ステップと、を備えたものであります。
【００１１】
　また、この発明に係る冷凍空調装置の冷媒充填装置は、圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧
装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒回路の温度や前記凝縮器の周囲
空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段
、前記冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した記憶手段を含む制御手段と、前
記冷媒量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知らせる表示手段と、前記冷媒回
路に接続する冷媒供給装置と、を備え、前記冷媒量判定手段は前記冷媒回路の冷媒量が不
足、適量、又は過多のどの状態であるかを判定するとともに、前記表示手段に冷媒量が不
足、適量又は過多のいずれかの判定結果を表示し、前記冷媒量判定手段の判定結果が冷媒
量適量あるいは過多の場合には前記圧縮機を停止して、前記圧縮機停止後の数秒以内に前
記四方弁の流路を切り替えるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係る冷凍空調装置の冷媒充填方法は、圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、
蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒回路の温度や前記凝縮器の周囲空気温
度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段、前記
冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒
量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知らせる表示手段と、前記冷媒回路に接
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続する冷媒供給装置と、を備えた冷凍空調装置の冷媒充填方法であって、前記冷媒供給装
置と前記冷媒回路の冷媒充填口とを冷媒充填用ホースで接続するホース接続ステップと、
前記冷媒量判定手段と前記表示手段による冷媒量判定と表示を行う運転を選定する運転選
定ステップと、前記運転選定ステップで冷媒量判定と表示を行う運転が選定されると起動
運転を所定時間行う起動運転ステップと、前記起動運転ステップによる起動運転時間が経
過した後、前記凝縮器の過冷却度と、前記温度検出手段により前記凝縮器の周囲空気温度
を検出し、それらの過冷却度と周囲温度の値から前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又
は過多のどの状態であるかを前記冷媒量判定手段で判定し、その判定結果を前記表示手段
に表示する判定・表示ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が冷媒量不
足状態の間、前記圧縮機は運転を続け、前記冷媒供給装置に備えた開閉弁を動作させて、
冷媒を前記冷媒回路意に充填する冷媒充填ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量
判定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合、前記圧縮機を停止して、前記圧縮機停止後の
数秒以内に前記四方弁の流路を切り替えるとともに前記表示手段により冷媒量状態を表示
する停止・表示ステップと、を備えたもので、冷媒供給用の専用弁や専用制御を備えなく
ても正確に冷媒回路内の冷媒量を把握できる。また、冷凍空調装置は所定時間ごとに冷媒
回路の冷媒量が不足、適量、過多のどの状態かを判定し、作業者に表示してくれるので、
作業者は冷媒供給装置の開閉弁を手動し、任意の冷媒量を、任意のタイミングで冷媒回路
に充填しながら適量の冷媒量を充填することができる。また、作業ミスなどにより冷媒回
路の冷媒量が過多になってしまった場合は、過多状態であることを冷凍空調装置が判定し
て作業者に表示する。それにより作業者は余剰冷媒を回収するなどして冷媒回路中の冷媒
を適量化することができるという効果が有る。
【００１３】
　また、この発明に係る冷凍空調装置の冷媒充填装置は、圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧
装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒回路の温度や前記凝縮器の周囲
空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段
、前記冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した記憶手段を含む制御手段と、前
記冷媒量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知らせる表示手段と、前記冷媒回
路に接続する冷媒供給装置と、を備え、前記冷媒量判定手段は前記冷媒回路の冷媒量が不
足、適量、又は過多のどの状態であるかを判定するとともに、前記表示手段に冷媒量が不
足、適量又は過多のいずれかの判定結果を表示し、前記冷媒量判定手段の判定結果が冷媒
量適量あるいは過多の場合には前記圧縮機を停止して、前記圧縮機停止後の数秒以内に前
記四方弁の流路を切り替えるもので、冷媒供給用の専用弁や専用制御を備えなくても正確
に冷媒回路内の冷媒量が不足、適量、過多のどの状態かを把握でき、作業者に表示してく
れるので、作業者が冷媒供給装置の開閉弁を手動で作動し、容易に冷媒を冷媒回路に充填
でき、また適量あるいは過多の場合は圧縮機を停止した後冷媒を充填しにくくするという
効果が有る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　実施の形態１．
　以下、冷凍空調装置の一例である空気調和機を例に説明する。冷凍空調装置としては、
空気調和機以外に、例えば、冷蔵ショーケース等がある。
【００１５】
　図１、図２は実施の形態１を示す図で、図１は空気調和機の冷媒充填時の冷媒回路図、
図２は冷媒充填方法を示す冷媒充填フローチャートである。
　図１において、空気調和機は、室外機Ａと室内機Ｂとを備える。室外機Ａは、圧縮機１
、四方弁２、減圧装置である減圧手段４、室外側熱交換器５、及びアキュームレータ（液
溜め装置）６を備え、室内機Ｂは、室内側熱交換器３等を備える。
　室外機Ａの一端と室内機Ｂの一端とをガス側接続配管Ｃで接続する。一方、室外機Ａの
他端と室内機Ｂの他端を液側接続配管Ｄで接続する。これにより、冷媒回路が形成される
。



(6) JP 4434260 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

【００１６】
　形成された冷媒回路の中で、室外機Ａに備える四方弁２は、冷媒回路の進路方向を変更
する役割を持つ。通常、冷房及び暖房の両方の機能を有する冷凍空調装置は、圧縮機１か
ら吐出された高温・高圧の冷媒を室外側熱交換器５に送り込んだ場合に冷房運転を行い、
室内側熱交換器３に送り込んだ場合に暖房運転を行う。四方弁２はこの運転モードを切り
替える役割を有し、四方弁２内にあるスライド弁を切り替えることで冷房や暖房の運転モ
ードを自由に切り替えることが出来る。そして、暖房運転時に室内熱交換器３は冷媒を凝
縮させる凝縮器となり室外熱交換器５は冷媒を蒸発させる蒸発器となり、また、冷房運転
時は逆に室内熱交換器３が蒸発器となり室外熱交換器５が凝縮器となる。
【００１７】
　一方、室外機Ａに内蔵された減圧手段４は、熱交換器３，５によって凝縮された高圧液
冷媒を、蒸発圧力まで減圧させるものである。
【００１８】
　次にサーミスタ等の温度検出手段について説明する。Ｔ１は室外機Ａの周囲温度を検出
する室外機温度検出手段で、外気温を検出し、Ｔ２は室内機Ｂの周囲温度を検出する室内
機周囲温度検出手段、Ｔ３は室内熱交換器３内の二相冷媒温度を検出する二相冷媒温度検
出手段、Ｔ４は室内熱交換器３の液配管Ｄと連通する側の出口温度を検出するための出口
温度検出手段である。制御手段２０は冷媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段２２
とこの冷媒量判定手段２２の判定の閾値などを記憶した記憶手段２１を含み、圧縮機１、
減圧手段４、室外ファンモータ（図示せず）、室内ファンモータ（図示せず）の運転状態
を制御し、前記温度検出手段Ｔ１～Ｔ４が検出した値を前記記憶手段２１などに格納する
。冷媒量状態の判定結果は表示手段２３に表示される。表示手段２３は例えば制御手段２
０上に備えたＬＥＤランプやリモコン表示部などがあげられる。また、この実施の形態の
一例では、制御装置である制御手段２０は室外機Ａに装着される基板にマイコン（マイク
ロコンピュータ）等を実装して構成される。
【００１９】
　上記の通り形成した冷媒回路を持つ装置が、空気調和機として機能するためには、冷媒
回路内に冷媒が存在する必要がある。
【００２０】
　空気調和機の冷媒量充填方法を図２に従って説明する。
【００２１】
　まず、過程１であるホース接続ステップ１０１が行なわれる。ホース接続ステップ１０
１では、冷媒回路に接続し充填する冷媒を供給する冷媒供給装置１０と、前記冷媒回路の
低圧側となる吸入配管と連通する冷媒充填口７と、を冷媒充填用ホース８で接続する。な
お、冷媒供給装置１０としては運搬可能で開閉弁９を備えた冷媒ボンベを想定している。
【００２２】
　過程２である運転選定ステップ１０２について説明する。この運転選定ステップ１０２
では冷媒量判定手段２２と表示手段２３による冷媒量判定・表示運転を行なう冷媒充填運
転の運転開始を選定するもので、制御手段２０に設けられた所定のスイッチ（図示せず）
を入れると、空気調和機は冷媒量判定・表示運転モードを選択する。冷媒量判定・表示運
転モードが選択された場合、減圧手段４が室外機Ａに備えられている本実施の形態の場合
は暖房運転が可能な冷媒回路を構成する。暖房運転時の冷媒の流れ方を図１に矢印で示す
。減圧手段４を室外機Ａに備えた装置では暖房運転で冷媒量判定・表示運転を行う。理由
は、暖房運転時の液配管内は高圧液冷媒で満たされるため接続配管が長い場合は暖房運転
の方が冷房運転の場合より必要冷媒量が多く、冷媒量の判定がより正確に行なえるからで
ある。同様の理由により、減圧手段４を室内機Ｂに備えた装置では冷媒量判定・表示運転
の運転モードとして冷房運転を選択する。
【００２３】
　次に、過程３である起動運転を行なう所定時間を決定する時間決定ステップ１０３につ
いて説明する。この時間決定ステップ１０３では、後述の起動運転ステップ１０４の起動
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運転を行なう所定時間を制御手段２０が決定するもので、室外機周囲温度の検出手段Ｔ１
で検出した周囲空気温度である外気温度から起動運転時間を決定する。前記温度検出手段
Ｔ１の検出温度と起動運転時間との関係式は予め制御手段２０の記憶手段２１に格納して
おく。前記温度が低いほど冷凍サイクルが安定するように起動運転時間を長くする。起動
運転時間は冷凍サイクルの冷媒量の判定を精度よく行なえるように冷凍サイクルが安定す
るために必要な時間であり概ね１０分前後が一つの目安である。なお、起動運転時間は低
い外気温でも冷凍サイクルが安定する長い時間を設定することも可能であるが、外気温に
よって一意的に時間を決めるようにすることで、外気温が低くない場合に不必要に長く起
動運転を行いエネルギーのロスや冷媒充填作業が長くなることを防止できる効果がある。
【００２４】
　次に、過程４である起動運転ステップ１０４について説明する。起動運転ステップ１０
４では運転選定ステップ１０２で冷媒量判定と表示を行なう冷媒充填運転が選定されると
時間決定ステップ１０３で決定された所定時間起動運転を行なう。つまり、圧縮機１を運
転開始して起動運転する。起動運転時間は過程３の時間決定ステップ１０３で定めた時間
とする。この間、制御手段２０の表示手段２３には起動運転中である旨を記号、数字、点
滅方法などで示す。それらが意味する内容は室外機Ａの取り外しが簡単な外郭パネルの裏
や取扱説明書などに明示する。圧縮機１、減圧手段４、室外ファンモータは冷凍サイクル
が安定するように可変制御される。
【００２５】
　次に、過程５であるステップ１０５（１０５ａ，１０５ｂ含む）からなる判定・表示ス
テップについて説明する。この、判定・表示ステップ１０５（１０５ａ，１０５ｂ含む）
は起動運転ステップ１０４による起動運転時間が経過した後、所定時間が経過するたびに
凝縮器（この実施の形態では室内熱交換器３）の過冷却度と、温度検出手段Ｔ２により凝
縮器３の周囲空気温度を検出し、それらの過冷却度と周囲空気温度の値から冷媒回路の冷
媒量が不足、適量、又は過多のどの状態であるかを冷媒量判定手段２２で判定し、その判
定結果を表示手段２３に表示するものである。つまり、室内機周囲温度検出手段Ｔ２、室
内熱交換器３の二相冷媒温度検出手段Ｔ３、室内熱交換器３の液冷媒出口温度検出手段Ｔ
４で各温度を検出する。後者２つの温度値から過冷却度を求め、室内機周囲温度と合わせ
て冷媒量判定に用いる。
　過冷却度と室内機周囲温度の関係と、冷媒量不足、適量、過多状態との関係式や閾値は
予め制御手段２０の記憶手段２１に格納しておく。それらを冷媒量判定手段２２で比較し
て冷媒量状態を判定し（ステップ１０５ａ）、表示手段２３に不足、適量、過多である旨
を記号、数字、点滅方法などで示す（ステップ１０５）。それらが意味する内容は室外機
Ａのパネルの裏や取扱説明書などに明示する。冷媒量判定と表示は起動運転時間経過後は
所定時間ごと（ステップ１０５ｂ）に実施する。所定時間として、冷凍サイクルの時定数
を考慮して１～２分が望ましい。また、表示手段２３による冷媒量不足、適量、過多であ
る状態の表示一例を詳しく示すと、例えば不足の場合はＬＥＤ点灯、適量ではＬＥＤをゆ
っくり点滅、過多の場合は早く点滅させるなどで表したり、それぞれの状態を表わすよう
に別々に３個のＬＥＤを設けて表示するなどでもよい。
【００２６】
　次に、過程６である冷媒充填ステップ１０６について説明する。この冷媒充填ステップ
１０６は判定・表示ステップ１０５の冷媒量判定結果（ステップ１０５ａ）が冷媒量不足
状態の間、圧縮機１は運転を続け、冷媒供給装置１０に備えた開閉弁９を動作させて、冷
媒を冷媒回路に充填するステップである。
　つまり、過程５の判定・表示ステップで冷媒量不足と判定された場合、圧縮機１は運転
し続ける。その間に作業者は冷媒供給装置１０の開閉弁９を手動で作動し、任意の冷媒量
を、任意のタイミングで冷媒回路に充填することが望ましい。実際に冷媒充填作業の準備
、充填、後片付け、表示手段の確認に要する時間は、１回の充填当たり２～３分必要と考
えることができる。なお、１回当たりにどれくらいの冷媒を充填してよいか見当がつかな
い作業者のために、作業説明書などに１回当たりの推奨充填冷媒量を記述しておくことは
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望ましい。なお、この過程６（冷媒充填ステップ１０６）の作業をしない場合、過程５（
判定・表示ステップ１０５，１０５ａ，１０５ｂ）の状態が続くことは言うまでもない。
【００２７】
　次に、過程７の停止・表示ステップ１０７について説明する。停止・表示ステップ１０
７は、判定・表示ステップ１０５の冷媒量判定結果（ステップ１０５ａ）が冷媒量適量あ
るいは過多の場合、圧縮機１を停止するとともに表示手段２３により冷媒量状態を表示す
るステップである。
　つまり、過程５の判定・表示ステップ１０５において冷媒量状態の判定結果が適量ある
いは過多の場合、冷凍空調装置は自動で圧縮機１を停止する。表示手段２３には冷媒量状
態が適量あるいは過多である旨を表示する。作業者は圧縮機１停止や表示を見て充填作業
を終える。このとき、冷媒供給装置１０の手動開閉弁９は開いたままである。圧縮機１停
止後に冷媒回路に冷媒が充填し続けないようにするために圧縮機１停止後、数秒以内に四
方弁２の流路を切り替えて冷媒回路内を短時間に均圧して冷媒を充填しにくくすることは
効果的である。つまり、冷媒回路内の均圧により冷媒供給装置１０の圧力と冷媒回路の接
続部との圧力差が少なくなり、冷媒が充填し難くなるわけである。また、四方弁２切替時
に冷媒均圧音（比較的に大きなプシュー音が鳴る）がなるので、表示手段２３を見なくて
も冷媒均圧音で冷媒量状態が適量あるいは過多であることや圧縮機１が停止したことを作
業者が把握することもでき、冷媒充填作業を容易にできる。また記憶手段２１にこの冷媒
回路に冷媒を充填した運転を実施したことや、判定結果が適量あるいは過多であったこと
を記憶することが望ましく、その後の冷凍空調装置のサービスなどのメンテナンスに有用
な情報となる。
【００２８】
　次に、過程８である開閉弁閉ステップ１０８について説明する。開閉弁閉ステップ１０
８では停止・表示ステップ１０７で圧縮機１を停止するとともに冷媒量状態を表示した後
、冷媒供給装置１０に備えた開閉弁９を閉じるステップである。
　つまり、この過程８の開閉弁閉ステップ１０８において圧縮機１が停止し、表示装置２
３で冷媒回路の冷媒量状態が適量あるいは過多であることを確認したら冷媒供給装置１０
に備えた開閉弁９を手動で閉じてもらう。
【００２９】
　このように、圧縮機１、四方弁２、凝縮器、減圧装置４、蒸発器及び液溜め装置６を有
する冷媒回路と、冷媒回路の温度や凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、冷
媒回路内の冷媒量を判定する冷媒量判定手段２２及び冷媒量判定手段２２の判定の閾値を
記憶した記憶手段２１を含む制御手段２０と、冷媒量判定手段２２で判定した冷媒量状態
を表示し外部に知らせる表示手段２３と、冷媒回路に接続する冷媒供給装置１０と、を備
えた冷凍空調装置への冷媒充填方法であって、冷媒供給装置１０と冷媒回路の冷媒充填口
７とを冷媒充填用ホース８で接続するホース接続ステップ１０１と、冷媒量判定手段２２
と表示手段２３による冷媒量判定と表示を行なう運転を選定する運転選定ステップ１０２
と、運転選定ステップ１０２で冷媒量判定と表示を行なう運転が選定されると起動運転を
所定時間行なう起動運転ステップ１０４と、起動運転ステップ１０４による起動運転時間
が経過した後、所定時間が経過するたびに凝縮器の過冷却度と、温度検出手段により凝縮
器の周囲空気温度を検出し、それらの過冷却度と周囲温度の値から冷媒回路の冷媒量が不
足、適量、又は過多のどの状態であるかを冷媒量判定手段２２で判定し、その判定結果を
表示手段２３に表示する判定・表示ステップ１０５（１０５ａ，１０５ｂ含む）と、判定
・表示ステップ１０５の冷媒量判定結果が冷媒量不足状態の間、圧縮機１は運転を続け、
冷媒供給装置１０に備えた開閉弁９を動作させて、冷媒を冷媒回路に充填する冷媒充填ス
テップ１０６と、判定・表示ステップ１０５（１０５ａ，１０５ｂ含む）の冷媒量判定結
果が冷媒量適量あるいは過多の場合、圧縮機１を停止するとともに表示手段２３により冷
媒量状態を表示する停止・表示ステップ１０７と、を備えたので、冷媒供給用の専用弁や
専用制御を備えなくても正確に冷媒回路内の冷媒量を把握できる。また、冷凍空調装置は
所定時間ごとに冷媒回路の冷媒量が不足、適量、過多のどの状態かを判定し、作業者に表
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示してくれるので、作業者は冷媒供給装置の開閉弁を手動で作動し、任意の冷媒量を、任
意のタイミングで冷媒回路に充填しながら適量の冷媒量を充填することができる。また、
作業ミスなどにより冷媒回路の冷媒量が過多になってしまった場合は、過多状態であるこ
とを冷凍空調装置が判定して作業者に表示する。それにより作業者は余剰冷媒を回収する
などして冷媒回路中の冷媒を適量化することができるという効果が有る。
【００３０】
　また、圧縮機１、四方弁２、凝縮器、減圧装置４、蒸発器、液溜め装置６を有する冷媒
回路と、冷媒回路の温度や凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、冷媒回路内
の冷媒量を判定する冷媒量判定手段２２、冷媒量判定手段２２の判定の閾値を少なくとも
記憶した記憶手段２１を含む制御手段２０と、冷媒量判定手段２２で判定した冷媒量状態
を表示し外部に知らせる表示手段２３と、冷媒回路に接続する冷媒供給装置１０と、を備
え、冷媒量判定手段２２は冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又は過多のどの状態であるか
を判定するとともに、表示手段２３に冷媒量が不足、適量、又は過多のいずれかの判定結
果を表示したので、冷媒供給用の専用弁や専用制御を備えなくても正確に冷媒回路内の冷
媒量が不足、適量、過多のどの状態かを把握でき、作業者に表示してくれるので、作業者
が冷媒供給装置１０の開閉弁９を手動で作動し、容易に冷媒を冷媒回路に充填できるもの
が得られるという効果が有る。特に、冷媒過多状態であることを判定して作業者に表示す
るので、それにより作業者は余剰冷媒を回収するなどして冷媒回路中の冷媒を適量化する
ことができるという効果が有る。
【００３１】
実施の形態２．
　以下、冷凍空調装置の一例である空気調和機を例に説明する。
　実施の形態２を示す冷媒回路図は図１及び冷媒充填フローチャートは図２であって、実
施の形態１と同じであり、実施の形態１と回路構成、動作は同様なので詳細な説明を省略
する。この実施の形態の起動運転ステップ１０４の説明を次に示す。
【００３２】
　起動運転ステップ１０４では圧縮機１を起動して運転を開始する。起動運転時間は室外
機Ａの周囲温度により一意的に決定する。室外機Ａ周囲温度が高い場合は短時間、低い場
合は長時間とする。
【００３３】
　延長配管が数ｍから３０ｍと短い場合、冷媒は短時間で冷媒回路を循環することができ
る。この場合、起動運転開始から数十秒から数分で冷媒回路内の冷媒分布が安定し、凝縮
器内の冷媒圧力も上昇する。その結果、凝縮器（この実施の形態の例では室内熱交換器３
）の二相冷媒温度と凝縮器の周囲温度の差も大きくなる、という傾向がある。例えば凝縮
器の二相冷媒温度と凝縮器の周囲温度の差の閾値を６ｄｅｇとし、所定時間を３～５分の
数分とする。延長配管長が数ｍから３０ｍと短い場合、起動運転開始から前記所定時間経
過後に凝縮器の二相冷媒温度と凝縮器の周囲温度の差は前記閾値以上になる。
【００３４】
　一方、空調機の中には、数十ｍの延長配管長分の冷媒を予め室外機に充填しておくもの
がある。一般にチャージレス仕様と呼ばれ、店舗用や業務用のパッケージエアコンでは多
くの機種で採用されている。
【００３５】
　例としてＲ４１０Ａ冷媒を採用し、３０ｍチャージレス仕様で初期充填冷媒量が４．３
ｋｇの５馬力室外機を想定する。また５馬力の標準配管径はガス管で１５．８８ｍｍ、液
管で９．５２ｍｍであり、追加冷媒量は１ｍ当たり０．０６ｋｇとする。この場合、配管
に溜まる冷媒量は１．８ｋｇであり、残りの２．５ｋｇは室外機、室内機に溜まる分とい
える。
【００３６】
　この室外機と室内機を接続する配管が５ｍの場合、２５ｍ分の冷媒に相当する１．５ｋ
ｇ(２５ｍ×０．０６ｋｇ／ｍ＝１．５ｋｇ)が余剰となる。１．５ｋｇは全体の３５％に
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相当するため、前記判定・表示ステップ１０５で冷媒量判定を行うと冷媒量は過多である
、という判定になる。
【００３７】
　配管長が短い場合は、冷房運転、暖房運転、デフロスト運転の各運転における冷媒回路
滞留冷媒量（必要冷媒量）の差は小さいため、冷媒回路中の冷媒量が過多になっても、各
運転時の必要冷媒量差に相当する余剰冷媒を液溜６に溜めることができるので信頼性上問
題はない。それゆえに配管長が短いときは、信頼性上問題となるくらいの相当な過多状態
になるまで冷媒量は適量である、と判定したい。
【００３８】
　冷媒量判定は凝縮器の過冷却度と凝縮器の周囲温度の関係で決定する。概ね過冷却度が
大きいと過多、小さいと不足と判定する。適量と過多とを区分けする過冷却度の閾値を大
きくすると通常過多と判定するところを適量と判定することができる。例えば通常８ｄｅ
ｇを１６ｄｅｇにするなど。
【００３９】
　以上から、起動運転開始から例えば３～５分経過後に凝縮器の二相冷媒温度と凝縮器の
周囲温度の差が例えば６ｄｅｇ以上になった場合、判定・表示ステップ１０５において冷
媒量適量と過多を区分けする閾値を過冷却度が大きくなる方向に（例えば８ｄｅｇから１
６ｄｅｇに）変更することで、配管長が短い場合、通常ならば過多判定となるところを適
量判定とすることができ、冷媒再充填が必要かどうかを考慮する手間を省くことができる
。
【００４０】
実施の形態３．
　以下、冷凍空調装置の一例である空気調和機を例に説明する。
　　実施の形態３を示す冷媒回路図は図１及び冷媒充填フローチャートは図２であって、
実施の形態１と同じであり、実施の形態１と回路構成、動作は同様なので詳細な説明を省
略する。この実施の形態の起動運転ステップ１０４の説明を次に示す。
【００４１】
　冷媒回路中の冷媒量が大きく不足している場合、運転中に低圧が下降して圧縮機１が負
圧吸入状態になる可能性がある。負圧吸入運転が続くと圧縮機１内の弁故障や軸磨耗など
が発生し、圧縮機１が故障する可能性が高い。そのとき冷媒回路の冷媒循環量はほとんど
ゼロであるため、凝縮器の二相冷媒温度は凝縮器の周囲温度とほぼ同じである。
【００４２】
　例えば温度差の閾値を３ｄｅｇとし、所定時間を１０分とする。冷媒量が大きく不足し
ている場合、起動運転開始から前記所定時間経過後に凝縮器の二相冷媒温度と凝縮器の周
囲温度の差は前記閾値以下になる。
【００４３】
　前記状態が発生した場合は冷媒量不足であることを早く知らせたいので、検知したらす
ぐに冷媒量不足判定し、その旨を表示する。
【００４４】
　以上から、起動運転開始から例えば１０分経過後に凝縮器の二相冷媒温度と凝縮器の周
囲温度の差が例えば２ｄｅｇ以下になった場合、すぐに冷媒量不足と判定し、表示するこ
とで圧縮機信頼性を確保する。
【００４５】
　上記実施の形態１～３のように、この発明の冷凍空調装置の冷媒充填方法によれば、圧
縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒回
路の温度や前記凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷媒
量を判定する冷媒量判定手段及び記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒量判定手段で判定
した冷媒量状態を表示し外部に知らせる表示手段と、前記冷媒回路に接続する冷媒供給装
置と、を備えた冷凍空調装置の冷媒充填方法であって、起動運転を所定時間行なう起動運
転ステップと、前記起動運転ステップによる起動運転時間が経過した後、所定時間が経過



(11) JP 4434260 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

するたびに前記凝縮器の過冷却度と、前記温度検出手段により前記凝縮器の周囲空気温度
を検出し、それらの過冷却度と周囲温度の値から前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又
は過多のどの状態であるかを前記冷媒量判定手段で判定し、その判定結果を前記表示手段
に表示する判定・表示ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が冷媒量不
足状態の間、前記圧縮機は運転を続け、前記冷媒供給装置に備えた開閉弁を動作させて、
冷媒を前記冷媒回路に充填する冷媒充填ステップと、前記判定・表示ステップの冷媒量判
定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合、前記圧縮機を停止するとともに前記表示手段に
より冷媒量状態を表示する停止・表示ステップと、を備えたので、冷媒供給用の専用弁や
専用制御を備えなくても正確に冷媒回路内の冷媒量を把握できる。また、冷凍空調装置は
所定時間ごとに冷媒回路の冷媒量が不足、適量、過多のどの状態かを判定し、作業者に表
示してくれるので、作業者は冷媒供給装置の開閉弁を手動で作動し、任意の冷媒量を、任
意のタイミングで冷媒回路に充填しながら適量の冷媒量を充填することができる。一方、
作業ミスなどにより冷媒回路の冷媒量が過多になってしまった場合は、過多状態であるこ
とを冷凍空調装置が判定して作業者に表示する。それにより作業者は余剰冷媒を回収する
などして冷媒回路中の冷媒を適量化することができるという効果がある。
【００４６】
　また、前記起動運転ステップの起動運転を行なう所定時間を前記制御手段が決定する時
間決定ステップを備えたので、起動運転の時間を効率よく決めることができる。
　また、前記起動運転を行なう所定時間は外気温によって一意的に決定するので、起動運
転の必要な時間を効率よく決めることができる効果がある。
　また、前記停止・表示ステップで前記圧縮機を停止するとともに冷媒量状態を表示した
後、前記冷媒供給装置に備えた前記開閉弁を閉じる開閉弁閉ステップを備えたので、作業
者が冷媒充填作業を行いやすい。
　また、室内機と室外機を備え、前記減圧装置が前記室外機に搭載されている場合は暖房
運転、前記減圧装置が前記室内機に搭載されている場合は冷房運転が可能な前記冷媒回路
を構成して冷媒を充填する運転を行なうので、減圧装置が室内機と室外機のどちらにあっ
ても冷媒を充填できる。
　また、前記圧縮機の回転数と、前記減圧手段の減圧量は前記冷媒回路の冷媒温度状態が
予め定めた目標値になるように変化させるので、冷凍サイクルの冷媒量を精度よく判定で
きる。
　また、前記判定・表示ステップの冷媒量判定結果が不足であり、前記冷媒充填ステップ
が実施されない場合、前記判定・表示ステップが継続されるので、冷媒回路への冷媒充填
作業が行いやすい。
　また、前記停止・表示ステップで冷媒量判定結果が適量あるいは過多で前記圧縮機を停
止する場合、前記圧縮機停止後の数秒以内に前記四方弁の流路を切り替えるので、冷媒の
過充填がされ難くなる。
　また、前記四方弁の流路を切り替える音で、冷媒量判定結果が適量あるいは過多で前記
圧縮機が停止したことを、報知するので、作業者が作業工程を判りやすい。
【００４７】
　また、上記実施の形態のようにこの発明の冷凍空調装置への冷媒充填装置によれば、
圧縮機、四方弁、凝縮器、減圧装置、蒸発器、液溜め装置を有する冷媒回路と、前記冷媒
回路の温度や前記凝縮器の周囲空気温度を検出する温度検出手段と、前記冷媒回路内の冷
媒量を判定する冷媒量判定手段、前記冷媒量判定手段の判定の閾値を少なくとも記憶した
記憶手段を含む制御手段と、前記冷媒量判定手段で判定した冷媒量状態を表示し外部に知
らせる表示手段と、前記冷媒回路に接続する冷媒供給装置と、を備え、前記冷媒量判定手
段は前記冷媒回路の冷媒量が不足、適量、又は過多のどの状態であるかを判定するととも
に、前記表示手段に冷媒量が不足、適量、又は過多のいずれかの判定結果を表示したので
、冷媒供給用の専用弁や専用制御を備えなくても正確に冷媒回路内の冷媒量が不足、適量
、過多のどの状態かを把握でき、作業者に表示してくれるので、作業者が冷媒供給装置の
開閉弁を手動で作動し、容易に冷媒を冷媒回路に充填できるものが得られる。
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　また、前記冷媒量判定手段の判定結果が冷媒量適量あるいは過多の場合、前記圧縮機を
停止したので作業者が冷媒充填作業を行いやすい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施の形態１を示す図で、空気調和機の冷媒充填時の冷媒回路図。
【図２】実施の形態１を示す図で、冷媒充填方法を示す冷媒充填フローチャート図。
【符号の説明】
【００４９】
Ａ　室外機、Ｂ　室内機、Ｃ　ガス側接続配管、Ｄ　液側接続配管、１　圧縮機、２　四
方弁、３　室内側熱交換器、４　減圧手段、５　室外側熱交換器、６　アキュームレータ
（液溜め装置）、7　冷媒供給口、８　ホース、９　冷媒供給装置用開閉弁、１０　冷媒
供給装置、２０　制御手段、２１　記憶手段、２２　冷媒量判定手段、２３　表示手段、
Ｔ１　室外機周囲温度検出手段、Ｔ２　室内機周囲温度検出手段、Ｔ３　二相冷媒温度検
出手段、Ｔ４　出口温度検出手段。

【図１】 【図２】
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