
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷凍装置において使用される圧縮機（１）において、 モータコ
イル（１０）に加わる電流及び／又は電圧を検出して、この検出値から圧縮機（１）

ことを特徴とする圧縮機内部状態推定装置。
【請求項２】
　モータコイル（１０）に加わる電流を検出する検出器（１６）を備えたことを特徴とす
る請求項１の圧縮機内部状態推定装置。
【請求項３】
　上記請求項 の圧縮機内部状態推定装置を備え、推定されたモータ駆動ト
ルク、温度、高圧圧力、低圧圧力、軸潤滑状態等の情報を出力する機能を持つことを特徴
とする圧縮機駆動装置。
【請求項４】
　上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備え、推定された内部状態に基
づいて、圧縮機（１）を駆動するためのインバータ制御手段（２６）のインバータ信号を
変化させる圧縮機保護運転を行うことを特徴とする空気調和装置。
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ブラシレスＤＣモータの
のモ

ータ駆動トルクを、インダクタンスと電流値とからなる演算式又は磁束と電流値とからな
る演算式を用いることによって推定し、さらに、冷媒システムの所定の温度条件及び／又
は圧力条件毎にモータ駆動トルクと吸込過熱度との関係を把握しておき、推定したモータ
駆動トルクとそのときの温度情報及び／又は圧力情報に基づいて、運転中の圧縮機（１）
の吸入過熱度を推定する

１又は請求項２

又は請求項２



【請求項５】
　上記インバータ制御手段（２６）が、冷媒システムの運転制御の指令に優先して上記圧
縮機保護運転を行うことを特徴とする請求項 の空気調和装置。
【請求項６】
　上記圧縮機保護運転から定常運転に回復させる切換手段を備えたことを特徴とする請求
項 又は請求項 の空気調和装置。
【請求項７】
　上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備え、推定された内部状態に
基づいて、装置故障診断を行うことを特徴とする空気調和装置。
【請求項８】
　上記装置故障診断の結果を記憶する記憶手段（２１）を備えたことを特徴とする請求項

の空気調和装置。
【請求項９】
　上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備え、推定された内部状態に基
づいて、装置故障予知を行うことを特徴とする空気調和装置。
【請求項１０】
　上記装置故障予知の情報の外部への連絡を行う通信手段（３１）を備えたことを特徴と
する請求項 の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、圧縮機内部状態推定装置及び空気調和装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
空気調和装置の冷凍サイクル（蒸発圧縮式の冷凍サイクル）は、一般には、圧縮機と、室
外熱交換器と、膨張弁と、室内熱交換器とが順次接続されてなる冷媒システムにて構成さ
れる。このような冷凍サイクルでは、圧縮機の加減速や負荷の急激な変動や、圧縮機以外
の他の機器の動作不良による不適切な条件での運転により、圧縮機内部の損傷による故障
を生じることがあった。そこで、従来のこの種の冷凍サイクルは、圧縮機吸入管における
吸入冷媒の過熱度を制御して液圧縮や潤滑油の希釈を回避したり、低圧側の飽和温度と圧
縮機吐出ガスの温度を比較して決まる温度に圧縮機吐出管温度を制御して、圧縮機内部の
油や磁石の劣化を回避したりしていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来では、圧縮機内部に生じる現象を直接検出するものではなく、時間遅
れや検出誤差等を含むことになっていた。そのため、空気調和装置を設計する場合、安全
性を考慮して、圧縮機等に対して過剰な保護を行うことになっていたので、冷凍サイクル
の性能を十分発揮することができなかった。
【０００４】
この発明は、上記従来の欠点を解決するためになされたものであって、その目的は、圧縮
機の内部状態を高精度に推定することができて、圧縮機の異常運転による事故を防止する
と共に、圧縮機等に対する過剰な保護を抑制して、高効率での運転状態を維持することを
可能とした圧縮機内部状態推定装置及び空気調和装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　そこで請求項１の圧縮機内部状態推定装置は、冷凍装置において使用される圧縮機１に
おいて、 モータコイル１０に加わる電流及び／又は電圧を検出し
て、この検出値から圧縮機１
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ことを特徴としている。
【０００６】
　上記請求項１の圧縮機内部状態推定装置では、モータコイル１０に加わる電流及び／又
は電圧はモータ駆動回路（例えば、インバータ回路）で検出することができ、この電気的
な情報に基づいて圧縮機１の内部状態を推定することになる。これにより、時間遅れする
ことなく実時間処理にて電流及び／又は電圧を検出することになって、圧縮機１の内部状
態を短時間内に、精度良く推定することができる。また、モータ駆動トルクを推定するこ
とができ、このモータ駆動トルクから、この圧縮機１が使用される冷媒システムの冷凍サ
イクルの高低圧等を推定することができる。

【０００７】
請求項２の圧縮機内部状態推定装置は、モータコイル１０に加わる電流を検出する検出器
１６を備えたことを特徴としている。
【０００８】
上記請求項２の圧縮機内部状態推定装置では、電流を直接検出器１６にて検出するので、
高精度に電流を安定して検出することができる。
【００４３】
　請求項 の圧縮機駆動装置は、上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を
備え、推定されたモータ駆動トルク、温度、高圧圧力、低圧圧力、軸潤滑状態等の情報を
出力する機能を持つことを特徴としている。
【００４４】
　上記請求項 の圧縮機駆動装置では、推定されたモータ駆動トルク、温度、高圧圧力、
低圧圧力、軸潤滑状態等の情報を出力することができるので、圧縮機１の内部状態をユー
ザ等が確実に把握することができる。
【００４７】
　請求項 の空気調和装置は、上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備
え、推定された内部状態に基づいて、圧縮機１を駆動するためのインバータ制御手段２６
のインバータ信号を変化させる圧縮機保護運転を行うことを特徴としている。ここで、圧
縮機保護運転とは、推定（検出）された情報に基づいて、異常運転とならないような運転
を行うことをいう。
【００４８】
　上記請求項 の空気調和装置では、モータコイル１０に加わる電流及び／又は電圧を検
出して、この検出値から圧縮機１の内部状態を推定することができ、さらに、この内部状
態に基づいて、圧縮機１を駆動するためのインバータ制御手段２６のインバータ信号を変
化させることによって、圧縮機保護運転を行うことができる。
【００４９】
　請求項 の空気調和装置は、上記インバータ制御手段２６が、冷媒システムの運転制御
の指令に優先して上記圧縮機保護運転を行うことを特徴としている。
【００５０】
　上記請求項 の空気調和装置では、冷媒システムの運転制御の指令に優先して上記圧縮
機保護運転を行うものであり、圧縮機１を安定して保護することができる。
【００５１】
　請求項 の空気調和装置は、上記圧縮機保護運転から定常運転に回復させる切換手段を
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を把握しておき、推定したモータ駆動トルクとそのときの温度情報及び／又は圧力情報に
基づいて、運転中の圧縮機１の吸入過熱度を推定する

また、モータ駆動トルクを、インダクタンス
と電流値とからなる演算式又は磁束と電流値とからなる演算式を用いることによって推定
しているので、モータ駆動トルクを簡単かつ精度良く算出することができる。例えば、イ
ンダクタンスのような機器定数を使用する場合には、その変化に応じて誤差が生じること
になるが、この場合、演算式において、検出値だけを使用するので、モータ駆動トルクを
一段と精度良く算出することができる。しかも、圧縮機１の吸入過熱度を推定することが
でき、これにより、吸入過熱度が不適切であれば、適切な吸入過熱度に調整して過度の過
熱運転や湿り運転を回避することができる。

３ 又は請求項２

３

４ 又は請求項２
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備えたことを特徴としている。
【００５２】
　上記請求項 の空気調和装置では、圧縮機保護運転から定常運転に回復させる切換手段
を備えているので、モータコイル１０に加わる電流及び／又は電圧を検出して、この検出
値から圧縮機１の内部状態を推定して、定常運転に戻しても異常運転とならない場合に、
定常運転に戻すことができる。
【００５３】
　請求項 の空気調和装置は、上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備
え、推定された内部状態に基づいて、装置故障診断を行うことを特徴としている。ここで
、装置故障診断とは、検出した電流の乱れから潤滑不良であると診断したり、検出した電
流の変化から液圧縮であると診断したり、さらには、高低圧を推定して、高圧異常、低圧
異常であると診断したりすることである。
【００５４】
　上記請求項 の空気調和装置では、装置故障診断を行うことができ、しかも、この装置
故障診断は、モータコイル１０に加わる電流及び／又は電圧を検出して、この検出値から
圧縮機１の内部状態を推定し、この推定した内部状態に基づいて行うものである。このた
め、装置故障診断の信頼性が高く、この装置故障診断から、故障箇所を特定したり、故障
原因を推定したりすることができる。
【００５５】
　請求項 の空気調和装置は、上記装置故障診断の結果を記憶する記憶手段２１を備えた
ことを特徴としている。
【００５６】
　上記請求項 の空気調和装置では、装置故障診断の結果を記憶手段２１にて記憶するこ
とができるので、運転停止後等において、この装置故障診断の結果を利用して故障箇所の
修正等を行うことができる。
【００５７】
　請求項 の空気調和装置は、上記請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備
え、推定された内部状態に基づいて、装置故障予知を行うことを特徴としている。ここで
、装置故障予知とは、検出した電流の乱れから潤滑不良であろうと予知したり、検出した
電流の変化から液圧縮であろうと予知したり、さらには、高低圧を推定して高圧異常又は
低圧異常であろうと予知したりすることである。
【００５８】
　上記請求項 の空気調和装置では、装置故障予知を行うことができ、しかも、この装置
故障予知は、モータコイル１０に加わる電流及び／又は電圧を検出して、この検出値から
圧縮機１の内部状態を推定し、この推定した内部状態に基づいて行うものである。このた
め、装置故障予知の信頼性が高く、この装置故障予知に基づいて、故障となる異常運転を
回避したりすることができる。
【００５９】
　請求項 の空気調和装置は、上記装置故障予知の情報の外部への連絡を行う通信手段
３１を備えたことを特徴としている。
【００６０】
　上記請求項 の空気調和装置では、装置故障予知の情報を通信手段３１にて外部へ連
絡することができるので、ユーザ等は、装置故障予知の情報を知ることができ、その後に
装置故障となる運転を回避することができる。
【００６５】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の圧縮機内部状態推定装置の具体的な実施の形態について、図面を参照し
つつ詳細に説明する。図１はこの圧縮機内部状態推定装置（圧縮機内部状態推定手段）２
８を備えた圧縮機駆動装置４０の簡略図を示す。この圧縮機内部状態推定装置２８を備え
た圧縮機駆動装置４０は、図２に示すように空気調和装置に使用される。この空気調和装
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置は、圧縮機１に、室外熱交換器２、膨張弁（電動膨張弁）３、室内熱交換器４等を順次
接続して、冷媒循環回路（冷媒システム）を形成している。そして、四路切換弁５を切換
えることによって、冷房運転と暖房運転とが可能とされる。また、室外熱交換器２及び室
内熱交換器４にはそれぞれ温度検出手段２２、２３が設けられ、各熱交換器２、４の温度
を検出することができる。なお、各温度検出手段２２、２３は温度サーミスタ等の温度セ
ンサから構成することができる。
【００６６】
そして、圧縮機１は、図１に示すように、Ｕ相７とＶ相８とＷ相９の３相のコイル１０と
、インバータ１１を有するブラシレスＤＣモータ６を備える。この場合のインバータ１１
は正弦波ＰＷＭ制御方式である。すなわち、インバータ１１は、交流入力電源をＡＣ－Ｄ
Ｃ変換回路部１２にて直流に変換し、平滑回路部１３にて平滑にし、ＤＣ－ＡＣ変換回路
部（インバータ部）１４にて任意の周波数の交流電源に変換するものである。インバータ
１１はインバータ制御手段（図示省略）からのインバータ信号にて、インバータ部１４の
トランジスタのＯＮ・ＯＦＦのパターンを変えることによって、周波数と電圧を制御する
ことができる。
【００６７】
また、モータ３相コイル１０に加わる瞬時電流は電流検出器（電流センサ）１６にて検出
することができ、モータ３相コイル１０に加わる瞬時電圧は電圧検出器（電圧センサ）１
７にて検出される。この場合、電流検出器１６と電圧検出器１７は、ＡＣ－ＤＣ変換回路
部１２と平滑回路部１３の間に介設される。電圧は、トランジスタのＯＮ／ＯＦＦ比とＤ
Ｃ電圧からの演算で求められ、電流は、トランジスタのスイッチパターンとＤＣ電流から
求めることができる。
【００６８】
ところで、上記空気調和装置において、冷房運転を行う場合には、四路切換弁５を図２の
実線で示す状態に切換えて圧縮機１のモータ６を駆動させる。これにより、この圧縮機１
からの吐出冷媒が、室外熱交換器２を通過した後、膨張弁３で減圧膨張して、室内熱交換
器４を通過し、圧縮機１に返流される。この際、室外熱交換器２が凝縮器として機能する
と共に、室内熱交換器４が蒸発器として機能して、冷房運転を行うことができる。
【００６９】
また、暖房運転を行う場合には、四路切換弁５を図２の破線で示す状態に切換えて圧縮機
１のモータ６を駆動させる。これにより、この圧縮機１からの吐出冷媒が、室内熱交換器
４を通過した後、膨張弁３で減圧膨張して、室外熱交換器２を通過し、圧縮機１に返流さ
れる。この際、室内熱交換器４が凝縮器として機能すると共に、室外熱交換器２が蒸発器
として機能して、暖房運転を行うことができる。
【００７０】
そして、各運転中には、圧縮機１の加減速や負荷の急激な変動や、圧縮機１以外の他の機
器の動作不良による不適切な条件での運転により、圧縮機１内部の損傷による故障を生じ
ることがある。そこで、圧縮機内部状態推定装置２８にて、圧縮機１の内部状態を推定す
ることによって、故障発生を事前に予知したり、故障箇所を特定したり、故障原因を推定
したりしている。
【００７１】
すなわち、図１に示す圧縮機内部状態推定装置２８は、モータ３相コイル１０に加わる瞬
時電流及び／又は瞬時電圧を検出して、この検出値から圧縮機の内部状態（具体的にはモ
ータ駆動トルク等）を推定するものであって、上記検出器１６、１７と、演算装置（演算
手段）２０と、記憶装置（記憶手段）２１等を備える。なお、演算手段２０及び記憶手段
２１等はマイクロコンピュータ等にて構成することができる。
【００７２】
ブラシレスＤＣモータにおけるモータ駆動トルクの演算は、インダクタンスと電流値とか
らなる演算式を用いる場合と、磁束と電流値とからなる演算式を用いる場合等がある。イ
ンダクタンスと電流値とからなる演算式は、次の数１から数４を用いて数５のように表す
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ことができる。すなわち、瞬時電圧Ｖは数１で表すことができ、また、磁束φは数２で表
すことができ、磁束のベクトルの向きは、数３、数４で表すことができる。
【００７３】
【数１】
　
　
　
　
　
　
【００７４】
【数２】
　
　
　
　
【００７５】
【数３】
　
　
　
　
【００７６】
【数４】
　
　
　
　
【００７７】
そして、この数１～数４からθ、つまり検出した瞬時電流Ｉ、瞬時電圧Ｖに基づいてモー
タ位置（ロータ位置）θを推定することができるが、このときに使用した検出値や定数を
そのまま用いて、さらには、圧縮機１の入力電流ｉｕ、ｉｖ、ｉｗを座標変換した電流値
ｉｄ、ｉｑを求め、これらによって、数５のように、モータ駆動トルクＴｍが求まる。
【００７８】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７９】
また、磁束と電流値とからなる演算式は、一次磁束と電流の外積で固定子に働くトルクを
求めるものであり、モータ６の回転子トルクは固定子トルクの反力となる。このため、次
の数６のように表すことができる。
【００８０】
【数６】
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【００８１】
なお、この数６において、なお、α、βは、固定座標系であり、ｕ、ｖ、ｗの３相を２相
に変換しているものである。また、λαは次の数７で算出され、λβは次の数８で算出さ
れる。
【００８２】
【数７】
　
　
　
　
【００８３】
【数８】
　
　
　
　
【００８４】
そして、この装置では、冷媒システムの温度情報（検出手段２２、２３等から検出される
蒸発温度や凝縮温度等）が上記記憶手段２１に入力される。また図３に示すよう、予め、
複数の圧縮機回転数毎に、複数の蒸発温度Ｔｅに対応するトルク－高圧線図が作成され、
この線図が記憶手段２１に入力されている。このため、この圧縮機内部状態推定装置２８
では、このグラフに基づいて、算出したモータ駆動トルクＴｍと、蒸発温度Ｔｅとから凝
縮温度Ｔｃを推定し、この凝縮温度Ｔｃから冷媒特性に基づいて凝縮圧力（高圧圧力）Ｐ
ｃを推定することができる。例えば、圧縮機回転数が６０ｒｐｓであって、蒸発温度Ｔｅ
が１０℃である場合に、モータ駆動トルクＴｍが１０Ｎｍであれば、凝縮温度Ｔｃを約５
０℃と推定することができる。また、複数の圧縮機回転数毎に、複数の凝縮温度Ｔｃに対
応するトルク－低圧線図を作成し、このグラフに基づいて、モータ駆動トルクＴｍと、凝
縮温度Ｔｃとから蒸発温度Ｔｅを推定し、この蒸発温度Ｔｅから蒸発圧力（低圧圧力）Ｐ
ｅを推定することもできる。このように凝縮温度Ｔｃや蒸発温度Ｔｅを推定することが可
能であるが、このような制御を行えば次のような利点が生じる。すなわち、従来のように
凝縮温度Ｔｃや蒸発温度Ｔｅを測定する場合には、測定部の温度が定常温度に至るまでに
は、相当な時間遅れが生じて、正確な温度が得られなかったのに対し、モータトルクから
高低圧を推定する場合には、このような時間遅れがなく、そのため高低圧異常の保護制御
においても遅れることなく保護することができる。この結果、厳しいダメージを回避する
ことができる。なお、この制御によって得られる凝縮温度Ｔｃや蒸発温度Ｔｅを、凝縮温
度Ｔｃや蒸発温度Ｔｅを測定するセンサの異常の有無を判定するために利用してもよい。
【００８５】
また、冷媒システムの所定の温度条件及び／又は圧力条件毎にモータ駆動トルクと吸込過
熱度との関係を把握しておき、検出したモータ駆動トルクとそのときの温度情報及び／又
は圧力情報に基づいて、運転中の圧縮機１の吸入過熱度を推定することができる。すなわ
ち、例えば所定の凝縮圧力Ｐｃ及び蒸発圧力Ｐｅ毎に、モータ駆動トルクＴｍと吸込過熱
度の関係を把握して、トルク－ＳＨ線図を予め作成しおく。そして、検出した凝縮圧力Ｐ
ｃ及び蒸発圧力Ｐｅから図４に示すような特定の関係線図を選択し、把握（算出）したモ
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ータ駆動トルクＴｍからそのときの吸入過熱度を推定する。
【００８６】
従って、この図４のトルク－ＳＨ線図は、横軸を吸入過熱度とし、縦軸をモータ駆動トル
クとしているので、例えばトルクが図４のＴｍｏｔであれば、このＴｍｏｔの吸入過熱度
を表す軸（横軸）の値から吸入過熱度を推定することができる。これにより、推定した吸
入過熱度が不適切であれば、適切な吸入過熱度に調整して過度の過熱運転や湿り運転を回
避することができる。
【００８７】
また、この圧縮機内部状態推定装置２８では、モータ駆動トルク又はモータ駆動電流と冷
媒システムの温度情報及び／又は圧力情報から定常状態（定常状態瞬時トルク又は定常状
態瞬時電流）を予め検出し、この定常状態のデータを記憶手段２１に入力しておき、この
データのテーブルと、検出した瞬時トルク又は瞬時電流を比較することによって、潤滑不
良や液圧縮等の内部状態を推定することもできる。
【００８８】
すなわち、すべり面の摩擦特性は、潤滑不良時に摺動面が荒れて、摩擦抵抗が大きくなる
。この場合、この図５の範囲Ｈ２に対応する部分は、破線で示す通常電流に対して増加す
る。また、図７の油希釈度とトルクとの関係を示すグラフにおいては、通常トルクに対し
て範囲Ｈ３で増加していることを示している。
【００８９】
また、液圧縮等では、図６に示すように、トルクまたは電流に大きな上昇が発生する。こ
こで、大きな上昇とは、予め設定された所定量を越える上昇である。そのため、圧縮機１
の軸受異常時における負荷トルクが通常時よりも大きく増加することによって、潤滑不良
や液圧縮等が発生していることを検出することができ、圧縮機１の運転周波数を低下させ
る等して、異常運転を回避することができる。なお、上記のようにトルクや電流の増加量
の大小によって異常運転を推定する代わりに、トルクまたは電流が急激に増加すること、
つまり単位時間当りの増加量が基準量を越えることによって、異常運転であることを推定
することも可能である。
【００９０】
また、瞬時電流は正弦波で表すこともでき、この電流波形が図９に示すように、異常波形
となれば、軸受異常もしくは液圧縮など衝撃荷重が加わったと推定することができる。す
なわち、軸受異常もしくは液圧縮など衝撃荷重が加われば、電流波形には、図９のように
、ひずみが生じ、いわゆる「ひげが立つ」ことになる。これにより、波形を検出して、こ
の波形にひげが立っていれば、衝撃荷重が加わったと推定することができる。すなわち、
検出した瞬時電流の高調波成分の分析による正弦波に対するひずみ量に基づいて圧縮機１
の内部状態を推定することにより、瞬時電流の乱れに基づいて潤滑不良等であることを推
定することができる。また、このようにひずみ量に基づいて潤滑不良等であることを推定
する他、機械回転周波数毎の繰返し量をもって判断することもできる。すなわち、一定量
以上のひずみが繰返される繰返し数、あるいは繰返し発生するひずみ量の総和量によって
判断可能である。
【００９１】
従って、このための圧縮機内部状態推定装置２８としては、図８に示すように、記憶手段
２１が冷媒システムからの温度情報及び／又は圧力情報に応じた閾値（所定基準値）を記
憶していると共に、演算手段２０にて瞬時電流高調波成分を分析することができるもので
あればよい。これによって、この閾値と、検出した瞬時電流高調波成分波形とを比較して
、潤滑不良や液圧縮等を推定する。そして、そのような場合に圧縮機１の運転周波数を低
下させること等によって、異常運転を回避することができる。しかも、この場合、上記閾
値（所定基準値）は、冷媒システムからの温度情報と圧力情報に応じるものであり、推定
する内部状態の信頼性の向上を図ることができる。これにより、圧縮機の故障を確実に防
止することができる。
【００９２】
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次に、図１０は他の空気調和装置を示している。この場合、モータ３相コイル１０に加わ
る瞬時電流及び／又は瞬時電圧を検出して、この検出値から圧縮機１の内部状態が推定さ
れ、この推定された内部状態に基づいて、圧縮機１を駆動するためのインバータ制御手段
２６のインバータ信号を変化させる圧縮機保護運転を行うことができる。ここで、圧縮機
保護運転とは、故障回避運転であり、潤滑不良や液圧縮等が生じないような運転をいう。
【００９３】
具体的には、圧縮機１として、モータ６と、インバータ１１と、モータ６に加わる瞬時電
流及び／又は瞬時電圧を検出する検出手段としてのセンシング２５と、インバータ制御手
段２６とを備える。また、装置の制御部２７としては、圧縮機内部推定手段２８と、この
圧縮機内部推定手段２８からの指令を受ける故障回避制御手段２９等を備える。圧縮機内
部推定手段２８は、上記図１の演算手段２０（この場合、図示を省略している）と記憶手
段２１等からなる。なお、他の構成は、図１に示す空気調和装置を同様であるので、同一
部分を同一符合にて示してその説明を省略する。
【００９４】
このように、図１０に示す空気調和装置においても、モータ３相コイル１０に加わる瞬時
電流及び／又は瞬時電圧を検出して、この検出値から圧縮機の内部状態（潤滑不良や液圧
縮等）を推定することができ、この圧縮機の内部状態の情報を故障回避制御手段２９に入
力される。また、この故障回避制御手段２９には、予め設定された冷媒システムモデルか
らのデータが記憶されており、この冷媒システム運転制御を行う冷媒システム制御手段３
０からの指令信号が入力される。
【００９５】
従って、この図１０の空気調和装置では、圧縮機１の内部状態が推定され、この推定が例
えば潤滑不良であれば、潤滑不良とならないように、故障回避制御手段２９から圧縮機１
の制御手段２６に制御信号を発信することになる。このため、例えば、モータ６の回転数
を変更する制御や、冷媒システム制御手段３０のシステム制御指令値（運転制御パラメー
タ）を変更する制御を行って、異常運転を回避することになる。
【００９６】
ところで、この装置を運転する場合、冷媒システム制御手段３０にて各種機器の制御を行
うものであるが、圧縮機１の内部状態が推定されて、潤滑不良等の異常運転が行われてい
ると推定された際には、この冷媒システム制御手段３０の運転制御よりも優先して、イン
バータ制御手段２６の制御（圧縮機保護運転）が優先する。これにより、圧縮機１の故障
回避の信頼性を向上させることができる。
【００９７】
そして、推定した内部状態が正常状態に戻っていれば、上記圧縮機保護運転から定常運転
に回復させる。すなわち、故障回復制御手段２９は切換手段（図示省略）を備え、この切
換手段にて、潤滑不良等の異常運転が行われると推定された際には、圧縮機保護運転とし
、正常状態に戻っていると推定された際には、定常運転とする。これにより、空気調和装
置として高効率の運転が可能となる。
【００９８】
また、上記故障回避制御手段２９は、推定した圧縮機１の内部状態に基づいて、装置故障
診断を行うことができる。ここで、装置故障診断とは、検出した瞬時電流の乱れから潤滑
不良であると診断したり、検出した瞬時電流の変化から液圧縮であると診断したり、さら
には、高低圧を推定して吸入過熱度異常であると診断したりすることである。そして、こ
の診断結果は記憶手段２１に記憶される。これにより、運転停止後等において、この装置
故障診断の結果を利用して故障箇所の修正等を行うことができる。
【００９９】
このように、図１０に示す空気調和装置では、装置故障診断を行うことができ、しかも、
装置故障診断の信頼性が高く、この装置故障診断から、故障箇所を特定したり、故障原因
を推定したりすることができる。これにより、その後、故障箇所を修理したり、故障原因
を除去したりすることができ、故障した状態での運転を回避することができる。
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【０１００】
さらに、故障回避制御手段２９は、故障であると診断できないが、このままの状態での運
転を継続すれば、故障するであろうと予想できる場合においては、装置故障予知を行うこ
とになる。ここで、装置故障予知とは、例えば、検出した瞬時電流の乱れから潤滑不良で
あろうと予知することである。そして、この故障予知情報は通信手段３１を介して外部（
つまり、ユーザ等）に連絡される。通信手段３１としては、例えば、ユーザ等にこの故障
予知情報を知らせるための表示手段（表示ライトの点滅、音発生）等にて構成することが
できる。
【０１０１】
このため、この図１０に示す空気調和装置では、装置故障予知を行うことができ、しかも
、この装置故障予知の信頼性が高く、この装置故障予知に基づいて、故障となる異常運転
を回避することができる。さらに、装置故障予知の情報を通信手段３１にて外部へ連絡す
ることができるので、ユーザ等は、装置故障予知の情報を知ることができ、その後の対策
を立てることができる。
【０１０２】
以上にこの発明の具体的な実施の形態について説明したが、この発明は上記形態に限定さ
れるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。例えば、図
１に示す空気調和装置では、高低圧、吸入過熱度、潤滑不良、液圧縮等を推定するもので
あるが、これら単独種であっても、これらから複数種を任意に組み合わせたものであって
もよい。また、図１０に示す空気調和装置では、圧縮機保護運転、装置故障診断、装置故
障予知が可能であるが、圧縮機保護運転を行って、装置故障診断や装置故障予知を行わな
いもの、装置故障診断を行って、圧縮機保護運転や装置故障予知を行わないもの、装置故
障予知を行って、圧縮機保護運転や装置故障診断を行わないもの、さらには、これらから
任意に組み合わせて行うもの等であってもよい。また、内部状態を推定するための瞬時電
流の急激な上昇の基準となる所定量、内部状態を推定するためのモータ駆動トルクの急激
な上昇の基準となる所定量等の変更は、装置として異常運転とならない範囲で任意に変更
することができる。さらに、圧縮機駆動装置として、推定されたモータ駆動トルク、温度
、高圧圧力、低圧圧力、軸潤滑状態等の情報を出力する機能を持つものであっても、さら
には冷媒システムの情報を入力することで、精度向上やシステム最適運転のための情報を
算出するものであってもよい。このように、推定されたモータ駆動トルク等の情報を出力
することができれば、圧縮機１の内部状態をユーザ等が確実に把握することができ、精度
向上やシステム最適運転のための情報を算出することで、精度向上を達成できると共に、
システム最適運転を行うことができる。なお、モータ６として、ブラシレスＤＣモータに
限るものではない。
【０１０３】
【発明の効果】
　請求項１の圧縮機内部状態推定装置によれば、時間遅れすることなく実時間処理にて圧
縮機の内部状態を精度良く推定することができる。これにより、この圧縮機の内部状態か
ら、内部的な特性の経時的な変化を検出し、故障発生を事前に予告したり、初期特性から
の変化に着目して故障箇所を特定したり、故障原因を推定したりすることができる。すな
わち、圧縮機の内部状態を推定することによって、故障の予知、診断などを実時間に精度
良く行うことができ、圧縮機の異常運転による破壊を予防し、圧縮機の信頼性の向上を達
成できる。また、適切で高効率での運転を維持することができる。さらに、精度の良い推
定が可能であるので、過剰な設計を回避して、この圧縮機内部状態推定装置が使用される
冷凍サイクルの性能を十分発揮させることができる。また、モータ駆動トルクを推定する
ことができ、このモータ駆動トルクから、圧縮機が使用される冷媒システムの冷凍サイク
ルの高圧等を推定することができる。これにより、圧縮機の異常運転を回避することがで
きる。
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また、モータ駆動トルクを、インダクタンスと電流値とからなる演算式又は磁束と
電流値とからなる演算式を用いることによって推定しているので、モータ駆動トルクを簡
単かつ精度良く算出することができる。さらに、圧縮機の吸入過熱度を推定することがで



【０１０４】
　請求項２の圧縮機内部状態推定装置によれば、安定して高精度に電流を検出することが
できる。これにより、この検出した瞬時電流に基づく圧縮機の内部状態推定の信頼性が向
上す
【０１２０】
　請求項 のように、請求項１ の圧縮機内部状態推定装置を備えた圧縮機駆
動装置として構成することもでき、しかも、この圧縮機駆動装置によれば、圧縮機の内部
状態をユーザ等が確実に把握することができる。
【０１２２】
　請求項 の空気調和装置によれば、内部状態に基づいて、圧縮機を駆動するためのイン
バータ制御手段のインバータ信号を変化させることによって、圧縮機保護運転を行うこと
ができる。これにより、圧縮機の故障等を防止でき、耐久性に優れた空気調和装置となる
。
【０１２３】
　請求項 の空気調和装置によれば、圧縮機を安定して保護することができる。これによ
り、耐久性に優れ、長期にわたって安定した運転が可能となる。
【０１２４】
　請求項 の空気調和装置によれば、定常運転に戻しても異常運転とならない場合に、定
常運転に戻すことができる。これにより、推定した内部状態が正常であれば、通常（定常
）運転を行うことができ、空気調和装置として高効率の運転が可能となる。
【０１２５】
　請求項 の空気調和装置によれば、装置故障診断の信頼性が高く、この装置故障診断か
ら、故障箇所を特定したり、故障原因を推定したりすることができる。これにより、その
後、故障箇所を修理したり、故障原因を除去したりすることができ、故障した状態での運
転を回避することができる。
【０１２６】
　請求項 の空気調和装置によれば、装置故障診断の結果を記憶手段にて記憶することが
出来るので、運転停止後等において、装置故障診断の結果を利用して故障箇所の修正等を
行うことができる。
【０１２７】
　請求項 の空気調和装置によれば、装置故障予知の信頼性が高く、この装置故障予知に
基づいて、故障となる異常運転を回避することができる。
【０１２８】
　請求項 の空気調和装置によれば、ユーザ等は、装置故障予知の情報を知ることがで
き、その後に装置故障となる運転を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の圧縮機内部状態推定装置が使用された圧縮機駆動装置の実施形態を示
す簡略図である。
【図２】上記圧縮機駆動装置を用いた空気調和装置の簡略図である。
【図３】上記空気調和装置のトルク－高圧線図である。
【図４】上記空気調和装置のトルクと過熱度との関係を示すグラフ図である。
【図５】上記空気調和装置の異常運転状態での電流と通常電流との関係を示すグラフ図で
ある。
【図６】上記空気調和装置のトルク等と時間との関係を示すグラフ図である。
【図７】上記空気調和装置のトルクと油希釈度との関係を示すグラフ図である。
【図８】この発明の圧縮機内部状態推定装置が使用された空気調和装置の他の実施形態を
示す簡略図である。
【図９】上記空気調和装置の瞬時電流の高調波成分波形図である。
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きるので、吸入過熱度が不適切であれば、適切な吸入過熱度に調整して過度の過熱運転や
湿り運転を回避することができる。

る。

３ 又は請求項２
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１０



【図１０】この発明の圧縮機内部状態推定装置が使用された空気調和装置の別の実施形態
を示す簡略図である。
【符号の説明】
１　圧縮機
１０　コイル
１６　検出器
２１　記憶手段
２６　インバータ制御手段
３１　通信手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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