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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】冷媒のショートカットを防ぎつつ、蒸発器とし
て機能する室外熱交換器と、凝縮器として機能する室外
熱交換器とを切り替えることが出来る空気調和装置を提
供する。
【解決手段】空気調和装置１が除霜運転を行うとき、Ｃ
ＰＵ２１０は、第１室外熱交換器２３ａを凝縮器として
、第２室外熱交換器２３ｂを蒸発器として機能させるよ
う、第１四方弁２２ａ、第２四方弁２２ｂ、第１電磁開
閉弁２８ａ、第２電磁開閉弁２８ｂを制御する。次に、
ＣＰＵ２１０は、第１室外熱交換器２３ａを蒸発器とし
て、第２室外熱交換器２３ｂを凝縮器として機能させる
よう、第１四方弁２２ａ、第２四方弁２２ｂ、第１電磁
開閉弁２８ａ、第２電磁開閉弁２８ｂを制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外機と室内機とを有し、前記室外機と前記室内機とがガス管と液管とによって接続さ
れる空気調和装置であって、
　前記室外機は、圧縮機と、同圧縮機の冷媒吐出側に接続された吐出管と、前記圧縮機の
冷媒吸入側に接続された吸入管と、室外機ガス管と、室外機液管と、複数の室外熱交換器
ユニットとを有し、
　前記室外熱交換器ユニットは、室外熱交換器と、四方弁と、同四方弁の第１のポートと
前記吐出管とを接続する吐出分管と、前記四方弁の第２のポートと前記室外熱交換器の一
方の冷媒出入口とを接続する接続配管と、前記四方弁の第３のポートと前記吸入管とを接
続する吸入分管と、前記四方弁の第４のポートと前記室外機ガス管とを接続するガス分管
と、前記室外熱交換器の他方の冷媒出入口と前記室外機液管とを接続する液分管とを有し
、
　前記複数の室外熱交換器ユニットが有する前記吐出分管または前記ガス分管の少なくと
もいずれか一方に開閉手段を設けたことを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の流路切替手段と複数の室外熱交換器とを備えた室外機を有する空気調
和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の流路切替手段（例えば、四方弁）と複数の室外熱交換器とを備えた室外機
を有する空気調和装置が提案されている。このような空気調和装置として、例えば、図６
に示すように、圧縮機３１０と二つの四方弁３２０ａ、３２０ｂと二つの室外熱交換器３
３０ａ、３３０ｂと電磁弁３５０と逆止弁３４０とを有する室外機３００と、膨張弁４１
０と室内熱交換器４２０とを有する室内機４００とで構成されるものがある（特許文献１
参照）。
【０００３】
　電磁弁３５０は、室外熱交換器３３０ｂと膨張弁４１０の間を接続する配管に設けられ
ている。逆止弁３４０は、四方弁３２０ａと室内熱交換器４２０の間を接続する配管と、
四方弁３２０ｂとの間を接続する配管の途中に設けられている。圧縮機３１０の吐出口よ
り繋がる配管には第１の分岐点３６０が、四方弁３２０ａ、３２０ｂおよび室外熱交換器
３３０ａ、３３０ｂの並列回路から膨張弁４１０に繋がる配管には第２の分岐点３７０が
、室内熱交換器４２０から四方弁３２０ａ、３２０ｂに繋がる配管には第３の分岐点３８
０が、分岐点３８０から四方弁３２０ｂを経て圧縮機３１０の吸入口に繋がる配管には第
４の分岐点３９０が、それぞれ設けられている。
【０００４】
　上述した空気調和装置では、冷媒を流す室外熱交換器の枚数を制御することで、低負荷
運転時に室外熱交換器の容量制御を行える。例えば、室外機３００に接続されている室内
機４００の空調負荷が小さくかつ外気温度が高い状態における暖房運転では、室外熱交換
器３３０ａ、３３０ｂにおける蒸発能力が過剰となる場合がある。また、室内機４００の
空調負荷が小さくかつ外気温度が低い状態における冷房運転では、室外熱交換器３３０ａ
、３３０ｂにおける凝縮能力が過剰となる場合がある。これらの場合は、開閉弁３５０を
閉とすることで、室外熱交換器３３０ｂに冷媒が流れないようにすることで、蒸発能力あ
るいは凝縮能力を低減する。
【０００５】
　一方、上記のような空気調和機が暖房運転を行っている時に、室外熱交換器３３０ａ、
３３０ｂの温度が０℃以下になると室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂに着霜するおそれが
ある。室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂが着霜した状態では、室外熱交換器３３０ａ、３
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３０ｂへの通風が霜によって阻害され、室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂにおける熱交換
能力が低下するおそれがある。室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂで発生した霜を溶かすた
めには、冷媒回路を暖房運転時の状態から冷房運転時と同じ状態に切り替え、室外熱交換
器３３０ａ、３３０ｂを凝縮器として機能させて霜を溶かす除霜運転を行う必要がある。
【０００６】
　除霜運転を行うときは一旦圧縮機３１０を停止して暖房運転を中断し、室外熱交換器３
３０ａ、３３０ｂが凝縮器として機能するように、また、室内熱交換器４２０が蒸発器と
して機能するように四方弁３２０ａ、３２０ｂを切り替えて、圧縮機３１０を再起動する
。そして、除霜運転が完了すれば、再び圧縮機３１０を停止して、室外熱交換器３３０ａ
、３３０ｂが蒸発器として機能するように、また、室内熱交換器４２０が凝縮器として機
能するように四方弁３２０ａ、３２０ｂを切り替え、圧縮機３１０を再起動して暖房運転
を再開する。
【０００７】
　上述した除霜運転では、室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂで凝縮した冷媒が室内機４０
０に流入する。室内機４００に流入した冷媒は、室内熱交換器４２０で室内空気と熱交換
し、冷媒と熱交換を行った室内空気は冷却される。このように、室内熱交換器４２０で冷
却された室内空気が室内機４００から放出されて、使用者に不快感を与えるおそれがあっ
た。
【０００８】
　以上の問題を解決する方法として、複数の室外熱交換器と複数の四方弁とを有する空気
調和装置では、複数の室外熱交換器のうちいずれかを凝縮器として機能させ、残りを蒸発
器として機能させるよう、各四方弁を切替えるとともに、室内機の膨張弁を全閉とするこ
とで、一度に全ての室外熱交換器を除霜するのではなく、凝縮器として機能させる室外熱
交換器を順次切り替えて、複数の室外熱交換器の除霜を行うことが考えられる。
【０００９】
　例えば、特許文献１の空気調和装置で上述した除霜運転を行う場合、まず四方弁３２０
ａを実線で示す状態に、四方弁３２０ｂを点線で示す状態に切り替えて、室外熱交換器３
３０ａを凝縮器、室外熱交換器３３０ｂを蒸発器として機能させる。圧縮機３１０から吐
出された冷媒は、四方弁３２０ａを介して室外熱交換器３３０ａに流入し、室外熱交換器
３３０ａで凝縮する。このとき、室外熱交換器３３０ａは除霜される。室外熱交換器３３
０ａから流出した冷媒は、分岐点３７０を介して室外熱交換器３３０ｂに流入して蒸発し
、四方弁３２０ｂを介して圧縮機３１０に吸入される。次に、四方弁３２０ａを点線で示
す状態に、四方弁３２０ｂを実線で示す状態に切り替えて、室外熱交換器３３０ｂを凝縮
器、室外熱交換器３３０ａを蒸発器として機能させ、室外熱交換器３３０ｂの除霜を行う
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－４９０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献１に記載の空気調和装置で、室外熱交換器３３０ａと室外熱交換器３３０ｂと
を個別に除霜するために、室外熱交換器３３０ｂを凝縮器として機能させ、室外熱交換器
３３０ａを蒸発器として機能させた場合は、四方弁３２０ａと室内熱交換器４２０の間を
接続する配管と、四方弁３２０ｂとの間を接続する配管の途中に逆止弁３４０が設けられ
ているので、圧縮機３１０から吐出された冷媒が四方弁３２０ｂを通過した後に逆止弁３
４０により流れを遮られ、四方弁３２０ｂ、分岐点３８０、四方弁３２０ａと流れて圧縮
機３１０に戻される経路で冷媒のショートカットが発生し、圧縮機から吐出された冷媒が
全て凝縮器に流れないので、除霜能力が低下するという問題がない。しかし、室外熱交換
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器３３０ａを蒸発器として機能させ、室外熱交換器３３０ｂを凝縮器として機能させた場
合は、圧縮機３１０から吐出された冷媒が四方弁３２０ａ、分岐点３８０、逆止弁３４０
、四方弁３２０ｂと流れて圧縮機３１０に戻される経路で冷媒のショートカットが発生す
るという問題があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、室外熱交換器が複数存在する場合に、蒸発器として機能する室外熱
交換器と凝縮器として機能する室外熱交換器とを切り替えても、冷媒のショートカットを
防ぐことができる空気調和装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明の空気調和装置は、室外機と室内機とを有し、室
外機と室内機とがガス管と液管とによって接続されるものであって、室外機は、圧縮機と
、圧縮機の冷媒吐出側に接続された吐出管と、圧縮機の冷媒吸入側に接続された吸入管と
、室外機ガス管と、室外機液管と、複数の室外熱交換器ユニットとを有している。室外熱
交換器ユニットは、室外熱交換器と、四方弁と、四方弁の第１のポートと吐出管とを接続
する吐出分管と、四方弁の第２のポートと室外熱交換器の一方の冷媒出入口とを接続する
接続配管と、四方弁の第３のポートと吸入管とを接続する吸入分管と、四方弁の第４のポ
ートと室外機ガス管とを接続するガス分管と、室外熱交換器の他方の冷媒出入口と室外機
液管とを接続する液分管とを有している。そして、複数の室外熱交換器ユニットが有する
吐出分管またはガス分管の少なくともいずれか一方に開閉手段を設けている。
【発明の効果】
【００１４】
　上記のように構成した本発明の空気調和装置によれば、蒸発器と凝縮器が混在する複数
の室外熱交換器の中で、蒸発器として機能する室外熱交換器を有するユニットの電磁開閉
弁を閉じる。これにより、冷媒のショートカットを防止しつつ、蒸発器として機能する室
外熱交換器と、凝縮器として機能する室外熱交換器とを切り替えることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態における、冷房運転を行うときの空気調和装置の冷媒回
路図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における、暖房運転を行うときの空気調和装置の冷媒回
路図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における、凝縮器－蒸発器による除霜運転を行うときの
第一形態の空気調和装置の冷媒回路図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における、凝縮器－蒸発器による除霜運転を行うときの
第二形態の空気調和装置の冷媒回路図である。
【図５】本発明の第２の実施形態における、凝縮器－蒸発器による除霜運転を行うときの
第一形態の空気調和装置の冷媒回路図である。
【図６】従来の空気調和装置の冷媒回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいて詳細に説明する。実施形態としては
、１台の室外機に３台の室内機が並列に接続され、全ての室内機で同時に冷房運転あるい
は暖房運転が行える空気調和装置を例に挙げて説明する。尚、本発明は以下の実施形態に
限定されることはなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々変形することが可能である
。
【実施例１】
【００１７】
　図１に示すように、第１の実施形態における空気調和装置１は、屋外に設置される１台
の室外機２と、屋内に設置され、室外機２に液管８およびガス管９で並列に接続された３
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台の室内機５ａ～５ｃとを備えている。詳細には、液管８は、一端が室外機２の閉鎖弁２
５に、他端が分岐して室内機５ａ～５ｃの各液管接続部５３ａ～５３ｃに、それぞれ接続
されている。また、ガス管９は、一端が室外機２の閉鎖弁２６に、他端が分岐して室内機
５ａ～５ｃの各ガス管接続部５４ａ～５４ｃに、それぞれ接続されている。以上により、
空気調和装置１の冷媒回路１００が構成されている。
【００１８】
　まずは、室外機２について説明する。室外機２は、圧縮機２１と、第１四方弁２２ａと
、第２四方弁２２ｂと、第１室外熱交換器２３ａと、第２室外熱交換器２３ｂと、第１室
外膨張弁２４ａと、第２室外膨張弁２４ｂと、液管８の一端が接続された閉鎖弁２５と、
ガス管９の一端が接続された閉鎖弁２６と、室外ファン２７と、開閉手段である第１電磁
開閉弁２８ａと第２電磁開閉弁２８ｂとを備えている。そして、室外ファン２７を除くこ
れら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、冷媒回路１００の一部をな
す室外機冷媒回路２０を構成している。
【００１９】
　圧縮機２１は、インバータにより回転数が制御される図示しないモータによって駆動さ
れることで、運転容量を可変できる能力可変型圧縮機である。圧縮機２１の冷媒吐出側に
は吐出管４１の一端が接続されており、吐出管４１の他端は第１吐出分管４１ａと第２吐
出分管４１ｂとに分岐している。第１吐出分管４１ａは後述する第１四方弁２２ａのポー
トａに接続されており、第２吐出分管４１ｂは後述する第２四方弁２２ｂのポートｅに接
続されている。
【００２０】
　また、圧縮機２１の冷媒吸入側には吸入管４２の一端が接続されており、吸入管４２の
他端は第１吸入分管４２ａと第２吸入分管４２ｂとに分岐している。第１吸入分管４２ａ
は後述する第１四方弁２２ａのポートｃに接続されており、第２吸入分管４２ｂは後述す
る第２四方弁２２ｂのポートｇに接続されている。
【００２１】
　第１四方弁２２ａおよび第２四方弁２２ｂは、冷媒の流れる方向を切り換えるための弁
であり、第１四方弁２２ａはａ、ｂ、ｃ、ｄの４つのポートを、第２四方弁２２ｂはｅ、
ｆ、ｇ、ｈの４つのポートを、それぞれ備えている。第１四方弁２２ａではポートａ、ｂ
、ｃ、ｄの順に、また、第２四方弁２２ｂではポートｅ、ｆ、ｇ、ｈの順に、本発明にお
ける四方弁の第１、第２、第３、第４ポートに相当する。第１四方弁２２ａでは、ポート
ａには、上述したように第１吐出分管４１ａが接続されている。ポートｂは、第１室外熱
交換器２３ａの一方の冷媒出入口と第１接続配管４３ａで接続されている。ポートｃには
、上述したように第１吸入分管４２ａが接続されている。そして、ポートｄには、第１ガ
ス分管４５ａの一端が接続されている。
【００２２】
　一方、第２四方弁２２ｂでは、ポートｅには、上述したように第２吐出分管４１ｂが接
続されている。ポートｆは、第２室外熱交換器２３ｂの一方の冷媒出入口と第２接続配管
４３ｂで接続されている。ポートｇには、上述したように第２吸入分管４２ｂが接続され
ている。そして、ポートｈには、第２ガス分管４５ｂの一端が接続されている。
【００２３】
　尚、第１ガス分管４５ａの他端と第２ガス分管４５ｂの他端とは、各々室外機ガス管４
５の一端に接続され、室外機ガス管４５の他端は閉鎖弁２６に接続されている。
【００２４】
　第１室外熱交換器２３ａおよび第２室外熱交換器２３ｂは、冷媒と、後述する室外ファ
ン２７の回転により室外機２の内部に取り込まれた外気とを熱交換させるものである。第
１室外熱交換器２３ａの一方の冷媒出入口は、上述したように第１四方弁２２ａのポート
ｂに第１接続配管４３ａで接続され、他方の冷媒出入口には第１液分管４４ａの一端が接
続されている。
【００２５】
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　また、第２室外熱交換器２３ｂの一方の冷媒出入口は、上述したように第２四方弁２２
ｂのポートｆに第２接続配管４３ｂで接続され、他方の冷媒出入口には第２液分管４４ｂ
の一端が接続されている。
【００２６】
　尚、第１液分管４４ａの他端と第２液分管４４ｂの他端とは、各々室外機液管４４の一
端に接続され、室外機液管４４の他端は閉鎖弁２５に接続されている。
【００２７】
　第１室外膨張弁２４ａおよび第２室外膨張弁２４ｂは、電子膨張弁である。第１室外膨
張弁２４ａは、第１液分管４４ａに設けられており、その開度が調整されることで、第１
室外熱交換器２３ａに流入する冷媒量、あるいは、第１室外熱交換器２３ａから流出する
冷媒量を調整する。第２室外膨張弁２４ｂは、第２液分管４４ｂに設けられており、その
開度が調整されることで、第２室外熱交換器２３ｂに流入する冷媒量、あるいは、第２室
外熱交換器２３ｂから流出する冷媒量を調整する。
【００２８】
　室外ファン２７は樹脂材で形成されており、第１室外熱交換器２３ａおよび第２室外熱
交換器２３ｂの近傍に配置されている。室外ファン２７は、図示しないファンモータによ
って回転することで図示しない吸込口から室外機２の内部へ外気を取り込み、第１室外熱
交換器２３ａや第２室外熱交換器２３ｂにおいて冷媒と熱交換した外気を図示しない吹出
口から室外機２の外部へ放出する。なお、室外ファン２７は後述する除霜運転時では運転
を停止している。
【００２９】
　第１電磁開閉弁２８ａは、第１吐出分管４１ａに設けられている。第１電磁開閉弁２８
ａが開閉することで、第１吐出分管４１ａを冷媒が流れるよう、あるいは、冷媒が流れな
いようにできる。また、第２電磁開閉弁２８ｂは、第２吐出分管４１ｂに設けられている
。第２電磁開閉弁２８ｂが開閉することで、第２吐出分管４１ｂを冷媒が流れるよう、あ
るいは、冷媒が流れないようにできる。
【００３０】
　尚、第１室外熱交換器２３ａと、第１四方弁２２ａと、第１吐出分管４１ａと、第１接
続配管４３ａと、第１吸入分管４２ａと、第１ガス分管４５ａと、第１液分管４４ａとで
、第１室外熱交換器ユニット２０ａが構成され、第２室外熱交換器２３ｂと、第２四方弁
２２ｂと、第２吐出分管４１ｂと、第２接続配管４３ｂと、第２吸入分管４２ｂと、第２
ガス分管４５ｂと、第２液分管４４ｂとで、第２室外熱交換器ユニット２０ｂが構成され
る。これら第１室外熱交換器ユニット２０ａおよび第２室外熱交換器ユニット２０ｂが、
本発明における複数の室外熱交換器ユニットに相当する。
【００３１】
　以上説明した構成の他に、室外機２には各種のセンサが設けられている。図１に示すよ
うに、吐出管４１には、圧縮機２１から吐出される冷媒の圧力を検出する高圧センサ３１
と、圧縮機２１から吐出される冷媒の温度を検出する吐出温度センサ３３が設けられてい
る。吸入管４２には、圧縮機２１に吸入される冷媒の圧力を検出する低圧センサ３２と、
圧縮機２１に吸入される冷媒の温度を検出する吸入温度センサ３４とが設けられている。
【００３２】
　第１液分管４４ａにおける第１室外熱交換器２３ａと第１室外膨張弁２４ａとの間には
、第１室外熱交換器２３ａに流入する、または、第１室外熱交換器２３ａから流出する冷
媒の温度を検出する第１熱交温度センサ３５ａが設けられている。また、第２液分管４４
ｂにおける第２室外熱交換器２３ｂと第２室外膨張弁２４ｂとの間には、第２室外熱交換
器２３ｂに流入する、または、第２室外熱交換器２３ｂから流出する冷媒の温度を検出す
る第２熱交温度センサ３５ｂが設けられている。そして、室外機２の図示しない吸込口付
近には、室外機２の内部に流入する外気の温度、すなわち外気温度を検出する外気温度セ
ンサ３６が備えられている。
【００３３】
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　また、室外機２には、室外機制御手段２００が備えられている。室外機制御手段２００
は、室外機２の図示しない電装品箱に格納されている制御基板に搭載されている。図１の
拡大図に示すように、室外機制御手段２００は、ＣＰＵ２１０と、記憶部２２０と、通信
部２３０とを備えている。
【００３４】
　記憶部２２０は、ＲＯＭやＲＡＭで構成されており、室外機２の制御プログラムや各種
センサからの検出信号に対応した検出値、圧縮機２１や室外ファン２７の制御状態等を記
憶している。通信部２３０は、室内機５ａ～５ｃとの通信を行うためのインターフェイス
である。
【００３５】
　ＣＰＵ２１０は、前述した室外機２の各センサでの検出結果を取り込む。また、ＣＰＵ
２１０は、室内機５ａ～５ｃから送信される制御信号を通信部２３０を介して取り込む。
ＣＰＵ２１０は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、圧縮機２１や室外ファン２
７の駆動制御を行う。また、ＣＰＵ２１０は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて
、第１四方弁２２ａや第２四方弁２２ｂの切り換え制御を行う。さらには、ＣＰＵ２１０
は、取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、第１室外膨張弁２４ａや第２室外膨張弁
２４ｂの開度制御を行う。
【００３６】
　次に、３台の室内機５ａ～５ｃについて説明する。３台の室内機５ａ～５ｃは、それぞ
れ室内熱交換器５１ａ～５１ｃと、室内膨張弁５２ａ～５２ｃと、分岐した液管８の他端
が接続された液管接続部５３ａ～５３ｃと、分岐したガス管９の他端が接続されたガス管
接続部５４ａ～５４ｃと、室内ファン５５ａ～５５ｃとを備えている。そして、室内ファ
ン５５ａ～５５ｃを除くこれら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に接続されて、
冷媒回路１００の一部をなす室内機冷媒回路５０ａ～５０ｃを構成している。
【００３７】
　尚、室内機５ａ～５ｃの構成は全て同じであるため、以下の説明では、室内機５ａの構
成についてのみ説明を行い、その他の室内機５ｂ、５ｃについては説明を省略する。また
、図１では、室内機５ａの構成装置に付与した番号の末尾をａからｂおよびｃにそれぞれ
変更したものが、室外機５ａの構成装置と対応する室内機５ｂ、５ｃの構成装置となる。
【００３８】
　室内熱交換器５１ａは、冷媒と後述する室内ファン５５ａの回転により図示しない吸込
口から室内機５ａの内部に取り込まれた室内空気とを熱交換させるものであり、一方の冷
媒出入口が液管接続部５３ａに室内機液管７１ａで接続され、他方の冷媒出入口がガス管
接続部５４ａに室内機ガス管７２ａで接続されている。室内熱交換器５１ａは、室内機５
ａが冷房運転を行う場合は蒸発器として機能し、室内機５ａが暖房運転を行う場合は凝縮
器として機能する。
【００３９】
　尚、液管接続部５３ａやガス管接続部５４ａには、各冷媒配管が溶接やフレアナット等
により接続されている。
【００４０】
　室内膨張弁５２ａは、室内機液管７１ａに設けられている。室内膨張弁５２ａは電子膨
張弁であり、その開度を調整することによって室内熱交換器５１ａに流れる冷媒量を調整
することができる。室内膨張弁５２ａは、室内熱交換器５１ａが蒸発器として機能する場
合は、その開度が要求される冷房能力に応じて調整され、室内熱交換器５１ａが凝縮器と
して機能する場合は、その開度が要求される暖房能力に応じて調整される。
【００４１】
　室内ファン５５ａは樹脂材で形成されており、室内熱交換器５１ａの近傍に配置されて
いる。室内ファン５５ａは、図示しないファンモータによって回転することで、図示しな
い吸込口から室内機５ａ内に室内空気を取り込み、室内熱交換器５１ａにおいて冷媒と熱
交換した室内空気を図示しない吹出口から室内へ供給する。
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【００４２】
　以上説明した構成の他に、室内機５ａには各種のセンサが設けられている。室内機液管
７１ａにおける室内熱交換器５１ａと室内膨張弁５２ａとの間には、室内熱交換器５１ａ
に流入あるいは室内熱交換器５１ａから流出する冷媒の温度を検出する液側温度センサ６
１ａが設けられている。室内機ガス管７２ａには、室内熱交換器５１ａから流出あるいは
室内熱交換器５１ａに流入する冷媒の温度を検出するガス側温度センサ６２ａが設けられ
ている。そして、室内機５ａの図示しない吸込口付近には、室内機５ａ内に流入する室内
空気の温度、すなわち室内温度を検出する室内温度センサ６３ａが備えられている。
【００４３】
　尚、図示は省略するが室内機５ａの電装品箱に格納された制御基板には、室内機制御手
段が搭載されている。室内機制御手段には、液側温度センサ６１ａやガス側温度センサ６
２ａや室内温度センサ６３ａで検出した検出値が入力され、また、使用者が図示しないリ
モコンを操作して設定した運転条件（設定温度や風量等）を含んだ信号が入力される。室
内機制御手段は、これら入力された各種情報や後述する室外機制御手段２００から送信さ
れる制御信号に基づいて、室内膨張弁５２ａの開度制御や、室内ファン５５ａの駆動制御
を行う。
【００４４】
　次に、本実施形態における空気調和装置１の運転時の冷媒回路１００における冷媒の流
れや各部の動作について、図１乃至図４を用いて説明する。本実施形態における空気調和
装置１は、室内機５ａ～５ｃが設置された室内の冷房を行う冷房運転と、室内機５ａ～５
ｃが設置された室内の暖房を行う暖房運転と、第１室外熱交換器２３ａおよび第２室外熱
交換器２３ｂのうちいずれか一方を蒸発器として機能させ、他方を凝縮器として機能させ
る除霜運転とを行うことができる。
【００４５】
　以下、冷房運転、暖房運転、除霜運転の順に、空気調和装置１の各運転時の動作につい
て、適宜図１乃至図４を用いて説明する。尚、以下の説明では、図１乃至図４において、
矢印は冷媒回路１００における冷媒の流れを示している。また、凝縮器として機能する熱
交換器はハッチングを付し、蒸発器として機能する熱交換器は白抜きで図示している。さ
らには、第１電磁開閉弁２８ａ、第２電磁開閉弁２８ｂおよび各膨張弁の開閉状態につい
ては、閉じている場合を黒塗りで、開いている場合を白抜きでそれぞれ図示している。
【００４６】
　＜冷房運転＞
　まず、冷房運転における空気調和装置１の動作について図１を用いて説明する。冷房運
転を行うとき、室外機制御手段２００のＣＰＵ２１０は、第１四方弁２２ａを実線で示す
状態、すなわち、ポートａとポートｂとが連通するよう、また、ポートｃとポートｄとが
連通するよう、切り替える。また、ＣＰＵ２１０は、第２四方弁２２ｂを実線で示す状態
、すなわち、ポートｅとポートｆとが連通するよう、また、ポートｇとポートｈとが連通
するよう、切り替える。これにより、第１室外熱交換器２３ａおよび第２室外熱交換器２
３ｂが凝縮器として機能するとともに、室内熱交換器５１ａ～５１ｃが蒸発器として機能
する。また、ＣＰＵ２１０は、第１電磁開閉弁２８ａおよび第２電磁開閉弁２８ｂを開と
する。
【００４７】
　冷媒回路１００が上記の状態となっているとき、圧縮機２１から吐出された高圧の冷媒
は、吐出管４１を流れて第１吐出分管４１ａと第２吐出分管４１ｂとに分流する。第１吐
出分管４１ａを流れる冷媒は、開とされている第１電磁開閉弁２８ａを介して第１四方弁
２２ａに流入し、第１四方弁２２ａから第１接続配管４３ａを流れて第１室外熱交換器２
３ａに流入する。第１室外熱交換器２３ａに流入した冷媒は、室外ファン２７の回転によ
り室外機２の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って凝縮する。第１室外熱交換器２３
ａから流出した冷媒は第１液分管４４ａを流れ、全開とされている第１室外膨張弁２４ａ
を介して室外機液管４４に流れ、閉鎖弁２５を介して液管８に流入する。
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【００４８】
　一方、第２吐出分管４１ｂを流れる冷媒は、開とされている第２電磁開閉弁２８ｂを介
して第２四方弁２２ｂに流入し、第２四方弁２２ｂから第２接続配管４３ｂを流れて第２
室外熱交換器２３ｂに流入する。第２室外熱交換器２３ｂに流入した冷媒は、室外ファン
２７の回転により室外機２の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って凝縮する。第２室
外熱交換器２３ｂから流出した冷媒は第２液分管４４ｂを流れ、全開とされている第２室
外膨張弁２４ｂを介して室外機液管４４に流れ、閉鎖弁２５を介して液管８に流入する。
【００４９】
　液管８を流れて分流し液管接続部５３ａ～５３ｃを介して各室内機５ａ～５ｃに流入し
た冷媒は、室内機液管７１ａ～７１ｃを流れ、室内膨張弁５２ａ～５２ｃを通過するとき
に減圧されて低圧の冷媒となる。室内機液管７１ａ～７１ｃから室内熱交換器５１ａ～５
１ｃに流入した冷媒は、室内ファン５５ａ～５５ｃの回転により室内機５ａ～５ｃの内部
に取り込まれた室内空気と熱交換を行って蒸発する。このように、室内熱交換器５１ａ～
５１ｃが蒸発器として機能し、室内熱交換器５１ａ～５１ｃで冷媒と熱交換を行った室内
空気が図示しない吹出口から室内に吹き出されることによって、室内機５ａ～５ｃが設置
された室内の冷房が行われる。
【００５０】
　室内熱交換器５１ａ～５１ｃから流出した冷媒は、室内機ガス管７２ａ～７２ｃを流れ
ガス管接続部５４ａ～５４ｃを介してガス管９に流入する。ガス管９を流れ閉鎖弁２６を
介して室外機２に流入した冷媒は、室外機ガス管４５を流れて第１ガス分管４５ａと第２
ガス分管４５ｂとに分流する。第１ガス分管４５ａに流れた冷媒は、第１四方弁２２ａ、
第１吸入分管４２ａを流れて吸入管４２に流入し、圧縮機２１に吸入されて再び圧縮され
る。一方、第２ガス分管４５ｂに流れた冷媒は、第２四方弁２２ｂ、第２吸入分管４２ｂ
を流れて吸入管４２に流入し、圧縮機２１に吸入されて再び圧縮される。
【００５１】
　以上説明したように冷媒回路１００を冷媒が循環することで、空気調和装置１の冷房運
転が行われる。尚、低負荷状態で冷房運転を行っているとき、例えば、室内機５ａ～５ｃ
の空調負荷が小さくかつ外気温度が低い状態で冷房運転を行っているときは、室外機２に
おける凝縮能力が過剰となる場合がある。この場合は、例えば、第２室外膨張弁２４ｂを
全閉とするとともに第２電磁開閉弁２８ｂを閉として、第２室外熱交換器２３ｂに冷媒が
流れなくすることで、室外機２における凝縮能力を低減させる。
【００５２】
　＜暖房運転＞
　次に、暖房運転における空気調和装置１の動作について図２を用いて説明する。暖房運
転を行うとき、ＣＰＵ２１０は、第１四方弁２２ａを実線で示す状態、すなわち、第１四
方弁２２ａのポートａとポートｄとが連通するよう、また、ポートｂとポートｃとが連通
するよう、切り替える。また、ＣＰＵ２１０は、第２四方弁２２ｂが実線で示す状態、す
なわち、第２四方弁２２ｂのポートｅとポートｈとが連通するよう、また、ポートｆとポ
ートｇとが連通するよう、切り替える。これにより、第１室外熱交換器２３ａおよび第２
室外熱交換器２３ｂが蒸発器として機能するとともに、室内熱交換器５１ａ～５１ｃが凝
縮器として機能する。また、ＣＰＵ２１０は、第１電磁開閉弁２８ａおよび第２電磁開閉
弁２８ｂを開とする。
【００５３】
　冷媒回路１００が上記の状態となっているとき、圧縮機２１から吐出された高圧の冷媒
は、吐出管４１を流れて第１吐出分管４１ａと第２吐出分管４１ｂとに分流する。第１吐
出分管４１ａを流れる冷媒は、開とされている第１電磁開閉弁２８ａを介して第１四方弁
２２ａに流入し、第１四方弁２２ａから第１ガス分管４５ａを流れて室外機ガス管４５に
流入する。一方、第２吐出分管４１ｂを流れる冷媒は、開とされている第２電磁開閉弁２
８ｂを介して第２四方弁２２ｂに流入し、第２四方弁２２ｂから第２ガス分管４５ｂを流
れて室外機ガス管４５に流入する。
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【００５４】
　室外機ガス管４５に流入した冷媒は、閉鎖弁２６を介してガス管９を流れて分流し、ガ
ス管接続部５４ａ～５４ｃを介して各室内機５ａ～５ｃに流入する。各室内機５ａ～５ｃ
に流入した冷媒は、室内機ガス管７２ａ～７２ｃを流れて室内熱交換器５１ａ～５１ｃに
流入し、室内ファン５５ａ～５５ｃの回転により室内機５ａ～５ｃの内部に取り込まれた
室内空気と熱交換を行って凝縮する。このように、室内熱交換器５１ａ～５１ｃが凝縮器
として機能し、室内熱交換器５１ａ～５１ｃで冷媒と熱交換を行った室内空気が図示しな
い吹出口から室内に吹き出されることによって、室内機５ａ～５ｃが設置された室内の暖
房が行われる。
【００５５】
　室内熱交換器５１ａ～５１ｃから流出した冷媒は室内機液管７１ａ～７１ｃを流れ、室
内膨張弁５２ａ～５２ｃを通過して減圧される。減圧された冷媒は、液管接続部５３ａ～
５３ｃを介して液管８に流入する。液管８を流れ閉鎖弁２５を介して室外機２に流入した
冷媒は、室外機液管４４を流れて第１液分管４４ａと第２液分管４４ｂとに分流する。
【００５６】
　第１液分管４４ａに流入した冷媒は、第１室外膨張弁２４ａを通過するときに更に減圧
される。第１室外膨張弁２４ａから第１室外熱交換器２３ａに流入した冷媒は、室外ファ
ン２７の回転により室外機２の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って蒸発する。第１
室外熱交換器２３ａから流出した冷媒は、第１接続配管４３ａ、第１四方弁２２ａ、第１
吸入分管４２ａを流れて、吸入管４２に流入する。
【００５７】
　一方、第２液分管４４ｂに流入した冷媒は、第２室外膨張弁２４ｂを通過するときに更
に減圧される。第２室外膨張弁２４ｂから第２室外熱交換器２３ｂに流入した冷媒は、室
外ファン２７の回転により室外機２の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って蒸発する
。第２室外熱交換器２３ｂから流出した冷媒は、第２接続配管４３ｂ、第２四方弁２２ｂ
、第２吸入分管４２ｂを流れて、吸入管４２に流入する。そして、吸入管４２に流入した
冷媒は、圧縮機２１に吸入されて再び圧縮される。
【００５８】
　以上説明したように冷媒回路１００を冷媒が循環することで、空気調和装置１の暖房運
転が行われる。尚、低負荷状態で暖房運転を行っているとき、例えば、室内機５ａ～５ｃ
の空調負荷が小さくかつ外気温度が高い状態で暖房運転を行っているときは、室外機２に
おける蒸発能力が過剰となる場合がある。この場合は、例えば、第２室外膨張弁２４ｂを
全閉として、第２室外熱交換器２３ｂに冷媒が流れなくすることで、室外機２における蒸
発能力を低減させる。
【００５９】
　＜除霜運転＞
　次に、除霜運転における空気調和装置１の動作について図３と図４とを用いて説明する
。除霜運転は、暖房運転時に室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂに付着した霜を溶かすため
に行うものである。尚、室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂのいずれかが除霜条件（外気温
度、各室外熱交換器の温度、当該室外熱交換器の温度となっている時間等により適宜定め
られている条件）となれば、除霜運転を開始し、室外熱交換器３３０ａ、３３０ｂの両方
が除霜条件から外れれば、空気調和装置１は除霜運転を停止し、暖房運転に復帰する。
【００６０】
　本実施例の除霜運転では、冷媒回路１００を図３に示す状態として先に第１室外熱交換
器２３ａの除霜を行った後、冷媒回路１００を図４に示す状態に切り替えて第２室外熱交
換器２３ｂの除霜を行う。最初に、図３に示すように、ＣＰＵ２１０は、第１四方弁２２
ａを実線で示す状態、すなわち、ポートａとポートｂとが連通するよう、また、ポートｃ
とポートｄとが連通するように切り替える。また、ＣＰＵ２１０は、第２四方弁２２ｂが
実線で示す状態、すなわち、第２四方弁２２ｂのポートｅとポートｈとが連通するよう、
また、ポートｆとポートｇとが連通するように切り替える。これにより、第１室外熱交換
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器２３ａが凝縮器として機能するとともに、第２室外熱交換器２３ｂが蒸発器として機能
する。
【００６１】
　また、ＣＰＵ２１０は、第１電磁開閉弁２８ａを開とし、第２電磁開閉弁２８ｂを閉と
するとともに、室内機５ａ～５ｃの図示しない室内機制御手段に対し室内膨張弁５２ａ～
５２ｃを全閉とする旨の制御信号を送信する。この制御信号を受信した室内機制御手段は
、室内膨張弁５２ａ～５２ｃを全閉とする。室内膨張弁５２ａ～５２ｃを全閉とすること
によって、除霜運転時は室内機５ａ～５ｃに冷媒が流れない。
【００６２】
　冷媒回路１００が上記の状態となっているとき、圧縮機２１から吐出された高圧の冷媒
は、吐出管４１を流れて第１吐出分管４１ａと第２吐出分管４１ｂとに分流する。第１吐
出分管４１ａを流れる冷媒は、開とされている第１電磁開閉弁２８ａを介して第１四方弁
２２ａに流入し、第１四方弁２２ａから第１接続配管４３ａを流れて第１室外熱交換器２
３ａに流入する。第１室外熱交換器２３ａに流入した冷媒は、第１室外熱交換器２３ａで
放熱して凝縮し、冷媒からの放熱で霜を溶かす。
【００６３】
　第１室外熱交換器２３ａから流出した冷媒は第１液分管４４ａを流れ、全開とされてい
る第１室外膨張弁２４ａを介して第２液分管４４ｂに流れる。第２液分管４４ｂを流れる
冷媒は、第２室外膨張弁２４ｂを通過する際に減圧されて、第２室外熱交換器２３ｂに流
入する。
【００６４】
　第２室外熱交換器２３ｂに流入した冷媒は、第２室外熱交換器２３ｂで蒸発する。第２
室外熱交換器２３ｂから流出した冷媒は、第２接続配管４３ｂ、第２四方弁２２ｂ、第２
吸入分管４２ｂ、吸入管４２と流れて圧縮機１に吸入され、再び圧縮される。
【００６５】
　一方、吐出管４１から第２吐出分管４１ｂに流入した冷媒は、閉とされている第２電磁
開閉弁２８ｂによって堰き止められ、第２吐出分管４１ｂから第２四方弁２２ｂへと流れ
ない。つまり、第一形態の除霜運転で第２室外熱交換器２３ｂを蒸発器として機能させて
いるときに、圧縮機１から吐出された冷媒の一部が、第２吐出分管４１ｂ→第２四方弁２
２ｂ→第２ガス分管４５ｂ→第１ガス分管４５ａ→第１四方弁２２ａ→第１吸入分管４２
ａ→吸入管４２、と流れて圧縮機１に吸入される冷媒のショートカットが発生しない。
【００６６】
　第１室外熱交換器２３ａが前述した除霜条件となれば、第１室外熱交換器２３ａの除霜
が完了したと判断し、第２室外熱交換器２３ｂの除霜に移行する。図４に示す第二形態の
除霜運転を行うとき、ＣＰＵ２１０は、第１四方弁２２ａを実線で示す状態、すなわち、
ポートａとポートｄとが連通するよう、また、ポートｂとポートｃとが連通するよう、切
り替える。また、ＣＰＵ２１０は、第２四方弁２２ｂが実線で示す状態、すなわち、第２
四方弁２２ｂのポートｅとポートｆとが連通するよう、また、ポートｇとポートｈとが連
通するよう、切り替える。これにより、第１室外熱交換器２３ａが蒸発器として機能する
とともに、第２室外熱交換器２３ｂが凝縮器として機能する。
【００６７】
　また、ＣＰＵ２１０は、第１電磁開閉弁２８ａを閉とし、第２電磁開閉弁２８ｂを開と
するとともに、室内機５ａ～５ｃの図示しない室内機制御手段に対し室内膨張弁５２ａ～
５２ｃを全閉とする旨の制御信号を送信する。この制御信号を受信した室内機制御手段は
、室内膨張弁５２ａ～５２ｃを全閉とする。室内膨張弁５２ａ～５２ｃを全閉とすること
によって、除霜運転時は室内機５ａ～５ｃに冷媒が流れない。
【００６８】
　冷媒回路１００が上記の状態となっているとき、圧縮機２１から吐出された高圧の冷媒
は、吐出管４１を流れて第１吐出分管４１ａと第２吐出分管４１ｂとに分流する。第２吐
出分管４１ｂを流れる冷媒は、開とされている第２電磁開閉弁２８ｂを介して第２四方弁
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２２ｂに流入し、第２四方弁２２ｂから第２接続配管４３ｂを流れて第２室外熱交換器２
３ｂに流入する。第２室外熱交換器２３ｂに流入した冷媒は、第２室外熱交換器２３ｂで
放熱して凝縮し、冷媒からの放熱で霜を溶かす。
【００６９】
　第２室外熱交換器２３ｂから流出した冷媒は第２液分管４４ｂを流れ、全開とされてい
る第２室外膨張弁２４ｂを介して第１液分管４４ａに流れる。第１液分管４４ａを流れる
冷媒は、第１室外膨張弁２４ａを通過する際に減圧されて、第１室外熱交換器２３ａに流
入する。
【００７０】
　第１室外熱交換器２３ａに流入した冷媒は、第１室外熱交換器２３ａで蒸発する。第１
室外熱交換器２３ａから流出した冷媒は、第１接続配管４３ａ、第１四方弁２２ａ、第１
吸入分管４２ａ、吸入管４２と流れて圧縮機１に吸入され、再び圧縮される。
【００７１】
　一方、吐出管４１から第１吐出分管４１ａに流入した冷媒は、閉とされている第１電磁
開閉弁２８ａによって堰き止められ、第１吐出分管４１ａから第１四方弁２２ａへと流れ
ない。つまり、第二形態の除霜運転で第１室外熱交換器２３ａを蒸発器として機能させて
いるときに、圧縮機１から吐出された冷媒の一部が、第１吐出分管４１ａ→第１四方弁２
２ａ→第１ガス分管４５ａ→第２ガス分管４５ｂ→第２四方弁２２ｂ→第２吸入分管４２
ｂ→吸入管４２、と流れて圧縮機１に吸入される冷媒のショートカットが発生しない。
【００７２】
　以上説明したように、第１室外熱交換器２３ａ、第２室外熱交換器２３ｂのうちいずれ
か一方を凝縮器、他方を蒸発器として機能させて除霜運転を行っても、蒸発器として機能
させている室外熱交換器を有する室外熱交換器ユニットの電磁開閉弁を閉じることで、冷
媒のショートカットを防止できる。
【実施例２】
【００７３】
　次に、図５を用いて、第２の実施形態における空気調和装置１ａについて説明する。こ
の第２の実施形態の空気調和装置１ａの冷房運転時、暖房運転時、除霜運転時の冷媒の流
れは、図１乃至図４に示す第１の実施形態の空気調和装置１と同じであるので、説明を省
略する。第２の実施形態は、図３に示す第１の実施形態と比べて第１電磁開閉弁と第２電
磁開閉弁の配置が異なるものである。この第２の実施形態では、第１電磁開閉弁２８ｃは
、第１ガス分管４５ａに設けられている。第１電磁開閉弁２８ｃが開閉することで、第１
ガス分管４５ａを冷媒が流れるよう、あるいは、冷媒が流れないようにできる。また、第
２電磁開閉弁２８ｄは、第２ガス分管４５ｂに設けられている。第２電磁開閉弁２８ｄが
開閉することで、第２ガス分管４５ｂを冷媒が流れるよう、あるいは、冷媒が流れないよ
うにできる。
【００７４】
　第１四方弁２２ａと第２四方弁２２ｂとを、図５に実線で示す状態に切り替えて第１室
外熱交換器２３ａを凝縮器、第２室外熱交換器２３ｂを蒸発器として機能させるときは、
第１電磁開閉弁２８ｃを開、第２電磁開閉弁２８ｄを閉とする。一方、第１四方弁２２ａ
と第２四方弁２２ｂとを、図５に破線で示す状態に切り替えて第１室外熱交換器２３ａを
蒸発器、第２室外熱交換器２３ｂを凝縮器として機能させるときは、第１電磁開閉弁２８
ｃを閉、第２電磁開閉弁２８ｄを開とする。このように、蒸発器として機能する室外熱交
換器を有する室外熱交換器ユニットの電磁開閉弁を閉じることで、冷媒のショートカット
が防止できるので、第１の実施形態で説明した空気調和装置１と同様の効果を得ることが
できる。
【００７５】
　尚、一般的に、第１吐出分管４１ａおよび第２吐出分管４１ｂの配管径に比べて第１ガ
ス分管４５ａおよび第２ガス分管４５ｂの配管径の方が大きいため、第１電磁開閉弁２８
ａを第１ガス分管４５ａに設け、第２電磁開閉弁２８ｂを第２ガス分管４５ｂに設ける場
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合は、第１電磁開閉弁２８ａを第１吐出分管４１ａに設け、第２電磁開閉弁２８ｂを第２
吐出分管４１ｂに設ける場合と比べて、第１電磁開閉弁２８ａおよび第２電磁開閉弁２８
ｂが大型化しコストアップとなる。その反面、第１四方弁２２ａの前後（ポートａとポー
トｃ）および第２四方弁２２ｂの前後（ポートｅとポートｇ）の圧力差がつきやすくなり
、第１四方弁２２ａおよび第２四方弁２２ｂの切り替えが行いやすいという効果がある。
【００７６】
　以上説明したように、本発明の空気調和装置は、蒸発器と凝縮器が混在する複数の室外
熱交換器２３ａ、２３ｂの中で、蒸発器として機能する室外熱交換器を有するユニットの
電磁開閉弁を閉じる。これにより、冷媒のショートカットを防止しつつ、蒸発器として機
能する室外熱交換器と、凝縮器として機能する室外熱交換器とを切り替えることが出来る
。
【符号の説明】
【００７７】
　１、１ａ　空気調和装置
　２　室外機
　５ａ～５ｃ　室内機
　８　液管
　９　ガス管
　２０　室外機冷媒回路
　２０ａ　第１室外熱交換器ユニット
　２０ｂ　第２室外熱交換器ユニット
　２１　圧縮機
　２２ａ　第１四方弁
　２２ｂ　第２四方弁
　２３ａ　第１室外熱交換器
　２３ｂ　第２室外熱交換器
　２８ａ、２８ｃ　第１電磁開閉弁
　２８ｂ、２８ｄ　第２電磁開閉弁
　４１　吐出管
　４１ａ　第１吐出分管
　４１ｂ　第２吐出分管
　４２　吸入管
　４２ａ　第１吸入分管
　４２ｂ　第２吸入分管
　４４　室外機液管
　４４ａ　第１液分管
　４４ｂ　第２液分管
　４５　室外機ガス管
　４５ａ　第１ガス分管
　４５ｂ　第２ガス分管
　５１ａ～５１ｃ　室内熱交換器
　１００　冷媒回路
　２００　室外機制御部
　２１０　ＣＰＵ
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