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(57)【要約】
【課題】圧力検出手段の特性ずれの有無を検知すること
ができる空気調和装置の提供すること。
【解決手段】圧縮機１と、室外熱交換器３と、室外送風
機４と、室外電動膨張弁５と、四方弁６と、吐出圧力検
出手段２と、吸入圧力検出手段８と、外気温度検出手段
９と、室外機制御装置１０とを備えた室外機１１と、室
内熱交換器１２と、室内送風機１３と、室内電動膨張弁
１４と、室内機制御装置１５とを備えた複数の室内機１
６とで構成される多室型空気調和装置において、運転開
始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検出
された値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出
された値の差圧が大きい場合、圧力検出手段の異常を室
外機制御装置上に配した表示器に表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機と、室外熱交換器と、室外送風機と、室外電動膨張弁と、四方弁と、吐出圧力検出
手段と、吸入圧力検出手段と、外気温度検出手段と、室外機制御装置とを備えた室外機と
、室内熱交換器と、室内送風機と、室内電動膨張弁と、室内機制御装置とを備えた複数の
室内機とで構成される多室型空気調和装置において、運転開始時に吐出圧力検出手段と吸
入圧力検出手段により検出された値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出された
値の差圧が大きい場合、圧力検出手段の異常を室外機制御装置上に配した表示器に表示す
ることを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
停止時間が一定値以上の運転開始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検出さ
れた値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出された値の差圧が大きい場合、圧力
検出手段の異常を室外機制御装置上に配した表示器に表示することを特徴とする請求項１
に記載の空気調和装置。
【請求項３】
停止時間が一定値以上で外気温度変化が一定値以下の運転開始時に吐出圧力検出手段と吸
入圧力検出手段により検出された値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出された
値の差圧が大きい場合、圧力検出手段の異常を室外機制御装置上に配した表示器に表示す
ることを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧力検出手段を搭載した空気調和装置に関わり、特に圧力検出手段検知精度
の低下を判断する制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の空気調和装置では、冷房運転では低圧圧力一定周波数制御、暖房運転では
高圧圧力一定周波数制御と言った能力制御手段が採られている。例えば、図３の従来の空
気調和装置における冷凍サイクル図に示すように、冷房運転では吸入管に配した低圧圧力
検出手段を用いた低圧圧力一定周波数制御、暖房運転では吐出管に配した高圧圧力検出手
段を用いた高圧圧力一定周波数制御をする（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２４１２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の構成では、空気調和装置で重要な冷暖房能力の決定要素と言
える圧縮機の運転周波数を圧力検出手段の検知値に依存しているため、圧力検出手段の特
性ずれが生じた場合の影響が大きく、快適性を損なうという課題があった。
【０００５】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、圧力検出手段の特性ずれの有無を検知す
ることができる空気調和装置の提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の空気調和装置は、圧縮機と、室外熱交換器
と、室外送風機と、室外電動膨張弁と、四方弁と、吐出圧力検出手段と、吸入圧力検出手
段と、外気温度検出手段と、室外機制御装置とを備えた室外機と、室内熱交換器と、室内
送風機と、室内電動膨張弁と、室内機制御装置とを備えた複数の室内機とで構成される多
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室型空気調和装置において、運転開始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検
出された値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出された値の差圧が大きい場合、
圧力検出手段の異常を室外機制御装置上に配した表示器に表示することにより、圧力検出
手段の誤検知により正常な運転が継続できないことから発生する、性能不足、圧力保護非
検知による圧縮機不良を防止することが出来る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、圧力検出手段の特性ずれの有無を検知することができる空気調和装置の提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１における空気調和装置の冷凍サイクル図
【図２】本発明の実施の形態２における空気調和装置のフローチャート図
【図３】本発明の実施の形態３における空気調和装置のフローチャート図
【図４】本発明の実施の形態４における空気調和装置のフローチャート図
【図５】従来の空気調和装置における冷凍サイクル図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　第１の発明の空気調和装置は、圧縮機と、室外熱交換器と、室外送風機と、室外電動膨
張弁と、四方弁と、吐出圧力検出手段と、吸入圧力検出手段と、外気温度検出手段と、室
外機制御装置とを備えた室外機と、室内熱交換器と、室内送風機と、室内電動膨張弁と、
室内機制御装置とを備えた複数の室内機とで構成される多室型空気調和装置において、運
転開始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検出された値を比較し、それぞれ
の圧力検出手段により検出された値の差圧が大きい場合、圧力検出手段の異常を室外機制
御装置上に配した表示器に表示することにより、圧力検出手段の誤検知により正常な運転
が継続できないことから発生する、性能不足、圧力保護非検知による圧縮機不良を防止す
ることが出来る。
【００１０】
　第２の発明の空気調和装置は、特に第１の発明において、停止時間が一定値以上の運転
開始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検出された値を比較し、それぞれの
圧力検出手段により検出された値の差圧が大きい場合、圧力検出手段の異常を室外機制御
装置上に配した表示器に表示することにより、空気調和機の停止時間が長く、確実に高低
圧がバランスして起動可能な状態の空気調和機が運転前するに、高圧圧力検知手段または
低圧圧力検知手段の誤検知を空気調和機の停止時間によって判定することが行え、圧力検
出手段の誤検知により正常な運転が継続できないことから発生する、性能不足、圧力保護
非検知による圧縮機不良を防止することが出来る。
【００１１】
　第３の発明の空気調和装置は、特に第１の発明において、停止時間が一定値以上で外気
温度変化が一定値以下の運転開始時に吐出圧力検出手段と吸入圧力検出手段により検出さ
れた値を比較し、それぞれの圧力検出手段により検出された値の差圧が大きい場合、圧力
検出手段の異常を室外機制御装置上に配した表示器に表示することにより、空気調和機の
停止時間が長く、かつ、外気温度変化が少ない場合に、確実に高低圧がバランスして起動
可能な状態の空気調和機が運転前するに、高圧圧力検知手段または低圧圧力検知手段の誤
検知を空気調和機の停止時間と外気温度変化によって判定することが行え、圧力検出手段
の誤検知により正常な運転が継続できないことから発生する、性能不足、圧力保護非検知
による圧縮機不良を防止することが出来る。
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１３】
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　（実施の形態１）
　図１は本発明の空気調和装置の冷凍サイクル図である。圧縮機１と、室外熱交換器３と
、室外送風機４と、室外電動膨張弁５と、四方弁６と、吐出圧力検出手段２と、吸入圧力
検出手段８と、外気温度検出手段９と、室外機制御装置１０とを備えた室外機１１と、室
内熱交換器１２と、室内送風機１３と、室内電動膨張弁１４と、室内機制御装置１５とを
備えた複数の室内機１６とで構成されている。
【００１４】
　図２は本実施の形態１における空気調和装置のフローチャート図である。本実施の形態
において、室内機制御装置１５から運転開始信号受信（ＳＴＥＰ０１）をしたとき、吐出
圧力検出手段２により検出された値Ｐｄ（ＭＰａ）（ＳＴＥＰ０２）と、吸入圧力検出手
段８により検出された値Ｐｓ（ＭＰａ）（ＳＴＥＰ０２）とを比較（ＳＴＥＰ０３）し、
差圧が所定値ΔＰを超えなかった場合は、空気調和装置の運転を開始（ＳＴＥＰ０４）し
、差圧が所定値ΔＰを超えた場合は、室外機制御装置１０上に配した表示器（例えば７セ
グメント）に異常表示（ＳＴＥＰ０５）を行う。
【００１５】
　このことにより、高低圧がバランスして起動可能な状態の空気調和機が運転前するに、
高圧圧力検知手段または低圧圧力検知手段の誤検知が行え、圧力検出手段の誤検知により
正常な運転が継続できないことから発生する、性能不足、圧力保護非検知による圧縮機不
良を防止することが出来るものである。
【００１６】
　（実施の形態２）
　図３は本実施の形態２における空気調和装置のフローチャート図である。本実施の形態
において、運転停止（ＳＴＥＰ３１）時に停止時間のカウント（ＳＴＥＰ３２）を行い、
室内機制御装置１５から運転開始信号受信（ＳＴＥＰ３３）をしたとき、停止時間が一定
の閾値（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経過したかの停止時間判定（ＳＴＥＰ３４）を行い、停
止時間が一定閾値（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経過していない場合は、空気調和装置の運転
を開始（ＳＴＥＰ３８）する。
【００１７】
　またＳＴＥＰ３４にて、停止時間が一定閾値（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経過した場合、
吐出圧力検出手段２により検出された値Ｐｄ（ＭＰａ）（ＳＴＥＰ３５）と吸入圧力検出
手段８により検出された値Ｐｓ（ＭＰａ）（ＳＴＥＰ３５）を比較（ＳＴＥＰ３６）する
。
【００１８】
　その結果、差圧が所定値ΔＰを超えなかった場合は、空気調和装置の運転を開始（ＳＴ
ＥＰ３８）し、差圧が所定値ΔＰを超えた場合は、室外機制御装置１０上に配した表示器
（例えば７セグメント）に異常表示（ＳＴＥＰ３７）を行う。このことにより、空気調和
機の停止時間が長く、確実に高低圧がバランスして起動可能な状態の空気調和機が運転前
するに、高圧圧力検知手段または低圧圧力検知手段の誤検知を空気調和機の停止時間によ
って判定することが行え、圧力検出手段の誤検知により正常な運転が継続できないことか
ら発生する、性能不足、圧力保護非検知による圧縮機不良を防止することが出来るもので
ある。
【００１９】
　（実施の形態３）
　図４は本実施の形態３の空気調和装置のフローチャート図である。本実施の形態におい
て、運転停止（ＳＴＥＰ４１）時に停止時間のカウント（ＳＴＥＰ４２）を行い、室内機
制御装置１５から運転開始信号受信（ＳＴＥＰ４３）をしたとき、外気温度検出手段９に
より検出された外気温度Ｔ０（℃）の変化が所定値Ｓ（Ｋ）以内を所定時間Ｎ（分）以上
継続したかの外気温度変化判定（ＳＴＥＰ４４）を行う。
【００２０】
　その結果、外気温度Ｔ０（℃）の変化が所定値Ｓ（Ｋ）以内を所定時間Ｎ（分）以上継
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）の変化が所定値Ｓ（Ｋ）以内を所定時間Ｎ（分）以上継続した場合は、ＳＴＥＰ４５へ
進む。
【００２１】
　そして、ＳＴＥＰ４５では停止時間が一定閾値（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経過したかの
停止時間判定（ＳＴＥＰ４５）を行い、停止時間が一定閾値（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経
過していない場合、空気調和装置の運転を開始（ＳＴＥＰ４９）し、停止時間が一定閾値
（Ｔｉｍｅ＿ｏｆｆＡ）を経過していた場合、ＳＴＥＰ４６へ進む。
【００２２】
　そして、ＳＴＥＰ４６では、吐出圧力検出手段２により検出された値Ｐｄ（ＭＰａ）（
ＳＴＥＰ４６）と、吸入圧力検出手段８により検出された値Ｐｓ（ＭＰａ）（ＳＴＥＰ４
６）を比較（ＳＴＥＰ４７）し、差圧が所定値ΔＰを超えなかった場合、空気調和装置の
運転を開始（ＳＴＥＰ４９）し、差圧が所定値ΔＰを超えた場合、室外機制御装置１０上
に配した表示器（例えば７セグメント）に異常表示（ＳＴＥＰ４８）を行う。
【００２３】
　このことにより、空気調和機の停止時間が長く、かつ、外気温度変化が少ない場合に、
確実に高低圧がバランスして起動可能な状態の空気調和機が運転前するに、高圧圧力検知
手段または低圧圧力検知手段の誤検知を空気調和機の停止時間と外気温度変化によって判
定することが行え、圧力検出手段の誤検知により正常な運転が継続できないことから発生
する、性能不足、圧力保護非検知による圧縮機不良を防止することが出来るものである。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　本発明の空気調和装置は、１系統の多室型空気調和装置に限定されるものではなく、複
数の系統の室外機を接続した室外マルチタイプの空気調和装置にも適用できる。
【符号の説明】
【００２５】
　１　圧縮機
　２　吐出圧力検出手段
　３　室外熱交換器
　４　室外送風機
　５　室外電動膨張弁
　６　四方弁
　８　吸入圧力検出手段
　９　外気温度検出手段
　１０　室外機制御装置
　１１　室外機
　１２　室内熱交換器
　１３　室内送風機
　１４　室内電動膨張弁
　１５　室内機制御装置
　１６　室内機
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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