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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒圧縮装置と、この圧縮装置から受ける冷媒が冷却媒体と熱交換関係となるように高
圧で通流する冷媒冷却熱交換器と、加熱媒体と熱交換関係となるように冷媒が低圧で通流
する冷媒加熱熱交換器と、上記冷媒冷却熱交換器の下流側でかつ上記冷媒加熱熱交換器の
上流側に配置された１次膨張装置と、を含んでなる主冷媒回路と、
　上記主冷媒回路において上記冷媒冷却熱交換器の下流側でかつ上記１次膨張装置の上流
側に配置された第１の冷媒流路と、エコノマイザ回路冷媒ラインに配置された第２の冷媒
流路と、を備えてなる冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザと、
　上記冷媒回路において上記冷媒冷却熱交換器の上記第１の冷媒流路の下流側でかつ上記
１次膨張装置の上流側に配置され、かつ分離室を画成して、この分離室の低部に液体状態
の冷媒が集まるとともに該分離室の液面レベルより上方に蒸気状態の冷媒が集まるフラッ
シュタンクと、
　上記冷媒回路の上記フラッシュタンクの上流側に、該フラッシュタンクに関連して動作
するように設けられた２次膨張装置と、
　上記フラッシュタンクの上記分離室の上部と、上記主冷媒回路における上記冷媒冷却熱
交換器下流側の吸入圧力部分と、の間を連通する冷媒蒸気バイパスラインと、
　上記冷媒蒸気バイパスラインに介装され、冷媒蒸気が該バイパスラインを通流する第１
の開位置と該バイパスラインの冷媒蒸気の通流が阻止される第２の閉位置とを有するバイ
パス流制御弁と、
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　を備えてなる冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項２】
　上記バイパス流制御弁が、第１の開位置と第２の閉位置とを有する電磁弁からなること
を特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項３】
　上記バイパス流制御弁がパルス幅変調電磁弁からなることを特徴とする請求項１に記載
の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項４】
　上記バイパス流制御弁が電子膨張弁からなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸
気圧縮システム。
【請求項５】
　上記１次膨張装置が電子膨張弁からなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧
縮システム。
【請求項６】
　上記１次膨張装置が感温式膨張弁からなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気
圧縮システム。
【請求項７】
　上記２次膨張装置が電子膨張弁からなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧
縮システム。
【請求項８】
　上記２次膨張装置が固定オリフィス式膨張装置からなることを特徴とする請求項１に記
載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項９】
　上記エコノマイザ回路冷媒ラインは、上記主冷媒回路から上記圧縮装置の中間圧力段に
連通するように延びていることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１０】
　上記エコノマイザ回路冷媒ラインの上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザの上記第２の
冷媒流路より上流側に、さらにエコノマイザ回路膨張装置が介装されていることを特徴と
する請求項９に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１１】
　上記エコノマイザ回路膨張装置が電子膨張弁からなることを特徴とする請求項１０に記
載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１２】
　上記エコノマイザ回路膨張装置が感温式膨張弁からなることを特徴とする請求項１０に
記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１３】
　上記圧縮装置は、少なくとも２つの圧縮段を有する単一のコンプレッサからなることを
特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１４】
　上記圧縮装置は、上記冷媒回路において冷媒の流れとして直列の関係に配置された少な
くとも２つのコンプレッサからなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒蒸気圧縮シス
テム。
【請求項１５】
　上記圧縮装置がスクロールコンプレッサからなることを特徴とする請求項１に記載の冷
媒蒸気圧縮システム。
【請求項１６】
　上記圧縮装置が往復動型コンプレッサからなることを特徴とする請求項１に記載の冷媒
蒸気圧縮システム。
【請求項１７】
　上記圧縮装置がスクリューコンプレッサからなることを特徴とする請求項１に記載の冷
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媒蒸気圧縮システム。
【請求項１８】
　貨物貯蔵領域の温度調整のために輸送冷凍システムに適用されることを特徴とする請求
項１に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【請求項１９】
　遷臨界サイクルで動作することを特徴とする請求項１８に記載の冷媒蒸気圧縮システム
。
【請求項２０】
　冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項１９に記載の冷媒蒸気圧縮システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、冷媒蒸気圧縮システムに関し、特に、遷臨界サイクルで運転される冷媒蒸
気圧縮システムの冷媒充填量管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷媒蒸気圧縮システムは当技術分野においては周知であり、住宅、オフィスビル、病院
、学校、レストラン、あるいは他の施設、における温度調整される快適領域へ供給する空
気の調和のために一般に用いられている。また、冷媒蒸気圧縮システムは、商業施設にお
ける、ショーケース、陳列棚、冷凍キャビネット、低温室、あるいは他の生鮮／冷凍製品
貯蔵エリアに冷却空気を供給するためにも広く用いられている。
【０００３】
　冷媒蒸気圧縮システムは、さらに、輸送冷凍システムにおいても、トラック、鉄道、船
、あるいは複合輸送により生鮮／冷凍製品を輸送するために、トラック、トレーラ、コン
テナ等の温度制御貨物スペースへ供給する空気の冷却に広く用いられている。輸送冷凍シ
ステムと組み合わせて用いられる冷媒蒸気圧縮システムでは、広範囲な動作負荷条件や広
範囲な外部周囲条件に亘って貨物スペース内の製品を所望の温度に維持するように冷媒蒸
気圧縮システムが動作しなければならないことから、一般に、その運転条件はより過酷な
ものとなる。貨物を制御することが必要な所望の温度は、保存する貨物の性質に応じて、
広範囲に亘って異なるものとなる。冷媒蒸気圧縮システムは、外気温の下で貨物スペース
に入れられた製品の温度を素早く引き下げるだけの十分な容量および冷媒充填量を有する
だけでなく、輸送中に安定した製品温度を維持する際に、過剰な冷媒充填量でもって低い
負荷で効率よく運転できなければならない。さらに、輸送用冷媒蒸気圧縮システムは、固
定式の冷媒蒸気圧縮システムでは経験することがない振動や動きに晒される。従って、過
剰な液体冷媒を蓄えるようにコンプレッサ吸入口の上流側の吸入ラインに設けられる一般
的な冷媒アキュムレータにあっては、上記の動きに伴って液体が揺動し、その結果、吸入
ラインを通して上記吸入口からコンプレッサ内へ不必要に液体冷媒が持ち出されてしまう
。
【０００４】
　伝統的に、この冷媒蒸気圧縮システムの殆どは、亜臨界冷媒圧力で動作し、一般に、コ
ンプレッサと、コンデンサと、エバポレータと、冷媒の流れとして上記エバポレータの上
流でかつコンデンサの下流に配置された膨張装置（通常は膨張弁）と、を含んでいる。こ
れらの基本的な冷媒システム構成要素は、冷媒閉回路となるように冷媒ラインで接続され
るとともに、公知の冷媒蒸気圧縮サイクルに沿って配置され、かつ特定の冷媒を用いて亜
臨界圧力範囲で運転される。亜臨界範囲で動作する冷媒蒸気圧縮システムには、一般に、
フロン冷媒、例えば、これに限定するものではないが、Ｒ２２のようなヒドロクロロフル
オロカーボン（ＨＣＦＣ）が充填され、Ｒ１３４ａ、Ｒ４１０Ａ、Ｒ４０４Ａ、Ｒ４０７
Ｃのようなヒドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）がさらに一般的である。
【０００５】
　現在の市場では、ＨＦＣ冷媒に代えて空調装置や輸送冷凍システムに使用するために、
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二酸化炭素のような「自然」冷媒に注目が集まっている。しかしながら、二酸化炭素は臨
界温度が低いので、冷媒として二酸化炭素を充填した冷媒蒸気圧縮システムの多くは、遷
臨界圧力方式で動作するように設計されている。亜臨界サイクルで動作する冷媒蒸気圧縮
システムにおいては、コンデンサおよびエバポレータとなる熱交換器の双方は、冷媒の臨
界点未満の冷媒温度および圧力で動作する。しかしながら、遷臨界サイクルで動作する冷
媒蒸気圧縮システムにおいては、エバポレータは、亜臨界範囲の冷媒温度および圧力で動
作するが、放熱用熱交換器（これはコンデンサではなく、むしろガスクーラとなる）は、
冷媒の臨界点を超える冷媒温度および圧力で動作する。従って、遷臨界サイクルで動作す
る冷媒蒸気圧縮システムにおいては、ガスクーラ内の冷媒圧力とエバポレータ内の冷媒圧
力との圧力差が、亜臨界サイクルで動作する冷媒蒸気圧縮システムにおけるコンデンサ内
の冷媒圧力とエバポレータ内の冷媒圧力との圧力差に比べて、かなり大きいことが特徴的
である。
【０００６】
　また、冷媒蒸気圧縮システムの容量の増加のために、エコノマイザを冷媒回路に組み込
むことも広く実施されている。例えば、あるシステムにおいては、冷媒対冷媒の熱交換器
がエコノマイザとして冷媒回路に組み込まれる。コンデンサを出た冷媒の第１の部分が熱
交換器の第１の流路を通過して、該熱交換器の第２の流路を通る冷媒の第２の部分と熱交
換する。この冷媒の第２の部分は、一般に、コンデンサを出た冷媒の一部を構成するもの
であって、膨張装置を通して分岐され、エコノマイザの冷媒対冷媒の熱交換器の第２の流
路を通過する前に、該膨張装置において膨張し、低圧かつ低温の冷媒蒸気ないし蒸気／液
体混合物となっている。この冷媒の第２の部分は、上記エコノマイザ熱交換器の第２の流
路を横切り、その後、圧縮プロセスの中間圧力変化点へ導入される。主冷媒回路の冷媒は
、上記の冷媒対冷媒のエコノマイザ熱交換器の第１の流路を通過して、さらに冷却され、
かつシステムの主膨張装置を横切り、その後、エバポレータへ流入する。特許文献１は、
エコノマイザとして冷媒対冷媒の熱交換器を冷媒回路に組み込んでなる輸送冷凍ユニット
用の亜臨界冷媒蒸気圧縮システムを開示している。特許文献２は、第１の冷媒対冷媒熱交
換器エコノマイザと、第２の冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザとが、冷媒回路のコンデン
サとエバポレータとの間に直列に配置された亜臨界冷凍システムを開示している。
【０００７】
　あるシステムにおいては、フラッシュタンクエコノマイザが、冷媒回路のコンデンサと
エバポレータとの間に組み込まれている。このような場合、コンデンサを出た冷媒が、感
温式膨張弁あるいは電子膨張弁などからなる膨張装置を通して膨張した後に、フラッシュ
タンクに流入し、ここで、上記の膨張した冷媒が、液体冷媒成分と蒸気冷媒成分とに分離
する。そして、冷媒の蒸気成分は、フラッシュタンクから圧縮プロセスの中間圧力段へと
導かれる。冷媒の液体成分は、フラッシュタンクからシステムの主膨張弁を通してエバポ
レータへと導かれる。特許文献３は、フラッシュタンクエコノマイザを冷媒回路のコンデ
ンサとエバポレータとの間に組み込んでなる亜臨界蒸気圧縮システムを開示している。特
許文献４は、フラッシュタンクエコノマイザを冷媒回路のガスクーラとエバポレータとの
間に組み込んでなる遷臨界冷媒蒸気圧縮システムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６０５８７２９号明細書
【特許文献２】米国特許第６６９４７５０号明細書
【特許文献３】米国特許第５１７４１２３号明細書
【特許文献４】米国特許第６３８５９８０号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　改良した冷媒充填量管理を有する遷臨界冷媒蒸気圧縮システムは、圧縮装置と、冷媒放



(5) JP 5196452 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

熱用熱交換器と、冷媒吸熱用熱交換器と、主冷媒回路の上記冷媒放熱用熱交換器と上記冷
媒吸熱用熱交換器との間に、冷媒の流れとして直列の関係となるように配置された冷媒対
冷媒熱交換器エコノマイザおよびフラッシュタンクと、を備えている。冷媒回路の冷媒吸
熱用熱交換器の上流に該冷媒吸熱用熱交換器に関連して動作する１次膨張弁が介装され、
冷媒回路のフラッシュタンクの上流に該フラッシュタンクに関連して動作する２次膨張弁
が介装されている。冷媒蒸気バイパスラインによって、フラッシュタンクと、冷媒吸熱用
熱交換器下流側における主冷媒回路の吸入圧力部分との間で、冷媒蒸気の連通が確保され
ている。この冷媒蒸気バイパスラインには、該冷媒蒸気バイパスラインを通る冷媒蒸気の
流れを制御するために、開位置と閉位置とを有するバイパス流制御弁が介装されている。
【００１０】
　上記冷媒対冷媒熱交換器は、第１の冷媒流路と第２のバイパス流路とを有し、上記第１
の冷媒流路は、主冷媒回路の冷媒放熱用熱交換器の下流側でかつ１次膨張弁の上流側に位
置し、上記第２のバイパス流路は、主冷媒回路を圧縮装置の中間圧力段へと連通するよう
に延びたエコノマイザ回路冷媒ラインに位置している。このエコノマイザ回路冷媒ライン
には、エコノマイザ回路膨張弁が介装されており、このエコノマイザ回路膨張弁は、冷媒
の流れとして、上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザの上記の第２の冷媒流路の上流側に
位置する。このエコノマイザ回路膨張装置は、電子膨張弁もしくは感温式膨張弁から構成
し得る。
【００１１】
　一実施例では、上記バイパス流制御弁は、２位置電磁弁、パルス幅変調電磁弁、あるい
は電子膨張弁、からなる。一実施例では、上記１次膨張弁は、電子膨張弁もしくは感温式
膨張弁からなる。一実施例では、上記２次膨張弁は、電子膨張弁もしくは固定オリフィス
式膨張装置からなる。
【００１２】
　一実施例では、上記圧縮装置は、少なくとも第１の圧縮段と第２の圧縮段とを有する単
一のコンプレッサからなる。一実施例では、上記圧縮装置は、冷媒回路中に冷媒の流れと
して直列の関係に配置された第１のコンプレッサおよび第２のコンプレッサからなり、第
１のコンプレッサの吐出ポートが第２のコンプレッサの吸入ポートに連通している。単一
のコンプレッサの配置および二つのコンプレッサの配置のいずれの場合も、各コンプレッ
サとしては、スクロールコンプレッサや往復動型コンプレッサあるいはスクリューコンプ
レッサとし得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る冷媒蒸気圧縮システムの一実施例を示す説明図。
【図２】遷臨界サイクルで動作する図１の冷媒蒸気圧縮システムの実施例における圧力－
エンタルピの関係を示す特性図。
【図３】単一の冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザを備え遷臨界サイクルで動作する従来の
冷媒蒸気圧縮システムにおける圧力－エンタルピの関係を示す特性図。
【図４】単一のフラッシュタンクエコノマイザを備え遷臨界サイクルで動作する従来の冷
媒蒸気圧縮システムにおける圧力－エンタルピの関係を示す特性図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１には、生鮮品や冷凍品を輸送するトラック、トレーラ、コンテナ等の温度制御され
る貨物スペースへ供給する空気を冷却する輸送冷凍システムでの使用に適した遷臨界冷媒
蒸気圧縮システム１０の一実施例が図示されている。この冷媒蒸気圧縮システム１０は、
住宅、オフィスビル、病院、学校、レストラン、あるいは他の施設、における温度調整さ
れる快適領域へ供給する空気の調和のための利用にも適している。また、この冷媒蒸気圧
縮システムは、商業施設における、ショーケース、陳列棚、冷凍キャビネット、低温室、
あるいは他の生鮮／冷凍製品貯蔵エリアへ供給される空気の冷却にも用いることができる
。
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【００１５】
　上記遷臨界冷媒蒸気圧縮システム１０は、多段圧縮装置２０と、冷媒放熱用熱交換器（
ここではガスクーラとも呼ぶ）４０と、冷媒吸熱用熱交換器（ここではエバポレータとも
呼ぶ）５０と、例えば電子膨張弁や感温式膨張弁などからなるエバポレータ５０に関連し
て動作する１次膨張装置５５と、これらの構成要素を主冷媒回路として接続する種々の冷
媒ライン２，４，６と、を備えている。
【００１６】
　上記圧縮装置２０は、冷媒を圧縮し、かつ後述するように主冷媒回路を通して冷媒を循
環させるように、機能する。圧縮装置２０は、単一の多段冷媒コンプレッサ、例えば、第
１圧縮段２０ａおよび第２圧縮段２０ｂを有する往復動型コンプレッサとすることができ
、あるいは、一般的な形（例えばインジェクションポートを介して）で冷媒を圧縮チャン
バの中間圧力点に噴射することができる単一のコンプレッサ、例えばスクロールコンプレ
ッサあるいはスクリューコンプレッサとすることができ、この場合は、第１圧縮段２０ａ
は中間圧力点の上流側となり、第２圧力段２０ｂは中間圧力点の下流側となる。上記第１
圧縮段２０ａおよび上記第２圧縮段２０ｂは、冷媒の流れとして直列の関係となっており
、第１圧縮段を出た冷媒が、さらに圧縮すべく第２圧縮段に直接に流れる。また圧縮装置
２０は、主冷媒回路において冷媒ラインにより冷媒の流れとして直列の関係に接続された
一対のコンプレッサ２０ａ，２０ｂから構成することもでき、上記冷媒ラインが、第１の
コンプレッサ２０ａの吐出ポートを第２のコンプレッサ２０ｂの吸入ポートに連通させて
いる。これらのコンプレッサ２０ａ，２０ｂとしては、スクロールコンプレッサ、スクリ
ューコンプレッサ、往復動型コンプレッサ、ロータリコンプレッサ、あるいは他の形式の
コンプレッサとすることができ、あるいはこれらのコンプレッサの組み合わせとすること
もできる。
【００１７】
　冷媒放熱用熱交換器４０は、例えばフィン・チューブ型熱交換器４２を備え、ここを通
る高温高圧の冷媒が、冷却媒体、最も一般的にはコンデンサ用ファン４４によって熱交換
器４２を通して引き込まれる周囲空気、と熱交換する。フィン・チューブ型熱交換器４２
は、例えば、フィン・ラウンドチューブ型熱交換コイルあるいはフィン・フラットミニチ
ャンネルチューブ型熱交換器からなる。
【００１８】
　本発明の冷媒蒸気圧縮システム１０は、さらに、冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０
およびフラッシュタンク７０を備えており、これらは、冷媒が直列に流れる関係でもって
、主冷媒回路の冷媒ライン４において、冷媒の流れとしてガスクーラ４０の下流側でかつ
エバポレータ５０の上流側に介装されている。上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０
は、主冷媒回路の冷媒ライン４において、冷媒の流れとしてガスクーラ４０の下流側でか
つフラッシュタンク７０の上流側に配置されている。さらに、２次膨張装置７５、例えば
電子膨張弁もしくは固定オリフィス装置、が主冷媒回路の上記冷媒対冷媒熱交換器エコノ
マイザ６０と上記フラッシュタンク７０との間に介装されている。
【００１９】
　上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０は、熱交換関係となるように配置された第１
の冷媒流路６２と第２の冷媒流路６４とを備えている。第１の冷媒流路６２は、冷媒ライ
ン４中に介在しており、主冷媒回路の一部を構成している。第２の冷媒流路６４は、冷媒
ライン１２に介在し、エコノマイザ回路の一部を構成している。このエコノマイザ回路冷
媒ライン１２は、冷媒の流れとして連通するように圧縮プロセスの中間圧縮段に接続され
ている。図１の実施例では、このエコノマイザ回路冷媒ライン１２は、主冷媒回路の冷媒
ライン４に対し、上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０の第１の流路６２の冷媒流の
上流側で接続され、冷媒を導いている。これに代えて、エコノマイザ回路冷媒ラインが、
主冷媒回路の冷媒ライン４に対し、上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０の第１の流
路６２の下流側で接続するようにしてもよい。上記冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０
の第１の冷媒流路６２と第２の冷媒流路６４は、所望により、平行流の熱交換関係として
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配置してもよく、カウンタフローの熱交換関係として配置してもよい。この冷媒対冷媒熱
交換器６０は、ロー付けプレート型熱交換器、チューブ・イン・チューブ型熱交換器、シ
ェル・チューブ型熱交換器、とし得る。
【００２０】
　上記エコノマイザ回路冷媒ライン１２における冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０の
第２の流路６４の冷媒流の上流側には、エコノマイザ膨張装置６５が配設されている。こ
のエコノマイザ膨張装置６５は、冷媒ライン１２を通過する冷媒流、つまり熱交換器エコ
ノマイザ６０の第１の流路の冷媒と熱交換関係となる熱交換器エコノマイザ６０の第２の
流路６４を通過する冷媒流を計量し、該熱交換器エコノマイザ６０の第２の流路６４から
出る冷媒蒸気の過熱度を所望のレベルに維持して、確実に冷媒蒸気中に液体が存在しない
ようにしている。上記膨張弁６５は、例えば図１～図３に示すように、電子膨張弁とする
ことができ、この場合には、膨張弁６５は、冷媒ライン１２で所望の冷媒温度ないし圧力
を維持するように、コントローラ１００からの信号に応答して冷媒流を計量する。上記膨
張装置６５は、また、感温式膨張弁とすることもでき、この場合には、膨張弁６５は、検
出装置（図示せず）により検出される冷媒温度ないし圧力を示す信号に応答して冷媒流を
計量する。上記検出装置は、熱交換器エコノマイザ６０の第２の流路の下流の冷媒ライン
１２に取り付けられた通常の温度検出素子、例えばバルブや熱電対、とすることができる
。上記エコノマイザ回路冷媒ライン１２を通る冷媒蒸気は、上記圧縮装置２０内に、圧縮
プロセスの中間圧力点において噴射される。例えば、圧縮装置２０が多段の往復動型コン
プレッサであれば、この往復動型コンプレッサの第１圧縮段２０ａと第２圧力段２０ｂと
の間の中間圧力段内に冷媒ライン１２から直接に冷媒蒸気が噴射される。圧縮装置２０が
単一のスクロールコンプレッサあるいは単一のスクリューコンプレッサであれば、圧縮プ
ロセスの中間圧力にある圧縮チャンバへ向かって開口している圧縮装置２０のインジェク
ションポート内に、冷媒ライン１２から冷媒蒸気が噴射される。圧縮装置２０が一対のコ
ンプレッサ２０ａ，２０ｂ、例えば直列に接続されてなる一対のスクロールコンプレッサ
、スクリューコンプレッサ、往復動型コンプレッサ、あるいはシリンダの第１バンクと第
２バンクとを具備する単一の往復動型コンプレッサ、からなる場合には、第１のコンプレ
ッサ２０ａの吐出ポートと第２のコンプレッサ２０ｂの吸入ポートとを接続する冷媒ライ
ンに、上記エコノマイザ回路冷媒ライン１２から冷媒蒸気が導かれる。
【００２１】
　上記フラッシュタンク７０は、冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０の第１の流路６２
の冷媒流の下流側となりかつエバポレータ５０の冷媒流の上流側となる主冷媒回路の冷媒
ライン４に、該冷媒ライン４を通して流れる冷媒を受けるように配置されている。上記主
冷媒回路の冷媒ライン４には、冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ６０の第１の流路６２の
冷媒流の下流側でかつ上記フラッシュタンク７０の入口の上流側において、２次膨張装置
７５が介装されている。上記冷媒ライン４を通る高圧冷媒蒸気は、上記２次膨張装置７５
を通過する際に膨張し、フラッシュタンク７０内に入る前に、亜臨界の圧力および温度と
なる。上記２次膨張装置７５は、図１に示すように、電子膨張弁とすることができ、この
場合には、２次膨張弁７５は、該２次膨張装置７５上流側での冷媒ライン４における所望
の冷媒圧力を維持するように、コントローラ１００からの信号に応答して冷媒流を計量す
る。また、２次膨張装置７５は単純な固定オリフィス式膨張装置とすることもでき、この
場合には、該２次膨張装置７５上流側の冷媒ライン４における圧力は、周囲の条件に依存
して変動し、冷媒流は、本質的には固定オリフィス前後の圧力差の大きさに応じて計量さ
れる。
【００２２】
　上記フラッシュタンク７０は、亜臨界圧力にある膨張した冷媒が流れ込む分離室７２を
画成するものであって、冷媒は、液体冷媒部分と蒸気部分とに分離し、液体冷媒部分がフ
ラッシュタンク７０の低部に集まり、蒸気部分がフラッシュタンク７０の液面レベルより
上方の部分に集まる。従って、上記フラッシュタンク７０は、冷媒蒸気圧縮システムがシ
ステムの冷媒充填量全量を必要としない容量でもって運転されている場合に液体冷媒を貯
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蔵しておくためのレシーバとして機能する。
【００２３】
　さらに、この冷媒蒸気圧縮システムは、フラッシュタンク７０と主冷媒回路の冷媒ライ
ン６とを、冷媒の流れとしてエバポレータ５０の出口より下流側でかつ圧縮装置２０の吸
入口より上流側となる点において連通させる冷媒ライン１４を備えている。フラッシュタ
ンク７０の液面レベル上方の部分に集まった蒸気冷媒は、フラッシュタンク７０から冷媒
ライン１４を通して圧縮装置２０に戻るように主冷媒回路へと流れる。フラッシュタンク
７０の分離室７２を吸入圧力よりも高い冷媒圧力に維持するために、必要に応じて、冷媒
ライン１４を通過する冷媒蒸気の流れを制限する流れ制御弁８５が該冷媒ライン１４に介
装されている。一実施例では、上記流れ制御弁８５は、第１の開位置と第２の閉位置とを
有する電磁弁、例えばこれに限定されるものではないが、パルス幅変調電磁弁、などから
なる。一実施例では、上記流れ制御弁８５を電子膨張弁とすることもできる。
【００２４】
　フラッシュタンクエコノマイザ７０の低部に集まった液体冷媒は、ここから冷媒ライン
４を通して流れ、主冷媒回路膨張弁５５を通過する。この膨張弁５５は、電子膨張弁ある
いは一般的な感温式膨張弁からなり、かつ冷媒ライン４のエバポレータ５０の上流側に配
置されている。この１次膨張弁５５を液体冷媒が通過することにより、エバポレータ５０
へ流入する前に、冷媒は膨張して低圧低温となる。液体冷媒がエバポレータ５０を通過す
る際に、この液体冷媒が加熱媒体と熱交換関係でもって通流するので、これにより冷媒は
気化し、かつ一般に過熱状態となり、加熱媒体は冷却される。一実施例では、上記エバポ
レータ５０は、フィン・チューブ型熱交換器５２、例えば、フィン・ラウンドチューブ型
熱交換コイルあるいはフィン・フラットミニチャンネルチューブ型熱交換器からなる。エ
バポレータ５０において冷媒と熱交換するように流される上記加熱流体としては、付随の
ファン５４によって空調環境、例えば、輸送冷凍ユニットに関連した生鮮／冷凍貨物貯蔵
ゾーン、商業施設での食品の展示ないし貯蔵エリア、空調システムに関連したビル快適ゾ
ーンなど、から引き込まれる空気とすることができ、この空気は、冷却ならびに一般に除
湿され、再びその空調環境に戻される。エバポレータ５０を出た低圧冷媒蒸気は、冷媒ラ
イン６を通して、圧縮装置２０の吸入口に戻る。
【００２５】
　一般的なものと同じく、１次膨張弁５５は、エバポレータ５０から出る冷媒中に液体が
残存しないことを確実にすべくエバポレータ５０から出て冷媒ライン６を通る冷媒蒸気の
過熱度を所望のレベルに維持するように、冷媒ライン４を通る冷媒流を計量する。前述し
たように、上記１次膨張弁５５は、電子膨張弁とすることができ、この場合には、膨張弁
５５は、圧縮装置２０の吸入側における冷媒ライン６での所望の吸入温度ないし吸入圧力
を維持するように、コントローラ１００からの信号に応答して冷媒流を計量する。また１
次膨張弁５５を感温式膨張弁とすることもでき、この場合には、膨張弁５５は、検出装置
により検出される冷媒温度ないし圧力を示す信号に応答して冷媒流を計量する。上記検出
装置は、エバポレータ出口付近で冷媒ライン６に取り付けられた通常の温度検出素子、例
えばバルブや熱電対、とすることができる。
【００２６】
　図１に示した冷媒蒸気圧縮システム１０の例示的な実施例では、冷媒ライン１４に介装
された流れ制御弁８５および冷媒ライン１２に介装されたエコノマイザ回路膨張装置７５
に機能的に関連したコントローラ１００を含む制御システムによって、冷媒蒸気圧縮シス
テムの運転が制御される。コントローラ１００は、さらに、電子膨張弁５５，６５、圧縮
装置２０、ファン４４，５４の動作も制御し得る。一般的なように、周囲条件のモニタリ
ングに加えて、コントローラ１００は、コントローラ１００に機能的に関連しかつシステ
ムの選択された場所に配置された種々のセンサ手段を介して、種々の運転パラメータをモ
ニタする。例えば、図１に示す実施例では、フラッシュタンク７０内の圧力を検出するた
めにフラッシュタンク７０に機能的に関連して配置された圧力センサ１０２と、冷媒の吸
入温度および吸入圧力をそれぞれ検出するように配置された温度センサ１０３および圧力
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センサ１０４と、冷媒の吐出温度および吐出圧力をそれぞれ検出するように配置された温
度センサ１０５および圧力センサ１０６と、を備える。圧力センサ１０２，１０４，１０
６は、一般的な圧力センサ、例えば圧力トランスデューサからなり、温度センサ１０３，
１０５は、一般的な温度センサ、例えば熱電対やサーミスタからなる。
【００２７】
　本発明の冷媒蒸気圧縮システムは、二酸化炭素のような臨界点の低い冷媒による遷臨界
サイクルでの運転に特に適合しているが、従来からの臨界点の高い冷媒による亜臨界サイ
クルでの運転も可能である。冷媒蒸気圧縮システム１０がエコノマイザモードで運転され
ているときには、コントローラ１００は、システムの運転条件および容量要求に応答して
、冷媒ライン４からエコノマイザ回路冷媒ライン１２を通る冷媒蒸気の流れを計量するよ
うに、エコノマイザ回路膨張装置６５を制御する。システムが非エコノマイザモードで運
転されているときには、コントローラ１００は、エコノマイザ回路膨張弁６５を閉じ、ガ
スクーラ４０から冷媒ライン４を通る冷媒の全量が２次膨張装置７５を通過してフラッシ
ュタンク７０に流入するようにする。エコノマイザモードあるいは非エコノマイザモード
のいずれでも、コントローラ１００は、検出したシステムの運転パラメータ、例えばコン
プレッサ吐出温度、に応答して、フラッシュタンク７０から流出する液体冷媒の量を適正
な量に計量し、システムの冷媒充填量の需要に適合するようにしている。
【００２８】
　さらに、コントローラ１００は、フラッシュタンク７０からの冷媒蒸気の流れを制限す
るように冷媒ライン１４に介装された流れ制御弁８５の位置を、所望のフラッシュタンク
亜臨界圧力を維持するように、フラッシュタンク７０の分離室の検出圧力に応答して制御
する。フラッシュタンクにおける冷媒液体の冷媒蒸気に対する比率は、分離室内の亜臨界
圧力レベルに依存するので、膨張時に選択された冷媒の質が生成されるように、フラッシ
ュタンク圧力が流れ制御弁８５の位置によって制御される。もし流れ制御弁８５を連続的
に閉じていくと、フラッシュタンク内の圧力は、ガスクーラ圧力の上限まで上昇する。も
し流れ制御弁８５を連続的に開いていくと、フラッシュタンク７０内の圧力はより低い圧
力へと低下するが、吸入圧力よりは高い圧力となる。流れ制御弁８５が全開となったとき
のフラッシュタンク内の圧力と吸入圧力との間の実際の圧力差は、用いられた特定の流れ
制御弁におけるオリフィス寸法によって決定される。フラッシュタンク７０から冷媒ライ
ン１４を通して吸入圧力へと向かう冷媒蒸気の吐出量の制御は、フラッシュタンク７０内
の低い圧力を維持する上で、重要である。従って、コントローラ１００は、フラッシュタ
ンク圧力を選択的に制御するために、継続的に、流れ制御弁８５をその開位置と閉位置と
に繰り返し動かす。このような１次膨張弁５５および流れ制御弁８５の操作によって、コ
ントローラ１００は、冷媒蒸気圧縮システム１０が遷臨界モードで運転される場合であっ
ても、運転条件の広い範囲に亘って冷媒充填量を効果的に管理することができる。さらに
、冷媒をフラッシュタンク７０内で液相と気相とに分離し、蒸気冷媒はエバポレータ下流
の点へ分流させて、液体冷媒のみをエバポレータを通して送ることにより、エバポレータ
における熱交換の効率が改善される。
【００２９】
　図２は、図１の冷媒蒸気圧縮システム１０の圧力－エンタルピの関係の特性を示し、図
３および図４は一般的な冷媒蒸気圧縮システムの圧力－エンタルピの関係を示しているが
、両者を対比することで、本発明の冷媒蒸気圧縮システムにおける容量の改善が示されて
いる。図３は、単一の冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザを用いた一般的な従来技術の遷臨
界冷媒蒸気圧縮における圧力－エンタルピの関係の特性である。図４は、単一のフラッシ
ュタンクエコノマイザを用いた一般的な従来技術の遷臨界冷媒蒸気圧縮における圧力－エ
ンタルピの関係の特性である。図２～図４の各々において、ＡＢはガスクーラ４０でのガ
ス放熱プロセスを表し、ＤＥはエバポレータ５０でのガス吸熱プロセスを表している。図
２において、ＫＧは冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ回路でのプロセスを表し、ＭＮはフ
ラッシュタンクから吸入側へのエバポレータバイパス回路でのプロセスを表している。図
３において、ＫＧは冷媒対冷媒熱交換器エコノマイザ回路でのプロセスを表している。図
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４において、ＪＬはフラッシュタンクエコノマイザ回路でのプロセスを表している。図１
の場合のエバポレータの線ＤＥは、単一のエコノマイザシステムを用いた各々の従来技術
の場合のエバポレータの線に比べて長くなり、このことは、本発明の冷媒蒸気圧縮システ
ムにおけるエバポレータの効率の向上を示している。
【００３０】
　当業者であれば、ここに記載した特定の例示的実施例に種々の変更をなし得ることが理
解できるであろう。本発明を図示した例示的実施例に沿って示しかつ説明したが、当業者
には、請求項による本発明の範囲と趣旨を逸脱することなく細部における種々の変更をな
し得ることが理解できるであろう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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