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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷凍機の冷熱を発生させる熱源であって少なくとも凝縮器を有する冷凍機熱源サイクル
と、空調機が暖房時に温熱または冷房時に冷熱を発生させる熱源であって少なくとも熱交
換器を有する空調機熱源サイクルとを備え、
　前記凝縮器を前記冷凍機熱源サイクルの室外機に内設するとともに、前記熱交換器を前
記空調機熱源サイクルの室外機に内設し、前記凝縮器と前記熱交換器を区分けして配置し
、前記凝縮器及び前記熱交換器の間を直列に通風させることにより前記凝縮器と前記熱交
換器間で伝熱を行うものにおいて、前記凝縮器の風下側に前記熱交換器を併置し、前記空
調機熱源サイクルの冷房・暖房運転の運転モード変更に連動して前記凝縮器の吹出し風の
風路を切り替える風路切り替え手段を配置したことを特徴とする冷凍空調装置。
【請求項２】
　前記風路切り替え手段が、前記凝縮器と前記熱交換器の間に並列に配置されたダンパー
であることを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項３】
　前記凝縮器の吹出し風を熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、前記ダンパーを前
記ダクト内に設けたことを特徴とする請求項２に記載の冷凍空調装置。
【請求項４】
　前記ダンパーが前記ダクトの側壁の一部を構成していることを特徴とする請求項３に記
載の冷凍空調装置。
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【請求項５】
　前記風路切り替え手段が、前記凝縮器の一方向面に設けられた正逆回転可能な送風機で
あることを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項６】
　前記風路切り替え手段が、前記凝縮器を挟んで両側ともに少なくとも１個以上設けられ
た送風機であることを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項７】
　前記凝縮器の吹出し風の排出口を対向する側面に配設し、前記風路切り替え手段が、前
記排出口に設けられ、前記吹出し風の風路を開閉するダンパーであることを特徴とする請
求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項８】
　前記風路切り替え手段が、前記冷凍機熱源サイクルの室外機の外殻の上部に配設された
回転可能な円弧状の吹出し口であることを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項９】
　前記凝縮器の吹出し風を前記熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、前記風路切り
替え手段が、前記ダクトの先端吹出し口近傍を左右もしくは上下に移動可能として構成し
たことを特徴とする請求項１に記載の冷凍空調装置。
【請求項１０】
　前記風路切り替え手段は、空調機が冷房運転中は前記凝縮器の吹出し風の風路を前記熱
交換器の吸込み風路と隔離し、前記空調機が暖房運転中は前記凝縮器の吹出し風の風路を
前記熱交換器の吸込み風路に導くように風路を切り替えることを特徴とする請求項１、２
、３、４、７、８又は９のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１１】
　前記凝縮器と前記熱交換器を近接して配置し、前記風路切り替え手段は、空調機が冷房
運転中は前記凝縮器の吹出し風を前記熱交換器と反対側に吹出させ、前記空調機が暖房運
転中は前記凝縮器の吹出し風を前記熱交換器側に吹出させるように風路を切り替えること
を特徴とする請求項１、５、６、７又は８のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１２】
　前記凝縮器を冷媒が直列または並列に循環するように複数に分離し、この複数の内の少
なくとも１つを前記凝縮器と前記熱交換器との間の風路に設けたことを特徴とする請求項
１乃至１１のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１３】
　前記冷凍機熱源サイクルに２つ以上の電磁弁を設け、空調機の暖房運転信号に連動して
使用する凝縮器を選択することを特徴とする請求項１２に記載の冷凍空調装置。
【請求項１４】
　空調機が暖房モードになった状態を検知する暖房モード検知手段と、前記暖房モード検
知手段より暖房モードであることを識別する識別信号を通信手段に送信するインターフェ
イスと、前記暖房モードであることの識別信号をインターフェイスを介して受け、前記凝
縮器と前記熱交換器との間での伝熱回収指示を出力する熱回収制御手段とを備え、前記暖
房モード検知手段により空調機が暖房モードであると判断した場合には、前記凝縮器と前
記熱交換器間で伝熱回収する熱回収機構を動作させることを特徴とする請求項１乃至１３
のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１５】
　電話回線または電源線または無線などの通信手段によって運転状態を外部のサービスセ
ンタへ送信するようにしたことを特徴とする請求項１４に記載の冷凍空調装置。
【請求項１６】
　空調機の利用機側熱交換器へ流入する空気の温度を検知する入口空気温度検知手段又は
、前記利用機側熱交換器の吹出し空気の温度を検知する出口空気温度検知手段又は、外気
の温度を検知する外気温度検知手段と、前記入口空気温度検知手段又は前記出口空気温度
検知手段又は外気温度検知手段により検知した検知温度の差又は検知温度そのものに基づ
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いて前記空調機が暖房運転モードであることを判定する暖房モード判定手段とを備えたこ
とを特徴とする請求項１乃至１５のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１７】
　換気すなわち室内から室外への空気の放出を行う排気手段を備え、前記凝縮器及び前記
排気手段を直列に通風させることにより前記凝縮器と前記排気手段間で伝熱を行うことを
特徴とする請求項１乃至１６のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項１８】
　前記凝縮器と前記排気手段の間に並列に通風可能とさせる風切り換え手段を、前記凝縮
器と前記排気手段の間を直列または並列の送風に切り替え可能に設けたことを特徴とする
請求項１７に記載の冷凍空調装置。
【請求項１９】
　前記排気手段の風下側に前記凝縮器を配置したことを特徴とする請求項１７又は１８に
記載の冷凍空調装置。
【請求項２０】
　前記排気手段にファンを有した換気装置を配設したことを特徴とする請求項１７乃至１
９のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項２１】
　室内空気もしくは排気手段による換気の温度を検出する換気温度検出手段と、外気の温
度を検出する外気温度検出手段を備え、前記凝縮器と前記排気手段を近接して配置し、室
内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも高い時は、前記排気手段の吹出し風を前記
凝縮器と反対側に吹出させ、室内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも低い時は、
前記排気手段の吹出し風を前記凝縮器に吹出させることを特徴とする請求項１７乃至２０
のいずれかに記載の冷凍空調装置。
【請求項２２】
　前記排気手段の吹出し風を前記凝縮器の吸込み風路へ導くダクトを備え、前記ダクト内
に風路を切り換えるダンパーを設けたことを特徴とする請求項２１に記載の冷凍空調装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、冷凍機と空調機の複合装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、スーパーマーケットやコンビニエンスストアーなどの店舗では食品の冷凍・冷蔵用
冷凍機と店内空調用の空調機はそれぞれ別々に設置し、個々に運転制御されてきた。つま
り冷凍機は夏期・冬期にかかわらず年間を通して、室外に圧縮機、凝縮器を配し、店内に
膨張装置と蒸発器をショーケースなどに配して、室外熱交換器である凝縮器は常に放熱運
転となっていた。一方、空調機は室外に圧縮機、四方弁、室外熱交換器等を配置し、室内
に室内熱交換器を配置しており、夏期の冷房運転は、室外熱交換器を凝縮器として放熱運
転し、室内熱交換器を蒸発器として吸熱運転し、冬期の暖房運転時は四方弁を切り替えて
、室内熱交換器を凝縮器として放熱運転し、室外熱交換器を蒸発器として吸熱運転してい
た。特に冬期の空調機の室外熱交換器を蒸発器として吸熱運転し、かつ冷凍機の室外熱交
換器を凝縮器として放熱運転していてもお互いに何の関連もなく熱回収は行われていなか
った。
【０００３】
また、店内の空気を清浄に保つために店内空気を店外に排出する換気が常時なされており
、換気口の設置位置は建物の構造のみから決められていた。一方、前述の通り、冷凍機は
夏期・冬期にかかわらず年間を通して、室外に圧縮機、凝縮器を配し、店内に膨張装置と
蒸発器をショーケースなどに配して、室外熱交換器である凝縮器は常に外気への放熱運転
となっており、冷凍機の室外熱交換器の設置位置は換気口の設置位置とは関係無く決めら
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れていた。特に、夏期に、冷房運転を行っている空調機によって冷やされた空気が換気に
よって店内から店外に排出され、かつ冷凍機の室外熱交換器を凝縮器として暖かい外気へ
の放熱運転していてもお互いに何の関連もなく熱回収は行われていなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、冷凍機と空調機の室外熱交換器が冬期に各々逆の運転をしていることに着目し
、冷凍機の室外熱交換器放熱エネルギーを空調機の室外熱交換器の吸熱エネルギーとして
熱回収することによって、空調機のＣＯＰ（成績係数）向上と着霜防止（ノンフロスト）
を計り、省エネルギーかつランニングコストの低減及びノンフロスト運転による暖房快適
性の向上を計るものである。
【０００５】
また、本発明は、夏期に換気によって店内から店外に冷熱が捨てられ、一方冷凍機は暖か
い外気に放熱運転をしているため、店内から店外への換気の冷熱を冷凍機の室外熱交換器
に熱回収することによって、冷凍機のＣＯＰ（成績係数）向上を計り、省エネルギーかつ
ランニングコストの低減を計るものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１に関わる冷凍空調装置は、冷凍機の冷熱を発生させる熱源であって少
なくとも凝縮器を有する冷凍機熱源サイクルと、空調機が暖房時に温熱または冷房時に冷
熱を発生させる熱源であって少なくとも熱交換器を有する空調機熱源サイクルとを備え、
　凝縮器を冷凍機熱源サイクルの室外機に内設するとともに、熱交換器を空調機熱源サイ
クルの室外機に内設し、凝縮器と熱交換器を区分けして配置し、凝縮器及び熱交換器の間
を直列に通風させることにより凝縮器と熱交換器間で伝熱を行うものにおいて、凝縮器の
風下側に熱交換器を併置し、空調機熱源サイクルの冷房・暖房運転の運転モード変更に連
動して凝縮器の吹出し風の風路を切り替える風路切り替え手段を配置したものである。
【０００７】
　本発明の請求項２に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器と熱交換器の間に並列に配置されたダンパーであるものであ
る。
【０００８】
　本発明の請求項３に関わる冷凍空調装置は、請求項２に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風を熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、ダンパーをダクト内に設
けたものである。
【０００９】
　本発明の請求項４に関わる冷凍空調装置は、請求項３に記載の冷凍空調装置において、
ダンパーがダクトの側壁の一部を構成しているものである。
【００１０】
　本発明の請求項５に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器の一方向面に設けられた正逆回転可能な送風機であるもので
ある。
【００１１】
　本発明の請求項６に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器を挟んで両側ともに少なくとも１個以上設けられた送風機で
あるものである。
【００１２】
　本発明の請求項７に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風の排出口を対向する側面に配設し、風路切り替え手段が、排出口に設け
られ、吹出し風の風路を開閉するダンパーであるものである。
【００１３】
　本発明の請求項８に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
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風路切り替え手段が、冷凍機熱源サイクルの室外機の外殻の上部に配設された回転可能な
円弧状の吹出し口であるものである。
【００１４】
　本発明の請求項９に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風を熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、風路切り替え手段が、ダ
クトの先端吹出し口近傍を左右もしくは上下に移動可能として構成したものである。
【００１５】
　本発明の請求項１０に関わる冷凍空調装置は、請求項１、２、３、４、７、８又は９の
いずれかに記載の冷凍空調装置において、風路切り替え手段は、空調機が冷房運転中は凝
縮器の吹出し風の風路を熱交換器の吸込み風路と隔離し、空調機が暖房運転中は凝縮器の
吹出し風の風路を熱交換器の吸込み風路に導くように風路を切り替えるものである。
【００１６】
　本発明の請求項１１に関わる冷凍空調装置は、請求項１、５、６、７又は８のいずれか
に記載の冷凍空調装置において、凝縮器と熱交換器を近接して配置し、風路切り替え手段
は、空調機が冷房運転中は凝縮器の吹出し風を熱交換器と反対側に吹出させ、空調機が暖
房運転中は凝縮器の吹出し風を熱交換器側に吹出させるように風路を切り替えるものであ
る。
【００１７】
　本発明の請求項１２に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１１のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、冷凍機熱源サイクルの凝縮器を冷媒が直列または並列に循環するよ
うに複数に分離し、この複数の内の少なくとも１つを空調機熱源サイクルの熱交換器の風
路に設けたものである。
【００１８】
本発明の請求項１３に関わる冷凍空調装置は、請求項１２に記載の冷凍空調装置において
、冷凍機熱源サイクルに２つ以上の電磁弁を設け、空調機の暖房運転信号に連動して、使
用する凝縮器を選択するものである。
【００１９】
　本発明の請求項１４に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１３のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、空調機が暖房モードになった状態を検知する暖房モード検知手段と
、暖房モード検知手段より暖房モードであることを識別する識別信号を通信手段に送信す
るインターフェイスと、暖房モードであることの識別信号をインターフェイスを介して受
け、凝縮器と熱交換器との間での伝熱回収指示を出力する熱回収制御手段とを備え、暖房
モード検知手段により空調機が暖房モードであると判断した場合には、凝縮器と熱交換器
間で伝熱回収する熱回収機構を動作させるものである。
【００２０】
　本発明の請求項１５に関わる冷凍空調装置は、請求項１４に記載の冷凍空調装置におい
て、電話回線または電源線または無線などの通信手段によって運転状態を外部のサービス
センタへ送信するようにしたものである。
【００２１】
　本発明の請求項１６に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１５のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、空調機の利用機側熱交換器へ流入する空気の温度を検知する入口空
気温度検知手段又は、利用機側熱交換器の吹出し空気の温度を検知する出口空気温度検知
手段又は、外気の温度を検知する外気温度検知手段と、入口空気温度検知手段又は出口空
気温度検知手段又は外気温度検知手段により検知した検知温度の差又は検知温度そのもの
に基づいて空調機が暖房運転モードであることを判定する暖房モード判定手段とを備えた
ものである。
【００２２】
　本発明の請求項１７に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１５のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、換気すなわち室内から室外への空気の放出を行う排気手段を備え、
凝縮器及び排気手段を直列に通風させることにより凝縮器と排気手段間で伝熱を行うもの
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である。
【００２３】
　本発明の請求項１８に関わる冷凍空調装置は、請求項１７に記載の冷凍空調装置におい
て、凝縮器と排気手段の間に並列に通風可能とさせる風切り換え手段を、凝縮器と排気手
段の間を直列または並列の送風に切り替え可能に設けたものである。
【００２４】
　本発明の請求項１９に関わる冷凍空調装置は、請求項１７又は１８に記載の冷凍空調装
置において、排気手段の風下側に凝縮器を配置したものである。
【００２５】
　本発明の請求項２０に関わる冷凍空調装置は、請求項１７乃至１９のいずれかに記載の
冷凍空調装置において、排気手段にファンを有した換気装置を配設したものである。
【００２６】
　本発明の請求項２１に関わる冷凍空調装置は、請求項１７乃至２０のいずれかに記載の
冷凍空調装置において、室内空気もしくは排気手段による換気の温度を検出する換気温度
検出手段と、外気の温度を検出する外気温度検出手段を備え、凝縮器と排気手段を近接し
て配置し、室内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも高い時は、排気手段の吹出し
風を凝縮器と反対側に吹出させ、室内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも低い時
は、排気手段の吹出し風を凝縮器に吹出させるものである。
【００２７】
　本発明の請求項２２に関わる冷凍空調装置は、請求項２１に記載の冷凍空調装置におい
て、排気手段の吹出し風を凝縮器の吸込み風路へ導くダクトを備え、ダクト内に風路を切
り換えるダンパーを設けたものである。
【００３２】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
以下本発明の実施例を説明する。図１は本発明における冷凍空調装置の第1の実施例を示
す冷媒回路図である。図１において、４０は冷凍機熱源サイクルの室外機であり、冷凍機
用圧縮機１と凝縮器２を内設し、接続配管３８を介して店内に設置されたショーケース３
１内の蒸発器４へ冷媒を循環させる。３はその膨張装置、３２は蒸発器４の送風機である
。一方、４１は空調機熱源サイクルの室外機であり、空調機用圧縮機５、冷房運転と暖房
運転切り替え用の四方弁６、室外熱交換器７、膨張装置８を内設している。３４は店内に
ある空調機の室内機であり、室内熱交換器９と送風機３３を内設している。１０は熱回収
用ダンパであり、冷凍機の凝縮器と空調機の室外熱交換器との間に配設されている。
【００３３】
ここで、空調機は、冷房・暖房などの運転モードや風量を設定可能であり、リモコン（図
示せず）にて温度設定や湿度設定を変更可能可能である。一方、冷凍機は通常連続運転を
行なっているが、外部の管理制御装置あるいは機器間の相互情報通信手段があれば、運転
または停止の切替えを空調機の運転状態によって行なうことができる。
【００３４】
冷凍装置では、圧縮機１で高温高圧に圧縮されたガス冷媒が、室外にある凝縮器２で外気
空気と熱交換を行い外気に放熱して凝縮液化し、接続配管３８を介してショーケース３１
内の膨張装置３を通過することにより低圧二相冷媒となり、蒸発器４においてショーケー
ス内空気と熱交換を行って吸熱冷却し、蒸発ガス化して再び圧縮機１に戻る。冷凍装置側
の冷媒順路は夏期・冬期にかかわらず一年中この一方向の冷媒流れであり、室外にある凝
縮器２は常に放熱運転を続ける。
【００３５】
一方空調機では、夏期の冷房運転時、図中実線のごとく冷凍サイクルの冷媒は流れ、空調
機用圧縮機５から吐出した高温高圧のガス冷媒は、四方弁６を経由して室外熱交換器７で
外気空気と熱交換を行い外気に放熱し、凝縮液化した高圧液冷媒は膨張装置８で低圧二相
となる。その後、冷媒は接続配管３９を介して室内機側へ流入して室内熱交換器９で店内
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空気と熱交換して店内を冷房し、冷媒は蒸発し低圧ガス冷媒となり四方弁６を経由して圧
縮機５に戻る。この時熱回収ダンパー１０は実線のごとく、冷凍機側凝縮器２の吹出し風
路と空調機側室外熱交換器７の吸込み風路を遮断隔離する。空調機が夏期冷房運転時は、
空調機の室外熱交換器も冷凍機の凝縮器も外気に放熱運転をし、この時は熱回収を行わな
いので従来通りの性能が発揮される。
【００３６】
空調機の冬期暖房運転時は、図中破線のごとく冷媒は流れ、空調機用圧縮機５から吐出し
た高温高圧のガス冷媒は四方弁６を経由して、室内熱交換器９で室内空気と熱交換して放
熱暖房を行い、凝縮液化し、高圧液冷媒となって膨張装置８を通過することで減圧され低
圧二相冷媒となり室外熱交換器７に至る。室外熱交換器７は蒸発器として機能し熱交換に
より外気から吸熱し、冷媒はガス化して四方弁６を経由して再び圧縮機５に戻る。この場
合、ダンパー１０は破線のごとく冷凍機の凝縮器と空調機の室外熱交換器を連通して送風
可能とする位置に配置され、冷凍機側凝縮器２の放熱したエネルギーを空調機側室外熱交
換器７で熱回収することができる。これにより空調機側が省エネルギーで、かつ除霜運転
のない室内暖房空調の快適性が向上できる。
【００３７】
風路切り替え手段としてのダンパー１０は、ダクトを配置し、冷凍機側凝縮器２の吹き出
し風向を、空調機側室外熱交換器７の吸込み風路に誘導するか、もしくは逆に空調機から
遠ざけるごとく構成し、空調機の冷房・暖房運転の運転モード変更に連動して風路切り替
えを実施してもよい。
【００３８】
次に本発明による冷凍空調装置の冬期暖房運転時、冷凍機の室外熱交換器の排熱を空調機
の室外熱交換器に吸熱することによって、空調機側が省エネルギーかつノンフロスト化に
よる快適性が向上する点について説明する。
【００３９】
図１４は空調機のパフォーマンスカーブの図であり、ＥＴは冷媒の蒸発温度、ＣＴは冷媒
の凝縮温度を示し、横軸は蒸発温度ＥＴ、縦軸はＣＯＰ値である。ＣＯＰは空調機の能力
［ｋＷ］と入力［ｋＷ］の比ＣＯＰ＝能力／入力を示しており、成績係数と呼ばれる。空
調機の場合、能力とは図１における空調機の室内機３４が室内空間３５を吸熱冷房又は放
熱暖房する熱量［ｋＷ］であり、入力とは空調機が冷房又は暖房機能をおこなうために構
成されている圧縮機５、又は室外熱交換器の送風機１５や室内熱交換器の送風機３３の電
動機、又は冷媒制御用の四方弁６などのアクチュエータへの消費電力［ｋＷ］となる。
空調機が冷房運転の場合、室外熱交換器側が凝縮器となり、圧縮機５から吐出した高温高
圧のガス冷媒が凝縮器で放熱して液化し、その時の冷媒の温度が凝縮温度ＥＴである。一
方室内熱交換器側が蒸発器となって、膨張装置８を通過した低圧二相の冷媒は吸熱してガ
ス化し、この時の冷媒の温度が蒸発温度ＣＴとなる。また、暖房運転の場合は、冷媒回路
の冷媒の流れが上記の冷房運転とは逆サイクルとなり、室内熱交換器側が凝縮器、そして
室外熱交換器側が蒸発器となる。
【００４０】
上述のように空調機の室内又は室外熱交換器では、冷凍サイクル内を循環する冷媒が熱交
換器を通過する空気と熱交換して放熱又は吸熱することにより、室内と室外間の熱の運搬
を行っている。従って、熱交換器へ流入通過する吸込み空気の温度の高低により熱交換量
は変化する。つまり、その熱交換器における冷媒の温度（蒸発温度ＥＴ又は凝縮温度ＣＴ
）が変化することになる。言い換えると、蒸発温度ＥＴは蒸発器吸込み空気温度によって
決まり、凝縮温度ＣＴは凝縮器吸込み空気温度によって決まる。そして、冷媒と空気の温
度差が大きい程、熱交換量は多く確保できるので、吸熱作用を行う蒸発器側では冷媒の蒸
発温度ＥＴが高い程ＣＯＰが高くなり、しかも放熱作用を行う凝縮器側では冷媒の凝縮温
度ＣＴが低い程ＣＯＰが高くなり省エネルギーとなる。
【００４１】
従来の空調機の冬期暖房運転時の動作点を図１４のＡ点で示す。従来の空調機の蒸発温度
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ＥＴは蒸発器吸込み空気温度、つまり空調機室外熱交換器周りの空気温度＝外気温度によ
って決まり、ＥＴ＝０℃近辺で運転され、凝縮温度ＣＴは凝縮器吸込み空気温度、つまり
空調機室内熱交換器周りの空気温度＝店内温度によって決まり、ＣＴ＝５０℃近辺で運転
され、図１４のＡ点の成績係数はＣＯＰAである。
一方、本発明による冷凍空調装置では、空調機の冬期暖房運転時、冷凍機室外熱交換器つ
まり凝縮器から放熱された温風を空調機室外熱交換器に吸い込むため、空調機の室外熱交
換器における蒸発温度ＥＴは図１４のＢ点に上昇する。空調機凝縮温度ＣＴは店内温度が
一定ならば変化せず、Ｂ点の動作点に至り、成績係数はＣＯＰAからＣＯＰBに上昇する。
この場合は、空調室内の熱負荷は変化せず、一定能力の暖房を行うので入力が減少するこ
とになり省エネルギーとなる。しかも、冬期に空調機の動作点がＢ点の蒸発温度ＥＴ＝１
０℃と上昇するので、空調機の室外熱交換器に着霜することがない。従って、室内への暖
房運転を一時中断して室外熱交換器の除霜を目的としたデフロスト運転（霜取運転）に入
ることもなく店内が温度変動しないので快適性を向上させることが可能となると同時に、
デフロスト運転による熱のロスも削減できる。
【００４２】
図２は本発明の実施の形態１に係り、冷凍空調装置の室外機の配置例を示す断面図である
。図において、４０は冷凍機熱源サイクルの室外機であり、凝縮器２とその送風機１１を
内蔵しており、対向した両側面から外気を吸込み、凝縮器２を通過して熱交換させ、上面
に配設された送風機１１より上方へ温風を吹出す構成である。４８は冷凍機の室外機４０
の吹出し上部に設けられた風向フード、４９は風向フード４８に内設され、風向を左右方
向に切り替えるダンパーである。４１は架台５０により冷凍機の室外機４０より隣接上方
に据付けられた空調機熱源サイクルの室外機であり、室外熱交換器７およびその送風機１
５を内蔵している。該空調機熱源サイクルの室外機４１は、ユニットの裏側面より外気を
吸込み、室外熱交換器７と熱交換させ、その熱交換された空気を前面に配設された送風機
１５から前方へ吹出す。
【００４３】
上述のように冷凍機の凝縮器２は夏期・冬期にかかわらず一年中、放熱運転を行っている
。空調機の室外熱交換器７では、夏期の冷房運転時には冷凍機の凝縮器２と同様に放熱運
転を行う為、凝縮器２からの吹出し風向を空調機から遠ざけるように風向フード４８内の
ダンパー４９を図中の実線の如くこの場合は右下がりの状態に設定する。これにより凝縮
器２からの温風は空調機の室外機とは逆方向に流出して、空調機への影響を遮断隔離でき
る。一方、冬期の暖房運転時には室外熱交換器７は蒸発器として吸熱運転を行うので、冷
凍機の凝縮器２からの温風を空調機側へ導くようにフード内のダンパー４９を図中の点線
に示すように右上がりの状態に設定する。凝縮器２からの温風は室外熱交換器７へ連通し
て送風可能となり、凝縮器の放熱エネルギーを室外熱交換器で熱回収して空調機の省エネ
ルギーが図れる。
【００４４】
実施の形態２．
以下本発明の第２の実施例を図３に基づいて説明する。図３は冷凍空調装置の第２の実施
例を示す冷媒回路図であり、図において、前述の図１と同符号は相当部分を示し、１１は
図１のダンパ１０が無い代わりに正逆回転切り替え可能な送風機、４２は冷凍・空調一体
型冷媒制御装置である。
【００４５】
夏期は冷凍機側室外熱交換器である凝縮器２も空調機側室外熱交換器７も放熱用凝縮器と
なって運転しているため、熱回収のない運転モードであり、図３の冷凍機側送風機１１は
実線のごとく冷凍機の凝縮器２からの吹出し風向を併設された空調機の室外熱交換器７と
は逆向きの風路系を構成し正回転で運転される。空調機の室外熱交換器も冷凍機の凝縮器
も放熱運転であり、両者共外気を個別に直接送風機で吸込み、熱回収を行わず、外気に放
熱し、お互い独立に影響を及ぼさないで従来通りの性能が発揮できる。
【００４６】
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冬期は冷凍機側室外熱交換器である凝縮器２で放熱し、その熱を空調機側で回収するため
に、つまり冷凍機の凝縮器２からの吹出し風向を併設した空調機の室外熱交換器７の吸込
み風路へ導くように冷凍機側送風機１１は逆回転を行い、空気の流れ方向を夏期の空調機
の冷房運転時とは逆に図３の破線のごとく空調機側室外熱交換器７の吸入風路に導く。こ
の熱回収により、空調機側の暖房運転での省エネルギーとノンフロストによる室内空調の
快適性向上が得られるばかりでなく、室外機の併設設置間隔をつめることができ省スペー
スが図れる。
【００４７】
実施の形態３．
次に本発明の第３の実施例を図４に基づいて説明する。図４は冷凍空調装置の第３の実施
例を示す室外機における機能概念図である。図において、前述の図３と同符号は相当部分
を示し、冷凍機の室外機４０には凝縮器２を挟んで送風機１１と反対側に設けられた熱回
収用送風機１１ａも内蔵している。これら２つの送風機は凝縮器２を中心に逆向きに配設
されて、それぞれ独立に送風運転可能としている。
【００４８】
夏期は冷凍機の凝縮器２も空調機の室外熱交換器７も放熱用凝縮器として運転する熱回収
のない運転モードなので、冷凍機の室外機４０の送風機１１を運転させ、図中の実線のご
とく空調機側とは逆の遠ざかる方向へ温風を吹出す。これにより冷凍機と空調機間では熱
回収を行わず、お互い独立して外気へ放熱して影響を及ぼさない。
【００４９】
一方冬期は、冷凍機室外機４０の熱回収用送風機１１ａを運転して、図４中の破線で示す
風の流れのように凝縮器２からの吹出し温風を空調機の室外熱交換器７の吸込み風路へ導
く。この時、他方の送風機１１は停止した状態である。これにより熱回収が可能となり省
エネルギーが得られる。
【００５０】
実施の形態４．
次に本発明の第４の実施例を図５に基づいて説明する。図５は冷凍空調装置の第４の実施
例を示す室外機における機能概念図である。図において、前述の図３と同符号は相当部分
を示し、４３は冷凍機の室外機４０の外殻、４４ａ，４４ｂは送風機１１により送風され
る空気をユニットの左右水平方向に排出する吹出し口に設けた熱回収ダンパーであり、連
動して吹出し風路の開閉を行う。
【００５１】
夏期の空調機冷房運転時は、凝縮器２と室外熱交換器７の間では熱回収のないモードとし
て、図５中の実線に示すように空調機室外機側の吹出し口にある熱回収ダンパー４４ａを
閉、その逆側のダンパー４４ｂを開状態とすることにより、凝縮器２からの吹出し風を熱
交換器７の吸込み風路から遠ざけるように働き、冷凍機と空調機間では熱回収がなく、お
互い独立した影響を及ぼさない運転を行う。
【００５２】
冬期の空調機暖房運転時は、熱回収モードとして上述とは逆に、図中の破線で示すように
空調機室外機側の吹出し口にある熱回収ダンパー４４ａを開、その逆側を閉状態と設定す
る。凝縮器２からの温風は開状態の熱回収ダンパー４４ａを通過して室外熱交換器７の吸
込み風路へ導かれ、熱交換器７で熱回収されて、空調機側の暖房運転での省エネルギーか
得られる。
【００５３】
図６は本発明の実施の形態４に係り、冷凍空調装置室外機の配置構成を示す斜視図である
。図において、４０は冷凍機熱源サイクルの室外機であり、凝縮器（図示せず）とその送
風機１１を内蔵しており、対向した両側面から外気を吸込み、上面に配設された送風機１
１から上方へ温風を吹出す構成である。４１は冷凍機４０に併設された空調機熱源サイク
ルの室外機であり、ユニットの背面より外気を吸込み熱交換器（図示せず）を通った空気
は前面に配設された送風機１５から前方へ吹き出される。冷凍機熱源サイクルの室外機４
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０の上部には吹出し口カバー５１を配設し、室外機４０の外気吸込み口のない対向２面に
それぞれ開閉可能な熱回収ダンパー５２ａ，５２ｂを有する。５３は冷凍機の室外機４０
および吹出し口５１と空調機室外機４１の間の風路を形成する遮へい板である。
【００５４】
夏期の空調機冷房運転時は、吹出し口カバー５１の空調機室外機側に設けた熱回収ダンパ
ー５２ａを閉、そして対向する面に設けたダンパー５２ｂを開状態と設定することにより
、図中の実線で示すように凝縮器からの温風の流れ方向は、空調機から遠ざける方向へ流
出して、それぞれ影響しあうことなく独立した運転を行う。一方冬期の暖房運転時には、
５２ａの熱回収ダンパーを開き、５２ｂのダンパーを閉状態と設定変更することにより、
図中の破線で示すように凝縮器からの温風は室外熱交換器の吸込み風路へ導かれ、凝縮器
の放熱エネルギーを室外熱交換器で熱回収でき、空調機の省エネルギーが得られる。
【００５５】
実施の形態５．
本発明の第５の実施例を図７に基いて説明する。図７の（ａ）は冷凍空調装置の室外機に
おける機能概念図、（ｂ）は冷房運転時における冷凍機の吹出し口の平面図、（ｃ）は暖
房運転時における冷凍機の吹出し口の平面図である。図において、前述の図３と同符号は
相当部分を示し、４３は冷凍機の室外機外殻、４５は冷凍機の室外機外殻４３の上部に配
設された回転可能な円弧状の吹出し口である。
【００５６】
夏期の空調機冷房運転時は、回転可能な円弧状の吹出し口４５が隣接併設された空調機の
室外機４１とは逆方向となる図７（ｂ）で示すように設定され、凝縮器２からの温風は図
中の実線のように空調機から遠ざかる方向へ流出し、空調機へは影響を及ぼさない。一方
冬期の暖房運転時は、円弧状の吹出し口４５は図７（ｃ）で示すように空調機側へ開いた
形で設定され、凝縮器からの温風は図中の破線で示すごとく空調機の室外熱交換器７の吸
込み風路へ導かれる。これにより空調機側の暖房運転における省エネルギーが得られる。
【００５７】
実施の形態６．
本発明の第６の実施例を図８および図９に基づいて説明する。図８および図９は冷凍空調
装置の第６の実施例を示す室外機における機能概念図である。図において、前述の図３と
同符号は相当部分を示し、４６は冷凍機の室外機４０の吹出し風を空調機の室外機４１の
外気吸込み風路へ導くダクトであり、４７はそのダクト内に設置された風向を変更させる
ダンパーである。凝縮器の室外機４０と空調機の室外機４１が離れて設置されている場合
として、このダクト方式を使用できる。
【００５８】
図８では、ダクト内ダンパー４７がダクト４６の壁面の一部を成しており、このダンパー
４７がダクトの長手方向に対して垂直（図中の実線表示）に設定されると空調機の室外機
４１へ向かう空気は遮断され、ダンパー４７に沿ってダクト４６の外部へ放出される。空
調機が冷房運転時は、上述のようにダンパー４７を開いて凝縮器からの温風を空調機の室
外熱交換器７の吸込み風路とは分離して、図８中の実線に示すように外部へ放出する。ま
た、暖房運転時は、ダンパー４７を閉じて（図中の破線表示）凝縮器２からの温風を熱交
換器７の吸込み風路へ導き、熱回収をおこなう。
【００５９】
図９のダクト４６は、冷凍機室外機４０からの風路が、途中で２方向へ分流されその分岐
点に流路を切替え可能とするダンパー４７を設け、２分岐されたダクトの一方は空調機室
外機４１の吸込み風路へ繋がり、他方は空調機に影響を及ぼさない外気へ放出する。空調
機が冷房運転時はダンパー４７を図９中の実線のごとく設定し、空調機側とは別の外気へ
風を排出する。また、暖房運転時はダンパー４７を図９中の破線のごとく設定し、凝縮器
２からの温風を熱交換器７の吸込み風路へ導き、熱回収を可能として空調機の省エネルギ
ーを可能とする。
【００６０】
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実施の形態７．
次に本発明の第７の実施例を図１０に基いて説明する。図１０は冷凍空調装置の第７の実
施例を示す室外機における機能概念図である。図において、前述の図３と同符号は相当部
分を示し、４６は冷凍機４０と空調機４１が離れて設置された場合にユニット間の風路を
繋ぐダクトであり、このダクトの空調機側の先端吹出し口近傍が左右又は上下自在に移動
可能としたものである。
【００６１】
夏期の空調機の冷房運転時には、凝縮器２からの温風を空調機から遠ざけるように（図１
０中の実線表示）ダクト４６の吹出し口を移動し、暖房運転時では室外熱交換器７の吸込
み風路へ導くように（図１０中の破線表示）設定して、凝縮器２の放熱エネルギーを空調
機側で熱回収させ、空調機の省エネルギーが図れる。
【００６２】
実施の形態８．
以下本発明の第３の実施例を図１１にて説明する。図１１は冷凍空調システムの第３の実
施例を示す冷媒回路図であり、図において、前述の図１と同符号は相当部分を示し、１２
は冷凍機の冬期用熱交換器、１３は冷凍機の夏期用電磁弁、１４は冷凍機の冬期用電磁弁
である。冷凍機の冬期用熱交換器１２は、従来の冷凍機用凝縮器２と冷媒回路並列に電磁
弁１３と１４を介して設けられ、空調機用室外熱交換器７の風上側上流に設置されている
。
【００６３】
夏期の熱回収をしない運転の場合は、冷凍機の夏期用電磁弁１３を開、冬期用電磁弁１４
を閉とし、図１１の実線で示すように圧縮機１から吐出した冷媒は従来の冷凍機用凝縮器
２を通過し放熱凝縮して店内の蒸発器４へ向かって循環させ、風路系も実線に示すごとく
、冷凍機側吹き出し風路と空調機側風路が独立した運転を実施する。空調機が夏期冷房運
転する時は、空調機の室外熱交換器も冷凍機の凝縮器も外気を吸込み、そして外気に放熱
する運転になり、熱回収を行わないので従来通りの性能が発揮できる。なお、冷凍機の冬
期用熱交換器１２は夏期には使用しないが、空調機用室外熱交換器７と送風機１５にとっ
て、風路の妨げにならないように距離を離しても良いし、ダンパーを設けても良く、また
は冬期用熱交換器を移動できるようにしても良い。
【００６４】
冬期熱回収運転時は、冷凍機の夏期用電磁弁１３を閉、冬期用電磁弁１４を開とし、図中
の破線のごとく圧縮機１から吐出した冷媒を冬期用熱交換器１２に流す。この時、従来の
冷凍機用凝縮器２には冷媒を流さないので冷凍機用凝縮器の送風機１１は停止する。そし
て、空調機用室外熱交換器７の送風機１５の風上側、つまり室外熱交換器７の吸込み風路
に設けられた冷凍機の冬期用凝縮器１２は専用の送風機は必要なく風は通過することによ
って熱回収が可能となる。空調機の暖房運転時における省エネルギーが得られるばかりで
なく、冷凍機側も凝縮器の送風機を停止させるので省エネルギーとなる。
【００６５】
実施の形態９．
以下本発明の第４の実施例を図１２にて説明する。図１２は冷凍空調システムの第４の実
施例を示す冷媒回路図である。図において、前述の図１と同符号は相当部分を示し、１６
は冷凍・空調一体型室外熱交換器であり、１８は冷凍機用凝縮器冷媒配管、１９は空調機
用室外熱交換器冷媒配管、１７は冷凍・空調一体型の伝熱フィン、２０は冷凍・空調一体
型室外熱交換器用送風機である。また、空調機の室内機３４には、店内空気の温度を検知
するために室内機送風機３３の上流側の空気流入口に吸込空気温度センサ２７と、室内機
の吹出口に設置され室内熱交換器９を通過し熱交換された空気の温度を検知する吹出空気
温度センサ２８を内蔵している。一方、室外機には外気温度を検知する外気温センサ２９
がユニット外殻に設けられている。
【００６６】
冷凍機側の冷媒の流れは、冷凍機用圧縮機１を出た高温高圧のガス冷媒は実線矢印２１、
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２２のように流れ、一体型室外熱交換器１６内の冷凍機用凝縮器冷媒配管１８を通過しな
がら熱交換して外気に放熱を行い、凝縮液化する。高圧液化した冷媒は膨張装置３を通過
することにより減圧され低圧二相冷媒となってショーケース内の蒸発器４で熱交換しショ
ーケース内空気を冷却し、蒸発して低圧二相冷媒となって圧縮機１に戻ってくる。夏期も
冬期も冷凍機用凝縮器冷媒配管１８は常に高温となって放熱運転を行う。
【００６７】
空調機側は夏期と冬期で冷媒の流れと温度が逆転する。夏期の冷房運転時は空調機用圧縮
機５を出た高温高圧のガス冷媒は四方弁６を実線矢印のように流れ冷媒流路２３を経由し
て、冷凍・空調一体型室外熱交換器１６内の空調機用冷媒配管１９へ流入し、放熱凝縮液
化し高温液冷媒となり流路２４を経由して空調機の膨張装置８で減圧され低圧二相冷媒と
なり室内熱交換器９で店内空気と熱交換して店内を冷房し、蒸発ガス化して再び四方弁６
を経由して圧縮機５に吸入され循環する。この時は、冷凍・空調一体型室外熱交換器１６
内の冷凍機用冷媒配管１８も空調機用冷媒配管１９も両者共に凝縮側として作用し高温で
放熱運転となる。
【００６８】
図１３は本発明の実施の形態９に係り、冷凍・空調一体型の室外熱交換器の斜視図であり
、図において上述の図１２と同符号は相当部分を示す。冷凍・空調一体型の伝熱フィン１
７に、冷媒回路上はそれぞれ独立した冷凍機用の凝縮器冷媒配管１８と空調機用の室外熱
交換器冷媒配管１９が送風機によって送風される外気の流れに対して垂直方向に入れ子状
に交互配管されて、垂直方向及び水平方向のいずれにも同一冷媒配管が隣同士重ならない
ようにし、凝縮器と熱交換器のどちらも一方が他方に含まれるように個々の冷媒配管を配
置するので送風外気の流れに対して同等の伝熱効果が得られる。
【００６９】
本実施の形態９の場合は、前記実施の形態１から８に比べ、次の様なメリットが発生する
。冷凍機または空調機が部分負荷運転をしている時でも、冷凍・空調一体型室外熱交換器
の全伝熱面積を使用することができ、冷凍機も空調機も省エネルギー運転が可能となる。
その原理を図１５に基づいて説明する。図１５の（Ｒ）は冷凍機の成績係数を表し、図１
５の（ａ）は空調機の冷房運転時の成績係数を表している。両図とも横軸は伝熱面積、縦
軸は成績係数ＣＯＰであり、冷凍機も空調機も伝熱面積の増加に伴い成績係数ＣＯＰが向
上することを示している。図中、冷凍機と空調機がフル運転している時の冷凍機のＣＯＰ
をＣＯＰR1とし、空調機のＣＯＰをＣＯＰa1とし、それぞれの伝熱面積相当分をＡR［ｍ2

］とＡa［ｍ2］とする。但しＡR＋Ａa＝ＡC：一体型室外熱交換器の全伝熱面積。ここで
仮に冷凍機が停止している時は、冷凍機入力は０で空調機のＣＯＰはＣＯＰa1からＣＯＰ

a2に上昇することになり、冷凍空調システムとして未使用の他の熱交換器の伝熱面積を十
分に利用できることになり、省エネルギーとなる。
【００７０】
また、空調機が冷房運転時の外気空調負荷が軽い部分負荷運転をする場合に、冷凍・空調
一体型室外熱交換器の送風機２０が回転数を可変できる送風運転、例えば位相制御運転に
より、低速で送風機を運転して循環冷媒の圧力・温度を所定のレベルに制御し、送風機２
０への電力量を減少でき、省エネルギーが図れる。
【００７１】
一方空調機が冬期暖房運転時は、四方弁６が破線で示すように切り替り、圧縮機５を出た
高温高圧のガス冷媒は四方弁６を経由して、室内熱交換器９に至り、ここで室内空気と熱
交換して放熱凝縮液化し、店内を暖房し、膨張装置８で減圧され低圧二相冷媒となり、破
線矢印２６で示す冷媒配管を経由して冷凍・空調一体型室外熱交換器１６内の空調機用室
外熱交換器冷媒配管１９で外気と熱交換して吸熱蒸発ガス化し、冷媒配管２５、四方弁６
を経由して再び圧縮機５に吸入される。この時、冷凍機用凝縮器冷媒配管１８の機能が放
熱であり、空調機用室外熱交換器冷媒配管１９の機能が吸熱となり、さらに冷凍機用凝縮
器冷媒配管１８の冷媒の流れ方向が空調機用凝縮器冷媒配管１９の冷媒流れ方向とは逆の
対向流として流れており、かつ冷凍・空調一体型の伝熱フィン１７を介して両配管の熱接
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触による熱回収が行われる。
【００７２】
また、空調機が暖房運転時には、冷凍機と空調機の間で熱回収を行なうので、その熱量分
を送風機２０による外気風量の減少でそのバランスをとることができる。回転数を可変で
きる送風機運転、例えば送風機の位相制御による運転を行ない、送風機の回転数を低速に
下げて運転することにより、送風機が全出力の高速運転時よりも循環冷媒圧力の低下を抑
制でき、所定の圧力に維持できるとともに、送風機への通電電力を下げて省エネルギーが
図れる。
【００７３】
実施の形態１０．
図１６は本発明の実施の形態１０の一例を示す通信手段を表す回路図である。冷凍機およ
び空調機の運転状態や異常が発生した場合に、通信手段にて各機器間、さらには外部のサ
ービスセンタなどへ伝送可能としたものであり、図１６には通信手段として冷凍機や空調
機に電力を供給する電源線を使用した場合の回路図の一例を示してある。図において、空
調機の制御基板はマイコン６１および通信インターフェイス６２を搭載しており、マイコ
ン６１の信号を通信インターフェイス６２を通して電源線に接続している。通信インター
フェイス６２は例えば通信手段６３、変・復調手段６４、結合手段６５により構成されて
いる。また６８はコントローラであり各店舗や事務所の屋外あるいは屋内に設置され通信
インターフェイス６９及びマイコン７０およびモデム７１を搭載している。また、７２は
電話局、７３はサービスセンタである。
【００７４】
通信手段６３はコントローラ６８より発信された自分宛の受信電文を選別して内容をマイ
コン６１へ送信する。また、逆にマイコン６１の指示により送信電文を組立ててコントロ
ーラ６８へ送信する。送信電文はたとえば発信元アドレス、送信先アドレス、内容などで
構成されている。変・復調手段６４はデジタル信号をアナログ信号へ、また、アナログ信
号をデジタル信号へデータを決められた変調方式により変調する変調回路である。変調方
式としてはたとえば振幅変調方式あるいは位相変調方式が使用される。
【００７５】
電源線に伝わった信号は屋内あるいは屋外に設けられた通信インターフェイス６９を備え
たコントローラ６８によりモデム７１、電話局７２などを通して電話回線や衛星回線など
により外部のサービスセンター７３などへ連絡される。
【００７６】
空調機のマイコン６１が暖房モードであることを識別する識別信号を出力する。この識別
信号が通信インターフェイス６２を介して電源線に載って冷凍機あるいは外部のサービス
センター７３へ伝送される。
【００７７】
伝送された冷凍機は、凝縮器から放熱された温風を空調機の室外熱交換器へ導く熱回収機
構を作動させる指令を発信する。そしてこの熱回収機構により凝縮器からの温風は空調機
の室外機で熱伝導され、空調機の暖房運転における省エネルギーが得られる。
【００７８】
または、空調機に設置された図１２で示す室内機の吸込空気温度センサ２７と吹出空気温
度センサ２８、あるいは室外機の外気温センサ２９で検知した各温度データを室内機のマ
イコン６１から信号として出力し、通信インターフェイス６２を介して電源線に載って冷
凍機あるいは外部の管理制御装置へ伝送される。伝送された冷凍機あるいは外部の管理制
御装置は、これら信号の各温度データを使って空調機の運転モードをマイコンで判断する
ことができる。例えば、空調機が暖房モードであることの判定は、室内機の吹出空気温度
が吸込空気温度より高い場合、または空調機の設定温度が室内機の吸込空気温度より高い
場合、または空調機の外気温度が室内機の吸込空気温度より低い場合の条件や、あるいは
外気温度そのもの又は室内機の吹出空気温度そのものの情報から１つ又は複数の情報を組
合せて空調機の暖房運転モード判定が可能となる。上記の判定により、上記と同様に熱回
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収機構を作動させる指示を発信して、空調機の暖房運転における省エネルギーが得られる
。
【００７９】
さらに、空調機または冷凍機の異常あるいは能力低下不具合の発生においても、同様に通
信手段により伝送・通報すれば信頼性は向上し、機器使用者を介さずに迅速な処置ができ
手間を省くことができる。また、本実施の形態では通信手段に電源線を使用したが、既存
の電話回線やＩＳＤＮ回線を使用したインターネットや電子メール、無線通信、赤外線通
信、衛星通信などでも同様の効果が得られる。
【００８０】
通信手段として無線通信（あるいは赤外線通信）を利用する場合は、コントローラー６８
に無線通信（あるいは赤外線通信）用の通信インターフェイス７４を搭載しておけば無線
通信（あるいは赤外線通信）と電源線通信を併用しても個々の通信インターフェイスがど
の機器の電文かを判断して機器間またはサービスセンター７３に伝送・通報する。また、
逆にサービスセンター７３から指示があった場合でもコントローラー６８内のマイコン７
０および通信インターフェイス６９、７４によって各機器に指示内容が伝達される。
【００８１】
実施の形態１１．
次に、本発明の第１１の実施例を図１７に基づいて説明する。図１７は冷凍空調装置の第
１１の実施例を示す冷凍空調装置の室外機と換気装置の配置例を示す断面図である。図１
７において、５４は換気口もしくは換気装置、５５は換気排熱回収ダクト、５６は換気排
熱回収ダクト５５に内設され、風向を切り換えるダンパーである。
【００８２】
冷凍装置の基本的な動作は実施の形態１に記載の通りであり、省略する。冷凍装置におい
ては、室外熱交換器は常に凝縮器として使用され放熱運転を続ける。従って、通常夏期昼
間は、凝縮器２は周囲の暖かい外気を吸い込み、放熱運転を行っている。しかし、室内壁
３６に設けられた換気口もしくは換気装置５４から換気排熱回収ダクト５５を設置するこ
とで、換気口もしくは換気装置５４から排気される室内の空調された空気を、換気排熱回
収ダクト５５及び換気排熱回収ダクト内ダンパーを経由して、冷凍機凝縮器２に吸い込ま
せることができる。夏期昼間は、室内では空調機が冷房運転を行っており、室内空気は外
気よりも冷やされ、低い温度になっている。冷凍機は凝縮器の吸い込み温度が低いほど効
率がよく、省エネルギーとなるが、その詳細は後で説明する。また、冬期等は、室内では
空調機が暖房運転を行っており、夏期とは逆に外気の方が室内空気よりも温度が低い。従
って、冷凍機凝縮器２には、温度の低い外気を吸い込ませた方が冷凍機の効率がよいので
、排熱回収ダクト内ダンパー５６の作用によって風路を切り換え、換気装置５４によって
室内から排気された空気が、冷凍機凝縮器２に吸い込まれないようにする。なお、図１７
では室内壁３６に設けられた換気口にファンを有した換気装置を配置したものを示したが
、店舗などで室内（店内）の圧力が室外（店外）より高く調整されているケースもあり、
その場合はファンを有した換気装置がなくとも換気口および排熱回収ダクトを介して室内
から室外へ室内空気を排出することが可能であり、同様の効果が得られる。
【００８３】
次に、冷凍機凝縮器の吸い込み温度が低い方が冷凍機の効率が良いことについて説明する
。
図１８は冷凍機のパフォーマンスカーブの図であり、ＥＴは冷媒の蒸発温度、ＡＴは凝縮
器の吸込空気温度を示し、横軸は蒸発温度ＥＴ、縦軸はＣＯＰ値である。ＣＯＰは冷凍機
の能力［ｋＷ］と入力［ｋＷ］の比ＣＯＰ＝能力／入力を示しており、成績係数と呼ばれ
る。冷凍機の場合、能力とは図１７における冷凍機に接続されているショーケースの冷却
熱量［ｋＷ］であり、入力とは冷凍機を動作させるために必要な圧縮機等で消費される消
費電力［ｋＷ］である。
【００８４】
冷凍機の室内又は室外熱交換器では、冷凍サイクル内を循環する冷媒が熱交換器を通過す
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る空気と熱交換して放熱又は吸熱することにより、室内と室外間の熱の運搬を行っている
。従って、熱交換器へ流入通過する吸込み空気の温度の高低により熱交換量は変化する。
つまり、その熱交換器における冷媒の温度（蒸発温度ＥＴ又は凝縮温度ＣＴ）が変化する
ことになる。言い換えると、蒸発温度ＥＴは蒸発器吸込み空気温度によって決まり、凝縮
温度ＣＴは凝縮器吸込み空気温度ＡＴによって決まる。そして、冷媒と空気の温度差が大
きい程、熱交換量は多く確保できるので、吸熱作用を行う蒸発器側では冷媒の蒸発温度Ｅ
Ｔが高い程ＣＯＰが高くなり、放熱作用を行う凝縮器側では吸い込み温度ＡＴが低い程Ｃ
ＯＰが高くなり省エネルギーとなる。
【００８５】
従来の冷凍機の夏期暖房運転時の動作点を図１８のＡ点で示す。従来の冷凍機凝縮器の吸
い込み温度は夏期昼間の外気温、例えば３２℃であり、図１８のＡ点の成績係数はＣＯＰ

Aである。一方、本発明による冷凍空調装置では、換気排熱回収ダクト５５の作用により
、換気口もしくは換気装置によって排気された空調機によって冷やされた室内空気を冷凍
機凝縮器に吸い込ませることができる。冷凍機凝縮器の吸い込み温度は、例えば２０℃で
あり、冷凍機蒸発温度ＥＴは時間平均的には冷却能力が一定であるため、同一であるもの
と見なすと、Ｂ点の動作点に至り、成績係数はＣＯＰAからＣＯＰBに上昇する。この場合
は、ショーケースでの冷却能力は変化せず、入力が減少することになり省エネルギーとな
る。
【００８６】
なお、本実施例の説明では冷凍機への室内換気空気の熱回収について述べたが、空気調和
機への熱回収も同様に行なうことができる。例えば、空気調和機の室外機と換気口もしく
は換気装置５４を換気排熱回収ダクト５５を介して図１７の様に送風配置する。夏期は、
室内を冷房空調しており室外機の室外熱交換器は凝縮器として作用しているので、外気よ
りも冷やされた室内から排気される空気を室外熱交換器に送風し吸い込ませることにより
、省エネルギー運転ができる。また、冬期は逆に暖房空調しており、空気調和機室外機の
室外熱交換器は蒸発器となり、暖かい室内空気を吸い込ませることにより省エネルギー運
転ができ同様の効果が得られる。
【００８７】
【発明の効果】
　本発明の請求項１に関わる冷凍空調装置は、冷凍機の冷熱を発生させる熱源であって少
なくとも凝縮器を有する冷凍機熱源サイクルと、空調機が暖房時に温熱または冷房時に冷
熱を発生させる熱源であって少なくとも熱交換器を有する空調機熱源サイクルとを備え、
　凝縮器を冷凍機熱源サイクルの室外機に内設するとともに、熱交換器を空調機熱源サイ
クルの室外機に内設し、凝縮器と熱交換器を区分けして配置し、凝縮器及び熱交換器の間
を直列に通風させることにより凝縮器と熱交換器間で伝熱を行うものにおいて、凝縮器の
風下側に熱交換器を併置し、空調機熱源サイクルの冷房・暖房運転の運転モード変更に連
動して凝縮器の吹出し風の風路を切り替える風路切り替え手段を配置したので、冷凍機と
空調機の間での熱の授受を行なえ、排熱を利用した省エネルギー運転をすることが可能と
なる。また、空調機の運転状態に合わせた、機器間の連動運転による省エネルギー運転を
することができる。さらに、空調機が冬期暖房運転時に空調機が省エネルギー運転となり
、さらに空調機室外熱交換器に着霜することなく、暖房の快適性が向上する。
【００８８】
　本発明の請求項２に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器と熱交換器の間に並列に配置されたダンパーであるので、空
調機の運転状態に合わせた、機器間の連動運転による省エネルギー運転をすることができ
る。
【００８９】
　本発明の請求項３に関わる冷凍空調装置は、請求項２に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風を熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、ダンパーをダクト内に設
けたので、ダンパーの動作により風路を切り替えることができ、冷凍機と空調機が離れて
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設置されていても、冬期の暖房運転時は冷凍機凝縮器の排熱を空調機へ熱回収することが
でき、夏期の冷房運転時はダンパーを切り替えることにより冷凍機からの吹出し風を他方
へ放出して空調機単独機能として作動できる。
【００９０】
　本発明の請求項４に関わる冷凍空調装置は、請求項３に記載の冷凍空調装置において、
ダンパーがダクトの側壁の一部を構成しているので、ダンパーの動作により風路を切り替
えることができ、冷凍機と空調機が離れて設置されていても、冬期の暖房運転時は冷凍機
凝縮器の排熱を空調機へ熱回収することができ、夏期の冷房運転時はダンパーを切り替え
ることにより冷凍機からの吹出し風を他方へ放出して空調機単独機能として作動できる。
【００９１】
　本発明の請求項５に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器の一方向面に設けられた正逆回転可能な送風機であるので、
装置が簡単で安価に作ることができ、冬期暖房期間中には空調機が省エネルギー運転でか
つデフロストのない快適な空調を行うことができる。
【００９２】
　本発明の請求項６に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、凝縮器を挟んで両側ともに少なくとも１個以上設けられた送風機で
あるので、空調機の運転モードにより凝縮器用送風機を使い分けして、冬期暖房期間中に
は冷凍機の凝縮器の排熱を空調機へ回収でき省エネルギー運転でかつデフロストのない空
調を行うことができる。
【００９３】
　本発明の請求項７に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風の排出口を対向する側面に配設し、風路切り替え手段が、排出口に設け
られ、吹出し風の風路を開閉するダンパーであるので、空調機の運転モードにより吹出し
口を設定するダンパーを開放し、冬期暖房期間中には冷凍機の凝縮器吹出し空気を空調機
側へ導いて省エネルギー運転でかつデフロストのない空調を行うことができる。
【００９４】
　本発明の請求項８に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
風路切り替え手段が、冷凍機熱源サイクルの室外機の外殻の上部に配設された回転可能な
円弧状の吹出し口であるので、空調機の運転モードに連動して冷凍機の凝縮器吹出し空気
の方向を制御でき、冬期暖房期間中には冷凍機の凝縮器からの排熱を受けて空調機が省エ
ネルギー運転でかつデフロストのない空調をおこなうことができる。
【００９５】
　本発明の請求項９に関わる冷凍空調装置は、請求項１に記載の冷凍空調装置において、
凝縮器の吹出し風を熱交換器の吸込み風路へ導くダクトを備え、風路切り替え手段が、ダ
クトの先端吹出し口近傍を左右もしくは上下に移動可能として構成したので、冷凍機と空
調機が離れて設置されていても、空調機の運転モードにより冷凍機の排熱を空調機へ熱回
収させて省エネルギー運転を行なったり、あるいは個別に独立した運転を行なうことがで
きる。
【００９６】
　本発明の請求項１０に関わる冷凍空調装置は、請求項１、２、３、４、７、８又は９の
いずれかに記載の冷凍空調装置において、風路切り替え手段は、空調機が冷房運転中は凝
縮器の吹出し風の風路を熱交換器の吸込み風路と隔離し、空調機が暖房運転中は凝縮器の
吹出し風の風路を熱交換器の吸込み風路に導くように風路を切り替えるので、夏期冷房運
転中は空調機は従来の単独機能としての性能を発揮し、冬期暖房期間中は、冷凍機の室外
熱交換器の排熱を回収することによって、暖房ＣＯＰが向上し省エネルギーとなりデフロ
スト運転のない快適暖房が実現できる。
【００９７】
　本発明の請求項１１に関わる冷凍空調装置は、請求項１、５、６、７又は８のいずれか
に記載の冷凍空調装置において、凝縮器と熱交換器を近接して配置し、風路切り替え手段
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は、空調機が冷房運転中は凝縮器の吹出し風を熱交換器と反対側に吹出させ、空調機が暖
房運転中は凝縮器の吹出し風を熱交換器側に吹出させるように風路を切り替えるので、夏
期の冷房運転中は空調機は従来の単独機能としての性能を発揮し、冬期暖房期間中は冷凍
機の室外凝縮器の排熱を回収することによって暖房ＣＯＰが向上し省エネルギーとなり、
またデフロスト（霜取）運転のない快適暖房が実現できる。
【００９８】
　本発明の請求項１２に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１１のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、冷凍機熱源サイクルの凝縮器を冷媒が直列または並列に循環するよ
うに複数に分離し、この複数の内の少なくとも１つを空調機熱源サイクルの熱交換器の風
路に設けたので、冷凍機と空調機が離れた場所に設置されたり、冷凍機の室外凝縮器の吹
き出し風路が空調機の室外熱交換器の吸込み風路に導けない時にも冷凍機の冬期用熱交換
器から空調機の室外熱交換器に熱回収が可能となり、省エネルギー運転でかつデフロスト
のない快適な暖房運転が可能となる。
【００９９】
本発明の請求項１３に関わる冷凍空調装置は、請求項１２に記載の冷凍空調装置において
、冷凍機熱源サイクルに２つ以上の電磁弁を設け、空調機の暖房運転信号に連動して、使
用する凝縮器を選択するよにしたので、自動的に夏期冷房運転時は冷凍機と空調機が各々
独立して運転でき、冬期暖房運転時は熱回収運転による省エネルギー暖房運転とデフロス
トのない快適な暖房運転が可能となる。
【０１００】
　本発明の請求項１４に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１３のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、空調機が暖房モードになった状態を検知する暖房モード検知手段と
、暖房モード検知手段より暖房モードであることを識別する識別信号を通信手段に送信す
るインターフェイスと、暖房モードであることの識別信号をインターフェイスを介して受
け、凝縮器と熱交換器との間での伝熱回収指示を出力する熱回収制御手段とを備え、暖房
モード検知手段により空調機が暖房モードであると判断した場合には、凝縮器と熱交換器
間で伝熱回収する熱回収機構を動作させるので、空調機の動作に連動して自動で熱回収モ
ードに移行し、省エネルギー暖房運転が図れる。
【０１０１】
　本発明の請求項１５に関わる冷凍空調装置は、請求項１４に記載の冷凍空調装置におい
て、電話回線または電源線または無線などの通信手段によって運転状態を外部のサービス
センタへ送信するようにしたので、冷凍空調装置に異常が発生した場合でも迅速な対応が
取れる。
【０１０２】
　本発明の請求項１６に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１５のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、空調機の利用機側熱交換器へ流入する空気の温度を検知する入口空
気温度検知手段又は、利用機側熱交換器の吹出し空気の温度を検知する出口空気温度検知
手段又は、外気の温度を検知する外気温度検知手段と、入口空気温度検知手段又は出口空
気温度検知手段又は外気温度検知手段により検知した検知温度の差又は検知温度そのもの
に基づいて空調機が暖房運転モードであることを判定する暖房モード判定手段とを備えた
ので、空調機の運転状態により変わる各検出温度から自動でその運転モードを判定でき、
この情報をもとに熱回収動作への移行が自動ででき効率よい運用管理ができる。
【０１０３】
　本発明の請求項１７に関わる冷凍空調装置は、請求項１乃至１５のいずれかに記載の冷
凍空調装置において、換気すなわち室内から室外への空気の放出を行う排気手段を備え、
凝縮器及び排気手段を直列に通風させることにより凝縮器と排気手段間で伝熱を行うので
、冷凍機または空調機と換気の間での熱の授受を行なえ、換気の排熱を利用した省エネル
ギー運転をすることが可能となる。
【０１０４】
　本発明の請求項１８に関わる冷凍空調装置は、請求項１７に記載の冷凍空調装置におい
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て、凝縮器と排気手段の間に並列に通風可能とさせる風切り換え手段を、凝縮器と排気手
段の間を直列または並列の送風に切り替え可能に設けたので、室内と室外の空気条件に応
じて、省エネルギー運転をすることができる。
【０１０５】
　本発明の請求項１９に関わる冷凍空調装置は、請求項１７又は１８に記載の冷凍空調装
置において、排気手段の風下側に凝縮器を配置したので、冷凍機または空調機が省エネル
ギー運転となる。
【０１０６】
　本発明の請求項２０に関わる冷凍空調装置は、請求項１７乃至１９のいずれかに記載の
冷凍空調装置において、排気手段にファンを有した換気装置を配設したので、換気装置の
運転状態に合わせた、機器間の連動運転による省エネルギー運転をすることができる。
【０１０７】
　本発明の請求項２１に関わる冷凍空調装置は、請求項１７乃至２０のいずれかに記載の
冷凍空調装置において、室内空気もしくは排気手段による換気の温度を検出する換気温度
検出手段と、外気の温度を検出する外気温度検出手段を備え、凝縮器と排気手段を近接し
て配置し、室内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも高い時は、排気手段の吹出し
風を凝縮器と反対側に吹出させ、室内空気もしくは換気の温度が外気の温度よりも低い時
は、排気手段の吹出し風を凝縮器に吹出させるので、冷凍機を確実に省エネルギー運転に
できる。
【０１０８】
　本発明の請求項２２に関わる冷凍空調装置は、請求項２１に記載の冷凍空調装置におい
て、排気手段の吹出し風を凝縮器の吸込み風路へ導くダクトを備え、ダクト内に風路を切
り換えるダンパーを設けたので、冷凍機と排気手段が離れて設置されていても、夏期に換
気排熱を冷凍機凝縮器へ熱回収することができ、冬期はダンパーを切り替えることにより
換気装置からの吹出し風を他方へ放出して冷凍機単独機能として作動できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１を示す冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【図２】　本発明の実施の形態１に係り、冷凍空調装置の配置例を示す断面図である。
【図３】　本発明の実施の形態２を示す冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【図４】　本発明の実施の形態３を示す冷凍空調装置の室外機における機能概念図である
。
【図５】　本発明の実施の形態４を示す冷凍空調装置の室外機における機能概念図である
。
【図６】　本発明の実施の形態４に係り、冷凍空調装置室外機の配置構成を示す斜視図で
ある。
【図７】　本発明の実施の形態５を示す冷凍空調装置の室外機における（ａ）機能概念図
、（ｂ）冷房運転時における冷凍機吹出し口の平面図、（ｃ）暖房運転時における冷凍機
吹出し口の平面図である。
【図８】　本発明の実施の形態６を示す冷凍空調装置の室外機における機能概念図である
。
【図９】　本発明の実施の形態６におけるダクト利用の変形例の機能概念図である。
【図１０】　本発明の実施の形態７を示す冷凍空調装置の室外機における機能概念図であ
る。
【図１１】　本発明の実施の形態８を示す冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【図１２】　本発明の実施の形態９を示す冷凍空調装置の冷媒回路図である。
【図１３】　本発明の実施の形態９における室外熱交換器の斜視図である。
【図１４】　本発明の実施の形態１に係り、空調機のパフォーマンスカーブの図である。
【図１５】　本発明の実施の形態９に係り、（Ｒ）は冷凍機の成績係数図、（ａ）は空調
機の成績係数図である。
【図１６】　本発明の実施の形態１０を示す冷凍空調装置の通信手段を表す回路図である
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【図１７】　本発明の実施の形態１１に係り、冷凍空調装置の配置例を示す断面図である
。
【図１８】　本発明の実施の形態１１に係り、冷凍機のパフォーマンスカーブの図である
。
【符号の説明】
１　冷凍機用圧縮機、２　凝縮器、３　膨張装置、４　蒸発器、５　空調機用圧縮機、６
　四方弁、７　室外熱交換器、８　膨張装置、９　室内熱交換器、１０　ダンパー、１１
　冷凍機用凝縮器の送風機、１１ａ　凝縮器の熱回収用送風機、１２　冷凍機用冬期用熱
交換器、１３　夏期用電磁弁、１４　冬期用電磁弁、１５　空調機室外熱交換器の送風機
、１６　冷凍・空調一体型室外熱交換器、１７　伝熱フィン、１８　冷凍機用凝縮器冷媒
配管、１９　空調機用室外熱交換器冷媒配管、２０　冷凍・空調一体型室外熱交換器の送
風機、２１～２６　冷媒流路、２７　空調室内機の吸込空気温度センサ、２８　空調室内
機の吹出空気温度センサ、２９　外気温センサ、３１　ショーケース、３２　冷凍機用蒸
発器の送風機、３３　空調機室内熱交換器の送風機、３４　空調機の室内機、３５　室内
空間、３６　室内壁、３７　室外空間、３８　冷凍機の接続配管、３９　空調機の接続配
管、４０　冷凍機の室外機、４１　空調機の室外機、４２　冷凍・空調一体型冷媒制御装
置、４３　冷凍機の室外機外殻、４４ａ，４４ｂ　凝縮器の熱回収ダンパー、４５　凝縮
器の円弧状吹出し口、４６　ダクト、４７　ダクト内ダンパー、４８　風向フード、４９
　フード内ダンパー、５０　架台、５１　吹出し口カバー、５２ａ，５２ｂ　吹出し口の
熱回収ダンパー、５３遮へい板、５４　換気口もしくは換気装置、５５　換気排熱回収ダ
クト、５６　換気排熱回収ダクトに内設されたダンパー、６１　空調機のマイコン、６２
　通信インターフェイス、６３　通信手段、６４　変・復調手段、６５　結合手段、６６
　冷凍機のマイコン、６７　通信インターフェイス、６８　コントローラー、６９　通信
インターフェイス、７０　マイコン、７１　モデム、７２　電話局、７３　サービスセン
ター、７４　通信インターフェイス。
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