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Liquid Receivers and Oil 
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1 Safety 
 

These pressure vessels are intended for 
installation in refrigeration plants 
according to the EC Machines Directive 
2006/42/EC and the EC Pressure 
Equipment Directive 97/23/EC. They 
may be put to service only, if they have 
been installed in these refrigeration 
plants according to the existing 
instruction and as a whole agree with the 
corresponding provisions of legislation 
(standards to apply: refer to Declaration 
of Conformity).* 
 

圧力容器： 

液レシーバーと 
オイルセパレーター 
 

• F062H～F3102N 
• F202HA～F3102NA 
• F302K～F1602K 
• FS33～FS5502 
• FS302K～FS1602K 
 

• OA1854（A）～OA25012（A） 
• OA1954（A）～OA25112（A） 
• OAF6288～OAF15211 
• OAC14011A～OAC25112A 
• OAS322～OAS3088 
• OAH2888～OAH7088 

 

目次 ページ 

1 安全性について 1 
2 適用範囲 4 
3 プラントデザイン 5 
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5 試運転 16 
6 運転 19 
 

1 安全性について 
 

これらの圧力容器は、EC機械指令

2006/42/ECおよびEC圧力機器指令

97/23/ECに準拠した冷凍プラントへの

取付けを前提としています。上記の圧力

容器は、付属の取扱説明書に従って冷凍

プラントに取り付けられ、関係法規をす

べて満たしている場合に限り、その運転

が許可されます（関係規格については、

適合宣言を参照してください）。* 
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Authorized staff
All work on pressure vessels and 
refrigeration systems shall be carried out 
only by refrigeration personnel which has 
been trained and instructed in all work. 
The qualification and expert knowledge 
of the refrigeration personnel 
corresponds to the respectively valid 
guidelines. 
 

認定された専門技術者 
圧力容器および冷凍システムに関わるす

べての作業は、必ずあらゆる作業につい

てトレーニングと指導を受けた専門技術

者が実施してください。冷凍システムに

関する専門技術者の資格と専門知識に

は、それぞれ有効な指針が適用されます。
 

  
The pressure vessels are constructed 
according to the state of the art and valid 
regulations. Particular emphasis has 
been placed on the users' safety. 
 
 

Keep this Operating Instruction during 
the whole lifetime of the pressure vessel.
 
 

Residual hazards 

Certain residual hazards from the 
pressure vessel are unavoidable. All 
persons working on these units must 
therefore read this Operating Instruction 
carefully! 

All of the following have validity amongst 
others: 
• generally safety standards, 
• EU directives, 
• Standards (z. B. EN 378) and national 

directives. 
 

圧力容器は最新の有効な法規に従って設

計されています。特にユーザーの安全を

重視した構造になっています。 
 
 

圧力容器の使用期間中は取扱説明書をお

手元に大切に保管してください。 
 
 

残存する危険性 

圧力容器の使用によって、避けることので

きない危険が生じる場合があります。その

ため、圧力容器に関わる作業を行う前に必

ず取扱説明書をよくお読みください。 

次に示す法規、規則のすべてに従ってくだ

さい。 
• 一般的な安全標準 
• EU指令 
• 基準（EN 378など）と国の指令 
 

  
  
  
  

 

Safety references

are instructions intended to prevent 
hazards. 
Safety instructions must be exactly 
observed! 
 

安全のための注意事項 

これらは危険を防止するための指示です。

安全に関する指示には必ず従ってください。
 

  

! 
Attention!
Instructions on preventing possible 
damage to equipment. 

!
注意！ 
装置が損傷する危険を防止するた

めの指示です。 

   

 
Caution!
Instructions on preventing a 
possible minor hazard to persons. 

警戒！ 
人に対する軽度の危険を防止する

ための指示です。 

   

 

 
Warning!
Instructions on preventing a 
possible severe hazard to persons.

警告！ 
人に対する重度の危険を防止する

ための指示です。 
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Danger!
Instructions on preventing a 
immediate risk of severe hazard to 
persons. 

危険！ 
人に対する直接的な重度の危険を

防止するための指示です。 

     
 

 

 

General safety references

 

一般安全注意事項 

 

 
Warning!
The pressure vessel is under 
pressure with a holding charge, 
which is above atmospheric 
pressure (approx. 0,5 bar). 
Injury of skin and eyes is possible. 
Wear safety goggles while working 
on pressure vessel. 
Do not open connections before 
pressure has been released. 
 

警告！ 
圧力容器には、大気圧より高い（約

0.5bar）保護ガスの圧力がかかって

います。 
皮膚や目にけがを負うおそれがあ

ります。 
圧力容器に関わる作業を行うとき

は、安全メガネを着用してください。

接続口を開く場合は、先に必ず圧

力を抜いてください。 

     

 

 
Danger!
Explosion risk of components and 
pipelines by hydraulic 
overpressure. 
Severest injuries possible. 
Do not exceed maximum allowable 
pressures! 

危険！ 
過度の油圧によりコンポーネントと

配管が破裂するおそれがあります。 
重傷を負う危険があります。 
最高許容圧力を超えないようにし

てください。 

     

 
 

 

 
Caution!
Surface temperatures exceeding 
60°C can be reached. 
Burnings possible. 
Mark accessible sectors. 
 
 

For any working at the pressure 
vessel after the plant has been 
commissioned: 

警戒！ 
表面温度が60°Cを超える場合があり

ます。 
火傷を負うおそれがあります。 
危険なエリアに危険を示すマークを

付けてください。 

プラントの稼動開始後に圧力容器

に関する作業を行う場合： 

  
  

 

 
Warning!
Pressure vessel can be under 
pressure! 
Severe injuries possible.  
Release the pressure in the 
pressure vessel! 

警告！ 
圧力容器には内圧がかかっている場

合があります。 
重傷を負う危険があります。 
圧力容器内の圧力を抜いてください。

     

 

 

Liquid separators: 冷媒セパレーター： 

 
Warning!
Refrigerant might be very cold! 
Severe frostbits possible! 
Do not come into contact with 
refrigerant! 

警告！ 
冷媒は非常に冷たくなっている場合

があります。重度の凍傷を負うおそ

れがあります。 
冷媒には触れないでください。

     

 

 

Oil separators: オイルセパレーター： 

 
Warning!
Oil might be hot! 
Severe burnings possible! 
Have the oil cool down! 

警告！ 
オイルは高温になっている場合があ

ります。 
重度の火傷を負う危険があります。

オイルを冷ましてください。
 



 

 

4 DB-300-6 

2 Application ranges
 
 
Permitted fluids 

2 適用範囲 
 
 
使用可能なフルード 

 

PS 
TS 

 
 
 

maximum allowable pressure
maximum and minimum allowable 
temperature 
 
When using refrigerants of the safety 
groups A2 and A3, pay attention to safety 
measures! 
 

Special versions upon request 

PS
TS 

 

 

最高許容圧力 
最高および最低許容温度 
 

安全グループA2とA3の冷媒を使用する場

合は、安全処置に注意してください。 
 
 

特別仕様はご要望に応じて提供いたし

ます。 

Fluide-Gruppe nach 97/23/EG (PED) 
Fluid group according to 97/23/EC (PED) 

97/23/EC（PED）に準拠したフルードグループ

Sicherheitsgruppe nach EN378-1 
Safety grouop according to EN378-1 
EN378-1 に準拠した安全グループ 

Groupe/group/グループ 2 
Groupe/group/グループ 1 

Groupe/group/グループ 2 
Groupe/group/グループ 1 

Groupe/group/グループ 2 
Groupe/group/グループ 1 

Groupe/group/グループ 2 
Groupe/group/グループ 1 

Groupe/group/グループ 2 
Groupe/group/グループ 1 

Zulässige Kältemaschinenöle 
Permitted refrigeration compressor oils 
使用が許可される冷凍機油 

entsprechend/according to/準拠 



 

 

DB-300-6 5 

 

Special Notes for CO2 Liquid 
Receivers 

• For the usual application of the vessels 
as liquid receivers special corrosion 
protection tasks and additional 
insulation is necessary due to low 
operating temperatures. 

 
 
 
• The receivers may only be operated 

with a pressure relief valve (max. 45 
bar). Select and arrange valves 
according to manufacturers’ 
instructions. 

 
 
 

CO2液レシーバーに関する特記事項 

 
• 容器を液レシーバーとして通常使用す

る場合には、動作温度が低いため、特

別な腐食防止処置と追加の断熱材が必

要となります。 
 
 
 

• これらのレシーバーは必ず圧力逃し弁

(最高45 bar）と接続して使用してくだ

さい。メーカーの指示に基づいて圧力

逃し弁を選択し、接続してください。 
 

 
Danger!
Inhaling high CO2 concentrations 
can cause unconsciousness and 
suffocation! 
For closed rooms this may require 
special safety and monitoring 
systems. 

危険！ 
高濃度のCO2を吸い込むと、意識を

失ったり、窒息するおそれがあります。

密閉された室内には、特別な安全/
監視システムが必要となる場合が

あります。 

 
 
 
 
 
3 Plant design 
 
 
3.1 Pressure vessel transport 
 
Transport the pressure vessel screwed 
on a pallet. Lift it using the eyebolts or 
the upper fastening brackets if available. 
 
 
3.2 Location 
 
For outdoor installation take suitable 
measures to protect pressure vessel 
against corrosion (e.g. by seawater or 
aggressive atmospheres) and low 
ambient temperatures. Consultation with 
BITZER is recommended. 
 
 
 

3.3 Maximum allowable pressure 
 
The entire plant must be designed and 
operated so that the maximum allowable 
pressure in the pressure vessel cannot 
be exceeded in any part of the plant. 

Pressure relief valves are essential if 

• it is to be expected that the maximum 
allowable pressure will be exceeded 
due to external heat sources (e.g. fire), 
or if 

 
 
 
 
3 プラントデザイン 
 

3.1 圧力容器の搬送 

圧力容器はパレットにボルト止めして搬

送してください。アイボルトまたは上部

固定ブラケットがある場合は、それらを

使用して持ち上げてください。 

3.2 設置場所 
 
圧力容器を屋外に設置する場合は（海水

や腐食が起きやすい環境などに対して）

適切な防食対策を講じる必要があります

ので、必要に応じてBITZERまでご相談く

ださい。 
 
 
 
 

3.3 最高許容圧力 

プラント全体は、プラントのいかなる部

分でも圧力容器の最高許容圧力を超える

ことのないように設計して運転する必要

があります。 

以下の場合は圧力逃し弁が必要です。 

• 外部の熱源（火気など）のため最高許

容圧力の超過が予想される場合 
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• the entire refrigerant charge of the 
plant is more than 90% of the receiver 
volume at 20°C (charge capacity). 
Receiver volume means the volume 
between operationally lockable valves 
before and after a pressure vessel. In 
case of two vessels being mounted in 
series, it is the volume of both vessels 
and the connecting pipe. 

In these cases relief devices should be 
prefered that lead the refrigerant or the 
oil to the low-pressure side of the plant 
(emission reduction).  
 
 
 
 

Safety switching device 

In conformance with local regulations, 
pressure limiting safety switching 
devices must provided for. 
 
 
 

3.4 FS202 .. FS5502 
 
Removal space for probe 

If the probe for infinite liquid level 
measurement is mounted or should be 
retrofitted, the liquid receiver must be 
mounted in such a position that the 
probe can be pulled out upwards (see 
figure 1). 
 

• プラントの全冷媒充填量が20°C時のレ

シーバー容量（充填容量）の90%を超え

る場合。レシーバー容量とは、圧力容器

の前後にあるロック可能なバルブに挟

まれた空間の容積です。2個の容器が直

列に取り付けられている場合、両方の容

器と配管の容量に相当します。 

以上のような場合は、冷媒やオイルをプ

ラントの低圧側に導くオーバーフロー装

置を取り付けることをお勧めします（排

気低減）。 
 

 
 
 
 

安全切換え装置 

国の法規に従って、圧力を制限する安全

切換え装置を取り付けてください。 
 
 
 

3.4 FS202～FS5502 
 
プローブの取外しスペース 

液レベル無段階測定プローブが取り付け

られている場合や後付けする場合は、プ

ローブを上方に引き出せるスペースを確

保して液レシーバーを取り付けてくださ

い（図1を参照）。 
 

  

Fig. 1 Removal space for probe 図1 プローブの取外しスペース

 

Ausbaufreiraum für Mess-Sonde 
Removal space for probe 
プローブの取外しスペース 

Ausbaufreiraum Bausatz 
Removal space Kit 
取外しスペースキット 
 Kit 
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3.5 OAC14011A .. OAC25112A 
OAS322 .. OAS3088 

 
Removal space for filter cartridge 

Combined and secondary oil separators 
must be mounted in such a position that 
the filter cartridges can be pulled out 
(Fig. 2). 
 
 
 

3.6 Plant registration 
 
Liquid receivers and oil separators are 
pressure vessels according to the 
Pressure Equipment Directive 97/23/EC. 
For this reason the entire plant must be 
registered with the supervisory authority 
and duly approved in accordance with 
local regulations. 

The category for the conformity 
assessment of each pressure vessel is 
listed in the following table. 

For the inspection before commissioning 
and periodic inspections national 
directives must be considered (e.g. the 
BetrSichV in the BRD). 

In non EU countries, the directives valid 
for the respective country must be 
observed. 

3.5 OAC14011A～OAC25112A 
OAS322～OAS3088 

 
フィルターカートリッジの取外しスペース 

複合および二次オイルセパレーターは、

フィルターカートリッジを引き出せるス

ペースを確保して取り付けてください

(図2）。 
 
 

3.6 プラントの登録 
 
液レシーバーとオイルセパレーターは圧

力機器指令97/23/EC準拠の圧力容器で

す。このため、プラント全体を当該官庁

に登録し、地域の規定に基づいて正式な

承認を得る必要があります。 

各圧力容器の適合性評価のカテゴリーを

以下の表に示します。 

試運転前の点検や定期点検の際には、 
国の指令に従ってください 
(BRDのBetrSichVなど）。 

EU圏以外の国々では、それぞれ有効な指

令を遵守してください。 

  

Ausbaufreiraum für Filterpatronen 
Removal space for filter cartridges 
フィルターカートリッジの取外しスペース 

Fig. 2 Removal space for filter cartridges 図2 フィルターカートリッジの取外しスペース
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Typ 
 
Type 
 
型式 

Behälter-Inhalt 
Receiver volume 
レシーバー容量 

Kategorie und Konformitätsbewertung nach 97/23/EG (PED) 
Category and conformity assessment according to 97/23/EC (PED)

97/23/EC（PED）準拠のカテゴリーと適合性評価 

Fluide-Gruppe 2 
Fluid group 2 

フルードグループ 2 

Fluide-Gruppe 1 
Fluid group 1 

フルードグループ 1 
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4 Mounting
 
 
4.1 Condition as delivered 
 
In delivery condition the pressure vessel 
is closed and filled with holding charge. 
The holding charge has an overpressure 
of 0.5 bar. All Rotalock and flange 
connections are closed by an inserted 
metal plate. 
 
 
 

4.2 Pipe line connections 
 
The pipe connections are designed for 
tubes having the normal millimetre or 
inch dimensions. Brazing connections 
have stepped diameters (see Fig. 3). 
According to the size the tube can be 
pushed more or less into the fitting. If not 
required the end with the largest 
diameter can be cut-off. 
 
Positions of connections see page 
12/13. 
 
 

Release the pressure from the pressure 
vessel first: Open the connections 
carefully. 
 

4 取付け 
 

4.1 納品状態 
 
納品時には圧力容器は封印された状態

で、保護ガスが充填されています。保護

ガスは0.5barの超過気圧です。すべての

ロータロックとフランジ接続口は金属プ

レートによりシールされています。 
 
 
 

4.2 配管の接続 
 
配管接続口は、標準のミリメーターまた

はインチ寸法の管が挿入できるように設

計されています。ろう付け接続部は段付

き径になっています（図3を参照）。その

ため、サイズに応じて管を適切なところ

まで挿入することができます。不要な場

合、最大径になっている端部は切り落と

せます。 

接続口の位置は12/13ページを参照して

ください。 
 
 
まず圧力容器内の圧力を抜いてください。

接続口を慎重に開いてください。 
 

 
Warning!
Pressure vessel is under pressure 
with holding charge. 
Injury of skin and eyes possible. 
Wear safety goggles while working 
on pressure vessel! 

警告！ 
圧力容器には保護ガスの圧力がか

かっています。 
皮膚や目にけがを負うおそれがあ

りますので、 
圧力容器に関わる作業を行うとき

は、安全メガネを着用してください。
  
  

 

Remove shut-off valves and / or brazed 
connections. 

シャットオフバルブおよび/またはろう

付け接続口を外します。 
   

   

Durchmesser gestuft 
Stepped diameters 
段付き径 

Vor Rohranschluss Verschlussblech entfernen! 
Remove blanking plate before tube connection! 
管を接続する前にめくら板を外してください。 

Fig.3 Pipe connection with Rotalock 
adaptor 

図 3 ロータロックアダプター付き 
管接続口 



 

 

10 DB-300-6 

 

 

! 
Attention!
If possible, prevent any humidity 
from entering! 
Open pressure vessels should be 
immediately installed into theplant. 

!
注意！ 
できるだけ湿気が侵入しないよう

にしてください。 
開いた圧力容器は直ちにプラント

に取り付けてください。 
 
Close the pressure vessel again during 
any installation interruptions.  

取付けを中断する場合は圧力容器を再び

閉じてください。 
 

! 
Attention!
Avoid overheating of the valves! 
Cool valve body while and 
afterbrazing! 
Max. brazing temperature700°C. 

!
注意！ 
バルブの過熱を回避してください。

ろう付け作業時および作業後はバル

ブボディを冷却してください。 
ろう付け温度は700°C以下です。 

 
Flush out the relevant pipes with inertgas 
during any brazing or weldingwork. 
 
 
 
Cleanliness of the pipes 

Only use tubes and components which 
are 
 
• clean and dry inside (free from slag, 

swarf, rust, and phosphate coatings) 
and 

• which are delivered with an air tight 
seal. 

 

Mounting the pressure relief valve at 
pressure vessel 
Internal thread 3/8"-18 NPTF: Screw the 
pressure relief valve. 

External thread 1 1/4"-12 UNF: 
Screw the pressure relief valve into the 
adaptor. Then fasten the adaptor at the 
pressure vessel with the union nut. 

Available adaptors see figure 4, position 
of connection pages 12 and 13. 

ろう付けやはんだ付けを行う場合は、該

当する配管を不活性ガスでフラッシング

してください。 
 

清潔な配管 

以下のチューブとコンポーネントのみを

使用してください。 

• 内部が清潔で乾燥していること 
(スラグ、削り屑、錆、リン酸塩層な

どがないこと） 
• 密閉状態で納品されたもの 
 

圧力容器への圧力逃し弁の取付け 
 
メスネジ3/8インチ-18 NPTF：圧力逃し

弁をねじ込みます。 

オスネジ1 1/4インチ-12 UNF： 
圧力逃し弁をアダプターにねじ込みま

す。その後、アダプターをユニオンナッ

トで圧力容器に締め付けます。 

使用可能なアダプターは図4を、接続口の

位置は12、13ページを参照してください。

   

Fig. 4 Available adaptors for the 
pressure relief valve 

図 4 使用可能な圧力逃し弁 
アダプター 
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Oil separator 
 
• Install oil heater in the oil separator 

and connect it according to wiring 
diagram (see also SH-100, SH-500). 
The oil heater ensures the lubricity of 
the oil even after long standstill 
periods. It prevents increased 
refrigerant solution in the oil and 
therefore re duction of viscosity. The 
oil heater must be energized during 
standstill. 

 
• Insulate oil separator 

- for operation at low ambient 
temperatures or 

- at high temperatures on the discharge 
side during standstill (e.g. heat 
pumps). 

The oil level monitor and the oil 
thermsotat are delivered separately 
packed and must be fitted on site. Fitting 
posion see fig. 5. 

オイルセパレーター 
 
• オイルヒーターをオイルセパレー

ターに取り付け、配線図に従って接

続します（SH-100、SH-500も参照）。

オイルヒーターは、長時間の停止後

にもオイルの潤滑特性を確保する役

割を担っています。これにより、オ

イル内の冷媒濃度の上昇とそれに伴

う粘度の低下を防ぐことができま

す。停止中にオイルヒーターが作動

するようにしてください。 

• オイルセパレーターの断熱 
- 外気温が低い場合、または 
- 停止中の吐出側が高温の場合 
(ヒートポンプなど） 

 
オイルレベルモニターとオイルサーモス

タットは別梱包で納品されるため、現場

で取り付けてください。取付け位置は図5
を参照してください。 

  

  
 

Compressor 

Oil filter 

Oil flow switch 

Oil solenoid valve 

Sight glass 

Oil separator 

Oil level switch 

Oil thermostat 

Oil heater 

Oil cooler 

(when required) 

Check valve 

Solenoid valve 

(shut off by-pass) 

コンプレッサー 

オイルフィルター 

オイルフロースイッチ 

オイル電磁弁 

サイトグラス 

オイルセパレーター 

オイルレベルスイッチ 

オイルサーモスタット 

オイルヒーター 

オイルクーラー 

(必要な場合） 

チェックバルブ 

電磁弁 

(シャットオフバイパス） 

Fig. 5 Oil circulation 図5 オイル回路 
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Connections liquid receiver 液レシーバーの接続口 

1 Refrigerant inlet 

2 Refrigerant outlet 

3 Connection for pressure gauge 

4 Connection for pressure relief valve 

(*only in combination with sight glass)

5 Sight glass 

6 Fixing 

7 Fixing rail below only F102H .. 

F1052T 

8 Fixing rail above only F062H .. F552H

and F1052T 

1 冷媒入口 

2 冷媒出口 

3 圧力ゲージ接続口 

4 圧力逃し弁接続口（*サイトグラスと

組み合わせた場合のみ） 

5 サイトグラス 

6 固定部 

7 下部固定レール 

F102H～F1052T 

8 上部固定レール 

F062H～F552HおよびF1052T 
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Connections oil separators オイルセパレーターの接続口 

1 Refrigerant inlet 
2 Refrigerant outlet 
3 Oil outlet 
4 Oil filling connection 
5 Service connection 
6 Oil thermostat 
7 Oil heater 
8 Oil level switch 
9 Connection for pressure relief valve
10 Oil outlet out of the secondary stage
11 Service flange for filter cartridges 
12 Fixing hole 

1 冷媒入口 
2 冷媒出口 
3 オイル出口 
4 オイル充填用接続口 
5 サービス接続口 
6 オイルサーモスタット 
7 オイルヒーター 
8 オイルレベルスイッチ 
9 圧力逃し弁の接続口 
10 二次ステージからのオイル出口 
11 フィルターカートリッジ用サービスフランジ 
12 固定穴 
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Connections of liquid receivers 液レシーバーの接続口 

Innengewinde 
Internal thread 

メスネジ

Außengewinde 
External thread 

オスネジ 



 

 

DB-300-6 15 

 
 

Connections of oil separators オイルセパレーターの接続口 

Special versions upon request 
 
*External thread: 11/4"-12 UNF 
Internal thread: 3/8"-18 NPTF 

特別仕様はご要望に応じて提供いたします。
 
*オスネジ：11/4"-12 UNF 
メスネジ：

3/8"-18 NPTF 
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5 Commissioning
 
 
The pressure vessels have been tested 
in the factory as individual units. 
After installation it is necessary to test 
again for any leaks of the connections 
and pipe work. 
 
 

5.1 Oil charging 
 
OA1854(A) .. OA25012(A) 
OA1954(A) .. OA25112(A) 

Charge the entire oil charge of the plant 
into the oil separator at the oil filling 
connection. 

Amount of oil to charge: 
• the operating charge of the oil 

separator (see table) 
• and in addition the total amount of 

circulating oil in the plant (e. g. oil 
cooler, oil line) 

 
 

OAS322 .. OAS3088 
OAF6288 .. OAF15211 

Pre-charge the operating oil charge into 
secondary oil separator. 

5 試運転 
 
 
圧力容器は出荷前に単体装置として試験

済みです。 
取付け後は接続口と配管に漏れがないか

を再度テストしてください。 
 
 

5.1 オイル充填 

OA1854（A）～OA25012（A） 
OA1954（A）～OA25112（A） 

プラントの全オイル充填量をオイル注入

接続口からオイルセパレーターに充填し

ます。 

オイル充填量： 
• オイルセパレーターの運転充填量 

(表を参照） 
• プラントの循環オイル総量（オイルクー

ラー、オイルラインなど）を追加 
 
 
OAS322～OAS3088 
OAF6288～OAF15211 

事前に運転オイル充填量を二次オイルセ

パレーターに充填します。 

  

  
  

 

5.2 Leak testing
 
Test for leaks by pressurizing the 
presure vessel and pipes using dry 
nitrogen. 
 

5.2 漏れテスト 
 
乾燥窒素を使用して圧力容器と配管に圧

力をかけ、漏れがないかをテストしてく

ださい。 
 

 

 
Danger!
Test pressure may not exceed the 
maximum allowable pressure (see 
name plate)! 
Safety regulations have absolutely 
to be observed (e. g. EN 378 or 
equivalents). 
 

危険！ 
テスト圧力は最高許容圧力を超え

ないようにしてください（銘板を

参照）。 
安全規定を遵守してください 
(例えばEN 378または同等の規則）。

Operating charge 運転充填量 
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5.3 Evacuation
 
Switch on the crankcase heater at 
comprerssor and oil separator. 

Open all shut-off valves and solenoid 
valves. Evacuate the entire system 
including compressor using a vacuum 
pump connected to the high and low 
pressure sides. 
When the pump is switched off a 
"standing vacuum" of less than 1.5 mbar 
must be maintained. 
If necessary repeat this procedure 
several times. 
 
 
 
5.4 Charging refrigerant 
 
Charge only permitted refrigerants  
(see chapter 2). 

• Before refrigerant is charged: 
- Switch on the crankcase heater at 

comprerssor and oil separator. 
- Check the compressor oil level. 
- Do not switch on the compressor! 

 
• Charge liquid refrigerant directly into 

the condenser resp. receiver. For 
systems with flooded evaporator 
refrigerant can be also charged into the 
evaporator. 

• After commissioning it may be 
necessary to add refrigerant: Charge 
the refrigerant from the suction side 
while the compressor is in operation. 
Charge preferably at the evaporator 
inlet. Blends must be taken from the 
charging cylinder as "solid liquid". 

 
 
 
 
 
 

If liquid is charged: 

5.3 真空引き 

コンプレッサーとオイルセパレーターの

クランクケースヒーターをオンにします。

すべてのシャットオフバルブと電磁弁を開

きます。バキュームポンプを高圧および低

圧側に接続し、コンプレッサーを含めてシ

ステム全体を真空引きします。 
ポンプをオフにしたときに、「静止真空圧」

を1.5mbar以下に保ってください。 
必要に応じてこの手順を数回繰り返してく

ださい。 
 
 
 

5.4 冷媒の充填 
 
必ず許可された冷媒を充填してください

(2章を参照）。 

• 冷媒を充填する前に： 
- コンプレッサーとオイルセパレー

ターのクランクケースヒーターを

オンにします。 
- コンプレッサーのオイルレベルを

点検してください。 
- コンプレッサーの電源をオンにし

ないでください。 
 
• 液冷媒を直接コンデンサーまたはレ

シーバーに充填します。満液式蒸発器

付きシステムの場合、必要に応じて蒸

発器にも冷媒を充填します。 

• 試運転後に冷媒の補充が必要となるこ

とがあります。コンプレッサーの運転

中に吸入側から冷媒を充填してくださ

い。できれば蒸発器の入口で充填して

ください。混ざり合った冷媒が「気泡

のない液体」として充填シリンダーか

ら出てくる必要があります。 
 
 

液体を充填する場合： 

! 
Attention!
Danger of wet operation! 
Charge small amounts at a time! 
Keep the oil temperature above 
40°C. 

!
注意！ 
液運転の危険！ 
一回の充填量は少量にしてください！

オイル温度は40°C以上を維持して

ください。 

    
Danger!
Explosion risk of components and 
pipelines by hydraulic 
overpressure. 
Avoid absolutely overcharging of 
the system with refrigerant! 

危険！ 
過度の油圧によりコンポーネントと

配管が破裂するおそれがあります。 
システムに冷媒を絶対に過剰に充

填しないでください！ 
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5.5 Starting 
 

Oil check 

For oil separators the oil level must be 
visible in the sight glass or at maximum 5 
cm below. 
 

 

Vibrations 

The whole plant especially the pipe lines 
and capillary tubes must be checked for 
abnormal vibrations. If necessary 
additional protective measures must be 
taken. 
 

5.5 起動手順 
 
オイル点検 

オイルセパレーターの場合、オイルレベル

がサイトグラス内で確認できるか、最大で

5 cm下の位置になければなりません。 
 
 
 
振動 

プラント全体で、特に配管とキャピラ

リーチューブに異常な振動がないか点検

する必要があります。必要に応じて追加

の保護措置を講じてください。 

! 
Attention!
Pipe fractures and leakages at 
compressor and other components 
of the plant possible! 
Avoid strong vibrations! 

!
注意！ 
配管の破損およびコンプレッサーと

その他のプラントコンポーネントで

漏れが生じるおそれがあります！  
強く振動させないようにしてくだ

さい！ 
 
 
Checking the operating data

• Evaporating temperature 
• Suction gas temperature 
• Condensing temperature 
• Discharge gas temperature 
• Oil temperature 
• Number of switching actuations 
Prepare data sheet. 

運転データの点検 

• 蒸発温度 
• 吸入ガス温度 
• 凝縮温度 
• 吐出ガス温度 
• 油温 
• 切換え作動の回数 
データシートを作成します。 
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6 Operation 

 
The pressure vessel must be regularly 
inspected. The inspection intervals 
depend on refrigerant and mode of 
operation. They must be determined by 
the end user. See also chapter 3.5. 
 
 
 

 
6.1 Maintenance 
 
Liquid receivers and oil separators 
OA1854(A) .. OA25012(A) / 
OA1954(A) .. OA25112(A) are designed 
for maintenance-free operation. 

The filter cartridges in combined and 
secondary oil separators must be 
changed if the pressure drop exceeds 
0.5 bar. 
 
 
 
 
Changing the filter cartridges 

6 運転 

 
圧力容器は定期的に点検してください。

点検間隔は冷媒や運転方法に左右されま

すので、使用者が時期を決定してくださ

い。また、3.5章も参照してください。 
 
 
 

 
6.1 メンテナンス 
 
液レシーバーとオイルセパレーター

OA1854（A）～OA25012（A）/ 
OA1954(A）～OA25112（A）はメンテ

ナンス不要として設計されています。 

複合および二次オイルセパレーターの

フィルターカートリッジは、圧力低下が

0.5 barを超えたら交換してください。 
 
 
 
 
フィルターカートリッジの交換 

 

 
Warning!
Oil separator can be under 
pressure! 
Severe injuries possible. 
Release the pressure in the oil 
separator first! 
Wear safety goggles! 

警告！ 
オイルセパレーターに圧力がか

かっている場合があります。 
重傷を負う危険があります。 
まずオイルセパレーター内の圧力

を抜いてください。 
安全メガネを着用してください。  

• Close the shut-off valves before and 
after the oil separator. 

• Release the pressure in the oil 
separator. Suck-off and dispose the 
refrigerant in an environmentally 
friendly way. 

• Removing the filter cartridges–see 
below: 
- OAC series (Fig. 6) and 
- OAS series (Fig. 7). 

• Mount the new cartridges accordingly.

• Complete the oil charge (see chapter 
5.1). Do not employ used oil again! 

• オイルセパレーターの前後にある

シャットオフバルブを閉じます。 

• オイルセパレーター内の圧力を抜き

ます。冷媒を吸い出し、環境に配慮し

た方法で廃棄してください。 

• フィルターカートリッジの取外し – 
下記参照： 
- OACシリーズ（図6） 
- OASシリーズ（図7） 

• 新品のカートリッジを適切に取り付

けます。 

• 必要なオイル量を充填します（5.1章を

参照）。使用済みのオイルを再使用し

ないでください。 
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OAC series (Fig. 6)

• Open service flange (1). 

• The filter cartridges are paired on top 
of each other: OAC14011A has 4 
pairs, whereas OAC25112A has 6. 

 
 
 
• Remove cartridge pairs one after the 

other: 
- Remove sealing nut (2) and 

centering piece (3). 
- Pull out upper filter cartridge (4). 
- Unscrew and remove upper guide 

bar (5). 
- Remove connecting piece (6). 
- Remove lower filter cartridge. 
- Lower guide bar (7) remains in 

combined oil separator. 
 

OACシリーズ（図6） 

• サービスフランジ（1）を開きます。

• フィルターカートリッジは2個が上

下に重なってペアになっています。

ペアの数は、OAC14011Aが4ペア、

OAC25112Aが6ペアです。 
 
• 以下の手順でカートリッジペアを順

番に取り外します。 
- シールナット（2）とセンタリン

グピース（3）を外します。 
- 上部フィルターカートリッジ（4）

を引き出します。 
- ネジを外して上部ガイドバー（5）

を取り外します。 
- 接続ピース（6）を取り外します。

- 下部フィルターカートリッジを

取り外します。 
- 下部ガイドバー（7）は複合オイル

セパレーターに残しておきます。 
 

  

  

  

  

1 Service flange 
2 Sealing nut 
3 Centering piece 
4 Filter cartridge 
5 Upper guide bar 
6 Connecting piece 
7 Lower guide bar 

1 サービスフランジ 
2 シールナット 
3 センタリングピース 
4 フィルターカートリッジ 
5 上部ガイドバー 
6 接続ピース 
7 下部ガイドバー 

Fig. 6 OAC series:  
Changing the filter cartridges 

図6 OACシリーズ： 
フィルターカートリッジの交換 
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• Remove other cartridge pairs 
respectively. 

• As soon as the sealing nut (2) and the 
centering piece (3) are removed, the 
respective cartridge pair can be tilt. 

 
• Mount the new cartridges accordingly. 

Tighten sealing nuts (10 Nm). 

 

• Tighten service flange (98 Nm). 

 

 
OAS series (Fig. 7) 

• Drain the oil out of the oil return pipe 
(4). 

• Open flange (1) while collecting the oil.

 
• OAS322 and OAS744: Unscrew the 

filter cartridge (3). OAS1055 .. 
OAS3088: Remove screw (2). 

 
• Pull out the filter cartridge (3) from 

below. 

 

 

 
6.2 Extracting refrigerant 
 
• for repair work at the liquid receivers 

or when decommissioning them 

 
• Pump-off refrigerant as a liquid if 

possible. Dispose of the refrigerant 
properly. 

 

• 残りのカートリッジペアもそれぞれ同

様にして取り外します。 

• シールナット（2）とセンタリングピー

ス（3）を外すと、それぞれカートリッ

ジペアを傾けることができます。 

• 新品のカートリッジを適切に取り付け

ます。シールナットを締め付けます 
(10 Nm）。 

• サービスフランジを締め付けます 
(98 Nm）。 

 
OASシリーズ（図7） 

• オイル戻り管（4）からオイルを排出し

ます。 

• フランジ（1）を開き、残りのオイルを

容器に受けます。 

• OAS322とOAS744：ネジを緩めてフィ

ルターカートリッジ（3）を取り外しま

す。OAS1055～OAS3088：ネジ（2）
を外します。 

• 下からフィルターカートリッジ（3）を

引き出します。 

 

 

6.2 冷媒の抜取り 
 
• 液レシーバーの修理作業を行う場合や

稼動を停止する場合 

• 冷媒はできるだけ液体の状態で抜き

取ってください。冷媒は適切に処理し

てください。 

 
  

Abb. 7 OAS-Serie:
Filterpatrone wechseln

1

2

3

4

1 Flansch
2 Befestigungs-Schraube
3 Filterpatrone
4 Ölrückführ-Leitung

Flange 
Fixing screw 
Filter cartridge 
Oil return pipe 

Fig. 7 OAS series: Changing the 
filter cartridge 

フランジ 
固定ネジ 
フィルターカートリッジ 
オイル戻り管 
 

図7 OASシリーズ：フィルター

カートリッジの交換 
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6.3 Draining the oil
 
• for repair work at the oil separators or 

when decommissioning them 

• Shut-off the refrigerant pipes and oil 
pipes before and behind the oil 
separator. 

 

6.3 オイルの排出 

• オイルセパレーターの修理作業を行う

場合や稼動を停止する場合 

• オイルセパレーターの前後の冷媒配管

とオイル配管を閉じます。 

 
Warning!
Oil separator can be under 
pressure! 
Severe injuries possible. 
Release the pressure in the oil 
separator first! 
Wear safety goggles! 

警告！ 
オイルセパレーターに圧力がか

かっている場合があります。 
重傷を負う危険があります。 
まずオイルセパレーター内の圧力

を抜いてください。 
安全メガネを着用してください。 

Take an oil pan ready. Drain the oil. 
Collect and dispose of it porperly. 
 
 
 
 

6.4 Decommissioning 
 

In the case of damage the pressure 
vessel must be disconnected from the 
refrigeration system and replaced. For 
this purpose the refrigerant and the 
coolant must be removed. 
 

Dispose of contaminated fluids in an 
environmentally friendly way! 
Chlorinated oil is pollutive waste. 

オイルを受ける容器を準備します。オイ

ルを排出します。オイルを容器に受け、

適切に処理します。 
 
 

6.4 稼動停止 
 
圧力容器が損傷した場合は、圧力容器を

冷凍システムから取り外して交換してく

ださい。このためには冷媒とクーラント

を抜き取る必要があります。 
 

汚れたフルードは環境に配慮した方法で

処理してください。 
塩素処理されたオイルは特殊廃棄物です。
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