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1 Safety 

These refrigeration compressors are 
intended for installation in machines 
according to the EC Machines Directive 
2006/42/EC. They may be put to service 
only, if they have been installed in these 
machines according to the existing 
Assembly/Operating Instructions and as 
a whole agree with the corresponding 
provisions of legislation (standards to 
apply: refer to Declaration of 
Manufacturer/of Incorporation).* The 
compressors are in accordance with the 
EC Low Voltage Directive 2005/95/EC 
and the EC Pressure Equipment 
Directive 97/23/EC (Declaration of 
Conformity CE0062*). 
 

Further information see Application 
Manual ESH-130. 

全密閉型コンプレッサー

ORBIT 6 および ORBIT 8 
 
 

 GSD60182VAB 

 GSD80182V(A/W)B～ 
GSD80485V(A/W)B 

 GSD80182V(A/W)R～ 
GSD80485V(A/W)R 
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1 安全性について 

これらの冷凍コンプレッサーは、EC機

械指令2006/42/ECに準拠した機械への

取付けを前提としています。上記のコン

プレッサーが既存の組立/取扱説明書に

基づいてこれらの機械に取り付けられ、

全体が該当する法規定を満たす場合に

限り、コンプレッサーの運転が許可され

ます（適用基準：メーカー/サプライヤー

から提供される関係資料を参照してく

ださい）。* 本シリーズのコンプレッサー

はEC低電圧指令2005/95/ECおよびEC
圧力機器指令97/23/ECに適合しています

(適合証明書CE0062*）。 
 

 

 

詳細についてはアプリケーションマニュ

アルESH-130を参照してください。 

 
 

取扱説明書 
BETRIEBSANLEITUNG 
OPERATING INSTRUCTIONS 

ESB-130-2
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Authorized staff
All work on compressor and refrigeration 
systems shall be carried out only by 
refrigeration personnel which have 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 
コンプレッサーと冷凍システムに関

わるすべての作業は、あらゆる作業に

ついてトレーニングと指導を受けた専

門技術者が必ず実施してください。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。 

These state of the art compressor models 
are designed and built per the most up to 
date regulations. Particular emphasis has 
been placed on the users' safety. 

Current Declarations of Conformity can be 
downloaded from the BITZER web site. 

Retain these Operating Instructions 
during the entire lifetime of the 
compressor. 
 
 

Residual hazards 

Certain residual hazards from the 
compressors are unavoidable. All 
persons working on these units must 
therefore read these Operating 
Instructions carefully!  

All of the following have validity: 
 specific safety regulations and 

standards (e.g. EN 378, EN 60204 and 
EN 60355),  

 generally acknowledged safety 
standards, 

 EU directives, 
 national regulations. 
 
 
 

Safety references 

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

これらの最新式コンプレッサーモデル
は最新の有効な法規に従って設計・製
造されており、特に使用者の安全性が
重視されています。 

最新の適合証明書はBITZERウェブサ
イトからダウンロードできます。 

コンプレッサーの使用期間中は取扱
説明書を手元に大切に保管してくだ
さい。 
 

 

危険性 

コンプレッサーの使用によって、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、コンプレッ
サーユニットに関わる作業を行うス
タッフ全員がこれらの取扱説明書を
熟読してください！ 

次に示すすべての法規・規則を遵守する
必要があります。 
 関係する安全規則および標準 

(EN 378、EN 60204、EN 60355など）
 一般に認められている安全基準 
 EU指令 
 各国の規定 
 
 

 
安全基準 

安全基準は危険を防止するために設
けられています。 
安全のための注意事項は必ず遵守し
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 

 
 
一般的な安全基準 

!
 

Warning!
The compressor is under pressure 
with a holding charge to a pressure 
of 0.5 bar above atmospheric 
pressure. 
Incorrect handling may cause injury 
to skin and eyes. 
Wear safety goggles while working 
on compressor. 
Do not open connections before 
pressure has been released. 

! 警告！ 
コンプレッサーは保護ガスを充

填した状態で納入されます（大気

圧＋0.5 bar）。 
不適切に取り扱うと、皮膚や目に

けがを負うおそれがあります。 
コンプレッサーに関わる作業を行

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。 
 

 
 

 

 

Caution!
During operation surface 
temperatures exceeding 60°C or 
below 0°C can be reached. 
Severe burns and frostbite are 
possible. 
Lock and mark accessible sectors. 
Before working on the compressor: 
Switch off and allow to cool down. 

警戒！ 
運転中は表面温度が60°C以上また

は0°C以下になることがあります。

重度の火傷および凍傷の危険が

あります。 
危険なエリアに人が接近でき

ないように施錠し、危険を示す

マークを付けてください。 
コンプレッサーの作業を行う前

に装置の電源を切り、冷ましてく

ださい。 
    

!! 
 

Attention!
Danger of expanding operation or 
severe compressor damage! 
Operate scroll compressors only in 
the prescribed rotating direction! 

!!
 

注意！ 
膨張運転またはコンプレッサーに

重大な損傷を与えるおそれがあり

ます！ 
スクロールコンプレッサーは必ず規

定の回転方向で運転してください！ 
 

 
 

 

For any work on the compressor after the 
plant has been commissioned: 

プラントの試運転後のコンプレッサー

作業について： 
 

 
 

 

!
 

Warning!
Compressor is under pressure! 
In case of improper handling severe 
injuries are possible. 
Release the pressure in the 
compressor! 
Wear safety goggles! 

! 警告！ 
コンプレッサーには内圧がかかっ

ています。 
不適切に取り扱うと、重傷を負う

危険があります。 
コンプレッサーの内圧を解放して

ください。 
安全メガネを着用してください！
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2 Anwendungsbereiche 2 Application ranges 2 適用範囲 
 

Zulässige Kältemittel 
Permitted refrigerants 
使用が許可される冷媒 

 
R410A 

 

Ölfüllung 
Oil charge 
充填オイル 

 
BITZER BVC32 

 

Einsatzgrenzen 
Application limits 
適用制限 

siehe Prospekt ESP-130 und BITZER Software
see brochure ESP-130 and BITZER Software 

カタログESP-130およびBITZERソフトウェア

を参照してください。 

PS 
ORBIT 6：LP 33.3 bar、HP 45 bar 
ORBIT 8：LP 31 bar、HP 45 bar 

TS 
120°C 

 

 

PS maximum allowable pressure 
 LP: low pressure side 
 HP: high pressure side 
TS max. allowable discharge gas 

temperature (at surface of discharge 
pipe) 

 

Name plate 

The name plate is attached to the 
compressor housing and contains the 
following information: 

PS 最高許容圧力 
 LP：低圧側 
 HP：高圧側 
TS 吐出ガス最高許容温度 

（吐出パイプ表面温度） 
 
銘板 

銘板はコンプレッサーハウジングに取

り付けられており、以下の情報が記載

されています。 
 

45 /31

 
 

3 Mounting
 

3.1 Compressor transport 
 
Transport the compressor either 
screwed on a pallet or lift it using the 
eyebolt (see figure 1). 
 

3.2 Compressor installation 
 
Place of installation 

Install the compressor vertically. 
Maximum permissible inclination: 3° 
For outdoor installation take suitable 
measures to protect compressor 
against corrosion (e.g. by seawater or 
aggressive atmospheres) and low 
ambient temperatures. Consultation 
with BITZER is recommended. 

3 取付け 
 

3.1 コンプレッサーの搬送 
 
コンプレッサーを搬送するには、パレッ

トにボルト止めするか、もしくはアイ

ボルトを使用して持ち上げます（図1
を参照）。 

3.2 コンプレッサーの取付け 
 
設置場所 

コンプレッサーは垂直に設置します。 
最大許容傾斜角は3°です。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、BITZERにご

相談ください。 
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Anti-vibration mountings

In order to reduce sound and vibration 
transmitted to the surrounding 
structure, it is recommended that all 
compressors be mounted using 
vibration dampers. The package 
consists of four rubber elements, 
washers and mounting sleeves each. 
 
Different vibration dampers are 
available for different applications: 
 
 

ORBIT 6 

 Type I (37002002) 
- Single compressor 
- Mounting height: 19,1 mm 

 Type II (37002102) 
- Tandem and Trio units:  

use two packages for Tandems 
and three packages fo Trios 

- Mounting height: 30 mm 
 
ORBIT 8 

 Type I (37002001) 
- Single compressor 
- Mounting height: 31 mm 

 Type II (37002101) 
- Tandem and Trio units:  

use two packages for Tandems 
and three packages fo Trios 

- Mounting height: 50 mm 
 

Mounting 

The mounting of the vibration dampers 
is shown in figure 12. The screws 
should only be tightened until slight 
deformation is just visible (23 Nm). 

防振ゴム 

周囲の構造物に動作音と振動が伝播し

ないよう、コンプレッサーは全モデル

とも防振ゴムを介して取り付けること

を推奨します。パッケージにはラバーエ

レメント、ワッシャー、取付けスリーブ

各4個が含まれています。 
 
用途別に2種類の防振ゴムが用意され

ています。 
 
 

ORBIT 6 

 型式I（37002002） 
- 単体コンプレッサー用 
- 取付け高さ：19.1 mm 

 型式II（37002102） 
- タンデム/トリオユニット用： 
タンデムでは2個、トリオでは 
3個のパッケージを使用 

- 取付け高さ：30 mm 
 

ORBIT 8 

 型式I（37002001） 
- 単体コンプレッサー用 
- 取付け高さ：31 mm 

 型式II（37002101） 
- タンデム/トリオユニット用： 
タンデムでは2個、トリオでは 
3個のパッケージを使用 

- 取付け高さ：50 mm 
 

取付け 

防振ゴムの取付け方法を図12に示します。

ネジは、わずかに変形するまで締め付

けます（23 Nm）。 

 

ORBIT 6 ORBIT 8

 
 
Abb. 1  Verdichter anheben Fig. 1  Lifting the compressor 図 1  コンプレッサーの吊り上げ
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For compound compressor units, the 
compressors must be mounted solid 
(without vibration dampers) on the fixing 
rails. Mount the vibration dampers below 
the fixing rails. 

並列運転ユニットの場合はコンプレッ

サーを固定レールに直付けし（防振ゴ

ム無し）、固定レールの下に防振ゴム

を取り付けます。 

!! 
 

Attention!
Do not mount the compressor solidly 
onto the heat exchanger. 
Damage of the heat exchanger is 
possible (vibration fractures). 

!!
 

注意！ 
コンプレッサーを熱交換器上に固

定して取り付けないでください。
熱交換器が損傷するおそれがあり
ます（振動破損）。 

Mounting of discharge line and suction line: 
 Mount compressors either flexible on 

damper elements or rigid. In this 
position (operating mode) suction and 
discharge tubes must be connected 
stress-free. Discharge line should lead 
downwards. 

 

吐出側および吸入側配管の取付け 
 コンプレッサーは防振ゴムを介して

柔軟に取り付けるか、固定して取り

付けてください。運転時に吸入管お

よび吐出管に無理な力がかから

ないように設置する必要があり

ます。吐出ラインは下向きにレイア

ウトします。 
 

3.3 Pipe line connections 3.3 配管の接続 

!
 

Warning!
Compressor is under pressure with 
holding charge. 
Injury of skin and eyes possible. 
Wear safety goggles while working 
on compressor. 
Do not open connections before 
pressure has been released. 
Use Schrader valve at high pressure 
connection (pos. 2, page 9) to 
release the pressure in the 
compressor. 

! 警告！ 
コンプレッサーには内圧がかかっ

ています。 
皮膚や目にけがを負うおそれがあ

りますので、コンプレッサーに関

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。 
コンプレッサーの内圧を抜くに

は、高圧接続口のシュレーダー弁

を使用してください（9ページの

番号2）。 
 

 

 

 

 

Ø10

 
 

Abb.  2 Schwingungsdämpfer 
 Typ I für Einzelverdichter 
 Typ II: für Tandems und Trios 

Fig. 2  Anti-vibration mounting 
 Type I for single compressors 
 Type II for Tandems and Trios 

図2  防振ゴム 
 型式I：単体コンプレッサー用 
 型式 II：タンデム/トリオユニット用 

タイプ I タイプ II
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!! 
 

Attention!
Absolutely avoid the introduction of 
air into the compressor! 
The compressor should remain 
closed until evacuating. 

!!
 

注意！ 
空気をコンプレッサー内に絶対に

吸入しないようにしてください！ 
圧力が抜けるまで、コンプレッサー

は閉じておいてください。 

Pipe connections 

The compressors are equipped with direct 
brazing connections (version B) or 
threaded connector ends that take either 
brazing tube adaptors or rotalock shut-off 
valves (ORBIT 8 only). 
 
The pipe connections are designed to 
accept tubes with standard inch 
dimensions. Solder connections have 
stepped diameters. According to the size 
the tube can be pushed more or less into 
the fitting. 

配管の接続 

コンプレッサーには直接ろう付けした接

続口（バージョンB）、またはネジ式接続

端が付いており、これにチューブアダプ

ターまたはロータロックシャットオフバ

ルブをろう付けします（ORBIT 8のみ）。 
 
配管の接続口は、標準のインチ寸法の
管が挿入できるように設計されてい
ます。はんだ接続部は段付き径になっ
ています。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。 

!! 
 

Attention!
Do not overheat the valves! 
Dismantle pipe connections for 
brazing! 
Cool valves and brazing adaptors 
even afterwards! 
Max. brazing temperature 700°C. 

!!
 

注意！ 
バルブが過熱しないようにしてく

ださい！ 
ろう付け時は配管接続口を取り外

してください！ 
その後も弁とろう付けアダプター

を冷ましてください！ 
ろう付け温度は700°C以下です。

Pipe lines 

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

metal chips, rust, and phosphate 
coatings) and 

 which are delivered with an air tight seal. 

 

 

Pipelines should be laid out so that the 
compressor cannot be flooded with oil or 
liquid refrigerant during standstill. 
 

配管 

チューブやその他の部品は以下のも

のを使用してください。 
 内部が清潔で乾燥している（スラ

グ、削り屑、錆、リン酸塩層などが

ないこと） 
 気密状態で納品されている 

 

運転停止中にコンプレッサーがオイル

または液冷媒で溢れないように配

管する必要があります。 

!! 
 

Attention!
Plants with longer pipe lines or if 
soldered without protection gas: 
Install cleaning suction side filter 
(mesh size < 25 µm). 

!!
 

注意！ 
配管が長いプラントの場合、また

は保護ガスなしではんだ付けを

行った場合、吸入側にクリーニン

グフィルター（メッシュサイズ

25µm以下）を取り付けます。 
      

 
 

!! 
 

Attention!
Compressor damage possible! 
Generously sized high quality filter 
driers must be used to ensure a high 
degree of dehydration and to main 
tainthe chemical stability of the 
system (molecular sieves with 
specially adjusted pore size). 

!!
 

注意！ 
コンプレッサーが損傷するおそれ

があります！ 
高い乾燥度とシステムの化学的な

安定性を保つために、十分なサイ

ズの高品質フィルターを使用して

ください（特別に調整された細孔

サイズのモレキュラーシーブ）。
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Anschlüsse Connections 接続 
 

GSD60182VAB

5
7/16''-20 UNF

4
1 1/14''-12 UNF

SL DL

     6 TIBRO

Anschluss-Positionen

4 Schauglas
5 Ölservice-Anschluss

DL Druckgas-Leitung
SL Sauggas-Leitung

 

Connection positions

  4  Sight glass 
  5  Oil service connection 
 

DL  Discharge gas line 
SL  Suction gas line 

接続位置 

  4  サイトグラス 

  5  オイルサービス接続口 

 
DL  吐出ガス配管 

SL  吸入ガス配管 

ORBIT 6 ORBIT 6
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Anschlüsse Connections 接続 
 

SL 2 (HP)
7/16''-20 UNF

DL

4
1 3/4''-12 UNF

5
7/16''-20 UNF

GSD80182V(A/W)B & GSD80235V(A/W)B

SL 2 (HP) DL

4
1 3/4''-12 UNF

5
7/16''-20 UNF

7/16''-20 UNF

GSD80295V(A/W)B .. GSD80485V(A/W)B

ORBIT 8 
mit Direkt-Lötanschlüssen

Anschluss-Positionen

2 Hochdruck (HP) oder Druckgas-
Temperaturfühler (Schrader) *

4 Schauglas
5 Ölservice-Anschluss

DL Druckgas-Leitung
SL Sauggas-Leitung

* Warnung!
Bei Anschluss eines
Hochdruckwächters oder
eines Druckgas-Temperatur -
fühlers Schrader-Einsatz 
entfernen!

!

 

ORBIT 8
with direct brazing connections

ORBIT 8 
直接ろう付け接続口付き 

Connection positions

  2  High pressure (HP) or discharge gas 
temperature sensor (Schrader) * 

  4  Sight glass 

  5  Oil service connection 

 

DL  Discharge gas line 
SL  Suction gas line 

接続位置 

  2  高圧（HP）または吐出ガス温度 
センサー（シュレーダー）* 

  4  サイトグラス 

  5  オイルサービス接続口 
 

DL  吐出ガス配管 

SL  吸入ガス配管 

* Warning!
Remove Schrader insert when 
installing a high pressure limiter 
or a discharge gas temperature 
sensor! 

* 警告！ 
高圧リミッターまたは吐出ガス
温度センサーを取り付ける場合
は、シュレーダーインサートを
取り外してください！ 

! !
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Anschlüsse Connections 接続 
 

SL 2 (HP)
7/16''-20 UNF

DL

4
1 3/4''-12 UNF

5
7/16''-20 UNF

1 (HP)
7/16''-20 UNF

3 (LP)
7/16''-20 UNF

SL 2 (HP)
7/16''-20 UNF

DL

4
1 3/4''-12 UNF

5
7/16''-20 UNF

1 (HP)
7/16''-20 UNF

3 (LP)
7/16''-20 UNF

GSD80295V(A/W)R .. GSD80485V(A/W)R

ORBIT 8 
mit Rotalock-Anschlüssen

Anschluss-Positionen

1 Hochdruck-Anschluss (HP)
2 Anschluss für Druckgas-

Temperaturfühler (Schrader) *
3 Niederdruck-Anschluss (LP)
4 Schauglas
5 Ölservice-Anschluss

DL Druckgas-Leitung
SL Sauggas-Leitung

* Bei Anschluss eines
Druckgas-Temperaturfühlers
Schrader-Einsatz entfernen!

GSD80182V(A/W)R & GSD80235V(A/W)R

 

ORBIT 8 
with Rotalock connections 

ORBIT 8
ロータロック接続口付き 

Connection positions

  1  High pressure connection (HP) 

  2  Discharge gas temperature sensor 
connection (Schrader) * 

  3  Low pressure connection (LP) 

  4  Sight glass 

  5  Oil service connection 

 

DL  Discharge gas line 

SL  Suction gas line 

* Remove Schrader insert when 
installing a discharge gas 
temperature sensor! 

接続位置 

  1  高圧接続口（HP） 

  2  吐出ガス温度センサー（シュレーダー）*

  3  低圧接続口（LP） 

  4  サイトグラス 

  5  オイルサービス接続口 

 

DL  吐出ガス配管 

SL  吸入ガス配管 

* 吐出ガス温度センサーを取り
付ける場合は、シュレーダーイン
サートを取り外してください！ 
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Anschlüsse Connections 接続 
 

SLDL5465

2 (HP)

87

#1

#2

#3

SLDL7854

2 (HP)

9 65

#1

#2

ORBIT 6 und ORBIT 8 
Tandem-Einheit (Beispiel)

Anschluss-Positionen

2 Anschluss für Druckgas -
Temperaturfühler (HP)

4 Schauglas
5 Ölservice-Anschluss
6 Ölausgleichsleitung
7 Montageposition für 

Schwingungsdämpfer 
8 Montageposition für Tandem- und

Trio-Befestigungsschienen
9 Gasflussbegrenzer

(nur bei ungleichen Tandems)

DL Druckgas-Leitung
SL Sauggas-Leitung

ORBIT 6 und ORBIT 8 
Trio-Einheit (Beispiel)

 

ORBIT 6 and ORBIT 8
Tandem assembly (example) 

ORBIT 6およびORBIT 8 
タンデムアセンブリー（例） 

ORBIT 6 and ORBIT 8
Trio assembly (example) 

ORBIT 6およびORBIT 8 
トリオアセンブリー（例） 

Connection positions

  2  Discharge gas temperature 
sensor connection (HP) 

  4  Sight glass 

  5  Oil service connection 

  6  Oil equalizing line 

  7  Mounting position for vibration 
dampers 

  8  Mounting position for Tandem and 
Trio fixing rails 

  9  Gas flow restrictor (washer only 
with uneven Tandems) 

 

DL  Discharge gas line 

SL  Suction gas line 

接続位置 

  2  吐出ガス温度センサー 
接続口（HP） 

  4  サイトグラス 

  5  オイルサービス接続口 

  6  均油管 

  7  防振ゴム取付け位置 

  8  タンデム/トリオユニットの固

定レール取付け位置 

  9  ガス流制御器（非並列タンデム

ユニットの場合のみ） 
 

DL  吐出ガス配管 

SL  吸入ガス配管 
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4 Electrical connection
 

4.1 General recommendations 

Compressor and electrical accessories 
are in accordance with the EC Low 
Voltage Directive 2005/95/EC. 

The electrical installation is to be carried 
out according to the wiring diagram in the 
terminal box. Observe the safety 
standards EN 60204, EN 60335 and 
national safety regulations. 

4 電気接続 
 

4.1 一般推奨事項 

コンプレッサーと電気アクセサリー

は、EC低電圧指令2005/95/ECに準拠

しています。 

電気系統は端子ボックス内の配線図

に従って取り付けてください。また、

安全基準EN 60204、EN 60335および

各国の安全規定を遵守してください。

!! 
 

Attention!
Danger of short circuit caused by 
condensing water in the terminal box! 
Use standard cable bushings only 
and ensure proper sealing when 
mounting. 

!!
 

注意！ 
端子ボックス内に水分が溜まる

と、ショートする危険があります。

ケーブルブッシュは必ず標準品

を使用し、取付け時には密閉され

ていることを確認してください。

Check to confirm that electrical cable 
connections are tight. 
 
For specifications of motor contactors, 
cables and fuses: 

ケーブルの電気配線に緩みがないこ

とを確認してください。 
 
モーターコンタクター、ケーブル、

ヒューズの仕様について： 

!! 
 

Attention!
Maximum operating current or max. 
power consumption of the motor 
should be the base. 
See name plate. 
Contactor selection: 
according to operational category 
AC3. 

!!
 

注意！ 
モーターの最大作動電流または

最大電力消費を基準にしてくだ

さい。 
銘板を確認してください。 
コンタクターの選択： 
使用カテゴリーAC3に準拠 

Compare name plate values for voltage 
and frequency with those of the power 
supply. Motor may only be connected if 
values are identical. 

銘板に記されている電圧/周波数と、電

源の電圧/周波数を比較してください。

両者が一致する場合にのみモーターを

接続することができます。 

 
 

!! 
 

Attention!
Danger of severe compressor 
damage! 
Operate scroll compressors only in 
the prescribed rotating direction! 
Wire connections according to 
electric diagram. Network sense of 
rotation clockwise. 

 
 

!!
 

注意！ 
コンプレッサーが重大な損傷を受

けるおそれがあります！ 
スクロールコンプレッサーは必

ず規定の回転方向で運転してく

ださい！ 
接続は配線図に従って行ってく

ださい。回転磁界は右回りです。

High voltage test 

Every compressor has been high-voltage 
tested in the factory according to EN 
60034-1 or UL984 with UL versions. 

高電圧テスト 

各コンプレッサーは、すでに工場でEN 
60034-1またはUL984（UL仕様の場合）

に準拠して高電圧テストが実施され

ています。 
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!! 
 

Attention!
Danger of insulation damage and 
motor burn-out! 
Do not at all repeat the high-voltage 
test in the same way! 

!!
 

注意！ 
絶縁材の損傷およびモーター焼

損のおそれがあります！ 
同じ方法で高電圧テストを繰り返

さないでください！ 

However testing with reduced voltage is 
possible (e. g. 1000 V). Among others this 
restriction is due to the impact of oil and 
refrigerant on the dielectric strength. 

ただし、電圧を下げてテストを実施で

きます（1000 Vなど）。このような

制限が設けられているのは、特に絶縁

耐力に対してオイルと冷媒が影響を

及ぼすからです。 

 

When using a Softstarter or a 
frequency inverter, please contact 
BITZER. 

 

ソフトスターターまたは周波数

インバーターを使用する場合は、

必ずBITZERにお問い合わせくだ

さい。 

4.2 Protection devices 
 
The compressors are equipped with the 
protection device SE-B3 as standard. 

Connect protection devices according to 
schematic wiring diagram in terminal box. 

4.2 保護デバイス 
 

コンプレッサーには保護デバイス

SE-B3が標準装備されています。 

端子ボックスの配線図に従って保護

デバイスを接続してください。 

 
 

!! 
 

Attention!
Possible failure of motor and motor 
protection device! 
Never apply power or control voltage 
to terminals B1-B2 at protection 
device and respective terminals at 
compressor as well as orange leads 
at protection device. 

 
 

!!
 

注意！ 
モーターとモーター保護デバイス

が故障するおそれがあります！ 
保護デバイスの端子B1/B2とコン

プレッサーの対応する端子、およ

び保護デバイスのオレンジ色の

リード線に電源電圧または制御

電圧を印加しないでください。 

4.3 Discharge gas tem per a ture sensor 
(option) 

 Remove Schrader insert and fit sensor 
in HP connection (pos. 2, pages 9, 10). 

 ORBIT 6: Install discharge gas 
temperature sensor in discharge line 
after it has been brazed to the 
compressor. 

 The sensor cable should be connected 
in series with the motor PTC sensors 
(see wiring diagram). 

 Cut-off temperature: 140°C (measured 
in gas flow) 

4.3 吐出ガス温度センサー 
(オプション） 

 シュレーダーインサートを取り外し、

センサーをHP接続口に取り付けてく

ださい（9および10ページの番号2）。

 ORBIT 6：吐出ラインをコンプレッ

サーにろう付けした後に、吐出ガス

温度センサーを吐出ラインに取り

付けます。 

 センサーケーブルはモーターPTC
センサーと直列に接続する必要が

あります（配線図を参照）。 

 カットオフ温度：140°C（ガス流中

での測定値） 

!! 
 

Attention!
When operating near the application 
limits, a discharge gas temperature 
sensor is required! 

!!
 

注意！ 
適用制限近くで運転する場合は、

吐出ガス温度センサーを取り付け

てください！ 
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4.4 Pressure limiters (HP & LP)

are necessary in order to limit the 
operating range of the compressor to 
avoid inadmissible operating conditions. 

Pressure limiters (cutout switches) may 
never be connected to the service 
connections of the shut-off valves! 

For connection positions see pages 8-10. 

Switch-on and cut-out pressure setpoints 
must be verified prior to system operation. 

For a safe compressor operation the 
lowest setpoint of the low pressure switch 
may be selected only slightly outside the 
compressor's application range. 

 

 

 

 

4.5 Setpoints 

Low pressure limiter: min. 2.4 bar 
High pressure limiter: max. 42 bar 
 
In special applications, e.g. heat pumps, it 
may happen that the low pressure drops 
under 2,4 bar for a short period. In order 
to avoid an unnecessary low pressure 
switch cutout, a second lower pressure 
setpoint and a time limit can be used. 

 

 

Second low pressure setpoint 
Min. 1,0 bar(g) 
The compressor may operate below 2,4 
bar (g) for a maximum time delay of 60 
seconds. 

The time delay of 60 seconds and the 
reduced low pressure setpoint should be 
activated only during the first compressor 
start or when switching from heating to 
defrost and back. 

4.4 圧力リミッター（HP & LP） 

許容範囲外の条件での運転を避けるた

め、コンプレッサーの運転範囲を制

限する場合には圧力リミッターが必要

となります。 

圧力リミッター（カットアウトスイッ

チ）を決してシャットオフバルブのサー

ビス接続口に接続しないでください。 

接続口の位置については8～10ページ

を参照してください。 

システムを稼働させる前に、スイッチ

オン/カットアウト圧力のセットポイン

トを確認してください。 

コンプレッサーを安全に運転できる

よう、低圧スイッチの最低セットポ

イントをコンプレッサーの適用範囲

の少し外側に設定してください。 

 
 
 

4.5 セットポイント 

低圧リミッター：2.4 bar以上 
高圧リミッター：42 bar以下 
 
ヒートポンプなどの特別な用途の場

合、低圧が短時間2.4 bar以下に低

下することがあります。低圧による不

必要なカットアウトを防ぐため、別の

低圧セットポイントと時間制限を使

用することができます。 

 
 
別の低圧セットポイント 
1.0 bar（g）以上 
コンプレッサーは、最大60秒の遅延時

間で2.4 bar（g）以下で運転すること

ができます。 

60秒の遅延時間と引き下げられた低

圧セットポイントは、最初のコンプ

レッサー起動時、または加熱からデフ

ロスト（またその逆）への切換え時に

のみ有効にしてください。 

 

When using a discharge gas 
temperature sensor, the high 
pressure connection (pos. 2, page 9) 
may be used for the high pressure 
limiter. 
Therefore, remove mounted 
Schrader valve and replace it by a 
suitable adapter. 

 

吐出ガス温度センサーを使

用する場合、高圧接続口（9ペー

ジ、番号2）に高圧リミッターを

接続できます。 
そのためにシュレーダー弁を取

り外し、代わりに適切なアダプ

ターを取り付けてください。 
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4.6 Crankcase heater (option)

ensures the lubricity of the oil even after 
long standstill periods. It prevents 
increased refrigerant solution in the oil 
and therefore a reduction of the viscosity. 

The crankcase heater must be energized 
during standstill for 
 outdoor installation of the compressor 
 long shut-off periods 
 high refrigerant charge 
 danger of refrigerant condensation into 

the compressor 
 
 

 

5 Commissioning 
 

The compressor is already thoroughly 
dehydrated, tested for leaks and under 
pressure with holding charge (N2). 

4.6 クランクケースヒーター（オプション）

クランクケースヒーターは、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。 

以下の場合には、コンプレッサーの停

止中にクランクケースヒーターを作動

させてください。 
 コンプレッサーを屋外に設置し

ている場合 
 長期間停止する場合 
 冷媒充填量が多い場合 
 コンプレッサー内で冷媒濃縮の可

能性がある場合 

5 試運転 
 

コンプレッサーは、すでに完全に脱水
され、漏れテストを実施し、充填ガス
(N2）が封入された状態となってい
ます。 

!! 
 

Attention!
Test the strength pressure and the 
tightness of the entire plant 
preferably with dry nitrogen (N2). 
Compressor must not be included 
when using dried air – keep the 
shut-off valves closed. 

!!
 

注意！ 
全システムの耐圧強度と気密性
を、できれば乾燥窒素（N2）で
テストしてください。 
乾燥空気を使用する場合は、コン
プレッサーを回路から外します
(シャットオフバルブは閉じたま
まにしてください）。 

    

 

Danger!
By no means the compressor may 
be pressure tested with oxygen or 
other industrial gases! 

 

危険！ 
コンプレッサーの耐圧テストに、

酸素またはその他の工業ガスは

決して使用しないでください。 
    

!
 

Warning!
Never add refrigerant to the test gas 
(N2 or air) – e. g. as leak indicator. 
Critical shift of the refrigerant 
ignition limit with high pressure 
possible! 
Environmental pollution with 
leakage or when deflating! 

!
 

警告！ 
テストガス（N2または空気）に、

漏れ検出などの目的で決して冷

媒を加えないでください。 
高圧がかかると、冷媒の点火温度が

急激に変わるおそれがあります。 
冷媒が漏れたり周囲に放出する

と、環境汚染の原因となります。

 

5.1 Strength pressure test 

Test the refrigerant circuit (assembly) 
according to EN 378-2 (or valid equivalent 
safety standards). Compressor has 
already been tested in the factory for 
strength pressure. Therefore a tightness 
test (chap. 5.3) is sufficient. 

However, if the whole assembly is tested 
for strength pressure: 

5.1 耐圧強度テスト 

冷媒回路（アセンブリー）テストはEN 
378-2（または同等の安全規格）に従っ

て実施します。コンプレッサーはすで

に工場で耐圧強度テストが実施され

ていますので、気密試験（5.3章）をさ

らに実施する必要はありません。 

ただし、アセンブリー全体の耐圧強度を

テストする場合には次のことに注意

してください。 
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Danger!
Test pressure must not exceed the 
maximum operating pressures 
indicated on the name plate! 
If necessary leave the shut-off 
valves closed! 

危険！ 
テスト圧が銘板に記されている

最高運転圧を超えないようにし

てください！ 
必要な場合には、シャットオフバル

ブは閉じたままにしてください。 

5.2 Tightness test 

Evaluate tightness of the entire refrigerant 
circuit (assembly) or parts of it – 
according to EN 378-2 (or valid equivalent 
safety standards) by using preferably an 
overpressure of dry nitrogen. 

5.2 気密試験 

EN 378-2（または有効な同等の安全基

準）に基づいて、できれば乾燥窒素で

超過圧することで冷媒全体またはその

一部の気密性を点検してください。 

 

Danger!
Test pressures and safety 
references see chapter 5.1. 

危険！ 
テスト圧と安全のための注意事項に

ついては5.1章を参照してください。 

5.3 Evacuation 

Open shut-off 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. 

5.3 真空引き 

シャットオフバルブを開きます。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。 

 
 

!! 
 

Attention!
Danger of motor and compressor 
damage! 
Do not start compressor under 
vacuum! 
Do not apply any voltage – not even 
for test purposes! 

 
 

!!
 

注意！ 
モーターとコンプレッサーが損

傷するおそれがあります！ 
コンプレッサーを真空下で起動

しないでください！ 
テストのためであっても、決して

電圧をかけないでください！ 

5.4 Charging refrigerant 

Charge only permitted refrigerants (see 
chapter 2). 

 Before refrigerant is charged: 
- Energize the crankcase heater if one 

is installed. 
- 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. 

 Before starting the system must be 
pre-charged so far that operation 
within the application limits is possible.  

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： 
- クランクケースヒーターが取り付

けられている場合は作動させます。

- 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

発器を使用する場合も同様に蒸発

器に充填してください。 

 適用制限内で運転できるよう、起

動する前にシステムに冷媒をあら

かじめ充填しておいてください。 
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In order to add refrigerant, an 
operation close to the low pressure 
switch cut out point is possible over a 
short time with condensing 
temperatures under 25°C. During the 
refrigerant suction process the time 
delay of the low pressure switch may 
only be activated once. After the low 
pressure switch has responed, the 
refrigerant charge must be completed 
so the next compressor start can take 
place without another low pressure 
switch off. 

 Open suction and discharge valves. 

 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". 

 

冷媒を追加するために、低圧カット

アウトポイント付近で凝縮温度

25°C以下のときに短時間運転する

ことができます。冷媒吸入プロセス

中、低圧スイッチの遅延時間は1回
だけ有効にすることができ、低圧ス

イッチが応答した後は次回のコン

プレッサー起動を低圧カットオフ

なしで実行できるよう、冷媒を充

填する必要があります。 

 吸入側と吐出側の弁を開きます。 

 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

ば蒸発器の入口から充填してくだ

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。 

If liquid is charged: 液体が充填されている場合： 

!! 
 

Attention!
Danger of wet operation!  
Charge small amounts at a time! 
Keep the discharge temperature at 
least 30 K above condensing 
temperature. 

!!
 

注意！ 
液運転すると危険です！ 
冷媒は少量ずつ充填してください。 
吐出温度は凝縮温度より30 K以上

高くなるよう保ってください。 
    

 

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

危険！ 
過度の油圧がかかると、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！ 
 

 

 

 

!! 
 

Attention!
Insufficient refrigerant causes low 
suction pressure and high 
superheating (observe operating 
limits!). 

!!
 

注意！ 
冷媒が不足すると、吸入圧力低下と

過熱度上昇の原因となります（運転

制限に注意してください！）。 

5.5 Checks before starting 

 Oil temperature (min. 10 K above 
ambient temperature resp. suction side 
saturation temperature) 

 Oil level 
(within sight glass range) 

 Setting and function of safety and 
protection devices 

 Setting of time relays 

5.5 起動前の点検 

 油温（外気温または吸入側飽和温度

より約10 K高いこと） 

 オイルレベル 
(サイトグラスの範囲内） 

 安全および保護デバイスの設定と

機能 

 遅延時間の設定 
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 Cut-out pressures of the high- and 
low-pressure limiters 

 Are the shut-off valves  

 高圧および低圧リミッターのカット

アウト圧力 
 シャットオフバルブが開いているか

 

During the running-in period scroll 
compressors show an increase in 
performance. In case of 
performance tests of ORBIT 8 
scrolls a running-in period must be 
considered. See BITZER Software 
for details. 

 

スクロールコンプレッサーは慣ら

し運転中に性能が向上します。そ

のため、ORBIT 8の性能テストで

は慣らし運転期間を考慮する必要

があります。詳しくはBITZERのソ

フトウェアを参照してください。 
  

!! 
 

Attention!
Danger of severe motor and 
compressor damage! 
Scroll compressors can cause a 
high-vacuum in case of lack of 
refrigerant or failures of liquid 
injection into the evaporator. 
Before commissioning set low 
pressure limiter correctly and check 
its function. 

!!
 

注意！ 
モーターとコンプレッサーに重

大な損傷を与えるおそれがあり

ます！ 
スクロールコンプレッサーでは、

冷媒の不足または蒸発器への液

インジェクションの故障のため、

高真空が発生する場合があります。

試運転前に低圧リミッターを正

しく設定し、正常に機能すること

を確かめてください。 
 

When exchanging a compressor: 

 

コンプレッサーを交換する場合： 
 
 

!! 
 

Attention!
Oil is already in the system. 
Therefore it may be necessary to 
drain a part of the oil charge. 
If there are large quantities of oil in 
the circuit (possibly from a preceding 
compressor failure), there is also a 
risk of liquid slugging at start. 
Adjust oil level within the sight glass 
range! 

 
 

!!
 

注意！ 
装置にはすでにオイルが注入され

ています。 
そのため、オイルを一部抜き取らな

くてはならない場合があります。 
回路内のオイル量が多い場合（お

そらく以前のコンプレッサーの

損傷が原因）、起動時に液バック

が発生する可能性があります。 
オイルレベルをサイトグラスの

範囲内に調整してください！ 

5.6 Start-up procedure 
 
Checking the rotating direction 

5.6 起動手順 
 
回転方向の点検 

!! 
 

Attention!
Danger of severe compressor 
damage! 
Operate scroll compressors only in 
the prescribed rotating direction! 

 
 

!!
 

注意！ 
コンプレッサーが重大な損傷を

受けるおそれがあります！ 
スクロールコンプレッサーは必

ず規定の回転方向で運転してく

ださい！ 

Phase sequence test with mounted 
suction shut-off valve 

 Connect a gauge to the suction 
shut-off valve. 
Close the spindle and then open one 
turn. 

 Start the compressor only for a few 
seconds. 

 Correct rotating direction:  
Suction pressure drops immediately. 

吸入シャットオフバルブを取り付けた

状態での回転方向テスト 

 圧力計を吸入シャットオフバルブ

に接続します。 
スピンドルを閉じ、それから1回転

開きます。 

 コンプレッサーを短時間だけ起動し

ます。 

 回転方向が正しい場合： 
吸入側の圧力が直ちに低下します。
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Phase sequence test without suction 
shut-off valve 

 Close the solenoid valve (evaporator). 

 Start the compressor for a few seconds 
only. 

 Considerably less changes in pressure 
as with choked suction shutoff valve. 

 Correct rotating direction:  
Suction pressure drops. 

 Wrong rotating direction:  
Pressure remains constant. If the 
protection device SE-B3 is installed, it 
shuts off the compressor.  
Change over two phases at the 
terminals of the common supply line. 

 

 

Lubrication / oil check 

Check compressor lubrication during 
stable operation after starting. 

 Oil level at 1/4 to 3/4 of sight glass 
(check again within first operation 
hours). 

 Use only BITZER BVE32 PVE oil! 
 
 
 
 
If larger quantities of oil must be added: 

吸入シャットオフバルブなしの位相順

序テスト 

 電磁弁（蒸発器）を閉じます。 

 コンプレッサーを短時間だけ起動し

ます。 

 吸入シャットオフバルブが絞られた場

合、圧力変化は著しく小さくなります。

 回転方向が正しい場合： 
吸入側の圧力が低下します。 

 回転方向が正しくない場合： 
圧力が変化しません。保護デバイス

SE-B3を取り付けている場合、これが

機能してコンプレッサーをシャット

オフします。 
共通の供給ラインの接続端子の極

性を変更してください。 

潤滑/オイル点検 

起動後、動作が安定した後にコンプ

レッサーの潤滑を点検してください。

 オイルレベルがサイトグラスの下

から1/4～3/4の範囲内にあること

(起動から数時間以内に再度点

検すること） 

 必ずBITZER BVE32 PVEオイルを

使用してください！ 
 

比較的多量のオイルを補充する必要

がある場合： 

!! 
 

Attention!
Danger of liquid slugging!  
Check the oil return. 

!!
 

注意！ 
液バックが発生するおそれがあり

ます。 
オイル戻りを点検してください。

Setting the high and low pressure 
limiters (HP & LP) 

Verify proper switch-on and cut-out 
pressures by experiment. 
Setpoints see chapter 4.2. 

高圧および低圧リミッター（HP & LP）
の設定 

テストを行い、カットインおよびカット

アウト圧力を適切に点検してください。

セットポイントは4.2章を参照してく

ださい。 
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Checking the operating data

 Evaporating temperature 
 Suction gas temperature 
 Condensing temperature 
 Discharge gas temperature max. 

120°C at surface of discharge gas pipe 
 Oil temperature 
 Current data 
 Voltage 
 

Prepare data protocol. 

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 

吐出ガス配管表面で120°C以下 
 油温 
 電流データ 
 電圧 
 

データプロコトルを用意してください。

!! 
 

Attention!
Danger of severe compressor 
damage! 
The following requirements must be 
ensured by the control logic: 

!!
 

注意！ 
コンプレッサーが重大な損傷を

受けるおそれがあります！ 
以下の要求事項を制御ロジックで

確実に満たすようにしてください。

 Maximum cycling rate 6-8 starts per 
hour! 

 Recommended minimum operating 
time: 3 minutes! 

 
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. 

 最大許容サイクル率：1時間に6～8
回起動！ 

 推奨最短運転時間：3分！ 
 
 
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 refrigerant 
leakage at compressor, piping and 
other components of the plant 
possible!  
Avoid strong vibrations! 

!!
 

注意！ 
配管の破損やコンプレッサーと

その他のプラントコンポーネント

に冷媒漏れが生じるおそれがあ

ります。 
強い振動が加わらないようにし

てください。 
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Special recommendations for safe 
compressor and plant operation 

Analyses shows that the vast majority of 
compressor failures occur due to 
inadmissible operating modes. This is 
especially true for failures deriving from 
lack of lubrication: 

 Expansion valve operation – pay 
attention to the manufacturer’s 
guidelines! 
- Correct position and fixation of the 

temperature bulb at the suction line. 
When using a heat exchanger, place 
bulb behind evaporator, as usual – in 
no case behind the internal heat 
exchanger if there is one. 

- Sufficient superheat. 
- Stable operation at all operating and 

load conditions (also part load, 
summer / winter operation). 

- Bubble-free refrigerant at expansion 
valve. 

 Avoid refrigerant migration (high 
pressure to low pressure side) during 
longer shut-off periods. 
- Install external check valve into 

pressure line. 
- Install solenoid valve into liquid line. 
- Pump down system (especially if 

evaporator can get warmer than 
suction line). Observe low pressure 
limits in chapter 4.5. 

- Automatic sequence change for 
plants with several refrigerant circuits. 

- An oil heater is generally 
recommended, but must be used in 
the following applications and under 
the following conditions: 
Systems containing charged amounts 
of refrigerant above 13.5 kg (30 lbs), 
systems equipped with reverse cycle 
(e.g. hot gas defrosting), outdoor 
installation and in cases in which the 
compressor can become colder than 
other system components, split 
systems with branched pipe work or 
remote header. 

コンプレッサーおよびプラントの安全

運転ための特別な推奨事項 

分析によると、コンプレッサー故障の

大部分が、許可されていない運転モー

ドの選択が原因で発生しています。こ

れに特に該当するのが、潤滑油不足に

よる損傷です。 

 膨張弁の機能 – メーカーの指針に

注意してください！ 
-  吸入配管の温度表示用電球は正

しい位置に適切に取り付けてく

ださい。熱交換器が使用され

ている場合、センサーは通常通り

蒸発器の下流側に配置します  – 
内部熱交換器（組み込まれている

場合）の下流側ではありません。

- 十分な過熱度を確保してください。

- すべての運転条件および負荷条

件（部分負荷、季節変動など）で

安定した運転を行ってください。

- 膨張弁を通る冷媒に気泡が混入

しないようにしてください。 

 長期間装置の電源をOFFにする場合

に冷媒が移動しないようにしてくだ

さい（高圧側から低圧側へ）。 
- 圧力ラインに外部チェックバルブ

を取り付けてください。 
- 液ラインに電磁弁を取り付けて

ください。 
- ポンプダウンシステム（蒸発器が

吸入ラインよりも高温になる場

合）4.5章の低圧制限を遵守して

ください。 
- 冷媒回路が複数存在するプラント

での自動シーケンス変更 
- オイルヒーターの使用は基本的

に「推奨」ですが、以下の用途/
条件下では「必須」となります：

13.5 kg以上の冷媒が充填され

ているシステム、リバースサイク

ル（ホットガスデフロスト）を装

備したシステム、屋外設置、コン

プレッサーが他のシステムコン

ポーネントより低温になりうる

ケース、分岐配管またはリモート

ヘッダーを備えた分割システム 
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6 Operation / Maintenance

6.1 Regular checks 

Examine regularly the plant according to 
national regulations. The following points 
should also be checked: 
 Check compressor housing for 

cleanliness and signs of corrosion 
 Operating data (chapter 5.6) 
 Lubrication / oil check (chapter 5.6) 
 Protection devices and all compressor 

monitoring parts (see chapters 4.2 and 
5.6) 

 Refrigerant charge, tightness test 
 Check electrical cable connections and 

screw joints for fitting tightness 
 Update data protocol 
 Observe national guidelines and 

regulations 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Oil change 

The oil listed in chapter 2 is characterised 
by an especially high degree of 
stability.If the plant is correctly 
assembled, or if fine filters are installed on 
the suction side an oil change is not 
normally needed. 

If compressor or motor damage occurs an 
acid test should be made. When required 
clean up measures must be made: Mount 
an acid retaining suction line gas filter and 
replace the oil. Purge the plant from the 
highest point on the discharge side into a 
recycling cylinder. After a few operating 
hours it may be necessary to replace filter 
and oil and to purge the plant again. 

6 運転/メンテナンス 

6.1 定期点検 

各国の法規に従ってプラントの点検

を定期的に実施してください。以下の

項目をチェックしてください。 
 コンプレッサーハウジングの清潔度

と腐食の兆候 
 運転データ（5.6章） 
 潤滑/オイル点検（5.6章） 
 保護デバイスおよびすべてのコン

プレッサーモニター部品（4.2章と

5.6章を参照) 
 冷媒充填、気密試験 
 電気ケーブル接続部とボルト締付け

部が確実に取り付けられているか 
 データプロコトルの更新 
 各国の規定、法規の遵守 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 オイル交換 

2章に記載したオイルは、特に安定性が

高いという特徴があります。プラント

が正常に組み立てられている場合、

またはファインフィルターが吸入側に

取り付けられている場合には、オイル

交換は通常必要ありません。 

コンプレッサーまたはモーターが損傷

した場合は、酸性テストを行います。

必要に応じて洗浄処置を行います。酸

を吸着するガスフィルターを吸入ラ

インに取り付け、オイルを交換します。

プラントを、吐出側の最も高いポイン

トから再生シリンダー内に向けて洗浄

します。数時間運転してから、必要に

応じてフィルターとオイルを交換し、

再びプラントを洗浄します。 

!
 

Warning!
Compressor is under pressure! 
Severe injuries possible. 
Release the pressure in the 
compressor! 
Wear safety goggles! 

! 警告！ 
コンプレッサーには内圧がかかっ

ています。 
重傷を負う危険があります。 
コンプレッサーの内圧を解放し

てください。 
安全メガネを着用してください！ 
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!! 
 

Attention!
BVC oils are strongly hygroscopic. 
Moisture is chemically compounded 
with these oils. It cannot be, or only 
insufficiently, removed by 
evacuation. 
Handle very carefully: Avoid air 
admission into the plant and oil can. 
Use only originally closed oil drums. 

!!
 

注意！ 
BVCオイルは吸湿性が非常に

高い性質を持っています。 
湿気はこれらのオイルと化学的に結

合しますので、真空引きしても十分

に除去できない可能性があります。 
そのため、BVCオイルは極めて慎

重に取り扱い、空気がプラント内

またはオイル缶に侵入しないよう

にしてください。必ずオリジナル

のシール付きオイル容器を使用

してください。 

Dispose of waste oil properly! 
 
 
 

7 De-commissioning 
 
 
7.1 Dismantling the compressor 
 
For repair work, that makes dismantling 
necessary, or when decommissioning them: 

Close the shut-off valves at the 
compressor. If no shut-off valves are 
available reclaim the entire system 
refrigerant charge. Do not release the 
refrigerant but dispose it properly! 

排油は環境保護規定に従って廃棄して

ください！ 
 

7 稼動停止 
 
 
7.1 コンプレッサーの取外し 
 
取り外して修理を行う必要がある場合

や稼動を停止する場合の手順： 

コンプレッサーのシャットオフバルブ

を閉じます。シャットオフバルブが使

えない場合には、システム全体の充填

冷媒を回収します。冷媒は放出せず、

環境保護規定に従って廃棄してくだ

さい！ 

!
 

Warning!
Compressor can be under pressure! 
Severe injuries possible. 
Release the pressure in the 
compressor! 
Wear safety goggles! 

!
 

警告！ 
コンプレッサーには内圧がかかっ

ている場合があります。 
重傷を負う危険があります。 
コンプレッサーの内圧を解放し

てください。 
安全メガネを着用してください！ 

Open the threaded joints or flanges at the 
compressor valves. Remove the 
compressor if necessary with a hoisting tool. 
 
 
 

7.2 Disposing of the compressor 

Drain the oil at the compressor. 
Dispose of waste oil properly! 

Have the compressor disposed of 
properly! 

コンプレッサー弁のネジ付きジョイント

またはフランジを開きます。必要に応じ

てリフト装置を使用し、コンプレッサー

を取り外します。 
 
 

7.2 コンプレッサーの廃棄処分 

コンプレッサー内のオイルを抜き取って

ください。 
排油は環境保護規定に従って廃棄して

ください！ 

コンプレッサーは環境保護規定に

従って廃棄してください！ 
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