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1 はじめに 
本書は取扱説明書 KB-104（ECOLINE および ECOLINE 
VARISPEED）を補足するもので、この指示内容は以下のト

ランスクリティカル CO2 アプリケーション用コンプレッサーの

特殊な機能に限られます。

• 2MTE～6CTE
• 4PTC～4CTC
• 4PTEU～6CTEU
• 4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K、一体型インバーター（FI）

装備

ii 情報

コンプレッサー2MTE～6CTE、 
4PTC～4CTC、4PTEU～6CTEU および 
4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K は、冷媒として CO2 を

用いるトランスクリティカルアプリケーションでの使用

（ヒートポンプ、中温システム、中温段階のブースター

やカスケードシステム、並列圧縮など）に特化されて

います。

本シリーズの冷凍コンプレッサーは、EC 機械指令

2006/42/EC に準拠した冷凍システムへの組込みを前提として

います。上記のコンプレッサーが組立/取扱説明書に基づいて

これらの機械に取り付けられ、システム全体が該当する法規

定を満たす場合にのみ、コンプレッサーの運転が許可されま

す（適用基準：製造者宣言を参照してください）。

コンプレッサーは最新の方式と現行の法規制に従って設計

されており、特にユーザーの安全性を重視しています。

この取扱説明書と同梱の取扱説明書 KB-104 は、必要なと

きにすぐに参照できるよう、コンプレッサーの使用期間を通

じて冷凍システムの近くに保管してください。

1.1 以下の技術文書も参照すること 

• 取扱説明書 KB-104「BITZER ECOLINE および

ECOLINE VARISPEED」

• 技術情報 KT-220
「ECOLINE VARISPEED および OCTAGON CO2

VARISPEED、一体型インバーター装備のコンプレッサー

4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K 用」

• 技術情報KT-230「BITZERレシプロコンプレッサー用コン

プレッサーモジュール」

2  安全性について 

2.1 認定された専門技術者 

CO2 コンプレッサーおよび CO2 冷凍システムに関するすべ

ての作業は、CO2 冷媒の取扱いについてトレーニングと指

導を受けた有資格の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、

各国の法規・規則および指針が適用されます。

2.2 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。

次に示すすべての法規・規則を遵守する必要があります。

• 関連する安全規則および標準（EN 378、EN 60204、EN
60335 など）

• 一般的な安全規則

• EU 指令

• 各国の規定

2.3 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

基準は必ず遵守してください！

!! 注意

装置や設備が損傷するおそれのある状況を発生させ

ないようにするための安全指示です。

警戒

軽度または中度のけがを引き起こすおそれのある危険

な状況を発生させないようにするための安全指示です。

警告

生命の危険または重傷を引き起こすおそれのある危険

な状況を発生させないようにするための安全指示です。

危険

生命の危険または重傷に至るおそれのある切迫した

危険な状況を発生させないようにするための安全指

示です。
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2.3.1 一般安全注意事項 

危険

CO2冷媒の高圧レベルを確認してください①。 
停止時に、システム内の圧力が上昇して爆発する危

険があります。

コンプレッサー本体と、両側を遮断可能なシステムセ

クションの吸入側と高圧側に圧力逃し弁を取り付けて

ください。

EN 378-2 および EN 13136 に準拠した要求事項と仕

様に従ってください。

①：臨界温度である 31.06°C は 73.84 bar に相当します。

「CO2に関する圧力/飽和蒸気温度表」の章（15ページ）を参

照してください。

危険

液体のCO2は急速に蒸発しながら気化熱で温度が低

下し、ドライアイスを形成します。

低温やけどや凍傷の危険があります。

CO2が周囲に放出されないようにしてください。 
システムにCO2を充填する場合は、防護手袋と防護メ

ガネを着用してください。

ii 情報

すべての BITZER トランスクリティカル CO2コンプレッ

サーの高圧側には大気中に圧力を逃すための弁が

設けられていますが、低圧側にもオプションでこの弁

を取り付けることができます。

ただし、この圧力逃し弁をシステムの安全弁として代

用することはできません（EN 12693）。 
圧力逃し弁から圧力が遮られることなく大気に放出さ

れることを確認してください。

圧力逃し弁の出口付近には配管しないでください。

CO2 システムでは通常、低い液体温度となります。システム

のタイプと構造に応じて、コンデンサーと液レシーバー、また

は液レシーバーのみ、さらに必要な場合には熱交換器を断

熱し、表面の空気温度が露点以下に下がらないようにしてく

ださい。

• システムの運転停止中や必要な場合には、高圧を制限

するために以下の措置等を講じてください。

-  圧力補正容器の使用

-  大型システムの場合：補助冷却ユニットの取付け（戻り

凝縮による圧力を制限するため）

ハウジングの最高許容圧力（銘板に記載された値）：

（製造番号 1680518739 以降） 

• 低圧側：100 bar
• 高圧側：160 bar

大気中への圧力逃し弁の最低開放圧力

• 低圧側：90 bar
• 高圧側：148 bar

運転中の最高許容圧力

• KP-130、KP-132、KP-133 のカタログに記載されている

適用制限を参照してください。

ラインスタート型永久磁石モーター（LSPM）を搭載したコン

プレッサーの場合

警告

強い磁場！

コンプレッサーに磁気を帯びた物や磁化可能な物を

近づけないでください。

心臓ペースメーカー、埋込み型心臓除細動器、金属イン

プラントを装着した方は、30 cm 以上離れてください。

!! 注意

標準でステーターに一体化されている PTC 温度セン

サーは、温度が上昇したときに LSPMモーターの過負

荷を防ぎます（ローターロック状態が長くなる場合な

ど）。ロック状態が繰り返し発生するとマグネットが損

傷してしまうため、より素早く反応する過負荷保護装

置を追加で取り付けることを推奨します。

3 適用範囲 
コンプレッサー

型式

2MTE～6CTE、4PTC～4CTC、 
4PTEU～6CTEU 

4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K 
使用可能な

冷媒

R744 
純度等級 N4.5 の CO2（または同等品）、 
または H2O < 5 ppm 

充填オイル BSE85K、BSG68K ① 
適用制限 KP-130、KP-132 または KP-133 の 

カタログを参照

表 1：トランスクリティカル CO2 コンプレッサーの適用範囲 

①：BSG68K：吸入圧 40 bar 以上および /または高圧

120 bar 以上で使用する場合（ヒートポンプなど）のオプショ

ンの充填オイルと標準の充填オイル
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大型サイズのフィルタードライヤーを使用してシステムを充

填する場合、CO2 純度等級で H2O の割合が高くなることが

あります。そのため、試運転の後にフィルタードライヤーを

数回交換することを推奨します。

インバーターによる容量制御の場合の標準速度範囲：

• 2MTE～2KTE：30 Hz～75 Hz の運転で許可

• 4PTC～4DTC、4PTE～4DTE、4PTEU～4DTEU：

25 Hz～70 Hz の運転で許可

• 4CTC、4CTE、4CTEU：25 Hz～65 Hz の運転で許可

• 6FTE～6CTE、6FTEU～6CTEU：25 Hz～70 Hz の運

転で許可

• 4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K（一体型インバーター装

備）：30 Hz～87 Hz の運転で許可

特殊な用途

2MTE ～ 6CTE 、 4PTC ～ 4CTC 、 4PTEU ～ 6CTEU 、

4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4Kタイプのコンプレッサーをホッ

トガスデフロストシステム、冷水装置に熱を放出するシステ

ム、または低温用途で使用する場合にはBITZERに個別に

ご相談ください。

2MTE～6CTE、4PTC～4CTC、4PTEU～6CTEU タイプの

モーターバージョン 1 を搭載したコンプレッサーは、並列コン

プレッサーとして使用可能です。ただし潤滑条件に関しては、

吸入ガス過熱度が最小値の 10 K を下回らないようにしてく

ださい。部分負荷範囲やフラッシュガスバイパスによる運転

への切換えは、潤滑条件の評価で特に重要になります。必

要に応じて、オイル中の冷媒濃度を最小限に抑えるために

熱交換器を使用してください。詳しくはBITZERにご相談くだ

さい。

モーターバージョン 2 を搭載したコンプレッサーを並列コンプ

レッサーとして使用する場合には、BITZERに個別にご相談

ください。

フィルタードライヤー

CO2 ガス中の水の溶解度は、他の冷媒よりもかなり低くなり

ます。特に低温用途の場合には、冷媒から発生する含水量

は比較的少ないものの、制御弁を塞いだり、詰まらせてしま

うことがあります。そのため、十分な大きさのフィルタードラ

イヤーと CO2 用の湿度表示機能を備えたサイトグラスが必

要になります。その際、フィルタードライヤーの最高運転圧

を確認してください。用途が、中間圧レシーバー以降の液ラ

イン、または（中間圧レシーバーがないシステムでは）吸入

側に限られる場合があります。

4 取付け 

4.1 バイブレーションダンパー 

コンプレッサーに接続されている配管系統に疲労破損が発

生する危険がない場合には、コンプレッサーを固定して取り

付けることができます。それ以外では、コンプレッサーにバ

イブレーションダンパーを使用して取り付けてください。

吸入ガスおよび吐出ガス配管の取付け：

• コンプレッサーをバイブレーションダンパー上に取り付け

るか、または固定して取り付けます。この位置（= 運転位

置）で吸入ガスおよび吐出ガスの配管を接続し、それらに

無理な力がかかっていないことを確認してください。バイ

ブレーションダンパーの選択については、5 ページの表 2
を参照してください。

コンプレッサー キット番号、製品番号（×4） ショア硬さ

2MTE～2KTE 370 005 02 60 

4PTC～4KTC 370 005 02 60 

4PTE～4KTE 

4PTEU～4KTEU 

4JTC～4CTC 370 005 03 55 

4JTE～4CTE 

4JTEU～4CTEU 

6FTE～6CTE 370 005 03 55 

6FTEU～6CTEU 

4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K 370 000 20 55 

表 2：バイブレーションダンパー2MTE～6CTE、4PTC～4CTC、4PTEU～6CTEU および 4PTC-7.F3K～4KTC-10.F4K 
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4.2 シャットオフバルブ/接続口 

高圧側 シャットオフ

バルブの製品番号

接続タイプ 内径 外径 特性値

コンプレッサー mm mm 
2MTE～2KTE 361 367 18 ろう付け/溶接 19.15 25.4 76 

361 367 19 圧縮固定 18 126 
361 367 20 ろう付け/溶接 10 14 128 
361 367 21 ろう付け/溶接 16.1 22 127 
361 367 23 ろう付け/溶接 22.35 30 153 

4PTC～4KTC 
4PTE～4KTE 
4PTEU～4KTEU 

361 367 18 ろう付け/溶接 19.15 25.4 76 
361 367 19 圧縮固定 18 126 
361 367 20 ろう付け/溶接 10 14 128 
361 367 21 ろう付け/溶接 16.1 22 127 
361 367 23 ろう付け/溶接 22.35 30 153 
361 367 26 ろう付け/溶接 

（サービス接続口×2 付き）

19.15 25.4 160 

4JTC～4CTC 
4JTE～4CTE 
4JTEU～4CTEU 

361 367 18 ろう付け/溶接 19.15 25.4 76 
361 367 19 圧縮固定 18 126 
361 367 21 ろう付け/溶接 16.1 22 127 
361 367 23 ろう付け/溶接 22.35 30 153 

6FTE～6CTE 
6FTEU～6CTEU 

361 367 24 ろう付け/溶接 28 35 152 
361 367 27 ろう付け/溶接 

（サービス接続口×2 付き）

28 35 161 

表 3：シャットオフバルブと接続口の寸法（高圧側） 

低圧側 シャットオフ

バルブの製品番号

接続タイプ 内径 外径 特性値

コンプレッサー mm mm 
2MTE～2KTE 361 315 50 ろう付け/溶接 22.35 30 28 

4PTC～4KTC 
4PTE～4KTE 
4PTEU～4KTEU 

361 315 50 ろう付け/溶接 22.35 30 150 

4JTC～4CTC 
4JTE～4CTE 
4JTEU～4CTEU 

361 315 54 ろう付け/溶接 28 35 153 

6FTE～6CTE 
6FTEU～6CTEU 

361 367 25 ろう付け/溶接 35 42 152 

表 4：シャットオフバルブと接続口の寸法（低圧側） 
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4.3 接続口と寸法図 

図 1：2MTE-4K～2KTE-7K の寸法図 

図 2：4PTC-6K～4KTC-10K の寸法図 

図 3：4PTE-6(L)K～4KTE-10(L)K の寸法図
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図 4：4PTEU-6LK～4KTEU-10LK の寸法図（オプションの IQ モジュールおよび CRII 付きで表示） 

図 5：4JTC-10(L)K～4FTC-20(L)K の寸法図 
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図 6：4FTC-30(L)K～4CTC-30(L)K の寸法図 

図 7：6FTE-35(L)K～6CTE-50(L)K の寸法図 

9 KB-130-7 



図 8：6FTEU-35LK～6CTEU-50LK の寸法図（オプションの IQ モジュールおよび CRII 付きで表示） 

接続位置

1 高圧接続口（HP） 
2 吐出ガス温度センサーの接続口（HP）（4VE(S)-6Y～ 

4NE(S)-20(Y)用、代替の CIC センサー接続口 
3 低圧接続口（LP） 
6 オイル排出口

9 オイル/ガス均圧管（並列運転）用接続口

10 オイルヒーター接続口

11 油圧接続口 + 
12 油圧接続口 - 
16 オイルモニター接続口（光学式オイルモニター装置

「OLC-K1」またはオイル差圧スイッチ「Delta-PII」） 
22 大気中への圧力逃し弁（圧力側）

23 大気中への圧力逃し弁（吸入側）

24 コンプレッサーモジュール

SL 吸入ガス配管 
DL 吐出ガス配管 

図 5：接続位置 

寸法（記載されている場合）には、EN ISO 13920-B 準拠の

許容誤差が含まれている場合があります。

5 ラインスタート型永久磁石モーター（LSPM） 
ラインスタート型永久磁石モーター（LSPM）を搭載したコン

プレッサーは、型番に「L」の文字が追加されていることで識

別できます（例：6CTEU-50LK、4JTC-10LK）。組込みタイプ

の永久磁石は無視できないほどの磁界を生成しますが、コ

ンプレッサーハウジングによって遮蔽されています。

図 9：永久磁石モーターを搭載したコンプレッサー上の警告/禁止ラベル 

コンプレッサーに貼付されている安全ラベル

警告

強い磁場！

コンプレッサーに磁気を帯びた物や磁化可能な物を

近づけないでください。

心臓ペースメーカー、埋込み型心臓除細動器、金属イン

プラントを装着した方は、30 cm 以上離れてください。

LSPM モーターを搭載したコンプレッサーに関わる作業 

コンプレッサーに関わるすべての作業については、必ず上

記以外の方が実施してください。本書および取扱説明書

KB-104 に記載されている作業範囲を超える保守作業につ

いては、事前に BITZER にご相談ください。
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警告

誘導作用、電圧！

端子ボックスを開いた状態でモーターを操作しないで

ください。

ローターが回転すると、たとえモーターがオフになっていても、

端子ピンで誘導電圧が発生します。

LSPM モーターを搭載したコンプレッサーに関して許可され

る作業

端子ボックスの電源供給とネジ取付けに関する作業、オイ

ル交換、圧力逃し弁、シリンダーバンクおよびサイトグラス

の点検と交換では、専用工具は必要ありません。

作業をするためにコンプレッサーを開く前に、周囲を入念に

清掃してください。特に剥がれた金属片がないか注意してく

ださい。モーターカバーは開かないでください。

5.1 LSPM モーターの過負荷保護 

標準でステーターに一体化されているPTC 温度センサーは、

温度が上昇したときに LSPM モーターの過負荷を防ぎます

（ローターロック状態が長くなる場合など）。ロック状態が繰り

返し発生するとマグネットが損傷してしまうため、より素早く

反応する過負荷保護装置を追加で取り付けることを推奨し

ます。その際、電気系統の重大な故障発生時に装置が素

早く保護され、コンプレッサーのヒューズのトリガーレベルを

下回らせるのに適したサイズのものであることを確認してく

ださい。例えば、時間を調整可能な過負荷リレーや過電流リ

レースイッチを選択してください。

• 許容される電流値と継続時間：

- 起動：最大 0.5 秒（1.25 x LRA）

- 運転：最大 2 秒（1.25 x 最大運転電流）

ii 情報

コンプレッサー保護装置の手動リセットを、外部の方

法を使用して自動リセットに変更することは許可され

ません。

6 試運転 

ii 情報

一般的な情報や要件については、KB-104 の取扱説

明書を参照してください。

システムの運転を開始する前に、システムと機械室に設け

られたすべての安全デバイスと監視デバイスが正しく機能

するか確認してください。

さらに、以下の各情報も入手してください。

• 配置データ

• 停止時と運転時の最高許容圧力

• 配管図と計装図

ii 情報

トランスクリティカルアプリケーション用 CO2コンプレッ

サーの試運転は、十分注意して実施してください。運

転開始後、オイル内の冷媒の溶解度の上昇、高い圧

力レベル、強い圧力変化が原因で過負荷や潤滑油不

足が発生する可能性があります。

そのため、動作特性や運転状態を十分に観察し、異

常時にはコンプレッサーの電源を一時的に切ってくだ

さい。

試運転全体を通じてシステムを監視してください。

6.1 真空引き 

• オイルヒーターをオンにします。

ii 情報

CO2 を使用する用途の場合、試運転を行う前に「静止

真空圧」が 0.67 mbar（500 ミクロン）に達するようにし

てください。

真空引きプロセスでは、乾燥窒素を使用して数回に

わたり給気してください。

6.2 冷媒の充填 

以下に、冷媒を充填する時およびコンプレッサーの試運転

時の一般的な要件について説明します。ここでは、プラント

の種類や制御システム（中間圧レシーバーやブースターを

持つシステムなど）に合わせた調整が必要となります。

危険

液体のCO2は急速に蒸発しながら気化熱で温度が低

下し、ドライアイスを形成します。

低温やけどや凍傷の危険があります。

CO2が周囲に放出されないようにしてください。 
システムにCO2を充填する場合は、防護手袋と防護メ

ガネを着用してください。

• 上昇管のないボンベからCO2を取り出す場合は、減圧弁

を使用してください。基本的に、サービス作業後も必ず真

空管路に CO2ガスを流してください。

• 上昇管が付いている CO2 ボンベの場合は、高圧液体の

みを取り出してください。減圧弁は使用しないでください。

減圧弁のダイヤフラムは、液体の侵入を完全には遮断で

きません。

システムに液体を充填した後は、充填配管または充填

ホースを取り外し、その中に液体が残っていないことを確

認してください。
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使用可能な冷媒

純度等級 N4.5 の CO2（または同等品）、または H2O < 5 
ppm 

大型サイズのフィルタードライヤーを使用してシステムを充

填する場合、CO2 純度等級で H2O の割合が高くなることが

あります。そのため、試運転の後にフィルタードライヤーを

数回交換することを推奨します。

残留湿度に関して要求事項が高いため、品質レベル N3.0
の CO2 を充填する場合にはフィルタードライヤーが必要に

なります。

充填プロセス

◦ コンプレッサーをオンにしないでください。

◦ オイルヒーターをオンにしてください。

◦ 以下の油温に達するまでは、充填作業を開始しないでく

ださい（最低 toil = tamb + 20 K、推奨温度：35°C～40°C）。

• 減圧弁とフレキシブル充填配管を使用して、CO2 冷媒ボ

ンベをシステムのサービス接続口（吸入側と高圧側）に接

続します。ねじ込み継手を締め付ける前に、CO2 ガスを

流して配管のフラッシングを行ってください。

• 充填接続用のバルブを開き、約 10 bar の超過圧になる

まで、真空管路に充填シリンダーの CO2 ガスを流します。

冷媒ボンベの温度が低すぎる場合は、ウォーターバス

（水温 40°C 以下）で温めてください。

!! 注意

システムの圧力が 10 barを超えている場合は、コンプ

レッサーの吸入シャットオフバルブと吐出シャットオフ

バルブが閉じていることを確認してください。ブース

ターシステムの場合は、中温および低温ステージのコ

ンプレッサーが対象になります。

試運転までの以下の作業ステップは、システムのタイプに応

じて異なる場合があります。

6.2.1 中間圧レシーバーを備えていない一段式システム 

• 最高圧力が 40 barになるまで、システムに CO2ガスを充

填します。

• コンプレッサーの電磁弁が閉じていること（非励磁状態）

を確認します。

• ガスクーラーのベンチレーターと給水システムの手動運

転を開始します。

• ガスクーラーに液体 CO2を充填します。

• これ以降の手順については、「コンプレッサーの始動」の

章（13 ページ）を参照してください。

6.2.2 中間圧レシーバーを備えた一段式システム 

• システムに CO2ガスを充填します。

• システムの圧力が 20 bar を超えている場合は、コンプ

レッサーの電磁弁が閉じていること（非励磁状態）を確認

してください。

• ガスクーラーのベンチレーターと給水システムの手動運

転を開始します。

• システムの中間圧レシーバーに液体 CO2 を充填します

（容器内の最低液体レベルに達するまで）。

!! 注意

中間圧レシーバー内の圧力が約 30 barを超えた場合

は、冷媒の充填作業を中止してください。

第 1 コンプレッサーのフラッシュガスバイパス弁が開く

ようにシステムコントローラーのパラメーターを設定し

てください。

• これ以降の手順については、「コンプレッサーの始動」の

章（13 ページ）を参照してください。

6.2.3 中温および低温ブースターシステム 

!! 注意

中温および低温ステージでは、コンプレッサーと使用

するコンポーネントの最高許容圧力が異なることに注

意してください。

システムの圧力が約 10 bar を超えている場合は、中

温および低温ステージで吸入ガスシャットオフバルブ

と吐出ガスシャットオフバルブが閉じていることを確認

してください。

• 低温ステージの蒸発器の電磁弁が閉じていること（非励

磁状態）を確認します。

• 中温ステージに CO2ガスを充填します。

• 中温ステージでシステムの圧力が 20 barを超えている場

合は、蒸発器の電磁弁が閉じていること（非励磁状態）を

確認します。

• ガスクーラーのベンチレーターと給水システムの手動運

転を開始します。

• システムの中間圧レシーバーに液体 CO2 を充填します

（容器内の最低液体レベルに達するまで）。
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!! 注意

中間圧レシーバー内の圧力が約 30 barを超えた場合

は、冷媒の充填作業を中止してください。

第 1 コンプレッサーのフラッシュガスバイパス弁が開く

ようにシステムコントローラーのパラメーターを設定し

てください。

• これ以降の手順については、「コンプレッサーの始動」の

章（13 ページ）を参照してください。

6.3 コンプレッサーの始動 

!! 注意

コンプレッサーの始動時と運転中には、クランクケー

ス内で大きな減圧が発生しないようにしてください。

オイルの泡立ちが生じて潤滑油不足につながります。 

ii 情報

二段圧縮式カスケードシステムまたはブースターシス

テムの場合は、最初に中温ステージを起動してくださ

い。低温ステージは、安定した動作状態に入ってから

起動してください。フラッシュガスバイパスを装備し、フ

ラッシュガス蒸発用の内部熱交換器を装備していない

ブースターシステムの場合は、起動プロセスを調整す

ることを推奨します。低温ステージを早めに起動させ

ることで、フラッシュガス内の液体成分が中温ステー

ジのコンプレッサーに及ぼす影響を最小限に抑えるこ

とができます。

◦ 第 1 コンプレッサー/蒸発器を起動させる前に、コンプレッ

サーの性能に応じて正しい蒸発能力を選択します。

• 冷蔵ディスプレイキャビネットコントローラーの設定を点検

します（特に最高許容圧力などの保護機能）。

• CO2 コンプレッサーの吐出ガスシャットオフバルブと吸入

ガスシャットオフバルブを開きます。大容量の蒸発器と長

い配管を備えた大型システムの場合は、細心の注意を

払って作業を進め、吸入ガスシャットオフバルブを絞り位

置に維持してください。小型および中型システムの場合

は、コンプレッサーを自動モードの作動スタンバイ状態に

切り換えてください。それから蒸発器のスイッチをオンに

して、吸入ガスの圧力を点検します。必要な場合は蒸発

器をオフにし、吸入ガスの圧力が十分下がってから、より

少ない容量の蒸発器を選択して起動させてください。

• コンプレッサーのスイッチをオンにします（並列回路の場

合は、最初に 1 台のコンプレッサーのみをオンにします）。

大型システムの場合は、吸入ガスシャットオフバルブを絞

り位置に維持します。吸入圧が低下してから、バルブを

徐々に開いて全開にします。同時に、必要な場合にはコ

ンプレッサーの容量に応じて、蒸発器の電磁弁をオンに

します。

• 冷媒が不足している場合には、冷媒の量を必要に応じて

調整します。

• 吸入側に CO2 ガスを充填するか、または中間圧レシー

バーに液体 CO2 を充填し、圧力が急激に増加しないよう

にします。

• 運転制限を超えた場合や異常な状態（液圧縮運転など）

が発生した場合は、直ちにコンプレッサーをオフにしてく

ださい。

• 必ず圧力が安定してから、または不具合を解消してから

コンプレッサーを再びオンにしてください。

• 運転周期が高くならないようにしてください。

• システムの種類や制御状態に応じて、必要な場合には別

のコンプレッサーや蒸発器を接続し、冷媒充填量を調整

してください。

低温ステージの起動も同様にして行います。

カスケードシステムの場合の特別な操作：

• コンプレッサーを起動する前に、中温システムのカスケー

ド熱交換器につながる電磁弁または電子制御式膨張弁

を作動させてください。熱交換器の蒸発器側で冷媒を流

すと、CO2が凝縮します。

並列運転の場合：

• 並列運転時の起動は、中温用途の場合と同様に行いま

す。ただし、並列コンプレッサーがない場合、システムの

最大能力は著しく低下します。並列圧縮ステージが完全

に起動するまでは、システムの最大能力を引き出すこと

はできません。

6.3.1 運転データの点検 

試運転と冷媒の充填が正常に行われた後には運転データ

を点検し、データプロトコルを用意してください。

• 蒸発温度と高圧については、KP-130、KP-132、KP-133
の適用制限を参照してください。

• 吸入ガス温度、吐出ガス温度と油温については、「運転

温度と潤滑条件」の章（14 ページ）を参照してください。
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• 運転周期：

– 1 時間当たり最大 6 回の起動

– 1 回の起動～停止周期の最小時間 = 10 分

• 全フェーズの電流値

• 電圧

7 運転 

吐出シャットオフバルブのサービス接続口（7/16-20 UNF）
に関わる作業または測定を実施する場合には、以下に注意

してください。

!! 注意

吐出シャットオフバルブのサービス接続口では、最高

で 160 bar の圧力が発生することがあります。 
標準コンポーネント（圧力ゲージ接続口、ホースなど）

が損傷または破損するおそれがあります。注意して作

業を行い、このような高圧値に対応したコンポーネント

のみを使用してください。

7.1 運転温度と潤滑条件 

!! 注意 
圧力比が低い状態、または吸入ガスの加熱が不十分

な状態で運転すると、吐出ガスや油温の低下を招く場

合があります。

オイル内の CO2の溶解度が高いと、潤滑油不足が生

じるおそれがあります。

60 Hz を超える周波数で連続運転するとこの影響が

強くなるため、連続運転しないでください。

必要に応じて BITZER にご相談ください。 

潤滑条件に関しては、以下の要件を満たす必要がありま

す。

• 特に停止段階中は常にクランクケースヒーターを使用し

てください。

• 吸入ガス過熱度は 20 K を推奨します。必要に応じて、オ

イル中の冷媒濃度を最小限に抑えるために熱交換器を

使用してください。

• 最低油温と最低吐出ガス温度が保たれる場合には、さら

に低い吸入ガス過熱度にすることができます。直接蒸発

システムでは、10 K 未満にならないようにしてください。

• 油温：30°C（20°C = 絶対最低値）

• 最低吐出ガス温度 = 凝縮温度（tc）+ 40 K

連続運転の場合には油温が 30°C を下回らないようにし、

圧力ガスの温度も 50°C を下回らないようにしてください。 

ii 情報

吐出ガスの温度は、ピーク圧力時に判断する必要が

あります。

高圧/低圧側では、飽和状態の吸入ガスで動作してい

る場合でも、非常に高い吐出ガス温度に達することが

あります。

• 吐出ガス最高温度：140°C、吐出ガス配管で測定します

（コンプレッサーの吐出ガス接続口から 10 cm の位置）。

• 異なる負荷条件の影響やコンプレッサーの運転条件に関

するシステム技術（フラッシュガスバイパスなど）の採用を

考慮して判断してください。必要に応じて BITZER にご相

談ください。

7.2 定期点検 

国の規定に従ってシステムの点検を定期的に実施してくだ

さい。以下の項目を点検してください。
• 
• 運転データ（「コンプレッサーの始動」の章（13 ページ）を

参照）

• オイルの供給（「コンプレッサーの始動」の章（13 ページ）

を参照）

• 安全/保護装置とコンプレッサーモニター用のすべてのコ

ンポーネント（チェックバルブ、吐出ガス温度センサー、オ

イル差圧リミッター、圧力リミッターなど）

• 電気ケーブル接続部とボルト締付部が確実に取り付けら

れていること

• 規定の締付けトルク

• 冷媒充填量

• 気密性

• データプロトコルの準備

• コンプレッサーの圧力逃し弁に漏れが生じた場合は、開

圧力が低下する可能性があるため、圧力逃し弁を交換し

てください。

• サイトグラスとその接続部を定期的に点検し、必要に応じ

て交換してください。

• 光学式オイルモニター（OLC-K1）を定期的に点検し、必

要に応じて交換してください。

• シリンダーバンクを点検します。シリンダーヘッドを取り外

してからバルブプレートを点検し、必要に応じて交換して

ください。
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!! 注意

コンプレッサーが損傷するおそれがあります。

ネジとナットは必ず規定の締付けトルクで締め付けて

ください。可能な場合には対角方向に 2 ステップ以上

かけて締め付けてください。

試運転の前に気密試験を行ってください。

7.3 誤って CO2を排出した場合の対処 

危険

CO2 は無色無臭の気体のため、漏れても直接知覚す

ることはできません。高濃度の CO2 ガスを吸い込む

と、意識を失ったり、呼吸困難に陥るおそれがありま

す。

周囲に決して CO2 を放出しないでください。特に密閉

された室内で流出事故が起きないようにしてください。 
密閉状態の機械室は換気してください。

EN 378 に準拠した安全規定が守られていることを確

認してください。

危険

液体のCO2は急速に蒸発しながら気化熱で温度が低

下し、ドライアイスを形成します。

低温やけどや凍傷の危険があります。

CO2が周囲に放出されないようにしてください。 
システムにCO2を充填する場合は、防護手袋と防護メ

ガネを着用してください。

CO2が流出する事故が発生した場合は、以下の指示に従っ

てください。

• ガスが漏れた場合は、直ちに室内から待避して周りの

人々に警告し、十分な換気を行ってください。

• 大気が無害であることが確認されるまで、自給式呼吸器

を着用しない状態でガス漏れエリア内に立ち入らないでく

ださい。

• 屋外の場合は風上側に避難してください。また、ガス漏れ

エリアを閉鎖してください。

• コンプレッサーの圧力逃し弁に漏れが生じた場合は、開

圧力が低下する可能性があるため、圧力逃し弁を交換し

てください。

• 漏れが生じた後は、安全弁の気密性を点検し、必要に応

じて交換してください。

8 CO2に関する圧力/飽和蒸気温度表 

飽和蒸気温度
tsat (°C) 

絶対圧力

p（bar） 
31.06** ① 73.84 
31 73.74 
30 72.05 
29 70.42 
28 68.82 
27 67.27 
26 65.74 
25 64.25 
24 62.79 
23 61.36 
22 59.95 
21 58.57 
20 57.22 
19 55.89 
18 54.58 
17 53.30 
16 52.05 
15 50.81 
14 49.60 
13 48.41 
12 47.24 
11 46.10 
10 44.57 
9 43.87 
8 42.78 
7 41.70 
6 40.67 
5 39.65 
4 38.64 
3 37.66 
2 36.69 
1 35.74 
0 34.81 
-1 33.90 
-2 33.00 
-3 32.12 
-4 31.26 
-5 30.42 
-6 29.59 

15 KB-130-7 



飽和蒸気温度
tsat (°C) 

絶対圧力

p（bar） 
-7 28.78 
-8 27.99 
-9 27.21 
-10 26.45 
-11 25.71 
-12 24.98 
-13 24.26 
-14 23.56 
-15 22.88 
-16 22.21 
-17 21.55 
-18 20.91 
-19 20.28 
-20 19.67 
-21 19.07 
-22 18.49 
-23 17.91 
-24 17.35 
-25 16.81 
-26 16.27 
-27 15.75 
-28 15.25 
-29 14.75 
-30 14.26 
-31 13.79 
-32 13.33 
-33 12.88 
-34 12.44 
-35 12.02 
-36 11.60 
-37 11.19 
-38 10.80 
-39 10.42 
-40 10.04 
-41 9.68 
-42 9.32 
-43 8.98 
-44 8.64 
-45 8.32 
-46 8.00 
-47 7.70 
-48 7.40 
-49 7.11 
-50 6.83 
-51 6.55 
-52 6.29 
-53 6.03 
-54 5.78 
-55 5.54 
-56 5.31 
① 危険事項
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