取扱説明書
BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

Open drive reciprocating
compressors for Transport
Applications
• 4UFC(Y) .. 4NFC(Y)

• 4UFC（Y）～4NFC（Y）

• 4UFR(Y) .. 4NFR(Y)

• 4UFR（Y）～4NFR（Y）

• 6UFC(Y) .. 6NFC(Y)

• 6UFC（Y）～6NFC（Y）
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* Hinweis gilt nur für Länder der EU

輸送用開放型レシプロ
コンプレッサー
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These refrigeration compressors are
intended for installation in machines
according to the EC Machines Directive
98/37/EC.They may be put to service
only, if they have been installed in these
machines according to the existing
instruction and as a whole agree with the
corresponding provisions of legislation
(standards to apply: refer to
Manufacturers Declara tion).*

本シリーズの冷凍コンプレッサーは、
EC機械指令98/37/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
ンプレッサーが付属の取扱説明書に
従って機械に取り付けられ、関係法規を
すべて満たしている場合にのみ、本シ
リーズのコンプレッサーを稼働させる
ことができます（関係規格については、
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）。*

Authorized staff
All work on compressor 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
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。

* Information is valid for countries of the EC

* 情報はEU諸国に有効

The compressors are constructed
コンプレッサーは最新の有効な法規に
according to the state of the art and valid 従って設計されており、特にユーザーの
regulations. Particular emphasis has
安全を重視した構造になっています。
been placed on the users' safety.
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Retain these Operating Instructions
during the entire lifetime of the
compressor.

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。

Residual hazards

危険性

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

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。

All of the following have validity:
• specific safety regulations and
standards (e.g. EN 378, EN 60204),
• generally acknowledged safety
standards,
• EU directives,
• national regulations.

• 各国の規定

Safety references

安全基準

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

安全基準は危険を防止するために設け
られています。
安全に関する指示には必ず従ってくだ
さい。

• 関係する安全規則および標準（EN 378、EN
60204 など）
• 一般に認められている安全基準
• EU 指令

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
possibe 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。

Danger!
Instructions on preventing an
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。
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General safety refernces
Warning!
The compressor is under pressure
with a holding charge to a
pressure of 0.5 to 2 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
0.5～2 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.
Serious burnings possible.
Lock and mark accessible sectors.
Before working on the
compressor:
Switch off and let 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。
重度の火傷を負うおそれがあります。
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。

For any working at the compressor after
the plant has been commissioned:
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一般的な安全基準

プラントの稼動開始後にコンプレッ
サーに関する作業を行う場合：

Warning!
Compressor is under pressure!
In case of inproper handling
serious 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、重度のけが
を負うおそれがあります。
コンプレッサ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。

Danger!
Hair, hands or clothing can be
caught in the belt drive or
coupling!
Serious injuries are possible.
Run compressor only when engine
hood is closed!

危険！
髪の毛、手、衣服がベルトドライ
ブまたはクラッチに巻き込まれる
可能性があります。
重傷を負う危険があります。
コンプレッサーの運転は、必ずエ
ンジンフードを閉じた状態で行っ
てください。
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Anwendungsbereiche

2

Application ranges
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4UFC（Y）～4NFC（Y） • 6UFC（Y）～6NFC（Y）
Zulässige Kältemittel
Permitted refrigerants c
使用が許可される冷媒
Ölfüllung
Oil charge e
充填オイル
Drehzahlbereich
Speed range e
速度範囲

4UFR（Y）～4NFR（Y）

HFKW / HFC
R134a

HFCKW / HCFC
R12 d

HFKW / HFC
R404A / R507A

HFCKW / HCFC
R22

BITZER BSE55
POE

BITZER B5.2
MO / AB

BITZER BSE32
POE

BITZER B5.2
MO / AB

500 ..3500 min-1
500 ..3500 rpm
500～3500 rpm
c Further refrigerants upon request

500 .. 2600 min-1
500 .. 2600 rpm
500～2600 rpm
c その他の冷媒はお問い合わせください。

d R12 has the high ozone depletion
d
potential. For this reason, it is subject
to national and international restrictions
(observe the country-specific
regulations!). Only R134a should be
used for new plants.
e
e For further data see KT-500 and
KT-510.

Attention!
Avoid operation in the vacuum
range!
Pay attention to application limits
protect system by means of low
pressure limiter!
In the case of air admission:
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適用範囲

R12はオゾン層を破壊する可能性があ
ります。そのため、国内および国際的
な制約事項に従う必要があります（各
国の法規を遵守）。新しいシステムに
はR134aを使用してください。
詳しくはKT-500とKT-510を参照して
ください。

注意！
真空範囲で運転しないでください。
適用制限に注意し、低圧リミッター
でシステムを保護してください。

空気が吸引された場合：

Attention !
Chemical reactions possible as
well as increased condensing
pressure and discharge gas
temperature.

注意！
化学反応が起きたり、凝縮圧と吐
出ガス温度が上昇するおそれがあ
ります。

Warning!
In case of air admission a critical
shift of the refrigerant ignition limit
is possible.
Absolutely avoid air admission!

警告！
空気が侵入した場合は、冷媒着火
限界が変化して危険が生じるおそ
れがあります。
空気が絶対に侵入しないようにし
てください！
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Mounting

取付け

Attention!
Transport the compressor in an
upright position!
Lift only at the eyebolts!

注意！
コンプレッサーはまっすぐに立て
た状態で搬送してください。
必ずアイボルトを使用して吊り上
げてください。

Danger!
Switch off motor!
Ensure that motor cannot be
started while carrying out
maintenance work!

危険！
モーターはオフにしてください。
メンテナンス作業中に絶対にモー
ターが始動しないようにしてくだ
さい。

3.1 Compressor installation

3.1 コンプレッサーの取付け

Mount the compressor so that the
permissible tilt is not exceeded while in
operation (see KH-540).

コンプレッサーは、運転中に許容できる
傾き範囲を超えないように取り付けて
ください（KH-540を参照）。

For operation under extreme conditions
(e. g. aggressive or corrosive
atmospheres) suitable measures must
be taken. Consultation with BITZER is
recommended.

極端な状況（厳しい環境や腐食が起きや
すい環境など）で運転する場合は適切な
措置を講じる必要がありますので、
BITZERにご相談ください。

3.2 V-Belt drive

3.2 V ベルトドライブ

Danger!
Hair, hands or clothing can be
caught in the belt drive or
coupling!
Serious injuries are possible.
Run compressor only when engine
hood is closed!
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危険！
髪の毛、手、衣服がベルトドライ
ブまたはクラッチに巻き込まれる
可能性があります。
重傷を負う危険があります。
コンプレッサーの運転は、必ずエ
ンジンフードを閉じた状態で行っ
てください。

Fasten the compressor either solid at the
engine or elastically to the vehicle
chassis (fig. 1).
•
Direct mounting at the engine (fig.
1a):
- Use spring-loaded idler pulley at
inner side of span to regulate belt
tension. With poly-V belts outer
span side is also possible.

コンプレッサーはエンジンに固定
するか、あるいは車両シャシーに弾
性をもたせて取り付けます（図1）。
• エンジンへの直接取付け（図 1a）：
- ベルトテンションを調整する
には、スパン内側のスプリン
グ式アイドラプーリーを使用
します。スパン外側のポリV
ベルトを使用することもでき
ます。

•

•

Chassis mounting with elastic bearing
(fig. 1b):
- Set up compressor with rocker
system using hydraulic, pneumatic
or spring-loaded tensioning
devices.
- Position rocker free from play.
Align rocker axis exactly parallel to
the shaft!

弾性ベアリングを使用したシャ
シーへの取付け（図 1b）：
- 油圧式、空圧式、またはスプ
リング式のテンション装置を
使用し、コンプレッサーを
ロッカーシステムに取り付け
ます。
- ロッカーは遊びなしで配置し
ます。
ロッカー軸をシャフトに正し
く平行に合わせます。
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Vereinfachte Darstellung

•

Use idler pulley (5) for greater axis
spacing. This reduces the belt
vibrations.

•

軸間が広い場合は、アイドラプーリー
（5）を使用してください。これによ
りベルト振動を低減できます。

•

Pulley and clutch must be seated
•
firmly and be exactly flush with the
drive wheel, idler pulley and engine
axis (fig. 2).
- Use pulleys / magnetic clutches
with the minimum possible distance
between the grooves and the
compressor bearing.
- Run additional units over the
compressor pulley (outer grooves)
at the minimum torque requirement
only.
- Maximum permissible radial force
on the compressor shaft: 3000 N,
referenced from the centre of the
pulley.

プーリーとクラッチはしっかりと固
定し、ドライブホイール、アイドラ
プーリー、エンジン軸に高さを正確に
合わせます（図 2）。
- プーリー/磁気クラッチは、溝とコン
プレッサーベアリング間の距離を
できるだけ小さくして使用します。
- 最小トルクが要求される場合にの
み、コンプレッサープーリー（外側
の溝）で追加ユニットを駆動してく
ださい。
- コンプレッサーシャフトへの最大
許容ラジアルフォース：3000 N、
プーリー中心を基準

Simplified sketch

簡略図

Fig. 1 Mounting examples
a Solid mounting at the engine
b Compressor elastically
mounted on a Chassis

図1

取付け例
a エンジンへの固定取付け
b 弾性をもたせてシャシーに取り
付けたコンプレッサー

1:
2:
3:

1：
2：
3：
4：

ロッカー
シャシー
油圧/空圧テンションシリンダー
アイドラプーリー（スパンの内側に
プーリーを配置。外側のポリVベル
トでも可能）
アイドラプーリー（軸間が広い場合）

4:

5:

6

Rocker
Chassis
hydraulic / pneumaic tensioning
cylinder
Idler pulley (Arrange pulley at
inner side of span. With poly-V
belts outer side is also possible.)
Idler pulley (for greater axsis
spacing)

5：
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The required radial force is less than
1500 N for a drive specialised for this
purpose.
• Tension belts according to the
recommendations from the
manufacturer.
- Use only V-belts of the same length
(with calibrated lengths or as a set).

Attention!
Danger of leakage!
Possible damage to bearing and
shaft at compressor and clutch
caused by excessive radial force.
Do not exceed the recommended
pretension (consultation with
BITZER is recommended).

Abb. 2 Riemenscheiben ausrichten
Fig. 2 Aligning the belt pulleys
図2
プーリーの正しい配置
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この目的の駆動に要求されるラジ
アルフォースは1500 N以下です。
• メーカー推奨のテンションベルト
- 必ず同じ長さのVベルトを使用
してください（長さを調整または
セットを使用）。

注意！
漏れのおそれ！
過度のラジアルフォースがかかる
と、コンプレッサーおよびクラッ
チのベアリングとシャフトが損傷
するおそれがあります。
推奨プリテンションを超えないよ
うにしてください（BITZERにご相
談ください）。

Abb. 3 Riemen-Vorspannung überprüfen
Fig. 3 Checking belt tension
図3
ベルトテンションの点検
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3.3 Installing the electro-magnetic
clutch
Attention!
Tighten bolts and nuts to the
specified torques.

注意！
ボルトとナットを規定トルクで締
め付けてください。

Attention!
Use only BITZER-approved
clutches.

注意！
必ずBITZER承認のクラッチを使用
してください。

• 4UFC(Y) .. 6TFC(Y): LA16, KK 73.1
6PFC(Y) .. 6NFC(Y): LA26, KK 73.4

•

Installation example for LINNIG clutch
LA16 (Fig. 4).

クラッチLA16（例）の取付け（図4）

4UFC（Y）～6TFC（Y）：LA16、KK 73.1
6PFC（Y）～6NFC（Y）：LA26、KK 73.4

• Fasten magnet (4) to housing. Insert
bolts (5) and tighten crosswise
(tightening torque 25 Nm).

• マグネット（4）をハウジングに固定し
ます。ボルト（5）を差し込み、時計方
向に締め付けます（締付けトルク 25
Nm）。

• Mount woodruff key (2).

• ディスクスプリング（2）を取り付けます。

• Lubricate straining screw (10). Slide

• テンションボルト（10）に潤滑油を塗

rotor (6) onto shaft and magnet (4).
Screw straining screw (10) into shaft
end (tightening torque 85 Nm).

Fig. 4 Mounting the electro-magnetic
clutch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3.3 電磁クラッチの取付け

Bearing flange
Woodruff key
Cable
Magnet
Screws M8x30 DIN 912
Rotor
Nuts M8
Pulley
Seeger-K-ring
Straining screw
Pin screws M8x20

布します。ローター（6）をシャフトと
マグネット（4）上にずらします。テン
ションボルト（10）をシャフト端部に
ねじ込みます（締付けトルク 85 Nm）。

図4

電磁クラッチの取付け
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ベアリングフランジ
ディスクスプリング
ケーブル
マグネット
ネジ M8x30 DIN 912
ローター
ナット M8
プーリー
Seeger-Kリング
テンションボルト
ピンネジ M8x20
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• Slide pulley over the pin screws of the
clutch and screw down with nuts (7)
(tightening torque 25 Nm).

• プーリーをクラッチのピンネジ上に
ずらし、ナット（7）で固定します（締
付けトルク 25 Nm）。
注意！
マグネットに当たってこすれる
ことなくプーリーを手で回せる
必要があります。

Attention!
You must be able to turn the
pulley by hand without it rubbing
against the magnet!

• Connect cable (3) (polarity is irrelevant • ケーブル（3）を接続し（この場合、極
here), and keep away from hot parts
性は重要でない）、高温部品（tmax=
(tmax= 105°C).
105°C）から離して取り回します。
Instructions for the installation of other
その他のクラッチの取付け指示書はご要
clutches upon request.
望に応じてご提供いたします。

3.4 Shut-off valves

3.4 シャットオフバルブ

The shut-off valves can be rotated and
mounted in various positions (for
connections, see pages 12, 13).

シャットオフバルブは向きを変えられま
すので、さまざまな位置に取り付けるこ
とができます（接続口は12、13ページを
参照）。

1
2
3
4
Abb. 5
Fig. 5
図5

Sealing cap
Spindle
Service connection (can be shut off)
Measurement connection

Offenes Absperrventil (Betriebsstellung)
Open shut-off valve (operating position)
シャットオフバルブが開いた状態（作動位置）
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Abb. 6
Fig. 6
図6

1
2
3
4

シーリングキャップ
スピンドル
サービス接続口（ロック可能）
測定接続口

Geschlossens Absperrventil
Closed shut-off valve
シャットオフバルブが閉じた状態
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3.5 Pipeline connections

3.5 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.

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。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。

Attention!
Absolutely avoid penetration of air!
The shut-off valves should remain
closed until evacuating.

注意！
空気が絶対に漏れないようにして
ください。
圧力が抜けるまで、シャットオフ
バルブは閉じておいてください。

Pipe connections

配管の接続

The pipe connections are designed to
accept tubes with standard millimeter or
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。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。
注意！
バルブが過熱しないようにしてくだ
さい。
ろう付け作業中および作業後はバ
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。

Attention!
Do not overheat the valves!
Cool valve body while and after
brazing!
Max. brazing temperature 700°C.
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Pipelines

配管

Only use pipelines, hoses and
components which are

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。

• clean and dry inside (free from slag,
swarf, rust, and phosphate coatings)
and
• which are delivered with an air tight
seal.

• 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）
• 気密状態で納品されていること

Connect compressor with flexible lines.

コンプレッサーは柔軟なラインを使って接
続してください。

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

注意！
比較的長い配管を使用したシステ
ム、または充填ガスなしではんだ
付けされている場合：
吸入側にクリーニングフィルター
（メッシュサイズ < 25 μm）を取り
付けてください。

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

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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3.6 Capacity control (CR)
3.6 容量制御（CR）
•
optional:
•
オプション：
- 4UFC(Y) .. 4NFC(Y): 50%
- 4UFC（Y）～4NFC（Y）：50%
4UFR(Y) .. 4NFR(Y): 50%
4UFR（Y）～4NFR（Y）：50%
The capacity control can be
容量制御はいずれのシリンダー
mounted to any cylinder bank.
バンクにも取り付けることがで
- 6UFC(Y).. 6NFC(Y):
きます。
1x: 66%, 2x: 33/66% residual
- 6UFC（Y）～6NFC（Y）：
capacity
1x：66%、2x：33/66% 残留容量
Preferred installation position with
1容量制御の場合の推奨取付け位
one capacity regulator: centre
置：中央のシリンダーバンク。
cylinder bank.
2容量制御の場合の推奨取付け位
Preferred installation position with
置：外側のシリンダーバンク。
two capacity regulators: outer
cylinder banks.
The upper parts of the valves are
delivered separately packed to avoid
transport damage. These valve parts
must be fitted in place of the sealing
flanges before the compressor is
evacuated. (Mounting can be performed
at the factory, if desired.)

バルブの上側の部品は、搬送時の損傷を防
ぐために別梱包で納品されます。これらの
バルブ部品は、コンプレッサーの減圧を開
始する前に封止フランジ部に取り付ける必
要があります（ご要望に応じて、取付けを
工場で行うことができます）。

• Retrofit requires exchange of the
cylinder head. A pin in the flange
surface allows the correct assembly.

• レトロフィット時にはシリンダーヘッ
ドを交換する必要があります。フラン
ジ表面のピンは正しい部品とのみ噛み
合うようになっています。

Warning!
Compressor is under pressure by
holding charge!
Severe injuries possible.
Release the pressure in the
compressor!
Wear safety goggles!
For further explications see Technical
Informations KT-100 and KT-110.

KB-540-3

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。
詳しくは技術資料KT-100、KT-110を参照
してください。
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Anschlüsse

Connections

接続

Connection positions

接続位置

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

High pressure connection (HP)
Discharge gas temp. sensor (HP)
(option)
Low pressure connection (LP)
Oil fill plug
Crankase heater (option)
Oil drain / magnetic screw (oil filter)
Oil dryer (option)
Oil pressure connection
Sight glass

1
2
3
4
5
6
7
8
9

高圧接続口（HP）
吐出ガス温度センサー（HP）
（オプション）
低圧接続口（LP）
給油プラグ
クランクケースヒーター（オプション）
オイル排出口/マグネットスクリュー
（オイルフィルター）
オイルドライヤー（オプション）
油圧接続口
サイトグラス

KB-540-3

4

Protection devices

4

保護デバイス

Pressure limiters (HP & LP)

圧力リミッター（HP & LP）

are necessary in order to limit the
operating range of the compressor to
avoid inadmissible operating
conditions. For connection positions
see page 12.
By no means pressure limiters may be
connected to the service connection of
the shut-off valve!

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
制限する場合に圧力リミッターが必
要となります。接続口の位置は 12
ページを参照してください。
圧力リミッター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。

The open drive reciprocating
compressors 4UFC(Y) ..
6NFC(Y) are designed primarily for
use in vehicles and for the systems
with minimal volumes and
refrigerant contents which usually
accompany them. A differential oil
pressure switch should be mounted
and a crankcase heater operated
for special applications with a
distantly branched-off system and
large refrigerant charge.

開放型ドライブレシプロコンプ
レッサー4UFC（Y）～6NFC（Y）
は、主に車両での使用や、容量と冷
媒含有量の少ない一般システム向
けに設計されています。一般システ
ムと大きく異なり、冷媒充填量が多
いシステムを特殊用途で使用する
場合は、オイル差圧スイッチを取り
付け、クランクケースヒーターを作
動させる必要があります。

Differential oil pressure switch (optional) オイル差圧スイッチ（オプション）

KB-540-3

For electrical connection and
information on operational testing,
see KT-170.

電気接続部と機能テストに関しては
KT-170を参照してください。

Crankcase heater (optional)

クランクケースヒーター（オプション）

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

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。

The crankcase heater must be operated
while the compressor is at stand-still for

次のような条件では、
コンプレッサー停
止中もクランクケースヒーターを作動
させてください。

• special applications with distantly
branched-off systems and a large
refrigerant charge.
• danger of refrigerant condensation
into the compressor

• 一般システムと大きく異なり、冷媒充
填量が多いシステムを特殊用途で使
用する場合
• コンプレッサー内で冷媒濃縮の可能
性がある場合

For connection positions see page 12.

接続口の位置は 12 ページを参照してくだ
さい。

Discharge gas temperature sensor

吐出ガス温度センサー

For 4UFR(Y) .. 4NFR(Y) the intsallation
of a discharge gas température sensor
is recommended to ensure the
maximum allowable operating
temperature.

4UFR（Y）～4NFR（Y）吐出ガス温度
センサーの取付けの際には、
最高許容動
作温度を遵守することを推奨します。
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Commissioning

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

!

Attention!
Test the strength pressure and the
tightness of the entire plant
preferably with dry nitrogen (N2).
Compressor must be put out of
circuit when using dried air – keep
the shut-off valves closed.

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。

!

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 industrtial 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

5.1 耐圧強度テスト

Evaluate the refrigerant circuit
(assembly) according to EN 378-2 (or
valid equivalent safety standards). The
compressor had been already tested in
the factory for strength pressure.
Therefore a tightness test (5.2) is
sufficient.

EN 378-2（または有効な同等の安全基
準）に基づいて冷媒回路（アセンブ
リー）を点検します。コンプレッサー
はすでに出荷前に耐圧強度テストが実
施されていますので、気密試験（5.2章）
のみで十分です。

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

ただし、アセンブリー全体の耐圧強度を
テストする場合は次のことに注意して
ください。

Danger!
Test pressure shall not exceed the
maximum operating pressures
indicated on the name plate!
If necessary leave the shut-off
valves closed!
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危険！
銘板に記載されている最高運転圧
力を超えないようにしてください。
必要な場合、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

5.2 気密試験

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.

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
密を点検してください。

KB-540-3

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。

Danger!
Test pressures and safety
references see chapter 5.1.
5.3 Evacuation

5.3 真空引き

Open shut-off valves and solenoid
valves. Evacuate the entire system
including compressor using a vacuum
pump connected to the high and low
pressure sides.
A "standing vacuum" (i.e. pressure does
not rise within two hours) less than 1.5
mbar must be reached with shut-off
pump capacity.
If necessary repeat this procedure
several times.

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。
ポンプがオフの場合、
「静止真空圧」
（つ
まり圧力が2時間以内に上昇しない）は
1.5 mbar以下となる必要があります。
必要に応じてこの手順を数回繰り返し
てください。

!

Attention!
Mechanical damages possible.
Do not start compressor under
vacuum.
Charge refrigerant first!

注意！
機械的な損傷のおそれ。
コンプレッサーを真空下で起動し
ないでください。
まず冷媒を充填してください。

5.4 Charging refrigerant

5.4 冷媒の充填

Charge only permitted refrigerants (see
chapter 2).
• Before refrigerant is charged:
- Check the compressor oil level.
- Do not switch on the compressor!
• Charge liquid refrigerant directly into
the condenser resp. receiver.
• 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.

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：
- コンプレッサーのオイルレベルを
点検する
- コンプレッサーをオンにしないで
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。
• 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
蒸発器の入口から充填してください。

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 oil temperature above
40°C.
Danger!
Explosion risk of components and
pipelines by hydraulic
overpressure.
Avoid absolutely overcharging of
the system with refrigerant!

KB-540-3

!

!

注意！
液運転の危険！
冷媒は少量ずつ充填してください。
オイル温度は40°C以上を維持して
ください。
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。
冷媒の過充填は絶対に避けてくだ
さい。
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5.5 Checks before starting

5.5 起動前の点検

• Oil level
(within range on sight glass)

• オイルレベル
（サイトグラスから見える範囲）

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 damage),
there is also a risk of liquid slugging
at start.
Adjust oil level within the marked
sight glas range!

• Setting and function of safety and
protection devices
• Delay time of differential oil pressure
switch (if installed)
• Cut-out pressures of the high- and
low-pressure limiters
• Are the shut-off valves opened?

• 安全および保護デバイスの設定と機能
• オイル差圧スイッチのディレイタイ
ム（取り付けられている場合）
• 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

5.6 Start-up procedure

5.6 起動手順

Lubrication / oil check

潤滑/オイル点検

Danger!
Hair, hands or clothing can be
caught in the belt drive or coupling!
Serious injuries are possible.
Ensure that motor cannot be
started while comissioning

危険！
髪の毛、手、衣服がベルトドライブ
またはクラッチに巻き込まれる可
能性があります。
重傷を負う危険があります。
試運転中にモーターが始動しないよ
うに確実な措置を講じてください。

Bring plant up to operating temperature
via increased high idle speed.
Check lubrication of the compressor
after approx. 15 minutes.

アイドルスピードを上げてプラントを
動作温度にします。
約15分後にコンプレッサーの潤滑を点
検します。

• Oil level ¼ to ¾ height of sight glass
(repeat checks within the first hours
of operation).

• オイルレベル：サイトグラスの¼～¾
の高さ（運転開始後 1 時間は繰り返し
点検を行ってください）。

• Check oil pressure if necessary:
using a manometer via the service
connection of the suction shut-off
valve and the connection at the oil
pump.
Differential oil pressure (permissible
values): .................... 0.7 to 3.5 bar
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!

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マー
クの範囲内に調整してください。

• 必要に応じて油圧を点検します。
圧力計を使用して、吸入シャットオフ
バルブのサービス接続口とオイルポ
ンプの接続口で圧力を測定します。
オイル差圧（許容値）
：.... 0.7～3.5 bar

KB-540-3

• オイル差圧スイッチによる自動モニ
• Automatic monitoring by differential
oil pressure switch, if installed.
ター（取り付けられている場合）
Connect “oil pressure” to Schrader
「油圧」をサービスバルブ（12ページ
valve (page 12, item 8), “LP” to
の番号8）に、「LP」をクランクケー
crankase (item 4).
ス（番号4）に接続します。
Differential cut-out pressure 0.65 bar,
カットアウト差圧は0.65 bar、ディレ
time delay 90 s.
イタイムは90秒です。
When this device cuts out a
この装置が遮断された場合は、装置の
subsequent fault diagnosis of the
故障診断を行う必要があります。
system is required.
オイル差圧スイッチに関する説明を
Observe information in the description
遵守してください。
of the differential oil pressure switch!

If larger quantities of oil have to be
added:

!

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。

Vibrations

振動

The whole plant, especially the
compressor mounting, drive (V-belts),
flexible pipelines and capillary tubes
must be checked for abnormal
vibrations. If necessary, take suitable
measures.

プラント全体、特にコンプレッサー取付
け、ドライブ（Vベルト）、フレキシブ
ルな配管やキャピラリチューブに異常
な振動がないか点検する必要がありま
す。必要に応じて適切な措置を講じてく
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
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。

Switching frequency

切換え頻度

The compressor should not be started
more than 10 times per hour. Thereby a
minimum running time of 2 min. should
be guaranteed.

コンプレッサーは1時間につき10回以上
始動しないでください。回数を制限する
ことで、2分間の最低運転時間が保証さ
れます。

Checking the operating data

運転データの点検

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Evaporating temperature
Suction gas temperature
Condensing temperature
Discharge gas temperature
Oil temperature
Switching frequency
Initial belt tension

Prepare data protocol.
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大量のオイルを注入した場合：

蒸発温度
吸入ガス温度
凝縮温度
吐出ガス温度
油温
切換え頻度
ベルトのプリテンション

データプロコトルを用意してください。
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Operation / Maintenance
Danger!
Hair, hands or clothing can be
caught in the belt drive or cou-pling!
Serious injuries are possible.
Ensure that motor cannot be
started while carrying out
maintenance work!

運転/メンテナンス
危険！
髪の毛、手、衣服がベルトドライブ
またはクラッチに巻き込まれる可
能性があります。
重傷を負う危険があります。
メンテナンス作業中に絶対にモー
ターが始動しないようにしてくだ
さい。

6.1 Regular checks

6.1 定期点検

Examine regularly the plant according to
national regulations.
Check the following points:

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。
以下の項目を点検してください。

• Operating data (chapter 5.6)
• Oil supply and filter dryer (chapter
5.6)
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• 運転データ（5.6 章）
• オイル供給とフィルタードライヤー
（5.6 章）

• Protection devices and all
compressor monitoring parts (see
chapter 4)

• 保護デバイスとすべてのコンプレッ
サーモニター部品（4 章を参照)

• Check initial belt tension again after
running-in period

• 慣らし運転期間後にベルトのプリテ
ンションを再度点検

• Check screwed joints and electrical
cable connections on tight fitting.

• 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

• Tightening torques see KW-550

• 締付けトルク（KW-550 を参照）

• Refrigerant charge, tightness test

• 冷媒充填量、気密試験

• Update data protocol

• データプロトコルの更新

Internal pressure relief valve

内部圧力逃し弁

The valve is maintenance free.

この弁はメンテナンス不要です。

Opening of the valve due to abnormal
operating conditions, however, may
result in steady leakage.
Consequences are losses in capacity
and increased discharge temperature.
Check and replace the valve in this case.

ただし異常な運転条件下で開弁を繰り
返すと、常時漏れが発生するおそれがあ
ります。
その結果、性能が低下し、吐出温度が上
昇します。
その場合は弁を点検し、必要に応じて交
換してください。
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Working valves

ワーキングバルブ

are designed for maintenance free
operation. It is however recommended to
make an inspection after operating
failures and in conjunction with an oil
change (approx. every 10 000 to 12 000
operating hours).

ワーキングバルブはメンテナンスフ
リーとして設計されています。しかし、
作動異常後やオイル交換の際には（約
10,000～12,000時間の作動時間毎）点検
を行うことをお勧めします。

See Maintenance Instruction KW-540.

メンテナンス指示書 KW-540 を参照して
ください。

6.2 Removing the electro-magnetic
clutch

!

Attention!
Compressor damage possible!
The shaft must never be forced
towards the drive side by the use of
levers to remove the clutch!
By removing the electro-magnetic
clutch keep exactly to the
instructions of the manufacturer.

6.2 電磁クラッチの取外し

!

注意！
コンプレッサーが損傷するおそれ
があります。
クラッチを取り外す際に、レバーを
使ってシャフトをドライブ側にず
らさないでください。
電磁クラッチはメーカーの指示に
厳密に従って取り外してください。

Removal example for LINNIG clutch
LA16 (see also fig. 4):

LINNIGクラッチLA16の取外し（例）
（図
4も参照）：

• De-energize compressor and have it
cooled down to at least 40°C.

• コンプレッサーをオフにして最低
40°C まで冷まします。

• Remove V-belts

• V ベルトを取り外します。
• Screw out central straining screw
• 中央のテンションボルト（8 ページ、
(page 8, fig. 4, item 11) until the collar
図 4、番号 11）を、カラーがサーク
touches the circlip and the clutch
リップに触れてクラッチが押し外さ
pushes off (integrated pulling device).
れるまで緩めます（一体型プラー）。
• Turn straining screw further, until the
• クラッチがシャフトから外れるまで、
coupling separates from the shaft.
テンションボルトをさらに緩めます。
Remove coupling.
クラッチを取り外します。
• Screw off magnet.
• マグネットのネジを外します。
• Clean and check magnet and
• マグネットとクラッチを清掃し、点
coupling. Replace if necessary.
検します。必要に応じて交換してく
ださい。

KB-540-3
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6.3 Shaft seal

6.3 シャフトシール

It is not necessary to make a regulary
routine inspection of the shaft seal.

シャフトシールの定期点検は基本的に必
要ありません。

The shaft seal works with an oil barrier,
which prevents leakage of the
refrigerant. The oil forms a thin lubricant
and sealing film and also contributes to
cooling the shaft seal.

シャフトシールは、冷媒の漏れを防止する
オイルバリアと共に作用します。オイルは
薄い潤滑膜とシーリングフィルムを形成
し、シャフトシールの冷却も行います。

Leakage oil quantities up to 0.05 cm3
per hour are within the permitted
tolerance range. Emerging oil is caught
by a felt ring. Replace the felt ring if
required.
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運転1時間あたりで0.05 cm3以下の漏れは
許容範囲内です。漏れ出たオイルはフェル
トリングに回収されます。必要に応じて
フェルトリングを交換してください。

During the running-in period of the new
shaft seal (about 250 hours) an
increased oil leak rate may occur.

新品のシャフトシールの慣らし運転中は
（約250時間）オイルの漏れる量が増え
る場合があります。

Damaging influences on shaft seal:
• insufficient suction gas superheat,
especially with wet operation
• excessive belt tension
• impacting belts
• thermal overload (operation outside of
application limits)
• frequent oscillation
• long shut-off periods
• material deposits
• contaminations from the system

シャフトシールへの悪影響：
• 吸入ガス過熱が不十分、特に液運転の
場合

These influences can cause the shaft
seal to become leaky and require
replacement. Determine and eliminate
cause for leakiness!

これらの影響はシャフトシールの漏れを
引き起こし、交換が必要となることがあ
ります。漏れの原因を特定し、問題を解
消してください。

Detailed instructions for changing the
shaft seal see Maintenance Instruction
KW-540.

シャフトシールの交換について、詳しく
はメンテナンス指示書KW-540を参照し
てください。

• 過度なベルトテンション
• ベルトへの影響
• 熱過負荷（適用制限外での運転）
• 頻繁な振動
• 長期間停止する場合
• 物質の堆積
• システムからの汚染

KB-540-3

6.4 Oil changing

6.4 オイル交換

Changing the compressor oil is not
necessarily required for plants which are
operated in a normal fashion. Only
impurities from the plant components or
operation outside the application ranges
can lead to deposits in the lubrication oil
and darken its color. Change the oil in
this case. Clean the oil filter and
magnetic plug as well. Determine and
eliminate the cause for operation outside
the application ranges.
Recommendation: Change oil and oil
dehydrator (if necessary), and clean oil
filter and magnetic plug approx. every
three years or 10 000 .. 12 000 operating
hours.

通常運転を行うシステムでは、コンプ
レッサーオイルの交換は必ずしも必要
ではありません。システムコンポーネン
トから不純物が生じる場合や適用範囲
外で運転する場合にのみ、潤滑油に沈殿
物が生じたり、色が黒ずんでくる可能性
があります。この場合はオイルを交換し
てください。同時に、オイルフィルター
とマグネットプラグも清掃してくださ
い。適用範囲外での運転が行われた原因
を特定し、問題を解消してください。推
奨：約3年毎、または10,000～12,000時
間の作動時間毎にオイルとオイルドラ
イヤー（必要な場合）を交換し、オイル
フィルターとマグネットプラグを清掃
してください。

Oil types: see chapter 2.

オイルの種類：2章を参照してください。

Attention!
Ester 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.

Dispose of waste oil properly!

KB-540-3

注意！
エステル系オイルは非常に吸湿性
が高いオイルです。
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、エステルオイルは極
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。
排油は環境保護規定に従って廃棄して
ください！
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6.5 Longer period of disuse

6.5 長期間にわたる使用停止
注意！
運転開始時に液バックが発生する
おそれがあります。
シャフトシールの損傷や冷媒の損
失が起こるおそれがあります。
長期間にわたって使用を停止する
場合（冬期）、月に1回プラントの
試運転を約15分間行ってください。

Attention!
When starting danger of liquid
slugging!
Damage to the shaft seal and loss
of refrigerant are possible!
During longer shut-off periods
(winter months), commission the
plant for approx. 15 minutes once a
month.

7

De-commissioning

稼動停止

Dismantling the compressor

コンプレッサーの取外し

For repair work, that makes dismantling
necessary, or when decommissioning
them:

コンプレッサーを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。冷媒をポンプで排出します。
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！

Close the shut-off valves at the
compressor. Pump-off the refrigerant.
Do not release the refrigerant but
dispose it properly!
Warning!
Compressor can be under
pressure!
Severe injuries possible.
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。
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.

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。

Disposing the compressor

コンプレッサーの廃棄処分

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

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！

Have the compressor repaired or
disposed properly!
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7

コンプレッサーは修理に出すか、環境保
護規定に従って廃棄してください！

KB-540-3

摘要

KB-540-3
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