
マーレ—実用的なヒント
A/Cコンプレッサーの交換
A/Cシステムのフラッシング
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概要と重要な情報

全般

エアコンコンプレッサーは通常、Vリブドベルトを介し車両

エンジンによって駆動されます。システム内の冷媒を圧縮ま

たは循環させます。エアコンコンプレッサーにはさまざまな

種類があります。

動作原理

低圧および低温では、エバレーターからのガス状冷媒が吸い

込まれ、圧縮されてから、高圧および高温で、まだガス状の

状態でコンデンサーに送られます。

故障時の影響

次の兆候は、エアコンコンプレッサーの損傷または破損を示

している可能性があります。

	n 漏れ

	n ノイズ

	n 不十分な冷却または冷却の欠如

	n クライメートコントロールユニットまたはエンジン・

セントラルコントロールユニットのエラーコード

機能不全は、さまざまな理由が原因である可能性が

あります。

	n クランプ装置の欠陥または摩耗によるベアリングの損傷

	n エアコンのコンプレッサーシャフト

またはハウジングの漏れ

	n エアコンコンプレッサーハウジングの機械的損傷

	n ボンディング（電気接続）

	n 電気制御弁（エレクトリックコントロールバルブ）

	n 冷媒オイル不足

	n 冷媒が不足している

	n 固形物（チップ等）

	n 湿気（腐食等）

	n クランプエレメント、エンジンアクセサリーの不良

トラブルシューティング

設置のための機能テストと圧力測定：

	n エアコンのコンプレッサーがオンになって

いますか? プラグがしっかりと接続されてい

ますか? 電圧は供給されていますか？

	n 電気制御弁または作動を確認してください

	n ドライブベルトの位置、損傷、張力を確認してください

	n 漏れの目視検査を実施する

	n 冷媒ラインが適切に固定されている

ことを確認してください

	n 高圧側と低圧側の圧力を比較します

	n 故障歴を読み取る

A/Cコンプレッサーの交換

A/Cコンプレッサーの交換

知ってますか？マーレは、エンジン冷却およ

び自動車用エアコンの世界有数のOEMメーカ

ーです。
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注意
新しいA/Cコンプレッサーを取り付ける前に、必ずメーカーの仕様に従ってオイル量と

粘度を確認し、必要に応じて補充してください。（次のページの作業プロセスをご参照

ください。）

A/Cコンプレッサーの断面

ネジ接続

サクションプレッシャーバルブ

シリンダーヘッド

ガスケット

ピストン

1

2

3

4

5

斜板

ドライブシャフト

ハウジング

オイルキャップ

ギアホイール

6

7

8

9

10

1

2

3

4
5 6

7

8

910
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A/Cコンプレッサーが故障してい
ませんか？
障害分析と交換の作業プロセス

A/Cコンプレッサーの交換

 漏れ検出剤：

漏れ検知剤を充填します。

正常でない

冷媒回収

システムの汚染・粒子状物質・透

過性をチェックします

取り付け時にA/Cコンプレッサー

を確認する

新規または修理済みのA/C　コン

プレッサー

サービスユニット付き

1. 真空を作成する

2. 漏れ試験を実施する

3. 冷媒を充填する

1. システム圧力テスト

2. 漏れ試験

3. システムチェック

膨張弁またはスロットルバルブ・

フィルタードライヤー・アキュム

レーターおよびOリングを交換し

てください

正常

1. サービスステッカーを貼る

2. テストドライブ

3. 実行されたドキュメント作業

 実用的なヒント：

a) 磁気クラッチ

b) 機械的損傷 

c) 電気制御弁 

d) 漏れ

 原因を特定します。

a) 冷媒回路の不良

b) 電気的故障

c) A/Cコンプレッサー環境の欠陥 

（ベルトドライブ、補助骨材）

 冷媒油：

重要：新しい A/Cコンプレッサー

を取り付ける前に、必ずメーカー

の仕様に従ってオイルの量と粘度

を確認し、必要に応じて補充して

ください。これを行うには、A/C　

コンプレッサーから排水し、メー

カーが指定した量を補充する必要

があります。コンプレッサーを取

り付けるときは、Oリングを交換

する必要があります。
 実用的なヒント：

メーカーの仕様を遵守してくださ

い。

a) 真空時間

b) 冷媒充填量

 A/Cシステムに冷媒を充填します。

重要：起動手順に従ってください。

 一貫したフラッシング：

重要：A/Cコンプレッサーを交換するときは、空調システム全体をフラッシュ

し、消耗品とフラッシュ不可能なコンポーネントを交換する必要があります。

  A/C コンプレッサー  

フィルタースクリーン：

実用的なヒント：組み立てる前

に、必要に応じてA/Cコンプレッ

サーのサクションラインにフィル

タースクリーンを取り付けます。

1

2
3

4

5
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冷媒回路の

油量の平均内訳

10%ライン・ホース

20%エバポレーター

10%コンデンサー

50%A / Cコンプレッサー

10%フィルタードライヤ

ー・アキュムレーター

―貫して変わらないフラッシング

空調回路内の汚れの粒子は、システム全体を完全に洗い流す

ことによってのみ除去できます。汚染レベルに応じて、冷媒

R134aまたはR1234yf、または特殊なフラッシング溶液を使用

することをお勧めします。エアコンのコンプレッサー、ドラ

イヤー（アキュムレーター）、およびエキスパンションバル

ブまたはスロットルバルブはフラッシュできません。システ

ムの汚染（摩耗粒子、チップ）は常に想定され、排除できな

いため、エアコンコンプレッサーに欠陥がある場合、これら

のコンポーネントを交換するときは常にシステムをフラッシ

ュする必要があります。

冷媒オイル 

メーカーの仕様と付随するリーフレット・粘度に注意してくだ

さい。

2.1 油量の低下

冷媒オイルは、空調システムのすべてのコンポーネントに含

まれています。修理の際には、交換する部品とともにオイル

を取り除きます。したがって、システムに適切な量のオイル

を再度補充することが不可欠です。下のグラフは、システム

内のオイル量の平均的な内訳を示しています。

2.2 オイルの量と仕様に注意してください

新しいエアコンコンプレッサーを設置したり、システムに冷

媒オイルを補充したりする前に、車両メーカーの仕様に従っ

て、オイルの量と粘度を常にチェックする必要があります。

2.3 エアコンコンプレッサーのシステムオイル量

1台のエアコンコンプレッサーをさまざまな車両やシステム

に使用できるため、コンプレッサーを設置する前に、オイ

ルの充填量を確認または調整することが重要です。この目的

のために、すべてのオイルを排出して回収する必要がありま

す。次に、コンプレッサーに、車両メーカーが指定した総オ

イル量（システムオイル量）を補充する必要があります。オ

イルが均等に分配されるようにするには、設置前にコンプレ

ッサーを手で10回回転させる必要があります。これは、エア

コン用コンプレッサーメーカーのサンデンが発行した説明書

にも対応しています。いずれの場合も、個々の車両メーカー

の仕様を考慮する必要があります。

A/Cコンプレッサーフィルタースクリーン

原則として、システムから汚染や異物を取り除くために、エ

アコンコンプレッサーを交換するときは、すべてのエアコン

システムをフラッシュする必要があります。フラッシング後

に回路に汚染が残っている場合は、吸引ラインにフィルター

スクリーンを使用することで損傷を防ぐことができます。

1

2

3
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A/Cシステムに冷媒を充填する

エアコンコンプレッサーの起動手順：

	n 冷媒は、エアコンコンプレッサーでの冷媒のハマリングを

防ぐために、常に高圧側のサービス接続を使用してエアコ

ンサービスユニットを介して充填する必要があります。

	n 車両メーカーが規定する量・仕様の適切な冷媒のみを使用

する必要があります。

	n 空気分配を「センターノズル」の位置に設定し、すべての

センターノズルを開きます。

	n フレッシュエアブロワーのスイッチを中央位置に設定しま

す。

	n 温度を最大冷却に設定します。

	n エンジンを始動し（空調システムを作動させずに）、エン

ジンを少なくとも2分間アイドル回転速度で中断すること

なく作動させます。

	n アイドル運転速度で約10秒間エアコンをオンにします。エ

アコンのスイッチを約10秒間オフにします。このプロセス

を少なくとも5回繰り返します。

	n システムチェックを実行します。

漏れ検知剤

冷媒が不足すると、エアコンコンプレッサーが損傷する可能

性もあります。このため、定期的なエアコンのメンテナンス

と、必要に応じてシステムへの造影剤の追加をお勧めしま

す。これを行うにはさまざまな方法があります。車両での造

影剤の使用は文書化する必要があります。極端な場合、これ

によりエアコンコンプレッサーに損傷を与える可能性のある

過充填を防ぎます。

重要！
取り付ける前に、必ずすべてのOリングを交換し、冷媒オイルでコーティングしてください。新しい

A/Cコンプレッサーを取り付ける前に、必ずメーカーの仕様に従ってオイルの量と粘度を確認し、必

要に応じて補充してください。A / Cコンプレッサーを交換するときは、空調システム全体をフラッ

シュし、消耗品とフラッシュ不可能なコンポーネントを交換する必要があります。

A/Cコンプレッサーの交換

4 5
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エアコンシステムの洗浄は、修理作業中またはエアコンコン

プレッサーが損傷したときに実行される最も重要な作業の1

つです。フラッシングプロセスは、空調回路から汚染物質や

有害物質を取り除きます。

適切な修理を確実にし、高価なフォローアップ作業を避ける

ために、フラッシングが必要です。また、サプライヤーの保

証を維持し、顧客満足度を保障します。

ただし、エアコンコンプレッサー、膨張弁またはスロットル

バルブ、フィルタードライヤーまたはアキュムレーターは洗

浄できません。したがって、フラッシングプロセス中は、ア

ダプターを使用してバイパスする必要があります。フラッシ

ングプロセスが完了したら、前述のバルブとフィルターを交

換する必要があります。

A/Cシステムのフラッシング-方法

注意！

A/Cコンプレッサーを交換するときは、空調システム全体をフラッシュし、消耗品とフラッシュ不

可能なコンポーネントを交換する必要があります。

エアコンシステムを洗浄するには、次の2つの

洗浄方法があります。

	n フラッシング方法 A：  

冷媒およびサービスユニットによるフラッシング

	n フラッシング方法 B：  

フラッシング剤によるフラッシング（ステップ1）、 

窒素によるブローアウト・乾燥（ステップ2）

A/Cシステムのフラッシング
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方法A：冷媒とサービスユニット
でフラッシングする

これらの高度な機能により、これら2つのユニットは前例のないレベルの柔軟性とプロ意識を提供します。

ArcticPRO®ACX380は、R134aの機器シリーズのトップA/Cサー

ビスユニットです。これ以上のものはありません。従来のエ

ンジンを搭載した車両に加えて、ハイブリッド車や電気自動

車に頻繁にサービスを提供する人にとって必須の統合POEオ

イル回路の非常に便利な機能に加え、この製品ラインのすべ

ての際立った機能を提供します。R134aシステム用のACX380

は、R1234yf、または必要に応じて冷媒R513aに簡単に変換で

きます。A/Cシステム用の診断ツールのオプションを融合した

ため、空調コンポーネントの専門家による診断をA/Cサービス

ユニットで直接実行できます。 

ArcticPRO®ACX480は、R1234yfの機器シリーズのフラッグシッ

プモデルです。ACX 480を使用すると、完全なA/Cサービスを

ユニットの自動化されたプロセスに完全に委託することができ

ます。これにより、正確な結果が保証され、その間に他のタス

クを処理できるようになります。これにより、信頼性が高く、

効果的で、経済的なA/Cサービスが保証されます。ACX480は、

非常に革新的で実用的な管理アプリや、ユニットの機能をさら

に拡張するTechPRO®診断ツールとの統合も提供します。

全てのMAHLE ArcticPRO®エアコンサービスユニットには、冷

媒R134aまたはR1234yfに対応した高速で低コストのフラッシ

ングを可能にするフラッシング機能が標準搭載されておりま

す。 外部フラッシングユニットとフラッシングキットの部品

が必要になりますが、どちらも個別に入手できます。ユニッ

トの該当機能を開始すると、車両のエアコンシステムは高圧

の液体状の冷媒によってフラッシュされ、その後排出されま

す。最適な洗浄結果を得るには、このサイクルを3回完了す

る必要があります。

冷媒 
R134a

冷媒 
R1234yf

部品番号：1010350383XX 部品番号：1010350384XX
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部品番号: 1010350276XX

アクセサリー

ArcticPRO® A/Cサービスユニットでのフラッシュ用に

冷媒R134aおよびR1234yf用のACXユニバーサルフラッシングユ

ニット

	n 柔軟な使用をサポートするフラッシングタンク — A/Cサービスユニットの

場所とモデルに依存しません

	n 人間工学的に配置：サイトグラスを制御して、フラッシングプロセスと冷

媒の純度を確認します

	n 柔軟なアプリケーション：さまざまなA/Cサービスユニット用のHPホース

コネクタアダプターセット

	n アダプターセット（3/8「及び1/4」）フラッシングする空調システムまたは

システムの個々の構成要素のすべての標準的なフラッシングアダプターへ

の接続を可能にします

	n LPカップリングをフラッシングユニットに接続するための冷媒R134aおよ

びR1234yf用のカップリングアダプターセット

	n オプション：保護ストレージカバー

A/Cシステムのフラッシング

マーレはA/Cサービスユニットにより、ワークショップ接続

の範囲を拡大しています。スマートフォンアプリを使用し

て、ワークショップ技術者はワークフローとユニットのス

テータスを表示したり、サービスを自動的に注文したりでき

ます。ユニットのASAインターフェイスとワークショップネ

ットワークでのユニットの統合により、高速データ交換が可

能になります。すべてのユニットに標準装備されている大き

なタッチスクリーンは、すべての情報とプログラムされた手

順、および現在のステータスを継続的に表示します。 

クイックスタートはいつでも開始できます。ソフトウェアの

自動更新はWi-Fi経由でバックグラウンドで実行されますが、

車両での作業は続行できます。空調システムで発生する可能

性のある漏れは、エアコンへの直接接続を介して窒素または

フォーミングガスで迅速に検出されます。時間を節約するた

めに、デバイスはリモートでサービスを提供できます。ワー

クショップは、Wi-Fiを介してユニット上で直接迅速なサポー

トと診断を得ることができます。
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ArcticPRO® ROU—回復専用ユニット

	n 車両の空調システムから未知の汚染された冷媒を簡単かつ安全に除去します。

	n 環境にやさしい：専門的で安全な除去は人と環境を保護します。

	n 経済的：ROUは、A/Cサービスユニットと一緒にすぐに使

用できます。他の材料や備品は必要ありません。

	n 効率的：特許取得済みの内部サイクルにより、30分以内に

95％の回復率で高速サービスが保証されます。

IDX 500 
冷媒分析ユニット

冷媒R134aおよびR1234yf用のMAHLEACX A/Cサービスユニットの内部分析ユニット

	n 前モデルよりも高速

	n R134aまたはR1234yfがシステムで検出されたかどうかを明確に示します

	n A/Cサービスユニットの最大限の保護を提供します

	n LPカップリングによる安全な分析

	n プラグアンドプレイ機能により、ユニットとの即時統合が可能

	n シンプルな自動操作と瞬時の測定結果

	n 統合されたソフトウェアプロセスによる完全自動制御

部品番号：1010350393XX

部品番号：1010350326XX

冷媒R134aおよびR1234yf用のフ

ラッシングキット 

フラッシングキットには、フラッシン

グプロセスに必要な特別なフィルター

とアクセサリーが含まれています。こ

のキットは、すべてのサービスユニッ

トで使用できます。

部品番号：1010350053XX
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方法B：
フラッシング剤によるフラッシン
グ

空調システムを冷媒で洗い流すだけでなく、特殊な化学洗浄

剤（圧縮空気と組み合わせて）で洗い流し、システムを窒素

で吹き飛ばすことも可能です。この組み合わせが鍵となりま

す良好な結果：フラッシング剤は適切な化学洗浄を保証し、

窒素はフラッシング剤の残留物を除去し、システムの乾燥を

助けます。ブローアウト・乾燥プロセス中、接続ラインとシ

ステムコンポーネントは窒素で個別に吹き飛ばされます。コ

ンポーネントが吹き飛ばされている間の最大圧力が12バール

を超えないようにすることが重要です。

A/Cシステムのフラッシング
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方法A

冷媒

フラッシング方法

マーレA/Cサービスユニットとフィルターとアダプターを備

えた追加のフラッシング装置を使用して、システムコンポー

ネントは冷媒の流れの方向に逆らってフラッシングされます

（両方とも個別に入手可能）。

利点

	n 既存の冷媒がフラッシング媒体として使用されるため、別

途フラッシング媒体の費用はかかりません

	n フラッシング媒体の廃棄費用はありません

	n ほつれた汚れの粒子や油を取り除きます

	n メソッドは、さまざまな車両メーカーによって承認されて

います

短所

	n フラッシングユニットのフィルターエレメン

トは定期的に交換する必要があります

	n A/Cサービスユニットは、フラッシングプロセス

中に他の目的に使用することはできません

方法B

フラッシング剤

フラッシング方法

追加のフラッシング装置と化学溶液を使用して、システムコ

ンポーネントは冷媒の流れの方向に対してフラッシングされ

ます。残りのフラッシング媒体を除去し、システムを乾燥さ

せるには、窒素を使用する必要があります。

利点

	n 緩んで埋め込まれた粒子と油を取り除きます

短所

	n フラッシング媒体のコスト

	n フラッシング媒体の廃棄費用

	n 自動車メーカーによって承認されていません

2つのフラッシング方法AとBの
長所と短所：
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フラッシングによってどのような種類の汚染を取り除くことができますか？ 
これらのタイプの汚染の影響は何ですか？

	n コンプレッサーの損傷による摩耗

材料粒子は、膨張弁、スロットル弁（オリフィスチュー

ブ）、またはマルチフローコンポーネント（コンデンサ、

蒸発器）を詰まらせます。

	n 水分

膨張弁とオリフィスチューブが凍結する可能性がありま

す。冷媒または冷媒オイルと水分の間の化学反応により、

酸が形成され、ホースラインとOリングが多孔質になる可

能性があります。その結果、システムコンポーネントは腐

食による損傷を受けます。

	n エラストマー（ゴム）

エラストマー粒子は、膨張弁、オリフィスチューブ、およ

びマルチフローコンポーネントを詰まらせます。

	n 汚染された冷媒オイルまたは冷媒

汚染された冷媒または異なる冷媒の混合は、酸の形成を引

き起こす可能性があります。これらにより、ホースライン

とOリングが多孔質になる可能性があります。その結果、

他のシステムコンポーネントが腐食によって損傷する可能

性があります。

汚染と影響

汚染
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