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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の通路部材内に開弁圧力の異なる複数個の差圧弁が流体の流れ方向に対して垂直方
向に並列に設けられ、各差圧弁の弁体が弁口を下流側から閉じるようにされていることを
特徴とする複合弁。
【請求項２】
　通路部材と、該通路部材内に配設される主弁本体とを備え、該主弁本体に、固定絞り孔
と開弁圧力の異なる複数個の差圧弁とが流体の流れ方向に対して垂直方向に並列に設けら
れ、各差圧弁の弁体が弁口を下流側から閉じるようにされていることを特徴とする複合弁
。
【請求項３】
　通路部材と、該通路部材内に対向して配設された一対の主弁本体とを備え、該一対の主
弁本体にそれぞれ、開弁圧力の異なる複数個の差圧弁と貫通弁口とが流体の流れ方向に対
して垂直方向に並列に設けられ、各差圧弁の弁体が弁口を下流側から閉じるようにされ、
前記一対の主弁本体における前記貫通弁口を選択的に開閉すべく、前記一対の主弁本体の
間に差圧駆動式の逆止弁体が移動自在に配在されていることを特徴とする複合弁。
【請求項４】
　前記差圧弁は、先端部が円錐状又は球状の前記弁体と、該弁体を閉弁方向に付勢する付
勢部材とを備え、該付勢部材の付勢力に応じて開弁圧力が変わるようにされていることを
特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の複合弁。
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【請求項５】
　前記弁体の底部側に、前記主弁本体に設けられた弁室に摺動自在に内接する平面視円弧
状の内接部が２箇所以上設けられた角筒状の胴部が設けられ、該胴部における前記内接部
以外の部分に開口が形成されるとともに、前記内接部以外の部分と前記弁室の内周面との
間には流通路が形成されていることを特徴とする請求項２又は３に記載の複合弁。
【請求項６】
　前記貫通弁口の実効通路断面積は、前記通路部材を通じて流すべき最大要求流量が得ら
れる実効通路断面積より大きくされていることを特徴とする請求項３に記載の複合弁。
【請求項７】
　前記貫通弁口は、前記通路部材の中心線上に設けられていることを特徴とする請求項３
に記載の複合弁。
【請求項８】
　前記逆止弁体は、両端部に円錐状部が設けられるとともに、前記円錐状部の間に、前記
通路部材に摺動自在に内接する平面視円弧状の内接部が２箇所以上設けられ、前記内接部
以外の部分と前記通路部材の内周面との間には流通路が形成されていることを特徴とする
請求項３に記載の複合弁。
【請求項９】
　前記一対の主弁本体には、それぞれ前記複数個の差圧弁と並列に固定絞り孔が設けられ
ていることを特徴とする請求項３に記載の複合弁。
【請求項１０】
　室外熱交換器と室内熱交換器とを結ぶ冷媒通路に請求項１又は２に記載の複合弁が介装
されていることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項１１】
　室外熱交換器と室内熱交換器とを結ぶ冷媒通路に請求項３に記載の複合弁が介装されて
いることを特徴とする冷凍サイクル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弁前後（入口側と出口側）の差圧に応じて流量を段階的に変化させることの
できる複合弁に係り、特に、冷房専用の冷凍サイクル装置あるいは冷暖両用の冷凍サイク
ル装置において、冷媒流量を段階的に変化させるのに好適な複合弁及びそれを備えた冷凍
サイクル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的な冷房専用エアコンは、通常、圧縮機、室外熱交換器（凝縮器）、室内熱
交換器（蒸発器）、及び固定絞りとしてのキャピラリーチューブを備え、各機器間は導管
（パイプ）等で形成される冷媒通路で接続されており、運転時には、圧縮機から高温高圧
の冷媒が室外熱交換器に導かれ、ここで室外空気と熱交換して凝縮し、高圧の二相冷媒と
なってキャピラリーチューブに導入され、このキャピラリーチューブにより高圧の冷媒が
減圧され、減圧された低圧の冷媒は、室内熱交換器に導入され、ここで室内空気と熱交換
（冷房）して蒸発し、室内熱交換器からは低温低圧の冷媒が圧縮機の吸入側に戻されるよ
うになっている。
【０００３】
　かかる冷房専用エアコンは、冷暖両用エアコンに比べて構成が簡素であり、低価格で提
供できるという利点を持つが、最近、この冷房専用エアコンについて、省エネ等を図るべ
く、外気温に応じて冷媒流量を変化させたい、つまり、外気温が高くなるに従って高圧側
（室外熱交換器）から低圧側（室内熱交換器）に向かう冷媒流量を増加させたいとの要望
がある。
【０００４】
　この場合、構成が簡素、低価格という冷房専用エアコンの利点が損なわれないようにす
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るため、外気温に応じて冷媒流量をリニアに変化させることまでは要求されず、外気温に
応じて冷媒流量を段階的に（３段階程度に）変化させることができれば良いと考えられて
いる。
【０００５】
　かかる要望に応えるべく、従来技術として、外気温と高圧側の圧力とは相関がある（外
気温上昇≒高圧側圧力上昇）ことに着目して、例えば、キャピラリーチューブを迂回する
ようにバイパス通路を設け、このバイパス通路に、弁前後（入口側と出口側）の差圧が所
定圧より大きくなると開弁する差圧弁を組み込むこと、言い換えれば、キャピラリーチュ
ーブに並列に差圧弁を設けることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６１－２３７９８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のようにキャピラリーチューブに並列に差圧弁を設けることにより、前記差圧が所
定圧以下、つまり、外気温が比較的低いときには、冷媒がキャピラリーチューブのみを通
じて流され、前記差圧が所定圧より大きいとき、つまり、外気温が比較的高いときには、
差圧弁が開弁して冷媒はキャピラリーチューブに加えて差圧弁を通じても流される。その
ため、外気温に応じて冷媒流量を２段階に変化させることができる。
【０００８】
　しかしながら、このような従来技術では、冷媒流量を２段階にしか変化させることがで
きず、しかも、キャピラリーチューブを迂回するバイパス通路を別途に設けることが要求
されるとともに、そのバイパス通路に差圧弁を組み込む必要があるので、配管系が複雑に
なり、組み立てコスト、部品コスト等が嵩んでしまう。
【０００９】
　上記従来技術において、外気温に応じて冷媒流量を多段階（例えば３段階以上）に変化
させるためには、キャピラリーチューブを迂回するバイパス通路を２本以上設けるととも
に、各バイパス通路にそれぞれ開弁圧力の異なる差圧弁を組み込む必要があるので、配管
系が一層複雑になり、組み立てコスト、部品コスト等がさらに嵩むという問題がある。
【００１０】
　なお、上記特許文献１には、キャピラリーチューブに並列に差圧弁が設けられた冷房専
用エアコン（局所冷房機）が記載されているが、この局所冷房機における差圧弁は、高圧
側の圧力が過度に高くなったとき、高圧側の圧力を低圧側に逃がすリリーフ弁として機能
するもので、外気温に応じて冷媒流量を変化させるためのものではない。
【００１１】
　以上、冷房専用エアコンについて説明したが、冷房運転と暖房運転とを切り換えること
のできる冷暖両用エアコンについても、外気温に応じて冷媒流量を多段階に変化させよう
とする場合、上記と同様のコスト等に関する問題が生じることは避けられない。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、エアコン等の
冷凍サイクル装置において、配管系を簡素に構成するとともに、組み立てコスト、部品コ
スト等を低く抑えながら、外気温に応じて冷媒流量を多段階に変化させることのできる複
合弁及びそれを備えた冷凍サイクル装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成すべく、本発明に係る複合弁の第１態様は、単一の通路部材内に開弁圧
力の異なる複数個の差圧弁が流体の流れ方向に対して垂直方向に並列に設けられ、各差圧
弁の弁体が弁口を下流側から閉じるようにされていることを特徴としている。
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【００１４】
　本発明に係る複合弁の第２態様は、通路部材と、該通路部材内に配設された主弁本体と
を備え、該主弁本体に、固定絞り孔と開弁圧力の異なる複数個の差圧弁とが流体の流れ方
向に対して垂直方向に並列に設けられ、各差圧弁の弁体が弁口を下流側から閉じるように
されていることを特徴としている。
【００１５】
　本発明に係る複合弁の第３態様は、通路部材と、該通路部材内に対向して配設された一
対の主弁本体とを備え、該一対の主弁本体にそれぞれ、開弁圧力の異なる複数個の差圧弁
と貫通弁口とが流体の流れ方向に対して垂直方向に並列に設けられ、各差圧弁の弁体が弁
口を下流側から閉じるようにされ、前記一対の主弁本体における前記貫通弁口を選択的に
開閉すべく、前記一対の主弁本体の間に差圧駆動式の逆止弁体が移動自在に配在されてい
ることを特徴としている。
【００１６】
　一方、本発明に係る冷房専用の冷凍サイクル装置は、室外熱交換器と室内熱交換器とを
結ぶ冷媒通路に第１態様又は第２態様の複合弁が介装されていることを特徴としている。
【００１７】
　また、本発明に係る冷暖両用の冷凍サイクル装置は、室外熱交換器と室内熱交換器とを
結ぶ冷媒通路に第３態様の複合弁が介装されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る第１態様の複合弁は、単一の通路部材内に開弁圧力の異なる複数個の差圧
弁が並列に設けられるので、該複合弁を通過する冷媒流量を、差圧弁が２個の場合は２段
階、３個の場合は３段階というように、差圧弁の個数に応じて段階的に変化させることが
できる。
【００１９】
　ここで、前述したように外気温と高圧側の圧力とは相関があるので、本第１態様の複合
弁を、例えば、冷房専用エアコンにおける室外熱交換器と室内熱交換器とを結ぶ冷媒通路
に、キャピラリーチューブに代えて介装することにより、外気温に応じて冷媒流量を段階
的に変化させることが可能となる。
【００２０】
　このように、本第１態様の複合弁をキャピラリーチューブに代えて、例えば冷房専用エ
アコンに用いることにより、従来技術のようにキャピラリーチューブを迂回するバイパス
通路を設けてそのバイパス通路に差圧弁を組み込む方策に比べて、特に、外気温に応じて
冷媒流量を多段階（例えば３段階以上）に変化させるようにする場合には、配管系を簡素
に構成でき、組み立てコスト、部品コスト等を効果的に抑えることができる。
【００２１】
　本発明に係る第２態様の複合弁は、通路部材内に配設される主弁本体に固定絞り孔と開
弁圧力の異なる複数個の差圧弁とが並列に設けられるので、第１態様の複合弁と略同様の
作用効果が得られることに加えて、差圧弁の個数を第１態様の複合弁より１個減らすこと
ができる（例えば冷媒流量を３段階で変化させたい場合、差圧弁は２個で済む）上、複数
個の差圧弁が共通の主弁本体に設けられるので、各差圧弁には、入口、出口、弁室等を形
成するケース部分等が不要となる。このため、第１態様の複合弁に比べて、部品点数を少
なくすることができ、組み立てコスト、部品コスト等を一層抑えることができる。
【００２２】
　本発明に係る第３態様の複合弁は、開弁圧力の異なる複数個の差圧弁と貫通弁口とが並
列に設けられた一対の主弁本体を備え、この一対の主弁本体における貫通弁口を、該一対
の主弁本体間に移動自在に配在された逆止弁体により選択的に開閉するようにされるので
、本第３態様の複合弁は、両流れに対応、つまり、流れ方向が切り換えられる冷媒通路に
介装することができ、流れ方向がいずれの場合も、第１態様及び第２態様の複合弁と同様
に、冷媒流量を段階的に変えることができる。
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【００２３】
　したがって、本第３態様の複合弁は、例えば冷暖両用エアコンにおいて、室外熱交換器
と室内熱交換器とを結ぶ冷媒通路に、両流れに対応した膨張弁に代えて介装することがで
きる。この場合、冷房運転時には外気温に応じて冷媒流量を段階的に変えることができ、
また、暖房運転時にも、弁前後（入口と出口）の差圧に応じて冷媒流量を段階的に変える
ことができるので、省エネ等を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る複合弁の第１実施例を示し、（Ａ）は、縦断面図、（Ｂ）は、（Ａ
）のＸ－Ｘ矢視断面図。
【図２】（Ａ）は、図１（Ａ）に示される複合弁における差圧弁部分の拡大図、（Ｂ）は
、（Ａ）のＪ－Ｊ矢視断面図、（Ｃ）は、差圧弁の弁体を示す斜視図、（Ｄ）は、閉弁状
態での、（Ｅ）は、開弁状態での、それぞれ（Ｂ）のＵ－Ｕ矢視断面図。
【図３】弁前後の差圧と冷媒流量との関係を示すグラフ。
【図４】図１に示される第１実施例の複合弁が用いられた冷房専用エアコンの一例を示す
概略構成図。
【図５】（Ａ）、（Ｂ）はそれぞれ、第１実施例の複合弁の変形例の説明に供される図。
【図６】第１実施例の複合弁で用いられる差圧弁の他例を示す断面図。
【図７】本発明に係る複合弁の第２実施例を示し、（Ａ）は、左→右流れ時の、（Ｂ）は
、右→左流れ時の、それぞれの縦断面図（主弁本体部分は図８（Ａ）のＺ－Ｚ矢視断面図
、逆止弁体部分は図８（Ａ）のＺ－Ｚ’矢視断面図）。
【図８】（Ａ）は、図７に示される第２実施例の複合弁の右側面図、（Ｂ）は、図７（Ａ
）のＹ－Ｙ矢視断面図、（Ｃ）は、逆止弁体を示す斜視図、（Ｄ）は、左→右流れ時での
、（Ｂ）のＶ－Ｖ矢視断面図。
【図９】図７に示される第２実施例の複合弁が用いられた冷暖両用エアコンの一例を示す
概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００２６】
　なお、各図において、部材間に形成される隙間や部材間の離隔距離等は、発明の理解を
容易にするため、また、作図上の便宜を図るため、誇張して描かれている場合がある。ま
た、本明細書において、上下、左右、前後等の位置、方向を表わす記述は、説明が煩瑣に
なるのを避けるために図面に従って便宜上付けたものであり、実際の使用状態での位置、
方向を指すとは限らない。
【００２７】
［第１実施例］
　図１は、本発明に係る複合弁の第１実施例を示し、（Ａ）は、縦断面図、（Ｂ）は、（
Ａ）のＸ－Ｘ矢視断面図である。
【００２８】
　本実施例の複合弁１は、図４に示される如くの、圧縮機１１０、室外熱交換器１２０、
及び室内熱交換器１３０を備えた冷房専用エアコン１００において、室外熱交換器１２０
と室内熱交換器１３０とを結ぶ冷媒通路１０５に介装されるもので、該冷媒通路１０５の
一部を構成する通路部材７と、この通路部材７内を気密的に仕切るように配設された主弁
本体１０とを備える。
【００２９】
　通路部材７は、例えば銅製の所定長のパイプからなり、その両端部には冷媒通路１０５
を構成する配管が接続されるようになっている。
【００３０】
　主弁本体１０は、図１を参照すればよくわかるように、例えば真鍮製で、通路部材７の
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内径と略同じ外径を有する短円柱状とされており、その外周中央には断面矩形の環状溝１
６が形成されている。この主弁本体１０の通路部材７への組み付けは、かしめ加工（例え
ば、ロールかしめ加工）によって通路部材７の外周の一部を窄めるようにかしめて（かし
め部９）、その内周の一部を前記環状溝１６内に押し込み、主弁本体１０の外周面と通路
部材７の内周面とを強く密着させることによりなされる。
【００３１】
　主弁本体１０には、その中央（通路部材７の中心線Ｏ上）に、従前の冷房専用エアコン
で用いられているキャピラリーチューブとして働く固定絞り孔１７が設けられ、この固定
絞り孔１７より外周側の同心円上に１８０°の角度間隔をあけて２個の差圧弁２０Ａ、２
０Ｂが固定絞り孔１７と平行に設けられている。言い換えれば、主弁本体１０に、固定絞
り孔１７と２個の差圧弁２０Ａ、２０Ｂとが並列に設けられている。なお、固定絞り孔１
７は内径が２段階で変化する段付きの貫通孔として形成されているが、内径が変化しない
貫通孔でもよいことは勿論である。
【００３２】
　二つの差圧弁２０Ａ、２０Ｂは、開弁圧力が異なる（後で詳述）だけで、基本構成はほ
ぼ同じであり、図２に差圧弁２０Ａが代表して拡大図示されているように、主弁本体１０
に、左側（高圧側）から順次、弁口（入口）２１、弁体２５が摺動自在に嵌挿される弁室
２３、四つ葉ないし十字状のばね受け部材２７が圧入、締結、かしめ等により装着固定さ
れる環状装着溝２４Ａが段付きで設けられている。ばね受け部材２７の中央には、弁口２
１と略同径の出口２２が設けられている。
【００３３】
　弁室２３に摺動自在に嵌挿された弁体２５は、図２（Ａ）～（Ｅ）を参照すればよくわ
かるように、先端部（左端部）の円錐状部２５ａと、この円錐状部２５ａの底部側に連設
された、弁室２３に摺動自在に内接する平面視円弧状の内接部２５ｃを四隅に持つ角筒状
の胴部２５ｂとで構成され、胴部２５ｂを形成する平板状の４面（内接部２５ｃ以外の平
坦面部）のうちの対向する２面には、冷媒を円滑に流通させるための円形開口２５ｄが形
成されている。円錐状部２５ａの底部側には、胴部２５ｂにおける内接部２５ｃ以外の平
坦面部と面一の弓形状平坦面部２５ｅが形成されている。したがって、弁体２５における
内接部２５ｃ以外の部分（２５ａ、２５ｂ、２５ｅ）と弁室２３の内周面との間には、流
通路が形成されている。
【００３４】
　なお、本例では、主弁本体１０に設けられた弁室２３に摺動自在に内接する平面視円弧
状の内接部２５ｃが、弁体２５の底部側に設けられた胴部２５ｂに４箇所設けられている
が、２箇所以上、好ましくは３箇所以上であれば良いことは当然である。
【００３５】
　弁体２５（における胴部２５ｂ内の円錐状部２５ａ側の端面）とばね受け部材２７との
間には、弁体２５を閉弁方向（弁口２１方向）に付勢する付勢部材としての圧縮コイルば
ね２６が縮装されている。
【００３６】
　かかる構成の差圧弁２０Ａ、２０Ｂにおいては、圧縮コイルばね２６のセット荷重（付
勢力）に応じて開弁圧力が変わるようにされている。圧縮コイルばね２６のセット荷重は
、本例では、ばね受け部材２７が圧入等により装着固定される環状装着溝２４Ａ、２４Ｂ
の深さ、すなわち、図１（Ａ）に示される如くに、閉弁状態における圧縮コイルばね２６
の長さ（全高）Ｌａ、Ｌｂにより決まる。本例では、差圧弁２０Ｂの環状装着溝２４Ｂは
、差圧弁２０Ａの環状装着溝２４Ａよりｈ分だけ深くされており、このため、圧縮コイル
ばね２６の長さ（全高）は、差圧弁２０Ｂ（Ｌｂ）の方が差圧弁２０Ａ（Ｌａ）より（ｈ
分だけ）短くなる。そのため、差圧弁２０Ｂの圧縮コイルばね２６のセット荷重は、差圧
弁２０Ａの圧縮コイルばね２６のセット荷重より大きくなるので、開弁圧力は、差圧弁２
０Ａより差圧弁２０Ｂの方が大きくなる。
【００３７】
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　上記のように、本例の複合弁１においては、共通の部品（弁体２５、圧縮コイルばね２
６、ばね受け部材２７）を用いて、環状装着溝２４Ａ、２４Ｂの深さを変えるだけで差圧
弁２０Ａ、２０Ｂの開弁圧力を変えられるようになっているので、部品コストや組立コス
トを相当抑えることができる。
【００３８】
　なお、差圧弁２０Ａ、２０Ｂの開弁圧力は、例えば、各差圧弁２０Ａ、２０Ｂの圧縮コ
イルばね２６のばね係数を変えることで調整しても良いし、弁体２５やばね受け部材２７
の形状を変更することで調整しても良い。
【００３９】
　このような構成とされたもとでは、弁前後の差圧に対して冷媒流量は、図３に示される
如くに変化するものとなる。すなわち、
(i)高圧側圧力が低圧の低負荷時には、各差圧弁２０Ａ、２０Ｂが閉じられたままで（図
２（Ｄ）参照）、冷媒は固定絞り孔１７のみを通じて流され、冷媒流量は差圧に応じて漸
増する。
(ii)高圧側圧力が低圧から中圧に上昇する（つまり、低負荷状態から中負荷状態になる）
と、開弁圧力が小さい差圧弁２０Ａが開弁するので、冷媒は、固定絞り孔１７に加えて、
差圧弁２０Ａ側の弁口２１→弁体２５における内接部２５ｃ以外の部分（２５ａ、２５ｂ
、２５ｅ）と弁室２３の内周面との間の流通路→円形開口２５ｄ及び弁体２５（の胴部２
５ｂの底端部）とばね受け部材２７の間の隙間（弁体２５（の胴部２５ｂの底端部）がば
ね受け部材２７に当接する場合には、円形開口２５ｄ）→ばね受け部材２７の出口２２を
通じて流され（図２（Ｅ）参照）、冷媒流量は急激に上昇する。
(iii)高圧側圧力が中圧の中負荷時には、冷媒は固定絞り孔１７に加えて差圧弁２０Ａを
通じても流されるので、冷媒流量は差圧に応じて漸増する。
(iv)高圧側圧力が中圧から高圧に上昇する（つまり、中負荷状態から高負荷状態になる）
と、差圧弁２０Ａに加えて開弁圧力が大きい差圧弁２０Ｂが開弁するので、冷媒は、固定
絞り孔１７及び差圧弁２０Ａに加えて、差圧弁２０Ｂにも前記した差圧弁２０Ａと同様に
流され、冷媒流量は急激に上昇する。
(v)高圧側圧力が高圧の高負荷時には、冷媒は固定絞り孔１７と差圧弁２０Ａに加えて差
圧弁２０Ｂを通じても流されるので、冷媒流量は差圧に応じて漸増する。
【００４０】
　このように、本実施例の複合弁１では、高圧側圧力に応じて、言い換えれば、外気温に
応じて、通路部材７（冷媒通路１０５）を流れる冷媒流量を３段階に変化させることがで
きるので、該複合弁１が用いられた冷房専用エアコン１００において省エネ等を図ること
ができる。
【００４１】
　また、本実施例の複合弁１をキャピラリーチューブに代えて冷房専用エアコン１００に
用いることにより、従来技術のようにキャピラリーチューブを迂回するバイパス通路を設
けてそのバイパス通路に差圧弁を組み込む方策に比べて、配管系を簡素に構成でき、組み
立てコスト、部品コスト等を効果的に抑えることができる。
【００４２】
　また、主弁本体１０に固定絞り孔１７を設けることにより、差圧弁の必要個数を１個減
らすことができる（冷媒流量を３段階で変化させたい場合、差圧弁は２個で済む）上、２
個の差圧弁２０Ａ、２０Ｂが共通の主弁本体１０に設けられるので、各差圧弁２０Ａ、２
０Ｂには、入口、出口、弁室等を形成するケース部分等が不要となる。このため、部品点
数を少なくすることができ、組み立てコスト、部品コスト等を一層抑えることができる。
【００４３】
　なお、上記第１実施例では、主弁本体１０に固定絞り孔１７と２個の差圧弁２０Ａ、２
０Ｂを並列に設けて、冷媒流量を３段階に変化させるようにされているが、これに限られ
るわけではなく、例えば、図５（Ａ）に示される如くに、開弁圧力の異なる差圧弁２０を
３個（図示例では、同心円上に１２０°の角度間隔をあけて３個）に増やして冷媒流量を
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４段階に変化させるようにしたり、あるいは、図５（Ｂ）に示される如くに、開弁圧力の
異なる差圧弁２０を４個（図示例では、同心円上に９０°の角度間隔をあけて４個）に増
やして冷媒流量を５段階に変化させるようにすることもできる。
【００４４】
　また、差圧弁としては、上記実施例のような先端部が円錐状の弁体に代えて、図６に示
される如くの、球状のボール弁体２８を用いたものでも良い。なお、このボール弁体２８
を用いた差圧弁２０Ｅのばね受け部材２７には、圧縮コイルばね２６の外れ止め２７ａが
（圧縮コイルばね２６の外周を囲むように）突設されている。
【００４５】
　また、主弁本体１０の固定絞り孔１７を省略しても良い。この場合、上記実施例のよう
に差圧弁の必要個数を１個減らすことはできないが、複合弁を通過する冷媒流量を、差圧
弁が２個の場合は２段階、３個の場合は３段階というように、差圧弁の個数に応じて段階
的に変化させることができる。
【００４６】
［第２実施例］
　図７は、本発明に係る複合弁の第２実施例を示し、（Ａ）は、左→右流れ時の、（Ｂ）
は、右→左流れ時の、それぞれの縦断面図である。なお、図７において、主弁本体１１、
１２部分は図８（Ａ）のＺ－Ｚ矢視断面図、逆止弁体３０部分は図８（Ａ）のＺ－Ｚ’矢
視断面図である。
【００４７】
　この第２実施例の複合弁２において、第１実施例の複合弁１の各部に対応する部分には
同一の符号を付して重複説明を省略する。
【００４８】
　図示第２実施例の複合弁２は、後述する図９に示される如くの冷暖両用エアコン２００
において、室外熱交換器２２０と室内熱交換器２３０とを結ぶ冷媒通路２０５に膨張弁に
代えて介装されるもので、第１実施例の通路部材７に相当する通路部材８と、この通路部
材８内を気密的に仕切るように対向して配設された一対の主弁本体１１、１２とを備える
。一対の主弁本体１１、１２にはそれぞれ、図７に加えて図８を参照すればよくわかるよ
うに、第１実施例のものと同様な固定絞り孔１７と、開弁圧力の異なる２個の差圧弁２０
Ａ、２０Ｂとが並列に設けられるとともに、それらに対して、さらに貫通弁口１５が並列
に設けられている。
【００４９】
　本例では、固定絞り孔１７と２個の差圧弁２０Ａ、２０Ｂとが同心円上に相互に略１２
０°の角度間隔をあけて設けられるとともに、前記貫通弁口１５は、主弁本体１１、１２
の中央（通路部材８の中心線Ｏ上）に設けられており（図８（Ａ）参照）、この貫通弁口
１５の実効通路断面積は、通路部材８を通じて流すべき最大要求流量が得られる実効通路
断面積より大きくされている。
【００５０】
　通路部材８内において、対向配置された一対の主弁本体１１－１２間には、該一対の主
弁本体１１、１２における貫通弁口１５、１５を選択的に開閉（主弁本体１１の貫通弁口
１５が開かれているときは主弁本体１２の貫通弁口１５は閉じられ、逆に、主弁本体１１
の貫通弁口１５が閉じられているときは主弁本体１２の貫通弁口１５は開かれるように）
すべく、差圧駆動式の逆止弁体３０が中心線Ｏに沿う方向に摺動自在に配在されている。
【００５１】
　逆止弁体３０は、図８（Ｂ）、（Ｃ）を参照すればよくわかるように、（左右）両端部
に設けられた円錐状部３０ａと、この円錐状部３０ａの間に設けられた、通路部材８の内
周面に摺動自在に内接する平面視円弧状の内接部３０ｃを四隅に持つ比較的長い角柱状の
胴部３０ｂとで構成され、円錐状部３０ａの胴部３０ｂ側には、胴部３０ｂにおける内接
部３０ｃ以外の平坦面部３０ｄと面一の弓形状平坦面部３０ｅが形成されている。したが
って、逆止弁体３０における内接部３０ｃ以外の部分（３０ａ、３０ｄ、３０ｅ）と通路
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部材８の内周面との間には、流通路が形成されている。
【００５２】
　なお、本例では、通路部材８に摺動自在に内接する平面視円弧状の内接部３０ｃが、胴
部３０ｂに４箇所設けられているが、実施例１における弁体２５と同様、２箇所以上、好
ましくは３箇所以上であれば良いことは当然である。
【００５３】
　本例の複合弁２では、図７（Ａ）に示される如くの左→右流れ時（冷房運転時）におい
ては、逆止弁体３０が冷媒により右向きに押されて、主弁本体１２の貫通弁口１５を開く
とともに、主弁本体１１の貫通弁口１５を閉じる。
【００５４】
　この左→右流れ時においては、左側の主弁本体１２に設けられた各差圧弁２０Ａ、２０
Ｂは常時閉じられ、第１実施例のものと同様に、右側の主弁本体１１に設けられた固定絞
り孔１７、差圧弁２０Ａ、２０Ｂにより、弁前後の差圧に対して冷媒流量（左側の主弁本
体１２に設けられた貫通弁口１５及び固定絞り孔１７→逆止弁体３０における内接部３０
ｃ以外の部分（３０ａ、３０ｄ、３０ｅ）と通路部材８の内周面との間の流通路を通じて
流された冷媒の流量）は、図３に示される如くに３段階に変化するものとなる（図８（Ｄ
）も併せて参照）。
【００５５】
　一方、図７（Ｂ）に示される如くの右→左流れ時（暖房運転時）においては、逆止弁体
３０が冷媒により左向きに押されて、主弁本体１１の貫通弁口１５を開くとともに、主弁
本体１２の貫通弁口１５を閉じる。
【００５６】
　この右→左流れ時においては、右側の主弁本体１１に設けられた各差圧弁２０Ａ、２０
Ｂは常時閉じられ、左側の主弁本体１２に設けられた固定絞り孔１７、差圧弁２０Ａ、２
０Ｂにより、弁前後の差圧に対して冷媒流量（右側の主弁本体１１に設けられた貫通弁口
１５及び固定絞り孔１７→逆止弁体３０における内接部３０ｃ以外の部分（３０ａ、３０
ｄ、３０ｅ）と通路部材８の内周面との間の流通路を通じて流された冷媒の流量）は、図
３に示される如くに３段階に変化するものとなる。
【００５７】
　上記した如くの構成を有する本実施例の複合弁２は、図９に示される如くの、圧縮機２
１０、室外熱交換器２２０、室内熱交換器２３０、及び四方切換弁２４０を備えた冷暖両
用エアコン２００において、室外熱交換器２２０と室内熱交換器２３０とを結ぶ冷媒通路
２０５に、膨張弁に代えて介装される。
【００５８】
　この複合弁２が用いられた冷暖両用エアコン２００では、冷房運転時には、図９（Ａ）
に示される如くに、四方切換弁２４０の吐出側高圧ポートＤが室外側入出ポートＣに、ま
た、室内側入出ポートＥが吸入側低圧ポートＳにそれぞれ連通せしめられる。これにより
、冷媒が圧縮機２１０に吸入されるとともに、圧縮機２１０から高温高圧の冷媒が四方切
換弁２４０を介して室外熱交換器２２０に導かれ、ここで室外空気と熱交換して凝縮し、
高圧の二相冷媒となって複合弁２に導入される。この複合弁２により高圧の冷媒が減圧さ
れ、減圧された低圧の冷媒は、室内熱交換器２３０に導入され、ここで室内空気と熱交換
（冷房）して蒸発し、室内熱交換器２３０からは低温低圧の冷媒が四方切換弁２４０を介
して圧縮機２１０の吸入側に戻される。
【００５９】
　それに対し、暖房運転時には、図９（Ｂ）に示される如くに、四方切換弁２４０の吐出
側高圧ポートＤが室内側入出ポートＥに、また、室外側入出ポートＣが吸入側低圧ポート
Ｓにそれぞれ連通せしめられ、圧縮機２１０から高温高圧の冷媒が室内熱交換器２３０に
導かれ、ここで室内空気と熱交換（暖房）して蒸発し、高圧の二相冷媒となって複合弁２
に導入される。この複合弁２により高圧の冷媒が減圧され、減圧された低圧の冷媒は、室
外熱交換器２２０に導入され、ここで室外空気と熱交換して凝縮し、室外熱交換器２２０
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からは低温低圧の冷媒が四方切換弁２４０を介して圧縮機２１０の吸入側に戻される。
【００６０】
　このように、本第２実施例の複合弁２は、両流れに対応、つまり、流れ方向が切り換え
られる冷媒通路に介装することができ、流れ方向がいずれの場合も、上記第１実施例の複
合弁１と同様に、冷媒流量を段階的に変えることができる。
【００６１】
　したがって、本第２実施例の複合弁２は、冷暖両用エアコン２００において、室外熱交
換器２２０と室内熱交換器２３０とを結ぶ冷媒通路２０５に、従前の膨張弁に代えて介装
することができる。この場合、冷房運転時には外気温に応じて冷媒流量を段階的（３段階
）に変えることができ、また、暖房運転時にも、弁前後の差圧に応じて冷媒流量を段階的
に変えることができるので、省エネ等を図ることができる。
【００６２】
　なお、本第１、２実施例の複合弁１、２を、エアコン以外の冷凍サイクル装置（例えば
、冷蔵や冷凍または冷蔵暖蔵のショーケース）に用いた場合にも、省エネ等の効果が得ら
れることは勿論である。
【符号の説明】
【００６３】
１　　複合弁（第１実施例）
２　　複合弁（第２実施例）
７　　　通路部材（第１実施例）
８　　　通路部材（第２実施例）
１０　　主弁本体（第１実施例）
１１　　主弁本体（第２実施例）
１２　　主弁本体（第２実施例）
１５　　貫通弁口
１７　　固定絞り孔
２０Ａ、２０Ｂ　差圧弁
２１　　弁口（入口）
２２　　出口
２３　　弁室
２４Ａ、２４Ｂ　環状装着溝
２５　　弁体
２６　　圧縮コイルばね（付勢部材）
２７　　ばね受け部材
３０　逆止弁体
１００　冷房専用エアコン（冷凍サイクル装置）
２００　冷暖両用エアコン（冷凍サイクル装置）
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