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(57)【要約】
【課題】圧縮機の起動時等における液圧縮を防止し装置
の耐久性、信頼性を向上するとともに、優れた容量制御
応答性を発揮する可変容量圧縮機を提供する。
【解決手段】吸入ポートとシリンダボアへの吸入孔との
間の流路に配設され、該流路の開口面積を可変制御する
開度調整弁を備えた可変容量圧縮機において、前記開度
調整弁の弁体の前記流路の開口面積を増大させる方向の
動きに対する抵抗を、開口面積を減少させる方向の動き
に対する抵抗よりも大きくしたことを特徴とする可変容
量圧縮機。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入ポートとシリンダボアへの吸入孔との間の流路に配設され、該流路の開口面積を可
変制御する開度調整弁を備えた可変容量圧縮機において、前記開度調整弁の弁体の前記流
路の開口面積を増大させる方向の動きに対する抵抗を、開口面積を減少させる方向の動き
に対する抵抗よりも大きくしたことを特徴とする可変容量圧縮機。
【請求項２】
　前記開度調整弁が、前記流路内に配置されたケーシングと、該ケーシングに対し移動可
能に設けられスプリングにより前記流路の開口面積が減少する方向に付勢された弁体とか
らなる、請求項１に記載の可変容量圧縮機。
【請求項３】
　前記開度調整弁内に前記ケーシングと弁体により、前記流路の開口面積の増減に応じて
容積が変更される空間が形成されており、該空間と該空間外の前記流路との間を連通可能
な連通路が設けられているとともに、該連通路に対し、前記開口面積が増大されるときに
連通路を閉とし、前記開口面積が減少されるときに連通路を開とする弁機構が設けられて
いる、請求項２に記載の可変容量圧縮機。
【請求項４】
　前記弁体がケーシングに対し摺動自在に設けられており、該弁体の摺動抵抗が、前記流
路の開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の方が大きくされている
、請求項２または３に記載の可変容量圧縮機。
【請求項５】
　前記弁体と前記ケーシングとの間に、前記摺動抵抗を制御可能な摺動部材が介装されて
いる、請求項４に記載の可変容量圧縮機。
【請求項６】
　前記摺動部材が、前記弁体の周方向に延びる樹脂製リング部材からなる、請求項５に記
載の可変容量圧縮機。
【請求項７】
　前記摺動部材が、前記弁体の周方向に延びるゴム製リップ部材からなる、請求項５に記
載の可変容量圧縮機。
【請求項８】
　前記開度調整弁が、吸入通路絞り機能を有する弁からなる、請求項１～７のいずれかに
記載の可変容量圧縮機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸入ポートとシリンダボアへの吸入孔との間の流路に、該流路の開口面積を
可変制御する開度調整弁を備えた可変容量圧縮機に関し、とくに車両用空調装置の圧縮機
に好適な可変容量圧縮機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両用空調装置等の圧縮機の吸入ポートとシリンダボアへの吸入孔との間の流路
に配設され、該流路の開口面積を可変制御する開度調整弁としては、図６に示すようなも
のが知られている。図６において、１００は開度調整弁を示している。開度調整弁１００
は、圧縮機の吸入ポートとシリンダボアの吸入孔との間の流路（吸入通路）に設けられて
おり、吸入通路内に配置されるケーシング１０１と、該ケーシング１０１内に移動自在に
収納された弁体１０２とを有している。ケーシング１０１は有底円筒状に形成されており
、ケーシング１０１の側面には、小開口部１０３と大開口部１０４が設けられている。ま
た、ケーシング１０１内には、スプリング１０５が設けられており、該スプリング１０５
により弁体１０２は開口１０４を閉塞する方向（流路の開口面積が減少する方向）に付勢
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されている。なお、スプリング１０５により弁体１０２が流路の開口面積を減少する方向
に付勢された状態においても、小開口部１０３は閉塞されずに、常に開口されるようにな
っている。
【０００３】
　このような開度調整弁１００においては、圧縮機の起動時等において吸入室内のガスが
シリンダボア内に吸入されることで、吸入室の圧力が低下し、弁体１０２が図６の下方（
つまり、大開口部１０４の開口面積が増大する方向）に押し下げられ流路の開口面積が増
大する。一方、圧縮機の停止時等吸入ポート側からの流体の吸入が低下した場合には、弁
体１０２はスプリング１０５の付勢力により図６の上方（つまり、大開口部１０４の開口
面積が減少する方向）に押し上げられ流路の開口面積が減少する。また、開度調整弁１０
０内には、ケーシング１０１と弁体１０２により、弁体１０２の移動に伴い容量が変更さ
れる空間１０６が設けられており、該空間１０６は連通路１０７を介して空間以外の流路
に連通されている。弁体１０２が移動する際には、弁体１０２とケーシング１０１の内周
面１０１ａの間に隙間が形成され、該隙間、連通路１０７から空間１０６内に冷媒が流入
流出されるので、弁体１０２の共振動作が抑制されるようになっている。
【０００４】
　しかしながら、上記開度調整弁１００においては、開度調整弁１００前後の差圧が略一
定となるような開度を保つため、圧縮機の起動時等において、車両用空調装置のエバポレ
ータ内に液冷媒が存在した場合には、圧縮機の運転開始とともに開度調整弁１００が作動
し流体通路の開口面積が急激に増大し、エバポレータ内の液冷媒が一気に圧縮機内に流入
し液圧縮状態を生じさせ圧縮機に悪影響を与えるおそれがある。また、圧縮機がクラッチ
レス圧縮機である場合には、トルクリミッタが作動するおそれがある。
【０００５】
　また、図７に示すように、車両走行時に圧縮機の駆動源であるエンジン回転数が増加し
た場合においては、可変容量型圧縮機の吐出容量が一時的に増加し該吐出容量が制御され
減少するまでの間はエンジン回転数の増加分に吐出容量を乗じた分の冷媒流量が増大し消
費動力が増加する。このため、エンジン制御や車両の加速性能に悪影響を及ぼすおそれが
ある。圧縮機の容量制御動作を遅らせる原因としては、エンジン回転数増加の際に、圧縮
機の冷媒流量が増加してもエバポレータ内部の冷媒容量が大きいためエバポレータの内圧
の変化が緩和され、吸入圧の低下も緩慢になることが挙げられる。さらに、中低負荷運転
時は吐出圧力が低くなり吐出室からの容量制御用の冷媒流量が減少するためクランク室の
内圧の上昇が緩慢になることも圧縮機の容量制御動作を遅らせる原因として挙げられる。
【特許文献１】特開２００１－２８９１７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、圧縮機の起動時等における液圧縮を防止し装置の耐久性、信
頼性を向上するとともに、優れた容量制御応答性を発揮する可変容量圧縮機を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る可変容量圧縮機は、吸入ポートとシリンダボ
アへの吸入孔との間の流路に配設され、該流路の開口面積を可変制御する開度調整弁を備
えた可変容量圧縮機において、前記開度調整弁の弁体の前記流路の開口面積を増大させる
方向の動きに対する抵抗を、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗よりも大きく
したことを特徴とするものからなる。このような構成においては、弁体の流路の開口面積
を増大させる方向の動きに対する抵抗が、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗
よりも大きくなっているので、圧縮機の起動時等に、エバポレータ内に液冷媒が存在して
も液冷媒が一気に圧縮機内に吸入されるような不都合が防止され、液圧縮を確実に防止で
きる。また、開度調整弁は流路の開口面積を増大する方向の抵抗が大きくなっているので
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、エンジン回転数が増加した場合には開度調整弁の下流域での圧損が増大する。したがっ
て、クランク室の内圧と吸入室の内圧との差圧が増大するため、速やかに吐出容量が低減
され過剰動力の発生を低減でき容量制御応答性を向上できる。
【０００８】
　上記開度調整弁は、たとえば上記流路内に配置されたケーシングと、該ケーシングに対
し移動可能に設けられ、スプリングにより流路の開口面積が減少する方向に付勢された弁
体とから構成することができる。このような構成においては、流路の開口面積が増大する
際には、弁体を流路の開口面積を減少させる方向に付勢するスプリングの付勢力に抗して
流路の開口面積が増大する方向に移動されるが、弁体が流路の開口面積を減少させる方向
に移動される際には、弁体はスプリングにより速やかに移動されることになるので、弁体
の流路の開口面積を増大させる方向の動きに対する抵抗を、開口面積を減少させる方向の
動きに対する抵抗よりも大きくすることができる。
【０００９】
　上記開度調整弁内には、ケーシングと弁体により、流路の開口面積の増減に応じて容積
が変更される空間が形成されることが好ましい。また、該空間には、空間と空間外の流路
との間を連通可能な連通路を設け、流路の開口面積が増大されるときに連通路を閉とし、
開口面積が減少されるときに連通路を開とする弁機構を設けることが好ましい。このよう
な構成においては、流路の開口面積が減少される際には、上記弁機構により連通路が開か
れ空間内に冷媒が流入されるので、弁体の流路の開口面積を減少させる方向への移動を迅
速に行なうことができる。
【００１０】
　上記弁体はケーシングに対し摺動可能に設けることも可能である。この場合、該弁体の
摺動抵抗を、流通路の開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の摺動
抵抗が大きくなるようにすればよい。
【００１１】
　上記摺動抵抗は、たとえば弁体とケーシングとの間に摺動部材を介装することにより調
整することができる。摺動部材としては、弁体の周方向に延びる樹脂製リング部材、弁体
の周方向に延びるゴム製リップ部材を用いることができる。
【００１２】
　上記開度調整弁を、吸入通路絞り機能を有する弁に構成すれば、吸入通路の絞り効果よ
る吸入弁振動より生じる吸入脈動の蒸発器等への伝達を低減することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る可変容量圧縮機によれば、弁体の流路の開口面積を増大させる方向の動き
に対する抵抗が、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗よりも大きくなっている
ので、圧縮機の起動時等に、エバポレータ内の液冷媒が一気に圧縮機内に吸入されるよう
な不都合が防止され、液圧縮を確実に防止できる。また、開度調整弁は流路の開口面積を
増大する方向の抵抗が大きくなっているので、エンジン回転数が増加した場合には開度調
整弁の下流域での圧損が増大し、速やかに吐出容量が低減される。したがって、過剰動力
の発生を低減でき容量制御応答性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明に係る可変容量圧縮機の望ましい実施の形態を図面を参照して説明する
。
　図１は、本発明の第１実施態様に係る可変容量圧縮機を示している。なお、以下の実施
態様における可変容量圧縮機は、車両用空調装置の冷凍回路に用いられる可変容量圧縮機
に構成されている。図１において、１は可変容量圧縮機を示している。可変容量圧縮機１
は、フロントハウジング２とシリンダブロック３とシリンダヘッド４とを有している。フ
ロントハウジング２とシリンダブロック３との間にはクランク室５が形成されている。シ
リンダブロック３の周方向には複数のシリンダボア６が設けられている。各シリンダボア
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６内にはピストン７が往復動自在に挿入されている。ピストン７の一端には、一対のシュ
ー８を介して斜板９が摺接されている。斜板９はヒンジ機構１０を介して駆動軸１２と一
体回転するロータ１１に連結されている。
【００１５】
　駆動軸１２の一端はシリンダブロック３に固定されたラジアルベアリング１３に回転自
在に支持されている。また、シリンダブロック３内には吐出容量制御する容量制御弁１４
が設けられている。駆動軸１２の他端にはクラッチ機構１５が設けられており、クラッチ
機構１５のオンオフによりエンジン（図示略）からの駆動力が駆動軸１２に伝達されたり
遮断されたりするようになっている。
【００１６】
　シリンダヘッド４内は、内壁１６により吸入室１７と吐出室１８とに区画されている。
シリンダブロック３とシリンダヘッド４との間には弁板１９が設けられている。弁板１９
には、各シリンダボア６に対応する吸入孔２０と吐出孔２１が穿設されている。
【００１７】
　冷凍回路の低圧側に接続される吸入ポート２２から吸入室１７内に吸入された冷媒は、
吸入孔２０を介してシリンダボア６内に吸入され、ピストン７の往復動によりシリンダボ
ア６内で圧縮され吐出孔２１を介して吐出室１８内に吐出されるようになっている。吐出
室１８には吐出ポート２３が連通されており、該吐出ポート２３は冷凍回路の高圧側に接
続されている。
【００１８】
　吸入ポート２２から吸入室１７、そして吸入孔２０に至る流路２４には、該流路２４の
開口面積を制御する開度調整弁２５が設けられている。開度調整弁２５は、図２に示すよ
うに流路２４内（本実施態様においては吸入ポート２０の下端）に配置されるケーシング
２６と、該ケーシング２６に対し移動可能に設けられスプリング２７により流路２４の開
口面積を減少する方向に付勢される弁体２８とを有している。本実施態様においては、ケ
ーシング２６の鍔部２６ａが吸入ポート２２の下端に設けられた溝２９に嵌合されている
。
【００１９】
　開度調整弁２５のケーシング２６には、小開口部３０と大開口部３１が設けられており
、スプリング２７により弁体２８は大開口３１を閉塞する方向（流路２４の開口面積が減
少する方向）に付勢されている。なお、スプリング２７により弁体２８が流路２４の開口
面積を減少する方向に付勢された状態においても、小開口部３０は閉塞されずに、常に開
口されるようになっている。
【００２０】
　また、開度調整弁２５内には、ケーシング２６と弁体２８により、流路２４の開口面積
の増減に応じて容積が変更される空間３２が形成されている。空間３２は、ケーシング２
６の底部に設けられた連通路３３を介して空間外の流路と連通されるようになっている。
連通路３３には、弁機構３４が設けられている。開度調整弁２５においては、吸入弁２０
を介してシリンダボア６内に冷媒が吸入され開度調整弁２５の下流の圧力が低下すると弁
体２８がスプリング２７の付勢力に抗して図２の下側に移動され、大開口部３２の開口面
積が増大し、流路２４の開口面積が増大する。この状態においては、弁機構３４により連
通路３３は閉塞されているが弁体２８とケーシング２６の内面２６ｂの間からは、空間３
２内の冷媒の排出が許容されている。しかし、弁機構３４により連通路３３が閉塞されて
いるため空間３２内の冷媒排出速度は遅くなり流路２４の開口面積増加に対する抵抗が大
きくなる。一方、冷媒の吸入圧が低下すると弁体２８がスプリング２７の付勢力により図
２の上側に移動され、大開口部３２の開口面積が減少し、流路２４の開口面積が減少する
ことになる。そして、弁体２８が流路２４の開口面積を減少する方向に移動されるときに
は、弁機構３４により連通路３３が開放され空間３２と該空間外の流路とが連通され、空
間３２に冷媒が流入する。このため、スプリング２７の付勢力と空間３２内に流入される
冷媒により弁体２８は速やかに流路２４の開口面積を減少する方向に移動される。すなわ
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ち、弁体２８の流路２４の開口面積を増大させる方向の動きに対する抵抗は、流路２４の
開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗より大きくなっている。
【００２１】
　本実施態様においては、弁体２８の流路２４の開口面積を増大させる方向の動きに対す
る抵抗が、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗よりも大きくなっているので、
圧縮機の起動時等に、エバポレータ内に液冷媒が存在しても液冷媒が一気に圧縮機内に吸
入されるような不都合が防止され、液圧縮を確実に防止できる。また、開度調整弁２５は
流路２４の開口面積を増大する方向の抵抗が大きくなっているので、図５に示すように、
エンジン回転数が増加した場合には開度調整弁２５の下流域での圧損が増大するので、ク
ランク室の内圧と吸入圧の差圧が略一定に制御される可変容量圧縮機においては差圧が増
大するので、速やかに吐出容量が低減される。したがって、過剰動力の発生を低減でき容
量制御応答性を向上できる。
【００２２】
　図３は、本発明の第２実施態様に係る可変容量圧縮機の開度調整弁３５を示している。
なお、上記第１実施態様の開度調整弁２５と本実施態様の開度調整弁３５の基本的構造は
同じであるので、同一の部材には同一の番号を付しその説明を省略する。本実施態様おい
ては、弁体２８はケーシング２６に対し摺動自在に設けられており、弁体２８の摺動抵抗
が、流路２４の開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の方が大きく
なっている。本実施態様においては、弁体２８の外面には周方向に延びる溝３６が設けら
れており、該溝３６に樹脂製リング部材３７が嵌合され、該樹脂製リング部材３７により
弁体２８の上記摺動抵抗が制御されるようになっている。
【００２３】
　樹脂製リング部材３７は、図３に示すように下端側がケーシング２６の内周面２６ｂに
張り出すように溝３６内に嵌合されている。このような構成においては、弁体２８が流路
の開口面積を増大する方向（図３の下方）に移動する際には、樹脂製リング部材３７の下
端側が撓りながら弁体２８が摺動することになるので、弁体２８の摺動抵抗は流路２４の
開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の方が大きくなる。
【００２４】
　本実施態様においても、弁体２８の流路２４の開口面積を増大させる方向の動きに対す
る抵抗が、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗よりも大きくなっているので、
上記第１実施態様の作用に準じ液圧縮を防止しつつ、エンジン回転数増加の際の圧縮機の
容量制御応答性を向上できる。
【００２５】
　なお、本実施態様は上記第１実施態様と併用することも可能であり、このような構成に
よれば、一層効果的に液圧縮を防止しつつ、エンジン回転数増加の際の圧縮機の容量制御
応答性をより向上できる。
【００２６】
　図４は、本発明の第３実施態様に係る可変容量圧縮機の開度調整弁３８を示している。
なお、上記第１実施態様の開度調整弁２５と本実施態様の開度調整弁３８の基本的構造は
同じであるので、同一の部材には同一の番号を付しその説明を省略する。本実施態様おい
ては、弁体２８はケーシング２６に対し摺動自在に設けられており、弁体２８の摺動抵抗
が、流路２４の開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の方が大きく
なっている。本実施態様においては、弁体２８の外面には周方向に延びる溝３６が設けら
れており、該溝３６にゴム製リップ部材３９が嵌合され、該ゴム製リップ部材３９により
弁体２８の上記摺動抵抗が制御されるようになっている。
【００２７】
　ゴム製リップ部材３９は、図４に示すように先端側がケーシング２６の内周面２６ｂに
張り出すように溝３６内に嵌合されている。このような構成においては、弁体２８が開口
面積を増大させる方向（図４の下方）に動く時はゴムリップ部材３９の先端部とケーシン
グの内周面２６ｂとの間でシール構造が形成され空間３２内にあるガスは連通路３３のみ
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から排出される。一方、弁体２８が開口面積を減少させる方向（図４の上方）に動く時は
ゴムリップ部材３９の先端部とケーシングの内周面２６ｂとの間のシール効果が低下し、
その隙間からも空間３２内にガスが入り込むことになる。したがって、弁体２８の摺動抵
抗は流路２４の開口面積を減少させる方向よりも開口面積を増大させる方向の方が大きく
なる。本実施態様においても、弁体２８の流路２４の開口面積を増大させる方向の動きに
対する抵抗が、開口面積を減少させる方向の動きに対する抵抗よりも大きくなっているの
で、上記第１実施態様の作用に準じ液圧縮を防止しつつ、エンジン回転数増加の際の圧縮
機の容量制御応答性を向上できる。
【００２８】
　なお、本実施態様は上記第１実施態様と併用することも可能であり、このような構成に
よれば、一層効果的に液圧縮を防止しつつ、エンジン回転数増加の際の圧縮機の容量制御
応答性をより向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明に係る可変容量圧縮機は、流路の開口面積を可変制御する開度調整弁を備えた可
変容量圧縮機に適用でき、とくに車両用空調装置の可変容量圧縮機として好適なものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施態様に係る可変容量圧縮機の縦断面図である。
【図２】図１の可変容量圧縮機の開度調整弁の拡大断面図である。
【図３】本発明の第２実施態様に係る圧縮機の開度調整弁の拡大断面図である。
【図４】本発明の第３実施態様に係る圧縮機の開度調整弁の拡大断面図である。
【図５】図１の可変容量圧縮機においてエンジン回転数が増加した際の圧縮機動力、シャ
フトトルク、クランク室内圧、吸入圧の変化を示す特性図である。
【図６】従来の可変容量圧縮機の開度調整弁の拡大断面図である。
【図７】図６の圧縮機においてエンジン回転数が増加した際の圧縮機動力、シャフトトル
ク、クランク室内圧、吸入圧の変化を示す特性図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　可変容量圧縮機
　２　フロントハウジング
　３　シリンダブロック
　４　シリンダヘッド
　５　クランク室
　６　シリンダボア
　７　ピストン
　８　シュー
　９　斜板
　１０　ヒンジ機構
　１１　ロータ
　１２　駆動軸
　１３　ラジアルベアリング
　１４　容量制御弁
　１５　クラッチ機構
　１６　内壁
　１７　吸入室
　１８　吐出室
　１９　弁板
　２０　吸入孔
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　２１　吐出孔
　２２　吸入ポート
　２３　吐出ポート
　２４　吸入ポートから吸入孔に至る流路
　２５、３５、３８　開度調整弁
　２６　ケーシング
　２６ａ　ケーシングの鍔部
　２６ｂ　ケーシングの内周面
　２７　スプリング
　２８　弁体
　２９　溝
　３０　小開口部
　３１　大開口部
　３２　空間
　３３　連通路
　３４　弁機構
　３６　溝
　３７　樹脂製リング部材
　３９　ゴム製リップ部材

【図１】 【図２】

【図３】
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