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(57)【要約】
【課題】冷風及び温風を効率的に生成でき、かつ、除湿
をすることもできる磁気冷暖房装置を提供する。
【解決手段】磁気熱量材料及び熱スイッチを備えた中空
状の熱生成ディスクと、磁気熱量材料に磁場を印加する
磁場印加部を備えた中空状の磁場印加ディスク、とを交
互に複数積層し、熱生成ディスク及び磁場印加ディスク
の少なくともいずれか一方を相対的に回転させることに
よって回転方向とは交差する方向に熱を輸送する磁気冷
暖房装置１００において、熱生成ディスクと磁場印加デ
ィスクの外周に沿って形成した外周冷媒通路２００Ａ、
２００Ｂと、熱生成ディスクと磁場印加ディスクの内周
に沿って形成した内周冷媒通路３２０Ａ、３２０Ｂと、
外周冷媒通路２００Ａ、２００Ｂと内周冷媒通路３２０
Ａ、３２０Ｂとを連通する循環通路５００Ａ－５００Ｇ
と、を有する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気熱量材料及び熱スイッチを備えた中空状の熱生成ディスクと、前記磁気熱量材料に
磁場を印加する磁場印加部を備えた中空状の磁場印加ディスク、とを交互に複数積層し、
前記熱生成ディスク及び前記磁場印加ディスクの少なくともいずれか一方を相対的に回転
させることによって回転方向とは交差する方向に熱を輸送する磁気冷暖房装置において、
　前記熱生成ディスクと前記磁場印加ディスクの外周に沿って形成した外周冷媒通路と、
　前記熱生成ディスクと前記磁場印加ディスクの内周に沿って形成した内周冷媒通路と、
　前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とを連通する循環通路と、
　を有することを特徴とする磁気冷暖房装置。
【請求項２】
　前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とは、前記熱生成ディスクと前記磁場印加ディス
クとの積層方向に複数のグループに分割され、
　１つのグループは前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とを前記循環通路で連通し、
　他のグループは前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とを独立して用いることを特徴と
する請求項１に記載の磁気冷暖房装置。
【請求項３】
　前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とは、前記熱生成ディスクと前記磁場印加ディス
クとの積層方向に複数のグループに分割され、
　少なくともグループ間の前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路を連結し、かつ前記外周
冷媒通路と前記内周冷媒通路に冷媒を流入させる流入口を有することを特徴とする請求項
１に記載の磁気冷暖房装置。
【請求項４】
　前記外周冷媒通路と前記内周冷媒通路とは、積層した前記熱生成ディスクと前記磁場印
加ディスクのグループを分離するクラッチにより、複数のグループに分割することを特徴
とする請求項２または３に記載の磁気冷暖房装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気冷暖房装置に係り、特に冷風及び温風を効率的に生成でき、かつ、除湿
をすることもできる磁気冷暖房装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来用いられている室温域の冷凍機、例えば、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの冷凍機
の大半は、フロンガスや代替フロンガスなどの気体冷媒の相変化を利用している。最近で
は、フロンガスの排出に伴うオゾン層破壊の問題が露呈し、さらに、代替フロンガスの排
出に伴う地球温暖化への影響も懸念されている。このため、フロンガスや代替フロンガス
などの気体冷媒を用いた冷凍機に代わる、クリーンでかつ熱輸送能力の高い、革新的な冷
凍機の開発が強く望まれている。
【０００３】
　このような背景から、最近になって注目されるようになった冷凍技術が磁気冷凍技術で
ある。磁性体の中には、その磁性体に印加する磁界の大きさが変化すると、その変化に応
じて自身の温度を変化させる、いわゆる磁気熱量効果を発現するものがある。この磁気熱
量効果を発現する磁性体を利用して熱を輸送する冷凍技術が磁気冷凍技術である。
【０００４】
　磁気冷凍技術を応用した冷凍機としては、例えば、下記特許文献１に記載されているよ
うな、固体物質の熱伝導を利用して熱を輸送する磁気冷凍機がある。この磁気冷凍機は以
下のような構成によって熱を伝導させる。
【０００５】
　磁気を印加すると温度が上昇する正の磁性体と、磁気を印加すると温度が下降する負の
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磁性体とを、所定の間隔で交互に複数一方向に並べて配置する。正負一対の磁性体で１つ
の磁性体ブロックを形成する。一方向に並ぶ複数の磁性体ブロックを環状に複数配置して
磁性体ユニットを形成する。この磁性体ユニットと同心で内径と外径が略等しいハブ状の
回転体に永久磁石を配置して磁気ユニットを形成する。正負の磁性体との間を挿脱する熱
伝導部材を正負の磁性体との間で摺動自在となるように配置する。
【０００６】
　永久磁石が配置されている磁気ユニットを磁性体ユニットと対向するように配置して磁
性体ユニットに対し相対的に回転させる。正負の磁性体との間で挿脱される熱伝導部材を
磁性体ユニットに対し相対的に回転させる。磁気ユニットの回転によって正負の磁性体に
同時に磁気が印加されまた除去される。また、熱伝導部材が回転方向に並ぶ正負の磁性体
との間で挿脱される。永久磁石と熱伝導部材が回転することで、磁気熱量効果により磁性
体が発生する熱を磁性体が配置される一方向に熱伝導部材を介して輸送する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４７２０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記特許文献１に記載された磁気冷凍機は、固体物質の熱伝導を利用して一方
向に熱を輸送する構成は開示されているものの、輸送した熱を外部に取り出すための具体
的な構成は開示されていない。磁気冷凍機は、輸送した熱を効率的に外部に取り出すため
の構成が必要である。輸送した熱を効率的に外部に取り出すことができないと、磁気冷凍
機内に熱が籠り、磁気冷凍機としての熱効率が著しく低下する。
【０００９】
　熱を外部に取り出すために通常考え得る構成は、磁気冷凍機の内周部と外周部に温風用
と冷風用の冷媒通路を設け、その冷媒通路に空気を流通させて、温風と冷風を得るという
構成である。この場合、単に冷媒通路を設けただけでは、冷風及び温風を効率的に生成す
ることはできないし、除湿機能を持たせることもできない。
【００１０】
　本発明は、上記のような事情に鑑みて成されたものであり、冷風及び温風を効率的に生
成でき、かつ、除湿をすることもできる磁気冷暖房装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係る磁気冷暖房装置は、磁気熱量材料及び熱スイッ
チを備えた中空状の熱生成ディスクと、磁気熱量材料に磁場を印加する磁場印加部を備え
た中空状の磁場印加ディスク、とを交互に複数積層し、熱生成ディスク及び磁場印加ディ
スクの少なくともいずれか一方を相対的に回転させることによって回転方向とは交差する
方向に熱を輸送する磁気冷暖房装置である。
【００１２】
　磁気冷暖房装置は、外周冷媒通路、内周冷媒通路及び循環通路を有する。外周冷媒通路
は、熱生成ディスクと磁場印加ディスクの外周に沿って形成し、熱生成ディスクが外周側
に輸送した熱を冷媒に熱伝達させて外部に取り出す。内周冷媒通路は、熱生成ディスクと
磁場印加ディスクの内周に沿って形成し、熱生成ディスクが内周側に輸送した熱を冷媒に
熱伝達させて外部に取り出す。循環通路は、外周冷媒通路と内周冷媒通路とを連通し、外
周冷媒通路または内周冷媒通路を任意に接続することができる。したがって、冷房能力及
び暖房能力を調整することができる。また循環通路は、外周冷媒通路を流れる冷媒から凝
縮水を取り除き加温して除湿することもできる。
【発明の効果】
【００１３】
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　上記のような構成を有する本発明に係る磁気冷暖房装置によれば、外周冷媒通路と内周
冷媒通路とを連通する循環通路を設けているので、外周冷媒通路または内周冷媒通路を任
意に接続することができ、冷房能力及び暖房能力を調整することができる。また、外周冷
媒通路または内周冷媒通路を流れる冷媒から凝縮水を取り除き加温して外部に供給するこ
とができる。すなわち、磁気冷暖房装置に除湿機能を持たせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係る磁気冷暖房装置の外観図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】磁場印加ディスクの構成図である。
【図４】熱生成ディスクの構成図である。
【図５】循環通路の作用の説明に供する図である。
【図６】本実施形態に係る磁気冷暖房装置の循環通路の詳細を示す。
【図７】本実施形態に係る磁気冷暖房装置の制御系のブロック図である。
【図８】コントローラの動作フローチャートである。
【図９】コントローラにおけるモード１の動作フローチャートである。
【図１０】コントローラにおけるモード２または３の動作フローチャートである。
【図１１】コントローラにおけるその他のモードの動作フローチャートである。
【図１２】各動作モードにおけるバルブの動作説明図である。
【図１３】各動作モードにおける空気の流れの状況を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本実施形態に係る磁気冷暖房装置を説明する。
【００１６】
　図１は、本実施形態に係る磁気冷暖房装置の外観図である。図に示すように、磁気冷暖
房装置１００は円柱状の外形を有している。
【００１７】
　磁気冷暖房装置１００は、上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂの２つのコアから形成
される。上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂはそれぞれ同一径を有する円筒形状を有し
ている。
【００１８】
　上部コア１００Ａの外周部には上部コア１００Ａの全周に亘ってその底面から上面に伸
びる同心円筒状の外周冷媒通路２００Ａを形成する。なお、外周冷媒通路２００Ａの底面
は塞がれている。したがって、外周冷媒通路２００Ａはその上面のみが開放されている。
上部コア１００Ａの底面側には外周冷媒通路２００Ａに冷媒である空気を流入させる流入
口２００ＡＩＮを取り付ける。上部コア１００Ａの上面側には流入口２００ＡＩＮから流
入した空気を流出させる流出口２００ＡＯＵＴを形成する。
【００１９】
　本実施形態では、流入口２００ＡＩＮから流入し外周冷媒通路２００Ａを流れた空気は
流出口２００ＡＯＵＴに至るまでに冷却される。なお、本実施形態では冷媒として空気を
例示するが、熱伝達特性に優れていれば、空気以外の気体冷媒を用いても良い。
【００２０】
　上部コア１００Ａの上面の中央部にはアウターロータモータ３００Ｍを取り付ける。ア
ウターロータモータ３００Ｍの外周部には円筒状のロータ３１０Ａを取り付ける。ロータ
３１０Ａの下部にはクラッチ３００Ｃａを取り付ける。
【００２１】
　ロータ３１０Ａの外周とその外周から一定距離離れた部分との間の領域には、ロータ３
１０Ａの外周に沿って上部コア１００Ａの底面から上面に伸びる同心円筒状の内周冷媒通
路３２０Ａを形成する。なお、内周冷媒通路３２０Ａの底面は外周冷媒通路２００Ａの底
面と同様に塞がれている。したがって、内周冷媒通路３２０Ａはその上面のみが開放され
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ている。上部コア１００Ａの底面側には内周冷媒通路３２０Ａに空気を流入させる流入口
３２０ＡＩＮを取り付ける。上部コア１００Ａの上面側には流入口３２０ＡＩＮから流入
した空気を流出させる流出口３２０ＡＯＵＴを形成する。
【００２２】
　本実施形態では、流入口３２０ＡＩＮから流入し内周冷媒通路３２０Ａを流れた空気は
流出口３２０ＡＯＵＴに至るまでに加温される。
【００２３】
　上記では、外周冷媒通路２００Ａの流入口２００ＡＩＮから流入した空気が、外周冷媒
通路２００Ａ内で冷却される場合を例示した。しかし、外周冷媒通路２００Ａの流入口２
００ＡＩＮから流入した空気が、外周冷媒通路２００Ａ内で加温されるようにしても良い
。また、上記では、内周冷媒通路３２０Ａの流入口３３０ＡＩＮから流入した空気が、内
周冷媒通路３２０Ａ内で加温される場合を例示した。しかし、内周冷媒通路３２０Ａの流
入口３３０ＡＩＮから流入した空気を、内周冷媒通路３２０Ａ内で冷却するようにしても
良い。
【００２４】
　下部コア１００Ｂの外周部には、下部コア１００Ｂの全周に亘ってその底面から上面に
伸びる同心円筒状の外周冷媒通路２００Ｂが形成してある。なお、外周冷媒通路２００Ｂ
の上面及び底面は塞がれている。下部コア１００Ｂの底面側には外周冷媒通路２００Ｂに
冷媒である空気を流入させる流入口２００ＢＩＮを取り付ける。下部コア１００Ｂの上面
側には流入口２００ＡＩＮから流入した空気を流出させる流出口２００ＢＯＵＴを形成す
る。したがって、外周冷媒通路２００Ｂでは流入口２１０ＢＩＮから流入した空気が流出
口２００ＢＯＵＴから流出する。
【００２５】
　本実施形態では、流入口２００ＢＩＮから流入し外周冷媒通路２００Ｂを流れた空気は
流出口２００ＢＯＵＴに至るまでに冷却される。
【００２６】
　下部コア１００Ｂの上面の中央部には、上部コア１００Ａのロータ３１０Ａの下部に取
り付けたクラッチ３００Ｃａに接続するクラッチ３００Ｃｂを取り付ける。クラッチ３０
０Ｃｂには円筒状のロータ３１０Ｂを取り付ける。
【００２７】
　ロータ３１０Ｂの外周とその外周から一定距離離れた部分との間の領域には、上部コア
１００Ａと同様に、ロータ３１０Ｂの外周に沿って下部コア１００Ｂの底面から上面に伸
びる同心円筒状の内周冷媒通路３２０Ｂを形成する。なお、内周冷媒通路３２０Ｂの上面
は外周冷媒通路２００Ｂの上面と同様に塞がれている。したがって、内周冷媒通路３２０
Ｂはその底面のみが開放されている。下部コア１００Ｂの上面側には内周冷媒通路３２０
Ｂに空気を流入させる流入口３２０ＢＩＮを取り付ける。下部コア１００Ｂの底面側には
流入口３２０ＢＩＮから流入した空気を流出させる流出口３２０ＢＯＵＴを形成する。
【００２８】
　本実施形態では、流入口３２０ＢＩＮから流入し内周冷媒通路３２０Ｂを流れた空気は
流出口３２０ＢＯＵＴに至るまでに加温される。
【００２９】
　上記では、外周冷媒通路２００Ｂの流入口２００ＢＩＮから流入した空気が、外周冷媒
通路２００Ｂ内で冷却され流出口２００ＢＯＵＴから流出する場合を例示した。しかし、
外周冷媒通路２００Ｂの流入口２００ＢＩＮから流入した空気が、外周冷媒通路２００Ｂ
内で加温されるようにしても良い。また、上記では、内周冷媒通路３２０Ｂの流入口３３
０ＢＩＮから流入した空気が、内周冷媒通路３２０Ｂ内で加温される場合を例示した。し
かし、内周冷媒通路３２０Ｂの流入口３３０ＢＩＮから流入した空気を、内周冷媒通路３
２０Ｂ内で冷却するようにしても良い。
【００３０】
　なお、図１には示していないが、上部コア１００Ａの流入口２００ＡＩＮ、流入口３２
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０ＡＩＮ、下部コア１００Ｂの流入口２００ＢＩＮ、流入口３２０ＢＩＮ、流出口２００
ＢＯＵＴはそれぞれの通路を連通させる循環通路に接続される。また、流入口２００ＡＩ
Ｎ、流入口２００ＢＩＮ、流入口３２０ＡＩＮ、流入口３２０ＢＩＮには外部に設けたポ
ンプから空気が供給される。循環経路とポンプの接続については後述する。
【００３１】
　図２は、図１のＡ－Ａ断面図である。図に示すように、磁気冷暖房装置１００は、上部
コア１００Ａと下部コア１００Ｂとに分離されている。上部コア１００Ａと下部コア１０
０Ｂの外周部には、外周冷媒通路２００Ａ、２００Ｂが形成されている。
【００３２】
　上部コア１００Ａの上面の中央部にはアウターロータモータ３００Ｍが取り付けられる
。アウターロータモータ３００Ｍの外周部には円筒状のロータ３１０Ａが取り付けてある
。ロータ３１０Ａの下部にはクラッチ３００Ｃａが取り付けられる。ロータ３１０Ａはア
ウターロータモータ３００Ｍによって図示矢印方向に回転される。
【００３３】
　下部コア１００Ａの上面の中央部には、上部コア１００Ａのロータ３１０Ａの下部に取
り付けたクラッチ３００Ｃａに接続するクラッチ３００Ｃｂを取り付ける。クラッチ３０
０Ｃｂには円筒状のロータ３１０Ｂが取り付けてある。クラッチ３００Ｃａと３００Ｃｂ
は電磁式のクラッチ３００Ｃである。クラッチ３００ＣがＯＮすると、クラッチ３００Ｃ
ａと３００Ｃｂが接続され、アウターロータモータ３００Ｍの駆動力がロータ３１０Ａか
らロータ３１０Ｂに伝達し、ロータ３１０Ｂがロータ３１０Ａとともに回転する。
【００３４】
　ロータ３１０Ａには、磁気熱量材料に磁場を印加する磁場印加部を備えた中空状の磁場
印加ディスク４００Ａａ、４００Ｂａ、４００Ｃａ、４００Ｄａを取り付けてある。また
、ロータ３１０Ｂには、磁気熱量材料に磁場を印加する磁場印加部を備えた中空状の磁場
印加ディスク４００Ａｂ、４００Ｂｂ、４００Ｃｂ、４００Ｄｂを取り付けてある。磁場
印加部は磁場印加ディスク４００Ａａ－４００Ｄａ、４００Ａｂ－４００Ｄｂの表面と裏
面の両面に形成してある。
【００３５】
　ロータ３００Ａａの外周面と磁場印加ディスク４００Ａａ－４００Ｄａ、ロータ３００
Ａｂの外周面と磁場印加ディスク４００Ａｂ－４００Ｄｂの内周面とは堅固に嵌め合わせ
られている。したがって、クラッチ３００ＣがＯＮしている状態で、アウターロータモー
タ３００Ｍが回転すると、ロータ３１０Ａ及び３１０Ｂがともに回転し、磁場印加ディス
ク４００Ａａ－４００Ｄａ、磁場印加ディスク４００Ａｂ－４００Ｄｂも一斉に回転する
。一方、クラッチ３００ＣがＯＦＦしている状態では、ロータ３１０Ａのみが回転し、磁
場印加ディスク４００Ａａ－４００Ｄａが回転する。
【００３６】
　ロータ３１０Ａには、磁場印加ディスク４００Ａａ、４００Ｂａ、４００Ｃａ、４００
Ｄａのそれぞれに微小間隔空けて挟まれるように、磁気熱量材料及び熱スイッチを備えた
中空状の熱生成ディスク４１０Ａａ、４１０Ｂａ、４１０Ｃａが固定して取り付けてある
。また、ロータ３１０Ｂには、磁場印加ディスク４００Ａｂ、４００Ｂｂ、４００Ｃｂ、
４００Ｄｂのそれぞれに微小間隔空けて挟まれるように、磁気熱量材料及び熱スイッチを
備えた中空状の熱生成ディスク４１０Ａｂ、４１０Ｂｂ、４１０Ｃｂが固定して取り付け
てある。したがって、上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂにおいて、磁場印加ディスク
と熱生成ディスクとは、微小間隔空けて交互に積層されることになる。
【００３７】
　磁気熱量材料は磁場を印加すると自身の温度が上昇し磁場を取り除くと自身の温度が下
降する特性を有する（正の磁性体：なお、この逆の特性のものもある）。本実施形態では
、磁気熱量材料として正の磁性体または負の磁性体のいずれか一方のみを用いる。しかし
ながら、正の磁性体と負の磁性体を混在させても良い。
【００３８】
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　したがって、クラッチ３００ＣがＯＮしている状態で、アウターロータモータ３００Ｍ
が回転すると、ロータ３１０Ａ及び３１０Ｂがともに回転し、磁場印加ディスク４００Ａ
ａ－４００Ｄａ、磁場印加ディスク４００Ａｂ－４００Ｄｂが一斉に回転する。すると、
熱生成ディスク４１０Ａａ－４１０Ｃａ及び熱生成ディスク４１０Ａｂ－４１０Ｃｂのそ
れぞれに繰り返し磁場が印加され、磁場印加ディスクの回転する方向と交差する方向に熱
が移動する。
【００３９】
　本実施形態の場合は、熱生成ディスク４１０Ａａ－４１０Ｃａ及び熱生成ディスク４１
０Ａｂ－４１０Ｃｂの外周側から内周側に熱が移動する。したがって、熱生成ディスク４
１０Ａａ－４１０Ｃａ及び熱生成ディスク４１０Ａｂ－４１０Ｃｂの外周側は温度が低く
なり、その内周側は温度が高くなる。なお、本実施形態とは反対に、熱生成ディスク４１
０Ａａ－４１０Ｃａ及び熱生成ディスク４１０Ａｂ－４１０Ｃｂの内周側から外周側に熱
が移動するようにしても良い。この場合、熱生成ディスク４１０Ａａ－４１０Ｃａ及び熱
生成ディスク４１０Ａｂ－４１０Ｃｂの外周側は温度が高くなり、その内周側は温度が低
くなる。
【００４０】
　図３は、磁場印加ディスクの構成図である。図３では図２に示した磁場印加ディスク４
００Ａａの構成について説明する。他の磁場印加ディスク４００Ｂａ－４００Ｄａ、４０
０Ａｂ－４００Ｄｂの構成も磁場印加ディスク４００Ａの構成と同一である。
【００４１】
　図３Ａは、図３Ｂの磁場印加ディスク４００Ａａの表面を示し、図３Ｃはその裏面を示
す。図３Ｂに示すように、磁場印加ディスク４００Ａａは円板状に形成されている。図３
Ａ、図３Ｃに示すように、磁場印加ディスク４００Ａａの表面及び裏面は放射状に３０度
ずつ１２分割された領域を有する。
【００４２】
　磁場印加ディスク４００Ａの表面には、図４Ａに示すように、１２分割された各領域に
、磁場印加部４２０Ａａ、４２０Ａｂ、…、４２０Ａｋ、４２０Ａｌを形成してある。磁
場印加ディスク４００Ａの裏面には、図４Ｃに示すように、１２分割された各領域に、磁
場印加部４２０Ｃａ、４２０Ｃｂ、…、４２０Ｃｋ、４２０Ｃｌを形成してある。
【００４３】
　磁場印加ディスク４００Ａの表面の磁場印加部４２０Ａａ－４２０Ａｌと、その裏面の
磁場印加部４２０Ｃａ－４２０Ｃｌとは、表面と裏面の同一位置に永久磁石を配置してあ
る。たとえば、図４Ａに示すように、磁場印加部４２０Ａａと磁場印加部４２０Ｃａとに
おいて、磁場印加ディスク４００Ａの径方向の永久磁石の並びは同一である。磁場印加部
４２０Ａｂと４２０Ｃｂ、…、磁場印加部４２０Ａｌと４２０Ｃｌにおいても同じである
。
【００４４】
　また、磁場印加ディスク４００Ａの表面と裏面において、隣接する磁場印加部同士の永
久磁石の配置は、１つの永久磁石の厚み分だけ、磁場印加ディスク４００Ａの径方向に相
互にずらしてある。たとえば、磁場印加部４２０Ａａ、４２０Ａｂ、４２０Ａｃのそれぞ
れにおいて、磁場印加部４２０Ａｂに隣接する磁場印加部４２０Ａａ、４２０Ａｃでは、
磁場印加部４２０Ａａ、４２０Ａｃの永久磁石の配置を、磁場印加部４２０Ａｂの永久磁
石の配置に対して１つの永久磁石の厚み分だけ、磁場印加ディスク４００Ａの径方向にず
らしてある。
【００４５】
　図４は、熱生成ディスクの構成図である。図４では図２に示した熱生成ディスク４１０
Ａａの構成について説明する。熱生成ディスク４１０Ａａ以外の熱生成ディスク４１０Ｂ
ａ－４１０Ｃａ、４１０Ａｂ－４１０Ｃｂの構成も熱生成ディスク４１０Ａａの構成と同
一である。
【００４６】
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　図４Ａに示すように、熱生成ディスク４１０Ａａはその外周部が外周冷媒通路２００Ａ
に臨んでいる。熱生成ディスク４１０Ａａはその内周部が内周冷媒通路３２０Ａに臨んで
いる。熱生成ディスク４１０Ａａの内周部はベアリング３１５を介してロータ３１０Ａに
取り付けられる。ロータ３１０Ａは固定されている熱生成ディスク４１０Ａａに対しベア
リング３１５を介して自由に回転できる。
【００４７】
　図４Ａ、図４Ｂに示すように、熱生成ディスク４１０Ａａの外周冷媒通路２００Ａに臨
む位置（外周部）には低温側熱交換部４５０Ａを備え、その内周冷媒通路３２０Ａに臨む
位置（内周部）には高温側熱交換部４５０Ｂを備える。
【００４８】
　図４Ａに示すように、熱生成ディスク４１０Ａａは放射状に３０度ずつ１２分割された
領域を有する。各領域には、図４Ｂに示すように、低温側熱交換部４５０Ａと高温側熱交
換部４５０Ｂとの間に、正の磁気熱量材料４６０Ａ－４６０Ｎ及び熱スイッチ４７０Ａ－
４７０Ｎ＋１が交互に一列に配置される。図４の例では正の磁気熱量材料を示したが、負
の磁気熱量材料を用いても良い。
【００４９】
　磁場印加ディスク４００Ａａと４００Ｂａは、図２に示したように、熱生成ディスク４
１０Ａａを挟んで回転する。磁場印加ディスク４００Ａａと４００Ｂａが回転すると、熱
生成ディスク４１０Ａａに形成してある磁気熱量材料４６０Ａ－４６０Ｎに磁気が印加及
び除去されて発熱吸熱を繰り返す。磁気熱量材料４６０Ａ－４６０Ｎ、低温側熱交換部４
５０Ａ、高温側熱交換部４５０Ｂの間に設けた熱スイッチ４７０Ａ－４７０Ｎ＋１は一定
のタイミングで熱を伝達する。このため、磁気熱量材料４６０Ａ－４６０Ｎで生成された
熱が低温側熱交換部４５０Ａから高温側熱交換部４５０Ｂに移動し、低温側熱交換部４５
０Ａの温度は低くなり、高温側熱交換部４５０Ｂの温度は高くなる。
【００５０】
　クラッチ３００ＣをＯＦＦさせた状態で、外部から空気を流入口２００ＡＩＮ、３２０
ＡＩＮ（図１参照）に供給し、アウターロータモータ３００Ｍによってロータ３１０Ａを
回転させる。熱生成ディスク４１０Ａａ－４１０Ｃａ上の１２分割されているすべての領
域において、図４Ａに示すように、低温側熱交換部４５０Ａから高温側熱交換部４５０Ｂ
に向かって熱が移動する。
【００５１】
　したがって、低温側熱交換部４５０Ａの温度が高温側熱交換部４５０Ｂの温度よりも相
対的に低くなり、低温側熱交換部４５０Ａが臨む外周冷媒通路２００Ａに冷風が得られる
。また、高温側熱交換部４５０Ｂの温度が低温側熱交換部４５０Ａの温度よりも相対的に
高くなり、高温側熱交換部４５０Ｂが臨む内周冷媒通路３２０Ａに温風が得られる。これ
ば、ロータ３１０Ｂを回転させた場合も同じである。
【００５２】
　本実施形態では、上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂの流入口２００ＡＩＮ、２００
ＢＩＮ、流入口３２０ＡＩＮ、３２００ＢＩＮ及び流出口２００ＢＯＵＴを、循環通路を
介して接続することによって、冷風又は温風の生成能力を向上させたり、除湿機能を持た
せたりしている。
【００５３】
　たとえば、大きな冷房能力が必要なときに、上部コア１００Ａの流入口２００ＡＩＮと
下部コア１００Ｂの流出口２００ＢＯＵＴとを循環通路で接続し、下部コア１００Ｂの流
入口２００ＢＩＮに外部から空気を供給する。そして、クラッチ３００ＣをＯＮさせてア
ウターロータモータ３００Ｍを動かすと、下部コア２００Ｂと上部コア２００Ａとで冷却
された非常に冷たい空気が、上部コア１００Ａの流出口２００ＯＵＴから取り出すことが
できる。
【００５４】
　あまり大きな冷房能力が必要ではないときには、上部コア１００Ａの流入口２００ＡＩ
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Ｎのみから外部の空気が供給されるように循環通路を切り替え、クラッチ３００ＣをＯＦ
Ｆさせた状態でアウターロータモータ３００Ｍを動かすと、上部コア２００Ａのみで冷却
された空気が上部コア１００Ａの流出口２００ＯＵＴから取り出すことができる。
【００５５】
　さらに、たとえば、図５ａに模式的に示すように、循環通路５００によって上部コア１
００Ａの外周冷媒通路２００Ａと内周冷媒通路３２０Ａを連通させ、上部コア１００Ａの
流入口２００ＡＩＮから供給した空気を流出口３２０ＡＯＵＴから取り出せるようにする
。この状態で、流入口２００ＡＩＮから空気を流入させると、外周冷媒通路２００Ａをａ
点からｂ点を通過している間に、同図ｂの実線で示すように空気が冷却される。冷却され
る空気に含まれる水分は凝縮されて凝縮水となり外部に取り除かれる。湿分の少なくなっ
た空気は内周冷媒通路３２０Ａをｂ地点からａ地点を通過している間に、同図ｂの点線で
示すように暖められる。このため、結果的に、空気の除湿を行うことができる。
【００５６】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置１００は、要求される冷房能力、暖房能力、除湿機能
によって、循環経路５００の接続状態を変えて様々な運転モードを実現する。運転モード
の変更は、次の冷媒配管とバルブの切換えによって実現する。
【００５７】
　図６は、本実施形態に係る磁気冷暖房装置の循環通路の詳細を示す。図に示すように、
外周冷媒通路２００Ａに接続する流入口２００ＡＩＮは三方弁５８０Ｖ１に取り付けられ
た循環通路５００Ａに接続される。また、外周冷媒通路２００Ｂに接続する流出口２００
ＢＯＵＴは三方弁５８０Ｖ１に取り付けられた循環通路５００Ｂに接続される。三方弁５
８０Ｖ１に取り付けられた循環通路５００Ｃは外周冷媒通路２００Ａに外部から空気を供
給するポンプ５５０Ｐ１に接続される。さらに、外周冷媒通路２００Ｂに接続する流入口
２００ＢＩＮは循環通路５００Ｄによってポンプ５５０Ｐ１に接続される。
【００５８】
　内周冷媒通路３２０Ａに接続する流入口３２０ＡＩＮは三方弁５８０Ｖ２に取り付けら
れた循環通路５００Ｅに接続される。また、内周冷媒通路３２０Ｂに接続する流入口３２
０ＢＩＮは三方弁５８０Ｖ２に取り付けられた循環通路５００Ｆに接続される。三方弁５
８０Ｖ２に取り付けられた循環通路５００Ｇは内周冷媒通路３２０Ａ及び３２０Ｂに空気
を供給するポンプ５５０Ｐ２に接続される。さらに、外周冷媒通路２００Ｂと内周冷媒通
路３２０Ｂは循環通路５００Ｈによって接続され、循環通路５００Ｈには空気の通過をＯ
Ｎ、ＯＦＦさせるバルブ５８０Ｖ３が設けられている。
【００５９】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置１００は、磁気冷暖房装置１００の動作を制御するコ
ントローラによってその動作が制御される。図７は、本実施形態に係る磁気冷暖房装置１
００の制御系のブロック図である。
【００６０】
　コントローラ６００には、図６に示したバルブ５８０Ｖ１、バルブ５８０Ｖ２、バルブ
５８０Ｖ３が接続される。バルブ５８０Ｖ１、５８０Ｖ２の三方弁の位置、バルブ５８０
Ｖ３のＯＮ、ＯＦＦはコントローラ６００によって制御される。
【００６１】
　コントローラ６００には、クラッチ３００Ｃ（３００Ｃａ、３００Ｃｂ）及びアウター
ロータモータ３００Ｍが接続される。クラッチ３００ＣのＯＮ、ＯＦＦ、アウターロータ
モータ３００Ｍの回転数は、コントローラ６００によって制御される。
【００６２】
　コントローラ６００には、ポンプ５５０Ｐ１と５５０Ｐ２が接続される。ポンプ５５０
Ｐ１とポンプ５５０Ｐ２のＯＮ、ＯＦＦはコントローラ６００によって制御される。
【００６３】
　コントローラ６００には、温度設定器６１０、車室内温度センサ６２０、外気温センサ
６３０、日射センサ６４０、モータ温度センサ６５０、バッテリ温度センサ６６０、イン
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バータ温度センサ６７０が接続される。
【００６４】
　温度設定器６１０は、たとえば車両の車室内に設けられ、乗員が車室内の温度を設定す
るために設けられる。車室内温度センサ６２０は車室内の温度を検出する。外気温センサ
６３０は車室外の温度を検出する。日射センサ６４０は、車室内に差し込む太陽の日射量
を検出する。モータ温度センサ６５０はアウターロータモータ３００Ｍの温度を検出する
。バッテリ温度検出センサ６６０は、車両に搭載されているバッテリの温度を検出する。
インバータ温度センサ６７０は、アウターロータモータ３００Ｍを駆動するインバータの
温度を検出する。なお、モータ温度センサ６５０、バッテリ温度センサ６６０、インバー
タ温度センサ６７０を設けるのは、アウターロータモータ３００に異常が生じたときに、
その異常をいち早く検出できるようにするためである。
【００６５】
　次に、コントローラ６００の動作を図８－図１１の動作フローチャートに基づいて説明
する。
【００６６】
　まず、コントローラ６００は、温度設定器６１０、車室内温度センサ６２０、外気温セ
ンサ６３０、日射センサ６４０、モータ温度センサ６５０、バッテリ温度センサ６６０、
インバータ温度センサ６７０によって検出された情報を入力する。つまり、全てのセンサ
によって検出された情報を入力する（Ｓ１００）。
【００６７】
　コントローラ６００は、これらのセンサから入力した情報に基づいて、冷房負荷、また
は暖房負荷を演算し、その演算結果から、アウターロータモータ３００Ｍの回転数と、磁
気冷暖房装置１００の動作モードを演算する（Ｓ１１０）。
【００６８】
　コントローラ６００は、演算された回転数でアウターロータモータ３００Ｍを運転する
（Ｓ１２０）。
【００６９】
　コントローラ６００は、演算された磁気冷暖房装置１００の動作モードがモード１から
モード３のうちのいずれのモードであるかを判断する（Ｓ１３０）。
【００７０】
　コントローラ６００は、演算された磁気冷暖房装置１００の運転モードがモード１であ
ればモード１の制御をし（Ｓ１４０）、モード２または３であればモード２または３の制
御をし（Ｓ１５０）、モード１－３以外の制御であればその他のモードの制御をする（Ｓ
１６０）。
【００７１】
　図９は、コントローラ６００におけるモード１の動作フローチャートである。モード１
は、磁気冷暖房装置１００に、図５に示したような除湿制御をさせるための動作モードで
ある。
【００７２】
　モード１は、図１２のモード１に示すような空気の流れを生じさせる動作モードである
。上部コア１００Ａでは、流入口２１０ＡＩＮから空気が供給され外周冷媒通路２００Ａ
でその空気が冷却され冷却された空気が流出口２００ＡＯＵＴから外部に供給される。ま
た、流入口３２０ＡＩＮから空気が供給され内周冷媒通路３２０Ａでその空気が加温され
暖められた空気が流出口３２０ＡＯＵＴから外部に供給される。
【００７３】
　一方、下部コア１００Ｂでは、流入口２１０ＢＩＮから空気が供給され外周冷媒通路２
００Ｂでその空気が冷却され冷却された空気が循環通路５００Ｈに供給される。冷却され
た空気が循環通路５００Ｈから内周冷媒通路３２０Ｂに供給され加温された空気が流出口
３２０ＡＯＵＴから外部に供給される。
【００７４】
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　このため、モード１では、上部コア１００Ａは冷風と温風を作り出し、下部コア１００
Ｂは空気を除湿する。
【００７５】
　モード１の空気の流れを実現させるため、コントローラ６００は、図９のフローチャー
トに示すように各三方弁、バルブ、クラッチ、ポンプの動作を制御する。
【００７６】
　コントローラ６００は、クラッチ３００ＣをＯＮし、ポンプ５５０Ｐ１とポンプ５５０
Ｐ２をＯＮし、流入口２００Ａ１Ｎ、２００ＢＩＮ、３２０ＡＩＮ、３２０ＢＩＮに外部
から取り入れた空気を供給する（Ｓ１４１）。
【００７７】
　コントローラ６００は、三方弁５８０Ｖ１と三方弁５８０Ｖ２とを駆動させ、図１３の
モード１のように各三方弁の位置を設定し、バルブ５８０Ｖ３をＯＮする（Ｓ１４２）。
【００７８】
　つまり、三方弁５８０Ｖ１は循環通路５００Ｃから５００Ａに向かう通路のみが連通さ
れている。したがって、図６に示すように、ポンプ５００Ｐ１から供給される空気が循環
通路５００Ｃ、５００Ａを介して外周冷媒通路２００Ａに流れる。一方、三方弁５８０Ｖ
２は循環通路５００Ｇから５００Ｅに向かう通路のみが連通されている。したがって、図
６に示すように、ポンプ５００Ｐ２から供給される空気が循環通路５００Ｇ、５００Ｅを
介して内周冷媒通路３２０Ａを流れる。
【００７９】
　また、三方弁５８０Ｖ１は外周冷媒通路２００Ｂから流れ込もうとする空気を阻止する
。また、三方弁５８０Ｖ２は循環通路５００Ｈから流れ込もうとする空気を阻止する。ま
たバルブ５８０Ｖ３はＯＮしているので、循環通路５００Ｈは連通状態である。したがっ
て、ポンプ５５０Ｐ１から循環通路５００Ｄ、流入口２００ＢＩＮ、外周冷媒通路２００
Ｂ、循環通路５００Ｈ、内周循環通路３２０Ｂは連通している。このため、ポンプ５５０
Ｐ１から供給される空気は、外周冷媒通路２００Ｂ、循環通路５００Ｈ、内周循環通路３
２０Ｂを通って外部に流れる。
【００８０】
　モード２は、図１２に示すモード２のような空気の流れを生じさせる動作モードである
。上部コア１００Ａの流入口２１０ＡＩＮと下部コア１００Ｂの流出口２１０ＢＯＵＴが
連通され、流入口２１０ＢＩＮから空気が供給されて外周冷媒通路２００Ｂと２００Ａと
で冷却される。冷却された空気は流出口２００ＡＯＵＴから外部に流れる。また、流入口
３２０ＡＩＮと３２０ＢＩＮから空気が供給され内周冷媒通路３２０Ａと３２０Ｂでその
空気が加温され暖められた空気が流出口３２０ＡＯＵＴと３２０ＢＯＵＴから外部に流れ
る。また、外周冷媒通路２００Ｂを流れる空気の一部を、循環通路５００Ｈを介して内周
冷媒通路３２０Ｂに流し、その空気を除湿する。
【００８１】
　このため、モード２では、上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂの両方で冷風と温風を
作り出す。また一部の空気の除湿もする。
【００８２】
　モード２の空気の流れを実現させるため、コントローラ６００は、図１０のフローチャ
ートに示すように各三方弁、バルブ、クラッチ、ポンプの動作を制御する。
【００８３】
　コントローラ６００は、クラッチ３００ＣをＯＮし、ポンプ５５０Ｐ１とポンプ５５０
Ｐ２をＯＮし、流入口２００Ａ１Ｎ、２００ＢＩＮ、３２０ＡＩＮ、３２０ＢＩＮに外部
から取り入れた空気を供給する（Ｓ１５１）。動作モードがモード２の場合には（Ｓ１５
２：モード２）、次のＳ１５３の処理に進む。
【００８４】
　コントローラ６００は、三方弁５８０Ｖ１と三方弁５８０Ｖ２とを駆動させ、図１３の
モード２のように各三方弁の位置を設定し、バルブ５８０Ｖ３をＯＮする（Ｓ１５３）。
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【００８５】
　つまり、三方弁５８０Ｖ１は循環通路５００Ｂから５００Ａ及び循環通路５００Ｈに向
かう通路が連通されている。したがって、図６に示すように、ポンプ５００Ｐ１から供給
される空気が循環通路５００Ｄを介して外周冷媒通路２００Ｂに流れ、循環通路５００Ｂ
、５００Ａを介して外周冷媒通路２００Ａに流れる。一方、三方弁５８０Ｖ２は循環通路
５００Ｇから５００Ｅ及び５００Ｆの両方に向かう通路が連通されている、したがって、
図６に示すように、ポンプ５００Ｐ２から供給される空気が循環通路５００Ｇ、５００Ｅ
及び５００Ｆを介して内周冷媒通路３２０Ａ、３２０Ｂに流れる。
【００８６】
　またバルブ５８０Ｖ３はＯＮしているので、循環通路５００Ｈは連通状態である。した
がって、ポンプ５５０Ｐ１から循環通路５００Ｄ、流入口２００ＢＩＮ、外周冷媒通路２
００Ｂ、循環通路５００Ｈ、内周循環通路３２０Ｂは連通している。このため、ポンプ５
５０Ｐ１から供給される空気は、外周冷媒通路２００Ｂから一部が分岐し、循環通路５０
０Ｈに流れ込み、循環通路５００Ｆを流れてくる空気と合流して、内周循環通路３２０Ｂ
を通って外部に流れる。なお、循環通路５００Ｈを介して流れてくる空気は循環通路５０
０Ｆを流れてくる空気の圧力よりも高くなっている。したがって、循環通路５００Ｈには
外周冷媒通路２００Ｂから内周循環通路３２０Ｂに向かう方向に空気が流れることになる
。
【００８７】
　このように、モード２では、外周冷媒通路２００Ａと２００Ｂに直列に空気が流れるた
め、より温度の低い冷風を得ることができる。また、循環通路５００Ｈに分岐した冷風が
内周循環通路３２０Ｂに流れ込むので、除湿もすることができる。
【００８８】
　モード３は、図１２に示すモード３のような空気の流れを生じさせる動作モードであり
、モード２の除湿機能を取り除いたモードである。このモードでは、モード２と同様に、
上部コア１００Ａの流入口２１０ＡＩＮと下部コア１００Ｂの流出口２１０ＢＯＵＴが連
通され、流入口２１０ＢＩＮから空気が供給されて外周冷媒通路２００Ｂと２００Ａとで
冷却される。冷却された空気は流出口２００ＡＯＵＴから外部に供給される。また、流入
口３２０ＡＩＮと３２０ＢＩＮから空気が供給され内周冷媒通路３２０Ａと３２０Ｂでそ
の空気が加温され暖められた空気が流出口３２０ＡＯＵＴと３２０ＢＯＵＴから外部に供
給される。
【００８９】
　このように、モード３では、上部コア１００Ａと下部コア１００Ｂの両方で冷風と温風
のみを作り出す。空気の除湿は行わない。
【００９０】
　モード３の空気の流れを実現させるため、コントローラ６００は、図１０のフローチャ
ートに示すように各三方弁、バルブ、クラッチ、ポンプの動作を制御する。
【００９１】
　コントローラ６００は、クラッチ３００ＣをＯＮし、ポンプ５５０Ｐ１とポンプ５５０
Ｐ２をＯＮし、流入口２００Ａ１Ｎ、２００ＢＩＮ、３２０ＡＩＮ、３２０ＢＩＮに外部
から取り入れた空気を供給する（Ｓ１５１）。動作モードがモード３の場合には（Ｓ１５
２：モード３）、次のＳ１５４の処理に進む。
【００９２】
　コントローラ６００は、三方弁５８０Ｖ１と三方弁５８０Ｖ２とを駆動させ、図１３の
モード３のように各三方弁の位置を設定し、バルブ５８０Ｖ３はＯＦＦにする（Ｓ１５４
）。
【００９３】
　つまり、三方弁５８０Ｖ１は循環通路５００Ｂから５００Ａ及び循環通路５００Ｈに向
かう通路が連通されている。したがって、図６に示すように、ポンプ５００Ｐ１から供給
される空気が循環通路５００Ｄを介して外周冷媒通路２００Ｂに流れる。一方、三方弁５
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８０Ｖ２は循環通路５００Ｇから５００Ｅ及び５００Ｆの両方に向かう通路が連通されて
いる、したがって、図６に示すように、ポンプ５００Ｐ２から供給される空気が循環通路
５００Ｇ、５００Ｅ及び５００Ｆを介して内周冷媒通路３２０Ａ、３２０Ｂに流れる。
【００９４】
　またバルブ５８０Ｖ３はＯＦＦになっているので、循環通路５００Ｈは閉鎖状態である
。したがって、三方弁５８０Ｖ１が循環通路５００Ｈを連通させていても、バルブ５８０
Ｖ３によって外周冷媒通路２００Ｂから循環通路５００Ｈに流れ込もうとする空気を遮断
する。同様に、循環通路５００Ｆから循環通路５００Ｈに流れ込もうとする空気を遮断す
る。
【００９５】
　このように、モード３では、外周冷媒通路２００Ａと２００Ｂに直列に空気が流れるた
め、より温度の低い冷風を得ることができる。
【００９６】
　次に、モード１－３以外の動作モードの一例を説明する。図１３に例示するその他の動
作モードは、図１及び図２に示したクラッチ３００ＣをＯＦＦし、上部コア１００Ａのみ
を駆動させるモードである。このモードでは、上部コア１００Ａの流入口２１０ＡＩＮと
流入口３２０ＡＩＮから空気が供給され、供給された空気が外周冷媒通路２００Ａで冷却
されるとともに内周冷媒通路３２０Ａで加温される。冷却された空気は流出口２００ＡＯ
ＵＴから外部に供給される。また、加温された空気は流出口３２０ＡＯＵＴから外部に供
給される。
【００９７】
　図１３に例示するその他の動作モードの空気の流れを実現させるため、コントローラ６
００は、図１１のフローチャートに示すように各三方弁、バルブ、クラッチ、ポンプの動
作を制御する。
【００９８】
　コントローラ６００は、クラッチ３００ＣをＯＦＦし、ポンプ５５０Ｐ１とポンプ５５
０Ｐ２をＯＮし、流入口２００Ａ１Ｎ、２００ＢＩＮ、３２０ＡＩＮ、３２０ＢＩＮに外
部から取り入れた空気を供給する（Ｓ１６１）。
【００９９】
　コントローラ６００は、三方弁５８０Ｖ１と三方弁５８０Ｖ２とを駆動させ、図１３の
他のモードのように各三方弁の位置を設定し、バルブ５８０Ｖ３はＯＦＦにする（Ｓ１６
２）。
【０１００】
　つまり、三方弁５８０Ｖ１は循環通路５００Ｃから５００Ａに向かう通路のみが連通さ
れている。したがって、図６に示すように、ポンプ５００Ｐ１から供給される空気が循環
通路５００Ｃ、５００Ａを介して外周冷媒通路２００Ａに流れる。一方、三方弁５８０Ｖ
２は循環通路５００Ｇから５００Ｅに向かう通路のみが連通されている。したがって、図
６に示すように、ポンプ５００Ｐ２から供給される空気が循環通路５００Ｇ、５００Ｅを
介して内周冷媒通路３２０Ａを流れる。
【０１０１】
　また、三方弁５８０Ｖ１は外周冷媒通路２００Ｂに流れ込もうとする空気を阻止する。
また、三方弁５８０Ｖ２は循環通路５００Ｈに流れ込もうとする空気を阻止する。
【０１０２】
　このように、その他のモードでは、上部コア１００Ａのみがアウターロータモータ３０
０Ｍによって駆動され、外周冷媒通路２００Ａと内周冷媒通路３２０Ａに空気が流れるた
め、冷風と温風を得ることができる。このモードは、冷房及び暖房能力が小さい場合に用
いられる。
【０１０３】
　以上のように、本実施形態に係る磁気冷暖房装置によれば、要求される冷房能力に応じ
て冷風及び温風を効率的に生成でき、かつ、空気の除湿をすることもできる。本実施形態
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では、モード１－３及びその他の態様について説明したが、循環通路の接続の仕方を変化
させることによって、さらにさまざまなモードを実現することができる。
【０１０４】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置によれば、外周冷媒通路、内周冷媒通路、循環通路を
有することによって、簡便な構成によって、外周冷媒通路を通過する空気の除湿をするこ
とができる。
【０１０５】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置によれば、１つのグループは外周冷媒通路と内周冷媒
通路とを循環通路で連通し、他のグループは外周冷媒通路と内周冷媒通路とを独立して用
いることができる。このため、除湿する冷媒通路、除湿しない冷媒通路を同時に持つこと
ができ、各種の冷房及び暖房モードが実行できる。
【０１０６】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置によれば、２つのグループの冷媒通路を任意に接続し
ているので、多様な冷暖房制御が可能となる。
【０１０７】
　本実施形態に係る磁気冷暖房装置によれば、クラッチによって上部コアと下部コアとを
接続したり切り離したりできるので、要求される冷房及び暖房能力に応じて、多様な冷暖
房制御が可能となる。
【符号の説明】
【０１０８】
　１００　磁気冷暖房装置、
　１００Ａ　上部コア、
　１００Ｂ　下部コア、
　２００Ａ、２００Ｂ　外周冷媒通路、
　２００ＡＩＮ、２００ＢＩＮ、３２０ＡＩＮ、３２０ＢＩＮ　流入口、
　２００ＡＯＵＴ、２００ＢＯＵＴ、３２０ＡＯＵＴ、３２０ＢＯＵＴ　流出口、
　３００Ｃ　クラッチ、
　３００Ｍ　アウターロータモータ、
　３１０Ａ、３１０Ｂ　ロータ、
　３１５　ベアリング、
　３２０Ａ、３２０Ｂ　内周冷媒通路、
　４００Ａａ－４００Ｄａ、４００Ａｂ－４００Ｄｂ　磁場印加ディスク、
　４１０Ａａ－４１０Ｃａ、４１０Ａｂ－４１０Ｃｂ　熱生成ディスク、
　４２０Ａａ－４２０Ａｌ　磁場印加部、
　４２０Ｃａ－４２０Ｃｌ　磁場印加部、
　４５０Ａ　低温側熱交換部、
　４５０Ｂ　高温側熱交換部、
　４６０Ａ－４６０Ｎ　磁気熱量材料、
　４７０Ａ－４７０Ｎ＋１　熱スイッチ。
【０１０９】
　５００、５００Ａ－５００Ｈ　循環通路、
　５５０Ｐ１、５５０Ｐ２　ポンプ、
　５８０Ｖ１、５８０Ｖ２　三方弁、
　５８０Ｖ３　バルブ、
　６１０　温度設定器、
　６２０　車室内温度センサ、
　６３０　外気温センサ、
　６４０　日射センサ、
　６５０　モータ温度センサ、
　６６０　バッテリ温度センサ、
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　６７０　インバータ温度センサ。

【図６】 【図７】
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