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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の入出口ポート、第２の入出口ポート、前記第１の入出口ポートと常時連通してい
る弁室、前記弁室と前記第２の入出口ポートとの間に設けられた弁ポートを画定する弁ハ
ウジングと、前記弁室内に設けられて前記弁ポートを開閉する弁体と、前記弁体を開閉駆
動する電磁ソレノイド装置とを有し、閉弁時に冷媒に対する絞り弁として使用される絞り
弁装置において、
　前記弁ポートと反対側にて前記弁室と連続して形成されたプランジャ室内において該プ
ランジャ室に軸線方向移動可能に嵌合されている前記電磁ソレノイド装置のプランジャと
前記弁体とが連結され、
　前記プランジャ室内における前記弁体と前記プランジャとの連結部に前記弁体の外周面
に沿って前記プランジャの外径にほぼ等しい外径を有し、前記冷媒中の混入物の捕捉とガ
ス粒の細分化のための筒形状の混入物捕捉用フィルタ要素が装着され、
　前記弁体に、前記弁ポートに向かい合う先端面に開口し底部が前記プランジャ室内に至
る深さの有底孔からなる中空開口部が形成されるとともに、前記混入物捕捉用フィルタ要
素の内周面と前記中空開口部の底部近傍とを連通する複数の分散連通孔が放射状に形成さ
れ、
　前記中空開口部に、前記先端面の開口より、前記冷媒中のガス粒の細分化と前記冷媒の
整流化を行うための円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素間にオリフィス通路を形成さ
れた絞り通路部材を挟むように前記流体流動音低減用フィルタ要素、前記絞り通路部材及
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び前記流体流動音低減用フィルタ要素が順に挿入されて固定されてなり、
　前記混入物捕捉用フィルタ要素と前記流体流動音低減用フィルタ要素の個々の圧力損失
および前記分散連通孔全体の圧力損失が前記オリフィス通路の圧力損失より小さくされ、
　前記閉弁時には前記弁室、前記プランジャ室の内周面と前記混入物捕捉用フィルタ要素
の外周面との間の隙間、前記混入物捕捉用フィルタ要素、前記複数の分散連通孔、前記流
体流動音低減用フィルタ要素、前記オリフィス通路、前記流体流動音低減用フィルタ要素
及び前記弁ポートを介し、前記第１の入出口ポートを入口側として前記第２の入出口ポー
トに連通する
　ことを特徴とする絞り弁装置。
【請求項２】
　前記流体流動音低減用フィルタ要素や、前記混入物捕捉用フィルタ要素は、焼結多層金
網、多孔性焼結金属、発泡金属あるいは金属多孔体、プラスチック焼結多孔質体のいずれ
かによって構成されていることを特徴とする請求項１記載の絞り弁装置。
【請求項３】
　前記流体流動音低減用フィルタ要素および前記混入物捕捉用フィルタ要素が、公称濾過
精度５０～６００μｍのフィルタ材により構成されていることを特徴とする請求項１又は
２項記載の絞り弁装置。
【請求項４】
　前記絞り通路部材より下流側の前記流体流動音低減用フィルタ要素よりもさらに下流側
に、複数個の噴出孔を有する分散噴出部材を有していることを特徴とする請求項１～３の
何れか１項記載の絞り弁装置。
【請求項５】
　圧縮機と、室外熱交換器と、第１の室内熱交換器と、第２の室内熱交換器と、これらを
ループ接続する冷媒通路と、前記室外熱交換器と前記第１の室内熱交換器との間の冷媒通
路に設けられた膨張弁とを有し、前記第１の室内熱交換器と前記第２の室内熱交換器との
間に、請求項１～４の何れか１項に記載の絞り弁装置が接続されていることを特徴とする
空気調和機。
【請求項６】
　冷房モード時における冷媒流れで見て前記混入物捕捉用フィルタ要素が前記絞り通路部
材より上流側に位置するように前記絞り弁装置が接続されていることを特徴とする請求項
５記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、絞り弁装置および空気調和機に関し、特に、除湿モードを有する空気調和機
で除湿用絞り弁として使用される絞り弁装置および空気調和機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
除湿運転を行える空気調和機として、室内熱交換器が２分割され、その２個の室内熱交換
器間に、弁閉状態で絞り弁となる絞り弁装置（除湿用絞り弁、サイクルドライ弁）が設け
られ、除湿運転時には、弁閉して絞り弁として作用する絞り弁装置の絞り通路を冷媒が流
れることにより、２分割された室内熱交換器のうちの上流側の室内熱交換器を凝縮器、下
流側の室内熱交換器を蒸発器とし、室内空気に対して下流側の室内熱交換器によって冷却
・除湿を行い、上流側の室内熱交換器によって加熱を行い、空気温度を下げずに除湿を行
うことができる除湿モード付きの空気調和機が知られている。
【０００３】
この種の除湿モード付きの空気調和機は、特開平２－１８３７７６号公報、特開平７－９
１７７８号（特許第３０４７７０２号）公報、特開平１１－５１５１４号公報等に示され
ている。
【０００４】
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上述のような空気調和機では、除湿運転時に、サイクルドライ用の絞り弁装置が弁閉状態
になり、絞り効果を得るために、絞り弁装置の狭い絞り通路を冷媒が流れるため、噴流に
よって冷媒流が乱れ、絞り弁装置が設置される室内機において、冷媒噴出音が冷媒液中を
伝播し、室内機の凝縮器、蒸発器が共鳴板として作用し、耳障りな冷媒擦過音（冷媒通過
音）が発生する。このようなことは、圧縮機回転数の増加により、冷媒循環流量が増加す
ることにより顕著になり、不快騒音レベルが上昇する。
【０００５】
このことに鑑みて、絞り通路に、焼結金属等による多孔質部材を設けたり、多孔質部材に
よって絞り通路を構成したりし、冷媒が多孔質部材を流れることにより整流化作用を得て
冷媒擦過音を低減することが既に提案されている（実開平１－１５２１７６号公報、特開
２０００－３４６４９５号公報）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
冷媒流中にはコンタミネーションと云われる固形の混入物が存在するから、長期間の使用
において絞り通路に混入物が詰まり、絞り弁装置における冷媒流量が変化すると云う不具
合が生じる。このため、長期間の使用において、安定した除湿運転性能を得ることが難し
い。
【０００７】
　また、サイクルドライ用の絞り弁装置を流れる冷媒は、液とガス（気体）との気液混合
流体であり、絞り弁装置の内部に大きい空間があると、絞り弁装置内でガス粒（ガス塊）
が肥大化し、そのガス粒が大きくなりすぎると、ガス粒が膨張破裂してそのガス粒のガス
が流れ、騒音を生じることになる。
【０００８】
この発明は、上述の如き問題点を解消するためになされたもので、絞り通路における混入
物詰まりによる冷媒流量の変動を来すことなく冷媒擦過音を充分低減でき、長期間の使用
においても、安定した除湿運転性能と静粛性を得ることができる絞り弁装置および空気調
和機を提供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、この発明による絞り弁装置は、第１の入出口ポート、第
２の入出口ポート、前記第１の入出口ポートと常時連通している弁室、前記弁室と前記第
２の入出口ポートとの間に設けられた弁ポートを画定する弁ハウジングと、前記弁室内に
設けられて前記弁ポートを開閉する弁体と、前記弁体を開閉駆動する電磁ソレノイド装置
とを有し、閉弁時に冷媒に対する絞り弁として使用される絞り弁装置において、前記弁ポ
ートと反対側にて前記弁室と連続して形成されたプランジャ室内において該プランジャ室
に軸線方向移動可能に嵌合されている前記電磁ソレノイド装置のプランジャと前記弁体と
が連結され、前記プランジャ室内における前記弁体と前記プランジャとの連結部に前記弁
体の外周面に沿って前記プランジャの外径にほぼ等しい外径を有し、前記冷媒中の混入物
の捕捉とガス粒の細分化のための筒形状の混入物捕捉用フィルタ要素が装着され、前記弁
体に、前記弁ポートに向かい合う先端面に開口し底部が前記プランジャ室内に至る深さの
有底孔からなる中空開口部が形成されるとともに、前記混入物捕捉用フィルタ要素の内周
面と前記中空開口部の底部近傍とを連通する複数の分散連通孔が放射状に形成され、前記
中空開口部に、前記先端面の開口より、前記冷媒中のガス粒の細分化と前記冷媒の整流化
を行うための円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素間にオリフィス通路を形成された絞
り通路部材を挟むように前記流体流動音低減用フィルタ要素、前記絞り通路部材及び前記
流体流動音低減用フィルタ要素が順に挿入されて固定されてなり、前記混入物捕捉用フィ
ルタ要素と前記流体流動音低減用フィルタ要素の個々の圧力損失および前記分散連通孔全
体の圧力損失が前記オリフィス通路の圧力損失より小さくされ、前記閉弁時には前記弁室
、前記プランジャ室の内周面と前記混入物捕捉用フィルタ要素の外周面との間の隙間、前
記混入物捕捉用フィルタ要素、前記複数の分散連通孔、前記流体流動音低減用フィルタ要



(4) JP 4064762 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

素、前記オリフィス通路、前記流体流動音低減用フィルタ要素及び前記弁ポートを介し、
前記第１の入出口ポートを入口側として前記第２の入出口ポートに連通することを特徴と
する。
【００１０】
　この発明による絞り弁装置によれば、弁閉時には、弁室、プランジャ室の内周面と混入
物捕捉用フィルタ要素の外周面との間の隙間、混入物捕捉用フィルタ要素、複数の分散連
通孔、流体流動音低減用フィルタ要素、オリフィス通路、流体流動音低減用フィルタ要素
及び弁ポートを介し、第１の入出口ポートを入口側として第２の入出口ポートに連通する
ので、気液混合流体である冷媒は、弁室→プランジャ室の内周面と混入物捕捉用フィルタ
要素の外周面との間の隙間→混入物捕捉用フィルタ要素→複数の分散連通孔→流体流動音
低減用フィルタ要素→絞り通路部材→流体流動音低減用フィルタ要素→弁ポートの順に流
れる。混入物捕捉用フィルタ要素によって流体流れ中のコンタミネーション等の混入物捕
捉とガス粒の細分化が行われ、絞り通路部材のオリフィス通路によって絞り効果が得られ
、流体流動音低減用フィルタ要素によりガス粒の細分化と整流化作用が得られる。
【００１１】
　 混入物捕捉用フィルタ要素を気液混合流体である冷媒が流れると、混入物捕捉用フィ
ルタ要素の通過によって冷媒中のガス粒が細分化されるが、弁室から混入物捕捉用フィル
タ要素を介して絞り通路部材へ至る途中に大きい通路空間があると、ガス粒が滞留し易く
、滞留中にガス粒が肥大化し、オリフィス通過直後のガス粒の間欠的な膨張破裂によって
騒音が生じる原因となる。
　しかし、この発明による絞り弁装置によれば、弁ポートと反対側にて弁室と連続して形
成されたプランジャ室内において該プランジャ室に軸線方向移動可能に嵌合されている電
磁ソレノイド装置のプランジャと弁体とが連結されたプランジャ室内の連結部に弁体の外
周面に沿ってプランジャの外径にほぼ等しい外径を有し、冷媒中の混入物の捕捉とガス粒
の細分化のための筒形状の混入物捕捉用フィルタ要素が装着されているので、弁室から混
入物捕捉用フィルタ要素に流入する冷媒はプランジャ室の内周面と混入物捕捉用フィルタ
要素の外周面との間の小さな隙間を通過することになり、肥大化したガス粒が混入物捕捉
用フィルタ要素に流入することが防がれ、混入物捕捉用フィルタ要素を通過するガス粒の
細分化をより効果的に行うことができる。
　また、弁体には、弁ポートに向かい合う先端面に開口し底部がプランジャ室内に至る深
さの有底孔からなる中空開口部の底部近傍と混入物捕捉用フィルタ要素の内周面とを連通
する複数の分散連通孔が放射状に形成され、中空開口部には、先端面の開口より、ガス粒
の細分化と整流化を行うための円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素間にオリフィス通
路を形成された絞り通路部材を挟むように流体流動音低減用フィルタ要素、絞り通路部材
及び流体流動音低減用フィルタ要素が順に挿入されて固定されているので、混入物捕捉用
フィルタ要素と流体流動音低減用フィルタ要素の個々の圧力損失および分散連通孔全体の
圧力損失がオリフィス通路の圧力損失より小さくされるが、各分散連通孔をガス粒が滞留
して肥大化することのない小口径にすることができるとともに、円柱状の流体流動音低減
用フィルタ要素が流入した冷媒をその柱長の全体に均一に分布して流して冷媒中のガス粒
を効果的に細分化しつつその整流化を行うことができ、円柱状の流体流動音低減用フィル
タ要素から流出された冷媒は大きな空間を介さず滞留することなく直ちに絞り通路部材の
オリフィス通路を通過される。
【００１２】
　よって、絞り通路部材の上流側の円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素を通過した冷
媒はオリフィス通路を通過して絞り作用を受けるが、絞り作用によって圧縮される前の冷
媒に肥大化したガス粒が含まれることが抑制されるので、オリフィス通路通過直後及び絞
り通路部材の下流側の円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素通過直後のガス粒の間欠的
な膨張破裂によって騒音が生じることがなく、静音性を向上することができる。
【００１３】
　なお、底部がプランジャ室内に至るような深さに弁体に形成された有底孔からなる中空
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開口部に絞り通路部材を挟むように流体流動音低減用フィルタ要素が挿入されて固定され
、しかも、プランジャ室内における弁体とプランジャとの連結部に、プランジャの外径に
ほぼ等しい外径を有する筒形状の混入物捕捉用フィルタ要素が装着されているので、弁室
空間を形成する弁ハウジングの外径寸法を大きくすることがなく、ガス粒の細分化と整流
化作用を高めるのに有効な大きな柱長の流体流動音低減用フィルタ要素が中空開口部に装
着でき、しかも、混入物捕捉用フィルタ要素がプランジャ室内に弁体の外周面に沿って装
着できて弁開時に弁室を介して第１の入出口ポートからを第２の入出口ポートに直接流れ
る冷媒の流れに直接曝されることがない。
【００１４】
なお、絞り通路部材によって絞り弁装置による絞り度合い（絞り流量）を設定する場合、
この発明による絞り弁装置では、流体流れで見て前記絞り通路部材の上流側と下流側の両
側に配置された各流体流動音低減用フィルタ要素や、前記混入物捕捉用フィルタ要素を、
焼結多層金網、多孔性焼結金属、発泡金属あるいは金属多孔体、プラスチック焼結多孔質
体のいずれかによって構成することができ、公称濾過精度が５０～６００μｍのフィルタ
材で構成されればよい。
【００１５】
また、この発明による絞り弁装置は、更に、前記絞り通路部材より下流側の前記流体流動
音低減用フィルタ要素よりもさらに下流側に、複数個の噴出孔を有する分散噴出部材を有
している。これにより、単一孔である場合に比して流体流動音低減用フィルタ要素を流れ
る流体の流路長が長くなり、流体流動音低減用フィルタ要素の有効度が増し、また、隣接
する噴出孔の噴出流同士の干渉により衝撃波が打ち消し合う作用が得られる。
【００１７】
この発明による絞り弁装置に組み込まれる絞り通路部材は、単一孔オリフィス、クロスス
リットオリフィスのもの以外に、互いに並列に設けられた複数個のオリフィスを有しても
のでよい。複数オリフィスの場合、流体流が各オリフィスを分流するので、各オリフィス
より噴出する流体流の運動エネルギが分散低減し、それに伴う流体流動音が低減する。
【００１８】
また、この発明による空気調和機は、圧縮機と、室外熱交換器と、第１の室内熱交換器と
、第２の室内熱交換器と、これらをループ接続する冷媒通路と、前記室外熱交換器と前記
第１の室内熱交換器との間の冷媒通路に設けられた膨張弁とを有し、前記第１の室内熱交
換器と前記第２の室内熱交換器との間に上述の発明による絞り弁装置が接続されているも
のである。
【００１９】
この発明による空気調和機によれば、絞り弁装置は、弁閉することにより、第１の室内熱
交換器と第２の室内熱交換器との間で、絞り作用を行い、除湿用絞り弁として機能する。
【００２０】
この発明による空気調和機においては、冷房モード時における冷媒流れで見て前記混入物
捕捉用フィルタ要素が前記絞り通路部材より上流側に位置するように前記絞り弁装置を接
続することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下に添付の図を参照してこの発明の実施の形態を詳細に説明する。
　図１はこの発明による絞り弁装置１０の一実施の形態を示している。
【００２２】
絞り弁装置１０は金属製の弁ハウジング１１を有している。弁ハウジング１１は、第１の
入出口ポート１２と、第２の入出口ポート１３と、第１の入出口ポート１２と常時直接連
通している弁室１４と、弁室１４と第２の入出口ポート１３との間に設けられた弁ポート
１５とを画定している。弁ポート１５の弁室１４の側の開口端周りには弁座部１６が画定
されている。
【００２３】
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　弁室１４には弁体１７が図にて上下方向（弁リフト方向）に移動可能に設けられている
。弁体１７は、先端外周面１７Ａにて弁ポート１５の周りに画定されている弁座部１６に
着座して弁ポート１５を閉じる弁閉位置と、弁座部１６より離れて弁ポート１５を介し第
１の入出口ポート１２と第２の入出口ポート１３との連通を確立する弁開位置との間に移
動可能になっている。
【００２４】
　弁ハウジング１１には電磁アクチュエータとしての電磁ソレノイド装置３０が取り付け
られている。電磁ソレノイド装置３０は、弁ハウジング１１に一体形成されたプランジャ
チューブ部３１と、プランジャチューブ部３１内に画定されたプランジャ室３１Ａに軸線
方向に移動可能に嵌合したプランジャ３２と、プランジャチューブ部３１の先端部に固定
されたプラグ状のコイルガイド部材３３と、プランジャチューブ部３１の外側にボルト３
４によってコイルガイド部材３３に取り付けられたコの字形の外凾３５と、プランジャチ
ューブ部３１の外周囲に固定された電磁コイル部３６と、プランジャ３２をコイルガイド
部材３３側に付勢する圧縮コイルばね（弁開ばね）３７とにより構成されている。
【００２５】
　弁室１４は弁ポート１５とは反対側（上側）にてプランジャ室３１Ａと直接連続してお
り、弁体１７は、図示のように、上側のステム部１７Ｂによってプランジャ室３１Ａ内で
プランジャ３２とかしめ結合されている。
【００２６】
これにより、電磁ソレノイド装置３０は、電磁コイル部３６に通電が行われていない非通
電時には圧縮コイルばね３７のばね力によってプランジャ３２と共に弁体１７を上方（弁
開方向）へ駆動し、これに対し、電磁コイル部３６に通電が行われている通電時には、プ
ランジャ３２が圧縮コイルばね３７のばね力に抗して外凾３５の下側片部３５Ａ側に磁気
的に吸引されることにより、弁体１７を下方（弁閉方向）へ駆動する。なお、図１は通電
状態を示している。
【００２７】
すなわち、電磁ソレノイド装置３０は、非通電時には圧縮コイルばね３７のばね力により
弁体１７を弁座部１６より引き離した弁開位置へ駆動し、通電時には圧縮コイルばね３７
のばね力に抗して弁体１７を弁座部１６に着座させる弁閉位置へ駆動する常開型になって
いる。
【００２８】
　弁体１７は弁ポート１５の真上位置にあり、弁体１７には弁ポート１５に向かい合う先
端面（下底面）に開口した中空開口部１８が図示のように弁閉時にプランジャ室３１Ａ内
に至る深さに中ぐり状に形成されている。中空開口部１８は、下端開口で、上端（底部）
が閉じられた有底孔をなしている。弁体１７のプランジャ室３１Ａ内にある外周部には、
図示のようにその外周面に沿ってプランジャ３２との連結端側（上端側）に至る広範囲に
亘って周溝１９が形成されている。
【００２９】
　周溝１９には円筒状の混入物捕捉用フィルタ要素２０が嵌合装着されている。混入物捕
捉用フィルタ要素２０は、図示のように弁閉時にその全体がプランジャ室３１Ａ内に存在
するように周溝１９に填められてフィルタ外径をプランジャ３２の外径にほぼ等しい寸法
に設定されており、このことにより、弁ハウジング１１の外径寸法が大きくなることがな
く、また、弁開時に弁室を介して第１の入出口ポートからを第２の入出口ポートに直接流
れる冷媒の流れに直接曝されることがなくない。
【００３０】
　混入物捕捉用フィルタ要素２０は、混入物捕捉と気液混合流体である冷媒中のガス粒の
細分化を行い、多少目詰まりしても、当該フィルタにおける圧力損失が後述の絞り通路部
材２３による圧力損失より大きくならないことを要求され、ステンレス鋼、真鍮等による
連続気孔構造の多孔性焼結金属（たとえば、ＳＭＣ（株）社製の焼結金属エレメント）、
ニッケル、ニッケル・銅合金等による三次元網目状の発泡金属あるいは金属多孔体（たと
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えば、住友電気工業（株）社製の商品名セルメット）、プラスチック粉末を原料として焼
結成形した連続気孔構造のプラスチック焼結多孔質体（たとえば、染谷製作所製のプラス
チック焼結多孔質体）、ステンレス鋼等による金網を数枚重ねて焼結した焼結多層金網等
のロングライフタイプのフィルタ材によって構成することができる。なお、ここで云う発
泡金属、金属多孔体は、三次元網目状の発泡樹脂に導電処理を施し、これにニッケル、ニ
ッケル・銅合金等を電気メッキしたものである。
【００３１】
　混入物捕捉用フィルタ要素２０の濾過性能は、原料を粒度区分した名称である公称濾過
精度によって表すことができ、多孔性焼結金属、発泡金属あるいは金属多孔体、プラスチ
ック焼結多孔質体による場合には、気孔径が５０～５００μｍ程度で、公称濾過精度は、
混入物捕捉および気液混合流体中のガス粒の細分化と正常な流れを維持するための流動抵
抗限界（フィルタの圧力損失限界）を両立するために、５０～２００μｍ程度、より好ま
しくは５０～１５０μｍ程度に設定されればよい。
【００３２】
　混入物捕捉用フィルタ要素２０を焼結多層金網（焼結積層金属メッシュ）によって構成
する場合には、図８、図９に例示されているように、４層以上で、各層の網目の角度をず
らして積層焼結したものを使用する。焼結多層金網の場合、混入物捕捉と正常な流れを維
持するための流動抵抗限界を両立するために、目開きが１００～５００μｍ、公称濾過精
度で云えば５０～２００μｍ程度のものであればよい。
【００３３】
中空開口部１８には、下端開口より円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素２１、オリフ
ィス通路２２を形成された板状の絞り通路部材２３、円柱状の流体流動音低減用フィルタ
要素２４が順に挿入され、これらは座金２５を介してかしめにより弁体１７に固定されて
いる。これにより、中空開口部１８の最上位に流体流動音低減用フィルタ要素２１があり
、これの下位に絞り通路部材２３があり、最下位にもう一つの流体流動音低減用フィルタ
要素２４があり、流体流動音低減用フィルタ要素２４は下底面にて中空開口部１８の下端
開口に露呈している。
【００３４】
　流体流動音低減用フィルタ要素２１、２４は、図示のように、これらの間に絞り通路部
材２３を挟むようにして中空開口部に挿入されて、流体流れで見て絞り通路部材２３の上
流側と下流側の両側に配置され、静音化のために液流中のガス粒の細分化、液流の整流化
を行い、多少目詰まりしても、当該フィルタにおける圧力損失が絞り通路部材２３による
圧力損失より大きくならないことを要求され、ステンレス鋼、真鍮等による連続気孔構造
の多孔性焼結金属（たとえば、ＳＭＣ（株）社製の焼結金属エレメント）、ニッケル、ニ
ッケル－銅合金による三次元網目状の発泡金属あるいは金属多孔体（たとえば、住友電気
工業（株）社製の商品名セルメット）、プラスチック粉末を原料として焼結成形した連続
気孔構造のプラスチック焼結多孔質体（たとえば、染谷製作所製のプラスチック焼結多孔
質体）、ステンレス鋼等による金網を数枚重ねて焼結した焼結多層金網等のロングライフ
タイプのフィルタ材によって構成することができる。
【００３５】
流体流動音低減用フィルタ要素２１、２４の濾過性能は、混入物捕捉用フィルタ要素２０
と同様に、原料を粒度区分した名称である公称濾過精度によって表すことができ、多孔性
焼結金属、発泡金属あるいは金属多孔体、プラスチック焼結多孔質体による場合には、気
孔径が５０～５００μｍ程度で、公称濾過精度は、静音作用と正常な流れを維持するため
の流動抵抗限界（フィルタの圧力損失限界）を両立するために、３００～６００μｍ、よ
り好ましくは４００～６００μｍ程度に設定されればよい。
【００３６】
　流体流動音低減用フィルタ要素２１、２４を焼結多層金網（焼結積層金属メッシュ）に
よって構成する場合には、混入物捕捉用フィルタ要素２０と同様に、図５、図６に例示さ
れているように、５層以上で、各層の網目の角度をずらして積層焼結したものを使用する
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。焼結多層金網の場合、静音作用と正常な流れを維持するための流動抵抗限界を両立する
ために、目開きが１００～７００μｍ、公称濾過精度で云えば３００～６００μｍ程度、
より好ましくは４００～６００μｍ程度のものであればよい。
【００３７】
絞り通路部材２３のオリフィス通路２２は、図２に示されているような単一孔オリフィス
２２Ａ、あるいは図３に示されているようなクロススリットオリフィス２２Ｂにより構成
されている。
【００３８】
また、絞り通路部材２３は、図４、図５に示されているように、複数個のオリフィス２２
Ｃを互いに並列に設けられたものであってもよい。絞り通路部材２３の絞り通路断面積に
適正値Ａｔが存在する場合、オリフィス２２Ｃの個数（孔数）をｎ、各オリフィス２２Ｃ
の通路断面積をＡｏで互いに等しくし、Ａｏ＝Ａｔ／ｎが成立するよう、各オリフィス２
２Ｃの通路断面積Ａｏを設定する。これにより、トータルで、単一孔のものと流量が同じ
になる。
【００３９】
このような、複数オリフィスの場合、流体流が各オリフィス２２Ｃを分流するので、各オ
リフィスより噴出する流体流の運動エネルギが分散低減し、それに伴う流体流動音が低減
する。
【００４０】
たとえば、絞り通路部材２３の単一口径（直径）を０．８ｍｍ、絞り通路前後圧力差０．
０９８ＭＰａ、流量を毎分９リットルとした場合、図４に示されているように、孔数＝２
で、各オリフィス２２Ｃの口径を０．５７ｍｍとすると、後述する空気調和機の組み込み
において、同一条件で単一孔のものに比して騒音が低減した。また、図５に示されている
ように、孔数＝３で、各オリフィス２２Ｃの口径を０．４７ｍｍとすると、更に、騒音が
低減した。
【００４１】
　弁体１７には、図示のように、弁体１７の外周部を形成する周溝１９の溝底部と中空開
口部１８の上端（底部）近傍とを連通接続する小径（口径０．５～０．７ｍｍ程度）の分
散連通孔２６が複数個（最低２個）、放射状に形成されている。これにより、分散連通孔
２６は、各々、一方にて周溝１９に配置されている混入物捕捉用フィルタ要素２０の内周
面と微少な隙間を持って連通し、他方において絞り通路部材２３より上流側の流体流動音
低減用フィルタ要素２１の上端側外周面と直接連通している。
【００４２】
ここで、混入物捕捉用フィルタ要素２０と流体流動音低減用フィルタ要素２１、２４の個
々の圧力損失および複数個の分散連通孔２６全体（合計値）の圧力損失は、絞り通路部材
２３の圧力損失より小さい。これにより、絞り通路部材２３に形成されるオリフィス通路
２２の断面積によって絞り弁装置１０による絞り度合い（絞り流量）が正確に設定される
。
【００４３】
つぎに、上述の構成による絞り弁装置１０の動作について説明する。
電磁ソレノイド装置３０に通電が行われていない状態では、電磁ソレノイド装置３０の圧
縮コイルばね３７のばね力によってプランジャ３２と共に弁体１７が持ち上げられて弁座
部１６より離れ、弁ポート１５が完全に開かれた全開の実質的な絞り作用がない弁開状態
が得られる。
【００４４】
電磁ソレノイド装置３０に通電が行われると、圧縮コイルばね３７のばね力に抗してプラ
ンジャ３２が外凾３５の下側片部３５Ａの側に磁気的に吸引され、弁体１７が弁閉方向へ
駆動され、図１に示されているように、弁体１７が先端外周面１７Ａをもって弁座部１６
に着座する。
【００４５】
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　この弁閉状態では、プランジャ室３１Ａの内周面と混入物捕捉用フィルタ要素２０の外
周面との間の隙間、混入物捕捉用フィルタ要素２０、分散連通孔２６、流体流動音低減用
フィルタ要素２１、絞り通路部材２３のオリフィス通路２２、流体流動音低減用フィルタ
要素２４、弁ポート１５をもって弁室１４と第２の入出口ポート１３とが連通し、第１の
入出口ポート１２が高圧側で、第２の入出口ポート１３が低圧側である場合には、プラン
ジャ室３１Ａの内周面と混入物捕捉用フィルタ要素２０の外周面との間の隙間→混入物捕
捉用フィルタ要素２０→分散連通孔２６→流体流動音低減用フィルタ要素２１→絞り通路
部材２３のオリフィス通路２２→流体流動音低減用フィルタ要素２４の順に冷媒等の流体
が流れる。
【００４６】
上述のように流体が流れることにより、まず、円筒状で表面積が大きい混入物捕捉用フィ
ルタ要素２０によって流体流れ中のコンタミネーションの捕捉が行われると共に液流中の
気泡（ガス粒）の細分化が行われ、そして流体は、複数個の分散連通孔２６の各々を通り
、分散された流れで流体流動音低減用フィルタ要素２１に流入し、流体流動音低減用フィ
ルタ要素２１、絞り通路部材２３のオリフィス通路２２、流体流動音低減用フィルタ要素
２４を順に通過する。これにより、オリフィス通路孔２２によって所要の絞り効果が得ら
れ、その前後の流体流動音低減用フィルタ要素２１、２４により整流化作用が得られ、整
流化作用によって流体流動音が低減し、静音性が向上する。
【００４７】
また、混入物捕捉用フィルタ要素２０によって流体流中のコンタミネーションの捕捉が行
われるから、長期間の使用においても、オリフィス通路２２にコンタミネーションが詰ま
ることがなく、安定した絞り効果が得られ、混入物捕捉用フィルタ要素２０は円筒状で表
面積が大きいから、目詰まりに関して長期間の使用に耐えることができる。
【００４８】
混入物捕捉用フィルタ要素２０を流れる流体が気液混合流体であると、混入物捕捉用フィ
ルタ要素２０の通過によって気液混合流体中のガス粒が細分化され、細分化されたガス粒
は、流速抵抗が液体より大きく、浮力によって上部に停溜し易く、停溜中にガス粒の再結
合によって大きいものになり易く、オリフィス通過直後のガス粒の間欠的な膨張破裂によ
って騒音（チリチリ音）が生じる。
【００４９】
このことに対して、混入物捕捉用フィルタ要素２０より、流体流動音低減用フィルタ要素
２１、絞り通路部材２３へ流体を導く通路が複数個に分散された小径の分散連通孔２６で
あることにより、個々の分散連通孔２６は大きい通路空間を呈さないから、各分散連通孔
２６でガス粒が滞留せず、ガス粒が肥大化することがない。これにより、オリフィス通過
直後のガス粒の間欠的な膨張破裂によって騒音が生じることが回避され、静音性がさらに
向上する。
【００５０】
　また、弁室１４の上方部にあるプランジャ室３１Ａ内における弁体１７とプランジャ３
２との連結部に弁体１７の外周面に沿って装着された混入物捕捉用フィルタ要素２０の外
径がプランジャ３２の外径にほぼ等しく、プランジャ室３１Ａの内周面と混入物捕捉用フ
ィルタ要素２０の外周面との間の小さな隙間しか存在せず、混入物捕捉用フィルタ要素２
０に流入する気液混合流体中のガス粒が肥大化するような大きい空間が存在しないから、
肥大化したガス粒が混入物捕捉用フィルタ要素２０に流入することが阻止される。このこ
とによっても、肥大化したガス粒が混入物捕捉用フィルタ要素２０にて細分化されきらな
いで小口径の分散連通孔２６に流入されることが低減される。細分化されきらないガス粒
が小口径の分散連通孔２６に流入されると、圧縮されたガス粒が流体流動音低減用フィル
タ要素２１に流入され、ここでも細分化されきらないで絞り通路部材２３のオリフィス通
路２２を通過する可能性を生じるが、このような可能性がなくされることで、オリフィス
通過直後のガス粒の間欠的な膨張破裂によって騒音が生じることが回避され、静音性がさ
らに向上する。
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【００５２】
　この実施の形態では、絞り通路部材２３より下流側の流体流動音低減用フィルタ要素２
４より下流側に、複数個の噴出孔２７を有する分散噴出部材２８（図６参照）が取り付け
られている。
【００５３】
分散噴出部材２８であると、複数個の噴出孔２７の各々より流体が噴出するから、単一孔
である場合に比して、流体流動音低減用フィルタ要素２４を流れる流体の流路長が長くな
り、流体流動音低減用フィルタ要素２４の有効度が増し、また、隣接する噴出孔２７の噴
出流同士の干渉により衝撃波が打ち消し合う作用が得られる。これにより、静音性が更に
改善される。
【００５４】
　また、この実施の形態では、弁体１７外周部の周溝１９に、混入物捕捉用フィルタ要素
２０の内周面と分散連通孔２６との間に微少な隙間を形成するための凹部１９Ａが設けら
れている。
【００５５】
この凹部１９Ａが弁体１７外周部の周溝１９に設けられていることにより、分散連通孔２
６と混入物捕捉用フィルタ要素２０とが微少な隙間を持って連通し、分散連通孔２６を通
過した冷媒の流速が、この分散連通孔２６よりも最大通過可能流量の低い混入物捕捉用フ
ィルタ要素２０の存在によって減速されることがなくなる。
【００５６】
したがって、冷媒中に混入しているコンタミネーションと云われる固形の混入物が分散連
通孔２６の内壁に付着しようとしても、混入物捕捉用フィルタ要素２０によって流速を減
じられることのない、分散連通孔２６を通過した冷媒の流勢によって、実際に分散連通孔
２６の内壁に付着することが防止され、分散連通孔２６の目詰まりを防ぐことができるよ
うになる。
【００５７】
　なお、弁体１７外周部の周溝１９の凹部１９Ａは、別段問題がなければ省略し、直接連
通してもよい。
【００５８】
　図７は上述した実施の形態１あるいは実施の形態２による絞り弁装置１０をサイクルド
ライ弁として組み込まれた空気調和機を示している。
【００５９】
この空気調和機は、圧縮機５０と、室外熱交換器５１と、第１の室内熱交換器５２と、第
２の室内熱交換器５３と、これらをループ接続する冷媒通路５５～６３と、室外熱交換器
５１と第１の室内熱交換器５２との間の冷媒通路（５７～５９）に設けられた膨張弁５４
と、冷房モードと暖房モードとの切換のためにループ接続された冷媒通路５５～６３にお
ける冷媒の流れ方向を反転する四方弁６４とを有している。
【００６０】
第１の室内熱交換器５２と第２の室内熱交換器５３との間の冷媒通路６０には絞り弁装置
（サイクルドライ弁）１０が接続されている。
【００６１】
　冷房モードでは、図７にて実線の矢印で示されている方向に冷媒が循環し、絞り弁装置
１０が弁開している状態で、冷房モードが得られ、絞り弁装置１０が弁閉している状態で
は、当該絞り弁装置１０が絞り弁として作用し、冷房サイクルドライモード（冷房時除湿
）が得られる。
【００６２】
冷房サイクルドライモードにおいては、絞り弁装置１０のオリフィス通路２２より冷媒流
で見て上流側に混入物捕捉用フィルタ要素２０が存在することになる。これにより、オリ
フィス通路２２より上流側で冷媒流中のコンタミネーションの捕捉が行われ、オリフィス
通路２２がコンタミネーションによって汚染されることがなく、長期間の使用においても
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、絞り効果が変動することがなく、冷房サイクルドライモードの性能が低下することがな
い。
【００６３】
　また、絞り弁装置１０は空気調和機の室内機に設けられるが、絞り弁装置１０には、流
体流動音低減用フィルタ要素２１、２４が設けられていたり、分散連通孔２６が設けられ
ていたり、気液混合流体である冷媒の流れの途中にガス粒が肥大化するような大きい空間
が存在しないこと等によって、耳障りな冷媒擦過音や、オリフィス通過直後のガス粒の間
欠的な膨張破裂による騒音を生じることがない。
【００６４】
　なお、暖房モードでは、図７の矢印で示されている方向とは逆方向に冷媒が循環し、通
常、絞り弁装置１０は弁開状態を維持する。
【００６５】
【発明の効果】
　以上の説明から理解される如く、この発明による絞り弁装置によれば、弁閉時に、弁室
から混入物捕捉用フィルタ要素に流入する気液混合流体である冷媒はプランジャ室の内周
面と混入物捕捉用フィルタ要素の外周面との間の小さな隙間を通過することになるので、
流入した冷媒中のコンタミネーション等の混入物捕捉を行う混入物捕捉用フィルタ要素は
肥大化したガス粒を含む冷媒の流入が防がれ、肥大化したガス粒を含む冷媒が流入した場
合に比べて小さなガス粒を含む冷媒を流出することができる。
　また、混入物捕捉用フィルタ要素と流体流動音低減用フィルタ要素の個々の圧力損失お
よび分散連通孔全体の圧力損失がオリフィス通路の圧力損失より小さくされるが、各分散
連通孔はガス粒を滞留して肥大化することのない小口径にすることができ、複数の分散連
通孔を通じて一端部に冷媒が流入される円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素は、流入
した冷媒をその柱長の全体にて均一に分布して流して冷媒中のガス粒を効果的に細分化し
つつ整流化を行って流出させ、かつ、絞り通路部材との間に大きな空間を形成することが
ないので、混入物捕捉用フィルタ要素を流出した冷媒は、途中でガス粒が肥大化されるこ
となく絞り通路部材のオリフィス通路を通過される。
　　よって、オリフィス通路の絞り作用によって圧縮される前の冷媒に肥大化したガス粒
が含まれることが抑制されるので、オリフィス通路通過直後及び絞り通路部材の下流側の
円柱状の流体流動音低減用フィルタ要素通過直後のガス粒の間欠的な膨張破裂によって騒
音が生じることがなく、静音性を向上することができ、かつ、弁室空間を形成する弁ハウ
ジングの外径寸法を大きくすることがなく、ガス粒の細分化と整流化作用を高めるのに有
効な大きな柱長の流体流動音低減用フィルタ要素が中空開口部に装着でき、しかも、混入
物捕捉用フィルタ要素がプランジャ室内に弁体の外周面に沿って装着できて弁開時に弁室
を介して第１の入出口ポートからを第２の入出口ポートに流れる冷媒の流れに直接曝され
ることがなくないので、絞り通路における混入物詰まりによる冷媒流量の変動を来すこと
なく冷媒擦過音を充分低減でき、長期間の使用においても、安定した除湿運転性能と静粛
性を大型化することなく得ることができる絞り弁装置および空気調和機を提供することが
できる。
【００６６】
また、この発明による空気調和機によれば、第１の室内熱交換器と第２の室内熱交換器と
の間に、上述の絞り弁装置が接続されていることにより、冷房モードにおいて、絞り弁装
置が弁閉状態になることにより、除湿運転が行われる。この空気調和機に組み込まれる絞
り弁装置は、流体擦過音が小さく、ガス粒の肥大化による騒音を生じることがなく、静粛
性に優れ、絞り部をコンタミネーションによって汚染されることがなく、長期間の使用に
おいても、絞り効果が変動することがなく、冷房サイクルドライモードの性能が低下する
ことがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明による絞り弁装置の一実施の形態を示す弁閉状態の断面図である。
【図２】　この発明による絞り弁装置で使用される絞り通路部材の一つの実施の形態を示
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【図３】　この発明による絞り弁装置で使用される絞り通路部材の他の実施の形態を示す
平面図である。
【図４】　この発明による絞り弁装置で使用される絞り通路部材の他の実施の形態を示す
平面図である。
【図５】　この発明による絞り弁装置で使用される絞り通路部材の他の実施の形態を示す
平面図である。
【図６】　この発明による絞り弁装置で使用される分散噴出部材の一つの実施の形態を示
す斜視図である。
【図７】　この発明による絞り弁装置が組み込まれた空気調和機を示すブロック図である
。
【図８】　この発明による絞り弁装置の実施の形態で使用される流体流動音低減用フィル
タ要素や混入物捕捉用フィルタ要素に使用可能な焼結多層金網の構成の一例を示す部分拡
大平面図である。
【図９】　この発明による絞り弁装置の実施の形態で使用される流体流動音低減用フィル
タ要素や混入物捕捉用フィルタ要素に使用可能な焼結多層金網の構成の他の例を示す部分
拡大平面図である。
【符号の説明】
　１０　絞り弁装置
　１１　弁ハウジング
　１２　第１の入出口ポート
　１３　第２の入出口ポート
　１４　弁室
　１５　弁ポート
　１６　弁座部
　１７　弁体
　１９Ａ　凹部
　２０　混入物捕捉用フィルタ要素
　２１　流体流動音低減用フィルタ要素
　２３　絞り通路部材
　２４　流体流動音低減用フィルタ要素
　２６　分散連通孔
　２８　分散噴出部材
　３０　電磁ソレノイド装置
　３２　プランジャ
　３６　電磁コイル部
　５０　圧縮機
　５１　室外熱交換器
　５２　第１の室内熱交換器
　５３　第２の室内熱交換器
　５４　膨張弁
　６４　四方弁



(13) JP 4064762 B2 2008.3.19

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(14) JP 4064762 B2 2008.3.19

【図９】



(15) JP 4064762 B2 2008.3.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  藤崎　興至
            埼玉県狭山市笹井５３５　株式会社鷺宮製作所　狭山事業所内
(72)発明者  久保田　茂
            埼玉県狭山市笹井５３５　株式会社鷺宮製作所　狭山事業所内

    審査官  山村　秀政

(56)参考文献  実開平０１－１５２１７６（ＪＰ，Ｕ）
              特開２０００－２０５４３３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０７１６７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３４６４９５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３２５６５５（ＪＰ，Ａ）
              特許第３０４７７０２（ＪＰ，Ｂ２）
              特開平０７－１４６０３２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F25B  41/00
              F16K  31/06
              F16K  51/00
              F25B  41/06
              F25B  43/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

