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明 細 苫

亜両用空調システム

技術分野

０００1 本発明は、暖房と冷房を行ぅことができる亜両用空調システムに関する。

背景技術

０００2 関連する亜両用空調システムとしては、特開2 ００2 9843０号公報 ( 図 、図9 、第

4 実施形態等 ) に開示されたものがある。この車両用空調システムは、第 の冷媒が

循環する第 循環流路を有するヒートポンプ式冷房装置と、第 2 の冷媒が循環する第

2 循環流路を有する暖房用循環装置とを備えている。

０００3 ヒートポンプ式冷房装置の第 循環流路中には、コンプレッザと内部熱交換部の放

熱部と室内用熱交換器と膨脹弁と室外用熱交換器とが設けられている。室内熱交換

器は、亜室に開口する空調ダクト内に配置されている。第 循環流路は、種々のバイ

パス経路と第 冷媒の経路を切り換えるための多数の切換弁を有する。

０００4 暖房逆伝時にあっては、内部熱交換部と室内用熱交換器が第 の冷媒に放熱させ

るコンデンザとして機能し、室外用熱交換器が第 の冷媒に吸熱させるェバポレータ

として機能し、冷房逆伝時にあっては、室外用熱交換器が第 の冷媒に放熱させるコ

ンデンザとして機能し、室内用熱交換器が第 の冷媒に吸熱させるェバポレータとし

て機能するよぅに経路が切り換えられる。

０００5 暖房用循環装置の第 2 循環流路には、第 2 の冷媒を循環させるボンプと内部熱交

換部の受熱部とヒータコアが設けられている。ヒータコアは、亜室に開口する空調ダク

ト内に配置されている。

０００6 暖房逆伝時には、ヒートポンプ式冷房装置の室内用熱交換器とヒータコアを熱源と

する。冷房逆伝時にはヒートポンプ式冷房装置の室内用熱交換器を冷却源として亜

室内を暖房し、又、冷房する。

０００7 しかしながら、前記関連する例のよぅにヒートポンプ式冷房装置を暖房用と冷房用

の併用とすると、第 の冷媒の流路を切り換えるために、多数のバイパス流路及び切

換弁などが必要となるため、ヒートポンプ式冷房装置の構成が複雑になるといぅ問題



がある。

「0008 また、特開2 ００2 ０号公報の図 には、第 の冷媒が循環する第 循環流路

を有するヒートポンプ式暖房装置と、第2 の冷媒が循環する第2 循環流路を有する暖

房用給湯水循環装置とを備えたシステムが開示されている。ヒートポンプ式暖房装置

の第 循環流路中には、コンプレッザと内部熱交換部の放熱部と高圧側熱交換器と

膨張弁と低圧側熱交換器とが設けられている。暖房用給湯水循環装置の第2 循環流

路中には、ボンプと内部熱交換部の受熱部と暖房用ヒータとが設けられている。この

システムは、ヒートポンプ式暖房装置で得られる熱を高圧側熱交換器を介して、又は

、暖房用給湯水循環装置を介して利用するものであり、第 の冷媒の流路を切り換え

する必要がないため構成が簡単である。しかし、このシステムでは、冷房を行ぅことが

できない。又、このシステムは、家庭用の暖房システムであり、亜両用ではない。

発明の開示

０００9 本発明は、上記した関連技術の課題を解決するためになされたものであって、ヒー

トポンプ式冷房装置を用いて暖房と冷房を行ぅシステムであって、ヒートポンプ式冷房

装置の構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成である亜両

用空調システムを提供することを目的とする。

「0 上記 目的を達成するために、本発明のアスペクトは、第 の冷媒が循環する第 循

環経路を有するヒートポンプ式冷房装置と、第2 の冷媒が循環する第2 循環経路を有

する暖房用循環装置と、を備え、前記ヒートポンプ式冷房装置の前記第 循環経路

には、第 の冷媒を圧縮するコンプレッザと、前記第2 循環経路内に配置され第 の

冷媒の熱を第2 の冷媒へ放熱させるコンデンザと、第 の冷媒を膨張させる膨張手段

と、前記膨張手段で膨張された第 の冷媒と空気との間で熱交換させて空気を冷却

するェバポレータとが設けられ、前記暖房用循環装置の前記第2 循環経路には、第

2 の冷媒を循環させるボンプと、第2 の冷媒と空気との間で熱交換させて空気を加熱

するヒータコアと、第2 の冷媒の熱を放熱させる放熱器とが設けられ、第2 の冷媒は流

体で、顕熱変化によって熱交換を行ぅものであり、前記放熱器は亜室外空気に放熱

し、前記ェバポレータ及び前記ヒータコアは、ファンによって送風を亜室内に導入で

きる空調ダクト内に配置され、前記空調ダクト内の通過空気を空調風として前記亜室



内に導入する亜両用空調システムであることを要旨とする。

００11 本発明の前記アスペクトによれば、ヒートポンプ式冷房装置の第 の冷媒は、暖房

逆伝と冷房逆伝に係わらず第 循環経路を一定の経路で循環させれば良いため、ヒ

ートポンプ式冷房装置の構成が簡単で良い。又、暖房用循環装置もコンデンザから

熱を受ける第2の冷媒をヒータコアと放熱器を通る経路で循環させる構成であれば良

い。そして、コンデンザから受けた熱を放熱器で亜室外空気に放熱したり、コンデン

ザから受けた熱をヒータコアから亜室内に放熱したりすることにより、冷房と暖房を兼

用できる。以上より、ヒートポンプ式冷房装置を用いて暖房と冷房を行ぅシステムにあ

って、ヒートポンプ式冷房装置の構成を簡略化できると共に空調システム全体として

も簡単な構成で済む。また、第2循環経路の冷媒が液体で相変化せずに顕熱変化

するものであるため、熱伝達効率が良くより小型化が図れる。

００12 また、前記放熱器をバイパスする放熱器バイパス流路と、第2の冷媒を前記放熱器

又は前記放熱器バイパス流路へと流すよぅに流路を切り換える流路切換弁と、が設

００13 前記構成によれば、放熱器を通過させるか否かの経路変更が行えるため、暖房性

能の悪化を防止できる。

００14 また、前記ヒータコアをバイパスするヒータコアバイパス流路と、第2の冷媒を前記ヒ

ータコア又は前記ヒータコアバイパス流路へと流すよぅに流路を切り換える流路切換

弁と、が設けられていても良い。

００15 前記構成によれば、ヒータコアを通過させるか否かの経路変更が行えるため、冷房

性能の悪化を防止できる。

００16 また、前記第2循環経路中に、第2の冷媒を加熱するヒータが設けられていても良

００17 前記構成によれば、暖房逆伝時はヒートポンプ式冷房装置において生じた熱とヒー

タによって発生させた熱とを併用して空調風を加熱するため、ェンジンなどの大きな

熱源を持たない亜両において、外気温が極低温状態であっても十分な暖房性能を

発揮することができる。

００18 また、前記コンデンザは、第2循環流路内で、前記ヒータの上流でかつ前記放熱器



の下流に設けても良い。

００19 前記構成によれば、コンデンザはヒータの上流に設けられるので、表面温度がヒー

タより低いコンデンザがヒータより先に第2の冷媒と熱交換を行ぅこととなり、コンデン

ザと第2の冷媒との温度差を極力大きくとることができ、コンデンザにおける熱交換効

率を向上させることができる。

００2０ また、前記ェバポレータで冷却された空調風の少なくとも一部を亜室外に排出する

排出手段が設けられていても良い。

００2 1 前記構成によれば、ェバポレータにおいて冷却された空調風の少なくとも一部を亜

室外へと排出する排出手段を備えるので、暖房逆伝時にあって、低温の空調風がヒ

ータコアによって加熱された高温の空調風と混ざることを防止して暖房性能をさらに

向上させることができる。

００22 また、前記ェバポレータと前記ヒータコアとは前記空調ダクト内で並列に設けられ、

前記ェバポレータ側へ流れる空調風と前記ヒータコア側へ流れる空調風とを分離す

る分離手段と、前記ェバポレータにおいて冷却された空調風と前記ヒータコアにおい

て加熱された空調風とを所定の割合で混合させる混合手段と、をさらに備えても良い

００23 前記構成によれば、ェバポレータとヒータコアとは空調ダクト内で並列に設けられ、

ェバポレータ側へ流れる空調風とヒータコア側へ流れる空調風とを分離する分離手

段と、ェバポレータにおいて冷却された空調風とヒータコアにおいて加熱された空調

風とを所定の割合で混合させる混合手段とを備えるので、搭乗者の設定温度や外気

温に某づいて空調風の吹き出し温度を所望の温度に設定することができる。

００24 また、前記ファンは、前記ェバポレータ側へ空調風を送風する第 のファンと、前記

ヒータコア側へ空調風を送風する第2のファンと、を含んでも良い。

００25 前記構成によれば、ファンは、ェバポレータ側へ空調風を送風する第 のファンと、

ヒータコア側へ空調風を送風する第2のファンとによって構成されるので、2つのファ

ンの出力を制御することで、暖房性能及び冷房性能を制御することができる。

００26 また、前記第 のファンによって送風される空調風及び前記第2のファンによって送

風される空調風のぅち、前記ェバポレータ側へ流れる空調風と前記ヒータコア側へ流



れる空調風との割合を変更可能な配風手段を備えていても良い。

００27 前記構成によれば、第 のファンによって送風される空調風及び第2のファンによっ
て送風される空調風のぅち、ェバポレータ側へ流れる空調風とヒータコア側へ流れる

空調風との混合割合を変更可能な配風手段を備えるので、亜室内へ吹き込まれる温

風又は冷風の風呈を調整することができ、暖房性能及び冷房性能をより細かく制御

することができる。また、配風手段によってェバポレータ側の流路又はヒータコア側の

流路を完全に閉塞してファンを並列逆転させることで、最大風呈を増大させることが

できる。

００28 また、第 の冷媒は、二酸化炭素であっても良い。

００29 前記構成によれば、第 の冷媒は二酸化炭素であるので、極低温状態でも飽和圧

力が高く、その分冷媒の流呈をより確実に確保することができる。

００3０ また、暖房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒を前記放熱

器バイパス流路へと流し、前記ヒータコアにおいて加熱された空気を空調風として亜

室内へ導入し、冷房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒を前

記放熱器へと流し、前記エバポレータにおいて冷却された空気を空調風として亜室

内へ導入しても良い。

００3 1 前記構成によれば、暖房用循環装置の第2の冷媒を暖房逆伝と冷房逆伝によって

放熱器を通過させるか否かの経路変更を行えば良いため、比較的構成が簡単であ

る。ヒートポンプ式冷房装置を用いて暖房と冷房を行ぅシステムにあって、ヒートポン

プ式冷房装置の構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成で

済む。

００32 また、暖房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒がヒータコア

へと流され、冷房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒がヒータ

コアバイパス流路へと流されても良い。

００33 前記構成によれば、冷房逆伝時にあっては、ヒータコアで第2の冷媒が放熱するの

を回避できるため、ェバポレータを通過した空調風がヒータコア内を通過するよぅな構

造であってもェバポレータにおいて冷却された空調風がリヒートされることがない。

００34 また、前記ボンプは、前記放熱器の出口側で、且つ、前記放熱器バイパス流路との



合流点と、前記コンデンザの位置との間に設けられても良い。

００35 前記構成によれば、暖房逆伝時に、流路切換弁の故障等によって第2の冷媒がヒ

ータコアバイパス流路を通って流れた場合にも、放熱器バイパス流路を流れ、その流

通過程で温度が低下された第2の冷媒をボンプが吸い込むことになるため、ヒータで

加熱された直後の第2の冷媒をボンプが吸い込むことを防止でき、ボンプの信頼性・

耐久性が向上する。

図面の簡単な説明

００36 図 本発明の第 実施形態に係る亜両用空調システムのシステム構成図である。

図2 本発明の第 実施形態に係る暖房逆伝時の空調ダクトの構成を示す構成図で

ある。

図3 本発明の第 実施形態に係る冷房逆伝時の空調ダクトの構成を示す構成図で

ある。

図4 本発明の第2実施形態に係る暖房逆伝時の空調ダクトの構成を示す構成図で

ある。

図5 本発明の第2実施形態に係る冷房逆伝時の空調ダクトの構成を示す構成図で

ある。

図6 本発明の第3実施形態に係る亜両用空調システムのシステム構成図である。

図7 本発明の第4実施形態に係る亜両用空調システムのシステム構成図である。

発明を実施するための最良の形態

００37 以下、本発明の実施形態を図面に某づいて説明する。以下の図面の記載におい

て、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式

的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは典

なることに留意すべきである。

００38 (第 実施形態 )

図 は本実施形態における亜両用空調システムのシステム構成図である。本実施

形態の車両用空調システムは、ヒートポンプ式冷房装置 と暖房用循環装置 とを細

み合わせたものである。

００39 ヒートポンプ式冷房装置 は、第 の冷媒としての二酸化炭素が封入された第 循



環経路 を有し、この第 循環経路 中に、コンプレノザ2，コンテンザてある水冷コン

テンザ3、内部熱交換器4，膨張手段てある膨張弁 5、ェハポレータ6及ひアキューム

レータ7を順に備えて構成される。

００4０ コンプレノザ2は、吸入した比較的低温低圧の第 の伶媒を圧縮して高温高圧の伶

媒として吐出する。

００4 1 水冷コンテンザ3は、下記する第2循環経路 8 中の機器収容室 5内に配置されて

おり、コンプレノザ2から圧迭された第 の伶媒を第2の伶媒によって冷却する。すな

わち、水冷コンテンザ3において第 の伶媒と第2の伶媒との間て熱交換か行われ、

第2の伶媒は第 の伶媒によって加熱される。

００42 内部熱交換器4は、水冷コンテンザ3から迭出された第 の伶媒とアキュームレータ

7から迭出されたより冷温の第 の伶媒との間て熱交換させ、水冷コンテンザ3から迭

出された第 の伶媒はさらに冷却される。

００43 膨張弁 5は、内部熱交換器4を適過した第 の伶媒を膨張 (減圧 ) させて低温低圧

のカスとしてェハポレータ6へと迭出する。

００44 ェハポレータ6は、膨張弁 5から迭出された第 の伶媒とェハポレータ6と適過する

空気とを熱交換させ、ェハポレータ6を適過する空気は第 の伶媒によって冷却され

る。

００45 アキュームレータ7は、ェハポレータ6から迭出された第 の伶媒を気抜分離して気

相状態の第 の伶媒のみを内部熱交換器4へと迭出し、被相状態の第 の伶媒を一

時的に貯留する。

００46 暖房用循環装置 は、第2の伶媒としての水や不凍被なとの被体か封入された第2

循環経路 8を有し、この第2循環経路 8中に、ボン 、放熱器 ０、機器収容室 5及

ひヒータコア 2か順に投けられている。機器収容室 5は、第2循環経路 8よりも大き

な断面積を有するスペースてあり、この内部に上記した水冷コンテンザ3と共にヒータ

てある電気ヒータ か収納されている。

００47 ボン は、第2の伶媒を第2循環経路 8内に循環させるため、吸入した第2の伶媒

を加圧して圧迭する。ボン て圧迭された被体の伶媒は、相変化することなく被相

のまま第2循環経路 8内を循環し、熱交換により顕熱変化する。



００48 放熱器 ０は、第2の冷媒の熱を外気に放熱させるものであり、電動ファンや走行風

によって外気が吹き付けられ、第2の冷媒と外気との間で熱交換が行われる。

００49 電気ヒータ は、水冷コンデンザ3の下流側に設けられ、通電することで発熱して

第2の冷媒を加熱する。

００5０ ヒータコア 2は、第2の冷媒とヒータコア 2を通過する空気とを熱交換させることで

、ヒータコア 2を通過する空気を加熱する。

００5 1 第2循環経路 8には、放熱器 ０和 イパスする放熱器バイパス流路 3が設けられ

、放熱器バイパス流路 3の上流側に設けられた流路切換弁 4を切り換えることで、

第2の冷媒の流れを放熱器 ０側 は放熱器バイパス流路 3側へと切り換えることが

できる。

００5 2 次に、第 実施形態における亜両用空調システムの暖房逆伝時及び冷房逆伝時に

おける動作について説明する。

００5 3 暖房逆伝時及び冷房運伝時においてともにヒートポンプ式冷房装置 は作動して

おり、第 の冷媒が第 循環経路 を一定の経路で循環し、水冷コンデンザ3を流れ

る高温の第 の冷媒によって第2の冷媒は加熱される。

００54 暖房逆伝時は、水冷コンデンザ3によって加熱されて高温となった第2の冷媒がヒ

ータコア 2を流れることでヒータコア 2を通過する空気が加熱され、亜室内に温風を

取り入れることができる。また、ヒータコア 2で放熱した第2の冷媒からのさらなる放熱

を防止するために、流路切換弁 4を切り換えて第2の冷媒を放熱器バイパス流路 3

側へ流す。これにより第2の冷媒は放熱器 ０において放熱することなく、再度水冷コ

ンデンザ3によって加熱される。

００5 5 この暖房逆伝時にあって、電気ヒータ をオンすれば、水冷コンデンザ3によって

加熱された第2の冷媒が更に加熱されるため、強力な暖房性能が得られる。ェバポレ

ータ6を通過する空気は冷却されるので、亜室内には流入せずェンジンルームなど

に排出する。

００56 冷房逆伝時は、電気ヒータ をオフにするとともに、流路切換弁 4を切り換えて第

2の冷媒を放熱器 ０側へ流す。これにより、水冷コンデンサ3において吸熱した第2

の冷媒を放熱器 ０において放熱させることができる。



００5 7 つまり、ヒートポンプ式冷房装置 を作動させることで冷房逆伝すると共に水冷コン

デンザ3によって第2の冷媒を加熱し、空調システムとしてヒータコア 2による熱が必、

要なときにはヒータコア 2を通過した温風を亜室内に取り入れ、空調システムとして

第2の冷媒の熱が不要なときには放熱器 ０で放熱するよぅに流路切換弁 4を切り換

えれば良い。そして、効率的に最大能力の暖房を行ぅときには、流路切換弁 4で第

2の冷媒を放熱器 ０に流通させず、放熱器バイパス流路 3に流通させるよぅにすれ

ば良い。

００58 次に、第 実施形態における亜両用空調システムの空調ダクト2０の構成について

図2、図3を用いて説明する。図2、図3は空調ダクト2０の構成を示す概略構成図で

あり、図2は暖房逆伝時、図3は冷房逆伝時の構成を示す。

００59 空調ダクト2０にはブロアファン2 が設けられ、内気又は外気を取り込んで空調ダク

ト2０から亜室内へと送風する。空調ダクト2０内の一部は、分離手段である仕切板22

によって平行する2つの流路23 24に分離され、一方の流路23にはェバポレータ6

、他方の流路24にはヒータコア 2が互いに並列に設けられている。これにより、空調

ダクト2０に吸入された空調風のぅち流路23へ流れる空調風はェバポレータ6によっ
て冷却され、流路24へ流れる空調風はヒータコア 2によって加熱される。

００6０ 混合手段であるミックスドア25は、仕切板22の下流端に設けられている。ミックスド

ア25は、ェバポレータ6側の流路23又はヒータコア側の流路24を閉塞可能な弁であ

る。空調ダクト2０の側面の一部には、空調ダクト2０と亜室外、例えばエンジンルーム

とを速通させるバイパスドア26が設けられ、ミックスドア25がェバポレータ6側の流路

23を閉塞するとき、バイパスドア26が開いてェバポレータ6によって冷却された空調

風を亜室外へ排出させる。空調ダクト2０の下流端には空調ダクト2０と亜室内とを速

通させる配風手段である複数のモードドア27が設けられ、開放するモードドア27の

細み合わせを変えることで空調風を亜室内の所望の位置へ送風することができる。

００6 1 次に、空調ダクト2０の暖房逆伝時及び冷房逆伝時における動作について説明す

る。

００62 図2に示すよぅに暖房逆伝時は、ミックスドア25によってェバポレータ6側の流路23

が閉塞され、バイパスドア26を開放することで、ェバポレータ6を通過した冷温の空



調風を亜室外へと排出する。さらに、モードドア27の少なくとも つを開放させてヒー

タコア 2を通過した高温の空調風を亜室内に送風する。

００63 図3に示すよぅに冷房逆伝時は、ミックスドア25によってヒータコア 2側の流路24

が閉塞される。さらに、バイパスドア26は閉塞され、モードドア27の少なくとも つを開

放させてェバポレータ6を通過した低温の空調風を亜室内に送風する。

００64 また、暖房逆伝時及び冷房逆伝時において、ミックスドア25の開度を調節すること

でェバポレータ6を通過した低温の空調風とヒータコア 2を通過した高温の空調風と

の混合割合を変えて、空調風の亜室内への吹き出し温度を調節することができる。

００65 以上、第 実施形態では、ヒートポンプ式冷房装置 の第 の冷媒は、暖房逆伝と

冷房逆伝に係わらず第 循環経路 を一定の経路で循環させれば良いため、ヒート

ポンプ式冷房装置 の構成が簡単で良い。又、暖房用循環装置 も水冷コンデンザ

3から熱を受ける第2の冷媒をヒータコア 2と放熱器 ０を通る経路で循環させる構成

とすれば良い。そして、第 実施形態のよぅに、水冷コンデンザ3から受けた熱を放熱

器 ０で亜室外空気に放熱したり、水冷コンデンザ3から受けた熱をヒータコア 2から

亜室内に放熱したりすることにより、冷房と暖房を兼用できる。以上より、ヒートポンプ

式冷房装置 を用いて暖房と冷房を行ぅシステムにあって、ヒートポンプ式冷房装置

の構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成で済む。

００66 また、第2循環経路 8の冷媒が液体で相変化せずに顕熱変化するものであるため、

熱伝達効率が良くより小型化が図れる。

００67 第 実施形態では、第2循環経路 8には、放熱器 ０をバイパスする放熱器バイパス

流路 3と、第2の冷媒を放熱器 ０又は放熱器バイパス流路 3へと流すよぅに流路を

切り換える流路切換弁 4とが設けられている。従って、放熱器 ０を通過させるか否

かの経路変更が行えるため、暖房性能の悪化を防止できる。

００68 第 実施形態では、暖房逆伝時はヒートポンプ式冷房装置 において生じた熱と電

気ヒータ によって発生させた熱とを併用して空調風を加熱することができるため、

ェンジンなどの大きな熱源を持たない亜両において、外気温が極低温状態であって

も十分な暖房性能を発揮することができる。

００69 第 実施形態では、コンデンザ3は水冷式であるため、空冷式に比べて熱伝達効率



が高いためにコンパクトィビでき、第 の冷媒の通路抵抗を減少させることができる。よ

って、通路抵抗が減少した分だけコンプレッザ2の所要動力が 、さくなり、コンプレッ

ザ2の駆動力を省カィヒできるとともにコンプレッザ2を小型化することができる。

００7０ さらに、水冷コンデンザ3は電気ヒータ の上流側に配置されるので、表面温度が

電気ヒータ より低い水冷コンデンザ3が電気ヒータ より先に第2の冷媒と熱交換

を行うこととなり、水冷コンデンザ3と第2の冷媒との温度差を極力大きくとることができ

、水冷コンデンサ3における熱交換効率を向上させることができる。

００7 1 さらに、暖房逆伝時、ミックスドア25によってエバポレータ6側の流路23を閉塞して

バイパスドア26を開放することでエバポレータ6を通過した空調風を空調ダクト2０か

ら亜室外へと排出するので、低温の空調風がヒータコア 2によって加熱された高温

の空調風と混ざることを防止して暖房性能をさらに向上させることができる。

００72 さらに、エバポレータ6において冷却された空調風とヒータコア 2において加熱され

た空調風とをミックスドア25の開度を変えることで所定の割合で混合させるので、搭

乗者の設定温度や外気に某づいて空調風の吹き出し温度を所望の温度に設定する

ことができる。

００73 さらに、第 の冷媒として二酸化炭素を使用するので、極低温状態でも飽和圧力が

高く、その分第 の冷媒の流呈をより確実に確保することができる。

００74 (第2実施形態 )

第2実施形態では亜両空調システムのうち、ヒートポンプ式冷房装置 と暖房用循

環装置 とからなる構成は第 実施形態と同一であり、空調ダクト2０の構成が典なる

。図4、図5は空調ダクト2０の構成を示す概略構成図であり、図4は暖房逆伝時、図5

は冷房逆伝時の構成を示す。

００75 第2実施形態の空調ダクト2０にはブロアファン3０ 3 が2つ並列に設けられ、一方

のブロアファン3０はエバポレータ6側の流路23、他方のブロアファン3 はヒータコア

2側の流路24に送風しやすいように設けられる。仕切板22の上流端には、配風ドア

32が設けられ、配風ドア32の角度を変えることで一方のブロアファン3０からの風呈と

他方のブロアファン3 からの風呈との配風比率を変更することができる。

００76 図4に示すように暖房逆伝時は、ミックスドア25によってエバポレータ6側の流路23



が閉塞され、バイパスドア26を開放することで、ェバポレータ6を通過した冷温の空

調風を亜室外へと排出する。さらに、モードドア27の少なくとも つを開放させてヒー

タコア 2を通過した高温の空調風を亜室内に送風する。

００77 図5に示すよぅに冷房逆伝時は、ミックスドア25によってヒータコア 2側の流路24

が閉塞される。さらに、バイパスドア26は閉塞され、モードドア27の少なくとも つを開

放させてェバポレータ6を通過した低温の空調風を亜室内に送風する。

００78 また、配風ドア32の角度を変えてェバポレータ6側の流路23又はヒータコア 2側

の流路24への配風比率を変ィヒさせることで、亜室内へ吹き込まれる温風又は冷風の

風呈を調整することができる。例えばフルクール時には、図5に示すよぅに配風ドア3

2によってヒータコア 2側の流路24を完全に閉塞することで、ブロアファン3０ 3 の

風呈全てをェバポレータ6側へ送風して亜室内へ吹き出すことができる。

００79 また、2つのブロアファン3０ 3 の出力を制御することで、ェバポレータ6側からの

冷風及びヒータコア 2側からの温風の風呈を制御することができ、これによっても亜

室内への吹き出し温度を調節して暖房性能及び冷房性能を制御することができる。

００8０ 第2実施形態では、空調ダクト2０内にブロアファン3０ 3 を2つ設け、一方のブロ

アファン3０はェバポレータ6側に送風し、他方のブロアファン3 はヒータコア 2側に

送風するので、2つのブロアファン3０ 3 の出力を制御することで、暖房性能及び冷

房性能を制御することができる。

００8 1 さらに、配風ドア32の角度を変えてェバポレータ6側の流路23又はヒータコア 2側

の流路24への配風比率を変ィヒさせるので、亜室内へ吹き込まれる温風又は冷風の

風呈を調整することができ、暖房性能及び冷房性能をより細かく制御することができ

る。また、配風ドア32によってェバポレータ6側の流路23又はヒータコア 2側の流路

24を完全に閉塞してブロアファン3０ 3 を並列逆伝させることで、最大風呈を増大

させることができる。

００82 (第3実施形態 )

図6は第3実施形態における亜両用空調システムのシステム構成図である。図6に

示すよぅに、第3実施形態と第 実施形態とを比較するに、第3実施形態では膨張弁

5とェバポレータ6との間に流路切換弁4 2が設けられている。流路切換弁4 2によって



第 の冷媒をモータ4０やインバータ4 を経由してからエバポレータ6に戻すことがで

きるようになっている。

００83 他の構成は、第 実施形態と同様であるため、同一構成箇所には同一符号を付し

てその説明を省略する。

００84 流路切換弁4 2を用いて、暖房逆伝時には膨張弁 5を通過した第 の冷媒をモータ

4０やインバータ4 を経由してからエバポレータ6へ送るように流路を切り換える。これ

により、第2の冷媒をモータ4０やインバータ4 において発生した熱によっても加熱す

ることができるので、暖房能力をさらに向上させることができる。

００85 (第4実施形態 )

図7は第4実施形態における亜両用空調システムのシステム構成図である。図7に

示すように、第4実施形態では、第2循環経路 8中に、ヒータコア 2をバイパスするヒ

ータコアバイパス流路 5０と、第2の冷媒をヒータコア 2又はヒータコアバイパス流路 5

0へと流すように流路を切り換える流路切換弁 5 とが設けられている。そして、暖房

逆伝時には、流路切換弁 5 の切り換えによって第2の冷媒をヒータコア 2へと流し、

冷房逆伝時には、流路切換弁 5 の切り換えによって第2の冷媒をヒータコアバイパス

流路 5０へと流すよう制御される。

００86 ボン は、放熱器 ０の出口側で、且つ、放熱器バイパス流路 3との合流点aと、

水冷コンデンザ3が配置された位置との間に設けられている。

００87 他の構成は、第 実施形態と同様であるため、同一構成箇所には同一符号を付し

てその説明を省略する。

００88 第4実施形態では、冷房逆伝時にあっては、ヒータコア 2で第2の冷媒が放熱する

のを回避できるため、エバポレータ6を通過した空調風がヒータコア 2内を通過する

ような構造であってもエバポレータ6において冷却された空調風がリヒートされることが

ない。

００89 第4実施形態では、暖房逆伝時に、流路切換弁 5 の故障等によって第2の冷媒が

ヒータコアバイパス流路 5０を通って流れた場合にも、放熱器バイパス流路 3を流れ

、その流通過程で温度が低下された第2の冷媒をポン が吸い込むことになるため

、電気ヒータ で加熱された直後の高温の第2の冷媒をボン が吸い込むことを防



止できるため、ボン の信頼性・耐久性が向上する。

００9０ ボン は、水冷コンデンザ3と電気ヒータ との間の位置に設けても良い。

００9 1 (変形例)

前記各実施形態では、ヒータとして電気ヒータ を使用しているが、燃焼ヒータなど

を用いても同様の作用・効果を得ることができる。

００92 前記各実施形態では、第 の冷媒として二酸化炭素を、第2の冷媒として水や不凍

液などの液体をそれぞれ使用しているが、これら以外を冷媒として使用しても良い。

００93 前記各実施形態では、空調ダクト2０内のエバポレータ6及びヒータコア 2が並列

に配置されているが、除湿暖房の効果をあげるためにエバポレータ6を上流側とした

直列配列にしても良い。また、図示されていないが、ブロアファン2 3０ 3 への導

入空気は亜室内、亜室外から適宜導入可能にしたもので、エバポレータ6を通過し

冷却された空気をェンジンルームなどに排出する場合は、排出に見合った亜外から

の空気導入をすることが望ましい。

００94 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、本発明はこれに限定される

ものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置き換えるこ

とができる。

産業上の利用の可能性

００95 ヒートポンプ式冷房装置を用いて暖房と冷房を行うシステムにあって、ヒートポンプ

式冷房装置の構成を簡略化できると共に空調システム全体としても簡単な構成であ

る亜両用空調システムを提供することができる。



請求の範囲

第 の冷媒が循環する第 循環経路を有するヒートポンプ式冷房装置と、

第2の冷媒が循環する第2循環経路を有する暖房用循環装置と、を備え、

前記ヒートポンプ式冷房装置の前記第 循環経路には、第 の冷媒を圧縮するコン

プレッザと、前記第2循環経路内に配置され第 の冷媒の熱を第2の冷媒へ放熱させ

るコンデンザと、第 の冷媒を膨張させる膨張手段と、前記膨張手段で膨張された第

の冷媒と空気との間で熱交換させて空気を冷却するェバポレータと、が設けられ、

前記暖房用循環装置の前記第2循環経路には、第2の冷媒を循環させるボンプと、

第2の冷媒と空気との間で熱交換させて空気を加熱するヒータコアと、第2の冷媒の

熱を放熱させる放熱器と、が設けられ、第2の冷媒は流体で、顕熱変化によって熱交

換を行ぅものであり、

前記放熱器は亜室外空気に放熱し、

前記ェバポレータ及び前記ヒータコアは、ファンによって送風を亜室内に導入でき

る空調ダクト内に配置され、前記空調ダクト内の通過空気を空調風として前記亜室内

に導入する

亜両用空調システム。

2 前記放熱器をバイパスする放熱器バイパス流路と、

第2の冷媒を前記放熱器又は前記放熱器バイパス流路へと流すよぅに流路を切り

換える流路切換弁と、が設けられた

請求項 に記載の車両用空調システム。

3 前記ヒータコアをバイパスするヒータコアバイパス流路と、

第2の冷媒を前記ヒータコア又は前記ヒータコアバイパス流路へと流すよぅに流路を

切り換える流路切換弁と、が設けられた

請求項 に記載の車両用空調システム。

4 前記第2循環経路中に、第2の冷媒を加熱するヒータが設けられた

請求項 に記載の車両用空調システム。

5 前記コンデンザは、第2循環流路内で、前記ヒータの上流でかつ前記放熱器の下

流に設けられている



請求項4に記載の車両用空調システム。

6 前記ェバポレータで冷却された空調風の少なくとも一部を亜室外に排出する排出

手段が設けられた

請求項 に記載の車両用空調システム。

7 前記ェバポレータと前記ヒータコアとは前記空調ダクト内で並列に設けられ、

前記ェバポレータ側へ流れる空調風と前記ヒータコア側へ流れる空調風とを分離

する分離手段と、

前記ェバポレータにおいて冷却された空調風と前記ヒータコアにおいて加熱された

空調風とを所定の割合で混合させる混合手段と、をさらに備える

請求項 に記載の車両用空調システム。

8 前記ファンは、前記ェバポレータ側へ空調風を送風する第 のファンと、前記ヒータ

コア側へ空調風を送風する第2のファンと、を含む

請求項 に記載の車両用空調システム。

9 前記第 のファンによって送風される空調風及び前記第2のファンによって送風さ

れる空調風のぅち、前記ェバポレータ側へ流れる空調風と前記ヒータコア側へ流れる

空調風との割合を変更可能な配風手段を備える

請求項8に記載の車両用空調システム。

０ 第 の冷媒は、二酸化炭素である

請求項 に記載の車両用空調システム。

暖房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒を前記放熱器バイ

パス流路へと流し、前記ヒータコアにおいて加熱された空気を空調風として亜室内へ

導入し、

冷房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒を前記放熱器へと

流し、前記ェバポレータにおいて冷却された空気を空調風として亜室内へ導入する

請求項2に記載の車両用空調システム。

2 暖房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒がヒータコアへと流

され、

冷房逆伝時は、前記流路切換弁の切り換えによって第2の冷媒がヒ一



ス流路へと流される

請求項3に記載の車両用空調システム。

3 前記ボンプは、前記放熱器の出口側で、且つ、前記放熱器バイパス流路との合流

点と、前記コンデンザの位置との間に設けられた

請求項 2に記載の車両用空調システム。
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r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科 納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

巳 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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