
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車室内へ向かって空気を送風する送風機（７）と、
前記送風機（７）の送風空気を加熱する暖房用熱交換器（１２）と、
前記暖房用熱交換器（１２）で加熱された空気を車両窓ガラスへ向けて吹き出すデフロス
タ開口部（１５）と、
前記暖房用熱交換器（１２）で加熱された空気を車室内の乗員足元へ吹き出すフット開口
部（１７）と、
前記送風機（７）の目標風量を空調熱負荷条件に応じて算出する目標風量算出手段（Ｓ１
４０）と、
車室内吹出空気の吹出モードとして、少なくとも前記デフロスタ開口部（１５）から空気
が吹き出す吹出モードが設定されているときに、前記車両窓ガラスの曇りの発生しやすさ
の度合を判定し、前記送風機（７）の前記目標風量に対する風量増加レベルを前記曇りの
発生しやすさの度合に応じて算出し、前記送風機（７）を前記目標風量に前記風量増加レ
ベルを加えた風量にて作動させる制御手段（Ｓ１７０～Ｓ１９０）とを備えることを特徴
とする車両用空調装置。
【請求項２】
前記車両窓ガラスの曇りの発生しやすさの度合を少なくとも前記車両窓ガラスの温度に関
連する情報値に基づいて判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用空調装置。
【請求項３】
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前記車両窓ガラスの曇りの発生しやすさの度合を、前記車両窓ガラスの温度に関連する情
報値および車室内湿度に基づいて判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用空調
装置。
【請求項４】
前記車両窓ガラスの曇りの発生しやすさの度合を、前記車両窓ガラスの温度に関連する情
報値および降雨状態に関連する情報値に基づいて判定することを特徴とする請求項１に記
載の車両用空調装置。
【請求項５】
前記降雨状態に関連する情報値は車両ワイパ装置の作動信号であることを特徴とする請求
項４に記載の車両用空調装置。
【請求項６】
前記車両窓ガラスの温度に関連する情報値は、少なくとも外気温であることを特徴とする
請求項２ないし５のいずれか１つに記載の車両用空調装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、乗員の快適性を保持しつつ、窓ガラスの防曇性能を向上させるための風量自動
制御を行う車両用空調装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
冬期においては、車両窓ガラス温度が車室内空気の露点温度まで低下することにより車両
窓ガラスに結露が発生して、車両窓ガラスの曇りが発生する。そこで、このような窓ガラ
スの曇りが発生する条件下においては、車両用空調装置の吹出モードとしてデフロスタモ
ードやフットデフロスタモードを選択して、車両窓ガラス内面側へ温風を吹き出して、車
両窓ガラス温度を車室内空気の露点温度より高い温度に上昇させ、これにより、車両窓ガ
ラスの曇りを防止するようにしている。
【０００３】
また、本出願人においては、特願２００１－１８２０３０号において、窓ガラスの曇りが
発生する条件を判定して、吹出モードをフットモードからフットデフロスタモードに自動
的に切り替えて、車両窓ガラスの曇りを防止するものを提案している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来技術や上記先願は、いずれも車両窓ガラス内面側への温風吹出風量を増
加するように吹出モードを切り替えるため、乗員の快適性を損なうという不具合が生じる
。
【０００５】
すなわち、吹出モードをデフロスタモードに切り替える場合には、デフロスタ吹出口から
の温風吹出によって乗員の顔部側に火照りが発生して、乗員の快適性を損なう。また、フ
ットモードからフットデフロスタモードに切り替える場合には、デフロスタ吹出風量が増
加する代わりにフット吹出風量が減少するので、乗員足元部の暖房不足が発生し、足元部
の寒さを感じるようになって、やはり、乗員の快適性を損なう。
【０００６】
本発明は上記点に鑑みて、乗員の快適性保持と車両窓ガラスの防曇性確保との両立を図る
ことを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、車室内へ向かって空気を送風する
送風機（７）と、送風機（７）の送風空気を加熱する暖房用熱交換器（１２）と、暖房用
熱交換器（１２）で加熱された空気を車両窓ガラスへ向けて吹き出すデフロスタ開口部（
１５）と、暖房用熱交換器（１２）で加熱された空気を車室内の乗員足元へ吹き出すフッ
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ト開口部（１７）と、送風機（７）の目標風量を空調熱負荷条件に応じて算出する目標風
量算出手段（Ｓ１４０）と、車室内吹出空気の吹出モードとして、少なくともデフロスタ
開口部（１５）から空気が吹き出す吹出モードが設定されているときに、車両窓ガラスの
曇りの発生しやすさの度合を判定し、送風機（７）の目標風量に対する風量増加レベルを
曇りの発生しやすさの度合に応じて算出し、送風機（７）を目標風量に風量増加レベルを
加えた風量にて作動させる制御手段（Ｓ１７０～Ｓ１９０）とを備えることを特徴とする
。
【０００８】
これによると、車室内吹出空気の吹出モードが、少なくともデフロスタ開口部（１５）か
ら空気が吹き出す吹出モードになっているときに、送風機（７）の目標風量に対する風量
増加レベルを曇りの発生しやすさの度合に応じて算出し、送風機（７）を目標風量に風量
増加レベルを加えた風量にて作動させるから、車両窓ガラスの曇りが発生しやすい状況の
ときには、デフロスタ吹出風量を自動的に増加して車両窓ガラス温度を上昇させることに
より、車両窓ガラスの曇りを防止できる。
【０００９】
しかも、吹出モードの切替ではなく、デフロスタ吹出風量の自動増量という対応で曇り防
止を行うから、冬期の暖房時に吹出モードの切替に伴う乗員の足元部の寒さ感とか顔部の
火照り感が発生することを抑制して、乗員の快適性を保持しながら曇り防止を実現できる
という効果が大である。
【００１０】
請求項２に記載の発明のように、請求項１において、車両窓ガラスの曇りの発生しやすさ
の度合は具体的には、少なくとも車両窓ガラスの温度に関連する情報値に基づいて判定す
ればよい。
【００１１】
また、請求項３に記載の発明のように、請求項１において、車両窓ガラスの曇りの発生し
やすさの度合を具体的には、車両窓ガラスの温度に関連する情報値および車室内湿度に基
づいて判定するようにしてもよい。
【００１２】
これによると、車両窓ガラス温度と車室内湿度の両方を考慮して車両窓ガラスの曇りの発
生しやすさの度合をより的確に判定できる。
【００１３】
請求項４に記載の発明のように、請求項１において、車両窓ガラスの曇りの発生しやすさ
の度合を具体的には、車両窓ガラスの温度に関連する情報値および降雨状態に関連する情
報値に基づいて判定するようにしてもよい。
【００１４】
ところで、降雨状態になると車室内湿度が上昇するという相関があるので、請求項４では
この点に着目して車両窓ガラス温度の情報値に降雨状態に関連する情報値を加えことによ
り曇りの発生しやすさの度合をより的確に判定できる。
【００１５】
また、請求項５に記載の発明のように、請求項４において、降雨状態に関連する情報値と
して具体的には、車両ワイパ装置の作動信号を用いることができる。
【００１６】
これによると、既存の車両ワイパ装置の作動信号を利用して降雨状態の情報値を得ること
ができるので、降雨状態検出のための専用のセンサを使用せずにすむ。
【００１７】
請求項６に記載の発明のように、請求項２ないし５のいずれか１つにおいて、車両窓ガラ
スの温度に関連する情報値としては、少なくとも外気温を用いることができる。この外気
温情報も車両に備えられる既存の外気温センサの検出信号からそのまま得ることができ、
好都合である。
【００１８】
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なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係
を示すものである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
図１は本発明の第１実施形態の全体構成図であり、空調装置１の空調ケース２は車室内前
部の計器盤内側に配置され、車室内へ向かって流れる空気の通路を形成する。空調ケース
２の上流端には内外気切替箱３が設けられ、この内外気切替箱３内の内外気切替ドア４に
より内気吸入口５と外気吸入口６とを開閉することにより、車室内の空気（内気）または
車室外の空気（外気）を切替導入する。内外気切替箱３の下流側には送風機７が配置され
、送風機７のケース８に遠心式送風ファン９が収納され、駆動用モータ１０にて送風ファ
ン９を回転駆動する。
【００２０】
次に、送風機７の下流側には冷房用熱交換器として蒸発器１１が配置されている。この蒸
発器１１は車両エンジン（図示せず）により駆動される圧縮機４０を持つ冷凍サイクルに
設けられるものであって、蒸発器１１に流入した低圧冷媒が送風機７の送風空気から吸熱
して蒸発することにより送風空気を冷却する。なお、圧縮機４０には動力断続用の電磁ク
ラッチ４１が備えられ、車両エンジンの動力が電磁クラッチ４１を介して伝達される。
【００２１】
空調ケース２内で、蒸発器１１の下流側に暖房用熱交換器として車両エンジンの温水（冷
却水）を熱源として空気を加熱する温水式ヒータコア１２が配置されている。そして、こ
の温水式ヒータコア１２の側方にはバイパス通路１３が形成されて、温水式ヒータコア１
２をバイパスして空気（冷風）が流れるようになっている。
【００２２】
蒸発器１１とヒータコア１２の間に板状ドアからなるエアミックスドア１４が回転可能に
配置されている。このエアミックスドア１４は温度調節手段であり、温水式ヒータコア１
２を通過する温風とバイパス通路１３を通過する冷風との風量割合を調節することにより
車室内への吹出空気温度を調節する。温水式ヒータコア１２からの温風とバイパス通路１
３からの冷風が温水式ヒータコア１２下流側で混合して所望温度の空気を作り出すことが
できる。
【００２３】
さらに、空調ケース２の下流端部には、吹出モード切替部を構成するデフロスタ開口部１
５とフェイス開口部１６とフット開口部１７が開口している。デフロスタ開口部１５は図
示しないデフロスタダクトを介して車両フロント窓ガラス内面に空気を吹き出すもので、
回転自在な板状のデフロスタドア１５ａにより開閉される。
【００２４】
また、フェイス開口部１６は図示しないフェイスダクトを介して車室内乗員の上半身に向
けて空気を吹き出すもので、回転自在な板状のフェイスドア１６ａにより開閉される。ま
た、フット開口部１７は図示しないフットダクトを介して車室内乗員の足元に向けて空気
を吹き出すもので、回転自在な板状のフットドア１７ａにより開閉される。
【００２５】
上記した吹出モードドア１５ａ、１６ａ、１７ａは共通のリンク機構１８に連結され、こ
のリンク機構１８を介してサーボモータからなる電気駆動装置１９により駆動される。な
お、内外気切替ドア４およびエアミックスドア１４も、それぞれサーボモータからなる電
気駆動装置２０、２１により駆動される。
【００２６】
本実施形態においては、吹出モードドア１５ａ、１６ａ、１７ａの開閉により、フェイス
開口部１６を全開してフェイス開口部１６から車室内乗員の上半身に向けて空気を吹き出
すフェイスモードと、フェイス開口部１６とフット開口部１７の両方を開口して車室内乗
員の上半身と足元に向けて空気を吹き出すバイレベルモードと、フット開口部１７を全開
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するとともにデフロスタ開口部１５を小開度だけ開口して、フット開口部１７から主に空
気を吹き出し、デフロスタ開口部１５から少量の空気を吹き出すフットモードと、デフロ
スタ開口部１５およびフット開口部１７を同程度開口することにより、フットモードに比
較してフット開口部１７からの吹出風量を減少させ、デフロスタ開口部１５からの吹出風
量を増加させるフットデフロスタモードと、デフロスタ開口部１５を全開してデフロスタ
開口部１５から車両フロント窓ガラス内面に空気を吹き出すデフロスタモードとを設定で
きるようになっている。
【００２７】
次に、本実施形態における電気制御部の概要を説明すると、空調用電子制御装置２２はＣ
ＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる周知のマイクロコンピュータと、その周辺回路にて構成
されるものである。空調用電子制御装置２２には、空調制御のために、温水温度Ｔｗ、内
気温Ｔｒ、外気温Ｔａｍ、日射量Ｔｓ、蒸発器冷却度合としての蒸発器吹出温度Ｔｅ、エ
アミックスドア１４の実際の開度θ、車速ＳＰＤ、車室内湿度（相対湿度）ＲＨ等を検出
する各センサ群２３～２９、４３から検出信号が入力される。
【００２８】
なお、湿度センサ４３は車室内の適宜の部位に設置され、その電気的特性（容量、抵抗等
）が車室内相対湿度ＲＨに応じて変化して相対湿度ＲＨに応じた電気信号を発生するもの
である。この湿度センサ４３は内気センサ２４と同一部位（例えば、車室内前部の計器盤
周辺部等）に設置することが好ましい。このようにすれば、湿度センサ４３の設置部位に
おける車室内相対湿度ＲＨと車室内温度（内気温）Ｔｒの両方を検出できるので、この両
検出信号ＲＨ、Ｔｒから湿り空気線図に基づいて車室内の絶対湿度を算出することができ
る。従って、車室内の絶対湿度をも考慮した空調制御も可能となる。
【００２９】
更に、車室内の計器盤周辺に配置される空調操作パネル３０には、乗員により手動操作さ
れる下記の操作部材が備えられ、この操作部材の操作信号も空調用電子制御装置２２に入
力される。
【００３０】
空調操作パネル３０の操作部材としては、温度設定信号Ｔｓｅｔを発生する温度設定スイ
ッチ３１、送風機７の風量切替信号を発生する風量スイッチ３２、内外気切替信号を発生
する内外気切替スイッチ３３、前述した吹出モードの切替信号を発生する吹出モードスイ
ッチ３４、冷凍サイクルの圧縮機４０の電磁クラッチ４１のオンオフ信号を発生するエア
コンスイッチ３５、空調の自動制御モードを設定するオートスィッチ３６等が設けられて
いる。
【００３１】
なお、吹出モードスイッチ３４は、本例では、フェイス、バイレベル、フット、フットデ
フロスタの各モードをマニュアル設定するためのスィッチと、デフロスタモード専用のデ
フロスタスイッチとに分けて設けてある。
【００３２】
送風機７のファン駆動用モータ１０は駆動回路３７により印加電圧が制御され、このモー
タ印加電圧の制御により送風機７の回転速度を調整して送風機７の風量を制御する。また
、圧縮機４０の電磁クラッチ４１への電源供給は駆動回路３８により断続される。空調用
電子制御装置２２には、車両エンジンのイグニッションスイッチ３９を介して車載バッテ
リ４２から電源が供給される。
【００３３】
次に、上記構成において本実施形態の作動を説明する。図２のフローチャートは空調用電
子制御装置２２のマイクロコンピュータにより実行される制御処理の概要を示し、図２の
制御ルーチンは、車両エンジンのイグニッションスイッチ３９がオンされて制御装置２２
に電源が供給された状態において、空調操作パネル３０のオートスイッチ３６が投入され
るとスタートする。
【００３４】
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先ず、ステップＳ１００ではフラグ、タイマー等の初期化がなされ、次のステップＳ１１
０で、センサ群２３～２９、４３からの検出信号、パネル３０の操作部材３１～３６から
の操作信号等を読み込む。
【００３５】
続いて、ステップＳ１２０にて、下記数式１に基づいて、車室内へ吹き出される空調風の
目標吹出温度ＴＡＯを算出する。この目標吹出温度ＴＡＯは、空調熱負荷の変動にかかわ
らず車室内を温度設定スイッチ３１の設定温度Ｔｓｅｔに維持するために必要な吹出温度
である。
【００３６】
【数１】
ＴＡＯ＝Ｋ set ×Ｔ set －Ｋ r ×Ｔ r －Ｋ am×Ｔ am－Ｋ s ×Ｔ s ＋Ｃ
但し、Ｔ r 　：内気センサ２４により検出される内気温
Ｔ am　：外気センサ２５により検出される外気温
Ｔ s 　：日射センサ２６により検出される日射量
Ｋ set 、Ｋ r 、Ｋ am、Ｋ s ：制御ゲイン
Ｃ　：補正用の定数
次に、ステップＳ１３０にて、エアミックスドア１４の目標開度ＳＷを下記数式２に基づ
いて算出し、エアミックスドア１４をこの目標開度ＳＷの位置に駆動する。
【００３７】
【数２】
ＳＷ＝｛（ＴＡＯ－Ｔｅ）／（Ｔｗ－Ｔｅ）｝×１００（％）
但し、Ｔｅ　：蒸発器温度センサ２７により検出される蒸発器吹出温度
Ｔｗ　：水温センサ２３により検出されるヒータコア温水温度
次に、ステップＳ１ 4０にて送風ファン９により送風される空気の目標風量ＢＬＷを上記
ＴＡＯに基づいて算出する。この目標風量ＢＬＷは、図３に示すように上記ＴＡＯに基づ
いて目標風量ＢＬＷを決定する。すなわち、上記ＴＡＯの高温側（最大暖房側）および低
温側（最大冷房側）で目標風量を大きくし、上記ＴＡＯの中間温度域で目標風量を小さく
する。
【００３８】
送風ファン９の風量は送風ファン９の回転数により決定され、送風ファン９の回転数は駆
動用モータ１０の印加電圧により決定されるから、上記目標風量ＢＬＷＡは具体的には駆
動用モータ１０の印加電圧レベルとして決定できる。
【００３９】
次に、ステップＳ１５０にて内外気モードを決定し、この内外気モードが得られる位置に
内外気切替ドア４を駆動する。ここで、内外気モードは基本的には上記ＴＡＯに応じて決
定する。具体的には、ＴＡＯが低温側から高温側へ上昇するにつれて、全内気モード→内
外気混入モード→全外気モード、あるいは全内気モード→全外気モードと切替設定する。
但し、乗員が内外気切替スイッチ３３を操作して内外気モードをマニュアル設定したとき
は、そのマニュアル設定したモードが内外気モードとして決定される。
【００４０】
次に、ステップＳ１６０にて吹出モードを決定し、この吹出モードが得られる位置に吹出
モードドア１５ａ、１６ａ、１７ａを駆動する。ここで、吹出モードも基本的には上記Ｔ
ＡＯに応じて決定する。具体的には、図４に示すようにＴＡＯが低温側から高温側へ上昇
するにつれてフェイス（ＦＡＣＥ）モード→バイレベル（Ｂ／Ｌ）モード→フット（ＦＯ
ＯＴ）モードと吹出モードを切替設定する。但し、乗員が吹出モードスイッチ３４を操作
して吹出モードをマニュアル設定したときは、そのマニュアル設定したモードが吹出モー
ドとして決定される。
【００４１】
次に、ステップＳ１７０にて、ステップＳ１６０にて決定された吹出モードがデフロスタ
側への吹出があるモードであるか判定する。ここで、デフロスタ側への吹出がある吹出モ
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ードとは、フットモード、フットデフロスタモードおよびデフロスタモードの３種類であ
る。フットモードは、前述のように吹出空気の大部分をフット開口部１７から乗員足元側
へ吹き出し、少量の空気をデフロスタ側、すなわち、車両窓ガラス側へ吹き出す。また、
フットデフロスタモードは前述のようにフットモードに比較して乗員足元側へのフット吹
出風量を減少し、車両窓ガラス側へのデフロスタ吹出風量を増加させる。そして、デフロ
スタモードは吹出空気の全部を車両窓ガラス側へ吹き出す。
【００４２】
従って、吹出モードとしてフットモード、フットデフロスタモードおよびデフロスタモー
ドのいずれかが選択されているときはステップＳ１７０の判定がＹＥＳとなり、ステップ
Ｓ１８０にて上記目標風量ＢＬＷに対する風量増加レベルαを算出する。この補正値αの
算出は具体的には図５の制御特性に従って行う。図５の横軸は車両窓ガラスの曇りの発生
しやすさの度合に関係する情報値であって、具体的には、湿度センサ４３により検出され
る車室内空気の実際の相対湿度ＲＨと、車両窓ガラスにおいて曇りが発生する、車室内空
気の曇り発生相対湿度ＲＨＷとの差（ＲＨ－ＲＨＷ）である。
【００４３】
ここで、曇り発生相対湿度ＲＨＷとは、現在の内気温度Ｔｒから車両窓ガラス温度（より
具体的には車両窓ガラス内面温度）まで車室内空気の温度が低下したときに車室内空気が
相対湿度：１００％、すなわち、露点温度に到達するという条件を満たす車室内相対湿度
のことである。
【００４４】
この曇り発生相対湿度ＲＨＷを図６の湿り空気線図に基づいて具体的に説明すると、今、
内気温度Ｔｒ＝Ｔ４（乾球温度）であるときに、湿度センサ４３により検出される実際の
車室内相対湿度ＲＨがＲＨ１であると、Ｔ４とＲＨ１の交点Ａ１から絶対湿度はｘ１であ
り、この場合の露点温度は絶対湿度ｘ１のラインと飽和水蒸気圧力線との交点Ａ２からＴ
１となる。そして、このとき、外気温Ｔａｍ等に基づいて推定される車両窓ガラス温度（
乾球温度）がＴ２であると、このＴ２と飽和水蒸気圧力線との交点Ａ３から、このＴ２が
露点温度となる湿り空気の絶対湿度ｘ２を求めることができる。
【００４５】
この絶対湿度ｘ２のラインと現在の内気温度Ｔｒ＝Ｔ４（乾球温度）との交点Ａ４から、
相対湿度ＲＨ２を求めることができ、この相対湿度ＲＨ２が現在の車両窓ガラス温度Ｔ２
に対応する曇り発生相対湿度ＲＨＷである。
【００４６】
従って、曇り発生相対湿度ＲＨＷは、外気温Ｔａｍ等に基づいて推定される車両窓ガラス
温度と内気センサ２４により検出される内気温度Ｔｒとに基づいて湿り空気線図から算出
できる。なお、湿り空気線図を制御装置２２のＲＯＭ（読み出し専用記憶装置）に予め記
憶しておくことにより、制御装置２２にて車室内空気の曇り発生相対湿度ＲＨＷを算出（
演算）できる。
【００４７】
ここで、湿度センサ４３により検出される実際の車室内相対湿度ＲＨが、この曇り発生相
対湿度ＲＨＷ＝ＲＨ２より高い時、例えば、図６において、内気温度Ｔｒ＝Ｔ４（乾球温
度）であるときに、実際の車室内相対湿度ＲＨが上記の曇り発生相対湿度ＲＨＷ＝ＲＨ２
より高いＲＨ３であるときは、ＲＨ３とＴ４との交点Ａ５から絶対湿度ｘ３を求めること
ができ、この絶対湿度ｘ３のラインと飽和水蒸気圧力線との交点Ａ６から露点温度Ｔ３を
求めることができる。
【００４８】
この露点温度Ｔ３はこのときの車両窓ガラス温度Ｔ２より高いので、車室内空気は車両窓
ガラスにより露点温度Ｔ３よりも低い温度Ｔ２まで冷却されて車両窓ガラスに曇りが発生
することになる。
【００４９】
以上のことから、（ＲＨ－ＲＨＷ）が正の値になるときは、車室内空気が車両窓ガラス内
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面に接触すると露点温度以下に冷却されて車両窓ガラスに曇りが発生する。そして、（Ｒ
Ｈ－ＲＨＷ）が大きい程、この曇りの発生しやすさの度合が強くなるという相関がある。
【００５０】
そこで、本実施形態においては、図５に示すように（ＲＨ－ＲＨＷ）が大きくなる程、目
標風量ＢＬＷの風量増加レベルαを増大するように決定する。また、実際の車室内相対湿
度ＲＨが曇り発生相対湿度ＲＨＷより低くなって、（ＲＨ－ＲＨＷ）が負の値になるとき
は、車室内空気が車両窓ガラス内面に接触して冷却されても露点温度に到達せず、車両窓
ガラスに曇りが発生しないから、目標風量ＢＬＷの風量増加レベルαを０とする。
【００５１】
そして、次のステップＳ１９０において、ステップＳ１４０で算出された目標風量ＢＬＷ
に風量増加レベルαを加算した値を最終的な目標風量とし、この最終的な目標風量（ＢＬ
Ｗ＋α）の制御信号を駆動回路３７に出力し、この駆動回路３７によりこの目標風量（Ｂ
ＬＷ＋α）に対応した印加電圧を送風機駆動用モータ１０に出力する。
【００５２】
一方、吹出モードがフェイスモード又はバイレベルモードであるときはステップＳ１７０
の判定がＮＯとなり、ステップＳ２００に進み、ステップＳ１４０で算出された目標風量
ＢＬＷの制御信号をそのまま駆動回路３７に出力し、この駆動回路３７によりこの目標風
量ＢＬＷに対応した印加電圧を送風機駆動用モータ１０に出力する。
【００５３】
次に、ステップＳ２１０にて圧縮機作動の断続（ＯＮ－ＯＦＦ）を決定して、その制御信
号を駆動回路３８に出力し、この駆動回路３８により電磁クラッチ４１の通電を断続制御
する。圧縮機作動の断続は目標蒸発器吹出温度ＴＥＯと実際の蒸発器吹出温度Ｔｅとを比
較して、蒸発器吹出温度Ｔｅが目標蒸発器吹出温度ＴＥＯより低下すると、圧縮機４０を
停止（ＯＦＦ）状態とし、逆に、蒸発器吹出温度Ｔｅが目標蒸発器吹出温度ＴＥＯより上
昇すると、圧縮機４０を作動（ＯＮ）状態とする。
【００５４】
ところで、本実施形態によると、湿度センサ４３により検出される実際の車室内相対湿度
ＲＨが、車両窓ガラス温度、内気温等により決定される曇り発生相対湿度ＲＨＷより高く
なると、車両窓ガラス内面に接触する車室内空気が露点温度に達して車両窓ガラスに曇り
が発生するとともに、ＲＨとＲＨＷとの差（ＲＨ－ＲＨＷ）が大きい程、曇りの発生しや
すさの度合が強くなるという相関に着目して、図５に示すように（ＲＨ－ＲＨＷ）が大き
い程、風量の増加レベルαを大きくしている。
【００５５】
このため、車両窓ガラス側（デフロスタ側）へ空気を吹き出す吹出モードが設定されてい
る時に、ＲＨがＲＨＷより高くなるに従って、車両窓ガラス側への吹出温風の風量が増加
し、これにより、車両窓ガラス温度をより高い温度に引き上げることができる。この結果
、車両窓ガラス内面に車室内空気が接触しても露点温度に達することがなくなり、車両窓
ガラスの曇りを防止できる。
【００５６】
しかも、本実施形態においては吹出モードの切替でなく、送風機７の風量を増加し、これ
により、車両窓ガラス側への吹出温風の風量を増加して車両窓ガラスの曇りを防止するか
ら、従来技術のように曇り防止のために乗員足元部への温風吹出量が減少するという現象
が発生しない。また、曇り防止のためのデフロスタモードへの切替によって乗員顔部の火
照りが発生することもない。つまり、乗員の快適性を保持しつつ、車両窓ガラスの曇り防
止を達成できるのであって、実用上の利益は大である。
【００５７】
なお、図５において、風量増加レベルαは１レベル当たり、例えば１５ｍ 3／ｈ程度であ
る。
【００５８】
（第２実施形態）
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車両窓ガラスの曇りは低温ガラス面により車室内空気が冷却されて露点温度に達すること
により発生するから、車両窓ガラスの曇り発生に最も大きく影響を及ぼすのは車両窓ガラ
ス温度である。そして、車両窓ガラス温度と最も相関が強いのは外気温Ｔａｍである。従
って、外気温Ｔａｍが低下するにつれて車両窓ガラスの曇りが発生しやすくなる。
【００５９】
そこで、第２実施形態では、図７に示すように、第１実施形態における（ＲＨ－ＲＨＷ）
の代わりに外気温Ｔａｍを用い、外気温Ｔａｍが低下するにつれて風量の増加レベルαを
大きくしている。
【００６０】
これにより、外気温Ｔａｍが低下するにつれてデフロスタ吹出風量を増加し、それにより
、車両窓ガラス温度を引き上げて車両窓ガラスの曇りを防止できるので、第２実施形態に
おいても第１実施形態と同様に乗員の快適性を保持しつつ、車両窓ガラスの曇りを防止で
きる。
【００６１】
（第３実施形態）
上記第２実施形態では、車両窓ガラスの曇りの発生しやすさの度合との相関が強い外気温
Ｔａｍのみに基づいて風量の増加レベルαを決定しているが、第３実施形態は図８に示す
ように、外気温Ｔａｍと降雨時に関連する情報値の両方に基づいて風量の増加レベルαを
決定している。
【００６２】
すなわち、降雨時には車室内湿度ＲＨの上昇、車両窓ガラス温度の低下等の理由から、車
両窓ガラスがより一層曇りやすくなるという相関関係があるので、第３実施形態ではこの
点に着目して、降雨時には非降雨時に比して、同一の外気温であっても風量の増加レベル
αをより大きくしている。降雨時には車両ワイパ装置が作動するので、具体的には、車両
ワイパ装置の作動信号により降雨状態を判定して、風量の増加レベルαをより大きくすれ
ばよい。
【００６３】
これにより、窓ガラスの曇りやすい降雨時には非降雨時に比してデフロスタ吹出風量をよ
り多くして防曇性能を向上できる。これに対して、非降雨時にはデフロスタ吹出風量の増
加を抑えて、デフロスタ開口部１５からの温風吹出に伴う火照り感等の不具合を抑制でき
る。
【００６４】
更に、車両ワイパ装置の作動速度は降雨量が増大する程上昇する関係にあり、そして、降
雨量が増大する程車両窓ガラスが曇りやすくなるという相関関係があるので、第３実施形
態では、車両ワイパ装置の作動速度の上昇に応じて風量の増加レベルαをより一層大きく
している。
【００６５】
なお、第３実施形態において、車両ワイパ装置の作動信号を用いずに降雨状態を検出する
センサを設けて降雨状態を判定してもよいことはもちろんである。降雨状態を検出するセ
ンサは車両ワイパ装置の自動制御装置等の用途で知られている光学方式等の種々なものを
使用できる。
【００６６】
（他の実施形態）
（１）上記の各実施形態では、車両窓ガラスの発生度合に応じて風量の増加レベルαを決
定しているが、この風量増加の自動制御に吹出モードの自動切替制御を組み合わせるよう
にしてもよい。例えば、第１実施形態において、フットモード時に風量増加の自動制御を
実行しても車室内空気の実際の相対湿度ＲＨと車室内空気の曇り発生相対湿度ＲＨＷとの
差（ＲＨ－ＲＨＷ）が所定レベル以上の大きい状態に維持されている場合に、フットモー
ドからフットデフロスタモードに自動的に切り替えて、デフロスタ吹出風量を増加させる
ようにしてもよい。更に、フットデフロスタモードに切り替えても（ＲＨ－ＲＨＷ）が所
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定レベル以上の大きい状態に維持されている場合はフットデフロスタモードからデフロス
タモードに自動的に切り替えて、デフロスタ吹出風量を増加させるようにしてもよい。
【００６７】
また、フットデフロスタモード時に風量増加の自動制御を実行しても車室内空気の実際の
相対湿度ＲＨと車室内空気の曇り発生相対湿度ＲＨＷとの差（ＲＨ－ＲＨＷ）が所定レベ
ル以上の大きい状態に維持されている場合はフットデフロスタモードからデフロスタモー
ドに自動的に切り替えてデフロスタ吹出風量を増加させるようにしてもよい。
【００６８】
（２）上記の各実施形態では、外気温Ｔａｍのみに基づいて車両窓ガラス温度を推定する
場合について説明したが、車両窓ガラス温度は車両走行に伴う車速風の冷却作用の影響も
受けるので、車速センサ２９により検出される車速が上昇する程、外気温Ｔａｍに基づい
て推定される車両窓ガラス温度を低温側に補正して、車両窓ガラス温度の推定精度を向上
するようにしてもよい。
【００６９】
また、車両窓ガラス温度は日射量の影響も受けるので、日射センサ２６により検出される
日射量Ｔｓが増加する程、外気温Ｔａｍに基づいて推定される車両窓ガラス温度を高温側
に補正してもよい。
【００７０】
（３）第１実施形態では、図５に示すように湿度センサ４３により検出される車室内空気
の実際の相対湿度ＲＨと、車両窓ガラス温度等により決定される曇り発生相対湿度ＲＨＷ
との差（ＲＨ－ＲＨＷ）に基づいて風量の増加レベルαを決定しているが、前述した図６
の湿り空気線図を用いて、車室内空気の実際の相対湿度ＲＨとそのときの内気温度とから
露点温度を算出し、この露点温度と車両窓ガラス温度との温度差に基づいて風量の増加レ
ベルαを決定してもよい。
【００７１】
すなわち、現在の車室内空気の露点温度よりも車両窓ガラス温度が高いときは車両窓ガラ
スに曇りが発生せず、露点温度よりも車両窓ガラス温度が低いと車両窓ガラスに曇りが発
生する。従って、この露点温度Ｔａと車両窓ガラス温度Ｔｂとの差（Ｔａ－Ｔｂ）が大き
くなる程、車両窓ガラスの曇りの発生しやすさの度合が強くなる。そのため、この露点温
度Ｔａと車両窓ガラス温度Ｔｂとの差（Ｔａ－Ｔｂ）が大きくなる程、風量の増加レベル
αを大きくなるように決定してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の全体構成図である。
【図２】第１実施形態の作動の概要を示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態による目標風量の制御特性図である。
【図４】第１実施形態による吹出モードの切替特性図である。
【図５】第１実施形態による風量増加レベルの制御特性図である。
【図６】第１実施形態の風量制御の説明のための湿り空気線図である。
【図７】第２実施形態による風量増加レベルの制御特性図である。
【図８】第３実施形態による風量増加レベルの制御特性図である。
【符号の説明】
７…送風機、１２…暖房用熱交換器、１５…デフロスタ開口部、
１７…フット開口部、２２…空調用電子制御装置。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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