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(57)【要約】
【課題】冷却水の急激な昇温を抑制することができる蓄
熱装置を提供する。
【解決手段】蓄熱装置１００は、発熱部４０～４３によ
って加熱された冷却水の有する熱を低温側ラジエータ３
３にて放熱させる冷却装置である低温側冷却水回路３０
に適用されている。蓄熱装置１００は、冷却水が流通さ
せる容器１１１を有し、容器１１１内には、冷却水の有
する熱を蓄熱する蓄熱部１１２と、蓄熱部１１２が配置
された第１流路Ｆ１と、蓄熱部１１２を迂回させて冷却
水を流す第２流路Ｆ２が形成されている。さらに、蓄熱
装置１００は、第１流路Ｆ１を流通する第１冷却水流量
ｆｒ１に対する第２流路Ｆ２を流通する第２冷却水流量
ｆｒ２の流量比を調整する流量調整部１５０と、有し、
流量調整部１５０は、冷却水の温度が低くなるに従って
、第１冷却水流量ｆｒ１を低下させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作動時に発熱を伴う発熱部（４０、４１、４２、４３、７０）によって加熱された冷却
水の有する熱を放熱させる熱交換器（２３、３３）と、前記発熱部と前記熱交換器との間
で冷却水を循環させる循環経路（ＣＨ３、ＣＬ１、ＣＬ２）と、を備える冷却装置（２０
、３０）に適用される蓄熱装置であって、
　前記冷却水の有する熱を蓄熱する蓄熱部（１１２）を有し、
　前記冷却水が流通する部位には、前記蓄熱部が配置される第１流路（Ｆ１）、および前
記蓄熱部を迂回させて前記冷却水を流通させる第２流路（Ｆ２）が形成されており、
さらに、前記第１流路を流通する第１冷却水流量に対する前記第２流路（Ｆ２）を流通す
る第２冷却水流量の流量比を調整する流量調整部（１５０）を有し、
　前記流量調整部は、前記冷却水の温度が低くなるに従って、前記第１冷却水流量を低下
させる蓄熱装置。
【請求項２】
　前記循環経路に配置されて内部に前記冷却水が流通する容器（１１１）を有し、
　前記第１流路及び前記第２流路は、前記容器内に形成されている請求項１に記載の蓄熱
装置。
【請求項３】
　前記熱交換器は、冷媒を流通させる複数のチューブ（３３ａ）、および前記複数のチュ
ーブを流通する冷媒の分配あるいは集合を行う空間を形成するタンク（３３ｃ、３３ｄ）
を有し、
　前記第１流路及び前記第２流路は、前記タンク内に形成されている請求項１に記載の蓄
熱装置。
【請求項４】
　前記流量調整部は、前記蓄熱部よりも冷却水流れ上流側に配置されている請求項１ない
し３のいずれか１つに記載の蓄熱装置。
【請求項５】
　前記流量調整部は、前記流量調整部内を流通する前記冷却水の温度の低下に伴って、前
記冷却水の通路断面積を縮小させるサーモバルブである請求項１ないし４のいずれか１つ
に記載の蓄熱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄熱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に、エンジンを冷却する冷却装置が開示されている。特許文献１の冷
却装置は、エンジンの排熱を吸熱した冷却水を外気と熱交換させてエンジンの排熱を外気
に放熱させる放熱用の熱交換器であるラジエータ、およびラジエータの放熱能力不足を補
うための蓄熱装置等を備えている。特許文献１の冷却装置では、エンジンの発熱量が大き
い場合に、蓄熱装置にてエンジンの排熱を蓄熱することによって、ラジエータの放熱能力
不足を補い冷却水の急激な温度上昇を抑制しようとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２０８１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかながら、特許文献１の蓄熱装置は、単に冷却水回路内に蓄熱材を配置した構成なの
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で、必要に応じて蓄熱量を調整することができなかった。従って、ラジエータにてエンジ
ンの排熱を充分に放熱できる際にも、エンジンの排熱が蓄熱装置に吸熱されていた。その
結果、エンジンの発熱量が大きくなってラジエータの放熱能力が不足した際に、蓄熱装置
に充分な熱量を吸熱させることができず、冷却水の急激な昇温を抑制することができない
ことがあった。
【０００５】
　本発明は、上記点に鑑み、冷却水の急激な昇温を抑制可能な蓄熱装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、作動時に発熱を伴う発熱部（４０
、４１、４２、４３、７０）によって加熱された冷却水の有する熱を放熱させる熱交換器
（２３、３３）と、発熱部と熱交換器との間で冷却水を循環させる循環経路（ＣＨ３、Ｃ
Ｌ１、ＣＬ２）と、を備える冷却装置（２０、３０）に適用される蓄熱装置であって、
　冷却水の有する熱を蓄熱する蓄熱部（１１２）を有し、冷却水が流通する部位には、蓄
熱部が配置される第１流路（Ｆ１）、および蓄熱部を迂回させて冷却水を流通させる第２
流路（Ｆ２）が形成されており、
　さらに、第１流路を流通する第１冷却水流量に対する第２流路（Ｆ２）を流通する第２
冷却水流量の流量比を調整する流量調整部（１５０）を有し、流量調整部は、冷却水の温
度が低くなるに従って、第１冷却水流量を低下させる蓄熱装置である。
【０００７】
　これによれば、冷却水の温度が低くなるに従って、第１冷却水流量が低下し、蓄熱部（
１１２）に流入する冷却水の流量が低下する。このため、熱交換器（２３、３３）の放熱
能力が不足しておらず、循環経路（ＣＬ１、ＣＬ２、ＣＨ３）を流通する冷却水の温度が
低く、蓄熱部（１１２）で冷却水が有する熱を吸熱する必要が無い時に、蓄熱部（１１２
）にて不必要な蓄熱が行われてしまうことを抑制することができる。
【０００８】
　よって、熱交換器（２３、３３）の放熱能力が不足し、循環経路（ＣＬ１、ＣＬ２、Ｃ
Ｈ３）を流通する冷却水の温度が高くなろうとし、蓄熱部（１１２）で冷却水が有する熱
を吸熱する必要が有る時に、蓄熱部（１１２）で冷却水が有する熱を充分に吸熱させるこ
とができる。従って、冷却水の急激な昇温を抑制可能な蓄熱装置を提供することができる
。
【０００９】
　なお、この欄及び特許請求の範囲で記載した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一例である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態の蓄熱装置の斜視図である。
【図２】第１実施形態の蓄熱装置を備えた冷凍サイクル装置の全体構成図である。
【図３】第２実施形態の蓄熱装置を備えた熱交換器の全体構成図である。
【図４】第２実施形態の蓄熱装置を備えた冷凍サイクル装置の全体構成図である。
【図５】高温側冷却水回路に蓄熱装置を配置させた冷凍サイクル装置の全体構成図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１実施形態）
　図１、図２を用いて、第１実施形態の蓄熱装置１００について説明する。第１実施形態
の蓄熱装置１００は、エンジン７０およびモータジェネレータ４３の双方から車両走行用
の駆動力を得るハイブリッド車両に適用されている。蓄熱装置１００は、このハイブリッ
ド車両において、車室内の空調、および各種車載機器を冷却する冷凍サイクル装置１に適
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用されている。
【００１２】
　さらに、このハイブリッド車両は、いわゆるプラグインハイブリッド車両として構成さ
れている。
【００１３】
　プラグインハイブリッド車両では、車両停車時に外部電源（例えば、商用電源）から供
給された電力を、車両に搭載されたバッテリ４０に充電することができる。そして、走行
開始時のようにバッテリ４０の蓄電残量が予め定めた走行用基準残量以上になっていると
きには、ＥＶ走行モードで走行する。ＥＶ走行モードは、モータジェネレータ４３から出
力された駆動力によって車両を走行させる走行モードである。
【００１４】
　一方、プラグインハイブリッド車両では、車両走行中にバッテリ４０の蓄電残量が走行
用基準残量よりも低くなっているときには、ＨＶ走行モードで走行する。ＨＶ走行モード
は、主にエンジンＥＧが出力する駆動力によって車両を走行させる走行モードであるが、
車両走行負荷が高負荷となった際には、走行用電動モータを作動させてエンジンＥＧを補
助する。
【００１５】
　プラグインハイブリッド車両では、ＥＶ走行モードとＨＶ走行モードとを切り替えるこ
とで、車両走行用の駆動力をエンジンＥＧだけから得る通常の車両に対してエンジンＥＧ
の燃料消費量を抑制して、車両燃費を向上させることができる。
【００１６】
　また、本実施形態の蓄熱装置１００は、図２の全体構成図に示すように、蓄熱装置１０
０は、冷凍サイクル装置１において車載機器であるバッテリ４０等を冷却する冷却装置と
しての機能を果たす低温側冷却水回路３０に配置されている。蓄熱装置１００は、低温側
冷却水回路３０において冷却水の有する熱を蓄熱する機能を有する。
【００１７】
　冷凍サイクル装置１の詳細構成の説明に先立って、本実施形態の蓄熱装置１００の詳細
構成を説明する。図１に示すように、第１実施形態の蓄熱装置１００は、容器１１１、蓄
熱部１１２、支持部材１１３、及び流量調整部１５０を有している。なお、以下の説明に
おいて、図１の紙面左右方向を軸線方向とし、図１の紙面左側を一端側とし、図１の紙面
右側を他端側とし、軸線方向と直行する方向を径方向とする。
【００１８】
　容器１１１は、耐熱性に優れる合成樹脂（具体的には、ポリプロピレン）で形成されて
いる。容器１１１は、金属（具体的には、アルミニウム）で形成されていてよい。
【００１９】
　容器１１１は、内管部１１１ｂ、外管部１１１ｃ、一端側内テーパー管部１１１ｄ、一
端側外テーパー管部１１１ｅ、他端側外テーパー管部１１１ｆ、流入口１１１ｇ、及び流
出口１１１ｈを有している。
【００２０】
　内管部１１１ｂは、円管形状である。外管部１１１ｃは、円管形状である。外管部１１
１ｃは、内管部１１１ｂの外周側に、内管部１１１ｂと同心円状に配置されている。
【００２１】
　一端側内テーパー管部１１１ｄは、内管部１１１ｂの一端側に接続し、一端側に向かっ
て、内径及び外径が小さくなるテーパー管形状である。一端側外テーパー管部１１１ｅは
、外管部１１１ｃの一端側に接続し、一端側に向かって、内径及び外径が小さくなるテー
パー管形状である。一端側外テーパー管部１１１ｅは、一端側内テーパー管部１１１ｄの
外周側に、一端側内テーパー管部１１１ｄと同心円状に配置されている。
【００２２】
　他端側外テーパー管部１１１ｆは、外管部１１１ｃの他端側に接続し、他端側に向かっ
て、内径及び外径が小さくなるテーパー管形状である。流入口１１１ｇは、円筒形状であ
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り、容器１１１の一端側に形成され、一端側外テーパー管部１１１ｅに接続している。流
出口１１１ｈは、円筒形状であり、容器１１１の他端側に形成され、他端側外テーパー管
部１１１ｆの他端側に接続している。
【００２３】
　一端側内テーパー管部１１１ｄの内部空間及び内管部１１１ｂの内部空間は、後述する
蓄熱部１１２が配置される第１流路Ｆ１である。一端側外テーパー管部１１１ｅと一端側
内テーパー管部１１１ｄとの間の空間、及び外管部１１１ｃと内管部１１１ｂとの間の空
間は、蓄熱部１１２を迂回させて冷却水を流通させる第２流路Ｆ２である。
【００２４】
　支持部材１１３は、内管部１１１ｂと外管部１１１ｃとの間に配置され、内管部１１１
ｂを外管部１１１ｃに固定支持させるものである。本実施形態では、支持部材１１３は、
円環板形状であり、周方向に一定角度をおいて、複数の流通穴１１３ａが連通形成されて
いる。第２流路Ｆ２を流通する冷却水は、複数の流通穴１１３ａを通過して、流出口１１
１ｈまで流通する。
【００２５】
　蓄熱部１１２は、冷却水と接触して、冷却水との間で熱交換して蓄熱する。蓄熱部１１
２は、内管部１１１ｂ内の空間である収容空間１１１ａ内に配置されている。つまり、蓄
熱部１１２は、第１流路Ｆ１に配置されている。蓄熱部１１２は、内管部１１１ｂに移動
不能に固定されている。上述の第２流路Ｆ２は、蓄熱部１１２を迂回させて冷却水を流す
。
【００２６】
　蓄熱部１１２には、蓄熱部１１２の軸線方向に沿って複数の流通路１１２ａが形成され
ている。複数の流通路１１２ａは、冷却水の流れ方向に対して並列的に形成されている。
複数の流通路１１２ａの通路断面形状は、矩形状に形成されている。もちろん、複数の流
通路１１２ａの通路断面形状は、多角形状（具体的には、六角形状）であってもよいし、
円形状であってもよい。
【００２７】
　さらに、蓄熱部１１２は、多数の微細な球状の蓄熱材を骨格材料で結合させることによ
って形成されている。骨格材料は、耐熱性に優れる合成樹脂（具体的には、ポリプロピレ
ン）であり、蓄熱時に相変化を伴わない顕熱蓄熱材である。
【００２８】
　蓄熱材は、球状のカプセル内に、蓄熱時に相変化を伴う潜熱蓄熱材を封入した構造であ
る。カプセルは、骨格材料と同じ材質（すなわち、ポリプロピレン）で形成されており、
蓄熱時に相変化を伴わない顕熱蓄熱材である。潜熱蓄熱材としては、パラフィン・水和物
等を採用することができる。
【００２９】
　潜熱蓄熱材は、自身の融点を境に、相変化して、吸熱又は放熱する。潜熱蓄熱材は、冷
却水の温度が自身の融点より高い領域で、冷却水から吸熱して相変化する。これにより、
顕熱蓄熱材と比較して、潜熱蓄熱材に、冷却水の有する熱がより大きく蓄えられる。一方
で、潜熱蓄熱材は、冷却水の温度が自身の融点より低い領域で、冷却水に放熱して、相変
化する。本実施形態の潜熱蓄熱材として、融点が４０℃程度のものを採用している。
【００３０】
　骨格材料及びカプセルは、耐熱性を有する。具体的には、低温側冷却水回路３０を流通
する冷却水に想定される温度範囲（具体的には、－５～６０℃）では、骨格材料及びカプ
セルは固体である。このため、蓄熱部全体としても、冷却水に想定される温度範囲内では
固体となり、外観形状の変化しない固定形状の部材となる。
【００３１】
　流量調整部１５０は、容器１１１の内部において、流量調整部１５０は、蓄熱部１１２
の上流側に配置されている。つまり、流量調整部１５０は、一端側内テーパー管部１１１
ｄの開口部、つまり、第１流路Ｆ１の流入側に配置されている。
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【００３２】
　流量調整部１５０は、第１流路Ｆ１を流通する第１冷却水流量ｆｒ１と、第２流路Ｆ２
を流通する第２冷却水流量ｆｒ２の流量比を調整する。
【００３３】
　本実施形態では、流量調整部１５０として、サーモワックス（感温部材）の温度による
体積変化を利用して弁体を変位させて、冷却水通路を開閉するサーモスタット弁を採用し
ている。本実施形態の流量調整部１５０では、自身に流入する冷却水の温度が予め定めた
規定温度（具体的には、４０℃）以上となった際に、冷却水通路を開く。更に、冷却水の
温度上昇に伴って、流量調整部１５０は、弁開度を増加させる。
【００３４】
　換言すると、流量調整部１５０は、流量調整部１５０内を流通する冷却水の温度の低下
に伴って、冷却水の通路断面積を縮小させる。規定温度は、低温側ラジエータ３３の放熱
能力が不足している際に、流量調整部１５０へ流入する冷却水の温度が取り得る温度の最
低値と同等、あるいは最低値より僅かに低い温度に設定されていることが望ましい。
【００３５】
　次に、図２を用いて、蓄熱装置１００が搭載される冷凍サイクル装置１について説明す
る。前述の如く、冷凍サイクル装置１は、走行用の駆動力をエンジン７０及びモータジェ
ネレータ４３から得るハイブリッド自動車に適用されている。
【００３６】
　冷凍サイクル装置１は、車室内の空調を行う運転モードとして、冷房モード、除湿暖房
モード、暖房モードを切り替えることができる。冷房モードは、空調対象空間である車室
内へ送風される送風空気を冷却して車室内へ吹き出す運転モードである。除湿暖房モード
は、冷却して除湿された送風空気を再加熱して車室内へ吹き出す運転モードである。暖房
モードは、送風空気を加熱して車室内へ吹き出す運転モードである。
【００３７】
　冷凍サイクル装置１は、図２に示すように、冷凍サイクル１０、高温側冷却水回路２０
、低温側冷却水回路３０、室内空調ユニット５０、制御装置６０、及び操作部６１等を有
している。
【００３８】
　まず、冷凍サイクル１０について説明する。冷凍サイクル１０は、蒸気圧縮式の冷凍サ
イクルである。冷凍サイクル１０は、高圧側冷媒圧力が冷媒の臨界圧力を超えない亜臨界
冷凍サイクルを構成している。冷凍サイクル１０では、冷媒として、ＨＦＣ系冷媒（具体
的には、Ｒ１３４ａ）を採用している。冷媒には、圧縮機１１を潤滑するための冷凍機油
が混入されている。冷凍機油の一部は、冷媒とともにサイクルを循環している。
【００３９】
　圧縮機１１は、冷凍サイクル１０において、冷媒を吸入し、圧縮して吐出するものであ
る。圧縮機１１は、吐出容量が固定された固定容量型の圧縮機構を電動モータにて回転駆
動する電動圧縮機である。圧縮機１１は、後述する制御装置６０から出力される制御信号
によって、回転数（すなわち、冷媒吐出能力）が制御される。
【００４０】
　圧縮機１１の吐出口には、水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路の入口側が接続されている
。水－冷媒熱交換器１２は、圧縮機１１から吐出された高圧冷媒を流通させる冷媒通路と
、高温側冷却水回路２０を循環する高温側熱媒体である冷却水を流通させる水通路とを有
している。そして、冷媒通路を流通する高圧冷媒と水通路を流通する冷却水とを熱交換さ
せて、冷却水を加熱する加熱用の熱交換器である。
【００４１】
　水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路の出口には、分岐部１３ａの冷媒流入口側が接続され
ている。分岐部１３ａは、水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路から流出した高圧冷媒の流れ
を分岐するものである。分岐部１３ａは、互いに連通する３つの冷媒流入出口を有する三
方継手構造のもので、３つの流入出口のうち１つを冷媒流入口とし、残りの２つを冷媒流
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出口としたものである。
【００４２】
　分岐部１３ａの一方の冷媒流出口には、冷却用膨張弁１４を介して、室内蒸発器１６の
冷媒入口側が接続されている。分岐部１３ａの他方の冷媒流出口には、吸熱用膨張弁１５
を介して、チラー１７の冷媒通路の入口側が接続されている。
【００４３】
　冷却用膨張弁１４は、少なくとも冷房モード時に、分岐部１３ａの一方の冷媒流出口か
ら流出した冷媒を減圧させる冷却用減圧部である。更に、冷却用膨張弁１４は、下流側に
接続される室内蒸発器１６へ流入する冷媒の流量を調整する冷却用流量調整部である。
【００４４】
　冷却用膨張弁１４は、絞り開度を変更可能に構成された弁体と、この弁体の開度を変化
させる電動アクチュエータ（具体的には、ステッピングモータ）とを有して構成される電
気式の可変絞り機構である。冷却用膨張弁１４は、制御装置６０から出力される制御信号
（具体的には、制御パルス）によって、その作動が制御される。
【００４５】
　更に、冷却用膨張弁１４は、弁開度を全閉とすることで冷媒通路を閉塞する全閉機能を
有している。この全閉機能により、冷却用膨張弁１４は、室内蒸発器１６へ冷媒を流入さ
せる冷媒回路と室内蒸発器１６へ冷媒を流入させない冷媒回路とを切り替えることができ
る。つまり、冷却用膨張弁１４は、冷媒回路を切り替える回路切替部としての機能を兼ね
備えている。
【００４６】
　室内蒸発器１６は、冷却用膨張弁１４にて減圧された低圧冷媒と送風空気とを熱交換さ
せる熱交換器である。室内蒸発器１６は、少なくとも冷房モード時に、低圧冷媒を蒸発さ
せて送風空気を冷却する冷却用の熱交換器である。室内蒸発器１６は、後述する室内空調
ユニット５０のケーシング５１内に配置されている。
【００４７】
　室内蒸発器１６の冷媒出口には、蒸発圧力調整弁１８の入口側が接続されている。蒸発
圧力調整弁１８は、室内蒸発器１６における冷媒蒸発圧力を予め定めた基準圧力以上に維
持する蒸発圧力調整部である。蒸発圧力調整弁１８は、室内蒸発器１６の出口側の冷媒圧
力の上昇に伴って、弁開度を増加させる機械式の可変絞り機構で構成されている。
【００４８】
　本実施形態では、蒸発圧力調整弁１８として、室内蒸発器１６における冷媒蒸発温度を
、室内蒸発器１６の着霜を抑制可能な着霜抑制基準温度（本実施形態では、１℃）以上に
維持するものを採用している。
【００４９】
　蒸発圧力調整弁１８の出口には、合流部１３ｂの一方の冷媒流入口側が接続されている
。合流部１３ｂは、蒸発圧力調整弁１８から流出した冷媒の流れとチラー１７から流出し
た冷媒の流れとを合流させるものである。合流部１３ｂは、分岐部１３ａと同様の三方継
手構造のもので、３つの流入出口のうち２つを冷媒流入口とし、残りの１つを冷媒流出口
としたものである。合流部１３ｂの冷媒流出口には、圧縮機１１の吸入口側が接続されて
いる。
【００５０】
　吸熱用膨張弁１５は、少なくとも暖房モード時に、分岐部１３ａの他方の冷媒流出口か
ら流出した冷媒を減圧させる吸熱用減圧部である。更に、吸熱用膨張弁１５は、下流側に
接続されるチラー１７へ流入する冷媒の流量を調整する吸熱用流量調整部である。
【００５１】
　吸熱用膨張弁１５の基本的構成は、冷却用膨張弁１４と同様である。従って、吸熱用膨
張弁１５は、全閉機能を有する電気式の可変絞り機構である。更に、吸熱用膨張弁１５は
、チラー１７の冷媒通路へ冷媒を流入させる冷媒回路とチラー１７の冷媒通路へ冷媒を流
入させない冷媒回路とを切り替える回路切替部としての機能を兼ね備えている。
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【００５２】
　チラー１７は、吸熱用膨張弁１５にて減圧された低圧冷媒と低温側冷却水回路３０を循
環する低温側熱媒体である冷却水とを熱交換させる熱交換器である。チラー１７は、吸熱
用膨張弁１５にて減圧された低圧冷媒を流通させる冷媒通路と、低温側冷却水回路３０を
循環する冷却水を流通させる水通路とを有している。
【００５３】
　チラー１７は、少なくとも暖房モード時に、冷媒通路を流通する低圧冷媒と水通路を流
通する冷却水とを熱交換させて、低圧冷媒を蒸発させる蒸発部である。つまり、チラー１
７は、少なくとも暖房モード時に、低圧冷媒を蒸発させて冷却水の有する熱を冷媒に吸熱
させる吸熱用の熱交換器である。チラー１７の冷媒通路の出口には、合流部１３ｂの他方
の冷媒流入口側が接続されている。
【００５４】
　次に、高温側冷却水回路２０について説明する。高温側冷却水回路２０は、主に、水－
冷媒熱交換器１２とヒータコア２２との間、冷媒熱交換器１２と高温側ラジエータ２３と
の間、並びに、エンジン７０と高温側ラジエータ２３との間で高温側熱媒体である冷却水
を循環させる熱媒体循環回路である。冷却水としては、エチレングリコールを含む溶液、
不凍液等を採用することができる。
【００５５】
　高温側冷却水回路２０には、水－冷媒熱交換器１２の水通路、高温側熱媒体ポンプ２１
、ヒータコア２２、高温側ラジエータ２３、第１高温側流量調整弁２４、第２高温側流量
調整弁２５、エンジン冷却水ポンプ２６、高温側リザーバタンク２８等が配置されている
。さらに、高温側冷却水回路２０には、エンジン７０の冷却水通路であるウォータジャケ
ットが接続されている。
【００５６】
　エンジン７０は、ガソリンや軽油等の炭化水素燃料を燃焼させて駆動力を得るものであ
る。エンジン７０は、炭化水素燃料の燃焼に伴い、熱が発生する。このように、エンジン
７０は、作動時に発熱を伴う発熱部であり、エンジン７０の内部を流通する冷却水を加熱
する。一方で、エンジン７０は、冷却水がウォータジャケットを流通することによって、
冷却される。
【００５７】
　また、高温側冷却水回路２０には、冷却水を循環させる循環経路として、主に第１高温
循環経路ＣＨ１、第２高温循環経路ＣＨ２、第３高温循環経路ＣＨ３の３つが設けられて
いる。
【００５８】
　第１高温循環経路ＣＨ１では、主に高温側熱媒体ポンプ２１→水－冷媒熱交換器１２の
水通路→第１高温側流量調整弁２４→ヒータコア２２の順に冷却水を循環させる。第２高
温循環経路ＣＨ２では、主に高温側熱媒体ポンプ２１→水－冷媒熱交換器１２の水通路→
第１高温側流量調整弁２４→高温側ラジエータ２３→第２高温側流量調整弁２５の順に冷
却水を循環させる。
【００５９】
　第１高温循環経路ＣＨ１及び第２高温循環経路ＣＨ２を循環する冷却水は、高温側熱媒
体ポンプ２１によって圧送される。このため、第１高温循環経路ＣＨ１を循環する冷却水
と第２高温循環経路ＣＨ２を循環する冷却水は、高温側熱媒体ポンプ２１で混合される。
【００６０】
　第３高温循環経路ＣＨ３では、エンジン冷却水ポンプ２６→エンジン７０→高温側リザ
ーバタンク２８→高温側ラジエータ２３→第２高温側流量調整弁２５の順に冷却水を循環
させる。
【００６１】
　第２高温循環経路ＣＨ２及び第３高温循環経路ＣＨ３は、第２高温循環経路ＣＨ２及び
第３高温循環経路ＣＨ３に共通の流路である高温側ラジエータ流路２９を含んでいる。こ
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のため、第２高温循環経路ＣＨ２を循環する冷却水と第３高温循環経路ＣＨ３する冷却水
は、高温側ラジエータ流路２９で混合される。従って、第１高温循環経路ＣＨ１～第３高
温循環経路ＣＨ３を循環する冷却水は、混合される。
【００６２】
　高温側熱媒体ポンプ２１は、冷却水を水－冷媒熱交換器１２の水通路の入口側へ圧送す
る水ポンプである。高温側熱媒体ポンプ２１は、制御装置６０から出力される制御電圧に
よって、回転数（すなわち、圧送能力）が制御される電動ポンプである。
【００６３】
　水－冷媒熱交換器１２の水通路の出口には、第１高温側流量調整弁２４の１つの流入口
が接続されている。第１高温側流量調整弁２４は、１つの流入口と、２つの流出口を有し
、そのうち２つの流出口の通路面積比を連続的に調整可能な電気式の三方流量調整弁であ
る。第１高温側流量調整弁２４は、制御装置６０から出力される制御信号によって、その
作動が制御される。
【００６４】
　第１高温側流量調整弁２４の１つの流出口には、ヒータコア２２の冷却水入口側が接続
されている。第１高温側流量調整弁２４の別の流出口には、高温側ラジエータ２３の流入
入口が接続されている。
【００６５】
　そして、第１高温側流量調整弁２４は、高温側冷却水回路２０において、水－冷媒熱交
換器１２の水通路から流出した冷却水のうち、ヒータコア２２へ流入させる冷却水の流量
と、高温側ラジエータ２３へ流入させる冷却水の流量との流量比を連続的に調整する機能
を果たす。
【００６６】
　ヒータコア２２は、水－冷媒熱交換器１２にて加熱された冷却水と室内蒸発器１６を通
過した送風空気とを熱交換させて、送風空気を加熱する熱交換器である。ヒータコア２２
は、室内空調ユニット５０のケーシング５１内に配置されている。ヒータコア２２の冷却
水出口には、高温側熱媒体ポンプ２１の吸入口側が接続されている。
【００６７】
　高温側ラジエータ２３は、高温側ラジエータ流路２９に配置されている。高温側ラジエ
ータ２３は、水－冷媒熱交換器１２にて加熱された冷却水と図示しない外気ファンから送
風された外気とを熱交換させて、冷却水の有する熱を外気に放熱させる熱交換器である。
【００６８】
　高温側ラジエータ２３は、車両ボンネット内の前方側に配置されている。このため、車
両走行時には、高温側ラジエータ２３に走行風を当てることができる。高温側ラジエータ
２３は、水－冷媒熱交換器１２等と一体的に形成されていてもよい。
【００６９】
　高温側ラジエータ２３の冷却水出口には、第２高温側流量調整弁２５の流入口が接続さ
れている。このようにして、高温側ラジエータ２３の冷却水出口には、第２高温側流量調
整弁２５を介して、高温側熱媒体ポンプ２１の吸入口側及びエンジン冷却水ポンプ２６の
位置口側が接続されている。
【００７０】
　第２高温側流量調整弁２５は、１つの流入口と、２つの流出口を有し、そのうち２つの
流出口の通路面積比を連続的に調整可能な電気式の三方流量調整弁である。第２高温側流
量調整弁２５は、制御装置６０から出力される制御信号によって、その作動が制御される
。
【００７１】
　第２高温側流量調整弁２５の１つの流出口には、高温側熱媒体ポンプ２１の流入口が接
続されている。第２高温側流量調整弁２５の別の流出口には、エンジン冷却水ポンプ２６
の吸入口が接続されている。
【００７２】
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　そして、第２高温側流量調整弁２５は、高温側冷却水回路２０において、高温側ラジエ
ータ２３から流出した冷却水のうち、高温側熱媒体ポンプ２１へ流入させる冷却水の流量
と、エンジン冷却水ポンプ２６へ流入させる冷却水の流量との流量比を連続的に調整する
機能を果たす。
【００７３】
　エンジン冷却水ポンプ２６は、エンジン７０のウォータジャケットの冷却水入口側へ圧
送する水ポンプである。エンジン冷却水ポンプ２６は、制御装置６０から出力される制御
電圧によって、回転数（すなわち、圧送能力）が制御される電動ポンプである。
【００７４】
　エンジン７０のウォータジャケットの冷却水出口には、高温側リザーバタンク２８の冷
却水入口が接続されている。高温側リザーバタンク２８は、冷却水を貯留するものであり
、冷却水の熱膨張や熱収縮による冷却水の容積の変化を吸収するものである。高温側リザ
ーバタンク２８の冷却水入口には、エンジン７０の冷却水出口が接続されている。
【００７５】
　従って、高温側冷却水回路２０では、第１高温側流量調整弁２４が、ヒータコア２２へ
流入する冷却水の流量を調整することによって、ヒータコア２２における冷却水の送風空
気への放熱量、すなわち、ヒータコア２２における送風空気の加熱量を調整することがで
きる。つまり、本実施形態では、水－冷媒熱交換器１２及び高温側冷却水回路２０の各構
成機器によって、圧縮機１１から吐出された冷媒を熱源として送風空気を加熱する加熱部
が構成されている。
【００７６】
　また、高温側冷却水回路２０では、第２高温側流量調整弁２５が、エンジン７０へ流入
する冷却水の流量を調整することによって、エンジン７０における冷却水による冷却量を
調整することができる。
【００７７】
　つまり、高温側冷却水回路２０は、作動時に発熱を伴うエンジン７０によって加熱され
た冷却水の有する熱を放熱させる熱交換器としての高温側ラジエータ２３と、エンジン７
０と高温側ラジエータとの間で冷却水を循環させる第３高温循環経路ＣＨ３と、を備える
エンジン７０の冷却装置としての機能を有している。
【００７８】
　次に、低温側冷却水回路３０について説明する。低温側冷却水回路３０は、主に、バッ
テリ４０、インバータ４１、充電器４２、及びモータジェネレータ４３と低温側ラジエー
タ３３との間で、低温側熱媒体である冷却水を循環させる冷却装置である。低温側熱媒体
としては、高温側熱媒体と同様の冷却水を採用することができる。
【００７９】
　低温側冷却水回路３０には、チラー１７の水通路、第１低温側熱媒体ポンプ３１ａ、第
２低温側熱媒体ポンプ３１ｂ、低温側ラジエータ３３、第１低温側流量調整弁３４ａ、第
２低温側流量調整弁３４ｂ、蓄熱装置１００等が配置されている。
【００８０】
　更に、低温側冷却水回路３０には、バッテリ４０、インバータ４１、充電器４２、モー
タジェネレータ４３といった電気機器の冷却水通路が接続されている。これらの電気機器
は、作動時に発熱を伴う発熱部であり、冷却水を加熱する。一方で、各電気機器の冷却水
通路内に、冷却水が流通することで、それぞれの電気機器が冷却される。
【００８１】
　バッテリ４０は、車両に搭載された各種電気機器に電力を供給するものである。バッテ
リ４０は、充放電可能な二次電池（本実施形態では、リチウムイオン電池）である。この
種のバッテリ４０は、低温になると化学反応が進みにくく充放電の関して充分な性能を発
揮することができない。一方、高温になると劣化が進行しやすくなる。従って、バッテリ
４０の温度は、充分な性能を発揮できる適正な温度帯（例えば、１０℃以上、かつ、４０
℃以下）の範囲内に調整されている必要がある。
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【００８２】
　インバータ４１は、直流電流を交流電流に変換する電力変換部である。充電器４２は、
バッテリ４０に電力を充電する充電器である。モータジェネレータ４３は、電力を供給さ
れることによって走行用の駆動力を出力するとともに、減速時等には回生電力を発生させ
るものである。これらの電気機器の温度についても、バッテリ４０と同様に、充分な性能
を発揮できる適正な温度帯の範囲内に調整されている必要がある。
【００８３】
　また、低温側冷却水回路３０には、冷却水を循環させる循環経路として、主に第１低温
循環経路ＣＬ１及び第２低温循環経路ＣＬ２の２つが設けられている。第１低温循環経路
ＣＬ１及び第２低温循環経路ＣＬ２は、第１低温循環経路ＣＬ１及び第２低温循環経路Ｃ
Ｌ２に共通の流路である低温側ラジエータ流路３９を含んでいる。このため、第１低温循
環経路ＣＬ１を循環する冷却水と第２低温循環経路ＣＬ２を循環する冷却水は、低温側ラ
ジエータ流路３９で混合される。
【００８４】
　具体的には、第１低温循環経路ＣＬ１では、主に第１低温側熱媒体ポンプ３１ａ→チラ
ー１７の水通路→低温側リザーバタンク３８→蓄熱装置１００→低温側ラジエータ３３の
順に冷却水を循環させる。
【００８５】
　第２低温循環経路ＣＬ２では、主に、第２低温側熱媒体ポンプ３１ｂ→インバータ４１
の冷却水通路→充電器４２の冷却水通路→モータジェネレータ４３の冷却水通路→蓄熱装
置１００→低温側ラジエータ３３の順に冷却水を循環させる。
【００８６】
　主に第１低温循環経路ＣＬ１にて冷却水を圧送する第１低温側熱媒体ポンプ３１ａは、
冷却水をチラー１７の水通路の入口側へ圧送する水ポンプである。第１低温側熱媒体ポン
プ３１ａの基本的構成は、高温側熱媒体ポンプ２１と同様である。
【００８７】
　チラー１７の水通路の出口側には、低温側リザーバタンク３８を介して、低温側ラジエ
ータ流路３９の流入口３９ａ側が接続されている。低温側ラジエータ流路３９には、上流
側から下流側へ向かって、蓄熱装置１００、低温側ラジエータ３３が配置されている。蓄
熱装置１００の流入口１１１ｇは、低温側ラジエータ流路３９の流入口３９ａに接続され
ている。蓄熱装置１００の流出口１１１ｈは、低温側ラジエータ３３の流入口に接続され
ている。
【００８８】
　低温側リザーバタンク３８は、冷却水を貯留するものであり、冷却水の熱膨張や熱収縮
による冷却水の容積の変化を吸収するものである。
【００８９】
　流量調整部１５０は、自身に流入する冷却水の温度が低くなるに従って、第１冷却水流
量ｆｒ１を低下させる。つまり、流量調整部１５０は、低温側ラジエータ流路３９に流入
する冷却水の温度が低くなるに従って、第１流路Ｆ１を流通する冷却水の流量、つまり、
蓄熱部１１２を通過する冷却水の流量を小さくする。
【００９０】
　流量調整部１５０は、低温側ラジエータ流路３９に流入する冷却水の温度が規定温度以
上となった際に、冷却水通路を開いて、第１流路Ｆ１に冷却水を流通させて、蓄熱部１１
２の複数の流通路１１２ａに冷却水を通過させる。さらに、冷却水の温度上昇に伴って、
流量調整部１５０は、弁開度を増加させ、蓄熱部１１２の複数の流通路１１２ａを通過す
る冷却水の流量を増大させる。
【００９１】
　低温側ラジエータ３３は、蓄熱装置１００から流出した冷却水と図示しない外気ファン
から送風された外気とを熱交換させる熱交換器である。
【００９２】
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　低温側ラジエータ３３は、冷却水の温度が外気よりも高くなっている場合には、冷却水
の有する熱を外気に放熱させる放熱用の熱交換器として機能する。また、冷却水の温度が
外気よりも低くなっている場合には、外気の有する熱を冷却水に吸熱させる吸熱用の熱交
換器として機能する。
【００９３】
　更に、第１低温循環経路ＣＬ１には、第１バイパス通路３５ａが設けられている。第１
バイパス通路３５ａは、チラー１７の水通路から流出した冷却水を、蓄熱装置１００及び
低温側ラジエータ３３を迂回させて、第１低温側熱媒体ポンプ３１ａの吸入口側へ導く通
路である。
【００９４】
　第１バイパス通路３５ａには、バッテリ４０の冷却水通路が接続されている。換言する
と、第１バイパス通路３５ａには、第１バイパス通路３５ａを流通する冷却水によって温
度調整される温度調整対象物としてのバッテリ４０が配置されている。
【００９５】
　第１バイパス通路３５ａの出口部には、第１低温側流量調整弁３４ａが配置されている
。第１低温側流量調整弁３４ａの基本的構成は、第１高温側流量調整弁２４と同様である
。第１低温側流量調整弁３４ａは、低温側冷却水回路３０において、第１バイパス通路３
５ａを流通する冷却水の流量を調整する流量調整弁である。
【００９６】
　従って、低温側冷却水回路３０では、第１低温側流量調整弁３４ａが、第１バイパス通
路３５ａ（すなわち、バッテリ４０の冷却水通路）を流通する冷却水の流量を調整するこ
とによって、バッテリ４０の温度を調整することができる。
【００９７】
　また、主に第２低温循環経路ＣＬ２にて冷却水を圧送する第２低温側熱媒体ポンプ３１
ｂは、冷却水をインバータ４１の冷却水通路側へ圧送する水ポンプである。第２低温側熱
媒体ポンプ３１ｂの基本的構成は、高温側熱媒体ポンプ２１と同様である。モータジェネ
レータ４３の冷却水通路の出口には、低温側ラジエータ３３の冷却水入口側が接続されて
いる。
【００９８】
　更に、第２低温循環経路ＣＬ２には、第２バイパス通路３５ｂが設けられている。第２
バイパス通路３５ｂは、モータジェネレータ４３の冷却水通路から流出した冷却水を、蓄
熱装置１００及び低温側ラジエータ３３を迂回させて、第２低温側熱媒体ポンプ３１ｂの
吸入口側へ導く通路である。
【００９９】
　第２バイパス通路３５ｂの入口部には、第２低温側流量調整弁３４ｂが配置されている
。第２低温側流量調整弁３４ｂの基本的構成は、第１高温側流量調整弁２４と同様である
。第２低温側流量調整弁３４ｂは、第２バイパス通路３５ｂを流通する冷却水の流量を調
整する機能を果たす。
【０１００】
　従って、低温側冷却水回路３０では、第２低温側流量調整弁３４ｂが、第２バイパス通
路３５ｂを流通する冷却水の流量を調整することによって、インバータ４１、充電器４２
、及びモータジェネレータ４３の温度を調整することができる。
【０１０１】
　つまり、低温側冷却水回路３０は、作動時に発熱を伴うバッテリ４０、インバータ４１
、充電器４２、及びモータジェネレータ４３といった電気機器によって加熱された冷却水
の有する熱を放熱させる熱交換器としての低温側ラジエータ３３と、上記の電気機器と低
温側ラジエータ３３との間で冷却水を循環させる第１低温循環経路ＣＬ１および第２低温
循環経路ＣＬ２と、を備える電気機器の冷却装置としての機能を有している。
【０１０２】
　次に、室内空調ユニット５０について説明する。室内空調ユニット５０は、冷凍サイク
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ル装置１において、冷凍サイクル１０によって温度調整された送風空気を車室内の適切な
箇所へ吹き出すための空気通路を形成するものである。室内空調ユニット５０は、車室内
であって、車室内最前部の計器盤（すなわち、インストルメントパネル）の内側に配置さ
れている。
【０１０３】
　室内空調ユニット５０は、その外殻を形成するケーシング５１の内部に形成される空気
通路に、送風機５２、室内蒸発器１６、ヒータコア２２等を収容したものである。
【０１０４】
　ケーシング５１は、車室内に送風される送風空気の空気通路を形成するもので、ある程
度の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂（具体的には、ポリプロピレン）にて成形されて
いる。ケーシング５１の送風空気流れ最上流側には、内外気切替装置５３が配置されてい
る。内外気切替装置５３は、ケーシング５１内へ内気（車室内空気）と外気（車室外空気
）とを切替導入するものである。
【０１０５】
　内外気切替装置５３は、ケーシング５１内へ内気を導入させる内気導入口及び外気を導
入させる外気導入口の開口面積を、内外気切替ドアによって連続的に調整して、内気の導
入風量と外気の導入風量との導入割合を変化させることができる。内外気切替ドアは、内
外気切替ドア用の電動アクチュエータによって駆動される。この電動アクチュエータは、
制御装置６０から出力される制御信号によって、その作動が制御される。
【０１０６】
　内外気切替装置５３の送風空気流れ下流側には、送風機５２が配置されている。送風機
５２は、内外気切替装置５３を介して吸入した空気を車室内へ向けて送風する機能を果た
す。送風機５２は、遠心多翼ファンを電動モータにて駆動する電動送風機である。送風機
５２は、制御装置６０から出力される制御電圧によって、回転数（すなわち、送風能力）
が制御される。
【０１０７】
　送風機５２の送風空気流れ下流側には、室内蒸発器１６及びヒータコア２２が、送風空
気の流れに対して、この順に配置されている。つまり、室内蒸発器１６は、ヒータコア２
２よりも送風空気流れ上流側に配置されている。また、ケーシング５１内には、室内蒸発
器１６を通過した送風空気を、ヒータコア２２を迂回させて下流側へ流す冷風バイパス通
路５５が形成されている。
【０１０８】
　室内蒸発器１６の送風空気流れ下流側であって、かつ、ヒータコア２２の送風空気流れ
上流側には、エアミックスドア５４が配置されている。エアミックスドア５４は、室内蒸
発器１６を通過後の送風空気のうち、ヒータコア２２を通過させる風量と冷風バイパス通
路５５を通過させる風量との風量割合を調整するものである。
【０１０９】
　エアミックスドア５４は、エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータによって駆動
される。この電動アクチュエータは、制御装置６０から出力される制御信号によって、そ
の作動が制御される。
【０１１０】
　ヒータコア２２の送風空気流れ下流側には、ヒータコア２２にて加熱された送風空気と
冷風バイパス通路５５を通過してヒータコア２２にて加熱されていない送風空気とを混合
させる混合空間５６が設けられている。更に、ケーシング５１の送風空気流れ最下流部に
は、混合空間５６にて混合された送風空気（空調風）を、車室内へ吹き出す開口穴が配置
されている。
【０１１１】
　従って、エアミックスドア５４が、ヒータコア２２を通過させる風量と冷風バイパス通
路５５を通過させる風量との風量割合を調整することによって、混合空間５６にて混合さ
れる空調風の温度が調整される。これにより、各吹出口から車室内へ吹き出される送風空
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気（空調風）の温度も調整される。
【０１１２】
　制御装置６０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を含む周知のマイクロコンピュータとそ
の周辺回路から構成されている。そして、そのＲＯＭ内に記憶された空調制御プログラム
に基づいて各種演算、処理を行い、その出力側に接続された各種制御対象機器１１、１４
、１５、２１、２４、２５、３１ａ、３１ｂ、３４ａ、３４ｂ等の作動を制御する。
【０１１３】
　制御装置６０の入力側には、制御用のセンサ群（不図示）、および操作部６１が接続さ
れている。操作部６１は、ユーザが冷凍サイクル装置１の設定を変更するためのものであ
り、実施形態では、車室内前部の計器盤付近に配置されている。制御装置６０には、操作
部６１に設けられた各種空調操作スイッチからの操作信号が入力される。
【０１１４】
　次に、上記構成における本実施形態の冷凍サイクル装置１の作動について説明する。上
述の如く、本実施形態の冷凍サイクル装置１は、車室内の空調を行う機能、及び電気機器
の温度調整を行う機能を果たす。更に、冷凍サイクル装置１は、車室内の空調を行う運転
モードを切り替えることができる。これらの運転モードは、予め制御装置６０に記憶され
た空調制御プログラムが実行されることによって切り替えられる。
【０１１５】
　この空調制御プログラムは、車両システムが起動している状態で、操作部６１の空調作
動スイッチが投入（ＯＮ）されると実行される。空調制御プログラムでは、制御用のセン
サ群によって検出された検出信号及び操作部６１から出力される操作信号に基づいて、車
室内へ送風される送風空気の目標吹出温度ＴＡＯを算出する。
【０１１６】
　そして、空調制御プログラムでは、目標吹出温度ＴＡＯ、検出信号、及び操作信号に基
づいて、運転モードを切り替える。以下に、各運転モードの作動を説明する。
【０１１７】
　（ａ）冷房モード
　冷房モードでは、制御装置６０が、冷却用膨張弁１４を冷媒減圧作用を発揮する絞り状
態とし、吸熱用膨張弁１５を全閉状態とする。
【０１１８】
　これにより、冷房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１→水－冷媒熱交換器１２
→分岐部１３ａ→冷却用膨張弁１４→室内蒸発器１６→蒸発圧力調整弁１８→合流部１３
ｂ→圧縮機１１の順で冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルが構成される。そして、
このサイクル構成で、制御装置６０は、出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制
御する。
【０１１９】
　また、制御装置６０は、予め定めた冷房モード時の圧送能力を発揮するように、高温側
熱媒体ポンプ２１を作動させる。更に、制御装置６０は、水－冷媒熱交換器１２の水通路
から流出した冷却水の全流量が高温側ラジエータ２３へ流入するように、第１高温側流量
調整弁２４へ出力される制御信号を決定する。
【０１２０】
　また、制御装置６０は、冷風バイパス通路５５を全開としてヒータコア２２側の通風路
を閉塞するように、エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータへ出力される制御信号
を決定する。更に、制御装置６０は、その他の各種制御対象機器へ出力される制御信号等
を適宜決定する。
【０１２１】
　従って、冷房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１から吐出された高圧冷媒が、
水－冷媒熱交換器１２へ流入する。水－冷媒熱交換器１２では、高温側熱媒体ポンプ２１
が作動しているので、高圧冷媒と冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて凝縮し、冷
却水が加熱される。
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【０１２２】
　高温側冷却水回路２０では、水－冷媒熱交換器１２にて加熱された冷却水が、第１高温
側流量調整弁２４を介して、高温側ラジエータ２３へ流入する。高温側ラジエータ２３へ
流入した冷却水は、外気と熱交換して放熱する。これにより、冷却水が冷却される。高温
側ラジエータ２３にて冷却された冷却水は、高温側熱媒体ポンプ２１に吸入されて再び水
－冷媒熱交換器１２の水通路へ圧送される。
【０１２３】
　水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路にて冷却された高圧冷媒は、分岐部１３ａを介して、
冷却用膨張弁１４へ流入して減圧される。この際、冷却用膨張弁１４の絞り開度は、室内
蒸発器１６の出口側の冷媒の過熱度が基準過熱度に近づくように調整される。
【０１２４】
　冷却用膨張弁１４にて減圧された低圧冷媒は、室内蒸発器１６へ流入する。室内蒸発器
１６へ流入した冷媒は、送風機５２から送風された送風空気から吸熱して蒸発する。これ
により、送風空気が冷却される。室内蒸発器１６から流出した冷媒は、蒸発圧力調整弁１
８及び合流部１３ｂを介して、圧縮機１１へ吸入されて再び圧縮される。
【０１２５】
　従って、冷房モードでは、室内蒸発器１６にて冷却された送風空気を車室内へ吹き出す
ことによって、車室内の冷房を行うことができる。
【０１２６】
　ここで、冷房モードは、外気温Ｔａｍが比較的高くなっている時（例えば、外気温が２
５℃以上となっている時）に実行される運転モードである。このため、バッテリ４０、イ
ンバータ４１、充電器４２、モータジェネレータ４３の温度が、自己発熱によって、適正
な温度帯よりも上昇してしまうおそれがある。
【０１２７】
　そこで、制御装置６０は、バッテリ温度センサ（不図示）によって検出されたバッテリ
４０の温度Ｔ４０が予め定めた基準バッテリ温度以上となっている際には、予め定めた圧
送能力を発揮するように、第１低温側熱媒体ポンプ３１ａを作動させる。更に、制御装置
６０は、バッテリ４０の温度Ｔ４０が適正な温度帯に維持されるように、第１低温側流量
調整弁３４ａの作動を制御する。
【０１２８】
　同様に、制御装置６０は、インバータ温度センサ（不図示）によって検出されたインバ
ータ４１の温度Ｔ４１、充電器温度センサ（不図示）によって検出された充電器４２の温
度Ｔ４２、モータジェネレータ温度センサ（不図示）によって検出されたモータジェネレ
ータ４３の温度Ｔ４３のいずれかが予め定めた基準温度以上となっている際には、予め定
めた圧送能力を発揮するように、第２低温側熱媒体ポンプ３１ｂを作動させる。
【０１２９】
　更に、制御装置６０は、インバータ４１の温度Ｔ４１、充電器４２の温度Ｔ４２、モー
タジェネレータ４３の温度Ｔ４３が適正な温度帯に維持されるように、第２低温側流量調
整弁３４ｂの作動を制御する。
【０１３０】
　さらに、バッテリ４０や、インバータ４１、充電器４２、モータジェネレータ４３の発
熱によって、低温側冷却水回路３０を流通する冷却水の温度が上昇し、低温側ラジエータ
流路３９に流入する冷却水の温度が規定温度以上となると、流量調整部１５０が開いて、
冷却水が蓄熱装置１００に流入する。これにより、冷却水の有する熱が蓄熱部１１２に蓄
えられる。そして、低温側ラジエータ流路３９に流入する冷却水の温度が高くなるに従っ
て、流量調整部１５０によって、蓄熱装置１００に流入する冷却水の流量が増大する。
【０１３１】
　このような制御装置６０による電気機器の温度調整は、冷房モードに限定されることな
く、除湿暖房モード及び暖房モードにおいても、必要に応じて実行される。更に、車両シ
ステム全体が起動していれば、車室内の空調が行われているか否かを問わず（すなわち、
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空調制御プログラムが実行されているか否かを問わず）、必要に応じて実行される。
【０１３２】
　（ｂ）除湿暖房モード
　除湿暖房モードでは、制御装置６０が、冷却用膨張弁１４を絞り状態とし、吸熱用膨張
弁１５を絞り状態とする。
【０１３３】
　これにより、除湿暖房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１→水－冷媒熱交換器
１２→分岐部１３ａ→冷却用膨張弁１４→室内蒸発器１６→蒸発圧力調整弁１８→合流部
１３ｂ→圧縮機１１の順で冷媒が循環するとともに、圧縮機１１→水－冷媒熱交換器１２
→分岐部１３ａ→吸熱用膨張弁１５→チラー１７→合流部１３ｂ→圧縮機１１の順で冷媒
が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルが構成される。
【０１３４】
　つまり、除湿暖房モードでは、室内蒸発器１６及びチラー１７が、並列的に接続される
冷媒回路に切り替えられる。そして、このサイクル構成で、制御装置６０は、出力側に接
続された各種制御対象機器の作動を制御する。
【０１３５】
　また、制御装置６０は、予め定めた除湿暖房モード時の圧送能力を発揮するように、高
温側熱媒体ポンプ２１を作動させる。更に、制御装置６０は、水－冷媒熱交換器１２の水
通路から流出した冷却水の全流量がヒータコア２２へ流入するように、第１高温側流量調
整弁２４へ出力される制御信号を決定する。
【０１３６】
　また、制御装置６０は、ヒータコア２２側の通風路を全開として冷風バイパス通路５５
を閉塞するように、エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータへ出力される制御信号
を決定する。更に、制御装置６０は、その他の各種制御対象機器へ出力される制御信号等
を適宜決定する。
【０１３７】
　従って、除湿暖房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１から吐出された高温高圧
の冷媒が、水－冷媒熱交換器１２へ流入する。水－冷媒熱交換器１２では、高温側熱媒体
ポンプ２１が作動しているので、高圧冷媒と冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて
凝縮し、冷却水が加熱される。
【０１３８】
　高温側冷却水回路２０では、水－冷媒熱交換器１２にて加熱された冷却水が、第１高温
側流量調整弁２４を介して、ヒータコア２２へ流入する。ヒータコア２２へ流入した冷却
水は、エアミックスドア５４がヒータコア２２側の通風路を全開としているので、室内蒸
発器１６を通過した送風空気と熱交換して放熱する。これにより、室内蒸発器１６を通過
した送風空気が加熱されて、送風空気の温度が目標吹出温度ＴＡＯに近づく。
【０１３９】
　ヒータコア２２から流出した冷却水は、高温側熱媒体ポンプ２１に吸入されて再び水－
冷媒熱交換器１２の水通路へ圧送される。
【０１４０】
　水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路から流出した高圧冷媒は、分岐部１３ａにて分岐され
る。分岐部１３ａにて分岐された一方の冷媒は、冷却用膨張弁１４へ流入して減圧される
。冷却用膨張弁１４にて減圧された低圧冷媒は、室内蒸発器１６へ流入する。室内蒸発器
１６へ流入した冷媒は、送風機５２から送風された送風空気から吸熱して蒸発する。これ
により、送風空気が冷却されて除湿される。
【０１４１】
　この際、室内蒸発器１６における冷媒蒸発温度は、圧縮機１１の冷媒吐出能力によらず
、蒸発圧力調整弁１８の作用によって、１℃以上に維持される。従って、室内蒸発器１６
に着霜が生じてしまうことはない。室内蒸発器１６から流出した冷媒は、蒸発圧力調整弁
１８を介して合流部１３ｂの一方の冷媒流入口へ流入する。
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【０１４２】
　分岐部１３ａにて分岐された他方の冷媒は、吸熱用膨張弁１５へ流入して減圧される。
この際、吸熱用膨張弁１５の絞り開度は、チラー１７における冷媒蒸発温度が少なくとも
外気温Ｔａｍより低い温度となるように調整される。吸熱用膨張弁１５にて減圧された低
圧冷媒は、チラー１７へ流入する。チラー１７へ流入した冷媒は、冷却水から吸熱して蒸
発する。
【０１４３】
　チラー１７から流出した冷媒は、合流部１３ｂの他方の冷媒流入口へ流入し、蒸発圧力
調整弁１８から流出した冷媒と合流する。合流部１３ｂから流出した冷媒は、圧縮機１１
へ吸入されて再び圧縮される。
【０１４４】
　従って、除湿暖房モードでは、室内蒸発器１６にて冷却されて除湿された送風空気を、
ヒータコア２２で再加熱して車室内へ吹き出すことによって、車室内の除湿暖房を行うこ
とができる。
【０１４５】
　（ｃ）暖房モード
　暖房モードでは、制御装置６０が、冷却用膨張弁１４を全閉状態とし、吸熱用膨張弁１
５を絞り状態とする。
【０１４６】
　これにより、暖房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１→水－冷媒熱交換器１２
→分岐部１３ａ→吸熱用膨張弁１５→チラー１７→合流部１３ｂ→圧縮機１１の順で冷媒
が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルが構成される。そして、このサイクル構成で、制御
装置６０は、出力側に接続された各種制御対象機器の作動を制御する。
【０１４７】
　また、制御装置６０は、予め定めた暖房モード時の圧送能力を発揮するように、高温側
熱媒体ポンプ２１を作動させる。更に、制御装置６０は、除湿暖房モードと同様に、水－
冷媒熱交換器１２の水通路から流出した冷却水の全流量がヒータコア２２へ流入するよう
に、第１高温側流量調整弁２４へ出力される制御信号を決定する。
【０１４８】
　制御装置６０は、除湿暖房モードと同様に、ヒータコア２２側の通風路を全開として冷
風バイパス通路５５を閉塞するように、エアミックスドア駆動用の電動アクチュエータへ
出力される制御信号を決定する。更に、制御装置６０は、その他の各種制御対象機器へ出
力される制御信号等を適宜決定する。
【０１４９】
　従って、暖房モードの冷凍サイクル１０では、圧縮機１１から吐出された高圧冷媒が、
水－冷媒熱交換器１２へ流入する。水－冷媒熱交換器１２では、高温側熱媒体ポンプ２１
が作動しているので、高圧冷媒と冷却水が熱交換して、高圧冷媒が冷却されて凝縮し、冷
却水が加熱される。
【０１５０】
　高温側冷却水回路２０では、水－冷媒熱交換器１２にて加熱された冷却水が、第１高温
側流量調整弁２４を介して、ヒータコア２２へ流入する。ヒータコア２２へ流入した冷却
水は、エアミックスドア５４がヒータコア２２側の通風路を全開としているので、室内蒸
発器１６を通過した送風空気と熱交換して放熱する。これにより、送風空気が加熱されて
、送風空気の温度が目標吹出温度ＴＡＯに近づく。
【０１５１】
　ヒータコア２２から流出した冷却水は、高温側熱媒体ポンプ２１に吸入されて再び水－
冷媒熱交換器１２の水通路へ圧送される。
【０１５２】
　水－冷媒熱交換器１２の冷媒通路から流出した高圧冷媒は、分岐部１３ａを介して、吸
熱用膨張弁１５へ流入して減圧される。この際、吸熱用膨張弁１５の絞り開度は、チラー
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１７における冷媒蒸発温度が外気温Ｔａｍより低い温度となるように調整される。吸熱用
膨張弁１５にて減圧された低圧冷媒は、チラー１７へ流入する。チラー１７へ流入した冷
媒は、除湿暖房モードと同様に、冷却水から吸熱して蒸発する。
【０１５３】
　低温側冷却水回路３０では、除湿暖房モードと同様に、チラー１７にて冷却された冷却
水が、蓄熱装置１００へ流入する。蓄熱装置１００から流出した冷却水は、低温側ラジエ
ータ３３へ流入する。低温側ラジエータ３３から流出した冷却水は、第１低温側熱媒体ポ
ンプ３１ａへ吸入されて、チラー１７の水通路側へ圧送される。
【０１５４】
　ここで、暖房モードは、外気温Ｔａｍが比較的高くなっている時（例えば、外気温が１
０℃以下となっている時）に実行される運転モードである。従って、蓄熱装置１００へ流
入した冷却水の温度が蓄熱部１１２の蓄熱温度よりも低くなっていることが多く、蓄熱部
１１２に蓄えられた熱が冷却水に放熱されることが多い。
【０１５５】
　更に、暖房モードでは、低温側ラジエータ３３へ流入した冷却水の温度が外気温Ｔａｍ
よりも低くなっていることが多く、低温側ラジエータ３３では、冷却水が外気から吸熱す
ることが多い。このため、暖房モードにおいても、低温側ラジエータ３３から流出する冷
却水の温度は、外気温Ｔａｍに近づき、チラー１７へ流入する冷媒の温度よりも高い温度
とすることができる。
【０１５６】
　従って、暖房モードにおいても、除湿暖房モードと同様に、チラー１７へ流入した冷媒
は、冷却水から確実に吸熱することができる。そして、冷凍サイクル１０では、チラー１
７にて冷媒が吸熱した熱を、送風空気を加熱するための熱源として利用することができる
。
【０１５７】
　チラー１７から流出した冷媒は、合流部１３ｂを介して、圧縮機１１へ吸入されて再び
圧縮される。
【０１５８】
　従って、暖房モードでは、ヒータコア２２で加熱された送風空気を車室内へ吹き出すこ
とによって、車室内の暖房を行うことができる。
【０１５９】
　以上の如く、本実施形態の冷凍サイクル装置１によれば、冷凍サイクル１０が冷媒回路
を切り替えることによって、冷房モード、除湿暖房モード、暖房モードを切り替えること
ができ、車室内の快適な空調を実現することができる。
【０１６０】
　ここで、本実施形態のように、運転モードに応じて、冷媒回路を切り替える冷凍サイク
ル１０では、サイクル構成の複雑化を招きやすい。
【０１６１】
　これに対して、本実施形態の冷凍サイクル１０では、同一の熱交換器への高圧冷媒を流
入させる冷媒回路と低圧冷媒を流入させる冷媒回路とを切り替えることがない。つまり、
いずれの冷媒回路に切り替えても室内蒸発器１６及びチラー１７へ高圧冷媒を流入させる
必要がないので、サイクル構成の複雑化を招くことなく簡素な構成で冷媒回路を切り替え
ることができる。
【０１６２】
　更に、本実施形態の冷凍サイクル装置１は、冷却装置である低温側冷却水回路３０を有
しているので、バッテリ４０、インバータ４１、充電器４２、モータジェネレータ４３の
有する熱を熱交換器である低温側ラジエータ３３にて外気に放熱させて、バッテリ４０、
インバータ４１、充電器４２、モータジェネレータ４３の温度を、それぞれ適正な温度帯
に維持することができる。
【０１６３】
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　ところが、例えば、バッテリ４０の急速充電時等には、通常運転時よりもバッテリ４０
の発熱量が増大し、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不十分となり、バッテリ４０の温
度上昇を抑制することができなくなってしまうことがある。
【０１６４】
　これに対して、本実施形態の低温側冷却水回路３０は、蓄熱装置１００を有しているの
で、例えば、バッテリ４０の発熱量が増大した際に、低温側ラジエータ３３にて放熱でき
ない熱を蓄熱装置１００に蓄熱させることができる。この結果、バッテリ４０の温度上昇
を抑制することができる。
【０１６５】
　さらに、本実施形態の流量調整部１５０は、低温側冷却水回路３０を流通する冷却水の
温度が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１を低下させる。これにより、低温側冷却
水回路３０を冷却水の温度が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１が低下し、蓄熱部
１１２に流入する冷却水の流量が低下する。
【０１６６】
　このため、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不足しておらず、低温側冷却水回路３０
を流通する冷却水の温度が低く、蓄熱部１１２で冷却水が有する熱を吸熱する必要が無い
時に、蓄熱部１１２にて不必要な蓄熱が行われてしまうことを抑制することができる。
【０１６７】
　よって、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不足し、低温側冷却水回路３０を流通する
冷却水の温度が高くなろうとし、蓄熱部１１２で冷却水が有する熱を吸熱する必要が有る
時に、冷却水が有する熱を蓄熱部１１２で充分に吸熱させることができる。従って、冷却
水の急激な昇温を抑制することができる蓄熱装置１００を提供することができる。
【０１６８】
　また、本実施形態の第１流路Ｆ１及び第２流路Ｆ２は、容器１１１内に形成されている
。これによれば、容器１１１の外に第２流路Ｆ２を設ける必要が無いので、低温側冷却水
回路３０の大型化を抑制することができる。延いては、冷凍サイクル装置１全体の大型化
を抑制することができる。
【０１６９】
　また、本実施形態の流量調整部１５０は、蓄熱部１１２の上流側に配置されている。こ
れによれば、冷却水の温度が低い場合に、蓄熱部１１２に冷却水が流入する前に、流量調
整部１５０によって、蓄熱部１１２に流入する冷却水の流量が低下される。このため、冷
却水の温度が低い場合に、無駄に蓄熱部１１２で冷却水が有する熱が吸熱されることがよ
り一層抑制される。
【０１７０】
　さらに、本実施形態では、流量調整部１５０として、流量調整部１５０内を流通する冷
却水の温度の低下に伴って、第１冷却水流量ｆｒ１を低下させるサーモバルブを採用して
いる。
これによれば、流量調整部１５０として、電気式の流量調整弁を採用した場合と比較して
、冷却水の温度の温度を検出するセンサや、流量調整弁を作動させるための電気部品や、
電子部品、ソフトウエアが不要となる。このため、冷凍サイクル装置１の構成の複雑化を
招くこと無く、蓄熱量を調整可能な蓄熱装置１００を提供することができる。
【０１７１】
　また、本実施形態の蓄熱部１１２は、冷却水に想定される温度範囲では固体であり、冷
却水が流通する部位に固定されている。このため、冷却水の循環流量の変化等が生じても
蓄熱部１１２が変形してしまうことがなく、移動してしまうこともない。
【０１７２】
　従って、冷却水と蓄熱部１１２との間の熱伝達性能の変化を抑制することができる。そ
の結果、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不足した場合に、必要に応じて蓄熱部１１２
に所望の熱量を確実に蓄熱させることができる。
【０１７３】
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　また、本実施形態では、蓄熱部１１２として、蓄熱時に相変化を伴う潜熱蓄熱材を、蓄
熱時に相変化を伴わない顕熱蓄熱材で形成された骨格材料とカプセルで固めたものを採用
している。これによれば、冷却水に想定される温度範囲内では固体の固定形状となってい
る蓄熱部１１２を、容易に形成することができる。　
【０１７４】
　更に、本実施形態の蓄熱部１１２は、潜熱蓄熱材を含んでいるので、蓄熱部１１２全体
を顕熱蓄熱材で形成する場合に対して、効率的な蓄熱を実現することができ、蓄熱装置１
００全体の小型化を図ることができる。従って、低温側冷却水回路３０の大型化を抑制す
ることができる。延いては、冷凍サイクル装置１全体の大型化を抑制することができる。
【０１７５】
　また、本実施形態の蓄熱部１１２には、冷却水が流通する複数の流通路１１２ａが、互
いに並列的に形成されている。これにより、冷却水と蓄熱部１１２との接触面積を拡大さ
せて、より一層、効率的な蓄熱を実現することができる。その結果、冷却水の急激な温度
上昇を抑制することができる。
【０１７６】
　また、本実施形態の蓄熱装置１００は、容器１１１を有しているので、所望の熱量を蓄
熱可能な熱容量を有する蓄熱部１１２を収容可能な空間１１１ａを形成することができる
。更に、蓄熱部１１２は、射出成形によって、所望の形状（すなわち、固定される部位の
形状に適合する形状）に形成することができるので、従って、極めて容易に、容器１１１
の空間１１１ａ内に移動不能に固定可能な形状に形成することができる。
【０１７７】
　（第２実施形態）
　以下に、図３を用いて、第２実施形態の蓄熱装置２００を説明する。第２実施形態の蓄
熱装置２００は、図３に示すように、低温側ラジエータ３３の流入側タンク３３ｃを容器
１１１として、流入側タンク３３ｃ内に蓄熱部１１２を収容している。換言すると、蓄熱
装置２００を低温側ラジエータ３３に一体的に形成した構成になっている。
【０１７８】
　低温側ラジエータ３３は、いわゆるタンクアンドチューブ型の熱交換器として構成され
ており、複数のチューブ３３ａ、複数のフィン３３ｂ、流入側タンク３３ｃ、流出側タン
ク３３ｄ、及び蓄熱部１１２を有している。チューブ３３ａ、フィン３３ｂ、流入側タン
ク３３ｃ、及び流出側タンク３３ｄは、いずれも伝熱性に優れる同種の金属（例えば、ア
ルミニウム合金）で形成されて、互いにろう付け接合されている。
【０１７９】
　チューブ３３ａは、冷却水が流通する管である。チューブ３３ａは、低温側リザーバタ
ンク３８に流れる空気の流れ方向がその断面の長手方向と一致するように、扁平な長円形
状（即ち扁平形状）に形成されている。チューブ３３ａは、その長手方向が鉛直方向に一
致するように、水平方向に互いに間隔を設けて複数本平行に配置されている。
【０１８０】
　なお、以下の説明において、図３に示すように、チューブ３３ａの長手方向をチューブ
長手方向とし（図３において、紙面上下方向）、チューブ３３ａが積層されている方向を
チューブ積層方向（図３において、紙面左右方向）とする。
【０１８１】
　フィン３３ｂは、波状に成形されたコルゲートフィンである伝熱部材である。フィン３
３ｂは、チューブ３３ａの両側の扁平面に接合されている。このフィン３３ｂにより、空
気との伝熱面積を増大させて、冷却水と空気との熱交換を促進している。
【０１８２】
　流入側タンク３３ｃと流出側タンク３３ｄは、互いに対向して配置されている。流入側
タンク３３ｃと流出側タンク３３ｄとの間には、複数のチューブ３３ａが接合されている
。
【０１８３】
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　流入側タンク３３ｃは、複数のチューブ３３ａに対して冷却水の分配を行うものである
。流出側タンク３３ｄは、複数のチューブ３３ａから流出した冷却水の集合を行うもので
ある。流入側タンク３３ｃ及び流出側タンク３３ｄは、チューブ３３ａの長手方向の両端
部にてチューブ積層方向に延びて複数のチューブ３３ａと連通している。
【０１８４】
　図３に示すように、流入側タンク３３ｃ内の収容空間１１１ａは、複数のチューブ３３
ａから離れた側の第１流路Ｆ１と、複数のチューブ３３ａ側の第２流路Ｆ２が形成されて
いる。第２流路Ｆ２は、複数のチューブ３３ａと流入側タンク３３ｃとの接続部に隣接し
ている。
【０１８５】
　蓄熱部１１２は、チューブ積層方向を長手方向とするブロック形状である。蓄熱部１１
２は、第１流路Ｆ１の複数のチューブ３３ａ側に配置されている。蓄熱部１１２の外周面
は、流入側タンク３３ｃ内の収容空間１１１ａの内周面に対応した形状となっていて、蓄
熱部１１２の外周面は流入側タンク３３ｃ内の収容空間１１１ａの内周面と密着している
。このような構造によって、蓄熱部１１２は、流入側タンク３３ｃに移動不能に固定され
ている。
【０１８６】
　複数の流通路１１２ａは、チューブ長手方向に沿って、チューブ積層方向に平行に形成
されている。複数の流通路１１２ａは、第２流路Ｆ２に連通している。
【０１８７】
　流入側タンク３３ｃには、第１流路Ｆ１に連通する第１流入口３３ｅが設けられている
。また、流入側タンク３３ｃには、第２流路Ｆ２に連通する第２流入口３３ｆが設けられ
ている。更に、流出側タンク３３ｄには、流出側タンク３３ｄ内の空間に連通する流出口
３３ｇが設けられている。
【０１８８】
　図４に示すように、第２実施形態の蓄熱装置２００が搭載された冷凍サイクル装置１で
は、低温側ラジエータ流路３９には、上流側から下流側へ向かって、流量調整部１５０、
低温側ラジエータ３３が配置されている。
【０１８９】
　流量調整部１５０は、１つの流入口と、２つの流出口を有している。流量調整部１５０
の流入口は、低温側ラジエータ流路３９の流入口３９ａに接続している。流量調整部１５
０の一方の流出口は、低温側ラジエータ３３の第１流入口３３ｅに接続している。流量調
整部１５０の他方の流出口は、低温側ラジエータ３３の第２流入口３３ｆに接続している
。
【０１９０】
　低温側ラジエータ３３の流出口３３ｇは、第１低温側流量調整弁３４ａの流入側、及び
第２低温側熱媒体ポンプ３１ｂの吸入口側に接続している。
【０１９１】
　流量調整部１５０は、第１流入口３３ｅから流入し第１流路Ｆ１を流通する第１冷却水
流量ｆｒ１と、第２流入口３３ｆから流入し第２流路Ｆ２を流通する第２冷却水流量ｆｒ
２の流量比を調整する。具体的には、流量調整部１５０は、自身に流入する冷却水の温度
が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１を低下させる。つまり、流量調整部１５０は
、低温側ラジエータ流路３９に流入する冷却水の温度が低くなるに従って、蓄熱部１１２
の複数の流通路１１２ａを流通する冷却水の流量を低下させる。
【０１９２】
　その他の冷凍サイクル装置１の構成および作動は第１実施形態と同様である。従って、
本実施形態の蓄熱装置２００を採用しても、第１実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【０１９３】
　より詳細には、流量調整部１５０は、低温側ラジエータ流路３９に流入する冷却水の温
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度が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１を低下させる。これにより、冷却水の温度
が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１が低下し、蓄熱部１１２に流入する冷却水の
流量が低下する。
このため、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不足しておらず、低温側冷却水回路３０を
流通する冷却水の温度が低く、蓄熱部１１２で冷却水が有する熱を吸熱する必要が無い時
に、蓄熱装置１００にて不必要な蓄熱が行われてしまうことを抑制することができる。
【０１９４】
　よって、低温側ラジエータ３３の放熱能力が不足し、低温側冷却水回路３０を流通する
冷却水の温度が高くなろうとし、蓄熱部１１２で冷却水が有する熱を吸熱する必要が有る
時に、冷却水が有する熱を蓄熱部１１２で充分に吸熱させることができる。その結果、冷
却水の急激な昇温を抑制することができる。
【０１９５】
　第２実施形態の蓄熱装置２００は、低温側ラジエータ３３の流入側タンク３３ｃを容器
１１１として、低温側ラジエータ３３の流入側タンク３３ｃ内に蓄熱部１１２を収容させ
ている。このため、低温側ラジエータ３３と別に蓄熱装置２００を設ける必要が無いため
、低温側冷却水回路３０の大型化を抑制することができる。延いては、冷凍サイクル装置
１全体の大型化を抑制することができる。
【０１９６】
　蓄熱部１１２は、冷却水に想定される温度範囲内では固定形状であり、流入側タンク３
３ｃに移動不能に固定されているので、流入側タンク３３ｃ内に冷却水が流通したとして
も、蓄熱部１１２は、変形すること無く、流入側タンク３３ｃ内で移動しない。このため
、冷却水と蓄熱部１１２との間の熱伝達性能の変化を抑制することができる。
【０１９７】
　蓄熱部１１２は、チューブ積層方向を長手方向とするブロック形状であり、チューブ長
手方向に沿って、チューブ積層方向に平行に複数の流通路１１２ａが形成されている。こ
れにより、蓄熱部１１２の長手方向の長さに比較して、流通路１１２ａを短くしても、冷
却水と蓄熱部１１２との接触面積を確保することができる。このため、蓄熱部１１２の吸
熱性能を維持しつつ、冷却水が複数の流通路１１２ａを流通する際の圧損を低減させるこ
とができる。この結果、第１低温側熱媒体ポンプ３１ａ、第２低温側熱媒体ポンプ３１ｂ
を駆動させるための電力を低減させることができる。
【０１９８】
　蓄熱部１１２は、ポリプロピレン等の耐熱性を有する合成樹脂によって構成された骨格
材料に、多数の微細な球状の蓄熱材を分散させて成形したものである。このため、蓄熱部
１１２を容易に任意の形状に成形することができるので、蓄熱部１１２を流入側タンク３
３ｃに対応した形状に成形することができる。
【０１９９】
　よって、流入側タンク３３ｃ内に蓄熱部１１２を収容するために、流入側タンク３３ｃ
を形状変更すること無く、既存の流入側タンク３３ｃ内に蓄熱部１１２を収容することが
できる。よって、冷凍サイクル装置１に蓄熱装置２００を追加することによるコスト増を
抑制することができる。
【０２００】
　上述の説明では、低温側ラジエータ３３の流入側タンク３３ｃを容器１１１とした蓄熱
装置２００について説明したが、第２実施形態は、
　冷却水が流通する複数のチューブ３３ａと、
　複数のチューブ３３ａに対して冷却水の分配あるいは集合を行うタンク３３ｃ、３３ｄ
と、
　冷却水の有する熱を蓄熱する蓄熱部１１２と、を有する熱交換器であって、
　タンク３３ｃ内には、蓄熱部１１２が配置された第１流路Ｆ１、及び蓄熱部１１２を迂
回させて冷却水を流す第２流路Ｆ２が形成され、
　さらに、第１流路を流通する第１冷却水流量ｆｒ１に対する第２流路Ｆ２を流通する第
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２冷却水流量ｆｒ２の流量比を調整する流量調整部１５０を有し、
　流量調整部１５０は、冷却水の温度が低くなるに従って、第１冷却水流量ｆｒ１を低下
させる熱交換器（すなわち、低温側ラジエータ３３）について説明した実施形態でもある
。
【０２０１】
　（他の実施形態）
　上述の実施形態では、冷凍サイクル装置１をプラグインハイブリッド車両に適用した例
を説明したが、冷凍サイクル装置１の適用はこれに限定されない。例えば、冷凍サイクル
装置１を、通常のハイブリッド車両に適用してもよいし、モータジェネレータ４３のみの
駆動力で走行する電気自動車に適用してもよい。この場合は、高温側冷却水回路２０を廃
止してもよい。或いは、冷凍サイクル装置１を、内燃機関から走行用の駆動力を得る通常
の車両に適用してもよい。この場合は、低温側冷却水回路３０を廃止して、本発明に係る
蓄熱装置を高温側冷却水回路２０に配置してもよい。
【０２０２】
　また、上述の第１実施形態の蓄熱装置１００では、流量調整部１５０は蓄熱部１１２の
上流側に配置された例を説明したが、流量調整部１５０は蓄熱部１１２の下流側に配置さ
れていてもよい。上述の実施形態では、第２流路Ｆ２及び流量調整部１５０は容器１１１
の内部に設けられている。第２流路Ｆ２や流量調整部１５０が、容器１１１の外部に設け
られていてもよい。
【０２０３】
　また、蓄熱装置１００の配置は上述した実施形態に限定されることなく、低温側冷却水
回路３０の別の位置に配置することができる。さらに、蓄熱装置１００は高温側冷却水回
路２０に配置することもできる。これによれば、高温側冷却水回路２０を流通する冷却水
の急激な昇温を防止することができる。
【０２０４】
　例えば、図５に示すように、蓄熱装置１００を、高温側ラジエータ２３の上流側の高温
側ラジエータ流路２９に設けてもよい。同様に、蓄熱装置１００を、高温側ラジエータ２
３の下流側、エンジン７０、エンジン冷却水ポンプ２６、高温側熱媒体ポンプ２１、及び
水－冷媒熱交換器１２のいずれかの上流側又は下流側等の高温側冷却水回路２０の別の位
置に設けてもよい。もちろん、第４実施形態と同様に、高温側ラジエータ２３に蓄熱装置
２００を一体的に構成してもよい。
【０２０５】
　このように、蓄熱装置１００、２００を高温側冷却水回路２０に適用する場合には、骨
格材料及びカプセルの材質として、高温側冷却水回路２０を流通する冷却水に想定される
温度範囲内（具体的には、－５～１１０℃）では固体となり、外観形状の変化しない固定
形状となるものを選定すればよい。
【０２０６】
　また、第２実施形態の蓄熱装置２００では、低温側ラジエータ３３の流入側タンク３３
ｃ内に蓄熱部１１２を収容させている。低温側ラジエータ３３の流出側タンク３３ｄ内に
蓄熱部１１２を収容させて構成した蓄熱装置２００であってもよい。低温側ラジエータ３
３の流入側タンク３３ｃ及び流出側タンク３３ｄの両方に、蓄熱部１１２を収容させると
、蓄熱装置２００において吸熱できる熱量を増加させることができる。
【０２０７】
　また、上述の実施形態では、蓄熱時に相変化を伴う潜熱蓄熱材を含む蓄熱部１１２を採
用した例を説明したが、蓄熱部１１２はこれに限定されない。例えば、蓄熱時に化学変化
を伴う化学蓄熱材を含む蓄熱部１１２であってもよい。
【０２０８】
　さらに、温度によって相転移して潜熱蓄熱する強相関材料を含む蓄熱部１１２を採用し
ても良い。このような強相関材料としては、酸化バナジウムとドープ剤を混ぜ合わせたも
の（いわゆる、コンポジット剤）を採用することができる。ドープ剤としては、タングス
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テン・クロム等の相変化温制御剤を採用することが望ましい。強相関材料を含む蓄熱部１
１２は、例えば、酸化バナジウムの粉末を押出成形後に焼結にて製造すればよい。
【０２０９】
　冷凍サイクル装置１の各構成は、上述の実施形態に開示されたものに限定されない。例
えば、上述の実施形態で説明した冷凍サイクル１０では、圧縮機１１として、電動圧縮機
を採用した例に説明したが、これに限定されない。例えば、エンジン駆動式の圧縮機を採
用してもよい。エンジン駆動式の圧縮機としては、吐出容量を変化させることによって冷
媒吐出能力を調整可能に構成された可変容量型圧縮機を採用してもよい。
【０２１０】
　上述の実施形態で説明した冷凍サイクル１０では、冷却用膨張弁１４及び吸熱用膨張弁
１５として、全閉機能付きの電気式の可変絞り機構を採用した例を説明したが、これに限
定されない。例えば、冷却用膨張弁１４及び吸熱用膨張弁１５の少なくとも一方に代えて
、機械的機構で弁開度を調整する温度式膨張弁及び電気式の開閉弁を採用してもよい。
【０２１１】
　上述の実施形態では、流量調整部１５０として、機械式のサーモバルブを採用した例を
説明したが、電気式の流量調整弁を採用してもよい。この場合は、制御装置６０が、蓄熱
部１１２の上流側の冷却水の温度を検出し、この温度の上昇に伴って、電気式の流量調整
弁の開度を増加させるようにすればよい。
【０２１２】
　また、上述の実施形態で説明した低温側冷却水回路３０では、主に第１低温循環経路Ｃ
Ｌ１及び第２低温循環経路ＣＬ２の２つが設けられているものを採用した例を説明したが
、これに限定されない。例えば、低温側ラジエータ３３を除く第２低温循環経路ＣＬ２を
形成する機器を廃止してもよい。
【０２１３】
　また、高温側ラジエータ２３及び低温側ラジエータ３３は、互いに独立した構成に限定
されない。例えば、高温側ラジエータ２３及び低温側ラジエータ３３は、高温側熱媒体で
ある冷却水の有する熱と低温側熱媒体である冷却水の有する熱が互いに熱移動可能に一体
化されていてもよい。具体的には、高温側ラジエータ２３及び低温側ラジエータ３３の一
部の構成部品（例えば、熱交換フィン）を共通化することによって、熱媒体同士が熱移動
可能に一体化されていてもよい。
【０２１４】
　また、上述の実施形態では、低温側冷却水回路３０に配置される温度調整対象物として
、バッテリ４０、インバータ４１、充電器４２、モータジェネレータ４３を採用したが、
もちろん、温度調整対象物はその他の機器であってもよい。
【０２１５】
　また、上述の実施形態では、エンジン冷却水ポンプ２６として、電動ポンプを採用して
例を説明したが、エンジン冷却水ポンプ２６が、エンジン７０の駆動力によって駆動され
るポンプであってもよい。
【符号の説明】
【０２１６】
　２０、３０　　　高温側冷却水回路、低温側冷却水回路（冷却装置）
　２３、３３　　　高温側ラジエータ、低温側ラジエータ（熱交換器）
　４０、４１　　　バッテリ、インバータ（発熱部）
　４２、４３　　　充電器、モータジェネレータ（発熱部）
　７０　　　　　　エンジン（発熱部）
　１１１　　　　　容器
　１１２　　　　　蓄熱部
　１５０　　　　　流量調整部
　ＣＬ１、ＣＬ２　第１低温循環経路、第２低温循環経路（循環経路）
　ＣＨ３　　　　　第３高温循環経路（循環経路）
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　Ｆ１、Ｆ２　　　第１流路、第２流路

【図１】 【図２】
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