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(57)【要約】
　　圧縮機（30）が接続されて冷凍サイクルを行う冷媒
回路（20）と、パワーモジュール（56）を含む電子部品
（56,57,59）と、内部に冷媒回路（20）の冷媒が流通す
ると共に該冷媒によって前記パワーモジュール（56）が
冷却されるようにパワーモジュール（56）に接触する冷
却用部材（60）とを備えた冷凍装置を前提とする。この
冷凍装置（10）の冷却用部材（60）に、内部を流れる冷
媒の冷熱が少なくともパワーモジュール（56）との接触
面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達すること
を阻止する断熱層（65）を設ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　圧縮機（30）が接続されて冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）と、パワーモジュール
（56）を含む電子部品（56,57,59）と、内部に前記冷媒回路（20）の冷媒が流通すると共
に該冷媒によって前記パワーモジュール（56）が冷却されるように前記パワーモジュール
（56）に接触する冷却用部材（60）とを備えた冷凍装置であって、
　　前記冷却用部材（60）は、内部を流れる冷媒の冷熱が少なくとも前記パワーモジュー
ル（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することを阻止する阻止
手段を備えている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　前記冷却用部材（60）は、内部に前記パワーモジュール（56）を冷却するための冷却
用冷媒が流通すると共に前記パワーモジュール（56）に接触する本体部（61）を備え、
　　前記阻止手段は、前記本体部（61）の前記パワーモジュール（56）との接触面（61s
）以外の非接触面を覆う断熱層（65）によって構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
　　請求項１において、
　　前記阻止手段は、前記冷却用部材（60）の前記冷却用冷媒が流れる冷却冷媒流路（61
a）の前記非接触面（60b）側に形成された高温冷媒が流通する高温冷媒流路（61b）を備
えている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項４】
　　請求項３において、
　　前記阻止手段は、前記冷却冷媒流路（61a）と前記高温冷媒流路（61b）との間に形成
された断熱層（68）を有している
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項５】
　　請求項４において、
　　前記断熱層（68）は、真空層又は空気層によって構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項６】
　　請求項１乃至５のいずれか１つにおいて、
　　前記冷却用部材（60）の内部には、前記冷媒回路（20）の冷媒を減圧して前記冷却用
冷媒を生成する減圧機構（81）が設けられている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項７】
　　請求項６において、
　　前記冷却用部材（60）は、内部において前記パワーモジュール（56）を冷却した後の
前記冷却用冷媒が前記減圧機構（81）よりも上流側の冷媒と熱交換するように構成されて
いる
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項８】
　　請求項６において、
　　前記冷却用部材（60）の冷媒出口には、断熱パイプ（85）が接続されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項９】
　　請求項１乃至８のいずれか１つにおいて、
　　前記阻止手段は、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒の冷熱が該冷却用部材（60）
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の前記パワーモジュール（56）との接触面（60a）の外縁部から外部伝達することを阻止
するように構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項１０】
　　請求項９において、
　　前記阻止手段は、前記冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒の冷熱を前記パワーモジ
ュール（56）に伝達する熱伝達面の面積が、前記パワーモジュール（56）の前記冷却用部
材（60）に対応する面の面積よりも小さくなるように構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項１１】
　　請求項１乃至１０のいずれか１つにおいて、
　　前記パワーモジュール（56）の表面であって前記冷却用部材（60）との接触面以外の
非接触面は、断熱層（66）によって覆われている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項１２】
　　請求項２又は４において、
　　前記断熱層（65,68）は、インサート成形された断熱性を有する樹脂材料で構成され
ている
ことを特徴とする冷凍装置。
【請求項１３】
　　請求項２、４及び１１のいずれか１つにおいて、
　　前記断熱層（65,66,68）は、ウレタンを吹き付けることによって構成されている
ことを特徴とする冷凍装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、冷凍サイクルを行う冷凍装置に関し、特に冷却用部材によってパワーモジ
ュールを冷却する冷凍装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、圧縮機へ電力を供給する電源のパワーモジュールを冷媒によって冷却する
冷凍装置が知られている。例えば、特許文献１には、冷媒が流れる銅製の冷媒管と、アル
ミニウム等の熱伝導率の高い金属からなり冷媒管が埋設された平板状の本体部とを備えた
冷却用部材が開示されている。
【０００３】
　　前記冷却用部材では、本体部をパワーモジュールと熱的に接触させ、パワーモジュー
ルの熱を本体部を介して冷媒管を流れる冷媒に付与することで、パワーモジュールを冷却
できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３６４１４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　ところで、パワーモジュール等の電子部品は、制御盤等の箱体に収容されるのが一般
的である。このような構成において、箱体内のパワーモジュール等を上述した冷却用部材
で冷却しようとする場合、箱体内では、冷却用部材の周囲の温度が低下し易くなる。その
結果、この本体部の周囲では、空気中の水分が凝縮して結露水が発生してしまう。このよ
うにして発生した結露水が、パワーモジュールや他の電子部品（例えばコンデンサやリア
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クトル等）に付着すると、これらの電子部品が故障してしまうおそれがある。
【０００６】
　　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、パワーモジュール等
を冷却する冷却用部材を備えた冷凍装置において、結露水の発生を抑えて電子部品に結露
水が付着しないようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　本発明は、圧縮機（30）が接続されて冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）と、パワー
モジュール（56）を含む電子部品（56,57,59）と、内部に前記冷媒回路（20）の冷媒が流
通すると共に該冷媒によって前記パワーモジュール（56）が冷却されるように前記パワー
モジュール（56）に接触する冷却用部材（60）とを備えた冷凍装置を対象とし、次のよう
な解決手段を講じた。
【０００８】
　　すなわち、第１の発明は、前記冷却用部材（60）は、内部を流れる冷媒の冷熱が少な
くとも前記パワーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝
達することを阻止する阻止手段を備えている。
【０００９】
　　第１の発明では、圧縮機（30）によって圧縮された冷媒が冷媒回路（20）を循環する
ことで、冷凍サイクルが行われる。冷却用部材（60）は、冷媒回路（20）の冷媒を利用し
てパワーモジュール（56）を冷却する。具体的に、冷却用部材（60）では、本体部（61）
の内部に冷媒が流れる。パワーモジュール（56）の熱は、本体部（61）を介して該本体部
（61）の内部を流れる冷媒へ伝達される。これにより、パワーモジュール（56）が冷却さ
れる。
【００１０】
　　ここで、冷却用部材（60）とパワーモジュール（56）との接触面（60a）には外部の
空気が流通しないため、冷媒の冷熱が伝達されても結露するおそれがなく、冷熱が伝達さ
れることによってパワーモジュール（56）が冷却される。一方、冷却用部材（60）とパワ
ーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から冷媒の冷熱が伝達され
ると、周囲の空気が冷却されて結露水が発生するおそれがある。
【００１１】
　　第１の発明では、冷却用部材（60）は、内部を流れる冷媒の冷熱がパワーモジュール
（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することを阻止する阻止手
段を備えている。そのため、冷却用部材（60）の内部に冷媒が流れてパワーモジュール（
56）が冷却される際に、冷却用部材（60）のパワーモジュール（56）との接触面（60a）
以外の非接触面（60b）から冷媒の冷熱が伝達されないため、冷却用部材（60）の周囲の
空気が冷やされることが抑制される。これにより、冷却用部材（60）の周囲において結露
水が発生しなくなり、この結露水が電子部品（56,57,59）の方へ流れてしまうことが抑制
される。
【００１２】
　　第２の発明は、前記冷却用部材（60）は、内部に前記パワーモジュール（56）を冷却
するための冷却用冷媒が流通すると共に前記パワーモジュール（56）に接触する本体部（
61）を備え、前記阻止手段は、前記本体部（61）の前記パワーモジュール（56）との接触
面（61s）以外の非接触面を覆う断熱層（65）によって構成されている。
【００１３】
　　第２の発明では、冷却用部材（60）の本体部（61）の内部に冷媒が流れてパワーモジ
ュール（56）が冷却される際に、断熱層（65）によって冷却用冷媒の冷熱が本体部（61）
のパワーモジュール（56）との接触面（61s）以外の非接触面から外部伝達することが阻
止される。つまり、断熱層（65）によって、冷却用冷媒の冷熱が少なくとも冷却用部材（
60）のパワーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面から外部伝達すること
が阻止される。
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【００１４】
　　第３の発明は、第１の発明において、前記阻止手段は、前記冷却用部材（60）の前記
冷却用冷媒が流れる冷却冷媒流路（61a）の前記非接触面（60b）側に形成された高温冷媒
が流通する高温冷媒流路（61b）を備えている。
【００１５】
　　第３の発明では、冷却用部材（60）の冷却冷媒流路（61a）の前記非接触面（60b）側
の部分は、高温冷媒流路（61b）を流れる高温冷媒によって加熱される。そのため、冷却
冷媒流路（61a）を流れる冷却用冷媒の冷熱は、冷却冷媒流路（61a）の前記非接触面（60
b）側の高温冷媒流路（61b）を流通する高温冷媒又は該高温冷媒によって加熱された高温
部分に吸収される。これにより、冷却用冷媒の冷熱が冷却用部材（60）のパワーモジュー
ル（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することが阻止されると
共に、非接触面（60b）は、高温冷媒流路（61b）を流通する高温冷媒の温熱によって加熱
されて高温になる。これにより、冷却用部材（60）の周囲における結露水の発生が抑制さ
れる。
【００１６】
　　第４の発明は、第３の発明において、前記阻止手段は、前記冷却冷媒流路（61a）と
前記高温冷媒流路（61b）との間に形成された断熱層（68）を有している。
【００１７】
　　第４の発明では、冷却冷媒流路（61a）を流れる冷却用冷媒の冷熱は、断熱層（68）
によって遮断されるため、冷却用部材（60）の前記非接触面（60b）からの外部伝達がよ
り確実に阻止される。また、冷却用冷媒の冷熱が高温冷媒流路（61b）に伝達されないた
め、高温冷媒流路（61b）の高温冷媒の温熱が全て非接触面（60b）付近の加熱に用いられ
て非接触面（60b）付近が高温となる。よって、冷却用部材（60）の周囲における結露水
の発生が抑制される。
【００１８】
　　第５の発明は、第４の発明において、前記断熱層（68）は、真空層又は空気層によっ
て構成されている。
【００１９】
　　第５の発明では、真空層又は空気層によって容易に断熱層（68）が形成される。
【００２０】
　　第６の発明は、第１乃至第５のいずれか１つの発明において、前記冷却用部材（60）
の内部には、前記冷媒回路（20）の冷媒を減圧して前記冷却用冷媒を生成する減圧機構（
81）が設けられている。
【００２１】
　　第６の発明では、低温の冷却用冷媒を生成する減圧機構（81）が冷却用部材（60）の
内部に設けられている。そのため、冷却用部材（60）の冷媒入口に供給された高温冷媒が
冷却用部材（60）の内部の減圧機構（81）によって減圧されて低温の冷却用冷媒となる。
これにより、冷却用部材（60）の冷媒入口には高温冷媒が流れることとなるため、冷却用
部材（60）の冷媒入口の周囲における結露水の発生が抑制される。
【００２２】
　　第７の発明は、第６の発明において、前記冷却用部材（60）は、内部において前記パ
ワーモジュール（56）を冷却した後の前記冷却用冷媒が前記減圧機構（81）よりも上流側
の冷媒と熱交換するように構成されている。
【００２３】
　　第７の発明では、冷却用部材（60）の内部において、パワーモジュール（56）を冷却
した後の冷却用冷媒が減圧機構（81）の上流側の高温の冷媒と熱交換することによって加
熱される。よって、冷却用部材（60）から流出する冷媒の温度が高くなる。これにより、
冷却用部材（60）の冷媒出口には高温冷媒によって加熱された冷媒が流れることとなるた
め、冷却用部材（60）の冷媒出口の周囲における結露水の発生が抑制される。
【００２４】
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　　第８の発明は、第６の発明において、前記冷却用部材（60）の冷媒出口には、断熱パ
イプ（85）が接続されている。
【００２５】
　　第８の発明では、冷却用部材（60）の内部においてパワーモジュール（56）を冷却し
た後の冷却用冷媒は、冷却用部材（60）の冷媒出口から断熱パイプ（85）に流入する。断
熱パイプ（85）では、冷却用冷媒の冷熱が外部へ伝達されないため、冷却用部材（60）の
冷媒出口付近における結露水の発生が抑制される。
【００２６】
　　第９の発明は、第１乃至第８のいずれか１つの発明において、前記阻止手段は、冷却
用部材（60）の内部を流れる冷媒の冷熱が該冷却用部材（60）の前記パワーモジュール（
56）との接触面（60a）の外縁部から外部伝達することを阻止するように構成されている
。
【００２７】
　　ところで、通常、パワーモジュール（56）の外縁部は、通電によって発熱する部分か
ら離れているため、冷却しても発熱部分の冷却に寄与しないばかりか、冷却されると温度
が周辺の空気温度よりも低下して周囲において結露水が発生するおそれがある。
【００２８】
　　第９発明では、冷却用部材（60）の内部に冷媒が流れてパワーモジュール（56）が冷
却される際であっても、阻止手段によって冷却用部材（60）のパワーモジュール（56）と
の接触面（60a）の外縁部から冷媒の冷熱が外部に伝達されない。また、パワーモジュー
ル（56）の発熱部分において発生した熱によって温度の低下が抑制される。これにより、
パワーモジュール（56）の冷却用部材（60）との接触面の外縁部の周囲の空気が冷やされ
ることが抑制され、冷却用部材（60）の周囲において結露水が発生しなくなり、この結露
水が電子部品（56,57,59）の方へ流れてしまうことが抑制される。
【００２９】
　　第１０の発明は、第９の発明において、前記阻止手段は、前記冷却用部材（60）の内
部を流れる冷媒の冷熱を前記パワーモジュール（56）に伝達する熱伝達面の面積が、前記
パワーモジュール（56）の前記冷却用部材（60）に対応する面の面積よりも小さくなるよ
うに構成されている。
【００３０】
　　第１０発明では、冷却用部材（60）の内部を流通する冷媒の冷熱が伝達される部分が
パワーモジュール（56）よりも小さくなる。これにより、パワーモジュール（56）の冷却
が必要な発熱部分を集中的に冷却すると共に、冷却が不要な発熱部分から離れた箇所が冷
却されなくなる。
【００３１】
　　第１１の発明は、第１乃至１０のいずれか１つの発明において、前記パワーモジュー
ル（56）の表面であって前記冷却用部材（60）との接触面以外の非接触面は、断熱層（66
）によって覆われている。
【００３２】
　　第１１の発明では、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒によってパワーモジュール
（56）が強力に冷却されるような場合であっても、パワーモジュール（56）の非接触面を
断熱層（66）によって覆うことにより、パワーモジュール（56）の周囲の空気が冷やされ
ることが抑制される。これにより、パワーモジュール（56）の表面における結露水の発生
が抑制される。
【００３３】
　　第１２の発明は、第２又は第４の発明において、前記断熱層（65,68）は、インサー
ト成形された断熱性を有する樹脂材料で構成されている。
【００３４】
　　第１２の発明では、インサート成形された断熱性を有する樹脂材料で断熱層（65,68
）が構成される。このような構成とすれば、インサート成形によって、断熱性能に優れた
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断熱層（65,68）が簡単に形成される。
【００３５】
　　第１３の発明は、第２、第４及び第１１のいずれか１つの発明において、前記断熱層
（65,66,68）は、ウレタンを吹き付けることによって構成されている。
【００３６】
　　第１３の発明では、ウレタンを吹き付けることによって断熱層（65,66,68）が構成さ
れる。このような構成とすれば、ウレタンを吹き付けるだけで、断熱性能に優れた断熱層
（65,66,68）が容易に形成される。
【発明の効果】
【００３７】
　　本発明によれば、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒によってパワーモジュール（
56）を冷却する際に、阻止手段によって冷媒の冷熱がパワーモジュール（56）との接触面
（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することを阻止することにより、冷却用部材
（60）の周囲の空気が内部を流通する冷媒の冷熱によって冷却されることを阻止すること
ができる。これにより、冷却用部材（60）の周囲において結露水が発生しなくなり、この
結露水が電子部品（56,57,59）の方へ流れてしまうことが抑制される。従って、電子部品
（56,57,59）の故障を回避できる。
【００３８】
　　第２の発明によれば、上記断熱層（65）によって、冷却用部材（60）の内部を流れる
冷媒の冷熱がパワーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部
伝達することを阻止する阻止手段を容易に構成することができる。
【００３９】
　　また、第３乃至第５の発明によれば、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒の冷熱が
パワーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達すること
を阻止する阻止手段を容易に構成することができる。
【００４０】
　　特に、第４及び第５の発明によれば、冷却冷媒流路（61a）を流れる冷却用冷媒の冷
熱が断熱層（68）によって遮断されるため、冷却用部材（60）の前記非接触面（60b）か
らの外部伝達をより確実に阻止することができる。また、冷却用冷媒の冷熱が高温冷媒流
路（61b）に伝達されないため、高温冷媒流路（61b）の高温冷媒の温熱が全て非接触面（
60b）付近の加熱に用いられて非接触面（60b）付近を比較的高い温度に保つことができる
。よって、冷却用部材（60）の周囲における結露水の発生を抑制することができ、パワー
モジュール（56）の故障を回避することができる。
【００４１】
　　また、第６の発明によれば、低温の冷却用冷媒を生成する減圧機構（81）を冷却用部
材（60）の内部に設けて冷却用部材（60）の冷媒入口付近に高温冷媒が流れるように構成
することにより、冷却用部材（60）の冷媒入口周辺における結露水の発生を抑制すること
ができる。従って、パワーモジュール（56）の故障を回避することができる。
【００４２】
　　また、第７の発明によれば、冷却用部材（60）の内部において、パワーモジュール（
56）を冷却した後の冷却用冷媒と減圧機構（81）の上流側の高温の冷媒とを熱交換させて
冷却用部材（60）から流出する冷媒の温度を上昇させることにより、冷却用部材（60）の
冷媒出口周辺における結露水の発生を抑制することができる。従って、パワーモジュール
（56）の故障を回避することができる。
【００４３】
　　また、第８の発明によれば、容易な構成によって冷却用部材（60）の冷媒出口付近に
おける結露水の発生を抑制することができる。
【００４４】
　　また、第９の発明によれば、冷媒の冷熱が冷却用部材（60）のパワーモジュール（56
）との接触面（60a）の外縁部から外部に伝達されないように阻止手段を構成することに
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より、パワーモジュール（56）の冷却用部材（60）との接触面の外縁部の周囲の空気が冷
却されることを抑制することができる。また、パワーモジュール（56）の発熱部分におい
て発生した熱により、パワーモジュール（56）の冷却用部材（60）との接触面の外縁部の
温度が低下することが抑制されるため、冷却用部材（60）の周囲において結露水の発生を
抑制することができる。従って、パワーモジュール（56）の故障を回避することができる
。
【００４５】
　　第１０の発明によれば、冷却用部材（60）の内部を流通する冷媒の冷熱が伝達される
部分がパワーモジュール（56）よりも小さく形成されることにより、パワーモジュール（
56）の冷却が必要な発熱部分を集中的に冷却することができる一方、冷却が不要な発熱部
分から離れた箇所が冷却されて結露水が発生することを回避することができる。
【００４６】
　　また、第１１の発明によれば、パワーモジュール（56）の表面であって冷却用部材（
60）との接触面以外の非接触面を断熱層（66）によって覆うこととした。そのため、冷却
用部材（60）の内部を流れる冷媒によってパワーモジュール（56）が強力に冷却されるよ
うな場合であっても、パワーモジュール（56）の周囲の空気が冷やされることが抑制され
る。これにより、パワーモジュール（56）の表面における結露水の発生を抑制することが
できる。よって、パワーモジュール（56）及び他の電子部品（57,59）の故障を回避でき
る。
【００４７】
　　また、第１２の発明によれば、インサート成形により、断熱性能に優れた断熱層（65
,66,68）を容易に形成することができる。
【００４８】
　　また、第１３の発明によれば、ウレタンを吹き付けるだけで、断熱性能に優れた断熱
層（65,66,68）を容易に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る空調機の概略構成を示す冷媒回路図である。
【図２】図２は、インバータ制御盤の内部構造を示す縦断面図である。
【図３】図３は、冷却用部材の概略構成を示す斜視図である。
【図４】図４は、実施形態２に係る空調機のインバータ制御盤の内部構造を示す縦断面図
である。
【図５】図５は、実施形態３に係る空調機のインバータ制御盤の内部構造を示す縦断面図
である。
【図６】図６は、図５の仕切板の内部の概略構成を示す縦断面図である。
【図７】図７は、図５の冷却用部材を拡大して示す断面図である。
【図８】図８（Ａ），（Ｂ）は、共に実施形態３の冷却用部材によるパワーモジュール冷
却時における温度分布を示す図であり、図８（Ａ）は本体部の接触面がパワーモジュール
よりも大きい場合を示し、図８（Ｂ）は本体部の接触面がパワーモジュールよりも小さい
場合を示している。
【図９】図９は、実施形態３の変形例１に係る冷却用部材を拡大して示す断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態３の変形例２に係る冷却用部材の本体部の接触面とパワー
モジュールとを拡大して示す平面図である。
【図１１】図１１は、実施形態４に係る冷却用部材を拡大して示す断面図である。
【図１２】図１２は、実施形態５に係る冷却用部材を拡大して示す断面図である。
【図１３】図１３は、実施形態６に係る冷却用部材を拡大して示す断面図である。
【図１４】図１４は、実施形態６の変形例に係る冷却用部材を拡大して示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
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　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の好ましい実施形態
の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを
意図するものではない。
【００５１】
　　《発明の実施形態１》
　　〈空調機の全体構成〉
　　図１は、本発明の実施形態１に係る空調機の概略構成を示す冷媒回路図である。図１
に示すように、この空調機（10）は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷凍装置によって
構成されており、屋外に設置される室外ユニット（11）と、屋内に設置される室内ユニッ
ト（12）とを１つずつ備えている。室外ユニット（11）には、室外回路（21）が収容され
ている。室内ユニット（12）には、室内回路（22）が収容されている。この空調機（10）
では、室外回路（21）と室内回路（22）を一対の連絡配管（23,24）で接続することによ
って冷媒回路（20）が形成されている。
【００５２】
　　前記室外回路（21）には、圧縮機（30）と、四方切換弁（41）と、室外熱交換器（42
）と、冷却用部材（60）と、膨張弁（43）とが設けられている。なお、冷却用部材（60）
については後述する。
【００５３】
　　前記圧縮機（30）は、その吐出側が四方切換弁（41）の第１のポートに接続され、そ
の吸入側がアキュームレータ（34）を介して四方切換弁（41）の第２のポートに接続され
ている。四方切換弁（41）は、その第３のポートが室外熱交換器（42）の一端に接続され
、その第４のポートがガス側閉鎖弁（44）に接続されている。室外熱交換器（42）の他端
は、冷却用部材（60）を介して膨張弁（43）の一端に接続されている。膨張弁（43）の他
端は、液側閉鎖弁（45）に接続されている。
【００５４】
　　前記室内回路（22）には、室内熱交換器（46）が設けられている。室内回路（22）は
、そのガス側の端部がガス側連絡配管（23）を介してガス側閉鎖弁（44）に接続され、そ
の液側の端部が液側連絡配管（24）を介して液側閉鎖弁（45）に接続されている。
【００５５】
　　前記圧縮機（30）は、いわゆる全密閉型圧縮機である。つまり、圧縮機（30）では、
冷媒を圧縮する圧縮機構（32）と、圧縮機構（32）を回転駆動するための電動機（33）と
が、１つのケーシング（31）内に収容されている。四方切換弁（41）は、第１のポートと
第３のポートが連通し且つ第２のポートと第４のポートが連通する第１状態（図１に実線
で示す状態）と、第１のポートと第４のポートが連通し且つ第２のポートと第３のポート
が連通する第２状態（図１に破線で示す状態）とに切り換わる。膨張弁（43）は、弁体が
パルスモータによって駆動される開度可変の電動膨張弁である。
【００５６】
　　前記室外熱交換器（42）及び室内熱交換器（46）は、何れも冷媒を空気と熱交換させ
るためのフィン・アンド・チューブ型熱交換器である。室外熱交換器（42）は、室外空気
と冷媒を熱交換させる。室外ユニット（11）には、室外熱交換器（42）へ室外空気を送る
ための室外ファン（13）が設けられている。室内熱交換器（46）は、室内空気と冷媒を熱
交換させる。室内ユニット（12）には、室内熱交換器（46）へ室内空気を送るための室内
ファン（14）が設けられている。
【００５７】
　　前記空調機（10）は、箱状のインバータ制御盤（50）と、インバータ制御盤（50）の
内部に収容されるインバータ装置（55）とを有している。インバータ装置（55）は、圧縮
機（30）の電源回路を構成している。具体的に、インバータ装置（55）は、商用電源から
供給された交流の周波数をコントローラ（図示省略）からの指令値に変換し、周波数を変
換した交流を圧縮機（30）の電動機（33）へ供給するための電源回路を構成している。
【００５８】
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　　〈インバータ制御盤の内部の構造〉
　　次に、前記インバータ制御盤（50）の内部の構造について、図２を参照しながら詳細
に説明する。インバータ制御盤（50）は、縦長の直方体状の箱体で構成されている。イン
バータ制御盤（50）には、前側（図２における左側）に開閉自在な扉（51）が形成され、
後側（図２における右側）に取付板（52）が形成されている。
【００５９】
　　前記インバータ制御盤（50）には、上述したインバータ装置（55）及び冷却用部材（
60）が収容されている。
【００６０】
　　前記インバータ装置（55）は、複数の電子部品により構成されている。具体的に、本
実施形態１では、これらの電子部品としてパワーモジュール（56）と、コンデンサ（57）
と、リアクトル（59）とが設けられている。パワーモジュール（56）は、稼動時に発熱す
るＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）チップを備えたＩＧＢＴモジュール
によって構成されている。パワーモジュール（56）は、配線基板（58）上に搭載されてい
る。コンデンサ（57）は、後述する第１空間（S1）における上方寄りに配設されている。
リアクトル（59）は、インバータ制御盤（50）の底部に設置されている。
【００６１】
　　前記冷却用部材（60）は、本体部（61）と冷媒管（62）とを備えている。本体部（61
）は、アルミニウム等の熱伝導率の高い金属材料で構成されている。本体部（61）は、前
後に扁平な直方体形状の基部と、該基部から僅かに隆起した隆起部とを有している。本体
部（61）は、隆起部を介してパワーモジュール（56）との間で熱交換を行うように、隆起
部の端面がパワーモジュール（56）に接触するように設けられている。なお、隆起部の端
面が、本発明に係る本体部（61）の表面のうちのパワーモジュール（56）との接触面（61
s）を構成する。また、本実施形態１では、隆起部の端面は、冷却用部材（60）のパワー
モジュール（56）との接触面（60a）を構成する。
【００６２】
　　前記冷媒管（62）は、本体部（61）に埋設されており、内部に冷媒が流れる冷媒流路
を形成している。冷媒管（62）は、銅等の熱伝導率の高い金属材料で構成されている。図
３に示すように、冷媒管（62）は、４つの直管部（63）と、各直管部（63）を直列に繋ぐ
ための３つのＵ字管部（64）とを有している。なお、直管部（63）及びＵ字管部（64）の
数は単なる例示であり、これより少なくても多くてもよい。直管部（63）は、本体部（61
）の前後の面に平行となるように、本体部（61）を貫通している。Ｕ字管部（64）は、本
体部（61）の長手方向の両端側に位置し、上下に隣り合う２つの直管部（63）を互いに連
結している。また、複数の直管部（63）のうち最も上側の直管部（63）の端部（63a）と
、最も下側の直管部（63）の端部（63b）とは、いずれか一方が冷媒の流入部を構成し、
他方が冷媒の流出部を構成している。
【００６３】
　　図２に示すように、冷却用部材（60）は、前記本体部（61）の表面に形成された断熱
層（65）を備えている。この断熱層（65）は、例えば、本体部（61）の周囲に断熱性を有
する樹脂材料をインサート成形することにより形成され、パワーモジュール（56）と本体
部（61）との接触面（61s）を除いた本体部（61）の表面を覆っている。つまり、断熱層
（65）は、本体部（61）の表面であってパワーモジュール（56）との接触面（61s）以外
の非接触面を覆っている。
【００６４】
　　なお、本体部（61）の表面にウレタンを吹き付けることにより、断熱層（65）を形成
するようにしてもよい。また、中空の断熱材を用いて断熱層（65）を形成するようにして
もよい。
【００６５】
　　このような構成とすれば、冷却用部材（60）の内部に冷媒を流してパワーモジュール
（56）を冷却する際に、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒の冷熱が冷却用部材（60）
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のパワーモジュール（56）との接触面（60a）（本実施形態１では本体部（61）のパワー
モジュール（56）との接触面（61s））以外の非接触面（60b）から外部伝達することを阻
止することができる。つまり、断熱層（65）は、本発明に係る阻止手段を構成し、冷却用
部材（60）の周囲の空気が冷やされることを阻止することができる。これにより、冷却用
部材（60）の周囲において結露水が発生しなくなり、この結露水が電子部品（56,57,59）
の方へ流れてしまうことが抑制される。従って、電子部品（56,57,59）の故障を回避でき
る。
【００６６】
　　前記インバータ制御盤（50）の内部空間は、仕切板（71）によって概ね２つの空間（
第１空間（S1）と第２空間（S2））に仕切られている。仕切板（71）は、上下に延びる平
板状に形成され熱伝導率が低く断熱性を有する合成樹脂材料で構成されている。仕切板（
71）の略中央には、厚さ方向に貫通する矩形状の開口（71a）が形成されている。
【００６７】
　　前記仕切板（71）の開口（71a）は、前記冷却用部材（60）により閉塞されている。
具体的に、開口（71a）は、冷却用部材（60）よりも縦及び横のいずれの長さもが短くな
るように形成されている。冷却用部材（60）は、仕切板（71）の厚さ方向の両端面のうち
取付板（52）側の面における開口（71a）の外周縁部（71b）に支持されている。これによ
り、冷却用部材（60）は、第２空間（S2）側から開口（71a）を完全に覆っている。
【００６８】
　　前記パワーモジュール（56）は、第１空間（S1）において、本体部（61）の前面（隆
起部の端面）と接触するように冷却用部材（60）に固定されている。また、コンデンサ（
57）は、第１空間（S1）における上方寄りに配設されている。
【００６９】
　　以上のようにして、パワーモジュール（56）と冷却用部材（60）の本体部（61）とは
、該本体部（61）に埋設された冷媒管（62）の内部を流れる冷媒とパワーモジュール（56
）との間で熱交換が可能となるように接触している。言い換えると、本体部（61）は、内
部を流れる冷媒によってパワーモジュール（56）が冷却されるように該パワーモジュール
（56）と接触している。これにより、冷却用部材（60）は、パワーモジュール（56）を冷
媒によって冷却するように構成されている。
【００７０】
　　－運転動作－
　　次に、本実施形態１の空調機（10）の運転動作について説明する。本実施形態１の空
調機（10）は、冷房動作と暖房動作とを選択的に行う。
【００７１】
　　〈冷房動作〉
　　まず、冷房動作について説明する。冷房動作中の空調機（10）では、四方切換弁（41
）が第１状態（図１に実線で示す状態）に設定され、室外ファン（13）と室内ファン（14
）とが運転される。そして、冷房動作中の冷媒回路（20）では、室外熱交換器（42）が凝
縮器となって室内熱交換器（46）が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。
【００７２】
　　冷房動作中の冷媒回路（20）において、圧縮機（30）から吐出された冷媒は、四方切
換弁（41）を通って室外熱交換器（42）へ流入し、室外空気へ放熱して凝縮する。室外熱
交換器（42）において凝縮した冷媒は、冷却用部材（60）の冷媒管（62）へ流入する。
【００７３】
　　前記パワーモジュール（56）では、通電に伴って熱が発生する。ここで、冷却用部材
（60）の冷媒管（62）には、室外熱交換器（42）において凝縮した冷媒が流れている。こ
のため、パワーモジュール（56）で発生した熱は、本体部（61）、冷媒管（62）を順に伝
わり、冷媒管（62）を流れる冷媒に付与される。その結果、パワーモジュール（56）の温
度上昇が抑制される。
【００７４】
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　　前記冷却用部材（60）の冷媒管（62）を流出した冷媒は、膨張弁（43）を通過する際
に減圧された後に室内熱交換器（46）へ流入する。室内熱交換器（46）では、冷媒が室内
空気から吸熱して蒸発する。これにより、室内空気が冷却される。室内熱交換器（46）で
蒸発した冷媒は、四方切換弁（41）とアキュームレータ（34）とを順に通過し、その後に
圧縮機（30）へ吸入されて圧縮される。
【００７５】
　　〈暖房動作〉
　　次に、暖房動作について説明する。暖房動作中の空調機（10）では、四方切換弁（41
）が第２状態（図１に破線で示す状態）に設定され、室外ファン（13）と室内ファン（14
）とが運転される。そして、暖房動作中の冷媒回路（20）では、室内熱交換器（46）が凝
縮器となって室外熱交換器（42）が蒸発器となる冷凍サイクルが行われる。暖房動作中の
冷媒回路（20）において、冷却用部材（60）は、膨張弁（43）と蒸発器である室外熱交換
器（42）との間に位置している。
【００７６】
　　暖房動作中の冷媒回路（20）において、圧縮機（30）から吐出された冷媒は、四方切
換弁（41）を通って室内熱交換器（46）へ流入する。室内熱交換器（46）では、冷媒が室
内空気へ放熱して凝縮する。その結果、室内空気が加熱される。室内熱交換器（46）で凝
縮した冷媒は、膨張弁（43）を通過する際に減圧された後に冷却用部材（60）の冷媒管（
62）へ流入する。
【００７７】
　　前記パワーモジュール（56）では、通電に伴って熱が発生する。ここで、冷却用部材
（60）の冷媒管（62）には、膨張弁（43）で減圧された後の冷媒が流れている。このため
、パワーモジュール（56）で発生した熱は、本体部（61）、冷媒管（62）を順に伝わり、
冷媒管（62）を流れる冷媒に付与される。その結果、パワーモジュール（56）の温度上昇
が抑制される。
【００７８】
　　前記冷却用部材（60）の冷媒管（62）を流出した冷媒は、室外熱交換器（42）へ流入
し、室外空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器（42）で蒸発した冷媒は、四方切換弁
（41）とアキュームレータ（34）とを順に通過し、その後に圧縮機（30）へ吸入されて圧
縮される。
【００７９】
　　－実施形態１の効果－
　　以上のように、本実施形態１に係る空調機（10）では、冷却用部材（60）の内部を流
れる冷媒によってパワーモジュール（56）を冷却する際に、断熱層（65）によって冷媒の
冷熱が冷却用部材（60）のパワーモジュール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（6
0b）から外部伝達することを阻止することにより、冷却用部材（60）の周囲の空気が内部
を流通する冷媒の冷熱によって冷却されることを阻止することができる。これにより、冷
却用部材（60）の周囲において結露水が発生しなくなり、この結露水が電子部品（56,57,
59）の方へ流れてしまうことが抑制される。従って、電子部品（56,57,59）の故障を回避
でき、空調機（10）の信頼性を確保できる。
【００８０】
　　具体的に、冷却用部材（60）が上記断熱層（65）を有していない場合、上述した空調
機（10）の運転時において、冷却用部材（60）の冷媒管（62）内に冷媒が流れ始めると、
冷却用部材（60）の周囲の空気が急激に冷やされる。このため、この空気中の水分が凝縮
して結露水が発生してしまうことがある。この結露水がパワーモジュール（56）やコンデ
ンサ（57）等の電子部品に付着すると、この電子部品が故障してしまうおそれがある。
【００８１】
　　これに対し、本発明では、冷却用部材（60）の冷媒管（62）を冷媒が流れると、この
冷媒によりパワーモジュール（56）が冷やされる一方、断熱層（65）により冷却用部材（
60）の内部を流れる冷媒の冷熱が冷却用部材（60）から周囲に対して伝達されることが抑
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制される。これにより、冷却用部材（60）の周囲の空気が冷やされることが抑制され、冷
却用部材（60）の周囲において結露水が発生しなくなる。これにより、第２空間（S2）で
結露水が発生して第１空間（S1）側の電子部品（56,57）側へ送られてしまったり、冷却
用部材（60）の表面を伝って下方に落下することが抑制される。従って、電子部品（56,5
7,59）に水が付着して故障してしまうことを回避できる。
【００８２】
　　また、本実施形態１によれば、前記本体部（61）の表面であって前記パワーモジュー
ル（56）との接触面（61s）以外の非接触面を覆う断熱層（65）により、冷却用部材（60
）の内部を流れる冷媒の冷熱が冷却用部材（60）のパワーモジュール（56）との接触面（
60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することを阻止する本発明に係る阻止手段を容
易に構成することができる。つまり、容易な構成によって、冷却用部材（60）の周囲の空
気が内部を流通する冷媒の冷熱によって冷却されることを阻止することができる。
【００８３】
　　《発明の実施形態２》
　　図４に示すように、実施形態２は、実施形態１のインバータ制御盤（50）の内部の構
造を一部変更したものである。
【００８４】
　　具体的には、実施形態２では、パワーモジュール（56）の表面にも、断熱層（66）が
形成されている。より具体的には、断熱層（66）は、パワーモジュール（56）の表面であ
って、冷却用部材（60）との接触面以外の非接触面に形成されている。断熱層（66）は、
本体部（61）の非接触面を覆う断熱層（65）と同様に、断熱性を有する樹脂材料をインサ
ート成型することによって形成されている。
【００８５】
　　このように構成することにより、例えば、暖房運転の際のように、冷却用部材（60）
の本体部（61）の内部を流れる冷媒の温度が低く、該冷媒によってパワーモジュール（56
）が強力に冷却されるような場合であっても、断熱層（66）によってパワーモジュール（
56）の周囲の空気が冷やされることが抑制される。これにより、パワーモジュール（56）
の表面における結露水の発生を抑制することができる。よって、パワーモジュール（56）
及び他の電子部品（57,59）の故障を回避できる。
【００８６】
　　また、このように構成することにより、本体部（61）とパワーモジュール（56）との
全体が、断熱材によって覆われることとなる。つまり、本体部（61）とパワーモジュール
（56）とが組付けられた状態で、全体が断熱層（65,66）によって覆われ、露出部分がな
くなる。これにより、本体部（61）及びパワーモジュール（56）の周囲における結露の発
生を確実に抑制することができる。よって、パワーモジュール（56）及び他の電子部品（
57,59）の故障を回避できる。
【００８７】
　　なお、断熱層（66）は、パワーモジュール（56）のケースの表面にウレタン等を吹き
付けることによって断熱層を形成するようにしてもよい。
【００８８】
　　《発明の実施形態３》
　　図５、図６に示すように、実施形態３では、工場等の大規模な施設において用いられ
る大型の空調機を対象としている。実施形態３では、インバータ制御盤（50）の内部の構
造が実施形態１と一部異なる。
【００８９】
　　具体的には、インバータ制御盤（50）は、奥行が３０インチ、高さが９０インチ程度
の直方体形状に形成されている。インバータ制御盤（50）には、後側（図５における右側
）に開閉自在な扉（51）を有し、前側（図５における左側）に取付板（52）を有している
。図示を省略するが、インバータ制御盤（50）には、外気の取入口と、排気口と、内部空
間において取入口から排気口への空気流れを形成して換気を行うファンとが設けられてい
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る。
【００９０】
　　また、実施形態３では、仕切板（71）が一面が開口する箱状に形成され、取付板（52
）によって開口面が閉塞されるように取付板（52）に取り付けられている。このような仕
切板（71）により、インバータ制御盤（50）の内部空間は、２つの空間（第１空間（S1）
と第２空間（S2））に仕切られ、仕切板（71）と取付板（52）との間に形成される第２空
間（S2）は、閉塞空間となる。そして、インバータ装置（55）は、第２空間（S2）内に配
設されている。また、実施形態３では、リアクトル（59）は第１空間（S1）の底部に設置
されている。
【００９１】
　　また、仕切板（71）は、背面（図５における右端面）の下部に矩形の開口（71a）が
形成されている。そして、実施形態３では、冷却用部材（60）が、前記開口（71a）を遮
蔽するように仕切板（71）の背面に取り付けられている。
【００９２】
　　また、実施形態３では、インバータ装置（55）は、複数の電子部品が導電性金属によ
って構成された棒状又は板状のバスバー（72）によって接続されて構成されている。具体
的には、インバータ装置（55）は、商用電源に接続される整流回路と、コンデンサ回路と
、インバータ回路とを備えている。整流回路及びインバータ回路はそれぞれ、複数のパワ
ーモジュール（56）をバスバー（72）によって接続することによって構成されている。各
パワーモジュール（56）は、稼動時に発熱するパワー半導体チップ（56a）と、該パワー
半導体チップ（56a）を収納するケース（56b）とを備えている。具体的には、整流回路に
設けられたパワーモジュール（56）は、ダイオードチップを備えたダイオードモジュール
であり、インバータ回路に設けられたパワーモジュール（56）は、ＩＧＢＴ（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）チップを備えたＩＧＢＴモジュールである。また、コンデン
サ回路にはコンデンサ（57）が接続されている。
【００９３】
　　前記コンデンサ（57）は、仕切板（71）に固定された板状の取付部材（77）に固定さ
れている。また、前記コンデンサ（57）及びパワーモジュール（56）の他の電子部品は、
仕切板（71）又は取付部材（77）に固定されている。
【００９４】
　　図６に示すように、複数のパワーモジュール（56）は、それぞれ仕切板（71）の背面
に取り付けられた冷却用部材（60）に固定されている。具体的には、各パワーモジュール
（56）は、前記仕切板（71）の開口（71a）において該開口（71a）を遮蔽する冷却用部材
（60）の前面に接触するように該冷却用部材（60）に固定されている。
【００９５】
　　また、実施形態３では、図７に拡大して示すように、冷却用部材（60）は、実施形態
１又は２のような本体部（61）に埋設された冷媒管（62）を有さず、本体部（61）に穴を
加工することによって、内部に冷媒が流れる冷媒流路（61a）が形成されている。
【００９６】
　　そして、本実施形態３においても、冷却用部材（60）は、前記本体部（61）の表面に
形成された断熱層（65）を備えている。断熱層（65）は、本体部（61）の表面であってパ
ワーモジュール（56）と本体部（61）との接触面（61s）以外の非接触面を覆っている。
このような構成により、本体部（61）の接触面（61s）のみが冷却用部材（60）の内部を
流れる冷媒の冷熱をパワーモジュール（56）に伝達する熱伝達面となる。
【００９７】
　　また、本実施形態３では、冷却用部材（60）の本体部（61）は、パワーモジュール（
56）の個数に対応する数の隆起部を有し、各隆起部の端面において各パワーモジュール（
56）と接触している。つまり、各隆起部の端面が本体部（61）の各パワーモジュール（56
）との接触面（61s）となる。
【００９８】
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　　また、本実施形態３では、冷却用部材（60）の本体部（61）は、接触面（61s）が各
パワーモジュール（56）のケース（56b）の背面（冷却用部材（60）側の面）の一部であ
って、通電時に発熱するパワー半導体チップ（56a）が内面に取り付けられた中央部分に
接触するように構成されている。言い換えると、本体部（61）は、パワーモジュール（56
）と本体部（61）との接触面（61s）がパワーモジュール（56）のケース（56b）の背面（
冷却用部材（60）に対応する面）よりも面積が小さくなるように形成されている。これに
より、パワーモジュール（56）の本体部（61）との接触面における外縁部は、本体部（61
）ではなく、断熱層（65）と接触することとなる。つまり、断熱層（65）の一部が、本体
部（61）とパワーモジュール（56）との間に挟み込まれることとなり、冷却用部材（60）
のパワーモジュール（56）との接触面（60a）の一部を構成することとなる。
【００９９】
　　このような構成により、各パワーモジュール（56）のパワー半導体チップ（56a）の
熱は、各接触面（61s）を介して冷却用部材（60）の本体部（61）に伝達され、冷媒流路
（61a）の内部を流通する冷媒に放熱される。言い換えると、本体部（61）の冷媒流路（6
1a）に低温の冷媒が流入すると、該冷媒の冷熱が熱伝達面である接触面（61s）を介して
パワーモジュール（56）に伝達される。これにより、各パワーモジュール（56）の特に温
度が上昇するパワー半導体チップ（56a）部分が冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒に
よって冷却される。
【０１００】
　　一方、冷却用部材（60）の内部を流れる冷媒（冷媒流路（61a）の冷媒）の冷熱は、
断熱層（65）によってパワーモジュール（56）との接触面（61s）以外から外部伝達する
ことが阻止される。これにより、冷却用部材（60）の周囲の空気が内部を流通する冷媒の
冷熱によって冷却されることが阻止される。その結果、冷却用部材（60）の周囲において
結露水が発生しなくなり、この結露水が電子部品（56,57,59）の方へ流れてしまうことが
抑制される。従って、電子部品（56,57,59）の故障を回避でき、空調機（10）の信頼性を
確保できる。
【０１０１】
　　ところで、通常、パワーモジュール（56）の外縁部は、通電によって発熱する部分で
あるパワー半導体チップ（56a）から離れているため、冷却しても発熱部分であるパワー
半導体チップ（56a）の冷却に寄与しないばかりか、冷却されると温度が周辺の空気温度
よりも低下して周囲において結露水が発生するおそれがある。
【０１０２】
　　そこで、本実施形態３では、上述のように、本体部（61）は、パワーモジュール（56
）との接触面（61s）（熱伝達面）がパワーモジュール（56）のケース（56b）の背面（冷
却用部材（60）に対応する面）よりも面積が小さくなるように形成している。これにより
、本実施形態では、パワーモジュール（56）の本体部（61）との接触面における外縁部は
、本体部（61）ではなく、断熱層（65）と接触することとなる。その結果、各パワーモジ
ュール（56）において、通電時に発熱して冷却が必要となるパワー半導体チップ（56a）
の周辺部が集中的に冷却される。一方、冷却する必要のないパワーモジュール（56）の外
縁部には断熱層（65）の一部が接触することとなり、冷媒流路（61a）を流れる冷媒の冷
熱がパワーモジュール（56）の外縁部に伝達されなくなる。つまり、パワーモジュール（
56）の外縁部が冷却されなくなる。これにより、発熱部分であるパワー半導体チップ（56
a）から離れたパワーモジュール（56）の外縁部の結露を抑制することができる。よって
パワーモジュール（56）の故障を回避できる。
【０１０３】
　　つまり、本体部（61）の接触面（61s）をパワーモジュール（56）の本体部（61）に
対応する面よりも小さく構成することにより、パワーモジュール（56）の発熱部分を冷却
すると共にパワーモジュール（56）の冷却する必要のない外縁部の冷却による温度低下を
回避して結露水の発生を回避することができる。この点をシミュレーションによって検証
した結果を以下に示す。
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【０１０４】
　　図８（Ａ），（Ｂ）は、シミュレーションによって求められた冷却用部材（60）によ
るパワーモジュール（56）冷却時の温度分布を示したものである。図８（Ａ）は本体部（
61）の接触面（61s）の面積がパワーモジュール（56）の本体部（61）に対応する面の面
積よりも大きい場合を示し、図８（Ｂ）は本体部（61）の接触面（61s）の面積がパワー
モジュール（56）の本体部（61）に対応する面の面積よりも小さい場合を示している。図
中の細線は、等温線である。なお、図示を省略しているが、いずれの本体部（61）も、接
触面（61s）以外の非接触面は断熱層（65）によって覆われている。
【０１０５】
　　上述の２つの冷却用部材（60）に関し、冷媒温度５℃、外気５２℃の条件でシミュレ
ーション計算を行ったところ、図８（Ａ）に示すように、接触面（61s）の面積がパワー
モジュール（56）の本体部（61）に対応する面の面積よりも大きい場合（以下、大接触面
の場合と称する）には、パワーモジュール（56）の外縁部の温度が３０℃まで低下するこ
ととなった。これに対し、図８（Ｂ）に示すように、接触面（61s）の面積がパワーモジ
ュール（56）の本体部（61）に対応する面の面積よりも小さい場合（以下、小接触面の場
合と称する）には、パワーモジュール（56）の外縁部の温度が４０℃までしか低下しない
こととなった。一方、パワーモジュール（56）の発熱するパワー半導体チップ（56a）部
分の温度は、図８（Ａ）の大接触部の場合で１１６℃、図８（Ｂ）の小接触部の場合で１
１７．５℃となり、ほぼ同程度であった。つまり、本体部（61）の接触面（61s）をパワ
ーモジュール（56）の本体部（61）に対応する面よりも小さく構成することによって、パ
ワーモジュール（56）の冷却する必要のない外縁部の冷却による温度低下が抑制されるこ
とが分かる。
【０１０６】
　　以上より、本実施形態３のように、本体部（61）の接触面（61s）の面積がパワーモ
ジュール（56）の本体部（61）に対応する面の面積よりも小さくなるように構成すること
により、パワーモジュール（56）の冷却が必要な発熱部分を集中的に冷却することができ
る一方、冷却が不要な発熱部分から離れた箇所が冷却されて結露水が発生することを回避
することができる。
【０１０７】
　　－実施形態３の変形例１－
　　図９に示すように、変形例１は、冷却用部材（60）の本体部（61）の冷媒流路（61a
）の形状を変更したものである。変形例１では、熱伝導率の高い銅で構成された本体部（
61）に丸穴を加工することによって、内部に冷媒が流れる冷媒流路（61a）が形成されて
いる。
【０１０８】
　　－実施形態３の変形例２－
　　図１０に示すように、変形例２は、各パワーモジュール（56）が複数のパワー半導体
チップ（56a）を内蔵している場合には、冷却用部材（60）の本体部（61）を、パワー半
導体チップ（56a）の個数に対応する数の隆起部を有するように構成し、各半導体チップ
（56a）がケース（56b）を挟んで隆起部の端面にそれぞれ対応するように、各パワーモジ
ュール（56）を冷却用部材（60）の本体部（61）に取り付けてもよい。つまり、本体部（
61）が１つのパワーモジュール（56）に対して複数の接触面（61s）を有していてもよい
。このように本体部（61）を形成することにより、発熱して冷却が必要な部分のみを冷却
することができるため、冷却不要である部分の周囲における結露水の発生をより抑制する
ことができる。
【０１０９】
　　《発明の実施形態４》
　　図１１に示すように、実施形態４は、実施形態１の冷却用部材（60）の内部の構造を
変更したものである。
【０１１０】
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　　実施形態４では、冷却用部材（60）はアルミニウム等の熱伝導率の高い金属材料で構
成された本体部（61）のみを備えている。本体部（61）には、実施形態３と同様に、複数
の穴を加工することによって、冷却用冷媒が流れる冷媒流路（61a）が形成されている。
複数の冷媒流路（61a）は、冷却用部材（60）のパワーモジュール（56）との接触面（60a
）付近に配列されている。
【０１１１】
　　また、実施形態４では、本体部（61）には、冷媒流路（61a）を基準として冷却用部
材（60）のパワーモジュール（56）との非接触面（60b）側に、高温冷媒が流通する複数
の高温冷媒流路（61b）が形成されている。複数の高温冷媒流路（61b）は、冷媒流路（61
a）を取り囲むように配列されている。
【０１１２】
　　実施形態４では、冷媒流路（61a）に低温の冷媒が流入すると、該冷媒の冷熱が接触
面（60a）を介してパワーモジュール（56）に伝達される。その結果、通電によって発熱
するパワーモジュール（56）の温度上昇が抑制される。
【０１１３】
　　一方、冷却用部材（60）の冷媒流路（61a）の前記非接触面（60b）側の部分は、高温
冷媒流路（61b）を流れる高温冷媒によって加熱される。そのため、冷媒流路（61a）を流
れる低温の冷媒の冷熱は、冷媒流路（61a）の前記非接触面（60b）側の高温冷媒流路（61
b）を流通する高温冷媒又は該高温冷媒によって加熱された冷媒流路（61a）を取り巻く高
温部分に吸収される。また、非接触面（60b）は、高温冷媒流路（61b）を流通する高温冷
媒の温熱によって加熱されて高温になる。このようにして、高温の冷媒が流通する高温冷
媒流路（61b）によって冷媒流路（61a）の冷媒の冷熱が冷却用部材（60）のパワーモジュ
ール（56）との接触面（60a）以外の非接触面（60b）から外部伝達することが阻止される
。つまり、本実施形態４では、上記複数の高温冷媒流路（61b）が、本発明に係る阻止手
段を構成する。これにより、冷却用部材（60）の周囲における結露水の発生が抑制され、
この結露水が電子部品（56,57,59）の方へ流れてしまうことが抑制される。従って、電子
部品（56,57,59）の故障を回避できる。
【０１１４】
　　《発明の実施形態５》
　　図１２に示すように、実施形態５は、実施形態４の冷却用部材（60）の本体部（61）
の内部の構造を一部変更したものである。
【０１１５】
　　具体的には、冷媒流路（61a）と高温冷媒流路（61b）との間に真空層（68）を形成し
たものである。真空層（68）は、パワーモジュール（56）の外縁を取り巻くように形成さ
れている。
【０１１６】
　　このような構成によれば、冷媒流路（61a）を流れる冷媒の冷熱は、断熱層（68）に
よって遮断されるため、上記冷媒の冷熱の冷却用部材（60）の非接触面（60b）からの外
部伝達がより確実に阻止される。また、冷媒流路（61a）の冷媒の冷熱が高温冷媒流路（6
1b）に伝達されないため、高温冷媒流路（61b）の高温冷媒の温熱が全て非接触面（60b）
付近の加熱に用いられて非接触面（60b）付近を比較的高い温度に保つことができる。つ
まり、本実施形態５では、上記真空層（68）と複数の高温冷媒流路（61b）とによって、
本発明に係る阻止手段が構成されることとなる。これにより、冷却用部材（60）の周囲に
おける結露水の発生を抑制することができ、パワーモジュール（56）の故障を回避するこ
とができる。
【０１１７】
　　－実施形態５の変形例－
　　なお、上記真空層（68）によって構成されていた断熱層は、空気層によって構成され
ていてもよい。また、上記真空層（68）が形成されていたスペースに、樹脂材料やウレタ
ン等を充填して断熱層を形成することとしてもよい。また、上記真空層（68）の配置は、
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上述の形態に限定されず、例えば、高温冷媒流路（61b）の１つを真空層（68）に置き換
えてもよい。
【０１１８】
　　《発明の実施形態６》
　　図１３に示すように、実施形態６は、実施形態１の冷却用部材（60）の構造を変更し
たものである。
【０１１９】
　　実施形態６では、冷却用部材（60）はアルミニウム等の熱伝導率の高い金属材料で構
成された実施形態３と同様の本体部（61）と、該本体部（61）のパワーモジュール（56）
との接触面以外の非接触面を覆う断熱層（65）とを備えている。該断熱層（65）は、例え
ば、本体部（61）の周囲に断熱性を有する樹脂材料をインサート成形することにより形成
される。
【０１２０】
　　冷却用部材（60）の内部には、冷媒回路（20）の高温の冷媒を減圧して冷却用の低温
の冷媒を生成する減圧機構としての固定絞り（81）が設けられている。具体的には、本実
施形態６では、固定絞り（81）は、断熱層（65）の内部に設けられている。また、冷却用
部材（60）内では、パワーモジュール（56）を冷却した後の冷媒と固定絞り（81）よりも
上流側の冷媒とが熱交換するように入口側配管（82）と出口側配管（83）とが熱交換可能
に接触している。つまり、本実施形態６では、本体部（61）の入口側配管（82）に固定絞
り（81）が形成され、入口側配管（82）の固定絞り（81）よりも上流側の部分と本体部（
61）の出口側配管（83）とが熱交換可能に接触した状態で、固定絞り（81）と、熱交換部
（84）（入口側配管（82）と出口側配管（83）との接触部）と、本体部（61）のパワーモ
ジュール（56）との接触面以外の非接触面とが覆われるように樹脂材料をインサート成形
することによって形成されている。
【０１２１】
　　このような構成により、低温の冷媒を生成する減圧機構としての固定絞り（81）を冷
却用部材（60）の内部に設けて冷却用部材（60）の冷媒入口付近に高温冷媒が流れるよう
に構成することにより、冷却用部材（60）の冷媒入口周辺における結露水の発生を抑制す
ることができる。従って、パワーモジュール（56）の故障を回避することができる。
【０１２２】
　　また、本実施形態６によれば、冷却用部材（60）の内部において、パワーモジュール
（56）を冷却した後の低温の冷媒と固定絞り（81）の上流側の高温の冷媒とを熱交換させ
て冷却用部材（60）から流出する冷媒の温度を上昇させることにより、冷却用部材（60）
の冷媒出口周辺における結露水の発生を抑制することができる。従って、パワーモジュー
ル（56）の故障を回避することができる。
【０１２３】
　　－実施形態６の変形例－
　　図１４に示すように、実施形態６の変形例では、本体部（61）の入口側配管（82）に
固定絞り（81）が形成された状態で、固定絞り（81）と、本体部（61）のパワーモジュー
ル（56）との接触面以外の非接触面とが覆われるように樹脂材料をインサート成形するこ
とによって形成されている。つまり、実施形態６のように、入口側配管（82）の固定絞り
（81）よりも上流側の部分と本体部（61）の出口側の配管とが熱交換可能に接触していな
い。一方、本体部（61）の冷媒出口には断熱パイプ（85）が接続されている。
【０１２４】
　　このような構成により、冷却用部材（60）の内部においてパワーモジュール（56）を
冷却した後の冷却用冷媒は、冷却用部材（60）の冷媒出口から断熱パイプ（85）に流入す
る。断熱パイプでは、冷却用冷媒の冷熱が外部へ伝達されないため、冷却用部材（60）の
冷媒出口付近における結露水の発生が抑制される。このようにして、本変形例によっても
、容易な構成によって冷却用部材（60）の冷媒入口付近及び冷媒出口付近における結露水
の発生を抑制することができる。
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　　《その他の実施形態》
　　前記各実施形態では、冷凍サイクルを行う冷凍装置として空調機（10）を用いている
。しかしながら、冷凍サイクルを行う冷凍装置として、例えば、ヒートポンプ式のチラー
ユニットや、給湯器、冷蔵庫や冷凍庫の庫内を冷却する冷却装置等を用いるようにしても
よい。
【０１２６】
　　また、前記各実施形態では、本発明に係るパワーモジュール（56,56）のみを冷却用
部材（60）で冷却できる構成について説明したが、例えば、コンデンサ（57）を冷却用部
材（60）の本体部（61）の前面（第１空間（S1）側の面）に接触させることで、冷却用部
材（60）によってコンデンサ（57）を冷却できるようにしてもよい。
【０１２７】
　　本発明に係る冷却用部材の用途は、圧縮機（30）のパワーモジュール（56）の冷却に
限定されない。例えば、ＣＰＵ（central processing unit）のパワーモジュールを冷却
してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　　以上説明したように、本発明は、冷却用部材によってパワーモジュールを冷却する冷
凍装置に関し有用である。
【符号の説明】
【０１２９】
　10　　空調機（冷凍装置）
　20　　冷媒回路
　30　　圧縮機
　50　　インバータ制御盤
　56　　パワーモジュール（電子部品、パワーモジュール）
　57　　コンデンサ（電子部品）
　59　　リアクトル（電子部品）
　60　　冷却用部材
　61　　本体部
　62　　冷媒管
　65　　断熱層
　66　　断熱層



(20) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(22) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(23) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

10

20

30

40



(25) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

10

20

30

40



(26) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

10

20

30

40



(27) JP WO2011/083756 A1 2011.7.14

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

