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(57)【要約】
【課題】端部管の保持が安定する配管支持機構付空調装
置を提供する。
【解決手段】開示されるによると、ベース部１４とカバ
ー部１５とによって、台座部２０と、ホルダ機構３０と
の両方が提供される。台座部２０は、ベース端部および
カバー端部によって提供される。ホルダ機構３０は、ベ
ース凹部およびカバー凹部によって提供される。ホルダ
機構３０は、台座部２０の背後に位置して、端部管１２
ｃ、１２ｄを支持している。ベース部１４とカバー部１
５とは、連結機構４０によって連結される。台座部２０
の背後において、ホルダ機構３０は、端部管１２ｃ、１
２ｄを支持するから、端部管１２ｃ、１２ｄの保持が安
定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気と熱媒体とを熱交換させる熱交換器（１１）を収容するケース（１０ｅ）と、
　前記ケースが配置された対象室（２）と機械室（３）とを仕切る隔壁部（４）から前記
熱交換器に向けて延びており、前記熱交換器に熱媒体を供給する端部管（１２ｃ、１２ｄ
）と、
　前記隔壁部に面するように位置付けられ、前記端部管が位置付けられる台座部（２０）
と、
　前記台座部に装着されており、前記台座部と前記隔壁部との間に位置付けられるシール
部材（１６）と、
　前記端部管を支持するホルダ機構（３０）と、
　樹脂材料によって前記ケースと一体的に成形されており、前記ケースから前記隔壁部に
向けて延び出すベース部であって、前記台座部の一部分を提供するベース端部（２１）、
および、前記ベース端部の背後に位置して前記ホルダ機構として前記端部管を支持するベ
ース凹部（３１、３２）を有するベース部（１４）と、
　前記ケースとは別体であり、前記ベース部に連結されるカバー部であって、前記台座部
の残部を提供するカバー端部（２２）、および、前記カバー端部の背後に位置して前記ホ
ルダ機構として前記端部管を支持するカバー凹部（３３、３４）を有するカバー部（１５
）と、
　前記ベース部と前記カバー部とを連結する連結機構（４０）とを備える配管支持機構付
空調装置。
【請求項２】
　前記ベース端部および前記カバー端部は、前記隔壁部と平行に広がっており、
　前記ホルダ機構は、前記ベース端部および前記カバー端部の背後に、前記ベース端部お
よび前記カバー端部と平行に広がっている請求項１に記載の配管支持機構付空調装置。
【請求項３】
　前記台座部と、前記ホルダ機構とは、前記端部管の延在方向に沿って隣接して配置され
ている請求項１または請求項２に記載の配管支持機構付空調装置。
【請求項４】
　前記端部管は、前記ベース端部と前記カバー端部との境界に沿って配置された複数の端
部管を含み、
　前記ベース凹部および前記カバー凹部のそれぞれは、複数の前記端部管のそれぞれを支
持する複数の凹部を有する請求項１から請求項３のいずれかに記載の配管支持機構付空調
装置。
【請求項５】
　前記連結機構は、
　ねじにより前記ベース凹部と前記カバー凹部とを締め付ける締付機構（４０ａ）と、
　樹脂材料の弾性変形を利用して前記ベース部と前記カバー部とを連結する係止機構（５
０）とを備える請求項１から請求項４のいずれかに記載の配管支持機構付空調装置。
【請求項６】
　複数の前記端部管は、２つの端部管を含み、
　前記締付機構は、２つの前記端部管の間に位置付けられており、
　前記係止機構は、２つの前記端部管の両側において前記ベース部と前記カバー部とを連
結している請求項５に記載の配管支持機構付空調装置。
【請求項７】
　前記締付機構は、スクリュー（４１、４４）と、前記カバー部に設けられた貫通穴（４
２、４５）と、前記ベース凹部または前記ケースに設けられた雌ねじ穴（４３、４６）と
を含み、
　前記係止機構は、爪およびフックを含むスナップフィット機構である請求項５または請
求項６に記載の配管支持機構付空調装置。
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【請求項８】
　さらに、前記連結機構は、ねじにより前記カバー部と前記ケースとを締め付ける締付機
構（４０ｂ）を備える請求項５から請求項７のいずれかに記載の配管支持機構付空調装置
。
【請求項９】
　前記ベース部は、前記ケースから前記隔壁部に向けて延び出すベースステー（１４ａ）
と、
　前記ベースステーの先端に配置されており、前記ベース端部、および、前記ベース凹部
を有するベースブロック（１４ｂ）とを備え、
　前記カバー部は、前記ケースに連結されたカバーステー（１５ａ）と、
　前記カバーステーの先端に配置されており、前記カバー端部、および、前記カバー凹部
を有するカバーブロック（１５ｂ）とを備える請求項１から請求項８のいずれかに記載の
配管支持機構付空調装置。
【請求項１０】
　前記ベース凹部または前記カバー凹部は、前記端部管に接触する接触片（３３ａ、３４
ａ）を有する請求項１から請求項９のいずれかに記載の配管支持機構付空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書における開示は、配管支持機構付空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、ヒータパイプを固定するためのパイプカバーを備える配管支持機構付空
調装置を開示する。この技術では、パイプカバーが、ヒータパイプを支持するためのブラ
ケット部を提供している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２６３１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の構成では、空調装置のケースに別体のパイプカバーが装着される。パイプカ
バーは、ブラケット部を提供している。さらに、パイプカバーは、グロメットを支持して
いる。これでは、パイプカバーの変形によって、ブラケットが変形し、ヒータパイプの固
定が安定しない。上述の観点において、または言及されていない他の観点において、配管
支持機構付空調装置にはさらなる改良が求められている。
【０００５】
　開示されるひとつの目的は、端部管の保持が安定する配管支持機構付空調装置を提供す
ることである。
【０００６】
　開示される他のひとつの目的は、組み立てやすい構成で、端部管の保持が安定する配管
支持機構付空調装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここに開示された配管支持機構付空調装置は、空気と熱媒体とを熱交換させる熱交換器
（１１）を収容するケース（１０ｅ）と、ケースが配置された対象室（２）と機械室（３
）とを仕切る隔壁部（４）から熱交換器に向けて延びており、熱交換器に熱媒体を供給す
る端部管（１２ｃ、１２ｄ）と、隔壁部に面するように位置付けられ、端部管が位置付け
られる台座部（２０）と、台座部に装着されており、台座部と隔壁部との間に位置付けら
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れるシール部材（１６）と、端部管を支持するホルダ機構（３０）と、樹脂材料によって
ケースと一体的に成形されており、ケースから隔壁部に向けて延び出すベース部であって
、台座部の一部分を提供するベース端部（２１）、および、ベース端部の背後に位置して
ホルダ機構として端部管を支持するベース凹部（３１、３２）を有するベース部（１４）
と、ケースとは別体であり、ベース部に連結されるカバー部であって、台座部の残部を提
供するカバー端部（２２）、および、カバー端部の背後に位置してホルダ機構として端部
管を支持するカバー凹部（３３、３４）を有するカバー部（１５）と、ベース部とカバー
部とを連結する連結機構（４０）とを備える。
【０００８】
　開示される配管支持機構付空調装置によると、ベース部とカバー部とによって、台座部
と、ホルダ機構との両方を提供することができる。しかも、台座部を提供するベース端部
およびカバー端部の背後に、ホルダ機構を提供するベース凹部およびカバー凹部が位置す
る。このため、台座部の背後において、ホルダ機構によって端部管を支持することができ
る。この結果、端部管の保持が安定する。
【０００９】
　この明細書における開示された複数の態様は、それぞれの目的を達成するために、互い
に異なる技術的手段を採用する。請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、後
述する実施形態の部分との対応関係を例示的に示すものであって、技術的範囲を限定する
ことを意図するものではない。この明細書に開示される目的、特徴、および効果は、後続
の詳細な説明、および添付の図面を参照することによってより明確になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態の空調装置を示す車両の透視図である。
【図２】空調装置の模式的な背面図である。
【図３】空調装置の配管支持機構を示す分解斜視図である。
【図４】配管支持機構のベース部を示す背面図である。
【図５】配管支持機構のベース部を示す側面図である。
【図６】配管支持機構のカバー部を示す側面図である。
【図７】配管支持機構のカバー部を示す正面図である。
【図８】配管支持機構のカバー部を示す底面図である。
【図９】カバー部の断面図である。
【図１０】配管支持機構の端面を示す拡大端面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面を参照しながら、複数の実施形態を説明する。複数の実施形態において、機能的に
および／または構造的に対応する部分および／または関連付けられる部分には同一の参照
符号、または百以上の位が異なる参照符号が付される場合がある。対応する部分および／
または関連付けられる部分については、他の実施形態の説明を参照することができる。
【００１２】
　図１において、空調装置１０は、多様な用途に利用可能である。ひとつの用途は、車両
を含む乗り物用空調装置である。ここで、乗り物の語は、広義に解釈されるべきであり、
車両、船舶、航空機などの移動体、および、アミューズメント機器、およびシミュレーシ
ョン機器などの固定物を含む。他の用途は、住宅、事業所などの定置施設用空調装置であ
る。図中には、車両における上方向ＵＰ、下方向ＤＷ、左方向ＬＴ、右方向ＲＴ、前方向
ＦＲ、および後方向ＲＲが図示されている。上方向ＵＰおよび下方向ＤＷが、重力方向を
示す。
【００１３】
　車両１は、乗員または貨物を収容する温度調節の対象室２を有する。車両１は、エンジ
ンまたはモータなどの動力源を収容する機械室３を有する。車両１は、対象室２と機械室
３との間に配置された隔壁部４を有する。隔壁部４は、車両１を構成する鋼板、または防
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音材によって提供されている。車両１は、機械室３に配置された熱源５（ＨＳ）を有する
。熱源５は、空調装置１０のために熱媒体を提供する。熱源５は、例えば、内燃機関（エ
ンジン）、電動機（モータ）、インバータ回路、電池などによって提供することができる
。熱媒体は、多くの場合、冷却液である。熱媒体は、例えば、水、または不凍液によって
提供することができる。
【００１４】
　車両１は、空調装置１０を有する。空調装置１０は、例えば、車両１の前席の前方に搭
載されている。空調装置１０は、車両１の後部、天井部など多様な位置に搭載することが
できる。空調装置１０は、空気の温度を調節するための熱交換器１１を有する。熱交換器
１１は、例えば、加熱用熱交換器である。熱交換器１１は、空気と熱媒体とを熱交換させ
ることによって、空気の温度を調節する。熱源５と熱交換器１１との間には、熱媒体を流
すための熱媒体通路１２が配置されている。熱媒体通路１２は、熱源５と熱交換器１１と
の間に配置された往復管である。熱媒体通路１２は、対象室２と機械室３との間を、隔壁
部４を貫通して延びている。さらに、空調装置１０は、配管支持機構１３を備える。空調
装置１０は、配管支持機構付空調装置である。配管支持機構１３は、熱媒体通路１２を支
持する。配管支持機構１３は、隔壁部４の規定の位置に熱媒体通路１２の開口端を位置づ
ける部材によって提供されている。
【００１５】
　図２は、空調装置１０を示す背面図である。空調装置１０は、内外気ユニット１０ａ、
送風ユニット１０ｂ、および空調ユニット１０ｃを有する。内外気ユニット１０ａ、送風
ユニット１０ｂ、および空調ユニット１０ｃは、それぞれ、樹脂製の部分ケースを有する
。これら部分ケースは、互いに連結されている。これら部分ケースは、空調するための空
気が流れる通路を形成する。空調ユニット１０ｃは、選択可能な複数の吹出口１０ｄを有
する。空調ユニット１０ｃのケース１０ｅは、ひとつまたは複数の熱交換器、およびひと
つまたは複数の流れ制御ドアのような機能部品を収容している。ケース１０ｅは、対象室
２に配置されている。
【００１６】
　例えば、空調ユニット１０ｃは、空気を加熱する加熱用の熱交換器１１を有する。熱交
換器１１は、車両１の廃熱を放熱する放熱器によって提供されている。熱交換器１１は、
蒸気圧縮式冷凍サイクルの凝縮器によって提供されてもよい。熱交換器１１は、ジュール
熱型放熱器、吸着式冷凍サイクル、磁気熱効果型冷凍サイクル、熱電効果型冷凍サイクル
など、多様なヒートポンプサイクルによって提供されてもよい。空調装置１０は、冷却用
熱交換器を備えることができる。冷却用熱交換器は、蒸気圧縮式冷凍サイクルの蒸発器に
よって提供することができる。冷却用熱交換器は、吸着式冷凍サイクル、磁気熱効果型冷
凍サイクル、熱電効果型冷凍サイクルなど、多様な冷凍サイクルによって提供されてもよ
い。
【００１７】
　代表的な空気ＡＲの流れは、内外気ユニット１０ａから入り、送風ユニット１０ｂを通
り、さらに空調ユニット１０ｃを通過する。空気ＡＲは、空調ユニット１０ｃにおいて、
熱交換器１１を通過して、温度調節される。温度調節された空気ＡＲは、ひとつまたは複
数の吹出口１０ｄから吹き出される。これにより、空調が提供される。
【００１８】
　配管支持機構１３は、２本の管１２ａ、１２ｂを支持する。管１２ａ、１２ｂは、往路
管と、復路管とを提供する。管１２ａ、１２ｂは、ヒータパイプとも呼ばれる。配管支持
機構１３は、空調装置１０のケース１０ｅに一体的に成形されているベース部１４を備え
る。ケース１０ｅとベース部１４とは、連続した樹脂材料によって一体的に成形されてい
る。配管支持機構１３は、ケース１０ｅとは別体のカバー部１５を備える。カバー部１５
は、樹脂製である。カバー部１５は、ベース部１４およびケース１０ｅに装着されている
。カバー部１５がベース部１４およびケース１０ｅに装着されることによって、配管支持
機構１３の基本的な形状が提供されている。
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【００１９】
　図３は、空調装置１０における配管支持機構１３の分解状態を示す分解斜視図である。
一点鎖線は、複数の部品の組み付け方向を示している。配管支持機構１３は、空調装置１
０の角部に配置されている。配管支持機構１３は、ケース１０ｅから、機械室３へ向けて
、突出している。空調装置１０は、機械室３に面する背面１０ｇを有する。空調装置１０
は、車両１の側方に面する側面１０ｆを有する。この実施形態では、側面１０ｆは、左方
向ＬＴを指向している。空調装置１０は、車両１が利用される地域の道路規則に適合する
ように、左右に変更可能である。よって、側面１０ｆが指向する方向は、図示の実施形態
に限定されない。
【００２０】
　空調装置１０は、破線で示される熱交換器１１を有する。熱交換器１１と、熱源５との
間に２本の管１２ａ、１２ｂが配置されている。管１２ａ、１２ｂは、２つの端部管１２
ｃ、１２ｄを有する。端部管１２ｃ、１２ｄは、金属製の管である。端部管１２ｃ、１２
ｄは、２つの開口１２ｅ、１２ｆから真っ直ぐに延びている。２つの端部管１２ｃ、１２
ｄは、隔壁部４を貫通するように、延びている。２つの端部管１２ｃ、１２ｄは、対象室
２から機械室３に向けて延び出している。２つの端部管１２ｃ、１２ｄは、互いに平行で
ある。２つの端部管１２ｃ、１２ｄは、互いに上下に配置されている。
【００２１】
　配管支持機構１３は、シール部材１６を有する。シール部材１６は、配管支持機構１３
に装着されている。シール部材１６は、隔壁部４と、配管支持機構１３との間に配置され
る。シール部材１６は、隔壁部４と配管支持機構１３との間の隙間を抑制するシール部材
として機能する。シール部材１６は、機械室３から対象室２への騒音を抑制する防音部材
としても機能する。シール部材１６は、ウレタン、ゴム、エラストマによって提供するこ
とができる。シール部材１６は、ゴム製のグロメットによって提供されてもよい。シール
部材１６は、パッキン、グロメット、クッション材など多様な呼び名で呼ばれることがあ
る。
【００２２】
　配管支持機構１３は、シール部材１６を保持するための台座部２０を有する。シール部
材１６は、台座部２０と隔壁部４との間に位置付けられる。台座部２０は、ベース部１４
と、カバー部１５との両方によって提供されている。台座部２０は、機械室３から見て、
長円形である。台座部２０は、長円の軸上に配置された２つの貫通穴を提供する。これら
貫通穴のそれぞれには、２つの端部管１２ｃ、１２ｄが位置付けられる。台座部２０は、
シール部材１６に適合した形状を有する。シール部材１６は、台座部２０の上に固定され
ている。シール部材１６は、台座部２０の上に、係合、接着、粘着テープによる貼付けな
どの手法によって、装着することができる。
【００２３】
　ベース部１４は、台座部２０の一部を提供する。ベース部１４は、樹脂材料によってケ
ース１０ｅと一体的に成形されている。ベース部１４は、ケース１０ｅから隔壁部４に向
けて延び出している。ベース部１４は、台座部２０の一部分を提供するブロックを有する
。ベース部１４は、複数の板状部分を組み合わせた部材である。ブロックの外形も、複数
の板状部分によって形成されている。ブロックの形状は、ほぼ半柱に相当する。
【００２４】
　カバー部１５は、台座部２０の残部を提供するブロックを有する。カバー部１５は、ケ
ース１０ｅとは別体である。カバー部１５は、ベース部１４に連結される。カバー部１５
は、台座部２０の１／２の部分を提供する。カバー部１５は、複数の板状部分を組み合わ
せた部材である。
【００２５】
　配管支持機構１３は、管１２ａ、１２ｂを保持するためのホルダ機構３０を有する。ホ
ルダ機構３０は、管１２ａ、１２ｂを径方向に締め付ける。ホルダ機構３０は、ベース部
１４に形成された複数の半円空洞と、カバー部１５に形成された複数の半円空洞とによっ
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て提供されている。ベース部１４とカバー部１５とが正規の関係に組み合わせられること
により、複数の半円空洞と、複数の半円空洞とは、管１２ａ、１２ｂを収容するための２
つの開口を形成する。これら２つの開口には、２つの端部管１２ｃ、１２ｄが、それぞれ
配置され、固定される。
【００２６】
　ホルダ機構３０は、台座部２０に隣接して設けられている。ホルダ機構３０は、台座部
２０と、背面１０ｇとの間に設けられている。言い換えると、ホルダ機構３０は、台座部
２０の直近、かつ真裏に位置付けられている。台座部２０と、ホルダ機構３０とは、端部
管１２ｃ、１２ｄの延在方向に沿って隣接して配置されている。このため、端部管１２ｃ
、１２ｄの位置ずれが抑制される。端部管１２ｃ、１２ｄを隔壁部４に向けて確実に位置
付けることができる。
【００２７】
　カバー部１５は、空調装置１０の側方から、ベース部１４およびケース１０ｅに固定さ
れる。カバー部１５は、端部管１２ｃ、１２ｄを含む部分を覆う。カバー部１５は、熱媒
体通路１２を支持し、固定する。
【００２８】
　配管支持機構１３は、カバー部１５を、ベース部１４およびケース１０ｅに固定するた
めの連結機構４０を有する。連結機構４０は、空調装置１０の側方から、カバー部１５を
固定する。連結機構４０は、ねじによる締付機構４０ａ、４０ｂと、係止機構５０とを有
する。係止機構５０は、２つの部材を噛み合わせる。加えて、係止機構５０は、樹脂の弾
力性を利用して、樹脂製の爪とフックとを係合させることにより、２つの部材を連結させ
る機構である。係止機構５０は、ベース部１４とカバー部１５とをすべての方向に対して
連結する。係止機構５０は、２つの端部管１２ｃ、１２ｄの両側においてベース部１４と
カバー部１５とを連結している。この実施形態では、２つの端部管１２ｃ、１２ｄの上部
に爪とフックとの第１対が配置されており、２つの端部管１２ｃ、１２ｄの下部に爪とフ
ックとの第２対が配置されている。
【００２９】
　締付機構４０ａは、第１の締付機構とも呼ばれる。締付機構４０ａは、スクリュー４１
と、カバー部１５に形成された貫通穴４２と、ベース部１４に形成された雌ねじ穴４３と
を有する。締付機構４０ａは、ホルダ機構３０の中において、ベース部１４とカバー部１
５とを強固に連結する。締付機構４０ａは、２つの端部管１２ｃ、１２ｄの間に位置付け
られている。これにより、ホルダ機構３０によって端部管１２ｃ、１２ｄを確実に保持し
、固定することができる。
【００３０】
　締付機構４０ｂは、第２の締付機構とも呼ばれる。締付機構４０ｂは、スクリュー４４
と、カバー部１５に形成された貫通穴４５と、側面１０ｆに形成された雌ねじ穴４６とを
有する。雌ねじ穴４６は、予め形成された雌ねじを有していてもよい。また、スクリュー
４１および／またはスクリュー４４がタッピングスクリューである場合には、ねじのない
穴でもよい。締付機構４０ａは、ベース部１４から離れた位置において、カバー部１５を
ケース１０ｅ（側面１０ｆ）に直接的に固定する。
【００３１】
　図４は、ベース部１４を示しており、図３の矢印ＩＶ方向の背面図である。れている。
ベース部１４は、背面１０ｇから突出している。ベース部１４は、ベースステー１４ａと
、ベースブロック１４ｂとを有する。ベースステー１４ａは、背面１０ｇから延び出して
いる。ベースステー１４ａは、ケース１０ｅから隔壁部４に向けて延び出している。ベー
スステー１４ａは、複数の板状部分によって形成されている。ベースブロック１４ｂは、
ベースステー１４ａの先端に配置されている。ベースブロック１４ｂは、ベース端部２１
、および、ベース凹部３１、３２を有する。ベースブロック１４ｂは、長円断面をもつ円
柱ブロック体を長軸に沿って２分した基本形を有する。ベースブロック１４ｂは、端面上
に、台座部２０としてのベース端部２１を有する。ベース端部２１は、隔壁部４に面して
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おり、隔壁部４と平行に広がる平面部を提供する。ベース端部２１は、台座部２０の一部
分を提供する。ベースブロック１４ｂは、ホルダ機構３０を提供する。ベース部１４は、
ベースブロック１４ｂの半割面に、ホルダ機構３０ための複数の半円空洞を有する。ベー
スブロック１４ｂは、長軸上に、ホルダ機構３０を提供するための半円空洞を有する。ベ
ースブロック１４ｂは、半円内面をもつベース凹部３１、３２を有する。ベースブロック
１４ｂは、雌ねじ穴４３を有する。ベースステー１４ａは、ベースブロック１４ｂと背面
１０ｇとの間において、管１２ａ、１２ｂと平行に延びている。
【００３２】
　図５は、ベース部１４を示しており、図３の矢印Ｖ方向の側面図である。図示されるよ
うに、ベースステー１４ａは、背面１０ｇから延び出している。ベースブロック１４ｂは
、長軸をなす面に、ホルダ機構３０を提供するためのベース凹部３１、３２を有する。ベ
ース凹部３１、３２は、ベース端部２１の背後に位置して、ホルダ機構３０として端部管
１２ｃ、１２ｄを支持する。ひとつの半円凹部は、複数の半円凹部板によって形成されて
いる。例えば、ひとつのベース凹部３１は、複数のベース凹部板３１ａ、３１ｂ、３１ｃ
、３１ｄによって形成されている。これら複数のベース凹部板３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、
３１ｄは、ベース凹部３１の中心軸ＡＸ３１に沿って配置されている。ベース凹部３２も
、同様の形状を有する。ベース凹部３２は、中心軸ＡＸ３２を有する。中心軸ＡＸ３１、
ＡＸ３２は、そこに配置される端部管１２ｃ、１２ｄの中心軸でもある。中心軸ＡＸ３１
、ＡＸ３２は、空調装置１０から隔壁部４に向けて延びている。中心軸ＡＸ３１、ＡＸ３
２は、隔壁部４を貫通するように延びている。中心軸ＡＸ３１、ＡＸ３２は、隔壁部４に
垂直である。
【００３３】
　雌ねじ穴４３は、２つのベース凹部３１、３２の間に位置している。締付機構４０ａの
締付け力は、雌ねじ穴４３に加えられる。よって、締付機構４０ａの締付け力は、ホルダ
機構３０において端部管１２ｃ、１２ｄを確実に締め付けるように作用する。ベースブロ
ック１４ｂは、係止機構５０のための爪５１、５２を有する。爪５１、５２は、ベースブ
ロック１４ｂから突出している。雌ねじ穴４６は、雌ねじ穴４３から離れて位置している
。これにより、カバー部１５の回転が阻止される。
【００３４】
　図６は、カバー部１５を示しており、図３の矢印ＶＩ方向の側面図である。カバー部１
５は、空調装置１０の側面を覆うことによって保護するプロテクタ板でもある。カバー部
１５は、側面１０ｆの上からベース部１４に沿って延びるカバーステー１５ａを有する。
カバー部１５は、カバーブロック１５ｂを有する。カバーブロック１５ｂは、カバーステ
ー１５ａの先端に配置されている。カバーブロック１５ｂは、カバー端部２２、および、
カバー凹部３３、３４を有する。カバーブロック１５ｂは、ベースブロック１４ｂより薄
い。カバーブロック１５ｂは、端面上に、台座部２０としてのカバー端部２２を有する。
カバー端部２２は、隔壁部４に面しており、隔壁部４と平行に広がる平面部を提供する。
カバー端部２２は、台座部２０の残部を提供する。カバーブロック１５ｂは、ホルダ機構
３０を提供する。さらに、カバーブロック１５ｂは、係止機構５０のためのフック５３、
５４を有する。フック５３、５４は、カバーブロック１５ｂから突出している。貫通穴４
２の周囲は、スクリュー４２を受ける座面を提供する。貫通穴４５は、スクリュー４４を
受ける座面を提供する。
【００３５】
　図７は、カバー部１５を示しており、図６の矢印ＶＩＩ方向の正面図である。カバー部
１５は、カバーブロック１５ｂの分割面に、ホルダ機構３０ための複数の半円空洞を有す
る。カバーブロック１５ｂは、長軸をなす面に、ホルダ機構３０を提供するためのカバー
凹部３３、３４を有する。カバー凹部３３、３４は、カバー端部２２の背後に位置して、
ホルダ機構３０として端部管１２ｃ、１２ｄを支持する。カバー凹部３３、３４は、接触
片３３ａ、３４ａを有する。例えば、ひとつのカバー凹部３３は、内部に接触片３３ａを
有する。接触片３３ａは、端部管１２ｃの外形面に接触する。接触片３３ａは、端部管１
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２ｃに接触することにより、弾性的に変形することができる。接触片３３ａは、端部管１
２ｃを柔らかく支える。カバー凹部３４も、同様の形状を有する。
【００３６】
　図８は、カバー部１５を示しており、図６の矢印ＶＩＩＩ方向の底面図である。フック
５４は、カバーブロック１５ｂからベースブロック１４ｂに向けて突出している。図４か
ら図８において、ホルダ機構３０は、ベース端部２１およびカバー端部２２の背後に、ベ
ース端部２１およびカバー端部２２と平行に広がっている。
【００３７】
　図９は、カバー部１５の断面を示しており、図６のＩＸ－ＩＸ線における断面図である
。カバー端部２２は、破線によって図示されている。
【００３８】
　図１０は、ベース部１４とカバー部１５とを含む配管支持機構１３の端面図である。図
１０は、図６のＩＸ－ＩＸ線における端面を示している。カバー端部２２は、破線によっ
て図示されている。さらに、図１０では、端部管１２ｃ、１２ｄの断面が図示されている
。ベースブロック１４ｂと、カバーブロック１５ｂとは、締付機構４０ａ、および係止機
構５０によって連結されている。ベースブロック１４ｂと、カバーブロック１５ｂとは、
ベース端部２１とカバー端部２２とが連結されることにより台座部２０を提供している。
さらに、ベースブロック１４ｂと、カバーブロック１５ｂとは、ベース凹部３１、３２、
および、カバー凹部３３、３４によって、端部管１２ｃ、１２ｄを支持するためのホルダ
機構３０を提供している。ベースブロック１４ｂと、カバーブロック１５ｂとは、締付機
構４０ａ、および係止機構５０を含む連結機構４０によって連結されている。
【００３９】
　端部管１２ｃ、１２ｄは、ベース端部２１とカバー端部２２との境界に沿って配置され
ている。この例では、境界は、上下方向に延びる分割面である。ベース凹部およびカバー
凹部のそれぞれは、複数の端部管１２ｃ、１２ｄのそれぞれを支持する複数のベース凹部
３１、３２および複数のカバー凹部３３、３４を有する。
【００４０】
　空調装置１０の製造方法において、まず準備工程が実行される。準備工程では、管１２
ａ、１２ｂが規定の形状に曲げられる。準備工程では、空調装置１０の複数の部分ケース
、およびカバー部１５が樹脂材料により成形される。準備工程では、複数の部分ケースが
組み立てられる。さらに、準備工程では、ケース１０ｅの中に熱交換器１１が配置される
。次に、管１２ａ、１２ｂが、空調装置１０の規定の位置に位置付けられる。このとき、
ベース部１４のベース凹部３１、３２に端部管１２ｃ、１２ｄが位置付けられる。次に、
カバー部１５が固定される。この固定工程は、３段階を含む。第１の段階は、係止機構５
０によって、カバー部１５をベース部１４に連結する段階である。第１の段階の後に、第
２の段階は、締付機構４０ａによって、カバー部１５をベース部１４に締め付ける。第１
の段階の後に、第３の段階は、締付機構４０ｂによって、カバー部１５をケースに締め付
ける。第２の段階と、第３の段階とは、順序を入れ替え可能である。この固定工程による
と、係止機構５０が予備的な仮固定を提供する。このため、後続の第２の段階、および第
３の段階による熱媒体通路１２のずれが抑制される。固定工程により、台座部２０が形成
される。次に、シール部材１６は、台座部２０に装着される。次に、空調装置１０は、シ
ール部材１６を隔壁部４に接触させるように、車両１に搭載される。こうして、空調装置
１０が完成する。
【００４１】
　この実施形態によると、ホルダ機構３０は、台座部２０の直後において、端部管１２ｃ
、１２ｄを支持している。よって、台座部２０に対して、端部管１２ｃ、１２ｄのずれを
抑制するように、端部管１２ｃ、１２ｄを確実に保持することができる。ホルダ機構３０
は、締付機構４０ａ、および係止機構５０によって連結されている。よって、ホルダ機構
３０は、端部管１２ｃ、１２ｄを確実に支持することができる。さらに、台座部２０を提
供するベース端部２１、およびカバー端部２２は、ホルダ機構３０を提供するためのベー
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スブロック１４ｂ、およびカバーブロック１５ｂに樹脂材料によって一体的に形成されて
いる。よって、ベースブロック１４ｂ、およびカバーブロック１５ｂによって、台座部２
０とホルダ機構３０との両方を形成することができる。
【００４２】
　他の実施形態
　この明細書および図面等における開示は、例示された実施形態に制限されない。開示は
、例示された実施形態と、それらに基づく当業者による変形態様を包含する。例えば、開
示は、実施形態において示された部品および／または要素の組み合わせに限定されない。
開示は、多様な組み合わせによって実施可能である。開示は、実施形態に追加可能な追加
的な部分をもつことができる。開示は、実施形態の部品および／または要素が省略された
ものを包含する。開示は、ひとつの実施形態と他の実施形態との間における部品および／
または要素の置き換え、または組み合わせを包含する。開示される技術的範囲は、実施形
態の記載に限定されない。開示されるいくつかの技術的範囲は、請求の範囲の記載によっ
て示され、さらに請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での全ての変更を含むものと
解されるべきである。
【００４３】
　上記実施形態では、管１２ａ、１２ｂとして、冷却液を流すための管を用いる。これに
代えて、管１２ａ、１２ｂは、固定の仕切板を貫通する多様な管によって提供することが
できる。例えば、管１２ａ、１２ｂは、蒸気圧縮式冷凍サイクルの冷媒を流すための管で
もよい。例えば、管１２ａ、１２ｂは、吸収型冷凍サイクルの吸収溶液、または、吸着型
冷凍サイクルの水などの作業媒体を流すための管でもよい。
【００４４】
　上記実施形態では、ベース部１４に爪５１、５２を形成し、カバー部１５にフック５３
、５４を形成している。これに代えて、ベース部１４にフックを形成し、カバー部１５に
爪を形成してもよい。また、係止機構５０は、多様な形状の爪とフックによって提供可能
である。
【００４５】
　上記実施形態では、２つの端部管１２ｃ、１２ｄは、上下方向に配列されている。これ
に代えて、２つの端部管１２ｃ、１２ｄは、並んでいればよく。左右方向、または斜め方
向などに配列することができる。これらの場合、ベースブロック１４ｂとカバーブロック
１５ｂとの連結方向も、左右方向、または斜め方向となる。また、上記実施形態では、台
座部２０は、ベース端部２１およびカバー端部２２の２つによって提供されている。これ
に代えて、台座部２０は、３つまたはそれ以上の部材によって提供されてもよい。また、
複数の部材の間の境界は、直線、Ｌ型、Ｔ型、Ｎ型、Ｗ型など多様な境界によって提供す
ることができる。
【００４６】
　上記実施形態では、端部管１２ｃ、１２ｄの外周に直接的にベース凹部３１、３２およ
びカバー凹部３３、３４を配置して締付けている。これに代えて、端部管１２ｃ、１２ｄ
の外周にクッション材を巻いて配置した後に、ベース凹部３１、３２およびカバー凹部３
３、３４を配置して締付けてもよい。また、上記実施形態では、カバー凹部３３、３４に
、接触片３３ａ、３４ａを設けている。これに代えて、ベース凹部３１、３２に、または
ベース凹部３１、３２とカバー凹部３３、３４との両方に、接触片３３ａ、３４ａを設け
てもよい。
【符号の説明】
【００４７】
　１　車両、２　対象室、３　機械室、４　隔壁部、５　熱源、
　１０　空調装置、１０ａ　内外気ユニット、
　１０ｂ　送風ユニット、１０ｃ　空調ユニット、１０ｄ吹出口、
　１０ｅ　ケース、１０ｆ　側面、１０ｇ　背面、１１熱交換器、
　１２　熱媒体通路、１２ａ　管、１２ｂ　管、１２ｃ　端部管、
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　１２ｄ　端部管、１２ｅ　開口、１２ｆ　開口、
　１３　配管支持機構、１４　ベース部、１４ａ　ベースステー、
　１４ｂ　ベースブロック、１５カバー部、１５ａカバーステー、
　１５ｂ　カバーブロック、１６　シール部材、２０　台座部、
　２１　ベース端部、２２　カバー端部、３０　ホルダ機構、
　３１、３２　ベース凹部、　３３、３４　カバー凹部、
　３１ａ－３１ｄ　ベース凹部板、３３ａ、３４ａ　接触片、
　４０　連結機構、４０ａ、４０ｂ　締付機構、
　４１、４４　スクリュー、４２、４５　貫通穴、
　４３、４６　雌ねじ穴、５０　係止機構、
　５１、５２　爪、５３、５４　フック、ＡＲ　空気、
　ＡＸ３１、ＡＸ３２　中心軸、ＵＰ　上方向、ＤＷ　下方向、
　ＬＴ　左方向、ＲＴ　右方向、ＦＲ　前方向、ＲＲ　後方向。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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