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1．研究背景・目的

現在，自動車業界ではガソリン車やディーゼル車に代わ

るパワートレインとして，ハイブリッド車や電気自動車の

開発が進められ，それに伴い，空調機器に対しても変化が

求められており，とりわけ解決すべき課題として，走行距

離に対する影響低減と暖房熱源の確保が挙げられる．ここ

で車両燃費（電費）を考慮するとヒートポンプシステム（以

下 HP）による暖房を行うのが最も有効であると考えられ

るが，寒冷地での使用による室外熱交換器の着霜現象によ

る熱伝達率低下と圧力損失増加が課題となることが予想

される．従来型のマルチフロータイプの熱交換器は性能向

上のためにフィンやチューブの微細化・細密化が進んでい

ることにより，フィン間の凝縮水あるいは融解水の滞留量

が増加することで，除霜性能は低下することが懸念される．

これらの課題に対する改善方法として，凝縮水の滞留を抑

制するフィンレスタイプの熱交換器が提案されている．本

研究は, フィンレス熱交換器における着霜現象のメカニズ

ムを解析し，現行の熱交換器に対するフィンレス熱交換器

の着霜耐力及び除霜性能の面で優位性を明らかにするこ

とを目的とする．

2．研究方法

温調空気供給装置内で温湿度調整された空気を冷却したテ

ストセクションへブロワによって送風し，平板間で着霜させる．

その後，再び温調空気供給装置へと戻される．テストセクショ

ン前後の空気状態とテストセクションへの熱流束を測定する

と同時に，画像処理を用いて霜層高さを計測する．フィンレス

熱交換器は図１に示す形状を想定し，本研究ではその空気側流

路一本をアルミで製作しテストセクションとして用いた．テス

トセクション流路は凹凸形状を周期的に持つものである．また

実験条件を表１に示す．
．

図１．熱交換器全体図 図２．テストセクション

表１．実験条件

入口空気温度 ℃ 7.0
入口絶対湿度 kg/kg 0.00533
冷却面温度 ℃ -10.0
初期風量 m3/h 5.0

3．研究成果

3.1 解析モデル

霜層成長の解析モデルを凹凸無しの平板で検証した．霜層の成

長過程は「霜柱発生期」，「霜層成長期」，「霜層成熟期」と

して分類されており，今回の実験では霜層表面での融解は確認

できないので，霜層成長期までの過程となる．

<霜柱発生期>

霜柱発生期は氷滴を核として針状

結晶が発生し，冷却面に垂直な方向

に一次元的に成長して霜柱となり，

空隙率が大きく表面粗さも粗い霜層

を形成する．予測には Tao らのモデ

ルを改良した山下のモデルを使用す

る．氷柱間隔を 0.60mm，初期氷柱

径 を 0.11mm ， 物 質 伝 達 率 を

0.035kg/m2sΔX とした場合に実験

値と近い値を示した．

<霜層成長期>

霜層成長期は霜柱の側面に側枝が発生し，三次元的に成長し

て霜層の空隙を埋めていき，表面粗さが小さくなり表面が平坦

な霜層を形成する過程である．水蒸気は霜層密度を増加させる

成分と霜層の高さを増加させる成分とに分かれ，密度増加成分

は霜層を多孔質層と考え，Fick の法則に従い，氷粒子の間の

空気の部分を水蒸気が濃度勾配に従って拡散する解析モデル

を使用する．屈曲度を空隙率で表した Le Gall らの式を用いた．

3.2 凹凸平板の霜層成長の解析

解析は凹凸を引き延ばして平行平板として扱い，着霜部の平

均霜層密度と平均霜層高さについて行った．

図４．平均霜層密度 図５．平均霜層高さ

図６．霜層密度の誤差率 図７．霜層高さの誤差率

誤差率は霜柱発生期と流路閉塞直前が大きくなっている．流路

閉塞直前，霜層密度の実験値が低下しているが，解析モデルは

計算上，積算していて低下することはないため乖離が見られた．

・凹凸平板の霜層成長（霜層高さ・霜層密度）を把握し，解析

モデルの計算値は実験値に対する平均誤差率を 5.5%以内に

収めることができた．

・凹凸平板（乱流）の霜層密度は平行平板（層流）の霜層密度

に比べて高くなる．また，凹凸平板ではレイノルズ数が高い

と，霜層密度が高くなる

・霜層高さは凹部平板（上部）に比べ，凸部平板（下部）が高

くなる傾向にあり，凸部高さは平均霜層高さに対しての影響

が少ない．

図 3 Tao らのモデル
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1. 研究背景・目的

空調機の高効率化が強く求められる現在，適用冷媒の低

GWP 化，及び使用制限も考慮に入れ，性能評価法を確立して

いく必要がある．適用冷媒問題については，車載用エアコンが

先行しており，現行冷媒 R134a は低 GWP の HFO 系に切り

替えが進んでいる．一方，自然冷媒も代替冷媒として期待され，

中でも CO2は早くから候補に挙げられていた．

そこで本研究では，サイクルシミュレーションモデルを構

築し，CO2冷媒を用いた車載用カーエアコンのサイクル性能を

評価する．基本的な CO2 冷凍サイクルの構成要素である圧縮

機，ガスクーラー，膨張弁，蒸発器のモデルを構築し，サイク

ル計算が収束することを確認した．その後，細分化した熱交換

器モデルを作成し，実機に近い挙動に近似させた．今年度は圧

縮機始動時から圧力が収束するまでのサイクルの挙動を把握

し，条件による挙動の変化を比較する．時間と冷媒物性変化の

関係，及びモリエル線図上におけるサイクル挙動より，モデル

の評価と条件の影響を把握する．

2. CO2サイクルシミュレーションモデルの構築

サイクルの構成要素は，圧縮機，ガスクーラー，膨張弁，蒸

器の 4 つで，各要素をモデル化した．熱交換器での伝熱量の

見積もりは，冷媒のエンタルピー変化によるエネルギー量（式

(1)）と冷媒と空気温度の差による伝熱量（式(2)）から計算し

た．
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また，圧縮機の冷媒吐出量と膨張弁流量はそれぞれの

の冷媒状態によって変化し，時間経過によって収束して

最終的に両者が一致して収束することで，圧力も収束す

3. 研究成果

構築したモデルを用いてシミュレーションを行った．初

件がサイクル挙動に影響すると考え，初期条件をパラメー

して変化させた場合の挙動を把握した．外気温，膨張弁

サイクル内圧力を初期パラメータとして，表 1 の(a)～(

つの条件を比較する．圧縮機回転数は 700rpm と一定で

張弁の最大口径を 2mm とし，開度は口径に対しての割合

ている．

Table1 Conditions of the Simulation

Condition Pattern (a) (b) (c)

Air Temperature ℃ 25 30 25

Opening Degree of
Expansion Valve

% 100 100 50

Initial Pressure kPa 5000 5000 5000

3.1 外気温による影響

外気温は空気側の条件として熱交換量に影響を及ぼす

(a)と(b)を比較したモリエル線図上のサイクル挙動(広が

を図 1 に示す．外気温が 30℃より 25℃の方が，ガスクー

において熱交換量は増加し，モリエル線図におけるエンタ

ー幅が拡大し，蒸発器側の熱交換量も増加する．そのた

2 の COP を比較すると外気温 25℃の方が高い．夏季にお

冷房使用時の外気温は基本的に 30℃以上と想定すると冷凍能

力が低下してしまうため，より高性能な熱交換器の設計が課題

となる．

3.2 膨張弁開度の影響

また，カーエアコンのサイクル制御は膨張弁により行って

いるため，膨張弁開度は性能に大きく関わってくる．本来，状

況に応じて開度を電子膨張弁で制御しているが，今回は異なる

開度をそれぞれ一定に保ち，その影響を把握した．条件(a)と

(c)を比較した時間経過における圧力変化を図 2 に示す．開度

100%に対して 50%の場合，高圧側に冷媒が多く保有され，圧

力が上がっていく．その分，圧縮機の負荷が増え，結果的に

COP が低下してしまう．実際は温度を制御パラメータとして

開度を調節しているため，圧力が上昇し過ぎる前に膨張弁を広

Condition(b)
Fig.1 Cycle Extension Behavior with Time
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3.3 初期圧力の影
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