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1 背景
　近年の環境に対する法規制強化に伴い、自動車
業界ではハイブリッド車を始め、プラグインハイ
ブリッド車や電気自動車といった環境対応車の開
発が加速している。
　これらの環境対応車は、アイドルストップ時や
EV走行時にエンジンを停止するため、エンジンに
頼らず運転可能な電動コンプレッサーが、車両の
省燃費と快適性の両立のために無くてはならない
存在となっている。
　当社は2003年に2代目プリウス向けに世界初
の量産車用電動コンプレッサー ES18の生産を開
始し、容量・機種バリエーションを拡大しながら、
2016年4月には生産台数累計1千万台を突破して
いる。
　環境対応車にとってEV航続距離が長いことは
高い商品価値となるが、エンジンなどの走行によ
る廃熱が少ないこれらの車両では、暖房の熱を確
保するために電気を使用する必要があり、その消
費電力がEV航続距離に大きく影響する（図1）。そ
のため効率的な熱創出が求められている。
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図1 暖房消費電力がEV航続距離に与える影響
Fig.1 Impact of energy consumption for cabin heating on EV driving range

　このようなニーズに対応する高効率な熱創出技
術の一つとしてヒートポンプがある。ヒートポン
プでの暖房は、コンプレッサーの消費電力に加え、
外気から吸熱した熱量も使用出来るため、効率の
良い暖房システムである。しかし、寒冷時には必要
暖房能力が確保できないという問題点があった。
それは、吸入冷媒の密度が低下する事によって、冷
媒の循環量が低下し、それに伴い外気からの吸熱
量や、コンプレッサーの消費電力が低下するため
である。今後拡大が予想される環境対応車のため
に、寒冷時におけるヒートポンプの大能力化が求
められていた。
　新たに開発したESBG27は、大能力化の技術と
して量産車世界初となるガスインジェクション機
能を備えており、2017年2月に発売したプリウス
PHVに搭載されている。ここではその製品概要を
紹介する。

2 ガスインジェクションサイクル
　図2はガスインジェクションサイクルを示す。
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図2 ガスインジェクションサイクル
Fig.2 Gas-injection heating cycle

　特徴として、圧縮工程が2段階で構成されてい
る2段圧縮サイクルであり、室外熱交換器を通っ
た冷媒を吸入、圧縮を行い、その吐出された冷媒と
中間から導いた冷媒を合流させ、もう一度圧縮さ
せるというサイクルになっている。
　サイクル上はコンプレッサーの冷媒吸入口が2
カ所必要なサイクルであり、コンプレッサーが2
台で構成されているのと同じである。
　このサイクルを採用する事で、液冷媒のみを室
外熱交換器へ流し、吸熱量を増大させ、かつ吸熱に
寄与しない密度の大きいガス冷媒をコンプレッ
サーへ戻し、冷媒循環量を増加させる事により、暖
房能力の大能力化を実現している。

3 コンプレッサーの対応
　実際にガスインジェクションサイクルに対応し
た電動コンプレッサーをプラグインハイブリッド
車や電気自動車に搭載するにあたり、他の電気関
係補機類も多く、搭載位置やスペースも限られて
くる。
　前述の通り、コンプレッサーを2台で構成する
事も可能であるが、搭載にあたり2台の構成は現
実的ではないため、コンプレッサー1台で対応す
る事とし、今回新規開発コンプレッサー ESBG27
は、中間から導いた冷媒をスクロールの圧縮工程
の途中に入れるガスインジェクション機構を採用
している。
　このガスインジェクション機構の動作を、図3
に示す。
　スクロールの圧縮途中に中間から導いた冷媒
を吸入できるインジェクションポートと呼ばれ
る導入口を2箇所設け、スクロールがある回転角
度に達すると、中間冷媒が導かれているインジェ
クションポートが圧縮室内と連通し（図3の②）、
さらに回転角度が進むと閉じる（図3の③）構成と
なっている。
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図3 ガスインジェクション機構
Fig.3 Gas-injection mechanism

　インジェクションポートが圧縮室内と連通して
いる時は、中間冷媒の圧力とスクロール圧縮室内
圧力との差圧（図3でハッチングした部分）でスク
ロール圧縮室内に中間冷媒を導く事が出来るよう
になっている。

4 ESBG27の内部構造と特徴
　ESBG27の内部構造（図4）とその主要諸元（表1）
を示す。

　ESBG27の内部構造として、圧縮機型式は静粛
性ポテンシャルが高いスクロール型を採用し、駆
動部であるモータは小型高出力に適した希土類磁
石を用いたDCブラシレスモータを採用し、イン
バータにより回転数制御を行っている。
　なおモータ・インバータは吸入冷媒によって冷
却できる構造となっている。
　ESBG27は、電動コンプレッサー ESBシリーズ
のESB27をベースとして開発を行っており、基本
構造はESB27と同じである。
　このESBシリーズは、従来のESシリーズに対し
て、効率で10%向上、質量で17%低減しており、高
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図4 ESBG27の内部構造
Fig.4 Internal stracture of "ESBG27"

表1 主要諸元
Table1 Specifications

Items Specification
Refrigerant HFC134a/HFO1234yf
Motor type DC brushless motor

Compressor type Scroll
Displacement 27 cm3/rev

Body diameter × Length Φ123 × 226
Weight 5.4 kg

Max speed 8600 r/min
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効率・小型軽量に対してポテンシャルの高い電動
コンプレッサーである。
　ESBG27の特徴は、そのポテンシャルの高い
ESB27の基本構造を踏襲し、かつ前述のガスイン
ジェクション機構部をアドオンできる構成とした
事である。
　アドオンしたインジェクションブロック内にガ
スインジェクション機構部をコンパクトに納めた
事で、質量は5.4kg（ES27以下）、体格はΦ123×
226（ES34同等）と最小限の体格UPに抑える事が
できた。

5 ガスインジェクション機構の設計
　新規開発コンプレッサーの特徴であるガスイン
ジェクション機構についての設計ポイントを以下
に述べる。

5.1 インジェクションブロック設計
　前述の通り、小型・軽量化が求められており、ガ
スインジェクション機構をいかにコンパクトに配
置・設計できるかがポイントである。
　通常、電動コンプレッサー内部には圧力によっ
て低圧と高圧の部屋がある。ガスインジェクショ
ン機構を採用すると、さらに中間圧力の部屋を設
ける必要があるため、構造が複雑となってしまう。
　ベースとしたESB27に対して、リアハウジング
とモータハウジングの間に、インジェクションブ
ロックを挟む事で、低圧室と高圧室の仕切りを設
けて、その間に中間圧力の部屋を追加する事がで
き、構造を簡素化する事が可能となった。
　次にESB27に簡単にアドオンできるよう、ガス
インジェクション機構部は一つのアセンブリと
し、インジェクションブロックの中に全て収める
事とした。
　ガスインジェクション機構部の主な構成部品を
図5に示す。
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図5 インジェクションブロック構成部品
Fig.5 Components of injection block

　インジェクションブロックにはサイクルから中
間冷媒を導入するための配管接続口が設けられて
おり、その厚みは配管接続口が配置できる最小の
厚みとし、コンプレッサーの体格アップを最小限
に抑えている。
　中間冷媒は、まず配管接続口から中間チャン
バーに流入する。中間チャンバーは、インジェク
ションブロックとインジェクションカバーとで
形成されており、インジェクションカバーはガス
ケットを介してインジェクションブロックに組み
付けられている。中間チャンバーの容積は、圧力脈
動を低減するため体格を犠牲にしない範囲で最大
化している。
　中間チャンバーへ流入した冷媒は、その後逆止
弁を通過して圧縮室へ導入される（図6）。逆止弁
はバルブプレート、インジェクションリード、リ
テーナガスケットから成り、中間圧力と圧縮室圧
力との差圧により、インジェクションリードが開
いて、圧縮室内に中間冷媒が流入する。また、圧縮
室圧力が中間圧力より上昇した際には、インジェ
クションリードが閉じて、中間チャンバーへの逆
流を防止している。

　開閉の遅れは中間冷媒流入量の減少、すなわち
暖房能力の低下につながるため、圧縮室内の高速
な圧力変化に対しても応答性の良いリード弁を採
用している。
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図6 逆止弁機構
Fig.6 Mechanism of Check Valve

　ガスインジェクションの有無で、コンプレッ
サー冷媒循環量を比較したデータである。ガスイ
ンジェクション無での冷媒循環量に対して、ガス
インジェクション有での冷媒循環量は約2.5倍と
なっている。

6.2 システム性能結果［1］
　図8、図9に本コンプレッサーを用いたシステム
性能結果を示す。

　通常の暖房サイクルとガスインジェクション
暖房サイクルの暖房能力のCOP比較を示した
データである。同一回転数で比較した場合、ガス
インジェクション暖房サイクルの方が26％暖房
能力が向上する。また同一暖房能力で比較した場
合、PTCヒータと比較すると63％消費電力が低下
する。

7 まとめ
　プラグインハイブリッド車や電気自動車など
の環境対応車に適した空調システムであるガス
インジェクションサイクルを用いたヒートポン
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図8 ガスインジェクションの暖房能力
Fig.8 Capacity of Gas-injection heating
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図9 ガスインジェクションの効率
Fig.9 Effciency of Gas-injection heating

5.2 インジェクションポート設計
　中間冷媒を効率よく取り込むには、下記がポイ
ントになる。
　（a） 圧縮室に導入するまでの圧力損失を減らす。
　（b） 中間冷媒圧力と圧縮室内圧力の差圧を大き

く取る。
　（c） インジェクションポート開口面積を大きく

取る。
　（a）については、前述のインジェクションブ
ロックの設計において、冷媒通路の圧力損失が極
力小さくなるよう、流れ解析を活用して、通路長さ
を短く、なおかつ通路形状にも工夫を加えている。
　また本システムの冷房時は、ガスインジェク
ションをしない時もあるため、逆止弁以降の通路
の容積（デッドボリューム）はできる限り小さくし
ている。
　（b）については、中間冷媒圧力はシステム作動
条件によって決まるため、コンプレッサー側では
コントロールできない。従って、圧縮室内の圧力が
上昇しないうちにインジェクションポートを開
口することがポイントとなるため、スクロールの
吸入完了後、すぐに開口できる位置にインジェク
ションポートを配置した。
　（c）については、短時間の間に循環量を稼ぐた
めに、インジェクションポートの面積を大きく取
る必要があるが、スクロール壁の厚みでポートを
開閉する構造であるため、ポート面積を大きくす
ると、閉じる事が出来なくなる。よって、インジェ
クションポートは真円ではなく、楕円形状とする
事で、必要面積を確保している。

6 効果

6.1 ガスンインジェクション性能
　図7にガスインジェクションのコンプレッサー
単体での効果を示す。
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図7 ガスインジェクションの効果
Fig.7 Effect of Gas-injection heating
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プシステムにおいて、本システムに対応したガ
スインジェクション機能付電動コンプレッサー
ESBG27を開発・製品化した。
　今後も省電力技術を適用した環境対応車の普及
を通して地球環境の維持に貢献していきたい。
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　寒冷時の暖房能力向上を目的としたガスインジェクション機能付電動コンプレッサーは2010年から開
発をスタートしました。
　既存の電動コンプレッサーをベースに、複雑なインジェクション機能をいかに簡素に追加するかが開発
のポイントでした。
　機能部品をひとつのアッセンブリに集約することで、体格アップを最小限に抑えることが可能となり、量
産車世界初のESBG27を世に送り出すことが出来ました。
　ESBG27を採用したガスインジェクション機能付ヒートポンプエアコンは暖房能力・効率向上など技術
的な貢献が認められ、トヨタ自動車（株）から技術開発賞を受賞しています。
　最後に開発、量産化にあたり多大なるご協力を頂いた社内外の関係者の皆様に深くお礼を申し上げます。
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