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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内を冷却するための一体型空調装置（１）であって、
　沸騰冷却式の第１冷凍サイクル（１００）と、
　蒸気圧縮式の第２冷凍サイクル（２００）と、
　前記第１冷凍サイクル及び前記第２冷凍サイクルの熱交換を促進するための送風装置（
７）と、
　前記第１冷凍サイクル及び前記第２冷凍サイクルを内蔵するハウジング（９）と、
を具備し、
　前記第１冷凍サイクルは、
　高温の空気から熱を受けて内部の冷媒を沸騰蒸発させる蒸発用熱交換器（１０１）と、
　低温の空気に放熱しながら内部の前記冷媒を凝縮液化させる凝縮用熱交換器（１０２）
と、
　前記蒸発用熱交換器と前記凝縮用熱交換器とを接続して前記冷媒を循環させる冷媒回路
を構成する第１冷媒配管（１０３，１０４）と、を備え、
　前記第２冷凍サイクルは、
　サイクル内の冷媒ガスを圧縮して循環させる圧縮機（２０１）と、
　前記圧縮機（２０１）から吐出される冷媒ガスを凝縮させる凝縮器（２０２）と、
　前記凝縮器により凝縮液化された冷媒を減圧膨張させる減圧装置（２０４）と、
　前記減圧装置により減圧された前記冷媒を蒸発させる蒸発器（２０３）と、
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　前記圧縮機、前記凝縮器、前記減圧装置、前記蒸発器を接続して前記冷媒または前記冷
媒ガスを循環させる冷媒回路を構成する第２冷媒配管（２０５）と、を備え、
　前記ハウジングは、
　室内側空気を吸入して室内へ吐出する室内側空気流路（３）と、室外側空気を吸入して
室外へ吐出する第１室外側空気流路（６－１）と、室外側空気を吸入して室外へ吐出する
第２室外側空気流路（６－２）とに内部が区分され、
　前記第１冷凍サイクルの前記凝縮用熱交換器は、前記第１室外側空気流路の内部のみに
配置され、
　前記第１室外側空気流路は、室外から吸入された室外側空気が前記第１冷凍サイクルの
前記凝縮用熱交換器を通過した後に室外へ吐出される前記室外側空気の第１流れ（１２Ａ
）を形成し、
　前記第２冷凍サイクルの前記凝縮器は、前記第２室外側空気流路の内部のみに配置され
、
　前記第２室外側空気流路は、室外から吸入された室外側空気が前記第２冷凍サイクルの
前記凝縮器を通過した後に室外へ吐出される前記室外側空気の第２流れ（１２Ｂ）を形成
し、
　前記室内側空気流路の内部において、前記第１冷凍サイクルの前記蒸発用熱交換器が室
内側空気の流れ（１１）の上流側、前記第２冷凍サイクルの前記蒸発器が前記室内側空気
の流れの下流側に直列に配置され、
　前記送風装置は、前記室内側空気流路に設けられ、前記送風装置の駆動によって前記室
内側空気の流れが生成される、
一体型空調装置。
【請求項２】
　前記ハウジングは、
　当該一体型空調装置が設置された状態で前記室内側空気流路が上方側から下方側へ室内
側空気の流れを形成するよう構成され、
　前記室内側空気流路の内部において、前記蒸発用熱交換器を上方側位置、前記蒸発器を
下方側位置に配置する、
請求項１に記載の一体型空調装置。
【請求項３】
　前記第１冷凍サイクルの前記蒸発用熱交換器と前記第２冷凍サイクルの前記蒸発器を通
過する室内側空気の通風方向と、冷却時に前記蒸発用熱交換器及び前記蒸発器の表面に発
生する結露水の排水方向とが同一となるように、前記蒸発用熱交換器及び前記蒸発器が配
置される、
請求項１または２に記載の一体型空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内を冷却するための一体型空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器などの発熱体を収容する建物（例えば密閉筐体）の内部の冷却用として、沸騰
冷却装置とエアコンを取り付けることにより、エアコンの負荷を低減して冷却のランニン
グコストを低減する手段が提言されている。例えば特許文献１には、屋舎内の機器からの
高温排熱を沸騰冷却装置にて冷却することで、屋舎内部の熱を外部に放熱し、エアコンの
空調負荷を低減させることができることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９９０４９０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、沸騰冷却は原理上では密閉筐体内を外気温度以下に冷却することはでき
ず、現実的な設計においては、筐体内温度は循環する冷媒温度（≒(［外気温度］＋［筐
体内温度］)／２）程度かそれ以上までが限界であった。そのため、外気温度が３０℃を
超えるような高温環境下においては、密閉筐体内部を内部機器の動作保証温度まで十分に
冷却することができないため、別途エアコン等の蒸気圧縮式の空調装置を設ける必要があ
り、そのための場所の確保が必要であった。また、沸騰冷却装置と蒸気圧縮式の空調装置
とは、それぞれ密閉筐体内の空気を個別に冷却するため、密閉筐体内の発熱機器の配置等
に影響を受け、冷却効率が悪いという問題があった。
【０００５】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、外気温度の状態に
よらず高効率に室内を冷却することを可能とする一体型空調装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る一体型空調装置は、室内を冷却するための一
体型空調装置（１）であって、沸騰冷却式の第１冷凍サイクル（１００）と、蒸気圧縮式
の第２冷凍サイクル（２００）と、前記第１冷凍サイクル及び前記第２冷凍サイクルの熱
交換を促進するための送風装置（７）と、前記第１冷凍サイクル及び前記第２冷凍サイク
ルを少なくとも１回路以上内蔵するハウジング（９）と、を具備する。前記第１冷凍サイ
クルは、高温の空気から熱を受けて内部の冷媒を沸騰蒸発させる蒸発用熱交換器（１０１
）と、低温の空気に放熱しながら内部の前記冷媒を凝縮液化させる凝縮用熱交換器（１０
２）と、前記蒸発用熱交換器と前記凝縮用熱交換器とを接続して前記冷媒を循環させる冷
媒回路を構成する第１冷媒配管（１０３，１０４）と、を備える。前記第２冷凍サイクル
は、サイクル内の冷媒ガスを圧縮して循環させる圧縮機（２０１）と、前記圧縮機（２０
１）から吐出される冷媒ガスを凝縮させる凝縮器（２０２）と、前記凝縮器により凝縮液
化された冷媒を減圧膨張させる減圧装置（２０４）と、前記減圧装置により減圧された前
記冷媒を蒸発させる蒸発器（２０３）と、前記圧縮機、前記凝縮器、前記減圧装置、前記
蒸発器を接続して前記冷媒または前記冷媒ガスを循環させる冷媒回路を構成する第２冷媒
配管（２０５）と、を備える。前記ハウジングは、室内側空気を吸入して室内へ吐出する
室内側空気流路（３）と、室外側空気を吸入して室外へ吐出する第１室外側空気流路（６
－１）と、室外側空気を吸入して室外へ吐出する第２室外側空気流路（６－２）とに内部
が区分される。前記第１冷凍サイクルの前記凝縮用熱交換器は、前記第１室外側空気流路
の内部のみに配置される。前記第１室外側空気流路は、室外から吸入された室外側空気が
前記第１冷凍サイクルの前記凝縮用熱交換器を通過した後に室外へ吐出される前記室外側
空気の第１流れ（１２Ａ）を形成する。前記第２冷凍サイクルの前記凝縮器は、前記第２
室外側空気流路の内部のみに配置される。前記第２室外側空気流路は、室外から吸入され
た室外側空気が前記第２冷凍サイクルの前記凝縮器を通過した後に室外へ吐出される前記
室外側空気の第２流れ（１２Ｂ）を形成する。前記室内側空気流路の内部において、前記
第１冷凍サイクルの前記蒸発用熱交換器が室内側空気の流れ方向（１１）の上流側、前記
第２冷凍サイクルの前記蒸発器が前記流れ方向の下流側に直列に配置され、前記送風装置
は、前記室内側空気流路に設けられ、前記送風装置の駆動によって前記室内側空気の流れ
方向が生成される。
【０００７】
　この構成により、先に消費電力が相対的に少ない沸騰冷却式の第１冷凍サイクルを用い
て室内側空気の冷却を行い、次に蒸気圧縮式の第２冷凍サイクルを用いて、外気温との温
度差に起因して発生し得る第１冷凍サイクルによる冷却の不足分を補填することによって
、外気温度の状態によらず高効率に室内を冷却することが可能となる。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によれば、外気温度の状態によらず高効率に室内を冷却することを可能とする一
体型空調装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る一体型空調装置の基本的構造の概念図である
。
【図２】図２は、本実施形態に係る一体型空調装置の使用態様の一例を示す図である。
【図３】図３は、本実施形態の一体型空調装置による密閉筐体の冷却のための消費動力を
、通常のエアコンを用いた冷却（比較例）と比較した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。説明の理解を容易
にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、
重複する説明は省略する。
【００１１】
［実施形態］
　図１を参照して、本発明の一実施形態に係る一体型空調装置１の基本的構造について説
明する。本実施形態に係る一体型空調装置１は、設置される建物の室内を冷却するための
装置である。一体型空調装置１は、図１に示すように、沸騰冷却式である第１冷凍サイク
ル１００と、蒸気圧縮式である第２冷凍サイクル２００と、これらの第１冷凍サイクル１
００及び第２冷凍サイクル２００をそれぞれ少なくとも１回路以上ずつ内蔵するハウジン
グ９とを具備する。図１に示す例では、ハウジング９の内部には、第１冷凍サイクル１０
０及び第２冷凍サイクル２００がそれぞれ１回路ずつ内蔵されている。
【００１２】
　ハウジング９は、仕切板２によって、その内部が室内側空気流路３と室外側空気流路６
とに区分されている。室内側空気流路３は、室内側空気吸込みダクト４から室内側空気を
吸入して、室内側空気吹出しダクト５から室内へ吐出する流路である。室内側空気流路３
には室内側送風装置７が設置される。この室内側送風装置７の駆動によって、室内側空気
流路３には室内側空気吸込みダクト４から室内側空気吹出しダクト５への方向に沿って室
外側空気の流れ１１が生成される。本実施形態では、室内側空気吸込みダクト４が上方側
、室内側空気吹出しダクト５が下方側に配置され、室内側空気流路３の内部における室外
側空気の流れ１１の方向は、上方側から下方側への方向となるよう構成されている。
【００１３】
　室外側空気流路６は、室外側空気を吸入して室外へ吐出する流路である。本実施形態で
は、室外側空気流路６はさらに、第１冷凍サイクル１００の放熱用である室外側空気流路
６－１と、第２冷凍サイクル２００の放熱用である室外側空気流路６－２とに区分されて
いる。室外側空気流路６－１は、室外側空気の流れ１１の方向に沿った上流側に配置され
、室外側空気流路６－２は下流側に配置されている。つまり、室外側空気流路６－１が上
方側、室外側空気流路６－２が下方側に配置されている。室外側空気流路６－１及び室外
側空気流路６－２のそれぞれの吹出口には、室外側送風装置８－１（第１室外側送風装置
）及び室外側送風装置８－２（第２室外側送風装置）が設置される。室外側送風装置８－
１の駆動によって、室外側空気流路６－１には吸込口から吹出口への方向に沿って室外側
空気の流れ１２Ａ（第１流れ）が生成され、室外側送風装置８－２の駆動によって、室外
側空気流路６－２には吸込口から吹出口への方向に沿って室外側空気の流れ１２Ｂ（第２
流れ）が生成される。
【００１４】
　第１冷凍サイクル１００は、高温の空気から熱を受けて内部の冷媒を沸騰蒸発させる蒸
発器１０１（蒸発用熱交換器）と、低温の空気に放熱しながら内部の冷媒を凝縮液化させ
る凝縮器１０２（凝縮用熱交換器）と、を備える。第１冷凍サイクル１００は、蒸発器１
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０１で気化した冷媒を凝縮器１０２へと導くガス冷媒接続配管１０３と、凝縮器１０２で
液化した冷媒を蒸発器１０１へと戻す液冷媒接続配管１０４とで、それぞれ蒸発器１０１
と凝縮器１０２とを接続し、冷媒を循環させる沸騰冷却式冷凍サイクルを構成する。ガス
冷媒接続配管１０３及び液冷媒接続配管１０４は、蒸発器１０１と凝縮器１０２とを接続
して冷媒を循環させる冷媒回路を構成する「第１冷媒配管」とも表現することができる。
【００１５】
　この第１冷凍サイクル１００は、一体型空調装置１内において、仕切板２によって分離
された室内側空気流路３内に蒸発器１０１が、室外側空気流路６－１内に凝縮器１０２が
配置される。ガス冷媒接続配管１０３と液冷媒接続配管１０４とは、仕切板２を貫通して
蒸発器１０１と凝縮器１０２とを接続する。
【００１６】
　また、第１冷凍サイクル１００の蒸発器１０１は、室内側空気流路３内において、第２
冷凍サイクル２００よりも上流側に設置される。本実施形態においては、蒸発器１０１は
、室内側空気流路３の上流側となる、上方に配置される。
【００１７】
　第２冷凍サイクル２００は、少なくとも圧縮機２０１と凝縮器２０２と蒸発器２０３と
減圧装置２０４とを備える蒸気圧縮式冷凍サイクルである。圧縮機２０１は、サイクル内
の冷媒ガスを圧縮して循環させる。凝縮器２０２は、圧縮機２０１から吐出される冷媒ガ
スを凝縮させる。減圧装置２０４は、凝縮器２０２により凝縮液化された冷媒を減圧膨張
させる。蒸発器２０３は、減圧装置２０４により減圧された冷媒を蒸発させる。圧縮機２
０１、凝縮器２０２、減圧装置２０４、蒸発器２０３は、冷媒配管２０５（第２冷媒配管
）により接続され、冷媒または冷媒ガスを循環させる冷媒回路を構成する。
【００１８】
　この第２冷凍サイクル２００は、一体型空調装置１内において、仕切板２によって分離
された室内側空気流路３内に蒸発器２０３が、室外側空気流路６－２内に凝縮器２０２が
配置される。
【００１９】
　また、第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３は、室内側空気流路３内において、第１
冷凍サイクル１００よりも下流側に配置される。本実施形態においては、蒸発器２０３は
、室内側空気流路３の下流側となる、下方に配置される。
【００２０】
　なお、本実施形態では、減圧装置２０４が室内側空気流路３内に、圧縮機２０１が室外
側空気流路６－２内に配置された構成となっているが、これらは本実施形態を構成する要
因ではなく、必ずしも図１に示される配置位置である必要はない。
【００２１】
　本実施形態においては、第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０２と、第２冷凍サイクル
２００の凝縮器２０２は、それぞれ室外側空気流路６－１，６－２内にて並列に配置され
、それぞれ個別に室外側空気によって放熱を行うように配置される。
【００２２】
　この構成は次のように言い換えることもできる。すなわち、室外側空気流路６－１が、
室外から吸入された室外側空気が第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０２を通過した後に
室外へ吐出される室外側空気の流れ１２Ａを形成し、室外側空気流路６－２が、室外から
吸入された室外側空気が第２冷凍サイクル２００の凝縮器２０２を通過した後に室外へ吐
出される室外側空気の流れ１２Ｂを形成する。これらの室外側空気の流れ１２Ａ，１２Ｂ
は、同一方向（図１では水平方向右側）に空気を吐出するよう構成される。室外側空気流
路６－１，６－２は、鉛直方向に積層されるので、これらの内部に配置される第１冷凍サ
イクル１００の凝縮器１０２と、第２冷凍サイクル２００の凝縮器２０２は、鉛直方向に
沿って並んで配置されることになる。
【００２３】
　また、一体型空調装置１の冷却能力、または運転効率をより高める目的で、第１冷凍サ
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イクル１００を複数搭載したり、第２冷凍サイクル２００を複数搭載したりすることも可
能である。図２では、第１冷凍サイクル１００を２回路（回路１００ａ及び回路１００ｂ
）、第２冷凍サイクル２００を１回路搭載した例を示している。回路１００ａを構成する
蒸発器１０１ａ、凝縮器１０２ａ、ガス冷媒接続配管１０３ａ、及び液冷媒接続配管１０
４ａと、回路１００ｂを構成する蒸発器１０１ｂ、凝縮器１０２ｂ、ガス冷媒接続配管１
０３ｂ、液冷媒接続配管１０４ｂは、図１の蒸発器１０１、凝縮器１０２、ガス冷媒接続
配管１０３、及び液冷媒接続配管１０４と同様の構成であるので説明を省略する。なお、
以下では便宜上、図２の第１冷凍サイクル１００を１回路（図１の構成）として説明する
。
【００２４】
　図２を参照して、本実施形態に係る一体型空調装置１の使用態様と、動作について説明
する。図２に示すように、一体型空調装置１は、ダクト接続型の空調装置であり、冷却対
象である密閉筐体３０１の外部に設置され、室内側空気吸込みダクト４及び室内側空気吹
出しダクト５を介して室内側空気流路３と密閉筐体３０１の内部とが接続される。密閉筐
体３０１は、電子機器や装置などの発熱体３０２を収容する密閉化された建物であって、
例えば携帯電話の基地局などである。本実施形態では、一体型空調装置１は、上述のよう
に室内側空気吸込みダクト４が上方側、室内側空気吹出しダクト５が下方側に配置され、
室内側空気流路３の内部における室外側空気の流れ１１は、上方側から下方側への方向と
なるよう、密閉筐体３０１に設置されている。
【００２５】
　密閉筐体３０１内部では、発熱体３０２からの排熱が密閉筐体３０１内部の上部に蓄積
しやすい。本実施形態の一体型空調装置１は密閉筐体３０１内部の上部より、室内側空気
吸込ダクト４を通して室内側空気を室内側空気流路３に導入する。
【００２６】
　室内側空気流路３に導入された室内側空気１１は、まず最初に第１冷凍サイクル１００
の蒸発器１０１を通過する。その際、室内側空気１１の温度により、蒸発器１０１の内部
の冷媒が沸騰気化され、その蒸発潜熱により室内側空気１１が冷却される。
【００２７】
　蒸発器１０１内部で気化した冷媒は、ガス冷媒接続配管１０３を通して室外側空気流路
６－１内に配置された凝縮器１０２に達する。そこで、凝縮器１０２を通過する室外側空
気１２Ａの温度により、凝縮器１０２の内部の冷媒が凝縮液化され、その凝縮潜熱により
室外側空気１２に放熱する。凝縮器１０２内部で液化した冷媒は、液冷媒接続配管１０４
を通して室内側空気流路３の蒸発器１０１に再び導入される。また、凝縮器１０２を通過
し加熱された室外側空気１２Ａは、吹出口から室外側空気流路６－１の外部へ排出される
。
【００２８】
　第１冷凍サイクル１００の蒸発器１０１を通過し、冷却された室内側空気１１は、次に
第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３を通過する。その際、第１冷凍サイクル１００に
おいて室内側空気１１が十分に冷却されていない場合には、第２冷凍サイクル２００を運
転することで室内側空気１１が必要な温度まで冷却される。第２冷凍サイクル２００の蒸
発器２０３を通過して冷却された室内側空気は、室内側空気吹出ダクト５を通して密閉筐
体３０１内部の下部側に戻され、発熱体冷却風３０３として利用される。
【００２９】
　次に、本実施形態に係る一体型空調装置１の効果について説明する。
【００３０】
　本実施形態によれば、室内側空気流路３の上流側に沸騰冷却式の第１冷凍サイクル１０
０の蒸発器１０１が配置され、下流側に蒸気圧縮式の第２冷凍サイクル２００の蒸発器２
０３が配置される。また、室内側空気流路３には、室内側送風装置７が設けられ、室内側
送風装置７の駆動により、室内側空気の流れ１１が生成され、これにより、第１冷凍サイ
クル１００及び第２冷凍サイクル２００の熱交換を促進する。
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【００３１】
　この構造により、発熱体３０２から排熱された高温の室内側空気１１は、一体型空調装
置１内にて最初に圧縮機等の動力を使用しない第１冷凍サイクル１００によって冷却され
るため、室外側空気１２の温度が低い運転環境下（例えば冬季）においては、第２冷凍サ
イクル２００を運転することなく密閉筐体３０１内部を冷却することが可能である。また
、室外側空気１２の温度が高い運転環境下（例えば夏季）において、第１冷凍サイクル１
００によって十分な冷却性能が得られない場合には、直ちに第２冷凍サイクル２００を運
転することで密閉筐体３０１内部を安定して冷却することが可能である。その場合であっ
ても、室内側空気１１は第１冷凍サイクル１００によってある程度の冷却がされた状態で
第２冷凍サイクル２００に到達するため、従来のエアコンのみで冷却をおこなう場合に対
しては第２冷凍サイクル２００が受け持つべき冷却能力は小さくなり、それにより従来の
エアコンによる冷却に比べて省動力にて冷却を行うことが可能となる。
【００３２】
　ここで、図３を参照して、本実施形態の一体型空調装置１による密閉筐体３０１の冷却
のための消費動力を、通常のエアコンを用いた冷却（比較例）と比較した結果について説
明する。ここでは、各種条件として、密閉筐体３０１の内部の発熱量を３０ｋＷ、発熱体
３０２からの排熱３０４の温度を略４５℃～６０℃、室外側空気１２の温度を日本国内の
東京都の各月の平均気温と設定したときの、本実施形態及び比較例の空調装置の消費電力
量を試算した。図３の横軸は１年のうちの各月を示し、図３の縦軸は消費電力量［ｋＷｈ
］を示す。また、図３では、網掛け模様の棒グラフが、本実施形態に係る一体型空調装置
１の各月の消費電力量を示し、ドット柄の棒グラフが、比較例、すなわち従来のエアコン
を密閉筐体３０１の内部に設置して室内の冷却を行った場合の各月の消費電力量を示す。
図３に示すように、本実施形態に係る一体型空調装置１は、従来のエアコンによる冷却に
比べて、１年を通じて常時７０～８０％程度の省動力効果が得られることが示された。
【００３３】
　このように、本実施形態に係る一体型空調装置１は、先に消費電力が相対的に少ない沸
騰冷却式の第１冷凍サイクル１００を用いて室内側空気の冷却を行い、次に蒸気圧縮式の
第２冷凍サイクル２００を用いて、外気温との温度差に起因して発生し得る第１冷凍サイ
クル１００による冷却の不足分を補填することによって、外気温度の状態によらず高効率
に室内を冷却することが可能となる。
【００３４】
　また、本実施形態の一体型空調装置１では、室内側空気流路３内にて第１冷凍サイクル
１００の蒸発器１０１と第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３とを直列に配置している
ため、室内側送風装置７を共用することが可能となっている。そのため、従来技術のよう
に沸騰冷却装置とエアコンとを別々に設置した冷却方式（特許文献１参照）に対して、運
転時の動力をより低減することが可能である。さらに、装置を安価に製造することが可能
である。
【００３５】
　さらに、本実施形態の一体型空調装置１は、第１冷凍サイクル１００及び第２冷凍サイ
クル２００の各要素を含む、冷却機能を実現するための全ての機器を単一のハウジング９
に内蔵する。この構成により、この一体型空調装置１を設置する際には、設置場所での冷
媒配管の接続工事や冷媒充填工事が不要であり、空調装置自体の設置および運転準備が非
常に容易になる。そのため、従来のエアコン設置工事の際に必要であった配管接続工事や
冷媒充填工事において発生しうる接続不良や冷媒洩れ、冷媒充填量間違い等が発生しない
。
【００３６】
　また、本実施形態の一体型空調装置１によれば、ハウジング９は、一体型空調装置１が
設置された状態で室内側空気流路３が上方側から下方側へ室内側空気の流れ１１を形成す
るよう構成され、室内側空気流路３の内部において、蒸発器１０１を上方側位置、蒸発器
２０３を下方側位置に配置する。つまり、室内側空気流路３内の空気の流し方を空調装置
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の上部から下部に向けて流すような空気流路の構造としたため、密閉筐体３０１内部の発
熱体からの排熱３０４が滞留しやすい密閉筐体３０１の上部より室内側空気を導入でき、
効率良く密閉筐体３０１内部を冷却することが可能である。
【００３７】
　また、本実施形態の一体型空調装置１では、第１冷凍サイクル１００の蒸発器１０１と
第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３とが上下方向に直列に配置されているため、第１
冷凍サイクル１００の蒸発器１０１にて発生した結露水は、第２冷凍サイクル２００の蒸
発器２０３の近傍を通って、第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３の下部に配置された
ドレンパン２０に集められ、排水経路２１を通して速やかに排水される。そのため、蒸発
器ごとに個別のドレンパンおよび排水経路を設ける必要がなく、一体型空調装置１の構造
を簡素なものとすることが可能である。
【００３８】
　また、本実施形態の一体型空調装置１によれば、図１及び図２に示すように、室内側空
気流路３内にて蒸発器１０１，２０３を通過する室内側空気の通風方向（室内側空気の流
れ１１の方向）と、冷却時に蒸発器１０１，２０３表面に発生する結露水の排水方向とが
略同一方向となるように、第１冷凍サイクル１００の蒸発器１０１と第２冷凍サイクル２
００の蒸発器２０３が配置される。この構成により、蒸発器１０１、２０３に結露水が発
生しても速やかに排水されることとなり、結露水が蒸発器１０１、２０３表面に滞留する
ことによる通風抵抗増加による室内側空気１１の風量低下を防止することが可能である。
【００３９】
　また、本実施形態の一体型空調装置１によれば、第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０
２、及び、第２冷凍サイクル２００の凝縮器２０２は、室外側空気流路６－１，６－２の
内部に配置され、室外側空気流路６－１，６－２は、室外から吸入された室外側空気が凝
縮器１０２を通過した後に室外へ吐出される室外側空気の流れ１２Ａと、室外から吸入さ
れた室外側空気が凝縮器２０２を通過した後に室外へ吐出される室外側空気の流れ１２Ｂ
とを形成する。この構成により、第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０２と、第２冷凍サ
イクル２００の凝縮器２０２が、それぞれ別系統から導入される室外側空気に放熱を行う
ことができるので、他方の凝縮器の放熱量の影響を受けることなく高効率な放熱が可能と
なる。
【００４０】
［変形例］
　次に、上記実施形態に係る一体型空調装置１の変形例について説明する。
【００４１】
　上記実施形態では、第１冷凍サイクル１００の蒸発器１０１と第２冷凍サイクル２００
の蒸発器２０３とを、室内側空気流路３内にて直列に通風するように配置することとして
いるが、第２冷凍サイクル２００の蒸発器２０３の取付部側面に室内側空気１１をバイパ
スさせる空気流路（迂回流路）３２を設け、そこに室内側空気１１をバイパスさせるかど
うかを切り替える切替ダンパ３１を設けることもできる。これにより、第２冷凍サイクル
２００を運転せずに冷却可能な条件の時の室内側空気流路３の通風抵抗をさらに低減させ
、室内側送風装置７の送風動力をより低減することで冷却運転時の消費動力をより低減す
ることが可能となる。
【００４２】
　上記実施形態では、第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０２と第２冷凍サイクル２００
の凝縮器２０２とに対して、それぞれ室外側送風装置８－１、８－２を設けて個別に室外
側空気との熱交換をさせているが、十分な送風性能を持つ単一の室外側送風装置を使用し
て、両方の冷凍サイクルの凝縮器１０２，２０２への送風装置を共用で使用してもよい。
この場合、２系統の室外側空気流れ１２Ａ，１２Ｂは、共通の吹出口に集約される。この
構成により、一体型空調装置１の製造コストをより低減できる。
【００４３】
　上記実施形態では、一体型空調装置１と密閉筐体３０１とは室内側空気吸込みダクト４
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と室内側空気吹出しダクト５とで接続される構造としているが、一体型空調装置１と密閉
筐体３０１とを一体化して筐体内の空調機能を一体化した構造としてもよい。この場合、
例えば一体型空調装置１は密閉筐体３０１の内部に設置され、室外側空気流路６－１，６
－２が密閉筐体３０１の室外と接続される構成とすることができる。
【００４４】
　上記実施形態では、一体型空調装置１のハウジング９に第１冷凍サイクル１００と第２
冷凍サイクル２００とを内蔵した構造としているが、機器の構造として分割されており、
装置の設置時に組み立てることによって空調装置として完成する構造であってもよい。言
い換えると、ハウジング９が、それぞれがハウジング９の内部空間の一部を含む複数のユ
ニットから成り、これらの複数のユニットを組み立てることにより室内側空気流路３及び
室外側空気流路６が形成される構成とすることができる。
【００４５】
　例えば、（i）第１冷凍サイクル１００を内蔵した上部ユニットと第２冷凍サイクル２
００を内蔵した下部ユニットで構成され、空調装置設置時に上部ユニットと下部ユニット
とを結合することによって一体型空調装置１として完成する構造が挙げられる。または、
（ii）室内側空気流路３側の室内ユニットと、室外側空気流路６－１、６－２側の室外ユ
ニットとで構成され、空調装置設置時に室内ユニットと室外ユニットとを結合することに
よって一体型空調装置１として完成する構造が挙げられる。または、（iii）上記（i），
（ii）の分割を実施した４つのユニットで構成され、空調装置設置時に４つのユニットを
結合することによって一体型空調装置１として完成する構造が挙げられる。
【００４６】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこ
れらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計
変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例え
ば、前述した各具体例が備える各要素及びその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、
例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実
施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これ
らを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
【００４７】
　上記実施形態では、一体型空調装置１のハウジング９の内部構造として、室外側空気流
路６が、第１冷凍サイクル１００の要素を収容する室外側空気流路６－１と、第２冷凍サ
イクル２００の要素を収容する室外側空気流路６－２とに区分される構成を例示したが、
室外側空気流路６は、第１冷凍サイクル１００の凝縮器１０２を通過する室外側空気の流
れ１２Ａと、第２冷凍サイクル２００の凝縮器２０２を通過する室外側空気の流れ１２Ｂ
とを形成することができれば、単一の空間としてもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、室外側空気流路６に形成される２系統の室外側空気の流れ１
２Ａ，１２Ｂが、それぞれ別の吸込口から吸入され、別の吹出口から吐出される構成を例
示したが、各流れ１２Ａ，１２Ｂが凝縮器１０２，２０２を通過する際に２系統に分かれ
ていればよく、吸込口及び吹出口の少なくとも一方が共通であってもよい。
【符号の説明】
【００４９】
１：一体型空調装置
３：室内側空気流路
６：室外側空気流路
７：室内側送風装置（送風装置）
９：ハウジング
１１：室内側空気の流れ
１２Ａ：室外側空気の流れ（室外側空気の第１流れ）
１２Ｂ：室外側空気の流れ（室外側空気の第２流れ）



(10) JP 6491119 B2 2019.3.27

10

１００：第１冷凍サイクル
１０１：蒸発器（蒸発用熱交換器）
１０２：凝縮器（凝縮用熱交換器）
１０３：ガス冷媒接続配管（第１冷媒配管）
１０４：液冷媒接続配管（第１冷媒配管）
２００：第２冷凍サイクル
２０１：圧縮機
２０２：凝縮器
２０３：蒸発器
２０４：減圧装置
２０５：冷媒配管（第２冷媒配管）

【図１】 【図２】
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