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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、
１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・
・の下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・
・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１
４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ
・・・は、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・各々の上記前縁部又
は後縁部何れか一方側長縁部に沿って下方側に直線状に延設されていることを特徴とする
熱交換器。
【請求項２】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、
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１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・
・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・・を設けてな
る熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、そ
れぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条部ａ，ａ・・・は、同複数列の切起し片
１４，１４・・・、１４，１４・・・各々の上記前縁部又は後縁部何れか一方側長縁部に
沿って上方側に直線状に延設されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項３】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、
１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・
・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・・、下端部に
、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けて
なる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、
それぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，
ｃ・・・は、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・各々の上記前縁部
又は後縁部何れか一方側長縁部に沿って上方側および下方側に直線状に延設されているこ
とを特徴とする熱交換器。
【請求項４】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１
４，１４・・・、１４，１４・・・の下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用
の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起
し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延びると
ともに下端部が短縁部側から長縁部側にかけて下降傾斜しており、上記各線条部ｂ，ｂ・
・・、ｃ，ｃ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置し、それら傾斜端部の傾斜方向に
沿って延設されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項５】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１
４，１４・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用
の線条部ａ，ａ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延びるとともに上端部が
短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜しており、上記各線条部ａ，ａ・・・は、それら
傾斜端部の狭角側に位置し、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って延設されていることを特
徴とする熱交換器。
【請求項６】
　伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１
２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前縁部と後縁部の長さが異
なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１
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４，１４・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用
の線条部ａ，ａ・・・、下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，
ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１
４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延びるとともに上端部
が短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜、下端部が短縁部側から長縁部側にかけて下降
傾斜しており、上記各線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、それら各傾
斜端部の狭角側に位置し、それら各傾斜端部の傾斜方向に沿って延設されていることを特
徴とする熱交換器。
【請求項７】
　切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上下２組に分割され、同分割された
中間部にも、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の長縁部に沿って上下方
向に直線状に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・が設けられていることを特徴と
する請求項１，２，３，４，５又は６記載の熱交換器。
【請求項８】
　線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・が、線状の切り込みであることを特徴
とする請求項１，２，３，４，５，６又は７記載の熱交換器。
【請求項９】
　切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が、スリットであることを特徴とする請
求項１，２，３，４，５，６，７又は８記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、空気調和機用室内機等の熱交換器の構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば空気調和機用室内機の熱交換器としては、一般にクロスフィンコイル型の空気熱
交換器が採用されており、冷房運転時に熱交換器（蒸発器）表面で生じた凝縮水は、重力
により当該熱交換器のフィン表面に沿って流下し、その下方に設けられているドレンパン
部分に集められて室外に排出されるようになっている（例えば特許文献１を参照）。
【０００３】
　今、このような熱交換器を備えて構成された従来の空気調和機用室内機の構成を図２１
および図２３に示す。
【０００４】
　すなわち、この従来例では、上方側から下方側にλ字状に折り曲げられた所謂ラムダ形
の空気熱交換器３２とクロスフローファン３１とを用いて上面側および前面側吸込み、斜
め下方吹きの壁掛け型空気調和機用室内機１を構成しており、符号２０は、当該壁掛け型
空気調和機用室内機１のカセット型の本体ケーシングである。該本体ケーシング２０は、
その背面側パネル部分が当該部屋の壁面に当接するようにして、同壁面に設置されるよう
になっている。
【０００５】
　そして、上記本体ケーシング２０の前面側から上面側には、空気吸込口２５が設けられ
、その内側にはラムダ型の空気熱交換器３２とクロスフローファン３１が設けられている
。ラムダ型の空気熱交換器３２は、前部側熱交部３２ａと後部側熱交部３２ｂとからなり
、それらの内側下方にクロスフローファン３１を設けて設置されている。クロスフローフ
ァン３１は、スクロール構造の温調用送風通路３０を介して上記本体ケーシング２０の前
面側底部の空気吹出口２９から斜め下方に温調空気を吹出すようになっている。
【０００６】
　上記空気熱交換器３２は、その前部側熱交部３２ａおよび後部側熱交部３２ｂ各々の下
端を各々ドレンパン２８ａ，２８ｂ内に固定することによって支持されている。
【０００７】
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　上記空気熱交換器３２の各熱交部３２ａ，３２ｂは、例えば図２２に示されるように、
空気流Ｆの上流から下流方向に前後２列で、それぞれ交互に位置をズラせて配設された伝
熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・
・・の各々に対して所定のピッチを保って多数枚嵌装並設された伝熱フィン１３ａ，１３
ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３
ｂ・・・の伝熱面上の各伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・間の上下スペース領
域において設けられた前後複数列のスリット（又はルーバー）等の切り起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・と、上記伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・
・・並設方向の両端側に設けられた図示しない管板とから構成されている。
【０００８】
　そして、上記上下伝熱管１２，１２間の上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・
・・は、例えば空気流Ｆの上流側から下流側（図示左側から右側）にかけて、両端側のも
の１４ａ，１４ａが長く、中間のもの１４ｂ，１４ｂが短かい前後４列の構造のスリット
（又はルーバー）からなっている。
【０００９】
　したがって、該構成の場合、例えば冷房又は暖房運転時において、送風手段である上記
クロスフローファン３１が駆動されると、上記空気吸込口２５から室内の空気が吸込まれ
、上記全体としてλ形状で熱交面積が大きく、しかも空気吸込領域が広い上述のような空
気熱交換器３２を介して低圧損で均一かつ効果的に熱交換された温調空気（冷気又は暖気
）が、前面部下方の空気吹出口２９から吹き出され、同温調空気が下方に降下して行くこ
とによってユーザーに対する快適な冷房又は暖房空調環境が実現される。
【００１０】
　そして、このような壁掛け型の空気調和機用室内機に適用された上記空気熱交換器３２
では、特に同熱交換器３２が蒸発器となる冷房運転時の場合、上記伝熱フィン１３ａ，１
３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面上で空気中の水分が凝縮し、同伝熱面上に多
数の結露が生じるとともに、それらがフィン間および上記スリット（又はルーバー）１４
ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａよりなる切り起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・部
分に付着し滞留する。
【００１１】
　これら冷房運転時に熱交換器表面で生じた凝縮水は、運転停止後もフィンおよび切起し
片１４，１４・・・、１４，１４・・・間に滞留し、残存しやすい。そして、これらの滞
留、残存水がフィン表面への環境浮遊物の付着や、菌の繁殖、あるいはフィンの腐食など
を引き起こし、親水性の劣化や臭いの発生の原因となる。
【００１２】
　もちろん、同構成の場合、上記空気熱交換器３２の前後各熱交部３２ａ，３２ｂは、例
えば図２１からも明らかなように、略鉛直状態に近い極めて小さな傾斜角（水平方向を最
大として）で設置されている。
【００１３】
　したがって、それら凝縮水は、重力によつて可能な限りフィン面に沿って下方に流され
、ドレンパン２８ａ，２８ｂ内に集められるようになっている
【特許文献１】特開２００４－３５３９１４号公報（明細書１－１３頁、図１－４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、実際には上記伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・のフィ
ンピッチが狭いことや、またフィン面の親水性の低下などにより、仮に熱交換器自体が鉛
直に近い図示のような起立状態に設置されている場合であっても、上記フィン間および切
起し片部分に滞留する凝縮水が長時間流下しにくいのが実情である。
【００１５】
　また、空気調和機用室内機の機種によっては、例えば図２３に示されるように、その構
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造上、空気熱交換器４２が主要部４２ａを鉛直方向から下向きに傾けて設置されているも
のがあり、そのような場合、重力の作用がフィン上下方向（長手方向）および切起し片上
下方向に作用しにくいことに加えて、重力の向きと風の向きが逆になるため、上述した凝
縮水の挙動自体が不安定となり、空気吹出口４９からの水飛びにもつながる問題がある。
【００１６】
　なお、図２３中、１は空気調和機用室内機、３は天井、４０は送風通路、４１はクロス
フローファン、４２ａは熱交換器４２の所定角以上傾斜した主要部、４２ｂは同熱交換器
４２の上端部、４４は天井パネル、４５は空気吸込口、４９は空気吹出口、５０は本体ケ
ーシング、４８ａ～４８ｃは第１～第３のドレンパンである。
【００１７】
　これらの問題は、上述の切起し片１４，１４・・・の前後両端側のスリット（又はルー
バー）１４ａ，１４ａが、例えば図２４のように上下２つに分割された上下分割スリット
（又はルーバー）１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａの場合にも全く同様である。
【００１８】
　本願発明は、このような問題を解決するためになされたもので、上下伝熱管の間に設け
られたスリットまたはルーバ等の切起し片の下端部又は上端部、もしくは上下各端部に下
方又は上方、もしくは上下両方向に延びる凝縮水ガイド用の線条部を設けることにより、
それらをガイドとして水の流下を促進するようにした空気調和機用室内機等に適した熱交
換器を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本願発明は、上記の目的を達成するために、次のような課題解決手段を備えて構成され
ている。
【００２０】
　（１）　請求項１の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起
し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部
ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４
，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条
部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・
・・各々の上記前縁部又は後縁部何れか一方側長縁部に沿って下方側に直線状に延設され
ていることを特徴としている。
【００２１】
　この発明の場合、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上記伝熱フィ
ン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にか
けて複数列設けられ、上下方向にストレートに延びており、しかも前縁部と後縁部の長さ
が異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜している。そして、上記線条
部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、同上下方向にストレートに延び、かつ下端部が短縁部
から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上下方
向にストレートな切起し縁の長縁部に沿って下方側に直線状に延設されている。
【００２２】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が上下方向にストレートに延びた切起し片１４，１４・・
・、１４，１４・・・の上部側から内側にスムーズに流入し、下方に向けて流れ落ちるよ
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うになる。
【００２３】
　そして、その場合において、同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上記長
縁部の下端部には下方側に向けて直線状に延びる凝縮水ガイド用の凹凸の小さな線条部ｂ
，ｂ・・・が設けられており、該線条部ｂ，ｂ・・・が凝縮水導出ガイド用の毛細管作用
を果たし、上記切起し片１４，１４・・・内の凝縮水が伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・
、１３ｂ，１３ｂ・・・の下端側にスムーズに流れ出るようになり、同伝熱フィン１３ａ
，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・を通して下方に効率良く排出されるようになる。
【００２４】
　また、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側に位置する凝縮水
は、下端部に流下した後、長縁部側に向けて下降傾斜した下端部を介して、上記長縁部下
方の線条部ｂ，ｂ・・・にスムーズにガイドされ、合流されて、効率良く下方に流下する
ようになる。
【００２５】
　したがって、この発明の構成では、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の前
縁部側、後縁部側共にスムーズな排水ガイド機能が実現されることになる。
【００２６】
　これにより、フィン表面の圧損を増大させることなく、フィン表面への環境浮遊物の付
着、菌の繁殖、フィンの腐食などを有効に防止することができる。
【００２７】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【００２８】
　（２）　請求項２の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起
し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部
ａ，ａ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、
１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条部ａ，ａ・・・
は、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・各々の上記前縁部又は後縁
部何れか一方側長縁部に沿って上方側に直線状に延設されていることを特徴としている。
【００２９】
　この発明の場合、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上記伝熱フィ
ン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にか
けて複数列設けられ、上下方向にストレートに延びており、しかも前縁部と後縁部の長さ
が異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜している。そして、上記線条
部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、同上下方向にストレートに延び、かつ下端部が短縁部
から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上下方
向にストレートな切起し縁の長縁部に沿って上方側に直線状に延設されている。
【００３０】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が上下方向にストレートに延びた切起し片１４，１４・・
・、１４，１４・・・上部から切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・内にスムー
ズに流入し、下方に向けて流れ落ちるようになる。
【００３１】
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　しかも、その場合において、同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上記長
縁部の上端部には上方側に直線状に延びる凝縮水ガイド用の凹凸の小さな線条部ｂ，ｂ・
・・が設けられており、該上方に延びる線条部ｂ，ｂ・・・が当該切起し片１４，１４・
・・、１４，１４・・・の上端側に集まる凝縮水を切起し片１４，１４・・・、１４，１
４・・・内に効果的に導入する凝縮水導入ガイド用の毛細管作用を果たし、上記切起し片
１４，１４・・・の上端側に集まる凝縮水が切起し片１４，１４・・・の上端面部分に回
り込むことなく、切起し片１４，１４・・・内に効率良く流入して、伝熱フィン１３ａ，
１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の下端側にスムーズに流出するようになり、同伝熱
フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・を通して効率良く下方に排出される
ようになる。
【００３２】
　また、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側に位置する凝縮水
は、その下端部に流下した後、上記長縁部側に向けて下降傾斜した下端部を介して、上記
長縁部下方の線条部ｂ，ｂ・・・にスムーズにガイドされ、合流されて、効率良く下方に
流下するようになる。
【００３３】
　したがって、この発明の構成では、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の前
縁部側、後縁部側共にスムーズな排水ガイド機能が実現されることになる。
【００３４】
　これにより、フィン表面の圧損を増大させることなく、より有効にフィン表面への環境
浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することができる。
【００３５】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【００３６】
　（３）　請求項３の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起
し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、上記複数列の切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部
ａ，ａ・・・、下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・
、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数列の切起し片１４，１４・・・
、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに延び、上記各線条部ａ，ａ・・
・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４
・・・各々の上記前縁部又は後縁部何れか一方側長縁部に沿って上方側および下方側に直
線状に延設されていることを特徴としている。
【００３７】
　この発明の場合、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上記伝熱フィ
ン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にか
けて複数列設けられ、上下方向にストレートに延びており、しかも前縁部と後縁部の長さ
が異なり、かつ下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜している。そして、上記線条
部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、同上下方向にストレートに延び、かつ
下端部が短縁部から長縁部にかけて下降傾斜した切起し片１４，１４・・・、１４，１４
・・・の上下方向にストレートな切起し縁の長縁部に沿って上方側および下方側の両方に
直線状に延設されている。
【００３８】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
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ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が上下方向にストレートに延びる切起し片１４，１４・・
・、１４，１４・・・上部から切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・内にスムー
ズに流入し、下方に向けて流れ落ちるようになる。
【００３９】
　しかも、その場合において、同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上記長
縁部の上端部には上方側に向けて直線状に延びる凝縮水ガイド用の凹凸の小さな線条部ａ
，ａ・・・が設けられており、該上方に延びる線条部ａ，ａ・・・が当該切起し片１４，
１４・・・、１４，１４・・・の上端側に集まる凝縮水を切起し片１４，１４・・・、１
４，１４・・・内に効果的に導入する凝縮水導入ガイド用の毛細管作用を果たし、上記切
起し片１４，１４・・・の上部側に集まる凝縮水が切起し片１４，１４・・・、１４，１
４・・・の上端面部分に回り込むことなく、切起し片１４，１４・・・内に効率良く流入
して、その下端側にスムーズに流れる。
【００４０】
　一方、同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の下端部には、さらに下方側に
向けて直線状に延びる凝縮水ガイド用の凹凸の小さな線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・
が設けられており、該線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・が凝縮水導出ガイド用の毛細管
作用を果たし、上記切起し片１４，１４・・・内の凝縮水が伝熱フィン１３ａ，１３ａ・
・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の下端側にスムーズに流れ出るようになり、同伝熱フィン１
３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・を通して下方に効率良く排出されるようにな
る。
【００４１】
　また、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側に位置する凝縮水
は、その下端部に流下した後、上記長縁部側に向けて下降傾斜した下端部を介して、上記
長縁部下方の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・にスムーズにガイドされ、合流されて、
効率良く下方に流下するようになる。
【００４２】
　したがって、この発明の構成では、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の前
縁部側、後縁部側共に、よりスムーズな排水ガイド機能が実現されることになる。
【００４３】
　これにより、フィン表面の圧損を増大させることなく、より有効にフィン表面への環境
浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することができる。
【００４４】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【００４５】
　（４）　請求項４の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、
上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の下端部に、それぞれ下方側
に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であ
って、上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向
にストレートに延びるとともに下端部が短縁部側から長縁部側にかけて下降傾斜しており
、上記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置し、それ
ら傾斜端部の傾斜方向に沿って延設されている。
【００４６】
　この発明における切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上記伝熱フィン１
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３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて
複数列設けられているとともに、前縁部と後縁部の長さが異なり、その下端部には、それ
ぞれ下方側に延び凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・が設けられている
。
【００４７】
　そして、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方
向にストレートに延びているとともに下端部が短縁部側から長縁部側にかけて下降傾斜し
ており、上記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置し
て、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って延設されている。
【００４８】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が、同上下方向にストレートに延びた切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上部側から内側にスムーズに流入し、下方に向けて流れ落ち
るようになる。
【００４９】
　そして、その場合において、同切起し片１４，１４・・・の下端部は、同切起し片１４
，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側から長縁部側にかけて下降傾斜しており、上
記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、それら傾斜端部の狭角側（長縁部側）に位置
して、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って下方側に延設されている。
【００５０】
　従来の構成では、例えば前後両端側の切起し片１４，１４の下端部が傾斜しているとは
言え、その角度が大きくて水平に近く、しかも全体として上下各伝熱管１２，１２の管面
形状に対応した円弧形状に配設されているので、それら各切起し片１４，１４の下端部分
に流下して来た凝縮水が下端面部側に滞留してしまい、空調用室内機の運転を停止しても
長時間流下しないという問題があった。
【００５１】
　ところが、上記のように構成すると、同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・
の下端部分にガイドされて来た凝縮水が、短縁側から長縁側にかけて下降傾斜した下端部
の狭角部位置から傾斜方向に沿ってスムーズに流出してゆくようになる。
【００５２】
　これにより、同傾斜端部の傾斜角を利用したフィンカラー迂回方式による効果的な凝縮
水の導入、導出ガイド作用が可能になり、フィン表面の圧損を増大させることなく、より
有効にフィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することが
できる。
【００５３】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【００５４】
　また、上述のように構成すると、線条部ｂ，ｂ・・・，ｃ，ｃ・・・とフィンカラーと
の距離を大きくすることができ、フィンカラープレス成形用の金型との干渉が避けられる
ので、フィン加工の自由度が高くなり、その成形精度も向上する。
【００５５】
　（５）　請求項５の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、
上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側
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に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複数
列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレートに
延びるとともに上端部が短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜しており、上記各線条部
ａ，ａ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置し、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って
延設されていることを特徴としている。
【００５６】
　この発明における切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上記伝熱フィン１
３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて
複数列設けられているとともに、前縁部と後縁部の長さが異なり、その上端部には、それ
ぞれ上方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・・が設けられている。
【００５７】
　そして、複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向
にストレートに延びているとともに上端部が短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜して
おり、上記各線条部ａ，ａ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置して、それら傾斜端
部の傾斜方向に沿って上方側に延設されている。
【００５８】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が、同上下方向にストレートに延びた切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上部側から内側にスムーズに流入し、下方に向けて流れ落ち
るようになる。
【００５９】
　そして、その場合において、上述のように、同切起し片１４，１４・・・の上端部は、
同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾
斜しており、上記各線条部ａ，ａ・・・は、それら傾斜端部の狭角側（長縁部側）に位置
して、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って上方側に延設されている。
【００６０】
　従来の構成では、例えば前後両端側の切起し片１４，１４の上端部が傾斜しているとは
言え、その角度が大きくて水平に近く、しかも全体として上下各伝熱管１２，１２の管面
形状に対応した円弧形状に配設されているので、それら各切起し片１４，１４部分に流下
して来た凝縮水が上端面部側に滞留してしまい、空調用室内機の運転を停止しても長時間
流下しないという問題があった。
【００６１】
　ところが、上記のように構成すると、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・
・上端部の傾斜角に沿って上方に延びる線条部ａ，ａ・・・が当該切起し片１４，１４・
・・、１４，１４・・・上方の凝縮水を切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・内
に効果的に導入する凝縮水導入ガイド用の毛細管作用を果たし、当該切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上端部分にガイドされて来た凝縮水が、切起し片１４，１４
・・・の上端面部分に回り込むことなく、その狭角部位置からスムーズに各切起し片１４
，１４・・・、１４，１４・・・内に流入し、またその後、同切起し片１４，１４・・・
、１４，１４・・・の下端部分にガイドされて来た凝縮水が、下方側の狭角部位置からス
ムーズに斜め下方に流出してゆくようになる。
【００６２】
　これにより、同傾斜端部の傾斜角を利用したフィンカラー迂回方式による効果的な凝縮
水の導入、導出ガイド作用が可能となり、フィン表面の圧損を増大させることなく、より
有効にフィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することが
できる。
【００６３】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
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【００６４】
　特に、フィン面上の凝縮水はフィンカラー中央の下部に集中して垂れ下がる傾向がある
が、各切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上端側の線条部ａ，ａ・・・が、
上述のように傾斜して配置されていると、同凝縮水を一層確実に捕捉して切起し片１４，
１４・・・、１４，１４・・・内に導入することができる。
【００６５】
　また、上述のように構成すると、線条部ａ，ａ・・・とフィンカラーとの距離を大きく
することができ、フィンカラープレス成形用の金型との干渉が避けられるので、フィン加
工の自由度が高くなり、その成形精度も向上する。
【００６６】
　（６）　請求項６の発明
　この発明の熱交換器は、伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・と、該伝熱管１２
，１２・・・、１２，１２・・・に対してクロスする状態で多数枚並設された伝熱フィン
１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、
１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数列設けられた、前
縁部と後縁部の長さが異なる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・とからなり、
上記複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上端部に、それぞれ上方側
に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・・、下端部に、それぞれ下方側に延びる凝縮
水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・を設けてなる熱交換器であって、上記複
数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方向にストレート
に延びるとともに上端部が短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜、下端部が短縁部側か
ら長縁部側にかけて下降傾斜しており、上記各線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，
ｃ・・・は、それら各傾斜端部の狭角側に位置し、それら各傾斜端部の傾斜方向に沿って
延設されていることを特徴を特徴している。
【００６７】
　この発明における切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、伝熱フィン１３ａ
，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面の空気流上流側から下流側にかけて複数
列設けられているとともに、前縁部と後縁部の長さが異なり、その上端部には、それぞれ
上方側に、また下端部には、それぞれ下方側に延びる凝縮水ガイド用の線条部ａ，ａ・・
・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・が設けられている。
【００６８】
　そして、同複数列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、それぞれ上下方
向にストレートに延びているとともに上端部が短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾斜し
ており、上記各線条部ａ，ａ・・・は、それら傾斜端部の狭角側に位置して、それら傾斜
端部の傾斜方向に沿って上方に延設されている一方、下端部は短縁部側から長縁部側にか
けて下降傾斜しており、上記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、それら各傾斜端部
の狭角側に位置して、それら各傾斜端部の傾斜方向に沿って下方に延設されている。
【００６９】
　このような構成によれば、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が上下方向に
ストレートに延びているために、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・
・のフィン表面に生じた凝縮水が、同上下方向にストレートに延びた切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上部側から内側にスムーズに流入し、下方に向けて流れ落ち
るようになる。
【００７０】
　そして、その場合において、上述のように、同切起し片１４，１４・・・の上端部は、
同切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の短縁部側から長縁部側にかけて昇り傾
斜しており、上記各線条部ａ，ａ・・・は、それら傾斜端部の狭角側（長縁部側）に位置
して、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って上方に延設されている一方、他方同切起し片１
４，１４・・・、１４，１４・・・の下端部は、同切起し片１４，１４・・・の短縁部側
から長縁部側にかけて下降傾斜しており、上記各線条部ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・は、
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それら傾斜端部の狭角側（長縁部側）に位置して、それら傾斜端部の傾斜方向に沿って下
方に延設されている。
【００７１】
　従来の構成では、例えば前後両端側の切起し片１４，１４の上下各端部が傾斜している
とは言え、その角度が大きくて水平に近く、しかも全体として上下各伝熱管１２，１２の
管面形状に対応した円弧形状に配設されているので、それら各切起し片１４，１４部分に
流下して来た凝縮水が上端面部側に滞留してしまい、空調用室内機の運転を停止しても長
時間流下しないという問題があった。
【００７２】
　ところが、上記のように構成すると、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・
・上端部の傾斜角に沿って上方に延びる線条部ａ，ａ・・・が当該切起し片１４，１４・
・・、１４，１４・・・上方の凝縮水を切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・内
に効果的に導入する凝縮水導入ガイド用の毛細管作用を果たし、当該切起し片１４，１４
・・・、１４，１４・・・の上端部分にガイドされて来た凝縮水が、切起し片１４，１４
・・・の上端面部分に回り込むことなく、その狭角部位置からスムーズに各切起し片１４
，１４・・・、１４，１４・・・内に流入し、またその後、同切起し片１４，１４・・・
、１４，１４・・・の下端部分にガイドされて来た凝縮水が、下方側の狭角部位置から斜
め下方にガイドされてスムーズに流出してゆくようになる。
【００７３】
　これにより、同傾斜端部の傾斜角を利用したフィンカラー迂回方式による効果的な凝縮
水の導入、導出ガイド作用が可能になり、フィン表面の圧損を増大させることなく、より
有効にフィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することが
できる。
【００７４】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【００７５】
　特に、フィン面上の凝縮水はフィンカラー中央の下部に集中して垂れ下がる傾向がある
が、各切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の上端側の線条部ａ，ａ・・・が、
上述のように傾斜して配置されていると、同凝縮水を一層確実に捕捉して切起し片１４，
１４・・・、１４，１４・・・内に導入することができる。
【００７６】
　また、上述のように構成すると、線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・，ｃ，ｃ・・・と
フィンカラーとの距離を大きくすることができ、フィンカラープレス成形用の金型との干
渉が避けられるので、フィン加工の自由度が高くなり、その成形精度も向上する。
【００７７】
　（７）　請求項７の発明
　この発明の熱交換器は、上記請求項１，２，３，４，５又は６の発明の構成において、
切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・は、上下２組に分割され、同分割された中
間部にも、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の長縁部に沿って上下方向
に直線状に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ，ｂ・・・が設けられていることを特徴とし
ている。
【００７８】
　このような構成によると、上下２組に分割されたスリット１４ａ，１４ａ・・・、１４
ａ，１４ａ・・・の上下中間部に設けられた上下方向に延びる凝縮水ガイド用の線条部ｂ
，ｂ・・・によって、それら中間部でも有効に凝縮水のガイド作用が実現されるようにな
るので、上下分割タイプの切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・を採用した場合
にも有効に凝縮水の排出作用を実現することができる。
【００７９】
　（８）　請求項８の発明
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　この発明の熱交換器は、上記請求項１，２，３，４，５，６又は７の発明の構成におい
て、線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・・が、線状の切り込みであることを
特徴としている。
【００８０】
　このような構成によると、上記線状の切り込みａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・
・・に沿って下方に流れる凝縮水が切起し片の内部にスムーズに導入され、また切起し片
内部から下方にスムーズに流出して伝熱フィン下方に流れ落ちる。
【００８１】
　したがって、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・部分における凝縮水の排出
効果が、より有効に向上する。
【００８２】
　しかも、単なる線状の切り込みであるので、溝を形成した場合のような通風抵抗が生じ
ない。
【００８３】
　（９）　請求項９の発明
　この発明の熱交換器は、上記請求項１，２，３，４，５，６，７又は８の発明の構成に
おいて、上記切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・が、スリットであることを特
徴としている。
【００８４】
　このような構成によれば、凝縮水が、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３
ｂ・・・間、特に伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の当該スリッ
トよりなる切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・部分に滞留することなく、それ
らの上下各端部の上方側および下方側に延びる線状の溝又は線状の切り込みなどよりなる
線条部ａ，ａ・・・、ｂ，ｂ・・・、ｃ，ｃ・・を介してスムーズに下方に流下するよう
になる。
【００８５】
　これにより、フィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止す
ることができる。
【００８６】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房能力の向上や通風抵抗の低減、お
よび水飛び等の防止が可能となる。
【発明の効果】
【００８７】
　以上の結果、本願発明によると、伝熱フィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フ
ィンの腐食などが生ぜず、冷房運転中の水はけ性も良好で、冷房能力向上、通風抵抗の低
減、水飛びの防止等が可能な空気調和機用の室内機に適した熱交換器を簡単かつ低コスト
に提供することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８８】
　（最良の実施の形態１）
　図１および図２は、本願発明の最良の実施の形態１に係る空気調和機用室内機（図２１
、図２３等参照）に適した空気熱交換器の構成および作用を示している。
【００８９】
　すなわち、この空気熱交換器３２（３２ｂ）は、例えば空気流Ｆの上流側から下流側方
向に前後２列で、それぞれ交互に位置をズラせて配設された伝熱管１２，１２・・・、１
２，１２・・・と、該伝熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・の各々に対して所定の
ピッチを保って多数枚嵌装並設された伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ
・・・と、該伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の伝熱面上の各伝
熱管１２，１２・・・、１２，１２・・・間の上下スペース領域において設けられた、例
えば上下方向にストレートに延びる前後複数列（空気流の上流側から下流側に複数列）の
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スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａよりなる切
り起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・と、上記伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・
、１３ｂ，１３ｂ・・・の並設方向両端側に設けられた図示しない管板とから構成されて
いる。
【００９０】
　本実施の形態の場合、上記上下伝熱管１２，１２間の上記切起し片１４，１４・・・、
１４，１４・・・の前後４列のスリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａは、例えば空気
流Ｆの上流側から下流側（図示左側から右側）にかけて、両端側のもの１４ａ，１４ａが
長く、中間のもの１４ｂ，１４ｂが短かい構造のものからなっている。
【００９１】
　これら前後４列のスリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａは、上記空気流Ｆの上流側
から下流側に至る中間部を基準として上流側の２列のもの１４ａ，１４ｂでは前縁部の長
さが長く、下流側の２列のもの１４ｂ，１４ａでは後縁部の長さが長い構造のものとなっ
ている。
【００９２】
　そして、同熱交換器３２ａ（３２ｂ）の上記伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ
，１３ｂ・・・の各切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・のスリット１４ａ，１
４ｂ，１４ｂ，１４ａの所定の傾斜角を有して形成されている上下各端部の狭角部分（前
側の２列では上下方向の長さが長い前縁側の上下、後側の２列では上下方向の長さが長い
後縁側の上下）には、その切起し縁に沿って、それぞれ上方側および下方側に直線状に延
びる凝縮水ガイド用の毛細管作用を果たす凹凸の小さな線条部、具体的には一例として線
状の切り込み（後述する図２０の（ａ）のような切断部）ａ，ｂ・・・、ａ，ｂ・・・が
当該各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に
連通する状態で設けられている。
【００９３】
　このような構成によれば、伝熱フィン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の
フィン表面に生じた凝縮水が上記上下各方向にストレートに延びる各スリット１４ａ，１
４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａの長縁部上方側の切り込みａ，
ａ・・・、ａ，ａ・・・に集められた後に、その上端面側に回り込むことなく、各スリッ
ト１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に流入し、その
後、同長縁部下方側の切込みｂ，ｂ・・・、ｂ，ｂ・・・を介して伝熱フィン１３ａ，１
３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・の下端側にスムーズに流れるようになり、同伝熱フィ
ン１３ａ，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・を通して下方側のドレンパン（図５の２
８ａ，２８ｂ参照）内に導入されるようになる。
【００９４】
　また、短縁部側に位置する凝縮水は、下端部に流下した後、長縁部側に向けて下降傾斜
した下端部を介して、上記長縁部下方側にスムーズにガイドされ、合流されて、効率良く
下方に流下する。
【００９５】
　したがって、同構成では、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・の前縁部側、
後縁部側共にスムーズな排水ガイド機能が実現されることになり、上記伝熱フィン１３ａ
，１３ａ・・・、１３ｂ，１３ｂ・・・途中のフィン面間はもちろん、図４のような４列
のスリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａよりなる切起し片１４，１４・・・、１４，
１４・・・の上下各端面部分に滞留する凝縮水がなくなり、フィン表面への環境浮遊物の
付着、菌の繁殖、フィンの腐食などを防止することができる。
【００９６】
　また、冷房運転中の水はけ性も良好となるため、冷房運転時の冷房能力の向上や通風抵
抗の低減、および水飛び等の防止が可能となる。
【００９７】
　その結果、同構成によると、フィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐
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食などが生ぜず、冷房運転中の水はけ性も良好で、冷房運転時能力の向上、通風抵抗の低
減、水飛びの防止が可能な、例えば図２１、図２３のような空気調和機用の室内機に適し
たクロスフィンコイル型の空気熱交換器を簡単かつ低コストに提供することができるよう
になる。
【００９８】
　なお、以上の説明および図示の形態における切り起し片１４，１４・・・、１４，１４
・・・については、上述のようなスリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａの場合に限ら
ず、例えばルーバーの場合でもよく、各種の形態および個数、列数のものを任意に採用す
ることができる。
【００９９】
　また、上記切り込みａ，ｂ・・・、ａ，ｂ・・・は、例えば線状の溝（浅くて狭い溝な
ど）に変えることもできる。しかし、上記切り込みは、そのような溝の場合に比べて、凸
面部がないので、通風抵抗が殆んど生じないメリットがある。
【０１００】
　（最良の実施の形態２）
　次に図３および図４は、本願発明の最良の実施の形態２に係る空気調和機用室内機に適
した空気熱交換器の構成を示している。
【０１０１】
　この実施の形態では、上記最良の実施の形態１と同様のクロスフィンコイル型空気熱交
換器において、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として、前後両端側に図８
の従来例の場合と同様の上下分割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し
た場合において、上記最良の実施の形態１の構成のように、それらの各々１４ａ，１４ａ
、（１４ｂ，１４ｂ）、１４ａ，１４ａの長縁側上下各端部および中間部に、例えば図４
に拡大して示すように、上方側および下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条
部）ａ，ｂ，ｃ（但し、上下分割スリット１４ａ，１４ａの間の中間部の切り込みｂは、
下方側のものと上方側のものが相互に連続している）が設けられており、それぞれフィン
面を伝わって流れ落ちてくる凝縮水が当該線条部ａ，ｂを介して各スリット１４ａ，１４
ａ、１４ｂ，１４ｂ、１４ａ，１４ａ部分に流入するとともに、同流入した凝縮水が下端
側の切り込みｂ，ｃを介してスムーズに下方側に流れ出て、同スリット１４ａ，１４ａ、
１４ｂ，１４ｂ、１４ａ，１４ａ部分に滞留することなく速やかに下方に流下する。
【０１０２】
　つまり、このような構成の場合にも、上述の最良の実施の形態１の場合と全く同様にス
ムーズな凝縮水の排出作用を実現することができる。
【０１０３】
　（最良の実施の形態３）
　次に図５は、本願発明の最良の実施の形態３に係る空気調和機用室内機に適した空気熱
交換器の構成を示している。
【０１０４】
　この実施の形態では、上記最良の実施の形態２の場合と同様に切起し片１４，１４・・
・、１４，１４・・・として、上下分割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを
採用しているが、上記最良の実施の形態２の構成とは異なってスリット分割部を斜めでは
なく、平行なものに変更して、それら各スリットの各々１４ａ，１４ａ、１４ｂ，１４ｂ
、１４ａ，１４ａの長縁側上下各端部および中間部のそれぞれに、上方側および下方側に
延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ（但し、上下分割スリット１４
ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａの間の中間部の切り込みｂは、下方側のものと上方側のもの
が相互に連続している）を設けたことを特徴とするものである。
【０１０５】
　このような構成の場合にも、それぞれフィン面を伝わって流れ落ちてくる凝縮水が当該
線条部ａ，ｂを介して各スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ，１４ｂ、１４ａ，１４ａ内に
効果的に流入するとともに、同流入した凝縮水が下端側の切り込みｂ，ｃを介してスムー
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ズに下方側に流れ出て、同スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａ部
分に滞留することなく速やかに下方に流下させることができる。
【０１０６】
　したがって、上述の最良の実施の形態２の場合と全く同様にスムーズな凝縮水の排出作
用を実現することができる。
【０１０７】
　（最良の実施の形態４）
　次に図６は、本願発明の最良の実施の形態４に係る空気調和機用室内機に適した空気熱
交換器の構成を示している。
【０１０８】
　この実施の形態では、上記最良の実施の形態３の構成のクロスフィンコイル型空気熱交
換器の各スリット１４ａ・１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４ａの並設方向相互間の
各部分に位置して、さらに上下方向に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ｄ，
ｅ、ｆ、ｄ，ｅを設けたことを特徴とするものである。
【０１０９】
　これらの切り込み（線条部）ｄ，ｅ、ｆ、ｄ，ｅ・・・は、空気流の上流側から下流側
にかけて設けられた前後４列のスリット１４ａ・１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４
ａ相互の間において、上流側第１列目の分割型スリット１４ａ・１４ａと第２列目の一体
型スリット１４ｂとの間の切り込み（線条部）ｄ，ｅが上部側と下部側の２ケ所に分離さ
れた２本の状態で、また中流側第２列目の一体型スリット１４ｂと第３列目の一体型スリ
ット１４ｂとの間の切り込み（線条部）ｆが上部から下部まで連続した１本の状態で、さ
らに下流側第３列目の一体型スリット１４ｂと第４列目の分割型スリット１４ａ・１４ａ
との間の切り込み（線条部）ｄ，ｅが上部側と下部側の２ケ所に分離された２本の状態で
、それぞれ上下方向に延びて設けられている。
【０１１０】
　このような構成の場合には、上記最良の実施の形態３のものと同様に、それぞれフィン
面を伝わって流れ落ちてくる凝縮水が線条部ａ，ｂ、ａ、ａ、ａ，ｂを介して各スリット
１４ａ・１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４ａ内に流入するとともに、同流入した凝
縮水が下端側の切り込みｂ，ｃ、ｂ、ｂ、ｂ，ｃを介してスムーズに下方側に流れ出て、
同スリット１４ａ・１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４ａ部分に滞留させることなく
速やかに下方に流下させることができることはもちろん、各スリット１４ａ・１４ａ、１
４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４ａ各々の間にも上下方向に延びる切り込みｄ，ｅ、ｆ、ｄ，
ｅがあるので、各スリット１４ａ・１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ・１４ａ間に残った
フィン面上の凝縮水もスムーズに流下するようになり、上述の最良の実施の形態３の場合
以上にスムーズな凝縮水の排出作用を実現することができる。
【０１１１】
　（最良の実施の形態５）
　次に図７は、本願発明の最良の実施の形態５に係る空気調和機用室内機に適した空気熱
交換器の構成を示している。
【０１１２】
　この実施の形態は、上記最良の実施の形態３のクロスフィンコイル型空気熱交換器にお
けるスリット１４ａ（上部側）、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ（上部側）の上端側に延びる線
状の切り込み（線条部）ａ，ａ・・を挟角部側ではなくて、図示の如く広角部側に設けた
ことを特徴とするものである。
【０１１３】
　周知のように、フィン面上の凝縮水は伝熱管１２外周のフィンカラー部中央の下部に集
中して垂れ下がる傾向がある。
【０１１４】
　そこで、上記のように各スリット１４ａ、１４ｂ、１４ａの上端側に上方に延びて設け
られる線状の切り込み（線条部）ａ，ａ・・・を、できるだけフィンカラー中央部に対応
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した位置にあるスリット１４ａ、１４ｂ、１４ａの広角部側に設けると、線条部ａ，ａ・
・・も中央に集まるので、そのようなフィンカラー下部に集中する凝縮水をスムーズに排
出するのに有効となる。
【０１１５】
　（最良の実施の形態６）
　次に図８は、本願発明の最良の実施の形態６に係る空気調和機用室内機に適した空気熱
交換器の構成を示している。
【０１１６】
　この実施の形態は、上記最良の実施の形態３のような平行分割型のスリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａを採用したクロスフィンコイル型空気熱交換器に
おいて、上記最良の実施の形態３の構成のように、それら各スリット１４ａ，１４ａ、１
４ｂ，１４ｂ、１４ａ，１４ａの挟角部側上下各端部および分割部中間部に、上方側およ
び下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ（但し、上下分割ス
リット１４ａ，１４ａの間の中間部の切り込みｂは、下方側のものと上方側のものが相互
に連続している）を設けるのではなく、図８に示すように、それら各スリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａ各々の前後方向中間部（中央部）に、同様の切り
込みａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃを設けたことを特徴とするものである。
【０１１７】
　このような構成の場合にも、それぞれフィン面を伝わって流れ落ちてくる凝縮水が当該
線条部ａ，ａ・・・を介して各スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ，１４ｂ、１４ａ，１４
ａ部分に流入するとともに、同流入した凝縮水が下端側の切り込みｂ，ｃ、ｂ，ｂ、ｂ，
ｃを介してスムーズに下方側に流れ出て、同スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ，１４ｂ、
１４ａ，１４ａ部分に滞留することなく速やかに下方に流下する。
【０１１８】
　したがって、上述の最良の実施の形態３の場合と全く同様にスムーズな凝縮水の排出作
用を実現することができる。
【０１１９】
　さらに、この構成の場合には、それら各スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ，１４ｂ、１
４ａ，１４ａ上下端部の中間部（中央部）に切り込み加工を行うため、スリット立ち上げ
のためのフィンカットとは別の位置に切り込みａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃ
を入れることになるため、加工の自由度が高くなるだけでなく、スリット立ち上げ時のフ
ィン面の変形が避けられ、通風抵抗の増大も生じにくい。
【０１２０】
　（最良の実施の形態７）
　次に図９は、本願発明の最良の実施の形態７に係る空気調和機用室内機に適した空気熱
交換器の構成を示している。
【０１２１】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として前後両端側に
、それぞれ一体型のスリット１４ａ，１４ｂ、１４ｂ，１４ａを採用し、それら各スリッ
ト１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａの上下各端部に、上方側および下方側に延びる所定の
長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂを設けてなる上記最良
の実施の形態１のクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成において、フィンカラー部に
近接した各スリット最上端側の線状の切り込みａ，ａ・・を除去したことを特徴とするも
のである。
【０１２２】
　このような構成によれば、上記最良の実施の形態１の構成の場合に比べると、フィン表
面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａの上方側の切り込みａ，
ａ・・、ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に回り込ませることなく、各スリット１
４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなるが、スリット上端に切り込
みがないため、スリット上部からの凝縮水の流入が抑えられる。またフィンカラー等成形
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時、少くとも上部側の切り込みａ，ａ・・が伝熱管１２外周のフィンカラー１５部分と干
渉する問題が避けられる。
【０１２３】
　（最良の実施の形態８）
　次に図１０は、本願発明の最良の実施の形態８に係る空気調和機用室内機に適した空気
熱交換器の構成を示している。
【０１２４】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として前後両端側に
斜め分割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４
ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの上下各端部および中間部に、上方側およ
び下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、
ａ，ｂ，ｃを設けてなる上記最良の実施の形態２のクロスフィンコイル型空気熱交換器の
構成において、フィンカラー部に近接した各スリット最上端側の線状の切り込みａ，ａ・
・を除去したことを特徴とするものである。
【０１２５】
　このような構成によれば、上記最良の実施の形態２の構成の場合に比べると、フィン表
面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側）、
１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側）の上方側の切り込みａ，ａ・・、
ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に回り込ませることなく、各スリット１４ａ，１
４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなる
が、スリット上端に切り込みがないため、スリット上部からの凝縮水の流入が抑えられる
。またフィンカラー等成形時、少くとも上部側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・が伝熱
管１２外周のフィンカラー１５部分と干渉する問題が避けられる。
【０１２６】
　また、スリット分割部が斜めになっているので、分割部上部からの分割部下部への凝縮
水の流下が促進される。
【０１２７】
　（最良の実施の形態９）
　次に図１１は、本願発明の最良の実施の形態９に係る空気調和機用室内機に適した空気
熱交換器の構成を示している。
【０１２８】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として前後両端側に
平行分割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４
ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの上下各端部および中間部に、上方側およ
び下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、
ａ，ｂ，ｃを設けてなる上記最良の実施の形態３のクロスフィンコイル型空気熱交換器の
構成において、実施の形態７の場合と同様にフィンカラー部分に近接した各スリット最上
端側の線状の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・を除去したことを特徴とするものである。
【０１２９】
　このような構成によれば、上記最良の実施の形態３の構成の場合に比べると、フィン表
面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４
ｂ，１４ａの上方側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に回
り込ませることなく、各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１
４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなるが、スリット上部からの凝縮水の流入が抑え
られる。またフィンカラー等成形時、少くとも上部側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・
が伝熱管１２外周のフィンカラー１５部分と干渉する問題が避けられる。
【０１３０】
　（最良の実施の形態１０）
　次に図１２は、本願発明の最良の実施の形態１０に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
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【０１３１】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として前後両端側に
平行分割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４
ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの上下各端部および中間部に、上方側およ
び下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、
ａ，ｂ，ｃを設けてなる上記最良の実施の形態６のクロスフィンコイル型空気熱交換器の
構成において、やはりフィンカラー部に近接した各スリット最上端側の線状の切り込みａ
，ａ・・、ａ，ａ・・を除去したことを特徴とするものである。
【０１３２】
　このような構成によれば、上記最良の実施の形態６の構成の場合に比べると、フィン表
面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側）、
１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側）の上方側の切り込みａ，ａ・・、
ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に回り込ませることなく、各スリット１４ａ，１
４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなる
が、スリット上部からの凝縮水の流入が抑えられる。またフィンカラー等成形時、少くと
も上部側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・が伝熱管１２外周のフィンカラー１５部分と
干渉する問題が避けられる。
【０１３３】
　（最良の実施の形態１１）
　次に図１３は、本願発明の最良の実施の形態１１に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１３４】
　この実施の形態は、フィン各列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として
、前後方向中央部に一体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それらの前後両端側上下に平行分
割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの挟角部側（長縁部側）上下両端部および分割部
中間部の各々に上方側および下方側に延びる所定の長さの凹凸の小さな線状の切り込み（
線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃ（但し、上下分割スリット１４ａ，１
４ａの間の中間部の切り込みｂ，ｂは、下方側のものと上方側のものが相互に連続してい
る）を設けてなる上記最良の実施の形態２に係るクロスフィンコイル型空気熱交換器の構
成において、その平行分割型スリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａの中間部の切り込
みｂ，ｂを除く上記上下各端部の切り込みａ，ａ，ａ，ａおよびｃ，ｂ，ｂ，ｃの各々を
、伝熱管１２外周のフィンカラー１５部分を避けた前後斜め上方側および前後斜め下方側
に各々傾斜させて設けたことを特徴とするものである。
【０１３５】
　上述の最良の実施の形態２のように、フィンカラー１５の存在に関係なく上方側又は下
方側に切り込み部ａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃを設けると、フィンカラー１５のプ
レス成形時の金型が切り込みａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃと干渉する恐れが生じる
。
【０１３６】
　ところが、上述のように構成すると、切り込みａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃとフ
ィンカラー１５との距離を大きくすることができ、フィンカラープレス成形用の金型との
干渉が避けられるので、フィン加工の自由度が高くなり、その成形精度も向上する。
【０１３７】
　また、周知のように、フィン面上の凝縮水はフィンカラー１５中央の下部に集中して垂
れ下がる傾向があるが、各スリット１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側
）の上端側の切り込みａ，ａ，ａが、上述のように傾斜して配置されていると、図１３か
らも明らかなように同凝縮水を一層確実に切り込みａ，ａ，ａ，ａ部で捕捉してスリット
１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に導入することができる。
【０１３８】
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　したがって、同構成の場合には、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・上下傾
斜端部の傾斜角を利用したフィンカラー迂回方式による効果的な凝縮水導入、導出ガイド
作用を実現することができるようになる。
【０１３９】
　（最良の実施の形態１２）
　次に図１４は、本願発明の最良の実施の形態１２に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１４０】
　この実施の形態は、フィン各列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として
、前後方向中央部に一体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それらの前後両端側上下に平行分
割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの挟角部側上下両端部および分割部中間部の各々
に上方側および下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，
ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃ（但し、上下分割スリット１４ａ，１４ａの間の中間部の切り込
みｂ，ｂは、下方側のものと上方側のものが相互に連続している）を設けてなる上記最良
の実施の形態３に係るクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成において、その平行分割
型スリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａの中間部の切り込みｂ，ｂを除く上記上下各
端部の切り込みａ，ａ，ａ，ａおよびｃ，ｂ，ｂ，ｃの各々を、伝熱管１２外周のフィン
カラー１５部分を避けた前後斜め上方側および前後斜め下方側に各々傾斜させて設けたこ
とを特徴とするものである。
【０１４１】
　上述の最良の実施の形態３のように、フィンカラー１５の存在に関係なく上方側又は下
方側に切り込み部ａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃを設けると、フィンカラー１５のプ
レス成形時の金型が切り込みａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃと干渉する恐れが生じる
。
【０１４２】
　ところが、上述のように構成すると、切り込みａ，ａ，ａ，ａ又はｃ，ｂ，ｂ，ｃとフ
ィンカラー１５との距離を大きくすることができ、フィンカラープレス成形用の金型との
干渉が避けられるので、フィン加工の自由度が高くなり、その成形精度も向上する。
【０１４３】
　また周知のように、フィン面上の凝縮水はフィンカラー１５中央の下部に集中して垂れ
下がる傾向があるが、各スリット１４ａ（上部側），１４ｂ，１４ｂ，１４ａ（上部側）
の上端側の切り込みａ，ａ，ａ，ａが、上述のように傾斜して配置されていると、図１４
からも明らかなように同凝縮水を一層確実に切り込みａ，ａ，ａ，ａ部で捕捉してスリッ
ト１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ内に導入することができる。
【０１４４】
　（最良の実施の形態１３）
　次に図１５は、本願発明の最良の実施の形態１３に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１４５】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として、中間部に一
体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それら前後両端側に斜め分割型のスリット１４ａ，１４
ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４
ａ，１４ａの上下各端部および中間部に、上方側および下方側に延びる所定の長さの線状
の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃを設ける一方、それらの
内の中間部以外の切り込みａ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｃをフィンカラー１５を避けて
斜めにした上記最良の実施の形態１０のクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成におい
て、フィンカラー１５に近接したスリット最上端側の線状の切り込みａ，ａ・・を除去し
たことを特徴とするものである。
【０１４６】
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　このような構成によれば、上記最良の実施の形態１０の構成の場合に比べると、フィン
表面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１
４ｂ，１４ａの上方側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に
回り込ませることなく、各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，
１４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなるが、他方フィンカラー１５のプレス成形時
に、その金型が切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・と干渉する問題が避けられる。
【０１４７】
　（最良の実施の形態１４）
　次に図１６は、本願発明の最良の実施の形態１４に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１４８】
　この実施の形態は、切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として、中間部に一
体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それらの前後両端側に平行分割型のスリット１４ａ，１
４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１
４ａ，１４ａの上下各端部および中間部に、上方側および下方側に延びる所定の長さの線
状の切り込み（線条部）ａ，ｂ，ｃ、ａ，ｂ、ａ，ｂ、ａ，ｂ，ｃを設ける一方、それら
の内の中間部以外の切り込みａ，ａ，ａおよびｃ，ｂ，ｂ，ｃをフィンカラー１５を避け
て斜めにした上記最良の実施の形態１１のクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成にお
いて、フィンカラー１５に近接したスリット最上端側の線状の切り込みａ，ａ・・を除去
したことを特徴とするものである。
【０１４９】
　このような構成によれば、上記最良の実施の形態１１の構成の場合に比べると、フィン
表面に生じた凝縮水が各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，１
４ｂ，１４ａの上方側の切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・に集めた後に、その上端面側に
回り込ませることなく、各スリット１４ａ，１４ｂ，１４ｂ，１４ａ、１４ａ，１４ｂ，
１４ｂ，１４ａ内に流入させる作用がなくなるが、他方フィンカラー１５のプレス成形時
に、その金型が切り込みａ，ａ・・、ａ，ａ・・と干渉する問題が避けられる。
【０１５０】
　（最良の実施の形態１５）
　次に図１７は、本願発明の最良の実施の形態１５に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１５１】
　この実施の形態は、フィン各列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として
、前後方向中央部に一体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それらの前後両端側上下に斜め分
割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの挟角部側下端にのみ、フィンカラー１５を避け
て斜め下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ｃ，ｂ，ｂ，ｃを設けてな
る上記最良の実施の形態１２のクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成において、前列
側フィン１３ａの前縁部および後列側フィン１３ｂの後縁部に、それぞれ一方側フィン面
で凹部、他方側フィン面で凸部を形成する排水用のリブ１６ａ，１６ｂを設け、これらに
上記スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａ最下端の挟角部側に対応
する線状の切り込みｃ，ｃの下端側を連接又は近接させたことを特徴とするものである。
【０１５２】
　この場合、上記排水用のリブ１６ａ，１６ｂとしては、例えば図１８の（ａ）に示すよ
うな断面半円形状のもの、また図１８の（ｂ）に示すような断面三角形状のもの、さらに
図１８の（ｃ）に示すような断面方形状のものなど、曲げ加工に適した種々の断面形状の
ものが考えられる。
【０１５３】
　このような構成によると、上述したフィンカラープレス成形時の金型と切り込み成形と
の干渉の問題が解消されるのに加えて、前後縁部側スリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１
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４ａ内の凝縮水をリブ１６ａ，１６ｂの溝を介してスムーズに下方に排出することができ
る。
【０１５４】
　（最良の実施の形態１６）
　次に図１９は、本願発明の最良の実施の形態１６に係る空気調和機用室内機に適した空
気熱交換器の構成を示している。
【０１５５】
　この実施の形態は、フィン各列の切起し片１４，１４・・・、１４，１４・・・として
、前後方向中央部に一体型のスリット１４ｂ，１４ｂ、それらの前後両端側上下に平行分
割型のスリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１４ａを採用し、それら各スリット１４ａ，１
４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａの挟角部側下端にのみ、フィンカラー１５を避け
て斜め下方側に延びる所定の長さの線状の切り込み（線条部）ｃ，ｂ，ｂ，ｃを設けてな
る上記最良の実施の形態１２のクロスフィンコイル型空気熱交換器の構成において、前列
側フィン１３ａの前縁部および後列側フィン１３ｂの後縁部に、それぞれ一方側フィン面
で凹部、他方側フィン面で凸部を形成する排水用のリブ１６ａ，１６ｂを設け、これらに
上記スリット１４ａ，１４ａ、１４ｂ、１４ｂ、１４ａ，１４ａ最下端の挟角部側に対応
する線状の切り込みｃ，ｃの下端側を連接又は近接させたことを特徴とするものである。
【０１５６】
　この場合、上記排水用のリブ１６ａ，１６ｂとしては、例えば図１８の（ａ）に示すよ
うな断面半円形状のもの、また図１８の（ｂ）に示すような断面三角形状のもの、さらに
図１８の（ｃ）に示すような断面方形状のものなど、曲げ加工に適した種々の断面形状の
ものが採用される。
【０１５７】
　このような構成によると、上述したフィンカラープレス成形時の金型と切り込み成形と
の干渉の問題が解消されるのに加えて、前後縁部側スリット１４ａ，１４ａ、１４ａ，１
４ａ内の凝縮水をリブ１６ａ，１６ｂの溝を介してスムーズに下方に排出することができ
るようになる。
【０１５８】
　（凝縮水の導入排出効果を有する線条部のその他の変形例）
　以上の各実施の形態における凝縮水の導入排出用の線条部ａ～ｃは、例えば図２０の（
ａ）に示すような切り込みの場合に限らず、例えば図２０の（ｂ）に示すような微小空間
、また図１８の（ｃ）に示すような罫書状の微小溝、また図１８の（ｄ）に示すような微
小スリットや図１８の（ｅ）に示すような微小ルーバーの採用も可能である。
【０１５９】
　これらの何れの場合にあっても、微小な隙間が毛細管としての作用を発揮し、周辺の凝
縮水を引き込んでスムーズに排出する。
【０１６０】
　（各種の適用形態）
　なお、上述の各最良の実施の形態の熱交換器は、例えば前述した図２１，図２３のよう
な構成の空気調和機用室内機のクロスフィンコイル型空気熱交換器として最適なものとな
り、伝熱フィン表面への環境浮遊物の付着、菌の繁殖、フィンの腐食などが生ぜず、冷房
運転中の水はけ性も良好で、冷房能力向上、通風抵抗の低減、水飛び等の防止が可能な空
気調和機用の室内機を簡単かつ低コストに提供することができるが、本願発明の熱交換器
は、それらの他にも各種の形態の冷凍装置に適用することができることは言うまでもない
。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本願発明の最良の実施の形態１に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図２】同空気熱交換器の要部の構成を拡大して、その作用を示す一部切欠断面図である
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。
【図３】本願発明の最良の実施の形態２に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図４】同空気熱交換器の要部の構成を拡大して、その作用を示す一部切欠断面図である
。
【図５】本願発明の最良の実施の形態３に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図６】本願発明の最良の実施の形態４に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図７】本願発明の最良の実施の形態５に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図８】本願発明の最良の実施の形態６に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図９】本願発明の最良の実施の形態７に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面図
である。
【図１０】本願発明の最良の実施の形態８に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面
図である。
【図１１】本願発明の最良の実施の形態９に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正面
図である。
【図１２】本願発明の最良の実施の形態１０に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１３】本願発明の最良の実施の形態１１に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１４】本願発明の最良の実施の形態１２に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１５】本願発明の最良の実施の形態１３に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１６】本願発明の最良の実施の形態１４に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１７】本願発明の最良の実施の形態１５に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図１８】同空気熱交換器の要部の構成を拡大して、その断面形状を示す一部断面図であ
る。
【図１９】本願発明の最良の実施の形態１６に係る空気熱交換器の構成を示す一部切欠正
面図である。
【図２０】上記各実施の形態に共通な空気熱交換器の要部の構成を拡大して、その断面形
状を示す一部断面図である。
【図２１】第１の従来例に係る空気熱交換器を採用して構成した空気調和機用室内機の構
成を示す断面図である。
【図２２】同空気熱交換器の要部の構成を示す一部切欠断面図である。
【図２３】第２の従来例に係る空気熱交換器を採用して構成した空気調和機用室内機の構
成を示す断面図である。
【図２４】第３の従来例に係る空気熱交換器の要部の構成を示す一部切欠断面図である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１は空気調和機用室内機、３は天井、１２は伝熱管、１３ａ，１３ｂは伝熱フィン、１
４は切起し片、１４ａ，１４ａは前後両端側スリット、１４ｂ，１４ｂは前後中間部のス
リット、１５はフィンカラー、１６ａ，１６ｂは排水用リブ、２５，４５は空気吸込口、
２９，４９は空気吹出口、２８ａ，２８ｂ，４８ａ，４８ｂ，４８ｃはドレンパン、３０
，４０は送風通路、３２，４２は熱交換器、ａ～ｃは切り込み（線条部）である。
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