
JP 4518510 B2 2010.8.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器の内部に貯留された冷媒液中に被冷却媒体が流れる流路を設けて冷媒液と被冷却媒
体との熱交換部を形成し、被冷却媒体から蒸発潜熱を吸収して冷媒液を冷媒蒸気に変える
満液式蒸発器において、前記熱交換部を形成する容器の上部に立設された筒状筐体と、同
筒状筐体の内部に設けられ前記熱交換部に連通して冷媒液から生成した冷媒蒸気を上方に
導く内筒と、同内筒の上端開口に隙間を有して対面し前記内筒の上端開口に到達した冷媒
蒸気の流れを一旦下方に変向させる下向き開口を有する覆い体と、前記筒状筐体の内部で
同覆い体の上方に設けられ冷媒蒸気の混入した冷媒液ミストを重力作用で沈降させる空間
部と、前記筒状筐体の内部で同空間部の上方に設けられたデミスタとからなり、前記内筒
と前記覆い体との隙間面積を前記筒状筐体内面と前記覆い体との隙間面積より小さくした
ことを特徴とする満液式蒸発器。
【請求項２】
　前記熱交換部は、下部開口と前記内筒と連通する上部開口を除いてカバーで覆われ、前
記熱交換部が収容された容器との間に冷媒液を通す流路空間を設け、冷媒液が同流路空間
及び前記下部開口を経て前記熱交換部に至る冷媒液の循環路を形成してなることを特徴と
する請求項１記載の満液式蒸発器。
【請求項３】
　前記熱交換部が、冷媒液中に間隔を置いて並列に並べられた多数の伝熱プレートと、同
伝熱プレート間を横断して装架された被冷却媒体の管路とからなることを特徴とする請求
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項１記載の満液式蒸発器。
【請求項４】
　前記容器の冷媒液貯留部及び同貯留部内に収容される前記熱交換部がともに円形の横断
面をなし、同熱交換部を同容器に対して下方に偏心させて配置したことを特徴とする請求
項２記載の満液式蒸発器。
【請求項５】
　前記筒状筐体を前記熱交換部を形成する容器の上部に同容器の長手軸方向に２本以上並
列して立設したことを特徴とする請求項１記載の満液式蒸発器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍機等に組み込まれる蒸発器のうち、液体がもつ良好な伝熱作用を利用し
て良好な伝熱効果を有する満液式蒸発器に係り、伝熱効果をさらに向上させるとともに、
冷媒液から蒸発した冷媒蒸気に含まれる冷媒液ミストの分離機能を向上させた満液式蒸発
器に係る。
【背景技術】
【０００２】
　満液式蒸発器は、蒸発器中に冷媒液を充満させ、この中に被冷却媒体が流れるチューブ
を配置し、冷媒液と被冷却媒体（冷房用水等）とを熱交換させ、被冷却媒体から冷媒液の
蒸発潜熱を奪うことにより被冷却媒体を冷却する蒸発器であり、液体がもつ良好な伝熱作
用を有する。
【０００３】
　しかし発生した冷媒蒸気に含まれる冷媒液ミストを冷媒蒸気と分離した後で冷媒蒸気を
後流側に接続された圧縮機等に吸入させる必要があり、満液式蒸発器は蒸発器の相当部分
が冷媒液で充満しているので、冷凍機において後流側に配置された圧縮機が液を吸い込ま
ないようにアキュムレータという冷媒液と冷媒蒸気との混合物から冷媒液を分離する装置
があり、蒸発器から流れてきた冷媒液と冷媒蒸気との混合物は、ここでガスと液とに分離
され、ガスは圧縮機に吸入され、液は再びもとの蒸発器に戻るようになっている。
【０００４】
　特許文献１には、冷媒液を貯留したシェルの中に配置された各被冷却媒体チューブに積
極的に気泡を接触させることにより、気泡による撹乱効果を利用して冷媒液と被冷却媒体
との伝熱効果を向上させ、同時に冷媒液ミストが外部に流出するのを低減し、液バックを
防止しながら、熱伝達率を十分に高めることを目的とした満液式蒸発器の構成が開示され
ている。
【０００５】
　図８は前記満液式蒸発器の構成を示し、冷媒液を貯留する円筒形横型のシェル０１と、
このシェル０１の内部に配管する多数本の冷却チューブ０２とを備えた満液式蒸発器であ
って、冷却チューブ０２における出口側配管０２ｃ、０２ｄの周りに接する気泡量を増大
させる気泡増大手段０３と、シェル０１から流出する液流出低減手段０４とを備えている
。
　気泡増大手段０３及び液流出量低減手段０４は、冷却チューブ０２のパスの配管構成に
より実現するものであって、シェル０１内の液上層部に冷却チューブ０２の入口０２ａを
、シェル０１内の液下層部に入口パス０２ａの次段パス０２ｂを、シェル０１内の液中間
層部に出口側のパス０２ｃ、０２ｄをそれぞれ配管している。
【０００６】
　シェル０１の長手方向中央下部には冷媒液取入口０５を、その上部には冷媒蒸気取出口
０６を設け、液取入口０５には、圧縮、凝縮、膨張を経た後の低圧冷媒液ａを導入し、シ
ェル０１の内部で蒸発させた低圧冷媒蒸気ｓを、ガス取出口０６から取り出して圧縮機に
戻すようにしている。液取出口０６の対向側には、多数の空孔をもつ分流板０７を配置し
、シェル０１内に取り入れる液をシェル０１の長手方向に均一に開放できるようにしてい
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る。
　かかる構成において、冷媒チューブ０２の入口チューブ０２ａに流れる比較的高温の被
冷却媒体ｂと、シェル０１内における液上層部とが熱交換するため、液面近くにおいて冷
媒液ａのガス化を促進し、かつ液面上部に浮遊する液ミスト量を低減し、これによって液
バックの防止を図り、気泡発生量が少ない出口チュ－ブ０２ｃ、０２ｄにチューブ０２ｂ
の周囲に発生し上昇してくる気泡により気泡発生量を補って気泡攪拌効果を高めるように
している。この気泡攪拌効果によって液バックの防止を図りながら、気泡攪拌効果の少な
い部分の熱伝達率を改善し、全体として熱伝達率を高めるようにしている。
【０００７】
　ついで、特許文献２には、装置構成をコンパクト化しつつ、冷媒蒸気による冷媒液のキ
ャリーオーバーを抑制するようにした満液二重管式の蒸発器が開示されている。図９Ａ及
び図９Ｂは、この装置の立面図及び横断面図である。図において、満液二重管式蒸発器０
１１は、外筒０１３と内筒０１４とからなり筒軸方向を水平横向きとし、外筒０１３と内
筒０１４との間を冷媒液ａが流れる冷媒液室０１６に、内筒０１４の内部を被冷却媒体ｂ
が流れる被冷却媒体室０１７に夫々形成し、内筒０１４の左右両側に夫々形成される冷媒
液室０１６の側部０１６Ａ、０１６Ｂの横幅が互いに異なるように内筒０１４を設けると
ともに、冷媒液室０１６の側部０１６Ａ，０１６Ｂのうち横幅が広い方の内部を外筒側部
分と内筒側部分とに左右方向で仕切る仕切体０１５を設けている。
　これにより、仕切体０１５を境にして、内筒側部分（図９Ｂにおける右側部分：内筒０
１４に接する側）では蒸発した冷媒蒸気ｓが上昇し、外筒側部分（図９Ｂにおける左側部
分：外筒０１３内面に接する側）では冷媒液ａが下降して、互いに干渉せずに入れ替わる
ために、冷媒蒸気ｓと冷媒液ａの混合攪拌を防止してキャリーオーバーを抑制することが
できる。
【０００８】
　一方冷媒液室０１６のうち狭い方の側部０１６Ｂの内部では、内筒０１４との距離が短
いため、冷媒蒸気ｓの安定した上昇流が生じ、そのため冷媒蒸気ｓの発生に伴って冷媒液
ａの水分濃度が高くなっており、その水分濃度が高くなった冷媒液を冷媒液取出口０２０
から取り出すことにより、冷媒液中の水分濃度の上昇を抑制している。水分濃度が増加す
ると冷媒液ａの蒸発温度が上昇する。冷媒液の沸点上昇が生じると、被冷却媒体の温度と
冷媒液との蒸発温度の差が小さくなり、蒸発器の熱交換量が低下して、被冷却媒体の所定
の出口温度が得られなくなる。このため水分濃度が高くなった冷媒液を冷媒液取出口０２
０から取り出すことにより、冷媒液中の水分濃度の上昇を抑制している。
【０００９】
　また冷媒液ａは冷媒液室０１６内の被冷却媒体ｂから奪った熱で冷媒液が蒸発して冷媒
液取出口０２０に近くなるほど水分濃度が高くなり、水分濃度が上昇するほど冷媒液の蒸
発温度が上昇する。そこで被冷却媒体ｂの出口入口位置と冷媒液ａとの出口入口位置とを
逆にして両者の流路を向流に形成し、冷媒液ａの蒸発温度は冷媒液供給口０１９に近いほ
ど低くなるので、冷媒液供給口０１９に近い被冷却媒体出口０２３から良好に冷却された
被冷却媒体ｂが流出する。
　以上にように特許文献２では、冷媒液中の水分濃度を抑制するとともに、被冷却媒体ｂ
に対する冷却効果を向上させている。
【特許文献１】特開平８－２３３４０７号公報
【特許文献２】特開２００３－３３６９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら特許文献１に記載の満液式蒸発器は、冷却チューブ０２の周囲を気泡で覆
うようにしており、液体に比べて熱伝達作用が劣る気体が冷却チューブ０２を覆ってしま
うので、冷媒液と被冷却媒体との熱伝達効果は自ずと限界がある。
　また特許文献１では、冷媒チューブ０２の入口チューブ０２ａに流れる比較的高温の被
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冷却媒体ｂと、シェル０１内における冷媒液上層部とを熱交換させ、冷媒液面近くにおい
て被冷却媒体ｂのガス化を促進させ、これによって液面上部に浮遊する液ミスト量を低減
し、液バックを防止するものであるが、このような手段による液バック効果にも限界があ
り、高精度の分離を得ることは出来ず、また一旦被冷却媒体が冷媒液に混入してしまった
後は、冷媒液を被冷却媒体から除去することはできない。
【００１１】
　また特許文献２に記載の満液式蒸発器は、被冷却媒体室０１７の周囲を冷媒蒸気の安定
した上昇流ｓが取り囲むように構成されているので、特許文献１と同様に液体に比べて熱
伝達作用が劣る気体が被冷却媒体室０１７を覆ってしまうので、冷媒液ａと被冷却媒体ｂ
との熱伝達効果は自ずと限界がある。
　また仕切体０１５を境にして、内筒側部分（右側部分）では蒸発した冷媒蒸気ｓの上昇
流を形成し、外筒側部分（左側部分）では冷媒液ａの下降流を形成して、互いに干渉せず
に入れ替わるために、冷媒蒸気ｓと冷媒液ａの混合攪拌を防止してキャリーオーバーを抑
制するようにしているが、かかる手法では、キャリーオーバー抑制効果にも自ずと限界が
あり、高精度の分離効果は期待できない。また特許文献１と同様に一旦被冷却媒体が冷媒
液に混入してしまった後は、冷媒液を被冷却媒体から除去することはできないという問題
がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、かかる従来技術の課題に鑑み、満液式蒸発器において、装置の大型化を招か
ずに、冷媒液面上方の浮遊ミストをさらに高精度に除去して満液式蒸発器の後流側に流入
して圧縮機側に液バックしないようにすることを目的とする。
　また、本発明の第２の目的は、被冷却媒体と冷媒液との熱伝達効率を高めて被冷却媒体
の冷却効果を向上させることである。
【００１３】
　そして、本発明は、かかる目的を達成するもので、容器の内部に貯留された冷媒液中に
被冷却媒体が流れる流路を設けて冷媒液と被冷却媒体との熱交換部を形成し、被冷却媒体
から蒸発潜熱を吸収して冷媒液を冷媒蒸気に変える満液式蒸発器において、前記熱交換部
を形成する容器の上部に立設された筒状筐体と、同筒状筐体の内部に設けられ前記熱交換
部に連通して冷媒液から生成した冷媒蒸気を上方に導く内筒と、同内筒の上端開口に隙間
を有して対面し前記内筒の上端開口に到達した冷媒蒸気の流れを一旦下方に変向させる下
向き開口を有する覆い体と、前記筒状筐体の内部で同覆い体の上方に設けられ冷媒蒸気の
混入した冷媒液ミストを重力作用で沈降させる空間部と、前記筒状筐体の内部で同空間部
の上方に設けられたデミスタとからなり、前記内筒と前記覆い体との隙間面積を前記筒状
筐体内面と前記覆い体との隙間面積より小さくしたことを特徴とする満液式蒸発器に係る
。
【００１４】
　本発明の満液式蒸発器は、冷却液と被冷却媒体との熱交換部と、同熱交換部の上部に一
体的に立設された気液分離部（前記筒状筐体）とから構成される。前記熱交換部は、容器
の内部に貯留された冷媒液中に被冷却媒体が流れる流路を形成してなるものであり、ここ
で冷媒液の一部が被冷却媒体から蒸発潜熱を吸収して冷媒蒸気に変わる。
　冷媒蒸気は、前記筒状筐体の内部に設置された前記熱交換部に連通した前記内筒を通っ
て同内筒の上端に設けられた開口に向い、同上端開口に到達すると、同上端開口に隙間を
有して対面した下向き開口を有する前記覆い体によって一旦その流れが下方に向けられる
。
【００１５】
　前記覆い体は、その断面が例えば傘状、楕円形状、山形、あるいは平面からなるプレー
トの周囲に下方に向けた鍔を設けたもの等でもよく、要するに冷媒蒸気を一旦下方に変向
できる形状のものであればよい。
　また前記覆い体は、内筒の上端開口に間隔を有して対面するように配置されるが、内筒
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の上端開口に設けた支柱あるいは支持プレート等によって支持固定してもよい。
　ここで前記内筒と前記覆い体との隙間面積(Ａ)を前記筒状筐体内面と前記覆い体との隙
間面積(Ｂ)より小さくした構成を有するため（Ａ＜Ｂ）、隙間Ａを通る液ミストの通過速
度Ｖａのほうが隙間Ｂを通る液ミストの通過速度Ｖｂより速くなる。このような流路変向
を経ることにより、内筒の上端開孔から出た冷媒蒸気に混入する冷媒液ミストがそのまま
上方に上昇することを阻止し、冷媒液ミストの一部は下方に流路変向した際に重力の作用
で沈降し、前記熱交換部側に戻る。
【００１６】
　その後覆い体の上方に上昇した冷媒蒸気は、覆い体の上方に設けられた前記空間部にお
いて上昇する過程で冷媒蒸気の混入した冷媒液ミストが重力の作用を受けて下方に沈降す
る。その後冷媒蒸気はさらに上昇して同空間部の上方に設けられたデミスタに到達し、こ
こでデミスタを通過する際に冷媒蒸気に混入した冷媒液ミストが衝突により捕集される。
冷媒液ミストが分離した冷媒蒸気はその後下流側に接続された圧縮機等の機器に送られる
。
【００１７】
　本発明装置において、好ましくは、前記熱交換部は、下部開口と前記筒状管体と連通す
る上部開口を除いてカバーで覆われ、前記熱交換部が収容された容器との間に冷媒液を通
す流路空間を設け、冷媒液が同流路空間及び前記下部開口を経て前記熱交換部に至る冷媒
液の循環路を形成するようにする。
　また好ましくは、前記熱交換部が、冷媒液中に間隔を置いて並列に並べられた多数の伝
熱プレートと、同伝熱プレート間を横断して装架された被冷却媒体の管路とからなるプレ
ート式熱交換器とする。
　また好ましくは、前記容器の冷媒液貯留部及び同貯留部内に収容される前記熱交換部が
ともに円形の横断面をなし、同熱交換部を同容器に対して下方に偏心させて配置されるよ
うにする。
　また好ましくは、前記筒状筐体を前記熱交換部を形成する容器の上部に同容器の長手軸
方向に２本以上並列して立設するようにする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明装置によれば、容器の内部に貯留された冷媒液内に被冷却媒体が流れる流路を形
成して冷媒液と被冷却媒体との熱交換部を形成しているため、冷媒液と被冷却媒体との間
で満液式蒸発器特有の良好な熱伝達効率が得られるとともに、熱交換部で発生した冷媒蒸
気を内筒に集め、内筒の上端開口に間隔を有して対面した覆い体によって冷媒蒸気の流れ
を一旦下方に変向し、かつ内筒と覆い体との隙間面積(Ａ)を前記筒状筐体内面と覆い体と
の隙間面積(Ｂ)より小さくした構成として（Ａ＜Ｂ）、隙間Ａを通る冷媒蒸気の通過速度
Ｖａのほうが隙間Ｂを通る液ミストの通過速度Ｖｂより遅くし、これによって冷媒蒸気に
混入した冷媒液ミストの一部を冷媒蒸気から分離して下方に沈降させ、さらに覆い体の上
方に設けられた空間部で重力作用による冷媒液ミストの沈降分離がなされ、その後デミス
タによる冷媒液ミストの衝突捕集を行なうという３段階に亘る分離工程を経ることによっ
て、冷媒液ミストを高精度に冷媒蒸気から分離することができ、従って下流側に接続され
た圧縮機等への冷媒液の液バックが生じない。
【００１９】
　また本発明装置は、熱交換部と、同熱交換部の上部に一体的に立設された気液分離部（
前記筒状筐体）とから構成されるため、装置が大型化せず、省スペースとなり、また全溶
接等を施工すれば、装置全体を外部に対して密閉化することもでき、そのためアンモニア
冷凍機にも適用することができる。
【００２０】
　本発明装置において、好ましくは、前記熱交換部は、下部開口と前記筒状管体と連通す
る上部開口を除いてカバーで覆われ、前記熱交換部が収容された容器との間に冷媒液を通
す流路空間を設け、冷媒液が同流路空間及び前記下部開口を経て前記熱交換部に至る冷媒
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液の循環路を形成するようにすることによって、前記容器の内部に貯留された冷媒液は、
同容器と前記熱交換部との間に形成された流路空間から前記下部開口を経て熱交換部に至
る前記循環路を通って、被冷却媒体との熱交換を繰り返し行なうことができるので、熱伝
達効率をさらに向上させることができる。
【００２１】
　また本発明装置において、好ましくは、前記構成に加えて、前記容器の冷媒液貯留部及
び同貯留部内に収容される前記熱交換部がともに円形の横断面をなし、同熱交換部の配置
位置を下方に偏心させるようにすることによって、熱交換部を収容する容器と熱交換部と
の間に形成される循環路の入口が広くなり、冷媒液が循環路に入りやすくなる。従って冷
媒液の熱交換部への循環が促進されて、さらに冷媒液と被冷却媒体との熱伝達効率が向上
する。
【００２２】
　また冷媒液を貯留する容器及びその中に収容される熱交換部がともに円形断面を有する
ことで、前記容器内の冷媒液の収容体積に対する熱交換部の容積を極限まで高めることが
でき、これによって冷媒液の利用効率が高まり、逆に最小限まで冷媒液保有量を削減でき
、そのため最小限の冷媒液保有量で最大限の蒸発能力を発揮することができる。
【００２３】
　また本発明装置において、好ましくは、前記熱交換部が、冷媒液中に間隔を置いて並列
に並べられた多数の伝熱プレートと、同伝熱プレート間を横断して装架された被冷却流体
の管路とから構成されるプレート式熱交換器で構成することにより、冷媒液と被冷却媒体
間の熱伝達効率をさらに向上させることができる。
【００２４】
　また本発明装置において、前記筒状筐体を前記熱交換部を形成する容器の上部に同容器
の軸方向に２本以上並列して立設するようにしてもよい。これによって、１本の筒状筐体
を立設した満液式蒸発器と比べて、単一の装置で被冷却媒体の蒸発能力を大幅に増大する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明による満液式蒸発器の第１実施例の立面断面図である。
【図２】前記第１実施例の側面図である。
【図３】前記第１実施例の平面図である。
【図４】前記第１実施例の傘状覆いを示す斜視図である。
【図５】本発明による満液式蒸発器の第２実施例の一部断面立面図である。
【図６】前記第２実施例の一部断面側面図である。
【図７】前記第２実施例の平面図である。
【図８】従来の満液式蒸発器の横断面図である。
【図９Ａ】従来の別な満液式蒸発器の縦断立面図である
【図９Ｂ】従来の別な満液式蒸発気の横断側面図である。
【符合の説明】
【００２６】
　　１　　円筒形状の下部容器
　　２　　熱交換部
　　３　　円筒状容器
　　４　　蓋
　　６　　プレートカバー
　　７　　入口管
　　８　　出口管
　　１１　下部開口
　　１２　内筒
　　１３　傘状覆い
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　　１４　傘部
　　１５　開口
　　１６　デミスタ
　　１７　空間
　　１８　出口管
　　１９　供給管
　　２０　循環路
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明を図に示した実施例を用いて詳細に説明する。但し、この実施例に記載さ
れている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に特定的な記載がない限り
、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。　
【実施例１】
【００２８】
　本発明装置の第１実施例に係る図１～３において、１は、長手軸線が横方向に配置され
た円筒形状の下部容器で、下部容器１の内部に熱交換部２が収容されている。３は、下部
容器１から上方に立設された円筒状の容器で、冷媒液ミスト分離部を構成する。円筒状容
器３の上端は蓋４で密閉されている。
【００２９】
　５は、熱交換部２の一部を構成する伝熱プレートで、多数の平板状の伝熱プレート５が
互いに間隔をおいて平行に並べられており、伝熱プレート５の上部を含め熱交換部２の上
部はプレートカバー６で覆われている。７は被冷却媒体ｂが熱交換部２に入る入口管、８
は、被冷却媒体ｂが熱交換部２から出る出口管で、入口管７及び出口管８の間は、多数の
伝熱プレート５を横切り、伝熱プレート５間に千鳥足状に流路を形成して下部容器１内に
貯留された冷媒液ａとの熱伝達を良好にした熱交換管（図示略）で連結されている。
【００３０】
　熱交換部２は、並設された伝熱プレート５の両端が端板９及び１０で覆われ、下部開口
１１を除き、側面上部は前述のようにプレートカバー６で覆われている。図１中、ｈは下
部開口１１の開口幅寸法である。プレートカバー６には、図４に示すように、断面が長方
形を有する内筒１２が立設され、内筒１２の内部はプレートカバー６に設けられた開口（
図示略）を介して熱交換部２の内部に連通している。熱交換部２は外形が円筒形状をなし
ており、同様に円筒形状をなす下部容器１に適合した形状をなし、また下部容器１の内部
で下方へやや偏心して設置され、これによって熱交換部２と下部容器１の内面との間で上
部から下方に向けて次第に流路断面が先細りとなる冷媒液の循環路２０を形成している。
【００３１】
　内筒１２の上部開口には、傘状覆い１３が設けられている。傘状覆い１３は、図４に示
すように、左右に下向きに配置された一対の傘部１４を有するとともに、内筒１２と傘状
覆い１３との間には内筒１２の左右両側面に一対の開口１５が設けられている。
　円筒状容器３の上部には微細な細孔を有する金網等で構成されたデミスタ１６が設けら
れ、傘状覆い１３とデミスタ１６との間には、重力沈降による冷媒蒸気からの冷媒液ミス
トの分離を促進するための空間１７が設けられている。
　デミスタ１６の上方には冷媒液ミストを除去した冷媒蒸気ｓを圧縮機等の後流側の機器
に送る出口管１８が設けられている。なお下部容器１の下端には冷媒液ａを熱交換部２に
供給する供給管１９が設けられている。
【００３２】
　かかる構成の満液式蒸発器において、まず供給管１９から冷媒液ａが供給されて、下部
容器１内に充満され、そこに被冷却媒体ｂが入口管７から熱交換部２に供給されて、冷媒
液ａとの間で熱交換が起こる。被冷却媒体ｂの流路は、伝熱効率を良くするために熱交換
部２内で伝熱プレート５を横切って千鳥足状に曲設されている。冷媒液ａの一部は被冷却
媒体ｂから蒸発潜熱を奪って蒸気となり、冷媒液中を上昇して内筒１２を通り、上端開口
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１５に至る。
　上部開口１５に至った冷媒蒸気ｓは、傘状覆い１３に当たり、その流路を下方に向けら
れた後、傘状覆い１３と円筒状容器３の内面との隙間から上昇する。
【００３３】
　開口１５の面積Ａは傘状覆い１３と円筒状容器３の内面との隙間面積Ｂよりも小さく設
定されているので、開口１５から一旦下方に向けて排出される冷媒蒸気ｓの速度Ｖａは、
傘状覆い１３と円筒状容器３の内面との隙間を通る際の上向きの冷媒蒸気ｓの速度Ｖｂよ
り速くなる。このような流路を形成させることによって、開口１５を出た冷媒蒸気ｓに含
まれる液ミストがそのまま上方に上昇してしまうことを防ぐようにしているとともに、か
かる流路変更によって冷媒蒸気ｓに含まれる冷媒液ミストの一部は冷媒蒸気ｓから分離し
て下方に沈降する。
【００３４】
　その後円筒状容器３内を上昇する冷媒蒸気ｓは、空間１７において冷媒蒸気ｓに含まれ
る冷媒液ミストに加わる重力によって冷媒蒸気ｓから冷媒液ミストが分離し沈降する。冷
媒蒸気ｓはその後デミスタ１６を通って金網への衝突により残った液ミストが捕集され、
圧縮機等の後流側に接続された機器に送られる。
【００３５】
　一方下部容器１においては、下部容器１内での熱交換部２の偏心配置によって上部にお
いて入口流路が比較的広くなり下方に向かって先細りの流路となる冷媒液循環路２０が形
成されており、かつ熱交換部２内で蒸発した冷媒蒸気の上昇流によって生じる熱交換部２
内の負圧によって、下部容器１内の上部にある冷媒液ａは、循環路２０を下方に向かって
円滑に流下することができ、これによって冷媒液ａが循環路２０から下部開口１１を通っ
て熱交換部２内を上昇する循環流が容易に形成され、そのため冷媒液ａと被冷却媒体ｂと
の熱伝達が促進される。
【００３６】
　このように第１実施例によれば、下部容器１内においては冷媒液ａの循環路２０が形成
されて、冷媒液ａと被冷却媒体ｂとの熱交換が促進され、冷媒液ａによる被冷却媒体ｂの
冷却効果が向上するとともに、熱交換部２及びそれを収容する下部容器１がともに円筒形
状をなし、熱交換部２の外形が容器１に適合した形状を有し、これらの間に狭い循環路２
０を設けた構成にしているので、熱交換部２に対して冷媒液ａを貯留する下部容器１の体
積を小さく設定することができ、冷媒液保有量を必要最小限にまで減らすことができる。
【００３７】
　また熱交換部２で蒸発した冷媒蒸気ｓは、内筒１２の上部開口１５で傘状覆い１３によ
って一旦下方に流路を変更され、かつ開口１５の面積Ａは傘状覆い１３と円筒状容器３の
内面との隙間面積Ｂよりも小さく設定されているので、開口１５から下方に排出される冷
媒蒸気ｓの速度Ｖａは、傘状覆い１３と円筒状容器３の内面との隙間を通って上昇する冷
媒蒸気ｓの速度Ｖｂより速くなり、そのため冷媒蒸気ｓに含まれる冷媒液ミストが冷媒蒸
気ｓとともにそのまま上方に飛散することがなく、また冷媒液ミストの一部はここで冷媒
蒸気ｓと分離して下方に沈降し、さらに上方に配置された冷媒液ミスト分離空間１７で冷
媒蒸気ｓに含まれる冷媒液ミストが重力作用で下方に沈降し、さらに冷媒蒸気ｓに含まれ
る残った冷媒液ミストはデミスタ１６によりほとんど完全に分離除去されるという長所を
有する。
【００３８】
　さらに本実施例の装置は、熱交換部２と、熱交換部２の上部に一体的に立設された気液
分離部（円筒状容器３）とから構成されるため、装置が大型化せず、省スペースを達成す
ることができる。また装置全体を外部に対して密閉化することもでき、そのためアンモニ
ア冷凍機にも適用することができる。
【実施例２】
【００３９】
　次に本発明装置の第２実施例を図５～７に基づいて説明する。第２実施例は本発明をア
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同一符号を付された部材又は機器は、図１～３と同一の構成及び機能を有する。なお図５
～７において、７及び８は、被冷却媒体（ブライン）の熱交換部２に対する入口管及び出
口管であり、前記第１実施例と異なり、下部容器１の長手軸方向の両端面に装着されてい
る。１８は立設された２本の円筒状容器３のそれぞれの上部に接続されその後合流した冷
媒蒸気ｓの出口管であり、２１はアンモニア冷媒液ａの供給管１９を支えるノズルサポー
トであり、２２は、本実施例の満液式蒸発器の容器１及び円筒状容器３を支持する架台で
ある。
【００４０】
　第２実施例と前記第１実施例との構成上の相違点は、下部容器１に対して円筒状容器３
が２本並列に立設されている点にあり、他に相違点はない。プレートカバー６の下部には
第１実施例と同様に開口１１が設けられ、また円筒形状を有する熱交換部２が円筒形状を
有する下部容器１の内部に下方が若干偏心して設置されている点も第１実施例と同様であ
る。また２本の円筒状容器３の内部に内筒１２及び傘部１４を有する傘状覆い１３を具備
し、また内筒１２と傘状覆い１３との間には開口１５が設けられ、開口１５の面積Ａは傘
状覆い１３と円筒状容器３の内面との隙間面積Ｂよりも小さく設定されている点も第１実
施例と同一である。
【００４１】
　第２実施例においては、前記第１実施例と同様の作用及び効果を得られるほかに、１個
の下部容器１に２本の円筒状容器３を立設したことにより、単一の装置で被冷却媒体の蒸
発能力を大幅に増大することができる利点がある。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明によれば、冷凍機等に組み込まれる満液式蒸発器において、熱交換部を収容する
下部容器と、同下部容器に一体的に立設され冷媒液ミストの分離部を形成する筒状筐体と
からなる簡素で省スペース化された装置構成を有するとともに、下部容器内に収容された
熱交換部においては下部容器に貯留された冷媒液を熱交換部に繰り返し導く循環流を形成
することによって、冷媒液と被冷却媒体との熱交換率を向上させ、熱効率を向上させるこ
とができる。
【００４３】
　また筒状筐体内に形成される冷媒蒸気からの冷媒液ミストの分離部においては、重力沈
降と衝突捕集を採用した３段階に亘る分離工程を設けることにより、高精度及び高効率に
冷媒液ミストを分離可能となる。
　さらには熱交換部の容積に対して貯留される冷媒液の保有量を減らすことができ、少な
い冷媒液に対して高効率の冷却能力を発揮することができる。
　また装置全体を密閉するのが容易であるので、アンモニア冷凍機への適用も可能である
。
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