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(57)【要約】
　第１方向に沿って延びるように設けられている複数の
扁平管（１１）と、第１方向と異なる第２方向（Ｂ）に
沿って延びる面（１２Ｓ）を有している複数の板状フィ
ン（１２）とを備える。複数の板状フィン（１２）は、
面（１２Ｓ）同士が第１方向に間隔を隔てて配置されて
いる。面（１２Ｓ）は、第２方向において風上側に位置
する風上側縁部（１２Ａ）と風下側に位置する風下側縁
部（１２Ｂ）とを有する。複数の扁平管（１１）は面（
１２Ｓ）を貫通している。複数の扁平管（１１）は、第
２方向（Ｂ）において最も風上側に配置されている第１
扁平管（１３）と、第２方向（Ｂ）において第１扁平管
（１３）と間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側
に配置されている第２扁平管（１４）とを含む。第２方
向（Ｂ）において、面（１２Ｓ）の風下側縁部（１２Ｂ
）と第２扁平管（１４）の扁平形状の中心（１４Ｃ）と
の間の距離（ｕ）が、面（１２Ｓ）の風上側縁部（１２
Ａ）と風下側縁部（１２Ｂ）との間の幅（Ｌ）の１／３
以上である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に沿って延びるように設けられている、複数の扁平管と、
　前記第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板状フィンとを備
え、
　前記複数の板状フィンは、前記面同士が前記第１方向に間隔を隔てて配置されており、
　前記面は、前記第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下
側縁部とを有し、
　前記複数の扁平管は前記面を貫通しており、
　前記複数の扁平管は、前記第２方向において最も風上側に配置されている第１扁平管と
、前記第２方向において前記第１扁平管と間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側に
配置されている第２扁平管とを含み、
　前記第２方向において、前記面の前記風下側縁部と前記第２扁平管の扁平形状の中心と
の間の距離が、前記面の前記風上側縁部と前記風下側縁部との間の幅の１／３以上である
、熱交換器。
【請求項２】
　前記面の前記風上側縁部と前記第１扁平管の扁平形状の中心との間の前記第２方向にお
ける距離は、前記面の前記幅の１／３以上である、請求項１に記載の熱交換器。
【請求項３】
　第１方向に沿って延びるように設けられている複数の扁平管と、
　前記第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板状フィンとを備
え、
　前記複数の板状フィンは、前記面同士が前記第１方向に間隔を隔てて配置されており、
　前記面は、前記第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下
側縁部とを有し、
　前記複数の扁平管は前記面を貫通しており、
　前記複数の扁平管は、前記第２方向において最も風上側に配置されている第１扁平管と
、前記第２方向において前記第１扁平管と間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側に
配置されている第２扁平管とを含み、
　前記第２方向において、前記面の前記風上側縁部と前記第１扁平管の扁平形状の中心と
の間の距離が、前記面の前記風上側縁部と前記風下側縁部との間の幅の１／３以上である
、熱交換器。
【請求項４】
　前記面の前記幅に対する前記第１扁平管の前記扁平形状の長軸の第１長さと前記第２扁
平管の前記扁平形状の長軸の第２長さとの和の比率が、０．２７以上０．９以下である、
請求項１～３のいずれか１項に記載の熱交換器。
【請求項５】
　前記第１方向および前記第２方向は、水平方向に沿った方向であり、
　前記第１扁平管および前記第２扁平管の少なくとも一方は、前記扁平形状の前記長軸が
前記第２方向に対して傾斜している、請求項４に記載の熱交換器。
【請求項６】
　前記第１扁平管は、前記風上側に位置する第１端部と前記風下側に位置する第２端部と
を有し、
　前記第２端部が前記第１端部よりも重力方向の下方に配置されている、請求項５に記載
の熱交換器。
【請求項７】
　前記第２扁平管は、前記風下側に位置する第３端部と前記風上側に位置する第４端部と
を有し、
　前記第４端部が前記第３端部よりも前記重力方向の下方に配置されており、
　前記第１扁平管の前記長軸が前記第２方向に対して成す第１角度は、前記第２扁平管の
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前記長軸が前記第２方向に対して成す第２角度よりも大きい、請求項６に記載の熱交換器
。
【請求項８】
　前記第２扁平管は、前記風下側に位置する第３端部と前記風上側に位置する第４端部と
を有し、
　前記第４端部が、前記第３端部よりも前記重力方向の上方に配置されている、請求項６
に記載の熱交換器。
【請求項９】
　前記第２方向において、前記第１扁平管の前記第２端部と前記第２扁平管の前記第３端
部との間の距離が２ｍｍ以上である、請求項７または８に記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器に関し、特に空気調和機、冷凍機等において蒸発器として使用され
る熱交換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定のフィンピッチ間隔を介して積層された複数の板状フィンと、略楕円形状あ
るいは略長円形状などの扁平形状の断面を有する複数の扁平伝熱管（扁平管）とを備える
フィンアンドチューブ型の熱交換器が知られている。このような熱交換器において、複数
の板状フィンには、当該板状フィンの積層方向において重なる位置に、切欠部（例えば貫
通孔）が形成されている。各切欠部は、平面視したときに扁平形状を有しており、１つの
扁平管を挿入可能に設けられている。各扁平管の端部は、分配管あるいはヘッダと接続さ
れている。このようなフィンアンドチューブ型の熱交換器は、複数の板状フィンの間を流
動する空気等の熱交換流体と、複数の扁平管内を流動する水又は冷媒等の被熱交換流体と
の間で熱を交換するように設けられている。また、この種の熱交換器は、一般に複数の板
状フィンの積層方向、すなわち扁平管の延在方向が水平方向に沿うように設けられている
。
【０００３】
　熱交換器は、蒸発器として運転される場合、空気（熱交換流体）中の水分が凝縮水とし
て熱交換器上に発生する。このような凝縮水を熱交換器から排出するため、扁平管の長軸
が水平方向に対して傾斜するように設けられているフィンアンドチューブ型の熱交換器が
知られている（特開２０１３－２４５８８４号公報参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２４５８８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のフィンアンドチューブ型の熱交換器は、排水性が十分でないとい
う問題があった、例えば、扁平管の長軸が比較的長い場合、凝縮水は傾斜された扁平管を
伝って速やかに排水されずに当該扁平管上に滞留することがある。本発明は、上記のよう
な課題を解決するためになされたものである。本発明は、排水性が高い熱交換器を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施の形態に係る熱交換器は、第１方向に沿って延びるように設けられてい
る複数の扁平管と、第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板状
フィンとを備える。複数の板状フィンは、面同士が第１方向に間隔を隔てて配置されてい
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る。上記面は、第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下側
縁部とを有している。複数の扁平管は面を貫通している。複数の扁平管は、第２方向にお
いて最も風上側に配置されている第１扁平管と、第２方向において第１扁平管と間隔を隔
てて配置されておりかつ最も風下側に配置されている第２扁平管とを含む。第２方向にお
いて、面の風下側縁部と第２扁平管の扁平形状の中心との間の距離が、面の風上側縁部と
風下側縁部との間の幅の１／３以上である。
【０００７】
　本発明の他の実施の形態に係る熱交換器は、第１方向に沿って延びるように設けられて
いる複数の扁平管と、第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板
状フィンとを備える。複数の板状フィンは、面同士が第１方向に間隔を隔てて配置されて
いる。上記面は、第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下
側縁部とを有している。複数の扁平管は面を貫通している。複数の扁平管は、第２方向に
おいて最も風上側に配置されている第１扁平管と、第２方向において第１扁平管と間隔を
隔てて配置されておりかつ最も風下側に配置されている第２扁平管とを含む。第２方向に
おいて、面の風上側縁部と第１扁平管の扁平形状の中心との間の距離が、面の風上側縁部
と風下側縁部との間の幅の１／３以上である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、排水性が高い熱交換器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係る空気調和機を示す図である。
【図２】実施の形態１に係る熱交換器を示す斜視図である。
【図３】実施の形態１に係る熱交換器における扁平管の配置を示す要部拡大断面図である
。
【図４】実施の形態１に係る熱交換器の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図５】実施の形態１に係る熱交換器の他の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図６】実施の形態１に係る熱交換器のさらに他の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図７】実施の形態２に係る熱交換器のさらに他の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図８】実施の形態３に係る熱交換器における扁平管の配置を示す要部拡大断面図である
。
【図９】実施の形態３に係る熱交換器の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図１０】実施の形態３に係る熱交換器の他の変形例を示す要部拡大断面図である。
【図１１】実施の形態３に係る熱交換器のさらに他の変形例を示す要部拡大断面図である
。
【図１２】実施の形態４に係る熱交換器を示す斜視図である。
【図１３】実施の形態４に係る熱交換器における扁平管の配置を示す要部拡大断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の図面におい
て同一または相当する部分には同一の参照番号を付してその説明は繰り返さない。
【００１１】
　（実施の形態１）
　＜空気調和機の構成＞
　図１を参照して、実施の形態１に係る空気調和機１について説明する。空気調和機１は
、圧縮機２と、室外熱交換器３と、膨張弁４と、室内熱交換器５と、四方弁６と、室外フ
ァン７と、室内ファン８とを備えている。例えば、圧縮機２、室外熱交換器３、膨張弁４
および四方弁６が室外機に、室内熱交換器５が室内機に設けられている。
【００１２】
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　圧縮機２、室外熱交換器３、膨張弁４、室内熱交換器５及び四方弁６は、冷媒管を介し
て互いに接続されており、冷媒が循環可能な冷媒回路を構成している。空気調和機１では
、上記冷媒回路中を冷媒が相変化しながら循環する冷凍サイクルが行われる。
【００１３】
　圧縮機２は、冷媒を圧縮させる。室外熱交換器３は、フィンアンドチューブ型の熱交換
器であり、複数の扁平管と、複数の板状フィンとを備える（詳細は後述する）。室外熱交
換器３は、複数の扁平管内を流通する冷媒と、複数の板状フィン間を流通する室外の空気
との間の熱交換を行う。膨張弁４は、冷媒を膨張させる。室内熱交換器５は、冷媒と居室
内の空気との間の熱交換を行う。四方弁６は、空気調和機１における可燃性冷媒の流路を
切り替え可能である。室外ファン７は、室外熱交換器３に対して室外の空気を送風する。
室内ファン８は、室内熱交換器５に対して居室内の空気を送風する。
【００１４】
　＜室外熱交換器＞
　次に、図２および図３を参照して、実施の形態１に係る室外熱交換器３について説明す
る。室外熱交換器３において、被熱交換流体としての冷媒は第１方向Ａに沿って流通する
。熱交換媒体としての空気は第１方向Ａと異なる第２方向Ｂに沿って流通する。第１方向
Ａおよび第２方向Ｂは、例えば重力方向（鉛直方向）と交差する方向であり、例えば水平
方向に沿った方向である。第２方向Ｂは、例えば第１方向Ａと直交する方向である。
【００１５】
　室外熱交換器３は、複数の扁平管１１と、複数の板状フィン（プレートフィン）１２と
を備える。複数の扁平管１１は、第１方向Ａに沿って延びるように設けられている。複数
の扁平管１１は、第１方向Ａと異なる第２方向Ｂにおいて互いに間隔を隔てて配置されて
いる。さらに複数の扁平管１１は、例えば第１方向Ａおよび第２方向Ｂに交差する第３方
向Ｃにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。第３方向Ｃは、水平方向と交差する方
向であり、例えば重力方向に沿った方向である。第３方向Ｃは、例えば第１方向Ａおよび
第２方向Ｂと直交する方向である。複数の扁平管１１は、第１方向Ａに垂直な断面形状が
長軸および短軸を有する扁平形状である。複数の扁平管１１の当該断面形状は、例えば略
楕円形状または略長円形状である。各扁平管１１の内部には、第１方向Ａに沿って延びる
複数の貫通孔１１Ｈが設けられている。冷媒は、複数の扁平管１１の当該複数の貫通孔１
１Ｈ内を流通可能である。
【００１６】
　複数の板状フィン１２は、第１方向Ａにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。複
数の板状フィン１２は、それぞれ第２方向Ｂに沿って延びるように設けられている面１２
Ｓを有している。各面１２Ｓには、扁平管１１と等しい数の貫通孔が設けられている。各
面１２Ｓに設けられた各貫通孔は、複数の板状フィン１２を第１方向Ａから見たときに、
重なる位置に設けられている。複数の板状フィン１２に設けられた各貫通孔には、１つの
扁平管１１が挿入されている。各板状フィン１２は、例えばろう付け、機械拡管、ガス圧
拡管または液圧拡管等により、貫通孔に挿入された扁平管１１と固定されている。複数の
板状フィン１２の面１２Ｓは、第２方向において、風上側に位置する風上側縁部１２Ａと
風下側に位置する風下側縁部１２Ｂとを有している。板状フィン１２の面１２Ｓの風上側
縁部１２Ａと風下側縁部１２Ｂとの間の幅Ｌは、例えば４０ｍｍ以下である。
【００１７】
　複数の扁平管１１は、第１扁平管１３および第２扁平管１４とを含む。第１扁平管１３
は、複数の扁平管１１のうち最も風上側に配置されている。第２扁平管１４は、複数の扁
平管１１のうち最も風下側に配置されている。つまり、第１扁平管１３と第２扁平管１４
とは、第２方向Ｂにおいて間隔Ｗを隔てて配置されている。第１扁平管１３と第２扁平管
１４との間隔Ｗは、２ｍｍ以上であるのが好ましい。
【００１８】
　第２方向において間隔Ｗを隔てて配置されている第１扁平管１３と第２扁平管１４とは
扁平管群を構成している。複数の扁平管１１は、このような扁平管群を複数含んでいる。



(6) JP WO2017/183180 A1 2017.10.26

10

20

30

40

50

各扁平管群は、第３方向Ｃにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。各扁平管群にお
ける各第１扁平管１３は、第３方向Ｃにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。各扁
平管群における各第２扁平管１４は、第３方向Ｃにおいて互いに間隔を隔てて配置されて
いる。
【００１９】
　第１扁平管１３および第２扁平管１４は、それぞれ任意の構成を有していればよいが、
例えば同等の構成を有している。第１扁平管１３の第１方向Ａに垂直な断面形状の長軸（
扁平形状の長軸）の長さＸは、例えば第２扁平管１４の第１方向Ａに垂直な断面形状の長
軸（扁平形状の長軸）の長さＹと等しい。第１扁平管１３の上記扁平形状の短軸の長さは
、例えば第２扁平管１４の上記扁平形状の短軸の長さと等しい。
【００２０】
　板状フィン１２の上記幅Ｌに対する第１扁平管１３および第２扁平管１４の当該長軸の
長さの和の比率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌは、０．２７以上０．９以下であるのが好ましい。当該比
率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌが小さくなるほど、第１扁平管１３および第２扁平管１４の長軸の長さ
が短くなるため、その分流路断面積が小さくなる。当該比率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌが０．２７以
上であれば、第１扁平管１３および第２扁平管１４以外の他の扁平管の本数を増加するこ
とによって上記流路断面積の減少分を相殺し、複数の扁平管１１の流路断面積の総和の減
少を防止可能である。しかし、熱交換器における扁平管の本数は、熱交換器のサイズなど
によって制限される。上記比率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌが０．２７未満である場合、このような扁
平管数の制限により、扁平管数の増加のみによっては流路断面積の大きな減少分を相殺す
ることが困難である。この場合、流路断面積の減少に伴う冷媒の圧力損失の増加を抑制す
るには、例えば冷媒流量を低下させて熱交換器の熱交換性能を低下させる必要がある。一
方、上記比率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌが大きくなるほど、第１扁平管１３および第２扁平管１４の
長軸の長さが長くなる。一般的に、板状フィン１２の上記幅Ｌは４０ｍｍ以下である。そ
のため、上記比率（Ｘ＋Ｙ）／Ｌが０．９超えである場合、第１扁平管１３と第２扁平管
１４との上記間隔Ｗ、第１扁平管１３の第１端部１３Ａと板状フィン１２の風上側縁部１
２Ａとの間の距離を２ｍｍ以上とすることが困難となる。室外熱交換器３は、上記比率（
Ｘ＋Ｙ）／Ｌが０．２７以上０．９以下であることにより、冷媒の圧力損失の低下を抑制
しながらも、排水性を高めることができる。
【００２１】
　第１扁平管１３は、風上側に位置する第１端部１３Ａと、風下側に位置する第２端部１
３Ｂとを有している。第２扁平管１４は、風上側に位置する第３端部１４Ａと、風下側に
位置する第４端部１４Ｂとを有している。第１扁平管１３の第１端部１３Ａおよび第２端
部１３Ｂと、第２扁平管１４の第３端部１４Ａおよび第４端部１４Ｂとは、第２方向Ｂに
沿って配置されている。言い換えると、第１扁平管１３の上記扁平形状の長軸および第２
扁平管１４の上記扁平形状の長軸は、第２方向Ｂに沿って配置されている。第１扁平管１
３の第１端部１３Ａは、板状フィン１２の風上側縁部１２Ａよりも風下側に配置されてい
る。第２扁平管１４の第４端部１４Ｂは、板状フィン１２の風下側縁部１２Ｂよりも風上
側に配置されている。
【００２２】
　第２方向Ｂにおいて、第２扁平管１４の上記扁平形状の中心（当該中心を通って第３方
向に延びる線分１４Ｃ）と、板状フィン１２の風下側縁部１２Ｂとの距離ｕは、板状フィ
ン１２の上記幅Ｌに対し、１／３以上である。
【００２３】
　第２方向Ｂにおいて、第１扁平管１３の上記扁平形状の中心（当該中心を通って第３方
向に延びる線分１３Ｃ）と、板状フィン１２の風上側縁部１２Ａとの距離ｓは、板状フィ
ン１２の上記幅Ｌに対し、１／３未満である。距離ｕは、距離ｓよりも長い。
【００２４】
　室外熱交換器３は、上記構成を備える限りにおいて任意の構成を備えていればよいが、
例えば図２に示されるように、第１ヘッダ１５と、第２ヘッダ１６とをさらに備えている
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。
【００２５】
　複数の扁平管１１の第１方向Ａにおける一端は第１ヘッダ１５に接続されている。複数
の扁平管１１の第１方向Ａにおける他端は、第２ヘッダ１６に接続されている。第１ヘッ
ダ１５は、複数の扁平管１１に冷媒を分配可能に設けられている。第２ヘッダ１６は、複
数の扁平管１１に冷媒を分配可能に設けられている。第１ヘッダ１５には冷媒口２５が設
けられている。第１ヘッダ１５の冷媒口２５は、例えば冷媒配管１０を介して膨張弁４と
接続されている。第２ヘッダ１６には冷媒口２６が設けられている。第２ヘッダ１６の冷
媒口２６は、例えば冷媒配管９を介して四方弁６と接続されている。なお、冷媒口２５が
冷媒配管９を介して四方弁６に、冷媒口２６が冷媒配管１０を介して膨張弁４に、接続さ
れていてもよい。
【００２６】
　室外熱交換器３（複数の扁平管１１および板状フィン１２）を構成する材料は、例えば
アルミニウム（Ａｌ）またはＡｌ合金である。冷媒配管９，１０を構成する材料は、例え
ば銅（Ｃｕ）またはＣｕ合金である。また、室外熱交換器３は、例えば以下のように製造
され得る。例えば複数の扁平管１１と複数の板状フィン１２とがろう付けにより固定され
る場合、複数の扁平管１１、複数の板状フィン１２、第１ヘッダ１５、および第２ヘッダ
１６を予め作製しておき、それらを組み立てた後に炉内で一体にろう付けする。また、上
記のように製造された室外熱交換器３と冷媒配管９，１０とは、例えばトーチろう付けに
より接続される。
【００２７】
　なお、説明の便宜上、室外熱交換器３において複数の扁平管１１内を流通する冷媒と複
数の板状フィン１２間を流通する室外の空気との間の熱交換を行う部分を、熱交換本体部
１７と呼ぶ。熱交換本体部１７は、第１方向Ａにおいて最も第１ヘッダ１５側に位置する
板状フィン１２と、第１方向Ａにおいて最も第２ヘッダ１６側に位置する板状フィン１２
との間に挟まれている部分である。熱交換本体部１７において、複数の扁平管１１と複数
の板状フィン１２とは、例えば一定の関係で設けられている。熱交換本体部１７は、第１
方向Ａにおいて第１ヘッダ１５と第２ヘッダ１６との間に設けられている。
【００２８】
　＜空気調和機および室外熱交換器の動作＞
　次に図１～図３を参照して、実施の形態１に係る空気調和機１および室外熱交換器３の
動作について説明する。空気調和機１は、冷房運転、暖房運転、および除霜運転を実施可
能である。空気調和機１は、四方弁６によって上記冷媒回路が切り替えられることにより
、冷房運転および除霜運転と、暖房運転とが切り替えられる。なお、図１では、冷房運転
時及び除霜運転時の冷媒の流れの方向を破線の矢印で示し、暖房運転時の冷媒の流れの方
向を実線の矢印で示している。
【００２９】
　空気調和機１の冷房運転時には、圧縮機２、室外熱交換器３、膨張弁４、室内熱交換器
５が順に接続された冷媒回路が形成される。圧縮機２にて圧縮された冷媒は、室外熱交換
器３に送られる。室外熱交換器３に送られた冷媒は室外ファン７から送られた空気との間
で熱交換を行い、凝縮される。室外熱交換器３は、凝縮器として作用する。
【００３０】
　空気調和機１の暖房運転時には、圧縮機２、室内熱交換器５、膨張弁４、室外熱交換器
３が順に接続された冷媒回路が形成される。圧縮機２にて圧縮された冷媒は、室内熱交換
器５に送られる。室内熱交換器５に送られた冷媒は室内ファン８から送られた空気との間
で熱交換を行い、凝縮される。凝縮された冷媒は膨張弁４で減圧された後、室外熱交換器
３に送られる。室外熱交換器３に送られた冷媒は室外ファン７から送られた空気との間で
熱交換を行い、蒸発される。室外熱交換器３は、蒸発器として作用する。このとき、室外
の空気に含まれる水分が室外熱交換器３により凝縮されることにより、複数の扁平管１１
および複数の板状フィン１２の表面には凝縮水が発生する。凝縮水は、室外熱交換器３か
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ら効率的に排水される（詳細は後述する）。ただし、凝縮水の一部は、室外熱交換器３に
霜となって付着することがある。室外熱交換器３に付着した霜は冷媒と室外の空気との間
の熱交換を阻害し、その結果空気調和機１の暖房効率が低下する。そのため、空気調和機
１は、室外熱交換器３に付着した霜を融解するための除霜運転が行われる。
【００３１】
　空気調和機１の除霜運転時には、冷房運転時と同様の冷媒回路が形成される。圧縮機２
にて圧縮された冷媒は、室外熱交換器３に送られ、室外熱交換器３に付着した霜を温めて
融解させる。これにより、暖房運転時において室外熱交換器３に着いた霜は、除霜運転に
より融解して水となる。当該融解水は、室外熱交換器３から効果的に排水される（詳細は
後述する）。なお、除霜運転時には、室外ファン７および室内ファン８は、例えば停止さ
れる。なお、室外ファン７は、除霜運転中動作していてもよい。
【００３２】
　＜作用効果＞
　次に、実施の形態１に係る室外熱交換器３の作用効果について説明する。室外熱交換器
３は、第１方向Ａに沿って延びるように設けられている複数の扁平管１１と、第１方向Ａ
と異なる第２方向Ｂに沿って延びる面１２Ｓを有している複数の板状フィン１２とを備え
る。複数の板状フィン１２は、面１２Ｓ同士が第１方向Ａに間隔を隔てて配置されている
。複数の扁平管１１は面１２Ｓを貫通している。複数の扁平管１１は、第２方向Ｂにおい
て最も風上側に配置されている第１扁平管１３と、第２方向Ｂにおいて第１扁平管１３と
間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側に配置されている第２扁平管１４とを含む。
第２方向Ｂにおいて、面１２Ｓの風下側縁部１２Ｂと第２扁平管１４の扁平形状の中心（
当該中心を通って第３方向に延びる線分１４Ｃ）との間の距離ｕが、面１２Ｓの風上側縁
部１２Ａと風下側縁部１２Ｂとの間の幅Ｌの１／３以上である。
【００３３】
　従来のフィンアンドチューブ型の室外熱交換器は、上記距離ｕが上記幅Ｌの１／３未満
である。そのため、従来の室外熱交換器では、最も風下側に位置する扁平管よりもさらに
風下側に位置するフィンの一部領域が凝縮水または融解水の排水路として十分な広さを有
していない。そのため、従来の室外熱交換器は、扁平管の周囲に付着した凝縮水または融
解水に対し十分な排水性を有していない。例えば暖房運転中には凝縮水が扁平管上に滞留
し易く、除霜運転後の暖房運転開始時には融解水が扁平管上に滞留し易い。その結果、従
来の室外熱交換器は、暖房運転時の通風抵抗の増加、着霜耐力の低下、除霜運転時間の増
加に伴う快適性の低下、または除霜運転頻度の増加に伴う暖房能力の低下といった問題を
有している。
【００３４】
　これに対し、室外熱交換器３によれば、上記距離ｕが上記幅Ｌの１／３以上であるため
、第２扁平管１４の第４端部１４Ｂと板状フィン１２の風下側縁部１２Ｂとの間に位置す
る板状フィン１２の一部領域が、凝縮水または融解水の排水路として十分な広さを有して
いる。そのため、室外熱交換器３は、上記従来の室外熱交換器と比べて、複数の扁平管１
１の周囲に付着した凝縮水および融解水に対し高い排水性を有している。その結果、室外
熱交換器３は、従来の室外熱交換器と比べて、暖房運転時の通風抵抗の増加、着霜耐力の
低下、除霜運転時間の増加に伴う快適性の低下、および除霜運転頻度の増加に伴う暖房能
力の低下が抑制されている。
【００３５】
　＜変形例＞
　次に、図４～図６を参照して、実施の形態１に係る室外熱交換器３の変形例について説
明する。図３に示される室外熱交換器３の複数の扁平管１１の上記扁平形状の長軸はいず
れも第２方向Ｂに沿うように配置されているが、これに限られるものでは無い。
【００３６】
　図４に示されるように、第１扁平管１３の上記扁平形状の長軸が第２方向Ｂに対して傾
斜していてもよい。言い換えると、第１扁平管１３の第１端部１３Ａは、第２端部１３Ｂ
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よりも上方に配置されていてもよい。第１扁平管１３の当該長軸と第２方向Ｂとの成す第
１角度θ１は、例えば５度以上２５度以下である。このとき、第２扁平管１４の上記扁平
形状の長軸は第２方向に沿っていてもよい。
【００３７】
　図５に示されるように、第１扁平管１３に加え、第２扁平管１４の上記扁平形状の長軸
が第２方向に対して傾斜していてもよい。言い換えると、第２扁平管１４の第３端部１４
Ａは、第４端部１４Ｂよりも上方に配置されていてもよい。第２扁平管１４の当該長軸と
第２方向Ｂとの成す第２角度θ２は、例えば５度以上２５度以下である。第１角度θ１と
第２角度θ２とは、例えば等しくてもよい。好ましくは、第１角度θ１は第２角度θ２よ
りも大きい。
【００３８】
　図６（ａ）および（ｂ）に示されるように、第１扁平管１３の第１端部１３Ａが第２端
部１３Ｂよりも上方に配置されているとともに、第２扁平管１４の第３端部１４Ａが第４
端部１４Ｂよりも下方に配置されていてもよい。言い換えると、室外熱交換器３を第１方
向Ａから見たときに、第１扁平管１３の上記扁平形状の長軸方向と第２扁平管１４の上記
扁平形状の長軸方向とが第１扁平管１３と第２扁平管１４との間で交差するように設けら
れていてもよい。
【００３９】
　図４～図６に示される構成を備える室外熱交換器３では、第１扁平管１３の上記扁平形
状の長軸が第２方向Ｂに対して傾斜しているため、図３に示される構成を有する室外熱交
換器３と比べて、第１扁平管１３の周囲に付着した凝縮水または融解水は重力を受けてよ
りスムーズに排水され得る。具体的には、図６（ｂ）を参照して、第１扁平管１３の周囲
に付着している水Ｅ（凝縮水または融解水）は、室外ファン７から吹付けられる気体Ｄに
よる第２方向Ｂの風上から風下へ働く風力、および第３方向Ｃにおいて上方から下方へ働
く重力により、第１扁平管１３の外周面上を伝って第１扁平管１３と第２扁平管１４との
間に導かれてスムーズに排水され得る。その結果、図４～図６に示される構成を備える室
外熱交換器３は、図３に示される室外熱交換器３と比べて、排水性が高い。
【００４０】
　特に、図５に示される室外熱交換器３は、第２扁平管１４の第３端部１４Ａが第４端部
１４Ｂよりも上方に配置されているため、室外ファン７から吹付けられる気体Ｄによる風
力が十分に届きにくい風下側に位置する第２扁平管１４の周囲に付着した凝縮水または融
解水を重力によりスムーズに排水し得る。
【００４１】
　（実施の形態２）
　次に、図７を参照して、実施の形態２に係る室外熱交換器について説明する。実施の形
態２に係る室外熱交換器は、基本的には実施の形態１に係る室外熱交換器と同様の構成を
備えるが、第２方向Ｂにおいて、第１扁平管１３の上記扁平形状の中心（当該中心を通っ
て第３方向に延びる線分１３Ｃ）と、板状フィン１２の風上側縁部１２Ａとの距離ｓは、
板状フィン１２の上記幅Ｌに対し、１／３以上である点で異なる。
【００４２】
　実施の形態２に係る室外熱交換器では、上記距離ｕおよび上記距離ｓのそれぞれが上記
幅Ｌに対し１／３以上である。
【００４３】
　従来のフィンアンドチューブ型の室外熱交換器は、上記距離ｓが上記幅Ｌの１／３未満
である。そのため、従来の室外熱交換器では、暖房運転時にフィンの風上側縁部は風上側
に位置する扁平管を流通する冷媒と同等程度にまで冷やされ、フィンの表面温度は風上側
縁部から風下側縁部にかけて略一定となる。一方、暖房運転時にフィンの表面上を流通す
る気体の温度は、フィンの風上側縁部上から風下側縁部に向かって徐々に低くなる。その
ため、従来の室外熱交換器では、フィンを介した冷媒と室外の空気との間の熱交換量は、
フィンの風上側縁部において最も多く風下側縁部に向かって徐々に少なくなっていく分布
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を示す。そのため、フィンの表面の着霜量も、風上側において最も多く風下側縁部に向か
って徐々に少なくなっていく分布を示す。その結果、従来の室外熱交換器では、特に風上
側において、隣り合うフィン間が霜により閉塞され易く、フィン表面を伝った排水が妨げ
られて凝縮水または融解水が滞留し易いという問題があった。
【００４４】
　これに対し、実施の形態２に係る室外熱交換器は、上記距離ｓが上記幅Ｌの１／３以上
である。そのため、暖房運転時に板状フィン１２の風上側縁部１２Ａは風上側に位置する
第１扁平管１３を流通する冷媒と同等程度にまで冷やされず、板状フィン１２の表面温度
は風上側縁部１２Ａから風下側縁部１２Ｂにかけて徐々に低くなる温度分布を示す。その
ため、実施の形態２に係る室外熱交換器では、板状フィン１２を介した冷媒と室外の空気
との間の熱交換量が板状フィン１２の風上側縁部１２Ａから風下側縁部１２Ｂに向かって
略均一な分布を示す。そのため、板状フィン１２の表面の着霜量も風上側縁部から風下側
縁部に向かって略均一な分布を示す。その結果、実施の形態２に係る室外熱交換器では、
風上側においても、隣り合うフィン間が霜により閉塞されることが抑制されているため、
排水性が高い。
【００４５】
　また、実施の形態２に係る室外熱交換器は、実施の形態１に係る室外熱交換器３と同様
の構成を備えるため、室外熱交換器３と同様の効果を奏することができる。なお、実施の
形態２に係る室外熱交換器は、上述した室外熱交換器３の変形例と同様に、複数の扁平管
１１の少なくとも１つの上記扁平形状の長軸が第２方向Ｂに対して傾斜していてもよい。
【００４６】
　（実施の形態３）
　次に、図８を参照して、実施の形態３に係る室外熱交換器について説明する。実施の形
態３に係る室外熱交換器は、基本的には実施の形態１に係る室外熱交換器と同様の構成を
備えるが、第２方向Ｂにおいて上記距離ｕが上記幅Ｌの１／３未満であり、かつ上記距離
ｓが上記幅Ｌの１／３以上である点で異なる。言い換えると、実施の形態３に係る室外熱
交換器は、基本的には実施の形態２に係る室外熱交換器と同様の構成を備えるが、第２方
向Ｂにおいて上記距離ｕが上記幅Ｌの１／３未満である点で異なる。
【００４７】
　実施の形態３に係る室外熱交換器は、距離ｓが上記幅Ｌの１／３以上であるため、実施
の形態２に係る室外熱交換器と同様に、風上側においても、隣り合うフィン間が霜により
閉塞されることが抑制されているため排水性が高い。
【００４８】
　＜変形例＞
　次に、図９～図１１を参照して、実施の形態３に係る室外熱交換器の変形例について説
明する。
【００４９】
　図９に示されるように、第１扁平管１３の上記扁平形状の長軸が第２方向Ｂに対して傾
斜していてもよい。言い換えると、第１扁平管１３の第１端部１３Ａは、第２端部１３Ｂ
よりも上方に配置されていてもよい。第１扁平管１３の当該長軸と第２方向Ｂとの成す第
１角度θ１は、例えば５度以上２５度以下である。このとき、第２扁平管１４の上記扁平
形状の長軸は第２方向に沿っていてもよい。
【００５０】
　図１０に示されるように、第１扁平管１３に加え、第２扁平管１４の上記扁平形状の長
軸が第２方向に対して傾斜していてもよい。言い換えると、第２扁平管１４の第３端部１
４Ａは、第４端部１４Ｂよりも上方に配置されていてもよい。第２扁平管１４の当該長軸
と第２方向Ｂとの成す第２角度θ２は、例えば５度以上２５度度以下である。第１角度θ
１と第２角度θ２とは、例えば等しくてもよい。好ましくは、第１角度θ１は第２角度θ
２よりも大きい。
【００５１】
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　図１１に示されるように、第１扁平管１３の第１端部１３Ａが第２端部１３Ｂよりも上
方に配置されているとともに、第２扁平管１４の第３端部１４Ａが第４端部１４Ｂよりも
下方に配置されていてもよい。言い換えると、室外熱交換器３を第１方向Ａから見たとき
に、第１扁平管１３の上記扁平形状の長軸方向と第２扁平管１４の上記扁平形状の長軸方
向とが第１扁平管１３と第２扁平管１４との間で交差するように設けられていてもよい。
【００５２】
　図９～図１１に示される構成を備える室外熱交換器では、第１扁平管１３の上記扁平形
状の長軸が第２方向Ｂに対して傾斜しているため、図８に示される構成を有する室外熱交
換器３と比べて、第１扁平管１３の周囲に付着した凝縮水または融解水は重力を受けてよ
りスムーズに排水され得る。具体的には、第１扁平管１３の周囲に付着している凝縮水ま
たは融解水は、室外ファン７から吹付けられる気体Ｄによる第２方向Ｂの風上から風下へ
働く風力、および第３方向Ｃにおいて上方から下方へ働く重力により、第１扁平管１３の
外周面上を伝って第１扁平管１３と第２扁平管１４との間に導かれてスムーズに排水され
得る。その結果、図９～図１１に示される構成を備える室外熱交換器は、図８に示される
室外熱交換器と比べて、排水性が高い。
【００５３】
　特に、図１０に示される室外熱交換器３は、第２扁平管１４の第３端部１４Ａが第４端
部１４Ｂよりも上方に配置されているため、室外ファン７から吹付けられる気体Ｄによる
風力が十分に届きにくい風下側に位置する第２扁平管１４の周囲に付着した凝縮水または
融解水を重力によりスムーズに排水し得る。
【００５４】
　（実施の形態４）
　次に、図１２を参照して、実施の形態４に係る室外熱交換器３０について説明する。実
施の形態４に係る室外熱交換器３０は、基本的には実施の形態１に係る室外熱交換器３と
同様の構成を備えるが、図３に示される実施の形態１に係る熱交換本体部１７と、当該熱
交換本体部１７よりも第２方向Ｂにおける風上側に配置され、かつ上記冷媒回路において
熱交換本体部１７と直列に接続されている他の熱交換本体部１８とを備えている点で異な
る。
【００５５】
　熱交換本体部１８は、例えば複数の扁平管２１内を流通する冷媒と複数のフィン２２間
を流通する室外の空気との間の熱交換を行う部分として構成されている。つまり、室外熱
交換器３０は、複数の扁平管１１および複数の板状フィン１２の他、複数の扁平管２１お
よび複数の板状フィン２２をさらに備えている。熱交換本体部１８は、任意の構成を有し
ていればよい。
【００５６】
　複数の扁平管２１は、複数の扁平管１１よりも第２方向Ｂにおける風上側に設けられて
いる。複数の扁平管２１は、例えば複数の扁平管１１と基本的に同様の構成を備えている
。複数の扁平管２１は、第１方向Ａに垂直な断面形状が長軸および短軸を有する扁平形状
である。複数の扁平管２１内に形成される冷媒流路は、複数の扁平管１１内に形成される
冷媒流路と折り返しヘッダ２０を介して直列に接続されている。
【００５７】
　複数の板状フィン２２は、複数の板状フィン１２よりも第２方向Ｂにおける風上側に設
けられている。複数の板状フィン２２は、例えば複数の板状フィン１２と基本的に同様の
構成を備えている。
【００５８】
　このような室外熱交換器３０は、熱交換本体部１７および熱交換本体部１８のうち、熱
交換本体部１７が最も風下側に配置されており、かつ熱交換本体部１７において上記距離
ｕが上記幅Ｌの１／３以上である。そのため、当該室外熱交換器３０は、実施の形態１に
係る室外熱交換器３と同様の効果を奏することができる。
【００５９】



(12) JP WO2017/183180 A1 2017.10.26

10

20

30

40

50

　＜変形例＞
　次に、実施の形態４に係る室外熱交換器３０の変形例について説明する。
【００６０】
　室外熱交換器３０は、図３～図６に示される熱交換本体部１７と、当該熱交換本体部１
７よりも第２方向Ｂにおける風上側に配置され、かつ上記冷媒回路において熱交換本体部
１７と直列に接続されている他の熱交換本体部１８とを備えていてもよい。
【００６１】
　また、室外熱交換器３０は、図７に示される熱交換本体部１７と、当該熱交換本体部１
７よりも第２方向Ｂにおける風上側または風下側に配置され、かつ上記冷媒回路において
熱交換本体部１７と直列に接続されている他の熱交換本体部１８とを備えていてもよい。
熱交換本体部１７および熱交換本体部１８のうち、熱交換本体部１７が最も風下側に配置
されていれば、熱交換本体部１７において上記距離ｕが上記幅Ｌの１／３以上である。そ
のため、当該室外熱交換器３０は、実施の形態１に係る室外熱交換器３と同様の効果を奏
することができる。一方、熱交換本体部１７および熱交換本体部１８のうち、熱交換本体
部１７が最も風上側に配置されていれば、熱交換本体部１７において上記距離ｓが上記幅
Ｌの１／３以上である。そのため、当該室外熱交換器３０は、実施の形態３に係る室外熱
交換器３と同様の効果を奏することができる。
【００６２】
　また、室外熱交換器３０は、図８～図１１に示される熱交換本体部１７と、当該熱交換
本体部１７よりも第２方向Ｂにおける風下側に配置され、かつ上記冷媒回路において熱交
換本体部１７と直列に接続されている他の熱交換本体部１８とを備えていてもよい。この
ような室外熱交換器３０は、熱交換本体部１７および熱交換本体部１８のうち、熱交換本
体部１７が最も風上側に配置されており、かつ熱交換本体部１７において上記距離ｓが上
記幅Ｌの１／３以上である。そのため、当該室外熱交換器３０は、実施の形態３に係る室
外熱交換器３と同様の効果を奏することができる。
【００６３】
　また、室外熱交換器３０は、図３～図１１に示される熱交換本体部１７のうちから選択
される２つ以上の熱交換本体部１７を備えていてもよい。例えば、図７～図１１に示され
る実施の形態２または３に係る熱交換本体部１７と、図３～図７に示される実施の形態１
または２に係る熱交換本体部１７とを備えていてもよい。この場合、図３～図７に示され
る実施の形態１または２に係る熱交換本体部１７は、図７～図１１に示される実施の形態
２または３に係る熱交換本体部１７よりも風下側に配置され、かつ上記冷媒回路において
当該熱交換本体部１７と直列に接続されているのが好ましい。
【００６４】
　図１３を参照して、室外熱交換器３０の複数の扁平管１１および複数の扁平管２１のう
ち、第２方向Ｂにおいて並んで配置された各扁平管の上記扁平形状の長軸が第２方向Ｂに
対して成す角度は、風上側から風下側に向かって徐々に小さくなるように設けられている
のが好ましい。
【００６５】
　この場合、風上側に位置する熱交換本体部１８は、例えば図１０に示される熱交換本体
部１７と同様の構成を備えている。風下側に位置する熱交換本体部１７は、例えば図４ま
たは図５に示される熱交換本体部１７と同様の構成を備えている。
【００６６】
　複数の扁平管２１は、第３扁平管２３と第４扁平管２４とを含む。第３扁平管２３は、
複数の扁平管２１のうち最も風上側に配置されている。第４扁平管２４は、複数の扁平管
２１のうち最も風下側に配置されている。第３扁平管２３と第４扁平管２４とは、例えば
第２方向Ｂにおいて間隔Ｗ２を隔てて配置されている。第３扁平管２３および第４扁平管
２４は、例えば熱交換本体部１７における第１扁平管１３および第２扁平管１４と同様の
構成を有している。第３扁平管２３と第４扁平管２４とは扁平管群を構成している。複数
の扁平管２１は、このような扁平管群を複数含んでいる。
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　第２方向Ｂにおいて、第３扁平管２３の上記扁平形状の中心（当該中心を通って第３方
向に延びる線分２３Ｃ）と、板状フィン２２の風上側縁部２２Ａとの距離ｓ２は、板状フ
ィン２２の上記幅Ｌ２に対し、１／３以上である。
【００６８】
　第３扁平管２３の上記扁平形状の長軸は第２方向Ｂに対して第３角度θ３を成して傾斜
している。第４扁平管２４の上記扁平形状の長軸は第２方向Ｂに対して第４角度θ４を成
して傾斜している。上記第１角度θ１、上記第２角度θ２、上記第３角度θ３および上記
第４角度θ４は、第３角度θ３＞第４角度θ４＞第１角度θ１＞第２角度θ２となるよう
に設けられている。なお、上記第２角度θ２は０度以上である。
【００６９】
　このような室外熱交換器３０は、着霜量の多い風上側に位置する第３扁平管２３および
第４扁平管２４の傾斜角度が大きいため、風上側において高い排水性を有している。
【００７０】
　なお、実施の形態１～４において、第２方向Ｂに間隔を隔てて配置された２つの扁平管
（第１扁平管１３および第２扁平管１４、または第３扁平管２３および第４扁平管２４）
が複数の板状フィン１２，２２を貫通するように設けられているが、これに限られるもの
では無い。第２方向Ｂにおいて第１扁平管１３よりも風下側であって第２扁平管１４より
も風上側に位置する領域に、１つ以上の扁平管が設けられていてもよい。言い換えると、
複数の扁平管は、第２方向Ｂにおいて互いに間隔を隔てて配置された３本以上の扁平管か
らなる扁平管群を複数含んでいてもよい。
【００７１】
　今回開示された実施の形態はすべての点において例示であって制限的なものでは無いと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなくて請求の範囲によって示
され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、空気調和機、冷凍機等において蒸発器として使用される熱交換器に特に有利
に適用される。
【符号の説明】
【００７３】
　１　空気調和機、２　圧縮機、３，３０　室外熱交換器、４　膨張弁、５　室内熱交換
器、６　四方弁、７　室外ファン、８　室内ファン、９，１０　冷媒配管、１１，２１　
扁平管、１２，２２　板状フィン、１３　第１扁平管、１４　第２扁平管、１５　第１ヘ
ッダ、１６　第２ヘッダ、１７，１８　熱交換本体部、２０　折り返しヘッダ、２３　第
３扁平管、２４　第４扁平管、２５，２６　冷媒口。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月7日(2018.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に沿って延びるように設けられている、複数の扁平管と、
　前記第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板状フィンとを備
え、
　前記複数の板状フィンは、前記面同士が前記第１方向に間隔を隔てて配置されており、
　前記面は、前記第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下
側縁部とを有し、
　前記複数の扁平管は前記面を貫通しており、
　前記複数の扁平管は、前記第２方向において最も風上側に配置されている第１扁平管と
、前記第２方向において前記第１扁平管と間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側に
配置されている第２扁平管とを含み、
　前記第１扁平管は、前記風上側に位置する第１端部と前記風下側に位置する第２端部と
を有し、
　前記第２扁平管は、前記第１扁平管の前記第２端部よりも風下側に配置され、
　前記第２方向において、前記面の前記風下側縁部と前記第２扁平管の扁平形状の中心と
の間の距離が、前記面の前記風上側縁部と前記風下側縁部との間の幅の１／３以上である
、熱交換器。
【請求項２】
　前記面の前記風上側縁部と前記第１扁平管の扁平形状の中心との間の前記第２方向にお
ける距離は、前記面の前記幅の１／３以上である、請求項１に記載の熱交換器。
【請求項３】
　第１方向に沿って延びるように設けられている複数の扁平管と、
　前記第１方向と異なる第２方向に沿って延びる面を有している複数の板状フィンとを備
え、
　前記複数の板状フィンは、前記面同士が前記第１方向に間隔を隔てて配置されており、
　前記面は、前記第２方向において風上側に位置する風上側縁部と風下側に位置する風下
側縁部とを有し、
　前記複数の扁平管は前記面を貫通しており、
　前記複数の扁平管は、前記第２方向において最も風上側に配置されている第１扁平管と
、前記第２方向において前記第１扁平管と間隔を隔てて配置されておりかつ最も風下側に
配置されている第２扁平管とを含み、
　前記第１扁平管は、前記風上側に位置する第１端部と前記風下側に位置する第２端部と
を有し、
　前記第２扁平管は、前記第１扁平管の前記第２端部よりも風下側に配置され、
　前記第２方向において、前記面の前記風上側縁部と前記第１扁平管の扁平形状の中心と
の間の距離が、前記面の前記風上側縁部と前記風下側縁部との間の幅の１／３以上である
、熱交換器。
【請求項４】
　前記面の前記幅に対する前記第１扁平管の前記扁平形状の長軸の第１長さと前記第２扁
平管の前記扁平形状の長軸の第２長さとの和の比率が、０．２７以上０．９以下である、
請求項１～３のいずれか１項に記載の熱交換器。
【請求項５】
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　前記第１方向および前記第２方向は、水平方向に沿った方向であり、
　前記第１扁平管および前記第２扁平管の少なくとも一方は、前記扁平形状の前記長軸が
前記第２方向に対して傾斜している、請求項４に記載の熱交換器。
【請求項６】
　前記第２端部が前記第１端部よりも重力方向の下方に配置されている、請求項５に記載
の熱交換器。
【請求項７】
　前記第２扁平管は、前記風上側に位置する第３端部と前記風下側に位置する第４端部と
を有し、
　前記第４端部が前記第３端部よりも前記重力方向の下方に配置されており、
　前記第１扁平管の前記長軸が前記第２方向に対して成す第１角度は、前記第２扁平管の
前記長軸が前記第２方向に対して成す第２角度よりも大きい、請求項６に記載の熱交換器
。
【請求項８】
　前記第２扁平管は、前記風上側に位置する第３端部と前記風下側に位置する第４端部と
を有し、
　前記第４端部が、前記第３端部よりも前記重力方向の上方に配置されている、請求項６
に記載の熱交換器。
【請求項９】
　前記第２方向において、前記第１扁平管の前記第２端部と前記第２扁平管の前記第３端
部との間の距離が２ｍｍ以上である、請求項７または８に記載の熱交換器。



(18) JP WO2017/183180 A1 2017.10.26

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP WO2017/183180 A1 2017.10.26

10

20

30

40



(20) JP WO2017/183180 A1 2017.10.26

フロントページの続き

(72)発明者  前田　剛志
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
Ｆターム(参考) 3L103 AA22  CC18  CC22  DD33 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

