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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部を冷媒が通過し、空気流れ方向に対して直交方向の段方向へ複数段設けられた複数
の伝熱管と、前記空気流れ方向に空気が通過するように並設された複数のフィンとを有す
る熱交換部が、前記空気流れ方向である列方向に複数列配置されて構成された熱交換部群
と、
　前記熱交換部群の両端に配置され、前記複数の伝熱管の端部が接続されるヘッダとを備
え、
　前記熱交換部群は、前記列方向に曲げられた１つ以上の曲げ部を有し、
　前記熱交換部群の一端側の前記ヘッダは、前記複数列の前記熱交換部に共通に設けられ
た１つのヘッダで構成され、前記熱交換部群の他端側の前記ヘッダは、各熱交換部毎に独
立して設けられた複数の個別ヘッダで構成されており、
　前記複数の個別ヘッダの位置は、隣接する熱交換部同士で前記複数のフィンの並設方向
に異なり、前記複数の個別ヘッダ及び前記複数の個別ヘッダそれぞれに接続された前記複
数の伝熱管の端部は、前記複数のフィンの間を流れる空気が流れる方向の下流側から上流
側に向かうに連れて前記複数のフィンの並設方向に突出しており、
　前記複数のフィンは、前記複数の伝熱管の突出部も含めて前記一端側のヘッダと前記個
別ヘッダとの間に並設されている熱交換器。
【請求項２】
　前記複数の個別ヘッダは、前記複数の個別ヘッダの位置を隣接する列同士で並設方向に
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異ならせることで空いたスペースを使用して容量の増大化が図られている
請求項１記載の熱交換器。
【請求項３】
　前記複数の個別ヘッダは、前記複数のフィン全体の列方向の両端よりも内側に収まるよ
うに構成されている
請求項２記載の熱交換器。
【請求項４】
　前記複数の個別ヘッダのうちの一部の容量と、前記複数の個別ヘッダのうちの残りの容
量とが異なる
請求項１～請求項３の何れか一項に記載の熱交換器。
【請求項５】
　前記複数の個別ヘッダのうちの前記一部は蒸気冷媒の出入口となり、前記複数の個別ヘ
ッダのうちの残りは液冷媒の出入口となり、蒸気冷媒側となる前記一部の前記個別ヘッダ
の容量が、液冷媒側となる前記残りの前記個別ヘッダの容量よりも大きい
請求項４記載の熱交換器。
【請求項６】
　前記伝熱管が扁平管である
請求項１～請求項５の何れか一項に記載の熱交換器。
【請求項７】
　請求項１～請求項６の何れか一項に記載の熱交換器を２つ備え、前記２つの前記熱交換
器は、一方が他方に対して上下反転した状態で対向配置されている
空調機。
【請求項８】
　前記曲げ部の向きが互いに逆方向である請求項１～請求項６の何れか一項に記載の熱交
換器を２つ備え、前記２つの前記熱交換器が対向配置されている
空調機。
【請求項９】
　前記２つの熱交換器は、前記熱交換部群の両端に配置された前記ヘッダ、前記複数のフ
ィンの並設幅及び前記複数の伝熱管が同仕様である
請求項７又は請求項８記載の空調機。
【請求項１０】
　請求項１～請求項６の何れか一項に記載の熱交換器を備えた
冷凍サイクル装置。
【請求項１１】
　請求項１～請求項６の何れか一項に記載の熱交換器の製造方法であって、
　前記熱交換部群の前記フィンと、前記複数の伝熱管と、前記熱交換部群の両端に配置さ
れた前記ヘッダとをロウ付けした後、前記列方向に１回以上の曲げ加工を行って曲げ部を
形成する工程を含む熱交換器の製造方法。
【請求項１２】
　前記曲げ加工は前記一端側のヘッダ側の位置を固定した状態で行う請求項１１記載の熱
交換器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器、空調機、冷凍サイクル装置及び熱交換器の製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数のフィン及び複数の伝熱管から構成される熱交換部を空気通過方向であ
る列方向に複数配置し、更なる熱交換効率の向上を図った技術がある（例えば特許文献１
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参照）。
【０００３】
　特許文献１において２つの熱交換部で構成される熱交換部群の両端のそれぞれには両熱
交換部に共通にヘッダが設けられており、各ヘッダに全伝熱管の端部が連結されている。
【０００４】
　また、空調機の室内ユニットの筐体の大きさに合わせて熱交換部をＬ字状又はコ字状等
に曲げ、熱交換部が筐体内に収まるようにして省スペース化を図るようにした熱交換器が
ある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－７５０２４号公報（要約、第１図）
【特許文献２】特開２００３－１６１５８９号公報（第６頁、第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般的に、熱交換器の各伝熱管に冷媒を分配する分配器として、特許文献１のように構
造が簡単なヘッダが用いられる。しかし、この種のヘッダを用いた熱交換器において、特
許文献２のように省スペース化を図ろうとして複数列構成の熱交換部群を曲げようとした
場合、曲げ半径が内側列は小さく外側列は大きくなる。このため、熱交換部群の両端にヘ
ッダを配置し、これらを一体ロウ付けした後に曲げ部を形成しようとすると、熱交換部群
の両端位置がヘッダで拘束された状態であるため、曲げることができない。
【０００７】
　これに対する対策として、伝熱管とフィンとをロウ付けして熱交換部群を形成し、その
熱交換部群に曲げ部を形成した後にヘッダを接合する方法が考えられる。しかし、この方
法とすると、一旦、熱交換部群全体のロウ付けを行った後に、ヘッダのみ再ロウ付けする
必要があり、ロウ付け回数が増加して生産性低下を招き、コスト高となる。また、ヘッダ
の再ロウ付けは、ヘッダと各伝熱管との部分ロウ付けであり、各伝熱管毎に個別に実施す
る必要があり、ロウ付け箇所が多くなり、非効率である。また、再ロウ付けする方法では
、１回目の全体ロウ付け時にロウ付けした箇所が２回目のロウ付けで溶出してロウ付け不
良の誘発を招き、また、熱変化により材料の受けるダメージによって信頼性が低下する課
題が生じる。
【０００８】
　本発明はこのような点に鑑みなされたもので、熱交換部群及びヘッダの一体ロウ付け後
に熱交換器を曲げて曲げ部を構成することができ、生産性向上に伴う製造コスト低減を図
ることが可能な、熱交換器、空調機、冷凍サイクル装置及び熱交換器の製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る熱交換器は、内部を冷媒が通過し、空気流れ方向に対して直交方向の段方
向へ複数段設けられた複数の伝熱管と、空気流れ方向に空気が通過するように並設された
複数のフィンとを有する熱交換部が、空気流れ方向である列方向に複数列配置されて構成
された熱交換部群と、熱交換部群の両端に配置され、複数の伝熱管の端部が接続されるヘ
ッダとを備え、熱交換部群は、列方向に曲げられた１つ以上の曲げ部を有し、熱交換部群
の一端側のヘッダは、複数列の熱交換部に共通に設けられた１つのヘッダで構成され、熱
交換部群の他端側のヘッダは、各熱交換部毎に独立して設けられた複数の個別ヘッダで構
成されており、複数の個別ヘッダの位置は、隣接する熱交換部同士で複数のフィンの並設
方向に異なり、複数の個別ヘッダ及び複数の個別ヘッダそれぞれに接続された複数の伝熱
管の端部は、複数のフィンの間を流れる空気が流れる方向の下流側から上流側に向かうに
連れて複数のフィンの並設方向に突出しており、複数のフィンは、複数の伝熱管の突出部
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も含めて一端側のヘッダと個別ヘッダとの間に並設されているものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、熱交換部群の一端側のヘッダが、複数列の熱交換部に共通に設けられ
た１つのヘッダで構成され、熱交換部群の他端側のヘッダが、各熱交換部毎に独立して設
けられた複数の個別ヘッダで構成されているので、熱交換部群及びヘッダの一体ロウ付け
後に曲げ部を構成することができ、生産性向上に伴う製造コスト低減を図ることが可能な
熱交換器を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る熱交換器の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る熱交換器の伝熱管を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る熱交換器における冷媒の流れ方向の説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る熱交換器の変形例１を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺を示す図であ
る。
【図６】本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例１を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例２を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例３を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態３に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺の平面図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態４に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺の平面図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態５に係る空調機の室内ユニットの内部を示す縦断面図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態５に係る空調機の室内ユニットに備えられた２台の熱交換
器を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態６に係る空調機の室内ユニットに備えられた２台の熱交換
器を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態７に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて説明する。なお、以下に示す図面の形態
によって本発明が限定されるものではない。また、各図において、同一の符号を付したも
のは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している
。
【００１３】
実施の形態１．
＜熱交換器の構成＞
　以下に、実施の形態１に係る熱交換器の構成について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１に係る熱交換器の構成を示す図である。図１の白抜き矢
印は空気の流れを示している。また、図１には、互いに直交する列方向、並設方向、段方
向の３軸を示している。また、図１の点線矢印は熱交換器に冷媒を対向流で流す場合の冷
媒の流れ方向を示している。図２は、本発明の実施の形態１に係る熱交換器の伝熱管を示
す図である。
【００１４】
　図１に示されるように、熱交換器１は、熱交換部群１０と、熱交換部群１０の両端に配
置されたヘッダ２０及びヘッダ３０とを有する。熱交換部群１０は空気流れ方向である列
方向に配置された複数の熱交換部１１ａ～１１ｄ（総称するときは単に熱交換部１１とい
う）で構成されている。なお、図１では熱交換部１１を４列を例としているが、所望の熱
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交換量に応じて列数は変更しても良い。また、熱交換部群１０は列方向に曲げられて曲げ
部１５が構成されている。この曲げ部１５の数は、図１では一箇所のみとなっているが、
更に複数箇所あってもよい。
【００１５】
　熱交換部１１ａ～１１ｄは、複数のフィン１２ａ～１２ｄ（総称するときは単にフィン
１２という）と、複数の伝熱管１３ａ～１３ｄ（総称するときは単に伝熱管１３という）
とを有している。複数のフィン１２は、互いに間隔を空けて並設され、その間を空気が列
方向に通過するように配置されている。伝熱管１３は、複数のフィン１２を並設方向に貫
通し、内部を冷媒が通過し、空気流れ方向に対して直交方向である段方向へ複数段設けら
れている。フィン１２の形状は例えば板状フィン、段方向に伝熱管１３と交互に積層して
配置される波形状のフィン等でもよく、要は列方向に空気が通過するように配置されたフ
ィンであればよい。また、伝熱管１３は、ここでは図２に示すように冷媒流路となる貫通
孔１３ｅを複数有した扁平管で構成されている。
【００１６】
　ヘッダ３０は、熱交換部群１０の一端側に配置され、複数列の熱交換部１１に共通に設
けられており、各熱交換部１１の各伝熱管の一端側がヘッダ３０に連結されている。すな
わち、ヘッダ３０は複数列の熱交換部１１を跨ぐように構成されている。
【００１７】
　ヘッダ２０は、熱交換部群１０の他端側に配置され、各熱交換部毎に独立した個別ヘッ
ダ２０ａ～２０ｄで構成されている。個別ヘッダ２０ａ～２０ｄにはそれぞれ対応の熱交
換部１１の伝熱管１３の他端側が連結されている。また、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄには
、流出入口２１ａ～２１ｄが設けられている。
【００１８】
　以上のように構成された熱交換器１を製造する際には、直線状に構成された熱交換部群
１０の両端にヘッダ２０及びヘッダ３０を配置し、全体をロウ付けして熱交換部群１０の
フィン１２、伝熱管１３、ヘッダ２０及びヘッダ３０を接合した後、熱交換部群１０を列
方向に曲げて曲げ部１５を形成する。この曲げ部１５を形成する際には、ヘッダ３０側の
位置を固定した状態で曲げ加工を行う。
【００１９】
　従来では、熱交換部群の両端のヘッダの両方が、各熱交換部に共通に設けられていたた
め、全体をロウ付けした状態では熱交換部群の両端がヘッダで拘束された状態となってい
る。よって、全体をロウ付け後に曲げ部を形成しようとしても熱交換器を曲げられない。
【００２０】
　これに対し、本実施の形態１では熱交換部群１０の両端のヘッダのうちの一方（ヘッダ
２０）を、熱交換部１１毎に独立した構成としたため、熱交換部群１０を列方向に曲げた
際の最内側列と最外側列のそれぞれの曲げ半径が異なっても、熱交換部群１０を曲げるこ
とが可能である。これにより、上述したように従来の２回ロウ付けによる方法を行わなく
ても１回のロウ付けで曲げ部１５のある熱交換器１を製造することができる。よって、低
コストで信頼性の高い熱交換器１を提供できる。
【００２１】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る熱交換器における冷媒の流れ方向の説明図である
。図３（ａ）～（ｄ）は、熱交換部１１の列数が図１に対応して４列の場合を示しており
、図３（ｅ）、（ｆ）は、熱交換部１１の列数が２列の場合を示している。
【００２２】
　熱交換器１を凝縮器として用いる場合は、図３（ａ）、（ｃ）、（ｅ）に示すように空
気の流れ方向に対して下流側から上流側に折り返すようにして冷媒を流す（以下、この流
れを対向流という）。図３には対向流として大きく分けて２パターンを示しており、図３
（ａ）に示すパターンでは、複数列の熱交換部１１ａ～１１ｄのうち空気の流れ方向の下
流側（熱交換部１１ｃ、１１ｄ）が冷媒流入側、上流側（熱交換部１１ａ、１１ｂ）が冷
媒流出側となるパターンである。具体的には、個別ヘッダ２０ｃ、２０ｄから流入した冷
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媒が熱交換部１１ｃ、１１ｄに流入し、ヘッダ３０側に向けて流れる。そして、熱交換部
１１ｃ、１１ｄから流出した各冷媒が、ヘッダ３０で合流した後、ヘッダ３０内で折り返
され、熱交換部１１ａ、１１ｂに流入する流れとなる。
【００２３】
　対向流のもう一つのパターンとしては、図３（ｃ）に示すように複数列の熱交換部１１
ａ～１１ｄのうち空気の流れ方向の最下流側（熱交換部１１ｄ）から順に冷媒流入側と冷
媒流出側とが交互となるパターンである。具体的には、個別ヘッダ２０ｂ、２０ｄから流
入した冷媒が熱交換部１１ｂ、１１ｄに流入し、ヘッダ３０側に向けて流れる。そして、
熱交換部１１ｂ、１１ｄから流出した各冷媒はヘッダ３０内で折り返され、熱交換部１１
ａ、１１ｃに流入する流れとなる。
【００２４】
　図３（ｅ）は、熱交換部１１が２列構成であるため、どちらのパターンでも同じ流れと
なり、個別ヘッダ２０ｂから流入した冷媒が熱交換部１１ｂに流入し、ヘッダ３０側に向
けて流れる。そして、熱交換部１１ｂから流出した各冷媒がヘッダ３０内で折り返され、
熱交換部１１ａに流入する流れとなる。
【００２５】
　なお、この対向流に対し、図３（ｂ）、（ｄ）、（ｆ）に示すように空気の流れ方向に
対して上流側から下流側に折り返すようにして冷媒を流す平行流もある。図３には平行流
として大きく分けて２パターンを示しており、図３（ｂ）に示すパターンでは、複数列の
熱交換部１１ａ～１１ｄのうち空気の流れ方向の上流側（熱交換部１１ａ、１１ｂ）が冷
媒流入側、下流側（熱交換部１１ｃ、１１ｄ）が冷媒流出側となるパターンである。具体
的には、個別ヘッダ２０ａ、２０ｂから流入した冷媒が熱交換部１１ａ、１１ｂに流入し
、ヘッダ３０側に向けて流れる。そして、熱交換部１１ａ、１１ｂから流出した各冷媒が
、ヘッダ３０で合流した後、ヘッダ３０内で折り返され、熱交換部１１ｃ、１１ｄに流入
する流れとなる。
【００２６】
　平行流のもう一つのパターンとしては、図３（ｄ）に示すように複数列の熱交換部１１
ａ～１１ｄのうち空気の流れ方向の最上流側（熱交換部１１ａ）から順に冷媒流入側と冷
媒流出側とが交互となるパターンである。具体的には、個別ヘッダ２０ａ、２０ｃから流
入した冷媒が熱交換部１１ａ、１１ｃに流入し、ヘッダ３０側に向けて流れる。そして、
熱交換部１１ａ、１１ｃから流出した各冷媒はヘッダ３０内で折り返され、熱交換部１１
ｂ、１１ｄに流入する流れとなる。
【００２７】
　図３（ｆ）は、熱交換部１１が２列構成であるため、どちらのパターンでも同じ流れと
なり、個別ヘッダ２０ａから流入した冷媒が熱交換部１１ａに流入し、ヘッダ３０側に向
けて流れる。そして、熱交換部１１ａから流出した各冷媒がヘッダ３０内で折り返され、
熱交換部１１ｂに流入する流れとなる。
【００２８】
　次に、熱交換器１を凝縮器として用いる場合に冷媒を対向流で流すことによる効果につ
いて説明する。冷媒を対向流で流すことによる効果は、冷媒流路の入口から出口までの冷
媒温度分布が関係している。
【００２９】
　凝縮器では、サブクールを例えば１０℃程度付けることが求められるため、入口から出
口にわたる冷媒流路の後半においても、空気との熱交換量を十分に確保する必要がある。
【００３０】
　凝縮器において仮に平行流とすると、具体的には例えば図３（ｂ）の平行流とすると、
熱交換部１１ａ、１１ｂ側で熱交換して温度が上昇した空気が熱交換部１１ｃ、１１ｄを
通過することになる。一方、冷媒流路の後半（熱交換部１１ｃ、１１ｄ）は前半（熱交換
部１１ａ、１１ｂ）よりも冷媒温度が下がり、空気温度に近づく。このため、平行流とす
ると、冷媒流路の後半の冷媒と空気との温度差を十分に取れず、所望のサブクールをつけ
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ることができない可能性がある。これに対し、対向流とした場合は、冷媒流れの後半の冷
媒が、熱交換前の空気と熱交換することになるため、温度差を十分に確保でき、安定して
サブクールをつけることができる。
【００３１】
　このように、対向流化により熱交換効率が向上するため、必要伝熱面積を低減でき熱交
換器容量を低減できる。これにより、熱交換器のコスト低減や冷媒量削減が可能となる。
冷媒量を低減すると、ＧＷＰ（地球温暖化係数）×冷媒量も大幅に低減できる。
【００３２】
　一方、熱交換器１を蒸発器として用いる場合は対向流及び平行流のどちらとしてもよい
。また、熱交換器１を蒸発器で使用する場合、熱交換器１の冷媒出口では冷媒は蒸気とな
る。冷媒蒸発時、伝熱管１３内の冷媒の流出口側では、冷媒が蒸気となり伝熱管１３が露
点温度以上となり、冷媒の流入口側の伝熱管の温度よりも高くなる。同一列で冷媒の入口
と出口部が混在すると、露点温度以下である冷媒の入口部に近い伝熱管１３のみに露が付
き、伝熱管１３での露の保持量が多くなる。このため、露が伝熱管１３から剥離し易くな
り、露が機外へ飛び出す露飛びを生じ易くなる。
【００３３】
　しかし、本実施の形態１では、例えば露点温度以下である伝熱管１３を風上側、露点温
度より高い蒸気である冷媒の出口を風下側に配置すると、各列の段方向の温度分布を均一
にできるため、風上側の列に均一に露を保持でき露飛びを防止できる。
【００３４】
　以上説明したように、本実施の形態１によれば、熱交換部群１０を構成する各熱交換部
１１の他端側のヘッダ２０を、各熱交換部１１毎に個別に設けた複数の個別ヘッダ２０ａ
～２０ｄで構成した。これにより、熱交換部群１０に１つ以上の曲げ部１５があり、且つ
熱交換部１１の列数が複数であっても、伝熱管１３、フィン１２及びヘッダ２０、３０の
一体ロウ付け後に熱交換器１を曲げることが可能となる。このため、生産性向上に伴う製
造コスト低減を図ることが可能である。
【００３５】
　また、伝熱管１３が扁平管であるため、空気の圧力損失低減と流路の細径化による熱交
換性能向上が可能である。扁平形状で流路を細径にすると、円管で流路を細径化した場合
に比べ、伝熱管後流の死水域が低減でき熱交換効率の高い熱交換器１となる。また空気の
剥離の少ない扁平形状により、空気の圧力損失を低減でき、熱交換器１に空気を送風する
ファン（図示せず）の入力も低減できる。このため、本実施の形態１の熱交換器１を備え
ることで、省エネ性の高い空調機を提供できる。
【００３６】
　一般的な扁平管は流路が小さいが、これに加え本実施の形態１の扁平管は曲げ部１５で
曲がっており、冷媒の圧力損失が大きくなるため、通常であればパス数の増加や熱交換器
の分割が必須である。しかし、本実施の形態１の構造によれば、以下の理由から圧力損失
の大きい扁平管でも使用可能となる。すなわち、熱交換器１に曲げ部１５を設けているに
も関わらず、冷媒の出入口が個別ヘッダ２０ａ～２０ｄにより独立している。このため、
冷媒の出入口をヘアピン構造とする場合に比べ、ヘッダ化することによりパス数（冷媒が
流れる経路数であり、図１の例では４０パス）を段数（図１の例では２０段）と同等以上
に配置できる。このため、圧力損失の大きい扁平管でも使用可能となる。これにより、流
路の細径化で大幅に冷媒量を低減した熱交換器１を提供できる。
【００３７】
　なお、本発明の熱交換器は、図１に示した構造に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で例えば以下のように種々変形実施可能である。この場合も同様の作
用効果を得ることができる。
【００３８】
（変形例１）
　図４は、本発明の実施の形態１に係る熱交換器の変形例１を示す図である。
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　図１では、熱交換部群１０が全体略Ｌ字状の例を示したが、図４（ａ）に示すようにＩ
字状の熱交換部群１０を２箇所で略直角に曲げて構成した形状、（ｂ）のＵ字状、（ｃ）
に示すように３箇所で折り曲げた四角形状としてもよい。
【００３９】
実施の形態２．
　以上の実施の形態１では、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置が列方向に揃っていたが、
実施の形態２では、複数の個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置を、隣接する列同士でフィン
１２の並設方向に異ならせた構成としたものである。なお、ヘッダ３０側は、隣接する列
同士で共通の構成であるため、ヘッダ３０の位置は、ある意味、隣接する列同士で並設方
向に同じであり、並設方向に異なる構成ではない。よって、実施の形態２では、いわば、
２つのヘッダ２０、３０のうち、複数の個別ヘッダ２０ａ～２０ｄ側の位置のみを、隣接
する列同士でフィン１２の並設方向に異なった構成としている。それ以外の構成について
は実施の形態１と同様であり、以下では、実施の形態２が実施の形態１と相違する部分を
中心に説明する。
【００４０】
　図５は、本発明の実施の形態２に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺を示す図で
、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。図５（ｂ）において一点鎖線は伝熱管１３の
中心軸を示している。
　図５のように、実施の形態２では、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置が、隣接する列同
士で異なっている。具体的には、伝熱管１３のヘッダ２０側のフィン１２ａ～１２ｄから
の突出部１４ａ～１４ｄ（総称するときは単に突出部１４という）の突出長さが、隣接す
る列同士で異なることで、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置が、隣接する列同士で異なっ
ている。そして、実施の形態２では、このように複数の個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置
を、隣接する列同士で異ならせる構成することで空いたスペースを使用して、個別ヘッダ
２０ａ～２０ｄのヘッダ容量の増大化を図っている。
【００４１】
　つまり、図１に示したように各個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置が列方向に揃っている
場合、隣り合う個別ヘッダ２０ａ～２０ｄ同士が干渉しないことを考慮すると、個別ヘッ
ダ２０ａ～２０ｄの列方向の長さｌ１は、最大で大きくしてもフィン１２の列方向幅の長
さｌ２となる。しかし、各個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置を、隣接する列同士でフィン
１２の並設方向に異ならせることで、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄを拡大可能なスペースが
できる。よって、このスペースを使用して個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの列方向の長さｌ１
をフィン１２の列方向の長さよりも長くできる。これにより、ヘッダ２０（個別ヘッダ２
０ａ～２０ｄ）を大きくできる。なお、図５には、伝熱管１３の中心軸上に個別ヘッダ２
０ａ～２０ｄのそれぞれの列方向（図５の上下方向）の中心が一致した状態で、個別ヘッ
ダ２０ａ～２０ｄの容量を増大化した例を示している。
【００４２】
　以上説明したように、本実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果が得られる
と共に、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置を、隣接する列同士で異ならせることにより、
列方向に位置を揃える場合に比べて、ヘッダ２０を大きくできる。
【００４３】
　なお、本発明の熱交換器は、図５に示した構造に限定されるものではなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で例えば以下のように種々変形実施可能である。この場合も同様の作
用効果を得ることができる。
【００４４】
（変形例１）
　図６は、本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例１を示す図である。
　図５では、突出部１４部分にフィン１２が設置されていなかったが、図６では、フィン
１２（１２ａ～１２ｄ）を配置している。このように構成した場合、図５の構成に比べて
伝熱面積を増大できる。
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【００４５】
（変形例２）
　図７は、本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例２を示す図である。
　図５では、熱交換部群１０の最内側列（図５の最上側列）から最外側列（図５の最下側
列）に向かうに連れて、順に個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置がフィン１２の並設方向に
突出する配置としていた。これに対し、図７では、曲げ部１５の最内側列（図７の最上側
列）から最外側列（図７の最下側列）に向かうに連れて交互に突出又は引込む配置として
いる。この構造は、冷媒の流れが例えば図３の（ｃ）、（ｄ）の場合に用いられる。
【００４６】
（変形例３）
　図８は、本発明の実施の形態２に係る熱交換器の変形例３を示す図である。
　図５では、上述したように、熱交換部群１０の最内側列（図５の最上側列）から最外側
列（図５の最下側列）に向かうに連れて、順に個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置がフィン
１２の並設方向に突出する配置としていた。これに対し、図８では、個別ヘッダ２０ａ～
２０ｄの位置が、熱交換部群１０の最内側列（図８の最上側列）から最外側列（図８の最
下側列）に向かうに連れて順にフィン１２の並設方向に引込む配置とした。
【００４７】
実施の形態３．
　実施の形態２では、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの配置スペースをコンパクト化する点に
ついて特に考慮していなかったが、実施の形態３は、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの配置ス
ペースをコンパクト化しつつ、個別ヘッダ２０ａ～２０の容量増大を図るものである。
【００４８】
　図９は、本発明の実施の形態３に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺の平面図で
ある。
　図５に示した実施の形態２では、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄのそれぞれの配置位置を、
円筒状の個別ヘッダ２０ａ～２０ｄのそれぞれの列方向の中心が、伝熱管１３の中心軸（
図中の一点鎖線）に一致するようにしていた。これに対し、図９では、個別ヘッダ２０ａ
～２０ｄのそれぞれの列方向の中心が列間側に偏り、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄがフィン
１２全体の列方向の両端（フィン幅）ａより内側に収まる構成としている。
【００４９】
　以上説明したように、本実施の形態３によれば、実施の形態１、２と同様の効果が得ら
れると共に、以下の効果が得られる。すなわち、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄがフィン幅ａ
より内側に収まり、ヘッダ２０の配置スペースをコンパクトにしつつ、個別ヘッダ２０ａ
～２０ｄの容量を図１の配置の場合（個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの位置を列方向に揃えた
場合）よりも大きくできる。
【００５０】
実施の形態４．
　以上の実施の形態１～３では、各個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの容積を全て同じとしたが
、実施の形態３では、各個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの容積が異なるものである。それ以外
の構成については実施の形態３と同様であり、以下では、実施の形態４が実施の形態３と
相違する部分を中心に説明する。
【００５１】
　蒸気冷媒は、密度が小さく流速が大きいために圧力損失が大きくなる。一方、液冷媒は
、密度が大きく流速が小さいために圧力損失が小さい。よって、蒸気冷媒が通過する蒸気
側の個別ヘッダの容量を液側の個別ヘッダの容量よりも小さくする。
【００５２】
　図１０は、本発明の実施の形態４に係る熱交換器の要部である個別ヘッダ周辺の平面図
である。
　図１の熱交換器を凝縮器として用いる場合、図１の点線矢印で示したように流出入口２
１ｃ、２１ｄが冷媒入口となり蒸気冷媒が流入し、流出入口２１ａ、２１ｂが冷媒出口と
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なり液冷媒が流出する。よって、この場合、図１０に示したように個別ヘッダ２０ｃ、２
０ｄ側の容量を大きくし、個別ヘッダ２０ａ、２０ｂ側の容量を小さくする。また、図１
０においては、図９に示した実施の形態３と同様に、個別ヘッダ２０ａ～２０ｄがフィン
幅ａより内側に収まる構成としている。
【００５３】
　以上の構成とすることにより、実施の形態１～３と同様の効果が得られると共に、冷媒
の密度に合わせて個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの容量を決めることにより、ヘッダ２０部分
での圧力損失を小さくできる。また、効率よくヘッダ２０を配置できる。
【００５４】
実施の形態５．
　以上の実施の形態１～４では、熱交換器１の構造について説明したが、実施の形態５で
は、実施の形態１～４の熱交換器１を備えた空調機について説明する。以下、実施の形態
５が、実施の形態１～４と相違する構成及び動作を中心に説明する。
【００５５】
　図１１は、本発明の実施の形態５に係る空調機の室内ユニットの内部を示す縦断面図で
ある。図１１において点線矢印は空気の流れ方向を示している。
　室内ユニットの本体５１内には、２台の熱交換器５２と、熱交換器５２で生成されて滴
下したドレン水を受け止めて溜めるドレンパン５３と、ファン５４と、ファン５４を駆動
するファンモータ５５と、電気品箱５６とが設けられている。本体５１の下方には略四角
形状の化粧パネル５７が取付けられている。化粧パネル５７の中央付近には室内の空気を
本体５１内に吸い込むための吸込口５８が設けられ、吸込口５８の周囲には熱交換器５２
により冷却又は加熱されて温度調整された空気を室内へと吹出すための吹出口５９が設け
られている。
【００５６】
　このように構成された天井埋込形空調機では、吸込口５８より本体５１内に吸込まれた
空気が、各熱交換器５２を通って熱交換され、温度調整されて吹出口５９より吹出される
。そして、熱交換器５２に、上記各実施の形態１～４の何れかの熱交換器１が用いられて
いる。
【００５７】
　図１２は、本発明の実施の形態５に係る空調機の室内ユニットに備えられた２台の熱交
換器を示す図である。図１２において白抜き矢印は空気の流れ方向を示している。
　図１２に示すように、２台の熱交換器５２は、一方が図示点線で示すように他方に対し
て上下反転した状態で対向配置している。２台の熱交換器５２は、ヘッダ２０、３０、フ
ィン１２の間隔（並設幅）、伝熱管１３が同仕様であり、このように同一仕様の２台の熱
交換器５２を用いることで、室内ユニットの製造にあたり、熱交換器部分の製造コストを
低減できる。
【００５８】
　また、熱交換器５２を凝縮器として用いる際に、冷媒の流れ方向を対向流とし、且つ、
熱交換器１の構造を例えば図１０に示したように各個別ヘッダ２０ａ～２０ｄの容積を蒸
気冷媒側と液冷媒側で異なる構成としている場合、２台の熱交換器５２の両方が同じ条件
で用いられることが望ましい。ここでは、同一構成の熱交換器５２の一方を他方に対して
上下反転した状態で対向配置しているため、空気流れ方向に対して容積小の個別ヘッダと
容積大の個別ヘッダの並び順が変わらず、同一条件で用いることができる。
【００５９】
　また、円形のファン５４の外周を囲うように熱交換器５２を配置しているので、ファン
５４と熱交換器５２との距離が均等になるため、熱交換器５２の風速分布が均一化され、
熱交換効率の高いファン５４と熱交換器５２の配置形態となる。熱交換性能が上がると、
所望の冷房又は暖房能力に対する必要冷媒量も低減できる。また、冷媒の出入口配管が１
箇所に集約されるため、冷媒の出入口配管が２箇所以上になる場合に比べ、周囲配管が短
くなりコストを低減できる。
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【００６０】
　以上説明したように、本実施の形態５によれば、実施の形態１～４と同様の効果が得ら
れる空調機を得ることができる。
【００６１】
実施の形態６．
　以上の実施の形態５では、ヘッダ２０、３０、フィン１２の間隔（並設幅）、伝熱管１
３が同仕様の２台の熱交換器５２のうちの一方を他方に対して上下反転させた状態で対向
配置した構成であった。実施の形態６では、ヘッダ２０、３０、フィン１２の間隔、伝熱
管１３が同仕様の２台の熱交換器５２を、互いに逆方向に曲げて曲げ部１５を構成し、そ
の２台の熱交換器５２を対向配置した構成としたものである。それ以外の構成については
実施の形態５と同様であり、以下では、実施の形態６が実施の形態５と相違する部分を中
心に説明する。
【００６２】
　図１３は、本発明の実施の形態６に係る空調機の室内ユニットに備えられた２台の熱交
換器を示す図である。図１３において白抜き矢印は空気の流れ方向を示している。
　図１３に示すように、２台の熱交換器５２（１ａ、１ｂ）のうち、左側の熱交換器１ａ
はヘッダ３０側を点線矢印に示すように図１３の右側に曲げ、右側の熱交換器１ｂはヘッ
ダ３０側を点線矢印に示すように左側に曲げている。２台の熱交換器５２は、曲げ部１５
の向きが互いに逆方向となっている以外、ヘッダ２０、３０、フィン１２の間隔、伝熱管
１３が同仕様である。よって、本体５１（図１１参照）内に組み込む熱交換器５２（１ａ
、１ｂ）を製造するにあたり、熱交換器５２（１ａ、１ｂ）の曲げ方向を変えるのみであ
り、曲げ工程までを同手法で一貫してできる。このため、生産効率が上がり製造コストを
低減できる。
【００６３】
　なお、上記では説明していなかったが、ヘッダ２０、３０の内部は段方向に全体が連通
する構成としてもよいし、段方向に１又は複数の仕切りを設けた構成としてもよい。そし
て、段方向に仕切りを設ける場合、仕切りを等間隔で設ける場合に限らず、仕切り同士の
間隔が異なっていても良い。また、段方向に隣接する伝熱管１３同士の間隔が段方向に異
なる場合もある。このようにヘッダ２０、３０の仕様、伝熱管１３の配置が段方向で異な
る場合、実施の形態５のように一方の熱交換器５２を上下反転させると、上下反転してい
ない他方の熱交換器５２とで、ヘッダ２０、３０の仕様、伝熱管１３の配置が段方向の上
下で逆向きとなる。このため、ヘッダ２０、３０の仕様、伝熱管１３が段方向で異なる熱
交換器５２を用いる場合には、実施の形態６の構造が適切である。
【００６４】
　以上説明したように、本実施の形態６によれば、実施の形態１～４と同様の効果が得ら
れる空調機を得ることができる。また、本実施の形態６によれば、実施の形態５と同様に
熱交換性能や耐露付き性の高い熱交換器を提供できる。
【００６５】
実施の形態７．
　以上の実施の形態５、６では、実施の形態１～４の熱交換器１を備えた空調機について
説明したが、実施の形態７は、実施の形態１～４の熱交換器１を備えた冷凍サイクル装置
に関する。
【００６６】
　図１４は、本発明の実施の形態７に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路を示す図である。
　冷凍サイクル装置６０は、圧縮機６１と、凝縮器（ガスクーラー含む）６２と、減圧装
置としての膨張弁６３と、蒸発器６４とが冷媒配管によって順次連結された冷媒回路を備
えている。凝縮器６２と蒸発器６４の少なくとも一方に、熱交換器１が用いられる。
【００６７】
　このように構成された冷凍サイクル装置６０では、圧縮機６１から吐出された冷媒が凝
縮器６２に流入し、凝縮器６２を通過する空気と熱交換して高圧液冷媒となって流出する
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。凝縮器６２を流出した高圧液冷媒は膨張弁６３で減圧されて低圧二相冷媒となり、蒸発
器６４に流入する。蒸発器６４に流入した低圧二相冷媒は、蒸発器６４を通過する空気と
熱交換して低圧蒸気冷媒となり、再び圧縮機６１に吸入される。
【００６８】
　本実施の形態７によれば、上記実施の形態１～４と同様の効果が得られると共に、省エ
ネ性、高信頼性、低冷媒量（低ＧＷＰ）、低コストな冷凍サイクル装置６０を得ることが
できる。
【００６９】
　なお、冷媒回路の構成は、図１４に示した構成に限られたものではなく、圧縮機６１か
ら吐出された冷媒の流れ方向を切り替える四方弁等を備えた構成でもよい。
【００７０】
　なお、上記各実施の形態では、ヘッダ２０、３０の内部構造について具体的に説明しな
かったが、熱交換器１を凝縮器として用いる際に冷媒入口側となるヘッダ２０には、冷媒
を均等に分配するための手段を適用する。冷媒を均等に分配するための手段としては、任
意の技術を適宜採用できる。
【００７１】
　また、上記各実施の形態では伝熱管１３を扁平管としたが、必ずしも扁平管でなくても
よく、円管としてもよい。
【００７２】
　また、上記各実施の形態ではヘッダ２０、３０を円筒状としたが、必ずしも円筒状でな
くてもよく、直方体状としてもよい。
【００７３】
　なお、上記各実施の形態１～７においてそれぞれ別の実施の形態として説明したが、各
実施の形態の特徴的な構成及び処理を適宜組み合わせて熱交換器、冷凍サイクル装置及び
空調機を構成してもよい。また、各実施の形態１～７のそれぞれにおいて、同様の構成部
分について適用される変形例はその変形例を説明した実施の形態以外の他の実施の形態に
おいても同様に適用される。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の活用例として、空調機器等の熱交換器を搭載した多くの産業、家庭用機器に利
用可能である。
【符号の説明】
【００７５】
 １　熱交換器、１ａ　熱交換器、１ｂ　熱交換器、１０　熱交換部群、１１　熱交換部
、１１ａ～１１ｄ　熱交換部、１２　フィン、１２ａ～１２ｄ　フィン、１３　伝熱管、
１３ａ～１３ｄ　伝熱管、１３ｅ　貫通孔、１４　突出部、１４ａ～１４ｄ　突出部、１
５　曲げ部、２０　ヘッダ、２０ａ～２０ｄ　個別ヘッダ、２１ａ～２１ｄ　流出入口、
３０　ヘッダ、５１　本体、５２　熱交換器、５３　ドレンパン、５４　ファン、５５　
ファンモータ、５６　電気品箱、５７　化粧パネル、５８　吸込口、５９　吹出口、６０
　冷凍サイクル装置、６１　圧縮機、６２　凝縮器、６３　膨張弁、６４　蒸発器。
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