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(57)【要約】
【課題】冷媒配管を確実に保持でき、且つ冷媒配管と伝
熱部材との間の熱抵抗を十分に低減できる、冷媒配管の
取付構造を提供する。
【解決手段】冷媒配管（15）が嵌合する縦長の溝部（72
）を有し、被冷却部品（63）と熱的に接触する伝熱部材
（70）を設ける。冷媒配管（15）の伸長方向に沿って延
びる長板状に形成され、該冷媒配管（15）に対向する対
向部（82）を有する弾性部材（80）を設ける。伝熱部材
（70）には、嵌合溝（100）を形成する。嵌合溝（100）
に着脱自在に嵌合する嵌合部（96,123）と、弾性部材（
80）の外側に変位可能に配置される把持部（94,125）と
、該把持部（94,125）を変位させることで弾性部材（80
）を押し付ける第１位置と、該弾性部材（80）の押し付
けを解除する第２位置とに変位する押付部（93,124a）
とを有する押付機構（90）を設ける。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒配管（15）が嵌合する縦長の溝部（72）を有し、被冷却部品（63）と熱的に接触す
る伝熱部材（70）と、
　上記冷媒配管（15）の伸長方向に沿って延びる長板状に形成され、該冷媒配管（15）に
対向する対向部（82）を有する弾性部材（80）と、
　上記弾性部材（80）を上記伝熱部材（70）側に向かって押し付ける押付機構（90）と、
　を備え、
　上記伝熱部材（70）には、嵌合溝（100）が形成され、
　上記押付機構（90）は、上記嵌合溝（100）に着脱自在に嵌合する嵌合部（96,123）と
、上記弾性部材（80）の外側に変位可能に配置される把持部（94,125）と、該把持部（94
,125）を変位させることで上記弾性部材（80）を押し付ける第１位置と、該弾性部材（80
）の押し付けを解除する第２位置とに変位する押付部（93,124a）とを有することを特徴
とする冷媒配管の取付構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記弾性部材（80）には、スリット（80a）が形成されていることを特徴とする冷媒配
管の取付構造。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　上記弾性部材（80）は、上記伸長方向に連なって複数設けられていることを特徴とする
冷媒配管の取付構造。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１つにおいて、
　上記弾性部材（80）は、上記押付機構（90）が押し付けられる部位の近傍には、補強用
ビード（80b）が設けられていることを特徴とする冷媒配管の取付構造。
【請求項５】
　冷媒配管（15）が嵌合する縦長の溝部（72）を有し、被冷却部品（63）と熱的に接触す
る伝熱部材（70）と、
　上記冷媒配管（15）の伸長方向に沿って延びる長板状に形成され、該冷媒配管（15）に
対向する対向部（82）を有する弾性部材（80）と、
　上記弾性部材（80）を上記伝熱部材（70）側に向かって押し付ける押付機構（90）と、
　を備え、
　上記伝熱部材（70）には、上記冷媒配管（15）がそれぞれ嵌合する２本の上記溝部（72
）が形成され、
　上記弾性部材（80）は、上記複数の溝部（72）に跨る１枚の板状に形成されるとともに
、上記２本の溝部（72）にそれぞれ対向する２つの対向部（82）と、該２つの対向部（82
）の間に形成されて上記押付機構（90）に押し付けられる被押付部（84）とが形成され、
　上記押付機構（90）は、ビス（91）であり、
　上記板ばね部材（80）には、上記ビス（91）の頭が通る大きさの大径部（75a）と、上
記ビス（91）を締め付け可能な大きさの小径部（75b）との複合形状を有したビス穴（75
）が形成されていることを特徴とする冷媒配管の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒配管を流れる冷媒によって被冷却部品を冷却する冷却構造における、冷
媒配管の取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、冷媒配管を流れる冷媒によって被冷却部品を冷却する冷却機構が知られてい
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る。例えば特許文献１には、空気調和機の電装部品を被冷却部品とする冷却構造が開示さ
れている。
【０００３】
　具体的に、特許文献１の冷却構造は、円弧状の底面を有する溝部が形成された伝熱部材
と、冷媒配管を伝熱部材側に向かって圧接するための保持部材とを有している。保持部材
は、例えば冷媒配管側が開放するような断面Ｕ字状の弾性クリップで構成されている。冷
媒配管は、弾性クリップの開放部側から該弾性クリップの内部に挿通される。弾性クリッ
プは、その弾性力により、冷媒配管を伝熱部材側に向かって付勢する。その結果、冷媒配
管が伝熱部材に圧接し、冷媒配管と伝熱部材との間の熱抵抗が低減される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１４１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の保持部材は、冷媒配管と直交する方向に延びる長板をＵ字状に折り曲げる
ことで、上記のような弾性クリップを構成するようにしている。しかしながら、この保持
部材では、冷媒配管を伝熱部材側に向かって押し付けるための押付部の面積が比較的小さ
くなってしまう。その結果、冷媒配管の押し付けが不十分となり、冷媒配管の取付強度が
低下したり、冷媒配管と伝熱部材との間の熱抵抗を十分に低減できなかったりする、とい
う問題が生じる。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷媒配管を確実に保持
でき、且つ冷媒配管と伝熱部材との間の熱抵抗を十分に低減できる、冷媒配管の取付構造
を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、冷媒配管（15）が嵌合する縦長の溝部（72）を有し、被冷却部品（63）
と熱的に接触する伝熱部材（70）と、上記冷媒配管（15）の伸長方向に沿って延びる長板
状に形成され、該冷媒配管（15）に対向する対向部（82）を有する弾性部材（80）と、上
記弾性部材（80）を上記伝熱部材（70）側に向かって押し付ける押付機構（90）と、を備
え、上記伝熱部材（70）には、嵌合溝（100）が形成され、上記押付機構（90）は、上記
嵌合溝（100）に着脱自在に嵌合する嵌合部（96,123）と、上記弾性部材（80）の外側に
変位可能に配置される把持部（94,125）と、該把持部（94,125）を変位させることで上記
弾性部材（80）を押し付ける第１位置と、該弾性部材（80）の押し付けを解除する第２位
置とに変位する押付部（93,124a）とを有することを特徴とする。
【０００８】
　第１の発明では、伝熱部材（70）の嵌合溝（100）に押付機構（90）の嵌合部を嵌合さ
せることで、伝熱部材（70）に対して押付機構（90）が着脱自在となる。また、作業者が
把持部（94,125）を操作して押付部（93,124a）を第１位置と第２位置とに変位させるこ
とで、弾性部材（80）の押し付けと、その押し付けの解除とを容易に切り換えることがで
きる。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明において、上記弾性部材（80）には、スリット（80a）が形
成されていることを特徴とする。
【００１０】
　この構成では、この構成では、スリット（80a）を設けたことによって、板ばね部材（8
0）が直管部（16）に確実に沿うようにできる。したがって、スリット（80a）によって、
弾性部材（80）が冷却管（15）に付与する圧力を、容易に均一化することが可能になる。
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【００１１】
　第３の発明は、第１又は２の発明において、上記弾性部材（80）は、上記伸長方向に連
なって複数設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　この構成では、弾性部材（80）を複数にしたことによって、弾性部材（80）が冷却管（
15）に付与する圧力を、容易に均一化することが可能になる。
【００１３】
　第４の発明は、第１乃至３のいずれか１つの発明において、上記弾性部材（80）は、上
記押付機構（90）が押し付けられる部位の近傍には、補強用ビード（80b）が設けられて
いることを特徴とする。
【００１４】
　この構成では、弾性部材（80）の剛性を高めることが可能になる。
【００１５】
　第５の発明は、冷媒配管（15）が嵌合する縦長の溝部（72）を有し、被冷却部品（63）
と熱的に接触する伝熱部材（70）と、上記冷媒配管（15）の伸長方向に沿って延びる長板
状に形成され、該冷媒配管（15）に対向する対向部（82）を有する弾性部材（80）と、上
記弾性部材（80）を上記伝熱部材（70）側に向かって押し付ける押付機構（90）と、を備
え、上記伝熱部材（70）には、上記冷媒配管（15）がそれぞれ嵌合する２本の上記溝部（
72）が形成され、上記弾性部材（80）は、上記複数の溝部（72）に跨る１枚の板状に形成
されるとともに、上記２本の溝部（72）にそれぞれ対向する２つの対向部（82）と、該２
つの対向部（82）の間に形成されて上記押付機構（90）に押し付けられる被押付部（84）
とが形成され、上記押付機構（90）は、ビス（91）であり、上記板ばね部材（80）には、
上記ビス（91）の頭が通る大きさの大径部（75a）と、上記ビス（91）を締め付け可能な
大きさの小径部（75b）との複合形状を有したビス穴（75）が形成されていることを特徴
とする。
【００１６】
　この構成では、弾性部材（80）の仮止めが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　第１の発明では、押付機構（90）の嵌合部（96,123）を伝熱部材（70）の嵌合溝に着脱
自在に嵌合させ、且つ押付機構（90）の把持部（94,125）を操作して弾性部材（80）の押
し付けを切り換える構造としている。このため、押付機構（90）の取付や、弾性部材（80
）の押し付けの操作を比較的容易に行うことができる。従って、冷媒配管（15）の取付構
造の設置作業が容易となり、冷媒配管（15）や被冷却部品（63）のレイアウトの自由度も
向上する。
【００１８】
　第２、及び第３の発明のそれぞれによれば、弾性部材（80）が冷却管（15）に付与する
圧力を、容易に均一化することが可能になるので、冷媒配管（15）と伝熱部材（70）との
伝熱をより確実に確保できる。
【００１９】
　第４の発明によれば、配管を押える力を十分に得ることができるようになる。
【００２０】
　第５の発明によれば、ビス（91）の締め付けを簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、関連技術に係る空気調和機の概略の配管系統図である。
【図２】図２は、関連技術に係る室外ユニットの概略の横断面図である。
【図３】図３は、関連技術に係る取付構造の正面図である。
【図４】図４は、図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】図５は、実施形態１に係る室外ユニットの概略の横断面図である。
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【図６】図６は、実施形態１に係る取付構造の背面図である。
【図７】図７は、図６のＤ－Ｄ線断面図である。
【図８】図８は、実施形態１に係る板ばね部材の後面図である。
【図９】図９は、実施形態１に係る押付機構の側面図である。
【図１０】図１０は、実施形態２に係る取付構造の後面図である。
【図１１】図１１は、図１０のＥ－Ｅ線断面図である。
【図１２】図１２は、実施形態２に係る冷媒ジャケットの後面図である。
【図１３】図１３は、図１１のＦ－Ｆ線断面図である。
【図１４】図１４は、その他の実施形態に係る取付構造における、図２相当図である。
【図１５】図１５は、実施形態３の板ばね部材を示す正面図である。
【図１６】図１６は、実施形態４の板ばね部材を示す正面図である。
【図１７】図１７は、（Ａ）は実施形態５の板ばね部材を示す正面図であり、（Ｂ）は、
補強用ビードの断面図である。
【図１８】図１８は、ビス穴の他の構成を示す図である。
【図１９】図１９は、図１８の板ばね部材を取り付けた状態を示す図である。
【図２０】図２０は、板ばね部材の取付工程を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、
本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限す
ることを意図するものではない。
【００２３】
　　《発明の関連技術》
　本発明に係る関連技術は、冷媒回路（10）を有して冷房運転と暖房運転とを切り換えて
行う空気調和機（1）である。空気調和機（1）は、室内に設置される室内ユニット（20）
と、室外に設置される室外ユニット（30）とを有している。室内ユニット（20）と室外ユ
ニット（30）とが、２本の連絡配管（11,12）によって互いに接続されることで、閉回路
となる冷媒回路（10）が構成される。冷媒回路（10）には、冷媒が充填される。冷媒回路
（10）の冷媒が循環することで、蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる。
【００２４】
　　〈室内ユニット〉
　室内ユニット（20）は、室内熱交換器（21）と室内ファン（22）と室内膨張弁（23）と
を有している。室内熱交換器（21）は、例えばクロスフィン型のフィン・アンド・チュー
ブ熱交換器で構成される。室内熱交換器（21）では、その伝熱管の内部を流れる冷媒と、
室内ファン（22）が送風する空気とが熱交換する。室内膨張弁（23）は、例えば電子膨張
弁で構成される。
【００２５】
　　〈室外ユニット〉
　室外ユニット（30）は、室外熱交換器（31）と室外ファン（32）と室外膨張弁（33）と
圧縮機（34）と四方切換弁（35）とを有している。室外熱交換器（31）は、例えばクロス
フィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器で構成される。室外熱交換器（31）では、
その伝熱管の内部を流れる冷媒と、室外ファン（32）が送風する空気とが熱交換する。室
外膨張弁（33）は、例えば電子膨張弁で構成される。圧縮機（34）は、例えばスクロール
圧縮機等の回転式圧縮機で構成される。四方切換弁（35）は、第１から第４までのポート
を有し、冷媒回路（10）の冷媒の循環方向を切り換えるように構成される。四方切換弁（
35）は、冷房運転時に第１ポートと第２ポートを連通させ且つ第３ポートと第４ポートを
連通させる状態（図１の実線で示す状態）となり、暖房運転時に第１ポートと第３ポート
を連通させ且つ第２ポートと第４ポートとを連通させる状態（図１の破線で示す状態）と
なる。
【００２６】
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　図２に示すように、室外ユニット（30）は、箱形のケーシング（40）を有している。ケ
ーシング（40）は、前面パネル（41）、後面パネル（42）、第１側面パネル（43）、及び
第２側面パネル（44）を有している。前面パネル（41）は、室外ユニット（30）の前側に
形成される。前面パネル（41）には、室外空気が吸い込まれる吸込口（41a）が形成され
る。前面パネル（41）は、ケーシング（40）の本体に対して着脱自在に構成される。後面
パネル（42）は、室外ユニット（30）の後側に形成される。後面パネル（42）には、室外
空気が吹き出される吹出口（42a）が形成される。第１側面パネル（43）は、室外ユニッ
ト（30）の幅方向（図２の矢印Ａで示す方向）の一端側に形成される。第１側面パネル（
43）には、吹出口（43a）が形成される。第２側面パネル（44）は、室外ユニット（30）
の幅方向の他端側に形成される。
【００２７】
　ケーシング（40）は、縦仕切板（45）と横仕切板（46）とを有している。ケーシング（
40）の内部空間は、縦仕切板（45）によって幅方向に２つの空間に仕切られる。これらの
空間のうち第１側面パネル（43）側の空間は、熱交換器室（47）を構成する。これらの空
間のうち第２側面パネル（44）側の空間は、横仕切板（46）によって更に前後に２つの空
間に仕切られる。これらの空間のうち後側の空間が圧縮機室（48）を構成し、前側の空間
が電装品室（49）を構成する。
【００２８】
　　〈電装品室内の構成機器〉
　電装品室（49）内の構成部品について、図１～図４を参照しながら詳細に説明する。電
装品室（49）内には、電力変換装置（60）、冷媒ジャケット（70）、冷却管（15）が収容
されている。電力変換装置（60）は、圧縮機（34）のモータへ電力を供給するとともに、
該モータの回転数を制御する。電力変換装置（60）は、プリント基板（61）と、該プリン
ト基板（61）にリード線（62）を介して取り付けられるパワー素子（63）とを有している
。プリント基板（61）は、例えば支持部材（51）を介して横仕切板（46）に固定される。
なお、プリント基板（61）をケーシング（40）内の他の部位に固定してもよい。
【００２９】
　本関連技術のパワー素子（63）は、プリント基板（61）の前側に配置される。パワー素
子（63）は、例えばインバータ回路のスイッチング素子を構成する。パワー素子（63）は
、圧縮機（34）の運転時に発熱する発熱部品であり、冷媒ジャケット（70）の被冷却部品
を構成する。パワー素子（63）は、動作可能な温度（例えば９０℃）を越えないように冷
媒ジャケット（70）によって冷却される。
【００３０】
　冷媒ジャケット（70）は、アルミニウムなどの熱伝導率の高い金属材料で構成される。
冷媒ジャケット（70）は、パワー素子（63）の表面（前面側）に接触して配置され、パワ
ー素子（63）と熱的に接触している。冷媒ジャケット（70）は、前後に扁平な略板状に形
成される。冷媒ジャケット（70）は、枠状の固定部材（52）を介してプリント基板（61）
に固定される。固定部材（52）は、冷媒ジャケット（70）の外周縁部（70a）が嵌合する
枠本体（52a）と、該枠本体（52a）に嵌合した冷媒ジャケット（70）を外側から保持する
複数の爪部（52b,52b,52b,52b）とを有している。これにより、冷媒ジャケット（70）は
、固定部材（52）に着脱自在に取り付けられる。
【００３１】
　冷却管（15）は、冷媒回路（10）の冷媒配管の一部を構成している。本関連技術の冷却
管（15）は、冷媒回路（10）における高圧の液ラインに接続される。つまり、冷却管（15
）には、熱交換器（21,31）で凝縮した後の高圧の液冷媒が流通する。冷却管（15）は、
２本の直管部（16,16）と、該直管部（16,16）の端部同士を互いに連結するＵ字管部（17
）とを有している。２本の直管部（16,16）は、各々の伸長方向が略平行となるように、
互いに隣接して配置される。
【００３２】
　〈冷却配管の取付構造〉
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　冷却管（15）を冷媒ジャケット（70）に取り付けるための取付構造（50）について、図
３及び図４を参照しながら詳細に説明する。本関連技術の取付構造（50）は、１つの冷媒
ジャケット（70）と、１つの板ばね部材（80）と、１つのビス（91）とを有している。
【００３３】
　冷媒ジャケット（70）は、冷却管（15）の直管部（16）の伸長方向に沿って延びている
。冷媒ジャケット（70）のうちプリント基板（61）と反対側の面（71）には、一対の配管
溝部（72,72）と、一対の凹部（73,73）と、１つの中間部（74）とが形成される。
【００３４】
　配管溝部（72）は、冷却管（15）の直管部（16）に沿うように、冷媒ジャケット（70）
の長手方向に延びている。配管溝部（72）は、冷却管（15）の軸直角断面の形状が、略円
弧状に形成される。配管溝部（72）は、冷却管（15）の外周面の一部が嵌合する溝部を構
成する。冷却管（15）と配管溝部（72）との間には、熱伝導グリース（78）が介設される
。熱伝導グリース（78）は、冷却管（15）と配管溝部（72）との間の微小な隙間を埋める
ことで熱抵抗を低減させ、該冷却管（15）と配管溝部（72）との間の伝熱を促進させる伝
熱促進材料を構成する。
【００３５】
　一対の凹部（73,73）は、一対の配管溝部（72,72）の間に配置されている。凹部（73）
は、冷媒ジャケット（70）の長手方向の両端に亘って直線状に延びている。凹部（73）の
内部には、板ばね部材（80）のＶ字折り返し部（86c）が配置される（詳細は後述する）
。
【００３６】
　中間部（74）は、一対の凹部（73,73）の間に形成される。中間部（74）には、ビス穴
（75）が形成される。ビス穴（75）は、冷媒ジャケット（70）の中心部に形成される。即
ち、ビス穴（75）は、冷媒ジャケット（70）の長手方向の中間部位で、且つ冷媒ジャケッ
ト（70）の幅方向の中間部位に配置される。
【００３７】
　板ばね部材（80）は、板状のバネ鋼板が折り返されて成型される。板ばね部材（80）は
、冷却管（15）の伸長方向に沿って延びる長板状に形成され、冷媒ジャケット（70）に対
向して配置される。板ばね部材（80）は、冷媒ジャケット（70）の２つの配管溝部（72,7
2）に跨っている。板ばね部材（80）は、一対の外側板部（81,81）と、一対の対向部（82
,82）と、一対の内側板部（83,83）と、１つの取付板部（84）とを有し、冷却管（15）を
冷媒ジャケット（70）側に付勢する弾性部材を構成する。
【００３８】
　外側板部（81）は、板ばね部材（80）の幅方向の両側端部にそれぞれ形成される。外側
板部（81）は、対向部（82）から冷却管（15）の直管部（16）側に向かって屈曲する平板
状に形成される。
【００３９】
　対向部（82）は、冷却管（15）の直管部（16）に対向するように、該直管部（16）の伸
長方向に沿って延びている。つまり、対向部（82）は、冷媒ジャケット（70）の配管溝部
（72）に相対する位置に形成される。対向部（82）は、直管部（16）の外周面と実質的に
線接触するような平板状に形成される。
【００４０】
　内側板部（83）は、対向部（82）よりも板ばね部材（80）の幅方向の中間部寄りに形成
される。内側板部（83）は、対向部（82）から冷却管（15）の直管部（16）側に向かって
屈曲する平板状に形成される。板ばね部材（80）では、外側板部（81）、対向部（82）、
及び内側板部（83）が、直管部（16）を外側から囲んでいる。
【００４１】
　取付板部（84）は、一対の内側板部（83）に介在するように、板ばね部材（80）の幅方
向の中間部に形成される。取付板部（84）は、直管部（16）の伸長方向に延びる平板状に
形成され、冷媒ジャケット（70）の中間部（74）に沿っている。取付板部（84）の中心部
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には、冷媒ジャケット（70）のビス穴（75）に対応するように、貫通穴（85）が形成され
る。
【００４２】
　板ばね部材（80）には、６本の折り返し部（86）が形成される。各折り返し部（86）は
、板ばね部材（80）の長手方向に直線状に形成される。６本の折り返し部（86）は、一対
の外側折り返し部（86a,86a）と、一対の内側折り返し部（86b,86b）と、一対のＶ字折り
返し部（86c,86c）とで構成される。外側折り返し部（86a）は、外側板部（81）と対向部
（82）との間に形成され、内側折り返し部（86b）は、対向部（82）と内側板部（83）と
の間に形成される。Ｖ字折り返し部（86c）は、内側板部（83）と取付板部（84）との間
に形成される。Ｖ字折り返し部（86c）は、冷媒ジャケット（70）の凹部（73）の内部に
向かって略Ｖ字状に突出している。これらの折り返し部（86）は、板ばね部材（80）の長
手方向の剛性を増大させるための補強リブとして機能する。これにより、板ばね部材（80
）では、幅方向の剛性よりも長手方向の剛性が大きくなっている。なお、折り返し部（86
）を、例えば略Ｕ字状の折り返し形状としてもよい。
【００４３】
　本関連技術において、ビス（91）は、板ばね部材（80）を冷媒ジャケット（70）側に向
かって押し付ける押付機構（90）を構成する。取付板部（84）は、ビス（91）の締め付け
に伴い冷媒ジャケット（70）側に押し付けられる、被押付部を構成する。
【００４４】
　　－運転動作－
　空気調和機（1）の運転動作について図１を参照しながら説明する。空気調和機（1）は
、冷房運転と暖房運転とを切り換えて行う。
【００４５】
　　〈冷房運転〉
　冷房運転では、圧縮機（34）で圧縮された冷媒が、室外熱交換器（31）で凝縮する。凝
縮した冷媒は、例えば全開状態の室外膨張弁（33）を通過し、冷却管（15）を流れる。
【００４６】
　圧縮機（34）の運転時には、パワー素子（63）が発熱する。このため、パワー素子（63
）の熱は、冷媒ジャケット（70）、熱伝導グリース（78）、冷却管（15）を順に伝わり、
冷却管（15）内の冷媒へ付与される。その結果、パワー素子（63）が冷却され、パワー素
子（63）が動作可能な所定温度に維持される。
【００４７】
　冷却管（15）を流れた冷媒は、室内膨張弁（23）で減圧された後、室内熱交換器（21）
で蒸発する。これにより、室内空気が冷却される。蒸発した冷媒は、圧縮機（34）に吸入
されて圧縮される。
【００４８】
　　〈暖房運転〉
　暖房運転では、圧縮機（34）で圧縮された冷媒が、室内熱交換器（21）で凝縮する。こ
れにより、室内空気が加熱される。凝縮した冷媒は、例えば全開状態の室内膨張弁（23）
を通過し、冷却管（15）を流れる。この冷媒は、上記の冷房運転と同様にして、パワー素
子（63）の冷却に利用される。冷却管（15）を流れた冷媒は、室外膨張弁（33）で減圧さ
れた後、室外熱交換器（31）で蒸発する。蒸発した冷媒は、圧縮機（34）に吸入されて圧
縮される。
【００４９】
　　－冷却配管の取付構造について－
　取付構造（50）では、冷媒ジャケット（70）の各配管溝部（72）にそれぞれ冷却管（15
）が嵌合する。この状態で、冷媒ジャケット（70）に対向して板ばね部材（80）を配置す
る。冷媒ジャケット（70）のビス穴（75）と板ばね部材（80）の貫通穴（85）との位置を
合わせ、ビス（91）をビス穴（75）に締結する。この締結作業は、前面パネル（41）をケ
ーシング（40）の本体から取り外した状態で行われる。なお、ケーシング（40）の外部に
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おいて、冷媒ジャケット（70）と板ばね部材（80）をビス（91）によって仮締めした後、
冷媒ジャケット（70）と板ばね部材（80）との間に冷却管（15）を挟み込んでビス（91）
を本締めすると、ビス（91）の締結作業を簡便に行うことができる。
【００５０】
　ビス（91）を締結すると、板ばね部材（80）の取付板部（84）が、冷媒ジャケット（70
）側に押し付けられる。これに伴い、取付板部（84）と連結する一対の対向部（82）が、
冷媒ジャケット（70）側に弾性変形する。この際、Ｖ字折り返し部（86c）により、板ば
ね部材（80）のばね性が向上し、対向部（82）を確実に冷媒ジャケット（70）側に変位さ
せることができる。一方で、複数の折り返し部（86）によって板ばね部材（80）の長手方
向の剛性が向上するため、直管部（16）には、伸長方向に亘って比較的均等に押し付け力
が作用する。また、ビス（91）は、取付板部（84）における長手方向の中間部に締結され
るため、板ばね部材（80）における長手方向の押し付け力も均一化され易い。
【００５１】
　また、一対の対向部（82,82）の間の取付板部（84）をビス（91）によって押し付ける
ようにしているため、２つの対向部（82）による冷却管（15）の押し付け力も均一化し易
い。また、１つのビス（91）により、２本の冷却管（15）を冷媒ジャケット（70）側に押
し付けることができるので、部品点数を削減でき、組立ての工数も削減できる。
【００５２】
　以上のようにして、２本の冷却管（15）が、冷媒ジャケット（70）の各配管溝部（72）
側に向かって付勢される。これにより、冷媒ジャケット（70）の各配管溝部（72）と板ば
ね部材（80）の各対向部（82）との間に、各冷却管（15）が狭持される。このように冷却
管（15）に板ばね部材（80）を圧接することで、冷却管（15）と冷媒ジャケット（70）と
の隙間が縮小され、冷却管（15）と冷媒ジャケット（70）の熱抵抗が小さくなる。また、
冷却管（15）と配管溝部（72）との間には、熱伝導グリース（78）が介在するため、この
熱伝導グリース（78）によって冷却管（15）と配管溝部（72）との間の僅かな隙間を埋め
ることができる。これにより、冷却管（15）と配管溝部（72）との間の熱抵抗が更に低減
される。
【００５３】
　板ばね部材（80）は、ある程度の柔軟性を有するため、板ばね部材（80）の加工精度が
若干低下しても、板ばね部材（80）によって冷却管（15）を十分に押し付けることができ
る。更に、対向部（82）は平板状に形成されているため、対向部（82）が冷却管（15）の
軸周りに若干傾いても、対向部（82）と冷却管（15）との間の線接触が維持される。従っ
て、冷却管（15）を確実に冷媒ジャケット（70）側に押し付けることができる。
【００５４】
　対向部（82）及び配管溝部（72）は、冷却管（15）の直管部（16）の伸長方向に延びて
いる。このため、対向部（82）と直管部（16）との接触面積が拡大され、直管部（16）の
押し付け力を十分に確保できる。また、対向部（82）と配管溝部（72）との間に冷却管（
15）を確実に保持できる。更に、冷却管（15）と配管溝部（72）との間の伝熱面積も十分
に確保できる。従って、本関連技術では、パワー素子（63）の冷却効果を十分に発揮でき
、パワー素子（63）の発熱を抑制できる。
【００５５】
　　－関連技術の効果－
　上記関連技術によれば、冷却管（15）と配管溝部（72）との間における、冷却管（15）
の取付強度を増大でき、且つパワー素子（63）から冷却管（15）に至るまでの伝熱を促進
できる。従って、パワー素子（63）を確実且つ効果的に冷却できる。その結果、電力変換
装置（60）、ひいては空気調和機（1）の信頼性を十分に確保できる。
【００５６】
　　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１に係る空気調和機（1）は、上記関連技術と冷却管（15）の取付構
造（50）の構成が異なるものである。以下には、上記関連技術と異なる点について、図５
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～図９を参照しながら説明する。
【００５７】
　図５に示すように、実施形態１の空気調和機（1）では、電力変換装置（60）が前面パ
ネル（41）側に面して配置され、冷却管（15）が電力変換装置（60）の後側に配置される
。
【００５８】
　電力変換装置（60）では、前面パネル（41）の裏面側にプリント基板（61）が配置され
、プリント基板（61）の後側にパワー素子（63）が配置される。プリント基板（61）は、
支持部材（51）を介してケーシング（40）に固定される。支持部材（51）は、前面パネル
（41）が着脱できるように、例えばケーシング（40）の天板や他の部材に固定される。
【００５９】
　パワー素子（63）の表面（後側面）には、冷媒ジャケット（70）が固定される。冷媒ジ
ャケット（70）の表面（後側面）には、関連技術と同様にして、配管溝部（72）が形成さ
れる。板ばね部材（80）は、冷却管（15）を冷媒ジャケット（70）側に付勢する。
【００６０】
　図７に示すように、実施形態１の冷媒ジャケット（70）には、嵌合溝（100）が形成さ
れている。嵌合溝（100）は、冷媒ジャケット（70）の中間部（74）において、該冷媒ジ
ャケット（70）の長手方向の両端に亘って形成される。即ち、嵌合溝（100）は、冷媒ジ
ャケット（70）を長手方向に押出成型することで容易に加工される。
【００６１】
　嵌合溝（100）は、中間部（74）の表面に形成される外溝（101）と、該外溝（101）と
連通して中間部（74）の内部に形成される内溝（102）とで構成される。外溝（101）及び
内溝（102）は、中間部（74）の幅方向の中間部位に形成される。外溝（101）と内溝（10
2）とは、幅方向の中心位置が互いに一致している。内溝（102）の幅は、外溝（101）の
幅よりも大きくなっている。
【００６２】
　図８に示すように、実施形態１の板ばね部材（80）の取付板部（84）には、長手方向の
中間部位且つ幅方向の中間部位に、挿入孔（110）が形成される。挿入孔（110）の内周縁
部には、一対の矩形部（111）と、一対の円弧部（112）とが周方向に交互に配列される。
一対の矩形部（111）は、互いに対向するように嵌合溝（100）の長手方向に配列される。
一対の矩形部（111）において、互いに対向する辺（111a,111a）同士の間隔は、内溝（10
2）の幅と概ね等しくなっている。一対の円弧部（112）は、互いに対向するように嵌合溝
（100）の長手方向に直交して配列される。各円弧部（112）の周方向の中間部位には、径
方向内方へ突出するように段差部（112a）が形成される。
【００６３】
　図６、図７、及び図９に示すように、実施形態１の押付機構（90）は、回転式留め具（
92）で構成される。回転式留め具（92）は、円柱状の本体部（93）と、該本体部（93）の
軸方向の一端側に形成される把持板（94）と、本体部（93）の軸方向の他端側に形成され
る回転軸（95）と、回転軸（95）の先端部に形成される一対の突出ピン（96,96）とを有
している。
【００６４】
　把持板（94）は、本体部（93）の軸心を通過するように径方向外方に延びる長板状に形
成される。把持板（94）は、板ばね部材（80）の外側に配置される把持部を構成する。把
持板（94）は、図６の二点鎖線で示す位置と、図６の実線で示す位置との間を、回動自在
に変位する。
【００６５】
　本体部（93）は、板ばね部材（80）の取付板部（84）を押し付けるための押付部を構成
する。具体的に、本体部（93）には、軸方向における把持板（94）と逆側の端面に、取付
板部（84）と接触する押付面（93a）が形成される。本体部（93）は、把持板（94）の回
動に伴い、押付面（93a）が板ばね部材（80）を押し付ける位置（第１位置、図６を参照
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））と、押付面（93a）による板ばね部材（80）の押し付けが解除される位置（第２位置
、図示省略）とに変位する。
【００６６】
　回転軸（95）は、本体部（93）よりも小径の略円柱状に形成される。回転軸（95）は、
本体部（93）と同軸となるように該本体部（93）と一体に形成される。回転軸（95）は、
板ばね部材（80）の挿入孔（110）に挿通される。図９に示すように、回転軸（95）の外
周面には、本体部（93）の近傍にストッパ部（95a）が形成されている。ストッパ部（95a
）は、回転軸（95）の表面から径方向外方に突出する突起部で構成される。ストッパ部（
95a）は、板ばね部材（80）の段差部（112a）（図８を参照）と当接することで、回転式
留め具（92）の回転を規制する。これにより、回転式留め具（92）は、約９０°の回転角
度範囲を超える回動が禁止される。
【００６７】
　回転軸（95）の外周面には、本体部（93）の近傍に環状溝（95b）が形成される。環状
溝（95b）には、板ばね部材（80）の挿入孔（110）に回転軸（95）が挿通された状態にお
いて、ワッシャや、いわゆるＥリング等のリング状部材が固定される（図示省略）。これ
により、回転式留め具（92）に板ばね部材（80）を一体的に保持できる。
【００６８】
　一対の突出ピン（96,96）は、回転軸（95）の外周縁部から径方向外方に突出している
。一対の突出ピン（96,96）は、互いに等ピッチを置くように配列される。本実施形態の
突出ピン（96,96）の突出方向は、把持板（94）の長手方向と略一致している。
【００６９】
　突出ピン（96）は、その突出方向と直角な断面形状が、略台形状に形成される。より詳
細に、突出ピン（96）には、回転軸（95）の先端面と略面一な矩形面（96a）と、本体部
（93）側に位置して矩形面（96a）に対して斜めに傾斜する傾斜面（96b）とが形成される
。傾斜面（96b）は、回転式留め具（92）を冷媒ジャケット（70）に取り付けるための回
転方向（図６における矢印Ｃの方向）に進むにつれて、回転軸（95）の先端面に近づくよ
うに斜めに傾斜している。一対の突出ピン（96）は、板ばね部材（80）の挿入孔（110）
の各矩形部（111）、及び冷媒ジャケット（70）の嵌合溝（100）に嵌合可能な嵌合部を構
成する。
【００７０】
　実施形態１では、作業者が把持板（94）をつかんで回転式留め具（92）を回動させるこ
とで、板ばね部材（80）と冷媒ジャケット（70）との間に、冷却管（15）を容易に保持す
ることができる。具体的に、ケーシング（40）の本体から前面パネル（41）を取り外した
状態で、板ばね部材（80）と冷媒ジャケット（70）との間に冷却管（15）を挟み込む。こ
の状態で、作業者は冷却管（15）の後側まで手をのばし、回転式留め具（92）の突出ピン
（96）を、挿入孔（110）の各矩形部（111）を通じて嵌合溝（100）に嵌め込む。つまり
、突出ピン（96）は、嵌合溝（100）の長手方向を向くような状態で、内溝（102）の底部
まで差し込まれる。この状態（即ち、図６の二点鎖線で示す状態）の把持板（94）を、矢
印Ｃの方向に回動させる。これにより、突出ピン（96）は、その傾斜面（96b）が円弧部
（112）に案内されるようにして、内溝（102）の幅方向を向く状態（図７に示す状態）と
なる。その結果、突出ピン（96）が、嵌合溝（100）の内部に保持されるとともに、回転
式留め具（92）が冷媒ジャケット（70）側へ変位し、本体部（93）が板ばね部材（80）を
押し付ける状態となる。以上のようにして、取付板部（84）が冷媒ジャケット（70）側に
押し付けられると、一対の対向部（82）は、関連技術と同様にして、冷却管（15）側に弾
性変形する。その結果、板ばね部材（80）と冷媒ジャケット（70）との間に冷却管（15）
が保持される。
【００７１】
　板ばね部材（80）の押し付けを解除する際には、把持板（94）を図６のＣの矢印方向と
反対側に回動させる。これにより、突出ピン（96）が外溝（101）に沿う状態となる。こ
の状態で、把持板（94）を後側（冷媒ジャケット（70）と反対側）に引っ張ることで、嵌
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合溝（100）から突出ピン（96）から外れ、板ばね部材（80）の押し付けが解除される。
【００７２】
　以上のように、実施形態１では、突出ピン（96）を嵌合溝（100）に嵌合させ、把持板
（94）を回動させて板ばね部材（80）の押し付ける構造としている。このため、上述のよ
うに、冷却管（15）の後側からでも板ばね部材（80）を容易に着脱できる。従って、実施
形態１では、電力変換装置（60）を冷却管（15）の前面側（即ち、ケーシング（40）の外
部側寄り）に配置することでき、電力変換装置（60）の部品の交換やメンテナンスも簡便
となる。
【００７３】
　また、実施形態１では、回転式留め具（92）の突出ピン（96）を内溝（102）に沿って
自由に位置決めできる。つまり、実施形態１では、冷媒ジャケット（70）に対して突出ピ
ン（96）の位置を自由に決めることができ、取付作業の容易化を図ることができる。
【００７４】
　　《発明の実施形態２》
　本発明の実施形態２に係る空気調和機（1）は、上記実施形態と冷却管（15）の取付構
造（50）の構成が異なるものである。以下には、実施形態１と異なる点について、図１０
～図１３を参照しながら説明する。
【００７５】
　実施形態２の冷媒ジャケット（70）の嵌合溝（100）は、冷媒ジャケット（70）を厚さ
方向に貫通している。嵌合溝（100）は、中間部（74）の中心位置に形成される。嵌合溝
（100）は、冷媒ジャケット（70）の表面側（板ばね部材（80）側）に形成される一対の
キー溝（104）と、該キー溝（104）の奥側に形成される円柱溝（105）とを有している。
【００７６】
　実施形態２の押付機構（90）は、レバー式留め具（120）で構成される。レバー式留め
具（120）は、円柱状のロッド部（121）と、該ロッド部（121）の軸方向の一端側に回動
軸（121a）を介して傾動自在に枢支されるレバー部（122）と、ロッド部（121）の軸方向
の他端側に形成される一対のキー（123,123）とを有している。
【００７７】
　レバー部（122）は、回動軸（121a）の軸周りに形成される円板部（124）と、該円板部
（124）から径方向外方へ延出するレバー本体（125）とを有している。レバー本体（125
）は、板ばね部材（80）の外側に形成されて変位自在な把持部を構成する。円板部（124
）には、レバー本体（125）の延伸方向と直交するように径方向外方へ膨出する膨出円弧
部（124a）が形成される。膨出円弧部（124a）は、レバー本体（125）を変位させること
で板ばね部材（80）を押し付ける第１位置（図１３の実線で示す位置）と、板ばね部材（
80）の押し付けを解除する第２位置（図１３の２点鎖線で示す位置）とに変位する押付部
を構成する。
【００７８】
　ロッド部（121）は、板ばね部材（80）の挿通穴（87）を介して嵌合溝（100）に挿通さ
れる。一対のキー（123,123）は、ロッド部（121）の先端部外周面に一体に形成される。
一対のキー（123,123）は、一対のキー溝（104）に嵌合する四角柱状に形成される。一対
のキー（123,123）をキー溝（104）を通じて円柱溝（105）内に挿入させた状態で、レバ
ー本体（125）をロッド部（121）の軸心を中心として回転させると、キー（123）が円柱
溝（105）の内部に嵌合する。つまり、キー（123）は、嵌合溝（100）に着脱自在に嵌合
する嵌合部を構成する。
【００７９】
　実施形態２では、作業者がレバー本体（125）を傾動させることで、板ばね部材（80）
と冷媒ジャケット（70）との間に、冷却管（15）を容易に保持することができる。具体的
に、ケーシング（40）の本体から前面パネル（41）を取り外した状態で、板ばね部材（80
）と冷媒ジャケット（70）との間に冷却管（15）を挟み込む。この状態で、作業者は冷却
管（15）の後側まで手をのばし、レバー式留め具（120）のキー（123）をキー溝（104）
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に差し込む。その後、レバー部（122）をつかんでロッド部（121）を軸周りに回転させる
ことで、キー（123）が円柱溝（105）の内部に嵌合して保持される（図１１を参照）。
【００８０】
　次いで、図１３の２点鎖線で示す状態のレバー部（122）を、図１３のＧの矢印の方向
に傾動させると、膨出円弧部（124a）が、板ばね部材（80）の取付板部（84）を徐々に押
し込んでいく。これに伴い、一対の対向部（82）は、実施形態１と同様にして、冷却管（
15）側に弾性変形する。その結果、板ばね部材（80）と冷媒ジャケット（70）との間に冷
却管（15）が保持される。
【００８１】
　板ばね部材（80）の押し付けを解除する際には、レバー部（122）を図１３のＧの矢印
方向と反対側に回動させる。これにより、膨出円弧部（124a）が、取付板部（84）から離
れて取付板部（84）の押し付けが解除される。
【００８２】
　実施形態２においても、レバー部（122）を操作することで、レバー式留め具（120）を
冷媒ジャケット（70）に容易に取り付けることができる。このため、実施形態１と同様、
電力変換装置（60）や冷却管（15）のレイアウトの自由度を向上できる。その結果、実施
形態１と同様、電力変換装置（60）を冷却管（15）の前面側に配置することができ、電力
変換装置（60）の部品の交換やメンテナンスも簡便となる。
【００８３】
　《発明の実施形態３》
　板ばね部材（80）には、図１５に示すように、スリット（80a）を設けてもよい。図１
５の例では、６つのスリット（80a）が設けられている。それぞれのスリット（80a）は、
冷却管（15）の直管部（16）に直交する向きで、板ばね部材（80）の外側板部（81）、対
向部（82）、及び内側板部（83）に跨って形成されている。この例では、板ばね部材（80
）は、２つのビス（91）で、取付板部（84）が冷媒ジャケット（70）側に押し付けられて
いる。
【００８４】
　冷媒ジャケット（70）が、直管部（16）の伸長方向に長くなるほど、板ばね部材（80）
も長くなり、板ばね部材（80）によって直管部（16）に付与する押付け圧力を均一にする
のが難しくなる。これに対し、この構成では、スリット（80a）を設けたことによって、
板ばね部材（80）が直管部（16）に確実に沿うようにできる。そのため、板ばね部材（80
）によって直管部（16,16）に付与する圧力を、容易に均一化することが可能になる。し
たがって、冷却管（15）と冷媒ジャケット（70））との伝熱をより確実に確保できる。
【００８５】
　なお、図１５に示したスリット（80a）の形状は例示である。またスリット（80a）の数
や、ビス（91）の数も例示である。
【００８６】
　《発明の実施形態４》
　板ばね部材（80）は、図１６に示すように、ひとつの冷媒ジャケット（70）に対し、複
数設けるようにしてもよい。この例では、ひとつの冷媒ジャケット（70）に、２つの板ば
ね部材（80）が、直管部（16）の伸長方向に連なって設けられている。それぞれの板ばね
部材（80）は、ビス（91）によって、取付板部（84）が冷媒ジャケット（70）側に押し付
けられている。この構成では、冷媒ジャケット（70）が直管部（16）の伸長方向に長く形
成された場合でも、板ばね部材（80）によって直管部（16,16）に付与する圧力を、容易
に均一化することが可能になる。したがって、冷却管（15）と冷媒ジャケット（70）との
伝熱をより確実に確保できる。
【００８７】
　なお、板ばね部材（80）の数は２つには限定されない。板ばね部材（80）の数は、例え
ば冷媒ジャケット（70）の大きさに応じて、適宜定めればよい。
【００８８】
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　《発明の実施形態５》
　板ばね部材（80）には、図１７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、補強用ビード（80b）を
設けてもよい。補強用ビード（80b）は、ビス（91）で固定される部位（取付板部（84）
）の近傍に設ける。図１７（Ａ）の例では、取付板部（84）に、ビス穴（75）を避けて８
つの補強用ビード（80b）が設けられている。それぞれの補強用ビード（80b）は、平面形
状が概ね楕円形で、板ばね部材（80）の取付板部（84）に設けられている。それぞれの補
強用ビード（80b）は、取付板部（84）にビード（エンボスまたは凸部）加工を施したも
のであり、冷媒ジャケット（70）とは反対方向に突出している（図１７（Ｂ））。
【００８９】
　例えば、板ばね部材（80）を薄くした場合などには、板ばね部材（80）の剛性が不足し
、直管部（16）を押える力が十分に得られない可能性がある。これを防ぐためには、板ば
ね部材（80）の板厚を厚くすることも考えられるが、コストが高くなったり、希望する板
厚材料が得られなかったりすることが考えられる。これに対し、本実施形態では、補強用
ビード（80b）を板ばね部材（80）の中央部（取付板部（84））にのみ設けたことにより
、板ばね部材（80）の中央部のみ剛性が上がり、板ばね部材（80）のバネ性を残したまま
、剛性を上げることができる。したがって、直管部（16）を押える力を十分に得ることが
できるようになる。
【００９０】
　《発明の実施形態６》
　図１８は、ビス穴（75）の他の構成を示す図である。また、図１９は、図１８の板ばね
部材（80）を取り付けた状態を示す図である。図１８に示すように、本実施形態では、板
ばね部材（80）には、ひとつのビス穴（75）が設けられている。このビス穴（75）は、ビ
ス（91）の頭が通る大きさの大径部（75a）と、ビス（91）を締め付け可能な大きさの小
径部（75b）との複合形状を有している。
【００９１】
　板ばね部材（80）をネジ止めする際には、板ばね部材（80）を片手で押えながら、片手
でビス（91）をビス穴（75）に挿入しドライバで取り付ける必要があり、ネジ止め作業が
困難になる。これに対し、本実施形態のビス穴（75）形状を採用することで、例えば、図
２０に示す工程で組み立てることが考えられる。
【００９２】
　図２０の例では、最初に冷媒ジャケット（70）にビス（91）を半分程度締めた状態で取
り付けておき、板ばね部材（80）をビス穴（75）の大径部（75a）の部分からネジに挿入
し、取付板部（84）を小径部（75b）の部分がネジの部分に来るようにスライドさせる。
その後、ドライバによりビス（91）を締め付ける。このように、板ばね部材（80）の仮止
めが可能となるため、ビス（91）の締め付けを簡単に行うことができる。
【００９３】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００９４】
　上記各実施形態において、冷却管（15）と板ばね部材（80）との間に緩衝材（130）を
配置してもよい（例えば図１４を参照）。緩衝材（130）は、例えばゴム製あるいは合成
樹脂製の弾性を有する柔軟な材料で構成される。緩衝材（130）は、冷却管（15）の長手
方向に沿って延びるシート状ないし板状に形成され、冷却管（15）の表面に固定される。
この緩衝材（130）により、板ばね部材（80）側から冷却管（15）に作用する押し付け力
を均一化できる。また、冷却管（15）と板ばね部材（80）とが直接的に接触するのを防止
でき、板ばね部材（80）や冷却管（15）の腐食を防止できる。
【００９５】
　上記各実施形態では、冷却管（15）と冷媒ジャケット（70）の配管溝部（72）との間に
熱伝導グリース（78）を介在させている。しかしながら、この熱伝導グリース（78）に代
わって、熱伝導シートを伝熱促進材料として用いてもよい。
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【００９６】
　上記各実施形態では、冷媒ジャケット（70）に２つの溝部（72）を形成し、各溝部（72
）にそれぞれ冷却管（15）を嵌合している。しかしながら、冷媒ジャケット（70）に１つ
の溝部（72）、あるいは３つ以上の溝部（72）を形成して、対応する溝部（72）に冷却管
（15）を嵌合してもよい。この場合にも、上述した取付構造（50）を採用して、板ばね部
材（80）と冷媒ジャケット（70）との間に冷却管（15）を保持できる。
【００９７】
　上記各実施形態は、図１に示すように、１つの室内ユニット（20）と１つの室外ユニッ
ト（30）を有する空気調和機（1）であるが、複数の室内ユニット（20）や複数の室外ユ
ニット（30）を有する、いわゆるマルチ式の空気調和機であってもよい。また、冷凍機や
給湯器等の他の方式の冷凍装置であってもよい。
【００９８】
　上記各実施形態では、高圧の液ラインの冷媒を冷却管（15）に流すようにしているが、
高圧のガスライン、あるいは低圧の液ラインやガスラインの冷媒を冷却管（15）に流して
もよい。
【００９９】
　上記各実施形態では、電力変換装置（60）のパワー素子（63）を被冷却部品としている
が、他の種類のスイッチング素子や電気部品を被冷却部品としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　以上説明したように、本発明は、冷媒配管を流れる冷媒によって被冷却部品を冷却する
冷却構造における、冷媒配管の取付構造について有用である。
【符号の説明】
【０１０１】
15    冷却管（冷媒配管）
70    冷媒ジャケット（伝熱部材）
72    配管溝部（溝部）
78    熱伝導グリース（伝熱促進材料）
80    板ばね部材（弾性部材）
82    対向部
84    取付板部（被押付部）
86    折り返し部
93    本体部（押付部）
94    把持板（把持部）
96    突出部（嵌合部）
100   嵌合溝
123   キー（嵌合部）
124a  膨出円弧部（押付部）
125   レバー本体（把持部）
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