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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に伸長する複数のチューブ（２０ａ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が
流通する複数の通路からなる単一の流路列群を前記冷媒と熱交換される空気の下流側に並
べて構成される複数の風下側流路列群（２１）、および上下方向に伸長する複数のチュー
ブ（２０ｂ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が流通する複数の通路からなる単一の
流路列群を前記風下側流路列群（２１）よりも前記空気の上流側に並べて構成される複数
の風上側流路列群（２２）を有するコア部（１００）と、
　前記風下側流路列群（２１）の上端に接続される風下側上部タンク（３１）および前記
風下側流路列群（２１）の下端に接続される風下側下部タンク（４１）からなり、前記風
下側流路列群（２１）の複数のチューブ（２０ａ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風下側ヘッダタンク（１１）と、
　前記風上側流路列群（２２）の上端に接続される風上側上部タンク（３２）および前記
風上側流路列群（２２）の下端に接続される風上側下部タンク（４２）からなり、前記風
上側流路列群（２２）の複数のチューブ（２０ｂ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風上側ヘッダタンク（１２）と、
　前記風下側流路列群（２１）に冷媒を導入するために前記風下側ヘッダタンク（１１）
内部と連通するように設けられる冷媒入口部（５１）と、
　前記風上側流路列群（２２）から冷媒を導出するために前記風上側ヘッダタンク（１２
）内部と連通するように設けられる冷媒出口部（５２）と、
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　前記風下側流路列群（２１）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２１
ａ，２１０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２１ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風下側ヘッダタンク（１１）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風下側仕切り壁（３１ａ，４１ａ）と、
　前記風上側流路列群（２２）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２２
ａ，２２０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２２ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風上側ヘッダタンク（１２）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風上側仕切り壁（３２ａ，４２ａ）と、
を備え、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）は前記各ヘッダタンク（１１，
１２）の前記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）が配置される前記同一の側の端
部に対して前記横方向の他方側に設けられ、さらに前記冷媒入口部（５１）から最も遠い
部位にある前記風下側流路列群（２１０）に接続される前記風下側ヘッダタンク（１１，
４１１）の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある前記風上側流路列群
（２２０）に接続される前記風上側ヘッダタンク（１２，４２１）の内部とを連絡し、前
記コア部（１００）を構成する体格よりも前記横方向または前記上下方向に突出した位置
に配置される連通手段（４３）を有し、
　前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側ヘッダタンク（１１，４１１）
内の一部の冷媒は前記連通手段（４３）によって風上側に移動して風上側ヘッダタンク（
１２，４２１）に送られ、さらに前記上下方向反対側の風上側ヘッダタンク（１２，３２
１）に向けて前記最遠部位の風上側流路列群（２２０）を流れ、
　一方、前記最遠部位の風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の残余の冷媒は前記上下
方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１，３１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列
群（２１０）を流れた後、風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２，３２１）で
前記連通手段（４３）を介した前記一部の冷媒と合流し、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘ
ッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッダタンク内部の間に設けられる
分配通路（４３）の合計断面積をＳ１とし、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒が前記上下方向反対側の風下
側ヘッダタンク（１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を流れた後、
風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッ
ダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると、
　前記分配通路（４３）および前記合流通路（３３）は、
　０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように形成されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項２】
　前記連通手段は、前記冷媒入口部（５１）から前記最も遠い部位にある風下側下部タン
ク（４１１）の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側下部タン
ク（４２１）の内部とを連絡する下部側連通路（４３）で構成されており、
　さらに、前記冷媒入口部（５１）から前記最も遠い部位にある風下側上部タンク（３１
１）の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側上部タンク（３２
１）の内部とを連絡する上部側連通路（３３）を備え、
　前記残余の冷媒は、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を上昇して流れ、前記上
部側連通路（３３）を通って風上側に移動して前記風上側上部タンク（３２１）内に流入
した所で、前記下部側連通路（４３）を通って風上側に移動して前記最遠部位の風上側流
路列群（２２０）を上昇して前記風上側上部タンク（３２１）内に流入してきた前記一部
の冷媒と合流することを特徴とする請求項１に記載の熱交換器。
【請求項３】
　前記連通手段は、前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側上部タンク（
３１１）の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側上部タンク（
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３２１）の内部とを連絡する上部側連通路（３３Ａ）で構成されており、
　さらに、前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側下部タンク（４１１）
の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側下部タンク（４２１）
の内部とを連絡する下部側連通路（４３）を備え、
　前記残余の冷媒は、前記最遠部位の風下側流路列群（２１１）を下降して流れ、前記下
部側連通路（４３）を通って風上側に移動して前記風上側下部タンク（４２１）内に流入
した所で、前記上部側連通路（３３Ａ）を通って風上側に移動し前記最遠部位の風上側流
路列群（２２０）を下降して前記風上側下部タンク（４２１）内に流入してきた前記一部
の冷媒と合流することを特徴とする請求項１に記載の熱交換器。
【請求項４】
　前記連通手段は内部に連通路（３３Ａ，４３，４３Ａ）を有する連通路形成部材（３４
Ａ，４４，４４Ａ）により構成されており、
　前記連通路形成部材（３４Ａ，４４，４４Ａ）は前記各ヘッダタンク（１１，１２）と
は別体の部品であり、前記各ヘッダタンク（１１，１２）に一体になって設けられている
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項５】
　前記連通路形成部材（４４）は、少なくともその一部が前記コア部（１００）の幅方向
端部よりも内側に位置するように設けられていることを特徴とする請求項４に記載の熱交
換器。
【請求項６】
　前記コア部（１００）の幅方向の端部に位置する前記チューブ（２０ａ）、または前記
コア部（１００）を支持するサイドプレート（５００）はその長手方向の端部が前記連通
路形成部材（４４）の内部に挿入された状態で設けられていることを特徴とする請求項５
に記載の熱交換器。
【請求項７】
　前記コア部（１００）の幅方向の端部に位置する前記チューブ（２０ａ）、または前記
コア部（１００）を支持するサイドプレート（５００）はその長手方向の端部が前記各ヘ
ッダタンク（１１，１２）の内部に挿入された状態で設けられていることを特徴とする請
求項５に記載の熱交換器。
【請求項８】
　前記コア部（１００）の幅方向の端部に位置しさらに内部に冷媒が流通しないように構
成された前記チューブ（２０ａ）を備え、
　前記チューブ（２０ａ）または前記コア部（１００）を支持するサイドプレート（５０
０）はその長手方向の端部が屈曲された状態で前記連通路形成部材（４４）に接触して設
けられていることを特徴とする請求項４に記載の熱交換器。
【請求項９】
　前記連通手段によって互いに連絡されている前記最遠部位の風下側ヘッダタンク（１１
）の内部および前記最遠部位の風上側ヘッダタンク（１２）の内部において、さらに、両
者を仕切る壁部に前記両ヘッダタンクの内部同士をつなげる連通穴を設けることを特徴と
する請求項１から８のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項１０】
　上下方向に伸長する複数のチューブ（２０ａ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が
流通する複数の通路からなる単一の流路列群を前記冷媒と熱交換される空気の下流側に並
べて構成される複数の風下側流路列群（２１）、および上下方向に伸長する複数のチュー
ブ（２０ｂ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が流通する複数の通路からなる流路列
群であって前記風下側流路列群（２１）よりも前記空気の上流側に配置される複数の風上
側流路列群（２２）を有するコア部（１００）と、
　前記風下側流路列群（２１）の上端に接続される風下側上部タンク（３１）および前記
風下側流路列群（２１）の下端に接続される風下側下部タンク（４１）からなり、前記風
下側流路列群（２１）の複数のチューブ（２０ａ）内の冷媒を分配および収集するように



(4) JP 5136050 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

形成される風下側ヘッダタンク（１１）と、
　前記風上側流路列群（２２）の上端に接続される風上側上部タンク（３２）および前記
風上側流路列群（２２）の下端に接続される風上側下部タンク（４２）からなり、前記風
上側流路列群（２２）の複数のチューブ（２０ｂ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風上側ヘッダタンク（１２）と、
　前記風下側流路列群（２１）に冷媒を導入するために前記風下側ヘッダタンク（１１）
内部と連通するように設けられる冷媒入口部（５１）と、
　前記風上側流路列群（２２）から冷媒を導出するために前記風上側ヘッダタンク（１２
）内部と連通するように設けられる冷媒出口部（５２）と、
　前記風下側流路列群（２１）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２１
ａ，２１０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２１ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風下側ヘッダタンク（１１）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風下側仕切り壁（３１ａ，４１ａ）と、
　前記風上側流路列群（２２）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２２
ａ，２２０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２２ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風上側ヘッダタンク（１２）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風上側仕切り壁（３２ａ，４２ａ）と、
を備え、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）は前記各ヘッダタンク（１１，
１２）の前記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）が配置される前記同一の側の端
部に対して前記横方向の他方側に設けられ、前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位に
ある前記風下側流路列群（２１０）に接続される前記風下側下部タンク（４１１）の内部
と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある前記風上側流路列群（２２０）に接
続される前記風上側下部タンク（４２１）の内部とを連絡し、前記冷媒入口部（５１）か
ら最も遠い部位にある風下側下部タンク（４１１）内の冷媒の一部を前記最遠部位の風上
側流路列群（２２０）に流入させる下部側連通路（４３）を有し、
　前記最遠部位の風下側下部タンク（４１１）内の一部の冷媒は前記下部側連通路（４３
）を通って風上側に移動して前記風上側下部タンク（４２１）に送られ、さらに前記最遠
部位の風上側流路列群（２２０）を上昇して流れ前記最遠部位の風上側流路列群（２２０
）に接続される前記風上側上部タンク（３２１）の内部に流入し、
　一方、前記最遠部位の風下側下部タンク（４１１）内の残余の冷媒は、前記最遠部位の
風下側下部タンク（４１１）内から流出し前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を上
昇して流れ、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）に接続される前記風下側上部タン
ク（３１１）の内部を通って風上側に移動して前記最遠部位の風上側上部タンク（３２１
）の内部に流入した所で前記一部の冷媒と合流し、
　前記下部側連通路（４３）の入口であって前記最遠部位の風下側下部タンク（４１１）
の内部に臨む冷媒流入開口部（４４１ａ）は、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）
を構成する複数のチューブの下端開口部（２１０ａ）よりも鉛直下方に開口部を有し、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘ
ッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッダタンク内部の間に設けられる
分配通路（４３）の合計断面積をＳ１とし、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒が前記上下方向反対側の風下
側ヘッダタンク（１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を流れた後、
風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッ
ダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると、
　前記分配通路（４３）および前記合流通路（３３）は、
　０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように形成されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項１１】
　上下方向に伸長する複数のチューブ（２０ａ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が
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流通する複数の通路からなる単一の流路列群を前記冷媒と熱交換される空気の下流側に並
べて構成される複数の風下側流路列群（２１）、および上下方向に伸長する複数のチュー
ブ（２０ｂ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が流通する複数の通路からなる単一の
流路列群を前記風下側流路列群（２１）よりも前記空気の上流側に並べて構成される複数
の風上側流路列群（２２）を有するコア部（１００）と、
　前記風下側流路列群（２１）の上端に接続される風下側上部タンク（３１）および前記
風下側流路列群（２１）の下端に接続される風下側下部タンク（４１）からなり、前記風
下側流路列群（２１）の複数のチューブ（２０ａ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風下側ヘッダタンク（１１）と、
　前記風上側流路列群（２２）の上端に接続される風上側上部タンク（３２）および前記
風上側流路列群（２２）の下端に接続される風上側下部タンク（４２）からなり、前記風
上側流路列群（２２）の複数のチューブ（２０ｂ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風上側ヘッダタンク（１２）と、
　前記風下側流路列群（２１）に冷媒を導入するために前記風下側ヘッダタンク（１１）
内部と連通するように設けられる冷媒入口部（５１）と、
　前記風上側流路列群（２２）から冷媒を導出するために前記風上側ヘッダタンク（１２
）内部と連通するように設けられる冷媒出口部（５２）と、
　前記風下側流路列群（２１）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２１
ａ，２１０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２１ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風下側ヘッダタンク（１１）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風下側仕切り壁（３１ａ，４１ａ）と、
　前記風上側流路列群（２２）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２２
ａ，２２０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２２ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風上側ヘッダタンク（１２）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風上側仕切り壁（３２ａ，４２ａ）と、
を備え、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）は前記各ヘッダタンク（１１，
１２）の前記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）が配置される前記同一の側の端
部に対して前記横方向の他方側に設けられ、前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位に
ある風下側流路列群（２１０）に接続される前記風下側上部タンク（３１１）の内部と、
前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある前記風上側流路列群（２２１）に接続さ
れる前記風上側上部タンク（３２１）の内部とを連絡し、前記冷媒入口部（５１）から最
も遠い部位にある風下側上部タンク（３１１）内の冷媒の一部を前記最遠部位の風上側流
路列群（２２１）に流入させる上部側連通路（３３Ａ）を有し、
　前記最遠部位の風下側上部タンク（３１１）内の一部の冷媒は前記上部側連通路（３３
Ａ）を通って風上側に移動して前記風上側上部タンク（３２１）に送られ、さら前記最遠
部位の前記風上側流路列群（２２１）を下降して流れ前記最遠部位の前記風上側流路列群
（２２１）に接続される前記風上側下部タンク（４２１）の内部に流入し、
　一方、前記最遠部位の風下側上部タンク（３１１）内の残余の冷媒は、前記最遠部位の
風下側上部タンク（３１１）内から流出し前記最遠部位の風下側流路列群（２１１）を下
降して流れ、前記最遠部位の風下側流路列群（２１１）に接続される前記風下側下部タン
ク（４１１）の内部を通って風上側に移動して前記最遠部位の前記風上側下部タンク（４
２１）の内部に流入した所で前記一部の冷媒と合流し、
　前記上部側連通路（３３Ａ）の入口であって前記最遠部位の風下側上部タンク（３１１
）の内部に臨む冷媒流入開口部（３４１ａ）は、前記最遠部位の風下側流路列群（２１１
）を構成する複数のチューブの上端開口部（２１１ａ）よりも鉛直上方に開口部を有し、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘ
ッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッダタンク内部の間に設けられる
分配通路（４３）の合計断面積をＳ１とし、
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　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒が前記上下方向反対側の風下
側ヘッダタンク（１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を流れた後、
風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッ
ダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると、
　前記分配通路（４３）および前記合流通路（３３）は、
　０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように形成されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項１２】
　上下方向に伸長する複数のチューブ（２０ａ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が
流通する複数の通路からなる単一の流路列群を前記冷媒と熱交換される空気の下流側に並
べて構成される複数の風下側流路列群（２１）、および上下方向に伸長する複数のチュー
ブ（２０ｂ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が流通する複数の通路からなる単一の
流路列群を前記風下側流路列群（２１）よりも前記空気の上流側に並べて構成される複数
の風上側流路列群（２２）を有するコア部（１００）と、
　前記風下側流路列群（２１）の上端に接続される風下側上部タンク（３１）および前記
風下側流路列群（２１）の下端に接続される風下側下部タンク（４１）からなり、前記風
下側流路列群（２１）の複数のチューブ（２０ａ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風下側ヘッダタンク（１１）と、
　前記風上側流路列群（２２）の上端に接続される風上側上部タンク（３２）および前記
風上側流路列群（２２）の下端に接続される風上側下部タンク（４２）からなり、前記風
上側流路列群（２２）の複数のチューブ（２０ｂ）内の冷媒を分配および収集するように
形成される風上側ヘッダタンク（１２）と、
　前記風下側流路列群（２１）に冷媒を導入するために前記風下側ヘッダタンク（１１）
内部と連通するように設けられる冷媒入口部（５１）と、
　前記風上側流路列群（２２）から冷媒を導出するために前記風上側ヘッダタンク（１２
）内部と連通するように設けられる冷媒出口部（５２）と、
　前記風下側流路列群（２１）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２１
ａ、２１０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２１ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風下側ヘッダタンク（１１）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風下側仕切り壁（３１ａ，４１ａ）と、
　前記風上側流路列群（２２）において前記冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２２
ａ，２２０）と前記冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２２ｂ）とが隣接して形成さ
れるように前記風上側ヘッダタンク（１２）内に設けられ、前記上昇流と前記下降流を反
転させる風上側仕切り壁（３２ａ，４２ａ）と、
を備え、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）は前記各ヘッダタンク（１１，
１２）の前記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　前記冷媒入口部（５１）および前記冷媒出口部（５２）が配置される前記同一の側の端
部に対して前記横方向の他方側に設けられ、前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位に
ある前記風下側流路列群（２１０）に接続される前記風下側ヘッダタンク（１１，４１１
）の内部と、前記冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある前記風上側流路列群（２２
０）に接続される前記風上側ヘッダタンク（１２，４２１）の内部とを連絡する連通手段
（４３）を有し、
　さらに、前記コア部（１００）は風上側に位置するコア部表面（１００ｂ）の方が風下
側に位置するコア部表面（１００ａ）よりも仮想の水平面に近づくように風上側に傾いて
配置されており、
　前記冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側ヘッダタンク（１１，４１１）
内の一部の冷媒は前記連通手段（４３）によって風上側に移動して前記風上側ヘッダタン
ク（１２，４２１）に送られ、さらに前記上下方向反対側の風上側ヘッダタンク（１２，
３２１）に向けて前記最遠部位の風上側流路列群（２２０）を流れ、
　一方、前記最遠部位の風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の残余の冷媒は前記上下
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方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１，３１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列
群（２１０）を流れた後、風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２，３２１）で
前記連通手段（４３）を介した前記一部の冷媒と合流し、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘ
ッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッダタンク内部の間に設けられる
分配通路（４３）の合計断面積をＳ１とし、
　前記最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒が前記上下方向反対側の風下
側ヘッダタンク（１１）に向けて前記最遠部位の風下側流路列群（２１０）を流れた後、
風上側に移動して前記風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過する前記両ヘッ
ダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると、
　前記分配通路（４３）および前記合流通路（３３）は、
　０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように形成されていることを特徴とする熱交換器。
【請求項１３】
　冷媒が同方向に流れる前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）および前記最
遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パ
スの冷媒パスとカウントし、これに加え、
　前記複数の風下側流路列群（２１）のうち、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，
２１１）を除く他の前記風下側流路列群（２１）の個数と、前記複数の風上側流路列群（
２２）のうち、前記最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の前記風上側
流路列群（２２）の個数と、を合わせて冷媒パスとしてカウントしたときに、
　前記コア部（１００）を流れる冷媒パス数が６パスであり、
　さらに前記分配通路（４３）の合計断面積Ｓ１と前記合流通路（３３）の合計断面積Ｓ
２は、
　０．７１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に
記載の熱交換器。
【請求項１４】
　冷媒が同方向に流れる前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）および前記最
遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パ
スの冷媒パスとカウントし、これに加え、
　前記複数の風下側流路列群（２１）のうち、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，
２１１）を除く他の前記風下側流路列群（２１）の個数と、前記複数の風上側流路列群（
２２）のうち、前記最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の前記風上側
流路列群（２２）の個数と、を合わせて冷媒パスとしてカウントしたときに、
　前記コア部（１００）を流れる冷媒パス数が５パスであり、
　さらに前記分配通路（４３）の合計断面積Ｓ１と前記合流通路（３３）の合計断面積Ｓ
２は、
　０．４７≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に
記載の熱交換器。
【請求項１５】
　冷媒が同方向に流れる前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）および前記最
遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パ
スの冷媒パスとカウントし、これに加え、
　前記複数の風下側流路列群（２１）のうち、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，
２１１）を除く他の前記風下側流路列群（２１）の個数と、前記複数の風上側流路列群（
２２）のうち、前記最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の前記風上側
流路列群（２２）の個数と、を合わせて冷媒パスとしてカウントしたときに、
　前記コア部（１００）を流れる冷媒パス数が４パスであり、
　さらに前記分配通路（４３）の合計断面積Ｓ１と前記合流通路（３３）の合計断面積Ｓ
２は、
　０．６６≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つことを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に
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記載の熱交換器。
【請求項１６】
　冷媒が同方向に流れる前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）および前記最
遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パ
スの冷媒パスとカウントし、これに加え、
　前記複数の風下側流路列群（２１）のうち、前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，
２１１）を除く他の前記風下側流路列群（２１）の個数と、前記複数の風上側流路列群（
２２）のうち、前記最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の前記風上側
流路列群（２２）の個数と、を合わせて冷媒パスとしてカウントしたときに、
　前記コア部（１００）を流れる冷媒パス数が３パスであることを特徴とする請求項１か
ら１２のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項１７】
　前記複数の風下側流路列群（２１）のうち前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２
１１）を除く他の前記風下側流路列群（２１）の個数は、前記複数の風上側流路列群（２
２）のうち前記最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の前記風上側流路
列群（２２）の個数よりも多く形成されていることを特徴とする請求項１から１６のいず
れか一項に記載の熱交換器。
【請求項１８】
　前記各ヘッダタンク（１１，１２）は、前記横方向に積層された複数の部材を一体にし
て形成されていることを特徴とする請求項１から１７のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項１９】
　前記空気の流れ方向における前記両ヘッダタンクを合わせた厚さ寸法Ｄは４８ｍｍ以下
であることを特徴とする請求項１から請求項１８のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項２０】
　前記最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）は前記最遠部位の風上側流路列群（
２２０，２２１）よりも前記横方向の幅が大きく形成されていることを特徴とする請求項
１から１９のいずれか一項に記載の熱交換器。
【請求項２１】
　前記空気の流れ方向において前記風上側流路列群（２２）の厚さ寸法は前記風下側流路
列群（２１）の厚さ寸法よりも大きくなっていることを特徴とする請求項１から請求項２
０のいずれか一項に記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍サイクル装置の一構成部品である熱交換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の熱交換器としては、例えば特許文献１に記載の蒸発器が知られている。この蒸発
器は、上下方向に伸長する多数のチューブが横方向に積層されてなるチューブ列を、空気
流れ方向に２列有するコア部（熱交換部）を備えている。各チューブ列の上下には上タン
ク部および下タンク部がそれぞれ設けられ、上タンク部内には仕切り板が設けられている
。
【０００３】
　この蒸発器では、上タンク部一端側の冷媒入口から空気流れ下流側のチューブ列に流入
した冷媒が、空気流れ下流側のチューブ列内および下タンク部内をＵターンして流れた後
、空気流れ上流側のチューブ列に流れ込み、空気流れ下流側のチューブ列内および下タン
ク部内をＵターンして流れ、冷媒入口に並設された冷媒出口から流出するようになってい
る。そして、冷媒はチューブ内を流れるときにチューブの外側を流れる空気と熱交換して
蒸発するようになっている。
【特許文献１】特開２００５－２９１６５９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の熱交換器においては、コア部の空気流れ方向における冷媒分
配性を鑑みた場合、冷媒流入部から遠い部位のコア部においてタンクから流出する冷媒が
風下側のチューブ列に流入しやすい傾向にあるため、冷媒の供給量が風下側に偏りがちに
なり、所望の冷媒性能が得られないという問題があった。
【０００５】
　そこで本発明は、上記点に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷媒入口部から遠
い部位の風下側の流路内に流れやすい冷媒流れの偏りを改善できる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】
　本発明は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。すなわち、熱交換器
に係る第１の発明は、上下方向に伸長する複数のチューブ（２０ａ）を横方向に並べて形
成され内部に冷媒が流通する複数の通路からなる単一の流路列群を冷媒と熱交換される空
気の下流側に並べて構成される複数の風下側流路列群（２１）、および上下方向に伸長す
る複数のチューブ（２０ｂ）を横方向に並べて形成され内部に冷媒が流通する複数の通路
からなる単一の流路列群を風下側流路列群（２１）よりも空気の上流側に並べて構成され
る複数の風上側流路列群（２２）を有するコア部（１００）と、
　風下側流路列群（２１）の上端に接続される風下側上部タンク（３１）および風下側流
路列群（２１）の下端に接続される風下側下部タンク（４１）からなり、風下側流路列群
（２１）の複数のチューブ（２０ａ）内の冷媒を分配および収集するように形成される風
下側ヘッダタンク（１１）と、
　風上側流路列群（２２）の上端に接続される風上側上部タンク（３２）および風上側流
路列群（２２）の下端に接続される風上側下部タンク（４２）からなり、風上側流路列群
（２２）の複数のチューブ（２０ｂ）内の冷媒を分配および収集するように形成される風
上側ヘッダタンク（１２）と、
　風下側流路列群（２１）に冷媒を導入するために風下側ヘッダタンク（１１）内部と連
通するように設けられる冷媒入口部（５１）と、
　風上側流路列群（２２）から冷媒を導出するために風上側ヘッダタンク（１２）内部と
連通するように設けられる冷媒出口部（５２）と、
　風下側流路列群（２１）において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２１ａ、２１
０）と冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２１ｂ）とが隣接して形成されるように風
下側ヘッダタンク（１１）内に設けられ、当該上昇流と当該下降流を反転させる風下側仕
切り壁（３１ａ，４１ａ）と、
　風上側流路列群（２２）において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群（２２ａ，２２
０）と冷媒流れが下降流となる下降流路列群（２２ｂ）とが隣接して形成されるように風
上側ヘッダタンク（１２）内に設けられ、当該上昇流と当該下降流を反転させる風上側仕
切り壁（３２ａ，４２ａ）と、を備えている。
【０００７】
　さらに、第１の発明に係る熱交換器は、冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）
は各ヘッダタンク（１１，１２）の上記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており
、
　冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）が配置される当該同一の側の端部に対し
て上記横方向の他方側に設けられ、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側流
路列群（２１０）に接続される風下側ヘッダタンク（１１，４１１）の内部と、冷媒出口
部（５２）から最も遠い部位にある風上側流路列群（２２０）に接続される風上側ヘッダ
タンク（１２，４２１）の内部とを連絡し、コア部（１００）を構成する体格よりも上記
横方向または上記上下方向に突出した位置に配置される連通手段（４３）を有し、
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　冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の
一部の冷媒は当該連通手段（４３）によって風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２
，４２１）に送られ、さらに上下方向反対側の風上側ヘッダタンク（１２，３２１）に向
けて最遠部位の風上側流路列群（２２０）を流れ、
　一方、最遠部位の風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の残余の冷媒は上下方向反対
側の風下側ヘッダタンク（１１，３１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２１０）
を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２，３２１）で当該連通手段（４
３）を介した一部の冷媒と合流し、
　最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘッダ
タンク（１２）内に流れるときに通過する両ヘッダタンク内部の間に設けられる分配通路
（４３）の合計断面積をＳ１とし、最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒
が上下方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２
１０）を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過
する両ヘッダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると
、分配通路（４３）および合流通路（３３）は、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように
形成されていることを特徴とする。第１の発明、以下の発明でいう合流通路（３３）の合
計断面積および分配通路（４３）の合計断面積とは、合流通路（３３）および分配通路（
４３）がそれぞれ複数の通路で構成されている場合には、各通路の断面積を合計した値で
あり、合流通路（３３）および分配通路（４３）がそれぞれ単一の通路で構成されている
場合には、単一の通路の断面積である。
【０００８】
　この発明によれば、複数の風下側流路列群を上下に往復するように流れてきた冷媒は、
慣性力を得て最遠部位の風下側ヘッダタンクに至り、コア部を構成する体格よりも横方向
または上下方向に突出した位置に配置される連通手段を流れることによって、さらに慣性
力を利用することができるので、より多くの当該一部の冷媒を最遠部位の風上側流路列群
に供給することができる。したがって、冷媒入口部から遠い部位の風下側流路列群に流れ
やすい冷媒流れの偏りを改善できる。
【０００９】
　また、上記連通手段は、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側下部タンク
（４１１）の内部と、冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側下部タンク（４
２１）の内部とを連絡する下部側連通路（４３）で構成されており、
　さらに、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側上部タンク（３１１）の内
部と、冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側上部タンク（３２１）の内部と
を連絡する上部側連通路（３３）を備え、
　上記残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群（２１０）を上昇して流れ、上部側連通
路（３３）を通って風上側に移動して風上側上部タンク（３２１）内に流入した所で、下
部側連通路（４３）を通って風上側に移動して最遠部位の風上側流路列群（２２０）を上
昇して風上側上部タンク（３２１）内に流入してきた上記一部の冷媒と合流する。
【００１０】
　この発明によれば、最遠部位の流路列群を流れる冷媒が上昇流である場合に、最遠部位
の風下側下部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなる現象を抑制することがで
き、風上側流路列群により多くの冷媒を流入させて熱交換性能をさらに向上することがで
きる。
【００１１】
　また、上記連通手段は、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側上部タンク
（３１１）の内部と、冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側上部タンク（３
２１）の内部とを連絡する上部側連通路（３３Ａ）で構成されており、
　さらに、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側下部タンク（４１１）の内
部と、冷媒出口部（５２）から最も遠い部位にある風上側下部タンク（４２１）の内部と
を連絡する下部側連通路（４３）を備え、
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　上記残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群（２１１）を下降して流れ、下部側連通
路（４３）を通って風上側に移動して前記風上側下部タンク（４２１）内に流入した所で
、前記上部側連通路（３３Ａ）を通って風上側に移動して前記最遠部位の風上側流路列群
（２２０）を下降し前記風上側下部タンク（４２１）内に流入してきた前記一部の冷媒と
合流する。
【００１２】
　この発明によれば、最遠部位の流路列群を流れる冷媒が下降流である場合に、最遠部位
の風下側上部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなる現象を抑制することがで
き、風上側流路列群により多くの冷媒を流入させて熱交換性能をさらに向上することがで
きる。
【００１３】
　また、上記連通手段は内部に連通路（３３Ａ，４３，４３Ａ）を有する連通路形成部材
（３４Ａ，４４，４４Ａ）により構成されており、
　連通路形成部材（３４Ａ，４４，４４Ａ）は各ヘッダタンク（１１，１２）とは別体の
部品であり、各ヘッダタンク（１１，１２）に一体になって設けられていることが好まし
い。
【００１４】
　また、上記連通路形成部材（４４）は、少なくともその一部がコア部（１００）の幅方
向端部よりも内側に位置するように設けられていることが好ましい。この発明によれば、
デッドスペースを低減してコア部の横幅寸法を大きくすることができ、有効熱交換表面積
の増加が図れる。
【００１５】
　また、コア部（１００）の幅方向の端部に位置するチューブ（２０ａ）、またはコア部
（１００）を支持するサイドプレート（５００）はその長手方向の端部が連通路形成部材
（４４）の内部に挿入された状態で設けられていることが好ましい。
【００１６】
　この発明によれば、連通路形成部材の一部をコア部の幅方向両端部よりも内側に位置す
るように配置した場合でも、チューブまたはサイドプレートの長手方向の端部に特別な加
工を施す必要がなく、熱交換器の製造の簡素化になる。
【００１７】
　また、コア部（１００）の幅方向の端部に位置するチューブ（２０ａ）、またはコア部
（１００）を支持するサイドプレート（５００）はその長手方向の端部が各ヘッダタンク
（１１，１２）の内部に挿入された状態で設けられていることが好ましい。
【００１８】
　この発明によれば、連通路形成部材の一部をコア部の幅方向両端部よりも内側に位置す
るように配置した場合でも、チューブまたはサイドプレートの長手方向の端部が連通路に
存在しないので、連通路を流れる冷媒の流通抵抗を低減することができる。
【００１９】
　また、コア部（１００）の幅方向の端部に位置しさらに内部に冷媒が流通しないように
構成されたチューブ（２０ａ）を備え、チューブ（２０ａ）またはコア部（１００）を支
持するサイドプレート（５００）はその長手方向の端部が屈曲された状態で連通路形成部
材（４４）に接触して設けられていることが好ましい。
【００２０】
　この発明によれば、連通路形成部材の一部をコア部の幅方向両端部よりも内側に位置す
るように配置した場合でも、チューブまたはサイドプレートの長手方向の端部をタンク内
部等に挿入設置する組み立て工程を不要にでき、組み立て工数の低減が図れる。
【００２１】
　さらに、上記連通手段によって互いに連絡されている最遠部位の風下側ヘッダタンク（
１１）の内部と最遠部位の風上側ヘッダタンク（１２）の内部を仕切る壁部に両ヘッダタ
ンクの内部同士をつなげる連通穴を設けることが好ましい。この発明によれば、最遠部位



(12) JP 5136050 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

の風下側ヘッダタンク内から最遠部位の風上側ヘッダタンク内への流れる複数の冷媒経路
が形成されるので、最遠部位の風下側ヘッダタンクからの冷媒の分配性を格段に向上する
ことができる。
【００２２】
　熱交換器に係る第２の発明は、上記第１の発明の前段部に加え、以下構成を備えている
。それは、冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）は各ヘッダタンク（１１，１２
）の上記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）が配置される上記同一の側の端部に対し
て上記横方向の他方側に設けられ、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側流
路列群（２１０）に接続される風下側下部タンク（４１１）の内部と、冷媒出口部（５２
）から最も遠い部位にある風上側流路列群（２２０）に接続される風上側下部タンク（４
２１）の内部とを連絡し、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側下部タンク
（４１１）内の冷媒の一部を最遠部位の風上側流路列群（２２０）に流入させる下部側連
通路（４３）を有し、
　最遠部位の風下側下部タンク（４１１）内の当該一部の冷媒は下部側連通路（４３）を
通って風上側に移動して風上側下部タンク（４２１）に送られ、さらに最遠部位の風上側
流路列群（２２０）を上昇して流れ、最遠部位の風上側流路列群（２２０）に接続される
風上側上部タンク（３２１）の内部に流入し、
　一方、最遠部位の風下側下部タンク（４１１）内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側下
部タンク（４１１）内から流出し最遠部位の風下側流路列群（２１０）を上昇して流れ、
最遠部位の風下側流路列群（２１０）に接続される風下側上部タンク（３１１）の内部を
通って風上側に移動して最遠部位の風上側上部タンク（３２１）の内部に流入した所で当
該一部の冷媒と合流し、
　下部側連通路（４３）の入口であって最遠部位の風下側下部タンク（４１１）の内部に
臨む冷媒流入開口部（４４１ａ）は、最遠部位の風下側流路列群（２１０）を構成する複
数のチューブの下端開口部（２１０ａ）よりも鉛直下方に開口部を有し、
　最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘッダ
タンク（１２）内に流れるときに通過する両ヘッダタンク内部の間に設けられる分配通路
（４３）の合計断面積をＳ１とし、最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒
が上下方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２
１０）を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過
する両ヘッダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると
、分配通路（４３）および合流通路（３３）は、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように
形成されていることである。
【００２３】
　この発明によれば、最遠部位の流路列群を流れる冷媒が上昇流である場合に、最遠部位
の風下側下部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなることを抑制することがで
き、風上側流路列群により多くの冷媒を流入させて熱交換性能を向上することができる。
【００２４】
　熱交換器に係る第３の発明は、上記第１の発明の前段部に加え、以下構成を備えている
。それは、冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）は各ヘッダタンク（１１，１２
）の上記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）が配置される上記同一の側の端部に対し
て上記横方向の他方側に設けられ、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側流
路列群（２１０）に接続される風下側上部タンク（３１１）の内部と、冷媒出口部（５２
）から最も遠い部位にある風上側流路列群（２２１）に接続される風上側上部タンク（３
２１）の内部とを連絡し、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側上部タンク
（３１１）内の冷媒の一部を最遠部位の風上側流路列群（２２１）に流入させる上部側連
通路（３３Ａ）を有し、
　最遠部位の風下側上部タンク（３１１）内の一部の冷媒は上部側連通路（３３Ａ）を通
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って風上側に移動して風上側上部タンク（３２１）に送られ、さらに最遠部位の前記風上
側流路列群（２２１）を下降して流れ最遠部位の風上側流路列群（２２１）に接続される
風上側下部タンク（４２１）の内部に流入し、
　一方、最遠部位の風下側上部タンク（３１１）内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側上
部タンク（３１１）内から流出し最遠部位の風下側流路列群（２１１）を下降して流れ、
最遠部位の風下側流路列群（２１１）に接続される風下側下部タンク（４１１）の内部を
通って風上側に移動して最遠部位の風上側下部タンク（４２１）の内部に流入した所で当
該一部の冷媒と合流し、
　上部側連通路（３３Ａ）の入口であって最遠部位の風下側上部タンク（３１１）の内部
に臨む冷媒流入開口部（３４１ａ）は、最遠部位の風下側流路列群（２１１）を構成する
複数のチューブの上端開口部（２１１ａ）よりも鉛直上方に開口部を有し、
　最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘッダ
タンク（１２）内に流れるときに通過する両ヘッダタンク内部の間に設けられる分配通路
（４３）の合計断面積をＳ１とし、最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒
が上下方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２
１０）を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過
する両ヘッダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると
、分配通路（４３）および合流通路（３３）は、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように
形成されていることである。
【００２５】
　この発明によれば、最遠部位の流路列群を流れる冷媒が下降流である場合に、最遠部位
の風下側上部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなることを抑制することがで
き、風上側流路列群により多くの冷媒を流入させて熱交換性能を向上することができる。
【００２６】
　熱交換器に係る第４の発明は、上記第１の発明の前段部に加え、以下構成を備えている
。それは、冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）は各ヘッダタンク（１１，１２
）の上記横方向の一方側端部で同一の側に設けられており、
　冷媒入口部（５１）および冷媒出口部（５２）が配置される上記同一の側の端部に対し
て上記横方向の他方側に設けられ、冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側流
路列群（２１０）に接続される風下側ヘッダタンク（１１，４１１）の内部と、冷媒出口
部（５２）から最も遠い部位にある風上側流路列群（２２０）に接続される風上側ヘッダ
タンク（１２，４２１）の内部とを連絡する連通手段（４３）を有し、
　さらに、コア部（１００）は風上側に位置するコア部表面（１００ｂ）の方が風下側に
位置するコア部表面（１００ａ）よりも仮想の水平面に近づくように風上側に傾いて配置
されており、
　冷媒入口部（５１）から最も遠い部位にある風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の
一部の冷媒は連通手段（４３）によって風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２，４
２１）に送られ、さらに上下方向反対側の風上側ヘッダタンク（１２，３２１）に向けて
最遠部位の風上側流路列群（２２０）を流れ、
　一方、最遠部位の風下側ヘッダタンク（１１，４１１）内の残余の冷媒は上下方向反対
側の風下側ヘッダタンク（１１，３１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２１０）
を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２，３２１）で前記一部の冷媒と
合流し、
　最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側ヘッダ
タンク（１２）内に流れるときに通過する両ヘッダタンク内部の間に設けられる分配通路
（４３）の合計断面積をＳ１とし、最遠部の風下側ヘッダタンク（１１）内の残余の冷媒
が上下方向反対側の風下側ヘッダタンク（１１）に向けて最遠部位の風下側流路列群（２
１０）を流れた後、風上側に移動して風上側ヘッダタンク（１２）内に流れるときに通過
する両ヘッダタンク内部の間に設けられる合流通路（３３）の合計断面積をＳ２とすると
、分配通路（４３）および合流通路（３３）は、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように
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形成されていることを特徴とする。
【００２７】
　この発明によれば、風上側流路列群が風下側流路列群よりも下方に位置することにより
、風下側ヘッダタンク内部の冷媒は重力の作用によってより下方にある風上側流路列群の
ほうに流れやすくなる。したがって、冷媒入口部から遠い部位の風下側流路列群に流れや
すい冷媒流れの偏りを改善できる。
【００２９】
　また、冷媒が同方向に流れる最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）および最遠
部位の風上側流路列群（２２０，２２１）におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パス
の冷媒パスとカウントし、これに加え、複数の風下側流路列群（２１）のうち、最遠部位
の風下側流路列群（２１０，２１１）を除く他の風下側流路列群（２１）の個数と、複数
の風上側流路列群（２２）のうち、最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く
他の風上側流路列群（２２）の個数と、を合わせて冷媒パスとしてカウントしたときに、
　コア部（１００）を流れる冷媒パス数が６パスであり、
　さらに分配通路（４３）の合計断面積Ｓ１と前記合流通路（３３）の合計断面積Ｓ２は
、０．７１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つことが好ましい。
【００３０】
　また、コア部（１００）を流れる上記冷媒パス数が５パスであるときは、
　０．４７≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つようにすることが好ましく、また、コア部（１００）
を流れる上記冷媒パス数が４パスであるときは、０．６６≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように
することが好ましく、また、コア部（１００）を流れる上記冷媒パス数が３パスであると
きは、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つようにすることが好ましい。
【００３１】
　また、複数の風下側流路列群（２１）のうち最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１
１）を除く他の風下側流路列群（２１）の個数は、複数の風上側流路列群（２２）のうち
最遠部位の風上側流路列群（２２０，２２１）を除く他の風上側流路列群（２２）の個数
よりも多いことが好ましい。この発明によれば、風下側ほど流路内の乾き度が大きくなる
熱交換器においては圧力損失が大きくなるが、これを改善することができる。
【００３２】
　また、各ヘッダタンク（１１，１２）は、上記横方向に積層された複数の部材を一体に
して形成されていることが好ましい。
【００３３】
　また、空気の流れ方向における両ヘッダタンクを合わせた厚さ寸法Ｄは４８ｍｍ以下で
あることが好ましい。このような厚さ寸法ではタンク内部空間も大きくなく、タンク内の
圧力損失も大きくなりやすいため、この発明によれば一層顕著な圧力損失の低減効果が期
待できる。
【００３５】
　また、最遠部位の風下側流路列群（２１０，２１１）は最遠部位の風上側流路列群（２
２０，２２１）よりも上記横方向の幅が大きく形成されていることが好ましい。この発明
によれば、冷媒と熱交換される空気流れ下流側の流路列群の方が上流側の流路列群よりも
大きくなるので、空気下流側領域の熱交換性能向上が図れる。
【００３６】
　また、空気の流れ方向において風上側流路列群（２２）の厚さ寸法は風下側流路列群（
２１）の厚さ寸法よりも大きくなっていることが好ましい。この発明によれば、より乾き
度が大きくなる風下側の流路の断面積を大きくすることにより、熱交換器全体としての冷
媒の圧力損失を低減することができ、熱交換性能の向上が図れる。
【００３７】
　なお、上記各手段および特許請求の範囲の各請求項において付した括弧内の符号は、後
述する実施形態記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。
【発明を実施するための最良の形態】



(15) JP 5136050 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

【００３８】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態に
おいて先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成
の他の部分については先行して説明した形態と同様とする。実施の各形態で具体的に説明
している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施の形態同
士を部分的に組み合せることも可能である。
【００３９】
　（第１実施形態）
　本発明の一実施形態である第１実施形態について図１～図４にしたがって説明する。図
１は、本発明に係る熱交換器の一実施形態である蒸発器１の全体構成を示す外観斜視図で
ある。図２は、蒸発器１の熱交換部であるコア部１００の一部を拡大図示した斜視図であ
る。図３は本実施形態の蒸発器１の構成および冷媒流れを説明するための模式図である。
【００４０】
　本実施形態の蒸発器１は、車両用空調装置に用いられる冷凍サイクル装置中に配設され
る部品であり、圧縮機で高温高圧に圧縮された冷媒を、放熱器で放熱冷却され、減圧装置
で低温低圧に減圧された後に、蒸発することになる熱交換器である。本実施形態において
は冷媒にＲ１３４ａを用い、放熱器は圧縮機が吐出した冷媒を凝縮する凝縮器としている
。
【００４１】
　図１に示すように、蒸発器１は主にコア部１００、上部ヘッダタンク３、下部ヘッダタ
ンク４等より構成される。図２に示すように、コア部１００は複数のチューブ２０と複数
のアウタフィン２６とを交互に積層し、その積層方向の両最外方端部のアウタフィン２６
のさらに外側にサイドプレート２８を配設して構成されている。アウタフィン２６は熱交
換用フィンである。図１および図２において、Ｘ方向は複数のチューブが並ぶ方向（横方
向）であり、Ｚ方向は空気が流れる方向であり、Ｙ方向はチューブが伸長する方向であり
鉛直上方向である。
【００４２】
　蒸発器１のコア部１００は、上下方向に伸長するチューブ２０が横方向に複数個並ぶ列
を、冷媒と熱交換される外部流体である空気流れの上流側と下流側にそれぞれ一列ずつ配
し、空気流れ方向に少なくとも２列に並ぶようにして構成されている。チューブ２０は、
薄肉のアルミニウム製の帯状板材を折り曲げ加工すること等によって、長手方向（内部流
体通路方向）に直交する横断面が扁平状を呈するように形成された管状部材である。チュ
ーブ２０内には図示しないインナーフィンが接合されている。
【００４３】
　コア部１００は、上下方向に伸長する複数のチューブ２０ａを横方向に並設し空気流れ
下流側に配置して形成された複数の通路からなる単一の風下側流路列群２１と、上下方向
に伸長する複数のチューブ２０ｂを横方向に並設し空気流れ上流側に配置して形成された
複数の通路からなる単一の風上側流路列群２２と、をそれぞれ所定個ずつ備えている。複
数の風下側流路列群２１と複数の風上側流路列群２２は、空気流れ方向において前後に重
ね合わされ一体になってコア部１００を構成している。風下側流路列群２１および風上側
流路列群２２のそれぞれの個数は、コア部における冷媒流れのパターンによって決定され
るものである。
【００４４】
　各風下側流路列群２１を流れる冷媒は流路列群を構成する複数のチューブを同方向に一
斉に流れ、複数の風下側流路列群２１は風下側ヘッダタンク１１の内部を介して連通され
ている。各風上側流路列群２２を流れる冷媒は流路列群を構成する複数のチューブを同方
向に一斉に流れ、複数の風上側流路列群２２は風上側ヘッダタンク１２の内部を介して連
通されている。
【００４５】
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　アウタフィン２６は、薄肉のアルミニウム製帯板材を波状に加工したコルゲートフィン
であり、例えば表面に熱交換効率を高めるためのルーバが形成されている。アウタフィン
２６は、チューブ２０の外側面にろう付け接合されている。
【００４６】
　サイドプレート２８は、コア部１００における補強部材であり、アルミニウム製の平板
材をプレス加工することにより成形される。サイドプレート２８の長手方向端部側は、平
板状に形成され、他の大半の部分はチューブ２０、アウタフィン２６の積層方向外方に開
口するコの字状断面となるように形成されており、アウタフィン２６にろう付けされてい
る。
【００４７】
　風下側ヘッダタンク１１は、複数の風下側流路列群２１の上端に接続される風下側上部
タンク３１および複数の風下側流路列群２１の下端に接続される風下側下部タンク４１か
らなり、風下側流路列群２１を構成する複数のチューブ内から流入してきた冷媒が収集さ
れるチャンバであり、風下側流路列群２１を構成する複数のチューブ内に冷媒を分配する
チャンバである。
【００４８】
　風下側上部タンク３１の横方向の左側端部（反Ｘ方向側の端部）には、ブロック状のコ
ネクタ５がろう付け接合され、コネクタ５は冷媒をコア部１００内に導入するために風下
側ヘッダタンク１１内部と連通するように設けられる冷媒入口部としての流入口５１を備
えている。流入口５１はサイド流路２を介して風下側下部タンク４１内の反Ｘ方向側の端
部に連通している。
【００４９】
　風上側ヘッダタンク１２は、複数の風上側流路列群２２の上端に接続される風上側上部
タンク３２および複数の風上側流路列群２２の下端に接続される風上側下部タンク４２か
らなり、風上側流路列群２２を構成する複数のチューブ内から流入してきた冷媒が収集さ
れるチャンバであり、風上側流路列群２２を構成する複数のチューブ内に冷媒を分配する
チャンバである。
【００５０】
　風上側上部タンク３２の横方向の左側端部（反Ｘ方向側の端部）には、ブロック状のコ
ネクタ５がろう付け接合され、コネクタ５はコア部１００内部から冷媒が冷凍サイクル装
置の外部部品に流出させるために風上側ヘッダタンク１２内部と連通するように設けられ
る冷媒出口部としての流出口５２を備えている。このように流入口５１および流出口５２
は、各ヘッダタンク１１，１２の横方向の一方側端部の同一の側に設けられている。
【００５１】
　上部ヘッダタンク３は、チューブ２０の長手方向（延設方向、内部流体通路方向）に２
分割された反チューブ側のタンクヘッダとチューブ側のプレートヘッダとからなり、キャ
ップが設けられ、風下側上部タンク３１および風上側上部タンク３２を含んでいる。タン
クヘッダおよびプレートヘッダは、それぞれ２つの半円形状あるいは２つの半矩形形状が
接続される断面形状を有し、アルミニウム製の平板材をプレス加工して成形されている。
そして、両ヘッダが互いに嵌合、ろう付けされ、送風される空気の流れ方向に２つの内部
空間が並ぶ筒状体を形成している。そして、風下側上部タンク３１および風上側上部タン
ク３２それぞれの長手方向端部の開口部には、アルミニウム製の平板材をプレス加工によ
り成形したキャップがろう付け接合され、この開口部を閉塞している。
【００５２】
　さらに、上部ヘッダタンク３には２つの内部空間をＸ方向（横方向）に分割する複数の
セパレータ（図３参照）がろう付け接合されている。風上側上部タンク３２の内部はセパ
レータ３２ａ（風上側上部仕切り壁）によって横方向に２つの空間に分けられており、風
下側上部タンク３１の内部はセパレータ３１ａ（風下側上部仕切り壁）によって横方向に
２つの空間に分けられている。
【００５３】



(17) JP 5136050 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

　セパレータ３１ａは、風下側のコア部において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群と
しての風下側流路列群２１ａ，２１０と冷媒流れが下降流となる下降流路列群としての風
下側流路列群２１ｂとが隣接して形成されるように、風下側上部タンク３１内に設けられ
、上昇流と下降流を反転させる風下側仕切り壁である。セパレータ３２ａは、風上側のコ
ア部において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群としての風上側流路列群２２ａ，２２
０と冷媒流れが下降流となる下降流路列群としての風上側流路列群２２ｂとが隣接して形
成されるように、風上側上部タンク３２内に設けられ、上昇流と下降流を反転させる風上
側仕切り壁である。
【００５４】
　風下側上部タンク３１のセパレータ３１ａよりも右側（Ｘ方向）の領域においては、風
下側上部タンク３１の横方向右側の空間と風上側上部タンク３２の横方向右側の空間とが
複数の連通穴３００によって互いに連通している。
【００５５】
　連通穴３００は、流入口５１および流出口５２が配置される同一の側の端部に対して横
方向の他方側に設けられたタンク内部を仕切る壁に形成されており、流入口５１から最も
遠い部位にある風下側流路列群２１０（以下、最遠部位の風下側流路列群２１０とも称す
る）に接続される風下側上部タンク３１１の内部と、流出口５２から最も遠い部位にある
風上側流路列群２２０（以下、最遠部位の風上側流路列群２２０とも称する）に接続され
る風上側上部タンク３２１の内部とを連絡する連通手段である。連通穴３００は、最遠部
の風下側上部タンク３１１内の冷媒が風上側に移動して風上側上部タンク３２１内に流れ
るときに通過する第１連通路３３の一部でもある。
【００５６】
　第１連通路３３は、流入口５１から最も遠い部位にある風下側上部タンク３１１の内部
と、流出口５２から最も遠い部位にある風上側上部タンク３２１の内部とを連絡する上部
側連通路である。風下側上部タンク３１１の内部はセパレータ３１ａによって横方向に仕
切られた２つの空間のうち、流入口５１から遠い側にある空間であり、風上側上部タンク
３２１の内部はセパレータ３２ａによって横方向に仕切られた２つの空間のうち、流出口
５２から遠い側にある空間である。
【００５７】
　下部ヘッダタンク４は、上記の上部ヘッダタンク３に準ずるものであり、タンクヘッダ
とプレートヘッダとにより構成された筒状体の長手方向両端部の開口部にキャップが設け
られ、風下側下部タンク４１および風上側下部タンク４２を含んでいる。
【００５８】
　さらに、下部ヘッダタンク４には２つの内部空間をＸ方向（横方向）に分割する複数の
セパレータ（図３参照）がろう付け接合されている。風上側下部タンク４２の内部はセパ
レータ４２ａ（風下側下部仕切り壁）によって横方向に２つの空間に分けられており、風
下側下部タンク４１の内部はセパレータ４１ａ（風下側下部仕切り壁）によって横方向に
２つの空間に分けられている。
【００５９】
　セパレータ４１ａは、風下側のコア部において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群と
しての風下側流路列群２１ａ，２１０と冷媒流れが下降流となる下降流路列群としての風
下側流路列群２１ｂとが隣接して形成されるように、風下側下部タンク４１内に設けられ
、上昇流と下降流を反転させる風下側仕切り壁である。セパレータ４２ａは、風上側のコ
ア部において冷媒流れが上昇流となる上昇流路列群としての風上側流路列群２２ａ，２２
０と冷媒流れが下降流となる下降流路列群としての風上側流路列群２２ｂとが隣接して形
成されるように、風上側下部タンク４２内に設けられ、上昇流と下降流を反転させる風上
側仕切り壁である。
【００６０】
　風下側下部タンク４１のセパレータ４１ａよりも右側（Ｘ方向）の領域においては、風
下側下部タンク４１の横方向右側の空間と風上側下部タンク４２の横方向右側の空間とが
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第２連通路４３によって互いに連通している。
【００６１】
　第２連通路４３は、流入口５１から最も遠い部位にある風下側下部タンク４１１（以下
、最遠部位の風下側下部タンク４１１とも称する）の内部と、流出口５２から最も遠い部
位にある風上側下部タンク４２１（以下、最遠部位の風上側下部タンク４２１とも称する
）の内部とを連絡する下部側連通路（連通手段）である。風下側下部タンク４１１の内部
はセパレータ４１ａによって横方向に仕切られた２つの空間のうち、流入口５１から遠い
側にある空間であり、風上側下部タンク４２１の内部はセパレータ４２ａによって横方向
に仕切られた２つの空間のうち、流出口５２から遠い側にある空間である。
【００６２】
　第２連通路４３は連通路形成部材４４の内部に形成されている。冷媒が流入する第２連
通路４３の連通路入口４４１ａは、最遠部位の風下側下部タンク４１１内部と連通路形成
部材４４内部とを連通させるようにＸ方向（横方向）に貫通する１個または複数の穴であ
る。第２連通路４３から冷媒が流出する第２連通路４３の連通路出口４４１ｂは、連通路
形成部材４４内部と最遠部位の風上側下部タンク４２１内部とを連通させるようにＸ方向
（横方向）に貫通する１個または複数の穴である。
【００６３】
　連通路形成部材４４は、風下側下部タンク４１１および風上側下部タンク４２１と別体
の部品であるが、両下部タンク４１１，４２１に一体となるようにろう付け等により接合
されて設けられている。連通路形成部材４４はコア部１００を構成する体格よりも横方向
に突出した位置に配置されており、本実施形態では上記最遠部位の風下側下部タンク４１
１から横方向に突出した箱体状の部材で構成され、風下側下部タンク４１１と同様の材質
で形成される。
【００６４】
　図４は連通路形成部材４４の構成を示した分解図である。図４に示すように、連通路形
成部材４４は、連通路入口４４１ａおよび連通路出口４４１ｂが形成され風下側下部タン
ク４１１および風上側下部タンク４２１に接合される平板状部材４４１と、平板状部材４
４１に接合されることにより、Ｘ方向（横方向）に突出する突部４４ａによって内部に所
定の空間を形成して第２連通路４３を構成するドーム状部材４４ｂとからなっている。
【００６５】
　連通路形成部材４４を作成する手順としては、まず、風下側下部タンク４１１の横方向
端部開口４１１ａ、風上側下部タンク４２１の横方向端部開口４２１ａのそれぞれを連通
路入口４４１ａ、連通路出口４４１ｂに合わせるようにして風下側下部タンク４１１およ
び風上側下部タンク４２１に平板状部材４４１をろう付け等により接合する。そして、連
通路入口４４１ａおよび連通路出口４４１ｂが突部４４ａの内側に形成される凹部に対向
するようにして、平板状部材４４１にドーム状部材４４ｂをろう付け等により接合する。
【００６６】
　このような構成により、最遠部位の風下側下部タンク４１１内の一部の冷媒は、連通路
入口４４１ａから第２連通路４３に入り、風上側に移動して連通路出口４４１ｂから風上
側下部タンク４２１に入り、さらに最遠部位の風上側流路列群２２０を上昇して流れ、上
下方向反対側の風上側上部タンク３２１に流入することになる。一方、最遠部位の風下側
下部タンク４１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１０を上昇して流れて
上下方向反対側の風下側上部タンク３１１に流入した後、風上側に移動して風上側上部タ
ンク３２１で第２連通路４３を通ってきた当該一部の冷媒と合流することになる。
【００６７】
　また、上下のヘッダタンク３，４のコア部１００寄りの壁面には、チューブ挿入口、サ
イドプレート用挿入口が長手方向に同一ピッチで設けられており、各チューブ２０の長手
方向端部側およびサイドプレート２８の長手方向端部側がそれぞれ挿入され、ろう付け接
合されている。これによってチューブ２０は上下のヘッダタンク３，４の内部空間に連通
し、また、サイドプレート２８の長手方向端部側は上下のヘッダタンク３，４に支持され
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ている。
【００６８】
　本実施形態で説明した蒸発器１における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列
群が１個の風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１個の風下側流路列群２１ｂ（冷媒下
降部）、１個の最遠部位の風下側流路列群２１０からなる３個の流路列群であり、風上側
における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２０、１個の風上側流路列群２２
ｂ（冷媒下降部）、１個の風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる３個の流路列群
で構成されるパターンである。
【００６９】
　そして、この場合の冷媒パス数は以下のようにカウントする。つまり、冷媒が上方向の
同方向に流れる最遠部位の風下側流路列群２１０および最遠部位の風上側流路列群２２０
におけるそれぞれの冷媒流れを合わせて１パスの冷媒パスとカウントし、これに加え、複
数の風下側流路列群２１のうち、最遠部位の風下側流路列群２１０を除く他の風下側流路
列群２１ａ，２１ｂの個数（ここでは合計２個）と、複数の風上側流路列群２２のうち、
最遠部位の風上側流路列群２２０を除く他の風上側流路列群２２ａ，２２ｂの個数（ここ
では合計２個）と、を合わせてカウントする。これにより、本実施形態ではコア部１００
を流れる冷媒パス数が５パスである。また、蒸発器１における冷媒流れのパターンは、風
下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２００（風下側から風上側に分流さ
れる冷媒が上昇する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる順番に記載すると、２－１
－２の冷媒パターンとなる。
【００７０】
　次に、上記構成の蒸発器１における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外
部構成部品からの冷媒は、上部の流入口５１からサイド流路２を介して、セパレータ４１
ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風下側下部タンク４１の内部に流入した後
、風下側流路列群２１ａを上昇し（第１パス）、セパレータ３１ａよりも横方向左側（反
Ｘ方向）の空間である風下側上部タンク３１の内部で反転して風下側流路列群２１ｂを下
降し（第２パス）、さらに最遠部位の風下側下部タンク４１１の内部に流入する。
【００７１】
　風下側下部タンク４１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、第２連通路４３を通っ
てＸ方向に流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、さらに反Ｘ方向に流れて風上側下部タン
ク４２１内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２０を上昇して（第３パス、全パス部２
００）風上側上部タンク３２１に入る。
【００７２】
　一方、風下側下部タンク４１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
０を上昇し（第３パス、全パス部２００）、風下側上部タンク３１１内から連通穴３００
を介して風上側に向かって第１連通路３３を流れ、風上側上部タンク３２１内に移り、最
遠部位の風上側流路列群２２０を上昇してきた上記一部の冷媒と合流する。つまり、最遠
部位の風下側流路列群２１０と最遠部位の風上側流路列群２２０とでは、冷媒が並列に上
方向に流れるようになっている。
【００７３】
　風上側上部タンク３２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ｂを下降（
第４パス）した後、風上側下部タンク４２内でさらに反転し、風上側流路列群２２ａを上
昇（第５パス）して風上側上部タンク３２内から上部の流出口５２を介して外部に流出す
る。
【００７４】
　通常、蒸発器は、液相冷媒（以下液冷媒）が蒸発する際に空気から気化熱を奪うことで
空気を冷却する機能をもつため、蒸発器内は気液２相状態にて冷媒が存在する。蒸発器使
用状態における冷媒の気液密度比は、例えば、Ｒ１３４ａ冷媒では約８０～９５倍、炭酸
ガス冷媒でも約８～９倍と大きいため、気液の分離は顕著である。また冷媒圧損低減手段
としては、タンク部における流路断面積の拡大する手法が一般的であるが、このとき同時
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にタンク部における冷媒流速の低下をもたらし、気液の分離をさらに促進させ、結果性能
低下につながってしまう。また、冷媒流れの通路の簡素化をはじめとした簡易な構造の蒸
発器が求められている。
【００７５】
　本実施形態の蒸発器は、上記のような課題を解消するものであり、以下のような構成を
備えている。蒸発器は、流入口５１および流出口５２が横方向の一方側端部で同一の側に
設けられている。流入口５１から最遠部位の風下側流路列群２１０に接続される風下側下
部タンク４１１の内部と、流出口５２から最遠部位の風上側流路列群２２０に接続される
風上側下部タンク４２１の内部とを連絡するように、流入口５１および流出口５２が配置
される同一の側の端部に対して横方向の他方側に設けられ、流出口５２から最遠部位の風
下側下部タンク４１１内部の冷媒の一部を風上側下部タンク４２１に流入させて最遠部位
の風上側流路列群２２０に供給する第２連通路４３（下部側連通路）を有する。第２連通
路４３は、コア部１００を構成する体格よりも横方向または上下方向に突出した位置に配
置されている。
【００７６】
　複数の風下側流路列群２１を上下に往復するようにＳ字状に流れてきた冷媒は、慣性力
を得て最遠部位の風下側下部タンク４１１に至る。この構成によれば、この冷媒はコア部
１０の体格よりも横方向に突出した位置に配置される第２連通路４３（下部側連通路）を
流れるため、さらに慣性力を得ることができるので、風下側下部タンク４１１内の冷媒を
最遠部位の風上側流路列群２２０により多く供給することができる。このような効果はコ
ア部厚さ（空気流れ方向の厚さ）Ｄが７０ｍｍ以下の蒸発器においてより顕著である。
【００７７】
　このような構成を有する熱交換器は、圧縮機オンオフ時の過渡期温度分布（過渡期温度
差）を解消することができる。この熱交換器を車両用空調装置の蒸発器に適用した場合に
は、乗員の快適性を向上することができる。また、耐フロスト性を向上でき、冷房性能の
向上が可能である。
【００７８】
　また、低負荷時等の冷媒流量が少ない場合には、風上側の流路においても第２連通路４
３を通った冷媒の流れは風下寄りに偏ることになり、最遠部位全体として見ると風下側、
風上側ではコア部幅方向において冷媒流入条件が逆であるため、互いに補完する関係が保
たれて自己調整機能を持つことができる。
【００７９】
　また、流入口５１および流出口５２がコア部１００の幅方向において片側に集約されて
いる蒸発器１の場合には、風上側流路列群２２の流出口５２に近い領域が冷媒過熱領域（
スーパーヒート域）となる。そのため、液冷媒の停滞が発生しやすい部位は、流入口５１
および流出口５２から最も遠い部位であり、より冷えた空気と接する最遠部の風下側流路
列群となる。本実施形態の蒸発器１においては液冷媒の停滞の発生を改善することができ
る。
【００８０】
　また、蒸発器１は、最遠部位の風下側下部タンク４１１の内部と、最遠部位の風上側下
部タンク４２１の内部とを連絡する第２連通路４３（下部側連通路）を備え、さらに、最
遠部位の風下側上部タンク３１１の内部と、最遠部位の風上側上部タンク３２１の内部と
を連絡する第１連通路３３（上部側連通路）を備えている。この構成において、最遠部位
の風下側下部タンク４１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１０を上昇し
て流れ、第１連通路３３を通って風上側に移動して風上側上部タンク３２１内に流入した
所で、第２連通路４３（下部側連通路）を通って風上側に移動して最遠部位の風上側流路
列群２２０を上昇して風上側上部タンク３２１内に流入してきた冷媒と合流する。
【００８１】
　このような構成によれば、最遠部位の風下側下部タンク４１１内の冷媒が風下側流路列
群２１０に流れやすくなる現象を抑制して、風上側流路列群２２０により多くの冷媒を流
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入させることができる。
【００８２】
　蒸発器１の冷媒圧力損失の影響は蒸発器出口側に近ければ近いほど大きくなる。したが
って、熱交換を終えた冷媒は流出口５２近傍にあることが性能面で好ましい。流出口５２
は風上側上部タンク３２の端部に設けているため、風上側流路列群２２の最終冷媒流れと
なる風上側流路列群２２ａは冷媒上昇部であることが好ましい。流出口５２からの最遠部
である風上側流路列群２２０（第３パス）も冷媒上昇部であるため、風上側流路列群２２
ｂ（第４パス）を冷媒下降部とすることが好ましい。
【００８３】
　（第２実施形態）
　第２実施形態では、第１実施形態で説明した蒸発器１の他の形態を図５および図６にし
たがって説明する。図５は本実施形態に係る蒸発器１内の構成および冷媒流れを説明する
ための模式図である。図６は、連通路入口４４１ａおよび連通路出口４４１ｂと風下側流
路列群２１０および風上側流路列群２２０との位置関係を反Ｘ方向に見たときの模式図で
ある。
【００８４】
　本実施形態の蒸発器は、図３で示した蒸発器１に対して第１連通路３３（上部側連通路
）が第２連通路４３と同様に、コア部１００を構成する体格よりもＸ方向に（横方向）に
突出した位置に設けられている点が異なっているが、その他の構成については図３の蒸発
器１と同様であり、その作用効果も同様である。
【００８５】
　第１連通路３３は連通路形成部材３４の内部に形成されている。冷媒が流入する第１連
通路３３の連通路入口３４１ａは、最遠部位の風下側下部タンク４１１内部と連通路形成
部材３４内部とを連通させるようにＸ方向（横方向）に貫通する１個または複数の穴であ
る。第１連通路３３から冷媒が流出する第１連通路３３の連通路出口３４１ｂは、連通路
形成部材３４内部と最遠部位の風上側下部タンク４２１内部とを連通させるようにＸ方向
（横方向）に貫通する１個または複数の穴である。
【００８６】
　連通路形成部材３４は、風下側上部タンク３１１および風上側上部タンク３２１と別体
の部品であるが、両上部タンク３１１，３２１に一体となるようにろう付け等により接合
されて設けられている。連通路形成部材３４はコア部１００を構成する体格よりも横方向
に突出した位置に配置されており、本実施形態では上記最遠部位の風下側上部タンク３１
１から横方向に突出した箱体状の部材で構成され、風下側上部タンク３１１と同様の材質
で形成される。
【００８７】
　図６に示すように、連通路入口４４１ａ（冷媒流入開口部）は、最遠部位の風下側下部
タンク４１１の内部に臨むように開口しており、さらに最遠部位の風下側流路列群２１０
を構成する複数のチューブの下端開口部２１０ａよりも鉛直下方に開口部を有するように
形成されている。
【００８８】
　最遠部位の流路列群を流れる冷媒が上昇流のときに最遠部位の風下側下部タンク内にお
いて、仮に、最遠部位の複数のチューブの下端開口部よりも鉛直上方にしか冷媒流入開口
部が開口していない場合には、タンク内の冷媒液面に対して冷媒流入開口部よりもチュー
ブの下端開口部の方が接近することになり、冷媒が最遠部位の風下側流路列群２１０に流
れやくなって冷媒流入開口部から第１連通路に流入しにくい状況になる。上記構成によれ
ば、最遠部位の風下側下部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなることを抑制
することができ、風上側流路列群により多くの冷媒を流入させることができるので熱交換
性能の向上が図れる。
【００８９】
　さらに、連通路入口４４１ａ（冷媒流入開口部）は、その開口部の上端部が最遠部位の
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風下側流路列群２１０を構成する複数のチューブの下端開口部２１０ａよりも鉛直下方に
位置していることが好ましい。
【００９０】
　（第３実施形態）
　第３実施形態では、第１実施形態で説明した蒸発器１の他の形態を図７にしたがって説
明する。図７は本実施形態に係る蒸発器１内の構成および冷媒流れを説明するための模式
図である。
【００９１】
　本実施形態の蒸発器は、図３で示した蒸発器１に対して第２連通路４３（下部側連通路
）がコア部１００を構成する体格よりも鉛直下方（反Ｙ方向）に突出した位置に設けられ
ている点が異なっている。その他の構成については図３の蒸発器１と同様であり、その作
用効果も同様である。
【００９２】
　この構成の場合、第２連通路４３を形成する連通路形成部材４４Ａは、コア部１００の
Ｘ方向端部に設けられた最遠部位の風下側下部タンク４１１および風上側下部タンク４２
１の下面に一体となって設けられている。そして、連通路形成部材４４Ａは、コア部１０
０の幅方向端部よりも内側に位置するように設けられることにより、デッドスペースを低
減して熱交換器を設置するためのスペースを有効活用でき、コア部１００の横幅寸法を大
きくすることができるので、有効熱交換表面積を向上させる設計が可能となる。
【００９３】
　冷媒が流入する第２連通路４３の連通路入口４４１ａは、最遠部位の風下側下部タンク
４１１の下面と連通路形成部材４４Ａの上面をＹ方向（鉛直方向）に貫通する１個または
複数の穴である。第２連通路４３から冷媒が流出する連通路出口４４１ｂは、最遠部位の
風上側下部タンク４２１の下面と連通路形成部材４４Ａの上面をＹ方向（鉛直方向）に貫
通する１個または複数の穴である。
【００９４】
　連通路形成部材４４Ａは、風下側下部タンク４１１および風上側下部タンク４２１と別
体の部品であるが、両下部タンク４１１，４２１に一体となるようにろう付け等により接
合されて設けられている。
【００９５】
　本実施形態の蒸発器において、第２連通路４３はコア部１００の体格よりも鉛直下方に
突出した位置に配置されている。この構成によれば、複数の風下側流路列群２１を上下に
往復するようにＳ字状に流れてきた冷媒は、慣性力を得て最遠部位の風下側下部タンク４
１１に至るが、この冷媒はコア部１０の体格よりも鉛直下方に突出した位置に配置される
第２連通路４３（下部側連通路）を流れるため、さらに重力を伴う慣性力を得て鉛直下方
に向けて流れやすくなり、風下側下部タンク４１１内の冷媒を最遠部位の風上側流路列群
２２０により多く供給することができる。
【００９６】
　（第４実施形態）
　第４実施形態では、第１実施形態で説明した蒸発器１の他の形態を図８にしたがって説
明する。図８は本実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【００９７】
　本実施形態の蒸発器は、図３で示した蒸発器１に対して、冷媒流れのパターン、最遠部
位の流路列群における冷媒流れが下降流であること、および第１連通路３３Ａがコア部１
０１の体格よりも横方向に突出した位置に配置されていることが異なっている。図８にお
いて図３と同じ符号を付したものは同様の構成である。その他の構成については図３の蒸
発器１と同様であり、その作用効果も同様である。
【００９８】
　本実施形態の蒸発器の冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が１個の風下側
流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１個の最遠部位の風下側流路列群２１１（冷媒下降部）
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からなる２個の流路列群であり、風上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路
列群２２１（冷媒下降部）、１個の風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる２個の
流路列群で構成されるパターンである。
【００９９】
　そして、この場合の冷媒パス数は３パスである。冷媒流れのパターンは、風下側流路列
群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２０１（風下側から風上側に分流される冷媒が
下降する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる順番に記載すると、１－１－１の冷媒
パターンとなる。
【０１００】
　第１連通路３３Ａは連通路形成部材３４Ａの内部に形成されている。冷媒が流入する第
１連通路３３Ａの連通路入口３４１ａは、最遠部位の風下側上部タンク３１１内部と連通
路形成部材３４Ａ内部とを連通させるようにＸ方向（横方向）に貫通する１個または複数
の穴である。第１連通路３３Ａから冷媒が流出する連通路出口３４１ｂは、連通路形成部
材３４Ａ内部と最遠部位の風上側上部タンク３２１内部とを連通させるようにＸ方向（横
方向）に貫通する１個または複数の穴である。
【０１０１】
　連通路形成部材３４Ａは、風下側上部タンク３１１および風上側上部タンク３２１と別
体の部品であるが、両上部タンク３１１，３２１に一体となるようにろう付け等により接
合されて設けられている。連通路形成部材３４Ａはコア部１０１の体格よりも横方向に突
出した位置に配置されており、本実施形態では上記最遠部位の風下側上部タンク３１１か
ら横方向に突出した箱体状の部材で構成され、風下側上部タンク３１１と同様の材質で形
成される。本実施形態の蒸発器においては、風下側上部タンク３１内にセパレータが存在
しないため、最遠部位の風下側上部タンク３１１は風下側上部タンク３１そのものである
。
【０１０２】
　このような構成により、最遠部位の風下側上部タンク３１１内の一部の冷媒は、連通路
入口３４１ａから第１連通路３３Ａに入り、風上側に移動して連通路出口３４１ｂから風
上側上部タンク３２１に入り、さらに最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して流れ、
上下方向反対側の風上側下部タンク４２１に流入することになる。一方、最遠部位の風下
側上部タンク３１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１１を下降して流れ
て上下方向反対側の風下側下部タンク４１１に流入した後、風上側に移動して風上側下部
タンク４２１で第１連通路３３Ａを通ってきた当該一部の冷媒と合流することになる。
【０１０３】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、上部の流入口５１からサイド流路２を介して、セパレータ４１ａ
よりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風下側下部タンク４１の内部に流入した後、
風下側流路列群２１ａを上昇し（第１パス）、風下側上部タンク３１１の内部に流入する
。
【０１０４】
　風下側上部タンク３１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、第１連通路３３Ａを通
ってＸ方向に流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、さらに反Ｘ方向に流れて風上側上部タ
ンク３２１内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して（第２パス、全パス部
２０１）風上側下部タンク４２１内に入る。
【０１０５】
　一方、風下側上部タンク３１１内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１１
を下降し（第２パス、全パス部２０１）、風下側下部タンク４１１内から連通穴４００を
介して風上側に向かって第２連通路４３を流れ、風上側下部タンク４２１内に移り、最遠
部位の風上側流路列群２２１を下降してきた上記一部の冷媒と合流する。つまり、最遠部
位の風下側流路列群２１１と最遠部位の風上側流路列群２２１とでは、冷媒が並列に下方
向に流れるようになっている。風上側下部タンク４２１内で合流した冷媒は、反転して風
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上側流路列群２２ａを上昇（第３パス）して風上側上部タンク３２内から上部の流出口５
２を介して外部に流出する。
【０１０６】
　本実施形態の蒸発器において、第１連通路３３Ａはコア部１０１の体格よりも横方向に
突出した位置に配置されている。この構成によれば、複数の風下側流路列群２１を上下に
往復するようにＳ字状に流れてきた冷媒は、慣性力を得て最遠部位の風下側上部タンク３
１１に至るが、この冷媒はコア部１０の体格よりも横方向に突出した位置に配置される第
１連通路３３Ａ（上部側連通路）を流れるため、さらに慣性力を得て風上側に向けて流れ
やすくなり、風下側上部タンク３１１内の冷媒を最遠部位の風上側流路列群２２１により
多く供給することができる。
【０１０７】
　（第５実施形態）
　第５実施形態では、第４実施形態で説明した蒸発器の他の形態を図９にしたがって説明
する。図９は本実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。本実
施形態の蒸発器は、図８で示した蒸発器１に対して第２連通路４３（下部側連通路）が第
１連通路３３Ａと同様に、コア部１０１を構成する体格よりもＸ方向に（横方向）に突出
した位置に設けられている点が異なっているが、その他の構成については図８の蒸発器１
と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１０８】
　（第６実施形態）
　第６実施形態では、第５実施形態で説明した蒸発器の他の形態を図１０および図１１に
したがって説明する。図１０は本実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模
式図である。図１１は、連通路入口３４１ａおよび連通路出口３４１ｂと風下側流路列群
２１１および風上側流路列群２２１との位置関係をＸ方向に見たときの模式図である。
【０１０９】
　本実施形態の蒸発器は、図９で示した蒸発器に対して、冷媒流れのパターンおよびコア
部１０２の構成と、風下側流路列群および風上側流路列群の個数と、が異なっている。図
１０において図９と同じ符号を付したものは同様の構成である。その他の構成については
図９の蒸発器と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１１０】
　本実施形態の蒸発器の冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が１個の風下側
流路列群２１ｂ（冷媒下降部）、１個の風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、および１
個の最遠部位の風下側流路列群２１１（冷媒下降部）からなる３個の流路列群であり、風
上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２１（冷媒下降部）、１個の
風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる２個の流路列群で構成されるパターンであ
る。また、本実施形態の蒸発器はサイド流路を備えていない。
【０１１１】
　そして、この場合の冷媒パス数は４パスである。冷媒流れのパターンは、風下側流路列
群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２０１（風下側から風上側に冷媒が分流される
冷媒の残余が下降する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる順番に記載すると、２－
１－１の冷媒パターンとなる。
【０１１２】
　このような構成により、最遠部位の風下側上部タンク３１１内の一部の冷媒は、連通路
入口３４１ａから第１連通路３３Ａに入り、風上側に移動して連通路出口３４１ｂから風
上側上部タンク３２１に入り、さらに最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して流れ、
上下方向反対側の風上側下部タンク４２１に流入することになる。一方、最遠部位の風下
側上部タンク３１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１１を下降して流れ
て上下方向反対側の風下側下部タンク４１１に流入した後、連通路入口４４１ａから第２
連通路４３に入り、風上側に移動して連通路出口４４１ｂから風上側下部タンク４２１に
入り、風上側下部タンク４２１で第１連通路３３Ａを通ってきた当該一部の冷媒と合流す
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ることになる。
【０１１３】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、上部の流入口５１からセパレータ３１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側上部タンク４１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ｂを
下降し（第１パス）、セパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風下
側上部タンク４１の内部で反転し風下側流路列群２１ａを上昇して（第２パス）最遠部位
の風下側上部タンク３１１の内部に流入する。
【０１１４】
　風下側上部タンク３１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、第１連通路３３Ａを通
ってＸ方向に流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、さらに反Ｘ方向に流れて風上側上部タ
ンク３２１内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して（第３パス、全パス部
２０１）風上側下部タンク４２１内に入る。
【０１１５】
　一方、風下側上部タンク３１１内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１１
を下降し（第３パス、全パス部２０１）、風下側下部タンク４１１内から第２連通路４３
を通ってＸ方向に流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、さらに反Ｘ方向に流れて風上側下
部タンク４２１内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降してきた上記一部の冷
媒と合流する。つまり、最遠部位の風下側流路列群２１１と最遠部位の風上側流路列群２
２１とでは、冷媒が並列に下方向に流れるようになっている。風上側下部タンク４２１内
で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ａを上昇（第４パス）して風上側上部タ
ンク３２内から上部の流出口５２を介して外部に流出する。
【０１１６】
　図１１に示すように、連通路入口３４１ａ（冷媒流入開口部）は、最遠部位の風下側上
部タンク３１１の内部に臨むように開口しており、さらに最遠部位の風下側流路列群２１
１を構成する複数のチューブの上端開口部２１１ａよりも鉛直上方に開口部を有するよう
に形成されている。
【０１１７】
　最遠部位の流路列群を流れる冷媒が下降流のときに最遠部位の風下側上部タンク内にお
いて、仮に、最遠部位の複数のチューブの上端開口部よりも鉛直下方にしか冷媒流入開口
部が開口していない場合には、風下側のコア部に冷媒が優先的に流れてしまう。上記構成
によれば、最遠部位の風下側上部タンク内の冷媒が風下側流路列群に流れやすくなること
を抑制することができ、連通路入口３４１ａ（冷媒流入開口部）に誘導されて風上側流路
列群により多くの冷媒を流入させることができるので熱交換性能の向上が図れる。
【０１１８】
　さらに、連通路入口３４１ａ（冷媒流入開口部）は、その開口部の下端部が最遠部位の
風下側流路列群２１１を構成する複数のチューブの上端開口部２１１ａよりも鉛直上方に
位置していることが好ましい。
【０１１９】
　また、本実施形態の蒸発器では、複数の風下側流路列群２１のうち最遠部位の風下側流
路列群２１１を除く他の風下側流路列群２１ａ，２１ｂの個数（２個）が複数の風上側流
路列群２２のうち最遠部位の風上側流路列群２２１を除く他の風上側流路列群２２ａの個
数（１個）よりも多くなっている。この構成によれば、風下側ほど流路内の乾き度が大き
くなる熱交換器において、課題である圧力損失の大きさを低減することができる。
【０１２０】
　（第７実施形態）
　第７実施形態では、第６実施形態で説明した蒸発器の他の形態を図１２および図１３に
したがって説明する。図１２は本実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模
式図である。図１３は連通穴３００と風下側流路列群２１１および風上側流路列群２２１
との位置関係を反Ｚ方向に見たときの模式図である。風下側流路列群２１１は図１３では
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示されていないが風上側流路列群２２１と同じＹ方向（鉛直方向）高さに配置されている
。
【０１２１】
　本実施形態の蒸発器は、図１０で示した蒸発器に対して、冷媒流れのパターンおよびコ
ア部１０２の構成は同じであるが、連通路形成部材３４Ａ，４４を横方向に突出した形状
で別個に備えていない点が異なっている。図１２において図１０と同じ符号を付したもの
は同様の構成である。その他の構成については図１０の蒸発器と同様であり、その作用効
果も同様である。
【０１２２】
　このような構成により、最遠部位の風下側上部タンク３１１内の一部の冷媒は、複数の
連通穴３００を通って第１連通路３３を風上側に向かって流れ、風上側上部タンク３２１
に入り、さらに最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して流れ、上下方向反対側の風上
側下部タンク４２１に流入することになる。連通穴３００を含む第１連通路３３は、最遠
部の風下側上部タンク３１１内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側上部タンク３２１
内に流れるときに通過する両タンク内部の間に設けられる分配通路でもある。
【０１２３】
　一方、最遠部位の風下側上部タンク３１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列
群２１１を下降して流れて上下方向反対側の風下側下部タンク４１１に流入した後、複数
の連通穴４００を通って第２連通路４３を風上側に向かって流れ、風上側下部タンク４２
１に入り、風上側下部タンク４２１内で第１連通路３３を通ってきた当該一部の冷媒と合
流することになる。連通穴４００を含む第２連通路４３は、最遠部の風下側下部タンク４
１１内の残余の冷媒が風上側に移動して風上側下部タンク４２１で一部の冷媒と合流する
ために両タンク内部の間に設けられる合流通路でもある。
【０１２４】
　連通穴３００は、最遠部位の風下側上部タンク３１１の内部に臨むように開口しており
、さらに最遠部位の風下側流路列群２１１を構成する複数のチューブの上端開口部２１１
ａおよび最遠部位の風上側流路列群２２１を構成する複数のチューブの上端開口部２２１
ａよりも鉛直上方に開口部を有するように形成されている。
【０１２５】
　最遠部位の流路列群を流れる冷媒が下降流のときに最遠部位の風下側上部タンク内にお
いて、仮に、風上側タンク内部と連通する連通穴が最遠部位の複数のチューブの上端開口
部よりも鉛直下方にしか開口していない場合には、風下側のコア部に冷媒が優先的に流れ
てしまう。上記構成によれば、最遠部位の風下側上部タンク内の冷媒が風下側流路列群に
流れやすくなることを抑制することができ、連通穴３００に誘導されて風上側流路列群に
より多くの冷媒を流入させることができるので、熱交換性能の向上が図れる。
【０１２６】
　さらに、連通穴３００は、その開口部の下端部が最遠部位の風下側流路列群２１１を構
成する複数のチューブの上端開口部２１１ａよりも鉛直上方に位置していることが好まし
い。
【０１２７】
　（第８実施形態）
　第８実施形態では、第１実施形態で説明した図３の蒸発器の他の形態を図１４および図
１５にしたがって説明する。図１４は本実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示
した模式図である。図１５は連通穴４００と風下側流路列群２１０および風上側流路列群
２２０との位置関係を反Ｚ方向に見たときの模式図である。風下側流路列群２１０は図１
５では示されていないが風上側流路列群２２０と同じＹ方向（鉛直方向）高さに配置され
ている。
【０１２８】
　本実施形態の蒸発器は、図３で示した蒸発器に対して、冷媒流れのパターンおよびコア
部の構成は同じであるが、連通路形成部材４４を横方向に突出した形状で別個に備えてい
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ない（第２連通路４３は風下側下部タンク４１１内部と風上側下部タンク４２１内部との
間に形成されている）点が異なっている。図１４において図３と同じ符号を付したものは
同様の構成である。その他の構成については図３の蒸発器と同様であり、その作用効果も
同様である。
【０１２９】
　このような構成により、最遠部位の風下側下部タンク４１１内の一部の冷媒は、複数の
連通穴４００を通って第２連通路４３を風上側に向かって流れ、風上側下部タンク４２１
に入り、さらに最遠部位の風上側流路列群２２０を上昇して流れ、上下方向反対側の風上
側上部タンク３２１に流入することになる。連通穴４００を含む第２連通路４３は、最遠
部の風下側下部タンク４１１内の一部の冷媒が風上側に移動して風上側下部タンク４２１
内に流れるときに通過する両タンク内部の間に設けられる分配通路でもある。
【０１３０】
　一方、最遠部位の風下側下部タンク４１１内の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列
群２１０を上昇して流れて上下方向反対側の風下側上部タンク３１１に流入した後、複数
の連通穴３００を通って第１連通路３３を風上側に向かって流れ、風上側上部タンク３２
１に入り、風上側上部タンク３２１内で第２連通路４３を通ってきた当該一部の冷媒と合
流することになる。連通穴３００を含む第１連通路３３は、最遠部の風下側上部タンク３
１１内の残余の冷媒が風上側に移動して風上側上部タンク３２１で一部の冷媒と合流する
ために両タンク内部の間に設けられる合流通路でもある。
【０１３１】
　連通穴４００は、最遠部位の風下側下部タンク４１１の内部に臨むように開口しており
、さらに最遠部位の風下側流路列群２１０を構成する複数のチューブの下端開口部２１０
ａおよび最遠部位の風上側流路列群２２０を構成する複数のチューブの下端開口部２２０
ａよりも鉛直下方に開口部を有するように形成されている。
【０１３２】
　最遠部位の流路列群を流れる冷媒が上昇流のときに最遠部位の風下側下部タンク内にお
いて、仮に、風上側タンク内部と連通する連通穴が最遠部位の複数のチューブの下端開口
部よりも鉛直上方にしか開口していない場合には、風下側のコア部に冷媒が優先的に流れ
てしまう。上記構成によれば、最遠部位の風下側下部タンク内の冷媒が風下側流路列群に
流れやすくなることを抑制することができ、連通穴４００に誘導されて風上側流路列群に
より多くの冷媒を流入させることができるので、熱交換性能の向上が図れる。
【０１３３】
　さらに、連通穴４００は、その開口部の下端部が最遠部位の風下側流路列群２１０を構
成する複数のチューブの下端開口部２１０ａよりも鉛直上方に位置していることが好まし
い。
【０１３４】
　（第９実施形態）
　第９実施形態では、第８実施形態で説明した蒸発器の他の形態（冷媒流れが６パスの場
合）を図１６にしたがって説明する。図１６は冷媒パス数が６パスの場合に係る蒸発器の
構成および冷媒流れを示した模式図である。
【０１３５】
　本実施形態の蒸発器は、図１４で示した蒸発器に対して冷媒流れパターン（６パス）お
よびコア部１０３の構成と、サイド流路を有していないことと、が異なっている。その他
の構成については図１４の蒸発器と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１３６】
　本実施形態の蒸発器における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が２個の
風下側流路列群２１ｂ（冷媒下降部）、１個の風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１
個の最遠部位の風下側流路列群２１０（冷媒上昇部）からなる４個の流路列群であり、風
上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２０（冷媒上昇部）、１個の
風上側流路列群２２ｂ（冷媒下降部）、１個の風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）から
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なる３個の流路列群で構成されるパターンである。
【０１３７】
　これにより、本実施形態ではコア部１００を流れる冷媒パス数が６パスである。また、
冷媒流れのパターンは、風下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２００（
風下側から風上側に分流される冷媒が上昇する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる
順番に記載すると、３－１－２のパターンとなる。
【０１３８】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、上部の流入口５１からセパレータ３１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側上部タンク３１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ｂを
下降し（第１パス）、さらにセパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間であ
る風下側下部タンク４１の内部で反転して風下側流路列群２１ａを上昇し（第２パス）、
次にセパレータ３１ｂとセパレータ３１ａの間の空間である風下側上部タンク３１の内部
で反転して風下側流路列群２１ｂを下降し（第３パス）、さらに最遠部位の風下側下部タ
ンク４１１の内部に流入する。
【０１３９】
　風下側下部タンク４１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、連通穴４００を介して
風上側に向かって第２連通路４３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し風上側下部タンク
４２１内から最遠部位の風上側流路列群２２０を上昇して（第４パス、全パス部２００）
風上側上部タンク３２１に入る。
【０１４０】
　一方、風下側下部タンク４１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
０を上昇し（第４パス、全パス部２００）、風下側上部タンク３１１内から連通穴３００
を介して風上側に向かって第１連通路３３を流れ、風上側上部タンク３２１内に移り、最
遠部位の風上側流路列群２２０を上昇してきた上記一部の冷媒と合流する。つまり、最遠
部位の風下側流路列群２１０と最遠部位の風上側流路列群２２０とでは、冷媒が並列に上
方向に流れるようになっている。
【０１４１】
　風上側上部タンク３２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ｂを下降（
第５パス）した後、風上側下部タンク４２内でさらに反転し、風上側流路列群２２ａを上
昇（第６パス）して風上側上部タンク３２内から上部の流出口５２を介して外部に流出す
る。
【０１４２】
　本実施形態の蒸発器では、複数の風下側流路列群２１のうち最遠部位の風下側流路列群
２１０を除く他の風下側流路列群２１ａ，２１ｂの個数（３個）が複数の風上側流路列群
２２のうち最遠部位の風上側流路列群２２０を除く他の風上側流路列群２２ａ，２２ｂの
個数（２個）よりも多くなっている。この構成によれば、風下側ほど流路内の乾き度が大
きくなる熱交換器において、課題である圧力損失の大きさを低減することができる。
【０１４３】
　（第１０実施形態）
　第１０実施形態では、第９実施形態で説明した蒸発器の他の形態（冷媒流れが５パスの
場合）を図１７にしたがって説明する。図１７は冷媒パス数が５パスの場合に係る蒸発器
の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【０１４４】
　本実施形態の蒸発器は、図１６で示した蒸発器に対して冷媒流れパターン（５パス）お
よびコア部１０４の構成と、流入口５１が下部にあることと、が異なっている。その他の
構成については図１６の蒸発器と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１４５】
　本実施形態の蒸発器における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が１個の
風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１個の風下側流路列群２１ｂ（冷媒下降部）、１
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個の最遠部位の風下側流路列群２１０（冷媒上昇部）からなる３個の流路列群であり、風
上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２０（冷媒上昇部）、１個の
風上側流路列群２２ｂ（冷媒下降部）、１個の風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）から
なる３個の流路列群で構成されるパターンである。
【０１４６】
　これにより、本実施形態ではコア部１００を流れる冷媒パス数が５パスである。また、
冷媒流れのパターンは、風下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２００（
風下側から風上側に分流される冷媒が上昇する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる
順番に記載すると、２－１－２のパターンとなる。
【０１４７】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、下部の流入口５１からセパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側下部タンク４１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ａを
上昇し（第１パス）、さらにセパレータ３１ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間であ
る風下側上部タンク３１の内部で反転して風下側流路列群２１ｂを下降し（第２パス）、
最遠部位の風下側下部タンク４１１の内部に流入する。
【０１４８】
　風下側下部タンク４１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、連通穴４００を介して
風上側に向かって第２連通路４３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し風上側下部タンク
４２１内から最遠部位の風上側流路列群２２０を上昇して（第３パス、全パス部２００）
風上側上部タンク３２１に入る。
【０１４９】
　一方、風下側下部タンク４１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
０を上昇し（第３パス、全パス部２００）、風下側上部タンク３１１内から連通穴３００
を介して風上側に向かって第１連通路３３を流れ、風上側上部タンク３２１内に移り、最
遠部位の風上側流路列群２２０を上昇してきた上記一部の冷媒と合流する。つまり、最遠
部位の風下側流路列群２１０と最遠部位の風上側流路列群２２０とでは、冷媒が並列に上
方向に流れるようになっている。
【０１５０】
　次に風上側上部タンク３２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ｂを下
降（第４パス）した後、風上側下部タンク４２内でさらに反転し、風上側流路列群２２ａ
を上昇（第５パス）して風上側上部タンク３２内から上部の流出口５２を介して外部に流
出する。
【０１５１】
　（第１１実施形態）
　第１１実施形態では、第１０実施形態で説明した蒸発器の他の形態（冷媒流れパターン
が３－１－１の場合）を図１８にしたがって説明する。図１８は冷媒流れパターンが３－
１－１の場合に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【０１５２】
　本実施形態の蒸発器は、図１７で示した蒸発器に対して冷媒パス数は５パスで同じであ
るが、冷媒流れパターンが３－１－１であることおよびコア部１０５の最遠部位が冷媒下
降部であることが異なっている。その他の構成については図１７の蒸発器と同様であり、
その作用効果も同様である。
【０１５３】
　本実施形態の蒸発器における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が２個の
風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１個の風下側流路列群２１ｂ（冷媒下降部）、１
個の最遠部位の風下側流路列群２１１（冷媒下降部）からなる３個の流路列群であり、風
上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２１（冷媒下降部）、１個の
風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる２個の流路列群で構成されるパターンであ
る。
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【０１５４】
　これにより、本実施形態ではコア部１００を流れる冷媒パス数が５パスである。また、
冷媒流れのパターンは、風下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２００（
風下側から風上側に分流される冷媒が上昇する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる
順番に記載すると、３－１－１のパターンとなる。
【０１５５】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、下部の流入口５１からセパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側下部タンク４１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ａを
上昇し（第１パス）、さらにセパレータ３１ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間であ
る風下側上部タンク３１の内部で反転して風下側流路列群２１ｂを下降し（第２パス）、
セパレータ４１ａとセパレータ４１ｂとの間に形成された空間である風下側下部タンク４
１の内部で反転して風下側流路列群２１ａを上昇し（第３パス）、最遠部位の風下側上部
タンク３１１の内部に流入する。
【０１５６】
　風下側上部タンク３１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、連通穴３００を介して
第１連通路３３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し風上側上部タンク３２１内に流入し
た後、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して（第４パス、全パス部２０１）風上側
下部タンク４２１に入る。
【０１５７】
　一方、風下側上部タンク３１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
１を下降し（第４パス、全パス部２０１）、風下側下部タンク４１１内から連通穴４００
を介して第２連通路４３を流れ、風上側下部タンク４２１内に移り、最遠部位の風上側流
路列群２２１を下降してきた上記一部の冷媒と合流する。つまり、最遠部位の風下側流路
列群２１１と最遠部位の風上側流路列群２２１とでは、冷媒が並列に下方向に流れるよう
になっている。
【０１５８】
　次に風上側下部タンク４２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ａを上
昇（第５パス）してセパレータ３２ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風上側
上部タンク３２内に入り、そこから上部の流出口５２を介して外部に流出する。
【０１５９】
　本実施形態の蒸発器では、複数の風下側流路列群２１のうち最遠部位の風下側流路列群
２１１を除く他の風下側流路列群２１ａ，２１ｂの個数（３個）が複数の風上側流路列群
２２のうち最遠部位の風上側流路列群２２１を除く他の風上側流路列群２２ａの個数（１
個）よりも多くなっている。この構成によれば、風下側ほど流路内の乾き度が大きくなる
熱交換器において、課題である圧力損失の大きさを低減することができる。
【０１６０】
　（第１２実施形態）
　第１２実施形態では、第１１実施形態で説明した蒸発器の他の形態（冷媒流れが４パス
で冷媒流れパターンが２－１－１の場合）を図１９にしたがって説明する。図１９は冷媒
流れパターンが２－１－１の場合に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図であ
る。
【０１６１】
　本実施形態の蒸発器は、図１８で示した蒸発器に対して、冷媒パス数が４パスであるこ
とおよび冷媒流れパターンが２－１－１であることが異なっている。その他の構成につい
ては図１８の蒸発器と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１６２】
　本実施形態の蒸発器における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が１個の
風下側流路列群２１ｂ（冷媒下降部）、１個の風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１
個の最遠部位の風下側流路列群２１１（冷媒下降部）からなる３個の流路列群であり、風
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上側における流路列群が１個の最遠部位の風上側流路列群２２１（冷媒下降部）、１個の
風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる２個の流路列群で構成されるパターンであ
る。
【０１６３】
　これにより、本実施形態ではコア部１００を流れる冷媒パス数が４パスである。また、
冷媒流れのパターンは、風下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２０１（
風下側から風上側に分流される冷媒が下降する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる
順番に記載すると、２－１－１のパターンとなる。
【０１６４】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、上部の流入口５１からセパレータ３１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側上部タンク３１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ｂを
下降し（第１パス）、さらにセパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間であ
る風下側下部タンク４１の内部で反転して風下側流路列群２１ａを上昇し（第２パス）、
最遠部位の風下側上部タンク３１１の内部に流入する。
【０１６５】
　風下側上部タンク３１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、連通穴３００を介して
第１連通路３３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し風上側上部タンク３２１内に流入し
た後、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して（第３パス、全パス部２０１）風上側
下部タンク４２１に入る。
【０１６６】
　一方、風下側上部タンク３１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
１を下降し（第３パス、全パス部２０１）、風下側下部タンク４１１内から連通穴４００
を介して第２連通路４３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、風上側下部タンク４２１
内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降してきた上記一部の冷媒と合流する。
つまり、最遠部位の風下側流路列群２１１と最遠部位の風上側流路列群２２１とでは、冷
媒が並列に下方向に流れるようになっている。
【０１６７】
　次に風上側下部タンク４２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ａを上
昇（第４パス）してセパレータ３２ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風上側
上部タンク３２内に入り、そこから上部の流出口５２を介して外部に流出する。
【０１６８】
　（第１３実施形態）
　第１３実施形態では、第１２実施形態で説明した蒸発器の他の形態（冷媒流れが３パス
で冷媒流れパターンが１－１－１の場合）を図２０にしたがって説明する。図２０は冷媒
流れパターンが１－１－１の場合に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図であ
る。
【０１６９】
　本実施形態の蒸発器は、図１９で示した蒸発器に対して、コア部１０６の構成、冷媒パ
ス数が３パスであること、冷媒流れパターンが１－１－１であること、および流入口５１
が下部にあることが異なっている。その他の構成については図１９の蒸発器と同様であり
、その作用効果も同様である。
【０１７０】
　本実施形態の蒸発器における冷媒流れのパターンは、風下側における流路列群が１個の
風下側流路列群２１ａ（冷媒上昇部）、１個の最遠部位の風下側流路列群２１１（冷媒下
降部）からなる２個の流路列群であり、風上側における流路列群が１個の最遠部位の風上
側流路列群２２１（冷媒下降部）、１個の風上側流路列群２２ａ（冷媒上昇部）からなる
２個の流路列群で構成されるパターンである。
【０１７１】
　これにより、本実施形態ではコア部１００を流れる冷媒パス数が３パスである。また、
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冷媒流れのパターンは、風下側流路列群２１、風上側流路列群２２、全パス部分２０１（
風下側から風上側に分流される冷媒が下降する部分）のそれぞれのパス数を冷媒の流れる
順番に記載すると、１－１－１のパターンとなる。
【０１７２】
　次に、上記構成の蒸発器における冷媒の流れを順に説明する。冷凍サイクル装置の外部
構成部品からの冷媒は、下部の流入口５１からセパレータ４１ａよりも横方向左側（反Ｘ
方向）の空間である風下側下部タンク４１の内部に流入した後、風下側流路列群２１ａを
上昇して（第１パス）、最遠部位の風下側上部タンク３１１の内部に流入する。
【０１７３】
　風下側上部タンク３１１の内部の冷媒は、その一部が分配され、連通穴３００を介して
第１連通路３３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し風上側上部タンク３２１内に流入し
た後、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降して（第２パス、全パス部２０１）風上側
下部タンク４２１に入る。
【０１７４】
　一方、風下側上部タンク３１１の内部の残余の冷媒は、最遠部位の風下側流路列群２１
１を下降し（第２パス、全パス部２０１）、風下側下部タンク４１１内から連通穴４００
を介して第２連通路４３を流れて風上側（反Ｚ方向）に移動し、風上側下部タンク４２１
内に移り、最遠部位の風上側流路列群２２１を下降してきた上記一部の冷媒と合流する。
つまり、最遠部位の風下側流路列群２１１と最遠部位の風上側流路列群２２１とでは、冷
媒が並列に下方向に流れるようになっている。
【０１７５】
　次に風上側下部タンク４２１内で合流した冷媒は、反転して風上側流路列群２２ａを上
昇（第３パス）してセパレータ３２ａよりも横方向左側（反Ｘ方向）の空間である風上側
上部タンク３２内に入り、そこから上部の流出口５２を介して外部に流出する。
【０１７６】
　（第１４実施形態）
　第１４実施形態では、すべての実施形態に適用可能な蒸発器の配置状態（コア部が水平
方向に対して傾斜している状態）を図２１にしたがって説明する。図２１は本実施形態に
係る蒸発器の配置状態を示した側面図である。図２２は最遠部位における上部ヘッダタン
ク３内部とコア部１００内の冷媒量の関係を示した側面図である。図２３は最遠部位にお
ける下部ヘッダタンク４内部とコア部１００内の冷媒量の関係を示した側面図である。
【０１７７】
　図２１に示すように、本実施形態の蒸発器では、風上側に位置するコア部表面１００ｂ
の方が風下側に位置するコア部表面１００ａよりも仮想の水平面（Ｚ方向と平行である図
２１の一点鎖線）に近づくように風上側に傾いて配置されているものである。コア部１０
０は、仮想の水平線に対して傾斜角度θに保たれて設置されている。その他の構成につい
ては第１実施形態の蒸発器１と同様であり、その作用効果も同様である。
【０１７８】
　上記構成において、最遠部の風下側ヘッダタンク１１内の一部の冷媒は、連通手段を通
って風上側に移動して風上側ヘッダタンク１２に送られる。このとき、冷媒は重力の作用
を受けるため、最遠部位の風下側流路列群２１０，２１１よりも下方に位置することにな
る風上側流路列群２２０，２２１に向かって連通手段を流れやすくなる。さらに風上側ヘ
ッダタンク１２に送られた一部の冷媒は、上下方向反対側の風上側ヘッダタンク１２に向
けて最遠部位の風上側流路列群２２０，２２１を流れる。
【０１７９】
　一方、最遠部位の風下側ヘッダタンク１１内の残余の冷媒は、上下方向反対側の風下側
ヘッダタンク１１に向けて最遠部位の風下側流路列群２１０，２１１を流れた後、風上側
に移動して風上側ヘッダタンク１２で連通手段を介した一部の冷媒と合流する。
【０１８０】
　このように本実施形態の蒸発器においては、最遠部位の流路列郡が冷媒下降部（全パス
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部分２０１）である場合には、最遠部位の風上側流路列群２２１を流れる冷媒量が最遠部
位の風下側流路列群２１１を流れる冷媒量よりも多くなる（図２２参照）。また、最遠部
位の流路列郡が冷媒上昇部（全パス部分２００）である場合には、最遠部位の風上側流路
列群２２０を流れる冷媒量が最遠部位の風下側流路列群２１０を流れる冷媒量よりも多く
なる（図２３参照）。
【０１８１】
　本実施形態の蒸発器によれば、風上側流路列群２２０，２２１が風下側流路列群２１０
，２１１よりも下方に位置することにより、風下側ヘッダタンク１１内部の冷媒は重力の
作用によってより下方にある風上側流路列群２２０，２２１のほうに流れやすくなる。し
たがって、流入口５１から遠い部位にある風下側流路列群に流れやすい冷媒流れの偏りを
改善でき、熱交換性能を向上することができる。
【０１８２】
　また、蒸発器においては風下側ヘッダタンク１１内には気液２相の冷媒が供給され、そ
のうち液冷媒は気相冷媒よりも自重が大きいため、慣性力の作用に加え、重力の作用が大
きく影響することにより、より下方にある風上側流路列群２２０，２２１の方への流動性
が一層期待できる。これにより、より送風空気温度が高い風上側に冷媒を積極的に供給で
き、熱交換性能の向上が図れる。
【０１８３】
　（第１５実施形態）
　第１５実施形態では、すべての実施形態の蒸発器に適用可能なヘッダタンクの構成につ
いて図２４～図２６にしたがって説明する。図２４は本実施形態の蒸発器に係る上部ヘッ
ダタンク３の側面である。図２５は図２４の上部ヘッダタンク３における流入口５１をＸ
方向に見たときの正面図である。図２６はタンク外径Ｄとタンク内の圧力損失との関係を
所定条件において求めた計算結果を示すグラフである。
【０１８４】
　図２４および図２５に示すように、上部ヘッダタンク３およびチューブは、横方向に積
層された複数の板状部材５０を一体に形成されている。板状部材５０は貫通口および貫通
口の反Ｙ方向に伸長する部分を有し、貫通口の一方側が平板状であり、他端側が筒状に形
成されている。上部ヘッダタンク３はこのような形状の板状部材５０を互い違いの向きに
重ね合わせて接合することにより、Ｘ方向に伸長する筒部と、冷媒が流通する流路とを有
するように形成されている。
【０１８５】
　このＸ方向に伸長する筒部はタンク部を構成し、筒部の横方向端部の開口は流入口５１
または流出口５２に採用することができる。筒部の横方向端部の開口を流入口５１または
流出口５２としない場合は当該開口にキャップをかぶせて蓋をすればよい。タンク部内部
（筒部内部）は、反Ｙ方向に伸長する複数の流路（チューブの内部）に連通するようにな
っている。
【０１８６】
　図２６では、タンク部に別体のチューブを接合する場合（実線部）、複数の板状部材５
０を積層して構成した場合（破線部）のそれぞれについて、タンク外径Ｄ（ｍｍ）と圧力
損失（ｋＰａ）の関係を示している。　タンク外径Ｄは次の数式１で定義する。
【０１８７】
　（数式１）　　　Ｄ＝２（ｄ＋２ｔ）
　ｔはタンクの肉厚である。ｄはタンク内部の相当直径であり、相当直径はタンク内部の
有効断面積の４倍をタンク内部の周長で割ることにより求める。
【０１８８】
　また、上記別体タイプの場合はタンク部の肉厚ｔ＝１．０ｍｍ、タンク部内へのチュー
ブの出代を最小４ｍｍとし、上記積層タイプの場合は肉厚ｔ＝１．０ｍｍ、タンクろう付
け代を１．５～３．０ｍｍとした条件で計算している。
【０１８９】
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　また、上記別体タイプと積層タイプの計算結果は、タンク部内の有効断面積の逆数（流
速因子）の２乗を用いて圧力損失因子を比較している。また、それぞれタンク外径Ｄが７
０ｍｍの場合の圧力損失因子を基準として比較している。
【０１９０】
　図２６に示すように、計算結果により、空気の流れ方向における両ヘッダタンクを合わ
せた厚さ寸法Ｄは４８ｍｍ以下であることが好ましい。この場合、タンク内部空間も大き
くなく、タンク内の圧力損失も大きくなりやすいが、このような条件の蒸発器に本発明を
適用することにより一層顕著な圧力損失の低減効果が期待できる。
【０１９１】
　（第１６実施形態）
　第１６実施形態では、すべての実施形態に適用可能な分配通路の合計断面積Ｓ１と合流
通路の合計断面積Ｓ２との適切な関係について図２７および図２８を用いて説明する。図
２７は、風上側流路列群を流れる冷媒量ＧＲ２と風下側流路列群を流れる冷媒量ＧＲ１の
適切な条件を設計するための模式図である。図２８は、適切な分配通路の合計断面積Ｓ１
と合流通路の合計断面積Ｓ２の比を冷媒パス数毎（３パス～６パス）に算出した結果を示
した図である。
【０１９２】
　図２７に示すように、最遠部位の風下側流路列群および風上側流路列群が冷媒上昇部で
ある場合、最遠部位の風下側流路列群を流れる冷媒流量をＧＲ１、最遠部位の風上側流路
列群を流れる冷媒流量をＧＲ２、最遠部位の風下側上部タンク３１１から風上側上部タン
ク３２１へ流れる冷媒流量をＧＲＵ、最遠部位の風下側下部タンク４１１から風上側下部
タンク４２１へ流れる冷媒流量をＧＲＬとする。
【０１９３】
　また、コア部における冷媒パス数をＮとした場合、最遠部の風下側下部タンク４１１内
の一部の冷媒が風上側に移動して風上側下部タンク４２１内に流れるときに通過する第２
連通路４３（分配通路）における圧力損失をΔＰｔ１、乾き度をＸ１、比容積をＶ１とし
、最遠部の風下側下部タンク４１１内の残余の冷媒が上下方向反対側の風下側上部タンク
３１１に向けて最遠部位の風下側流路列群２１０を流れた後、風上側に移動して風上側上
部タンク３２１内に流れるときに通過する第１連通路３３（合流通路）における圧力損失
をΔＰｔ２、乾き度をＸ２、比容積をＶ２とする。
【０１９４】
　風上側のコア部と風下側のコア部とでは、風上側の方が周囲の空気が暖かいため、高い
性能が求められる。そして、代表的な条件（理想とする状態）において、性能が良好なバ
ランスは、コア部に流入する空気は２７℃、５０％ＲＨ、風上側のコア部通過後の空気は
１４℃、８５％ＲＨ、風下側のコア部通過後の空気は７℃、９０％ＲＨ程度である。
【０１９５】
　これらの条件を元にエネルギー量を計算すると、ＧＲ１とＧＲ２の比は４対６となる。
これにコア部幅方向の冷媒の分配性によって上記バランスが±１０％程度変動することか
ら、ＧＲ１／ＧＲ２の値を０．５５（＝３．６÷６．６）以上、０．８１（＝４．４÷５
．４）以下に設定することが好ましい。
【０１９６】
　次に、蒸発器の冷媒パス数について、適切な分配通路の合計断面積Ｓ１と合流通路の合
計断面積Ｓ２の比（Ｓ１／Ｓ２）を算出した結果（図２８参照）について説明する。
【０１９７】
　以下に算出方法の考え方を説明する。まず、コア部に流入する前の冷媒とコア部から流
出した後の冷媒とでは乾き度が異なるため、ΔＰｔ１＜ΔＰｔ２とすることにより、風下
側、風上側のそれぞれに流れる冷媒流量がバランスする。
【０１９８】
　そして、冷媒流量のバランス、および圧力損失は流速の２乗によって作用することから
、以下の数式２を満たすことが好ましい。
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【０１９９】
　（数式２）
　Ｓ１／Ｓ２＝（Ｖ１／Ｖ２）２

　さらに、冷媒流量は風上側のコア部の方が多いことが好ましいことから、Ｓ１／Ｓ２は
図２８に示すＡｎｓｅｒ値以上であることが好ましい。
【０２００】
　図２８に示すように、熱交換器は、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つように形成するこ
とが好ましい。また、分配通路の合計断面積Ｓ１および合流通路の合計断面積Ｓ２とは、
最遠部位の流路列群が冷媒上昇部である場合は第２連通路４３が分配通路であり、第１連
通路３３が合流通路である。また、第２連通路４３、第１連通路３３がそれぞれ複数の通
路で構成されている場合には、各通路の断面積をそれぞれ合計した値である。第２連通路
４３および第１連通路３３がそれぞれ単一の通路で構成されている場合には、単一の通路
の断面積である。
【０２０１】
　一方、最遠部位の流路列群が冷媒下降部である場合は第１連通路３３が分配流路であり
、第２連通路４３が合流流路である。また、第２連通路４３、第１連通路３３がそれぞれ
複数の通路で構成されている場合には、各通路の断面積をそれぞれ合計した値である。第
２連通路４３および第１連通路３３がそれぞれ単一の通路で構成されている場合には、単
一の通路の断面積である。
【０２０２】
　さらに図２８に示すように、コア部を流れる冷媒パス数が６パスである場合には、０．
７１≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つことが好ましい。コア部を流れる冷媒パス数が５パスである
場合には、０．４７≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つようにすることが好ましい。コア部を流れる
冷媒パス数が４パスである場合には、０．６６≦Ｓ１／Ｓ２が成り立つようにすることが
好ましい。コア部を流れる冷媒パス数が３パスである場合には、０．４１≦Ｓ１／Ｓ２が
成り立つようにすることが好ましい。
【０２０３】
　（第１７実施形態）
　第１７実施形態では、最遠部位の風上側流路列群２２０，２２１の横方向幅と最遠部位
の風下側流路列群２１０，２１１の横方向幅とが同じでないコア部１０７，１０８につい
て図２９および図３０にしたがって説明する。図３０は図２９に示す蒸発器の他の形態に
ついて、構成および冷媒流れを示した模式図である。
【０２０４】
　図２９は最遠部位の風上側流路列群２２１が最遠部位の風下側流路列群２１１よりも横
方向の幅が大きく形成されている蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。ま
た、この蒸発器は、最遠部の流路列群が冷媒下降部となっており、冷媒流れのパターンが
１－１－１であり、冷媒パス数が３パスである。
【０２０５】
　次に、図３０は最遠部位の風下側流路列群２１１が最遠部位の風上側流路列群２２１よ
りも横方向の幅が大きく形成されている蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図であ
る。また、この蒸発器は、最遠部の流路列群が冷媒下降部となっており、冷媒流れのパタ
ーンが１－１－１であり、冷媒パス数が３パスである。
【０２０６】
　（第１８実施形態）
　第１８実施形態では、すべての実施形態の蒸発器に適用可能な連通路形成部材とコア部
との位置関係について図３１～図３３にしたがって説明する。図３１は連通路形成部材４
４およびコア部との関係を示した概略正面図である。図３２は他の形態の連通路形成部材
４４およびコア部との関係を示した概略正面図である。図３３はさらに他の形態の連通路
形成部材４４およびコア部との関係を示した概略正面図である。
【０２０７】
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　図３１～図３３に示すように、連通路形成部材４４は、少なくともその一部がコア部１
００の幅方向端部よりも内側に位置するように設けられている。この構成により、デッド
スペースを低減してコア部の横幅寸法を大きくすることができる。
【０２０８】
　図３１では、コア部を支持するサイドプレート５００はその長手方向の端部が連通路形
成部材４４の内部に挿入された状態で設けられている。また、コア部の幅方向の端部に位
置するチューブ２０ａをその長手方向の端部が連通路形成部材４４の内部に挿入された状
態で設けてもよい。この構成によれば、連通路形成部材４４の一部をコア部の幅方向両端
部よりも内側に位置するように配置した場合でも、チューブ２０ａまたはサイドプレート
５００の長手方向の端部に特別な加工を施す必要がなく、熱交換器の製造の簡素化になる
。
【０２０９】
　図３２では、コア部を支持するサイドプレート５００は屈曲させた長手方向の端部が風
下側下部タンク４１１の内部に挿入された状態に設けられている。また、コア部の幅方向
の端部に位置するチューブ２０ａをその長手方向の端部を屈曲させて風下側下部タンク４
１１の内部に挿入された状態に設けてもよい。この構成によれば、連通路形成部材４４の
一部をコア部の幅方向両端部よりも内側に位置するように配置した場合でも、チューブ２
０ａまたはサイドプレート５００の長手方向の端部が第２連通路４３に存在しないので、
連通路を流れる冷媒の流通抵抗を低減することができる。
【０２１０】
　図３３では、コア部の幅方向の端部に位置しさらに内部に冷媒が流通しないように構成
されたチューブ２０ａを備えた蒸発器が図示されており、チューブ２０ａまたはコア部を
支持するサイドプレート５００はその長手方向の端部が屈曲された状態で連通路形成部材
４４に接触して設けられている。この構成によれば、連通路形成部材４４の一部をコア部
の幅方向両端部よりも内側に位置するように配置した場合でも、チューブ２０ａまたはサ
イドプレート５００の長手方向の端部をタンク内部等に挿入設置する組み立て工程を不要
にできる。
【０２１１】
　（その他の実施形態）
　また、上記実施形態では、コア部を構成し、空気流れ方向（Ｚ方向）に並んでいる流路
列群が２列の流路列群である形態を説明しているが、これに限定されるものではなく、流
路列群は３列以上で構成してもよい。
【０２１２】
　また、上記実施形態におけるコア部は、チューブ間にアウタフィンを設けないコア部や
、チューブ間にチューブを形成する部材から切り起こした突起部等を備えるコア部であっ
てもよい。これらのように、コア部が、チューブ間にフィンを備えないフィンレスタイプ
であったり、コア部が、隣り合うチューブ間において片側のチューブのみに接合したフィ
ンを備えるタイプであったりする場合には、コア部の外表面で凝縮した凝縮水の排水性能
が極めて良好であるため、コア部の正確な温度検出が容易であり、良好な応答性が得られ
、有用である。
【０２１３】
　また、上記実施形態では、冷媒にＲ１３４ａを採用していたが、冷媒はこれに限定され
るものではなく、二酸化炭素冷媒、Ｒ１５２冷媒等の他の冷媒を採用した場合であっても
同様な効果は得られるが、Ｒ１３４ａ冷媒を用いた場合に効果が特に顕著である。
【０２１４】
　また、上記実施形態では、蒸発器を車両用空調装置の冷凍サイクルに用いた例の説明を
したが、本発明は、車両用空調装置以外の冷凍サイクルに用いられる熱交換器であっても
適用することができることはいうまでもない。
【０２１５】
　また、上記実施形態では、風上側ヘッダタンクおよび風下側ヘッダタンクはそれぞれの
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ヘッダタンクに接続される複数のチューブ内の冷媒をタンク内部で分配および収集するよ
うに説明しているが、チューブ内の冷媒が分配および収集される部位はこれに限定される
ものではない。例えば、冷媒が分配または収集される部位が完全にタンク内部ではなくタ
ンク内部よりも上流側で収集されたり、タンク内部よりも下流側で分配されたりする構成
であってもよい。
【０２１６】
　また、空気の流れ方向において風下側流路列群２１の厚さ寸法を風上側流路列群２２の
厚さ寸法よりも大きくしてもよい。これにより、より乾き度が大きくなる風下側の流路の
断面積が大きくなるので、熱交換器全体としての冷媒の圧力損失を低減することができる
。
【０２１７】
　また、上記実施形態の蒸発器は、流入口５１から最遠部位に位置する風下側ヘッダタン
ク１１の内部と、流出口５２から最遠部位に位置する風上側ヘッダタンク１２の内部とを
連絡し、コア部を構成する体格よりも横方向または上下方向に突出した位置に配置される
連通手段を有している。これに加え、風下側ヘッダタンク１１の内部と風上側ヘッダタン
ク１２の内部とを連通させる連通路を備えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】本発明が適用される熱交換器の一例である蒸発器１の全体構成を示す外観斜視図
である。
【図２】蒸発器１のコア部１００の一部を拡大図示した斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る蒸発器１の構成および冷媒流れを示した模式図であ
る。
【図４】図４は連通路形成部材４４の構成を示した分解図である。
【図５】第２実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図６】連通路入口４４１ａおよび連通路出口４４１ｂと風下側流路列群２１０および風
上側流路列群２２０との位置関係を反Ｘ方向に見たときの模式図である。
【図７】第３実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図８】第４実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図９】第５実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図１０】第６実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図１１】連通路入口３４１ａおよび連通路出口３４１ｂと風下側流路列群２１１および
風上側流路列群２２１との位置関係をＸ方向に見たときの模式図である。
【図１２】第７実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図１３】連通穴３００と風下側流路列群２１１および風上側流路列群２２１との位置関
係を反Ｚ方向に見たときの模式図である。
【図１４】第８実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図１５】連通穴４００と風下側流路列群２１０および風上側流路列群２２０との位置関
係を反Ｚ方向に見たときの模式図である。
【図１６】第９実施形態に係る蒸発器（冷媒パス数が６パスの場合）の構成および冷媒流
れを示した模式図である。
【図１７】第１０実施形態に係る蒸発器（冷媒パス数が５パスの場合）の構成および冷媒
流れを示した模式図である。
【図１８】第１１実施形態に係る蒸発器（冷媒パス数が５パスの場合）の構成および冷媒
流れを示した模式図である。
【図１９】第１２実施形態に係る蒸発器（冷媒パス数が４パスの場合）の構成および冷媒
流れを示した模式図である。
【図２０】第１３実施形態に係る蒸発器（冷媒パス数が３パスの場合）の構成および冷媒
流れを示した模式図である。
【図２１】第１４実施形態に係る蒸発器の配置状態を示した側面図である。
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【図２２】第１４実施形態の蒸発器の最遠部位における上部ヘッダタンク内部とコア部内
の冷媒量の関係を示した側面図である。
【図２３】第１４実施形態の蒸発器の最遠部位における下部ヘッダタンク内部とコア部内
の冷媒量の関係を示した側面図である。
【図２４】第１５実施形態の蒸発器に係る上部ヘッダタンク３の側面である。
【図２５】図２４の上部ヘッダタンク３における流入口５１をＸ方向に見たときの正面図
である。
【図２６】タンク外径Ｄとタンク内の圧力損失との関係を所定条件において求めた計算結
果を示すグラフである。
【図２７】第１６実施形態の蒸発器において、風上側流路列群を流れる冷媒量ＧＲ２と風
下側流路列群を流れる冷媒量ＧＲ１の適切な条件を設計するための模式図である。
【図２８】適切な分配通路の合計断面積と合流通路の合計断面積の比を冷媒パス数毎に算
出した結果を示した図である。
【図２９】第１７実施形態に係る蒸発器の構成および冷媒流れを示した模式図である。
【図３０】図２９に示す蒸発器の他の形態について、構成および冷媒流れを示した模式図
である。
【図３１】第１８実施形態の蒸発器について、連通路形成部材４４およびコア部との関係
を示した概略正面図である。
【図３２】他の形態の連通路形成部材４４およびコア部との関係を示した概略正面図であ
る。
【図３３】さらに他の形態の連通路形成部材４４およびコア部との関係を示した概略正面
図である。
【符号の説明】
【０２１９】
　１１…風下側ヘッダタンク
　１２…風上側ヘッダタンク
　２０，２０ａ，２０ｂ…チューブ
　２１…風下側流路列群
　２１ａ，２２ａ…上昇流路列群
　２１ｂ，２２ｂ…下降流路列群
　２２…風上側流路列群
　３１…風下側上部タンク
　３１ａ…セパレータ（風下側仕切り壁）
　３２…風上側上部タンク
　３２ａ…セパレータ（風上側仕切り壁）
　３３，３３Ａ…第１連通路（連通手段、上部側連通路、連通路）
　３４，３４Ａ…連通路形成部材
　４１…風下側下部タンク
　４１ａ…セパレータ（風下側仕切り壁）
　４２…風上側下部タンク
　４２ａ…セパレータ（風上側仕切り壁）
　４３，４３Ａ…第２連通路（連通手段、下部側連通路）
　４４…連通路形成部材
　５１…流入口（冷媒入口部）
　５２…流出口（冷媒出口部）
　１００…コア部
　２１０…最遠部位の風下側流路列群（上昇流路列群）
　２１１…最遠部位の風下側流路列群（下降流路列群）
　２２０…最遠部位の風上側流路列群（上昇流路列群）
　２２１…最遠部位の風上側流路列群（下降流路列群）
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