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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来の室外機のようにシーズヒーターを用いる
場合であっても、シーズヒーターに比べて単位面積あた
りの発熱能力が劣るヒーターを用いる場合であっても、
除霜運転によって生じるドレン水を確実に排水可能な冷
凍サイクル装置の室外機を提供する。
【解決手段】室外機は、排水口４３を有する底板２１と
、底板２１の上方に配置される熱交換器と、熱交換器の
底面の全部または一部に接する板状の第一ヒーター伝熱
部材５１と、第一ヒーター伝熱部材５１に設けられる線
状のヒーター５２と、を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
排水口を有する底板と、
　前記底板の上方に配置される熱交換器と、
　前記熱交換器の底面の全部または一部に接する板状のヒーター伝熱部材と、
　前記ヒーター伝熱部材に設けられる線状のヒーターと、を備える冷凍サイクル装置の室
外機。
【請求項２】
前記ヒーター伝熱部材は、アルミニウム製またはアルミニウム合金製である請求項１に記
載の冷凍サイクル装置の室外機。
【請求項３】
前記ヒーター伝熱部材には、アルマイト処理が施されている請求項２に記載の冷凍サイク
ル装置の室外機。
【請求項４】
前記底板と前記ヒーター伝熱部材との間に挟まれる断熱材を備える請求項１から３のいず
れか１項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
【請求項５】
前記ヒーター伝熱部材は、前記熱交換器の底面の全部または一部に接する板状の第一部位
と、前記第一部位を囲み、かつ前記第一部位よりも上方に配置される第二部位と、を有し
、
　前記第一部位は、前記熱交換器から流れ落ちる水を排水する排水口を有し、
　前記第二部位は、前記ヒーターを保持する請求項１から４のいずれか１項に記載の冷凍
サイクル装置の室外機。
【請求項６】
前記熱交換器に対向して配置されるファンを有する送風機と、
　前記ファンの下方に配置され、かつアルミニウム製またはアルミニウム合金製の第二ヒ
ーター伝熱部材と、
　前記第二ヒーター伝熱部材に前記ヒーターまたは第二ヒーターと、を備える請求項１か
ら５のいずれか１項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明に係る実施形態は、冷凍サイクル装置の室外機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷凍サイクル装置の室外機として、空気調和機の室外機やヒートポンプ式給湯器の室外
機がある。冷凍サイクル装置の室外機は、屋外に設置される。室外機の内部には、冷凍サ
イクル機器が収納されている。冷凍サイクル装置の室外機は、底板を有する筐体と、筐体
の内部に設けられる圧縮機、熱交換器、および熱交換器に通風を行う送風機と、を備えて
いる。
【０００３】
　ところで、冷凍サイクル装置では、寒冷地や降雪地域のように、外気温度が低い環境の
下で加熱運転（暖房運転）を継続することによって、室外機の熱交換器が着霜する場合が
ある。室外機の熱交換器が着霜した場合には、冷凍サイクル装置の熱交換性能は著しく低
下する。
【０００４】
　そこで、冷凍サイクル装置は、室外機の熱交換器に付着した霜を溶かす霜取り運転（い
わゆる除霜運転）を定期的に行う。除霜運転では、室外機の熱交換器に高温の冷媒を流通
させることで熱交換器に付着した霜を溶かす。溶けた霜、つまりドレン水（排水、溶けた
霜）は、底板に滴下する。この除霜運転によって生じるドレン水は、室外機の底板に設け
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られた排水口を通じて外部に排水される。
【０００５】
　しかしながら、外気温度が氷点下以下の環境下では、除霜運転によって生じるドレン水
が、室外機の外部に排水される前に底板上で凍結する場合がある。ドレン水が排水口に達
する前に凍結してしまった場合には、ドレン水は、正常に排水されない。
【０００６】
　そこで、従来の冷凍サイクル装置の室外機は、底板の上面に設けられた電熱装置を備え
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－５５４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の室外機の電熱装置は、電熱装置として、多少曲げることができるものの自由な経
路で敷設することが難しいシーズヒーターを備えている。つまり、従来の室外機の電熱装
置は、予め敷設経路に適合する形状で製作される必要がある。
【０００９】
　そこで、可撓性を有して自由に曲げることが可能であり、そのため敷設経路を柔軟に設
定することが可能なヒーター（いわゆるコードヒーター）が、室外機の電熱装置に適用さ
れる場合がある。
【００１０】
　しかしながら、一般に、可撓なヒーターの単位面積あたりの発熱能力は、従来のシーズ
ヒーターの単位面積あたりの発熱能力よりも劣る。つまり、ヒーターの敷設経路の自由度
と、ヒーターの単位面積あたりの発熱能力とは、二律背反（トレードオフ）の関係にある
。
【００１１】
　ところで、従来の室外機のように電熱装置で底板を加熱する場合には、電熱装置の熱量
は、底板に広く伝わる。そのため、ドレン水が底板の排水口に達する前に凍結することを
防ぐためには、相当の熱量が必要である。換言すると、電熱装置の発熱量が不十分であれ
ば、底板上に滴下したドレン水の凍結を防ぐために必要な熱量が不足する。つまり、従来
の室外機のように電熱装置で底板を加熱する場合には、底板上のドレン水は、排水口に達
する前に凍結する虞が生じる。
【００１２】
　そこで、本発明は、従来の室外機のようにシーズヒーターを用いる場合であっても、シ
ーズヒーターに比べて単位面積あたりの発熱能力が劣るヒーターを用いる場合であっても
、除霜運転によって生じるドレン水を確実に排水可能な冷凍サイクル装置の室外機を提案
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記の課題を解決するため本発明の実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機は、排水
口を有する底板と、前記底板の上方に配置される熱交換器と、前記熱交換器の底面の全部
または一部に接する板状のヒーター伝熱部材伝熱部材と、前記ヒーター伝熱部材に設けら
れる線状のヒーターと、を備えている。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機の一例の分解斜視図。
【図２】本発明の実施形態に係る室外機の内部の斜視図。
【図３】本発明の実施形態に係る室外機の底板および電熱装置の斜視図。
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【図４】本発明の実施形態に係る室外機の底板および第一電熱装置の部分的な断面図。
【図５】本発明の実施形態に係る室外機の底板および第二電熱装置の部分的な断面図。
【図６】本発明の実施形態に係る室外機の第一電熱装置の他の例の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る冷凍サイクル装置の室外機の実施形態について、図１から図６を参照して
説明する。なお、複数の図面中、同一または相当する構成には同一の符号が付されている
。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機の一例の分解斜視図である
。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、空気取入口１１
と空気吹出口１２とを有する筐体１３と、筐体１３内に配置される圧縮機１５と、筐体１
３内に配置される送風機１６と、筐体１３内に配置される熱交換器１７と、筐体１３内に
配置される電気部品箱１８と、を備えている。
【００１８】
　筐体１３は、直方体形状を有している。筐体１３の幅寸法（左右方向の寸法）は、筐体
１３の奥行き寸法（前後方向の寸法）よりも大きい。筐体１３は、底板２１と、左側面を
覆う左側板２２ａと、右側面を覆う右側板２２ｂと、正面を覆う前板２５と、背面を覆う
フィンガード２６と、天面を覆う天板２７と、底板２１に立てて設けられて筐体１３内を
左右に仕切る仕切板２８と、を備えている。
【００１９】
　底板２１は、平面視において長方形状を有している。底板２１の幅寸法は、底板２１の
奥行き寸法よりも大きい。底板２１は、室外機１の接地面に対して実質的に平行する。底
板２１は、例えば鉄系合金製の板金の加工品である。底板２１は、室外機１に内蔵される
各部品を支持するため、前板２５、左側板２２ａ、右側板２２ｂ、および天板２７に比べ
て厚みを有している。底板２１には、圧縮機１５、送風機１６、および熱交換器１７が固
定され、支持されている。
【００２０】
　前板２５は板金の加工品である。前板２５は底板２１に比べて薄い。前板２５は、中央
に円形の空気吹出口１２を有している。空気吹出口１２には、ファンガード２９が設けら
れている。
【００２１】
　ファンガード２９は、細かいマス目状の多数の開口を有している。フィンガード２６は
、熱交換器１７を覆い隠している。
【００２２】
　仕切板２８は板金の加工品である。仕切板２８は、上下方向に伸びる板状部材である。
仕切板２８は、底板２１に、例えばネジ止めのような固定方法で固定されている。仕切板
２８は、筐体１３内を筐体１３の幅方向（左右方向）に二分している。仕切板２８によっ
て仕切られた筐体１３内の右側の空間は、機械室３１である。仕切板２８によって仕切ら
れた筐体１３内の左側の空間は、送風機室３２である。
【００２３】
　圧縮機１５は、機械室３１に配置されている。圧縮機１５は、冷凍サイクルを循環する
冷媒を圧縮して送り出す圧縮機構（図示省略）と、圧縮機構を駆動させる電動機（図示省
略）と、を内蔵している。圧縮機１５は、冷凍サイクルを循環する冷媒を流通させる冷媒
配管３３に接続されている。なお、図１の冷媒配管３３は、冷凍サイクル全体の冷媒配管
の一部である。
【００２４】
　送風機１６および熱交換器１７は送風機室３２に配置されている。
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【００２５】
　熱交換器１７は、アルミニウム製またはアルミニウム合金製のフィンドチューブタイプ
である。熱交換器１７は、筐体１３の背面の内面、および左側面の内面に沿って拡がり、
平面視においてＬ字形を有している。送風機１６は、プロペラファン３５と、プロペラフ
ァン３５を回転駆動させる電動機３６と、を備えている。送風機１６は、プロペラファン
３５の回転中心線を筐体１３の前後方向へ向けて、筐体１３の前板２５と熱交換器１７と
の間に配置されている。送風機１６は、底板２１の上方に配置されている。送風機１６は
、熱交換器１７に対向している。つまり、プロペラファン３５は、底板２１の上方に配置
されている。プロペラファン３５は、熱交換器１７に対向している。電動機３６によって
回転駆動するプロペラファン３５は、室外機１の背面側から空気を吸い込んで、室外機１
の正面側へ空気を吹き出させる。つまり、プロペラファン３５は、フィンガード２６側か
ら空気を吸い込んで、前板２５の空気吹出口１２へ空気を吹き出させる。したがって、熱
交換器１７によって熱交換される空気、つまり室外機１の周囲の雰囲気は、熱交換器１７
の背面側から正面側へ向かって流れる。
【００２６】
　寒冷地や、降雪地域のように外気温度が低い環境下で暖房運転（加熱運転）を継続する
と、室外機１の熱交換器１７は着霜する。そこで、冷凍サイクル装置は、熱交換器１７に
付着した霜を溶かす除霜運転を定期的に、もしくは着霜を検知した時に実行する。除霜運
転は、冷凍サイクル中の冷媒の流れを切り換ええる四方弁（図示省略）を駆動させ、冷凍
サイクルを冷房運転（冷却運転）へ切り替えた状態で行われる。四方弁の切り換えによっ
て、暖房運転中は蒸発器として機能していた熱交換器１７が凝縮器として機能する。そし
て、高温冷媒が熱交換器１７内を流通する。その結果、熱交換器１７の温度が上昇し、熱
交換器１７を構成するフィンやパイプに付着した霜が溶け、溶けた水が熱交換器１７の下
方へ流れ落ちる。また、除霜運転時は、送風機１６は停止している。除霜運転によって溶
けた霜の一部は湯気（水蒸気）となり、送風機１６のプロペラファン３５で結露する。プ
ロペラファン３５で結露した水はプロペラファン３５の下方に流れ落ちる。除霜運転によ
って熱交換器１７やプロペラファン３５から流れ落ちる水を、以下、ドレン水、または排
水と言う。
【００２７】
　そこで、底板２１は、ドレン水を室外機１の外部に排水するために、熱交換器１７の下
方、主に熱交換器１７の真下に、適宜の排水口（排水孔）を有している。
【００２８】
　しかしながら、外気温度が氷点下以下の場合には、除霜運転によって熱交換器１７から
底板２１へ流れ落ちる水が、底板２１の排水口に達する前、換言すると室外機１の外部に
排水される前に凍結してしまう虞がある。
【００２９】
　そこで、本実施形態に係る室外機１は、ドレン水の凍結を防止する電熱装置を備えてい
る。本実施形態に係る室外機１の電熱装置について説明する。
【００３０】
　図２は、本発明の実施形態に係る室外機の内部の斜視図である。
【００３１】
　図３は、本発明の実施形態に係る室外機の底板および電熱装置の斜視図である。
【００３２】
　なお、図２では、室外機１の前板２５、フィンガード２６、左側板２２ａ、右側板２２
ｂ、および天板２７は省略されている。
【００３３】
　図２および図３に示すように、本実施形態の係る室外機１は、除霜運転時に熱交換器１
７から滴下するドレン水の凍結を防止する第一電熱装置４１と、プロペラファン３５から
滴下するドレン水が凍結して送風機１６の回転を阻害するまで堆積することを防ぐ第二電
熱装置４２と、を備えている。第一電熱装置４１は、熱交換器１７の底部に設けられてい
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る。第二電熱装置４２は、送風機１６のプロペラファン３５の真下に設けられている。
【００３４】
　ここで先ず、熱交換器１７に関し、室外機１の背面の内面に沿っている部位を背面部１
７ａと呼び、室外機１の左側面の内面に沿っている部位を側面部１７ｂと呼ぶ。
【００３５】
　筐体１３の底板２１は、熱交換器１７から滴下するドレン水を室外機１の外部（外側）
へ排水する複数の排水口４３を有している。
【００３６】
　複数の排水口４３は、熱交換器１７から滴下するドレン水を室外機１の外部へ円滑に排
水できるように、熱交換器１７の真下に配置されているものを含んでいる。具体的には、
複数の排水口４３は、室外機１の背面に沿って配置される第一排水口４３ａ、第二排水口
４３ｂ、および第三排水口４３ｃと、室外機１の左奥側の角部（隅部）に配置される第四
排水口４３ｄと、室外機１の左側面に沿って配置される第五排水口４３ｅと、を含んでい
る。
【００３７】
　第二排水口４３ｂは、第一排水口４３ａと第三排水口４３ｃとの間に挟まれている。第
二排水口４３ｂは円形を有している。第二排水口４３ｂは、平面視において、送風機１６
の真後ろに配置されている。第二排水口４３ｂは、熱交換器１７の背面部１７ａのほぼ中
央の真下に配置されている。
【００３８】
　第一排水口４３ａは第二排水口４３ｂの右側方に配置され、第三排水口４３ｃは第二排
水口４３ｂの左側方に配置されている。第三排水口４３ｃは、第二排水口４３ｂよりも室
外機１の左奥側の角部（隅部）に近い。第三排水口４３ｃは、室外機１の左奥側の角部の
近くに配置されている。
【００３９】
　第一排水口４３ａ、第二排水口４３ｂ、および第三排水口４３ｃは、主として熱交換器
１７の背面部１７ａから滴下したドレン水を室外機１の外部へ排水する。
【００４０】
　第四排水口４３ｄは、Ｌ字形の熱交換器１７の屈曲部位の真下に配置されている。第四
排水口４３ｄは、主として熱交換器１７の屈曲部位から滴下したドレン水を室外機１の外
部へ排水する。
【００４１】
　第五排水口４３ｅは、熱交換器１７の側面部１７ｂの真下に配置されている。第五排水
口４３ｅは、主として熱交換器１７の側面部１７ｂから滴下したドレン水を室外機１の外
部へ排水する。
【００４２】
　また、筐体１３の底板２１は、プロペラファン３５から滴下したドレン水を室外機１の
外部（外側）へ排水する排水口４５を有している。
【００４３】
　そして、第一電熱装置４１は、熱交換器１７に接する第一ヒーター伝熱部材５１と、第
一ヒーター伝熱部材５１に設けられる線状のヒーター５２と、を備えている。第二電熱装
置４２は、プロペラファン３５の真下に配置される第二ヒーター伝熱部材５５と、第二ヒ
ーター伝熱部材５５に設けられる線状のヒーター５２と、を備えている。つまり、ヒータ
ー５２は、第一電熱装置４１および第二電熱装置４２で共有されている。
【００４４】
　なお、第一電熱装置４１および第二電熱装置４２は、別個のヒーターをそれぞれに占有
していても良い。この場合には、第一電熱装置４１は、第一ヒーターを占有し、第二電熱
装置４２は、第二ヒーターを占有する。換言すると、第一ヒーター伝熱部材５１が第一ヒ
ーターを保持し、第二ヒーター伝熱部材５５が第二ヒーターを保持する。
【００４５】
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　図４は、本発明の実施形態に係る室外機の底板および第一電熱装置の部分的な断面図で
ある。図４は、図３におけるＩＶ－ＩＶ線における断面図である。
【００４６】
　図２および図３に加えて、図４に示すように、本実施形態の係る室外機１の第一電熱装
置４１は、第一ヒーター伝熱部材５１、およびヒーター５２に加えて、底板２１と第一ヒ
ーター伝熱部材５１との間に挟まれる第一断熱材５８を備えている。
【００４７】
　ここで先ず、熱交換器１７に関し、筐体１３の左側板２２ａおよびフィンガード２６を
臨む熱交換器１７の面を、便宜的に熱交換器１７の上流側の面１７ｃと呼び、送風機１６
を臨む熱交換器１７の面を、便宜的に熱交換器１７の下流側の面１７ｄと呼ぶ。
【００４８】
　電熱装置４１、４２で共有されるヒーター５２は、いわゆるコードヒーターである。ヒ
ーター５２は、可撓性を有している。つまり、ヒーター５２は、容易に曲げることができ
る。電熱装置４１、４２は、１本の線状のヒーター５２を適宜の経路で這わせている。コ
ードヒーターは、シーズヒーターに比べ安価であるが発熱量が小さい。
【００４９】
　ヒーター５２は、並走する２本の配線６１と、２本の配線の周囲を覆う被覆６２と、を
有している。被覆６２は、例えばシリコンゴム製である。ヒーター５２の一方の端５２ａ
（始端）は、電源に接続のための電気入力端である。ヒーター５２の他方の端５２ｂ（終
端）において、内部の２本の配線６１は、圧着などによって電気的に接続されている。２
本の配線６１の一方は熱線であり、他方は熱線に電気を流す電線である。
【００５０】
　ヒーター５２は、第一ヒーター伝熱部材５１および第二ヒーター伝熱部材５５に保持さ
れた状態で筐体１３の底板２１の上面に敷設される。つまり、ヒーター５２は、第一ヒー
ター伝熱部材５１および第二ヒーター伝熱部材５５上に敷設された後、その敷設経路を保
ったまま、第二ヒーター伝熱部材５５と一体で筐体１３の底板２１に敷設される。
【００５１】
　第一ヒーター伝熱部材５１は、平面視においてＬ字に屈曲する熱交換器１７に倣い、熱
交換器１７と同様のＬ字形を有している。第一ヒーター伝熱部材５１は、熱交換器１７の
底面１７ｅの全部または一部に接する板状の第一部位６５と、第一部位６５に連接され、
かつヒーター５２を保持する第二部位６６と、を備えている。
【００５２】
　第一部位６５は、平面視においてＬ字に屈曲する熱交換器１７に倣い、熱交換器１７と
同様のＬ字形を有している。第一部位６５は、熱交換器１７の底面に滴下するドレン水を
、底板２１へ滴下する以前に受け止め、第二部位６６から伝わるヒーター５２の熱で加熱
する。換言すると、第一部位６５は、ドレン水の加熱プレートである。
【００５３】
　第一部位６５は、熱交換器１７の上流側の面１７ｃに近い外側辺部６５ａと、熱交換器
１７の下流側の面１７ｄに近い内側辺部６５ｂと、を有している。
【００５４】
　第二部位６６は、熱交換器１７で熱交換される空気の流れ方向（図４中の実線矢印ｆ）
において、第一部位６５よりも下流側に配置されている。換言すると、第二部位６６は、
第一部位６５の内側辺部６５ｂに連接している。第二部位６６は、熱交換器１７から第一
部位６５へ流れ落ちる水が、熱交換器１７の下流方向、つまり送風機１６の方へ流れ出し
たり、飛散したりすることを防ぐ。
【００５５】
　第二部位６６は、下方へ開放される凹形状を有している。第二部位６６は、凹形状の窪
みにヒーター５２を囲い込んで、これを保持している。第二部位６６は、ヒーター５２が
二重に敷設される二重敷設部６８を、一括して保持している。
【００５６】
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　第一ヒーター伝熱部材５１は、第二部位６６から底板２１へ向かって延びる固定フラン
ジ７１を備えている。固定フランジ７１は複数あって、底板２１の第三排水口４３ｃの近
傍、および底板２１の第五排水口４３ｅの近傍で、第一ヒーター伝熱部材５１を底板２１
に固定している。固定フランジ７１は、ネジ穴（図示省略）を有している。第一ヒーター
伝熱部材５１は、ネジ穴を通って底板２１締め込まれるネジ７２によって底板２１に固定
されている。換言すると、ネジ７２は、第一ヒーター伝熱部材５１を底板２１に固定する
固定部材である。
【００５７】
　また、第一ヒーター伝熱部材５１は、アルミニウム製またはアルミニウム合金製の板体
の加工品である。第一ヒーター伝熱部材５１は、０．８ミリメートル（ｍｍ）以上の厚み
を有する板材を板金加工したものであることが好ましい。
【００５８】
　さらに、第一ヒーター伝熱部材５１は、熱交換器１７から流れ落ちるドレン水で腐食す
ることのないよう適宜の表面処理が施され、かつヒーター５２からドレン水への熱伝導を
妨げないことが望ましい。そこで、第一ヒーター伝熱部材５１にはアルマイト処理が施さ
れている。
【００５９】
　なお、第一ヒーター伝熱部材５１は、熱交換器１７へヒーター５２の熱を効率的に伝え
られるよう、熱交換器１７に接していれば良く、底板２１に接している必要は無い。また
、第一ヒーター伝熱部材５１は、銅製、銅合金製または鉄系合金製の板体の加工品であっ
ても良い。
【００６０】
　第一断熱材５８は、第一ヒーター伝熱部材５１およびヒーター５２を底板２１から熱的
に絶縁している。第一断熱材５８は、鉄系合金製の底板２１およびアルミニウム製または
アルミニウム合金製の第一ヒーター伝熱部材５１よりも熱伝導率が低い。第一断熱材５８
は、例えばポリエチレンフォーム製である。第一断熱材５８は、１ミリメートル（ｍｍ）
以上の厚みを有することが好ましい。第一断熱材５８は、鉄系合金製の底板２１とアルミ
ニウム製またはアルミニウム合金製の第一ヒーター伝熱部材５１との間に挟まり、両者の
間における異種金属接触腐食の発生を妨げる。
【００６１】
　第一断熱材５８は、図４における断面視においてＬ字形を有している。第一断熱材５８
は、第一板状部位７５と、第一板状部位７５に連接する第二板状部位７６と、を備えてい
る。
【００６２】
　第一板状部位７５は、第一板状部位７５と底板２１との間に挟まり、かつ下方へ開放さ
れた第二部位６６に配置されるヒーター５２の二重敷設部６８を底板２１から遮っている
。
【００６３】
　第二板状部位７６は、第一板状部位７５の縁から上方へ立上り、第二部位６６を閉じる
ように第一ヒーター伝熱部材５１の端面に達している。
【００６４】
　第一断熱材５８は、除霜運転時に高温冷媒が流れる熱交換器１７、およびヒーター５２
で加熱される第一ヒーター伝熱部材５１よりも低温な底板２１へ、熱交換器１７およびヒ
ーター５２の熱が伝わることを防ぐ。そのため、除霜運転時に熱交換器１７から第一ヒー
ター伝熱部材５１へ流れ落ちるドレン水は、従来の室外機のように底板をヒーターで加熱
する場合に比べて、より高温に加熱される。
【００６５】
　第一電熱装置４１は、ヒーター５２で加熱される第一ヒーター伝熱部材５１によって、
除霜運転によって熱交換器１７から流れ落ちるドレン水を保温または昇温させる。この保
温されたドレン水、またはより高温に加熱されたドレン水は、第一ヒーター伝熱部材５１
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の外側辺部６５ａから底板２１へ流れ落ちる（図４中の実線矢印ｄ）。
【００６６】
　そして、底板２１へ流れ落ちたドレン水は、複数の排水口４３から室外機１の外部へ排
水される。
【００６７】
　このとき、底板自体をヒーターで温める、従来の室外機では、ヒーターの熱は底板の広
範囲に拡散してしまい、熱交換器１７から流れ落ちるドレン水を保温したり昇温したりす
ることが難しい。鉄系合金製の底板は、ヒーターの熱を、放熱板のように室外機の周囲へ
放熱してしまい、ドレン水の本や昇温が不十分になって、排水口に達する以前にドレン水
を凍結させてしまう虞があった。
【００６８】
　そこで、本実施形態に係る室外機１は、高温冷媒で加熱される熱交換器１７に接触する
第一電熱装置４１にヒーター５２を設け、ドレン水を保温し、より高温に昇温させて底板
２１へ排水する。そのため、底板２１に流れ落ちるドレン水は、排水口４３により確実に
達して室外機１の外部へ排水される。
【００６９】
　図５は、本発明の実施形態に係る室外機の底板および第二電熱装置の部分的な断面図で
ある。図５は、図３におけるＶ－Ｖ線における断面図である。
【００７０】
　図２および図３に加えて、図５に示すように、本実施形態の係る室外機１の第二電熱装
置４２は、第二ヒーター伝熱部材５５、およびヒーター５２に加えて、底板２１と第二ヒ
ーター伝熱部材５５との間に挟まれる第二断熱材７８を備えている。
【００７１】
　第二ヒーター伝熱部材５５は、送風機１６の下方領域を左右方向（室外機１の幅方向）
へ直線状に延びている。第二ヒーター伝熱部材５５は、プロペラファン３５の真下に配置
される板状の第一部位８５と、第一部位８５に連接され、かつヒーター５２を保持する一
対の第二部位８６と、を備えている。
【００７２】
　第一部位８５は、室外機１の幅方向に長い長方形状を有している。第一部位８５は、プ
ロペラファン３５から滴下したドレン水が凍結してプロペラファン３５の回転を阻害する
まで堆積することを防ぐため、第二部位８６から伝わるヒーター５２の熱でプロペラファ
ン３５の真下に滴下したドレン水を保温または昇温させる。この保温されたドレン水、ま
たはより高温に加熱されたドレン水は、第二ヒーター伝熱部材５５の一方の短辺部に隣接
する排水口４５から室外機１の外部へ排水される。
【００７３】
　一対の第二部位８６は、第一部位８５の一対の長辺のそれぞれに連接している。換言す
ると、一対の第二部位８６は、第一部位８５の熱交換器１７に近い長辺部に設けられる第
二部位８６ａと、第一部位８５の熱交換器１７から遠い長辺部に設けられる第二部位８６
ｂと、を含んでいる。
【００７４】
　それぞれの第二部位８６は、下方へ開放される凹形状を有している。それぞれの第二部
位８６は、凹形状の窪みにヒーター５２を囲い込んで、これを保持している。
【００７５】
　第二ヒーター伝熱部材５５は、第一部位８５にネジ穴（図示省略）を有している。第二
ヒーター伝熱部材５５は、ネジ穴を通って底板２１締め込まれるネジ７２によって底板２
１に固定されている。換言すると、ネジ７２は、第二ヒーター伝熱部材５５を底板２１に
固定する固定部材である。
【００７６】
　また、第二ヒーター伝熱部材５５は、アルミニウム製またはアルミニウム合金製の板体
の加工品である。第二ヒーター伝熱部材５５は、０．８ミリメートル（ｍｍ）以上の厚み
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を有する板材を板金加工したものであることが好ましい。
【００７７】
　さらに、第二ヒーター伝熱部材５５は、プロペラファン３５から流れ落ちたドレン水で
腐食することのないよう適宜の表面処理が施され、かつヒーター５２からドレン水への熱
伝導を妨げないことが望ましい。そこで、第二ヒーター伝熱部材５５にはアルマイト処理
が施されている。
【００７８】
　なお、第二ヒーター伝熱部材５５は、銅製、銅合金製または鉄系合金製の板体の加工品
であっても良い。
【００７９】
　第二断熱材７８は、第二ヒーター伝熱部材５５およびヒーター５２を底板２１から熱的
に絶縁している。第二断熱材７８は、鉄系合金製の底板２１、およびアルミニウム製また
はアルミニウム合金製の第二ヒーター伝熱部材５５よりも熱伝導率が低い。第二断熱材７
８は、例えばポリエチレンフォーム製である。第二断熱材７８は、１ミリメートル（ｍｍ
）以上の厚みを有することが好ましい。第二断熱材７８は、鉄系合金製の底板２１とアル
ミニウム製またはアルミニウム合金製の第二ヒーター伝熱部材５５との間に挟まり、両者
の間における異種金属接触腐食の発生を妨げる。
【００８０】
　また、第二断熱材７８は、図５における断面視において凹形状を有している。第二断熱
材７８は、第一板状部位９５と、第一板状部位９５に連接する一対の第二板状部位９６と
、を備えている。
【００８１】
　第一板状部位９５は、第一板状部位９５と底板２１との間に挟まり、かつ下方へ開放さ
れた第二部位８６に配置されるヒーター５２を底板２１から遮っている。
【００８２】
　一方の第二板状部位９６は、第一板状部位９５の熱交換器１７に近い縁から上方へ立上
り、第二部位８６ａを閉じるように第二ヒーター伝熱部材５５の一方の端面に達している
。他方の第二板状部位９６は、第一板状部位９５の熱交換器１７から遠い縁から上方へ立
上り、第二部位８６ｂを閉じるように第二ヒーター伝熱部材５５の他方の端面に達してい
る。
【００８３】
　第二断熱材７８は、ヒーター５２で加熱される第二ヒーター伝熱部材５５よりも低温な
底板２１へ、ヒーター５２の熱が伝わることを防ぐ。そのため、除霜運転時にプロペラフ
ァン３５から第二ヒーター伝熱部材５２へ流れ落ちるドレン水は、従来の室外機のように
底板をヒーターで加熱する場合に比べて、より高温に加熱される。
【００８４】
　図３に戻って、以下、線状の単一のヒーター５２の配置について、一方の端５２ａ（始
端）から他方の端５２ｂ（終端）に至る敷設経路を説明する。
【００８５】
　ヒーター５２の一方の端５２ａは、室外機１の機械室３１に設けられた電気部品箱１８
内で交流電源に接続されている。ヒーター５２は、一方の端５２ａから延びて底板２１の
正面側の縁の内側を経て送風機室３２内へ入り込む。
【００８６】
　送風機室３２内に入り込んだヒーター５２は、プロペラファン３５下方の排水口４５の
正面を右側から左側へ横切って第二ヒーター伝熱部材５５に達する（図３中の５２ｃ部分
）。
【００８７】
　第二ヒーター伝熱部材５５に達したヒーター５２は、熱交換器１７から遠い方の第二部
位８６ｂを通ってプロペラファン３５下方を右側から左側へ横切る。次いで、ヒーター５
２は、第二ヒーター伝熱部材５５の左側方を迂回して、再度、第二ヒーター伝熱部材５５
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に達する（図３中の５２ｄ部分）。再度、第二ヒーター伝熱部材５５に達したヒーター５
２は、熱交換器１７に近い方の第二部位８６ａを通ってプロペラファン３５下方を左側か
ら右側へ横切る。
【００８８】
　次いで、ヒーター５２は、第二ヒーター伝熱部材５５の右側方を底板２１の後方へ延び
、第一排水口４３ａの近傍を経て第一ヒーター伝熱部材５１の第二部位６６の右端部に達
する（図３中の５２ｅ部分）。第一ヒーター伝熱部材５１の第二部位６６の右端部に達し
たヒーター５２は、第二部位６６を往復する。このヒーター５２の往復部分は、二重敷設
部６８である。二重敷設部６８を経て第一ヒーター伝熱部材５１の第二部位６６の右端部
に戻ったヒーター５２は、他方の端５２ｂに達する。
【００８９】
　なお、第一ヒーター伝熱部材５１は、複数の部品に分割されていても良い。例えば、第
一ヒーター伝熱部材５１は、熱交換器１７の背面部１７ａの真下に設けられる部品と、熱
交換器１７の側面部１７ｂの真下に設けられる部品と、熱交換器１７の背面部１７ａと側
面部１７ｂとを繋ぐ屈曲部の真下に設けられる部品と、に分割されていても良い。
【００９０】
　図６は、本発明の実施形態に係る室外機の第一電熱装置の他の例の斜視図である。
【００９１】
　図６に示すように、第一電熱装置４１Ａは、熱交換器１７に接する第一ヒーター伝熱部
材５１Ａを備えている。
【００９２】
　第一ヒーター伝熱部材５１Ａは、平面視においてＬ字に屈曲する熱交換器１７に倣い、
熱交換器１７と同様のＬ字形を有している。第一ヒーター伝熱部材５１Ａは、熱交換器１
７の底面１７ｅの全部または一部に接する板状の第一部位６５Ａと、第一部位６５Ａを囲
み、かつ第一部位６５Ａよりも上方に配置される第二部位６６Ａと、を備えている。
【００９３】
　第一部位６５Ａは、平面視においてＬ字に屈曲する熱交換器１７に倣い、熱交換器１７
と同様のＬ字形を有している。第一部位６５Ａは、熱交換器１７の底面に滴下するドレン
水を、底板２１へ滴下する以前に受け止め、第二部位６６Ａから伝わるヒーター５２の熱
で加熱する。換言すると、第一部位６５Ａは、ドレン水の加熱プレートである。
【００９４】
　また、第一部位６５Ａは、熱交換器１７から流れ落ちる水を排水する排水口１０１を有
している。なお、第一断熱材５８も、第一ヒーター伝熱部材５１Ａの排水口１０１の真下
に配置される排水口（図示省略）を有している。
【００９５】
　第二部位６６Ａは、第一部位６５Ａの縁を囲む堤に相当する。また、第二部位６６Ａは
、第一部位６５Ａを囲むように配置されるヒーター５２を保持している。第二部位６６Ａ
は、熱交換器１７から第一部位６５Ａへ流れ落ちる水が、第一部位６５Ａの排水口１０１
以外の箇所から流れ出したり、飛散したりすることを防ぐ。
【００９６】
　第二部位６６Ａは、下方へ開放される凹形状を有している。第二部位６６Ａは、凹形状
の窪みにヒーター５２を囲い込んで、これを保持している。ヒーター５２は、第一部位６
５Ａの縁を少なくとも１周、好ましくは２周回っている。２周回っている場合には、第二
部位６６Ａに二重敷設部６８が構成される。第二部位６６は、ヒーター５２が二重に敷設
される二重敷設部６８を、一括して保持している。
【００９７】
　また、第一ヒーター伝熱部材５１Ａは、アルミニウム製またはアルミニウム合金製の板
体の加工品である。第一ヒーター伝熱部材５１Ａは、０．８ミリメートル（ｍｍ）以上の
厚みを有する板材を板金加工したものであることが好ましい。第一ヒーター伝熱部材５１
Ａの第一部位６５Ａはドレン水に晒されるため、第一ヒーター伝熱部材５１Ａにはアルマ
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イト処理が施されている。
【００９８】
　なお、第一ヒーター伝熱部材５１Ａは、熱交換器１７へヒーター５２の熱を効率的に伝
えられるよう、熱交換器１７に接していれば良く、底板２１に接している必要は無い。
【００９９】
　第一電熱装置４１Ａは、ヒーター５２で加熱される第一ヒーター伝熱部材５１Ａによっ
て、除霜運転によって熱交換器１７から流れ落ちるドレン水を保温または昇温させる。こ
の保温されたドレン水、またはより高温に加熱されたドレン水は、第一ヒーター伝熱部材
５１Ａの排水口１０１および第一断熱材５８の排水口を通じて流れ落ちる。
【０１００】
　そして、第一ヒーター伝熱部材５１Ａの排水口１０１および第一断熱材５８の排水口を
通じて流れ落ちたドレン水は、底板２１の排水口４３から室外機１の外部へ排水される。
第一ヒーター伝熱部材５１Ａの排水口１０１は、底板２１の排水口４３の真上に配置され
ていることが好ましい。その場合には、第一ヒーター伝熱部材５１Ａの排水口１０１から
流れ落ちるドレン水は、底板２１上に留まることなく、直接的に室外機１の外部へ排水さ
れる。
【０１０１】
　本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、熱交換器１７の底面の全部または一
部に接する板状の第一部位６５を有し、かつアルミニウム製またはアルミニウム合金製の
第一ヒーター伝熱部材５１と、第一ヒーター伝熱部材５１に設けられる線状のヒーター５
２と、を備えている。そのため、室外機１は、従来のシーズヒーターよりも単位面積あた
りの発熱能力が劣るヒーター５２、例えばコードヒーターを採用する場合であっても、熱
交換器１７から流れ落ちるドレン水を保温、または昇温させることができる。より高温な
ドレン水は、底板２１における凍結を免れて、室外機１の外部へ確実に排水される。
【０１０２】
　なお、ヒーター５２を冷凍サイクル装置に冷媒を循環させる冷媒配管３３のうち、摂氏
零度以上の冷媒が流れる部分で代用しても良い。
【０１０３】
　また、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、アルマイト処理が施された第
一ヒーター伝熱部材５１を備えている。そのため、室外機１は、熱交換器１７から流れ落
ちるドレン水によって第一ヒーター伝熱部材５１が腐食することを防ぎ、除霜運転時の排
水性能をより長期間維持できる。
【０１０４】
　さらに、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、底板２１と第一ヒーター伝
熱部材５１との間に挟まれる第一断熱材５８を備えている。そのため、室外機１は、第一
ヒーター伝熱部材５１から底板２１へヒーター５２の熱が伝わって熱交換器１７のドレン
水を保温し、または昇温する機能が低下することを容易に防ぐことができる。
【０１０５】
　また、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、熱交換器１７から流れ落ちる
水を排水する排水口１０１を有する第一部位６５Ａと、第一部位６５を囲み、第一部位６
５よりも上方に配置されてヒーター５２を保持する第二部位６６Ａと、を有する第一ヒー
ター伝熱部材５１Ａを備えている。そのため、室外機１は、第一部位６５Ａで保温または
昇温したドレン水を、第一部位６５Ａの排水口１０１から集中的に底板２１上へ排水でき
る。つまり、第一部位６５Ａの排水口１０１を底板２１の排水口４３の真上に配置してお
けば、ドレン水を室外機１の外部へ直接的に排水して、ドレン水が底板２１上で凍結する
リスクを排除できる。
【０１０６】
　さらに、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１は、プロペラファン３５の下方
に配置され、かつアルミニウム製またはアルミニウム合金製の第二ヒーター伝熱部材５５
と、第二ヒーター伝熱部材５５にヒーター５２またはヒーター５２と異なる第二ヒーター



(13) JP 2020-125854 A 2020.8.20

10

20

30

と、を備えている。そのため、室外機１は、除霜運転時のドレン水の排水を円滑に可能で
あり、かつプロペラファン３５から流れ落ちたドレン水が凍結することによって送風機１
６の運転が妨げられることを抑制できる。
【０１０７】
　したがって、本実施形態に係る冷凍サイクル装置の室外機１によれば、従来の室外機の
ようにシーズヒーターを用いる場合であっても、シーズヒーターに比べて単位面積あたり
の発熱能力が劣るヒーターを用いる場合であっても、除霜運転によって生じるドレン水を
確実に排水することができる。
【０１０８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１０９】
　１…室外機、１１…空気取入口、１２…空気吹出口、１３…筐体、１５…圧縮機、１６
…送風機、１７…熱交換器、１７ａ…背面部、１７ｂ…側面部、１７ｃ…上流側の面、１
７ｄ…下流側の面、１７ｅ…底面、１８…電気部品箱、２１…底板、２２ａ…左側板、２
２ｂ…右側板、２５…前板、２６…フィンガード、２７…天板、２８…仕切板、２９…フ
ァンガード、３１…機械室、３２…送風機室、３３…冷媒配管、３５…プロペラファン、
３６…電動機、４１、４１Ａ…第一電熱装置、４２…第二電熱装置、４３…排水口、４３
ａ…第一排水口、４３ｂ…第二排水口、４３ｃ…第三排水口、４３ｄ…第四排水口、４３
ｅ…第五排水口、４５…排水口、５１、５１Ａ…第一ヒーター伝熱部材、５２…ヒーター
、５２ａ…ヒーターの一方の端、５２ｂ…ヒーターの他方の端、５５…第二ヒーター伝熱
部材、５８…第一断熱材、６１…配線、６２…被覆、６５、６５Ａ…第一部位、６５ａ…
外側辺部、６５ｂ…内側辺部、６６、６６Ａ…第二部位、６８…二重敷設部、７１…固定
フランジ、７２…ネジ、７５…第一板状部位、７６…第二板状部位、７８…第二断熱材、
８５…第一部位、８６、８６ａ、８６ｂ…第二部位、９５…第一板状部位、９６…第二板
状部位、１０１…排水口。
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