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(57)【要約】
【課題】簡単かつコンパクトな構成で、噴霧装置から冷
却水を噴霧することにより熱交換部における熱交換を効
果的に促進できるようにする。
【解決手段】冷媒が流動する冷媒配管６を有する熱交換
部１と、該熱交換部１に冷却水を噴霧する噴霧装置７と
、該噴霧装置７から噴霧された冷却水を拡散させること
により熱交換部１に至る冷却水の浮遊距離を伸長させる
拡散部８と、上記拡散部（８）により拡散された冷却水
を熱交換部（１）に誘導する誘導部（９）とを設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒が流動する冷媒配管（５）を有する熱交換部（１）と、該熱交換部（１）に冷却水
を噴霧する噴霧装置（７）と、該噴霧装置（７）から噴霧された冷却水を拡散させること
により熱交換部（１）に至る冷却水の浮遊距離を伸長させる拡散部（８）とを備えたこと
を特徴とする空気調和装置用の室外機。
【請求項２】
　上記拡散部（８）により拡散された冷却水を熱交換部（１）に誘導する誘導部（９）を
備えたことを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置用の室外機。
【請求項３】
　上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水と上記拡散部（８）とを同極性に帯電させる
帯電装置（１５）を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の空気調和装置用の
室外機。
【請求項４】
　上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水と上記誘導部（９）とを同極性に帯電させる
帯電装置（１５）を備えたことを特徴とする請求項２または３に記載の空気調和装置用の
室外機。
【請求項５】
　上記噴霧装置（７）と熱交換部（１）との間に上記拡散部（８）を配設したことを特徴
とする請求項１～４の何れかに記載の空気調和装置用の室外機。
【請求項６】
　上記噴霧装置（７）の背面側に配設された導電性部材からなる格子状体（１６）と、該
格子状体（１６）および上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水を同極性に帯電させる
帯電装置（１５）とを備えたことを特徴とする請求項５に記載の空気調和装置用の室外機
。
【請求項７】
　上記熱交換部（１）の設置部と反対方向に冷却水を噴霧する噴霧装置（１７）と、該噴
霧装置（１７）により噴霧された冷却水を拡散させつつ、その浮遊経路を熱交換部（１）
の設置部側に向けて反転させる拡散部（１８）とを備えたことを特徴とする請求項１～４
の何れかに記載の空気調和装置用の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒が流動する冷媒配管を有する熱交換部と、該熱交換部に冷却水を噴霧す
る噴霧装置とを備えたことを特徴とする空気調和装置用の室外機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１に示されるように、冷却管を含む熱交換部と、該熱交換部に向か
って液体を噴霧するための噴霧手段と、該噴霧手段と上記熱交換部との間に形成された誘
電電極と、上記熱交換部から離れて配置された補助電極と、上記噴霧手段と上記誘電電極
との間、および上記補助電極と上記熱交換部との間に、それぞれ電位差を発生させるため
の電位差供給手段とを備え、上記電位差に応じた静電吸引力に応じ、噴霧手段から噴霧さ
れた液滴を熱交換部に引き寄せて熱交換部に付着させるように構成することにより、微量
の冷却水で、効率よく流体を冷却することができるようにした空気調和装置用の室外機が
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１４５７８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に開示されているように噴霧手段から噴霧された液体を熱交換部に付着
させるように構成した場合には、噴霧液体中に含まれるカルシウムやシリカ等のスケール
成分が熱交換部に付着して腐食が促進される等の問題があった。上記噴霧液体が室外機の
熱交換部に付着することに起因した弊害の発生を防止するために、噴霧手段と熱交換部と
の距離を充分に確保して噴霧液体が熱交換部に到達する前に気化させ、その気化熱を利用
して熱交換部における熱交換を促進できるように構成することが考えられる。しかし、こ
のように構成した場合には、噴霧手段と熱交換部とを充分に離して設置する必要があるた
めに室外機が大型化することが避けられないとともに、上記噴霧手段から噴霧された噴霧
液体が風等の影響を受けて外部に飛散することにより充分な熱交換作用が得られなくなる
等の問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、簡単かつコンパクトな構成で、
噴霧装置から噴霧された冷却水を熱交換部に到達する前に気化させることにより、該熱交
換部における熱交換を効果的に促進できる空気調和装置用の室外機を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る空気調和装置用の室外機は、冷媒が流動する冷媒配管（５）を有する熱交
換部（１）と、該熱交換部（１）に冷却水を噴霧する噴霧装置（７）と、該噴霧装置（７
）から噴霧された冷却水を拡散させることにより熱交換部（１）に至る冷却水の浮遊距離
を伸長させる拡散部（８）とを備えたものである。
【０００７】
　本発明では、上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水を拡散部（８）で拡散させるこ
とにより熱交換部（１）に至る冷却水の浮遊距離を伸長させることができるため、室外機
が大型化するのを防止しつつ、噴霧装置（７）から噴霧された冷却水の浮遊距離を確保し
てその蒸発を促進することができる。したがって、上記構成によれば、従来技術のように
噴霧装置と熱交換部との距離を充分に確保して噴霧装置から噴霧された冷却水が熱交換部
に付着するのを防止する等の手段を講じることなく、上記噴霧装置（７）から噴霧された
冷却水が熱交換部（１）に到達する前にこれを確実に気化させ、その気化熱を利用して室
外機の熱交換部（１）における熱交換を効果的に促進できるという利点がある。
【０００８】
　本発明に係る空気調和装置用の室外機においては、上記拡散部（８）により拡散された
冷却水を熱交換部（１）に誘導する誘導部（７）を備えたものであることが好ましい。
【０００９】
　かかる構成によれば、上記拡散部（８）により拡散された冷却水を誘導部（９）によっ
て熱交換部（１）に誘導することができるため、室外機の外部に上記冷却水を散逸させる
ことなく、熱交換部（１）に供給して、その近傍で冷却水を気化させることにより、上記
冷媒配管（５）を流動する冷媒を効果的に冷却して室外機の熱交換部（１）における熱交
換を効果的に促進することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る空気調和装置用の室外機においては、上記噴霧装置（７）から噴霧
された冷却水と上記拡散部（８）とを同極性に帯電させる帯電装置（１５）を備えたもの
であってもよい。
【００１１】
　かかる構成によれば、上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水と上記拡散部（８）と
を同極性に帯電させて両者の間に静電反発力を作用させることにより、上記冷却水が拡散
部に付着するのを効果的に防止しつつ、該拡散部（８）を介して冷却水を適度に拡散する
ことができる。したがって、上記室外機を、より効果的に小型化することができるととも
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に、上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水の浮遊距離を充分に確保し、その蒸発を効
果的に促進することができるという利点がある。
【００１２】
　さらに、本発明に係る空気調和装置用の室外機において、上記噴霧装置（７）から噴霧
された冷却水と上記誘導部（９）とを同極性に帯電させる帯電装置（１５）を備えたもの
とすることができる。
【００１３】
　かかる構成によれば、上記噴霧装置（７）から噴霧された冷却水と上記誘導部（９）と
を同極性に帯電させて両者の間に静電反発力を作用させることにより、上記拡散部８によ
り拡散された冷却水が誘導部（９）に付着するのを効果的に防止しつつ、該誘導部（９）
により上記冷却水を熱交換部（１）に向けて効率よく誘導することできるため、上記熱交
換部（１）における熱交換を、さらに効果的に促進できるという利点がある。
【００１４】
　また、本発明に係る空気調和装置用の室外機は、上記噴霧装置（７）と熱交換部（１）
との間に上記拡散部（８）を配設したものであることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、上記噴霧装置（７）から熱交換部（１）に向けて噴霧された冷却水
を拡散部（８）で拡散させることにより熱交換部（１）に至る冷却水の浮遊距離を効果的
に伸長させることができるため、室外機が大型化するのを防止しつつ、噴霧装置（７）か
ら噴霧された冷却水の浮遊距離を確保してその蒸発を促進することができる。
【００１６】
　上記構成の室外機において、上記噴霧装置（７）の背面側に配設された導電性部材から
なる格子状体（１６）と、該格子状体（１６）および上記噴霧装置（７）から噴霧された
冷却水を同極性に帯電させる帯電装置（１５）とを備えたものとしてもよい。
【００１７】
　この構成によれば、上記拡散部（８）により噴霧装置（７）の噴霧方向と反対側に跳ね
返された冷却水と上記格子状体（１６）との間に作用する静電反発力に応じ、上記冷却水
の浮遊経路を誘導部（９）の設置部側に反転させることにより、上記冷却水が熱交換部（
１）の反対方向に飛散するのを抑制して、該冷却水を熱交換部（１）に向けて効果的に誘
導することができる。
【００１８】
　なお、本発明に係る空気調和装置用の室外機は、上記熱交換部（１）の設置部と反対方
向に冷却水を噴霧する噴霧装置（１７）と、該噴霧装置（１７）により噴霧された冷却水
を拡散させつつ、その浮遊経路を熱交換部（１）の設置部側に向けて反転させる拡散部（
１８）とを備えたものとしてもよい。
【００１９】
　かかる構成によれば、上記噴霧装置（１７）から熱交換部（１）の設置部と反対方向に
噴霧された冷却水を上記拡散部（１８）により適度に拡散させつつ、その浮遊方向を大き
く反転させて熱交換部（１）に案内することができるとともに、上記噴霧装置（１７）と
拡散部（１８）との設置間隔を変化させることにより上記冷却水の浮遊経路を伸縮するこ
とができる。したがって、室外機が大型化するのを防止しつつ、上記噴霧装置（１７）か
ら噴霧された冷却水の浮遊距離を適正に設定して、上記熱交換部（１）に冷却水が到達す
る直前にこれを確実に気化させることができるという利点がある。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、簡単かつコンパクトな構成で、噴霧装置から噴霧された冷却水を熱交
換部に到達する前に気化させることにより、該熱交換部における熱交換を効果的に促進す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】本発明に係る空気調和装置用の室外機の第１実施形態を示す断面図である。
【図２】上記室外機の具体的構成を示す斜視図である。
【図３】噴霧ノズルの具体的構成を示す断面図である。
【図４】噴霧ノズルの配置状態の変形例を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る空気調和装置用の室外機の第２実施形態を示す断面図である。
【図６】本発明に係る空気調和装置用の室外機の第３実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１および図２は、本発明に係る空気調和装置用の室外機の第１実施形態を示している
。該室外機は、その内部に熱交換部１が配設された筺体２を有し、該筺体２の上部には送
風ファン３を有する排気室４が設置されている。上記熱交換部１は、平面視でコ字状に配
設された第１～第３壁面部１１～１３を備えている。
【００２３】
　上記熱交換部１には、複数枚のフィン５および該フィン５を貫通して平行に延びる伝熱
管からなる冷媒配管６が設けられている。そして、上記室外機には、熱交換部１に向けて
冷却水を噴霧する噴霧装置７と、該噴霧装置７から噴霧された冷却水を拡散させる拡散部
８と、該拡散部８により拡散された冷却水を熱交換部１に向けて誘導する誘導部９とが配
設されている。
【００２４】
　上記噴霧装置７は、図外の水供給機構から供給された冷却水を微粒化した状態で、円錐
状または角錐状に拡散しつつ噴霧する複数個の噴霧ノズル２１を有している。各噴霧ノズ
ル２１は、それぞれ上記熱交換部１を構成する第１～第３壁面部１１～１３と対向するよ
うに設置されている。
【００２５】
　上記噴霧ノズル２１は、図３に示すように、冷却水をオリフィス部２４に向けて案内す
る水案内配管２２と、図外のエア供給機構から供給される空気によって冷却水中に多数の
気泡を形成するための空気案内配管２３とを有している。そして、上記水案内配管２２か
ら供給された冷却水に、上記空気案内配管２３から気体（本実施形態では空気）を供給す
ることにより、上記冷却水の中に多数の気泡を含ませることができ、該冷却水が、上記水
案内配管２２の先端側（水の流れ方向における下流側）に設けられたオリフィス部２４ま
で案内されるように構成されている。
【００２６】
　このような構成により、上記水案内配管２２内において多数の気泡を含有した冷却水が
オリフィス部２４まで案内され、多数の気泡と冷却水とが充分に混ざった状態で、各気泡
がオリフィス部２４から外部に噴出される際の圧力差によりはじけて、噴霧ノズル２１か
ら噴出される水が微細な霧状となる。すなわち、当該噴霧ノズル２１によれば、冷却水中
に多数の気泡を形成し、この気泡を圧力差ではじけさせて冷却水を霧状に噴霧するように
構成したため、従来のいわゆる２流体ノズルのように高圧の空気の流れによるせん断力を
利用して水を霧状にするものに比べ、使用空気量を少なくすることができるとともに、冷
却水の液滴を効果的に微粒化することが可能となる。
【００２７】
　上記水案内配管２２は、水供給機構から供給された冷却水をオリフィス部２４まで案内
する水流路を形成するものである。この水案内配管２２は、所定の内径を有するパイプ材
からなり、その上流端部に水道管等からなる冷却水流路部が接続されるとともに、その下
流端がオリフィス部２４に当接している。また、上記水案内配管２２は、先端部側に設け
られた混和領域２２ａと、その上流側に設けられた気泡形成領域２２ｂとを有している。
【００２８】
　上記気泡形成領域２２ｂは、エア供給機構から供給された空気を水案内配管２２内の冷
却水中に導入（供給）して、多数の気泡を冷却水の中に形成する領域である。この気泡形
成領域２２ｂの管壁面には、水案内配管２２の内側と外側とを連通させる複数の連通孔２
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２ｃが形成され、この連通孔２２ｃを通じて水案内配管２２内を流れる冷却水の中に空気
が供給されるようになっている。本実施形態では、複数個の連通孔２２ｃが水案内配管２
２の周方向に等間隔で配置された３列の連通孔２２ｃ群が、水案内配管２２の軸方向に等
間隔で配列されている。
【００２９】
　上記混和領域２２ａは、多数の気泡が内部に形成された状態の冷却水を所定距離に亘っ
て流動させることにより、冷却水中に多数の気泡を混入するための領域である。すなわち
、上記気泡形成領域２２ｂでは、水案内配管２２の管壁面に形成された連通孔２２ｃを介
して冷却水中に空気が供給されるために、上記管壁面の近傍に気泡が集中し易いが、この
状態の冷却水が混和領域２２ａを流動する際に気泡と冷却水とが充分に混合されることに
なる。このため、上記オリフィス部２４から噴出される霧状の冷却水（液滴）の大きさに
ムラが生じるのを抑えることができる。
【００３０】
　上記空気案内配管２３は、水案内配管２２の外側に配置されるパイプ材からなっている
。具体的には、空気案内配管２３が、水案内配管２２の外径よりも大きな内径を有し、水
案内配管２２の中心軸と当該空気案内配管２３の中心軸とが一致するように配置される。
そして、空気案内配管２３は、その先端部がオリフィス部２４に当接し、基端部が閉塞板
２３ａで閉塞されている。
【００３１】
　上記空気案内配管２３の閉塞板２３ａと、上記水案内配管２２の外周面および内周面と
、オリフィス部２４とで囲まれた空間により、エア供給機構から供給された空気を、水案
内配管２２の気泡形成領域２２ｂに設けられた連通孔２２ｃまで案内する空気流路が構成
されている。また、上記空気案内配管２３には、エア供給機構が接続される接続部２３ｂ
が設けられている。
【００３２】
　上記オリフィス部２４は、水案内配管２２により案内された気泡を含む冷却水を外部に
噴霧する噴霧口２４ａを有する円板状体からなっている。この噴霧口２４ａは、オリフィ
ス部の裏面から先端面（冷却水の流れ方向の下流側の面）に向かって径が漸減するテーパ
面と、該テーパ面の先端から延びる円筒面とにより構成されている。
【００３３】
　上記水供給機構は、例えば水道やタンク等の水供給源（図示省略）から噴霧ノズル２１
まで冷却水を案内する流路を形成する冷却水用流路部（流路部）と、該流路部を流れる冷
却水を噴霧ノズル２１に向けて加圧する加圧ポンプとを有している。なお、水供給源から
充分な圧力で冷却水を供給するように構成することにより、上記加圧ポンプを省略した構
造とすることも可能である。
【００３４】
　また、上記エア供給機構は、外気を噴霧ノズル２１まで案内する流路を形成する図外の
エア用流路部と、外気をエア用流路内に引き込んで噴霧ノズル２１まで送り出すエア用ポ
ンプとを有している。
【００３５】
　図１および図２に示すように、上記噴霧ノズル２１と熱交換部１の第１～第３壁面部１
１～１３との間には、拡散部８がそれぞれ配設されている。該拡散部８は、冷却水の噴霧
範囲に対応した大きさを有する円形または正方形等の板状体からなり、図示を省略した支
持バー等を介して筺体２または誘導部９に取り付けられている。そして、噴霧装置７の噴
霧ノズル２１から噴霧された冷却水の浮遊経路Ｂを上記拡散部８で遮ることにより、該拡
散部８の外方側に冷却水を拡散させて熱交換部１に冷却水が直接、噴霧されるのを防止す
るとともに、上記噴霧ノズル２１から熱交換部１に至る冷却水の浮遊距離を伸長させるよ
うに構成されている。
【００３６】
　また、誘導部９は、上記第１～第３壁面部１１～１３の外周部を覆うように設置された
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所定幅の被覆板からなり、上記誘導部９で囲まれた範囲内に上記拡散部８が配設されてい
る。これにより、上記誘導部９は、噴霧装置７の噴霧ノズル２１から噴霧されて拡散部８
により筺体２の外周部へ拡散された冷却水の浮遊経路Ｂを熱交換部１側に誘導する機能と
、上記室外機に吹き付ける横風等の影響を受けて上記冷却水が吹き飛ばされたり、該冷却
水の浮遊経路Ｂが変化したりすることを防止する機能とを有している。
【００３７】
　上記空気調和装置の室外機が作動状態となって、上記筺体２の上部に位置する排気室４
に設けられた送風ファン３が回転駆動されると、図１の矢印に示すように、筺体２外の空
気が熱交換部１の設置部に吸引されて筺体２の上部を通して外方に排出される空気流Ａが
形成され、該空気流Ａと上記熱交換部１の冷媒配管６を通る冷媒との間で熱交換が行われ
ることにより冷媒が冷却される。
【００３８】
　上記室外機の作動時に、例えば図略の外気温度センサによって検出された外気温度と、
空気調和装置の設定温度とに基づき、冷却運転の負荷が所定のレベルを超えていることが
検出された場合には、上記噴霧ノズル２１から熱交換部１に向けて冷却水が噴霧される。
そして、上記噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水は、その浮遊経路Ｂが噴霧装置７と熱
交換部１との間に設置された上記拡散部８により遮られているため、該拡散部８を避ける
ように流動する空気流Ａに乗って拡散部８の外周部に向けて拡散した後、上記誘導部９に
より冷却水が熱交換部１に向けて誘導される。
【００３９】
　上記噴霧装置７の噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水が上記熱交換部１に到達する直
前に気化するように、該冷却水の粒径および噴霧圧と、上記拡散部８および誘導部９によ
り熱交換部１に案内される冷却水の浮遊経路長とが設定されている。これにより、上記噴
霧装置７から噴霧された冷却水が熱交換部１に付着することに起因して、その腐食が促進
されることが防止されつつ、上記冷却水が気化することにより上記冷媒配管６を通る冷媒
が効果的に冷却され、上記熱交換部１における熱交換が促進されるようになっている。
【００４０】
　上記のように空気調和装置用の室外機に、冷媒が流動する冷媒配管６を有する熱交換部
１と、該熱交換部１に冷却水を噴霧する噴霧装置７と、該噴霧装置７から噴霧された冷却
水を拡散させることにより熱交換部１に至る冷却水の浮遊距離を伸長させる拡散部８とを
設けたため、室外機が大型化するのを防止しつつ、噴霧装置７から噴霧された冷却水の浮
遊距離を充分に確保して蒸発を促進することができる。したがって、従来技術のように、
上記噴霧装置７から噴霧された冷却水が熱交換部１に付着することに起因して、その腐食
が促進されるのを防止するために、上記噴霧装置７と熱交換部１とを大きく離間させる等
の手段を講じることなく、上記熱交換部１に冷却水が到達する前にこれを確実に気化させ
、その気化熱を利用して熱交換部１における熱交換を効果的に促進できるという利点があ
る。
【００４１】
　また、上記実施形態では、拡散部８により拡散された冷却水の浮遊経路Ｂを熱交換部１
に誘導する誘導部９を設けたため、上記冷却水を散逸させることなく熱交換部１に適正に
供給して、その近傍で冷却水を気化させることにより、上記冷媒配管６を流動する冷媒を
効果的に冷却して上記熱交換部１における熱交換を効果的に促進することができる。
【００４２】
　特に、上記実施形態に示すように、第１～第３壁面部１１～１３の外周部を覆うように
設置された所定幅の被覆板からなる誘導部９で囲まれた範囲内に上記噴霧ノズル２１およ
び拡散部８を配設した構造とした場合には、室外機の設置部に吹き付ける横風の影響が上
記冷却水に及ぶのを抑制することができるため、該冷却水が横風により吹き飛ばされたり
、冷却水の浮遊経路Ｂが上記横風の影響を受けて変化したりすることを、簡単な構成で効
果的に防止できるという利点がある。
【００４３】
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　なお、上記第１～第３壁面部１１～１３の設置部に対応する筺体２の外周部を覆うよう
に設置された被覆板からなる誘導部９を設けた上記実施形態に代え、上記第１～第３壁面
部１１～１３に対向するように設置された複数個の噴霧ノズル２１の周囲をそれぞれ個別
に囲繞する円筒体等からなる誘導部を設けた構造としてもよい。また、上記誘導部９を省
略し、排気室４に設けられた送風ファン３が回転駆動されることにより生成された空気流
Ａに乗せて冷却水を熱交換部１に誘導するように構成してもよい。
【００４４】
　また、上記実施形態では、熱交換部１の第１壁面部１１に対向するように１２個の噴霧
ノズル２１を所定間隔で配設するとともに、熱交換部１の第２，第３壁面部１２，１３に
対向するように４個の噴霧ノズル２１を所定間隔で配設した例について説明したが、これ
に限らず、噴霧ノズル２１の配設数または配設位置等を種々に変更可能である。例えば、
図４に示すように、上記第１壁面部１１の四隅に噴霧ノズル２１を配設するとともに、上
記第２，第３壁面部１２，１３にそれぞれ上下一対の噴霧ノズル２１を配設した構造とし
てもよい。
【００４５】
　図５は、本発明に係る空気調和装置用の室外機の第２実施形態を示している。該第２実
施形態に係る室外機には、それぞれ金属材等の導電性部材からなる噴霧装置７の噴霧ノズ
ル２１と、該噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水を拡散させる拡散部８と、該拡散部８
により拡散された冷却水を熱交換部１に誘導する誘導部９とが設けられるとともに、上記
噴霧ノズル２１、拡散部８および誘導部９に、例えば５０００～１００００Ｖの高電圧を
印加する電源１５ａを有する帯電装置１５が設けられている。
【００４６】
　上記電源１５ａは、プラス電極とマイナス電極の一方が噴霧ノズル２１に接続されると
ともに、噴霧ノズル２１の上流側に絶縁流路部３１を介して連結された導電性流路部３２
に、上記両電極の他方が接続されている。これにより噴霧ノズル２１と導電性流路部３２
との間に高電圧が印加され、噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水の各液滴が帯電するよ
うになっている。
【００４７】
　本実施形態では、上記電源１５ａのプラス電極が噴霧ノズル２１に接続され、マイナス
電極が導電性流路部３２に接続されている。また、上記電源１５ａのプラス電極が上記拡
散部８および誘導部９に接続されることにより、上記噴霧装置７の噴霧ノズル２１から噴
霧された冷却水と、上記拡散部８および誘導部９とがそれぞれ同極性（プラス）に帯電さ
れるように構成されている。
【００４８】
　さらに、上記噴霧装置７の背面側、つまり冷却水の噴霧方向と反対側部には、複数本の
ワイヤを格子状に配列した金網材、または金属プレート等の導電性部材を格子状に組み合
わせ部材等からなる格子状体１６が設置されている。そして、該導電性部材からなる格子
状体１６に上記電源１５ａのプラス電極が接続されることにより、上記噴霧装置７の噴霧
ノズル２１から噴霧された冷却水と上記格子状体１６とが同極性に帯電されるようになっ
ている。
【００４９】
　上記第２実施形態に示すように、噴霧ノズル２１にプラスの電荷を印加する帯電装置１
５を設けて、該噴霧ノズル２１から噴霧される冷却水の各液滴をそれぞれプラスに帯電さ
せるように構成した場合には、各液滴間に作用する静電反発力に応じて上記冷却水を適度
に拡散させることができる。また、上記噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水の液滴が再
凝集してその粒径が大きくなると、上記冷却水を熱交換部１の近傍で適正に蒸発させるこ
とができなくなるが、上記のように冷却水の液滴を帯電させて各液滴間に静電反発力を作
用させるよう構成した場合には、該冷却水の再凝集を効果的に抑制することができる。
【００５０】
　そして、上記帯電装置１５を介して、噴霧装置７から噴霧される冷却水と上記拡散部８
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とを同極性に帯電させることにより、上記冷却水と拡散部８との間に静電反発力を作用さ
せるように構成したため、該静電反発力に応じて上記冷却水が拡散部８に付着するのを効
果的に防止しつつ、該拡散部８に向けて噴霧された上記冷却水を適度に拡散することがで
きる。したがって、上記のように室外機を小型化した場合においても、上記噴霧装置７か
ら噴霧された冷却水の浮遊距離を充分に確保して、その蒸発を効果的に促進することがで
きる。
【００５１】
　また、上記第２実施形態に示すように、噴霧装置７から噴霧される冷却水と上記誘導部
９とを帯電装置１５により同極性に帯電させるように構成した場合には、上記噴霧装置７
から噴霧された後に拡散部８により噴霧装置７の外方側に拡散された冷却水と上記誘導部
９との間に作用する静電反発力に応じ、上記噴霧装置７から噴霧された冷却水が誘導部９
に付着するのを効果的に防止することができるとともに、該誘導部９を介して上記冷却水
を熱交換部１に向けて効率よく誘導することができるため、簡単かつコンパクトな構成で
、上記熱交換部１における熱交換を、より効果的に促進できるという利点がある。
【００５２】
　さらに、上記第２実施形態では、噴霧装置７の背面側に金網材等からなる格子状体１６
を設置するとともに、該格子状体１６に上記帯電装置１５のプラス電極を接続してプラス
の電荷を印加することにより、噴霧装置７の噴霧ノズル２１から噴霧された冷却水と同極
性に上記格子状体１６を帯電させるように構成したため、上記拡散部８により噴霧ノズル
２１の噴霧方向と反対側に跳ね返された冷却水と上記格子状体１６との間に作用する静電
反発力に応じ、上記冷却水の浮遊経路を誘導部９の設置部側に反転させることにより、上
記冷却水が熱交換部１の反対方向に飛散するのを抑制して、該冷却水を熱交換部１に向け
て効果的に誘導できるという利点がある。
【００５３】
　なお、上記帯電装置１５により、噴霧ノズル２１、拡散部８、誘導部９および格子状体
１６にそれぞれプラスの電荷を印加するように構成した上記第２実施形態に代え、上記噴
霧ノズル２１、拡散部８、誘導部９および格子状体１６にそれぞれマイナスの電荷を印加
することにより、上記噴霧装置７の噴霧ノズル２１から噴霧される冷却水と、上記拡散部
８、誘導部９および格子状体１６とをそれぞれ同極性（マイナス）に帯電させるように構
成してもよい。
【００５４】
　また、上記帯電装置１５に、噴霧ノズル２１から所定の間隔をおいて配置されて該噴霧
ノズル２１を通過する水に静電誘導を生じさせるための誘導電極を設け、該誘導電極と上
記噴霧ノズル２１との間に所定の電圧を印加して噴霧ノズル２１を通過する冷却水に静電
誘導を生じさせることにより、該冷却水の各液滴を帯電させるように構成してもよい。
【００５５】
　さらに、上記帯電装置１５に、噴霧ノズル２１から噴霧された水が通過する領域を挟む
ように配置される一対の放電電極と、当該一対の放電電極間に所定の電圧を印加する電源
とを設け、該一対の放電電極間に高電圧を印加することにより放電現象を生じさせて、当
該放電電極間を通過する冷却水の各液滴を帯電させるように構成してもよい。
【００５６】
　図６は、本発明に係る空気調和装置用の室外機の第３実施形態を示している。該第３実
施形態に係る室外機は、上記熱交換部１の設置部と反対方向に冷却水を噴霧する噴霧ノズ
ル２１ａを有する噴霧装置１７と、該噴霧ノズル２１ａから噴霧された冷却水を拡散させ
つつ、その浮遊経路を熱交換部１の設置部側に向けて反転させる拡散部１８と、該拡散部
１８により拡散された冷却水を上記筺体２内に設けられた熱交換部１に誘導する誘導部９
とを備えている。
【００５７】
　上記拡散部１８は、噴霧ノズル２１ａの噴霧方向に所定距離おいて設置された金網材、
または金属プレート等の導電性部材を格子状に組み合わせ部材等からなる格子状体により



(10) JP 2013-76527 A 2013.4.25

10

20

30

構成されている。そして、上記噴霧ノズル２１ａから噴霧された冷却水と上記格子状体か
らなる拡散部１８とを帯電装置１５によってそれぞれ同極性に帯電させることにより、上
記噴霧ノズル２１ａから拡散部８に向けて噴霧された冷却水と拡散部１８との間に働く静
電反発力に応じ、上記冷却水を拡散させつつ、その浮遊経路を熱交換部１の設置部側に向
けて反転させるように構成されている。
【００５８】
　上記のように熱交換部１の設置部と反対方向に冷却水を噴霧する噴霧装置１７と、該噴
霧装置１７により噴霧された冷却水を拡散させつつ、その浮遊経路を熱交換部１の設置部
側に向けて反転させる拡散部１８とを設けた構成とした場合には、上記噴霧装置１７から
噴霧された冷却水を拡散させつつ、その浮遊方向を大きく反転させることにより熱交換部
１に案内することができるとともに、上記噴霧装置１７の噴霧ノズル２１ａと拡散部１８
との設置間隔を変化させることにより上記冷却水の浮遊経路を伸縮することができる。し
たがって、簡単かつコンパクトな構成で、上記熱交換部１に冷却水が到達する前にこれを
確実に気化させることができるように、上記噴霧装置１７から噴霧された冷却水の浮遊距
離を設定できる等の利点がある。
【００５９】
　なお、上記金網材等からなる格子状体に代え、冷却水の噴霧範囲に対応した大きさを有
する正方形状または円形状の板状体からなる拡散部を設け、該拡散部により噴霧ノズル２
１ａから室外機の設置部と反対方向に噴霧された冷却水を拡散させるように構成すること
も考えられる。しかし、このように構成した場合には、熱交換部１に向かう空気流が上記
板状体からなる拡散部により阻害されるため、上記金網材等からなる格子状体により上記
拡散部１８を構成することが好ましい。
【符号の説明】
【００６０】
　１　熱交換部
　５　冷媒配管
　７，１７　噴霧装置
　８，１８　拡散部
　９　誘導部
　１５　帯電装置
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