
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸発器と蒸発器用ファンとドレン水排出口を設けたドレン水受け皿から構成される蒸発
装置と、凝縮器と前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器用ファンと前記凝縮器と前記凝縮器
用ファンの間にドレン水供給口を設けたドレン水蒸発皿から構成される凝縮装置と、前記
蒸発装置のドレン水排出口と前記凝縮装置のドレン水供給口を接続するドレンホースから
な 冷凍装置。
【請求項２】
　蒸発器用ファンは蒸発器から風を吸い込むものとし、ドレン水排出口を前記蒸発器風上
側に配設した請求項１記載の冷凍装置。
【請求項３】
　蒸発器用ファンは蒸発器に風を送り込むものとし、ドレン水排出口を前記蒸発器と前記
蒸発器用ファンの間に配設した請求項１記載の冷凍装置。
【請求項４】
　凝縮器用ファンの風路に吸水プレートを配設した請求項１記載の冷凍装置。
【請求項５】
　ドレン水供給口を、凝縮器用ファンと吸水プレートの間に配設した請求項４記載の冷凍
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、冷凍冷蔵庫やルームエアコン等の冷凍用あるいは空調用の冷凍装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の冷凍装置は、実開平２－３０８７８号公報に記載されたものが知られている。以下
、図面を参照しながら上記従来の冷凍装置について説明する。
【０００３】
図８は、従来の冷凍装置の構造を示す断面図である。図８において、１は冷蔵庫庫内の底
部に配置され庫内から吸熱する蒸発装置、２は蒸発装置１の蒸発器、３は蒸発器用ファン
である。４は蒸発装置１の下方に位置し吸熱した熱を庫外に放熱する凝縮装置で、５は凝
縮器、６は凝縮器用ファン、７は凝縮器下方に配設されたドレン水蒸発皿を示す。また、
８は圧縮機、９は減圧装置を示す。
【０００４】
冷凍装置は、圧縮機８の運転により冷媒を蒸発器２、凝縮器５に流し、蒸発装置１で庫内
空気を冷却、凝縮装置４で放熱する動作を行う。空調あるいは冷蔵用途の場合、蒸発器２
を空気が通過し冷却される際に蒸発器２表面にドレン水が発生する。また、冷凍用途の場
合でも、一旦は霜として蒸発器２表面に付着するが除霜運転によりドレン水が発生する。
【０００５】
何れの場合もドレン水は、蒸発器２下に配設するドレン水受け皿（図示せず）からドレン
ホース（図示せず）を通りドレン水蒸発皿７まで自重で流れ込む。ドレン水蒸発皿７に溜
ったドレン水は凝縮器用ファン６による送風で気中に蒸発するが、高温の凝縮器５に触れ
ることで温度上昇しその蒸発効果は増大する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来の冷凍装置では、凝縮装置４が蒸発装置１より下方に位置しドレン水が自重でドレン
水蒸発皿７を有した凝縮装置４へ流れ込むようになっており安価な仕様でドレン水を処理
できるが、凝縮装置４と蒸発装置１が水平に配設されドレン水の自重が有効に働かない場
合、ドレン水受け皿からドレン水蒸発皿７までドレン水を搬送するポンプ等の手段が別途
必要となってくる。
【０００７】
本発明は、このように蒸発装置と凝縮装置が水平に配設された冷凍装置において、安価な
仕様でドレン水をドレン水受け皿からドレン水蒸発皿まで搬送しドレン水を速やかに処理
することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の冷凍装置においては、蒸発器と蒸発器用ファンとドレン水排出口を設けたドレン
水受け皿から構成される蒸発装置と、凝縮器と前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器用ファ
ンと前記凝縮器と前記凝縮器用ファンの間にドレン水供給口を設けたドレン水蒸発皿から
構成される凝縮装置と、前記蒸発装置のドレン水排出口と前記凝縮装置のドレン水供給口
を接続するドレンホースからなるものである。
【０００９】
これにより、蒸発装置と凝縮装置が水平に配設された場合でも、安価な仕様でドレン水を
速やかに処理することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、蒸発器と蒸発器用ファンとドレン水排出口を設けた
ドレン水受け皿から構成される蒸発装置と、凝縮器と前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器
用ファンと前記凝縮器と前記凝縮器用ファンの間にドレン水供給口を設けたドレン水蒸発
皿から構成される凝縮装置と、前記蒸発装置のドレン水排出口と前記凝縮装置のドレン水
供給口を接続するドレンホースからな
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ものであり、凝縮器のファンによって発生する負の静圧により誘発するドレンホース両
端の差圧を利用し、蒸発装置と凝縮装置が水平に配設されてもドレン水受け皿からドレン
水蒸発器皿までドレン水を搬送するものである。
【００１１】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、蒸発器用ファンが蒸発器から風
を吸い込むものとしたとき、ドレン水排出口を蒸発器風上側に配設したものであり、ドレ
ンホース両端の差圧を最大限大きくし、ドレン水受け皿からドレン水蒸発皿までドレン水
をより速やかに搬送するものである。
【００１２】
請求項３に記載の発明は、請求項１記載の発明において、蒸発器用ファンが蒸発器に風を
送り込むものとしたとき、ドレン水排出口を蒸発器と蒸発器用ファンの間に配設したもの
であり、凝縮器のファンによって発生する負の静圧に加えて蒸発器用ファンによって発生
する正の静圧によりさらにドレンホース両端の差圧を大きくし、ドレン水受け皿からドレ
ン水蒸発皿までドレン水を搬送するものである。
【００１３】
請求項４に記載の発明は、請求項１記載の発明において、凝縮器用ファンの風路に吸水水
プレートを配設したもので、大きなスペースを必要とせずにドレン水の処理能力を向上す
ることができる。
【００１４】
請求項５に記載の発明は、請求項４記載の発明において、ドレン水供給口を、凝縮器用フ
ァンと吸水プレートの間に配設したもので、凝縮器のファンによって発生する負の静圧を
最大限有効利用できる。
【００１５】
【実施例】
以下、本発明の実施例について、図１と図２を用いて説明する。
【００１６】
図１は本発明の第１の実施例の冷凍装置を示すもので、冷蔵庫の底部に冷凍装置が内蔵さ
れている。２１は蒸発装置で、２２は蒸発装置２１の蒸発器、２３は蒸発器用ファン、３
０はドレン水受け皿、３１は風向に対し蒸発器の風上に配設されたドレン水受け皿３０の
ドレン水排出口である。
【００１７】
さらに、２４は蒸発装置２１の水平に位置する凝縮装置で、２５は凝縮器、２６は凝縮器
用ファン、２７は凝縮器下方に配設されたドレン水蒸発皿、２８は凝縮器と凝縮器用ファ
ンの間に配設されたドレン水蒸発皿２７のドレン水供給口、２９はドレン水排出口３１と
ドレン水供給口２８との間をつなぐドレンホースを示す。
【００１８】
また、図中矢印は風の流れを示し、蒸発器用ファン２３は蒸発器２２の方向から風を吸い
込むもので、凝縮器用ファン２６も凝縮器２５の方向から風を吸い込むものである。
【００１９】
以上のように構成された冷凍装置について以下その動作を説明する。
本実施例の冷凍装置は従来の冷凍装置と同様、圧縮機（図示せず）の運転により冷媒を蒸
発器２２、凝縮器２５に流し、蒸発装置２１で庫内空気を冷却、凝縮装置２４で放熱する
動作を行う。蒸発器２２には、冷却運転あるいは除霜運転によりドレン水が発生し、蒸発
器２２下に配設するドレン水受け皿３０に溜るようになっている。
【００２０】
以上のように構成された冷凍装置について以下その動作を説明する。
図２に蒸発装置２１凝縮装置２４の風路における静圧分布を示す。図２に示しように、蒸
発器２２の風上に配設されたドレン水排出口３１の静圧はほぼ０状態で、凝縮器２５と凝
縮器用ファン２６の間に配設されたドレン水供給口２８は凝縮器用ファン２６により引か
れるため負の静圧状態となっている。両口がドレンホース２９で接続されているため、両
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端に差圧△Ｐが発生しドレンホースを介してドレン水受け皿３０に溜ったドレン水がドレ
ン水供給口２８からドレン水蒸発皿３０に流れる。ドレン水蒸発皿２７に流れ込んだドレ
ン水は凝縮器用ファン２６による送風で気中に蒸発するが、高温の凝縮器２５に触れるこ
とで温度上昇しその蒸発効果は増大する。
【００２１】
以上のように、本実施例の冷凍装置では、蒸発器２２と、蒸発器側から風を吸い込む蒸発
器用ファン２３と、風向に対し蒸発器２２の風上に配設されたドレン水排出口３１を設け
たドレン水受け皿３０から構成される蒸発装置２１と、凝縮器２５と、凝縮器２５から風
を吸い込む凝縮器用ファン２６と、凝縮器２５と凝縮器用ファン２６の間にドレン水供給
口２８を設けたドレン水蒸発皿２７から構成される凝縮装置２４と、蒸発装置２１のドレ
ン水排出口３１と凝縮装置２４のドレン水供給口２８を接続するドレンホース２９からな
るものであり、凝縮装置２４の凝縮器用ファン２６によって発生する負の静圧により誘発
するドレンホース２９両端の差圧を利用し、蒸発装置２１と凝縮装置２４が水平に配設さ
れてもドレン水受け皿３０からドレン水蒸発皿２７までドレン水を搬送できるものである
。
【００２２】
以下、本発明の第２の実施例について、図３と図４を用いて説明する。
図３は本発明の第２の実施例の冷凍装置を示すもので、冷蔵庫の底部に冷凍装置が内蔵さ
れている。なお、第１の実施例と同一構成については、同一符号を付して詳細な説明を省
略する。
【００２３】
図３において、３２はドレン水受け皿で、３３はドレン水受け皿３２のドレン水排出口で
蒸発器２２と蒸発器用ファン２３の間に配設されている。また、図中矢印は風の流れを示
し、第１の実施例と異なり蒸発器用ファン２３が蒸発器２２の方向に風を送り込むもので
ある。凝縮器用ファン２６は第１の実施例と同様に凝縮器２５の方向から風を吸い込むも
のである。
【００２４】
以上のように構成された冷凍装置について以下その動作を説明する。
図４に蒸発装置２１凝縮装置２４の風路における静圧分布を示す。図４に示すように、蒸
発器２２と蒸発器用ファン２３の間に配設されたドレン水排出口３３の静圧は、蒸発器用
ファン２３により風が送り込まれるので正の静圧状態となり、一方凝縮器２５と凝縮器用
ファン２６の間に配設されたドレン水供給口２８は凝縮器用ファン２６により引かれるた
め負の静圧状態となっている。両口がドレンホース２９で接続されているため、両端に差
圧△Ｐが発生しドレンホースを介してドレン水受け皿３２に溜ったドレン水がドレン水供
給口２８からドレン水蒸発皿３０に流れる。ドレン水蒸発皿２７に流れ込んだドレン水は
凝縮器用ファン２６による送風で気中に蒸発するが、高温の凝縮器２５に触れることで温
度上昇しその蒸発効果は増大する。
【００２５】
以上のように、本実施例の冷凍装置では、蒸発器２２と、蒸発器２２に風を送り込む蒸発
器用ファン２３と、蒸発器２２と蒸発器用ファン２３の間にドレン水排出口３３を設けた
ドレン水受け皿３２から構成される蒸発装置２１と、凝縮器２５と、凝縮器２５から風を
吸い込む凝縮器用ファン２６と、凝縮器２５と凝縮器用ファン２６の間にドレン水供給口
２８を設けたドレン水蒸発皿２７から構成される凝縮装置２４と、蒸発装置２１のドレン
水排出口３１と凝縮装置２４のドレン水供給口２８を接続するドレンホース２９からなる
ものであり、凝縮装置２４の凝縮器用ファン２６によって発生する負の静圧と、蒸発装置
２１の蒸発器用ファン２３によって発生する正の静圧により誘発するドレンホース２９両
端の差圧を利用し、蒸発装置２１と凝縮装置２４が水平に配設されてもドレン水受け皿３
２からドレン水蒸発皿２７までドレン水を搬送できるものである。
【００２６】
以下、本発明の第３の実施例について、図５、図６を用いて説明する。
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図５は本発明の第３の実施例の冷凍装置を示すもので、冷蔵庫の底部に冷凍装置が内蔵さ
れている。なお、第２の実施例と同一構成については、同一符号を付して詳細な説明を省
略する。
【００２７】
図５、図６において、３４はドレン水蒸発皿２７上に配設された吸水プレートで、凝縮器
２５とドレン水蒸発皿２７の供給口２８との間に位置する。
【００２８】
以上のように構成された冷凍装置について以下その動作を説明する。
蒸発器２２と蒸発器用ファン２３の間に配設されたドレン水排出口３３の静圧は、蒸発器
用ファン２３により風が送り込まれるので正の静圧状態となり、一方凝縮器２５や吸水プ
レート３４と凝縮器用ファン２６の間に配設されたドレン水供給口２８は凝縮器用ファン
２６により引かれるため負の静圧状態となっている。両口がドレンホース２９で接続され
ているため、両端に差圧△Ｐが発生しドレンホースを介してドレン水受け皿３２に溜った
ドレン水がドレン水供給口２８からドレン水蒸発皿３０に流れる。ドレン水蒸発皿２７に
流れ込んだドレン水は凝縮器用ファン２６による送風で気中に蒸発するが、高温の凝縮器
２５に触れることで温度上昇しその蒸発効果は増大する。また、表面積の大きい吸水プレ
ートにドレン水が吸水されることで蒸発効果はさらに増大する。
【００２９】
以上のように、本実施例の冷凍装置では、蒸発器２２と、蒸発器２２に風を送り込む蒸発
器用ファン２３と、蒸発器２２と蒸発器用ファン２３の間にドレン水排出口３３を設けた
ドレン水受け皿３２から構成される蒸発装置２１と、凝縮器２５と、凝縮器２５の風下に
配設された吸水プレート３４と、凝縮器２５から風を吸い込む凝縮器用ファン２６と、凝
縮器２５や吸水プレート３４と凝縮器用ファン２６の間にドレン水供給口２８を設けたド
レン水蒸発皿２７から構成される凝縮装置２４と、蒸発装置２１のドレン水排出口３１と
凝縮装置２４のドレン水供給口２８を接続するドレンホース２９からなるものであり、凝
縮装置２４の凝縮器用ファン２６によって発生する負の静圧と、蒸発装置２１の蒸発器用
ファン２３によって発生する正の静圧により誘発するドレンホース２９両端の差圧を利用
し、蒸発装置２１と凝縮装置２４が水平に配設されてもドレン水受け皿３２からドレン水
蒸発皿２７までドレン水を搬送できるものである。また、吸水プレートを凝縮器２４と凝
縮器用ファン２６の間に収納することで、大きなスペースを有しない。
【００３０】
なお、第１、第２、第３の実施例の冷凍装置は、冷蔵庫の底部に内蔵されたもので説明し
たが、図７に示すように冷蔵庫の天部に据え付けるものでも同様に実施可能である。
【００３１】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の冷凍装置は、蒸発器と、蒸発器から風を吸い込む蒸発器用ファ
ンと、蒸発器風上側にドレン水排出口を設けたドレン水受け皿から構成される蒸発装置と
、凝縮器と、前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器用ファンと、前記凝縮器と前記凝縮器用
ファンの間にドレン水供給口を設けたドレン水蒸発皿から構成される凝縮装置と、前記蒸
発装置のドレン水排出口と前記凝縮装置のドレン水供給口を接続するドレンホースからな

ものであり、凝縮器のファンによっ
て発生する負の静圧により誘発するドレンホース両端の差圧を利用し、蒸発装置と凝縮装
置が水平に配設されてもドレン水受け皿からドレン水蒸発皿までドレン水を搬送すること
ができ、高温の凝縮装置内でドレン水を蒸発処理できるものである。
【００３２】
また、本発明の冷凍装置は、蒸発器と、蒸発器から風を吸い込む蒸発器用ファンと、蒸発
器風上側にドレン水排出口を設けたドレン水受け皿から構成される蒸発装置と、凝縮器と
、前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器用ファンと、前記凝縮器と前記凝縮器用ファンの間
にドレン水排出口を設けたドレン水蒸発皿から構成される凝縮装置と、前記蒸発装置のド
レン水排出口と前記凝縮装置のドレン水供給口を接続するドレンホースからなるものであ
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り、前記蒸発装置と前記凝縮装置が水平に配設された



り、凝縮器のファンによって発生する負の静圧と、蒸発器用ファンによって発生する正の
静圧により誘発するドレンホース両端の差圧を利用し、蒸発装置と凝縮装置が水平に配設
されてもドレン水受け皿からドレン水蒸発皿までドレン水を搬送することができ、高温の
凝縮装置内でドレン水を蒸発処理できるである。
【００３３】
また、本発明の冷凍装置は、蒸発器と、蒸発器から風を吸い込む蒸発器用ファンと、蒸発
器風上側にドレン水排出口を設けたドレン水受け皿から構成される蒸発装置と、凝縮器と
、前記凝縮器から風を吸い込む凝縮器用ファンと、前記凝縮器と前記凝縮器用ファンの間
にドレン水供給口を設けたドレン水蒸発皿から構成される凝縮装置と、前記蒸発装置のド
レン水排出口と前記凝縮装置のドレン水供給口を接続するドレンホースからなるものであ
り、凝縮器のファンによって発生する負の静圧と、蒸発器用ファンによって発生する正の
静圧により誘発するドレンホース両端の差圧を利用し、蒸発装置と凝縮装置が水平に配設
されてもドレン水受け皿からドレン水蒸発皿までドレン水を搬送することができ、高温の
凝縮装置内でドレン水を蒸発処理できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例による冷凍装置を内蔵した冷蔵庫の底部断面図
【図２】同実施例の冷凍装置を運転した時の蒸発装置と凝縮装置の風路静圧分布図
【図３】本発明の第２の実施例による冷凍装置を内蔵した冷蔵庫の底部断面図
【図４】同実施例の冷凍装置を運転した時の蒸発装置と凝縮装置の風路静圧分布図
【図５】本発明の第３の実施例による冷凍装置を内蔵した冷蔵庫の底部断面図
【図６】同実施例の凝縮装置の斜視図
【図７】本発明のその他の実施例による冷凍装置を内蔵した冷蔵庫の天部断面図
【図８】従来の形態による冷凍装置を内蔵した冷蔵庫の天部断面図
【符号の説明】
２１　蒸発装置
２２　蒸発器
２３　蒸発器用ファン
３０，３２　ドレン水受け皿
３１，３３　ドレン水排出口
２４　凝縮装置
２５　凝縮器
２６　凝縮器用ファン
２７　ドレン水蒸発皿
２８　ドレン水供給口
２９　ドレンホース
３４　吸水プレート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(7) JP 3686481 B2 2005.8.24



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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