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率を向上させた。 ヒー トポンプ - - ット ( 1 4 ) 内に熱交換風路部 ( 2 2 ) が区画 されている。熱交換風路部
( 2 2 ) 内には熱交換器としての吸熱器 ( 2 3 ) および放熱器 ( 2 4 ) が配置されている。吸熱器 ( 2 3 ) の上流

側には、空気の流れる方向を変更 して空気の流速を整えるための上流側バッファ空間 ( 3 3 ) が形成されている。
放熱器 ( 2 4 ) の下流側には、空気の流速を均一にするための下流側バッファ空間 ( 3 4 ) が形成されている。こ
の結果、熱交換器を通過する空気の流れが均一にな り、熱交換器の熱交換効率が向上 した。



明 細 苫

衣類用乾燥装置およびヒートポンプユニット

技術分野

０００1 この発明は、衣類を乾燥させるための乾燥装置、特に、洗濯乾燥機に利用可能な

衣類用乾燥装置に関する。また、乾燥装置に利用されるヒートポンプュニットに関す

る。

背景技術

０００2 電気洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機等にぉいては、衣類を乾燥させるために空

気を加熱する装置、ぉょび、温風が衣類と熱交換された後の湿った空気を除湿する

除湿装置が備えられている。従来、空気加熱装置は、電気ヒータ等にょり温風を生成

し、除湿装置は、冷却水を用いて湿った空気の除湿を行ぅといぅ構成が一般的であっ
たが、昨今、ェネルギー効率の良いヒートポンプ装置にょって、空気加熱ぉょび温風

が熱交換された後の湿った空気の除湿を行ぅことが提案されている。

０００3 ヒートポンプ装置とは、一般に、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮された冷媒の熱を

放熱する放熱器と、高圧の冷媒を減圧するための膨張弁と、減圧されて低圧となった

冷媒が周囲から熱を奪ぅ吸熱器とを冷媒が循環するょぅに管路で連結した装置であ

るが、ヒートポンプ装置は、その構成部品が多く、たとえば洗濯乾燥機に細み込むた

めには、洗濯乾燥機のハウジング内の空きスペースを考慮した特殊な構成を考案し

なければならないといぅ課題がある。

０００4 かかる課題を解決する先行技術が、特許文献 、特許文献2ぉょび特許文献3に提

案されている。

特許文献 に記載された衣類乾燥装置は、ヒートポンプ装置の吸熱器ぉょび放熱

器を平行にし、ドラム背面の傾斜方向と同一方向に向けて配置するといぅ構成である

特許文献2に記載された衣類乾燥装置は、ヒートポンプ装置の吸熱器ぉょび放熱

器を平行にし、吸熱器を放熱器ょりも上方に配置するといぅ構成である。

０００5 特許文献3に記載された衣類乾燥装置は、ヒートポンプ装置の吸熱器に対しては



上方から下方に、放熱器に対しては下方から上方に空気が流れるょぅに、吸熱器お

ょび放熱器を側面視ハの字状に配置するとともに、放熱器の上方に水平方向に流れ

る風路を設けるといぅ構成である。

特許文献 1 :特開2００5 ０4985 号公報

特許文献2 :特開2００5 ０4987 号公報

特許文献3 :特開2００7 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 本願発明者らは、上記特許文献 ～3 に記載のヒートポンプ装置の各配置構造に

ついて、熱交換器 (吸熱器おょび放熱器 ) を通過する空気の流れを検証した。その結

果、いずれの配置構造においても、吸熱器おょび または放熱器を通過する空気の

流れにむらがあって、空気の流れに偏りが生じていることを確認した。

通常、ヒートポンプ装置においては、熱交換器 (吸熱器おょび放熱器 ) において均

一に空気を通過させることにょり、熱交換効率が向上して、乾燥時間の短縮が図れる

。特許文献 ～3 に提案のヒートポンプ装置の配置構造では、空気の流れに偏りが生

じており、熱交換性能が十分に引き出されておらず、熱交換性能おょび乾燥効率が

低いといぅ課題がある。

０００7 この発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、ヒートポンプ装置を備え

る衣類用乾燥装置において、熱交換器 (吸熱器おょび放熱器 ) に均一に空気を流す

ことにょり、熱交換性能が向上した衣類用乾燥装置を提供することを主たる目的とす

る。

この発明は、また、ヒートポンプ装置が衣類用乾燥装置のハウジング内に良好に収

容されており、かつ、空気が熱交換器を均一に流れて循環するょぅにした衣類用乾

燥装置を提供することを他の目的とする。

０００8 この発明は、さらに、衣類用乾燥装置に細み込むことのできるヒートポンプュニット

であって、構造がコンパクトで、かつ、熱交換効率の優れたヒートポンプュニットを提

供することをさらに他の目的とする。

課題を解決するための手段



０００9 この発明は、ある局面からみると、乾燥させる衣類を収容するための処理槽と、前記

処理槽に一端および他端が速通され、処理槽内の空気を一端から取り出して他端か
ら処理槽へ戻すための循環風路と、前記循環風路の空気を循環させるための送風

手段と、冷媒が流れる冷媒配管で接続された吸熱器、圧縮機、放熱器および減圧手

段を含み、吸熱器が循環風路を流れる空気を冷やして除湿し、放熱器が除湿後の

空気を加熱するヒートポンプ装置とを備え、前記吸熱器および放熱器は、それぞれ、

空気と熱交換するための通気面を有し、前記循環風路内において、通気方向に見て

、吸熱器の通気面および放熱器の通気面が、この順に対向して設置されており、前

記循環風路には、通気方向に見て、吸熱器の通気面の上流側に、空気の流れる方

向を変更して空気の流速を整えるための上流側バッファ空間が形成されていることを

特徴とする衣類用乾燥装置である。

００1０ また、この発明は、前記循環風路には、通気方向に見て、放熱器の通気面の下流

側に、空気の流速を均一にするための下流側バッファ空間が形成されていることを特

徴とする衣類用乾燥装置である。

さらにこの発明は、通気方向に見て、前記下流側バッファ空間の下流に、前記送風

手段が配置されていることを特徴とする衣類用乾燥装置である。

００11 この発明は、他の局面からみると、乾燥すべき衣類を収容するための処理槽と、前

記処理槽に一端および他端が速通され、処理槽内の空気を一端から取り出して他端

から処理槽へ戻すための循環風路と、前記循環風路の空気を循環させるための送

風手段と、冷媒が流れる冷媒配管で接続された吸熱器、圧縮機、放熱器および減圧

手段を含み、吸熱器が循環風路を流れる空気を冷やして除湿し、放熱器が除湿後

の空気を加熱するヒートポンプ装置とを備え、前記吸熱器および放熱器が細み込ま

れる前記循環風路の一部は、熱交換風路部を構成しており、この熱交換風路部は、

通気方向が略水平方向に延びており、前記吸熱器および放熱器の通気面は、平面

視で、熱交換風路内に通気方向に対して斜めに配置されていることを特徴とする衣

類用乾燥装置である。

００12 さらにこの発明は、前記熱交換風路部には、吸熱器の上流側に、上流側バッファ空

間が設けられていることを特徴とする衣類用乾燥装置である。



またこの発明は、前記熱交換風路部には、放熱器の下流側に、空気の流速を均一

にするための下流側バッファ空間が形成されていることを特徴とする衣類用乾燥装

置である。

またこの発明は、前記下流側バッファ空間の水平方向下流側に前記送風手段が設

けられていることを特徴とする衣類用乾燥装置である。

００13 さらにこの発明は、前記循環風路は、水平方向上方から前記上流側バッファ空間

へ空気を流入させる風路を含むことを特徴とする衣類用乾燥装置である。

またこの発明は、さらに他の局面からみると、前記熱交換風路部は、略直方体状の

ケーシングによりュニットィヒされており、前記ケーシング内に、通気方向が略水平方

向に延びる熱交換風路が形成され、当該熱交換風路を避けて配置された圧縮機お

よび減圧手段を含むことを特徴とする衣類用乾燥装置のためのヒートポンプュニット

である。

発明の効果

００14 この発明によれば、吸熱器の上流側に上流側バッファ空間が形成されているので、

熱交換器 (吸熱器および放熱器) に流入する空気の方向および流速を整えることが

できる。その結果、空気が均一に熱交換器に流入し、熱交換効率の向上を図れる。

また、吸熱器および放熱器は、通気方向に見てこの順に対向配置されているので、

吸熱器および放熱器の配置スペースが嵩張らず、ヒートポンプ装置をコンパクトに構

成することができる。よって、衣類用乾燥装置にヒートポンプ装置を良好に細み込む

ことができる。

００15 この発明によれば、吸熱器および放熱器の下流側、すなわち熱交換器の下流側に

、下流側バッファ空間が形成されているので、熱交換器 (吸熱器および放熱器)を通

過する空気の流れが均一で一様になり、熱交換効率が向上する。

この発明によれば、送風手段が下流側バッファ空間の下流に配置されているので、

送風手段により空気が吸い出されることによって、熱交換器 (吸熱器および放熱器)

を空気が通過する。熱交換器に対し、押し込むよぅに空気を与えるのと比べ、熱交換

器を通過した空気を吸い出すよぅにする方が、熱交換器を流れる空気の流れを、一

屑、均一にすることができ、熱交換効率の向上を図れる。



００16 この発明によれば、熱交換器 (吸熱器および放熱器) が配置された熱交換風路部

は、通気方向が略水平方向に延びているから、衣類用乾燥装置ハウジング内のたと

えば底面沿い、背面沿い、側面沿い、正面沿い等に配置することができる。

また、熱交換風路部内の吸熱器および放熱器の通気面は、平面視で、通気方向に

対して斜めに配置されているから、通気面の面積を大きくでき、熱交換効率を向上さ

せることができる。

００17 この発明によれば、上流側バッファ空間により、熱交換器 (吸熱器および放熱器) に

流入する空気の方向および流速を整えて、熱交換器を通過する空気の流れを均一

にすることができる。

この発明によれば、下流側バッファ空間によって、熱交換器 (吸熱器および放熱器

)を通過する空気の流れを均一にすることができ、熱交換効率を向上させることがで

きる。

００18 この発明によれば、熱交換器 (吸熱器および放熱器)では、その下流側に設けられ

た送風手段により空気が吸い出されることによって、空気が通過するので、熱交換器

を通過する空気の流れをより均一にすることができる。

この発明によれば、熱交換風路部を、衣類用乾燥装置ハウジング内の底部に配置

することができ、底部の空き空間にヒートポンプ装置を良好に細み込むことができる。

００19 この発明によれば、熱交換風路部と、圧縮機および減圧手段とが略直方体状にな

るよぅに細み合わされてュニットィヒされており、衣類用乾燥装置のハウジング内に細

み込み易い形態のヒートポンプュニットとすることができる。

図面の簡単な説明

００2０ 図 にの発明の一実施形態に係る洗濯乾燥機 の斜視図であり、外殻を構成するハ

ウジングが取り外された状態で、前方右上方から見た斜視図である。

図2 洗濯乾燥機 を、後方左上方から見た斜視図である。

図3 洗濯乾燥機 の右側面図である。

図4 洗濯乾燥機 の左側面図である。

図5 洗濯乾燥機 の背面図である。

図6 前方右上から見たヒートポンプュニット 4および送風ュニット 5の斜視図である



図7 後方右上から見たヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の斜視図である

図8 ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の正面図である。

図9 ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の背面図である。

図1０忙一トポンプユニット 4および送風ユニット 5の平面図である。

図 忙一トポンプユニット 4および送風ユニット 5の底面図である。

図12忙一トポンプユニット 4および送風ユニット 5の右側面図である。

図13忙一トポンプユニット 4および送風ユニット 5の左側面図である。

図14忙一トポンプユニット 4の正面図における熱交換風路部22への空気の流入分

散を説明するための図解図である。

図15忙一トポンプユニット 4の平面図における熱交換風路部22への空気の流入分

散を説明するための図解図である。

図16忙一トポンプユニット 4の熱交換風路部22内を流れる空気の流速の均一性を

確認したデータ図である。

図17忙一トポンプユニット 4の熱交換風路部22内を流れる空気の流れをコンピュー

タ解析により求めた図である。

図 A ヒートポンプユニットの吸熱器への空気流入分布を示すグラフである。

図18B ヒートポンプユニットの放熱器への空気流入分布を示すグラフである。

図18C ヒートポンプユニットの放熱器および吸熱器への空気流入分布の偏差を比

較するグラフである。

符号の説明

3 降下風路

4 ヒートポンプユ二

5 送風ユニット

2０ ケーシング

2 ザブケーシング

22 熱交換風路部



23 吸熱器

24 放熱器

25 圧縮機

26 膨張弁 (減圧手段 )

27 冷媒配管

33 上流側バッファ空間

34 下流側バッファ空間

3 5 ターボファン

36 ファンケース

3 7 ファンモータ

発明を実施するための最良の形態

００22 以下には、図面を参照して、この発明の実施形態について具体的に説明をする。

図 は、この発明の一実施形態に係る洗濯乾燥機 の斜視図で、外殻を構成する

，ウジングが取り外された状態で、前方右上方から見た斜視図である。なお、洗濯乾

燥機 の内部構成のぅち、給水機構などの一部の機構は、この発明と直接関係がな

いため、図示が省略されている。図2は、図 に示す洗濯乾燥機 を、後方左上方か
ら見た斜視図である。図3は、図 に示す洗濯乾燥機 の右側面図であり、図4は、図

に示す洗濯乾燥機 の左側面図であり、図5は、図 に示す洗濯乾燥機 の背面図

である。

００23 図 ～図5を参照して、この発明の一実施形態に係る洗濯乾燥機 は、べ一スフレ

ーム2にダンパ3を介して取り付けられた処理槽4を備える。処理槽4は、図に示す略

円筒状の外形を構成し、正面側に衣類の入出口5が形成された外槽6と、外槽6内に

設けられた回伝ドラム7とを有する。

洗濯時には、入出口5から回伝ドラム7内へ衣類が投入され、外槽6内に所定最の

水が溜められる。そして、回伝ドラム7が回伝される。また、脱水時には、外槽6内の

水が排水され、回伝ドラム7が高速で回伝される。

００24 外槽6の背面には、回伝ドラム7を回伝させるための モータ8が取り付けられて

いる。



処理槽4の外側には循環風路 ０が接続されており、回伝ドラム7内に収容された衣

類を乾燥する乾燥逆伝時には、処理槽4内の空気は循環風路 ０を通って循環され

る。

循環風路 ０は、詳しくほ、外槽6の前方上側面に一端が速通された流出風路 と

、流出風路 の他端に接続された糸くずフィルタュニット 2と、糸くずフィルタュニッ
ト 2に上端が接続され、外槽6の背面側を下方へ延びる降下風路 3と、降下風路

3の下端が接続されていて、べ一スフレーム2の後端沿いに左右方向に延びるよぅに

水平に配置されたヒートポンプュニット 4と、ヒートポンプュニット 4の一側端に取り

付けられた送風ュニット 5と、送風ュニット 5の上方に下端が速通され、その上端は

外槽6の背面上方に速通されている流入風路 6との連結構造体である。処理槽4内

の空気は、この連結構造体である循環風路 ０内を、矢印 で示すよぅに流れて循

環する。

００25 この実施形態に係る洗濯乾燥機 の特徴の つは、乾燥逆伝時に使用する循環風

路 ０の構成、特に、循環風路 ０に含まれるヒートポンプュニット 4および送風ュニ

ット 5の構成を、以下に説明する特有の構成としたことである。

具体的には、ヒートポンプュニット 4は、外観形状が略直方体状をしており、べ一ス

フレーム2の後縁沿いに左右方向に延びるよぅに配置され、その一側面に送風ュニッ
ト 5が取り付けられていることである。かかる構成にすると、べ一スフレーム2上の空

き空間を有効に利用して、処理槽6の後方下部にヒートポンプュニット 4および送風

ュニット 5を細み込むことができる。そして、ヒートポンプュニット 4内では、後述する

よぅに、循環する空気が左右方向に水平に流れるため、ヒートポンプュニット 4内に

おいて効率の良い熱交換が行われる。

００26 また、送風ュニット 5は、循環風路 ０内の通気方向に見て、ヒートポンプュニット

4の下流側に配置されており、ヒートポンプュニット 4内の空気を吸い出して、吸い出

した空気を流入風路 6へと送る。このよぅに、ヒートポンプュニット 4内の空気を吸い

出す方式の送風ュニット 5であるから、後述するよぅに、ヒートポンプュニット 4内を

流れる空気の流速をほぼ均一にすることができ、熱交換効率の向上を図ることができ

る。



００27 図 ～図5に示されている残りの構成要素について簡単に説明しておく。べ一スフ

レーム2の左側にほ制御回路ユニット 7が取り付けられており、その右側にほ排水す

る水に含まれるリントを除去するためのリントフイルタユニット 8が備えられている。

図6～図 3は、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の構成を表わす図で

あり、図6は、前方右上から見たヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の斜視

図、図7は、後方右上から見たヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の斜視

図、図8は、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の正面図、図9は、ヒートポ

ンプユニット 4および送風ユニット 5の背面図、図 ０は、ヒートポンプユニット 4お

よび送風ユニット 5の平面図、図 は、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット

5の底面図、図 2は、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の右側面図、図

3は、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5の左側面図である。

００28 図6～図 3において、矢印 ほ、ヒートポンプユニット 4および送風ユニット 5内

の空気の流れを表わしている。

図6～図 3を参照して、ヒートポンプユニット 4は、略直方体状のケーシング2０と、

ケーシング2０の上面に取り付けられた平面視櫻状のザブケーシング2 とを含んでい

る。ケーシング2０内には、矢印 のように空気が流れる熱交換風路部22が区画さ

れており、熱交換風路部22内に、熱交換器である吸熱器23および放熱器24が配置

されている。吸熱器23および放熱器24は、通気方向に見て、上流側に吸熱器23

下流側に放熱器24が位置するように設けられ、吸熱器23および放熱器24は、互い

に平行に、一定間隔を開けて、通気面が垂直方向になるように配置されている。また

、図 ０に示すように、吸熱器23および放熱器24の通気面は、平面視において、矢

印 で示す通気方向 (熱交換風路部22の通気方向) に対して斜めになるように配

置されている。吸熱器23および放熱器24の通気面をこのように斜めに向けると、吸

熱器23および放熱器24の通気面の面積を広く確保することができる。

００29 ケーシング2０内には、熱交換風路部22の風の流れを妨げない領城、すなわち熱

交換風路部22として区画された領城の外側に、圧縮機25、減圧手段としての膨張

弁26および冷媒が流れる冷媒配管27が配置されている。吸熱器23、圧縮機25、放

熱器24および膨張弁26は、この順序で冷媒が流通するように、冷媒配管27によっ



て接続されている。

００3０ 冷媒配管27を流れる冷媒は、次のように状態変化を練り返す。吸熱器23には、膨

張弁26により急激に圧力が下げられて温度が低下した低温の冷媒が与えられる。よ

って、吸熱器23では、低温の冷媒と熱交換風路部22を流れる空気とが熱交換をし

空気は冷却される。吸熱器23を通った冷媒は、冷媒配管27によって圧縮機 へ与

えられる。圧縮機25で冷媒が圧縮されると、冷媒は温度が上昇し温度が高くなった

冷媒は冷媒配管27を通って放熱器24へ与えられる。放熱器24では高温の冷媒と

熱交換風路部22を通過する空気との熱交換が行われて、熱交換風路部22を流れる

空気が加熱される。そして冷媒は冷媒配管を通って膨張弁26へと移動し、圧力が下

げられて再び低温の冷媒になる。

００3 1 次に、熱交換風路部22の形態について説明をする。図2に示すように、外槽6から

取り出された空気は、降下風路 3を通って下方へと流れ、図6、図 ０等に示すように

、ザブケーシング2 の入口3 からザブケーシング2 内へ入る。入口 の下方には

ケーシング2０の上面の一部32が対向しており、この上面の一部 で空気の流れは

下向きから横向きに変更される。

００32 より具体的に、図 4および図 5を参照して説明する。ここに、図 4は、ヒートポンプ

ユニット 4の正面図における熱交換風路部22への空気の流入の仕方を説明するた

めの図解図であり、図 5は、ヒートポンプユニット 4の平面図における熱交換風路部

22への空気の流入の仕方を説明するための図解図である。

図 4に示すように、入口3 からザブケーシング2 内へ人った空気は、ケーシング

2０の上面の一部にぶつかる。これによって、空気は分散されて、高さ方向の均一化

が図られる。すなわち、下向きに入った空気 2ほ、ケーシング2０の上面の一部32

にぶつかって横方向の流れ 3に分散する。横方向の流れ 3は、図 5に示すように

、分散した流れとして、ザブケーシング2 内で広がる。そしてその一部はケーシング

2０の背面側へ回り込むように流れる (図 4の 4参照 )。

００33 このように、ケーシング2０への空気の流入路に、ザブケーシング2 を設けたことに

より、ザブケーシング2 を中心として空気の流れを下向きから横向きに変更して高さ

方向の均一化を図るためのバッフア空間3０が形成されている。



そして、バッファ空間3０において高さ方向の均一化が図られた空気の流れは、以

下に説明するよぅに、横向きに上流側バッファ空間33内へ流入し、上流側バッファ空

間33で空気の流入方向および流速が整えられ、熱交換器に流入した後、さらにその

下流側に形成された下流側バッファ空間34において、空気の流れがより均一化され

るのである。

００34 このとき、バッファ空間3０から上流側バッファ空間33へ流入する空気流の流路を、

図 5に矢印 で示すよぅに、平面視でへの字状に曲がるよぅに進れ流路とすれば、

流路長を長く取れ、その結果、熱交換器への流入空気の均一化をより向上させること

ができる。

ザブケーシング2 の下方には、図 ０に示すよぅに、ケーシング2０内に区画された

熱交換風路部22の一部を形成する上流側バッファ空間3 3が備えられている。上流

側バッファ空間33は、図 ０に示すよぅに、平面視が三角形状の領城を含んでいる。

換言すれば、熱交換風路部22に配置された吸熱器23の通気面の一端側と対向す

る広幅 の空間と、吸熱器23の通気面の他端側と対向する狭幅W2の空間とを有

する平面視三角形状の上流側バッファ空間33が備えられている。かかる上流側バッ

ファ空間33を備えていることにより、ザブケーシング2 の入口3 からザブケーシング

2 内を通ってケーシング2０へと流れる空気に対して、空気の流入方向を整え、かつ

、空気の流速を一様にすることができる。これによって、吸熱器23へ流れ込む空気の

流速が場所によって極端に偏らず、ほぼ均一な空気の流れを作ることができる。

００35 次に、下流側バッファ空間について説明する。図 ０を主として参照して、ケーシン

グ2０内に区画された熱交換風路部22の通気方向に見て、放熱器24の下流側には

、下流側バッファ空間34が形成されている。下流側バッファ空間34は、平面視にお

いて三角形状の空間を含んでいる。より詳細には、放熱器24の通気面の一端側と対

向する狭幅W3の空間および放熱器24の通気面の他端側と対向する広幅W4の空

間を含む平面視三角形状の空間を有している。この下流側バッファ空間34を設けた

ことにより、放熱器24を通過した空気は下流側バッファ空間34においてその流速が

整えられるので、放熱器34を均一な流速で空気を通過させることができる。

００36 別の局面から説明すると、吸熱器23および放熱器24は、一定間隔をあけて互いに



平行に配置されていて、吸熱器23の通気面の一端側には広幅 の上流側バッフ

ァ空間33が対向している。一方、放熱器24の通気面の一端側には狭幅W3の下流

側バッファ空間34が対向している。

さらに、吸熱器23の通気面の他端側には狭幅W2の上流側バッファ空間3 3が対向

しており、放熱器24の通気面の他端側には広幅W4の下流側バッファ空間34が対

００37 よって、吸熱器23および放熱器24を中心に観察すると、吸熱器23および放熱器2

4の進入側通気面と対向している空間の幅および出口側通気面と対向している空間

の幅の合計空間幅は、通気面のいずれの場所においてもほぼ等しく、通気面の場所

によって若しく変わることがないよぅに設計されている。

すなわち、熱交換器 (吸熱器23および放熱器24) の上流側に存在する上流側バッ

ファ空間33および下流側に存在する下流側バッファ空間34によって、熱交換器 (吸

熱器23および放熱器24) の流入側および流出側の空間容積の合計値が、通気面

のいずれの位置 (場所 ) においてもほぼ均一になるよぅに、熱交換風路部22が設計さ

れている。これによって、熱交換器 (吸熱器23および放熱器24) を流れる空気の流

れをほぼ均一にすることが可能である。その結果、熱交換器 (吸熱器23および放熱

器24) における熱交換効率を向上させることができる。

００38 また、ケーシング2０内に区画された熱交換風路部22では、空気は略水平方向に

流れ、熱交換風路部22内で流れに偏りが生じることがない。よって、熱交換効率を向

上させることができる。

上述の実施形態では、上流側バッファ空間33および下流側バッファ空間34は、共

に、平面視において三角形状の空間を含れ形状を例示したが、上流側バッファ空間

33および下流側バッファ空間34は、この形態に限定されるものではない。上流側バ

ッファ空間33および下流側バッファ空間34は、たとえば、滑らかに形状変化をする

形態のもの、多角形のよぅに断面積が緩やかに変化する形態のものとしてもよく、上

述の実施形態と同様に、流れる空気の流れを均一化して、この発明の効果を奏する

ことができる。

００39 ヒートポンプュニット 4の一側面には送風ュニット 5が連結されている。より詳細に



は、下流側バッファ空間34の広幅W4側から空気が吸い出されるよぅに、ケーシング

2０の一側面に送風ユニット 5が連結されている。

送風ユニット 5は、環状のターボファン3 5と、ターボファン3 5により送られる空気を

誘導するためのファンケース36と、ファンケース36の外側に設けられた、ターボファ

ン3 5を回転させるためのファンモータ3 7とを含んでいる。ファンモータ3 7によってタ

ーボファン3 5が回転されると、環状をしたターボファンの中央部から空気が吸い込ま

れ、吸い込まれた空気は放射状に外方へ放出される。そしてその空気はファンケー

ス36により上向きに形成された出口38から流入風路 6 (図2参照 )へと送られる。

００4０ ヒートポンプユニット 4の一側面に連結された送風ユニット 5は、前述したよぅに、

下流側バッファ空間34の空気を吸い出し、処理槽4へと流す。ヒートポンプユニット

4の熱交換風路部22内の空気が吸い出される構成とした場合、熱交換風路部22へ

空気を押し込む構成に比べて、吸熱器23および放熱器24を通過する空気を一屑均

一にすることが可能である。つまり、この実施形態に係るヒートポンプユニット 4およ

び送風ユニット 5によれば、吸熱器23および放熱器24の上流側および下流側に、

それぞれ、上流側バッファ空間33および下流側バッファ空間34を設けたことにより、

吸熱器23および放熱器24を通過する空気の流れをほぼ均一にすることができ、さら

に、その空気を流すための送風ユニット 5を、熱交換風路部22から空気を吸い出す

形式としたことにより、吸熱器23および放熱器24を通過する空気の流れを一屑均一

にすることができる。その結果、吸熱器23および放熱器24における熱交換効率を向

上させることができる。

００4 1 図 6は、ヒートポンプユニット 4の熱交換風路部22内を流れる空気の流速の均一

性を確認したデータ図であり、 は熱交換風路部22の横断面における流速分布を示

しており、 は熱交換風路部22の縦断面における流速分布を示している。図 6の

、 において、吸熱器23および放熱器24の部分では、通過する空気の流速がほぼ

等しく、均一性が高いことが確認できる。

００42 図 7は、ヒートポンプユニット 4の熱交換風路部22内を流れる空気の流れをコン

ピュータ解析により求めた図であり、多数の線で空気の流れが示されている。図 7の

はヒートポンプユニット 4を前方左上方から見た斜視図における空気の流れ、 は



ヒートポンプユニット 4の平面視における空気の流れ、Cはヒートポンプユニット 4の

左側面視における空気の流れ、 はヒートポンプユニット 4の正面視における空気

の流れを示している。図 7の ～ によっても、この実施形態に係るヒートポンプユニ

ット 4においては、熱交換風路部22内を空気がほぼ均一に流れていることを確認で

きる。

００43 図 8 ～図 8Cは、上記ヒートポンプユニット 4における吸熱器23および放熱器

24への空気の流入分布の一様性を、前述した特許文献 、特許文献2および特許

文献3に記載の構成との比較で示した棒グラフである。

図 8 は、各構成における吸熱器への空気流入分布を示すグラフであり、本発明

の一実施形態は 、特許文献 および特許文献2は 、特許文献3は 2で示され

ている。

００44 この対比グラフから、この実施形態に係る吸熱器23への空気の流入分布 0は、従

来技術と比べて均一性が向上していることを確認できる。

図 8 は、各構成における放熱器への空気流入分布を示すグラフであり、本発明

の一実施形態は 、特許文献 および特許文献2は 、特許文献3は 2で示され

ている。

００45 図 8 から、この発明の一実施形態に係る放熱器24への空気の流入分布 は、

従来技術と比べて均一性が向上していることを確認できる。

図 8Cは、特許文献 および特許文献2に記載の吸熱器および放熱器への空気の

流入分布を ００ としたときの標準偏差の比較が示されている。このグラフからも、こ

の発明の一実施形態においては、吸熱器23および放熱器24を通過する空気が均

一になっていることを確認できる。

００46 上述した実施形態では、ヒートポンプユニット 4に備えられる減圧手段は膨張弁26

を用いた構成としたが、これに限らず、減圧手段は、たとえばキヤピラリチューブによ

って構成することもできる。

上述した実施形態は、洗濯乾燥機 を例にとり、ヒートポンプユニット 4および送風

ユニット 5が、洗濯乾燥機 における乾燥機飴部 (循環風路部) の一部を構成する構

成として説明したが、この発明は、このよぅに洗濯乾燥機 に適用できる他、独立した



機器としての衣類乾燥機にも適用することができる。

００47 さらに、ヒートポンプユニットは、電気洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機等に細み込

み易い略直方体状の汎用形状をしているので、種々の乾燥装置の乾燥機能部とし

て細み込むことが可能である。

なお、ヒートポンプの冷媒としては、 C (ハイドロフルオロカーボン) 系、 など

があるが、この発明において を冷媒として使用する場合、超臨界領城で使用す

ることが可飴である。

００48 この発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、請求項記載の範囲

内において種々の変更が可能である。



請求の範囲

乾燥させる衣類を収容するための処理槽と、

前記処理槽に一端および他端が速通され、処理槽内の空気を一端から取り出して

他端から処理槽へ戻すための循環風路と、

前記循環風路の空気を循環させるための送風手段と、

冷媒が流れる冷媒配管で接続された吸熱器、圧縮機、放熱器および減圧手段を含

み、吸熱器が循環風路を流れる空気を冷やして除湿し、放熱器が除湿後の空気を

加熱するヒートポンプ装置とを備え、

前記吸熱器および放熱器は、それぞれ、空気と熱交換するための通気面を有し、

前記循環風路内において、通気方向に見て、吸熱器の通気面および放熱器の通気

面が、この順に対向して設置されており、

前記循環風路には、通気方向に見て、吸熱器の通気面の上流側に、空気の流れ

る方向を変更して空気の流速を整えるための上流側バッファ空間が形成されている

ことを特徴とする、衣類用乾燥装置。

前記循環風路には、通気方向に見て、放熱器の通気面の下流側に、空気の流速

を均一にするための下流側バッファ空間が形成されていることを特徴とする、請求項

記載の衣類用乾燥装置。

通気方向に見て、前記下流側バッファ空間の下流に、前記送風手段が配置されて

いることを特徴とする、請求項 または2記載の衣類用乾燥装置。

乾燥すべき衣類を収容するための処理槽と、

前記処理槽に一端および他端が速通され、処理槽内の空気を一端から取り出して

他端から処理槽へ戻すための循環風路と、

前記循環風路の空気を循環させるための送風手段と、

冷媒が流れる冷媒配管で接続された吸熱器、圧縮機、放熱器および減圧手段を含

み、吸熱器が循環風路を流れる空気を冷やして除湿し、放熱器が除湿後の空気を

加熱するヒートポンプ装置とを備え、

前記吸熱器および放熱器が細み込まれる前記循環風路の一部は、熱交換風路部

を構成しており、



この熱交換風路部は、通気方向が略水平方向に延びており、

前記吸熱器および放熱器の通気面は、平面視で、熱交換風路内に通気方向に対

して斜めに配置されていることを特徴とする、衣類用乾燥装置。

前記熱交換風路部には、吸熱器の上流側に、上流側バッファ空間が設けられてい
ることを特徴とする、請求項4記載の衣類用乾燥装置。

前記熱交換風路部には、放熱器の下流側に、空気の流速を均一にするための下

流側バッファ空間が形成されていることを特徴とする、請求項4または5記載の衣類

用乾燥装置。

前記下流側バッファ空間の水平方向下流側に前記送風手段が設けられていること

を特徴とする、請求項5記載の衣類用乾燥装置。

前記循環風路は、水平方向上方から前記上流側バッファ空間へ空気を流入させる

風路を含むことを特徴とする、請求項6 裁の衣類用乾燥装置。

前記熱交換風路部は、略直方体状のケーシングによりュニットィヒされており、

前記ケーシング内に、通気方向が略水平方向に延びる熱交換風路が形成され、当

該熱交換風路を避けて配置された圧縮機および減圧手段を含むことを特徴とする、

請求項4～8のいずれかに記載の衣類用乾燥装置のためのヒートポンプュニット。
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