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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシング（１１）内に、エバポレータ（１５）が収納されるとともに、該エバポレー
タ（１５）の一側を臨ませる入口室（１６）と、前記エバポレータ（１５）の他側を臨ま
せる出口室（１７）と、該出口室（１７）に通じて前記エバポレータ（１５）の下方に配
置されるドレン室（１８）とが形成される空調装置用クーリングユニットにおいて、
　前記ケーシング（１１）は、前記エバポレータ（１５）の一側に間隔をあけて対向する
第１側壁（１２ａ）と、前記エバポレータ（１５）の他側に間隔をあけて対向する第２側
壁（１２ｂ）と、前記第１および第２側壁（１２ａ，１２ｂ）間を結ぶ第３および第４側
壁（１２ｃ，１２ｄ）とを備え、
　前記入口室（１６）、エバポレータ（１５）および出口室（１７）の下方に配置される
前記ドレン室（１８）と、前記入口室（１６）との間を隔てる隔壁（２６1 ，２６2 ）が
、前記第１側壁（１２ａ）およびエバポレータ（１５）間にわたって配置され、
　前記第３および第４側壁（１２ｃ，１２ｄ）には、前記エバポレータ（１５）の下端を
受けるべく上方に臨む第１受け部（２１，２２）がそれぞれ設けられ、
　前記第１、第３および第４側壁（１２ａ，１２ｃ，１２ｄ）の内面下部に沿って延びる
支持壁部（２５ａ）と、前記第１受け部（２１，２２）をそれぞれ覆う一対の第２受け部
（２５ｂ，２５ｃ）とを有する硬質合成樹脂製のインシュレータ（２５1 ）が、前記エバ
ポレータ（１５）、出口室（１７）およびドレン室（１８）に対応する部分でケーシング
（１１）の内面に内張りされ、
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　前記隔壁（２６1 ）は、前記エバポレータ（１５）および前記ドレン室（１８）間を隔
てるとともに第３および第４側壁（１２ｃ，１２ｄ）寄りの両端部が前記エバポレータ（
１５）および両第２受け部（２５ｂ，２５ｃ）間に挟持される第１隔板部（２６ａ）と、
第１隔板部（２６ａ）から第１側壁（１２ａ）側に延びて入口室（１６）およびドレン室
（１８）間を隔てるとともに第１側壁（１２ａ）側の側端が前記支持壁部（２５ａ）の上
端に当接、支持される第２隔板部（２６ｂ）とが一体に連設されて成ることを特徴とする
、空調装置用クーリングユニット。
【請求項２】
　前記エバポレータ（１５）および出口室（１７）に対応する部分でケーシング（１１）
の内面に内張りされる硬質合成樹脂製のインシュレータ（２５2 ）に、前記エバポレータ
（１５）および前記ドレン室（１８）間を隔てるとともに前記入口室（１６）およびドレ
ン室（１８）間を隔てる隔壁（２６2 ）が一体に形成されることを特徴とする、請求項１
記載の空調装置用クーリングユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、空調装置用クーリングユニットに関し、特に、ケーシング内に、エバポレー
タが収納されるとともに、該エバポレータの一側を臨ませる入口室と、前記エバポレータ
の他側を臨ませる出口室と、該出口室に通じて前記エバポレータの下方に配置されるドレ
ン室とが形成される空調装置用クーリングユニットの改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、かかるクーリングユニットは、図６もしくは図７で示すように構成されており、
エバポレータ１５′を収納するケーシング１１′には、エバポレータ１５′の一側を臨ま
せる入口室１６′を形成する筒状部１１ａ′が設けられており、エバポレータ１５′を流
通した空気から離脱した結露水を導くドレン室１８′と、前記入口室１６′との間をエバ
ポレータ１５′のケーシング１１′への支持部で隔てるようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが上記従来のような構造のクーリングユニットでは、ドレン室１８′が、エバポ
レータ１５′の他側を臨ませる出口室１７′およびエバポレータ１５′の下方に位置する
ようにしてケーシング１１′内に形成されており、ドレン室１８′から結露水を排出する
ためにケーシング１１′の底部に設けられるドレン口３４′の位置は、水平面内でエバポ
レータ１５′および出口室１７が占めるスペース内に限られてしまい、ドレン口３４′の
配置上の自由度が比較的狭い。
【０００４】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、結露水を排出するためのドレン口
の位置を比較的広い範囲で自由に定め得るようにして、ドレン口の配置上の自由度を大と
した空調装置用クーリングユニットを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は、ケーシング内に、エバポレータが
収納されるとともに、該エバポレータの一側を臨ませる入口室と、前記エバポレータの他
側を臨ませる出口室と、該出口室に通じて前記エバポレータの下方に配置されるドレン室
とが形成される空調装置用クーリングユニットにおいて、前記ケーシングは、前記エバポ
レータの一側に間隔をあけて対向する第１側壁と、前記エバポレータの他側に間隔をあけ
て対向する第２側壁と、前記第１および第２側壁間を結ぶ第３および第４側壁とを備え、
前記入口室、エバポレータおよび出口室の下方に配置される前記ドレン室と、前記入口室
との間を隔てる隔壁が、前記第１側壁およびエバポレータ間にわたって配置され、前記第
３および第４側壁には、前記エバポレータの下端を受けるべく上方に臨む第１受け部がそ
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れぞれ設けられ、前記第１側壁の内面下部に沿って延びる支持壁部と、前記第１受け部を
それぞれ覆う一対の第２受け部とを有する硬質合成樹脂製のインシュレータが、前記エバ
ポレータ、出口室およびドレン室に対応する部分でケーシングの内面に内張りされ、前記
隔壁は、前記エバポレータおよび前記ドレン室間を隔てるとともに第３および第４側壁寄
りの両端部が前記エバポレータおよび両第２受け部間に挟持される第１隔板部と、第１隔
板部から第１側壁側に延びて入口室およびドレン室間を隔てるとともに第１側壁側の側端
が前記支持壁部の上端に当接、支持される第２隔板部とが一体に連設されて成ることを特
徴とする。
【０００６】
　このような構成によれば、ドレン室が、入口室、エバポレータおよび出口室の下方に配
置されることになり、ドレン室から結露水を排出するためにケーシングの底部に設けられ
るドレン口を、水平面内で入口室、エバポレータおよび出口室が占める比較的大きなスペ
ースのいずれにも配置することが可能であり、ドレン口の配置上の自由度を大とすること
ができる。しかも上記隔壁は、エバポレータおよびケーシング間に一部を挟まれて支持さ
れる状態で、入口室およびドレン室間を隔てることになり、隔壁のケーシングへの取付け
が極めて容易となる。
【０００７】
　さらに請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明の構成に加えて、前記エバポレ
ータおよび出口室に対応する部分でケーシングの内面に内張りされる硬質合成樹脂製のイ
ンシュレータに、前記エバポレータおよび前記ドレン室間を隔てるとともに前記入口室お
よびドレン室間を隔てる隔壁が一体に形成されることを特徴とし、かかる構成によれば、
隔壁がインシュレータに一体に形成されるので、部品点数の増大を回避しつつ、隔壁をケ
ーシングに容易に組付けることができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面に示す本発明の実施例に基づいて説明する。
【０００９】
　図１～図４は本発明の第１実施例を示すものであり、図１はクーリングユニットの正面
図、図２は図１の２－２線断面図、図３は図２の３－３線断面図、図４は図２の４－４線
断面図である。
【００１０】
　先ず図１および図２において、このクーリングユニットは、車両に搭載される空調装置
に用いられるものであり、ケーシング１１は、合成樹脂により上部を開放した箱形に形成
されるケーシング主体１２と、該ケーシング主体１２の上端開口部を塞ぐ合成樹脂製のカ
バー１３とで構成されるものであり、ケーシング主体１２およびカバー１３は、複数の締
結手段１４…によって相互に分離することを可能として締結される。
【００１１】
　ケーシング１１内にはエバポレータ１５が収納されるとともに、エバポレータ１５の一
側（図２の左側）を臨ませる入口室１６と、エバポレータ１５の他側（図２の右側）を臨
ませる出口室１７と、出口室１７に通じてエバポレータ１５の下方に配置されるドレン室
１８とが形成される。またカバー１３には、入口室１６の上部に通じて上方に延びる入口
管１９と、前記出口室１７に通じて上方に延びる出口管２０とが一体に設けられる。
【００１２】
　図３を併せて参照して、ケーシング主体１２は、エバポレータ１５の一側に間隔をあけ
て対向する第１側壁１２ａと、エバポレータ１５の他側に間隔をあけて対向する第２側壁
１２ｂと、第１および第２側壁１２ａ，１２ｂ間を結ぶ第３および第４側壁１２ｃ，１２
ｄと、第１～第４側壁１２ａ～１２ｄの下端間を連結する底壁１２ｅとを備え、底壁１２
ｅは、出口室１７側から入口室１６側に進むにつれて低くなるように傾斜して形成される
。第３および第４側壁１２ｃ，１２ｄには、エバポレータ１５の下端を受けるべく上方に
臨む第１受け部２１，２２がそれぞれ設けられる。またカバー１３の内面には、入口室１
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６および出口室１７間でのエバポレータ１５の変位を規制するための規制突部２３，２４
が突設される。
【００１３】
　さらに図４を併せて参照して、エバポレータ１５、出口室１７およびドレン室１８に対
応する部分でケーシング主体１２の内面には、硬質合成樹脂、たとえばポリスチレンやポ
リエチレンから成るインシュレータ２５1 が内張りされ、このインシュレータ２５1 には
、第１、第３および第４側壁１２ａ，１２ｃ，１２ｄの内面下部に沿って延びる支持壁部
２５ａと、第３および第４側壁１２ｃ，１２ｄの内面に設けられている第１受け部２１，
２２をそれぞれ覆う一対の第２受け部２５ｂ，２５ｃとが設けられる。
【００１４】
　ところで、ドレン室１８は、入口室１６、エバポレータ１５および出口室１７の下方に
配置されるものであり、このドレン室１８および入口室１６間は、隔壁２６1 で隔てられ
る。
【００１５】
　隔壁２６1 は、インシュレータ２５1 と同様に硬質合成樹脂で形成されるものであり、
エバポレータ１５およびドレン室１８間を隔てるとともに第３および第４側壁１２ｃ，１
２ｄ寄りの両端部がエバポレータ１５および両第２受け部２５ｂ，２５ｃ間に挟持される
第１隔板部２６ａと、第１隔板部２６ａから第１側壁１２ａ側に延びて入口室１６および
ドレン室１８間を隔てるとともに第１側壁１２ａ側の側端が前記支持壁部２５ａの上端に
当接、支持される第２隔板部２６ｂとが一体に連設されて成る。
【００１６】
　ところで、冷媒をエバポレータ１５に導入する入口導管２７と、この入口導管２７の途
中に設けられるエキスパンションバルブ２８と、エバポレータ１５で蒸発した冷媒を導出
する出口導管２９と、該出口導管２９の一部を覆う感熱筒３０と、該感熱筒３０およびエ
キスパンションバルブ２８間を結ぶキャピラリーチューブ３１とが入口室１６内に収納さ
れており、隔壁２６1 の第２隔板部２６ｂには、出口導管２９の下端部を受ける凹部３２
が設けられるとともに入口導管２７の下端部を受ける凹部３３とが設けられる。
【００１７】
　またケーシング主体１２における最下部には、結露水を排出するためのドレン口３４が
設けられるとともに該ドレン口３４に連なる排水管３５が一体に連設され、インシュレー
タ２５1 のドレン口３４に対応する部分には、開口部３６が設けられる。
【００１８】
　次にこの第１実施例の作用について説明すると、カバー１３とともにケーシング１１を
構成するケーシング主体１２が備える第１側壁１２ａと、エバポレータ１５間にわたって
配置される隔壁２６1 で、入口室１６、エバポレータ１５および出口室１７の下方に配置
されるドレン室１８と、入口室１６との間が隔てられるので、ドレン室１８から結露水を
排出するためにケーシング１１の底部すなわちに設けられるドレン口３４を、水平面内で
入口室１６、エバポレータ１５および出口室１７が占める比較的大きなスペースのいずれ
にも配置することが可能であり、ドレン口３４の配置上の自由度を大とすることができる
。
【００１９】
　また隔壁２６1 は、エバポレータ１５およびドレン室１８間を隔てるとともに第３およ
び第４側壁１２ｃ，１２ｄ寄りの両端部がエバポレータ１５とインシュレータ２５1 の第
２受け部２５ｂ，２５ｃとの間に挟持される第１隔板部２６ａと、インシュレータ２５1 

に設けられた支持壁部２５ａの上端に当接、支持されて入口室１６およびドレン室１８間
を隔てる第２隔板部２６ｂとが一体に連設されて成るものであり、エバポレータ１５およ
びケーシング１１間に一部を挟まれて支持される状態で、入口室１６およびドレン室１８
間を隔てることになり、隔壁２６1 のケーシング１１への取付けが極めて容易となる。
【００２０】
　図５は本発明の第２実施例を示すものであり、エバポレータ１５および出口室１７に対
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応する部分でケーシング主体１２の内面には、硬質合成樹脂から成るインシュレータ２５

2 が内張りされ、このインシュレータ２５2 には、エバポレータ１５およびドレン室１８
間を隔てるとともに入口室１６およびドレン室１８間を隔てる隔壁２６2 が一体に形成さ
れる。またドレン室１８に対応する部分で前記ケーシング主体１２の内面には、前記イン
シュレータ２５2 とは別体である硬質合成樹脂製のインシュレータ３７が内張りされる。
【００２１】
　この第２実施例によれば、隔壁２６2 がインシュレータ２５2 に一体に形成されるので
、部品点数の増大を回避しつつ、隔壁２６2 をケーシング１１に容易に組付けることがで
きる。
【００２２】
　以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、
特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を行なうことが可
能である。
【００２３】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、ドレン室から結露水を排出するためにケーシングの底部
に設けられるドレン口を、水平面内で入口室、エバポレータおよび出口室が占める比較的
大きなスペースのいずれにも配置することが可能であり、ドレン口の配置上の自由度を大
とすることができる。しかも隔壁は、エバポレータおよびケーシング間に一部を挟まれて
支持される状態で、入口室およびドレン室間を隔てることになり、隔壁のケーシングへの
取付けが極めて容易となる。
【００２４】
　また特に請求項２の発明によれば、隔壁がインシュレータに一体に形成されるので、部
品点数の増大を回避しつつ、隔壁をケーシングに容易に組付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施例のクーリングユニットの正面図である。
【図２】　図１の２－２線断面図である。
【図３】　図２の３－３線断面図である。
【図４】　図２の４－４線断面図である。
【図５】　第２実施例の図２に対応した断面図である。
【図６】　従来のクーリングユニットの一例を示す縦断面図である。
【図７】　従来のクーリングユニットの他の例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１１・・・ケーシング
１２ａ・・・第１側壁
１２ｂ・・・第２側壁
１２ｃ・・・第３側壁
１２ｄ・・・第４側壁
１３・・・カバー
１５・・・エバポレータ
１６・・・入口室
１７・・・出口室
１８・・・ドレン室
２１，２２・・・第１受け部
２５1 ，２５2 ・・・インシュレータ
２５ａ・・・支持壁部
２５ｂ，２５ｃ・・・第２受け部
２６1 ，２６2 ・・・隔壁
２６ａ・・・第１隔板部
２６ｂ・・・第２隔板部
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