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(57)【要約】
【課題】駆動軸の装着性を改善し、また抜け防止構造の
不要な組立性のよい空気調和機のパネル駆動装置を提供
する。
【解決手段】駆動ギア７と、駆動ギア７に噛合する伝達
ギア８と、伝達ギア８に連結された駆動軸１６と、駆動
軸１６に連結されたリンク機構９と、固定パネル６の背
面の駆動軸保持部２１とを備え、駆動軸１６に駆動軸平
面部１７を設けると共に、駆動軸保持部２１を上方に開
口したＣ字形状とし、駆動軸１６を駆動軸保持部１２の
上方から装着して駆動軸平面部１７を上方向きとし、さ
らに固定パネル６の背面に駆動軸１６の両端に位置する
駆動軸位置決めリブ２２を設けたことにより、組立が容
易であり、駆動軸の保持を確実に行うことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パネルはリンク機構
を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に可動する構成であ
って、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設けた駆動ギアと、前
記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と、前記駆動軸に連
結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを備え、前記駆動軸
に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部を上方に開口したＣ字形状とし、前記
駆動軸を前記駆動軸保持部の上方から装着して前記駆動軸平面部を上方向きとし、さらに
前記固定パネルの背面に前記駆動軸の両端に位置する駆動軸位置決めリブを設けた空気調
和機のパネル駆動装置。
【請求項２】
空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パネルはリンク機構
を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に可動する構成であ
って、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設けた駆動ギアと、前
記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と、前記駆動軸に連
結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを備え、前記駆動軸
に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部を背面水平方向に開口したＣ字形状と
し、前記駆動軸を前記駆動軸保持部の背面水平方向から装着して前記駆動軸平面部を水平
方向向きとし、さらに前記固定パネルの背面に前記駆動軸の両端に位置する駆動軸位置決
めリブを設けた空気調和機のパネル駆動装置。
【請求項３】
空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パネルはリンク機構
を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に可動する構成であ
って、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設けた駆動ギアと、前
記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と、前記駆動軸に連
結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを備え、前記駆動軸
に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部は前記固定パネルの背面の貫通穴と、
その上下に設けた軸挟み部と、軸接触リブとから成り、前記駆動軸平面部を前記軸挟み部
の開口した位置に配置し、さらに前記固定パネルの背面に前記駆動軸の両端に位置する駆
動軸位置決めリブを設けた空気調和機のパネル駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室内の吸い込み口を開閉できるようにしたパネルの駆動装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、空気調和機のデザイン性向上のため空気調和機の室内の正面をパネル構成にした
空気調和機が普及している。この種の空気調和機は、内部にパネルの駆動装置を備えてお
り、運転するとき通風性能を確保するためパネルを前方に駆動させている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　図１８および図１９は、特許文献１に記載された従来の空気調和機のパネル駆動装置で
ある。図に示すように、空気調和機の内部には、熱交換器２、送風機３、通風通路１１な
どを備え、また前方には可動パネル５、固定パネル６を備えている。可動パネル５と固定
パネル６はリンク機構９で結合され、リンク機構９の動作により可動パネル５は、前後に
可動する。リンク機構９の固定パネル６側上端には伝達ギア８が設けられ、伝達ギア８の
下側にはギア形状が形成されている。一方、熱交換器２側には、駆動モーターと駆動ギア
７が設けられ、駆動ギア７と伝達ギア８が噛合している。
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【０００４】
　また、固定パネル６背面の駆動軸支承部材３１と、リンク機構９の固定パネル６側の上
端、伝達ギア８の上部は、駆動軸１６で連通している。
【０００５】
　駆動モーターに通電されて駆動ギア７が動作し、さらに伝達ギア８の可動によりリンク
機構９が動作し、可動パネル５が前方に可動する。
【特許文献１】特開２００５－１４７６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の構成では、固定パネル６背面の駆動軸支承部材３１が穴形状
で固定パネル６の両端などに数箇所あるため、駆動軸１６を固定パネル６の側面方向から
徐々に挿入させなければならず、駆動軸１６が長いために組立性が悪かった。また挿入し
た駆動軸１６の抜け防止のため別部品（たとえばＥリングなど）を用いて駆動軸１６を固
定する必要があり、駆動軸１６に溝加工等の加工が必要で、組立工数がかかってコストア
ップとなっていた。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、駆動軸の装着性を改善し、また抜け防止
構造の不要な組立性のよい空気調和機のパネル駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、駆動ギア
と、駆動ギアに噛合する伝達ギアと、伝達ギアに連結された駆動軸と、駆動軸に連結され
たリンク機構と、固定パネルの背面の駆動軸保持部とを備え、駆動軸に駆動軸平面部を設
けると共に、駆動軸保持部を上方に開口したＣ字形状とし、駆動軸を駆動軸保持部の上方
から装着して駆動軸平面部を上方向きとし、さらに固定パネルの背面に駆動軸の両端に位
置する駆動軸位置決めリブを設けたものである。
【０００９】
　また、本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、駆動ギアと、駆動ギアに噛合する伝達
ギアと、伝達ギアに連結された駆動軸と、駆動軸に連結されたリンク機構と、固定パネル
の背面の駆動軸保持部とを備え、駆動軸に駆動軸平面部を設けると共に、駆動軸保持部を
背面水平方向に開口したＣ字形状とし、駆動軸を駆動軸保持部の背面水平方向から装着し
て駆動軸平面部を水平方向向きとし、さらに固定パネルの背面に駆動軸の両端に位置する
駆動軸位置決めリブを設けたものである。
【００１０】
　また、本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、駆動ギアと、駆動ギアに噛合する伝達
ギアと、伝達ギアに連結された駆動軸と、駆動軸に連結されたリンク機構と、固定パネル
の背面の駆動軸保持部とを備え、駆動軸に駆動軸平面部を設けると共に、駆動軸保持部は
固定パネルの背面の貫通穴と、その上下に設けた軸挟み部と、軸接触リブとから成り、駆
動軸平面部を軸挟み部の開口した位置に配置し、さらに固定パネルの背面に駆動軸の両端
に位置する駆動軸位置決めリブを設けたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、上方に開口したＣ字形状の駆動軸保持部に上
方方向から駆動軸を装着したから組立が容易であり、駆動軸保持部の開口を上方に設けて
いるため、駆動軸の保持を確実に行うことができる。さらに駆動軸の駆動軸平面部を上方
向きとしたから駆動軸保持部の円弧部分と駆動軸の円弧部分が接触するため駆動軸の回転
が滑らかである。また、駆動軸の両側に駆動軸を挟む駆動軸位置決めリブを設けたから駆
動軸の両端の位置規制ができて駆動軸の抜け止め構造も必要なく軸に溝加工等も不要とな
る。
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【００１２】
　また、本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、背面水平方向に開口したＣ字形状の駆
動軸保持部に背面水平方向からの単純動作で駆動軸を装着できるから駆動軸の組立に際し
ての全く制約がなく組立が容易となる。また、さらに駆動軸の駆動軸平面部を水平方向向
きとしたから同様に駆動軸の円弧部分と駆動軸保持部の円弧部分が接した状態となり回転
が滑らかとなる。また駆動軸の両側に駆動軸を挟む駆動軸位置決めリブを設けたから同様
に抜け止め構造も不要となる。
【００１３】
　また、本発明の空気調和機のパネル駆動装置は、軸挟み部と軸接触リブで駆動軸を支持
する構成としたから金型のスライド構造が不要で金型が安価にでき、また駆動軸の両側に
駆動軸を挟む駆動軸位置決めリブを設けたから同様に抜け止め構造も不要となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　第１の発明は、空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パ
ネルはリンク機構を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に
可動する構成であって、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設け
た駆動ギアと、前記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と
、前記駆動軸に連結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを
備え、前記駆動軸に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部を上方に開口したＣ
字形状とし、前記駆動軸を前記駆動軸保持部の上方から装着して前記駆動軸平面部を上方
向きとし、さらに前記固定パネルの背面に前記駆動軸の両端に位置する駆動軸位置決めリ
ブを設けたことにより、駆動軸を駆動軸保持部の上方から装着したから駆動軸を長手方向
から挿入する必要がなく組み立てが容易であり、駆動軸保持部の開口を上方に設けている
ため、駆動軸の保持を確実に行うことができる。また、駆動軸の駆動軸平面部を上方向き
としたから駆動軸保持部の円弧部分と駆動軸の円弧部分が接触するための駆動軸の回転が
滑らかである。また、固定パネルの背面に駆動軸の両端に接して駆動軸位置決めリブを設
けたから、駆動軸の両端の位置規制ができて駆動軸の抜け止め構造も必要なく軸に溝加工
等も不要となる。
【００１５】
　第２の発明は、空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パ
ネルはリンク機構を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に
可動する構成であって、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設け
た駆動ギアと、前記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と
、前記駆動軸に連結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを
備え、前記駆動軸に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部を背面水平方向に開
口したＣ字形状とし、前記駆動軸を前記駆動軸保持部の背面水平方向から装着して前記駆
動軸平面部を水平方向向きとし、さらに前記固定パネルの背面に前記駆動軸の両端に位置
する駆動軸位置決めリブを設けたから、駆動軸を水平方向からの単純動作で移動させるだ
けで駆動軸を簡単に固定パネルの背面に装着させることができるばかりでなく、駆動軸保
持部の開口方向のスペースが十分あるため、駆動軸を駆動軸保持部に臨ませる際、駆動軸
平面部を駆動軸の移動方向と平行にして、つまり駆動軸を９０度回転させてリンク機構と
伝達ギアを所定位置から移動させながら駆動軸を挿入することもできて、さらに挿入性が
良好となる。
【００１６】
　また、駆動軸の駆動軸平面部を駆動軸保持部の背面水平方向に設けたから、駆動軸保持
部の円弧部分と駆動軸の円弧部分が接触するための駆動軸の回転が滑らかである。また、
固定パネルの背面に駆動軸保持リブを設けたから駆動軸の左右位置を保持することができ
る。
【００１７】
　第３の発明は、空気調和機本体の前面側に固定パネルと可動パネルを設け、前記可動パ
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ネルはリンク機構を介して前記固定パネルに取り付けられて、前記固定パネルより前方に
可動する構成であって、前記可動パネルの可動機構は、前記空気調和機本体の上部に設け
た駆動ギアと、前記駆動ギアに噛合する伝達ギアと、前記伝達ギアに連結された駆動軸と
、前記駆動軸に連結された前記リンク機構と、前記固定パネルの背面の駆動軸保持部とを
備え、前記駆動軸に駆動軸平面部を設けると共に、前記駆動軸保持部は前記固定パネルの
背面の貫通穴と、その上下に設けた軸挟み部と、軸接触リブとから成り、前記駆動軸平面
部を前記軸挟み部の開口した位置に配置し、さらに前記固定パネルの背面に前記駆動軸の
両端に位置する駆動軸位置決めリブを設けたから、駆動軸を軸挟み部の正面から移動させ
るだけで駆動軸を簡単に固定パネルの背面に装着させることができる。また、軸挟み部と
軸接触リブで駆動軸を受ける形状ができるため安定して駆動軸を保持することができ、ま
た、軸挟み部と軸接触リブは、金型のスライド構造を使うことなく形状の形成が容易であ
る。また、駆動軸保持リブを設けたから駆動軸の左右位置を保持することができる。
【００１８】
　また、駆動軸の駆動軸平面部を軸挟み部の開口方向に設けたから、駆動軸の回転は、軸
挟み部の開口と関係なく同様に円弧形状が接してその滑らかさを確保することができる。
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１～図９は、本発明の第１の実施の形態における空気調和機のパネル駆動装置の構成
を示すものである。
【００２１】
　図１において、空気調和機本体１は、室内空気との熱交換を行う熱交換器２、送風作用
を発揮する送風機３、空気調和機本体１の天面を構成する天面グリル４、空気調和機本体
１の前面に配置した可動パネル５、可動パネル５の背面に配置した固定パネル６を有する
。熱交換器２の上面に装着される駆動ギア７は、駆動モーター（図示なし）の通電によっ
て動作する。駆動ギア７の上部には、セクタギアである伝達ギア８が設けられ、その下部
のギア形状部分は、駆動ギア７に噛合している。
【００２２】
　図２において、固定パネル６と可動パネル５に接合して装着されるリンク機構９は、長
尺リンク９ａと短尺リンク９ｂをその中間部を組み合わせて一対として、中間部で回転自
在な構成で複数個（たとえば２個）が空気調和機本体１に並列に用いられる。
【００２３】
　長尺リンク９ａの上端１２ａは、固定パネル６の背面と連結されて回転自在に取着され
、下端１３ａは、可動パネル５に連結されて同様に回転自在に取着される。また、短尺リ
ンク９ｂの上端１２ｂは、可動パネル５の背面と連結されて上下に摺動及び回転自在に取
着され、下端１３ｂは、固定パネル６に連結されて同様に上下に摺動及び回転自在に取着
される。
【００２４】
　長尺リンク９ａの上端１２ａと伝達ギア８と固定パネル６の背面は、図３～図５のよう
に駆動軸１６で軸支される。つまり、駆動軸１６は、図６のように空気調和機本体１の幅
に近い長さの円柱形状であるが、一面に全長に渡って駆動軸平面部１７を形成しており、
断面は、Ｄ形の形状をしている。また長尺リンク９ａの上端１２ａにも図７のように駆動
軸１６が挿入できるような同様のリンクＤ形状部１８を形成している。また伝達ギア８も
図８のようにその上部ボス形状部１９に同様の伝達ギアＤ形状部２０を形成している。
【００２５】
　固定パネル６の背面には、図５のように上部に開口したＣ字形状の駆動軸保持部２１を
リンク機構９部分及び伝達ギア８の近傍に複数個設けている。また、駆動軸１６の両端に
位置する部分には、駆動軸１６の左右の位置を保持する駆動軸位置決めリブ２２を設けて
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いる（図３及び図４）。
【００２６】
　尚、駆動軸１６の駆動軸平面部１７は、駆動軸保持部２１の上方に開口した位置に配置
して設けられている。
【００２７】
　駆動軸１６は、伝達ギア８と長尺リンク９ａのそれぞれのリンクＤ形状部１８と伝達ギ
アＤ形状部２０に挿入したのち（図９参照）、固定パネル６背面の駆動軸保持部２１に対
してその上部の開口から挿入され（図５参照）、駆動軸位置決めリブ２２により左右位置
を保持されて固定される。
【００２８】
　以上のように構成されたパネルの駆動装置について、以下その動作、作用を説明する。
【００２９】
　熱交換器２の上部に設けられた駆動モーターへの通電によって駆動ギア７は動作し、そ
の動作により伝達ギア８が駆動軸１６を支点に所定角度回転する。伝達ギア８の回転は、
その上部ボス形状部１９に形成された伝達ギアＤ形状部２０により、駆動軸１６に伝えら
れ、駆動軸１６が伝達ギア８と同じ角度回転する。駆動軸１６の回転は、長尺リンク９ａ
のリンクＤ形状部１８に伝わり、長尺リンク９ａがその下端を前方に上げるように回転し
、可動パネル５は、リンク機構９に拘束されて前方に移動して固定パネル６との間にスペ
ースができ空気調和機本体１の吸い込みが確保される。
【００３０】
　以上のように、本実施の形態においては、固定パネル６の背面に上方に開口したＣ字形
状の駆動軸保持部２１を設けたから駆動軸１６を上方から移動させるだけで駆動軸１６を
簡単に固定パネル６の背面に装着させることができ、また、開口を上方に設けているため
、駆動軸１６の保持を確実に行うことができる。またさらに、駆動軸１６の両側の位置に
駆動軸位置決めリブ２２を設けたから駆動軸１６の左右位置を保持することができ、駆動
軸１６への溝加工などの後加工や別部品による駆動軸１６の固定が不要である。
【００３１】
　また、駆動軸１６の駆動軸平面部１７を駆動軸保持部２１の上方向きに設けたから、駆
動軸１６の円弧形状と駆動軸保持部２１の円弧形状が接するから駆動軸１６の回転の滑ら
かさを確保することができる。
【００３２】
　（実施の形態２）
　図１０～図１４は、本発明の第２の実施の形態のパネル駆動装置における固定パネル６
の背面形状の要部を示すものである。固定パネル６の背面には、背面水平方向に開口した
Ｃ字形状の駆動軸保持部２３をリンク機構９部分及び伝達ギア８の近傍に複数個設けてい
る。また、駆動軸１６の両端に位置する部分には、駆動軸１６の左右の位置を保持する駆
動軸位置決めリブ２２を設けている。
【００３３】
　また、駆動軸１６の駆動軸平面部１７は、駆動軸保持部２３の正面に開口した位置に配
置して設けられている。
【００３４】
　また、長尺リンク９ａの上端１２ａのリンクＤ形状部１８および伝達ギア８の伝達ギア
Ｄ形状部２０は、駆動軸１６の駆動軸平面部１７の方向に合致させて形成している（図１
３、図１４参照）。
【００３５】
　以上のように構成されたパネルの駆動装置について、以下その動作、作用を説明する。
リンク機構の動作については、実施の形態１と同じのため記載を省略する。
【００３６】
　連結軸１６は、伝達ギア８と長尺リンク９ａのそれぞれのリンクＤ形状部１８と伝達ギ
アＤ形状部２０に挿入したのち（図９参照）、固定パネル６背面の駆動軸保持部２３に対
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して図１１のようにその正面の開口から挿入される。また、駆動軸１６は、図１０のよう
に駆動軸位置決めリブ２２により左右位置を保持されて固定される。
【００３７】
　本実施の形態では、固定パネル６の背面に水平方向に開口したＣ字形状の駆動軸保持部
２３を設けたから駆動軸１６を背面水平方向からの単純動作で移動させるだけで駆動軸１
６を簡単に固定パネル６の背面に装着させることができるばかりでなく、駆動軸保持部２
３の開口方向のスペースが十分あるため、駆動軸１６を駆動軸保持部２３に臨ませる際、
図１２のように駆動軸平面部１７を駆動軸１６の移動方向と平行にして、つまり駆動軸１
６の挿入方向を９０度回転させて駆動軸１６を挿入することもできて、さらに挿入性が良
好となる。
【００３８】
　また、固定パネル６の背面に駆動軸保持リブ２２を設けたから駆動軸１６の左右位置を
保持することができる。
【００３９】
　また、駆動軸１６の駆動軸平面部１７を駆動軸保持部２３の背面水平方向に設けたから
、駆動軸１６の円弧形状と駆動軸保持部２３の円弧形状が接するため、駆動軸１６の回転
は、駆動軸保持部２３の開口と関係なくその滑らかさを確保することができる。
【００４０】
　（実施の形態３）
　図１５～図１７は、本発明の第３の実施の形態のパネル駆動装置における固定パネル６
の背面形状を示すものである。固定パネル６の背面には、貫通穴２４とその上下に軸挟み
部２５を、また駆動軸１６に接触する円弧形状の軸接触リブ２６をリンク機構９部分及び
伝達ギア８の近傍に複数個設けている。また、駆動軸１６の両端に位置する部分には、駆
動軸１６の左右の位置を保持する駆動軸位置決めリブ２２を設けている。
【００４１】
　また、駆動軸１６の駆動軸平面部１７は、軸挟み部２５の開口した位置に配置して設け
られている。
【００４２】
　また、長尺リンク９ａの上端１２ａのリンクＤ形状部１８および伝達ギア８の伝達ギア
Ｄ形状部２０は、駆動軸１６の駆動軸平面部１７の方向に合致させて形成している（図１
３、図１４参照）。
【００４３】
　以上のように構成されたパネルの駆動装置について、以下その動作、作用を説明する。
リンク機構の動作については、実施の形態１と同じのため記載を省略する。
【００４４】
　連結軸１６は、伝達ギア８と長尺リンク９ａのそれぞれのＤ形状部に挿入したのち、固
定パネル６背面の軸挟み部２５に対してその開口から挿入され、駆動軸１６は、軸挟み部
２５と軸接触リブ２６に挟まれて保持される。また、駆動軸１６の左右方向は、駆動軸位
置決めリブ２２により左右位置を保持されて固定される。
【００４５】
　本実施の形態では、固定パネル６の背面に軸挟み部２５と軸接触リブ２６を設けたから
駆動軸１６を軸挟み部２５の正面から移動させるだけで駆動軸１６を簡単に固定パネル６
の背面に装着させることができ、軸挟み部２５と軸接触リブ２６で駆動軸１６を受ける形
状ができるため安定して駆動軸１６を保持することができ、また駆動軸保持リブ２２を設
けたから駆動軸１６の左右位置を保持することができる。また、軸挟み部２５と軸接触リ
ブ２６は、金型のスライド構造を使うことなく形状の形成が容易である。
【００４６】
　また、駆動軸１６の駆動軸平面部１７を軸挟み部２５の開口方向に設けたから、駆動軸
１６の回転は、軸挟み部２５の開口と関係なくその滑らかさを確保することができる。
【産業上の利用可能性】
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【００４７】
　以上のように、本発明にかかる空気調和機のパネル駆動装置は、部品を連結する駆動軸
を上方又は正面方向から装着して組み立て性の改善をしたもので、空気調和機以外の電気
機器でも大型の駆動部品を有する機器には適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態１における空気調和機のパネル駆動装置の可動パネルが閉時
の断面図
【図２】本発明の実施の形態１におけるにおける可動パネルが可動したときの要部拡大断
面図
【図３】本発明の実施の形態１における固定パネルの背面平面図
【図４】本発明の実施の形態１における固定パネル背面の要部拡大平面図（図３の要部の
拡大図）
【図５】図４におけるａ－ａ部分の断面図
【図６】駆動軸の全体斜視図
【図７】長尺リンクの部分平面図
【図８】伝達ギアの平面図
【図９】駆動軸と伝達ギア、リンクの組立状態を示す平面図
【図１０】本発明の実施の形態２における固定パネル背面の要部拡大平面図
【図１１】図１０におけるｂ－ｂ部分の断面図
【図１２】図１０におけるｂ－ｂ部分の駆動軸挿入方向を示す説明図
【図１３】伝達ギアＤ形状部の相違する伝達ギアの平面図
【図１４】長尺リンクＤ形形状部の相違する長尺リンクの平面図
【図１５】本発明の実施の形態３における固定パネル背面の部分拡大平面図
【図１６】図１５におけるｃ－ｃ部分の断面図
【図１７】図１５におけるｄ－ｄ部分の断面図
【図１８】従来のパネル駆動装置を示す断面図
【図１９】従来のパネル駆動装置を示す斜視図
【符号の説明】
【００４９】
　１　空気調和機本体
　２　熱交換器
　３　送風機
　４　天面グリル
　５　可動パネル
　６　固定パネル
　７　駆動ギア
　８　伝達ギア
　９　リンク機構
　９ａ　長尺リンク
　９ｂ　短尺リンク
　１２ａ、１２ｂ　上端
　１３ａ、１３ｂ　下端
　１６　駆動軸
　１７　駆動軸平面部
　１８　リンクＤ形状部
　１９　上部ボス形状部
　２０　伝達ギアＤ形状部
　２１　駆動軸保持部
　２２　駆動軸位置決めリブ
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　２３　駆動軸保持部
　２４　貫通穴
　２５　軸挟み部
　２６　軸接触リブ
　３１　駆動軸支承部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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