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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内空気を吸込む吸入口（１０１、１１１、１４１、１６１）および調和空気を吹き出
す吹出部（１０２、１１２、１４２、１６２）を有するケーシング（１０、１１、１４、
１６）と、前記ケーシング（１０、１１、１４、１６）内に収納された送風機（４０、４
１、４４、４６）および熱交換器（６０、６４、６６）と、を備え、天井に設置される空
気調和装置であって、
　前記吹出部（１０２、１１２、１４２、１６２）に取付けられ、前記調和空気の吹出し
方向を調整するフラップ（３０３、３１３、３２３、３４３、３６３）と、
　前記フラップ（３０３、３１３、３２３、３４３、３６３）を揺動させる駆動源である
モータ（５０、５１、５２、５４、５６）と、を備え、
　前記吹出部は、前記ケーシングの底部の外縁部に沿う方向に長い形状を有し、
　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）は、前記吹出部（１０２、１１２、１４
２、１６２）の長さ方向端部を避けた位置に設けられ、
　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）には、当該モータ（５０、５１、５２、
５４、５６）に向けて下方に流れる調和空気を、前記吹出部（１０２、１１２、１４２、
１６２）の長さ方向各端部に向けて分流させる形状に形成された整流用被覆（８０）が設
けられており、前記整流用被覆（８０）の外面は、上方に凸の曲面形状を呈している空気
調和装置。
【請求項２】
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　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）は、前記吹出部（１０２、１１２、１４
２、１６２）の長さ方向中央となる位置に設けられる請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記ケーシング（１６）は、前記底部から上方に向かって延設された側部を有し、該底
部に、前記吸入口（１６１）および前記吹出部（１６２）を備え、
　前記吹出部（１６２）は、互いに対向する位置に２つ設けられ、
　前記２つの吹出部（１６２）は、
　それぞれ前記底部の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成され
、
　前記調和空気を、前記吹出部（１６２）のそれぞれから互いに異なる２方向へ向けて吹
き出させる請求項１または２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記ケーシング（１０、１１）は、前記底部（２００ａ）から上方に向かって延設され
た側部（２００ｂ）を有し、該底部（２００ａ）に、前記吸入口（１０１、１１１）およ
び前記吹出部（１０２、１１２）を備え、
　前記吸入口（１０１、１１１）は、前記底部の中央に設けられ、
　前記吹出部（１０２、１１２）は、前記吸入口（１０１、１１１）の周囲に該吸入口（
１０１、１１１）を囲んで４つ設けられ、
　前記４つの吹出部（１０２、１１２）は、
　それぞれ前記底部の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成され
、
　前記調和空気を、前記吹出部のそれぞれから互いに異なる４方向へ向けて吹き出させる
請求項１または２に記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記吹出部（１０２、１１２、１４２、１６２）は、その長さ方向端部が、平面視で屈
曲している請求項１～４のいずれか１項に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記底部（２００ａ）は、平面視で略八角形を呈し、
　前記吹出部（１０２、１１２）は、
　前記略八角形を呈する前記底部（２００ａ）の互いに隣接しない４辺の縁部に沿って設
けられ、
　当該吹出部（１０２、１１２）の端部が互いに近づく方向に屈曲し、吹出部（１０２、
１１２）全体として略八角形を呈する請求項４に記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記吹出部（１１２、１４２、１６２）は、長さ方向中央で分離された２つの吹出口（
１１２ａ、１４２ａ、１６２ａ）からなり、
　前記モータ（５１、５２、５４、５６）は、当該２つの吹出口（１１２ａ、１４２ａ、
１６２ａ）の間に配置され、
　当該吹出口（１１２ａ、１４２ａ、１６２ａ）のそれぞれに前記フラップ（３１３、３
２３、３４３、３６３）が取付けられている請求項１～６のいずれか１項に記載の空気調
和装置。
【請求項８】
　前記フラップ（３２３）の各々は前記モータ（５２）を備え、該モータ（５２）の駆動
によって該フラップ（３２３）は各々が独立して揺動する請求項７に記載の空気調和装置
。
【請求項９】
　室内の天井に設置される空気調和装置のケーシング（２００、２１０、２４０、２６０
）であって、
　前記ケーシング（２００、２１０、２４０、２６０）内に配置された送風機（４０、４
１、４４、４６）によって室内空気が吸込まれる吸入口（２０１、２１１、２４１、２６
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１）と、
　前記ケーシングの底部の外縁部に沿う方向に長い形状を有し、室内空間に向かって調和
空気を吹き出す吹出部（２０２、２１２、２４２、２６２）と、
　モータ（５０、５１、５２、５４、５６）の駆動力による回転で揺動可能に前記吹出部
（２０２、２１２、２４２、２６２）に取付けられ、前記調和空気の吹出し方向を調整す
るフラップ（３０３、３１３、３２３、３４３、３６３）と、
　前記吹出部（２０２、２１２、２４２、２６２）の長さ方向端部を避けた位置に設けら
れ、前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）が取付けられる取付部と、を備え、
　前記取付部には、当該取付部に向けて下方に流れる調和空気を、前記吹出部（２０２、
２１２、２４２、２６２）の長さ方向各端部に向けて分流させる形状に形成された整流用
被覆（８０）が設けられており、前記整流用被覆（８０）の外面は、上方に凸の曲面形状
を呈しているケーシング。
【請求項１０】
　室内空気を吸込む吸入口（３０１、３１１、３４１、３６１）および天井面から室内空
間に向かって調和空気を吹き出す吹出部（３０２、３１２、３２２、３４２、３６２）を
備える天井埋込型の空気調和装置の化粧パネルであって、
　前記吹出部（３０２、３１２、３２２、３４２、３６２）に取り付けられ、前記調和空
気の吹き出し方向を調整するフラップ（３０３、３１３、３２３、３４３、３６３）と、
　前記フラップを揺動させる駆動源であるモータ（５０、５１、５２、５４、５６）と、
を備え、
　前記吹出部は、前記化粧パネルの外縁部に沿う方向に長い形状を有し、
　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）は、前記吹出部（３０２、３１２、３２
２、３４２、３６２）の長さ方向端部を避けた位置に設けられ、
　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）には、当該モータ（５０、５１、５２、
５４、５６）に向けて下方に流れる調和空気を、前記吹出部（３０２、３１２、３２２、
３４２、３６２）の長さ方向各端部に向けて分流させる形状に形成された整流用被覆（８
０）が設けられており、前記整流用被覆（８０）の外面は、上方に凸の曲面形状を呈して
いる化粧パネル。
【請求項１１】
　前記モータ（５０、５１、５２、５４、５６）は、前記吹出部（３０２、３１２、３２
２、３４２、３６２）の長さ方向中央となる位置に設けられる請求項１０に記載の化粧パ
ネル。
【請求項１２】
　前記吹出部（１６２）は、
　互いに対向する位置に２つ設けられ、それぞれ前記吸入口（１６１）の外縁部に沿う方
向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成され、
　前記調和空気を、前記吹出部（１６２）のそれぞれから互いに異なる２方向へ向けて吹
き出させる請求項１０または１１に記載の化粧パネル。
【請求項１３】
　前記吸入口（３０１、３１１）は、中央に設けられ、
　前記吹出部（３０２、３１２、３２２）は、前記吸入口（３０１、３１１）の周囲に該
吸入口（３０１、３１１）を囲んで４つ設けられ、
　前記４つの吹出部（３０２、３１２、３２２）は、
　それぞれ前記吸入口（３０１、３１１）の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長
さ方向として形成され、
　前記調和空気を、前記吹出部（３０２、３１２、３２２）のそれぞれから互いに異なる
４方向へ向けて吹き出させる請求項１０または１１に記載の化粧パネル。
【請求項１４】
　前記吹出部（３０２、３１２、３２２、３４２、３６２）は、その長さ方向端部が、平
面視で屈曲している請求項１０～１３のいずれか１項に記載の化粧パネル。
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【請求項１５】
　平面視で正方形を呈する形状とされ、
　前記吹出部（３０２、３１２、３２２）は、その端部が互いに近づく方向に屈曲し、吹
出部（３０２、３１２、３２２）全体として略八角形を呈する請求項１３に記載の化粧パ
ネル。
【請求項１６】
　前記吹出部（３１２、３２２、３４２、３６２）は、長さ方向中央で分離された２つの
吹出口（３１２ａ、３２２ａ、３４２ａ、３６２ａ）からなり、
　前記モータ（５１、５２、５４、５６）は、当該２つの吹出口（３１２ａ、３２２ａ、
３４２ａ、３６２ａ）の間に配置され、
　当該吹出口（３１２ａ、３２２ａ、３４２ａ、３６２ａ）のそれぞれに前記フラップ（
３１３、３２３、３４３、３６３）が取付けられている請求項１０～１５のいずれか１項
に記載の化粧パネル。
【請求項１７】
　前記フラップ（３２３）の各々は前記モータ（５２）を備え、該モータ（５２）の駆動
によって該フラップ（３２３）は各々が独立して揺動する請求項１６に記載の化粧パネル
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の天井に設置される空気調和装置、当該空気調和装置のケーシングおよ
び化粧パネルに関し、特にそれらの調和空気吹き出し構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和装置が吹き出す調和空気の気流分布を拡げて、室内の温度ムラを改善する方法
としては、例えば特許文献１に開示された天井埋込型の空気調和装置のように、空気調和
装置が吹き出される吹出部の数を増やす方法がある。特許文献１に開示された空気調和装
置では、４つの主吹出部に加えて、隣接する主吹出部の間に４つの補助吹出部が設けられ
ているので、調和空気が８方向に吹き出されることになる。
【０００３】
　また、吹出部の数を増やす他に、吹出部の構造を工夫することによっても、調和空気の
気流分布を拡げて、室内の温度ムラを改善することが可能である。例えば、調和空気の吹
出し方向を調整するフラップを揺動させるための駆動源となるモータを、吹出部の端部で
はなく、当該吹出部に、その長さ方向端部を避けて設ける方法がある。この場合、当該吹
出部から吹き出される前記調和空気は、前記モータの取付構造部に当り、当該取付構造部
によって分流されるので、当該調和空気の気流分布が拡がり、室内の温度ムラを改善する
ことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７００７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、フラップを駆動するモータの取付構造部によって調和空気を分流させる
場合、吹出部から吹き出される調和空気の気流が乱され、空気調和のエネルギー効率が低
下するという問題点がある。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、フラップを駆動する
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モータの取付構造部によって調和空気を分流させる場合に、吹出部から吹き出される調和
空気の気流が乱されることを抑制して、空気調和のエネルギー効率を向上させることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る空気調和装置は、室内空気を吸込む吸入口および調和空気を吹
き出す吹出部を有するケーシングと、前記ケーシング内に収納された送風機および熱交換
器と、を備え、天井に設置される空気調和装置であって、前記吹出部に取付けられ、前記
調和空気の吹出し方向を調整するフラップと、前記フラップを揺動させる駆動源であるモ
ータと、を備え、前記吹出部は、前記ケーシングの底部の外縁部に沿う方向に長い形状を
有し、前記モータは、前記吹出部の長さ方向端部を避けた位置に設けられ、前記モータに
は、当該モータに向けて下方に流れる調和空気を、前記吹出部の長さ方向各端部に向けて
分流させる形状に形成された整流用被覆が設けられており、前記整流用被覆（８０）の外
面は、上方に凸の曲面形状を呈している。
 
【０００８】
　本発明の請求項９に係る空気調和装置のケーシングは、室内の天井に設置される空気調
和装置のケーシングであって、前記ケーシング内に配置された送風機によって室内空気が
吸込まれる吸入口と、前記ケーシングの底部の外縁部に沿う方向に長い形状を有し、室内
空間に向かって調和空気を吹き出す吹出部と、モータの駆動力による回転で揺動可能に前
記吹出部に取付けられ、前記調和空気の吹出し方向を調整するフラップと、前記吹出部の
長さ方向端部を避けた位置に設けられ、前記モータが取付けられる取付部と、を備え、前
記取付部には、当該取付部に向けて下方に流れる調和空気を、前記吹出部（２０２、２１
２、２４２、２６２）の長さ方向各端部に向けて分流させる形状に形成された整流用被覆
（８０）が設けられており、前記整流用被覆（８０）の外面は、上方に凸の曲面形状を呈
している。
 
【０００９】
　本発明の請求項１０に係る空気調和装置の化粧パネルは、室内空気を吸込む吸入口およ
び天井面から室内空間に向かって調和空気を吹き出す吹出部を備える天井埋込型の空気調
和装置の化粧パネルであって、前記吹出部に取り付けられ、前記調和空気の吹き出し方向
を調整するフラップと、前記フラップを揺動させる駆動源であるモータと、を備え、前記
吹出部は、前記化粧パネルの外縁部に沿う方向に長い形状を有し、前記モータは、前記吹
出部の長さ方向端部を避けた位置に設けられ、前記モータには、当該モータに向けて下方
に流れる調和空気を、前記吹出部の長さ方向各端部に向けて分流させる形状に形成された
整流用被覆が設けられており、前記整流用被覆（８０）の外面は、上方に凸の曲面形状を
呈している。
【００１０】
　請求項１、９、１０のいずれか１項に係る発明によれば、モータの取付構造部で分流さ
れた調和空気は、前記整流用被覆によって前記吹出部の長さ方向各端部に向けて分流され
る。したがって、吹出部から吹き出される調和空気の気流が、前記モータの前記取付構造
部で乱されることが抑制され、空気調和のエネルギー効率が向上する。
【００１１】
　本発明の請求項２に係る空気調和装置は、請求項１に係る空気調和装置において、前記
モータは、前記吹出部の長さ方向中央となる位置に設けられる。
【００１２】
　本発明の請求項１１に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１０に係る化粧パネル
において、前記モータは、前記吹出部の長さ方向中央となる位置に設けられる。
【００１３】
　請求項２または１１に係る発明によれば、前記モータは、前記吹出部の長さ方向中央と
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なる位置に設けられるので、前記吹出部から吹き出される前記調和空気は、前記モータの
取付構造部に当ることで当該取付構造部によってほぼ均等に分流される。したがって、調
和空気の気流分布がより均一となり、空気調和のエネルギー効率がより向上する。
【００１４】
　本発明の請求項３に係る空気調和装置は、請求項１または２に係る空気調和装置におい
て、前記ケーシングは、底部と、前記底部から上方に向かって延設された側部とを有し、
該底部に、前記吸入口および前記吹出部を備え、前記吹出部は、互いに対向する位置に２
つ設けられ、それぞれ前記底部の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向とし
て形成され、前記調和空気を、前記吹出部のそれぞれから互いに異なる２方向へ向けて吹
き出させる。
【００１５】
　本発明の請求項１２に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１０または１１に係る
化粧パネルにおいて、前記吹出部は、互いに対向する位置に２つ設けられ、前記２つの吹
出部は、それぞれ前記底部の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形
成され、前記調和空気を、前記吹出部のそれぞれから互いに異なる２方向へ向けて吹き出
させる。
【００１６】
　請求項３または１２に係る発明によれば、いわゆるダブルフロータイプの空気調和装置
において、請求項１または２、もしくは請求項１０または１１に係る発明の効果を得るこ
とができる。ダブルフロータイプの空気調和装置では、前記吸入口を挟んで互いに対向す
る位置に設けられた２つの吹出部から吹き出される調和空気が、異なる２方向へ向けて吹
き出されるため、分流された前記調和空気は、ほぼ空調室内全体に広がり、空気調和のエ
ネルギー効率がより一層向上する。
【００１７】
　本発明の請求項４に係る空気調和装置は、請求項１または２に係る空気調和装置におい
て、前記ケーシングは、底部と、前記底部から上方に向かって延設された側部とを有し、
該底部に、前記吸入口および前記吹出部を備え、前記吸入口は、前記底部の中央に設けら
れ、前記吹出部は、前記吸入口の周囲に該吸入口を囲んで４つ設けられ、前記４つの吹出
部は、それぞれ前記底部の外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成
され、前記調和空気を、前記吹出部のそれぞれから互いに異なる４方向へ向けて吹き出さ
せる。
【００１８】
　本発明の請求項１３に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１０または１１に係る
化粧パネルにおいて、前記吸入口は、中央に設けられ、前記吹出部は、前記吸入口の周囲
に該吸入口を囲んで４つ設けられ、前記４つの吹出部は、それぞれ前記底部の外縁部に沿
う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成され、前記調和空気を、前記吹出部の
それぞれから互いに異なる４方向へ向けて吹き出させる。
【００１９】
　請求項４または１３に係る発明によれば、いわゆる４方吹きタイプの空気調和装置にお
いて、請求項１または２、もしくは請求項１０または１１に係る発明の効果を得ることが
できる。４方吹きタイプの空気調和装置では、前記吸入口の周囲に該吸入口を囲んで４つ
設けられた４つの吹出部から吹き出される調和空気が、異なる４方向へ向けて吹き出され
るため、分流された前記調和空気は、いわゆるダブルフロータイプの空気調和機よりもさ
らに広範囲に空調室内に広がり、空気調和のエネルギー効率がより一層向上する。
【００２０】
　本発明の請求項５に係る空気調和装置は、請求項１～４のいずれか１項に係る空気調和
装置において、前記吹出部は、その長さ方向端部が、平面視で屈曲している。
【００２１】
　本発明の請求項１４に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１０～１３のいずれか
１項に係る化粧パネルにおいて、前記吹出部は、その長さ方向端部が、平面視で屈曲して
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いる。
【００２２】
　請求項５または１４に係る発明によれば、前記吹出部の平面視で屈曲している長さ方向
端部からも、前記調和空気が吹き出される。したがって、前記吹出部から吹き出される調
和空気の気流分布がさらに広がるので、空気調和のエネルギー効率がより一層向上する。
【００２３】
　本発明の請求項６に係る空気調和装置は、請求項４に係る空気調和装置において、前記
底部は、平面視で略八角形を呈し、前記吹出部は、前記略八角形を呈する前記底部の互い
に隣接しない４辺の縁部に沿って設けられ、当該吹出部の端部が互いに近づく方向に屈曲
し、吹出部全体として略八角形を呈する。
【００２４】
　請求項６に係る発明によれば、前記吹出部は、前記略八角形を呈する前記底部の互いに
隣接しない４辺の縁部に沿って４つ形成され、当該吹出部の各端部は互いに近づく方向に
屈曲し、吹出部全体として略八角形を呈するので、各吹出部で分流されて吹き出される調
和空気は、ほぼ均一の風速、かつ、ほぼ均一の風量で、前記略八角形の吹出部を有さない
辺部方向にも広がって周方向に均等に８方向に吹き出される。したがって、調和空気の気
流分布が広がるとともに、当該気流分布の均一性が確実に確保され、空気調和のエネルギ
ー効率がより一層向上する。
【００２５】
　本発明の請求項１５に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１３に係る化粧パネル
において、その形状が平面視で正方形を呈する形状とされ、前記吹出部は、その端部が互
いに近づく方向に屈曲し、吹出部全体として略八角形を呈する。
【００２６】
　請求項１５に係る発明によれば、前記吹出部は、前記正方形の４辺に沿って４つ形成さ
れ、当該吹出部の各端部は互いに近づく方向に屈曲し、吹出部全体として略八角形を呈す
るので、各吹出部で分流されて吹き出される調和空気は、ほぼ均一の風速、かつ、ほぼ均
一の風量で、前記正方形の角部方向にも広がって周方向に均等に８方向に吹き出される。
したがって、調和空気の気流分布が広がるとともに、当該気流分布の均一性が確実に確保
され、空気調和のエネルギー効率がより一層向上する。
【００２７】
　本発明の請求項７に係る空気調和装置は、請求項１～６のいずれか１項に係る空気調和
装置において、前記吹出部は、長さ方向中央で分離された２つの吹出口からなり、前記モ
ータは、当該２つの吹出口の間に配置され、当該吹出口のそれぞれに前記フラップが取付
けられている。
【００２８】
　本発明の請求項１６に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１０～１５のいずれか
１項に係る化粧パネルにおいて、前記吹出部は、長さ方向中央で分離された２つの吹出口
からなり、前記モータは、当該２つの吹出口の間に配置され、当該吹出口のそれぞれに前
記フラップが取付けられている。
【００２９】
　請求項７または１６に係る発明によれば、前記吹出部を長さ方向中央で分離された２つ
の吹出口からなる形状とすることで、前記モータを前記長さ方向中央に配置するために好
適な形状とすることができる。
【００３０】
　本発明の請求項８に係る空気調和装置は、請求項７に係る空気調和装置において、前記
フラップの各々は前記モータを備え、該モータの駆動によって該フラップは各々が独立し
て揺動する。
【００３１】
　本発明の請求項１７に係る空気調和装置の化粧パネルは、請求項１６に係る化粧パネル
において、前記フラップの各々は前記モータを備え、該モータの駆動によって該フラップ
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は各々が独立して揺動する。
【００３２】
　請求項８または１７に係る発明によれば、前記フラップの各々が独立して揺動するので
、前記２つの吹出口から吹き出される調和空気の方向を、独立して変更することができる
。したがって、調和空気の吹き出し方向を限定的に変更できるので、ユーザが局所的にド
ラフト感を覚える場合に、当該ドラフト感を解消するために好適な構成となる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、モータの取付構造部で分流された調和空気は、前記整流用被覆によっ
て前記吹出部の長さ方向各端部に向けて分流される。そのため、吹出部から吹き出される
調和空気の気流が、前記モータの前記取付構造部で乱されることが抑制され、空気調和の
エネルギー効率が向上する。したがって、消費電力が削減されるので、電力料金を削減で
きるとともに、環境への負荷を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態１に係る空気調和装置を示す斜視図であり、（Ａ）は全体の外
観を示し、（Ｂ）は、化粧パネルをケーシング本体から取り外し、ケーシング本体の底部
と、化粧パネルの内側とを露出させた状態を示す。
【図２】図１のＩＩ―ＩＩ断面図であり、本発明の実施形態１に係る空気調和装置の内部
構造、および空気調和装置内部の気流の方向を模式的に示す図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ断面図であり、フラップおよびフラップを揺動させる駆動
源となるモータの化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す図である。
【図４】図３のＩＶ部の拡大図であり、吹出部におけるフラップの取付状態、およびモー
タによるフラップの駆動機構を示す図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ断面図であり、吹出部におけるフラップの取付状態、およびモータ
によるフラップの駆動機構を示すとともに、モータ取付部で分流される調和空気の気流を
示す図である。
【図６】本発明の実施形態２に係る空気調和装置を示す斜視図であり、（Ａ）は全体の外
観を示し、（Ｂ）は、化粧パネルをケーシング本体から取り外し、ケーシング本体の底部
と、化粧パネルの内側とを露出させた状態を示す斜視図である。
【図７】実施形態２においてフラップおよびフラップを揺動させる駆動源となるモータの
化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す断面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ部の拡大図であり、吹出部におけるフラップの取付状態、および
モータによるフラップの駆動機構を示す図である。
【図９】実施形態３においてフラップおよびフラップを揺動させる駆動源となるモータの
化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す断面図である。
【図１０】図９のＸ部の拡大図であり、吹出部におけるフラップの取付状態、およびモー
タによるフラップの駆動機構を示す図である。
【図１１】実施形態１および２に係る空気調和装置の吹出部から吹き出される調和空気に
ついて、その吹出し方向を模式的に示す図である。（Ａ）は、実施形態１に係る空気調和
装置を取付状態で下方から見た平面図であり、（Ｂ）は、実施形態２に係る空気調和装置
を取付状態で下方から見た平面図である。
【図１２】本発明の実施形態４に係る空気調和装置を示す斜視図である。
【図１３】図１２のＸＩＩＩ―ＸＩＩＩ断面図であり、本発明の実施形態４に係る空気調
和装置の内部構造、および空気調和装置内部の気流の方向を模式的に示す図である。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ断面図であり、フラップおよびフラップを揺動させる
駆動源となるモータの化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す図である。
【図１５】本発明の実施形態５に係る空気調和装置を示す斜視図である。
【図１６】図１５のＸＶＩ―ＸＶＩ断面図であり、本発明の実施形態５に係る空気調和装
置の内部構造、および空気調和装置内部の気流の方向を模式的に示す図である。



(9) JP 5359458 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

【図１７】図１６のＸＶＩＩ―ＸＶＩＩ断面図であり、フラップおよびフラップを揺動さ
せる駆動源となるモータの化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態１～５に係る空気調和装置、空気調和装置のケ
ーシングおよび化粧パネルにつき詳細に説明する。
【００３６】
　＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態１に係る空気調和装置１の概略を示す斜視図である。図１（
Ａ）は全体の外観を示し、図１（Ｂ）は、化粧パネルをケーシング本体から取り外し、ケ
ーシング本体の底部と、化粧パネルの内側とを露出させた状態を示す。
【００３７】
　空気調和装置１は、いわゆる４方吹きタイプの天井埋込型の空気調和装置であり、空気
調和装置１を構成する送風機４０や熱交換器６０等は、ケーシング１０に覆われている（
図２参照）。空気調和装置１のケーシング１０は、ケーシング本体２００とケーシング本
体２００の底部２００ａ全体を覆って取付けられる化粧パネル３００とからなる。ケーシ
ング本体２００の底部２００ａは、略八角形を呈し、化粧パネル３００は、平面視でケー
シング本体２００よりも一回り大きい、角部にＲを有する略正方形を呈する。空気調和装
置１は、上方に向かって底部２００ａの外縁部から延設された側部２００ｂの外形に応じ
た形状に図略の天井に設けられた開口に嵌め込まれ、化粧パネル３００の表側が天井面と
一体になるように設置される。
【００３８】
　ケーシング１０は、底部２００ａに、１つの吸入口１０１および４つの吹出部１０２を
備える。吸入口１０１は、ケーシング１０の底部中央に位置し、ケーシング本体２００に
設けられた吸入口２０１と、化粧パネル３００に設けられた吸入口３０１とが組合わされ
て形成される。４つの吹出部１０２は、吸入口１０１の周囲に吸入口１０１を囲んで位置
し、底部２００ａの外縁部に沿う方向に延び、その端部が互いに近づく方向に屈曲し、４
つの吹出部１０２全体で略八角形を呈する。吹出部１０２は、ケーシング本体２００に設
けられた吹出部２０２と、化粧パネル３００に設けられた吹出部３０２とが組合わされて
形成される。
【００３９】
　ケーシング本体２００に設けられた吸入口２０１は、ケーシング本体２００の底部２０
０ａの中央に位置する。吸入口２０１は、底部２００ａの外縁部を略等間隔に残して底部
２００ａ中央を凹没させることで形成されている。吸入口２０１には、ベルマウス７０の
大径側の開口部が嵌め込まれている（図２参照）。
【００４０】
　化粧パネル３００に設けられる吸入口３０１は、化粧パネル３００の中央に位置し、略
正方形を呈している。吸入口３０１の外縁部は、化粧パネル３００の外縁部と略平行とさ
れている。吸入口３０１には、吸入グリル３０４が設けられている。送風機４０によって
吸入口３０１から吸入された室内空気に含まれる塵埃を除去するために、吸入グリル３０
４上にフィルタ３０５が載置される（図２参照）。
【００４１】
　ケーシング本体２００に設けられた吹出部２０２は、底部２００ａの外縁部と吸入口２
０１との間に、両外縁部に沿う方向に延び、当該方向を前記長さ方向として形成され、吸
入口２０１を囲んで４つ設けられている。吹出部２０２の端部は、互いに近づく方向に屈
曲する屈曲部を有し、４つの吹出部２０２は、全体で略八角形を呈する。
【００４２】
　化粧パネル３００に設けられた吹出部３０２は、ケーシング本体２００の底部２００ａ
に化粧パネル３００が嵌め込まれた状態で、底部２００ａが備える４つの吹出部２０２に
対応する位置に、化粧パネル３００が吹出部２０２とほぼ同型に４か所開口されて形成さ
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れている。４つの吹出部３０２は、フラップ３０３をそれぞれ備える。フラップ３０３は
、板状の部材であり、吹出部３０２の両端の屈曲部に挟まれた直線部に位置し、その平面
形状は、当該直線部よりもわずかに小さい長細い略矩形を呈する。
【００４３】
　図２は、図１のＩＩ―ＩＩ断面図であり、空気調和装置１の内部構造を模式的に示す図
である。ケーシング本体２００は、その内部に、送風機４０および熱交換器６０を備える
。送風機４０は、例えばターボファンであり、ケーシング本体２００の中央上寄りに配置
され、室内空気を吸入口３０１から吸込み、熱交換器６０を通過した調和空気を吹出部３
０２から吹き出す。送風機４０の吸入側には、室内空気の吸入効率を向上させるために、
ベルマウス７０の小径側の開口部が嵌め込まれている。熱交換器６０は、送風機４０の外
周を囲むように曲げられて形成された、例えばクロスフィンチューブ型の熱交換器であり
、屋外等に設置された不図示の室外機に冷媒配管を介して接続されている。熱交換器６０
は、冷房運転時には内部を流れる冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時には内部を流れ
る冷媒の凝縮器として機能する。
【００４４】
　送風機４０が吸入口３０１から吸込む室内空気および送風機４０が吹出部３０２から吹
き出す調和空気の、ケーシング本体２００内部での挙動について以下に説明する。
【００４５】
　矢印Ａ１に示すように、送風機４０によって吸入口３０１を通じてケーシング本体２０
０内に吸入された室内空気は、ベルマウス７０に案内され、送風機４０の回転軸と平行に
鉛直上方に送風機４０へと導かれる。矢印Ｂ１に示すように、送風機４０に導かれた室内
空気は、送風機４０によって送風機４０の回転軸と直交して水平方向に熱交換器６０へと
吹き出され、熱交換器６０で熱交換器６０の内部を流れる冷媒と熱交換を行い、冷房運転
時には冷却された調和空気として、暖房運転時には加熱された調和空気となって熱交換器
６０を通過する。矢印Ｃ１に示すように、熱交換器６０を通過した調和空気は、ケーシン
グ本体２００の内側面と熱交換器６０との間に形成され終端を吹出部２０２とする吹出流
路４０１を下降して、吹出部２０２へと向かう。矢印Ｄ１に示すように、吹出部２０２に
到達した調和空気は、吹出部２０２に対向して化粧パネル３００に開口されている吹出部
３０２が備えるフラップ３０３によって風向を天井面側に変更される。
【００４６】
　図３～図５は、フラップ３０３およびフラップ３０３を揺動させる駆動源となるモータ
５０の化粧パネルにおける配設状態を模式的に示す図である。図３は、図２のＩＩＩ－Ｉ
ＩＩ断面図であり、図４は、図３のＩＶ部の拡大図であり、図５は、図４のＶ－Ｖ断面図
である。
【００４７】
　フラップ３０３の上方中央部には、揺動軸３０６１とモータ５０とが設けられている。
モータ５０は、吹出部３０２の外縁側垂直面３０２ａ（図２参照）から吹出部３０２の内
側に突設された図略の支持片によって支持されている。フラップ３０３の上方、かつ長さ
方向の両端部には、揺動軸３０６２がそれぞれ設けられている。揺動軸３０６１および揺
動軸３０６２は同軸に配置されている。
【００４８】
　揺動軸３０６１は、フラップ３０３の長さ方向に延び、支持片３０７１ａと支持片３０
７２ａとによって支持されている。支持片３０７１ａは、揺動軸３０６１の両端に位置し
、上方に向けてフラップ３０３から突設されている。支持片３０７２ａは、支持片３０７
１ａに隣接するように化粧パネル３００から突設されている。支持片３０７２ａの突設位
置は、吹出部３０２の外縁側垂直面３０２ａ（図２参照）である。
【００４９】
　揺動軸３０６２は、フラップ３０３の長さ方向に延び、支持片３０７１ｂと支持片３０
７２ｂとによって支持されている。支持片３０７１ｂは、揺動軸３０６２のフラップ３０
３の内側に向かう一端に位置し、上方に向けてフラップ３０３から突設されている。支持
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片３０７２ｂは、揺動軸３０６２のフラップ３０３の外側に向かう他端に位置し、化粧パ
ネル３００から突設されている。支持片３０７２ｂの突設位置は、支持片３０７２ａと同
様に、吹出部３０２の外縁側垂直面３０２ａ（図２参照）である。
【００５０】
　支持片３０７２ａは揺動軸３０６１を、支持片３０７２ｂは揺動軸３０６２を軸周りに
回転可能に支持する。一方、支持片３０７１ａからは揺動軸３０６１が、支持片３０７１
ｂからは揺動軸３０６２がそれぞれ突設され、支持片３０７１ａおよび揺動軸３０６１、
ならびに支持片３０７１ｂおよび揺動軸３０６２は、それぞれ固定的に結合されている。
【００５１】
　揺動軸３０６１は、ギア５０３を備える。ギア５０３は、揺動軸３０６１の中間付近に
、揺動軸３０６１と同軸に、かつ固定的に取付けられ、揺動軸３０６１の回転に伴って回
転する。ギア５０３は、モータ５０の回転軸５０１に同軸に、かつ固定的に取付けられた
ギア５０２と噛合する。モータ５０が発生する回転力は、ギア５０２とギア５０３とによ
って伝達され、揺動軸３０６１が回転する。揺動軸３０６１と揺動軸３０６２とは同軸に
配置されているので、フラップ３０３は、揺動軸３０６１の回転に連動して揺動する。
【００５２】
　モータ５０、ギア５０２、およびギア５０３は、整流用被覆８０によって覆われている
。整流用被覆８０の外面は、上部が絞られた曲面に形成されている。なお、フラップ３０
３の揺動時にフラップ３０３と接触しないように、整流用被覆８０の吸入口３０２側（図
４では上側、図５では紙面の奥側）は、切り欠かれた形状とされている。
【００５３】
　モータ５０、ギア５０２、およびギア５０３は、調和空気の吹出し方向において、吹出
部３０２およびフラップ３０３よりも上流側に位置するので、吹出部３０２に向けて吹き
出される調和空気は、図５に矢印で示すように、吹出部３０２の長さ方向両端部に向けて
分流される。本実施形態では、吹出部３０２の中央部にモータ５０を設けているが、吹出
部３０２に、吹出部３０２の長さ方向端部を避けて、調和空気の吹出し方向において吹出
部３０２よりも上流側となる位置にモータ５０を設けることで、吹出部３０２に向けて吹
き出される調和空気を、吹出部３０２の長さ方向両端部に向けて分流することができるの
である。
【００５４】
　図１１（Ａ）は、空気調和装置１を設置状態で室内側から見た平面図であり、空気調和
装置１の吹出部３０２から吹き出される調和空気について、その気流の方向を模式的に示
す図である。前述の通り、各吹出部３０２の中央において、調和空気が吹出部３０２の長
さ方向両端部に向けて分流される。しかも、４つの吹出部３０２は、その端部が互いに近
づく方向に屈曲し、吹出部全体として八角形を呈する。そのため、分流された調和空気は
、化粧パネル３００のコーナー方向からも吹き出される。したがって、４つの吹出部３０
２から吹き出される調和空気は、ほぼ同等の風量、かつ、周方向にほぼ等間隔に８方向へ
と吹き出され、空調室内全体に広がることになる。
【００５５】
　実施形態１に係る空気調和装置１によれば、モータ５０、ならびにギア５０２およびギ
ア５０３がむき出しではなく整流用被覆８０に覆われているため、吹出流路４０１を通過
して吹出部３０２から吹き出される調和空気の気流が乱されることがないので、空気調和
のエネルギー効率が向上する。したがって、消費電力が削減されるので、電力料金を削減
できるとともに、環境への負荷を低減することができる。
【００５６】
　さらに実施形態１に係る空気調和装置１によれば、吹出部３０２の長さ方向中央にモー
タ５０を配置することで、吹出部の端部にモータを配置する場合よりも、調和空気の気流
分布範囲を広くできる。しかも、従来の空気調和装置において補助吹出部から吹き出され
る調和空気とは異なり、分流後の調和空気の風速は、それぞれ同じである。したがって、
調和空気の気流分布の均一性を向上することが可能となり、空調室内の温度ムラの低減が
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可能となる。
【００５７】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２に係る空気調和装置２について以下に説明する。なお、実施形態１
と相違のない点については、必要がない限り説明を省略する。図６は、実施形態２に係る
空気調和装置２の概略を示す斜視図である。図６（Ａ）は全体の外観を示し、図６（Ｂ）
は、化粧パネルをケーシング本体から取り外し、ケーシング本体の底部と、化粧パネルの
内側とを露出させた状態を示す。空気調和装置２は、実施形態１に係る空気調和装置１と
、吹出部の形状のみが異なっている。すなわち、空気調和装置２の吹出部１１２は、空気
調和装置１の吹出部１０２を長さ方向中央で分離した形状に形成され、２つの吹出口１１
２ａからなる形状とされている。
【００５８】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）に示すように、空気調和装置１と同様、空気調和装置２の
ケーシング１１は、ケーシング本体２１０とケーシング本体２１０の底部２１０ａに取付
けられる化粧パネル３１０とからなる。吸入口１１１が、ケーシング本体２１０に設けら
れた吸入口２１１と、化粧パネル３１０に設けられた吸入口３１１とが組合わされて形成
され、吹出部１１２が、ケーシング本体２１０に設けられた吹出部２１２と、化粧パネル
３１０に設けられた吹出部３１２とが組合わされて形成されることも空気調和装置１と同
様である。
【００５９】
　化粧パネル３１０に設けられた吹出部３１２を構成する各吹出口３１２ａには、フラッ
プ３１３がそれぞれ設けられている。空気調和装置１が備えるフラップ３０３と同様に、
フラップ３１３は、板状の部材であり、吹出口３１２ａの直線部に位置し、その平面形状
は、当該直線部よりもわずかに小さい長細い略矩形を呈する。
【００６０】
　図７および図８は、フラップ３１３およびフラップ３１３を揺動させる駆動源となるモ
ータ５１の化粧パネル３１０における配設状態を模式的に示す図である。図８は、図７の
ＶＩＩＩ部の拡大図である。
【００６１】
　モータ５１は、吹出部３１２中央の吹出口３１２ａの間に位置する化粧パネル３１０上
に配置されている。すなわち、モータ５１を支持するための支持片等を設ける必要がない
ので、長さ方向中央で分離された２つの吹出口３１２ａからなる吹出部３１２の形状は、
モータ５１を吹出部３１２中央に配置するために好適な形状である。
【００６２】
　フラップ３１３の上方、かつ長さ方向の両端部には、モータ５１側の一端に揺動軸３１
６１が、他端に揺動軸３１６２が設けられている。揺動軸３１６１および揺動軸３１６２
は同軸に配置されている。
【００６３】
　揺動軸３１６１は、吹出部３１２が備える２枚のフラップ３１３に共通とされて、フラ
ップ３１３の長さ方向に延び、吹出部３１２中央に位置している。揺動軸３１６１は、支
持片３１７１ａと支持片３１７２ａとによって支持されている。支持片３１７１ａは、揺
動軸３１６１の両端、かつ、フラップ３１３のモータ５１側の一端に位置し、上方に向け
てフラップ３１３から突設されている。支持片３１７１ａと揺動軸３１６１とは、固定的
に結合されている。支持片３１７２ａは、支持片３１７１ａに隣接し、かつフラップ３１
３のモータ５１側の端部に摺接するように、上方に向けて化粧パネル３１０から突設され
ている。支持片３１７２ａは、揺動軸３１６１を回転可能に支持する。
【００６４】
　揺動軸３１６２は、空気調和装置１が備える揺動軸３０６２と同じく、支持片３１７１
ｂと支持片３１７２ｂとによって支持されている。支持片３１７１ｂは、支持片３０７１
ｂに、支持片３１７２ｂは、支持片３０７２ｂにそれぞれ対応する。モータ５１の回転軸
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５１１が備えるギア５１２、および揺動軸３１６１が備えるギア５１３も、空気調和装置
１と同様に配設されている。したがって、フラップ３１３を揺動させる機構も空気調和装
置１と同様である。
【００６５】
　なお、図示は省略しているが、モータ５１、ギア５１２、およびギア５１３が、整流用
被覆によって覆われていることは、実施形態１と同様である。ただし、フラップ３１３の
揺動時に、前記整流用被覆とフラップ３１３とが接触することはないので、実施形態１と
は異なり、当該整流用被覆の吸入口３１２側（図８の上方）を、切り欠かれた形状とする
必要はない。
【００６６】
　図１１（Ｂ）は、空気調和装置２を設置状態で室内側から見た平面図であり、空気調和
装置２の各吹出口３１２ａから吹き出される調和空気について、その気流の方向を模式的
に示す図である。８つの吹出口３１２ａから吹き出される調和空気が、ほぼ同等の風量、
かつ、周方向にほぼ等間隔に８方向へと吹き出され、空調室内全体に広がることは、空気
調和装置１と同様である。
【００６７】
　実施形態２に係る空気調和装置２によれば、モータ５１を吹出部３１２中央に配置する
ために好適な構成を得ることができる。その他の効果については、実施形態１に係る空気
調和装置１と同様である。
【００６８】
　＜実施形態３＞
　本発明の実施形態３に係る空気調和装置３について以下に説明する。なお、実施形態１
および２と相違のない点については、必要がない限り説明を省略する。空気調和装置３は
、空気調和装置２において、各フラップのそれぞれに駆動源となるモータを設けたもので
ある。化粧パネル３２０におけるフラップ３２３及びモータ５２の配設状態を、図９およ
び図１０に示す。図１０は、図９のＸ部の拡大図である。
【００６９】
　空気調和装置３は、吹出部３２２中央の吹出口３２２ａの間に位置する化粧パネル３２
０上にモータ５２を２つ備え、各フラップ３２２が揺動軸３２６１を吹出部３２２中央側
の一端にそれぞれ備える点で空気調和装置２と相違する。
【００７０】
　揺動軸３２６１は、支持片３２７１ａと支持片３２７２ａとによって支持されている。
支持片３２７１ａは、フラップ３２３の吹出部３２２中央側の一端に位置し、上方に向け
てフラップ３２３から突設されている。支持片３２７１ａと揺動軸３２６１とは、固定的
に結合され、揺動軸３２６１は、支持片３２７１ａの吹出部３２２中央側の面から吹出部
３２２中央側に突設されている。支持片３２７２ａは、支持片３２７１ａに隣接し、かつ
フラップ３２３の吹出部３２２中央側の端部に摺接するように、上方に向けて化粧パネル
３２０から突設されている。支持片３２７２ａは、揺動軸３２６１を回転可能に支持する
。
【００７１】
　揺動軸３２６１は、吹出部３２２中央側の一端にギア５２３を備える。ギア５２３は、
揺動軸３２６１に同軸かつ固定的に取付けられ、揺動軸３２６１の回転に伴って回転する
。ギア５２３は、モータ５２の回転軸５２１に同軸に、かつ固定的に取付けられたギア５
２２と噛合する。モータ５２が発生する回転力は、ギア５２２とギア５２３とによって伝
達され、揺動軸３２６１が回転する。各フラップ３２３には、それぞれモータ５２が、ギ
ア５２２とギア５２３とを介して接続されているので、ユーザは、フラップ３２３の各々
を独立して揺動させることができる。
【００７２】
　なお、図示は省略しているが、モータ５２、ギア５２２、およびギア５２３が、整流用
被覆によって覆われていることは、実施形態２と同様である。
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【００７３】
　実施形態３に係る空気調和装置３によれば、ユーザは、フラップ３２３の各々を独立し
て揺動させることができるので、当該ユーザは、吹出口３２２ａから吹き出される調和空
気の方向を、吹出口３２２ａごとに変更することができる。したがって、前記ユーザは、
局所的にドラフト感を覚える場合に、調和空気の吹き出し方向を限定的に変更して、当該
ドラフト感を解消することが容易となる。その他の効果については、実施形態２に係る空
気調和装置２と同様である。
【００７４】
　＜実施形態４＞
　本発明の実施形態４に係る空気調和装置５について以下に説明する。なお、実施形態１
～３と相違のない点については、必要がない限り説明を省略する。図１２は、本発明の実
施形態４に係る空気調和装置５の概略を示す斜視図である。空気調和装置５は、いわゆる
シングルフロータイプの天井埋込型の空気調和装置である。空気調和装置１～３と同様に
、空気調和装置５を構成する送風機４４や熱交換器６４等は、ケーシング１４に覆われ（
図１３参照）、ケーシング１４は、ケーシング本体２４０とケーシング本体２４０の底部
全体を覆って取付けられる化粧パネル３４０とからなる。
【００７５】
　ケーシング１４の形状は、空気調和装置１～３のケーシングの形状とは異なり、ケーシ
ング本体２４０は平面視で略長方形を呈し、化粧パネル３４０は、平面視でケーシング本
体２４０よりも一回り大きい略長方形を呈する。空気調和装置５が、上方に向かって前記
底部外縁部から延設されたケーシング本体２４０側部の外形に応じた形状に図略の天井に
設けられた開口に嵌め込まれ、化粧パネル３４０の表側が天井面と一体になるように設置
されることは、空気調和装置１～３と同様である。
【００７６】
　ケーシング１４は、その底部に、吸入口１４１および吹出部１４２を１つずつ備える。
吸入口１４１は、前記底部の一方の長辺側に当該長辺方向に延びて位置し、ケーシング本
体２４０に設けられた吸入口２４１と、化粧パネル３４０に設けられた吸入口３４１とが
組合わされて形成される（図１３参照）。空気調和装置１～３と同様に、吸入口３４１に
は、吸入グリル３４４が設けられ、吸入グリル３４４には図略のフィルタが載置される。
吹出部１４２は、前記底部の他方の長辺側に当該長辺方向に延びて位置し、その端部は平
面視で屈曲する屈曲部に形成され（本実施形態では吸入口３４１側に屈曲している）、か
つ、長さ方向中央で分離された２つの吹出口１４２ａからなる形状に形成されている。吹
出部１４２は、ケーシング本体２４０に設けられた吹出部２４２と、化粧パネル３４０に
設けられた吹出部３４２とが組合わされて形成される（図１３参照）。
【００７７】
　化粧パネル３４０に設けられた吹出部３４２を構成する各吹出口３４２ａには、フラッ
プ３４３がそれぞれ設けられている。空気調和装置１～３が備えるフラップと同様に、フ
ラップ３４３は、板状の部材であり、吹出口３４２ａの直線部に位置し、その平面形状は
、当該直線部よりもわずかに小さい長細い略矩形を呈する。
【００７８】
　図１３は、図１２のＸＩＩＩ―ＸＩＩＩ断面図であり、空気調和装置５の内部構造を模
式的に示す図である。ケーシング本体２４０は、その内部に、送風機４４および熱交換器
６４を備える。送風機４４は、吹出部２４２の上方に配設される例えばクロスフローファ
ンであり、室内空気を吸入口２４１から吸込み、熱交換器６４を通過した調和空気を吹出
部２４２から吹き出す。吸入口２４１と送風機４４との間には、熱交換器６４が配設され
ている。
【００７９】
　熱交換器６４は、例えばクロスフィンチューブ型の熱交換器であり、熱交換面積を増や
すために、ケーシング本体２４０内部で、吸込口２４１上方の長辺部から吹出部２４２を
備える長辺部にかけて斜め方向に配設され、かつ、送風機４１に近づきすぎないようにす
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るために、図１３に示すように下方側に凸に折り曲げられている。
【００８０】
　送風機４４が吸入口２４１から吸込む室内空気および送風機４４が吹出部２４２から吹
き出す調和空気の、ケーシング本体２４０内部での挙動について以下に説明する。
【００８１】
　矢印Ａ５に示すように、送風機４４によって吸入口２４１を通じてケーシング本体２４
０内に吸入された室内空気は、鉛直上方に熱交換器６４へと導かれる。矢印Ｂ５に示すよ
うに、熱交換器６４へと導かれた室内空気は、熱交換器６４で熱交換器６４の内部を流れ
る冷媒と熱交換を行い、冷房運転時には冷却された調和空気として、暖房運転時には加熱
された調和空気となって熱交換器６４を通過する。矢印Ｃ５に示すように、熱交換器６４
を通過した調和空気は、ケーシング本体２４０の上部内壁面と側部内壁面との間に形成さ
れ終端を吹出部２４２とする吹出流路４４１を通過して、吹出部２４２へと向かう。矢印
Ｄ５に示すように、吹出部２４２に到達した調和空気は、ケーシング本体２４０に対向し
て化粧パネル３４０に開口されている吹出部３４２が備えるフラップ３４３によって風向
を天井面側に変更される。
【００８２】
　図１４は、フラップ３４３およびフラップ３４３を揺動させる駆動源となるモータ５４
の化粧パネル３４０における配設状態を模式的に示す断面図である。実施形態２に係る空
気調和装置２と同じく、モータ５４は、吹出部３４２中央の吹出口３４２ａの間に位置す
る化粧パネル３４０上に配置されている。フラップ３４３の吹出部３４２における支持機
構、およびフラップ３４３がモータ５４側に備える揺動軸３４６１がモータ５４により回
転される揺動機構は、実施形態２に係る空気調和装置２と同様である。また、モータ５４
の取付構造部が、整流用被覆によって覆われていることも、空気調和装置２と同様である
。
【００８３】
　したがって、空気調和装置５においても、吹出流路４４１を通過して吹出部２４２に向
けて吹き出される調和空気は、２つの吹出口２４２ａのそれぞれに分流される。さらに、
吹出部３４２の端部は前述のように屈曲部とされているので、分流された調和空気は、化
粧パネル３４０のコーナー方向からも吹き出される。すなわち、図１４に矢印で示すよう
に、２つの吹出口３４２ａから吹き出される調和空気は、ほぼ同等の風量で２方向に広が
って、化粧パネル３４０のコーナー方向からも吹き出される。
【００８４】
　実施形態４に係る空気調和装置５によれば、モータ５４の取付構造部が整流用被覆に覆
われているため、吹出流路４４１を通過して吹出部３４２から吹き出される調和空気の気
流が乱されることを抑制できる。したがって、空気調和のエネルギー効率が向上し、消費
電力が削減されるので、電力料金を削減できるとともに、環境への負荷を低減することが
できる。
【００８５】
　また、実施形態４に係る空気調和装置５によれば、吹出部３４２の長さ方向中央にモー
タ５４を配置することで、吹出部の端部にモータを配置する場合よりも、調和空気の気流
分布範囲が広くできる。したがって、調和空気の気流分布の均一性を向上することが可能
となり、空調室内の温度ムラの低減が可能となる。
【００８６】
　さらに、実施形態４に係る空気調和装置５によれば、モータ５４を吹出部３４２中央に
配置するために好適な構成を得ることができる。
【００８７】
　＜実施形態５＞
　図１５は、本発明の実施形態５に係る空気調和装置７を示す斜視図である。空気調和装
置７は、いわゆるダブルフロータイプの天井埋込型の空気調和装置である。空気調和装置
１～４と同様に、空気調和装置７を構成する送風機４６や熱交換器６６等は、ケーシング
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１６に覆われ（図１６参照）、ケーシング１６は、ケーシング本体２６０とケーシング本
体２６０の底部全体を覆って取付けられる化粧パネル３６０とからなる。
【００８８】
　ケーシング１６の外形は、空気調和装置５と同様であり、ケーシング本体２６０は平面
視で略長方形を呈し、化粧パネル３６０は、平面視でケーシング本体２６０よりも一回り
大きい略長方形を呈する。空気調和装置７の天井への設置状態も、空気調和装置５と同様
である。
【００８９】
　ケーシング１６は、その底部に、当該底部の中央寄りに設けられた２つの吸入口１６１
と、当該底部の外縁部側に設けられた２つ吹出部１６２を備える。吸入口１６１は、前記
底部の中央寄りに互いに平行に長辺方向に延びて位置し、ケーシング本体２６０に設けら
れた吸入口２６１と、化粧パネル３６０に設けられた吸入口３６１とが組合わされて形成
される（図１６参照）。吹出部１６２は、前記底部の外縁部と吸入口１６１と間に設けら
れ、２つの吹出部１６２は、２つの吸入口１６１を挟んで互いに対向する。吹出部１６２
は、前記底部の長辺方向に延びて位置し、その端部は平面視で屈曲する屈曲部に形成され
（本実施形態では吸入口３６１側に屈曲している）、かつ、長さ方向中央で分離された２
つの吹出口１６２ａからなる形状に形成されている。吹出部１６２は、ケーシング本体２
６０に設けられた吹出部２６２と、化粧パネル３６０に設けられた吹出部３６２とが組合
わされて形成される（図１６参照）。
【００９０】
　化粧パネル３６０に設けられた吹出部３６２を構成する各吹出口３６２ａには、フラッ
プ３６３がそれぞれ設けられている。空気調和装置５が備えるフラップ３４３と同様に、
フラップ３６３は、板状の部材であり、吹出口３６２ａの直線部に位置し、その平面形状
は、当該直線部よりもわずかに小さい長細い略矩形を呈する。
【００９１】
　図１６は、図１５（Ｂ）のＸＶＩ―ＸＶＩ断面図であり、空気調和装置７の内部構造を
模式的に示す図である。ケーシング本体２６０は、その内部に、送風機４６および熱交換
器６６を備える。
【００９２】
　送風機４６は、例えばターボファンであり、ケーシング本体２６０内に幅方向中央上寄
りに配置され、室内空気を吸入口３６１から吸込み、熱交換器６６を通過した調和空気を
吹出部３６２から吹き出す。なお、送風機４６は、空気調和装置が必要とする能力に応じ
て１台又は複数台（実施形態５では２台）配設され、複数台の場合はケーシング本体２６
０の長手方向に配置される。送風機４６の吸入側には、室内空気の吸入効率を向上させる
ために、ベルマウス７６の小径側の開口部が嵌め込まれている。熱交換器６６は、例えば
クロスフィンチューブ型の熱交換器であり、２台の送風機４６を囲むように設けられてい
る。
【００９３】
　送風機４６が吸入口３６１から吸込む室内空気および送風機４６が吹出部３６２から吹
き出す調和空気の、ケーシング本体２６０内部での挙動について以下に説明する。
【００９４】
　矢印Ａ７に示すように、送風機４６によって吸入口３６１を通じてケーシング本体２６
０内に吸入された室内空気は、ベルマウス７６に案内されて送風機４６へと導かれる。矢
印Ｂ７に示すように、送風機４６に導かれた室内空気は、送風機４６によって送風機４６
の回転軸と直交して水平方向に熱交換器６６へと吹き出され、熱交換器６６で熱交換器６
６の内部を流れる冷媒と熱交換を行い、冷房運転時には冷却された調和空気として、暖房
運転時には加熱された調和空気となって熱交換器６６を通過する。矢印Ｃ７に示すように
、熱交換器６６を通過した調和空気は、ケーシング本体２６０の内側面と熱交換器６６と
の間に形成され終端を吹出部２６２とする吹出流路４６１を下降して、吹出部２６２へと
向かう。矢印Ｄ７に示すように、吹出部２６２に到達した調和空気は、吹出部２６２に対
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向して化粧パネル３６０に開口されている吹出部３６２が備えるフラップ３６３によって
風向を天井面側に変更される。
【００９５】
　図１７は、フラップ３６３およびフラップ３６３を揺動させる駆動源となるモータ５６
の化粧パネル３６０における配設状態を模式的に示す図である。実施形態４に係る空気調
和装置５と同じく、モータ５６は、吹出部３６２中央の吹出口３６２ａの間に位置する化
粧パネル３６０上に配置されている。フラップ３６３の吹出部３６２における支持機構、
およびフラップ３６３がモータ５６側に備える揺動軸３６６１がモータ５６により回転さ
れる揺動機構は、実施形態４に係る空気調和装置５と同様である。また、モータ５６の取
付構造部が、整流用被覆によって覆われていることも、空気調和装置５と同様である。
【００９６】
　したがって、空気調和装置７においても、吹出流路４６１を通過して吹出部２６２に向
けて吹き出される調和空気は、２つの吹出口２６２ａのそれぞれに分流される。さらに、
吹出部３６２の端部は前述のように屈曲部とされているので、分流された調和空気は、化
粧パネル３６０のコーナー方向からも吹き出される。すなわち、図１７に矢印で示すよう
に、４つの吹出口３６２ａから吹き出される調和空気は、ほぼ同等の風量で４方向に広が
って、化粧パネル３６０のコーナー方向からも吹き出される。
【００９７】
　実施形態５に係る空気調和装置７によれば、モータ５６の取付構造部が整流用被覆に覆
われているため、吹出流路４６１を通過して吹出部３６２から吹き出される調和空気の気
流が乱されることを抑制できる。したがって、空気調和のエネルギー効率が向上し、消費
電力が削減されるので、電力料金を削減できるとともに、環境への負荷を低減することが
できる。
【００９８】
　また、実施形態５に係る空気調和装置７によれば、吹出部３６２の長さ方向中央にモー
タ５６を配置することで、吹出部の端部にモータを配置する場合よりも、調和空気の気流
分布範囲が広くできる。したがって、調和空気の気流分布の均一性を向上することが可能
となり、空調室内の温度ムラの低減が可能となる。
【００９９】
　さらに、実施形態５に係る空気調和装置７によれば、モータ５６を吹出部３６２中央に
配置するために好適な構成を得ることができる。
【０１００】
　以上、本発明の実施形態１～５に係る空気調和装置について説明したが、本発明はこれ
らの実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような変形実施形態を取ることもで
きる。
【０１０１】
　（１）上記実施形態１～５において、吹出部の端部形状は、いずれも屈曲する形状とし
ているが、吹出部の端部を屈曲させない場合においても、吹出部の端部を屈曲させる場合
よりも効果は劣るものの、調和空気の吹出し方向を広げることができる。
【０１０２】
　（２）実施形態１に係るケーシング本体２００と、実施形態２に係る化粧パネル３１０
とを組み合わせることができる。
【０１０３】
　（３）上記実施形態１～５では、揺動軸を回転可能に支持する支持片を、化粧パネルか
ら突設させているが、この支持片は、ケーシング本体から突設させてもよい。
【０１０４】
　（４）上記実施形態４は、いわゆるシングルフロータイプかつ天井埋込型の空気調和装
置であるが、実施形態４に係る吹出部のフラップ、揺動軸、支持片、およびモータの配設
構造を吹出部の長さ方向を軸に略９０°に回転させ、揺動軸を回転可能に支持する支持片
をケーシング本体から突設させることで、実施形態４に係る吹出部の構造に類する構造を
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、シングルフロータイプかつ天井吊下型の空気調和装置にも適用して、調和空気の気流分
布を広げることができる。なお、この場合に、吹出部の長さ方向端部を調和空気の吹出し
方向の上流方向、すなわち吹出部に隣り合う両側面側に屈曲させることで、さらに調和空
気の気流分布範囲を広げることができる。
【０１０５】
　（５）実施形態４および５においても、実施形態３と同様に、フラップのそれぞれにモ
ータを設けて、各フラップが独立して揺動可能な構成とすることができる。
【符号の説明】
【０１０６】
　１～３、５、７　空気調和装置
　１０、１１、１４、１６　ケーシング
　２００、２１０、２４０、２６０　ケーシング本体
　２００ａ、２１０ａ　底部
　２００ｂ　側部
　３００、３１０、３２０、３４０、３６０　化粧パネル
　４０、４１、４４、４６　送風機
　５０、５１、５２、５４、５６　モータ
　６０、６４、６６　熱交換器
　８０　整流用被覆
　１０１、１１１、１４１、１６１　吸入口
　２０１、２１１、２４１、２６１　吸入口（ケーシング本体側）
　３０１、３１１、３４１、３６１　吸入口（化粧パネル側）
　１０２、１１２、１４２、１６２　吹出部
　１１２ａ、１４２ａ、１６２ａ　吹出口
　２０２、２１２、２４２、２６２　吹出部（ケーシング本体側）
　２１２ａ、２４２ａ、２６２ａ　吹出口（ケーシング本体側）
　３０２、３１２、３２２、３４２、３６２　吹出部（化粧パネル側）
　３１２ａ、３２２ａ、３４２ａ、３６２ａ　吹出口（化粧パネル側）
　３８２ａ　主吹出部
　３８２ｂ　補助吹出部
　３０３、３１３、３２３、３４３、３６３　フラップ
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