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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース、前面が開放された後方キャビネット、および該後方キャビネットの前面に結合
され、かつ、後面が開放された前方キャビネットを備え、内部に空気の流動を強制する送
風機と、熱交換機とを備えるキャビネットと、
　前記キャビネットの前面および前方キャビネットの下部の両側面の３面に設けられ、前
記キャビネットの内部に室内の空気を吸入する空気吸入口と、
　前記キャビネットの上面および上部の両側面の３面に設けられ、前記キャビネットの内
部で熱交換された前記室内に空気を３方に吐き出す空気吐出口と、を備え、
　前記キャビネットは、
　前記キャビネットに回転可能に設けられ、前記各空気吐出口と、前記各空気吸入口を選
択的に開閉するベインを含むことを特徴とする空気調和機用室内機。
【請求項２】
　前記後方キャビネットは、前記ベースの上面の後方に設けられ、
　前記前方キャビネットは、前記ベースの上面の前方に設けられることを特徴とする請求
項１に記載の空気調和機用室内機。
【請求項３】
　前記空気吸入口は、
　前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と、
　前記前方キャビネットの下部の両側面にそれぞれ設けられる側面空気吸入口と、
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を含むことを特徴とする請求項２に記載の空気調和機用室内機。
【請求項４】
　前記空気吐出口は、
　前記前方キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、
　前記前方キャビネットの上部の両側面にそれぞれ設けられる側面空気吐出口と、
を含むことを特徴とする請求項３に記載の空気調和機用室内機。
【請求項５】
　前記キャビネットの一方に回転可能に連結され、前記キャビネットの前面をカバーし、
前記キャビネットの前面の外観をなす前面パネルをさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載の空気調和機用室内機。
【請求項６】
　前記キャビネットの下部に設けられる少なくとも一つの補助空気吸入口をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機用室内機。
【請求項７】
　ベースと、
　前記ベースの上部に設けられ、前面が開放された後方キャビネットと、
　前記ベースの上面の前方に設けられ、前記後方キャビネットの前端に結合され、後面が
開放された前方キャビネットと、
　前記前方キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、
　前記前方キャビネットの上部の両側面に設けられる側面空気吐出口と、
　前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と、
　前記前方キャビネットの下部の両側面に設けられる側面空気吸入口と、
　前記前方キャビネットに回転可能に連結され、前記前方キャビネットの前面をカバーす
る前面パネルと、
を備え、
　前記前方キャビネットは、
　前記前方キャビネットに回転可能に設置され、前記上部空気吐出口、前記側面空気吐出
口、前記前面空気吸入口、及び前記側面空気吸入口を選択的に開閉するベインを含むこと
を特徴とする空気調和機用室内機。
【請求項８】
　前記前方キャビネットは、
　水平断面が後方に行くほど拡張されるように、前記前方キャビネットの前面に対して傾
斜する両側面を有することを特徴とする請求項７に記載の空気調和機用室内機。
【請求項９】
　前記前方キャビネットは、
　前記前面空気吸入口、及び前記側面空気吸入口を介して吸入される室内空気に含まれた
異物質を濾過する空気浄化装置を含むことを特徴とする請求項７に記載の空気調和機用室
内機。
【請求項１０】
　前記空気浄化装置は、
　前記前方キャビネットの下部の両側面の後方に設けられ、前記側面空気吸入口を介して
吸入される空気に含まれた異物質を濾過する側面フィルタと、
　前記ベースの上部に設けられ、前記前面空気吸入口を介して吸入される空気に含まれた
異物質を濾過する下部フィルタアセンブリと、を含むことを特徴とする請求項９に記載の
空気調和機用室内機。
【請求項１１】
　前記ベースは、少なくとも一つの補助空気吸入口を含むことを特徴とする請求項７に記
載の空気調和機用室内機。
【請求項１２】
　前記補助空気吸入口は、
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　前記ベースの後面と側面のうち少なくとも何れか一方に形成されることを特徴とする請
求項１１に記載の空気調和機用室内機。
【請求項１３】
　ベースと、
　前記ベースの上部に設けられ、前面が開放された後方キャビネットと、
　前記ベースに安着され、前記後方キャビネットの前端に設けられ、後面と前面の下部が
開放された前方キャビネットと、
　前記前方キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、
　前記前方キャビネットの上部の両側面に設けられる側面空気吐出口と、
　前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と、
　前記前方キャビネットの下部の両側面に設けられる側面空気吸入口と、
　前記ベースの上部に設けられ、前記前面空気吸入口を介して吸入される空気に含まれた
異物質を濾過する下部フィルタアセンブリと、
　前記側面空気吸入口の内部に設けられ、前記側面空気吸入口を介して吸入される空気に
含まれた異物質を濾過する側面フィルタと、
　一側上下端が前記前方キャビネットの一側上下端にそれぞれヒンジ連結部または回転連
結部により回転可能に連結され、前記前方キャビネットの前面の外観をなす前面パネルと
、
を備え、
　前記下部フィルタアアセンブリと前記側面フィルタとは、前記前面パネルが開いている
状態で前記前方キャビネットの開放された前面の下部を介して挿入/引出が行われること
を特徴とする空気調和機用室内機。
【請求項１４】
　前記前方キャビネットは、
　前記側面空気吐出口を選択的に開閉する側面吐出ベインと、
　前記側面空気吸入口を選択的に開閉する側面吸入ベインと、を含むことを特徴とする請
求項１３に記載の空気調和機用室内機。
【請求項１５】
　前記側面吐出ベインと、前記側面吸入ベインのうち、前記前方キャビネットと同一側面
に設けられる側面吐出ベインと、側面吸入ベインとが一体に形成され、共に開閉されるこ
とを特徴とする請求項１４に記載の空気調和機用室内機。
【請求項１６】
　前記前方キャビネットは、
　前記上部空気吐出口を選択的に開閉し、前記上部空気吐出口を介して吐き出される空気
を前方に案内する上部ベインを含むことを特徴とする請求項１３に記載の空気調和機用室
内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分離型空気調和機に関し、特に室内に設置され、室内を冷暖房する空気調和
機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、空気調和機は、圧縮機と熱交換器とを備え、冷媒を流動させ、住居空間、食堂
、図書館、または事務室などのような室内空間を冷房、または暖房する装置として、通常
、分離型と、一体型の空気調和機に区分される。
【０００３】
　ここで、一体型空気調和機は、室外機と室内機とが相互に独立した形態で分離されず、
一体に形成され、家屋の壁に穴を開けたり、窓にかけたりして設置される。
　また、分離型空気調和機は、室内を冷房または暖房する熱交換器が設置された室内機と
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、室外空気と熱交換する熱交換器と、冷媒を高温、高圧で圧縮して吐き出す圧縮機とが設
置された室外機と、及び前記室内機と室外機とを連結する冷媒配管とからなる。
　即ち、分離型空気調和機は、室内機と室外機とが別々の構成に分離され、それぞれ室内
と室外に設置される。
【０００４】
　図１乃至図３を参照すると、分離型空気調和機の室内機は、ベース１と、該ベース１の
上部に結合され、前面が開放された後方キャビネット２と、該キャビネット２の前面に結
合される前方キャビネット４と、後方キャビネット２と前方キャビネット４とによって形
成された空間の上部に設置され、室内で吸入された空気と熱交換をする熱交換機３０とを
備える。
【０００５】
　前方キャビネット４の両側面は傾斜して形成され、前方キャビネット４は、前面の上部
５に形成された上部空気吐出口４aと、左、右側面の上部に形成された側面空気吐出口４b
、４cと、前面の下部６の左、右側面に形成された側面空気吸入口４d、４eとを有する。
【０００６】
　前方キャビネット４には、上部空気吐出口４aを開閉できるように、前方キャビネット
４の前面に昇降可能に設置される開閉パネル１０と、該開閉パネル１０が上昇して、上部
空気吐出口４aを閉める時、開閉パネル１０と、前方キャビネット４間の段差を解消でき
るように、前方キャビネット４の前面に前後の動きが可能なように設置される前後移動パ
ネル１２が設置される。
【０００７】
　また、前方キャビネット４には、側面空気吐出口４b、４cを開閉すると同時に、側面空
気吐出口４b、４cを介して吐き出される空気の風向を調節できるように、左、右ベイン１
４、１６が回転可能に装着され、側面空気吸入口４d、４eを保護するための左、右グリル
７、８が開閉可能に装着され、各左、右グリル７、８の背面には、側面空気吸入口４d、
４eを通過した空気に含まれる異物質を除去するエアフィルタ（図示せず）が装着される
。
【０００８】
　前方キャビネット４には、開閉パネル１０を昇降させるモータとギアなどの駆動手段（
図示せず）、前後移動パネル２を動かすモータとギアなどの駆動手段（図示せず）、及び
それぞれの左、右ベイン１４、１６を回転させるためのモータ（図示せず）などが設けら
れる。
【０００９】
　上記のように構成された一般的な空気調和機の室内機は、送風機２０が駆動すると、左
、右吸入グリル７、８と、エアフィルタ（図示せず）を介して室内の空気を内部に吸入し
、埃などの異物質が除去された空気を熱交換器３０に送風して熱交換させた後、各空気吐
出口４a、４b、４cを介して室内に吐き出すことにより、室内を冷房または暖房する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記の構成からなる室内機には次のような問題点がある。
【００１１】
　第一に、空気が前方キャビネットの両側面に形成された吸入口を介して吸入された後、
前記前方キャビネット上部の前面と両側面とに形成された空気吐出口に吐き出されるので
、吸入騒音が大きく発生する。
【００１２】
　第二に、エアフィルタ９の掃除、または取替え時に左、右吸入グリル７、８を開け、該
左、右吸入グリル７、８の背面でエアフィルタ９を分離しなければならないが、左、右吸
入グリル７、８の開閉が頻繁に行われると、その連結部位が破損されやすい。
【００１３】
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　第三に、左、右ベイン１４、１６が側面空気吐出口４b、４cのみを密閉できるので、運
転停止時に吸入グリル７、８と、吸入口４d、４eを介して埃などが流入し得るし、前方キ
ャビネット４の両側に吸入グリル７、８と、ベイン１４、１６とがそれぞれ装着されるの
で、構造が複雑で、かつ吸入グリル７、８と、ベイン１４、１６とを個別的に製作する費
用が増大する。
【００１４】
　第四に、上部空気吐出口４aの後方に熱交換器３０の上部が見えるため、外観上良くな
いし、開閉パネル１２及び前後移動パネル１２によって前方キャビネット４の構造が複雑
で、前方キャビネット４の色変更などが容易ではない。
【００１５】
　上記の必要性に応じて、室内機で発生する空気の吸入騒音を減らすと共に、簡略化した
構造を有する分離型空気調和機用室内機の開発が要求されている。
【００１６】
　本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、空気の吸入騒音を最小化
する空気調和機用室内機を提供することにある。
【００１７】
　他の目的は、前方キャビネットの側面に形成される空気吸入口と、空気吐出口とを共に
開閉し、前記空気吸入口に異物質が流入することを防止する側面ベインを有する空気調和
機用室内機を提供することにある。
【００１８】
　さらに他の目的は、吸入空気から異物質を除去する空気浄化装置の着脱が容易で、前記
キャビネット内部に設けられる各種の構成の掃除、及び修理作業が容易な空気調和機用室
内機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る空気調和機用室内機は、ベース、前面が開放
された後方キャビネット、および該後方キャビネットの前面に結合され、かつ、後面が開
放された前方キャビネットを備え、内部に空気の流動を強制する送風機と、熱交換機とを
備えるキャビネットと、前記キャビネットの前面および前方キャビネットの下部の両側面
の３面に設けられ、前記キャビネットの内部に室内の空気を吸入する空気吸入口と、前記
キャビネットの上面および上部の両側面の３面に設けられ、前記キャビネットの内部で熱
交換された前記室内に空気を３方に吐き出す空気吐出口と、を備え、前記キャビネットは
、前記キャビネットに回転可能に設けられ、前記各空気吐出口と、前記各空気吸入口を選
択的に開閉するベインを含むことを特徴とする。
【００２０】
　前記キャビネットは、ベースと、前記ベースの上面の後方に設けられ、前面が開放され
た後方キャビネットと、前記ベースの上面の前方に設けられ、前記後方キャビネットの前
端に結合される前方キャビネットとを備える。
【００２１】
　前記空気吸入口は、前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と、前記前方キャビ
ネットの下部の両側面にそれぞれ設けられる側面空気吸入口とを含む。
【００２２】
　前記空気吐出口は、前記前方キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、前記
前方キャビネットの上部の両側面にそれぞれ設けられる側面空気吐出口とを含む。
【００２４】
　前記キャビネットの一方に回転可能に連結され、前記キャビネットの前面をカバーし、
前記キャビネットの前面の外観をなす前面パネルをさらに備える。
【００２５】
　前記空気調和機用室内機は、前記キャビネットの下部に設けられる少なくとも一つの補
助空気吸入口をさらに備える。
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【００２６】
　他の形態として本発明に係る空気調和機用室内機は、ベースと、前記ベースの上部に設
けられ、前面が開放された後方キャビネットと、前記ベースの上面の前方に設けられ、前
記後方キャビネットの前端に結合され、後面が開放された前方キャビネットと、前記前方
キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、前記前方キャビネットの上部の両側
面に設けられる側面空気吐出口と、前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と、前
記前方キャビネットの下部の両側面に設けられる側面空気吸入口と、前記前方キャビネッ
トに回転可能に連結され、前記前方キャビネットの前面をカバーする前面パネルと、を備
え、前記前方キャビネットは、前記前方キャビネットに回転可能に設置され、前記上部空
気吐出口、前記側面空気吐出口、前記前面空気吸入口、及び前記側面空気吸入口を選択的
に開閉するベインを含むことを特徴とする。
【００２７】
　ここで、前記上部空気吐出口は、前記前方キャビネットの上面に形成される。
【００２８】
　前記前方キャビネットは、水平断面が後方に行くほど拡張されるように、前記前方キャ
ビネットの前面に対して傾斜する両側面を有する。
【００３０】
　前記前方キャビネットは、前記前面空気吸入口、及び前記側面空気吸入口を介して吸入
される室内空気に含まれた異物質を濾過する空気浄化装置を含む。
【００３１】
　前記空気浄化装置は、前記前方キャビネットの下部の両側面の後方に設けられ、前記側
面空気吸入口を介して吸入される空気に含まれた異物質を濾過する側面フィルタと、前記
ベースの上部に設けられ、前記前面空気吸入口を介して吸入される空気に含まれた異物質
を濾過する下部フィルタアセンブリとを備える。
【００３２】
　前記ベースは、少なくとも一つの補助空気吸入口を含む。ここで、前記補助空気吸入口
は、前記ベースの後面と側面のうち少なくともいずれか一方に形成される。
【００３３】
　また他の形態として本発明に係る空気調和機用室内機は、ベースと、前記ベースの上部
に設けられ、前面が開放された後方キャビネットと、前記ベースに安着され、前記後方キ
ャビネットの前端に設けられ、後面と前面の下部が開放された前方キャビネットと、前記
前方キャビネットの上面に設けられる上部空気吐出口と、前記前方キャビネットの上部の
両側面に設けられる側面空気吐出口と、前記ベースの前面に設けられる前面空気吸入口と
、前記前方キャビネットの下部の両側面に設けられる側面空気吸入口と、前記ベースの上
部に設けられ、前記前面空気吸入口を介して吸入される空気に含まれた異物質を濾過する
下部フィルタアセンブリと、前記側面空気吸入口の内部に設けられ、前記側面空気吸入口
を介して吸入される空気に含まれた異物質を濾過する側面フィルタと、一側上下端が前記
前方キャビネットの一側上下端にそれぞれヒンジ連結部または回転連結部により回転可能
に連結され、前記前方キャビネットの前面の外観をなす前面パネルと、を備え、前記下部
フィルタアアセンブリと前記側面フィルタとは、前記前面パネルが開いている状態で前記
前方キャビネットの開放された前面の下部を介して挿入/引出が行われることを特徴とす
る。
【００３５】
　前記前方キャビネットは、前記側面空気吐出口を選択的に開閉する側面吐出ベインと、
　前記側面空気吸入口を選択的に開閉する側面吸入ベインと、を含む。
【００３６】
　前記側面吐出ベインと、前記側面吸入ベインのうち、前記前方キャビネットと同一側面
に設けられる側面吐出ベインと、側面吸入ベインと一体に形成され、共に開閉される。
【００３７】
　前記前方キャビネットは、前記上部空気吐出口を選択的に開閉し、前記上部空気吐出口
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を介して吐き出される空気を前方に案内する上部ベインを含む。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に係る空気調和機用室内機には次のような効果がある。
【００３９】
　第一に、本発明に係る空気調和機用室内機は、前記前方キャビネットの３面で空気を吸
入しかつ吐き出すので、空気の吸入騒音が最小化し、室内の全ての方向に熱交換され浄化
した空気が供給される。
【００４０】
　第二に、本発明に係る空気調和機用室内機の室内機によれば、前記空気浄化装置の着脱
が簡単かつ容易であり、着脱時に周辺部品の破損のおそれがない。
【００４１】
　第三に、本発明に係る空気調和機用室内機によれば、前記キャビネットの内部に収容さ
れる前記熱交換機や前記送風機などの修理や掃除作業が、前記前面パネルのみを開放した
状態で行われえるので、前記熱交換機や前記送風機などの修理や掃除作業が容易となる。
【００４２】
　第四に、本発明に係る空気調和機用室内機によれば、室内機の前面の外観をなす前面パ
ネルが設けられ、前記キャビネット内部の熱交換機などの装置が前方から見えないので、
美観が向上し、前面色相の変更が容易である。
【００４３】
　第五に、本発明に係る空気調和機用室内機は、前記空気吸入口と前記空気吐出口とを開
閉するベインによって、運転停止時に異物質の浸透を防止することができ、前記側面吐出
ベインと前記側面吸入ベインとが一体に構成されて一つのモータによって共に開閉される
場合、その構造が単純でかつ組立が容易である。
【００４４】
　第六に、本発明に係る空気調和機用室内機は、前記上部空気吐出口が前記前方キャビネ
ットの上面に形成され、前記送風機によって上部に吐き出される空気に対する流動抵抗が
減少するので、前記送風機を駆動させるモータの過負荷を防止し、前記空気が前記上部空
気吐出口を介して室内に円滑に吐き出される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明の目的が具体的に実現され得る本発明の好ましい実施形態について、添付
の図面に基づいて詳細に説明する。ここで、同一の構成については同一名称及び同一符号
を付し、その付加的な説明は下記で省略する。
【００４６】
　図４乃至図１１を参照すると、本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態は、空気
吸入口７０a、７０b、７０cと、空気吐出口７２a、７２b、７２cとが形成されたキャビネ
ットと、該キャビネットの内部の下部空間に設置される送風機８０と、及び送風機８０に
よって強制的に流動する空気が冷媒と熱交換されるように、送風機８０の上側に設置され
る熱交換機９０とを備える。
【００４７】
　上記キャビネットは、ベース５０と、該ベース５０の上面にそれぞれ設置される後方キ
ャビネット６０及び前方キャビネット７０とを含む。ここで、後方キャビネット６０は、
前面が開放され、水平断面の形状が前方に行くほど拡大される梯形からなり、上記室内機
を室内の角に設置する場合、室内の空間活用度を向上させる。
【００４８】
　そして、前方キャビネット７０は、後方キャビネット６０の前端に結合され、水平断面
の形状が後方に行くほど拡大され、後面が開放された梯形からなり、前面７１に対して傾
斜した左右両側面７３、７４と、前面７１に垂直な上面７２とを有する。
【００４９】
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　空気吸入口７０a、７０b、７０cは、ベース５０の前面に横長に形成され、室内からの
吸入空気が通過する前面空気吸入口７０a、及び前方キャビネット７０の下部の両側面７
３a、７４aに縦長に形成され、室内からの吸入空気が通過する側面空気吸入口７０b、７
０cで構成されている。
【００５０】
　空気吐出口７２a、７２b、７２cは、前方キャビネット７０の上面７２に横長に形成さ
れ、上記キャビネットの内部で上記熱交換機との熱交換過程を経た空気が室内に吐き出さ
れる上部空気吐出口７２a、及び上記前方キャビネットの上部の両側面７３b、７４bに縦
長に形成され、上記キャビネットの内部で熱交換機９０と熱交換過程を経た空気が上記キ
ャビネットの側方に吐き出される側面空気吐出口７２b、７２cで構成されている。
【００５１】
　上記のように構成された空気吸入口７０a、７０b、７０cと、空気吐出口７２a、７２b
、７２cによって、上記室内機は、３面に空気を吸入してから、３面に空気を吐き出す。
【００５２】
　上記の構成に加えて、ベース５０は、その後方部の両側面部及び背面部に形成される補
助空気吸入口をさらに含む。この場合、室内の空気は、前面空気吸入口７０a、補助空気
吸入口、及び側面空気吸入口７０b、７０cを介して総６方向に吸入され得るので、より迅
速な室内冷暖房が可能となる。
【００５３】
　また、ベース５０には、前面空気吸入口７０aを選択的に開閉する下部ベイン７４が回
転可能に設置され、前方キャビネット７０の上部には、上部空気吐出口７２aを選択的に
開閉し、かつ上部空気吐出口７２aを介して室内に吐き出される空気が上記室内機の前方
に吐き出されるように風向を調節する上部ベイン７５が回転可能に設置される。
【００５４】
　そして、前方キャビネット７０の側面には、側面空気吐出口７２b、７２cを選択的に開
閉する側面吐出ベイン７６a、７６bと、側面空気吸入口を選択的に開閉する側面吸入ベイ
ン７７a、７７bと、が設置される。
【００５５】
　側面吐出ベイン７６a、７６bのうち、前方キャビネット７０の左側面７３bに設置され
るものを左側吐出ベイン７６a、前方キャビネット７０の右側面７４bに設置されるものを
右側吐出ベイン７６bという。また、側面吸入ベイン７７a、７７bのうち、前方キャビネ
ット７０の左側面７３aに設置されるものを左側吸入ベイン７７a、前方キャビネット７０
の右側面７４aに設置されるものを右側吸入ベイン７７bという。
【００５６】
　図８及び図９に基づいて、下部ベイン７４及び上部ベイン７５についてより詳細に説明
する。
　図８及び図９は、前面空気吸入口７０aと、上部空気吐出口７２aがそれぞれ下部ベイン
７４と、上部ベイン７５によって開放された状態を示す断面図である。
【００５７】
　図８を参照すると、下部ベイン７４は、前面空気吸入口７０aを開閉すると同時に空気
の吸入を案内するように、ベース５０の前面空気吸入口７２aの両側面に回転可能に連結
される。
【００５８】
　下部ベイン７４は、上記室内機の未動作時には前面空気吸入口７０aを密閉し、上記室
内機の動作時には、前面空気吸入口７０aを開放するように構成される。このために、下
部ベイン７４は、上記室内機の動作時に吸入されるベース５０の上側に空気を案内する吸
入案内部７４a、及び吸入案内部７４aの長さ方向の両端から垂直に突出して、回転中心と
なる突起７４b、７４cを含む。
【００５９】
　ここで、下部ベイン７４の突起７４b、７４cは、前面空気吸入口７０aの両側の内壁に
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それぞれ形成される支持溝５０b、５０cに回転可能に挿入され、上記突起のうちいずれか
一つ７４cには、制御部の命令に従って下部ベイン７４を回転させるモータなどの回転手
段１３０が連結される。
【００６０】
　次に、図９及び図１０を参照すると、前記上部ベイン７５は、前記上部空気吐出口７２
ａを開閉すると同時に空気の吐出を案内するように、前記前方キャビネット７０の上面に
配置される前記上部空気吐出口７２ａに回転可能に連結される。
【００６１】
　上部ベイン７５は、上記室内機の未動作時には上面空気吐出口７２aを密閉し、上記室
内機の動作時には、上部空気吐出口７２aを開放するように構成される。
　このために、上部ベイン７５は、上記室内機の動作時に吐き出される空気を上記キャビ
ネットの前方に案内する吐出案内部７５a、及び吐出案内部７５aの長さ方向の両端から垂
直に突出して、回転中心となる突起７５b、７５cを含む。
【００６２】
　前記上部ベイン７５の突起７５ｂ、７５ｃは、前記上部空気吐出口７２ａの両側の内壁
にそれぞれ形成される支持溝７１ａ、７１ｂに回転可能に挿入され、前記突起のうち何れ
か一つ７５ｃには、前記上部ベイン７５を回転させるモーターなどの回転手段が連結され
る。
【００６３】
　左、右側の吐出ベイン７６a、７６bと、左、右側の吸入ベイン７７a、７７bの構成は、
下部ベイン７４や上部ベイン７５のそれと類似しているので、それについての説明は省略
する。
　上部ベイン７５と側面吐出ベイン７６a、７７bは、制御部（図示せず）によってオート
スイングするように成されることもある。
【００６４】
　上記のように構成される上記キャビネットの内部には、上述したように、送風機８０と
、熱交換機９０などの装置が設置される。
【００６５】
　また、図１０を参照すると、送風機８０は、空気吸入口７０a、７０b、７０cを介して
室内の空気を吸入し、その吸入された空気が熱交換機９０を経て空気吐出口７２a、７２b
、７２cを介して吐き出されるように強制する装置として、上記キャビネット内部の下側
の空間に設置された送風機ハウジング８１と、該送風機ハウジング８１の内部に設置され
る送風ファン（図示せず）とを含み、上記送風機ハウジングの前面は開放され、上記空気
吸入口を介して吸入される空気を案内するオリフィス８２に連結され、送風機ハウジング
８１の上面には、熱交換機９０が位置する上方に空気を吐き出す空気吐出ホール（図示せ
ず）が形成される。
【００６６】
　熱交換機９０は、送風ファン８０の上部に傾斜して設置され、冷媒が通過する冷媒管と
、該冷媒管に装着された複数個のピンとからなり、熱交換機９０には、空気との熱交換に
よって蒸発、または凝縮された冷媒を室外機に案内する冷媒配管（図示せず）が連結され
る。
【００６７】
　熱交換機９０の下側には、熱交換機９０の表面に生成され、落下する凝縮水を貯蔵でき
るようにファン９２が配置され、ファン９２の一方には、貯蔵された凝縮水を上記室内機
の外部に排水するドレインホース（図示せず）が連結される。
【００６８】
　一方、上記空気調和機の室内機は、前方キャビネット７０の各空気吸入口７０a、７０b
、７０cと、送風機８０との間に設けられる空気浄化装置と、上記室内機の前面の外観を
なす前面パネル１００と、をさらに備える。
【００６９】
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　図１０及び図１１を参照すると、前面パネル１００は、前方キャビネット７０の一方に
回転可能に連結され、前方キャビネット７０の前面７１をカバーし、上記室内機の前面の
外観をなし、その色やデザインなどの変更が容易な構造からなっている。
【００７０】
　このために、前面パネル１００の右側の上端は、前方キャビネット７０の右側の上端に
ヒンジ連結部、または下側に突出した突起を有する上部ブラケット１０１などの回転連結
部によって回転可能に連結されかつ支持され、前面パネル１００の右側の下端は、ベース
５０の上面の右側の前端にヒンジ連結部、または上側に突出した突起を有する下部ブラケ
ット１０２などの回転連結部によって回転可能に連結されかつ支持される。
【００７１】
　前面パネル１００の後面の左側と、前方キャビネットの前面７１の左側には、前面パネ
ル１００の閉まり状態を維持させる磁石１０３a、１０３bなどのロッキング手段が設けら
れる。勿論、前面パネル１００は、上記キャビネットの左側に連結されることもある。ま
た、上記ロッキング手段は、後述する空気調和機用室内機の第３実施形態を示す図１３に
示すように、前方キャビネット７０と、前面パネル１００のうちいずれか一方に設けられ
る弾性材質のフック１０３と、前方キャビネット７０と、前面パネル１００のうち他の一
方に設けられるフックホルダー１０３dとで構成され得るなど、多様な変更が可能である
。
【００７２】
　前面パネル１００は、ガラスプレート１１０と、該ガラスプレートの後方に密着し、色
を有するカラープレート１２０と、該カラープレートの後方に密着したリアプレート１３
０と、そして、相互に密着したガラスプレート１１０と、カラープレート１２０と、リア
プレート１３０の周縁を囲むように
【数１】

端面の内側の溝を有する四角フレーム１４０とを含む。ここで、四角フレーム１４０は、
カラープレート１２０の取替えが可能なように、四角フレーム１４０の前方フランジまた
は後方フランジが回転するか曲げやすいように構成されることが好ましい。
【００７３】
　上記の構成によって、ユーザが上記前面パネルの色やデザインを変更したい場合、カラ
ープレート１２０を取り替えることで、前面パネル１００の色やデザインを変更できる。
【００７４】
　また、前面パネル１００は、上記空気調和機の運転情報の運転モードと、希望温度など
を表示するディスプレイ部１２１を有する。
【００７５】
　一方、本発明に係る空気調和機用室内機は、ユーザが前面パネル１００が開いた状態で
熱交換機９０と送風機８０、及び上記空気浄化装置を掃除、修理、または取り替え得るよ
うに構成される。
　このために、前方キャビネット７０の上部の前面には、熱交換機９０を露出させる所定
の大きさの開口ホール７５が形成され、側面空気吸入口７０b、７０cが形成される下部両
側面７３a、７４aの間の前面は開口状からなる。
【００７６】
　下部両側面７３a、７４aは、側面空気吐出口７２b、７２cが形成される上部両側面７３
b、７４bの下端に分離可能に連結される。下部両側面７３a、７４aを上部両側面７３b、
７４bの下端に結合するために、下部両側面７３a、７４aの上端の一方には、それぞれ第
１締結ホール７３c、７４cが形成され、前方キャビネット７０の上部前面の下端の両側に
第１締結ホール７３c、７４cに対応する第２締結ホール７３d、７４dが形成され、ボルト
Ｓ１によって相互に固定される。
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【００７７】
　また、下部両側面７３a、７４aの下端には、それぞれ下向きに突出した結合突起７３e
、７４eが形成され、ベース５０の上面の両側には、結合突起７３e、７４eがそれぞれ挿
入される結合溝５１、５２が形成され、前方キャビネット７０と、ベース５０とを相互に
結合させる。
【００７８】
　一方、上記前面パネルの後面には、前方キャビネット７０の上部の前面に形成される開
口ホール７１cと対応する位置に、開口ホール７１cを介した空気漏洩を防止する遮蔽板１
３１が配置されることが好ましい。
【００７９】
　次に、図１０及び図１１を参照にして、各空気吸入口７０a、７０b、７０cを介して上
記キャビネットの内部に吸入される室内空気中の各種の異物質を除去する上記空気浄化装
置を説明する。
【００８０】
　上記空気浄化装置は、各側面空気吸入口７０b、７０cの内側に配置される側面フィルタ
２１０、２２０と、前面空気吸入口７０aが形成されたベース５０の上部に配置される下
部フィルタアセンブリ２３０と、を備える。
【００８１】
　ここで、側面フィルタ２１０、２２０は、前面パネル１００の開放状態で上記キャビネ
ットの前方でスライディングによって挿入及び引き出される。
　このために、前方キャビネット７０の下部の両側面７３a、７４aの内壁には、それぞれ
各側面フィルタ２１０、２２０が挿着されたフィルタガイド７３f、７４fが設けられる。
ここで、各側面フィルタ２１０、２２０は、埃などの異物質を濾す網フィルタなど多様な
構造からなり得る。
【００８２】
　そして、下部フィルタアセンブリ２３０は、複数のフィルタ２３１、２３２、２３３が
上下に配置される構造からなる。
　より詳細には、下部フィルタアセンブリ２３０は、ベースの上部に装着される第１フィ
ルタ２３１、該第１フィルタ２３１の上側に配置される第２フィルタ２３２、及び第２フ
ィルタ２３２の上側に配置される第３フィルタ２３３を含む。
【００８３】
　第１フィルタ２３１は、前面空気吸入口７０aと、下部ベイン７４によってベース５０
の上側に案内される吸入空気中の埃などの異物質を濾す網フィルタからなる。
【００８４】
　そして、第１フィルタ２３１が上記キャビネットの前方で上記前方キャビネットの下部
の開口部を介してスライディング挿入されるように、ベース５０の上面の両側でそれぞれ
【数２】

状に向き合うように突出して、第１フィルタ２３１の両側をガイドしかつ支持する第１フ
ィルタガイド２３１a、２３１bが設けられるし、第１フィルタ２３１の両側端の下面は、
ベース５０によって支持され、第１フィルタ２３１の両側面と両側端の上面は、第１フィ
ルタガイド２３１a、２３１bによって支持される。
【００８５】
　次に、第２フィルタ２３２と第３フィルタ２３３は別途のフィルタフレーム２３４の内
部に装着され、第１フィルタ２３１の上側に配置される。
【００８６】
　第２フィルタ２３２は、ヘパフィルタ（HEPA filters）と、該ヘパフィルタの上部に配
置されるナノカーボンフィルタ（nano-carbon filters）と、該ナノカーボンフィルタの
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上部に配置され、ナノカーボンフィルタのカーボンが飛ばされることを防止する不織布（
non-woven fabric）と、及び上記フィルタを支持する支持フレームと、を含むことが好ま
しい。
【００８７】
　第３フィルタ２３３は、ナノ銅フィルタと、ナノ銀フィルタ、及び上記ナノ銅フィルタ
と、ナノ銀フィルタとを支持する支持フレームとを含む。
【００８８】
　フィルタフレーム２３４は、第１フィルタ２３１の上側に設けられ、第２フィルタ２３
２と、第３フィルタ２３３とを収容し、上記ベースの上面に形成される締結ホール５３と
、フィルタフレーム２３４の両側面の下端で側方に突出する突起部に形成される締結ホー
ル２３４aとにボルトＳ２が締結され、相互に固定される。
【００８９】
　フィルタフレーム２３４の装着を容易にするために、ベース５０の上面には、上記フィ
ルタフレームの突起部の位置を整列させるアライン突起（図示せず）が形成されることが
好ましい。上記アライン突起は、上記フィルタフレームの突起部の外郭プロファイルの一
部分、または全部を支持するように上側に突出する。したがって、上記フィルタフレーム
の装着時に上記突起部を上記アライン突起と接触させると、フィルタフレーム２３４がベ
ース５０の上部の正確な位置にローディングされる。
【００９０】
　フィルタフレーム２３４をより詳細に説明すると、上記フィルタフレームは、前面空気
吸入口７０aを介して吸入される空気が第１フィルタ２３１を経て上記フィルタフレーム
を下部から上部に通過しながら、第２フィルタ２３２と第３フィルタ２３３によって浄化
されるように上下面が開放された形状を有する。また、第２フィルタ２３２と第３フィル
タ２３３がフィルタフレーム２３４の前方で挿入及び引き出されるように、前面が開放さ
れた形状を有する。
【００９１】
　フィルタフレーム２３４の下部の内壁には、第２フィルタ２３２を支持しかつ案内する
下部支持ガイド２３４bが設けられ、該下部支持ガイド２３４bの上側には、第３フィルタ
２３３を支持し、かつ案内する上部ガイド２３４cが設けられ、上記フィルタフレームの
両側面の上端には、第３フィルタ２３３のフィルタフレーム２３４の上側への離脱を防止
するよう内側に突出して形成される離脱防止突起２３４eが形成される。
【００９２】
　ここで、下部支持ガイド２３４bは、第２フィルタ２３２の前端を支持する前端支持台
と、そして、上記各前端支持台と、上記フィルタフレームの後側内壁とを連結し、上記第
２フィルタの下面を支持する複数の下面支持台とを含む。上部支持ガイド２３４cは下部
支持ガイド２３４bの形状と類似するのでその説明は省略する。
【００９３】
　上記の構成に加え、上記多層のフィルタの上部、つまり、送風機８０の前方には、光触
媒プラズマ空気清浄機２４０が設置される。
　光触媒プラズマ空気清浄機２４０は、高電圧発生器、電離部、捕集部、及び光触媒フィ
ルタを含む。ここで、上記高電圧発生部は、上記電離部に高電圧を印加して放電を誘導す
る。そして、上記電離部は、上記放電時に発生したエネルギーによって空気中の埃などを
電離させ、光エネルギーを照射する。上記捕集部は、上記電離した埃などを捕集し、上記
光触媒フィルタは、上記電離部から照射された光エネルギーによって分解された匂い粒子
を捕集する。
【００９４】
　光触媒プラズマ空気清浄機２４０の上部には、各ベイン７４、７５、７６a、７６b、７
７a、７７bに連結されたモータを制御する電装部品が内装されたコントロールボックス２
５０が設けられる。
【００９５】
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　上記のように構成される本発明に係る室内機によって、図１１に示すように、前面パネ
ル１００が開放されると、前方キャビネット７０の上部の前面に形成された開口ホール７
１cを介して熱交換機９０が露出し、送風機８０や上記空気浄化装置などが前方キャビネ
ット７０の開口した下部を介して露出するので、ユーザは上記室内機の前方で熱交換機８
０や送風機８０などの装置を掃除、或いは修理したり、各フィルタ２１０、２２０、２３
１、２３２、２３３の掃除や取替えのために上記フィルタの挿入/引出が可能となる。
【００９６】
　次に、図１２及び図１３を参照して、本発明に係る空気調和機用室内機の第２実施形態
及び第３実施形態を説明する。
　ここで、図１２は、本発明に係る空気調和機用室内機の第２実施形態を示す斜視図で、
図１３は、本発明に係る空気調和機用室内機の第３実施形態を示す斜視図である。
　上記室内機の第２実施形態及び第３実施形態において、前方キャビネットの両側面７３
、７４を除いた残りの構成は、上記の第１実施形態と同一である。
【００９７】
　図１２を参照すると、本発明に係る空気調和機用室内機の第２実施形態は、側面空気吸
入口が形成される前方キャビネット７０の下部の両側面にそれぞれ吸入グリル７８が設け
られている。
【００９８】
　図１３を参照すると、本発明に係る空気調和機用室内機の第３実施形態に設けられる前
方キャビネット７０の左側面には左側ベイン（図示せず）が形成され、左側空気吐出口と
、左側空気吸入口とを同時に開閉し、前方キャビネット７０の右側面には右側ベイン７９
が形成され、右側空気吐出口と、右側空気吸入口とを同時に開閉する。残りの構成は、既
述したように、上記第１実施形態と同一または類似するので、その説明を省略する。
【００９９】
　以下、上記のように構成される本発明に係る空気調和機用室内機の動作を、上記第１実
施形態に基づいて説明する。
【０１００】
　まず、上記空気調和機に電源が印加され、冷房、または暖房の運転モードが入力される
と、上、下部ベイン７４、７５、及び上記前方キャビネットの側面に設置された側面吐出
ベイン７６a、７６bと、側面吸入ベイン７７a、７７bとが各モータによって回転して、各
空気吸入口７０a、７０b、７０cと、空気吐出口７２a、７２b、７２cを開放させる。
【０１０１】
　そして、送風機８０が駆動しながら、室内の空気が各空気吸入口７０a、７０b、７０c
を介して上記キャビネットの内部に吸入される。上記吸入された空気は、上記空気浄化装
置を構成する側面フィルタ２１０、２２０と、下部フィルタアセンブリ２３０とを通過し
ながら浄化される。
【０１０２】
　より詳細に説明すると、ベース５０の前面の空気吸入口７０aを介して吸入される空気
は、下部フィルタアセンブリ２３０の第１フィルタ２３１と、第２フィルタ２３２と、及
び第３フィルタ２３３とを順次に通過しながら浄化され、前方キャビネット７０の側面の
空気吸入口７０b、７０cを介して吸入される空気は、側面フィルタ２１０、２２０を通過
しながら浄化される。ここで、上記室内機が空気浄化を主目的にして稼働する場合には、
上記室内機が、側面吸入ベイン７７a、７７bは閉まり、下部ベイン７５のみ開いた状態で
運転され、前面空気吸入口７０aのみを介して空気が吸入されるので、下部フィルタアセ
ンブリ２３０によって微塵まで除去され、室内への吐出空気がきれいに浄化される。
【０１０３】
　次に、フィルタ２１０、２２０、２３１、２３２、２３３を通過して浄化された空気は
、送風機８０の前方に位置する光触媒プラズマ空気清浄機２４０を通過し、上記の過程で
光触媒プラズマ空気清浄機２４０を通過する空気中の埃や匂い粒子がイオン化して捕集さ
れる。
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【０１０４】
　上記のように浄化された空気は、送風機８０によって熱交換機９０側に送風された後、
上記熱交換機の内部を流動する冷媒との熱交換過程を経て、冷却、または加熱された状態
で空気吐出口７２a、７２b、７２cを介して室内に吐き出され、室内を冷房、または暖房
する。
【０１０５】
　一方、上記室内機に設けられた上記空気浄化装置の長期間使用によって下部フィルタア
センブリ２３０の各フィルタ２３１、２３２、２３３と、側面フィルタ２１０、２２０に
埃などの異物質が重なるようになると、ユーザは、前面パネル１００を開け、上記開口し
た下部を介して、上記下部フィルタアセンブリの各フィルタ２３１、２３２、２３３や各
側面フィルタ２１０、２２０を前方キャビネット７０の前方に簡便に引き出すことができ
る。
【０１０６】
　そして、洗浄フィルタ、または新たなフィルタを挿入して組み立てた後、前面パネル１
００を回転させ閉める。
　また、熱交換機９０や送風機８０などの装置を修理したり掃除する場合にも、前面パネ
ル１００が開放された状態で開口ホール７１cを介して熱交換機９０や送風機８０などの
掃除、或いは修理作業が容易に行われ得る。
【０１０７】
　次に、ユーザが上記室内機の前面カラーを変更したい場合、前面パネル１００に装着さ
れた既存のカラープレート１２０を新たなカラープレートに取り替えることで、上記室内
機の前面カラーを簡便かつ容易に変更できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】一般的な空気調和機用室内機において、空気吐出口の密閉状態を示す斜視図であ
る。
【図２】一般的な空気調和機用室内機において、空気吐出口の開放状態を示す斜視図であ
る。
【図３】一般的な空気調和機用室内機において、空気吐出口の開放状態を示す正面図であ
る。
【図４】本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態において、空気吸入口及び空気吐
出口の開放状態を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態において、空気吸入口及び空気吐
出口の開放状態を示す正面図である。
【図６】本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態において、空気吸入口及び空気吐
出口の密閉状態を示す斜視図である。
【図７】本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態において、空気吸入口及び空気吐
出口の密閉状態を示す正面図である。
【図８】本発明に係る空気調和機用室内機の前面空気吸入口を開閉する下部ベインの開放
状態を示す断面図である。
【図９】本発明に係る空気調和機用室内機の上部空気吐出口を開閉する上部ベインの開放
状態を示す断面図である。
【図１０】本発明に係る空気調和機用室内機の一実施形態を分解して示す斜視図である。
【図１１】本発明に係る空気調和機用室内機において、前面パネルの開放状態を示す斜視
図である。
【図１２】本発明に係る空気調和機用室内機の他の実施形態を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係る空気調和機用室内機のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１０９】
５０　ベース
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６０　後方キャビネット
７０　前方キャビネット
７０a　前面空気吸入口
７０b、７０c　側面空気吸入口
７２a　上部空気吐出口
７２b、７２c　側面空気吐出口
７４　下部ベイン
７５　上部ベイン
７６a、７６b　側面吐出ベイン
７７a、７７b　側面吸入ベイン
８０　送風機
９０　熱交換機　
１００　前面パネル
２１０、２２０　側面フィルタ
２３０　下部フィルタアセンブリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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