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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内機との間で冷媒を循環させるのに利用される冷媒配管が接続され、圧縮機が搭載さ
れた室外機であって、
　前記圧縮機の下側に配置され、前記圧縮機を支持する底面パネルと、
　前記底面パネルの周縁部に設けられた第１の側面パネルと、
　前記第１の側面パネルの対向位置に配置され、前記底面パネルの周縁部に設けられた第
２の側面パネルと、
　前記底面パネルの上側で支持され、前記第１の側面パネル側から前記第２の側面パネル
側に延びる室外熱交換器と、
　を備え、
　前記室外熱交換器の端部は、
　前記第２の側面パネルの一方の側端部に対向するように設けられ、
　前記底面パネルは、
　前記室外熱交換器の端部に対応する部分に形成され、前記第１の側面パネルから前記第
２の側面パネルに向う側に突出する突出部を含み、
　前記底面パネルの前記突出部上には、
　前記室外熱交換器の端部が設けられている
　室外機。
【請求項２】
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　前記第２の側面パネルが設けられている側に配置され、前記冷媒配管が接続されるバル
ブをさらに備え、
　前記突出部は、
　前記バルブが設けられている位置よりも、前記第１の側面パネルから前記第２の側面パ
ネルに向かう側に突出するように形成された
　請求項１に記載の室外機。
【請求項３】
　前記突出部の縁部は、
　前記底面パネルのうち前記バルブの下側に位置する部分に向かうテーパー面が形成され
、
　前記第２の側面パネルは、
　前記突出部の縁部に沿うように形成されている
　請求項２に記載の室外機。
【請求項４】
　前記底面パネル上に設けられ、前記バルブが取り付けられた固定パネルをさらに備えた
　請求項２又は３に記載の室外機。
【請求項５】
　前記底面パネルは、
　前記突出部の形成位置に対応する第１の角部と、
　前記底面パネルのうち前記バルブの下側に位置する第２の角部とを含み、
　前記第２の側面パネルは、
　前記第１の角部上に設けられ、
　前記固定パネルは、
　前記第２の角部上に設けられている
　請求項４に記載の室外機。
【請求項６】
　前記底面パネルの周縁部上に配置され、前記バルブを覆うように前記固定パネルの対向
位置に設けられたカバーをさらに備え、
　前記カバーは、
　前記バルブに接続される前記冷媒配管を引き出すのに利用される引出部が形成されてい
る
　請求項４又は５に記載の室外機。
【請求項７】
　前記室外熱交換器の上部を覆うように、前記第１の側面パネル及び前記第２の側面パネ
ルの上端部に設けられた天面パネルをさらに備え、
　前記固定パネル、前記カバー及び前記第２の側面パネルは、
　前記底面パネルから前記天面パネルにかけて設けられている
　請求項６に記載の室外機。
【請求項８】
　一端部に前記第１の側面パネルが設けられ、他端部に前記第２の側面パネルが設けられ
、前記底面パネルの周縁部に設けられた前面パネルをさらに備え、
　前記前面パネルは、
　他端部の下側に前面切欠部が形成され、
　前記第２の側面パネルは、
　前記前面パネル側の端部の下側に側面切欠部が形成され、
　前記カバーは、
　前記前面切欠部及び前記側面切欠部に設けられている
　請求項６に記載の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、冷凍サイクル装置の室外機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気調和装置などの冷凍サイクル装置の室外機において、筐体内部には、たとえ
ば圧縮機、熱交換器及び送風機などが収納されている。また、空気調和装置の室外機は、
熱交換器及び送風機などが収容された室内機に冷媒配管を介して接続されている。そして
、送風機が駆動すると熱交換器に外気が供給され、空気と熱交換器を流れる冷媒とが熱交
換をする。冷凍サイクル装置の有する暖房、冷房などといった能力は、空気と冷媒との熱
交換量に依存する。すなわち、熱交換器のサイズが大きいほど、大きな暖房能力、冷房能
力を確保することができる。
【０００３】
　特許文献１に記載の室外機は、底面パネルの形状が長方形である。そして、熱交換器は
、たとえば底面パネルの長辺方向に延びるように設けられている。これにより、より大き
な熱交換器を室外機の筐体内に収容できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１３３５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　空気調和装置の室外機は、一般的には、屋外に設置される。たとえば、マンションに室
外機を設置する場合には、室外機はベランダに設置されることになる。戸建ての家屋では
、庭などといったように室外機の設置スペースを確保しやすいが、マンションのベランダ
では、戸建ての家屋などと比較すると狭いことが多く、設置スペースに制限が生じやすい
。このように、屋内に設置される室内機に限らず、屋外に設置される室外機においても、
サイズを小さくしたいという要望がある。
【０００６】
　室外機の筐体のサイズも大きくすることで、より大きなサイズの熱交換器を筐体内に設
置でき、より大きな暖房能力、冷房能力を確保することができる。しかし、室外機の筐体
のサイズが大きくなると、上述のように室外機を屋外に配置しにくくなる可能性がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、大型化を抑制しながら
も、より大きな熱交換器（室外熱交換器）を搭載することができる室外機を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る室外機は、室内機との間で冷媒を循環させるのに利用される冷媒配管が接
続され、圧縮機が搭載された室外機であって、圧縮機の下側に配置され、圧縮機を支持す
る底面パネルと、底面パネルの周縁部に設けられた第１の側面パネルと、第１の側面パネ
ルの対向位置に配置され、底面パネルの周縁部に設けられた第２の側面パネルと、底面パ
ネルの上側で支持され、第１の側面パネル側から第２の側面パネル側に延びる室外熱交換
器と、を備え、室外熱交換器の端部は、第２の側面パネルの一方の側端部に対向するよう
に設けられ、底面パネルは、室外熱交換器の端部に対応する部分に形成され、第１の側面
パネルから第２の側面パネルに向う側に突出する突出部を含み、底面パネルの突出部上に
は、室外熱交換器の端部が設けられているものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る室外機によれば、上記構成を備えているので、大型化を抑制しながらも、
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より大きな熱交換器（室外熱交換器）を搭載することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る室外機を備えた冷凍サイクル装置の模式図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る室外機の構造などを説明するための模式図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る室外機の筐体などの説明図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る室外機の底面パネルの上面視図である。
【図５Ａ】本発明の実施の形態に係る室外機のバルブ及びその周囲の説明図である。
【図５Ｂ】本発明の実施の形態に係る室外機の底面パネル、固定パネル、バルブ、冷媒配
管、及びカバーなどを示す説明図である。
【図５Ｃ】図５Ｂのカバーを外した状態の説明図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例１である。
【図７Ａ】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例２である。
【図７Ｂ】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例３である。
【図７Ｃ】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例４である。
【図７Ｄ】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例５である。
【図７Ｅ】本発明の実施の形態に係る室外機の変形例６である。
【図８】従来の空気調和装置の室外機を水平断面視したときの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、発明の実態に係る室外機１００について、図面などを参照しながら説明する。こ
こで、図１を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一、またはこれ
に相当するものであり、以下に記載する実施の形態において共通である。
【００１２】
実施の形態．
　図１は、本実施の形態に係る室外機１００を備えた空気調和装置２００の模式図である
。図１（ａ）は、空気調和装置２００の冷媒回路構成の一例を示し、図１（ｂ）では、室
外機１００と室内機１５０とが冷媒配管Ｐで接続されている様子を示している。なお、本
実施の形態では、冷凍サイクル装置が空気調和装置２００である場合の例を説明する。
【００１３】
［空気調和装置２００について］
　空気調和装置２００は、室内機１５０と室外機１００とを有し、これらが冷媒配管Ｐで
接続されて構成されている。室内機１５０は、冷房運転時に蒸発器として機能し、暖房運
転時に凝縮器として機能する室内熱交換器１５１などを有している。そして、室外機１０
０で生成された冷熱あるいは温熱は、冷媒配管Ｐを介して室内機１５０に配送されるよう
になっている。
【００１４】
　室外機１００は、たとえばビル、マンション、戸建て家屋などの外に配置され、冷媒配
管Ｐを介して室内機１５０に冷熱又は温熱を供給するものである。室外機１００には、冷
媒を圧縮する圧縮機４、流路を切り替える四方弁８、冷媒を減圧させる絞り装置９、空気
と冷媒とを熱交換する室外熱交換器２、及び、室外熱交換器２に空気を供給する送風機３
などが搭載されている。
　室内機１５０は、たとえば室内などのように空調対象空間に冷房用空気、又は暖房用空
気を供給できる位置に配置され、空調対象空間に冷房用空気、又は暖房用空気を供給する
ものである。室内機１５０は、空気と冷媒とを熱交換する室内熱交換器１５１、及び室内
熱交換器１５１に空気を供給する送風機１５２が搭載されている。
【００１５】
　ここで、室内熱交換器１５１、四方弁８及び絞り装置９について説明する。室内熱交換
器１５１は、送風機１５２によって室内機１５０に取り込まれる室内空気と冷媒との間で
熱交換を行わせ、暖房運転時に冷媒を凝縮液化させ、冷房運転時に冷媒を蒸発ガス化させ
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るものである。四方弁８は、暖房運転時における冷媒の流れと、冷房運転及び除霜運転時
における冷媒の流れを切り替えるものである。この四方弁８は、暖房運転時において、圧
縮機４の吐出側と室内熱交換器１５１を接続するとともに、圧縮機４の吸引側と室外熱交
換器２を接続する。また、冷房運転及び除霜運転時において、圧縮機４の吐出側と室外熱
交換器２を接続するとともに、圧縮機４の吸引側と室内熱交換器１５１を接続する。絞り
装置９は、冷媒回路を流通する冷媒を減圧して膨張させるものである。絞り装置９は、一
方が室外熱交換器２に接続され、他方が室内熱交換器１５１に接続されている。この絞り
装置９は、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁などで構成するとよい。
なお、その他の構成（圧縮機４など）については、後で説明する。
【００１６】
　次に、図１（ａ）を参照しながら、同図で示される冷媒回路の冷凍サイクル動作につい
て説明する。ここでは、暖房運転についての冷媒の流れを説明する。暖房運転開始時には
、四方弁８は、図１（ａ）に示すように流路が切り替えられる。圧縮機４によって圧縮さ
れ吐出された気体冷媒は、四方弁８を経由して、室内熱交換器１５１に流入する。この室
内熱交換器１５１に流入した気体冷媒は、送風機１５２から供給される室内空気と熱交換
を実施して凝縮し、室内熱交換器１５１から流出する。この室内熱交換器１５１から流出
した冷媒は、絞り装置９に流入し、この絞り装置９によって膨張され減圧される。減圧さ
れた冷媒は、室外熱交換器２に流入し、送風機３から供給される室外空気と熱交換が実施
されて気化し、室外熱交換器２から流出する。この室外熱交換器２から流出した気体冷媒
は、四方弁８を介して圧縮機４に吸引される。
【００１７】
［室外機１００について］
　図２は、本実施の形態に係る室外機１００の構造などを説明するための模式図である。
図３は、本実施の形態に係る室外機１００の筐体などの説明図である。図４は、本実施の
形態に係る室外機１００の底面パネル１Ｅの上面視図である。図２（ａ）は室外機１００
の斜視図であり、図２（ｂ）は室外機１００の正面図であり、図２（ｃ）は室外機の断面
視図である。また、図２においては、カバー１Ｄは外した状態を示している。図３（ａ）
は、室外機１００の右側の側面から見た図である。図３（ｂ）は、筐体から室外熱交換器
２及び送風機３などの各種構成部材を外している状態の室外機１００の斜視図である。
　室外機１００は、冷房運転時に凝縮器として機能し、暖房運転時に蒸発器として機能す
る室外熱交換器２などを有しているものである。以下の説明では、前面パネル１Ｂを室外
機の前面（正面）と規定し、正面に向かって第１の側面パネル１ＣＣが配置されている側
を左側と規定し、正面に向かって第２の側面パネル１Ｃが配置されている側を右側と規定
している。
【００１８】
　室外機１００の筐体は、室外機１００の上面を構成する天面パネル１Ａと、室外機１０
０の前面を構成する前面パネル１Ｂと、室外機１００の左側面を構成する第１の側面パネ
ル１ＣＣと、室外機１００の右側面を構成する第２の側面パネル１Ｃと、前面パネル１Ｂ
に設けられ、室外機１００の前面の一部を構成するファングリル１Ｂ２と、室外機１００
の底面を構成する底面パネル１Ｅとを含むものである。ここで、第１の側面パネル１ＣＣ
、前面パネル１Ｂ、及び第２の側面パネル１Ｃが、周面パネルに対応する構成である。す
なわち、周面パネルは、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１上に配置され、底面パネル１Ｅに
立設するものである。
　また、室外機１００は、室外機１００内の空間を左側と右側に区画する仕切板５、冷媒
を圧縮して吐出する圧縮機４、水平断面形状がＬ字状の室外熱交換器２、室外熱交換器２
に外気を供給する送風機３、及び、送風機３を保持するモーターサポート３Ａなどが搭載
されている。その他に、室外機１００には、四方弁８、及び圧縮機４の回転数を制御する
制御装置などが設けられた電気品箱（図示省略）も搭載されている。
　さらに、室外機１００は、周面パネルの内側に位置するように底面パネル１Ｅの角部Ｃ
に配置され、底面パネル１Ｅに立設する固定パネル１Ｆと、固定パネル１Ｆに接続された



(6) JP 6227167 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

屋根パネル１ＦＦと、固定パネル１Ｆに固定され、冷媒配管Ｐが接続されるバルブ７と、
バルブ７を覆うように取り付けられるカバー１Ｄとを備えている。
【００１９】
（天面パネル１Ａ）
　天面パネル１Ａは、室外機１００の上面を構成するものである。天面パネル１Ａは、室
外熱交換器２の上部を覆うように、周面パネルの上端部に設けられたものである。天面パ
ネル１Ａは、前側端部及び左側端部が、前面パネル１Ｂ及び第１の側面パネル１ＣＣに接
触して支持されて設けられ、右側端部が第２の側面パネル１Ｃに接触して支持されて設け
られている。天面パネル１Ａは、たとえば金属板などから構成される。
【００２０】
（前面パネル１Ｂ及び第１の側面パネル１ＣＣ）
　前面パネル１Ｂは、室外機１００の前面の一部を構成するものである。前面パネル１Ｂ
は、左側の側端部に第１の側面パネル１ＣＣが設けられ、右側の側端部に第２の側面パネ
ル１Ｃが設けられている。また、前面パネル１Ｂは、右側の側端部にカバー１Ｄが付設さ
れる。なお、本実施の形態において、第１の側面パネル１ＣＣと前面パネル１Ｂとは連結
して一体的に構成されている。
　前面パネル１Ｂは、下端部が底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１上に設けられており、また
、上端部に天面パネル１Ａが設けられている。また、前面パネル１Ｂのうち前面構成部分
の右側端部は、第２の側面パネル１Ｃの前側の側端部に沿うように設けられている。さら
に、前面パネル１Ｂには、たとえば外気吸込口となる円形の開口部１Ｂ１が形成されてい
る。なお、ファングリル１Ｂ２は、開口部１Ｂ１の形成位置に対向するように設けられて
いる。前面パネル１Ｂは、たとえば金属板などで構成される。
　前面パネル１Ｂは、第２の側面パネル１Ｃ側の端部の下側に、前面切欠部１ＢＨが形成
されている。この前面切欠部１ＢＨには、カバー１Ｄが配置されることになる。
【００２１】
　第１の側面パネル１ＣＣは、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１に設けられている。そして
、第１の側面パネル１ＣＣは、底面パネル１Ｅの一方の短辺に対応する部分に設けられて
いる。第２の側面パネル１Ｃは、第１の側面パネル１ＣＣの対向位置に配置されている。
第１の側面パネル１ＣＣの前側の側面部は、前面パネル１Ｂの左側の側端部に沿うように
設けられている。第１の側面パネル１ＣＣには、室外熱交換器２に空気が供給されるよう
に複数の開口部が形成されている。
【００２２】
（第２の側面パネル１Ｃ）
　第２の側面パネル１Ｃは、室外機１００の後面の一部及び右側面を構成するものである
。この第２の側面パネル１Ｃは、水平断面形状が略Ｌ字であって底面パネル１Ｅに鉛直に
立設され、圧縮機４の側方及び後側に配置されているものである。第２の側面パネル１Ｃ
は、前側端部が前面パネル１Ｂと接触して設けられ、上端部が天面パネル１Ａと接触して
設けられ、下端部が底面パネル１Ｅと接触して設けられている。第２の側面パネル１Ｃは
、たとえば金属板などで構成される。
　第２の側面パネル１Ｃは、後述するように、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１に沿う形状
をしており、テーパー面１ＣＴが形成されている。このテーパー面１ＣＴに沿って冷媒配
管Ｐを引き回したときに、冷媒配管Ｐは、ゆるやかに曲がることになるため、冷媒配管Ｐ
が損傷などしてしまうことを抑制することができる。
　第２の側面パネル１Ｃは、前面パネル１Ｂ側である前側の側端部の下側に、側面切欠部
１ＣＨが形成されている。この側面切欠部１ＣＨには、カバー１Ｄが配置されることにな
る。
【００２３】
（ファングリル１Ｂ２）
　ファングリル１Ｂ２は、室外機１００の前面の一部を構成し、ユーザーなどが、送風機
３でケガをすることなどを防止するのに利用されるものである。このファングリル１Ｂ２
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は、たとえば縦桟と横桟からなる格子状部材である。
【００２４】
（底面パネル１Ｅ）
　底面パネル１Ｅは、室外機１００の底面の一部を構成するものである。底面パネル１Ｅ
は、圧縮機４及び室外熱交換器２などの下側に配置され、圧縮機４及び室外熱交換器２を
支持する矩形状部材である。底面パネル１Ｅには、突出部Ｊが形成されている位置に対応
する角部Ｃ２（第１の角部に対応）と、バルブ７が配置される位置に対応する角部Ｃ（第
２の角部に対応）とを含む。
　底面パネル１Ｅの周縁には、鉛直に立設する周縁部１Ｅ１が形成されている。すなわち
、周縁部１Ｅ１は、底面パネル１Ｅの周縁部に形成されたフランジ状の部分である。底面
パネル１Ｅの上側には、室外熱交換器２、圧縮機４及び仕切板５などが設けられている。
底面パネル１Ｅは、たとえば金属板などから構成される。
　底面パネル１Ｅは、第２の側面パネル１Ｃが設けられている周縁部１Ｅ１に形成され、
水平方向に突出する突出部Ｊを含む。この突出部Ｊは、室外熱交換器２の第１の熱交換部
２Ａの端部に対応する部分に形成され、水平方向に突出するものである。突出部Ｊは、バ
ルブ７が設けられている位置よりも、第１の側面パネル１ＣＣから第２の側面パネル１Ｃ
に向かう側に突出するように形成されている。また、突出部Ｊの縁部は、底面パネル１Ｅ
のうちバルブ７の下側に位置する部分に向かうテーパー面Ｊ１が形成されている。このた
め、第２の側面パネル１Ｃも、底面パネル１Ｅの突出部Ｊの形状に対応するように形成さ
れている。すなわち、第２の側面パネル１Ｃは突出部Ｊの縁部に沿うように形成されたも
のであり、テーパー面Ｊ１に平行なテーパー面が形成されている。
【００２５】
（仕切板５）
　仕切板５は、圧縮機４及びバルブ７が配置される側と、室外熱交換器２及び送風機３が
配置される側とを仕切るように配置されている。すなわち、仕切板５は、圧縮機４及びバ
ルブ７などが設けられる側である機械室Ｒ１と、室外熱交換器２、送風機３、及びモータ
ーサポート３Ａなどが設けられる側である送風機室Ｒ２とを区画するものである。仕切板
５は、たとえば、底面パネル１Ｅ上に配置される。そして、仕切板５は、前端部が前面パ
ネル１Ｂに配置され、後端部が室外熱交換器２の端部に固定される。
【００２６】
（圧縮機４）
　圧縮機４は、冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温・高圧の状態にして吐出するもの
である。圧縮機４は、冷媒の流れを切り替えて冷房運転及び暖房運転を切り替える四方弁
８に配管を介して接続されている。圧縮機４の周囲には、仕切板５、前面パネル１Ｂ、及
び固定パネル１Ｆなどが配置されている。なお、圧縮機４の上部には、各種制御などに利
用される電気品箱（図示省略）が設けられている。なお、圧縮機４は、底面パネル１Ｅ上
に直接載置されている必要はなく、底面パネル１Ｅに設けた設置台の上に載置されていて
もよい。
【００２７】
（室外熱交換器２）
　室外熱交換器２は、送風機３によって室外機１００に取り込まれる空気と冷媒との間で
熱交換を行わせ、冷房運転時に冷媒を凝縮液化させ、暖房運転時に冷媒を蒸発ガス化させ
るものである。室外熱交換器２は、たとえば、底面パネル１Ｅ上に設けられている。なお
、室外熱交換器２は、底面パネル１Ｅ上に直接載置されている必要はなく、底面パネル１
Ｅに設けた設置台の上に載置されていてもよい。室外熱交換器２の上部には、モーターサ
ポート３Ａが掛けられるようにして設けられている。室外熱交換器２は、たとえば伝熱管
を流れる冷媒とフィンを通過する空気との間で熱交換ができるようなフィンアンドチュー
ブ熱交換器で構成される。
　室外熱交換器２は、第１の側面パネル１ＣＣから第２の側面パネル１Ｃに向かう方向に
平行に延びる第１の熱交換部２Ａと、曲げられた第２の熱交換部２Ｂと、第１の側面パネ
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ル１ＣＣに対向するように設けられた第３の熱交換部２Ｃとを含むものである。第１の熱
交換部２Ａと第２の熱交換部２Ｂとが接続されており、第２の熱交換部２Ｂと第３の熱交
換部２Ｃとが接続されている。室外熱交換器２の第２の側面パネル１Ｃ側の端部には、た
とえば、各種配管及び伝熱管に冷媒を分配するヘッダーなどの冷媒流通部材２０が配置さ
れている。すなわち、冷媒流通部材２０は、第１の熱交換部２Ａの端部側に設けられてい
る。なお、第３の熱交換部２Ｃには、伝熱管が半円状に曲げられたヘアピン２Ｃ１が設け
られている。
【００２８】
（固定パネル１Ｆ及び屋根パネル１ＦＦ）
　固定パネル１Ｆは、圧縮機４が配置される側の空間（機械室Ｒ１）と、バルブ７が配置
される側の空間とを仕切るように構成されているものである。固定パネル１Ｆは、上下方
向に延びるように設けられた平板状部材である。固定パネル１Ｆは、底面パネル１Ｅ側か
ら前面切欠部１ＢＨ及び側面切欠部１ＣＨの上端の高さ位置まで延びるように設けられて
いる。固定パネル１Ｆの一方（前側）の側端部は前面パネル１Ｂの内側面に対向するよう
に位置し、固定パネル１Ｆの他方（後側）の側端部は第２の側面パネル１Ｃの前側端部に
沿うように設けられている。固定パネル１Ｆは、前面パネル１Ｂとの間に鋭角が形成され
るように設けられている。
【００２９】
　固定パネル１Ｆには、屋根パネル１ＦＦが接続されている。屋根パネル１ＦＦは、固定
パネル１Ｆの上端部、前面切欠部１ＢＨ及び側面切欠部１ＣＨに接続され、バルブ７の上
側に配置されたものである。固定パネル１Ｆを、底面パネル１Ｅから天面パネル１Ａまで
延びるように形成せずに、固定パネル１Ｆの上端を底面パネル１Ｅから天面パネル１Ａの
中間位置に設定したため、機械室Ｒ１の容積を大きくすることができ、室外機１００内の
限られたスペースを有効活用しやすくなっている。屋根パネル１ＦＦは、たとえば、三角
形形状の板状部材で構成することができる。屋根パネル１ＦＦは、頂点の下側に、底面パ
ネル１Ｅの角部Ｃの頂点部分がくるように配置されている。ここでいう、屋根パネル１Ｆ
Ｆの頂点とは、前面パネル１Ｂの右側の側端部の角及び第２の側面パネル１Ｃの前側の側
端部の角に位置しているものである。ここでは、この頂点は、他の２つの頂点よりも角度
が大きい。
【００３０】
（バルブ７）
　バルブ７は、固定パネル１Ｆに取り付けられているものである。バルブ７は、バルブ７
Ａ及びバルブ７Ｂから構成されている。バルブ７には、冷媒配管Ｐが接続されている。バ
ルブ７は、固定パネル１Ｆの外側面と底面パネル１Ｅの上面とカバー１Ｄの内側面との間
に形成される閉空間に配置されている。このため、仮に、冷媒に引火し、冷媒配管Ｐに延
焼してきても、バルブ７の位置で、延焼を食い止めることができる。つまり、炎が圧縮機
４及び室外熱交換器２などに及ぶことを回避することができるようになっている。
【００３１】
（カバー１Ｄ）
　カバー１Ｄは、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１上に配置され、バルブ７を覆うように固
定パネル１Ｆの対向位置に着脱自在に設けられたものである。カバー１Ｄは、底面パネル
１Ｅの角部Ｃに対応する位置に取り付けられるものである。カバー１Ｄは、室外機１００
の筐体のうちの前面の一部及び右側面の一部を構成する。つまり、カバー１Ｄは、前面切
欠部１ＢＨ及び側面切欠部１ＣＨに着脱自在に設けられている。
　カバー１Ｄは、前面パネル１Ｂに平行に設けられる前面部１Ｄ１と、前面部１Ｄ１に直
交する側面部１Ｄ２と、バルブ７に接続される冷媒配管Ｐを引き出すのに利用される引出
部１Ｄ３と、電気品箱６に接続される端子台などの取付部分Ｑを覆うように形成された端
子台保護部１Ｄ４とを含むものである。カバー１Ｄは、前面部１Ｄ１、側面部１Ｄ２、引
出部１Ｄ３及び端子台保護部１Ｄ４が一体的に形成されたものである。カバー１Ｄは、た
とえば、樹脂などで構成してもよいし、金属板などで構成してもよい。
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【００３２】
　前面部１Ｄ１は、底面パネル１Ｅから上側に延びるように形成された平板状部材である
。前面部１Ｄ１の左側の側端部は、前面パネル１Ｂの右側端部に沿って設けられている。
また、前面部１Ｄ１の右側の側端部は、側面部１Ｄ２に接続されている。
　側面部１Ｄ２は、第２の側面パネル１Ｃの外表面に沿うように設けられた平板状部材で
ある。側面部１Ｄ２は、平面視形状がＬ字の平板状部材である。側面部１Ｄ２には、バル
ブ７の高さ位置に、引出部１Ｄ３が形成されている。
　引出部１Ｄ３は、側面部１Ｄ２よりも右側に突出するように形成されているものである
。したがって、カバー１Ｄの側面は、引出部１Ｄ３の形成部分が段差状になっている。仮
に、カバー１Ｄに引出部１Ｄ３が形成されていないと、冷媒配管Ｐの引出は容易であるが
、雨水などが室外機１００の筐体内に侵入してしまう。しかし、カバー１Ｄには、側面部
１Ｄ２よりも突出している引出部１Ｄ３が形成されているため、冷媒配管Ｐとの干渉を回
避しながらも、雨水などが室外機１００の筐体内に侵入することを抑制することができる
ようになっている。
　端子台保護部１Ｄ４は、引出部１Ｄ３と同じ平面上に形成されており、側面部１Ｄ２よ
りも右側に突出した位置に形成されている。端子台保護部１Ｄ４は、下端が引出部１Ｄ３
の上端に接続されている。また、端子台保護部１Ｄ４は、下側の側端部が側面部１Ｄ２に
接続されている。カバー１Ｄは、前面部１Ｄ１、側面部１Ｄ２、引出部１Ｄ３及び端子台
保護部１Ｄ４が一体的に形成されたものであり、バルブ７だけでなく、端子台も保護する
ことができるようになっている。
【００３３】
［カバー１Ｄの雨水侵入防止構造について］
　図５Ａは、本実施の形態に係る室外機１００のバルブ７及びその周囲の説明図である。
図５Ｂは、本実施の形態に係る室外機１００の底面パネル１Ｅ、固定パネル１Ｆ、バルブ
７、冷媒配管Ｐ、及びカバー１Ｄなどを示す説明図である。図５Ｃは、図５Ｂのカバー１
Ｄを外した状態の説明図である。
　図５Ａに示すように、バルブ７Ａの下側にバルブ７Ｂが配置されている。そして、バル
ブ７Ａ及びバルブ７Ｂは、各冷媒配管Ｐに接続されている。バルブ７は、固定パネル１Ｆ
に固定されている。また、図５Ｂに示すように、カバー１Ｄは、底面パネル１Ｅの角部Ｃ
に対応する位置に取り付けられており、雨水などが、バルブ７の配置されている閉空間Ｓ
Ｐに侵入することを防止することができるようになっている。
【００３４】
　カバー１Ｄには側面部１Ｄ２よりも突出して形成された引出部１Ｄ３が形成されている
ため、冷媒配管Ｐを容易に室外機１００の筐体外に引き出すことができる。これに加えて
、引出部１Ｄ３によって筐体内に雨水が侵入してしまうことを抑制することができる他、
バルブ７が見えてしまうことを回避することができ、意匠性も向上させることができる。
【００３５】
［本実施の形態に係る室外機１００の有する効果］　
　本実施の形態に係る室外機１００は、底面パネル１Ｅが突出部Ｊを含むものである。こ
の突出部Ｊは、室外熱交換器２の第１の熱交換部２Ａの端部に対応する部分に形成され、
水平方向に突出している。このため、より大きな室外熱交換器２を搭載することができる
。すなわち、突出部Ｊが形成されている分だけ、室外熱交換器２の第１の熱交換部２Ａの
幅寸法を拡大することができるということである。
【００３６】
　図８は、従来の空気調和装置の室外機を水平断面視したときの模式図である。図８に示
すように従来の室外機のように、突出部Ｊが形成されていない態様では、より大きな熱交
換器を搭載しようとすると、室外機の前側の横幅及び後側の横幅を大きくすることになり
、その分、室外機が大型化してしまう。
　一方、本実施の形態に係る室外機１００の底面パネル１Ｅは、周縁部１Ｅ１のうち突出
部Ｊが形成されている部分の前側は、突出していない。つまり、底面パネル１Ｅは、室外



(10) JP 6227167 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

機１００の後側の横幅寸法が拡大するように突出部Ｊが形成されているが、前側には突出
部Ｊに対応する構成がないため、横幅寸法が抑えられている。このため、室外機１００の
大型化を回避することができるようになっている。
【００３７】
　したがって、本実施の形態１に係る室外機１００は、大型化を抑制しながらも、より大
きな熱交換器（室外熱交換器２）を搭載することができる。
【００３８】
［変形例１］
　図６は、本実施の形態に係る室外機１００の変形例１である。図６（ａ）が室外機１０
０の斜視図であり、図６（ｂ）が室外機１００の正面図である。本実施の形態では、機械
室Ｒ１の容積を拡大するように、屋根パネル１ＦＦの前端（角度が直角の頂点）が前面側
にくるように配置されており、角度の一番大きい頂点の下側に角部Ｃの頂点部分が位置し
ていた。
　一方、変形例１では、屋根パネル１ＦＦの直角の頂点の位置が奥側にくるように配置さ
れている。このため、前面パネル１Ｂは、折曲げ部２１が形成され、第２の側面パネル１
Ｃは、折曲げ部２２が形成されている。前面パネル１Ｂ及び第２の側面パネル１Ｃは、折
曲げ部２１の側端部と折曲げ部２２の側端部とが沿うように配置される。
　また、変形例１では、固定パネル１Ｆ、カバー１Ｄ及び第２の側面パネル１Ｃは、底面
パネル１Ｅから天面パネル１Ａにかけて上下に延びるように設けられている。
【００３９】
［変形例１に係る室外機１００の有する効果］
　変形例１に係る室外機１００は、本実施の形態に係る室外機１００と同様の効果を有す
ることに加えて次の効果を有する。すなわち、変形例１に係る室外機１００は、折曲げ部
２１及び折曲げ部２２を含む分、機械室Ｒ１の容積を減らす代わりに、さらに、室外機１
００のサイズを小さくすることができる。
【００４０】
［変形例２～６］
　図７Ａ～図７Ｅは、本発明の実施の形態に係る室外機の変形例２～６である。以下の変
形例２～変形例６では、底面パネル１Ｅのさまざまなバリエーションを示している。なお
、第２の側面パネル１Ｃは、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１に沿うように形成されている
。
【００４１】
　本実施の形態の室外機１００の態様と、変形例２～変形例６に係る室外機１００の態様
との相違について説明する。
　変形例２～変形例６では、底面パネル１Ｅの周縁部１Ｅ１よりも内側に配置される固定
パネル１Ｆは設けられていない。
　また、変形例２～変形例６では、第２の側面パネル１Ｃにバルブ７を取り付けている。
　また、本実施の形態及び変形例１では、カバー１Ｄの表面が第２の側面パネル１Ｃの表
面に沿っていたが、変形例２～変形例６では、第２の側面パネル１Ｃにカバー１０Ｄが取
り付けられる態様であるので、カバー１Ｄの表面は、第２の側面パネル１Ｃから突出する
。
　さらに、以下の図７Ａ～図７Ｅの（ａ）は室外機１００の断面図を示している。（ｂ１
）では、本実施の形態の屋根パネル１ＦＦを採用した態様を示し、（ｂ２）では、変形例
１の屋根パネル１ＦＦを採用した態様を示している。このため、図７Ａ～図７Ｅの（ｂ１
）に示す固定パネル１Ｆの態様よりも、図７Ａ～図７Ｅの（ｂ２）に示す固定パネル１Ｆ
の態様の方が、高さ方向の寸法が大きくなっている。
【００４２】
　図７Ａ（ａ）に示すように、変形例２では、上述した相違に加えて、本実施の形態で説
明したテーパー面Ｊ１が垂直面になっている。なお、図７Ａ（ｂ１）に示すように、変形
例２では、本実施の形態に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用してもよい
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し、図７Ａ（ｂ２）に示すように、変形例１に係る室外機１００の態様の屋根パネル１Ｆ
Ｆを採用してもよい。
【００４３】
　図７Ｂ（ａ）に示すように、変形例３では、上述した相違以外は本実施の形態に係る室
外機１００と同様の態様である。なお、図７Ｂ（ｂ１）に示すように、変形例２では、本
実施の形態に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用してもよいし、図７Ｂ（
ｂ２）に示すように、変形例１に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用して
もよい。
【００４４】
　図７Ｃ（ａ）に示すように、変形例４では、底面パネル１Ｅは、角部Ｃ（第２の角部に
対応）の形成位置に切欠部Ｊ２が形成されている。つまり、変形例４では、底面パネル１
Ｅは、機械室Ｒ１の容積が小さくなるように、角部Ｃをテーパー状に切り欠いて形成した
切欠部Ｊ２を含む。なお、第２の側面パネル１Ｃが、切欠部Ｊ２の位置まで設けられてい
てもよいし、前面パネル１Ｂが、切欠部Ｊ２の位置まで設けられていてもよい。また、図
７Ｃ（ｂ１）に示すように、変形例４では、本実施の形態に係る室外機１００の態様の屋
根パネル１ＦＦを採用してもよいし、図７Ｃ（ｂ２）に示すように、変形例１に係る室外
機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用してもよい。
【００４５】
　図７Ｄ（ａ）に示すように、変形例５では、底面パネル１Ｅが、突出部Ｊのテーパー面
Ｊ１が、角部Ｃまで延びるように形成された態様である。また、図７Ｄ（ｂ１）に示すよ
うに、変形例５では、本実施の形態に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用
してもよいし、図７Ｄ（ｂ２）に示すように、変形例１に係る室外機１００の態様の屋根
パネル１ＦＦを採用してもよい。
【００４６】
　図７Ｅ（ａ）に示すように、変形例６において、底面パネル１Ｅは、テーパー面Ｊ１が
垂直面となっている。また、底面パネル１Ｅには、角部Ｃの形成側にも突出部Ｊが形成さ
れている。また、この垂直面に対向する位置も垂直面となっている。すなわち、変形例６
では、底面パネル１Ｅを上面視したときに、底面パネル１Ｅには、２つの突出部Ｊから形
成された凹部Ｊ３が形成されている。そして、バルブ７は、凹部Ｊ３に対応する位置にお
ける第２の側面パネル１Ｃに配置される。また、図７Ｅ（ｂ１）に示すように、変形例６
では、本実施の形態に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを採用してもよいし、
図７Ｅ（ｂ２）に示すように、変形例１に係る室外機１００の態様の屋根パネル１ＦＦを
採用してもよい。
【００４７】
［変形例２～６に係る室外機１００の有する効果］
　変形例２～６に係る室外機１００は、本実施の形態に係る室外機１００と同様の効果を
有する。
【符号の説明】
【００４８】
　１Ａ　天面パネル、１Ｂ　前面パネル、１Ｂ１　開口部、１Ｂ２　ファングリル、１Ｂ
Ｈ　前面切欠部、１Ｃ　第２の側面パネル、１ＣＣ　第１の側面パネル、１ＣＨ　側面切
欠部、１ＣＴ　テーパー面、１Ｄ　カバー、１Ｄ１　前面部、１Ｄ２　側面部、１Ｄ３　
引出部、１Ｄ４　端子台保護部、１Ｅ　底面パネル、１Ｅ１　周縁部、１Ｆ　固定パネル
、１ＦＦ　屋根パネル、２　室外熱交換器、２Ａ　第１の熱交換部、２Ｂ　第２の熱交換
部、２Ｃ　第３の熱交換部、２Ｃ１　ヘアピン、３　送風機、３Ａ　モーターサポート、
４　圧縮機、５　仕切板、６　電気品箱、７　バルブ、７Ａ　バルブ、７Ｂ　バルブ、８
　四方弁、９　絞り装置、１０Ｄ　カバー、２０　冷媒流通部材、２１　折曲げ部、２２
　折曲げ部、１００　室外機、１５０　室内機、１５１　室内熱交換器、１５２　送風機
、２００　空気調和装置、Ｃ　角部、Ｃ２　角部、Ｊ　突出部、Ｊ１　テーパー面、Ｊ２
　切欠部、Ｊ３　凹部、Ｐ　冷媒配管、Ｑ　取付部分、Ｒ１　機械室、Ｒ２　送風機室、
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