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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内空間（500）に空気を吹き出す空気調和装置の室内ユニットであって、
　吹出し開口（24a～24d）が少なくとも１つ形成された室内ケーシング（20）と、
　上記吹出し開口（24a～24d）に設けられ、該吹出し開口（24a～24d）から吹き出される
空気の風向を上下方向に変更するための風向調節羽根（51）と、
　上記室内空間（500）の負荷を検知する負荷検知部（91）と、
　暖房運転において、上記室内空間（500）の負荷が所定値よりも高い場合、上記吹出し
開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向が水平状態または該水平状態よりも上吹き
の状態となるように、上記風向調節羽根（51）を制御する制御部（92）と
を備え、
　上記風向調節羽根（51）は、上記吹出し開口（24a～24d）に対応して空気の流れを阻害
するための気流阻害機構（50）を兼ねており、空気の流れを阻害する阻害姿勢に変位可能
に構成されており、
　上記制御部（92）は、上記暖房運転において上記室内空間（500）の負荷が上記所定値
よりも高い場合、少なくとも１つの上記吹出し開口（24a～24d）の開口総面積が、上記暖
房運転において上記室内空間（500）の負荷が上記所定値よりも低い場合に比して小さく
なるように、上記気流阻害機構（50）を兼ねた上記風向調節羽根（51）を制御しつつ、上
記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風速を、上記暖房運転において上記室
内空間（500）の負荷が上記所定値よりも低い場合に比して高くし、
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　上記風向調節羽根（51）が上記阻害姿勢を採る際、対応する上記吹出し開口（24a～24d
）の縁と該風向調節羽根（51）の縁との間には隙間が形成される
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項２】
　室内空間（500）に空気を吹き出す空気調和装置の室内ユニットであって、
　吹出し開口（24a～24d）が形成された室内ケーシング（20）と、
　上記吹出し開口（24a～24d）に設けられ、該吹出し開口（24a～24d）から吹き出される
空気の風向を上下方向に変更するための風向調節羽根（51）と、
　空気を水平方向または該水平方向よりも上方向に吹き出すための水平吹きモード、をユ
ーザが選択するための操作を受け付け可能な受付部（201）と、
　暖房運転において、上記受付部（201）が上記水平吹きモードを受け付けた場合、上記
吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向が水平状態または該水平状態よりも
上吹きの状態となるように、上記風向調節羽根（51）を制御する制御部（92）と
を備え、
　上記制御部（92）は、上記受付部（201）が上記水平吹きモードを受け付けた場合、上
記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風速を、上記受付部（201）が上記水
平吹きモードを受け付けない場合に比して高くする
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の空調を行う空気調和装置の室内ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば特許文献１に開示されているような空気調和装置の室内ユニットが知
られている。この種の室内ユニットは、天井付近に設置され、加熱され又は冷却された空
気を室内空間へ吹き出す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１－３０２０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では、暖房運転において外気温度と室温との差が非常に大きいような高負荷
時、暖かい空気が下方向に供給されるように、風向を下吹きとする調節が行われる。しか
しながら、この場合、室内ユニットの真下は暖められても、室内空間には壁付近から冷気
が進入する。すると、室内空間の例えば中央部と壁付近（周辺部）との温度差は依然とし
て大きい状態が保たれてしまう。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、室内空間の壁付近から
の冷気の進入を防ぐことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、室内空間（500）に空気を吹き出す空気調和装置の室内ユニットであっ
て、吹出し開口（24a～24d）が少なくとも１つ形成された室内ケーシング（20）と、上記
吹出し開口（24a～24d）に設けられ、該吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の
風向を上下方向に変更するための風向調節羽根（51）と、上記室内空間（500）の負荷を
検知する負荷検知部（91）と、暖房運転において、上記室内空間（500）の負荷が所定値
よりも高い場合、上記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向が水平状態ま
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たは該水平状態よりも上吹きの状態となるように、上記風向調節羽根（51）を制御する制
御部（92）とを備え、上記風向調節羽根（51）は、上記吹出し開口（24a～24d）に対応し
て空気の流れを阻害するための気流阻害機構（50）を兼ねており、空気の流れを阻害する
阻害姿勢に変位可能に構成されており、上記制御部（92）は、上記暖房運転において上記
室内空間（500）の負荷が上記所定値よりも高い場合、少なくとも１つの上記吹出し開口
（24a～24d）の開口総面積が、上記暖房運転において上記室内空間（500）の負荷が上記
所定値よりも低い場合に比して小さくなるように、上記気流阻害機構（50）を兼ねた上記
風向調節羽根（51）を制御しつつ、上記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の
風速を、上記暖房運転において上記室内空間（500）の負荷が上記所定値よりも低い場合
に比して高くし、上記風向調節羽根（51）が上記阻害姿勢を採る際、対応する上記吹出し
開口（24a～24d）の縁と該風向調節羽根（51）の縁との間には隙間が形成されることを特
徴とする空気調和装置の室内ユニットである。
【０００７】
　第２の発明は、室内空間（500）に空気を吹き出す空気調和装置の室内ユニットであっ
て、吹出し開口（24a～24d）が形成された室内ケーシング（20）と、上記吹出し開口（24
a～24d）に設けられ、該吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向を上下方向
に変更するための風向調節羽根（51）と、空気を水平方向または該水平方向よりも上方向
に吹き出すための水平吹きモード、をユーザが選択するための操作を受け付け可能な受付
部（201）と、暖房運転において、上記受付部（201）が上記水平吹きモードを受け付けた
場合、上記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向が水平状態または該水平
状態よりも上吹きの状態となるように、上記風向調節羽根（51）を制御する制御部（92）
とを備え、上記制御部（92）は、上記受付部（201）が上記水平吹きモードを受け付けた
場合、上記吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風速を、上記受付部（201）
が上記水平吹きモードを受け付けない場合に比して高くすることを特徴とする空気調和装
置の室内ユニットである。
【０００８】
　ここでは、暖房運転において受付部（201）が水平吹きモードを受け付けた場合、室内
空間（500）には、水平方向または水平よりも上方向に空気が供給される。即ち、水平吹
きモードは、室内空間（500）がいわゆる高負荷状態であると在室者（ユーザ）自身が感
じた場合に、在室者の操作により受け付けられるモードである。これにより、比較的暖か
い空気は、冷気が室内空間（500）内に進入し易い室内空間（500）の壁付近に到達するこ
とができる。従って、壁付近から室内空間（500）内への冷気の流れは、比較的温かい空
気により遮断されるため、壁付近から室内空間（500）への冷気の進入を防ぐことができ
る。それ故、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付近）における気温の差は縮小され
る。また、比較的温かい空気は、壁付近に、より到達し易くなる。従って、壁付近から室
内空間（500）への冷気の進入を、より確実に防ぐことができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、壁付近から室内空間（500）への冷気の進入を防ぐことができる。そ
れ故、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付近）における気温の差は縮小される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態１の室内ユニットを斜め下方から見た斜視図である。
【図２】図２は、ケーシング本体の天板を省略した室内ユニットの概略の平面図である。
【図３】図３は、図２のIII－Ｏ－III断面を示す室内ユニットの概略の断面図である。
【図４】図４は、室内ユニットの概略の下面図である。
【図５】図５は、実施形態１に係る室内制御部と当該室内制御部に接続された機器とを模
式的に示すブロック図である。
【図６】図６は、水平吹き位置にある風向調節羽根を示す化粧パネルの要部の断面図であ
る。
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【図７】図７は、下吹き位置にある風向調節羽根を示す化粧パネルの要部の断面図である
。
【図８】図８は、気流ブロック位置にある風向調節羽根を示す化粧パネルの要部の断面図
である。
【図９】図９は、室内ユニットが行う気流ローテーションの１サイクルを示す説明図であ
って、各動作における室内ユニットの下面を模式的に示したものである。
【図１０】図１０は、室内ユニットが暖房運転時の気流ローテーションを行っている場合
の室内の温度分布を示す室内空間の平面図である。
【図１１】図１１は、実施形態２に係る室内制御部と当該室内制御部に接続された機器と
を模式的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、
本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限す
ることを意図するものではない。
【００１２】
　≪実施形態１≫
　　－室内ユニットの構成－
　図１に示すように、本実施形態１の室内ユニット（10）は、いわゆる天井埋込型に構成
されている。この室内ユニット（10）は、図外の室外ユニットと共に空気調和装置を構成
する。空気調和装置では、室内ユニット（10）と室外ユニットを連絡配管で接続すること
によって、冷媒が循環して冷凍サイクルを行う冷媒回路が形成されている。
【００１３】
　図１～図５に示すように、室内ユニット（10）は、ケーシング（20）（室内ケーシング
に相当）と、室内ファン（31）と、室内熱交換器（32）と、ドレンパン（33）と、ベルマ
ウス（36）と、風向調節羽根（51）と、吸込温度センサ（81）（温度検知部に相当）と、
室内制御部（90）とを備えている。
【００１４】
　　　〈ケーシング〉
　ケーシング（20）は、室内空間（500）の天井（501）に設置されている。ケーシング（
20）は、ケーシング本体（21）と化粧パネル（22）とによって構成されている。このケー
シング（20）には、室内ファン（31）と、室内熱交換器（32）と、ドレンパン（33）と、
ベルマウス（36）とが収容されている。
【００１５】
　ケーシング本体（21）は、室内空間（500）の天井（501）に形成された開口に挿入され
て配置されている。ケーシング本体（21）は、下面が開口する概ね直方体状の箱形に形成
されている。このケーシング本体（21）は、概ね平板状の天板（21a）と、天板（21a）の
周縁部から下方に延びる側板（21b）とを有している。
【００１６】
　　　〈室内ファン〉
　図３に示すように、室内ファン（31）は、下方から吸い込んだ空気を径方向の外側に向
けて吹き出す遠心送風機である。室内ファン（31）は、ケーシング本体（21）の内部中央
に配置されている。室内ファン（31）は、室内ファンモータ（31a）によって駆動される
。室内ファンモータ（31a）は、天板（21a）の中央部に固定されている。
【００１７】
　　　〈ベルマウス〉
　ベルマウス（36）は、室内ファン（31）の下方に配置されている。このベルマウス（36
）は、ケーシング（20）へ流入した空気を室内ファン（31）へ案内するための部材である
。ベルマウス（36）は、ドレンパン（33）と共に、ケーシング（20）の内部空間を、室内
ファン（31）の吸い込み側に位置する一次空間（21c）と、室内ファン（31）の吹き出し
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側に位置する二次空間（21d）とに仕切っている。
【００１８】
　　　〈室内熱交換器〉
　室内熱交換器（32）は、いわゆるクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器
である。図２に示すように、室内熱交換器（32）は、平面視でロ字状に形成され、室内フ
ァン（31）の周囲を囲むように配置されている。つまり、室内熱交換器（32）は、二次空
間（21d）に配置されている。室内熱交換器（32）は、その内側から外側へ向かって通過
する空気を、冷媒回路の冷媒と熱交換させる。
【００１９】
　　　〈ドレンパン〉
　ドレンパン（33）は、いわゆる発泡スチロール製の部材である。図３に示すように、ド
レンパン（33）は、ケーシング本体（21）の下端を塞ぐように配置されている。ドレンパ
ン（33）の上面には、室内熱交換器（32）の下端に沿った水受溝（33b）が形成されてい
る。水受溝（33b）には、室内熱交換器（32）の下端部が入り込んでいる。水受溝（33b）
は、室内熱交換器（32）において生成したドレン水を受け止める。
【００２０】
　図２に示すように、ドレンパン（33）には、主吹出し通路（34a～34d）と副吹出し通路
（35a～35d）とが四つずつ形成されている。主吹出し通路（34a～34d）及び副吹出し通路
（35a～35d）は、室内熱交換器（32）を通過した空気が流れる通路であって、ドレンパン
（33）を上下方向に貫通している。主吹出し通路（34a～34d）は、断面が細長い長方形状
の貫通孔である。主吹出し通路（34a～34d）は、ケーシング本体（21）の四つの辺のそれ
ぞれに沿って一つずつ配置されている。副吹出し通路（35a～35d）は、断面がやや湾曲し
た矩形状の貫通孔である。副吹出し通路（35a～35d）は、ケーシング本体（21）の四つの
角部のそれぞれに一つずつ配置されている。つまり、ドレンパン（33）では、その周縁に
沿って、主吹出し通路（34a～34d）と副吹出し通路（35a～35d）とが交互に配置されてい
る。
【００２１】
　　　〈化粧パネル〉
　化粧パネル（22）は、四角い厚板状に形成された樹脂製の部材である。化粧パネル（22
）の下部は、ケーシング本体（21）の天板（21a）よりも一回り大きな正方形状に形成さ
れている。この化粧パネル（22）は、ケーシング本体（21）の下面を覆うように配置され
ている。また、化粧パネル（22）の下面は、ケーシング（20）の下面を構成し、室内空間
（500）に露出している。
【００２２】
　図３及び図４に示すように、化粧パネル（22）の中央部には、正方形状の一つの吸込口
（23）（吸込み開口に相当）が形成されている。吸込口（23）は、化粧パネル（22）を上
下に貫通し、ケーシング（20）内部の一次空間（21c）に連通する。ケーシング（20）へ
吸い込まれる空気は、吸込口（23）を通って一次空間（21c）へ流入する。吸込口（23）
には、格子状の吸込グリル（41）が設けられている。また、吸込グリル（41）の上方には
、吸込フィルタ（42）が配置されている。
【００２３】
　化粧パネル（22）には、概ね四角い輪状の吹出口（26）が、吸込口（23）を囲むように
形成されている。図４に示すように、吹出口（26）は、四つの主吹出し開口（24a～24d）
（吹出し開口に相当）と、四つの副吹出し開口（25a～25d）とに区分されている。
【００２４】
　主吹出し開口（24a～24d）は、主吹出し通路（34a～34d）の断面形状に対応した細長い
開口である。主吹出し開口（24a～24d）は、化粧パネル（22）の四つの辺のそれぞれに沿
って一つずつ配置されている。
【００２５】
　化粧パネル（22）の主吹出し開口（24a～24d）は、ドレンパン（33）の主吹出し通路（
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34a～34d）と一対一に対応している。各主吹出し開口（24a～24d）は、対応する主吹出し
通路（34a～34d）と連通する。つまり、第１主吹出し開口（24a）は第１主吹出し通路（3
4a）と、第２主吹出し開口（24b）は第２主吹出し通路（34b）と、第３主吹出し開口（24
c）は第３主吹出し通路（34c）と、第４主吹出し開口（24d）は第４主吹出し通路（34d）
と、それぞれ連通する。
【００２６】
　副吹出し開口（25a～25d）は、１／４円弧状の開口である。副吹出し開口（25a～25d）
は、化粧パネル（22）の四つの角部のそれぞれに一つずつ配置されている。化粧パネル（
22）の副吹出し開口（25a～25d）は、ドレンパン（33）の副吹出し通路（35a～35d）と一
対一に対応している。各副吹出し開口（25a～25d）は、対応する副吹出し通路（35a～35d
）と連通する。つまり、第１副吹出し開口（25a）は第１副吹出し通路（35a）と、第２副
吹出し開口（25b）は第２副吹出し通路（35b）と、第３副吹出し開口（25c）は第３副吹
出し通路（35c）と、第４副吹出し開口（25d）は第４副吹出し通路（35d）と、それぞれ
連通する。
【００２７】
　　　〈風向調節羽根〉
　図４に示すように各主吹出し開口（24a～24d）には、風向調節羽根（51）が設けられて
いる。風向調節羽根（51）は、吹出し気流の方向（即ち、主吹出し開口（24a～24d）から
吹き出される空気の風向）を調節するための部材である。
【００２８】
　風向調節羽根（51）は、吹出し気流の方向を上下方向に変更する。つまり、風向調節羽
根（51）は、吹出し気流の方向と水平方向のなす角度が変化するように、吹出し気流の方
向を変化させる。
【００２９】
　風向調節羽根（51）は、化粧パネル（22）の主吹出し開口（24a～24d）の長手方向の一
端から他端に亘って延びる細長い板状に形成されている。図３に示すように、風向調節羽
根（51）は、その長手方向に延びる中心軸（53）まわりに回動自在となるように、支持部
材（52）に支持されている。風向調節羽根（51）は、その横断面（長手方向と直交する断
面）の形状が揺動運動の中心軸（53）から遠ざかる方向に凸となるように湾曲している。
【００３０】
　図４に示すように、各風向調節羽根（51）には、駆動モータ（54）が連結されている。
風向調節羽根（51）は、駆動モータ（54）によって駆動され、中心軸（53）まわりに所定
の角度範囲で回転移動する。また、詳しくは後述するが、風向調節羽根（51）は、主吹出
し開口（24a～24d）を通過する空気の流れを妨げる気流ブロック位置に変位可能となって
おり、主吹出し開口（24a～24d）の吹出し気流を阻害する気流阻害機構（50）を兼ねてい
る。
【００３１】
　　　〈吸込温度センサ〉
　図３に示すように、吸込温度センサ（81）は、吸込口（23）付近に設けられている。吸
込温度センサ（81）は、吸込口（23）からケーシング本体（21）内に吸い込まれる空気の
吸い込み温度をセンシングする。
【００３２】
　　　〈室内制御部〉
　室内制御部（90）は、メモリ及びＣＰＵによって構成されており、室内ユニット（10）
の動作を制御する。図５に示すように、室内制御部（90）は、吸込温度センサ（81）と、
各風向調節羽根（51）の駆動モータ（54）と、室内ファン（31）の室内ファンモータ（31
a）と接続されている。室内制御部（90）は、メモリに格納されている各種プログラムを
ＣＰＵが読み出して実行することにより、負荷検知部（91）及びモータ制御部（92）（制
御部に相当）として機能する。モータ制御部（92）には、各駆動モータ（54）を制御して
各主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向を制御する風向制御部（93）と
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、室内ファンモータ（31a）を制御する回転速度制御部（94）とが含まれる。
【００３３】
　負荷検知部（91）は、吸込温度センサ（81）の検知結果である空気の吸込み温度を用い
て、室内空間（500）の負荷を検知する。特に、負荷検知部（91）による室内空間（500）
の負荷の検知動作は、暖房運転時に行われる。具体的に、負荷検知部（91）は、暖房運転
時における室内空間（500）の設定温度と吸込温度センサ（81）の検知結果（吸込み温度
）との差により、室内空間（500）の負荷を検知する。当該差が大きい程、暖房運転時に
おける室内空間（500）の負荷は大きいと検知され、当該差が小さい程、暖房運転時にお
ける室内空間（500）の負荷は小さいと検知される。そこで、負荷検知部（91）は、当該
差が所定差よりも高い場合には、室内空間（500）の負荷が所定値よりも高い高負荷状態
であると検知する。逆に、負荷検知部（91）は、当該差が所定差よりも低い場合には、室
内空間（500）の負荷が所定値よりも低い低負荷状態であると検知する。
【００３４】
　なお、本実施形態１に言う暖房運転には、圧縮機（図示せず）及び室内ファン（31）の
運転により、暖められた空気が室内空間（500）に供給される場合の他、室内ファン（31
）は運転を継続しているものの圧縮機が一時的に停止する場合（即ちサーキュレーション
運転）も含むものとする。
【００３５】
　風向制御部（93）は、各駆動モータ（54）を作動させることによって各風向調節羽根（
51）の位置を個別に制御する。風向制御部（93）の制御の詳細については、“－風向制御
部の制御動作－”にて述べる。
【００３６】
　回転速度制御部（94）は、室内ファンモータ（31a）の制御により、室内ファン（31）
の回転速度を制御する。
【００３７】
　　－室内ユニット内における空気の流れ－
　室内ユニット（10）の運転中には、室内ファン（31）が回転する。室内ファン（31）が
回転すると、室内空間（500）の室内空気が、吸込口（23）を通ってケーシング（20）内
の一次空間（21c）へ流入する。一次空間（21c）へ流入した空気は、室内ファン（31）に
吸い込まれ、二次空間（21d）へ吹き出される。
【００３８】
　二次空間（21d）へ流入した空気は、室内熱交換器（32）を通過する間に冷却され又は
加熱され、その後に四つの主吹出し通路（34a～34d）と四つの副吹出し通路（35a～35d）
へ分かれて流入する。主吹出し通路（34a～34d）へ流入した空気は、主吹出し開口（24a
～24d）を通って室内空間（500）へ吹き出される。副吹出し通路（35a～35d）へ流入した
空気は、副吹出し開口（25a～25d）を通って室内空間（500）へ吹き出される。
【００３９】
　即ち、室内空間（500）の空気が吸込口（23）からケーシング本体（21）内に流入し、
その後吹出口（26）を介して再び室内空間（500）へと吹き出される空気の流れは、室内
ファン（31）によって生成される。
【００４０】
　冷房運転中の室内ユニット（10）では、室内熱交換器（32）が蒸発器として機能し、空
気が室内熱交換器（32）を通過する間に冷却される。一方、暖房運転中の室内ユニット（
10）では、室内熱交換器（32）が凝縮器として機能し、空気が室内熱交換器（32）を通過
する間に加熱される。
【００４１】
　　－風向調節羽根の動作－
　上述したように、風向調節羽根（51）は、中心軸（53）まわりに回転移動することによ
って、吹出し気流の方向を変更する。風向調節羽根（51）は、図６に示す水平吹き位置と
、図７に示す下吹き位置との間を移動可能となっている。また、風向調節羽根（51）は、
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図７に示す下吹き位置から更に回転移動することによって、図８に示す気流ブロック位置
にも移動可能となっている。
【００４２】
　風向調節羽根（51）の位置が図６に示す水平吹き位置になっている場合は、主吹出し通
路（34a～34d）を下向きに流れてきた空気の流れの方向が横方向に変更され、主吹出し開
口（24a～24d）の吹出し気流が水平吹き状態となる。この場合、主吹出し開口（24a～24d
）の吹出し気流の方向（即ち、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向）
は、水平方向に対して例えば２５°程度に設定される。この場合、厳密に言えば吹出し気
流の方向は水平方向よりも僅かに下向きとなるが、気流の方向は実質的に水平方向である
と言って差し支えない。このように、吹出し気流が水平吹き状態となることで、主吹出し
開口（24a～24d）から吹き出される空気は、室内空間（500）の壁（502）に到達可能とな
る。
【００４３】
　風向調節羽根（51）の位置が図７に示す下吹き位置になっている場合は、主吹出し通路
（34a～34d）を下向きに流れてきた空気の流れの方向が概ねそのまま維持され、主吹出し
開口（24a～24d）の吹出し気流が下吹き状態となる。この場合、吹出し気流の方向は、厳
密に言えば、真下よりも吸込口（23）から離れる方向に若干傾いた斜め下方向となる。
【００４４】
　風向調節羽根（51）の位置が図８に示す気流ブロック位置になっている場合は、主吹出
し開口（24a～24d）の大半が風向調節羽根（51）によって塞がれた状態になると共に、主
吹出し通路（34a～34d）を下向きに流れてきた空気の流れの方向が吸込口（23）側に変更
される。この場合、主吹出し開口（24a～24d）を通過する際の空気の圧力損失が大きくな
るため、主吹出し開口（24a～24d）を通過する空気の流量が少なくなる。また、空気は、
主吹出し開口（24a～24d）から吸込口（23）側へ向かって吹き出される。このため、主吹
出し開口（24a～24d）から吹き出された空気は、すぐに吸込口（23）へ吸い込まれること
となる。つまり、風向調節羽根（51）が気流ブロック位置となっている主吹出し開口（24
a～24d）からは、空気が室内空間（500）へ実質的に供給されない。
【００４５】
　　－風向制御部の制御動作－
　〈暖房運転時の基本的な気流について〉
　先ず、本実施形態１に係る風向制御部（93）の制御動作の本質について説明する。
【００４６】
　暖房運転において、室内空間（500）の負荷が高負荷状態であると負荷検知部（91）が
検知した場合、風向制御部（93）は、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の
風向が水平状態となるように、風向調節羽根（51）を制御する（水平吹きモード）。
【００４７】
　暖房運転は、例えば冬季のように外気温度が比較的低い場合に行われるが、暖房運転中
に室内空間（500）の壁付近から冷気が室内空間（500）内部へと進入してくる場合がある
。室内空間（500）が高負荷状態であれば、この現象は顕著に生じていることになる。こ
れに対し、本実施形態１では、暖房運転時に室内空間（500）が高負荷状態であれば、主
吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気を、風向調節羽根（51）によって水平方向
に導く。これにより、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出された比較的暖かい空気は、
室内空間（500）の壁（502）に到達し、壁（502）に沿って下方へと流れる。従って、室
内空間（500）の壁（502）は空気によって暖められ、室内空間（500）の壁（502）の温度
は上昇する。壁（502）に到達した空気は、壁（502）から室内空間（500）に進入してく
る冷気の流れを遮断する。従って、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付近）におけ
る気温の差は縮小される。
【００４８】
　更に、本実施形態１では、暖房運転において室内空間（500）が高負荷状態であると判
断した場合（即ち、水平吹きモード時）、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空
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気の風速を、暖房運転において室内空間（500）が低負荷状態である場合（通常吹きモー
ド）よりも高くする制御も行われる。
【００４９】
　空気の風速を高くする方法としては、以下の（Ｉ）～（ＩＩＩ）が挙げられる。
（Ｉ）風向制御部（93）は、４つの風向調節羽根（51）のうち任意の風向調節羽根（51）
を、図８で示した気流ブロック位置にする。
（ＩＩ）回転速度制御部（94）は、室内ファン（31）の回転速度を、室内空間（500）が
低負荷状態である場合よりも高くする制御を行う。
（ＩＩＩ）風向制御部（93）は、任意の風向調節羽根（51）を図８の気流ブロック位置に
させ、且つ、回転速度制御部（94）は、室内ファン（31）の回転速度を、室内空間（500
）が低負荷状態である場合よりも高くする。
【００５０】
　上記（Ｉ）の方法では、例えば１つの主吹出し開口（24a）の風向調節羽根（51）を気
流ブロック位置とし、残りの主吹出し開口（24b～24d）の風向調節羽根（51）を水平吹き
状態（水平吹き位置）に設定する。つまり、（Ｉ）の方法では、主吹出し開口（24a～24d
）の開口総面積が、暖房運転において室内空間（500）が低負荷状態である場合に比して
小さくなると言える。この場合、主吹出し開口（24a）から室内空間（500）へは、空気の
吹き出しが実質的になされない。しかし、残りの主吹出し開口（24b～24d）から室内空間
（500）には、全ての主吹出し開口（24a～24d）から空気が吹き出される場合よりも風速
の高い空気が、概ね水平方向に吹き出されることになる。
【００５１】
　上記（ＩＩ）の方法では、室内ファン（31）の回転速度が高められる。そのため、水平
吹き位置に設定されている主吹出し開口（24a～24d）からは、風速が高められた空気が概
ね水平方向に吹き出されることは、言うまでもない。
【００５２】
　上記（ＩＩＩ）の方法は、（Ｉ）の方法及び（ＩＩ）の方法が共に採用された場合を表
している。この場合、水平吹き位置を採る風向調節羽根（51）が設けられた主吹出し開口
（24a～24d）からは、上記（Ｉ）及び（ＩＩ）よりも風速が高められた空気が、水平方向
に吹き出される。
【００５３】
　上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）のいずれかの方法によって空気の風速が高められることにより
、比較的暖かい空気は、室内空間（500）の壁付近に確実に到達する。従って、室内空間
（500）の壁（502）は、風速が高められない場合（即ち、通常吹きモード）に比してより
確実に暖められ、壁（502）から室内空間（500）に進入してくる冷気の流れは、より確実
に遮断される。
【００５４】
　なお、暖房運転において、室内空間（500）の負荷が低負荷状態である通常吹きモード
の場合、以下の気流ローテーションにて述べる通常吹出し動作が行われても良い。また、
通常吹きモードでは、風向調節羽根（51）が水平吹き位置を採ることで空気の風向が水平
状態となるが、風速は水平吹きモードよりも低い制御が行われてもよい。
【００５５】
　〈暖房運転時の気流の応用例：気流ローテーションについて〉
　次に、上述した水平吹きモードを利用した応用例について述べる。
【００５６】
　応用例では、室内ユニット（10）が後述する通常吹出し動作、第１吹出し動作、及び第
２吹出し動作を実行できるように、風向制御部（93）は、風向調節羽根（51）の位置を制
御する。更に、風向制御部（93）は、室内ユニット（10）が図９に示す気流ローテーショ
ンを行うように、各主吹出し開口（24a～24d）に設けられた風向調節羽根（51）の位置を
変更する制御を行う。図９では、気流ローテーションの一つのサイクルにおいて、一回目
の通常吹出し動作、第１吹出し動作、二回目の通常吹出し動作、第２吹出し動作が順に行
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われる。つまり、気流ローテーションの一つのサイクルでは、二回の通常吹出し動作と、
一回の第１吹出し動作と、一回の第２吹出し動作とが行われる。
【００５７】
　なお、気流ローテーション中、室内ファン（31）の回転速度は実質的に一定に保たれて
いるとする。また、気流ローテーション中、風速を高める方法として、上記（Ｉ）が採用
された場合を例に取る。
【００５８】
　なお、以下では、説明の便宜上、図１、図４及び図９に示すように、化粧パネル（22）
の互いに対向する二つの辺に沿った第２主吹出し開口（24b）及び第４主吹出し開口（24d
）を「第１開口（24X）」、残りの第１主吹出し開口（24a）及び第３主吹出し開口（24c
）を「第２開口（24Y）」と言う。
【００５９】
　暖房運転時の通常吹出し動作において、風向制御部（93）は、全ての主吹出し開口（24
a～24d）の風向調節羽根（51）を、下吹き位置に設定する。このため、暖房運転時の通常
吹出し動作では、四つの主吹出し開口（24a～24d）から空気が下向きに吹き出される。
【００６０】
　暖房運転時の第１吹出し動作において、風向制御部（93）は、第１開口（24X）を構成
する二つの主吹出し開口（24b,24d）の風向調節羽根（51）を水平吹き位置に設定し、第
２開口（24Y）を構成する二つの主吹出し開口（24a,24c）の風向調節羽根（51）を気流ブ
ロック位置に設定する。このため、空気は、第２主吹出し開口（24b）及び第４主吹出し
開口（24d）から室内空間（500）へ吹き出され、第１主吹出し開口（24a）及び第３主吹
出し開口（24c）からは室内空間（500）へ実質的に吹き出されない。また、第２主吹出し
開口（24b）及び第４主吹出し開口（24d）の吹出し風速は、通常吹出し動作における吹出
し風速よりも高くなる。つまり、第１吹出し動作では、第２主吹出し開口（24b）及び第
４主吹出し開口（24d）から、空気が、通常吹出し動作中よりも高い流速で、実質的に水
平方向へ向かって吹き出される。
【００６１】
　暖房運転時の第２吹出し動作において、風向制御部（93）は、第２開口（24Y）を構成
する二つの主吹出し開口（24a,24c）の風向調節羽根（51）を水平吹き位置に設定し、第
１開口（24X）を構成する二つの主吹出し開口（24b,24d）の風向調節羽根（51）を気流ブ
ロック位置に設定する。このため、空気は、第１主吹出し開口（24a）及び第３主吹出し
開口（24c）から室内空間（500）へ吹き出され、第２主吹出し開口（24b）及び第４主吹
出し開口（24d）からは室内空間（500）へ実質的に吹き出されない。また、第１主吹出し
開口（24a）及び第３主吹出し開口（24c）の吹出し風速は、通常吹出し動作における吹出
し風速よりも高くなる。つまり、第２吹出し動作では、二つの第１主吹出し開口（24a）
及び第３主吹出し開口（24c）から、調和空気が、通常吹出し動作中よりも高い流速で、
実質的に水平方向へ向かって吹き出される。
【００６２】
　なお、通常吹出し動作、第１吹出し動作、及び第２吹出し動作の何れにおいても、副吹
出し開口（25a～25d）からは空気が吹き出される。
【００６３】
　また、図９に示す暖房運転時の気流ローテーションの一つのサイクルでは、一回目の通
常吹出し動作の継続時間、第１吹出し動作の継続時間、二回目の通常吹出し動作の継続時
間、及び第２吹出し動作の継続時間のそれぞれが、互いに同じ時間（例えば、１２０秒）
に設定される。
【００６４】
　　〈暖房運転時の室内空間の温度分布〉
　暖房運転時の室内空間（500）の温度分布について、図１０を参照しながら説明する。
【００６５】
　図１０は、室内ユニット（10）の暖房運転中における室内空間（500）の温度分布のシ
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ミュレーション結果を示している。図１０は、室内ユニット（10）が暖房運転を開始して
から２０分後の、室内空間（500）の床面から６０ｃｍの位置における気温を示している
。また、図１０では、ハッチングの密度が高い領域ほど気温が高い。
【００６６】
　なお、シミュレーションの対象となる部屋は、床面が概ね正方形状であり、中央にパー
ティション（510）が設けられた細長い二つのデスク（511）が平行に配置されている。ま
た、室内ユニット（10）は、室内空間（500）の天井の概ね中央に配置されている。
【００６７】
　まず、室内空間（500）に従来の室内ユニット（610）が設置されている場合の、室内空
間（500）の温度分布について、図１０の(ａ)を参照しながら説明する。
【００６８】
　暖房運転時において、従来の室内ユニット（610）では、全ての主吹出し開口（24a～24
d）の風向調節羽根（51）が下吹き位置に設定される。そして、従来の室内ユニット（610
）は、室内熱交換器（32）を通過する際に加熱された空気を、全ての主吹出し開口（24a
～24d）から実質的に床面に向かって吹き出す。
【００６９】
　図１０の(ａ)に示すように、室内空間（500）では、室内ユニット（610）の下方に位置
する中央部の領域において、気温が非常に高くなっている。これは、室内ユニット（610
）から下向きに吹き出された暖かい調和空気が、二つのパーティション（510）に挟まれ
た室内空間（500）の中央部の領域に滞留するからだと推定される。
【００７０】
　一方、室内空間（500）では、室内ユニット（610）から離れた周辺部の領域において、
気温が充分に上昇していない。これは、室内ユニット（610）から下向きに吹き出された
暖かい調和空気が、パーティション（510）よりも壁（502）側の領域に到達できないから
だと推定される。
【００７１】
　次に、室内空間（500）に本実施形態１の室内ユニット（10）が設置されており、上述
した応用例である気流ローテーションが行われる場合の室内空間（500）の温度分布につ
いて、図１０の(ｂ)を参照しながら説明する。
【００７２】
　通常吹出し動作では、室内ユニット（10）から下向きに吹き出された暖かい調和空気が
、二つのパーティション（510）に挟まれた室内空間（500）の中央部の領域に供給される
。このため、室内空間（500）では、室内ユニット（10）の下方に位置する中央部の領域
において、気温が上昇する。ただし、通常吹出し動作が間欠的に行われるため、室内空間
（500）の中央部の領域における気温が過度に上昇することは無い。
【００７３】
　一方、第１吹出し動作および第２吹出し動作では、室内ユニット（10）から吹き出され
た暖かい調和空気が、概ね水平方向へ、通常吹出し動作中よりも高い流速で吹き出される
。従って、第１吹出し動作および第２吹出し動作では、室内ユニット（10）から吹き出さ
れた暖かい調和空気が、パーティション（510）の上方を流れて室内空間（500）の壁（50
2）にまで到達する。このため、室内空間（500）では、室内ユニット（10）から離れた周
辺部の領域においても、気温が上昇する。
【００７４】
　また、第１吹出し動作および第２吹出し動作では、室内ユニット（10）から吹き出され
た暖かい調和空気が、室内空間（500）の壁（502）にまで到達し、壁（502）に沿って下
方へと流れる。このため、室内空間（500）の壁（502）が調和空気によって暖められ、そ
の結果、室内空間（500）の壁（502）の温度が上昇する。従って、室内空間（500）の周
辺部の領域では、壁（502）が調和空気によって暖められることによっても、気温の低下
が抑えられる。
【００７５】
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　このように、暖房運転時における上記気流ローテーションでは、従来の室内ユニット（
610）が暖房運転を行う場合に比べて、室内空間（500）の中央部と周辺部における気温の
差が大幅に縮小する。
【００７６】
　　〈冷房運転時の気流について〉
　冷房運転では、風向制御部（93）は、例えば全ての主吹出し開口（24a～24d）の風向調
節羽根（51）を、水平吹き位置と下吹き位置との間で往復移動させる。これにより、主吹
出し開口（24a～24d）から吹き出される比較的冷たい空気の気流は、各風向調節羽根（51
）の動作に応じて変動する。
【００７７】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態１の室内ユニット（10）では、暖房運転時の室内空間（500）が高負荷状態
である場合（水平吹きモード時）、室内空間（500）には、水平方向に空気が供給される
。これにより、比較的暖かい空気は、冷気が室内空間（500）内に進入し易い室内空間（5
00）の壁付近に到達することができる。従って、壁付近から室内空間（500）内への冷気
の流れは、比較的温かい空気により遮断されるため、壁付近から室内空間（500）への冷
気の進入を防ぐことができる。それ故、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付近）に
おける気温の差は縮小される。
【００７８】
　また、実施形態１では、暖房運転時における室内空間（500）の負荷は、設定温度と吸
込み温度との差によって判断される。即ち、暖房運転時の室内空間（500）の負荷は、簡
単な方法によって判断されると言える。
【００７９】
　また、本実施形態１では、暖房運転において室内空間（500）が高負荷状態である場合
（水平吹きモード時）、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風速を、暖房
運転において室内空間（500）が低負荷状態である場合に比して高くする制御が行われる
。これにより、比較的温かい空気は、壁付近に、より到達し易くなる。従って、壁付近か
ら室内空間（500）内への冷気の進入を、より確実に防ぐことができる。
【００８０】
　空気の風速を高くする手法としては、上記（Ｉ）に示したように、主吹出し開口（24a
～24d）の開口総面積が狭められることが挙げられる。この手法では、簡単に空気の風速
が高められることになる。
【００８１】
　上記（Ｉ）の手法は、風向調節羽根（51）が、空気の流れを阻害する姿勢に変位可能に
構成されることで実現することができる。これにより、空気の流れを阻害するための機構
を風向調節羽根（51）とは別途設けることなく、主吹出し開口（24a～24d）の開口総面積
を狭めることによって空気の風速を高めることができる。
【００８２】
　また、空気の風速を高くする手法としては、上記（ＩＩ）に示したように、室内ファン
（31）の回転速度を高くすることが挙げられる。この手法でも、簡単に空気の風速が高め
られることになる。
【００８３】
　また、空気の風速を高くする手法として、上記（ＩＩＩ）を採用することもできる。上
記（ＩＩＩ）により、更に確実に空気の風速が高められる。
【００８４】
　　－実施形態１の変形例１－
　室内ユニット（10）は、天井埋め込みタイプに限定されない。室内ユニット（10）は、
天井吊り下げタイプまたは壁掛けタイプであってもよい。室内ユニット（10）がどのよう
なタイプであっても、暖房運転において室内空間（500）が高負荷状態である場合、主吹
出し開口（24a～24d）から吹き出される空気が、室内空間（500）の壁付近に到達するよ
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うな風向を採れば良い。従って、天井設置タイプ及び壁掛けタイプでは、暖房運転におい
て室内空間（500）が高負荷状態である場合、風向制御部（93）は、主吹出し開口（24a～
24d）から吹き出される空気を水平状態よりも上吹きの状態（例えば、風向調節羽根（51
）が水平方向に対して上方向に２５°傾斜する状態）となるように、風向調節羽根（51）
を制御してもよい。例えば、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気を、コアン
ダ効果を利用して水平状態よりも上吹きの状態とすることが考えられる。
【００８５】
　　－実施形態１の変形例２－
　水平吹き位置である風向調節羽根（51）の水平方向に対する角度は、主吹出し開口（24
a～24d）から吹き出される空気が室内空間（500）の壁付近に到達できる程度に、室内ユ
ニット（10）の位置から室内空間（500）の壁面までの距離に応じて適宜微調整されてい
てもよい。室内ユニット（10）の位置から室内空間（500）の壁面までの距離は、室内ユ
ニット（10）を室内空間（500）に据え付ける際に据付作業者によって測定され室内制御
部（90）に入力されてもよいし、当該距離を測定するためのセンサが予め室内ユニット（
10）に取り付けられていても良い。
【００８６】
　　－実施形態１の変形例３－
　負荷検知部（91）は、室内空間（500）の負荷を検知する際、吸込温度センサ（81）の
検知結果そのものを利用するのではなく、吸込温度センサ（81）の検知結果を補正した値
を利用してもよい。これにより、負荷検知部（91）は、室内空間（500）の負荷を精度良
く検知することができる。主吹出し開口（24a～24d）や副吹出し開口（25a～25d）から吹
き出された空気が、室内空間（500）を循環せずに直ちに吸込口（23）からケーシング（2
0）内に吸い込まれる場合に有効である。
【００８７】
　　－実施形態１の変形例４－
　暖房運転時の室内空間（500）の負荷を検知する方法は、設定温度と吸込温度センサ（8
1）の検知結果とを利用した方法に限定されずとも良い。例えば、負荷検知部（91）は、
暖房運転時の室内空間（500）の負荷を、吸込温度センサ（81）の検知結果と室内空間（5
00）の床温度との平均値を用いて検知してもよい。この場合、吸込温度センサ（81）の検
知結果そのものではなく、補正後の吸込温度センサ（81）の検知結果が利用されても良い
。
【００８８】
　更に、暖房運転時の室内空間（500）の負荷は、室内空間（500）の壁面負荷や床面負荷
から判断されてもよい。
【００８９】
　更に、暖房運転時の室内空間（500）の負荷が検知されるタイミングとしては、所定時
間間隔毎であってもよいし、室内空間（500）の利用者によってリモートコントローラを
介して操作された時であってもよい。
【００９０】
　　－実施形態１の変形例５－
　暖房運転時の室内空間（500）の負荷の検知には、吸込温度センサ（81）に代えて、室
内空間（500）に個別に設置された室内の温度検知用のセンサの検知結果、またはその補
正結果が利用されてもよい。なお、個別に設置される室内の温度検知用のセンサの種類は
、有線を用いた通信を行うもののみならず、無線通信を行うものであってもよい。
【００９１】
　　－実施形態１の変形例６－
　主吹出し開口（24a～24d）の数は、４つに限定されず、例えば１つまたは２つであって
もよい。
【００９２】
　　－実施形態１の変形例７－
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　室内ユニット（10）は、風向調節羽根（51）とは別途、主吹出し開口（24a～24d）を塞
ぐためのシャッタを、気流阻害機構として備えていてもよい。この場合、気流阻害機構は
、主吹出し開口（24a～24d）に対応して設けられることが好ましく、例えば開閉式のシャ
ッタで構成されることができる。
【００９３】
　　－実施形態１の変形例８－
　上述した暖房運転時における気流ローテーション（応用例）は、図９に限定されず、例
えば通常吹出し動作と、第１吹出し動作と、第２吹出し動作とを順に繰り返し行うような
動作であってもよい。
【００９４】
　　－実施形態１の変形例９－
　また、気流ローテーション（応用例）における第１吹出し動作および第２吹出し動作は
、隣り合う二つの主吹出し開口（24a～24d）から空気を室内空間（500）へ供給し、残り
の隣り合う二つの主吹出し開口（24a～24d）の風向調節羽根（51）を気流ブロック位置と
する動作であってもよい。
【００９５】
　　－実施形態１の変形例１０－
　風速を高める制御は、必須ではない。また、風速を高める制御が行われる場合は、上記
（Ｉ）～（ＩＩＩ）以外の方法が採用されてもよい。
【００９６】
　従って、上記気流ローテーションにおいて、風速を高める方法として、上記（Ｉ）の方
法に代えて上記（ＩＩ）または（ＩＩＩ）が採用されてもよいし、（Ｉ）～（ＩＩＩ）以
外の方法が採用されてもよい。
【００９７】
　　－実施形態１の変形例１１－
　気流ローテーションにおける各動作の継続時間は、互いに同じ時間（例えば、１２０秒
）ではなく、異なっていても良い。
【００９８】
　　－実施形態１の変形例１２－
　風向を高める制御として上記（Ｉ）または（ＩＩＩ）が採用された場合、図８の気流ブ
ロック位置を採ることに代えて、風向調節羽根（51）は、対応する主吹出し開口（24a～2
4d）を完全に閉じてもよい。
【００９９】
　≪実施形態２≫
　上記実施形態１では、室内空間（500）の負荷が負荷検知部（91）によって自動で検知
され、その結果に応じて風向調節羽根（51）が水平吹き位置を採る場合について説明した
。本実施形態２では、在室者によってリモートコントローラ（201）が操作された際に、
風向調節羽根（51）が水平吹き位置を採る場合について説明する。
【０１００】
　　－室内ユニットの構成－
　本実施形態２に係る室内ユニット（10）は、上記実施形態１と同様、室内空間（500）
に空気を吹き出すためのものである。本実施形態２に係る室内ユニット（10）は、ケーシ
ング（20）（室内ケーシングに相当）と、室内ファン（31）と、室内熱交換器（32）と、
ドレンパン（33）と、ベルマウス（36）と、風向調節羽根（51）と、室内制御部（90）と
、リモートコントローラ（201）（受付部に相当）とを備えている。図１１に示すように
、室内制御部（90）は、各風向調節羽根（51）の駆動モータ（54）と、室内ファン（31）
の室内ファンモータ（31a）と、更にはリモートコントローラ（201）と接続されている。
室内制御部（90）は、風向制御部（93）及び回転速度制御部（94）を有するモータ制御部
（92）（制御部に相当）として機能する。
【０１０１】
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　即ち、本実施形態２に係る室内ユニット（10）は、図１１から明らかなように、上記実
施形態１の吸込温度センサ（81）を備えていなくてもよく、室内制御部（90）は、上記実
施形態１の負荷検知部（91）としては機能しない。
【０１０２】
　なお、本実施形態２のケーシング（20）、室内ファン（31）、室内熱交換器（32）、ド
レンパン（33）、ベルマウス（36）及び風向調節羽根（51）は、上記実施形態１にて説明
したケーシング（20）、室内ファン（31）、室内熱交換器（32）、ドレンパン（33）、ベ
ルマウス（36）及び風向調節羽根（51）と同様である。
【０１０３】
　即ち、ケーシング（20）は、ケーシング本体（21）及び化粧パネル（22）によって構成
され、複数の吹出し開口（24a～24d,25a～25d）及び１つの吸込口（23）が形成されてい
る。室内ファン（31）は、室内空間（500）の空気を吸込口（23）からケーシング本体（2
1）内に流入させ、その後吹出し開口（24a～24d,25a～25d）を介して再び室内空間（500
）へと吹き出す空気の流れを生成する。室内熱交換器（32）は、ケーシング（20）内部に
吸い込まれた空気を、冷媒との間で熱交換させる。ドレンパン（33）は、室内熱交換器（
32）において生成したドレン水を受け止める。ベルマウス（36）は、ケーシング（20）へ
流入した空気を室内ファン（31）へ案内する。風向調節羽根（51）は、各主吹出し開口（
24a～24d）に対応して設けられ、該主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風
向を上下方向に変更する。
【０１０４】
　“－室内ユニット内における空気の流れ－”、“－風向調節羽根の動作－”は、上記実
施形態１と同様のため、詳細な説明を省略する。
【０１０５】
　　　〈リモートコントローラ〉
　リモートコントローラ（201）は、室内空間（500）の壁（502）等に取り付けられてお
り、室内制御部（90）と有線または無線によって通信可能に室内制御部（90）に接続され
ている。リモートコントローラ（201）は、在室者の操作を受け付ける。即ち、在室者は
、リモートコントローラ（201）を介して、空気調和装置に関する各種設定や動作指示を
行うことができる。リモートコントローラ（201）は、各種設定及び動作指示を受け付け
ると、これを室内制御部（90）に送信する。
【０１０６】
　特に、本実施形態２の室内ユニット（10）は、空気をあえて水平方向に吹き出すための
水平吹きモードを有している。図示してはいないが、リモートコントローラ（201）には
、水平吹きモードを選択する外部からの操作を受け付けるための水平吹きモード選択ボタ
ン、が備えられている。水平吹きモード選択ボタンが選択されると、リモートコントロー
ラ（201）は、水平吹きモードが選択された旨を室内制御部（90）に送信する。
【０１０７】
　在室者が水平吹きモード選択ボタンを選択する場合としては、在室者が、リモートコン
トローラ（201）を介して暖房運転の開始指示を行ったが、室内空間（500）の壁付近が中
央部に比して温度が低いと感じる場合である。即ち、在室者が水平吹きモード選択ボタン
を選択する場合とは、室内空間（500）がいわゆる高負荷状態であると在室者自身が感じ
た場合と言える。
【０１０８】
　　－風向制御部の制御動作－
　〈暖房運転時の基本的な気流について〉
　暖房運転において、水平吹きモードが選択された旨がリモートコントローラ（201）か
ら送信されてきた場合、本実施形態２に係る風向制御部（93）は、主吹出し開口（24a～2
4d）から吹き出される空気の風向が水平状態となるように、各風向調節羽根（51）を制御
する。即ち、室内空間（500）がいわゆる高負荷状態であると在室者自身が感じた場合に
、風向制御部（93）は、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風向が水平状
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態となるように、風向調節羽根（51）を水平吹き位置に設定する。
【０１０９】
　また、暖房運転において水平吹きモードが選択された旨がリモートコントローラ（201
）から送信されてきた場合、モータ制御部（92）は、主吹出し開口（24a～24d）から吹き
出される空気の風速を、水平吹きモードの選択をリモートコントローラ（201）が受け付
けない場合（水平吹きモードが選択されていない場合。即ち、通常吹きモード時）よりも
高くする制御も行う。空気の風速を高くする方法としては、以下の（Ｉ）～（ＩＩＩ）が
挙げられる。
（Ｉ）風向制御部（93）は、４つの風向調節羽根（51）のうち任意の風向調節羽根（51）
を、図８で示した気流ブロック位置にする。即ち、風向制御部（93）は、主吹出し開口（
24a～24d）の開口総面積を、水平吹きモードが選択されていない場合よりも小さくする。
（ＩＩ）回転速度制御部（94）は、室内ファン（31）の回転速度を、水平吹きモードが選
択されていない場合よりも高くする制御を行う。
（ＩＩＩ）風向制御部（93）は、任意の風向調節羽根（51）を気流ブロック位置にさせ、
且つ、回転速度制御部（94）は、室内ファン（31）の回転速度を、水平吹きモードが選択
されていない場合よりも高くする。
【０１１０】
　上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）それぞれは、実施形態１にて説明した（Ｉ）～（ＩＩＩ）に対
応する。従って、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）の詳細な説明は省略する。
【０１１１】
　これにより、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出された比較的暖かい空気は、室内空
間（500）の壁付近に確実に到達し、壁（502）に沿って下方へと流れる。従って、室内空
間（500）の壁（502）は空気によって確実に暖められ、室内空間（500）の壁（502）の温
度は上昇する。そして、壁（502）に到達した空気は、壁（502）から室内空間（500）に
進入してくる冷気の流れを遮断する。従って、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付
近）における気温の差は縮小される。
【０１１２】
　なお、通常吹きモードでは、空気の風向は下方向であってもよい。また、通常吹きモー
ドでは、空気の風向は水平方向であるが、風速は水平吹きモード時よりも低い制御が行わ
れても良い。
【０１１３】
　〈暖房運転時の気流の応用例〉
　上述した本実施形態２に係る暖房運転時の気流の水平吹きモードにおける応用例として
は、上記実施形態１にて説明した気流ローテーションが挙げられる。即ち、暖房運転にお
いて水平吹きモードが選択された場合、上記実施形態１にて説明した気流ローテーション
が行われても良い。気流ローテーションに係る詳細の説明、及び、室内空間（500）の温
度分布の説明については、省略する。
【０１１４】
　また、“〈冷房運転時の気流について〉”も、上記実施形態１と同様であるため、説明
を省略する。
【０１１５】
　　－実施形態２の効果－
　本実施形態２の室内ユニット（10）では、暖房運転においてリモートコントローラ（20
1）が水平吹きモードを受け付けた場合、室内空間（500）には、水平方向に空気が供給さ
れる。水平吹きモードは、室内空間（500）がいわゆる高負荷状態であると在室者自身が
感じた場合に、在室者によって選択されるモードである。これにより、比較的暖かい空気
は、冷気が室内空間（500）内に進入し易い室内空間（500）の壁付近に到達することがで
きる。従って、壁付近から室内空間（500）内への冷気の流れは、比較的温かい空気によ
り遮断される。そのため、壁付近から室内空間（500）への冷気の進入を防ぐことができ
る。それ故、室内空間（500）の中央部と周辺部（壁付近）における気温の差は縮小され
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る。
【０１１６】
　また、本実施形態２では、暖房運転においてリモートコントローラ（201）が水平吹き
モードを受け付けた場合、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気の風速を、リ
モートコントローラ（201）が水平吹きモードを受け付けない場合（通常吹きモード時）
に比して高くする制御が行われる。これにより、比較的温かい空気は、壁付近に、より到
達し易くなる。従って、壁付近から室内空間（500）内への冷気の進入を、より確実に防
ぐことができる。
【０１１７】
　空気の風速を高くする方法としては、上記（Ｉ）に示したように、主吹出し開口（24a
～24d）の開口総面積が狭められることが挙げられる。この方法では、簡単に空気の風速
が高められることになる。
【０１１８】
　（Ｉ）の方法は、風向調節羽根（51）が、空気の流れを阻害する姿勢に変位可能に構成
されることで実現することができる。これにより、空気の流れを阻害するための気流阻害
機構（50）を風向調節羽根（51）とは別途設けることなく、主吹出し開口（24a～24d）の
開口総面積を狭めることによって空気の風速を高めることができる。
【０１１９】
　また、空気の風速を高くする方法としては、上記（ＩＩ）に示したように、室内ファン
（31）の回転速度を高くすることが挙げられる。この手法でも、簡単に空気の風速が高め
られることになる。
【０１２０】
　また、空気の風速を高くする方法として、上記（ＩＩＩ）を採用することもできる。上
記（ＩＩＩ）により、更に確実に空気の風速が高められる。
【０１２１】
　　－実施形態２の変形例１－
　室内ユニット（10）は、天井埋め込みタイプに限定されない。室内ユニット（10）は、
天井吊り下げタイプまたは壁掛けタイプであってもよい。室内ユニット（10）がどのよう
なタイプであっても、暖房運転において水平吹きモードが選択された場合、主吹出し開口
（24a～24d）から吹き出される空気が、室内空間（500）の壁付近に到達するような風向
を採れば良い。従って、天井設置タイプ及び壁掛けタイプでは、暖房運転において水平吹
きモードが選択された場合、風向制御部（93）は、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出
される空気を水平状態よりも上吹きの状態（例えば、風向調節羽根（51）が水平方向に対
して上方向に２５°傾斜する状態）となるように、風向調節羽根（51）を制御してもよい
。例えば、主吹出し開口（24a～24d）から吹き出される空気を、コアンダ効果を利用して
水平状態よりも上吹きの状態とすることが考えられる。
【０１２２】
　　－実施形態２の変形例２－
　水平吹き位置である風向調節羽根（51）の水平方向に対する角度は、主吹出し開口（24
a～24d）から吹き出される空気が室内空間（500）の壁付近に到達できる程度に、室内ユ
ニット（10）の位置から室内空間（500）の壁面までの距離に応じて適宜微調整されてい
てもよい。室内ユニット（10）の位置から室内空間（500）の壁面までの距離は、室内ユ
ニット（10）を室内空間（500）に据え付ける際に据付作業者によって測定され室内制御
部（90）に入力されてもよいし、当該距離を測定するためのセンサが予め室内ユニット（
10）に取り付けられていても良い。
【０１２３】
　　－実施形態２の変形例３－
　主吹出し開口（24a～24d）の数は、４つに限定されず、例えば１つまたは２つであって
もよい。
【０１２４】
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　　－実施形態２の変形例４－
　室内ユニット（10）は、風向調節羽根（51）とは別途、主吹出し開口（24a～24d）を塞
ぐためのシャッタを、気流阻害機構として備えていてもよい。この場合、気流阻害機構は
、主吹出し開口（24a～24d）に対応して設けられることが好ましく、例えば開閉式のシャ
ッタで構成されることができる。
【０１２５】
　　－実施形態２の変形例５－
　風速を高める制御は、必須ではない。また、風速を高める制御が行われる場合は、上記
（Ｉ）～（ＩＩＩ）以外の方法が採用されてもよい。
【０１２６】
　　－実施形態２の変形例６－
　室内ユニット（10）は、室内空間の負荷を自動で検知して水平吹き状態を採る実施形態
１の態様と、在室者からの操作によって水平吹き状態を採る実施形態２の態様とを組合せ
た構成であってもよい。この場合、室内ユニット（10）は、室内空間（500）の負荷を自
動検知して水平吹きモードを採る自動検知モードと、室内空間（500）の負荷を自動検知
はせずに在室者からの操作によって水平吹きモードを採る手動モードとを備えていてもよ
い。
【０１２７】
　この際、例えば在室者がリモートコントローラ（201）を介して自動検知モードと手動
モードとを切り換えることができるように、室内ユニット（10）は構成されていることが
好ましい。室内ユニット（10）は、自動検知モードが設定されている場合は実施形態１の
態様を採り、手動モードが設定されている場合には実施形態２の態様を採ることができる
。
【０１２８】
　　－実施形態２の変形例７－
　風向を高める制御として上記（Ｉ）または（ＩＩＩ）が採用された場合、図８の気流ブ
ロック位置を採ることに代えて、風向調節羽根（51）は、対応する主吹出し開口（24a～2
4d）を完全に閉じてもよい。
【０１２９】
　なお、気流ローテーションについての変形例は、上記実施形態１にて記載した変形例と
同様である。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　以上説明したように、本発明は、室内空間に空気を吹き出す空気調和装置の室内ユニッ
トについて有用である。
【符号の説明】
【０１３１】
10　室内ユニット
20　ケーシング（室内ケーシング）
24a～24d　主吹出し開口（吹出し開口）
50　気流阻害機構
51　風向調節羽根
81　温度センサ（温度検知部）
91　負荷検知部
92　モータ制御部（制御部）
201　リモートコントローラ（受付部）
500　室内空間
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