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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建造物の外壁内部空間に据え付けられる冷凍サイクル装置の室外機であって、
　筐体と、
　前記筐体に収容される熱交換器と、
　前記熱交換器を通過する空気を誘引し、前記外壁内部空間に排出する第１の送風機と、
　前記第１の送風機により前記外壁内部空間に排出された空気を吸入して前記建造物の外
側に排出する第２の送風機と、
　前記熱交換器及び前記第１の送風機が配置された第１の風路と、前記第２の送風機が配
置された第２の風路とを前記筐体の内部で区画する仕切部材と
を備える冷凍サイクル装置の室外機。
【請求項２】
　前記第２の風路は、前記第１の風路の上方に位置する
請求項１に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
【請求項３】
　前記筐体には、圧縮機を収容する空間である機械室が設けられており、
　前記第２の風路は、前記機械室の上方に位置する
請求項２に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
【請求項４】
　前記筐体は、前記建造物の室内側に配置されたサービスパネルを備える
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請求項１～３のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物等の建造物の外壁の内部に据え付けられる壁埋込型の冷凍サイクル装置
の室外機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来の壁埋込型の冷凍サイクル装置の室外機の一例として、空気の吸
入口と吹出口とを本体の同一面に有し、吹出口が吸込口の上方に配置された空気調和用の
室外機が開示されている。特許文献１の室外機は、熱交換器の上方に送風機が配置されて
おり、送風機の駆動により吸込口から吸い込まれた空気は、熱交換器で熱交換された後に
、送風機を介して吹出口から吹き出されるように構成されている。すなわち、特許文献１
の室外機は、吹出口から吹き出される空気の流れが、吸込口から吸い込まれる空気の流れ
と逆方向となるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２１３９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の室外機の内部の風路は、吸込口から吸い込まれた空気を逆
方向に方向転換して吹出口から吹き出すように構成されるため、内部を流れる空気の空力
抵抗が大きくなる。したがって、特許文献１の室外機では、空力抵抗が大きくなることに
より内部からの騒音が大きくなり、静音性を確保できないという課題があった。また、特
許文献１の室外機では、送風機の送風性能を向上させるためには送風機を大きくする必要
があり、熱交換器の熱交換性能を向上させるためには熱交換器を大きくする必要がある。
したがって、室外機の小型化及び性能向上の両立を確保するのが困難であるという課題が
あった。
【０００５】
　本発明は、上述の課題を解決するものであり、室外機の静音性を確保し、室外機の小型
化及び性能向上の両立を確保することが可能な冷凍サイクル装置の室外機を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る冷凍サイクル装置の室外機は、建造物の外壁内部空間に据え付けられる冷
凍サイクル装置の室外機であって、筐体と、前記筐体に収容される熱交換器と、前記熱交
換器を通過する空気を誘引し、前記外壁内部空間に排出する第１の送風機と、前記第１の
送風機により前記外壁内部空間に排出された空気を吸入して前記建造物の外側に排出する
第２の送風機と、前記熱交換器及び前記第１の送風機が配置された第１の風路と、前記第
２の送風機が配置された第２の風路とを前記筐体の内部で区画する仕切部材とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、熱交換された空気の流れを逆方向に変える風路を室外機の内部に設け
る必要がないため、室外機の静音性が確保できるとともに、室外機の小型化が可能となる
。また、室外機の内部で熱交換された空気の流れが滞留しないため、室外機の性能向上を
図ることができる。したがって、本発明によれば、室外機の静音性を確保し、室外機の小
型化及び性能改善の両立を確保することが可能な冷凍サイクル装置の室外機を提供するこ
とができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的
に示した正面図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的
に示した背面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の建築物の外壁２５へ
の設置態様を示す概略図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の建築物の外壁２５へ
の設置態様と、室外機１と冷媒配管４５により配管接続された室内機５０の設置態様とを
示す概略図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的
に示した正面図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的
に示した背面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１について説明する。図１は、
本実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的に示した正面図
である。図１に示すように、室外機１は、薄型で立方体形状の外観を有する壁埋込型室外
機として構成されている。
【００１０】
　なお、図１を含む以下の図面では、各構成部材の寸法の関係及び形状は、実際のものと
は異なる場合がある。また、以下の図面では、同一の又は類似する部材又は部分には、同
一の符号を付すか、又は符号を付すことを省略している。また、以下の説明では、室外機
１の各々の構成部材同士の前後、左右、若しくは上下の位置関係は、原則として、室外機
１を使用可能な状態に設置したときの位置関係とする。また、室外機１の「正面」又は「
前面」とは、室外機１を建造物の壁面に使用可能な状態に設置したときに室内側に位置す
る外郭面をいい、室外機１の「背面」とは、室外機１を建造物の壁面に使用可能な状態に
設置したときに室外側に位置する外郭面をいう。また、室外機１の「左面」又は「右面」
とは、室外機１を前面側から視たときの左側の外郭面又は右側の外郭面とする。
【００１１】
　図１に示すように、室外機１の筐体１ａの正面側には、第１の前面パネル３及び第２の
前面パネル５が設けられており、これらによって、室外機１の筐体１ａにおける正面側の
外郭面が構成されている。室外機１の内部空間は、第１の仕切部材７によって左右に区画
されており、第１の前面パネル３は、左側の区画を覆うパネルとして構成されている。ま
た、第２の前面パネル５は、右側の区画の前面を覆うパネルとして構成されている。第１
の前面パネル３及び第２の前面パネル５は、例えばネジ止めにより固定され、室外機１の
内部のメンテナンスが可能なようにサービスパネルとして構成できる。第１の前面パネル
３及び第２の前面パネル５は、例えば板金パネルとして構成される。
【００１２】
　第１の前面パネル３には、第１の通気口９ａと、第２の通気口９ｂが設けられている。
第１の通気口９ａは、室外機１の内部の空気を第１の送風機１１ａの回転駆動により外部
に排出できるように配置されている。第２の通気口９ｂは、室外機１の外部の空気を第２
の送風機１１ｂの回転駆動により吸入できるように配置されている。図１では、第１の通
気口９ａが第１の前面パネル３の下方に１つ設けられており、第１の通気口９ａの上方に
は、第２の通気口９ｂが水平方向に整列して２つ設けられている。第１の通気口９ａ及び
第２の通気口９ｂの形状は、例えば、第１の送風機１１ａ又は第２の送風機１１ｂの周り
を取り囲む整流ベルマウスの開口部の形状と同一になるように円形形状とすることができ
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る。また、第１の通気口９ａ及び第２の通気口９ｂは、例えば、通気カバーで覆われた構
成にできる。なお、整流ベルマウス及び通気カバーについては、図１を含む以下の図面で
は図示していない。
【００１３】
　第１の送風機１１ａ及び第２の送風機１１ｂは、室外機１の内部において、第１の仕切
部材７によって分割された左側の区画に配置され、当該左側の区画は送風機室として構成
されている。第１の送風機１１ａ及び第２の送風機１１ｂが配置される室外機１の内部の
空間、すなわち、第１の仕切部材７によって分割された左側の区画を送風機室と称する。
第１の送風機１１ａ及び第２の送風機１１ｂは、例えば、プロペラファン等の軸流ファン
として構成されている。第１の送風機１１ａ及び第２の送風機１１ｂは、第１の送風機１
１ａの駆動により生成される空気流の向きが、室外機１の内部において、第２の送風機１
１ｂの駆動により生成される空気流の向きと逆向きとなるように配置されている。
【００１４】
　室外機１の内部において、第１の仕切部材７によって分割された右側の区画は、機械室
として構成されている。機械室には、例えば図１に示すように、吸入した低圧冷媒を圧縮
し、高圧冷媒として吐出する流体機械である圧縮機１３が収容されている。圧縮機１３は
、例えばロータリ圧縮機、スクロール圧縮機等として構成される。機械室は、例えば、室
外機１を構成する他の構成要素、例えば、アキュムレータ、油分離器、冷媒流路切替装置
、受液器、減圧装置等を収容できるように構成してもよい。
【００１５】
　図２は、本実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的に示
した背面図である。図２に示すように、室外機１の筐体１ａの背面側には、第１の背面パ
ネル１５、第２の背面パネル１７、及び熱交換器１９が設けられており、これらによって
、室外機１の筐体１ａにおける背面側の外郭面が構成されている。室外機１の送風機室は
、第２の仕切部材２１によって上下に区画されており、第１の背面パネル１５は、上側の
送風機室を覆うパネルとして構成されている。また、下側の送風機室には第１の送風機１
１ａと、第１の送風機１１ａと水平方向に対向する熱交換器１９とが配置されている。ま
た、第２の背面パネル１７は、室外機１の機械室を覆っている。第１の背面パネル１５及
び第２の背面パネル１７は、例えばネジ止め又ははんだ付け等により固定される板金パネ
ルとして構成される。
【００１６】
　第１の背面パネル１５には、複数の排気口２３が設けられている。排気口２３は、第２
の送風機１１ｂの回転駆動により、第２の通気口９ｂから室外機１の内部に吸入した空気
を外部に排出できるように配置されている。図２では、排気口２３は水平方向に整列して
２つ設けられている。排気口２３の形状は第２の通気口９ｂの形状と同様に、例えば、第
２の送風機１１ｂの周りを取り囲む整流ベルマウスの開口部の形状と同一になるように円
形形状とすることができる。また、排気口２３は、例えば、排気カバーで覆われた構成に
できる。
【００１７】
　熱交換器１９は、例えば、並列に配置された複数のフィンと、複数のフィンを貫通する
伝熱管とを備えるフィンアンドチューブ型熱交換器として構成できる。熱交換器１９の形
状は、平板形状に構成されたものであっても、上面視においてＵ字形状又はＬ字形状に構
成されたものであってもよい。熱交換器１９は、室外機１に接続された室内機等に冷熱を
提供する冷房運転時においては、凝縮器として機能し、室内機等に温熱を提供する暖房運
転時においては、蒸発器として機能する。なお、冷凍サイクル装置が空気調和機である場
合においては、凝縮器が放熱器と称され、蒸発器が冷却器と称される場合もある。
【００１８】
　なお、第１の送風機１１ａは、熱交換器１９の外寸等を考慮してファン径が決定される
。また、第２の送風機１１ｂは、熱交換器１９で熱交換された空気を外部に排出する風量
を確保できるように、ファン径又は設置個数が決定される。
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【００１９】
　次に、本実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の設置態様について、図３及
び図４を用いて説明する。
【００２０】
　図３は、本実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１の建築物の外壁２５への設
置態様を示す概略図である。図４は、本実施の形態１に係る冷凍サイクル装置の室外機１
の建物の外壁２５への設置態様と、室外機１と冷媒配管４５により配管接続された室内機
５０の設置態様とを示す概略図である。図３及び図４では、室外機１の左面側から視た室
外機１の内部構造が概略的に示されている。
【００２１】
　図３に示すように、建物の外壁２５には、建物の外側に向けて開口した凹形状の外壁内
部空間２７が形成されている。すなわち、外壁内部空間２７は、少なくとも室内空間２９
との間に壁面３１を有するように、建物の外壁２５に形成されている。外壁内部空間２７
の開口部には、グリル３３が取り付けられており、建物の外観を良くするとともに通気が
可能となるように構成されている。
【００２２】
　図３及び図４に示すように、室外機１は、室外機１の筐体１ａの正面側が室内空間２９
側を向くように外壁内部空間２７に配置されている。また、図４に示すように、建物の外
壁２５に形成された壁面３１には、メンテナンス扉３５を設け、室外機１の保守点検者が
外壁内部空間２７に出入りできるように構成できる。前述したように、室外機１の筐体１
ａの正面側に配置された第１の前面パネル３又は第２の前面パネル５は、サービスパネル
として構成できる。第１の前面パネル３又は第２の前面パネル５をサービスパネルとして
構成することにより、室外機１の保守点検者は、室内空間２９からメンテナンス扉３５を
開けて室外機１に近づき、サービスパネルを取り外して室外機１の内部にアクセスできる
。サービスパネルは、室内空間２９側を向くように配置されているため、室外機１の保守
点検者は、冷媒量の追加調整、制御基板の部品交換、配管接続部又は配線接続部の保守点
検等のメンテナンス作業を室内空間２９側から容易にすることができ、建物の外側からの
危険な作業は回避することができる。
【００２３】
　また、図３及び図４に示すように、室外機１の内部の送風機室は、前述したように第２
の仕切部材２１によって上下に区画されている。第２の仕切部材２１の下方には、熱交換
器１９及び第１の送風機１１ａが配置された第１の風路３７が形成されている。第２の仕
切部材２１の上方には、第２の送風機１１ｂが配置された第２の風路３９が形成されてい
る。
【００２４】
　また、図４に示すように、室外機１は、室内空間２９に冷熱又は温熱を供給する室内機
５０が、冷媒配管４５を介して配管接続されている。例えば、冷凍サイクル装置が空気調
和機である場合、冷房運転時においては、室内機５０には、室外機１から冷媒配管４５を
介して低温低圧の二相冷媒が供給されて、室内機５０の室内側熱交換器において室内空気
との間で熱交換が行われ、室内空間２９に冷熱が供給される。また、暖房運転時において
は、室内機５０には、室外機１から冷媒配管４５を介して高温高圧の気相冷媒が供給され
て、室内機５０の室内側熱交換器において室内空気との間で熱交換が行われ、室内空間２
９に温熱が供給される。なお、図４においては、室内機５０は天井埋込型の室内ユニット
として構成されているが、例えば、床置型の室内ユニットとして構成してもよい。また、
室内機５０は、室内空間２９に複数配置する構成としてもよい。
【００２５】
　次に、冷凍サイクル装置の室外機１の駆動時における、室外機１で熱交換される空気の
流れを説明する。図３及び図４では、冷凍サイクル装置の室外機１の駆動時の空気の流れ
が、符号Ａ～Ｃの白抜きのブロック矢印で示されている。
【００２６】
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　室外機１が駆動されると、第１の送風機１１ａの回転駆動により、符号Ａに示すように
、外気が室外機１の第１の風路３７に誘引され、熱交換器１９を通過する。熱交換器１９
を通過した外気は、熱交換器１９の内部を流れる冷媒との間で熱交換が行われる。熱交換
器１９で熱交換された空気は、第１の前面パネル３に設けられた第１の通気口９ａから外
壁内部空間２７に排出される。外壁内部空間２７に排出された空気は、第２の送風機１１
ｂの回転駆動により、符号Ｂに示すように外壁内部空間２７を還流し、第１の前面パネル
３に設けられた第２の通気口９ｂから室外機１の第２の風路３９に吸入される。第２の通
気口９ｂから吸入された空気は、第２の送風機１１ｂの回転駆動により、符号Ｃに示すよ
うに第１の背面パネル１５に設けられた排気口２３から排出される。
【００２７】
　以上に説明したように、本実施の形態１の冷凍サイクル装置の室外機１は、建物等の建
造物の外壁内部空間２７に据え付けられる冷凍サイクル装置の室外機１であって、筐体１
ａと、筐体１ａに収容される熱交換器１９と、熱交換器１９を通過する空気を誘引し、外
壁内部空間２７に排出する第１の送風機１１ａと、第１の送風機１１ａにより外壁内部空
間２７に排出された空気を吸入して建造物の外側に排出する第２の送風機１１ｂと、熱交
換器１９及び第１の送風機１１ａが配置された第１の風路３７と、第２の送風機１１ｂが
配置された第２の風路３９とを筐体１ａの内部で区画する仕切部材、すなわち、第２の仕
切部材２１とを備える。
【００２８】
　本実施の形態１では、室外機１で熱交換された空気は、第１の風路３７を介して外壁内
部空間２７に排出されている。また、外壁内部空間２７に排出された空気は、第２の仕切
部材２１によって第１の風路３７と区画された第２の風路３９を介して建造物の外側に排
出される。本実施の形態１では、熱交換された空気の流れを逆方向に変える風路を室外機
１の内部に設ける必要がないため、室外機１の静音性が確保できるとともに、室外機１の
小型化が可能となる。また、室外機１の内部で熱交換された空気の流れが滞留しないため
、室外機１の性能向上を図り、室外機１の運転時の安定性及び信頼性を確保することがで
きる。したがって、本実施の形態１の構成によれば、室外機１の静音性を確保し、室外機
１の小型化及び性能向上の両立を確保することが可能な冷凍サイクル装置の室外機１を提
供することができる。
【００２９】
　また、本実施の形態１の冷凍サイクル装置の室外機１では、室外機１の内部で熱交換さ
れた空気の流れが滞留しないため、第１の送風機１１ａの回転駆動数を抑制することがで
き、室外機１におけるエネルギー消費量を削減することができる。
【００３０】
　また、本実施の形態１の冷凍サイクル装置の室外機１では、第２の風路３９が第１の風
路３７の上方に位置するように構成できる。この構成によれば、第２の風路３９から建造
物の外側に排出された空気が、再度第１の風路３７に吸入されるいわゆるショートサーキ
ットを抑制することができる。
【００３１】
　また、本実施の形態１の冷凍サイクル装置の室外機１においては、筐体１ａは、建造物
の室内側に配置された、第１の前面パネル３又は第２の前面パネル５の一例であるサービ
スパネルを備えるように構成できる。室外機１を設置する際には、室外機１の設置場所が
確保できないため、室内空間２９と室外とを仕切る外壁２５の外壁内部空間２７に、室外
機１を設置しなければならない場合がある。また、建造物の外観上の理由から、室内空間
２９と室外とを仕切る外壁２５の外壁内部空間２７に、室外機１を設置しなければならな
い場合がある。この構成によれば、室内空間２９と室外とを仕切る外壁２５の外壁内部空
間２７に、室外機１を設置しなければならない場合であっても、室内空間２９側からアク
セスして室外機１の据え付け又は保守点検等のメンテナンス作業をすることができる。し
たがって、この構成によれば、室外機１のメンテナンスにおける作業効率を向上させるこ
とができる。
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実施の形態２．
　本発明の実施の形態２について、図５及び図６を用いて説明する。図５は、本実施の形
態２に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的に示した正面図である。図
６は、本実施の形態２に係る冷凍サイクル装置の室外機１の構造の一例を概略的に示した
背面図である。
【００３３】
　本実施の形態２は、上述の実施の形態１の変形例である。図５に示すように、室外機１
の内部空間は、第２の仕切部材２１によって上下に区画されている。室外機１の内部空間
の下側の区画は、第１の仕切部材７によって更に左右に区画されている。
【００３４】
　室外機１の内部空間の右下側の区画は、第２の前面パネル５で覆われており、圧縮機等
が収容される機械室として構成されている。図６に示すように、機械室の背面側は、第２
の背面パネル１７で覆われている。
【００３５】
　室外機１の内部空間の左下側の区画は、第１の通気口９ａが設けられた第３の前面パネ
ル５５で覆われており、第１の送風機１１ａが配置されている。室外機１の内部空間の左
下側の区画は、上述の実施の形態１における第１の風路３７に対応するものであり、図５
では、第１の送風機１１ａが１つ配置されている。また、図６に示すように、室外機１の
内部空間の左下側の区画の背面側には熱交換器１９が配置されている。
【００３６】
　室外機１の内部空間の上側の区画は、第２の通気口９ｂが設けられた第４の前面パネル
６０で覆われており、第２の送風機１１ｂが収容されている。室外機１の内部空間の上側
の区画は、上述の実施の形態１における第２の風路３９に対応するものであり、図５にお
いては、第２の送風機１１ｂが３つ収容されている。また、図６に示すように、室外機１
の内部空間の上側の区画の背面側は、複数の排気口２３が設けられた第１の背面パネル１
５で覆われている。
【００３７】
　以上に説明したように、本実施の形態２の冷凍サイクル装置の室外機１において、筐体
１ａには、圧縮機１３を収容する空間である機械室が設けられており、前記第２の風路は
、前記機械室の上方に位置するように構成されている。この構成によれば、第２の風路３
９に配置可能な第２の送風機１１ｂの個数を増加させることができるため、熱交換された
空気の排出効率を向上させることができる。
【００３８】
その他の実施の形態．
　本発明は、上述の実施の形態１に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々
の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態は、空気調和機以外の冷凍サイクル装置
、例えばヒートポンプ式給湯器にも適用可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　室外機、１ａ　筐体、３　第１の前面パネル、５　第２の前面パネル、７　第１の
仕切部材、９ａ　第１の通気口、９ｂ　第２の通気口、１１ａ　第１の送風機、１１ｂ　
第２の送風機、１３　圧縮機、１５　第１の背面パネル、１７　第２の背面パネル、１９
　熱交換器、２１　第２の仕切部材、２３　排気口、２５　外壁、２７　外壁内部空間、
２９　室内空間、３１　壁面、３３　グリル、３５　メンテナンス扉、３７　第１の風路
、３９　第２の風路、４５　冷媒配管、５０　室内機、５５　第３の前面パネル、６０　
第４の前面パネル。
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