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(57)【要約】
【課題】空気流の問題を改善し、利用者の快適性が向上
する空調機の室内機を提供する。
【解決手段】室内の壁面Ｗに埋め込まれ、少なくとも冷
房運転または暖房運転を行う空調機の室内機２であって
、吹出口形成部材２０と、冷房用突出部材８０、および
／または、暖房用突出部材８１とを備える。吹出口形成
部材２０は、冷房運転または暖房運転が行われることに
よって空調された空調空気を吹出可能な吹出口２１ｂを
形成する。冷房用突出部材８０は、冷房運転時に、吹出
口２１ｂの下縁部の近傍から壁面Ｗよりも室内側に移動
して突出する第１吹出空気ガイド面８０ａを有する。暖
房用突出部材８１は、暖房運転時に、吹出口２１ｂの上
縁部の近傍から壁面Ｗよりも室内側に移動して突出する
第２吹出空気ガイド面を有する。
【選択図】図２



(2) JP 2010-151413 A 2010.7.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の壁面に埋め込まれ、少なくとも冷房運転または暖房運転を行う空調機（１）の室
内機（２，２１０）であって、
　前記冷房運転または前記暖房運転が行われることによって空調された空調空気を吹出可
能な吹出口（２１ｂ）を形成する吹出口形成部材（２０）と、
　前記冷房運転時に、前記吹出口（２１ｂ）の下縁部の近傍から前記壁面よりも前記室内
側に移動して突出する第１吹出空気ガイド面（８０ａ，１８０ａ）を有する冷房用突出部
材（８０，１８０）、および／または、前記暖房運転時に、前記吹出口（２１ｂ）の上縁
部の近傍から前記壁面よりも前記室内側に移動して突出する第２吹出空気ガイド面（８１
ａ，１８１ａ）を有する暖房用突出部材（８１，１１０）と、
を備える空調機（１）の室内機（２，２１０）。
【請求項２】
　前記冷房運転および前記暖房運転を行い、
　前記冷房用突出部材（８０，１８０）および前記暖房用突出部材（８１，１１０）を備
え、
　前記冷房用突出部材（８０，１８０）は、前記暖房運転時、前記吹出口形成部材（２０
）よりも前記室内側に突出しない第１位置に収納されており、
　前記暖房用突出部材（８１，１１０）は、前記冷房運転時、前記吹出口形成部材（２０
）よりも前記室内側に突出しない第２位置に収納されている、
請求項１に記載の空調機（１）の室内機（２，２１０）。
【請求項３】
　前記冷房用突出部材（８０，１８０）および／または前記暖房用突出部材（８１）とは
異なる動作によって前記空調空気の吹出方向を変更する吹出方向変更部材（２４）をさら
に備える、
請求項１または２に記載の空調機（１）の室内機（２）。
【請求項４】
　少なくとも前記暖房用突出部材（１１０）を備え、
　前記暖房用突出部材（１１０）は、
　水平面または水平面に近い角度の面を有する第１部（１１０ａ）と、
　垂直面または垂直面に近い角度の面を有し、前記壁面から遠い位置にくる第２部（１１
０ｂ）と、
を有する、
請求項１～３のいずれかに記載の空調機（１）の室内機（２１０）。
【請求項５】
　前記冷房運転および前記暖房運転を行い、
　少なくとも前記冷房用突出部材（８０）を備え、
　前記吹出口形成部材（２０）は、前記吹出口（２１ｂ）の下部を形成する下部形成部（
２０ａ）を有し、
　前記下部形成部（２０ａ）には、湾曲面（２０ｂ）が形成されており、
　前記冷房用突出部材（８０）は、前記冷房運転時に前記湾曲面（２０ｂ）の上方空間に
突出する、
請求項１～４のいずれかに記載の空調機（１）の室内機（２）。
【請求項６】
　前記冷房運転および前記暖房運転を行い、
　少なくとも前記冷房用突出部材（１８０）を備え、
　前記吹出口形成部材（２０）は、前記吹出口（２１ｂ）の下部を形成する下部形成部（
２０ａ）を有し、
　前記下部形成部（２０ａ）には、湾曲面（２０ｂ）が形成されており、
　前記冷房用突出部材（１８０）は、前記冷房運転時に前記湾曲面（２０ｂ）の下方空間
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に突出する、
請求項１～４のいずれかに記載の空調機（１）の室内機（２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、壁面に形成される開口部に室内機本体を埋め込む、いわゆる壁埋め込み式の空調
機の室内機が提案されている（特許文献１参照）。この室内機では、空調空気を吹き出す
ことが可能な吹出口が、壁面とほぼ同位置にある。
【特許文献１】特開平９－１４７４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、空調機の暖房運転によって暖められた空気は室内空気よりも軽いため室内の上
方に流動しやすい。また、上述したようないわゆる壁埋め込み式の空調機の室内機では、
吹出口が壁面とほぼ同位置にあることにより、水平フラップの角度を最大に下向きにして
も、真下に吹き出すことができないことも想定される。このため、暖められた空気が床面
まで届かないことが想定される。そこで、特許文献１の室内機では、吹出口の下面の角を
とることでコアンダー効果を利用して暖気をできるだけ下方に流れるようにしている。し
かし、これでも、まだ暖気が床面に届かない場合も想定され、利用者の快適性を考えると
、より床面に暖気が届くことが好ましい。
【０００４】
　他方、冷房運転時においては、冷やされた空気は室内空気よりも重いので、室内の下方
に流動することが想定される。また、壁埋め込み式の空調機の室内機は壁面に埋め込まれ
ているため、水平フラップを水平にしても、冷やされた空気を遠くまで届かせることがで
きないことが想定される。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、空気流の問題を改善し、利用者の快適性が向上する空調機の
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】
【０００６】
　第１発明に係る空調機の室内機は、室内の壁面に埋め込まれ、少なくとも冷房運転また
は暖房運転を行う空調機の室内機であって、吹出口形成部材と、冷房用突出部材、および
／または、暖房用突出部材とを備える。吹出口形成部材は、冷房運転または暖房運転が行
われることによって空調された空調空気を吹出可能な吹出口を形成する。冷房用突出部材
は、冷房運転時に、吹出口の下縁部の近傍から壁面よりも室内側に移動して突出する第１
吹出空気ガイド面を有する。暖房用突出部材は、暖房運転時に、吹出口の上縁部の近傍か
ら壁面よりも室内側に移動して突出する第２吹出空気ガイド面を有する。
【０００７】
　第１発明に係る空調機の室内機では、冷房運転時に冷房用突出部材が室内側に突出する
ことにより、下方に流れやすい冷やされた空気を第１吹出空気ガイド面に衝突させ、室内
の上方へ流れさせることができる。他方、暖房運転時には、暖房用突出部材が室内側に突
出することで、上方に流れやすい暖められた空気を第２吹出空気ガイド面に衝突させ、室
内の下方へ流れさせることができる。よって、利用者が暑いと感じるときは冷気が上方か
ら下方へと拡がるようになり、寒いと感じるときは暖気によって足元から温められるので
、利用者の快適性が向上する。
【０００８】
　第２発明に係る空調機の室内機は、第１発明に係る空調機の室内機であって、冷房運転
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および暖房運転を行い、冷房用突出部材および暖房用突出部材を備える。冷房用突出部材
は、暖房運転時、吹出口形成部材よりも室内側に突出しない第１位置に収納されており、
暖房用突出部材は、冷房運転時、吹出口形成部材よりも室内側に突出しない第２位置に収
納されている。
【０００９】
　第２発明に係る空調機の室内機では、冷房用突出部材が暖房運転時、第１位置に収納さ
れていることで、暖房用突出部材が機能しやすくなる。また、暖房用突出部材が冷房運転
時、第２位置に収納されていることで、冷房用突出部材が機能しやすくなる。
【００１０】
　第３発明に係る空調機の室内機は、第１発明または第２発明に係る空調機の室内機であ
って、吹出方向変更部材をさらに備える。吹出方向変更部材は、冷房用突出部材および／
または暖房用突出部材とは異なる動作によって空調空気の吹出方向を変更する。
【００１１】
　ここで、例えば、吹出方向変更部材は、水平フラップである。
【００１２】
　第３発明に係る空調機の室内機では、吹出方向変更部材が設けられることによって、吹
出口から吹き出される空調空気の方向を決定することができる。
【００１３】
　第４発明に係る空調機の室内機は、第１発明～第３発明のいずれかに係る空調機の室内
機であって、暖房用突出部材は、第１部と、第２部とを有する。第１部は、水平面または
水平面に近い角度の面を有する。第２部は、垂直面または垂直面に近い角度の面を有し、
壁面から遠い位置にくる。
【００１４】
　第４発明に係る空調機の室内機では、暖房用突出部材が水平面または水平面に近い角度
の面を有する第１部と、垂直面または垂直面に近い角度の面を有する第２部とを有するこ
とにより、吹出口を通る空調空気を第１部および第２部に衝突させ、下方に導くことがで
きる。
【００１５】
　第５発明に係る空調機の室内機は、第１発明～第４発明のいずれかに係る空調機の室内
機であって、冷房運転および暖房運転を行い、少なくとも冷房用突出部材を備える。吹出
口形成部材は、下部形成部を有する。下部形成部は、吹出口の下部を形成する。下部形成
部には、湾曲面が形成されている。冷房用突出部材は、冷房運転時に湾曲面の上方空間に
突出する。
【００１６】
　ここで、例えば、冷房用突出部材は、湾曲面の上方空間であって、吹出口から吹き出さ
れる冷やされた空気が湾曲面に沿って流れないようにすることのできる位置に突出する。
【００１７】
　第５発明に係る空調機の室内機では、下部形成部に湾曲面が形成されていることにより
、暖房運転で空調された空調空気がその湾曲面を通るときに下方に流れやすくなる。これ
により、暖められた空調空気を床面まで届かせることができる。また、冷房運転時には、
冷房用突出部材がその湾曲面の上方空間に突出することで、冷気を下方に流れやすくさせ
るのを防止し、上方に流れさせることができる。
【００１８】
　第６発明に係る空調機の室内機は、第１発明～第４発明のいずれかに係る空調機の室内
機であって、冷房運転および暖房運転を行い、少なくとも冷房用突出部材を備える。吹出
口形成部材は、下部形成部を有する。下部形成部は、吹出口の下部を形成する。下部形成
部には、湾曲面が形成されている。冷房用突出部材は、冷房運転時に湾曲面の下方空間に
突出する。
【００１９】
　ここで、例えば、冷房用突出部材は、湾曲面の下方空間であって、吹出口から吹き出さ
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れる冷やされた空気を上方に流れさせることのできる位置に突出する。
【００２０】
　第６発明に係る空調機の室内機では、冷房運転時に冷房用突出部材がその湾曲面の下方
空間に突出することで、湾曲面に沿って下方に流れる冷気を上方に流れさせることができ
る。
【発明の効果】
【００２１】
　第１発明に係る空調機の室内機では、冷房運転時に冷房用突出部材が室内側に突出する
ことにより、下方に流れやすい冷やされた空気を冷房用突出部材に衝突させ、室内の上方
へ流れさせることができる。他方、暖房運転時には、暖房用突出部材が室内側に突出する
ことで、上方に流れやすい暖められた空気を暖房用突出部材に衝突させ、室内の下方へ流
れさせることができる。よって、利用者が暑いと感じるときは冷気が上方から下方へと拡
がるようになり、寒いと感じるときは暖気によって足元から温められるので、利用者の快
適性が向上する。
【００２２】
　第２発明に係る空調機の室内機では、冷房用突出部材が暖房運転時、第１位置に収納さ
れていることで、暖房用突出部材が機能しやすくなる。また、暖房用突出部材が冷房運転
時、第２位置に収納されていることで、冷房用突出部材が機能しやすくなる。
【００２３】
　第３発明に係る空調機の室内機では、吹出方向変更部材が設けられることによって、吹
出口から吹き出される空調空気の方向を決定することができる。
【００２４】
　第４発明に係る空調機の室内機では、暖房用突出部材が水平面または水平面に近い角度
の面を有する第１部と、垂直面または垂直面に近い角度の面を有する第２部とを有するこ
とにより、吹出口を通る空調空気を第１部および第２部に衝突させ、下方に導くことがで
きる。
【００２５】
　第５発明に係る空調機の室内機では、下部形成部に湾曲面が形成されていることにより
、暖房運転で空調された空調空気がその湾曲面を通るときに下方に流れやすくなる。これ
により、暖められた空調空気を床面まで届かせることができる。また、冷房運転時には、
冷房用突出部材がその湾曲面の上方空間に突出することで、冷気を下方に流れやすくさせ
るのを防止し、上方に流れさせることができる。
【００２６】
　第６発明に係る空調機の室内機では、冷房運転時に冷房用突出部材がその湾曲面の下方
空間に突出することで、湾曲面に沿って下方に流れる冷気を上方に流れさせることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００２８】
　なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【００２９】
　＜第1実施形態＞
　＜空調機１の構成＞
　まず、空調機１の全体構成について説明する。
【００３０】
　空調機１は、暖房運転および冷房運転を含む空気調和運転や、フィルタ清掃運転等を行
うことができる空調機であって、室内機２と、室外機４とを備える。室内機２は、室内に
設置され、前面が壁面Ｗ（図２参照）に沿うように設置される。室外機４は、室外に設置
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される。
【００３１】
　（空調機１の冷媒回路の概略構成）
　図１に示すように、空調機１の冷媒回路は、主として、室内機２内に位置する室内熱交
換器２７、室外機４内に位置するアキュムレータ４１、圧縮機４２、四路切換弁４３、室
外熱交換器４０および膨張弁４４により構成される。
【００３２】
　アキュムレータ４１は、圧縮機４２の吸入側に接続される。四路切換弁４３は、圧縮機
４２の吐出側に接続される。室外熱交換器４０は、四路切換弁４３に接続される。膨張弁
４４は、室外熱交換器４０に接続された電動膨張弁である。膨張弁４４は、液側閉鎖弁４
６を介して連絡配管１０に接続されており、この配管を介して室内熱交換器２７の一端と
接続される。また、四路切換弁４３は、ガス側閉鎖弁４７を介して連絡配管１０に接続さ
れており、この配管を介して室内熱交換器２７の他端と接続されている。
【００３３】
　＜室内機２の構成＞
　次に、室内機２の構成について詳述する。
【００３４】
　室内機２は、室内機２を設置するために壁面Ｗに開口された開口部に埋め込んで据え付
けられる壁埋込型の室内機である。
【００３５】
　図２に示すように、室内機２は、箱状の形態を有する本体ケーシング２００を有する。
【００３６】
　本体ケーシング２００は、据付枠（図示せず）と、フレーム１１と、据付枠およびフレ
ーム１１に嵌まり、実際に壁面Ｗの前方側に露出する前面グリル２０とを有している。
【００３７】
　なお、室内機２は、まずフレーム１１が壁面Ｗに開口された開口部に埋め込まれ、その
後、フレーム１１に嵌まるように、かつ、壁面Ｗに沿うように据付枠が設置され、その据
付枠に前面グリル２０が嵌まるように設置されることにより、壁面Ｗに据え付けられる。
【００３８】
　前面グリル２０は、横格子状の板部材により構成されており、据付枠およびフレーム１
１に対して着脱可能である。この前面グリル２０の上部には、吸込口２１ａが形成されて
いる。吸込口２１ａは、前面グリル２０が横格子状であるために生じる開口部であり、こ
の吸込口２１ａから室内空気が本体ケーシング２００内へ吸込可能となる。
【００３９】
　また、前面グリル２０の下部には、吹出口２１ｂが形成されている。吹出口２１ｂは、
前面グリル２０が横格子状であるため生じる開口部であり、この吹出口２１ｂから室内機
２で空調された空調空気が室内へ吹出可能となる。
【００４０】
　また、前面グリル２０の下部には、水平フラップ２４が設けられている。この水平フラ
ップ２４の先端部が略垂直になる場合は、空調空気は室内へ流れることができず、水平フ
ラップ２４の先端部が略垂直の状態でない場合は、空調空気は室内へ流れることができる
。よって、上述した吹出口２１ｂが空調空気を吹出可能にするには、水平フラップ２４が
略垂直ではない状態にあることが必要である。
【００４１】
　また、前面グリル２０の下部を形成する下部形成部２０ａには、壁面Ｗを挟んで室内側
の反対側から、室内側であって下方に向かう半円弧形状の湾曲面２０ｂが形成されている
。この湾曲面２０ｂは、吹出口２１ｂから吹き出される空調空気を下方へと流れさせる機
能を有する。
【００４２】
　本体ケーシング２００内には、室内空気に含まれる塵埃等の浮遊物を除去するためのフ
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ィルタ２３が前面グリル２０に着脱可能な形で設けられる。
【００４３】
　また、本体ケーシング２００内には、主として、室内ファン２６、室内熱交換器２７お
よびドレンパン２８が収納されている。
【００４４】
　室内ファン２６は、送風量が可変であり、ファンモータによって駆動するクロスフロー
ファンである。
【００４５】
　室内熱交換器２７は、長手方向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管から挿
通される複数のフィンとからなり、接触する空気との間で熱交換を行う。
【００４６】
　ドレンパン２８は、室内熱交換器２７で発生したドレン水を捕集する。
【００４７】
　さらに、本体ケーシング２００は、図２、図３に示すように、冷房用突出部材８０と、
暖房用突出部材８１とを有する。
【００４８】
　（冷房用突出部材８０の構成）
　冷房用突出部材８０は、可動式の板状の部材であり、図２に示すように、第１先端部８
０ｂが水平面に対して上方に傾斜している。この冷房用突出部材８０は、上端面に冷気ガ
イド面８０ａを有する。冷房運転時、室内ファン２６によって吹き出された空調空気は冷
やされているため下方に流れやすいが、この冷気ガイド面８０ａに衝突することにより、
上方に流れやすい構成となっている。
【００４９】
　また、冷房用突出部材８０には、ラックが形成されており、冷房用突出部材８０の下方
にはピニオンギアが設けられている。このラックとピニオンギアとが噛み合い、ピニオン
ギアがモータによって駆動されることにより、冷房用突出部材８０は、移動することが可
能になる。なお、冷房用突出部材８０の具体的な動作については後に詳述する。
【００５０】
　（暖房用突出部材８１の構成）
　暖房用突出部材８１は、可動式の部材であり、図３、図４に示すように、扇状に拡がる
面を有するフード部材８２と、ガイドレール８３と、支持部材８４とを有する。
【００５１】
　フード部材８２は、その第２先端部８２ａ（両先端部のうち、室内側に位置する方の先
端部をいう。）が水平面に対して下方に湾曲している板状の部材である。また、フード部
材８２は、内側に暖気ガイド面８１ａを有している。暖房運転時、室内ファン２６によっ
て吹き出された空調空気は暖かいため上方に流れやすいが、この暖気ガイド面８１ａに衝
突することにより、下方に流れやすい構成となっている。
【００５２】
　ガイドレール８３は、前面グリル２０からドレンパン２８の下方部にかけて延びるレー
ルであり、フード部材８２が収納される。
【００５３】
　支持部材８４は、フード部材８２を支持する部材である。支持部材８４は、フード部材
８２の第２先端部８２ａとピンで接続される。支持部材８４の、フード部材８２と接続し
ない方の第３先端部８４ａには従動ギア８５が形成されており、その第３先端部８４ａの
近傍には駆動ギア８６が設けられている。従動ギア８５と駆動ギア８６とが噛み合い、そ
して、駆動ギア８６がモータ８７によって回転されることにより、暖房用突出部材８１は
、移動することが可能になる。なお、暖房用突出部材８１の具体的な動作については、後
に詳述する。
【００５４】
　＜空調機１の動作＞
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　次に、空調機１の動作について説明する。なお、これらの動作は、空調機１の各種機器
の制御を行う制御部（図示せず）によって行われるものである。
【００５５】
　空調機１の運転モードとしては、主として、室内機２の運転負荷に応じて、室外機４お
よび室内機２の各種機器の制御を行う通常運転モードがある。そして、通常運転モードに
は、冷房運転と、暖房運転とがある。
【００５６】
　（１）冷房運転
　まず、図１を用いて、通常運転モードにおける冷房運転について説明する。    
【００５７】
　冷房運転時は、四路切換弁４３が図１の実線で示される状態、すなわち、圧縮機４２の
吐出側が室外熱交換器４０のガス側に接続され、かつ、圧縮機４２の吸入側が室内熱交換
器２７のガス側に接続された状態となっている。
【００５８】
　圧縮機４２および室外ファン４５を起動すると、低圧のガス冷媒は、圧縮機４２に吸入
されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。その後、高圧のガス冷媒は、四路切換弁４３を
経由して室外熱交換器４０に送られて、室外ファン４５によって供給される室外空気と熱
交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となる。そして、高圧の液冷媒は、膨張弁４４によ
って減圧されて低圧の気液二相状態の冷媒となり、液側閉鎖弁４６および連絡配管１０を
経由して、室内機２に送られる。
【００５９】
　室内機２に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器２７に送られ、室内熱
交換器２７で室内空気と熱交換を行って蒸発されて低圧のガス冷媒となる。
【００６０】
　この低圧のガス冷媒は、連絡配管１０を経由して室外機４に送られ、ガス側閉鎖弁４７
および四路切換弁４３を経由して、アキュムレータ４１に流入する。そして、アキュムレ
ータ４１に流入した低圧のガス冷媒は、再び、圧縮機４２に吸入される。
【００６１】
　（２）暖房運転
　次に、通常運転モードにおける暖房運転について説明する。
【００６２】
　暖房運転時は、四路切換弁４３が図１の破線で示される状態、すなわち、圧縮機４２の
吐出側が室内熱交換器２７のガス側に接続され、かつ、圧縮機４２の吸入側が室外熱交換
器４０のガス側に接続された状態となっている。
【００６３】
　圧縮機４２および室外ファン４５が起動されると、低圧のガス冷媒は、圧縮機４２に吸
入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となり、四路切換弁４３、ガス側閉鎖弁４７および連
絡配管１０を経由して、室内機２に送られる。
【００６４】
　そして、室内機２に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器２７において、室内空気
と熱交換を行って凝縮されて高圧の液冷媒となった後、連絡配管１０を経由して室外機４
に送られる。
【００６５】
　この高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁４６を経由して、膨張弁４４によって減圧されて低圧
の気液二相状態の冷媒となり、室外熱交換器４０に流入する。そして、室外熱交換器４０
に流入した低圧の気液二相状態の冷媒は、室外ファン４５によって供給される室外空気と
熱交換を行って蒸発されて低圧のガス冷媒となり、四路切換弁４３を経由してアキュムレ
ータ４１に流入する。
【００６６】
　以下、冷房運転時および暖房運転時にそれぞれ機能する冷房用突出部材８０および暖房
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用突出部材８１の動作について説明する。
【００６７】
　＜冷房用突出部材８０および暖房用突出部材８１の動作＞
　（１）冷房用突出部材８０の動作
　冷房用突出部材８０に形成されているラックと、冷房用突出部材８０の下方に設けられ
ているピニオンギアとが噛み合い、そして、モータによってピニオンギアが駆動されるこ
とにより、冷房用突出部材８０は移動する。
【００６８】
　具体的には、冷房用突出部材８０は、空調機１の暖房運転時や運転停止時には、本体ケ
ーシング２００内の下縁部に沿うように収納されている（図３参照）が、冷房運転に切り
換えられると、その第１先端部８０ｂ（両先端部のうち室内側に位置する方の先端部をい
う。）が本体ケーシング２００内の下縁部に沿いながら前面グリル２０を通って室内側に
突出していくように移動する。そして、最終的には、冷房用突出部材８０は、湾曲面２０
ｂの近傍の上方空間に突出している状態で停止し（図２参照）、吹出口２１ｂから吹き出
される空調空気を下方に流れさせるように機能する湾曲面２０ｂを機能させないようにし
ている。ここで、冷房用突出部材８０の、湾曲面２０ｂの近傍の上方空間へ突出している
状態とは、吹出口２１ｂから吹き出される空調空気が湾曲面２０ｂに沿って下方に流れさ
せないようにするような空間への突出状態、つまり、冷房用突出部材８０の第１先端部８
０ｂ側でない方の端面が湾曲面２０ｂの最下点に接触する位置から、冷房用突出部材８０
の第１先端部８０ｂ側でない方の端部が湾曲面２０ｂの最上位置に当接する位置までのい
ずれかの空間に突出している状態を意味する。
【００６９】
　なお、空調機１の冷房運転時に室内側へと突出した冷房用突出部材８０は、空調機
１の運転が停止したり、暖房運転に切り換えられたりすると、図３に示すように、本体ケ
ーシング２００内の下縁部に沿うように収納されている状態へと戻っていく。
【００７０】
　（２）暖房用突出部材８１の動作
　暖房用突出部材８１は、支持部材８４の第３先端部８４ａに形成されている従動ギア８
５と、第３先端部８４ａの近傍に設けられている駆動ギア８６とが噛み合って、そして、
駆動ギア８６がモータ８７によって駆動されることにより移動する。
【００７１】
　具体的には、暖房用突出部材８１は、空調機１の冷房運転時や運転停止時には、フード
部材８２がガイドレール８３に収納され、支持部材８４が本体ケーシング２００に接触し
ている静止状態にある（図２参照）。そして、暖房運転に切り換えられると、モータ８７
が駆動されて駆動ギア８６が駆動されることにより、支持部材８４が、本体ケーシング２
００に接触している状態から室内側に向かって突出する。このとき、この支持部材８４に
固定されているフード部材８２がこの支持部材８４と共に室内側に向かって突出していく
。そして、最終的に、図３に示す状態になる。
【００７２】
　なお、空調機１の暖房運転時に室内側へと突出した暖房用突出部材８１は、空調機
１の運転が停止したり、冷房運転に切り換えられたりすると、図２に示すように、本体ケ
ーシング２００内に接触している状態へと戻っていく。
【００７３】
　＜室内機２における空気の流れ＞
　以下、室内機２における空気の流れを図２、図３を参照しながら説明する。
【００７４】
　空調室内機２では、ファンモータによって室内ファン２６が駆動されると、室内空気が
吸込口２１ａから空調室内機２内に流入する。吸込口２１ａから吸い込まれた室内空気は
、室内熱交換器２７で熱交換される。そして、室内熱交換器２７で熱交換された空調空気
は、室内熱交換器２７の下方へと流れる。そして、この空調空気は、室内ファン２６を通
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り、吹出口２１ｂから室内へ吹き出される。
【００７５】
　ここで、冷房運転時は冷房用突出部材８０が突出していることにより、吹出口２１ｂを
通った空調空気が下方に流れたとしても冷気ガイド面８０ａに衝突するので、上方に流れ
やすい（図２の矢印Ａ１を参照）。なお、冷房運転時は冷房用突出部材８０が、湾曲面２
０ｂを機能させないように湾曲面２０ｂの近傍の上方空間に突出しているので、吹出口２
１ｂを通る空調空気が湾曲面２０ｂにより下方に導かれることはない。
【００７６】
　また、ここで、暖房運転時は暖房用突出部材８１が突出していることにより、吹出口２
１ｂを通った空調空気が上方に流れたとしても暖気ガイド面８１ａに衝突するので、下方
に流れやすい（図３の矢印Ａ２を参照）。また、下部形成部２０ａに湾曲面２０ｂが形成
されているため、吹出口２１ｂを通る空調空気は、湾曲面２０ｂの近傍を通り抜ける際、
コアンダー効果が生じ、その面に沿って下方に流れるようになっている。
【００７７】
　＜第１実施形態に係る空調機１の室内機２の特徴＞
　（１）
　空調機の暖房運転時、暖められた空調空気は室内空気よりも軽いため室内の上方に流れ
やすい。また、壁埋込型の空調機の場合は、壁面と空調空気を吹出可能な吹出口とがほぼ
同位置にあるため、水平フラップの角度を最大に下向きにしても空調空気は真下に吹かれ
ることができず、床面まで流れない場合が考えられる。このため、空調機の利用者が足元
を温めたい場合であっても、温められない場合も想定される。
【００７８】
　そこで、第１実施形態に係る空調機１の室内機２では、本体ケーシング２００内に暖房
用突出部材８１が収納されており、暖房運転時に、この暖房用突出部材８１が吹出口２１
ｂの上縁部の近傍から壁面Ｗよりも室内側に移動して突出する。
【００７９】
　これにより、上方に流れやすい暖気が暖房用突出部材８１の暖気ガイド面８１ａに衝突
し、下方に流れやすくなる。よって、床面まで暖気が届きやすくなり、利用者の快適性が
向上する。
【００８０】
　さらに、下部形成部２０ａには、壁面Ｗを挟んで室内側の反対側から室内側に向かう半
円弧形状の湾曲面２０ｂが形成されており、吹出口２１ｂを通る空調空気は、この湾曲面
２０ｂに沿って下方に流れるようになっている。
【００８１】
　これにより、暖められた空調空気が、床面まで届くようになっている。
【００８２】
　（２）
　壁埋込型の空調機は壁面と吹出口とがほぼ同位置にあるため、冷房運転時、フラップを
水平にしても冷やされた空気が室内の隅まで届かないことが想定される。また、冷やされ
た空気は、室内空気よりも重いため、室内の下方に流れやすい。
【００８３】
　そこで、本実施形態の空調機１の室内機２では、冷房用突出部材８０が設けられており
、冷房運転時には、冷房用突出部材８０が本体ケーシング２００内から室内側へ移動して
突出する。この冷房用突出部材８０は、その第１先端部８０ｂが水平面に対して上方に傾
斜している構成となっている。
【００８４】
　これにより、吹出口２１ｂを通った空調空気をこの冷房用突出部材８０に衝突させて、
より遠く、かつ、上方に流れさせることができる。これにより、室内全体に冷やされた空
気が拡がるので、利用者の快適性が向上する。
【００８５】
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　また、冷房用突出部材８０は、本体ケーシング２００内の下縁部に沿うように収納され
ている状態から室内側に向かって湾曲面２０ｂの近傍の上方空間に突出していくので、吹
出口２１ｂを通り抜ける空調空気が湾曲面２０ｂに沿って下方に導かれることが防止され
る。
【００８６】
　＜第１実施形態に係る空調機１の室内機２の変形例＞
　上記実施形態では、空調機１は、冷房運転および暖房運転をどちらも行うことができる
と説明しているが、どちらかの運転のみできる空調機１であってもよい。また、室内機２
は、冷房用突出部材８０と、暖房用突出部材８１とを共に備えると説明したが、これに限
られるものではなく、どちらかを備えているだけでもよい。
【００８７】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態に係る空調機１の室内機２１０は、第１実施形態に係る空調機１の室内機
２の構成と一部が異なる。具体的には、第２実施形態に係る室内機２１０は、第１実施形
態に係る暖房用突出部材８１の代わりに暖房用突出部材１１０を設けており、水平フラッ
プ２４および冷房用突出部材８０を設けていない。
【００８８】
　以下、第１実施形態に係る室内機２と構成の異なる暖房用突出部材１１０について説明
する。なお、第１実施形態に係る室内機２と同じ部材については同じ符号を付して説明を
省略する。
【００８９】
　＜暖房用突出部材１１０＞
　暖房用突出部材１１０は、背面部と下部とに開口部を有する、可動式の箱状の部材であ
る。第２実施形態に係る室内機２１０では、下部に有する開口部Ｓ（図６参照）が吹出口
２１ｂとなり、背面部に有する開口部は、室内ファン２６を通ってきた空調空気が暖房用
突出部材１１０に流入する入口となる。
【００９０】
　図５、図６に示すように、暖房用突出部材１１０は、前面グリル２０と接触し、水平面
を有する第１部１１０ａと、第１部１１０ａと接触し、第１面１１１を有する第２部１１
０ｂと、第１部１１０ａの外縁部から下側に延びる第３部１１０ｃおよび第４部１１０ｄ
とを有する。
【００９１】
　第１部１１０ａは、その内側の面に、吹出口２１ｂから吹き出される空調空気を下方へ
と導く暖気ガイド面１８１ａを有する。
【００９２】
　第２部１１０ｂは、第１部１１０ａと第２部１１０ｂとの境である線を軸として回動可
能であり、その第１面１１１が垂直面である状態（図６を参照）と水平面である状態（図
８を参照）を採ることができる。
【００９３】
　また、暖房用突出部材１１０の第３部１１０ｃおよび第４部１１０ｄには、ラックが形
成されるラック形成部材１１２が固定されており、このラック形成部材１１２の下方には
ピニオンギアが設けられている。このラック形成部材１１２とピニオンギアとが噛み合い
、ピニオンギアがモータによって駆動されることにより暖房用突出部材１１０は移動する
構成となっている。具体的には、暖房用突出部材１１０は、暖房運転時に、図６に示すよ
うな、第１部１１０ａおよび第２部１１０ｂが室内側に突出している状態を採ることがで
き、運転停止時には、図７に示すように、第２部１１０ｂの第１面１１１が前面グリル２
０と同位置にくるような状態を採ることができる。
【００９４】
　なお、冷房運転時には、図８に示すように、第２部１１０ｂは、第１面１１１が水平に
なるまで上に持ち上げられる。



(12) JP 2010-151413 A 2010.7.8

10

20

30

40

50

【００９５】
　＜室内機２１０における暖房運転時の空気の流れ＞
　以下、室内機２１０における暖房運転時の空気の流れについて図５を参照しながら説明
する。
【００９６】
　室内機２１０における暖房運転時の空気の流れは、吸込口２１ａから室内空気が吸い込
まれ、室内ファン２６を通るまでは第１実施形態に係る室内機２における空気の流れと同
様である。そして、室内ファン２６を通り抜けた空調空気は、暖房用突出部材１１０に向
かって流れる。そして、暖房用突出部材１１０が下部に開口部Ｓを有する箱状の形態を有
していることにより、空調空気は、開口部Ｓの下方に流れ、室内に吹き出される（矢印Ａ
３を参照）。
【００９７】
　ここで、暖房用突出部材１１０へ流入した暖められた空調空気が上方に流れようとする
場合であっても、暖房用突出部材１１０が上部（具体的には、第１部１１０ａの内側の面
）に暖気ガイド面１８１ａを有していることにより、その空調空気を暖気ガイド面１８１
ａに衝突させて下方へと導くことができる。そして、暖房用突出部材１１０が下部に開口
部Ｓを有する箱状の形態を有しているので、暖気ガイド面１８１ａに衝突させた空調空気
をそのまま下方へと導くことができるようになっている。
【００９８】
　なお、冷房運転時は、第２部１１０ｂの第１面１１１が水平になるまで持ち上げられる
ので、室内ファン２６を出た空調空気がそのまま暖房用突出部材１１０の形態に沿って下
方に流れないようにしている。
【００９９】
　＜第２実施形態に係る空調機１の室内機２１０の特徴＞
　第２実施形態に係る空調機１の室内機２１０では、下部に開口部Ｓを有する箱状の暖房
用突出部材１１０が設けられている。この暖房用突出部材１１０は、空調機１の暖房運転
時に、本体ケーシング２５０に収納されていた状態から室内側へと突出する。
【０１００】
　暖房用突出部材１１０の第１部１１０ａ、第２部１１０ｂ、第３部１１０ｃおよび第４
部１１０ｄによって、室内ファン２６を通り、室内側に向かってくる空調空気がそのまま
上方や側方へ流れることができないようになっている。よって、暖房用突出部材１１０に
流入した空調空気は、下方に導かれることになる。また、暖房用突出部材１１０の第１部
１１０ａが内側に暖気ガイド面１８１ａを有していることにより、室内ファン２６を通っ
て暖房用突出部材１１０に流入した空調空気が上方に流れる場合であっても、この暖気ガ
イド面１８１ａに衝突させることによって下方へと導くことができる。
【０１０１】
　したがって、室内機２１０において空調された空調空気を床面まで届かせることができ
るので、利用者の快適性が向上する。
【０１０２】
　なお、冷房運転時には、第２部１１０ｂの第１面１１１が水平になるまで持ち上げられ
る。これにより、空調空気が暖房用突出部材１１０によって下方に導かれないようにする
ことができる。
【０１０３】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態に係る室内機２においては、冷房用突出部材１８０の収納位置および動作
が第１実施形態に係る冷房用突出部材８０と異なる。以下、第３実施形態に係る冷房用突
出部材１８０について説明する。なお、第１実施形態に係る室内機２と同じ部材について
は、同じ符号を付して説明を省略する。
【０１０４】
　＜第３実施形態に係る冷房用突出部材１８０＞
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　第３実施形態に係る冷房用突出部材１８０は、図９に示すように、その上端面に、下方
に流れやすい冷やされた空調空気を上方に導く冷気ガイド面１８０ａを有する。
【０１０５】
　第３実施形態に係る冷房用突出部材１８０は、空調機１の運転停止時や暖房運転時には
、上部に湾曲面２０ｂが形成される湾曲面形成部９０の下方に収納されている（図９の点
線部分の冷房用突出部材１８０を参照）。そして、空調機１の冷房運転時には、その収納
状態から室内側へと移動し、最終的には湾曲面２０ｂの下方空間へと突出している状態（
図９の実線部分の冷房用突出部材１８０を参照）となる。
【０１０６】
　ここで、下方空間とは、湾曲面２０ｂの最下位置から下方の空間であって、吹出口２１
ｂから吹き出され、下方に向かう冷やされた空気を上方に向かわせることのできる位置ま
での空間を意味する。
【０１０７】
　＜第３実施形態に係る空調機１の室内機２の特徴＞
　吹出口２１ｂから吹き出される空調空気が湾曲面２０ｂに沿って下方に導かれたとして
も、冷房用突出部材１８０が湾曲面２０ｂの下方空間に突出している状態にあるので、そ
の空調空気を冷気ガイド面１８０ａに衝突させることができる。これにより、下方に流れ
た空調空気を上方へと向かわせることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明では、空気流の問題を改善し、利用者の快適性が向上するので、有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】空調機の冷媒回路の系統図。
【図２】第１実施形態に係る冷房運転時の室内機であって、室内機の正面に直交する面で
暖房用突出部材の支持部材を通るように切断した場合の断面図。
【図３】第１実施形態に係る暖房運転時の室内機を図２における切断面で切断した場合の
示す断面図。
【図４】第１実施形態に係る暖房用突出部材を示す図。
【図５】第２実施形態に係る暖房運転時の室内機を図２における切断面で切断した場合の
断面図。
【図６】第２実施形態に係る暖房用突出部材が突出している状態のイメージ図。
【図７】第２実施形態に係る暖房用突出部材が本体ケーシングに収納されている状態のイ
メージ図。
【図８】第２実施形態に係る暖房用突出部材の冷房運転時におけるイメージ図。
【図９】第３実施形態に係る冷房用突出部材を示す、室内機の図２における切断面で切断
した場合の断面図。
【符号の説明】
【０１１０】
　　１　空調機
　　２　室内機
　　２０　前面グリル（吹出口形成部材）
　　２０ａ　下部形成部
　　２０ｂ　湾曲面
　　２１ｂ　吹出口
　　２４　水平フラップ（吹出方向変更部材）
　　８０　冷房用突出部材
　　８０ａ　冷気ガイド面（第１吹出空気ガイド面）
　　８１　暖房用突出部材
　　８１ａ　暖気ガイド面（第２吹出空気ガイド面）
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　　１１０　暖房用突出部材
　　１１０ａ　第１部
　　１１０ｂ　第２部
　　１８０　冷房用突出部材
　　１８０ａ　冷気ガイド面（第１吹出空気ガイド面）
　　１８１ａ　暖気ガイド面（第２吹出空気ガイド面）
　　２１０　室内機

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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