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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口、吹出口並びに内部に配置された熱交換器およびファンを有する筐体と、
　前記吹出口からの空気を左右方向に変更可能とする左右風向板と、
　前記吹出口からの空気を上下方向に変更可能とする上下風向板と、
　前記筐体の正面における左右方向の一方の端部であって、前記筐体の前記吹出口の左右
端の隣に配置された赤外線センサと、
　前記赤外線センサが配置される側の前記左右風向板の端部と前記赤外線センサとの間に
配置され、前記吹出口からの空気を整流する整流部と、
を備えた空気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記整流部は、前記上下風向板に設けられた請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記整流部は、前記吹出口の上面に設けられた請求項１または２に記載の空気調和機の
室内機。
【請求項４】
　前記整流部は、前記上下風向板に２つ設けられると共に、前記吹出口の上面に１つ設け
られ、
　前記吹出口の上面に設けられた１つの前記整流部は、前記上下風向板に設けられた２つ
の前記整流部の間に配置された請求項３に記載の空気調和機の室内機。
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【請求項５】
　前記上下風向板に設けられた前記整流部は、前記上下風向板の軸受部を構成する請求項
２～４のいずれか１項に記載の空気調和機の室内機。
【請求項６】
　前記上下風向板に設けられた２つの前記整流部のうち前記赤外線センサが配置される側
の前記整流部は、他方の前記整流部よりも面積が大きい請求項４または５に記載の空気調
和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線センサの誤認識を抑制する空気調和機の室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機の室内機には、筐体の前部の左右方向のいずれか一方の端部に人体の
状態等を検出するセンサを配置しているものが知られている（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７０９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の空気調和機の室内機は、吹出口からの調和空気がセンサ近傍に当たる可能性があ
る。これにより、調和空気が当たったセンサ或いは調和空気がセンサを備えるケースに当
たったセンサで対象物の温度や人体の位置等が検出された場合には、対象物の温度や人体
の位置等を誤認識する可能性があるという課題があった。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためのものであり、赤外線センサ近傍に調和空気が当た
ることを抑制する空気調和機の室内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】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、吸込口、吹出口並びに内部に配置された熱交換器
およびファンを有する筐体と、前記吹出口からの空気を左右方向に変更可能とする左右風
向板と、前記吹出口からの空気を上下方向に変更可能とする上下風向板と、前記筐体の正
面における左右方向の一方の端部であって、前記筐体の前記吹出口の左右端の隣に配置さ
れた赤外線センサと、前記赤外線センサが配置される側の前記左右風向板の端部と前記赤
外線センサとの間に配置され、前記吹出口からの空気を整流する整流部と、を備えたもの
である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る空気調和機の室内機によれば、赤外線センサが配置される側の左右風向板
の端部と赤外線センサとの間に配置された整流部を備えたことにより、吹出口からの調和
空気が赤外線センサを避ける方向に吹き出すため、赤外線センサ近傍に調和空気が当たる
ことを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機のノズルを示す外観図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の制御装置の構成を示すブロッ
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ク図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の赤外線センサ周辺を示す拡大
図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の運転停止状態を示す側面図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転状態を示す側面
図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転時での吹出口近
傍の気流の流れを示す模式図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転時での赤外線セ
ンサ周辺の気流の流れを示す拡大図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の下吹き運転状態を示す側面図
である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機の下吹き運転時での吹出口近
傍の気流の流れを示す模式図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転時での赤外線
センサ周辺の気流の流れを示す拡大図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転時での赤外線
センサ周辺の気流の流れを示す拡大図である。
【図１３】本発明の実施の形態４に係る空気調和機の室内機の水平吹き運転時での赤外線
センサ周辺の気流の流れを示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
　なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するもので
あり、これは明細書の全文において共通している。
　さらに、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記
載に限定されるものではない。
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１を示す斜視図である。
　空気調和機の室内機１は、回転速度を制御可能なインバータ駆動の圧縮機、四方弁、凝
縮側熱交換器、減圧装置、蒸発側熱交換器を接続して構成され、四方弁の切換により冷房
サイクルおよび暖房サイクル運転が可能な壁掛け形の室内機である。
　図１に示すように、空気調和機の室内機１は、室内機１を構成する筐体である本体２と
、室内機１を構成するパネル３と、室内機１を構成し意匠面となるグリル４と、を備える
。
【００１１】
　また、空気調和機の室内機１は、本体２の上部に設けられた空気の吸込口２２と、本体
２の正面下部に設けられて吸込口２２から内部の熱交換器（図示せず）を通過して横流フ
ァン（図示せず）により吹出される空気の吹出口２３と、を備える。
【００１２】
　さらに、空気調和機の室内機１は、吹出口２３に配置され、吹出口２３から吹出す風の
向きを居住空間の左右方向で変更可能とする左右風向板７ａ、７ｂと、吹出口２３に配置
され、吹出口２３から吹出す風の向きを居住空間の高さ方向（上下方向）で変更可能とす
る上下風向板８ａ、８ｂと、吹出口２３を構成するノズル２８と、室内の床温度、壁面の
温度、人体の位置、人体の活動状態について測定する赤外線センサ３５と、を備える。
　赤外線センサ３５は、本体２の正面における左右方向の図示右側の一方の端部であって
、本体２の吹出口２３の左右方向の隣に配置されている。
【００１３】
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　なお、ここでは熱交換器の下流側に横流ファンを備えた構成について説明するが、他の
ファン、例えばプロペラファンを備えていてもよい。また、熱交換器の上流側に他のファ
ン、例えばプロペラファン、を備えた構成でもよい。
【００１４】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１のノズル２８を示す外観図
である。
　図２に示すように、吹出口２３を構成するノズル２８は、吹出口２３から居住空間に吹
出す風の向きを左右方向に変更可能とする左右風向板７ａ、７ｂと、左右風向板７ａの向
きを変更する際に駆動される左右風向板駆動用モータ２５ａと、左右風向板７ｂの向きを
変更する際に駆動される左右風向板駆動用モータ２５ｂと、上下風向板８ａの向きを変更
する際に駆動される上下風向板駆動用モータ２４ａと、上下風向板８ｂの向きを変更する
際に駆動する上下風向板駆動用モータ２４ｂと、を備える。
【００１５】
　左右風向板７ａ、７ｂおよび上下風向板８ａ、８ｂは、それぞれ独立した駆動用モータ
２５ａ、２５ｂ、２４ａ、２４ｂを備えているので、赤外線センサ３５によって計測した
床温度、壁面温度、人体の位置、人体の活動状態に応じて、例えば、室内の２か所に人が
存在した場合には、それぞれ左右に分かれた左右風向板７ａ、７ｂおよび上下風向板８ａ
、８ｂが、吹出口２３から左右で異なる風向の気流を吹き出すことで、２か所の空気調和
を行うことが可能である。
【００１６】
　なお、実施の形態１では、左右で独立して駆動する上下風向板８ａ、８ｂを設置してい
るが、左右で分かれていない１枚の上下風向板でもよい。また、実施の形態１では、左右
で独立して駆動する左右風向板７ａ、７ｂを設置しているが、左右風向板７ａと左右風向
板７ｂをリンク機構で接続させることで、１つの左右風向板駆動用モータで駆動してもよ
い。また、モータではなく手動で左右方向の向きを変えられる構造としてもよい。
【００１７】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の制御装置１２の構成を示
すブロック図である。
　図３に示す制御装置１２は、例えばマイクロコンピュータからなり、室内機１に内蔵さ
れている。制御装置１２は、入力部１２ａと、演算処理、判断処理などを実行するＣＰＵ
１２ｂと、各種の制御設定値や冷房、暖房などの運転モードに応じた制御プログラムが格
納されたメモリ１２ｃと、ＣＰＵ１２ｂでの演算結果や判断結果の出力情報に応じた駆動
信号を各モータ２５ａ、２５ｂ、２４ａ、２４ｂに出力する出力部１２ｄと、を有して構
成されている。
【００１８】
　入力部１２ａは、リモコン１１からの運転情報（運転モード、設定温度、設定湿度、風
量設定、風向設定など）を受信し、ＣＰＵ１２ｂに入力する。また、入力部１２ａは、左
右に回動した赤外線センサ３５により検出された室内空間の温度情報と本体２に内蔵され
た室温サーミスタ（図示せず）の検出温度（室温）を受信し、ＣＰＵ１２ｂに入力する。
この場合、ＣＰＵ１２ｂは、室温を基に温度情報（室内空間の温度分布）とメモリ１２ｃ
に格納された制御設定値とを照らし合わせて、室内の床温度、壁面の温度、人体の位置、
人体の活動状態についての情報を得る。
【００１９】
　出力部１２ｄから出力される駆動信号により、ファン用モータ６ａの回転数（風量）が
制御され、左側および右側の左右風向板駆動用モータ２５ａ、２５ｂの回転角度が制御さ
れる。また、出力部１２ｄからの駆動信号により、左側および右側の上下風向板駆動用モ
ータ２４ａ、２４ｂの回転角度が制御される。
【００２０】
　図４は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の赤外線センサ３５周辺を
示す拡大図である。



(5) JP 6317030 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

　赤外線センサ３５は、本体２のケース３６に覆われ、ケース３６と伴に本体２の意匠面
よりも突出する。赤外線センサ３５は、吹出口２３と左右方向（水平方向）の隣に並んだ
位置に配置されている。赤外線センサ３５は、モータ(図示せず)によって回動し、室内空
間の温度情報を広範囲で取得することができる。
【００２１】
　上下風向板８ｂには、運転時に上下風向板８ｂが開いた際、赤外線センサ３５と対向す
る上面に、整流部として、大型整流板４１および小型整流板４３を設けている。
　大型整流板４１および小型整流板４３は、赤外線センサ３５が配置される側の左右風向
板７ｂの端部と赤外線センサ３５との間に配置される。大型整流板４１および小型整流板
４３は、上下風向板８ｂの上面に鉛直方向上向きに板面を吹出口２３の左右方向を遮るよ
うに立設している。
【００２２】
　大型整流板４１は、小型整流板４３よりも赤外線センサ３５側の上下風向板８ｂの端部
（図４では右端部）に設けられる。
　大型整流板４１は、上下風向板８ｂと上下風向板駆動用モータ２４ｂとの出力軸を受け
る軸受部４４を兼ねている。大型整流板４１は、軸受部４４を兼ねて構成することで、軸
受部４４の強度を増すことができ、また、大型整流板４１を別に設ける場合に比べて、使
用する樹脂の量を削減できる。
【００２３】
　また、大型整流板４１は、小型整流板４３よりも面積が大きく、運転時には、室内機１
の側面からはみ出る大きさである。
　図５は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の運転停止状態を示す側面
図である。図５に示すように、大型整流板４１は、運転停止時には、室内機１の側面に収
まる大きさである。
【００２４】
　図４に示すように、吹出口２３の上面には、整流部として、上部整流板４２が設けられ
ている。上部整流板４２は、赤外線センサ３５が配置される側の左右風向板７ｂの端部と
赤外線センサ３５との間に配置される。上部整流板４２は、吹出口２３の上面に鉛直方向
下向きに板面を吹出口２３の左右方向を遮るように立設している。
【００２５】
　実施の形態１では、大型整流板４１および小型整流板４３が上下風向板８ｂに２つ設け
られると共に、上部整流板４２が吹出口２３の上面に１つ設けられている。
　上部整流板４２は、上下風向板８ｂに設けられた２つの大型整流板４１および小型整流
板４３の間に配置されている。
　すなわち、大型整流板４１、小型整流板４３および上部整流板４２は、いずれも赤外線
センサ３５が配置された側の左右風向板７ｂの端部と、赤外線センサ３５と、の間に位置
する。大型整流板４１、小型整流板４３および上部整流板４２は、赤外線センサ３５側か
ら順番に、大型整流板４１、上部整流板４２、小型整流板４３の順で配置されている。
【００２６】
　吹出口２３には、赤外線センサ３５が配置された側の左右風向板７ｂの端部と、赤外線
センサ３５と、の間に、上下風向板８ｂは配置されているが、調和空気が吹出さない疑似
風路部４５が設けられている。疑似風路部４５は、吹出口２３の開口の一部の内部をカバ
ーで塞いでいる。
【００２７】
　疑似風路部４５内部には、左右風向板駆動用モータ２５ｂや、冷房時に発生したドレン
水を室外へ排出するドレンホースを接続するドレン排出穴（図示せず）などが設けられる
。疑似風路部４５は、調和空気は吹出さないものの、左右風向板７ｂを図示右側に向けた
場合には、風路の側壁面が近傍に無いために、風路の側壁面が近傍に有る場合に比べてよ
り右側へ気流を送り出すことができる。
【００２８】
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　図６は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運転状態を示す
側面図である。図７は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運
転時での吹出口２３近傍の気流の流れを示す模式図である。図８は、本発明の実施の形態
１に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運転時での赤外線センサ３５周辺の気流の流れ
を示す拡大図である。
【００２９】
　図６～図８に示す水平吹きの状態では、上下風向板８ｂが概ね水平吹きで、左右風向板
７ｂが図７、図８に示す右側（赤外線センサ３５側）に向いて運転している。
　まず、吹出口２３から出た調和空気は、左右風向板７ｂによって図７、図８に示す右側
に向けられる。次に、調和空気は、上下風向板８ｂの赤外線センサ３５と対向しない側の
下面と、対向する側の上面と、を流れる２つの気流に分かれる。
　上下風向板８ｂの赤外線センサ３５と対向しない側の下面を流れる調和空気は、左右風
向板７ｂによって曲げられた角度で室内空間へと流れて届けられる。
【００３０】
　一方、上下風向板８ｂの赤外線センサ３５と対向する側の上面を流れる調和空気は、上
下風向板８ｂ上に設けられた小型整流板４３によって、一部が正面方向へと偏流され、小
型整流板４３の上方を流れる調和空気が、赤外線センサ３５側へと流れる。
　小型整流板４３の上方から赤外線センサ３５側へと流れた調和空気は、吸込口２２の上
面（ノズル２８）に設けられた上部整流板４２で一部が正面方向へと偏流され、上部整流
板４２の下方を流れる調和空気が、赤外線センサ３５側へと流れる。
　上部整流板４２の下方から赤外線センサ３５側へと流れた調和空気は、上下風向板８ｂ
の上面側の風路を遮蔽する大型整流板４１により正面方向へと偏流される。
【００３１】
　特に、小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流板４１の順に赤外線センサ３５
側へと流れる調和空気は、これら３つの小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流
板４１が上下方向で互い違いに立設されて構成された迷路構造を通過する際の流路抵抗が
赤外線センサ３５側に行くほど高くなり、正面方向へと徐々に偏流させられ、大型整流板
４１では全てを正面方向へと偏流させられる。
　また、小型整流板４３は、整流効果がある一方で、大型化すると冷房運転時には負圧面
側に結露が生じる原因となるため、小型に形成して赤外線センサ３５側への漏れ流れを生
じさせて、小型整流板４３の圧力面と負圧面の温度差を小さくすることで、結露を抑制し
ている。上部整流板４２でも同様である。一方、小型整流板４３よりも赤外線センサ３５
側に上部整流板４２および大型整流板４１を設けることで、小型整流板４３および上部整
流板４２では漏れ流れを生じているが、赤外線センサ３５側に行くほど赤外線センサ３５
側への漏れ流れが減少し、赤外線センサ３５への気流到達を抑制することができる。
【００３２】
　以上３つの小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流板４１によって、吹出口２
３における赤外線センサ３５近傍の調和空気は、正面方向へと整流されるため、調和空気
が赤外線センサ３５および赤外線センサ３５を覆うケース３６に直接当たることを回避で
きる。
【００３３】
　以上の３つの整流板がない場合には、吹出口２３より出た調和気流が赤外線センサ３５
を覆うケース３６に触れ、ケース３６内の温度は、室温とは異なって吹出口２３より出た
調和空気の温度の変動と伴に変化する。このため、赤外線センサ３５が検出する赤外線の
量がケース３６の温度により乱されることで正確ではなくなり、赤外線センサ３５は床温
度、壁面の温度、人体の位置、人体の活動状態についての情報を正確に取得することがで
きなくなる。これに対応するために、調和空気がケース３６に当たらないように上下風向
板８ａ、８ｂの向きに制約を設ける必要が生じ、調和空気を水平方向へ吹出すことができ
ず、冷風感を抑制した運転などが困難になってしまう。
【００３４】
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　しかし、実施の形態１では、小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流板４１に
より、吹出口２３における赤外線センサ３５近傍の調和空気は正面方向へと整流されるた
め、調和空気が赤外線センサ３５を覆うケース３６に直接接触することを回避でき、ケー
ス３６内の温度は室温と同等に保つことができ、赤外線センサ３５が検出する赤外線の量
を正確にし、赤外線センサ３５は床温度、壁面の温度、人体の位置、人体の活動状態につ
いての情報を正確に取得することができる。
　また、実施の形態１では、調和空気がケース３６に当たらないように上下風向板８ａ、
８ｂの向きに制約を設ける必要もなく、調和空気を人体へ向けて赤外線センサ３５側の水
平方向へ吹出すことができ、冷風感を抑制した運転なども実施することができる。
【００３５】
　図９は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の下吹き運転状態を示す側
面図である。図１０は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機１の下吹き運転
時での吹出口近傍の気流の流れを示す模式図である。
【００３６】
　図９、図１０に示す下吹きの状態では、上下風向板８ｂが下吹きで、左右風向板７ｂが
図１０に示す右側（赤外線センサ３５側）に向いて運転している。
　まず、吹出口２３から出た調和空気は、左右風向板７ｂによって図１０に示す右側に向
けられる。
　次に上下風向板８ｂの赤外線センサ３５と対向しない側の下面に沿って左右風向板７ｂ
によって曲げられた角度で室内空間へと気流が届けられる。
【００３７】
　一方、上下風向板８ｂの赤外線センサ３５と対向する側の上面には、ほぼ調和空気は流
れることはなく、赤外線センサ３５近傍に調和空気が到達することはない。このため、赤
外線センサ３５が検出する赤外線の量を正確にし、赤外線センサ３５は床温度、壁面の温
度、人体の位置、人体の活動状態についての情報を正確に取得することができる。
　特に暖房運転時には、上下風向を下吹きに設定し、室内の床面を直接暖めることで室内
の快適性が向上するため、気流の左右方向の広角性が重要となるが、実施の形態１では下
吹き時には小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流板４１による整流効果はない
ため、左右方向の気流の広角性を損なうことがない。
【００３８】
　なお、実施の形態１では、３つの小型整流板４３、上部整流板４２および大型整流板４
１を設けた場合について説明したが、整流板の数は増やしてもよいし、少なくても整流板
の大きさや左右風向板の可動範囲を制約することで、赤外線センサ３５近傍への調和空気
の到達は回避が可能である。
【００３９】
　また、実施の形態１では、疑似風路部４５を設けた場合について説明したが、疑似風路
部４５を設けない場合でも同様に、整流板を設けることで赤外線センサ３５近傍への調和
空気の到達は回避が可能である。
【００４０】
実施の形態２．
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運転時での赤
外線センサ３５周辺の気流の流れを示す拡大図である。
　図１１に示すように、実施の形態２では、整流板として、上部整流板４２のみを備えて
いる。
　実施の形態１で大型整流板４１が設けられていた赤外線センサ３５側の上下風向板８ｂ
の端部には、軸受部４４のみが設けられる。
【００４１】
　図１１の水平吹きの状態は、上部整流板４２のみを備える室内機１の暖房運転時に、上
下風向水平吹き、左右風向右吹きに運転している。
　暖房運転時には、疑似風路部４５周辺では、吹出口２３から出た暖気は、空気密度が低
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く、上下風向板８ｂの上面よりも上方である風路上部側が主流となる。このため、吹出口
２３より出た暖気は、上部整流板４２で正面方向に整流されるので、赤外線センサ３５近
傍に到達しない。
【００４２】
実施の形態３．
　図１２は、本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運転時での赤
外線センサ３５周辺の気流の流れを示す拡大図である。
　図１２に示すように、実施の形態３では、整流板として、小型整流板４３のみを備えて
いる。
　実施の形態１で大型整流板４１が設けられていた赤外線センサ３５側の上下風向板８ｂ
の端部には、軸受部４４のみが設けられる。
【００４３】
　図１２の水平吹きの状態は、上下風向板８ｂ上に設けられた小型整流板４３を備えた室
内機１の冷房運転時に、上下風向水平吹き、左右風向右吹きに運転している。
　冷房運転時には、疑似風路部４５周辺では、吹出口２３から出た冷気は空気密度が高く
、上下風向板８ｂの上面に沿う流れが主流となる。このため、吹出口２３より出た冷気は
、小型整流板４３で正面方向に整流されるので、赤外線センサ３５近傍に到達しない。
【００４４】
実施の形態４．
　図１３は、本発明の実施の形態４に係る空気調和機の室内機１の水平吹き運転時での赤
外線センサ２５周辺の気流の流れを示す拡大図である。
　図１３に示すように、実施の形態４では、整流板として、上下風向板８ｂ上に設けられ
た小型整流板４３と、吹出口２３の上面に設けられた上部整流板４２と、を備えている。
　実施の形態１で大型整流板４１が設けられていた赤外線センサ３５側の上下風向板８ｂ
の端部には、軸受部４４のみが設けられる。
【００４５】
　図１３の水平吹きの状態は、小型整流板４３および上部整流板４２を備えた室内機１の
冷房運転時または暖房運転時に、上下風向水平吹き、左右風向右吹きに運転している。
　冷房運転時には、疑似風路部４５周辺では、吹出口２３から出た冷気は、空気密度が高
く、上下風向板８ｂの上面に沿う流れが主流となる。このため、吹出口２３より出た冷気
は、小型整流板４３で正面方向に整流され、赤外線センサ３５近傍に到達しない。
　一方、暖房運転時には、疑似風路部４５周辺では、吹出口２３から出た暖気は、空気密
度が低く、上下風向板８ｂの上面よりも上方の風路上部側が主流となる。このため、吹出
口２３より出た暖気は、上部整流板４２で正面方向に整流され、赤外線センサ３５近傍に
到達しない。
　実施の形態４では、冷房運転時でも暖房運転時でも、赤外線センサ３５近傍への気流の
到達を抑制することができる。
【００４６】
　以上の実施の形態１～４によると、大型整流板４１、小型整流板４３および上部整流板
４２は、赤外線センサ３５が配置される側の左右風向板７ｂの端部と赤外線センサ３５と
の間に配置されている。これによれば、吹出口２３から流出する左右方向の気流を赤外線
センサ３５近傍に到達する前に大型整流板４１、小型整流板４３および上部整流板４２で
正面方向に整流でき、赤外線センサ３５近傍に風が当たることによる誤検知を抑制するこ
とができる。すなわち、赤外線センサ３５を覆うケース３６が室温とほぼ同一となり、赤
外線センサ３５が検出する赤外線の量がケース３６の温度により乱されず正確になり、赤
外線センサ３５は床温度、壁面の温度、人体の位置、人体の活動状態についての情報を正
確に取得することができる。
【００４７】
　大型整流板４１および小型整流板４３は、上下風向板８ｂに設けられている。これによ
れば、吹出口２３から流出する左右方向の気流を赤外線センサ３５に到達する前に大型整



(9) JP 6317030 B2 2018.4.25

10

20

30

流板４１および小型整流板４３で正面方向に整流でき、赤外線センサ３５近傍に風が当た
ることによる誤検知を抑制することができる。
【００４８】
　上部整流板４２は、吹出口２３の上面に設けられている。これによれば、吹出口２３か
ら流出する左右方向の気流を赤外線センサ３５に到達する前に上部整流板４２で正面方向
に整流でき、赤外線センサ３５近傍に風が当たることによる誤検知を抑制することができ
る。
【００４９】
　上部整流板４２は、大型整流板４１および小型整流板４３の間に配置されている。これ
によれば、吹出口２３から流出する左右方向の気流を赤外線センサ３５に到達する前に、
２つの大型整流板４１および小型整流板４３とその間に配置された上部整流板４２とが構
成する迷路構造でより赤外線センサ３５に到達するまでの流路抵抗を高めて正面方向に整
流でき、赤外線センサ３５近傍に風が当たることによる誤検知を抑制することができる。
【００５０】
　大型整流板４１は、上下風向板８ｂの軸受部４４を構成する。これによれば、上下風向
板８ｂの軸受部４４の強度を向上することができる。
【００５１】
　赤外線センサ３５が配置される側の大型整流板４１は、他方の小型整流板４３よりも面
積が大きい。これによれば、赤外線センサ３５に到達するまでの流路抵抗を高めつつ、使
用する材料の量を削減することができる。また、小型整流板４３は、整流効果がある一方
で、大型化すると冷房運転時には負圧面側に結露が生じる原因となるため、漏れ流れを生
じさせて、小型整流板４３の圧力面と負圧面の温度差を小さくすることで、結露を抑制し
ている。一方、赤外線センサ３５側に大型整流板を設けることで、小型整流板４３では漏
れ流れを生じているが赤外線センサ３５への気流到達を抑制することができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１　室内機、２　本体、３　パネル、４　グリル、６ａ　ファン用モータ、７ａ　左右
風向板、７ｂ　左右風向板、８ａ　上下風向板、８ｂ　上下風向板、１１　リモコン、１
２　制御装置、１２ａ　入力部、１２ｂ　ＣＰＵ、１２ｃ　メモリ、１２ｄ　出力部、２
２　吸込口、２３　吹出口、２４ａ　上下風向板駆動用モータ、２４ｂ　上下風向板駆動
用モータ、２５ａ　左右風向板駆動用モータ、２５ｂ　左右風向板駆動用モータ、２８　
　ノズル、３５　赤外線センサ、３６　ケース、４１　大型整流板、４２　上部整流板、
４３　小型整流板、４４　軸受部、４５　疑似風路部。
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