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(57)【要約】
【課題】可動式の輻射センサーを用いて、部屋の温度差
が少なくなるような空調制御が可能で、省エネ効果のあ
る天吊形空気調和機を提供することを目的とする。
【解決手段】天吊形空気調和機は、天井に据え付けられ
る筐体１と、筐体１の後部下面もしくは後部背面に設け
られた吸込口３と、筐体１に設けられ、吸込口３から吸
い込んだ室内空気を送風する室内送風機と、筐体１内で
室内送風機の下流側に配設され、室内送風機によって送
風された室内空気を冷媒と熱交換する室内熱交換器と、
筐体１の前部に設けられ、室内熱交換器で熱交換した二
次空気を室内に吹き出す吹出口６と、吹出口６に配設さ
れ、上下方向に回動されて上下方向の風向を制御する風
向板８と、筐体１に設けられ、床等の物体が輻射する赤
外線を検知して物体の温度を検出し、駆動部により駆動
されて検知方向が左右に回転して床等の物体の温度を検
出する輻射センサ７０とを備えたことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井に据え付けられる箱形状の筐体と、
　前記筐体の後部下面もしくは後部背面に設けられ、室内空気を吸い込む吸込口と、
　前記筐体に設けられ、前記吸込口から吸い込んだ前記室内空気を送風する室内送風機と
、
　前記筐体内で前記室内送風機の下流側に配設され、前記室内送風機によって送風された
前記室内空気を冷媒と熱交換する室内熱交換器と、
　前記筐体の前部に設けられ、前記室内熱交換器で熱交換した二次空気を室内に吹き出す
吹出口と、
　前記吹出口に配設され、上下方向に回動されて上下方向の風向を制御する風向板と、
　前記筐体に設けられ、床等の物体が輻射する赤外線を検知して物体の温度を検出し、駆
動部により駆動されて検知方向が左右に回転して床等の物体の温度を検出する輻射温度検
知手段とを備えたことを特徴とする天吊形空気調和機。
【請求項２】
　前記輻射温度検知手段は、前記筐体の前部下面に設けられ、該輻射温度検知手段の視野
の中心が水平より下向きに４０°から５０°に傾けて配置されたことを特徴とする請求項
１記載の天吊形空気調和機。
【請求項３】
　前記輻射温度検知手段は、左右に片側３０°から４０°の範囲で前記駆動部により回転
する構成としたことを特徴とする請求項１または請求項２記載の天吊形空気調和機。
【請求項４】
　前記室内熱交換器は、左右方向端部の一方に配管接続部を備え、前記筐体の前記室内熱
交換器の前記配管接続部が設けられた側の端部近傍に前記輻射温度検知手段を設けたこと
を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の天吊形空気調和機。
【請求項５】
　前記筐体内の左右方向端部の一方の側に前記吹出口に配置された前記風向板を上下に駆
動する風向板駆動モータと、前記筐体後部に設けられた電気品箱とを備え、
　前記筐体の前記風向板駆動モータが設けられた側の端部近傍に前記輻射温度検知手段を
設け、前記風向板駆動モータの配線とともに前記輻射温度検知手段の配線を前記電気品箱
まで配線したことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の天吊形空気調和
機。
【請求項６】
　前記筐体内に吸い込む前記室内空気の温度を検出する吸込温度検出手段を備え、前記輻
射温度検知手段が検出する床温を考慮した体感温度により前記吸込温度検出手段の検出値
を補正して、当該天吊形空気調和機の運転を制御することを特徴とする請求項１乃至請求
項５のいずれかに記載の天吊形空気調和機。
【請求項７】
　前記輻射温度検知手段は、部屋の床を左右に複数のエリアに分けて各床の輻射温度を検
出することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の天吊形空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動式の輻射センサーを用いて、部屋の温度差が少なくなるような空調制
御を可能にした天吊形空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、部屋の上下温度差、及び床付近の平面温度差を共に改善できる空気調和機を提供
するために、天井等の高所に据え付けられる室内機と、この室内機または部屋の高所に設
けられ、床等の物体が輻射する赤外線を検知して物体の温度を検出し、部屋のほぼ重力方
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向にその回転軸が配置されたモータにより駆動され、検知方向が回転軸に対して所定角度
傾いて回転軸に取り付けられ、約３６０゜の範囲で回転して床等の物体の温度を検出する
輻射センサーとを備えた空気調和機が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－３２８８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来、可動式の輻射センサーを用いた空気調和機として、天井埋込カセット式空気調和
機のものがあったが、天井吊り下げ形の天吊形空気調和機に可動式の輻射センサーを用い
たものは無かった。
【０００４】
　天井埋込カセット式空気調和機と天吊形空気調和機は構成が大幅に異なる。例えば、天
井埋込カセット式空気調和機は、吹出し口を４方向など複数備え、部屋の中央付近に据え
付けられるケースが多い。それに対し、天吊形空気調和機は、吹出し口が筐体の横方向全
幅に渡るような横に長い構成である。そして、部屋の壁面に近接して取り付けられるケー
スが多い。そのため、天井埋込カセット式空気調和機の可動式の輻射センサーの構成を適
用できないという課題があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、可動式の輻射センサ
ーを用いて、部屋の温度差が少なくなるような空調制御が可能で、省エネ効果のある天吊
形空気調和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】
　この発明に係る天吊形空気調和機は、天井に据え付けられる箱形状の筐体と、筐体の後
部下面もしくは後部背面に設けられ、室内空気を吸い込む吸込口と、筐体に設けられ、吸
込口から吸い込んだ室内空気を送風する室内送風機と、筐体内で室内送風機の下流側に配
設され、室内送風機によって送風された室内空気を冷媒と熱交換する室内熱交換器と、筐
体の前部に設けられ、室内熱交換器で熱交換した二次空気を室内に吹き出す吹出口と、吹
出口に配設され、上下方向に回動されて上下方向の風向を制御する風向板と、筐体に設け
られ、床等の物体が輻射する赤外線を検知して物体の温度を検出し、駆動部により駆動さ
れて検知方向が左右に回転して床等の物体の温度を検出する輻射温度検知手段とを備えた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る天吊形空気調和機は、可動式の輻射温度検知手段を用いて、部屋の温度
差が少なくなるような空調制御が可能で、快適性と省エネを両立させる効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　実施の形態１．
　図１乃至図１１は実施の形態１を示す図で、図１は天吊形空気調和機の室内機２０の全
体構成を示す側面断面図、図２は天吊形空気調和機の室内機２０の分解状態を示す斜視図
、図３は天吊形空気調和機の室内機２０の下面斜視図、図４は天吊形空気調和機の室内機
２０の下面図、図５は冷媒回路の概略構成図、図６は輻射センサ７０付近の拡大斜視図、
図７は輻射センサ７０のセンサ部７０ａと駆動部７０ｂの斜視図、図８は輻射センサ７０
の要部側面図、図９は輻射センサ７０の分解斜視図、図１０は輻射センサ７０の検出エリ
アを説明する模式図、図１１は天井高さ２．７ｍの場合の輻射センサ７０の視野範囲（横
から見た図）を示す図である。
【０００９】
　図１乃至図４を参照しながら天吊形空気調和機の室内機２０の構成を以下に説明する。
【００１０】
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　天吊形空気調和機の室内機２０の本体となる筐体１は、略四角形（長方形）の箱形状で
ある。この箱形状の筐体１が天井から吊り下げられる。
【００１１】
　その筐体１の後部下面に室内空気９を吸い込む吸込口３が形成されている。吸込口３は
、図３、図４に示すように、筐体１の幅方向に略全幅に亘って形成されている。通常、吸
込口３には、塵埃等を除去するフィルタ（図示せず）が設けられる。尚、吸込口３は、筐
体１の後部背面に設けてよい。
【００１２】
　また、筐体１内の吸込口３の近傍で、吸込口３の上方に室内送風機２が設けられている
。室内送風機２は電動機２ａ（図２参照）により駆動される。ここでは、室内送風機２に
、例えばシロッコファンを用いている。図２の例では、室内送風機２は、４個のシロッコ
ファンを使用する。そして、４個のシロッコファンを１台の電動機２ａで駆動する。図２
において、電動機２ａは左側の２個のシロッコファンの間に位置する。
【００１３】
　さらに、室内送風機２の吸込側と吹出し側とは、仕切板１７により仕切られている。
【００１４】
　室内送風機２の下流側で、仕切板１７で仕切られた吹出し側の風路４に、冷凍サイクル
の一部を構成する室内熱交換器５が配置される。図１に示すように、室内熱交換器５は、
仕切板１７の下部付近から筐体１の前面上部に向って斜めに配置されている。このように
室内熱交換器５を配置することにより、熱交換効率を向上することができる。
【００１５】
　室内熱交換器５で、室内空気９と冷凍サイクルの冷媒とが熱交換を行う。室内空気９と
冷凍サイクルの冷媒とが熱交換を行うことで、室内空気９が加熱又は冷却される。
【００１６】
　室内熱交換器５で加熱又は冷却されて、吹出口６から吹き出される空気を二次空気１０
と呼ぶ。
【００１７】
　吹出口６は、上部に形成された上顎部６ａと、下部に形成された下顎部６ｂとで構成さ
れる。吹出口６には、吹出し空気である二次空気１０の上下方向の風向を制御する風向板
８が配置される。
【００１８】
　風向板８は側面視が略円弧形状である。風向板８は、例えば水平吹出し時には、吹出口
６の上部を形成する上顎部６ａ側に凸形状となるように制御される。また、風向板８は、
下吹出し時には部屋側に凸形状となるように制御される。
【００１９】
　また、筐体１内には、室内熱交換器５の下に、例えば室内熱交換器５に付着する露を受
けるドレンパン１６が設けられる。
【００２０】
　また、筐体１の後部（背面側）には、後述する室内制御部４６等を収納する電気品箱１
８が設けられる。
【００２１】
　また、図１において、電気品箱１８の左側の下部角部の近傍に、吸込口３から吸込む室
内空気９の温度を検出する吸込み温度センサ６５（吸込温度検出手段の一例、例えば、サ
ーミスタで構成される）が設けられる。
【００２２】
　天吊形空気調和機の室内機２０を前面から見ると、横長な吹出口６が左右方向に形成さ
れている。そして、例えば室内機２０の運転停止時には、吹出口６の略全面を覆うように
風向板８が配置されている。
【００２３】
　図２に示すように、風向板８は、風向を調整する円弧形状の風向調整部８ａと、風向板
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８を保持し回転軸となる風向板軸部８ｂとを備える。そして、風向板軸部８ｂが吹出口６
の両端に回転できるように支持され、風向板８の一端に設けた風向板駆動モータ１１によ
り吹出口６内で風向板軸部８ｂを中心に風向板８が上下方向に回転することで、二次空気
１０の風向（上下方向）を調整する。
【００２４】
　なお、天吊形空気調和機の室内機２０の場合、図４に示すように、室内熱交換器５の左
右方向片端（図４では右側）に、室内熱交換器５の配管部５ａ（冷媒配管部）が位置する
。この部分では、室内空気９が室内熱交換器５で熱交換されない。この室内熱交換器５で
熱交換されない室内空気９が室内へ吹出すのを防止するために、遮断部品１４が設けられ
る。遮断部品１４で室内熱交換器５で熱交換されない室内空気９の流れを遮断している。
【００２５】
　従って、吹出口６の室内熱交換器５の配管部５ａ側の端部では、遮断部品１４で遮断さ
れていない部分の室内熱交換器５からの二次空気１０が流れてくるが、反対側の端部に比
べ二次空気１０の流量が小さく、輻射センサ７０（後述する）の取り付け部が風路に突出
して形成されても影響が少ない。
【００２６】
　図３、図４に示すように、筐体１の下面（吸込口３が形成されている面）の前面側の左
右方向端部（図３、図４では右側、室内熱交換器５の配管部５ａ側）に、可動式の輻射セ
ンサ７０（輻射温度検知手段の一例）が設けられる。輻射センサ７０の構成については、
後述する。
【００２７】
　図３に示すように、筐体１左右方向の吹出口６に配置された風向板８を上下に駆動する
風向板駆動モータ１１が設けられた側に輻射センサ７０を設ける。風向板駆動モータ１１
の配線１１ａとともに輻射センサ７０の配線７０ｅを、筐体１後部に設けられた電気品箱
１８まで配線する。輻射センサ７０の配線７０ｅを風向板駆動モータ１１の配線１１ａと
ともに配設できるので、配線作業が容易にできる。
【００２８】
　図５により、天吊形空気調和機の冷媒回路について簡単に説明する。天吊形空気調和機
は、室内機２０と室外機６０とを備えている。室内機２０と、室外機６０とは接続配管３
５（室内熱交換器５と電子膨張弁３４間を接続する）及び接続配管３７（室内熱交換器５
と四方弁３２間を接続する）により接続されている。
【００２９】
　室内機２０は、図１及び図２に示した室内熱交換器５及び室内送風機２と、室内送風機
２、吸込み温度センサ６５、輻射センサ７０等を制御する室内制御部４６とを有する。室
内制御部４６には、使用者が操作するリモコン４７が有線で接続されている。但し、リモ
コン４７は、ワイヤレスリモコンでもよい。
【００３０】
　室外機６０は、室内制御部４６と信号線で接続された室外制御部４４で制御されるイン
バータ回路４５で周波数可変に駆動される圧縮機３１と、冷媒の流れる方向を切り替える
四方弁３２と、減圧装置である電子膨張弁３４と、室外熱交換器３３と、室外送風機４０
と、アキュムレータ３８とを有する。
【００３１】
　そして、例えば、天吊形空気調和機の冷房運転時には、圧縮機３１、四方弁３２、室外
熱交換器３３、電子膨張弁３４、室内熱交換器１５、四方弁３２、アキュムレータ３８、
圧縮機３１の順に接続される冷媒回路を構成する。
【００３２】
　また、天吊形空気調和機の暖房運転時には、圧縮機３１、四方弁３２、室内熱交換器１
５、電子膨張弁３４、室外熱交換器３３、四方弁３２、アキュムレータ３８、圧縮機３１
の順に接続される冷媒回路を構成する。
【００３３】
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　室内機２０の冷房又は暖房能力を制御する場合は、室内送風機２の回転数を変化させる
か、又は圧縮機３１を駆動するインバータ回路４５の出力周波数を変化させるか、又は室
外送風機４０の回転数を変化させる方法等がある。
【００３４】
　図６乃至図９により、輻射センサ７０の構成を説明する。図６に示すように、輻射セン
サ７０は、室内機２０の筐体１の下面（吸込口３が形成されている面）の前面側の左右方
向端部（図６では右側端部近傍、室内熱交換器５の配管部５ａ側）に、可動式の輻射セン
サ７０が設けられる。
【００３５】
　図７は輻射センサ７０の要部であるセンサ部７０ａに駆動部７０ｂを取付けた状態を示
している。センサ部７０ａは、駆動部７０ｂにより左右方向にそれぞれ約３０°（振り角
）回転可能になっている。尚、センサ部７０ａは、駆動部７０ｂにより左右方向にそれぞ
れ約３０°（振り角）回転可能になっているが、振り角は３０°～４０°の範囲で選択す
ることができる。
【００３６】
　図８に示すように、輻射センサ７０のセンサ部７０ａは、視野の中心が水平より下向き
に約４５°に傾けて筐体１に取付られている。センサ部７０ａの上下方向の配光角度（赤
外線を物理的（構造的に）に検知できる領域）は、約９０°［＝取付角度４５°＋視野片
側４５°］である。従って、室内機２０の前方全域を見ている。尚、輻射センサ７０のセ
ンサ部７０ａは、視野の中心が水平より下向きに４０°～５０°の範囲で傾けて筐体１に
取付られていればよい。図８には輻射センサ７０の意匠カバー８０も示している。
【００３７】
　図９に示すように、輻射センサ７０は、センサ部７０ａと、センサ部７０ａを駆動する
駆動部７０ｂと、輻射センサ筐体７０ｃと、この輻射センサ筐体７０ｃを覆う第１の輻射
センサカバー７０ｄとを備える。
【００３８】
　センサ部７０ａは、部屋の床等の物体が輻射する赤外線を検出する赤外線検出部７０ａ
－３と、この赤外線検出部７０ａ－３の前面に設けられる輻射センサキャップ７０ａ－２
と、赤外線検出部７０ａ－３と輻射センサキャップ７０ａ－２とを前後から挟持する第２
の輻射センサカバー７０ａ－１と、第３の輻射センサカバー７０ａ－４とを備える。
【００３９】
　センサ部７０ａを駆動する駆動部７０ｂには、例えばステッピングモータを使用する。
【００４０】
　本実施の形態における天吊形空気調和機の部屋の温度制御は、制御パラメータに吸込み
空気の温度等以外に床温を加える点に特徴がある。床温の測定は、輻射センサ７０を用い
て以下のように行う。この制御は、室内制御部４６が行うものである。
【００４１】
　図１０に示すように、部屋の床を５つのエリア（ａ１～ａ５）に分けてそれぞれの床温
を測定する。まず、予め決めた基準位置からａ１～ａ５を順に輻射センサ７０のセンサ部
７０ａを駆動部７０ｂにより回転させる。それぞれの位置で所定時間停止し、床の輻射温
度Ｔ１、Ｔ２・・・Ｔ５を測定する。
【００４２】
　輻射温度Ｔ１、Ｔ２・・・Ｔ５の中の最大値と最小値を除いた３点の平均値を求め、こ
の平均値に基づいて補正を行い床温度を算出する。これにより、異常な床、壁の温度を除
くことができる。尚、部屋の床を５つのエリア（ａ１～ａ５）に分けてそれぞれの床温を
測定する例を示したが、エリアの分割数は任意でよい。
【００４３】
　図１１は天井高さ２．７ｍの場合の輻射センサ７０の視野範囲（横から見た図）を示す
図である。既に述べたように、輻射センサ７０は、輻射センサ７０のセンサ部７０ａは、
視野の中心が水平より下向きに約４５°に傾けて筐体１に取付られている。センサ部７０



(7) JP 2009-139046 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

ａの上下方向の配光角度（赤外線を物理的（構造的に）に検知できる領域）は、約９０°
［＝取付角度４５°＋視野片側４５°］である。図１１の配光角度（０°）と配光角度（
９０°）との間が、輻射センサ７０が赤外線を物理的（構造的に）に検知できる領域であ
る。
【００４４】
　図１１でハッチング部分が輻射センサ７０の視野範囲を示している。天井高さ２．７ｍ
の場合、輻射センサ７０の視野範囲は、およそ室内機２０の前方１ｍ弱から７ｍ強の範囲
である。
【００４５】
　図１１では、暖房運転時の二次空気１０の主な吹出し方向である下吹き６０°と、冷房
運転時の主な二次空気１０の吹出し方向である水平吹き１０°とを示している。
【００４６】
　例えば、暖房運転時の下吹き６０°の方向は、輻射センサ７０の実際に制御に取り入れ
る重み付け（寄与率）が高い範囲に入っている。
【００４７】
　また、冷房運転時の水平吹き１０°は、輻射センサ７０の実際に制御に取り入れる重み
付け（寄与率）が高い範囲から外れている。しかし、冷房時は吹出し空気の比重が重く気
流が垂れるため、水平吹き１０°でも輻射センサ７０の視野範囲が前方７ｍ強でもほぼカ
バーできる。
【００４８】
　天吊形空気調和機における部屋の温度制御の制御パラメータに、床温を加えることで、
以下の効果が得られる。
（１）同一体感温度での省エネを図れる；
（２）部屋の状況に応じた運転で、快適性と省エネを実現できる。
【００４９】
　人の体感温度は、空気温度（部屋の温度）、輻射温度（床、壁等からの）、湿度、気流
等に影響される。その中でも、空気温度、輻射温度の占める割合が大きい。
【００５０】
　本実施の形態の天吊形空気調和機における部屋の温度制御は、床温を考慮した体感温度
制御（吸込温度補正）に加えて風速自動制御を行う。これにより、以下に示す効果を奏す
る。
（１）暖房運転時
　部屋が暖まっていない立上り時、輻射センサ７０を使用する場合は床温度を考慮して部
屋の温度制御を行うので、例えば設定温度が２０℃でも、輻射センサ７０を使用しない場
合の設定温度が２３℃と体感温度は略同一となる。安定運転時も立上り時と同様、体感温
度で部屋の温度制御を行う。輻射センサ７０の測定頻度は、立上り時の方が安定運転時よ
りも多くしている。また、輻射センサ７０の床温測定結果に基づき、室内送風機２の風速
を自動制御する。これにより、快適性と省エネを両立させることができる。同一体感温度
では、２０％以上の省エネ効果がある。
（２）冷房運転時
　部屋が冷えていない立上り時、輻射センサ７０を使用する場合は床温度を考慮して部屋
の温度制御を行うので、例えば設定温度が２８℃でも、輻射センサ７０を使用しない場合
の設定温度が２６．５℃と体感温度は略同一となる。安定運転時、輻射センサ７０を使用
する場合は体感温度により部屋の温度制御を行うので冷え過ぎを抑制できるが、輻射セン
サ７０を使用しない場合は冷え過ぎになることがある。これにより、部屋が冷えていない
立上り時、同一体感温度で１０％以上の省エネになる。そして、部屋の状況に応じて快適
性と省エネを両立できる。
【００５１】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、輻射温度検知手段が筐体の前部下面
に設けられ、輻射温度検知手段の視野の中心を水平より下向きに４０°から５０°に傾け
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て配置したので、輻射温度検知手段は、室内機２０の前方全域を視野に入れることができ
る。
【００５２】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、輻射温度検知手段が、左右に片側３
０°から４０°の範囲で駆動部により回転する構成としたので、部屋の床の略全体を視野
に入れることができる。また、回転角度が大き過ぎることがなくリード線等の耐久性に影
響を及ぼす恐れが少ない。
【００５３】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、室内熱交換器は、左右方向端部の一
方に配管接続部を備え、筐体の室内熱交換器の配管接続部が設けられた側の端部近傍に輻
射温度検知手段を設けたので、配管接続部側は、反対側に比べて熱交換器の位置が内側と
なり室内送風機の送風の影響が少ない。
【００５４】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、筐体の風向板駆動モータが設けられ
た側の端部近傍に輻射温度検知手段を設け、風向板駆動モータの配線とともに輻射温度検
知手段の配線を電気品箱まで配線できるので、配線作業が容易になる。幅寸法の異なる他
能力機種でも部品の共通化が図れる。
【００５５】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、筐体内に吸い込む室内空気の温度を
検出する吸込温度検出手段を備え、輻射温度検知手段が検出する床温を考慮した体感温度
により吸込温度検出手段の検出値を補正して、天吊形空気調和機の運転を制御するので、
快適性と省エネの両立が可能となる。
【００５６】
　この発明の実施の形態に係る天吊形空気調和機は、輻射温度検知手段は、部屋の床を左
右に複数のエリアに分けて各床の輻射温度を検出するので、可動式の輻射温度検知手段を
用いて広い範囲を検出できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施の形態１を示す図で、天吊形空気調和機の室内機２０の全体構成を示す側面
断面図。
【図２】実施の形態１を示す図で、天吊形空気調和機の室内機２０の分解状態を示す斜視
図。
【図３】実施の形態１を示す図で、天吊形空気調和機の室内機２０の下面斜視図。
【図４】実施の形態１を示す図で、天吊形空気調和機の室内機２０の下面図。
【図５】実施の形態１を示す図で、冷媒回路の概略構成図。
【図６】実施の形態１を示す図で、輻射センサ７０付近の拡大斜視図。
【図７】実施の形態１を示す図で、輻射センサ７０のセンサ部７０ａと駆動部７０ｂの斜
視図。
【図８】実施の形態１を示す図で、輻射センサ７０の要部側面図。
【図９】実施の形態１を示す図で、輻射センサ７０の分解斜視図。
【図１０】実施の形態１を示す図で、輻射センサ７０の検出エリアを説明する模式図。
【図１１】実施の形態１を示す図で、天井高さ２．７ｍの場合の輻射センサ７０の視野範
囲（横から見た図）を示す図。
【符号の説明】
【００５８】
　１　筐体、２　室内送風機、２ａ　電動機、３　吸込口、４　風路、５　室内熱交換器
、５ａ　配管部、６　吹出口、８　風向板、８ａ　風向調整部、８ｂ　風向板軸部、９　
室内空気、１０　二次空気、１１　風向板駆動モータ、１４　遮断部品、１６　ドレンパ
ン、１７　仕切板、１８　電気品箱、２０　室内機、３２　四方弁、３３　室外熱交換器
、３４　電子膨張弁、３５　接続配管、３７　接続配管、３８　アキュムレータ、４０　
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室外送風機、４４　室外制御部、４５　インバータ回路、４６　室内制御部、４７　リモ
コン、６０　室外機、６５　吸込み温度センサ、７０　輻射センサ、７０ａ　センサ部、
７０ａ－１　第２の輻射センサカバー、７０ａ－２　輻射センサキャップ、７０ａ－３　
赤外線検出部、７０ａ－４　第３の輻射センサカバー、７０ｂ　駆動部、７０ｃ　輻射セ
ンサ筐体、７０ｄ　第１の輻射センサカバー、８０　意匠カバー。

【図１】 【図２】



(10) JP 2009-139046 A 2009.6.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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