
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の空気を取り入れる吸込口と、前記吸込口から取り入れて調和された調和空気を室
内に送出する吹出口と、前方下方に向けて調和空気を案内する前方案内部を有して調和空
気を前記吹出口に導く送風経路と、前記吹出口に配され、前記吹出口から送出される調和
空気の風向を前方または下方に可変する風向可変部と、を備え、室内の壁面に取り付けら
れる空気調和機において、
　
　前記風向可変部は断面形状が湾曲した一枚の板状部材からな

　

　空気調和機の運転時には、
　前記風向可変部は下面側を凹とし、一端部を上流側に配して前記送風経路の上壁を延長
させる位置に配置されるとともに、下流側の他端部を下方に向けて、この他端部と前
壁との距離を前記上壁と前記下壁との距離よりも大きくして、前記前方案内部を流通する
気流の進行方向前方を閉塞する第１状態と、
　下面側を凹とし、一端部を上流側に配して、この一端部を前記前方案内部に沿って配置
されるとともに下流側の他端部を前方下方に向けて、この他端部と前 壁との距離を前
記上壁と前記下壁との距離よりも大きくし
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空気調和機本体に回動可能に連結された腕部を備え、
るとともに前記腕部に回動

可能に支持され、
前記前方案内部は前方へ行くにしたがって下方に傾斜した上壁と該上壁に対向する下壁

とを有し、
前記腕部が前方に伸びた状態になり、

記下

記下
、調和空気の流路が下流に行くほど断面積が拡



配置される第２状態と、
　下面側を凸とし、他端部を上流側に配して、この他端部を前記送風経路を流通する気流
に略平行に配置するとともに下流側の一端部を水平方向前方に向けて配置される第３状態
と、
　をとることができることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　空気調和機の運転停止時には、前記風向可変部は前記吹出口を閉塞することを特徴とす
る請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記吸込口より取り込んだ空気の温度を検知する温度検知手段を備え、冷房運転を開始
して一定の時間が経過した場合または前記吸込口より取り込んだ空気の温度と設定温度と
の差が所定温度よりも小さい場合には、前記風向可変部は第３状態をとることを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記吸込口より取り込んだ空気の温度を検知する温度検知手段を備え、暖房運転を開始
して一定の時間が経過した場合または前記吸込口より取り込んだ空気の温度と設定温度と
の差が所定温度よりも小さい場合には、前記風向可変部は第１状態をとることを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の空気調和機。
【請求項５】
　運転開始時には、前記風向可変部は第２状態をとることを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項６】
　暖房運転の開始時には前記風向可変部は第２状態をとり、冷房運転の開始時には前記風
向可変部は下面側を凸とし、他端部を上流側に配してこの他端部を前記前方案内部に沿っ
て配置するとともに下流側の一端部を前方下方に向けて配置される第４状態をとることを
特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項７】
　 空気調和機本体に回動可能に連結された上腕部 上腕部に回動可能に連
結された下腕部 前記風向可変部は前 腕部によって回動可能に支持されて
いることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体内に取り込まれた空気を調和して室内に送出する空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図４４は、特願２００２－２６６４３７号に示される従来の空気調和機の室内機を示す
側面断面図である。空気調和機の室内機１は通常、使用者の身長よりも高い位置に配置さ
れており、キャビネット２により本体部が保持されている。キャビネット２は後方側面に
爪部（不図示）が設けられ、室内の側壁Ｗ１に取り付けられた取付板（不図示）に該爪部
を係合することにより支持される。
【０００３】
　キャビネット２には上面側と前面側に吸込口４が設けられたフロントパネル３が着脱自
在に取り付けられている。フロントパネル３の下端部とキャビネット２の下端部との間隙
には、室内機１の幅方向に延びる略矩形の吹出口５が形成されている。
【０００４】
　室内機１の内部には、吸込口４から吹出口５に連通する送風経路６が形成されている。
送風経路６内には空気を送出する送風ファン７が配されている。フロントパネル３に対向
する位置には、吸込口４から吸い込まれた空気に含まれる塵埃を捕集・除去するエアフィ
ルタ８が設けられている。送風経路６中の送風ファン７とエアフィルタ８との間には、室
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大されるようにして

前記腕部は、 と該
とからなり、 記下



内熱交換器９が配置されている。
【０００５】
　室内熱交換器９は屋外に配される圧縮機（不図示）に接続されており、圧縮機の駆動に
より冷凍サイクルが運転される。冷凍サイクルの運転によって冷房時には室内熱交換器９
が周囲温度よりも低温に冷却される。また、暖房時には、室内熱交換器９が周囲温度より
も高温に加熱される。
【０００６】
　室内熱交換器９とエアフィルタ８との間にはキャビネット２内に取り込まれた空気の温
度を検知する温度センサ６１が設けられている。温度センサ６１は吸込口４から吸引され
た空気の温度を検知し、使用者により設定された目標の室温（以下、「設定温度」という
）との差に応じて冷凍サイクルの運転周波数および送風ファン７の送風量が制御されるよ
うになっている。
【０００７】
　室内熱交換機９の前後の下部には冷房または除湿時に室内熱交換器９から落下した結露
を補集するドレンパン１０が設けられている。前方のドレンパン１０はフロントパネル３
に取り付けられ、後方のドレンパン１０はキャビネット２と一体に成形されている。
【０００８】
　送風経路６内の吹出口５の近傍には、外部に臨んで上下方向の吹出角度を略水平方向と
後方下方との間の任意方向に変更可能な横ルーバ１１ａ、１１ｂが設けられている。横ル
ーバ１１ａ、１１ｂの奥側には左右方向の吹出角度を変更可能な縦ルーバ１２が設けられ
ている。
【０００９】
　上記構成の空気調和機において、空気調和機の暖房を開始すると、送風ファン７が回転
駆動され、室外機（不図示）からの冷媒が室内熱交換器９へ流れて冷凍サイクルが運転さ
れる。これにより、室内機１内には吸込口４から空気が吸い込まれ、エアフィルタ８によ
って空気中に含まれる塵埃が除去される。
【００１０】
　室内機１内に取り込まれた空気は室内熱交換器９と熱交換して加熱される。そして、送
風経路６を通って縦ルーバ１２及び横ルーバ１１ａ、１１ｂによって左右方向及び上下方
向の向きが規制され、吹出口５から矢印Ａに示すように前方下方に向けて調和空気が室内
に送出される。
【００１１】
　室内の温度と設定温度との差が所定温度よりも小さい場合等には、図４５に示すように
横ルーバ１１ａ、１１ｂにより風向が略真下方向に向けられる。これにより、吹出口５か
ら矢印Ｂ１に示すように略真下方向に調和空気が送出され、居室内の床面に到達して床面
に沿って床面全体に広がる。
【００１２】
　また、暖気は比重が小さいため、吹出口５から送出された気流の一部は矢印Ｂ３に示す
ように巻き上げられて上昇する。その結果、ショートサーキットによる暖房能力低下や居
室内の上部が暖められて下部が充分暖められない問題が生じる。
【００１３】
　このため、特願２００３－００５３７８号には、図４６に示すように吹出口５から後方
に向けて調和空気を送出できる空気調和機が示されている。これにより、吹出口５から矢
印Ｃに示すように後方下方へ送出される空気はコアンダ効果によって側壁Ｗ１に伝って床
面に到達する。従って、下方に送出された暖気の上昇を防止して暖房効率及び快適性を向
上できるようになっている。
【００１４】
　また、特許文献１には、風向板の向きを可変して吹出口５から略真下方向に向けて調和
空気を送出できる空気調和機が開示されている。
【特許文献１】特許第３３１１９３２号
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　図４７は上記従来の空気調和機により吹出口５から前方下方に調和空気を送出した場合
の吹出口５近傍の静圧分布を示している。同図によると、吹出口５付近は均一な静圧分布
になっている。しかしながら、吹出口５から略真下方向に調和空気を送出した場合には、
送風経路６を流通する調和空気は横ルーバ１１ａ、１１ｂによって真下方向に約４５°風
向が変更される。図４８はこの時の吹出口５近傍の静圧分布を示している。同図に示すよ
うに、送風経路６内には他の部分に比べて静圧が極めて高い高静圧部９０（図４５に斜線
で示す）が生ずる。
【００１６】
　送風経路６内を流通する調和空気が高静圧部９０を通過する。言い換えれば、高静圧部
９０の静圧の等圧線と気流の流線とが交差して調和空気が流通する。このため、大きな圧
力損失を引き起こし、送風効率が低下する。即ち、送風ファン７が同一の回転数の場合に
は最大風量時（上記前方下方吹出し時）の７０～８０％程度に風量が減少する。つまり、
高静圧部９０の と気流とが交差し、気流が高静圧部９０を通過する際に大きな圧力
損失が生ずる。これが所謂曲がり損失の原因である。
【００１７】
　また、吹出口５から後方下方に調和空気を送出した場合には、送風経路６を流通する調
和空気は横ルーバ１１ａ、１１ｂによって後方下方に約９０°風向が変更される。図４９
はこの時の吹出口５近傍の静圧分布を示している。同図に示すように、送風経路６内には
図４８に示した場合よりも静圧が高い高静圧部９０（図４６に斜線で示す）が生ずる。こ
れにより、送風ファン７が同一の回転数の場合には最大風量時（上記前方下方吹出し時）
の５０～６０％程度に風量が減少する。
【００１８】
　吹出口６から送出される風量が減少すると暖気の到達距離の短縮や側壁Ｗ１からの気流
の剥離が生じて浮力による巻き上がりが増加する。このため、居室を隅々まで空気調和で
きなくなるとともに床面近傍の温度が上昇せず、使用者に不快感を与えるとともに局所的
に使用者の体温を低下させて健康に害を与える。これを防止するために、送風ファン７の
回転数を増加して調和空気を送出することにより風量を増加すると騒音が大きくなる問題
があった。
【００１９】
　また、送風経路６を下向きに構成して真下方向や後方下方への吹出し時の圧力損失を軽
減して騒音を低下させることも考えられる。しかし、水平方向や前方への吹出し時に風量
が低下するだけでなく、冷房運転時に横ルーバ１１ａ、１１ｂに結露が生じやすくなると
いう新たな問題が発生する。
【００２０】
　また、特許文献１に開示された空気調和機によると、急激な風向変更を行うため風向板
から気流が剥離し、所望の方向に風向を設定するのが困難となる。また、この場合も上記
と同様に、風向板の近傍に高静圧部が生じ、気流と交差する等圧線が生じて圧力損失が大
きくなるため風量が減少する。
【００２１】
　本発明は、吹出口から送出される空気の風向を切り替えられる空気調和機において、居
室の隅々まで調和空気を行き届かせることができるとともに騒音を低減できる空気調和機
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】
【００２２】
　上記目的を達成するために本発明は、室内の空気を取り入れる吸込口と、前記吸込口か
ら取り入れて調和された調和空気を室内に送出する吹出口と、前方下方に向けて調和空気
を案内する前方案内部を有して調和空気を前記吹出口に導く送風経路と、前記吹出口に配
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等圧線



され、前記吹出口から送出される調和空気の風向を前方または下方に可変する風向可変部
と、を備え、室内の壁面に取り付けられる空気調和機において、
　
　前記風向可変部は断面形状が湾曲した一枚の板状部材からな

　

　空気調和機の運転時には、
　前記風向可変部は下面側を凹とし、一端部を上流側に配して前記送風経路の上壁を延長
させる位置に配置されるとともに、下流側の他端部を下方に向けて、この他端部と前
壁との距離を前記上壁と前記下壁との距離よりも大きくして前記前方案内部を流通する気
流の進行方向前方を閉塞する第１状態と、
　下面側を凹とし、一端部を上流側に配して、この一端部を前記前方案内部に沿って配置
されるとともに下流側の他端部を前方下方に向けて、この他端部と前 壁との距離を前
記上壁と前記下壁との距離よりも大きくし

配置される第２状態と、
　下面側を凸とし、他端部を上流側に配して、この他端部を前記送風経路を流通する気流
に略平行に配置するとともに下流側の一端部を水平方向前方に向けて配置される第３状態
と、
　をとることができることを特徴としている。
【００２４】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、

ことを特徴としてい
【００２５】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、

ことを特徴としてい
【００２６】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、

ことを特徴としてい
【００２７】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、

ことを特徴としてい
【００２８】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、

ことを特徴としている。
【００３０】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、 空気調和機本体に回動可
能に連結された上腕部 上腕部に回動可能に連結された下腕部 前記風向可
変部は前 腕部によって回動可能に支持されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によると 風経路の流路面積の拡大や風向可変を容易に行うことができる。
【００４３】
　また、本発明によると 路面積を拡大して前方 下方へ送出する際の風量を容易に
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空気調和機本体に回動可能に連結された腕部を備え、
るとともに前記腕部に回動

可能に支持され、
前記前方案内部は前方へ行くにしたがって下方に傾斜した上壁と該上壁に対向する下壁

とを有し、
前記腕部が前方に伸びた状態になり、

記下

記下
、調和空気の流路が下流に行くほど断面積が拡

大されるようにして

空気調和機の運転停止時には、前記風
向可変部は前記吹出口を閉塞する る。

前記吸込口より取り込んだ空気の温度
を検知する温度検知手段を備え、冷房運転を開始して一定の時間が経過した場合または前
記吸込口より取り込んだ空気の温度と設定温度との差が所定温度よりも小さい場合には、
前記風向可変部は第３状態をとる る。

前記吸込口より取り込んだ空気の温度
を検知する温度検知手段を備え、暖房運転を開始して一定の時間が経過した場合または前
記吸込口より取り込んだ空気の温度と設定温度との差が所定温度よりも小さい場合には、
前記風向可変部は第１状態をとる る。

運転開始時には、前記風向可変部は第
２状態をとる る。

暖房運転の開始時には前記風向可変部
は第２状態をとり、冷房運転の開始時には前記風向可変部は下面側を凸とし、他端部を上
流側に配してこの他端部を前記前方案内部に沿って配置するとともに下流側の一端部を前
方下方に向けて配置される第４状態をとる

前記腕部は、
と該 とからなり、

記下

、送

、流 又は



増加させることができる。
【００４４】
　また、本発明によると した送風経路を形成して容易に風向を可変することができ
る。
【００４５】
　本発明によると 可変部によって送風経路内の静圧分布の等圧線と交差しないよう
に気流路を形成することができる。このため、気流にかかる圧力損失が低減して送風ファ
ンの同一回転数時における風量を増加させることができる。従って、所望の風量を送出す
るのに必要な送風ファンの回転数を下げて騒音を低減することができる。
【００４６】
　本発明によると、 に調和空気を導く際 向可変部に面して流通する気流が該等
圧線と交差しない。このため、気流にかかる圧力損失が低減して送風ファンの同一回転数
時における風量を増加させることができる。従って、所望の風量を送出するのに必要な送
風ファンの回転数を下げて騒音を低減することができる。
【００４７】
　また本発明による 方に調和空気を送出する際に送風経路内の静圧分布の等圧線と
交差しないように気流路を形成することができる。
【００４９】
　また本発明によると 単な構成で送風経路を延長することができる。
【００５０】
　また本発明によると への調和空気の送出を容易に切り替えることがで
き
【００５２】
　また本発明によると 易に気流を湾曲させることができる。
【００５３】
　また本発明によると 房運転時、冷房運転時 おいてそれぞれスムー
ズに移動して風向を可変することができる。
【００５４】
　また本発明によると、 ので、容易に運転停止状態に移
行することができる。
【００５５】
　また本発明によると への調和空気の送出から前 の送出に容易に切り替えるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下に本発明の実施形態について図面を参照して説明する。説明の便宜上、以下の各実
施形態において前述の図４４～図４９に示す従来例と同一の部分については同一の符号を
付している。
【００５８】
　＜第１実施形態＞
　図１は第１実施形態の空気調和機を示す側面断面図である（後述する図６のＤ断面を示
している）。空気調和機の室内機１は、キャビネット２により本体部が保持されており、
キャビネット２には上面側と前面側に吸込口４が設けられたフロントパネル３が着脱自在
に取り付けられている。
【００５９】
　キャビネット２は後方側面に爪部（不図示）が設けられ、居室の側壁Ｗ１に取り付けら
れた取付板（不図示）に該爪部を係合することにより支持される。フロントパネル３の下
端部とキャビネット２の下端部との間隙には、吹出口５が設けられている。吹出口５は室
内機１の幅方向に延びる略矩形に形成され、前方下方に臨んで設けられている。
【００６０】
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　室内機１の内部には、吸込口４から吹出口５に連通する送風経路６が形成されている。
送風経路６内には空気を送出する送風ファン７が配されている。送風ファン７として、例
えば、クロスフローファン等を用いることができる。送風経路６は送風ファン７により送
出される空気を前方下方に案内する前方案内部６ａを有している。前方案内部６ａには左
右方向の吹出角度を変更可能な縦ルーバ１２が設けられている。
【００６１】
　キャビネット２の下方には風向可変部１１１ａ、１１１ｂが折り畳んで収納されている
。風向可変部１１１ｂは回動軸１１１ｄにより回動可能に支持され、風向可変部１１１ａ
は回動軸１１１ｄに連結される腕部１１１ｃを介して回動軸１１１ｅにより回動可能に支
持されている。回動軸１１１ｄはギヤ（不図示）を介して駆動モータ１１１ｆの駆動によ
り回転する。また、風向可変部１１１ａの先端には風向可変部１１１ａの位置を規制する
位置規制部１１１ｇが設けられている。
【００６２】
　また、送風経路６内には前方側の送風経路６内の静圧を検知する静圧検知センサ（不図
示）が設けられている。静圧検知センサの検知により展開した風向可変部１１１ａ近傍の
静圧が所定値になるように風向可変部１１１ａ、１１１ｂを配置できるようになっている
。
【００６３】
　尚、静圧検知センサを用いて風向可変部１１１ａ近傍の静圧が所定値になるように風向
可変部１１１ａ、１１１ｂを可変し、風向可変部１１１ａ、１１１ｂの位置をデータベー
スとして記憶してもよい。これにより、運転条件に応じたデータをデータベースから取り
だして風向可変部１１１ａ、１１１ｂを所定位置に配置でき、静圧検知センサを省くこと
ができる。
【００６４】
　フロントパネル３に対向する位置には、吸込口４から吸い込まれた空気に含まれる塵埃
を捕集・除去するエアフィルタ８が設けられている。送風経路６中の送風ファン７とエア
フィルタ８との間には、室内熱交換器９が配置されている。室内熱交換器９は屋外に配さ
れる圧縮機（不図示）に接続されており、圧縮機の駆動により冷凍サイクルが運転される
。
【００６５】
　冷凍サイクルの運転によって冷房時には室内熱交換器９が周囲温度よりも低温に冷却さ
れる。また、暖房時には、室内熱交換器９が周囲温度よりも高温に加熱される。尚、室内
熱交換器９とエアフィルタ８との間には吸い込まれた空気の温度を検知する温度センサ６
１が設けられ、室内機１の側部には空気調和機の駆動を制御する制御部（不図示）が設け
られている。室内熱交換機９の前後の下部には冷房または除湿時に室内熱交換器９から落
下した結露を補集するドレンパン１０が設けられている。
【００６６】
　上記構成の空気調和機において、空気調和機の運転を開始すると、送風ファン７が回転
駆動され、室外機（不図示）からの冷媒が室内熱交換器９へ流れて冷凍サイクルが運転さ
れる。これにより、室内機１内には吸込口４から空気が吸い込まれ、エアフィルタ８によ
って空気中に含まれる塵埃が除去される。
【００６７】
　室内機１内に取り込まれた空気は室内熱交換器９と熱交換し、冷却または加熱される。
　
【００６８】
　室内熱交換器９で冷却または加熱された調和空気は、縦ルーバ１２によって左右方向の
向きを規制され、矢印Ａに示すように前方下方に向けて室内に送出される。これにより、
室内機１は前方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの状態になる。
【００６９】
　空気調和機の運転開始直後は速やかに室内の空気を循環させる必要がある。このため、
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送風ファン７の回転速度を高くして室内熱交換器９で熱交換された空気は吹出口５から勢
いよく送出される。これにより、調和空気は吹出口５から前方下方に例えば風速約６～７
ｍ／秒で矢印Ａに示すように送出され、居室内を循環する。
【００７０】
　また、暖房運転の場合には暖房運転を開始して一定時間経過後または吸込口４より取込
んだ空気の温度と設定温度との差が所定温度よりも小さい時に図２に示すように風向可変
部１１１ａ、１１１ｂ（延長部）が展開され、送風経路６が延長される。そして、吹出口
５から矢印Ｃに示すように後方下方（側壁Ｗ１方向）に例えば風速約５～６ｍ／秒で調和
空気を送出する。
【００７１】
　図３（ａ）～（ｆ）は風向可変部１１１ａ、１１１ｂの動作を示している。図３（ａ）
は風向可変部１１１ａ、１１１ｂが展開した状態（図２参照）を表している。即ち、風向
可変部１１１ａ（上壁延長部）は前方案内部６ａの上壁に接触して送風経路６の上壁を延
長し、前方案内部６ａの気流の進行方向前方を閉塞する位置に配置される。風向可変部１
１１ｂ（下壁延長部）は送風経路６の下壁を延長する位置に配置される。
【００７２】
　図３（ｂ）は駆動モータ１１１ｆが駆動開始した状態を示している。駆動モータ１１１
ｆの駆動により回転軸１１１ｄがＪ方向に回転すると、風向可変部１１１ａ、１１１ｂ及
び腕１１１ｃが回転軸１１１ｄを中心にしてＪ方向に回動する。図３（ｃ）、（ｄ）に示
すように更に駆動モータ１１１ｆの駆動により回動軸１１１ｄが回動すると、風向可変部
板１１１ｂがキャビネット２の下面に接触する。
【００７３】
　更に回動軸１１１ｄが回転すると風向可変部１１１ａが回動し、図３（ｅ）に示すよう
に位置規制部１１１ｇがキャビネット２の下面に当接する。腕部１１１ｃが回動を継続す
ることによって位置規制部１１１ｆがキャビネット２と摺動し、風向可変部１１１ｂがＫ
方向に回動する。そして、図３（ｆ）に示すように、風向可変部１１１ａが風向可変部１
１１ｂに当接して風向可変部１１１ａ、１１１ｂが収納状態（図１参照）になる。尚、風
向可変部１１１ａ、１１１ｂを展開する場合は上記と逆順に動作する。
【００７４】
　図２において、送風経路６の上壁を構成する風向可変部１１１ａは送風経路６内に面し
た側が凹に形成され、前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方を閉塞する。送風経
路６の下壁を構成する風向可変部１１１ｂは送風経路６内に面した側が凸に形成される。
また、風向可変部１１１ａ、１１１ｂの下流側の端部は後方下方に向けて配置される。こ
れにより、前方案内部６ａを流通する気流が風向可変部１１１ａ、１１１ｂにより湾曲さ
れ、後方下方に導かれる。
【００７５】
　風向可変部１１１ａの内面側には風向可変部１１１ａに接して前方案内部６ａの静圧よ
りも高圧の高静圧部９０が形成される。送風経路６の静圧を検知する静圧検知センサ（不
図示）の検知結果によって風向可変部１１１ａ、１１１ｂは位置調整され、高静圧部９０
の等圧線が風向可変部１１０ａに面して流通する気流に沿って形成されている。即ち、高
静圧部９０の等圧線は前方案内部６ａの終端と風向可変部１１１ａの終端とを結ぶ線に略
平行に形成され、高静圧部９０近傍で気流が等圧線に略平行になっている。
【００７６】
　このため、高圧部９０が流体力学的な壁面として作用し、風向可変部１１１ａ、１１１
ｂによって調和空気の送出方向を滑らかに可変して圧力損失の増加を抑制することができ
る。従って、風量を減少させずに調和空気を後方下方に送出することができる。尚、調和
空気を略真下方向に送出する際も上記と同様に風向可変部１１１ａ、１１１ｂの向きによ
って高静圧部９０の等圧線を気流に沿って形成し、風量を減少させずに調和空気を略真下
方向に送出することができる。
【００７７】
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　図４は本実施形態の空気調和機の室内機１の送風ファン７の回転数と風量の関係を示し
ている。縦軸は風量（単位：ｍ 3／ｍｉｎ）を示し、横軸は送風ファン７の回転数（単位
：ｒｐｍ）を示している。また、図中、Ｋ１は吹出風向が後方下方（壁方向吹出し、図２
参照）のときを表わしている。比較のため、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４はそれぞれ従来の空気調和
機において吹出風向が前方下方（最大風量時、図４４参照）、真下方向（図４５参照）、
後方下方（図４６参照）のときを表わしている。
【００７８】
　同図によると、従来の空気調和機（Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４）においては、吹出口５近傍での
風向変更角度が大きいほど同一回転数時の風量が減少している。これは、高静圧部９０を
気流が通過する際の圧力損失のためであり、気流が通過する高静圧部９０の静圧が高いほ
ど圧力損失も高くなって風量が減少するからである。
【００７９】
　これに対し、本実施形態（Ｋ１）は吹出風向が後方下方（壁方向吹出）であるにもかか
わらず、風向を変更しない場合の前方下方吹出し時（Ｋ２）と略同等の風量を得ることが
できる。従って、後方下方吹出し時の送風効率を大幅に向上させることができる。
【００８０】
　図５は本実施形態の空気調和機の室内機１の送風ファン７の風量と騒音との関係を示し
ている。縦軸は騒音（単位：ｄＢ）を示し、横軸は風量（単位：ｍ 3／ｍｉｎ）を示して
いる。また、上記と同様に、図中、Ｋ１は吹出風向が後方下方（壁方向吹出し、図２参照
）のときを表わし、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４はそれぞれ従来の空気調和機において吹出風向が前
方下方（最大風量時、図４４参照）、真下方向（図４５参照）、後方下方（図４６参照）
のときを表わしている。
【００８１】
　同図によると、従来の空気調和機（Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４）においては、吹出口５近傍での
風向変更角度が大きいほど同一風量時の騒音が増加している。これは、高静圧部９０を気
流が通過する際の圧力損失のための風量減少によるものであり、気流が通過する高静圧部
９０の静圧が高いほど圧力損失も高くなって風量が減少する。その結果、所望の風量を確
保するために送風ファン７の回転数が高くする必要が生じ、騒音が増加するからである。
【００８２】
　これに対し、本実施形態（Ｋ１）は吹出風向が後方下方（壁方向吹出）であるにもかか
わらず、風向を変更しない場合の前方下方吹出し時（Ｋ２）と略同等の騒音を実現するこ
とができる。従って、後方下方吹出し時の静音性を大幅に向上させることができる。
【００８３】
　図２において、高静圧部９０は略弓形の二尖点曲線に形成され、高静圧部９０は略弓形
を形成する弧の中央部が静圧の最高値になっている。これにより、高静圧部９０の上流側
と下流側とが略対称な静圧分布になっている。従って、気流が等圧線に沿ってよりスムー
ズに流通して圧力損失をより低減し、空気調和機から送出される調和空気の風量をさらに
増加することができる。
【００８４】
　更に、風向可変部１１１ａの前方案内部６ａに面した側の内壁は、下流へ行くほど下方
に向かうように形成されるとともに、前方案内部６ａの下壁を吹出口５のさらに外側に延
長した仮想面９８と交差するように配置されている。これにより、風向可変部１１１ａの
下端部が仮想面９８よりも下方に配され、気流が略真下方向または後方下方に確実に導か
れる。従って、意図しない方向に気流が送出されず、信頼性の高い空気調和機を得ること
ができる。
【００８５】
　図６は後方下方吹出し時の居室Ｒ内の気流の挙動を示している。調和空気は側壁Ｗ１に
沿って下降して矢印Ｃに示すように床面Ｆ、側壁Ｗ１に対向する側壁Ｗ２、天井壁Ｓを順
次伝って吸込口４に戻る。これにより、送出された暖気の巻き上がりを防止してショート
サーキットによる暖房効率の低下を防止できるとともに、居室Ｒの下部を充分暖めて快適
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性を向上させることができる。
【００８６】
　暖房運転において、吸込口４より取込んだ空気の温度と設定温度との温度差が小さくな
ったことを温度センサ６１により検知すると、送風ファン７の調整により徐々に送風量が
低下される。送風量が低下しても、室内機１から下方に送出された調和空気（暖気）はコ
アンダ効果により巻き上がらずに側壁Ｗ１に沿って下降し続け、居住空間に直接降り注が
ずに床面Ｆを伝って足元に到達する。従って、使用者に直接風が当たることによる不快感
もなく快適性が向上する。
【００８７】
　更に、使用者に直接風が当たることによる不快感がなく、同時に静音化が確保されてい
るため、吸込口４より取込んだ空気の温度と設定温度との温度差が小さくなっても風量を
低下させる必要がない。従って、常に大風量の調和空気を居室Ｒ内に供給し続けることが
できる。
【００８８】
　尚、風向可変部１１１ａ、１１１ｂの配置の設定を使用者によるリモートコントローラ
（不図示）の操作によって行えるようになっている。これにより、調和空気の風向を使用
者により任意に選択することができる。
【００８９】
　本実施形態によると、吹出口から調和空気を真下方向または後方下方に送出する際に、
風向可変部１１１ａ、１１１ｂにより送風経路６を延長することによって風向可変部１１
１ａ、１１１ｂに面して流通する気流が前方案内部６ａを流通する気流に対して湾曲する
。そして、風向可変部１１１ａ、１１１ｂに接する高静圧部９０の等圧線が送風経路６を
湾曲して流通する気流の主流の流線と交わらないため、該気流にかかる圧力損失を大幅に
低減することができる。その結果、大きな風向の変更にもかかわらず大風量の調和空気を
送出することができる。尚、高静圧部９０では主流から分かれた低速かつ低エネルギーの
気流が風向可変部１１１ａに沿って流通しているため、圧力損失に対する影響が少なくな
っている。
【００９０】
　また、風向可変部１１１ａ、１１１ｂに面して流通する調和空気の主流は高静圧部９０
と送風経路６の下壁面とに囲まれた空間を流通する。即ち、高静圧部９０により流路の壁
面が形成される。従って、気流が風向可変部１１１ａと接していないので粘性による損失
が低減され、更に風量を増加することができる。
【００９１】
　また、風向可変部１１１ａによって前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方を閉
塞することによって容易に気流に沿った等圧線を有する高静圧部９０を形成することがで
きる。
【００９２】
　また、高静圧部９０は流路の壁面を成し、高静圧部９０により調和空気の流路を絞って
ノズル形状を成して流路面積を前方案内部６ａよりも狭くなる。このため、ノズルの作用
により高エネルギーの流体が吹出口５から送出される。その結果、高静圧部９０に隣接す
る気流の風速が大きく変化せず、気流の静圧変動を抑制して気流がよりスムーズに流れて
圧力損失をより低減できる。従って、空気調和機から送出する調和空気の風量をより増加
させることができる。
【００９３】
　また、高静圧部９０により絞られて一端狭くなった流路面積が風向可変部１１１ａ、１
１１ｂの下流側で再度拡大されている。これにより、流路は下流に行くに従い一旦断面積
が減少して最小断面積部（以下「のど部」という）が形成される。このため、拡大された
流路によって所謂ディフューザが構成され、送風ファン７の静圧上昇を補助して更に風量
を増加することができる。また、図２に示すように、流路ののど部には高静圧部９０が発
生せず圧力損失が生じないため、その位置で流路を湾曲することにより、圧力損失が生じ
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ない湾曲部を形成することができる。
【００９４】
　また、吹出口５にフレキシブルに変形できる可撓性の風向可変部１１１ａ、１１１ｂを
設けているため、送風経路６の壁面を簡単に可変することができる。このため送風経路内
の静圧分布を簡単に変更することができる。
【００９５】
　本実施形態の他の態様として、空気調和機を所謂コーナーエアコンのように構成しても
よい。即ち、図７に示すように、室内機１ｂを居室Ｒの隣接する二側壁Ｗ３、Ｗ４が交差
したコーナーＬの天井壁Ｓに接する位置に取り付けてもよい。この場合においても、吹出
口からコーナーＬに向けて後方下方に調和空気を吹き出すことにより、調和空気はコーナ
ーＬ及び側壁Ｗ３、Ｗ４に沿って下降し、矢印Ｃに示すように床面Ｆ、側壁Ｗ３、Ｗ４に
対向する側壁Ｗ５、Ｗ６、天井壁Ｓを順次伝って吸込口４に戻る。これにより暖気が居室
Ｒ内を循環して暖房運転が行われる。従って、上記の効果を得ることができる。
【００９６】
　＜第２実施形態＞
　次に、図８は第２実施形態の空気調和機の室内機１を示す側面断面図である。説明の便
宜上、前述の図１～図８に示す第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。
本実施形態は第１実施形態の風向可変部１１１ａ、１１１ｂに替えて回動可能に支持され
る風向可変部１１２ａ、１１２ｂが設けられる。その他の部分は第１実施形態と同様であ
る。
【００９７】
　風向可変部１１２ｂは前方案内部６ａの下壁を延長し、駆動モータ（不図示）の駆動に
よって回転する回動軸１１２ｆによりキャビネット２に枢支されている。回動軸１１２ｆ
には上腕１１２ｃが回動可能に連結され、上腕１１２ｃには腕関節１１２ｅを介して下腕
１１２ｄが回動可能に連結されている。風向可変部１１２ａは吹出口５に配されるととも
に駆動モータ（不図示）によって回転する回動軸１１２ｇにより下腕１１２ｄに回動可能
に支持され、駆動モータの駆動によって向きを替えて風向を可変する風向板から成ってい
る。
【００９８】
　暖房運転を開始すると、断面形状が湾曲した風向可変部１１２ａ、１１２ｂ（延長部）
は同図に示すように上腕１１２ｃ、下腕１１２ｄが伸びた状態で前方案内部６ａに沿って
配置される。これにより、送風経路６が延長される。風向可変部１１２ａは先端を下方に
向けて下面側が凹になるように配置され、風向可変部１１２ｂは先端を下方に向けて送風
経路６側が凸になるように配置される。そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下方
に送出する。
【００９９】
　また、風向可変部１１２ｂは送風経路６側が凸になっているため、調和空気の流路が下
流に行くほど断面積が拡大されている。これにより、この部分を気流が流通すると運動エ
ネルギーが静圧に変換され、所謂ディフューザとして作用する。このため、送風ファン７
の風量を増加するようになっている。
【０１００】
　暖房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図９に示すように風向可変部１１２ａ、１
１２ｂが配置される。即ち、風向可変部１１２ａ（上壁延長部）は駆動モータの駆動によ
って送風経路６の上壁に一端部が接触して送風経路６の上壁を延長する位置に配される。
風向可変部１１２ａの他端部は後方下方に向けて配置される。また、風向可変部１１２ｂ
（下壁延長部）は送風経路６の下壁を延長し、送風経路６側が凸になるように先端が後方
下方に向けて配置される。
【０１０１】
　これにより、風向可変部１１２ａによって前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前
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方が閉塞され、風向可変部１１２ａに接した二尖点曲線から成る略弓形の高静圧部９０が
形成される。高静圧部９０は等圧線が第１実施形態と同様に風向可変部１１２ａ、１１２
ｂに面した調和空気の流通方向に沿って形成される。このため、高静圧部９０が流体力学
的な壁面となり、調和空気が送出方向を滑らかに可変して吹出口５から後方下方に送出さ
れる。
【０１０２】
　この時、前方案内部６ａの上壁と風向可変部１１２ａとの接触部分が滑らかな曲面にな
らないため高静圧部９０には渦２５が発生して第１、第２実施形態よりも送風効率がやや
低下する。しかしながら、従来よりも圧力損失の増加を抑制して第１実施形態と略同等の
送風効率を得ることができる。風向可変部１１２ａ、１１２ｂの先端を略真下方向に向け
て吹出口５から略真下方向に調和空気を送出してもよい。
【０１０３】
　また、高静圧部９０によって流路が絞られ、下流側で再度流路が拡大されている。更に
、風向可変部１１２ａは前方案内部６ａの下壁を吹出口５から外側に延長した仮想面９８
と交差するように配置される。従って、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０４】
　上記構成の空気調和機により冷房運転を開始すると、風向可変部１１２ａ、１１２ｂは
図１０に示すように配置される。即ち、風向可変部１１２ａは上腕１１２ｃ、下腕１１２
ｄが伸びた状態で前方案内部６ａに沿って先端を前方下方に向けて下面側が凸になるよう
に配置される。
【０１０５】
　風向可変部１１２ｂは吹出口５から送出される気流から退避してキャビネット２の下方
に収納される。そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下方に送出する。これにより
、暖房運転時の前方下方吹出しよりも上方に調和空気を送出し、温度の低い調和空気が自
重により降下して室内に拡散されるようになっている。また、風向可変部１１２ｂをキャ
ビネット２の下方に収納することにより、冷房時の風向可変部１１２ｂへの発露を防止で
きる。
【０１０６】
　冷房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図１１に示すように風向可変部１１２ａ、
１１２ｂが配置される。即ち、風向可変部１１２ａは上腕１１２ｃ、下腕１１２ｄが伸び
た状態で下面側が凸になるとともに、上流側の端部が送風経路６を流通する気流に略平行
かつ気流を二分し、下流側の端部が水平方向前方を向くように配置される。
【０１０７】
　また、風向可変部１１２ｂは吹出口５から送出される気流から退避してキャビネット２
の下方に収納される。そして、吹出口５から矢印Ｄに示すように水平方向に例えば風速約
５～６ｍ／秒で調和空気が送出される。
【０１０８】
　図１２は空気調和機の運転停止時の状態を示している。空気調和機の運転を停止すると
、上腕１１２ｃ、下腕１１２ｄが折り畳まれた状態になり風向可変部１１２ｂが送風経路
６内に配され、風向可変部１１２ａにより吹出口５が閉塞される。これにより、室内機１
の内部を視認できないようになっている。尚、使用者によるリモートコントローラの操作
によって、縦ルーバ１２及び風向可変部１１２ａ、１１２ｂの位置を可変できるようにな
っている。
【０１０９】
　＜第３実施形態＞
　次に、図１３は第３実施形態の空気調和機の室内機１を示す側面断面図である。前述の
図８～図１２に示す第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態
は第３実施形態の風向可変部１１２ａ、１１２ｂに替えて回動可能に支持される風向可変
部１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃが設けられる。また、送風経路６の上壁は吹出口５近傍
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で上方に向けて傾斜している。その他の部分は第２実施形態と同様である。
【０１１０】
　風向可変部１１３ｃは前方案内部６ａの下壁を延長し、駆動モータ（不図示）の駆動に
よって回転する回動軸１１３ｆによりキャビネット２に枢支されている。風向可変部１１
３ａ、１１３ｂは吹出口５に配されるとともに駆動モータ（不図示）によって回転する回
動軸１１３ｄ、１１３ｅにより回動可能に支持され、駆動モータの駆動によって向きを替
えて風向を可変する風向板から成っている。
【０１１１】
　また、風向可変部１１３ｂ、１１３ｃは断面形状が湾曲しており、一面が凸状の曲面に
形成されるとともに他面が凹状の曲面に形成される。風向可変部１１３ａは一面（図中、
下面）が略平面になっており他面（図中、上面）が緩やかな凸状の曲面に形成され、略中
央部付近を回転軸１１３ｄで軸支されている。
【０１１２】
　上記構成の空気調和機において、暖房運転を開始すると風向可変部１１３ａ、１１３ｂ
、１１３ｃは同図に示すように配置される。即ち、風向可変部１１３ａは回転軸１１３ｄ
の駆動により後方下方に面して平面側が配され、前方上方に面して曲面側が配置される。
風向可変部１１３ｂは回転軸１１３ｅの駆動により上流側端部は送風経路６を流通する気
流に略平行かつ気流を二分して配される。また、風向可変部１１３ｂの前方上方側が凸に
配置され、下流側の端部は前方下方に向けられる。
【０１１３】
　風向可変部１１３ｃは先端を下方に向けて送風経路６側が凸になるように配置される。
そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下方に送出する。これにより、室内機１は前
方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの状態になる。
【０１１４】
　また、風向可変部１１３ｃは送風経路６側が凸になっているため、調和空気の流路が下
流に行くほど断面積が拡大されている。これにより、この部分を気流が流通すると運動エ
ネルギーが静圧に変換され、所謂ディフューザとして作用する。このため、送風ファン７
の風量を増加するようになっている。
【０１１５】
　また、図１４に示すように風向可変部１１３ａ、１１３ｃにより吹出口５を絞ることも
できる。即ち、風向可変部１１３ａは前方上方に面して平面側が配され、後方下方に面し
て曲面側が配される。風向可変部１１３ｃは図１７よりも上向きに配置され、風向可変部
１１３ａとの間に形成される調和空気の流路面積が縮小される。風向可変部１１３ｂは風
向可変部１１３ａ、１１３ｃの間を流通する気流に沿って配置される。
【０１１６】
　これにより、風向可変部１１３ａ、１１３ｃの間を気流が流通すると静圧が運動エネル
ギーに変換される。従って、送風ファンの風量が減少して吹出し風速が増加し、気流の到
達距離を延長することができる。
【０１１７】
　暖房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図１５に示すように風向可変部１１３ａ、
１１３ｂ、１１３ｃが配置される。即ち、風向可変部１１３ａは駆動モータの駆動によっ
て平面側を前面に向け、送風経路６の上壁に一端部が接触して送風経路６の上壁を延長す
る位置に配される。従って、風向可変部１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ（延長部）により
送風経路６が延長される。
【０１１８】
　風向可変部１１３ａの他端部は回動軸１１３ｅに接するように下方に向けて配される。
風向可変部１１３ｂは送風経路６側が凹になるように先端が後方下方に向けて配される。
これにより、風向可変部１１３ａ、１１３ｂは連続して送風経路６の上壁を延長する上壁
延長部が構成されている。また、風向可変部１１３ｃは（下壁延長部）は送風経路６の下
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壁を延長し、送風経路６側が凸になるように先端が後方下方に向けられて配される。
【０１１９】
　これにより、前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方が風向可変部１１３ａ、１
１３ｂにより閉塞され、風向可変部１１３ａ、１１３ｂに接した二尖点曲線から成る略弓
形の高静圧部９０が形成される。高静圧部９０の等圧線は第１～第３実施形態と同様に風
向可変部１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃに面した調和空気の流通方向に沿って形成される
。このため、高静圧部９０が流体力学的な壁面となり、調和空気が送出方向を滑らかに可
変して吹出口５から後方下方に送出される。
【０１２０】
　この時、前方案内部６ａの上壁と風向可変部１１３ａとの接触部分が滑らかな曲面によ
り形成されないため高静圧部９０には渦２５が発生して第１実施形態よりも送風効率がや
や低下する。しかしながら、従来よりも圧力損失の増加を抑制して第１実施形態と略同等
の送風効率を得ることができる。
【０１２１】
　また、高静圧部９０によって流路が絞られ、下流側で再度流路が拡大されている。更に
、風向可変部１１３ｂは前方案内部６ａの下壁を吹出口５のさらに外側に延長した仮想面
９８と交差するように配置される。従って、第１、第２実施形態と同様の効果を得ること
ができる。
【０１２２】
　尚、図１６に示すように、風向可変部１１３ａの平面側を送風経路６に面して配置して
もよい。これにより、前面パネル３に沿って風向可変部１１３ａ、１１３ｂが配され、室
内機１の美観が向上する。この時、高静圧部９０は前方上方に傾斜した送風経路６の上壁
と風向可変部１１３ａ、１１３ｂにより囲まれて形成されるため高静圧部９０内に発達す
る渦２５が大きくなる。このため、図１５の場合に比して送風効率がやや若干低下するが
従来よりも圧力損失の増加を抑制することができる。
【０１２３】
　また、図１７に示すように、風向可変部１１３ｂ、１１３ｃの先端を略真下方向に向け
て吹出口５から略真下方向に調和空気を送出してもよい。この時、図１８に示すように前
面パネル３に沿って風向可変部１１３ａを配置すると室内機１の美観が向上する。
【０１２４】
　また上記構成の空気調和機において、冷房運転を開始すると、風向可変部１１３ａ、１
１３ｂ、１１３ｃは図１９に示すように配置される。即ち、風向可変部１１３ａは前方案
内部６ａを流通する気流に沿って平面側が前方上方に面して配置される。風向可変部１１
３ｂは前方案内部６ａを流通する気流に略平行かつ気流を二分して下に凸に配される。風
向可変部１１３ｃは吹出口５から送出される気流から退避してキャビネット２の下方に配
される。
【０１２５】
　そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下方に送出する。これにより、暖房運転時
の前方下方吹出しよりも上方に調和空気を送出し、温度の低い調和空気が自重により降下
して室内に拡散される。
【０１２６】
　尚、風向可変部１１３ａを前述の図１３に示すように後方下方に面して平面側を配置す
ると上方に気流が流れず風向可変部１１３ａに結露が生じる。このため、風向可変部１１
３ａの平面側を上面にすることにより回動軸１１３ｄよりも下方に風向可変部１１３ａが
配置される。これにより、風向可変部１１３ａの両面に沿って低温の調和空気が流通し、
風向可変部１１３ａの結露を防止することができる。
【０１２７】
　冷房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図２０に示すように風向可変部１１３ａ、
１１３ｂ、１１３ｃが配置される。即ち、風向可変部１１３ａは前方案内部６ａを流通す
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る気流に沿って平面側が後方上方に面して配置される。風向可変部１１３ｂは前方案内部
６ａを流通する気流に略平行かつ気流を二分して下に凸に配される。風向可変部１１３ｃ
は吹出口５から送出される気流から退避してキャビネット２の下方に配される。
【０１２８】
　これにより、調和空気は吹出口５から矢印Ｅに示すように前方上方に例えば風速約５～
６ｍ／秒で送出される。室内に送出された調和空気は図２１に示すように、居室Ｒの天井
に到達する。その後、コアンダ効果により天井面Ｓから室内機１に対向する壁面Ｗ２、床
面Ｆ、室内機１側の壁面Ｗ１を順次伝って室内機１の両側方から吸込口４に吸い込まれる
。
【０１２９】
　従って、使用者に常に冷たい風や暖かい風が当たることがなく、使用者の不快感を防止
して快適性を向上することができる。更に、冷房時には局所的に使用者の体温を低下させ
ることがなく健康上の安全性を向上することができる。またこのとき、気流が居室Ｒ全体
を大きく攪拌するので、居室Ｒ内の温度分布が設定温度付近で均一になる。即ち、居室Ｒ
の上方の一部を除いて、使用者の居住領域全体が設定温度に略一致して温度ばらつきが小
さく直接風もほとんど使用者に当たることのない快適空間を得ることができる。また、風
向可変部１１３ｃをキャビネット２の下方に収納することにより、冷房時の風向可変部１
１３ｃへの発露を防止できる。
【０１３０】
　更に、図２２に示すように、風向可変部１１３ａの向きを水平にすると、矢印Ｄに示す
ように調和空気を吹出口５から水平方向に送出することができる。尚、前述の図１９に示
す前方下方吹出し時に風向可変部１１３ｂを下に凸に配置することにより、前方上方吹出
し時（図２０参照）及び水平方向吹出し時（図２２参照）においてスムーズに風向可変部
１１３ｂを配置することができる。
【０１３１】
　図２３は空気調和機の運転停止時の状態を示している。空気調和機の運転を停止すると
、風向可変部１１３ｃが送風経路６内に配置され、風向可変部１１３ａ、１１３ｂにより
吹出口５が閉塞される。これにより、室内機１の内部を視認できないようになっている。
また、前面パネル３に沿って風向可変部１１３ａを配置し、風向可変部１１３ａの下端と
キャビネット２の底面とを繋ぐように風向可変部１１３ｂを配置すると、室内機１の美観
を向上することができる。尚、使用者によるリモートコントローラの操作によって、縦ル
ーバ１２及び風向可変部１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃの位置を可変できるようになって
いる。
【０１３２】
　＜第４実施形態＞
　次に、図２４は第４実施形態の空気調和機の室内機１を示す側面断面図である。前述の
図１３～図２３に示す第３実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形
態は第４実施形態の風向可変部１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃに替えて風向可変部１１４
ａ、１１４ｂが設けられる。その他の部分は第３実施形態と同様である。
【０１３３】
　風向可変部１１４ａ、１１４ｂは吹出口５に配され、両面が平面の平板から成っている
。回動軸１１４ｃ、１１４ｄは風向可変部１１４ａ、１１４ｂを回動可能に支持し、駆動
モータ（不図示）によって回転する。これにより、風向可変部１１４ａ、１１４ｂは駆動
モータの駆動によって向きを替えて風向を可変する風向板から成っている。また、回動軸
１１４ｃは風向可変部１１４ａの略中央に設けられ、回動軸１１４ｄは風向可変部１１４
ｂの端部に設けられる。
【０１３４】
　上記構成の空気調和機において、暖房運転を開始すると風向可変部１１４ａ、１１４ｂ
は同図に示すように配置される。即ち、風向可変部１１４ａ、１１４ｂは前方案内部６ａ
を流通する気流に沿って配置される。この時、風向可変部１１４ｂは回動軸１１４ｄ側の
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端部が後方になるように配置されている。そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下
方に送出する。これにより、室内機１は前方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの
状態になる。
【０１３５】
　暖房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図２５に示すように風向可変部１１４ａ、
１１４ｂが配置される。即ち、風向可変部１１４ａは駆動モータの駆動によって一端が送
風経路６の上壁に近接して上壁を下方へ延長するように配される。風向可変部１１４ａの
他端部は回動軸１１４ｄに近接して下方に向けて配される。風向可変部１１４ｂは先端が
後方下方に向けて配される。従って、風向可変部１１４ａ、１１４ｂ（延長部）により送
風経路６が延長される。
【０１３６】
　これにより、前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方が風向可変部１１４ａ、１
１４ｂにより閉塞され、風向可変部１１４ａ、１１４ｂに接した高静圧部９０が形成され
る。高静圧部９０の等圧線は第１～第４実施形態と同様に風向可変部１１４ａ、１１４ｂ
に面した調和空気の流通方向に沿って形成される。このため、高静圧部９０が流体力学的
な壁面となり、調和空気が送出方向を滑らかに可変して吹出口５から後方下方に送出され
る。
【０１３７】
　また、高静圧部９０によって流路が絞られ、下流側で再度流路が拡大されている。更に
、風向可変部１１４ｂは前方案内部６ａの下壁を吹出口５から外側に延長した仮想面９８
と交差するように配置される。従って、第１～第３実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。尚、高静圧部９０は第１～第３実施形態のように略弓形を成さないためやや送風効
率が劣化するが、従来よりも圧力損失を低減して送風効率を向上できる。
【０１３８】
　また、図２６に示すように、風向可変部１１４ａを前面パネル３に沿って配置すると室
内機１の美観が向上する。この時、前方案内部６ａの上壁と風向可変部１１４ａとの接触
部分が滑らかな曲面により形成されないため高静圧部９０には渦２５が発生して第１実施
形態よりも送風効率がやや低下する。しかしながら、従来よりも圧力損失の増加を抑制し
て第１実施形態と略同等の送風効率を得ることができる。
【０１３９】
　また、図２７に示すように風向可変部１１４ｂの先端を略真下方向に向けて吹出口５か
ら略真下方向に調和空気を送出してもよい。この時、図２８に示すように、前面パネル３
に沿って風向可変部１１４ａを配置すると室内機１の美観が向上する。
【０１４０】
　また、図２９に示すように、風向可変部１１４ｂを軸側の端部が前方になるように配置
して前方吹出しを行ってもよい。しかしながら、前述の図２４において前方下方吹出し時
に風向可変部１１４ｂの軸側の端部を後方に配置することによって、後方下方吹出し時（
図２５、図２６参照）や略真下方向に送出する際（図２７、図２８参照）に風向可変部１
１４ｂをスムーズに移動させることができるのでより望ましい。
【０１４１】
　また、上記構成の空気調和機において冷房運転を開始すると、風向可変部１１４ａ、１
１４ｂは図３０に示すように配置される。即ち、風向可変部１１４ａ、１１４ｂは前方案
内部６ａを流通する気流に沿って前方下方に傾斜して配置される。この時、風向可変部１
１４ａは前述の図２４、図２９に示す暖房運転の前方下方吹出し時よりも前端が上方に配
される。これにより、風向可変部１１４ａの両面を気流が通過して低温の調和空気による
風向可変部１１４ａ表面の結露を防止することができる。
【０１４２】
　また、風向可変部１１４ｂは回動軸１１４ｄ側の端部が前方になるように配置されてい
る。そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下方に送出する。これにより、室内機１
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は前方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの状態になる。
【０１４３】
　冷房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図３１に示すように風向可変部１１４ａ、
１１４ｂが配置される。即ち、風向可変部１１４ａは前端が後端よりも上方に配され、吹
出口５近傍で上方に傾斜した送風経路６の上壁に略平行になっている。風向可変部１１４
ｂは軸側の端部が開放側の端部よりも前方下方になるように配される。
【０１４４】
　これにより、調和空気は吹出口５から矢印Ｅに示すように前方上方に例えば風速約５～
６ｍ／秒で送出される。室内に送出された調和空気は前述の図２１と同様に居室Ｒの天井
に到達する。その後、コアンダ効果により天井面Ｓから室内機１に対向する壁面Ｗ２、床
面Ｆ、室内機１側の壁面Ｗ１を順次伝って室内機１の両側方から吸込口４に吸い込まれる
。従って、第４実施形態と同様に、快適性や安全性を向上することができる。
【０１４５】
　更に、図３２に示すように、風向可変部１１４ａの向きを水平にすると、矢印Ｄに示す
ように調和空気を吹出口５から水平方向に送出することができる。尚、前述の図３０に示
す前方下方吹出し時に風向可変部１１４ｂの軸側を前方に配置することにより、前方上方
吹出し時（図３１参照）及び水平方向吹出し時（図３２参照）にスムーズに風向可変部１
１４ｂを配置することができる。
【０１４６】
　図３３は空気調和機の運転停止時の状態を示している。空気調和機の運転を停止すると
、風向可変部１１４ａ、１１４ｂにより吹出口が閉塞される。これにより、室内機１の内
部を視認できないようになっている。また、前面パネル３に沿って風向可変部１１４ａを
配置し、風向可変部１１４ａの下端とキャビネット２の底面とを繋ぐように風向可変部１
１４ｂを配置すると、室内機１の美観を向上することができる。尚、使用者によるリモー
トコントローラの操作によって、縦ルーバ１２及び風向可変部１１４ａ、１１４ｂの位置
を可変できるようになっている。
【０１４７】
　＜第５実施形態＞
　次に、図３４は第５実施形態の空気調和機の室内機１を示す側面断面図である。前述の
図２４～図３３に示す第４実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形
態は第５実施形態の風向可変部１１４ａ、１１４ｂに替えて、風向可変部１１５ａ、１１
５ｂが設けられる。その他の部分は第４実施形態と同様である。
【０１４８】
　風向可変部１１５ａ、１１５ｂは吹出口５に配され、両面が平面の平板から成っている
。回動軸１１５ｃ、１１５ｄは風向可変部１１５ａ、１１５ｂを回動可能に支持し、駆動
モータ（不図示）によって回転する。これにより、風向可変部１１５ａ、１１５ｂは駆動
モータの駆動によって向きを替えて風向を可変する風向板から成っている。また、回動軸
１１５ｃは風向可変部１１５ａの略中央に設けられ、回動軸１１５ｄは風向可変部１１５
ｂの略中央の風向可変部１１５ｂから所定量離れた位置に設けられる。
【０１４９】
　上記構成の空気調和機において、暖房運転を開始すると風向可変部１１５ａ、１１５ｂ
は同図に示すように配置される。即ち、風向可変部１１５ａ、１１５ｂは前方案内部６ａ
を流通する気流に沿って配置される。この時、風向可変部１１５ｂの回動軸１１５ｄは風
向可変部１１５ｂの上方に配されている。そして、調和空気を矢印Ａに示すように前方下
方に送出する。これにより、室内機１は前方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの
状態になる。
【０１５０】
　また、図３５に示すように、風向可変部１１５ｂの回動軸１１５ｄを風向可変部１１５
ｂの下方に配して前方下方吹出しを行ってもよい。図３４に示すように回動軸１１５ｄを
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風向可変部１１５ｂの上方に配した場合は、遠方にまで調和空気を到達させることができ
る。このため、居室が比較的大きい場合に適している。
【０１５１】
　また、図３５に示すように回動軸１１５ｄを風向可変部１１５ｂの下方に配した場合は
、回動軸１１５ｄを風向可変部１１５ｂの上方に配した場合よりも暖房時に近傍の空間に
おいてきめ細やかな気流制御を行うことができる。このため、居室が比較的小さい場合に
適している。従って、居室の大きさに基づいて適時選択することができる。
【０１５２】
　暖房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図３６に示すように風向可変部１１５ａ、
１１５ｂが配置される。即ち、風向可変部１１５ａは駆動モータの駆動によって一端が送
風経路６の上壁に接して前方案内部６ａの上壁を延長するように配される。風向可変部１
１５ｂは一端が風向可変部１１５ａに近接し、他端が略真下方向に向けて配される。従っ
て、風向可変部１１５ａ、１１５ｂ（延長部）により送風経路６が延長される。尚、風向
可変部１１５ａ、１１５ｂ間の隙間は極めて小さく、調和空気がこの隙間から漏れる量は
極めて微量である。
【０１５３】
　これにより、前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方が風向可変部１１５ａ、１
１５ｂにより閉塞され、風向可変部１１５ａ、１１５ｂに接した高静圧部９０が形成され
る。高静圧部９０の等圧線は第１～第４実施形態と同様に風向可変部１１５ａ、１１５ｂ
に面した調和空気の流通方向に沿って形成される。このため、高静圧部９０が流体力学的
な壁面となり、調和空気が送出方向を滑らかに可変して吹出口５から後方下方に送出され
る。
【０１５４】
　また、高静圧部９０によって流路が絞られ、下流側で再度流路が拡大されている。更に
、風向可変部１１５ｂは前方案内部６ａの下壁を吹出口５から外側に延長した仮想面９８
と交差するように配置される。従って、第１～第４実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。尚、高静圧部９０は第１～第３実施形態のように略弓形を成さないためやや送風効
率が劣化するが、従来よりも圧力損失を低減して送風効率を向上できる。
【０１５５】
　また、風向可変部１１５ｂは回動軸１１５ｄが端部に設けられず、略中央の所定量離れ
て設けられるため、第５実施形態に比して少ないトルクで回動させることができる。従っ
て、駆動モータの省電力化や駆動モータ出力のスペックダウンによる低コスト化を図るこ
とができる。
【０１５６】
　尚、図３７に示すように風向可変部１１５ｂの先端を真下方向からやや前方に向けて吹
出口５から矢印Ｂに示すように略真下方向に調和空気を送出してもよい。前述の図３５に
おいて前方下方吹出し時に風向可変部１１５ｂの回動軸１１５ｄを下方に配置することに
よって、後方下方吹出し時（図３６参照）や略真下方向に送出する際（図３７参照）に風
向可変部１１５ｂをスムーズに移動させることができる。
【０１５７】
　また、上記構成の空気調和機において冷房運転を開始すると、風向可変部１１５ａ、１
１５ｂは前述の図３４に示すように配置される。この時、風向可変部１１５ａは暖房時に
比べて外側端部がやや上になるように設定される。これにより、風向可変部１１５ａの両
面に調和空気を流通させて風向可変部１１５ａの発露を防止することができる。そして、
調和空気を矢印Ａに示すように前方下方に送出する。これにより、室内機１は前方下方に
調和空気を送出する前方下方吹出しの状態になる。
【０１５８】
　冷房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図３８に示すように風向可変部１１５ａ、
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１１５ｂが配置される。即ち、風向可変部１１５ａは前端が後端よりも上方に配され、吹
出口５近傍で上方に傾斜した送風経路６の上壁に略平行になっている。風向可変部１１５
ｂは外側の端部が内側の端部よりも前方下方になるように配される。
【０１５９】
　これにより、調和空気は吹出口５から矢印Ｅに示すように前方上方に例えば風速約５～
６ｍ／秒で送出される。室内に送出された調和空気は前述の図２１と同様に居室Ｒの天井
に到達する。その後、コアンダ効果により天井面Ｓから室内機１に対向する壁面Ｗ２、床
面Ｆ、室内機１側の壁面Ｗ１を順次伝って室内機１の両側方から吸込口４に吸い込まれる
。従って、第４、第５実施形態と同様に、快適性や安全性を向上することができる。
【０１６０】
　更に、図３９に示すように、風向可変部１１５ａの向きを水平にすると、矢印Ｄに示す
ように調和空気を吹出口５から水平方向に送出することができる。尚、前述の図３４に示
す前方下方吹出し時に風向可変部１１５ｂの回動軸１１５ｄを風向可変部１１５ｂの上方
に配置することにより、前方上方吹出し時（図３８参照）及び水平方向吹出し時（図３９
参照）にスムーズに風向可変部１１５ｂを配置することができる。
【０１６１】
　図４０は空気調和機の運転停止時の状態を示している。空気調和機の運転を停止すると
、風向可変部１１５ａ、１１５ｂにより吹出口が閉塞される。これにより、室内機１の内
部を視認できないようになっている。また、前面パネル３に沿って風向可変部１１５ａを
配置し、風向可変部１１５ａの下端とキャビネット２の底面とを繋ぐように風向可変部１
１５ｂを配置すると、室内機１の美観を向上することができる。尚、使用者によるリモー
トコントローラの操作によって、縦ルーバ１２及び風向可変部１１５ａ、１１５ｂの位置
を可変できるようになっている。
【０１６２】
　＜第６実施形態＞
　次に、図４１は第６実施形態の空気調和機の室内機１を示す側面断面図である。前述の
図１～図３に示す第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は
第１実施形態の風向可変部１１１ａ、１１１ｂに替えて、風向可変部１１０ａ、１１０ｂ
が設けられる。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【０１６３】
　風向可変部１１０ａ、１１０ｂは短冊状の部材を連結して成り、自由に湾曲できるとと
もに折り畳んでキャビネット２内に収納することができるようになっている。
【０１６４】
　上記構成の空気調和機において、暖房運転を開始すると、風向可変部１１０ａ、１１０
ｂ（延長部）は同図に示すようにそれぞれ送風経路６の上壁及び下壁を略直線的に延長す
るように配置される。これにより、風向可変部１１０ａ、１１０ｂは前方案内部６ａを流
通する気流に沿った流路を形成し、調和空気が矢印Ａに示すように前方下方に送出され、
室内機１は前方下方に調和空気を送出する前方下方吹出しの状態になる。
【０１６５】
　また、風向可変部１１０ａ、１１０ｂによって送風経路６が下流に行くほど断面積が拡
大するように形成される。このため、風向可変部１１０ａ、１１０ｂが所謂ディフューザ
として作用し、風向可変部１１０ａ、１１０ｂに面して流通する気流の運動エネルギーが
静圧に変換される。従って、吹出口５から送出される調和空気の風量が、風向可変部１１
０ａ、１１０ｂにより送風経路６を延長しない場合に比べて、大幅に増加される。
【０１６６】
　暖房運転を開始して一定時間が経過した場合や吸込口４より取込んだ空気の温度と設定
温度との差が所定温度よりも小さい場合には、図４２に示すように風向可変部１１０ａ、
１１０ｂが配置される。即ち、風向可変部１１０ａ、１１０ｂは湾曲して先端が略真下方
向に向けて配される。
【０１６７】
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　これにより、前方案内部６ａを流通する気流の進行方向前方が風向可変部１１０ａによ
り閉塞され、風向可変部１１０ａに接した高静圧部９０が形成される。高静圧部９０の等
圧線は第１～第５実施形態と同様に風向可変部１１０ａ、１１０ｂに面した調和空気の流
通方向に沿って形成される。このため、高静圧部９０が流体力学的な壁面となり、調和空
気が送出方向を滑らかに可変して吹出口５から後方下方に送出される。
【０１６８】
　また、高静圧部９０によって流路が絞られ、下流側で再度流路が拡大されている。更に
、風向可変部１１０ａは前方案内部６ａの下壁を吹出口５から外側に延長した仮想面９８
と交差するように配置される。従って、第１～第５実施形態と同様の効果を得ることがで
きる。
【０１６９】
　図４３は空気調和機の運転停止時の状態を示している。空気調和機の運転を停止すると
、風向可変部１１０ａ、１１０ｂがスライド移動して折り畳まれ、送風経路６の上下のキ
ャビネット２内に収納される。これにより、風向可変部１１０ａ、１１０ｂが突出せず、
室内機１の美感が向上する。風向可変部１１０ａ、１１０ｂを変形して吹出口５を閉塞し
てもよい。尚、使用者によるリモートコントローラの操作によって、縦ルーバ１２及び風
向可変部１１０ａ、１１０ｂの配置を可変できるようになっている。
【０１７０】
　以上本発明に係る空気調和機を説明したが、本発明は上記各実施形態に限定されず、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜の変更を加えて実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の前方下方吹出しの状態を示す
側面断面図である。
【図２】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の後方下方吹出しの状態を示す
側面断面図である。
【図３】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の風向可変部の動作を説明する
側面断面図である。
【図４】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の送風ファンの回転数と風量の
関係を示す図である。
【図５】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の送風ファンの風量と騒音の関
係を示す図である。
【図６】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の後方下方吹出しの状態のとき
の居室内の気流の挙動を示す透視斜視図である。
【図７】は、本発明の第１実施形態に係る他の態様の空気調和機の室内機の後方下方吹出
しの状態のときの居室内の気流の挙動を示す透視斜視図である。
【図８】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の前方下方吹出し
の状態を示す側面断面図である。
【図９】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の後方下方吹出し
の状態を示す側面断面図である。
【図１０】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図１１】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の水平方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図１２】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機の停止時の状態を示す側面断
面図である。
【図１３】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図１４】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の前方下方
吹出しの状態を示す側面断面図である。
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【図１５】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の後方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図１６】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の後方下方
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図１７】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の真下方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図１８】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の真下方向
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図１９】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２０】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方上方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２１】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の前方上方吹出しの状態のと
きの居室内の気流の挙動を示す透視斜視図である。
【図２２】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の水平方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２３】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機の停止時の状態を示す側面断
面図である。
【図２４】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２５】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の後方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２６】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の後方下方
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図２７】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の真下方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図２８】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の真下方向
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図２９】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の前方下方
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図３０】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３１】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方上方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３２】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の水平方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３３】は、本発明の第４実施形態の空気調和機の室内機の停止時の状態を示す側面断
面図である。
【図３４】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３５】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の他の前方下方
吹出しの状態を示す側面断面図である。
【図３６】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の後方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３７】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の真下方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３８】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の前方上方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図３９】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の冷房運転時の水平方向吹出
しの状態を示す側面断面図である。
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【図４０】は、本発明の第５実施形態の空気調和機の室内機の停止時の状態を示す側面断
面図である。
【図４１】は、本発明の第６実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の前方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図４２】は、本発明の第６実施形態の空気調和機の室内機の暖房運転時の後方下方吹出
しの状態を示す側面断面図である。
【図４３】は、本発明の第６実施形態の空気調和機の室内機の停止時の状態を示す側面断
面図である。
【図４４】は、従来の空気調和機の室内機の前方下方吹出しの状態を示す側面断面図であ
る。
【図４５】は、従来の空気調和機の室内機の真下方向吹出しの状態を示す側面断面図であ
る。
【図４６】は、従来の空気調和機の室内機の後方下方吹出しの状態を示す側面断面図であ
る。
【図４７】は、従来の空気調和機の室内機の前方下方吹出しの状態のときの吹出口近傍の
静圧分布を示す図である。
【図４８】は、従来の空気調和機の室内機の真下方向吹出しの状態のときの吹出口近傍の
静圧分布を示す図である。
【図４９】は、従来の空気調和機の室内機の後方下方吹出しの状態のときの吹出口近傍の
静圧分布を示す図である。
【符号の説明】
【０１７２】
　　　　１　　室内機
　　　　２　　キャビネット
　　　　３　　フロントパネル
　　　　４　　吸込口
　　　　５　　吹出口
　　　　６　　送風経路
　　　　７　　送風ファン
　　　　８　　エアフィルタ
　　　　９　　室内熱交換器
　　　１０　　ドレンパン
　　　１２　　縦ルーバ
　　　２５　　渦
　　　６１　　温度センサ
　　　９０　　高静圧部
　　　９８　　仮想面
　　１１０ａ、１１０ｂ、１１１ａ、１１１ｂ、１１２ａ、１１２ｂ、１１３ａ、１１３
ｂ、１１３ｃ、１１４ａ、１１４ｂ、１１５ａ、１１５ｂ　風向可変部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

(31) JP 4004458 B2 2007.11.7



【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】
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【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】
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