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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁掛け型の空気調和機の室内機であって、
　吹出口（１５，２１５）が形成されているケーシング（１２，２１２）と、
　前記吹出口を覆うことが可能であり、平面視において、長手方向に直交する方向に向け
て広がる形状を呈する水平羽根（３０）と、
を備え、
　前記ケーシングの長手方向に直交し前記ケーシングの中央を通る直線を対称線（ｌ）と
した場合に、前記吹出口は、前記対称線に対して対称に形成されており、前記水平羽根は
、前記対称線に対して対称となるように配置され、
　前記水平羽根の長手方向の寸法は、前記吹出口の長手方向の寸法よりも大きく、
　前記水平羽根は、
　前記水平羽根の長手方向に平行な端辺である上辺（ａａ）と、前記上辺に平行な端辺で
あって前記上辺よりも長い底辺（ｂｂ）とを含み、前記底辺が前記上辺よりも前記ケーシ
ングの前後方向に対して前方に位置するように配置される姿勢を採ることが可能であり、
　前記吹出口から吹き出される空気の流れ方向下流側における前記水平羽根の長手方向の
寸法が前記空気の流れ方向上流側における前記水平羽根の長手方向の寸法よりも大きくな
るように配置される姿勢を採り、前記吹出口の正面方向に向かって流れる空気だけでなく
前記吹出口の左右両側方に向かって流れる空気を規制することが可能である、
空気調和機の室内機（１０，２１０）。
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【請求項２】
　前記水平羽根が前記吹出口を覆っている状態で、前記水平羽根の回転軸が、外部から視
認できる意匠面とは反対側の面に配置されている、
請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記ケーシング（２１２）には、前記吹出口（２１５）とは別に、側方に空気を吹き出
すための側方吹出口（２１７ａ，２１７ｂ）が形成されており、
　前記側方吹出口を覆うことが可能な側方遮蔽部材（２２０，２９０）を更に備える、
請求項１又は２に記載の空気調和機の室内機（２１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、吹出口近傍に設けられている水平羽根によって、吹出口から吹き出された空
気の向きを調整することができる空気調和機の室内機がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１（特開２００８－２７７９号公報）に開示されている空気調和機は
、吹出口近傍に配置される風向変更羽根（水平羽根に相当）と、風向変更羽根の姿勢を変
更可能な腕部とを備えている。この空気調和機では、吹出口から吹き出される空気が腕部
によって吹出口の正面側で所定の姿勢に変更された風向変更羽根の面に沿って流れること
で規制されることで、吹出口から吹き出された空気の向きを調整している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、吹出口から吹き出される調和空気は、吹出口から吹き出されると同時に拡散
するため、吹出口の正面方向だけでなく、吹出口の左右両側方にも流れる。このため、吹
出口から吹き出される空気のうち吹出口の正面方向に流れる空気は、吹出口の正面側に配
置されている水平羽根の面に沿って流れることで規制されるが、吹出口から吹き出される
空気のうち吹出口の左右両側方に流れる空気は、水平羽根に規制されないおそれがある。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、吹出口から吹き出される空気が規制されないおそれを減らす
ことができる空気調和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発明に係る空気調和機の室内機は、壁掛け型の空気調和機の室内機であって、ケー
シングと、水平羽根とを備えている。ケーシングには、吹出口が形成されている。水平羽
根は、吹出口を覆うことが可能である。また、水平羽根は、平面視において、長手方向に
直交する方向に向かって広がる形状を呈する。さらに、水平羽根は、吹出口から吹き出さ
れる空気の流れ方向下流側における水平羽根の長手方向の寸法が、空気の流れ方向上流側
における水平羽根の長手方向の寸法よりも大きくなるように配置される姿勢を採り、吹出
口の正面方向に向かって流れる空気だけでなく吹出口の左右両側方に向かって流れる空気
を規制することが可能である。また、水平羽根の長手方向の寸法は、吹出口の長手方向の
寸法よりも大きい。
【０００７】
　第１発明に係る空気調和機の室内機では、水平羽根が、平面視において、長手方向に直
交する方向に向かって広がる形状を呈している。また、水平羽根は、吹出口から吹き出さ
れる空気の流れ方向下流側における水平羽根の長手方向の寸法が、空気の流れ方向上流側
における水平羽根の長手方向の寸法よりも大きくなるように配置される姿勢を採ることが
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可能である。このため、水平羽根が、吹出口の正面側に配置されて前記姿勢を採る場合に
は、吹出口の正面方向に向かって流れる空気だけでなく、吹出口の左右両側方に向かって
流れる空気を規制することができる。
【０００８】
　これによって、吹出口から吹き出される空気を効率よく規制することができる。
【０００９】
　また、第１発明に係る空気調和機の室内機では、水平羽根は、上辺と底辺とを含む。上
辺とは、水平羽根の長手方向に平行な端辺である。底辺とは、水平羽根において、上辺に
平行な端辺であって、上辺よりも長い端辺である。また、水平羽根は、底辺が上辺よりも
ケーシングの前後方向に対して前方に位置するように配置される姿勢を採ることが可能で
ある。
【００１０】
　ここでは、水平羽根の底辺が上辺よりもケーシングの前後方向に対して前方に位置する
ように配置される姿勢を、水平羽根が採ることが可能である。このため、水平羽根の面が
吹出口から吹き出される空気の流れる方向に沿って広がるように水平羽根を配置すること
ができる。
【００１１】
　また、第１発明に係る空気調和機の室内機では、ケーシングの長手方向に直交し、ケー
シングの中央を通る直線を対称線とした場合に、吹出口は、前記対称線に対して対称に形
成されている。また、水平羽根は、前記対称線に対して対称となるように配置されている
。このため、この空気調和機の室内機では、吹出口および水平羽根を、対称線に対して対
称に配置することができる。
【００１２】
　第３発明に係る空気調和機の室内機は、第１発明又は第２発明の空気調和機の室内機で
あって、ケーシングには、吹出口とは別に、側方に空気を吹き出すための側方吹出口が形
成されている。また、側方吹出口を覆うことが可能な側方遮蔽部材を更に備える。このた
め、この空気調和機の室内機では、側方遮蔽部材によって側方吹出口が覆われている場合
には、側方吹出口から空気が吹き出すおそれを減らすことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る空気調和機の室内機では、吹出口から吹き出される空気を効率よく規制す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】水平羽根が閉姿勢を採る場合の室内機の正面図。
【図２】水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採る場合の室内機の斜視図。
【図３】水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採る場合の室内機の正面図。
【図４】室内機を下側から視た場合に、吹出口に対する水平羽根の寸法を示す概念図。
【図５】水平羽根の概略平面図。
【図６】水平羽根が閉姿勢を採る場合の室内機の概略図。
【図７】水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採る場合の室内機の概略図。
【図８】水平羽根が下方吹き出し姿勢を採る場合の室内機の概略図。
【図９】水平羽根駆動機構および取り付け板の斜視図。
【図１０】空気調和機の備える制御部の制御ブロック図。
【図１１】室内機の吹出口近傍を下側から視た概念図であって、（ａ）本発明の実施形態
に係る室内機の備える水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採る場合に吹出口から吹き出された
空気の流れる方向を示す図、（ｂ）従来の室内機の備える水平羽根が遠方吹き出し姿勢に
相当する姿勢を採る場合に吹出口から吹き出された空気の流れる方向を示す図。
【図１２】変形例（Ｂ）に係る室内機を下側から視た図。
【図１３】変形例（Ｂ）に係る室内機において、水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採ってお
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り、側方遮蔽部材が閉状態である場合の室内機の斜視図であって、側方遮蔽部材近傍の部
分拡大図。
【図１４】変形例（Ｂ）に係る室内機において、水平羽根が遠方吹き出し姿勢を採ってお
り、側方遮蔽部材が開状態である場合の室内機の斜視図であって、側方遮蔽部材近傍の部
分拡大図。
【図１５】変形例（Ｂ）に係る室内機を有する空気調和機の備える制御部の制御ブロック
図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態に係る室内機１０を備える空気調和機につ
いて説明する。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。
【００１６】
　＜空気調和機の構成概略＞
　図１は、空気調和機の運転停止時であって、水平羽根３０が閉姿勢を採っている室内機
１０の正面図である。図２は、空気調和機の運転時であって、水平羽根３０が遠方吹き出
し姿勢を採っている室内機１０の斜視図である。なお、以下にいう室内機１０の左右方向
Ｙ１とは、室内機１０の長手方向に平行な方向のことである（図１参照）。また、室内機
１０の前後方向Ｙ２とは、室内機１０の厚さ方向に平行な方向のことである。
【００１７】
　空気調和機は、室内の壁面に取り付けられる室内機１０と、室外に設置される室外機２
（図１０参照）とを備えており、冷房運転および暖房運転等の各種運転を実行することが
できる。
【００１８】
　室外機２は、圧縮機３と、圧縮機３の吐出側に接続されている四路切換弁４と、圧縮機
３の吸入側に接続されるアキュムレータと、四路切換弁４に接続されている室外熱交換器
と、室外熱交換器に接続された室外膨張弁７とを有している（図１０参照）。室外膨張弁
７は、冷媒配管を介して後述する室内熱交換器の一端と接続される。また、四路切換弁４
は、冷媒配管を介して室内熱交換器の他端と接続されている。また、室外機２内には、室
外ファン９が設けられている。室外ファン９は、室外の空気を取り込み、室外熱交換器で
の熱交換後の空気を室外機２外部に排出するプロペラファンである。
【００１９】
　室内機１０は、上述のように、室内の壁面等に取り付けられる壁掛型の室内機１０であ
る。また、室内機１０は、主として、室内機本体１１と、水平羽根３０と、水平羽根駆動
機構５０と、を備えている。
【００２０】
　次に、室内機本体１１、水平羽根３０、水平羽根駆動機構５０の順に説明する。
【００２１】
　＜室内機本体の構成＞
　図３は、水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合の室内機１０の正面図である。図
４は、水平羽根３０の寸法と吹出口１５の開口寸法との関係を示す概念図である。
【００２２】
　室内機本体１１は、主に、室内機ケーシング１２と、室内熱交換器（図示せず）と、室
内ファン１４と、垂直羽根１９（図１０参照）とを備えている。
【００２３】
　室内機ケーシング１２は、水平方向に長い略直方形状の部材である。また、室内機ケー
シング１２には、室内熱交換器、室内ファン１４、および、垂直羽根１９等が収納されて
いる。さらに、室内機ケーシング１２には、取込口１８と、吹出口１５とが形成されてい
る。取込口１８は、室内の空気を室内機ケーシング１２の内側に取り込むための開口であ
って、室内機ケーシング１２の上部に形成されている。
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【００２４】
　また、吹出口１５は、室内機本体１１内で調和された空気を吹き出すための開口であっ
て、室内機１０の下部近傍に形成されている。具体的には、吹出口１５は、室内機ケーシ
ング１２の底面前部に略長方形状に形成された開口である。
【００２５】
　室内熱交換器は、長手方向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管に挿通され
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。また、室内熱交換器は
、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能する。
【００２６】
　室内ファン１４は、モータ１４ａと羽根車１４ｂとを有するクロスフローファンである
。モータ１４ａは、羽根車１４ｂと一体型のアウタードライブモータであって、羽根車１
４ｂを回転軸周りに回転駆動する。また、モータ１４ａは、羽根車１４ｂと概ね同じ直径
を有する薄い円板形状を呈している。羽根車１４ｂは、羽根車１４ｂの回転軸方向に細長
い外観形状を有している。また、モータ１４ａは、図３に示すように、羽根車１４ｂの左
側方に、羽根車１４ｂの回転軸と同軸となるように配置されている。このような構成によ
って、室内ファン１４は、取込口１８から室内機ケーシング１２内に室内空気を吸入し、
室内熱交換器を通過させた後に、吹出口１５から室内機ケーシング１２外に調和空気を吹
き出す空気流を形成することができるように配置されている。
【００２７】
　垂直羽根１９は、駆動モータ（図示せず）と、連結棒（図示せず）と、連結棒によって
連結された複数枚の羽根とを有しており、揺動可能なように室内機ケーシング１２に取り
付けられている。また、複数枚の羽根の面は、駆動モータによって連結棒が駆動されるこ
とで、室内機ケーシング１２の長手方向に対して垂直な状態を中心に左右に揺動する。さ
らに、羽根は、揺動することにより、または、揺動した後に任意の角度で止まることで、
室内機１０の左右方向Ｙ１における調和空気の吹き出し方向を調整する。
【００２８】
　なお、室内ファン１４の有する羽根車１４ｂは、室内機１０の正面視において、室内機
ケーシング１２の略中央を通る線を対称線ｌとした場合に、前記対称線ｌに対して対称と
なるように室内機ケーシング１２内に配置されている。また、吹出口１５は、前記対称線
ｌに対して対称となるように、室内機ケーシング１２に形成されている。
【００２９】
　＜水平羽根＞
　図５は、水平羽根３０の概略平面図である。図６は、水平羽根３０が閉姿勢を採る場合
の室内機１０の概略図である。図７は、水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合の室
内機１０の概略図である。図８は、水平羽根３０が下方吹き出し姿勢を採る場合の室内機
１０の概略図である。なお、以下にいう水平羽根３０の前側端部とは、水平羽根３０にお
いて、水平羽根３０が閉姿勢を採る場合に室内機１０の前側に近い側の端部であって、底
辺ｂｂを含む端部を意味している。また、水平羽根３０の後側端部とは、水平羽根３０に
おいて、水平羽根３０が閉姿勢を採る場合に室内機１０の後側に近い側の端部であって、
上辺ａａを含む端部を意味している。
【００３０】
　水平羽根３０は、吹出口１５の略全部を覆うことが可能な板状の部材であって、吹出口
１５近傍に配置されている。具体的には、水平羽根３０は、平面視において、略台形状を
呈する板状の部材である。より具体的には、水平羽根３０は、水平羽根３０の長手方向に
平行な端辺である上辺（図５に示す水平羽根の端点ａ同士を結んだ辺）ａａと、上辺ａａ
と平行な端辺であり上辺ａａよりも長い底辺（図５に示す水平羽根の端点ｂ同士を結んだ
辺）ｂｂとを有する。また、水平羽根３０は、上辺ａａの端点ａと底辺ｂｂの端点ｂとを
結ぶ端辺である斜辺ａｂを有している。なお、本実施形態では、上辺ａａから底辺ｂｂに
下ろした垂線ｈと斜辺ａｂとのなす角度θは、３°とする。また、本実施形態では、水平
羽根３０は、平面視において、斜辺ａｂ，ａｂの長さが等しい等脚台形状を呈する。さら
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に、水平羽根３０は、室内機１０の正面視において、室内機ケーシング１２の略中央を通
る線を対称線ｌとした場合に、前記対称線ｌに対して対称となるように配置されている（
図３参照）。
【００３１】
　また、水平羽根３０は、室内機１０の左右方向Ｙ１に平行な方向である水平羽根３０の
長手方向の寸法が、吹出口１５の長手方向の寸法よりも大きくなるように構成されている
（図４参照）。具体的には、水平羽根３０は、水平羽根３０の上辺ａａの長さが、吹出口
１５の長手方向に平行な縁の長さよりも長くなるように構成されている。
【００３２】
　さらに、水平羽根３０は、後述する水平羽根駆動機構５０と連結する連結部３１，３２
，３３，３４，３５を有する。連結部３１，３２，３３，３４，３５は、水平羽根３０に
おいて、水平羽根３０が吹出口１５を覆っている状態で、室内機１０の外部から視認する
ことができる面とは反対側の面に配置されている。また、連結部３１，３２，３３，３４
，３５は、第１連結部３１，３２，３３と、第２連結部３４，３５とを含む。第１連結部
３１，３２，３３は、水平羽根３０の前側端部近傍であって、水平羽根３０の両端部近傍
および水平羽根３０の長手方向の略中央付近にそれぞれ配置されている。第２連結部３４
，３５は、水平羽根３０の後側端部近傍であって、水平羽根３０の長手方向の略中央付近
にそれぞれ配置されている。また、各第２連結部３４，３５は、水平羽根３０の長手方向
に対して平行な方向に並んで配置されている。さらに、第２連結部３４，３５は、水平羽
根３０において、３箇所の第１連結部３１，３２，３３を結ぶ直線上から外れた位置に配
置されている。このため、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，３５の位
置が確定することで、吹出口１５の開口面に対する水平羽根３０の姿勢が確定する。
【００３３】
　また、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，３５は、それぞれ軸支部を
含む。各軸支部は、後述する支持軸４７，５７，６７，７８ａ，７８ｂを回転可能に軸支
している。
【００３４】
　さらに、水平羽根３０は、閉姿勢と、所定の開姿勢とを採ることが可能である。
【００３５】
　水平羽根３０が閉姿勢を採る場合には、水平羽根３０によって吹出口１５の略全体が覆
われるように水平羽根３０が吹出口１５の開口面近傍に配置される（図６参照）。このた
め、水平羽根３０が閉姿勢を採る場合には、吹出口１５が遮蔽される。
【００３６】
　水平羽根３０が開姿勢を採る場合には、水平羽根３０によって吹出口１５の略全体が覆
われないように水平羽根３０が吹出口１５の正面側であって吹出口１５から離れた位置に
配置される（図７および８参照）。このため、水平羽根３０が所定の開姿勢を採る場合に
は、吹出口１５が開放され、吹出口１５から吹き出された空気は、その正面側に位置する
水平羽根３０の面によって規制される。また、開姿勢には、遠方吹き出し姿勢と、下方吹
き出し姿勢とが含まれる。水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合には、水平羽根３
０が、吹出口１５の開口面よりも下方であって、水平羽根３０の底辺ｂｂが上辺ａａより
も前方に位置しており、かつ、上辺ａａが底辺ｂｂよりも吹出口１５の開口面に対して近
くなるように配置される（図７参照）。このため、水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採
る場合には、吹出口１５が開放され、吹出口１５から吹き出された空気は、その流れ方向
（以下、吹き出し方向という）に沿って広がる水平羽根３０の面によって規制されること
で、室内機１０の前方に向かって吹き出される。また、水平羽根３０が下方吹き出し姿勢
を採る場合には、水平羽根３０が、吹出口１５の開口面よりも下方であって、水平羽根３
０の上辺ａａが底辺ｂｂよりも前方に位置しており、かつ、底辺ｂｂが上辺ａａよりも吹
出口１５の開口面に対して近くなるように配置される（図８参照）。このため、水平羽根
３０が下方吹き出し姿勢を採る場合には、吹出口１５が開放され、吹出口１５から吹き出
された空気は、吹き出し方向に沿って狭くなる水平羽根３０の面によって規制されること
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で、室内機１０の下方に向かって吹き出される。
【００３７】
　＜水平羽根駆動機構＞
　図９は、水平羽根駆動機構５０および取り付け板８０の斜視図である。
【００３８】
　水平羽根駆動機構５０は、水平羽根３０が所定の姿勢を採るように、水平羽根３０の第
１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，３５を移動させるための機構である。
【００３９】
　また、水平羽根駆動機構５０は、第１迫り出し機構４１，５１，６１と、第２迫り出し
機構７１ａ，７１ｂとを有している。
【００４０】
　第１迫り出し機構４１，５１，６１は、水平羽根３０の第１連結部３１，３２，３３と
連結されており、吹出口１５から近接または離反するように第１連結部３１，３２，３３
を移動させることができる。また、第１迫り出し機構４１，５１，６１は、ラック／ピニ
オン機構であって、図９に示すように、ピニオン歯車４２，５２，６２と、ラック４３，
５３，６３とを有している。各ピニオン歯車４２，５２，６２は、後述する第１モータ５
４の有する駆動軸５４ａに連結されている。ラック４３，５３，６３は、各ピニオン歯車
４２，５２，６２と噛み合うラック歯部４６，５６，６６と、支持軸４７，５７，６７と
を有している。ラック歯部４６，５６，６６は、ラック４３，５３，６３の上端部近傍か
ら下端部近傍にかけて設けられている。各支持軸４７，５７，６７は、摺動性に優れた部
材（高摺動部材）によって構成された棒状の部材であって、水平羽根３０の第１連結部３
１，３２，３３の有する各軸支部を水平羽根３０の長手方向に対して平行に挿通しており
、水平羽根３０を回動可能に支持している。
【００４１】
　また、第１迫り出し機構４１，５１，６１は、１つの第１モータ５４を有している。第
１モータ５４は、パルスが入力されることで駆動するステッピングモータである。また、
第１モータ５４には、第１モータ５４が駆動することによって回転する駆動軸５４ａが連
結されている。さらに、駆動軸５４ａには、上述のように、各第１迫り出し機構４１，５
１，６１のピニオン歯車４２，５２，６２が連結されている。このため、第１モータ５４
は、駆動軸５４ａを回転させることで、ピニオン歯車４２，５２，６２を回転させること
ができる。
【００４２】
　このような構成によって、第１迫り出し機構４１，５１，６１では、第１モータ５４に
よってピニオン歯車４２，５２，６２が回転されることで、ピニオン歯車４２，５２，６
２と噛み合うラック歯部４６，５６，６６に動力が伝達されて、各ピニオン歯車４２，５
２，６２に対する各支持軸４７，５７，６７の位置が変化する。このため、第１迫り出し
機構４１，５１，６１が駆動されることで、ピニオン歯車４２，５２，６２に対する第１
連結部３１，３２，３３の位置が移動される。
【００４３】
　第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂは、水平羽根３０の第２連結部３４，３５と連結され
ており、吹出口１５から近接または離反するように第２連結部３４，３５を移動させるこ
とができる。また、第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂは、第２モータ７３ａ，７３ｂと、
リンク機構７２ａ，７２ｂと、を備えている。第２モータ７３ａ，７３ｂは、パルスが入
力されることで駆動するステッピングモータである。また、第２モータ７３ａ，７３ｂは
、駆動軸７９ａ，７９ｂを有しており、駆動軸７９ａ，７９ｂを介してリンク機構７２ａ
，７２ｂを駆動させることができる。
【００４４】
　リンク機構７２ａ，７２ｂは、揺動レバー７４ａ，７４ｂと、アーム７５ａ，７５ｂと
、を有している。揺動レバー７４ａ，７４ｂは、その一端部が駆動軸７９ａ，７９ｂ近傍
に配置されており、駆動軸７９ａ，７９ｂの回転に伴って揺動する。また、揺動レバー７
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４ａ，７４ｂの他端部は、アーム７５ａ，７５ｂの上端部と回動可能に連結されている。
さらに、アーム７５ａ，７５ｂには、揺動レバー７４ａ，７４ｂと連結している端部とは
反対側の端部近傍に支持軸７８ａ，７８ｂが形成されている。支持軸７８ａ，７８ｂは、
摺動性に優れた部材（高摺動部材）によって構成された棒状の部材であって、水平羽根３
０の第２連結部３４，３５の軸支部とそれぞれ係合しており、水平羽根３０を回動可能の
支持している。
【００４５】
　このような構成によって、第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂでは、第２モータ７３ａ，
７３ｂが駆動することで、第２モータ７３ａ，７３ｂに対する支持軸７８ａ，７８ｂの位
置が変化する。このため、第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂが駆動することで、第２モー
タ７３ａ，７３ｂに対する第２連結部３４，３５の位置が移動される。
【００４６】
　また、第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂは、第１連結部３１，３２，３３の位置が図７
および図８に示す位置に配置されている場合には、第１連結部３１，３２，３３に軸支さ
れている支持軸４７，５７，６７を回転軸として第２連結部３４，３５の位置を変化させ
ることができる。このため、水平羽根３０に吹出口１５の開口面に対して所定角度だけ傾
斜して配置されるような所定の開姿勢を採らせたり、水平羽根３０をスイングさせたりす
ることができる。
【００４７】
　このような構成によって、水平羽根駆動機構５０は、第１連結部３１，３２，３３およ
び第２連結部３４，３５を移動させることによって、水平羽根３０の姿勢を変更すること
ができる。
【００４８】
　また、水平羽根駆動機構５０は、取り付け板８０を有している。取り付け板８０は、吹
出口１５の開口面よりも上方に配置されており、室内機ケーシング１２に固定されている
。また、取り付け板８０の上面には、１つの第１モータ５４および２つの第２モータ７３
ａ，７３ｂが固定されている。このようにして、第１モータ５４および第２モータ７３ａ
，７３ｂは、取り付け板８０とともに、室内機ケーシング１２の内部に収納されている。
【００４９】
　次に、第１モータ５４および第２モータ７３ａ，７３ｂの駆動を制御する制御部８４に
ついて説明する。
【００５０】
　＜制御部＞
　図１０は、空気調和機の備える制御部８４の制御ブロック図である。
【００５１】
　制御部８４は、図１０に示すように、室内機１０および室外機２の各種機器と接続され
ており、リモートコントローラ８６を介した空調対象者からの運転指令等に基づいて、冷
房運転や暖房運転等の各運転に応じた各種機器の運転制御を行う。
【００５２】
　また、制御部８４は、第１モータ５４、第２モータ７３ａ，７３ｂの駆動を制御可能な
駆動制御部８５を有している。
【００５３】
　駆動制御部８５は、第１モータ５４および２つの第２モータ７３ａ，７３ｂの回転数と
回転方向とを制御することで、第１迫り出し機構４１，５１，６１および第２迫り出し機
構７１ａ，７１ｂを任意のタイミングで駆動させる。具体的には、駆動制御部８５は、第
１モータ５４および第２モータ７３ａ，７３ｂに正または負のパルスを所定量入力するこ
とで第１迫り出し機構４１，５１，６１および第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂを駆動さ
せ、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，４５を所定の位置に移動させる
。このため、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，３５が所定の位置にそ
れぞれ移動されることで、水平羽根３０の姿勢が変更される。したがって、第１モータ５
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４および２つの第２モータ７３ａ，７３ｂを駆動させることで、吹出口１５から吹き出さ
れた調和空気の向かう方向を調整することができる。
【００５４】
　＜特徴＞
　（１）
　上記実施形態では、水平羽根３０が、その平面視において、略台形状を呈している。す
なわち、水平羽根３０は、水平羽根３０の長手方向に直交する方向に向かって広がる略台
形状を呈している。また、水平羽根３０は、吹き出し方向下流側における水平羽根３０の
長手方向の寸法が吹き出し方向上流側における水平羽根３０の長手方向の寸法よりも大き
くなるように配置される遠方吹き出し姿勢を採ることが可能である。さらに、水平羽根３
０は、水平羽根３０の長手方向の寸法が、吹出口１５の長手方向の寸法よりも大きくなる
ように構成されている。このため、例えば、水平羽根１３０が略長方形状を呈する従来の
室内機１１０（図１１（ｂ）参照）と比較して、吹出口１５から吹き出される空気を、水
平羽根３０において吹出口１５の開口面積よりも大きい部分（主に、図１１（ａ）におい
て点描で示す部分）で規制することができる。したがって、水平羽根３０が、水平羽根３
０において底辺ｂｂが上辺ａａよりも前方に配置される遠方吹き出し姿勢を採る場合には
、吹出口１５の正面方向に向かって流れる空気だけでなく、吹出口１５の左右両側方に向
かって流れる空気を規制することができる。
【００５５】
　これによって、吹出口１５から吹き出される空気を効率よく規制することができている
。なお、図１１（ｂ）では、符号１１２は室内機ケーシングを示しており、符号１１５は
吹出口を示している。
【００５６】
　また、上記実施形態では、１つの吹出口１５が１つの水平羽根３０によって覆われるた
め、例えば、１つの吹出口が複数の水平羽根によって覆われる場合と比較して、室内機１
０の意匠性が低下するおそれを減らすことができている。
【００５７】
　（２）
　上記実施形態では、水平羽根３０の上辺ａａから底辺ｂｂに下ろした垂線ｈと斜辺ａｂ
とのなす角度θが３°である。このため、水平羽根３０をその両端部が傾斜した構成にす
ることができるため、水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合には、吹出口１５の左
右両側方に向かって流れる空気を規制しやすくすることができる。
【００５８】
　（３）
　上記実施形態では、室内機１０の正面視において、室内機ケーシング１２の略中央を通
る線を対称線ｌとした場合に、吹出口１５は、前記対称線ｌに対して対称となるように、
室内機ケーシング１２に形成されている。また、水平羽根３０は、前記対称線ｌに対して
対称となるように配置されている。このため、室内機１０の意匠性を向上させることがで
きる。
【００５９】
　（４）
　上記実施形態では、水平羽根３０は、閉姿勢と所定の開姿勢とを採ることが可能である
。また、水平羽根が下方吹き出し姿勢を採る場合には、水平羽根３０が、吹出口１５の開
口面よりも下方であって、水平羽根３０の上辺ａａが底辺ｂｂよりも前方に位置しており
、かつ、底辺ｂｂが上辺ａａよりも吹出口１５の開口面に対して近くなるように配置され
る。このため、水平羽根が下方吹き出し姿勢を採る場合には、吹出口１５から吹き出され
た空気が吹き出し方向に沿って狭くなる水平羽根３０の面によって規制されるため、水平
羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合と比較して、吹出口１５から吹き出される空気を
室内により早く拡散させることができる。したがって、例えば、冷房運転時において水平
羽根３０が下方吹き出し姿勢を採る場合には、水平羽根３０の面が、結露の発生しやすい
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空気流の下流側において上流側よりも狭くなるため、水平羽根３０に結露を発生させ難く
することができる。
【００６０】
　また、上記実施形態では、水平羽根３０が少なくとも遠方吹き出し姿勢と下方吹き出し
姿勢とを採ることが可能である。また、水平羽根３０が遠方吹き出し姿勢を採る場合には
、吹出口１５から吹き出された空気が水平羽根３０の両端部から下方向に漏れるおそれを
減らすことができるため、風向制御能力を向上させることができる。また、水平羽根３０
が下方吹き出し姿勢を採る場合には、吹出口１５から吹き出される空気が水平羽根３０の
両端部から漏れるため、調和空気を室内に拡散させやすくすることができる。このため、
水平羽根３０の姿勢を変更することで、水平羽根３０における調和空気の吹き出し方向を
変更することができる。したがって、水平羽根３０の姿勢によって、吹出口１５から吹き
出される空気の風向制御能力を向上させるか、あるいは、拡散効果を向上させるかを選択
することができる。
【００６１】
　＜変形例＞
　（Ａ）
　上記実施形態では、水平羽根３０において、上辺ａａから底辺ｂｂに下ろした垂線ｈと
斜辺ａｂとのなす角度θは、３°であるが、これに限定されず、上辺から底辺に下ろした
垂線と斜辺とのなす角度θは、２°以上であればよい。
【００６２】
　（Ｂ）
　上記実施形態では、室内機ケーシング１２の底面前部には吹出口１５が形成されており
、水平羽根３０は吹出口１５の開口面の略全部を覆うことが可能である。
【００６３】
　これに加えて、室内機の側方に空気を吹き出すための吹出口が、水平羽根によって覆わ
れる吹出口とは別に形成されていてもよい。
【００６４】
　例えば、図１２、図１３および図１４に示すように、室内機ケーシング２１２に、上記
実施形態の吹出口１５に相当する第１開口２１５とは別に、第２開口２１７ａおよび第３
開口２１７ｂが形成されている空気調和機の室内機２１０について説明する。なお、室内
機２１０において、室内機本体２１１、側方遮蔽部材２２０，２９０、側方遮蔽部材駆動
機構２２９，２９９（図１５参照）、および、制御部２８４以外の構成は、上記実施形態
と同様の構成であるため、室内機本体２１１、側方遮蔽部材２２０，２９０、側方遮蔽部
材駆動機構２２９，２９９、および、制御部２８４以外の構成部材には、上記実施形態と
同様の符号を付すとともに説明を省略する。
【００６５】
　＜室内機本体＞
　室内機本体２１１は、主に、室内機ケーシング２１２と、室内熱交換器と、室内ファン
と、垂直羽根１９とを備えている。なお、室内熱交換器、室内ファン１４および垂直羽根
１９の構成は、上記実施形態と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００６６】
　室内機ケーシング２１２は、水平方向に長い略直方形状の部材である。また、室内機ケ
ーシング２１２には、室内熱交換器、室内ファン１４、および、垂直羽根１９等が収納さ
れている。さらに、室内機ケーシング２１２には、取込口（図示せず）と、吹出口２１５
，２１７ａ，２１７ｂとが形成されている。取込口は、室内の空気を室内機ケーシング２
１２の内側に取り込むための開口であって、室内機ケーシング２１２の上部に形成されて
いる。
【００６７】
　また、吹出口２１５，２１７ａ，２１７ｂは、室内機本体２１１内で調和された空気を
吹き出すための開口であって、室内機２１０の下部近傍に形成されている。具体的には、
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吹出口２１５，２１７ａ，２１７ｂは、室内機ケーシング２１２の底面および両側面に形
成されている。また、室内機ケーシング２１２は、吹出口２１５，２１７ａ，２１７ｂを
３つの開口に仕切るための仕切部２１２ａ，２１２ａを有している。仕切部２１２ａ，２
１２ａは、室内機ケーシング２１２において、室内機ケーシング２１２の外面よりも内側
に設けられている（図１３および図１４参照）。また、仕切部２１２ａ，２１２ａは、室
内機ケーシング２１２の底面の両端部近傍にそれぞれ配置されている。このため、吹出口
２１５，２１７ａ，２１７ｂには、室内機ケーシング２１２の底面に設けられている第１
開口２１５と、室内機ケーシング２１２の底面から左側面にかけて形成されている第２開
口２１７ａと、室内機ケーシング２１２の底面から右側面にかけて形成されている第３開
口２１７ｂとが含まれる。
【００６８】
　また、室内機ケーシング２１２内には、室内熱交換器によって熱交換され室内ファン１
４を貫流した調和空気が流れる吹き出し流路が形成されている。さらに、吹き出し流路は
、第１開口２１５に調和空気を流すための流路である正面吹き出し流路と、第２開口２１
７ａまたは第３開口２１７ｂに調和空気を流すための流路である側方吹き出し流路とに分
かれている。
【００６９】
　＜側方遮蔽部材＞
　側方遮蔽部材２２０，２９０は、第２開口２１７ａおよび第３開口２１７ｂを覆うこと
が可能な部材であって、室内機２１０の左右両側方下部に配置されている。具体的には、
側方遮蔽部材２２０，２９０は、室内機２１０の下部の角部に沿った湾曲した形状を呈す
る部材であって、第２開口２１７ａおよび第３開口２１７ｂ近傍にそれぞれ配置されてい
る。
【００７０】
　また、側方遮蔽部材２２０，２９０は、２つの状態（閉状態および開状態）を採ること
が可能である。
【００７１】
　側方遮蔽部材２２０，２９０の閉状態を採る場合、側方遮蔽部材２２０が第３開口２１
７ｂを覆うように配置され、側方遮蔽部材２９０が第２開口２１７ａを覆うように配置さ
れる（図１３参照）。このため、水平羽根３０が閉姿勢を採っており、側方遮蔽部材２２
０，２９０が閉状態である場合には、吹出口２１５，２１７ａ，２１７ｂが遮蔽される。
【００７２】
　側方遮蔽部材２２０，２９０が開状態である場合、側方遮蔽部材２２０が第３開口２１
７ｂを開放するように配置され、側方遮蔽部材２９０が第２開口２１７ａを開放するよう
に配置される（図１４参照）。また、側方遮蔽部材２２０，２９０が開状態である場合に
は、側方遮蔽部材２２０，２９０の一部が、側方吹き出し流路の一部を構成する側方吹き
出し流路形成部材（２２５；図１３および図１４参照）によって形成されている収納空間
Ｓに収納される（図１３および図１４参照）。
【００７３】
　＜側方遮蔽部材駆動機構＞
　側方遮蔽部材駆動機構２２９，２９９は、水平羽根駆動機構５０とは別の駆動機構であ
って、側方遮蔽部材２２０，２９０の開閉状態を切り換えるための機構である。また、側
方遮蔽部材駆動機構２２９，２９９は、側方遮蔽部材２２０，２９０を閉状態から開状態
に切り換える場合には、閉状態である側方遮蔽部材２２０，２９０を室内機本体２１１の
左右方向の中央に向かって移動させる。
【００７４】
　次に、側方遮蔽部材駆動機構２２９，２９９の構成について説明する。また、側方遮蔽
部材駆動機構２２９，２９９は、側方遮蔽部材２２０の状態を切り換えるための側方遮蔽
部材駆動機構２２９と、側方遮蔽部材２９０の状態を切り換えるための側方遮蔽部材駆動
機構２９９とを有する。なお、側方遮蔽部材駆動機構２９９は、側方遮蔽部材駆動機構２
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２９の構成を左右対称にした構成と同様であるため、ここでは、側方遮蔽部材駆動機構２
２９の構成のみを説明し、側方遮蔽部材駆動機構２９９の構成については説明を省略する
。
【００７５】
　側方遮蔽部材駆動機構２２９は、第３モータ２２４と、支持部材とを備えている。第３
モータ２２４は、第３モータ２２４が駆動することによって回転する駆動軸（図示せず）
を有している。支持部材は、前方支持部材（図示せず）と後方支持部材２２３ｂとを有し
ている。前方支持部材の下端部は、側方遮蔽部材２２０の前側端部に固定されている。ま
た、前方支持部材の上端部は、室内機ケーシング２１２に回転自在に支持されている。後
方支持部材２２３ｂの下端部は、側方遮蔽部材２２０の後側端部に固定されている。また
、後方支持部材２２３ｂの上端部は、第３モータ２２４の有する駆動軸に連結されている
。
【００７６】
　このような構成によって、側方遮蔽部材駆動機構２２９では、第３モータ２２４が駆動
することによって、後方支持部材２２３ｂが駆動軸を回転軸として回動する。このため、
側方遮蔽部材２２０は、第３開口２１７ｂを開放したり遮蔽したりする方向に移動する。
【００７７】
　なお、側方遮蔽部材駆動機構２９９では、第３モータ２９４が駆動することによって、
側方遮蔽部材２９０が、第２開口２１７ａを開放したり遮蔽したりする方向に移動する。
【００７８】
　＜制御部＞
　制御部２８４は、室内機２１０および室外機２の各種機器と接続されており、リモート
コントローラ８６を介した空調対象者からの運転指令等に基づいて、冷房運転や暖房運転
等の各運転に応じた各種機器の運転制御を行う。
【００７９】
　また、制御部２８４は、第１モータ５４、第２モータ７３ａ，７３ｂおよび第３モータ
２２４，２９４の駆動を制御可能な駆動制御部２８５を有している。
【００８０】
　駆動制御部２８５は、第１モータ５４および２つの第２モータ７３ａ，７３ｂの回転数
と回転方向とを制御することで、第１迫り出し機構４１，５１，６１および第２迫り出し
機構７１ａ，７１ｂを任意のタイミングで駆動させる。具体的には、駆動制御部２８５は
、第１モータ５４および第２モータ７３ａ，７３ｂに正または負のパルスを所定量入力す
ることで第１迫り出し機構４１，５１，６１および第２迫り出し機構７１ａ，７１ｂを駆
動させ、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，４５を所定の位置に移動さ
せる。このため、第１連結部３１，３２，３３および第２連結部３４，３５が所定の位置
にそれぞれ移動されることで、水平羽根３０の姿勢が変更される。
【００８１】
　さらに、駆動制御部２８５は、第３モータ２２４，２９４の回転数と回転方向とを制御
することで、側方遮蔽部材駆動機構２２９，２９９を駆動させる。具体的には、駆動制御
部２８５は、第３モータ２２４，２９４に正または負のパルスを所定量入力することで側
方遮蔽部材駆動機構２２９，２９９を駆動させる。このため、側方遮蔽部材２２０，２９
０が開状態または閉状態に切り換えられる。
【００８２】
　このような構成によって、この空気調和機の室内機２１０では、第２開口２１７ａおよ
び第３開口２１７ｂが開放されることで、室内機２１０の側方に向かって調和空気を吹き
出すことができる。また、第２開口２１７ａおよび第３開口２１７ｂが側方遮蔽部材２２
０，２９０によって遮蔽されることで、室内機２１０の側方に向かって調和空気が吹き出
すおそれを減らすことができる。したがって、必要に応じて室内機２１０の側方に向かう
空気流を形成することができる。
【００８３】
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　（Ｃ）
　上記実施形態では、水平羽根３０は、平面視において、略台形状を呈する板状の部材で
あるが、これに限定されず、水平羽根が、長手方向に直交する方向に向かって広がる形状
を呈していればよい。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、吹出口から吹き出される空気が水平羽根によって規制されないおそれを減ら
すことができるため、水平羽根を備える空気調和機の室内機への適用が有効である。
【符号の説明】
【００８５】
　　１５　　　吹出口
　　３０　　　水平羽根
　２１５　　　第１開口（吹出口）
　２１７ａ　　第２開口（側方吹出口）
　２１７ｂ　　第３開口（側方吹出口）
　１０，２１０　　室内機
　１２，２１２　　室内機ケーシング（ケーシング）
　２２０，２９０　側方遮蔽部材
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８６】
【特許文献１】特開２００８－２７７９号公報

【図１】 【図２】
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