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(57)【要約】
【課題】
不使用時には外面の凹凸がほとんど無くすことができ
、インテリアの雰囲気を乱さないようになり、また、使
用時は吹出し気流の方向と上下風向板を見た時の直感的
な風向のイメージが合致し違和感が無く、戸惑いを生ず
ることが無い空気調和機を提供する。
【解決手段】
複数の上下風向板で吹出し口を大略閉じることが可能
なセパレートタイプ壁掛け型の空気調和機において、下
流側で上方に拡大する吹出し風路の拡大部と、閉じたと
きに該拡大部の前部に位置し、中央部が凸状の風向面を
表裏に有し内部が中空である上側上下風向板とを備え、
該上側上下風向板を閉じたときに外面となる風向面の平
均の曲率が上下風向板の他の風向面の平均の曲率より大
きく、該外面となる風向面が該上側上下風向板を水平向
きにしたときに下面となり、且つ、該上側上下風向板を
下向きにしたときに後面になる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の上下風向板で吹出し口を大略閉じることが可能なセパレートタイプ壁掛け型の空
気調和機において、下流側で上方に拡大する吹出し風路の拡大部と、閉じたときに該拡大
部の前部に位置し、中央部が凸状の風向面を表裏に有し内部が中空である上側上下風向板
とを備え、該上側上下風向板を閉じたときに外面となる風向面の平均の曲率が上下風向板
の他の風向面の平均の曲率より大きく、該外面となる風向面が該上側上下風向板を水平向
きにしたときに下面となり、且つ、該上側上下風向板を下向きにしたときに後面になるこ
とを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
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請求項１の空気調和機において、前記複数の上下風向板を閉じた時に、空気調和機の底
面から前面パネルに至る外形が上下風向板の冷房時に下面となる風向面で滑らかに形成さ
れることを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
請求項２の空気調和機において、空気調和機の運転を停止した時に、前記上下風向板を
閉じる制御装置を備えることを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
請求項１の空気調和機において、前記上下風向板をほぼ水平の姿勢にしたときの下流端
から最大厚さまでの距離が上流端から最大厚さまでの距離より短いことを特徴とする空気
調和機。
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【請求項５】
請求項４の空気調和機において、前記上下風向板を支持する支柱を上流端側の上面に設
けることを特徴とする空気調和機。
【請求項６】
請求項１の空気調和機において、前記上下風向板を最も下向きにした時に、風路の上壁
と上下風向板とが接触しないことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は空気調和機にかかり、特に上下風向板を改良した空気調和機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
ヒートポンプ式空気調和機は冷暖房機として広く普及しており、より快適に、より使い
易くするため様々な試みがなされてきている。そのひとつに、上下風向板の形状があげら
れる。
【０００３】
ヒートポンプ式空気調和機の中でもセパレートタイプの壁掛型が、家屋とのマッチング
，デザイン，低騒音などの点から多く普及している。この場合、室内機は室内壁の上部に
据付られるため、暖房運転時には上下風向板をできるだけ下向きにし温風をなるべく床近
くまで到達させるようにし、冷房運転時には上下風向板を水平向きに近くし冷風を広く室
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内に循環させるようにしている。
【０００４】
ヒートポンプ式空気調和機は小型化が年々進んではいるが性能上の課題もあり、小型化
のスピードはあまり大きくない。このため、使うときは空気調和機がもたらす快適さのゆ
えにその大きさはあまり問題とならないが、春，秋の中間期には使用頻度が少なく、停止
している時が多いため、その大きさゆえにインテリアの雰囲気に合わないと感じる人も多
い。このようなことから、不使用時には室内の雰囲気を乱さない佇まいとなる空気調和機
が望まれている。これに応えるために空気調和機本体を壁の中に据付て室内から見える部
分は空気の吸込み口，吹出し口のみにする方法も行われている。しかし、大きな空気調和
機を壁内に据付けるためには予め大きなスペースを壁内に確保しなければならず、これに
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応えられる家屋は少数にとどまる。
【０００５】
このため、壁から露出するが不使用時には室内の雰囲気を乱さない外観になる壁掛型の
空気調和機が要望され、運転を停止した時には、上下風向板で吹出し口を覆い、室内機内
に塵埃が浸入するのを防止し、かつ、できるだけ凹凸を目立たなくして、壁と溶け込んだ
デザイン、角部を無くした柔らかなデザインにする工夫が行われている。
【０００６】
また、冷房運転時には、上下風向板は吹出してくる冷風に曝されると共に、その一部は
吹出してくる冷風に誘引される室内空気にも曝されるため、結露を生じやすく、適正な構
造にしないと、長時間の運転で結露が落下し、空気調和機の周囲を汚すこともあり、この
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ような現象に対処することも必要である。
【０００７】
この種の従来技術として、特開２０００−１１１１３３号公報，特許３０８１４７１号
公報，特開２００４−１１６８５９号公報，特許２７４５７４１号公報が知られている。
【０００８】
特許文献１は左右風向変更板群の風上側となる後部側面に、多数の凸部から構成されて
空気流の剥離を防止する第一剥離防止手段を、上下風向変更板の風上側となる後部側面に
第二剥離防止手段を設けて、空気流の剥離を防止するとともに結露の発生を防止して、風
向を効果的に変更できるようにした空気調和機について述べている。
【０００９】
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特許文献２は送風機から風向変更板に至る風路の上壁近辺の位置に補助風向変更板を設
け、この補助風向変更板で風路の上壁近辺にで流れる空気を風向変更板と同じ方向に導き
、吹出口から吹出される空気の吹出し方向をそろえる空気調和機について述べている。
【００１０】
特許文献３は吹出口に３枚の横ルーバを並設し、上方に調和空気を送出する際には中央
及び下方の横ルーバを送風経路の中央部及び下部を流通する空気と略平行な標準位置に配
置して主流を下方に送出する。上方の横ルーバは、送風経路の上部を流通する空気の空気
流に対して上方へ傾斜して配置され、送風経路の上部を通る空気が横ルーバに導かれて送
風経路の上壁に沿って送出される。上方に送出された空気はコアンダ効果によって主流に
吸引され、主流の方向に導かれ、結露を防止するとともに風量の減少を防止する空気調和
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機について述べている。
【００１１】
特許文献４はルーバーの断面を上側に凸のそりの大きい扇型形状にするとともに、ルー
バー面に、上流側よりも下流側の方が厚肉となる段差部を設け、かつ面の肉厚が均等とな
るよう中空断面にする。これにより、ひけが無く、冷房時に段差部により気流を剥離させ
て水平に向かいやすくし、暖房時に抵抗の増加を招くことなく温風を下向きにするので、
風量の低下、騒音の増大を避けることができ、その結果温風の床面までの到達度が増し、
被空調室内の温度分布を均一にできる空気調和機の風向偏向装置について述べている。
【００１２】
【特許文献１】特開２０００−１１１１３３号公報
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【特許文献２】特許３０８１４７１号公報
【特許文献３】特開２００４−１１６８５９号公報
【特許文献４】特許２７４５７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
ヒートポンプ式空気調和機の上下風向板については上述のように種々の提案がなされて
きている。しかし、湾曲した風向板で風向を変更する場合、風向板を目で見たときには、
風向板先端から湾曲面の接線方向に風が吹出しているかの如き印象を受ける。このため、
停止時の外形に合せるよう湾曲した風向板を用いる場合は、寸法上の制約もあり、特に上
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側の上下風向板の先端が与える風向の印象が、暖房運転時または、冷房運転時に期待して
いる風向と合わない感じを与えていた。
【００１４】
特許文献１では気流を下方に吹出す場合について述べているものの、気流を上方に吹出
す場合については言及していない。
【００１５】
特許文献２では気流を下方に吹出す場合について述べているものの、気流を上方に吹出
す場合については言及していない。また、風向板が３枚となって風路を狭くするので、特
に厚さの厚い翼型形状の風向板を用いる場合は冷房運転時に上下風向板と吹出し風路上壁
との間が狭くなり、風速が増してこの部の通風抵抗が大きくなって、騒音が増大する。

10

【００１６】
特許文献３では上または水平方向に気流を吹出す場合について述べてはいるが暖房時の
ように気流の向きを下向きにする場合については言及していない。また、当然のことなが
ら下向きに気流を吹出す場合の風向板のそりの方向に付いての言及もない。
【００１７】
特許文献４では風向板に段差部があるので、停止時に吹出し口を閉じても段差部が目立
ち、停止時の外観を損なう。また、風向板の両面が同じ方向に膨らんでいるので、冷房時
の風向板の姿勢では風向板が与える風向の印象が期待にそぐわない。
【００１８】
本発明の目的は、空気調和機の運転時に、期待している風向と上下風向板を見たときの
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風向との印象を合致させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明が解決しようとする課題は、複数の上下風向板で吹出し口を大略閉じることが可
能なセパレートタイプ壁掛け型の空気調和機において、下流側で上方に拡大する吹出し風
路の拡大部と、閉じたときに該拡大部の前部に位置し、中央部が凸状の風向面を表裏に有
し内部が中空である上側上下風向板とを備え、該上側上下風向板を閉じたときに外面とな
る風向面の平均の曲率が上下風向板の他の風向面の平均の曲率より大きく、該外面となる
風向面が該上側上下風向板を水平向きにしたときに下面となり、且つ、該上側上下風向板
を下向きにしたときに後面になることにより達成される。
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【００２０】
また、前記複数の上下風向板を閉じた時に、空気調和機の底面から前面パネルに至る外
形が上下風向板の冷房時に下面となる風向面で滑らかに形成されるものである。
【００２１】
また、空気調和機の運転を停止した時に、前記上下風向板を閉じる制御装置を備えるも
のである。
【００２２】
また、前記上下風向板をほぼ水平の姿勢にしたときの下流端から最大厚さまでの距離が
上流端から最大厚さまでの距離より短いものである。
【００２３】
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また、前記上下風向板を支持する支柱を上流端側の上面に設けるものである。
【００２４】
また、前記上下風向板を最も下向きにした時に、風路の上壁と上下風向板とが接触しな
いものである。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、空気調和機の運転時に、期待している風向と上下風向板を見たときの
風向との印象を合致させることができる。
【００２６】
また、不使用時には外面の凹凸がほとんど無くすことができ、インテリアの雰囲気を乱
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さないようになり、また、使用時は吹出し気流の方向と上下風向板を見た時の直感的な風
向のイメージが合致し違和感が無く、戸惑いを生ずることが無い。また、運転の停止時に
もインテリアの雰囲気を乱すことが無い。また、運転中も吹出し口の外観が良好に保たれ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下、本発明の実施例について図を用いて説明する。図における同一符号は同一物また
は相当物を示す。
【００２８】
まず、空気調和機の全体構成について図１，図２を用いて説明する。図１は実施例の空
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気調和機の構成図である。図２は同空気調和機の室内機の側断面図である。
【００２９】
空気調和機は、室内機２と室外機６とを接続配管８で繋ぎ、室内を空気調和する。室内
機２は、筐体ベース２１の中央部に室内熱交換器３３を置き、熱交換器３３の下に送風フ
ァン３１１を配置し、露受皿３５等を取り付け、これらを化粧枠２３で覆い、化粧枠２３
の前面に前面パネル２５を取り付けている。この化粧枠２３には、室内空気を吸い込む空
気吸込み口２７と、温湿度が調和された空気を吹出す空気吹出し口２９とが上下に設けら
れている。
【００３０】
送風ファン３１１からの吹出し気流を送風ファン３１１の長さに略等しい幅を持つ吹出
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し風路２９０に流し、吹出し風路２９０途中に配した左右風向板２９５で気流の左右方向
を偏向する。更に、吹出し口２９に配した上下風向板２９１，２９２で気流の上下方向を
偏向して室内に吹出すことができるようになっている。
【００３１】
筐体ベース２１には、送風ファン３１１，フィルター２３１，室内熱交換器３３，露受
皿３５，上下風向板２９１，２９２，左右風向板２９５等の基本的な内部構造体が取り付
けられる。そして、これらの基本的な内部構造体は、筐体ベース２１，化粧枠２３，前面
パネル２５からなる筐体２０に内包され室内機２を構成する。また、前面パネル２５の下
部一側には、運転状況を表示する表示部と、別体のリモコン５からの赤外線の操作信号を
受ける受光部とが配置されている。
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【００３２】
可動パネル２５１は、前面パネル２５の一部を構成し、前面パネル２５の下部に設けた
回動軸を支点として駆動モータにより回動され、空気調和機の運転時に前側空気吸込部２
３０′を開くように構成されている。これにより、運転時には上側空気吸込み部２３０に
加えて、前側空気吸込部２３０′からも室内機２内に室内空気が吸引される。
【００３３】
化粧枠２３の下面に形成される空気吹出し口２９は、前面パネル２５との分割部に隣接
して配置され、奥の吹出し風路２９０に連通している。２枚の上下風向板２９１，２９２
は、閉鎖状態で、吹出し風路２９０をほぼ隠蔽して室内機２の底面に連続する大きな曲面
を有するように構成されている。これらの上下風向板２９１は、両端部に設けた回動軸を

40

支点にして、リモコン５からの指示に応じて、駆動モータにより空気調和機の運転時に所
要の角度回動して空気吹出し口２９を開き、その状態に保持する。
【００３４】
室内機２は、内部に図示しない制御装置１０を備え、この制御装置１０にマイコンが設
けられる。このマイコンは、室内温度センサー、室内湿度センサー等の各種のセンサーか
らの信号を受けると共に、リモコン５からの操作信号を受光部で受ける。このマイコンは
、これらの信号に基づいて、室内送風ファン３１１，可動パネル駆動モータ，上下風向板
駆動モータ，左右風向板駆動モータ等を制御すると共に、室外機６との通信を司り、室内
機２を統括して制御する。
【００３５】
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空気調和機の運転停止時には、図２に破線で示す如くに、可動パネル２５１は前側空気
吸込部２３０′を閉じるように、また、上下風向板２９１，２９２は空気吹出し口２９を
閉じるように制御される。左右風向板２９５は、下端部に設けた回動軸を支点にして駆動
モータにより回動され、リモコン５からの指示に応じて回動されてその状態に保持される
。これによって、吹出し空気が左右の所望の方向に吹出される。なお、リモコン５から指
示することにより、空気調和機の運転中に上下風向板２９１，２９２，左右風向板２９５
を周期的に揺動させ、室内の広範囲に周期的に吹出し空気を送ることもできる。
【００３６】
露受皿３５は、室内熱交換器３３の前後両側の下端部下方に配置され、冷房運転時や除
湿運転時に室内熱交換器３３に発生する凝縮水を受けるために設けられている。受けて集

10

められた凝縮水はドレン配管３７を通して室外に排出される。
【００３７】
室外機６は、ベースに圧縮機，室外熱交換器，室外ファンを搭載し、外箱で覆い、配管
接続バルブに室内機２からの接続配管８を接続している。
【００３８】
室外機６の外箱は前面板，天板，側面板等からなり、室外熱交換器に対向する外面に室
外空気の吸込み部が設けられ、室外ファンに対向する前面板に自在に空気の流通ができる
ファンカバー６３５が設けられている。室外ファンは室外熱交換器が上流側に、ファンカ
バー６３５が下流側になるように回転駆動され、上述のように室外空気を室外熱交換器に
流通させる。
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【００３９】
この空気調和機を運転する時には、電源に接続してリモコン５を操作し、所望の暖房，
除湿，冷房等の運転を行う。暖房等の運転の場合、リモコン５から運転操作の信号がなさ
れると、マイコンは、リモコン５からの操作信号または自動運転が設定されていれば各種
センサからの情報に基づいて暖房等の運転モードを決定する。
【００４０】
次に、室外機６の制御部に決定した運転モードに応じた運転を指示すると共に、決定し
た運転モードに従って送風ファン３１１を駆動し、空気吸込部２７から室内熱交換器３３
に室内空気を流通させる。室外機６の制御部は室内機２からの指示に従い、圧縮機，送風
モータ，制御弁等を制御し、圧縮機からの冷媒を冷凍サイクルに循環させると共に、室外
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空気吸込み部から室外熱交換器に室外空気を流通させる。かくして、暖房等の運転が行わ
れる。
【００４１】
次に、実施例の上側上下風向板について図２〜図８を用いて説明する。
【００４２】
上下風向板は前述のように上側上下風向板２９１、下側上下風向板２９２から構成され
る。本明細書では単に上下風向板と記した場合は上側上下風向板２９１、下側上下風向板
２９２の両上下風向板を表し、上側（または下側）上下風向板の片方の上下風向板につい
て述べる時は上側（または下側）上下風向板と記すこととする。
【００４３】
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上下風向板２９１，２９２は空気吹出し口２９の上部の横幅いっぱいに、支柱２９１ｓ
に回動自在に軸支され、上下風向板駆動モータにより、吹出し空気を下吹出し、あるいは
水平吹出しなどに偏向する。
【００４４】
先ず、運転停止時の上下風向板の状態について図３，図５，図８（ａ）を用いて詳細に
説明する。図３（ａ）は同室内機の運転停止時の斜視図であり、（ｂ）は同運転停止時の
吹出し口の断面図である。図５は同室内機の上下風向板を開いた斜視図である。図８（ａ
）は同室内機の停止時の上下風向板の断面図、（ｂ）は同冷房時の、（ｃ）は同上向き風
向時の、（ｄ）は同暖房時の上下風向板の断面図である。
【００４５】
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図３，図８において、２９０ａは吹出し風路上壁、２９０ｂは吹出し風路下壁、２９０
ｅは吹出し風路上方拡大部、２９１ａは水平時下側風向面、２９１ｂは水平時上側風向面
、２９１ｓは支柱である。
【００４６】
上側上下風向板２９１は中空の翼形断面を有し、図５に示すように吹出し風路２９０の
左右の側壁２９０ｃ，２９０ｄ，上壁２９０ａの３個所に設けられた軸受けに、支柱２９
１ｓの軸部を回動自在に支承され、空気吹出し口２９の横幅いっぱいに設けられている。
【００４７】
空気調和機を使用しない運転停止時は図３のように、上側上下風向板２９１，下側上下
風向板２９２，可動パネル２５１は制御装置により空気吹出し口２９を閉じるように制御
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される。これにより、上側上下風向板２９１は吹出し風路２９０の上方拡大部２９０ｅの
前方の位置に回動し収納され、風路上方拡大部２９０ｅを遮蔽し、下側上下風向板２９２
と協働して吹出し口２９を閉じる。
【００４８】
このとき、上側上下風向板２９１は空気調和機の前面と底面の交差部に位置するため、
外面となる外側風向面２９１ａは図８（ａ）のように滑らかながら曲率の大きい曲面にし
て空気調和機の外形に合致させる。このようにすることにより、上側上下風向板２９１、
下側上下風向板２９２は外面となる風向面で空気調和機の前面から底面にかけての外形を
連続的に滑らかに形成することができる。
【００４９】
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このため、空気調和機を使用しないとき、不必要な凹凸の無い、柔らかな落ち着いた外
観となり、室内の雰囲気を乱すことがない。
【００５０】
このように、実施例の空気調和機は、前記複数の上下風向板を閉じた時に、空気調和機
の底面から前面パネルに至る外形が上下風向板の冷房時に下面となる風向面で滑らかに形
成される。
【００５１】
また、実施例の空気調和機は、空気調和機の運転を停止した時に、前記上下風向板を閉
じる制御装置を備える。
【００５２】
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これにより、空気調和機を停止した時に、上下風向板が吹出し風路の拡大部に収納され
、その外形が前面パネルから下部に続く滑らかな形状になって、余分な凹凸の無いすっき
りした意匠となる。
【００５３】
このため、運転の停止時にもインテリアの雰囲気を乱すことが無い空気調和機を提供す
ることができる。
【００５４】
次に、冷房運転時の上下風向板の状態について図４，図８（ｂ）を用いて説明する。図
４（ａ）は同室内機の冷房運転時の斜視図であり、（ｂ）は同冷房運転時の吹出し口の断
面図である。
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【００５５】
図４，図８において、２９０ｃ，ｄは吹出し風路左右壁、２９１ｃは水平時下流端、２
９１ｄは水平時上流端である。
【００５６】
空気調和機を冷房運転する時には図４のように上側上下風向板２９１，下側上下風向板
２９２は吹出し風路２９０の上壁２９０ａ，下壁２９０ｂと略平行な姿勢または水平な向
きにして使用される。吹出される冷風が直接、在室者に当ると不快感が生じるので、この
ようにして、吹出される冷風が直接、在室者に当らないように、適宜、上下風向板の方向
をリモコンで変更し、室内を快適な温湿度に保つ。
【００５７】
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このとき、空気調和機を見ると、空気調和機が室内の壁の高所に据付けられているので
、上側上下風向板２９１の下面となる風向面（閉じた時に外面となる風向面）が目に入り
、この風向面は吹出し風路２９の奥から手前側に向かうにつれ、上側にカーブしているの
で、吹出し空気の風向も水平向きから上側向きであると感じ、これは、冷風が直接、居住
者に当らない望ましい風向であると期待している風向と合い、更に、実際の風向とも大略
合致し、違和感なく受け入れられる。つまり、冷房運転時、期待している風向と上下風向
板を見たときの風向の印象を合致させることができる。
【００５８】
なお、上側上下風向板２９１の上面２９１ｂも後述する図８（ｂ）ように凸状になって
いるので、この風向面２９１ｂが目に入ると風向が下向きであるとの誤解を与えかねない
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が前述したように空気調和機は室内の壁の高所に据付けられているので、上側上下風向板
２９１の上面２９１ｂが目に入るチャンスは少ない。また、後述するように上面の風向面
２９１ｂの凸状は曲率が下面の風向面２９１ａに比べて小さいので、与える印象も希薄で
あり、風向が下向きであると感じることはほとんどない。
【００５９】
このため、風向が下向きであるとの誤解を与えることはない。
【００６０】
また、上下風向板はほぼ水平の姿勢に保持されるため、大きな角度で傾斜した姿勢で保
持される運転停止時に比べて、上下風向板の自重による変形が大きくなる。空気調和機で
は吹出し口の付近は注目を集め易いので、上下風向板の変形が大きくなり過ぎないように
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、上下風向板の材質や形状を考慮する必要がある。
【００６１】
実施例では、この変形を軽減するため、翼形の内部を中空にしている。実施例では、上
下風向板の材質をスチロール樹脂、翼形の厚さを７mm、翼形の上流端２９１ｄから下流端
２９１ｃまでの長さを３７mm、支柱２９１ｓ間の距離３０５mmとし、ガスアシスト法によ
りインジェクション成形した。
【００６２】
また、実施例では、図８（ｂ）のように翼形の最大厚さＤの位置から下流端２９１ｃま
での距離Ａを、最大厚さＤの位置から上流端２９１ｃまでの距離Ｂより短くする。このよ
うにすることで、上側上下風向板２９１の翼形の下流端（閉じた時に上側になる先端）２
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９１ｃが比較的厚く、上流端（閉じた時に下側になる先端）２９１ｄが比較的薄く形成さ
れる。
【００６３】
これにより、空気調和機を注目した時に目に付き易い上側上下風向板２９１の下流端２
９１ｃ部の剛性が増し、変形が抑制される。このため、空気吹出し口２９部の外観が良く
なる。逆に、上側上下風向板２９１の上流端２９１ｄ部の剛性が減じ、変形が大きくなる
が、この部は空気吹出し口２９の奥側になるので目に付き難く、変形の増加が外観に及ぼ
す影響は小さい。
【００６４】
更に、中空にした結果、下面の風向面２９１ａと上面の風向面２９１ｂとの間の熱抵抗
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が増え、貫流する冷熱の量が減じ、無用に冷却されて結露に到る部分が減少し、水滴の飛
散による空気調和機周囲や吹出し口２９周囲の汚れが少なくなり、空気調和機を使用して
いるときの外観が良くなる。
【００６５】
また、実施例では上側上下風向板２９１を上流端２９１ｄ側で支柱２９１ｓにより懸架
する。これにより、翼形の厚さが薄い部分が広がり強度が低い上流端２９１ｄ側が支柱２
９１ｓで吊り下げられ、変形が抑制される。このため、略水平にした時の上側上下風向板
２９１の下流端２９１ｃと上流端２９１ｄとの強度の差による変形量の差が緩和され、バ
ランスの取れた構成にすることができる。
【００６６】
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また、上側風向面２９１ｂを曲率の小さい緩やかな凸状にすることで上側上下風向板２
９１の翼の最大厚さＤの値を小さくすることができ、吹出し口２９での風速が然程上がら
ず、上側上下風向板２９１による通風抵抗を減少させることができる。
【００６７】
次に、上向き風向時の上下風向板の状態について図６，図８（ｃ）を用いて説明する。
図６は同室内機の上向き風向時の吹出し口の断面図である。
【００６８】
実施例では、吹出し風路２９０の下流に上方に拡大する上方拡大部２９０ｅを設ける。
極弱い冷房または暖房運転を行う時に図６，図８（ｃ）のように上側上下風向板２９１を
やや上向きにし、下側上下風向板２９２をほぼ閉じる姿勢にする。これにより、吹出し空
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気の一部が極弱い風となって上方拡大部２９０ｅを通ってふんわりと室内に拡散し、微弱
な冷房または暖房を行う。
【００６９】
更に、上方拡大部２９０ｅを利用して、吹出した風をすぐさま、吸込み口２７から吸込
ませるショートサーキット運転を行うことで、熱交換器の乾燥運転や空気調和機内部の脱
臭運転などの空気調和機のメンテナンス動作を行わせることも可能となる。
【００７０】
このように、実施例の空気調和機は、下流側で上方に拡大する吹出し風路の拡大部と、
閉じたときに該拡大部の前部に位置し、中央部が凸状の風向面を表裏に有し内部が中空で
ある上側上下風向板とを備え、該上側上下風向板を閉じたときに外面となる風向面の平均
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の曲率が上下風向板の他の風向面の平均の曲率より大きく、該外面となる風向面が該上側
上下風向板を水平向きにしたときに下面となり、且つ、該上側上下風向板を下向きにした
ときに後面になる。
【００７１】
一般に、空気調和機では、暖房運転時には暖かい空気を足元に向けるように、吹出し口
の上下風向板を下向きにし、冷房運転時は上下風向板をほぼ水平にして、冷えた空気が顔
や頭の近くを流れるようにして快適性を確保している。
【００７２】
これは、自然対流で暖かい空気は上に、冷たい空気は下に向かうので、上記のようにす
ることにより、室内全体に暖房／冷房効果が行き渡り、快適な室内になるためである。
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【００７３】
また、上下風向板により風向が偏向されているときは、上下風向板を見た時に、直感的
には上下風向板の下流端が示す向きに風向が偏向されている印象を受ける。
【００７４】
また、上下風向板は吹出し口の幅いっぱいに設けられるので、長さが長く、自重による
撓みが生じやすい。
【００７５】
実施例の空気調和機によれば、空気調和機を停止した時に、上側上下風向板が吹出し風
路の拡大部に収納され、その外形が前面パネルから下部に続く滑らかな形状になって、余
分な凹凸の無いすっきりした意匠とすることができ、インテリアの雰囲気を乱すことが無
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い。
【００７６】
この空気調和機を室内から見ると、暖房時に、ほぼ垂直に近い角度に立っている上下風
向板を斜め下方から見ることになり、上下風向板の外側の凸面が目に入り、吹出し気流が
凸面に誘導されて下方に向かうイメージが直感的に生じ、これは実際の風向と合致し違和
感が無く、戸惑いを生ずることが無い。つまり、暖房運転時、期待している風向と上下風
向板を見たときの風向との印象を合致させることができ、特に、暖房運転の立ち上り時の
戸惑いをなくすことができる。
【００７７】
また、冷房時には、ほぼ水平にセットされた上下風向板を斜め下から見るので、上下風
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向板の下側の凸面が目に入り、吹出し気流が凸面に誘導されて水平から若干上向きに向か
うイメージが直感的に生じ、これも実際の風向と合致し違和感が無く、戸惑いを生ずるこ
とが無い。このとき、上下風向板の上側も凸面になっているが、前述のごとく、曲率が下
側の凸面より小さいため、凸の度合いが小さく、しかも、上下風向板が水平またはやや下
向きの姿勢となるので上側の凸面はほとんど目に入らず、下側の凸面にだけ目が行き、上
記のように、気流が水平から若干上向きに向かう印象を受ける。
【００７８】
また、この上側上下風向板を閉じたときの位置は、前面パネルの垂直に近い面から空気
調和機の底面のほぼ水平な面に移行する途中の位置になり、その外形は上方、または後方
に続く部分より曲率を大きくする必要が生ずる。このため、前述のように、上下風向板を
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閉じたときに外面になる面を、上下風向板を水平にしたときに下側の風向面となるように
構成するのが良い。
【００７９】
これにより、上下風向板を水平にしたときに下面となる風向面の凸の度合いが大きくな
り、上述のように冷房時の吹出し気流が水平から若干上向きに向かうと言うイメージが生
じ、好都合である。
【００８０】
このとき、上下風向板を水平にしたときに上側となる風向面の凸の度合いを小さくして
いるが、上述のように、上下風向板を水平にしたときに、上面の曲面を目に付き難くする
他にも、このようにすることにより、上下風向板の厚さを薄くし、吹出し口での風速をあ
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まり上げないので、通風抵抗を抑制することができ、性能の向上や騒音の低減につなげる
ことができる。
【００８１】
また、吹出し風路の上方拡大部を設けたことにより、風向をより上方に向けるように制
御することができ、意図的にショートサーキットを起こさせることにより、空気調和機内
部の脱臭や乾燥などの機能を付加することができるようになる。
【００８２】
また、上下風向板を中空にすることにより表裏の風向面を凸形状にし、且つ、軽量化す
る。これにより、空気調和機を使用しているときの上下風向板の撓みが軽減され、外観が
向上する。なお、中空にすることにより、上下風向板内での熱の伝わり方が小さくなり、
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冷房時の結露を抑制する効果もある。
【００８３】
このように、不使用時には外面の凹凸がほとんど無くすことができ、インテリアの雰囲
気を乱さないようになり、また、使用時は吹出し気流の方向と上下風向板を見た時の直感
的な風向のイメージが合致し違和感が無く、戸惑いを生ずることが無い空気調和機を提供
することができる。
【００８４】
また、実施例の空気調和機は、前記上下風向板をほぼ水平の姿勢にしたときの下流端か
ら最大厚さまでの距離が上流端から最大厚さまでの距離より短い。
【００８５】
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一般に、運転中の空気調和機に目を向けた時に自然と注目するのは吹出し口であり、そ
の吹出し口の最外方に設けられた上下風向板は一番目立つ存在である。この上下風向板は
前述のように、上下風向板は吹出し口の幅いっぱいに設けられるので、長さが長く、自重
による撓みが生じやすく、撓みが大きすぎると外観を損ない、商品としての価値が低下す
る。
【００８６】
実施例の空気調和機によれば、前記上下風向板をほぼ水平の姿勢にしたときの下流端か
ら最大厚さまでの距離が上流端から最大厚さまでの距離より短い。
【００８７】
これにより、上下風向板を撓みが生じやすい水平向きにすることの多い冷房時は、上下
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風向板の下流端が前側になり、目に触れ易いが、下流端は厚みが厚く、強度が強くなり、
撓み量が少なくなり、目に見える変形は抑制される。他方、上下風向板の上流端は厚さが
薄く、強度が弱く、撓み量は大きくなる。しかし、上流端は空気調和機の奥側になるため
、その変形は目立ちにくく、外観の悪化にはつながらない。
【００８８】
このため、運転中も吹出し口の外観が良好に保たれる空気調和機を提供することができ
る。
【００８９】
また、実施例の空気調和機は、前記上下風向板を支持する支柱を上流端側の上面に設け
る。

10

【００９０】
これにより、上流端に近い厚さの薄い部分が広くて、撓み強度が小さく、撓みが大きく
なりがちな上流端の変形も小さくなる。
【００９１】
このため、外観がより一層良好に保たれる空気調和機を提供することができる。
【００９２】
最後に、暖房運転時の上下風向板の状態について図７，図８（ｄ）を用いて説明する。
図７（ａ）は同室内機の暖房運転時の斜視図であり、（ｂ）は暖房運転時の吹出し口の断
面図である。
【００９３】
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空気調和機を暖房運転する時には、上下風向板２９１，２９２は図７のようにほぼ垂直
に近い姿勢にして使用される。このようにすることにより、吹出し風路２９０を流れる温
風は空気調和機から下方に向かって吹出し、床面近くまで到達して、足もと近くを暖め、
室内を快適な環境にする。このとき、吹出し口２９の上側上下風向板２９１は閉じた時の
内面風向面２９１ｂが前面に来て、この面が使用者に見える。この面は前述したように緩
やかに凸になった曲面で、下部に行くほど奥側に湾曲し、風向が奥側に纏まって下向きに
吹出している印象を与える。この印象は暖房の時の望ましい風向と一致し、使用者は望ま
しい風向で暖房運転が行われていると認識する。実際の風向も下向きとなり、使用者が戸
惑うことはない。
【００９４】
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このとき、上側上下風向板２９１の奥側の風向面２９１ａは曲率の大きい凸面となって
いて、この面が使用者の目に触れると、風が曲面に沿って前側に押し寄せてくる印象を生
ずるが、この奥側の風向面２９１ａは前側風向面２９１ｂに遮られて使用者の目に触れる
ことがなく、使用者が誤った印象を受けることはない。
【００９５】
また、実施例の空気調和機は、前記上下風向板を最も下向きにした時に、風路の上壁と
上下風向板とが接触しない。
【００９６】
一般に、暖房時の室温と吹出す温風温度との差は、冷房時の室温と吹出す冷風温度との
差よりも大きい。このため、風向板を中空にして表裏の風向面間の熱の移動量を減少させ
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ると、表裏の風向面間の温度差が大きくなり、熱膨張の差により上下風向板が撓む現象を
生ずる。このように、冷房時はこの温度差が小さく、撓みの量が少ないので問題にならず
、結露を抑制する効果をもたらすが、暖房時には温度差によるたわみの現象を考慮する必
要がある。
【００９７】
また、上下風向板を中空にすることにより、中空部が空気断熱の役割を果たして、上下
風向板の表裏の風向面間の熱移動が減少する。
【００９８】
暖房運転時は温風は下向きに吹出され、すばやく室内を快適な状態にする。このとき、
上下風向板の奥側の風向面に温風が当り、気流を下向きにする。このため、奥側の風向面
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の温度が上がり、室内空気に近い前側の風向面との間に温度差が生じる。この温度差は上
下風向板を中空にしたことで上下風向板の奥側風向面と前側風向面との間の熱移動が減少
するため更に大きくなる。
【００９９】
この温度差が大きくなりすぎると上下風向板の表裏の熱膨張の差による撓みが大きくな
り、外観を損なう。
【０１００】
実施例の空気調和機によれば、前記上下風向板を最も下向きにした時に、風路の上壁と
上下風向板とが接触しない。
【０１０１】

10

これにより、風路の上壁と上下風向板の最上部との間の隙間にも温風が流れ、上下風向
板の前側にも回り込む。このため、上下風向板の前側の風向面も温められ、温度が上がり
、上下風向板の表裏の風向面間の温度差が減少し、温度差による撓みも減少する。
【０１０２】
なお、冷房時に、このように上下風向板を下に向ける場合は少ないと思われるが、この
場合も風路の上壁と上下風向板の最上部との間の隙間に冷風が流れ、上下風向板の前側に
も回り込む。このため、上下風向板の前側の風向面が絶対湿度の低い冷風で覆われ、絶対
湿度の高い室内空気が上下風向板の前側に接触するのを阻止し、上下風向板の前側に結露
が発生するのを抑制する。このように、冷房時も上下風向板が結露で汚れたり、結露の落
下で周囲を汚すことが抑えられる。

20

【０１０３】
このため、運転中も吹出し口の外観が良好に保持される空気調和機を提供することがで
きる。
【０１０４】
以上説明したように、複数の上下風向板で吹出し口を大略閉じることが可能なセパレー
トタイプ壁掛け型の空気調和機において、下流側で上方に拡大する吹出し風路の拡大部と
、閉じたときに該拡大部の前部に位置し、中央部が凸状の風向面を表裏に有し内部が中空
である上側上下風向板とを備え、該上側上下風向板を閉じたときに外面となる風向面の平
均の曲率が上下風向板の他の風向面の平均の曲率より大きく、該外面となる風向面が該上
側上下風向板を水平向きにしたときに下面となり、且つ、該上側上下風向板を下向きにし
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たときに後面になる。
【０１０５】
空気調和機を停止した時に、上側上下風向板が吹出し風路の拡大部に収納され、その外
形が前面パネルから下部に続く滑らかな形状になって、余分な凹凸の無いすっきりした意
匠とすることができ、インテリアの雰囲気を乱すことが無い。
【０１０６】
この空気調和機を室内から見ると、暖房時に、ほぼ垂直に近い角度に立っている上下風
向板を斜め下方から見ることになり、上下風向板の外側の凸面が目に入り、吹出し気流が
凸面に誘導されて下方に向かうイメージが直感的に生じ、これは実際の風向と合致し違和
感が無く、戸惑いを生ずることが無い。
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【０１０７】
また、冷房時には、ほぼ水平にセットされた上下風向板を斜め下から見るので、上下風
向板の下側の凸面が目に入り、吹出し気流が凸面に誘導されて水平から若干上向きに向か
うイメージが直感的に生じ、これも実際の風向と合致し違和感が無く、戸惑いを生ずるこ
とが無い。このとき、上下風向板の上側も凸面になっているが、前述のごとく、曲率が下
側の凸面より小さいため、凸の度合いが小さく、しかも、上下風向板が水平またはやや下
向きの姿勢となるので上側の凸面はほとんど目に入らず、下側の凸面にだけ目が行き、上
記のように、気流が水平から若干上向きに向かう印象を受ける。
【０１０８】
また、この上側上下風向板を閉じたときの位置は、前面パネルの垂直に近い面から空気
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調和機の底面のほぼ水平な面に移行する途中の位置になり、その外形は上方、または後方
に続く部分より曲率を大きくする必要が生ずる。このため、前述のように、上下風向板を
閉じたときに外面になる面を、上下風向板を水平にしたときに下側の風向面となるように
構成する。
【０１０９】
これにより、上下風向板を水平にしたときに下面となる風向面の凸の度合いが大きくな
り、上述のように冷房時の吹出し気流が水平から若干上向きに向かうと言うイメージが生
じ、好都合である。
【０１１０】
このとき、上下風向板を水平にしたときに上側となる風向面の凸の度合いを小さくして

10

いるが、上述のように、上下風向板を水平にしたときに、上面の曲面を目に付き難くする
他にも、このようにすることにより、上下風向板の厚さを薄くし、吹出し口での風速があ
まり上がらず、通風抵抗を抑制することができ、性能の向上や騒音の低減につなげること
ができる。
【０１１１】
また、吹出し風路の上方拡大部を設けたことにより、風向をより上方に向けるように制
御することができ、意図的にショートサーキットを起こさせることにより、空気調和機内
部の脱臭や乾燥などの機能を付加することができるようになる。
【０１１２】
また、上下風向板を中空にすることにより表裏の風向面を凸形状にし、且つ、軽量化す
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る。これにより、空気調和機を使用しているときの上下風向板の撓みが軽減され、外観が
向上する。なお、中空にすることにより、上下風向板内での熱の伝わり方が小さくなり、
冷房時の結露を抑制する効果もある。
【０１１３】
このため、不使用時には外面の凹凸をほとんど無くすことができ、インテリアの雰囲気
を乱さないようになり、また、使用時は吹出し気流の方向と上下風向板を見た時の直感的
な風向のイメージが合致し違和感が無く、戸惑いを生ずることが無い空気調和機を得るこ
とができる。
【０１１４】
また、前記複数の上下風向板を閉じた時に、空気調和機の底面から前面パネルに至る外
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形が上下風向板の冷房時に下面となる風向面で滑らかに形成される。
【０１１５】
更に、空気調和機の運転を停止した時に、前記上下風向板を閉じる制御装置を備える。
【０１１６】
空気調和機を停止した時に、上下風向板が吹出し風路の拡大部に収納され、その外形が
前面パネルから下部に続く滑らかな形状になって、余分な凹凸の無いすっきりした意匠と
なる。
【０１１７】
このため、運転の停止時にもインテリアの雰囲気を乱すことが無い空気調和機を得るこ
とができる。
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【０１１８】
また、前記上下風向板をほぼ水平の姿勢にしたときの下流端から最大厚さまでの距離が
上流端から最大厚さまでの距離より短い。
【０１１９】
上下風向板を撓みが生じやすい水平向きにすることの多い冷房時は、上下風向板の下流
端が前側になり、目に触れ易いが、下流端は厚みが厚く、強度が強くなり、撓み量が少な
くなり、目に見える変形は抑制される。他方、上下風向板の上流端は厚さが薄く、強度が
弱く、撓み量は大きくなる。しかし、上流端は空気調和機の奥側になるため、その変形は
目立ちにくく、外観の悪化にはつながらない。
【０１２０】
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このため、運転中も吹出し口の外観が良好に保たれる空気調和機を得ることができる。
【０１２１】
また、前記上下風向板を支持する支柱を上流端側の上面に設ける。
【０１２２】
上流端に近い厚さの薄い部分が広くて、撓み強度が小さく、撓みが大きくなりがちな上
流端の変形も小さくなる。
【０１２３】
このため、外観がより一層良好に保たれる空気調和機を得ることができる。
【０１２４】
また、前記上下風向板を最も下向きにした時に、風路の上壁と上下風向板とが接触しな
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い。
【０１２５】
風路の上壁と上下風向板の最上部との間の隙間にも温風が流れ、上下風向板の前側にも
回り込む。このため、上下風向板の前側の風向面も温められ、温度が上がり、上下風向板
の表裏の風向面間の温度差が減少し、温度差による撓みも減少する。
【０１２６】
なお、冷房時に、このように上下風向板を下に向ける場合は少ないと思われるが、この
場合も風路の上壁と上下風向板の最上部との間の隙間に冷風が流れ、上下風向板の前側に
も回り込む。このため、上下風向板の前側の風向面が絶対湿度の低い冷風で覆われ、絶対
湿度の高い室内空気が上下風向板の前側に接触するのを阻止し、上下風向板の前側に結露
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が発生するのを抑制する。このように、冷房時も上下風向板が結露で汚れたり、結露の落
下で周囲を汚すことが抑えられる。
【０１２７】
このため、運転中も吹出し口の外観が良好に保持される空気調和機を得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】実施例の空気調和機の構成図。
【図２】同空気調和機の室内機の側断面図。
【図３】同室内機の運転停止時の斜視図と吹出し口の断面図。
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【図４】同室内機の冷房運転時の斜視図と吹出し口の断面図。
【図５】同室内機の上下風向板を開いた斜視図。
【図６】同室内機の上向き風向時の吹出し口の断面図。
【図７】同室内機の暖房運転時の斜視図と吹出し口の断面図。
【図８】同室内機の上下風向板の断面図。
【符号の説明】
【０１２９】
１

空気調和機

２

室内機

５

リモコン

６

室外機

８

接続配管

１０

制御装置

２０

筐体

２１

筐体ベース

２３

化粧枠

２５

前面パネル

２７

空気吸込み口

２９

空気吹出し口

３３

室内熱交換器
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３５

露受皿

３７

ドレン配管

２３０，２３０′

空気吸込み部

２３１，２３１′

フィルター

２５１

可動パネル

２９０

吹出し風路

２９０ａ

吹出し風路上壁

２９０ｂ

吹出し風路下壁

２９０ｃ，ｄ
２９０ｅ

吹出し風路左右壁
10

吹出し風路上方拡大部

２９１
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上側上下風向板

２９１ａ

水平時下側風向面

２９１ｂ

水平時上側風向面

２９１ｃ

水平時下流端

２９１ｄ

水平時上流端

２９１ｓ

支柱

２９２

下側上下風向板

２９５

左右風向板

３１１

送風ファン

６３５

ファンカバー

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図７】

【図６】
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【図８】

JP 2009‑79846 A 2009.4.16

(18)

JP 2009‑79846 A 2009.4.16

フロントページの続き
(72)発明者 井本

勉

栃木県下都賀郡大平町大字富田８００番地

日立アプライアンス株式会社内

(72)発明者 時田 悟己
栃木県下都賀郡大平町大字富田８００番地
Ｆターム(参考) 3L051 BG03 BH02 BJ10
3L081 AA02 AA09 AB05 FA03 FC01 HA01

日立アプライアンス株式会社内

