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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部下方に設けられ、空気の吸込み口及び吹出し口を有する第１パネルと、
　前記第１パネルの一端面に沿って取り付けられ、前記第１パネルに対して取付け及び取
外し可能な支持部材と、
　前記第１パネルの前記一端面に面して設けられ、前記第１パネルに取付けられた前記支
持部材に支持されて前記本体部の側面の下方に位置し、前記第１パネルの前記一端面と天
井の端面によって規定された天井開口部を閉鎖する第２パネルと、
を備える天井埋込み型空気調和機。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記第１パネルに第１締結部材で固定される請求項１に記載の天井埋
込み型空気調和機。
【請求項３】
　前記支持部材及び前記第２パネルのいずれか一方は、係止用穴が形成され、
　前記支持部材及び前記第２パネルのうち他方は、前記係止用穴に挿入されてスライドし
て互いに係止する係止部を有する請求項１又は２に記載の天井埋込み型空気調和機。
【請求項４】
　前記第２パネルは、前記支持部材に第２締結部材で固定される請求項１から３のいずれ
か１項に記載の天井埋込み型空気調和機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井内に本体部が設置される天井埋込み型空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　天井埋込み型空気調和機は、天井に設置されたとき、ファン、熱交換器、ドレンパンな
どを備える本体部が天井面よりも上方に位置する。そのため、本体部のメンテナンスを行
うためには、一般に、本体部側面の近傍の天井面に点検口を設けておく必要がある。
【０００３】
　一方、特許文献１及び特許文献２では、点検口を設けずにメンテナンスを行う手段が記
載されている。特許文献１では、高所に設けられる空気調和機の発明であって、空気調和
機に内蔵されたドレンポンプやこのポンプの下方に位置するドレンパンのサービス点検を
行いやすくする技術が開示されている。また、特許文献２では、天井埋込み型空気調和機
の発明であって、本体ケースの下方に、天井開口を形成する略長方形状のパネル枠を天井
板に取付け、パネル枠の内側に第１パネルと第２パネルを取付けることによって、メンテ
ナンスを容易にする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２８８９６３１号公報（第２頁第３欄２～４行目）
【特許文献２】特開平９－２８７８１４号公報（段落［０００３］，［００１３］，［０
０１４］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　天井埋込み型空気調和機の本体部のメンテナンスを行う方法として、本体部の下方に設
けられたパネルを取外す場合、例えば600mm角以上の広さを有するパネルを天井面から手
で支持しながら降ろす作業が必要である。パネルの広さによっては、パネルがそれなりの
重量になるため、脚立等での作業は危険が伴う。また、ドレンパンを取外す必要がある場
合、ドレンパンからドレン水を抜く、ユニット配線を外すなどの作業を要し、手間や時間
が掛かる。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、本体部下方のパネルを取外
すことなく、本体部側面に容易にアクセスでき、簡易にメンテナンスすることが可能な天
井埋込み型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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の天井埋込み型空気調和機は以下の手段を採用する
。
　すなわち、本発明に係る天井埋込み型空気調和機は、本体部下方に設けられ、空気の吸
込み口及び吹出し口を有する第１パネルと、第１パネルの一端面に沿って取り付けられ、
第１パネルに対して取付け及び取外し可能な支持部材と、第１パネルの一端面に面して設
けられ、第１パネルに取付けられた支持部材に支持されて本体部の側面の下方に位置し、
第１パネルの一端面と天井の端面によって規定された天井開口部を閉鎖する第２パネルと
を備える。
【０００８】
　この発明によれば、第１パネルを介して空気が吸い込まれたり吹き出したりし、第２パ
ネルが第１パネルの一端面と天井の端面によって規定される天井開口部を閉鎖する。第１
パネルには支持部材が固定され、第２パネルは支持部材を介して第１パネルに固定される
。第２パネルは、本体部の側面の下方に位置することから、第２パネルを支持部材から取
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外すことによって、天井開口部を介して本体部側面にアクセスできる。また、支持部材が
第１パネルに対して取付け及び取外し可能であることから、第２パネルが設置されること
を前提とする第１パネルだけでなく、第２パネルが設置されることを前提としていない第
１パネルに対しても、第２パネルを後付けできる。
【０００９】
　上記発明において、支持部材は、第１パネルに第１締結部材で固定されてもよい。
【００１０】
　この発明によれば、第１締結部材が支持部材を第１パネルに固定することから、支持部
材は安定して第１パネルに固定される。その結果、第２パネルも支持部材を介して第１パ
ネルに安定して固定される。第１締結部材は、例えば固定ねじである。
【００１１】
　上記発明において、支持部材及び第２パネルのいずれか一方は、係止用穴が形成され、
支持部材及び第２パネルのうち他方は、係止用穴に挿入されてスライドして互いに係止す
る係止部を有してもよい。
【００１２】
　この発明によれば、第２パネルと支持部材は、係止用穴への挿入、スライドといった動
作で、互いに係止される。反対に、互いに係止している第２パネルと支持部材は、スライ
ド、係止用穴からの引き出しといった動作で、係止が解除される。したがって、第２パネ
ルの取付け及び取外しが、簡単な操作で実現される。
【００１３】
　上記発明において、第２パネルは、支持部材に第２締結部材で固定されてもよい。
【００１４】
　この発明によれば、第２締結部材が第２パネルを支持部材に固定することから、第２パ
ネルは安定して支持部材に固定される。したがって、使用経過に応じて第２パネルがスラ
イドし、支持部材から脱落することを防止できる。第２締結部材は、例えば固定ねじであ
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、本体部下方のパネルを取外すことなく、本体部側面に容易にアクセス
でき、簡易にメンテナンスすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す部分拡大斜視図である
。
【図２】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す縦断面図であり、図１のＡ－Ａ
線で切断した縦断面図である。
【図３】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す縦断面図であり、図１のＢ－Ｂ
線で切断した縦断面図である。
【図４】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す正面図である。
【図５】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す縦断面図であり、図２のサイド
パネルが取外された状態を示す。
【図６】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す縦断面図であり、図３のサイド
パネルが取外された状態を示す。
【図７】同実施形態に係る天井埋込み型空気調和機を示す正面図であり、図４のサイドパ
ネルが取外された状態を示す。
【図８】システム天井に設置された天井埋込み型空気調和機を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る実施形態について、図面を参照して説明する。
　まず、図１から図４を参照して、本発明の一実施形態に係る天井埋込み型空気調和機（
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以下「空気調和機」という。）１０の構成について説明する。図１は、本実施形態に係る
空気調和機１０を示す部分拡大斜視図であり、天井内部から空気調和機１０を見た図であ
る。図２は、図１のＡ－Ａ線で切断した縦断面図であり、図３は、図１のＢ－Ｂ線で切断
した縦断面図である。図２及び図３は、空気調和機１０とそのサイドパネル１が天井３１
に設置された状態を示す。図４は、本実施形態に係る空気調和機１０を示す正面図であり
、空気調和機１０の本体パネル３とサイドパネル１が天井３１に設置された状態を室内側
から見た図である。
【００１８】
　空気調和機１０は、本体部２１と、本体パネル３と、サイドパネル１と、支持金具２な
どからなる。空気調和機１０は、本体部２１が天井に埋込まれて設置される。本体部２１
の内部には、熱交換器、ドレンパン、モータ、送風機、ベルマウス等が内蔵される。本体
部２１は、図１に示す吊り金具２３を介して、天井内部に設けられた吊りボルト（図示せ
ず。）によって吊られている。
【００１９】
　本体パネル３は、本体部２１の下方であって、天井３１の室内側に露出して本体部２１
に装着される。本体パネル３には、図４に示すように、吹出し口２６と、吸込み口２７が
設けられる。図４では、吹出し口２６が１方向に設けられた１方向吹出しの場合を示して
いる。なお、空気調和機１０は、図４に示す１方向吹出しに限定されず、例えば、吹出し
口２６が２方向に設けられた２方向吹出し、又は吹出し口２６が４方向に設けられた４方
向吹出しでもよい。
【００２０】
　サイドパネル１は、本体部２１の側面の下方であって、本体パネル３に隣接して天井３
１の室内側に露出して設置される。サイドパネル１は、本体部２１の側面の下方に位置し
、支持金具２を介して本体パネル３に固定される。サイドパネル１は、本体パネル３に固
定されたとき、天井開口部３２を閉鎖する。サイドパネル１の一方向の幅は、例えば図１
や図４に示すように、本体パネル３の幅と一致している。
【００２１】
　また、サイドパネル１の上記一方向に対して垂直方向の幅は、例えば天井開口部３２の
大きさに応じて決定される。天井開口部３２の大きさは、天井内部の本体部２１の側面の
点検のしやすさ、出し入れされる部品のサイズ等によって決まる。天井開口部３２は、図
７に示すように、本体パネル３の一端面２４（図６参照）と天井３１の端面によって規定
される。
【００２２】
　サイドパネル１の天井内部側には、図１に示すように、ワイヤレスリモコン受信部７が
設置されてもよい。これにより、空気調和機１０は、ワイヤレスリモコンによる操作が可
能になる。
【００２３】
　また、サイドパネル１の天井内部側の面には、支持金具２に係止される係止部４と、ね
じ６によってサイドパネル１を支持金具２に固定するために用いられるボス５が設けられ
る。
【００２４】
　係止部４は、例えば二つ設けられ、サイドパネル１の面から略垂直方向に立設される。
また、係止部先端４ａは、係止部４の上端で、係止部４の立設方向に対して垂直方向に屈
折した形状を有する。係止部４と支持金具２が互いに係止したとき、係止部先端４ａの下
面は、支持金具２と接触する。
【００２５】
　ボス５は、内部に凹部５ａを有し、凹部５ａは、室内側に開口している。また、ボス５
の上端且つ凹部５ａの中心には、図５に示すように、ねじ止め部５ｂが形成される。
【００２６】
　支持金具２は、例えば鋼製の平板を曲げ加工した部材であり、一方向に長い形状を有す
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る。支持金具２は、本体パネル３にねじ１４によって固定され、サイドパネル１の荷重を
支持する。
【００２７】
　支持金具２の一側には、長さ方向に沿って複数のねじ用穴１３（ねじ用穴１３について
は、図３参照。）が形成される。また、支持金具２の他側には、図５に示すように、係止
用穴１１と、ねじ止め部１２が形成される。係止用穴１１は、係止部４の上端に形成され
た係止部先端４ａが通過可能な大きさを有する。ねじ止め部１２は、サイドパネル１が天
井に設置されたとき、サイドパネル１のねじ止め部５ｂと一致する位置に設けられる。
【００２８】
　なお、支持金具２は、図示の例では、長さ方向に沿って中間部分が凸状に屈曲した形状
を有するが、この形状は、本体パネル３やサイドパネル１の縁部分の形状や、本体パネル
３における支持金具２の固定方法、支持金具２によるサイドパネル１の支持方法などに応
じて決定される。すなわち、支持金具２の形状は、図示の例に限定されず、一端で支持金
具２が本体パネル３に固定され、他端で支持金具２がサイドパネル１を支持し、かつサイ
ドパネル１を支持金具２から取外すことができれば、他の形状でもよい。
【００２９】
　次に、支持金具２を用いたサイドパネル１の設置方法について説明する。
　まず、支持金具２を本体パネル３の縁に沿って設置する。このとき、例えば、図６に示
すように、支持金具２のねじ用穴１３と、本体パネル３のねじ用穴２５にねじ１４を締結
する。図１に示す例では、ねじ１４は３箇所で固定される。これにより、図６に示すよう
に、支持金具２の一端側が本体パネル３に固定され、他端側が天井開口部３２側に突出し
て、片持ち状態になる。
【００３０】
　次に、サイドパネル１の係止部４を支持金具２の係止用穴１１に挿入し、係止部先端４
ａの突出方向にサイドパネル１をスライドさせる（図５の矢印参照）。そして、図２及び
図３に示すように、係止部先端４ａの下面を支持金具２の上面に載置する。これにより、
支持金具２とサイドパネル１が互いに係止され、支持金具２は、サイドパネル１の荷重を
支持する。すなわち、サイドパネル１と支持金具２は、係止用穴１１への挿入、スライド
といった動作で、互いに係止される。
【００３１】
　また、図２に示すように、ボス５の凹部５ａ内にねじ６を挿入し、ねじ６によって支持
金具２とサイドパネル１とを締結する。これにより、サイドパネル１は、支持金具２を介
して本体パネル３に対して安定して固定される。したがって、空気調和機１の使用経過に
応じてサイドパネル１がスライドし、支持金具２から脱落することを防止できる。
【００３２】
　サイドパネル１を本体パネル３から取外す方法は、上記のサイドパネル１の設置方法の
反対の手順によって行える。すなわち、互いに係止しているサイドパネル１と支持金具２
は、スライド、係止用穴１１からの引き出しといった動作で、係止が解除される。以上、
本実施形態によれば、簡単な操作で、サイドパネル１の取付け及び取外しを実現できる。
【００３３】
　サイドパネル１が取外されると、例えば図６及び図７に示すように、本体パネル３の隣
に設けられた天井開口部３２が露出する。これにより、作業者は、天井開口部３２を介し
て、本体部２１の側面に設けられた配管接続部２２や吊り金具２３にアクセスできる。す
なわち、作業者は、本体パネル３を据え付けたままで、サイドパネル１のみを取外すこと
によって、冷媒配管、ドレン配管等のチェック、吊りボルトの調節などといったメンテナ
ンスを容易に実行できる。サイドパネル１は、本体パネル３に比べて軽量に作製できるこ
とから、メンテナンスの際の作業性を向上させることができる。また、本体パネル３の隣
の天井開口部３２を通じてメンテナンスできることから、空気調和機１０の近傍の天井３
１に別途点検口を設置する必要がない。
【００３４】
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　更に、本実施形態では、支持金具２が本体パネル３に対して取付け及び取外し可能であ
る。すなわち、空気調和機１の本体パネル３は、サイドパネル１が隣接されることを前提
とするもの、例えばサイドパネル１と常にセットで使用されるものに限られず、サイドパ
ネル１とセットで使用されることを前提としないものでもよい。例えば、本体パネル３は
、図８に示すように、システム天井にも適するように形成されたものでもよい。すなわち
、本体パネル３は、システム天井の１モジュール（例えば600mm角など）のサイズを有す
る。システム天井に空気調和機１が設置される場合、本体パネル３に隣接する天井パネル
４１を取外せば、本体部２１の側面にアクセスできる。
【００３５】
　したがって、システム天井に設置される空気調和機１は、本体パネル３を取外さずにメ
ンテナンスできる。そのため、システム天井向けに設計、製作される空気調和機１は、メ
ンテナンスのために本体パネル３を取外すことができなくてもよい。しかし、そのような
空気調和機１は、通常の天井への設置に適さないため汎用性がない、又は点検口を必ず設
置しなければならないという問題が生ずる。一方、本実施形態によれば、支持金具２を本
体パネル３に対して後付けでき、更にサイドパネル１を支持金具２に設置できることから
、空気調和機１に拡張性を持たせることができる。すなわち、システム天井に適した空気
調和機１が通常の天井へ設置されたとしても、本体パネル３を取外すことなく、メンテナ
ンスすることが可能になる。
【００３６】
　なお、上記実施形態では、サイドパネル１に係止部４が形成され、支持金具２に係止用
穴１１が形成される場合について説明したが、本発明はこの例に限定されない。例えば、
支持金具２に一方に突出した係止部が形成され、サイドパネル１に係止部に対応した係止
用穴が形成されてもよい。
【符号の説明】
【００３７】
１　サイドパネル（第２パネル）
２　支持金具（支持部材）
３　本体パネル（第１パネル）
４　係止部
４ａ　係止部先端
５　ボス
５ａ　凹部
５ｂ、１２　ねじ止め部
６　ねじ（第２締結部材）
７　ワイヤレスリモコン受信部
１０　空気調和機
１１　係止用穴
１３，２５　ねじ用穴
１４　ねじ（第１締結部材）
２１　本体部
２２　配管接続部
２３　吊り金具
２６　吹出し口
２７　吸込み口
３１　天井
３２　天井開口部
４１　天井パネル
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