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(57)【要約】
【課題】熱交換器に囲まれた空間内に送風機を配置し、
熱交換器の外側から内側に向けて空気を吸い込む天井埋
込型空気調和機において、冷房運転時にモータリード線
に生ずる結露がファンモータのリード線接続部に浸入し
ないようにする。
【解決手段】ファンモータ３６をモータ取付台３６１を
介してそのリード線接続部３６２が下に向くようにして
外胴１１の天板に取り付けるとともに、モータ取付台３
６１の側面部３６４にリード線接続部３６１よりも天板
側の高い位置でモータリード線１４３ａの一部分を係止
するケーブルクリップ３６３を設けて、リード線接続部
３６１とケーブルクリップ３６３との間にほぼＵ字状の
水トラップ３６５を形成する。
【選択図】図４０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調室の天井裏に配置される箱型の本体ユニットと、上記空調室の天井面に沿うように
上記本体ユニットの底面に取り付けられる化粧パネルとを含み、上記本体ユニットは、長
方形の天板と、上記天板の４辺から上記空調室側の下方に向けて延在する４つの側板とで
形成された外胴を備え、上記外胴内に送風機と熱交換器とが配置され、上記外胴の底面に
ドレンパンが設けられているとともに、上記外胴の所定の側板の外面側に電装品箱が配置
されており、上記送風機のファンモータに接続されるモータリード線が上記電装品箱から
上記ドレンパンに設けられた貫通孔を通って上記外胴内に引き込まれている天井埋込型空
気調和機において、
　上記ファンモータを上記天板に固定するモータ取付台を備え、上記モータ取付台の所定
部位に、上記モータリード線の一部分を係止して上記ファンモータのリード線接続部に対
する水トラップ構造を形成するケーブル係止手段としてのケーブルクリップが設けられて
いることを特徴とする天井埋込型空気調和機。
【請求項２】
　上記ファンモータは、上記リード線接続部が反天板側の下向きとして上記モータ取付台
に支持され、上記ケーブルクリップは、上記リード線接続部よりも上記天板に近い位置で
上記モータリード線の一部分を係止することを特徴とする請求項１に記載の天井埋込型空
気調和機。
【請求項３】
　上記ドレンパンに設けられた貫通孔は、上記モータリード線が挿通された状態でシール
材付きの蓋によって閉じられることを特徴とする請求項１または２に記載の天井埋込型空
気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井埋込型空気調和機に関し、特に室内機の構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　天井埋込型空気調和機は、屋外に設置される室外機と空調室の天井裏に設置される室内
機がガス管と液管で接続されて冷媒回路を形成する。室内機は天井裏に埋設される箱型の
本体ユニットと、天井の空調室側に配置して同本体ユニットに取り付ける化粧パネルとを
有する。
【０００３】
　一例として、特許文献１に記載の発明では、本体ユニットにＵ字状の熱交換器と、この
熱交換器の中央にファンケーシングと、そのファンケーシングで囲まれたシロッコファン
で形成される送風ファンを設けている。化粧パネルには中央に吹出口と熱交換器下方の３
辺に沿って吸込口が形成されている。
【０００４】
　そして、吸込口から吸い込んだ空気を熱交換器で冷媒と熱交換して一方向に向けて吹出
口から吹き出すことが可能となる。送風ファンの周りを熱交換器が囲むことで送風ファン
と熱交換器の表面との間の距離がほぼ一定となり、熱交換器を通過する空気の風速と風量
に偏りが少なく熱交換器を有効に活用して熱交換能力を大きくすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２１３７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところで、送風ファンを駆動するファンモータには、例えば電装品箱から引き出された
モータリード線が接続される。
【０００７】
　天井埋込型空気調和機において、送風機（送風ファンとファンモータ）は、熱交換器に
囲まれた空間内に配置されるが、熱交換器の外側を上流側、内側を下流側として、熱交換
器の外側から内側に向けて空気を吸い込む場合、冷房運転時には、モータリード線は冷気
に晒されることになる。
【０００８】
　そのため、モータリード線に結露が発生しやすい環境になる。モータリード線に付着し
た結露水がファンモータのリード線接続部に入り込むと、故障の原因になりかねない。
【０００９】
　したがって、本発明の課題は、熱交換器に囲まれた空間内に送風機を配置し、熱交換器
の外側を上流側、内側を下流側として、熱交換器の外側から内側に向けて空気を吸い込む
天井埋込型空気調和機において、冷房運転時に送風機のファンモータに接続されるモータ
リード線に発生する結露水がファンモータのリード線接続部に入り込まないようにするこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するため、本発明は、空調室の天井裏に配置される箱型の本体ユニ
ットと、上記空調室の天井面に沿うように上記本体ユニットの底面に取り付けられる化粧
パネルとを含み、上記本体ユニットは、長方形の天板と、上記天板の４辺から上記空調室
側の下方に向けて延在する４つの側板とで形成された外胴を備え、上記外胴内に送風機と
熱交換器とが配置され、上記外胴の底面にドレンパンが設けられているとともに、上記外
胴の所定の側板の外面側に電装品箱が配置されており、上記送風機のファンモータに接続
されるモータリード線が上記電装品箱から上記ドレンパンに設けられた貫通孔を通って上
記外胴内に引き込まれている天井埋込型空気調和機において、
　上記ファンモータを上記天板に固定するモータ取付台を備え、上記モータ取付台の所定
部位に、上記モータリード線の一部分を係止して上記ファンモータのリード線接続部に対
する水トラップ部を形成するケーブル係止手段としてのケーブルクリップが設けられてい
ることを特徴としている。
【００１１】
　本発明の好ましい態様によると、上記ファンモータは、上記リード線接続部が上記天板
とは反対側の下向きとして上記モータ取付台に支持され、上記ケーブルクリップは、上記
リード線接続部よりも上記天板に近い位置で上記モータリード線の一部分を係止する。
【００１２】
　また、上記ドレンパンに設けられた貫通孔は、上記モータリード線が挿通された状態で
シール材付きの蓋によって閉じられるとよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、冷房運転時において、モータリード線に発生する結露水のファンモー
タのリード線接続部への入り込みを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明による天井埋込型空気調和機の設置状態を示す説明図。
【図２】上記天井埋込型空気調和機を示す斜視図。
【図３】上記天井埋込型空気調和機の分解斜視図。
【図４】図２のＡ－Ａ線に沿った概略断面図。
【図５】図４のＣ－Ｃ線に沿った概略断面図。
【図６】図２のＢ－Ｂ線に沿った概略断面図。
【図７】図４のＤ－Ｄ線に沿った概略断面図。
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【図８】図２のＢ－Ｂ線に沿った斜視断面図。
【図９】上記天井埋込型空気調和機が備える本体ユニットの底面側斜視図。
【図１０】（ａ）化粧パネルとフレームとを分離して示す斜視図、（ｂ）化粧パネルの梱
包状態を示す斜視図。
【図１１】運転停止時の化粧パネルを空調室側から見た底面図。
【図１２】運転時の化粧パネルを空調室側から見た底面図。
【図１３】図１２の斜視図。
【図１４】化粧パネルの裏面側に取り付けられる仕切板ユニットを示す斜視図。
【図１５】仕切板ユニットに取り付けられる中央吹出ユニットを示す斜視図。
【図１６】仕切板ユニットに取り付けられる回転ユニットを示す斜視図。
【図１７】（ａ）仕切板ユニットを支持するフレームを示す分解斜視図、（ｂ）同フレー
ムを化粧パネルの裏面に配置した状態を示す斜視図。
【図１８】ファンユニットと可動吹出部を示す外観斜視図。
【図１９】回転ユニットの駆動手段を含む仕切板ユニットを示す分解斜視図。
【図２０】回転リングが取り付けられた回転ユニットを示す斜視図。
【図２１】回転リングを示す平面図。
【図２２】モータユニットを示す分解斜視図。
【図２３】回転リングが装着される開口部を含む仕切板ユニットの一部分を示す平面図。
【図２４】回転リングの横方向ガタ付き防止用の安定座を示す斜視図。
【図２５】安定座が取り付けられた状態を示す断面図。
【図２６】回転リングの縦方向ガタ付き防止用の突片を示す斜視図。
【図２７】ダクトカバーの裏面側を示す斜視図。
【図２８】突片による回転リングの横方向ガタ付きの機能を説明する断面図。
【図２９】回転リングを示す底面図。
【図３０】シール材が取り付けられた回転リングの外フランジを示す断面図。
【図３１】改良されたファンユニットを示す斜視図。
【図３２】上記ファンユニットを示す平面図。
【図３３】外胴に取り付けられた電装品箱とケーブル収納部を示す斜視図。
【図３４】（ａ）ケーブル収納部とドレンパンを分離して示す斜視図、（ｂ）ケーブル収
納部単体を示す平面図。
【図３５】（ａ）電装品箱の開口部に取り付けられる蓋体の一部（第２蓋部）を外した状
態を示す斜視図、（ｂ）電装品箱の開口部を蓋体で閉めた状態を示す斜視図。
【図３６】（ａ）サイドパネルに形成されている開口窓を説明するための斜視図、（ｂ）
上記開口窓から蓋体の一部（第２蓋部）を取り出した状態を示す斜視図。
【図３７】（ａ）（ｂ）本体ユニットに化粧パネルを吊り下げ可能とする構成を説明する
ための斜視図。
【図３８】本体ユニットに化粧パネルを吊り下げる吊下具とフックを示す斜視図。
【図３９】ドレンパンを通して送風機室内に引き込まれるモータリード線を示す斜視図。
【図４０】ファンモータのモータリード線に形成される水トラップを示す斜視図。
【図４１】回転ユニットに搭載の風向板駆動用モータに接続されるモータリード線が配線
された仕切板ユニットを示す平面図。
【図４２】回転ユニットが第１回転位置にあるときのモータリード線を説明する図４１の
一部拡大平面図。
【図４３】回転ユニットが第２回転位置にあるときのモータリード線を説明する図４２と
同様の一部拡大平面図。
【図４４】配線貯留部に取り付けられる配線カバーを示す平面図。
【図４５】（ａ）（ｂ）化粧パネルに空気吹出部を組み付ける状態を示す斜視図。
【図４６】（ａ）（ｂ）空気吹出部の固定吹出部にカバーパネルを取り付ける状態を示す
前方から見た斜視図。
【図４７】（ａ）（ｂ）上記カバーパネルを後方から見た斜視図。
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【図４８】水垂れ防止として用いられるドットシボの一部分を拡大して示す（ａ）平面図
、（ｂ）その断面図。
【図４９】空気吹出部において、ドットシボが設けられる部分を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するためのいくつかの形態を、添付図面に基づいた実施例として詳
細に説明する。なお、本発明はこれに限定されるものではない。
【００１６】
　本発明による空気調和機は、屋外に設置される室外機（図示なし）と空調室Ｒの天井Ｔ
１に取り付けられる室内機１がガス管と液管（いずれも図示なし）で接続されて冷媒回路
を形成する。
【００１７】
　図１ないし図３を参照して、この実施形態に係る室内機１は、天井裏Ｔ２に埋設される
箱型の本体ユニット１０と、天井Ｔ１の空調室Ｒ側に配置して同本体ユニット１０の底面
１０１に取付けられる化粧パネル７０とを有する天井埋込型空気調和機であり、特に調和
空気を広範囲にわたって吹き出す全方向吹出型の天井埋込型空気調和機である。
【００１８】
　図３を参照して、本体ユニット１０は板金で形成される長方形の天板１１１と、天板１
１１の四辺から下方に延在する側板１１２，１１３で形成された箱型の外胴１１を有する
。天板１１１の長辺側の側板を側板１１２、短辺側の側板を側板１１３として、向かい合
う二枚の側板１１３には、それぞれ２個の取付金具１２が固着されている。
【００１９】
　本体ユニット１０は、この取付金具１２を天井裏Ｔ２に固定された図示しない複数の吊
りボルトにて吊り下げることで天井裏Ｔ２に設置される。
【００２０】
　化粧パネル７０は、天板１１１よりも大きい長方形の化粧パネル７０の本体を形成する
パネル部７１と、パネル部７１の裏面７０Ｒから本体ユニット１０側に立設され箱型の外
胴１１の開口された底面（本体ユニット１０の底面１０１）に大きさを合わせて取り付け
られる側壁部７２を有する。
【００２１】
　パネル部７１は、向かい合う長辺のうちの後方に存在する一辺７０ｂ側に四角く開口さ
れた空気吸込部７３を備えるとともに、一辺７０ｂと向かい合う長辺の前方に存在する他
辺７０ａ側に空気吹出部７４を備えている。
【００２２】
　図１０（ａ）を参照して、パネル部７１のうちの空気吸込部７３と空気吹出部７４が設
けられる部分がパネル本体７１ａで、パネル本体７１ａの左右両側にはサイドパネル７１
ｂが一体に形成されている。図１０（ａ）において、７１ｂＲが右側のサイドパネルであ
り、７１ｂＬが左側のサイドパネルである。
【００２３】
　なお、図２における室内機１において、天板１１１方向を上面または上方、空調室Ｒ方
向を底面または下方、空気吹出部７４側を前面または前方、空気吸込部７３側を背面側ま
たは後方、左側の短辺７０ｃ側を左側面または左方、右側の短辺７０ｄ側を右側面または
右方として以下説明する。各部品においても同様である。
【００２４】
　側壁部７２は、図１０（ａ）に示すように、パネル部７１の各辺（長辺７０ａ，７０ｂ
，短辺７０ｃ，７０ｄ）に沿って四角形状に形成された空気吸込部７３および空気吹出部
７４を囲む大きさのフレーム７２１と、フレーム７２１の短辺（パネル部７１の短辺７０
ｃ，７０ｄ側の辺）の間に架け渡された梁７２２とを有し、パネル部７１（化粧パネル７
０）の裏面に一体的にネジ止めされる。
【００２５】
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　フレーム７２１と梁７２２はともに板金製であり、梁７２２はパネル部７１の空気吸込
部７３と空気吹出部７４との間に形成されている仕切部７１３上に配置される。
【００２６】
　これによれば、図１０（ｂ）に示すように、化粧パネル７０の梱包時に、梱包材側の突
片によって梁７２２を押さえることにより、落下時等の衝撃による破損を防止することが
可能となる。また、梁７２２を設けたことにより、化粧パネル７０のパネル面７０Ｓと平
行な方向にかかる荷重に対しても耐え得る構造となる。
【００２７】
　なお、梁７２２は、空気吸込部７３と空気吹出部７４等の形状や配置に応じてフレーム
７２１の長辺７０ａ，７０ｂの間に架け渡されてもよい。
【００２８】
≪外胴≫
　次に、図３～図６を参照して、本体ユニット１０に収納されている部品について説明す
る。外胴１１の天板１１１の内面には、板厚の厚い発泡スチロールで形成された断熱材１
３を備える。
【００２９】
　外胴１１の側板１１２，１１３の内面には、断熱材１３は設けずに薄い断熱シート（図
示なし）があればよい。断熱材１３の中央は開口され下方から見ると天板１１１の一部が
露出している。天板１１１のこの露出した部分に熱交換器２０とファンユニット３０が固
定される。
【００３０】
　図２、図３に示すように、外胴１１の右側面の外面には室内機１を制御する電装部品（
図示なし）を収納した電装品箱１４が取り付けられる。
【００３１】
≪熱交換器≫
　熱交換器２０は、平行に並べられた複数の短冊状のアルミフィン２３と、アルミフィン
２３を貫通する複数の伝熱管２２で形成されるフィンチューブ型で、互いに分離されてい
る２つの熱交換部として、図４において左側の前方熱交換部（第１熱交換部）２０Ｌと、
同じく図４において右側の後方熱交換部（第２熱交換部）２０Ｒの２つの熱交換部を備え
ている。
【００３２】
　前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒは向かい合うようにして天板１１１に取り付
けられる。前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒは、天板１１１に対しほぼ垂直とし
て互いに平行に配置されてもよいが、高さ寸法を低く抑えるとともに、熱交換面積の増大
をはかるため、好ましくは図４に示すように、上端側の間隔（距離）が下端側の間隔（距
離）よりも広く（長く）なる逆ハ字状に組み合わされる。なお、逆ハ字状ではなく、上端
側の間隔（距離）が下端側の間隔（距離）よりも狭い（短い）ハ字状としてもよい。
【００３３】
　いずれにしても、前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒの左右両端は、それぞれ連
結板２１，２１によって連結されている。これにより、熱交換器２０の内側の空間は左右
両端が連結板２１，２１により塞がれた送風機室Ｆとなる。熱交換器２０の底面（前方熱
交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒの下端間の面）は、後述するドレンパン４０によって
塞がれる。
【００３４】
　このように、前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒの左右両端が連結板２１，２１
によって塞がれているため、空気吸込部７３から吸い込まれた全ての空気が前方熱交換部
２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒを通過するため、無駄な空気の流れがなく熱交換能力がより
高められる。
【００３５】
　また、熱交換器２０と外胴１１との間隔において、外胴１１と後方熱交換部２０Ｒとの
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間に第１空気吸込室Ｓ１が設けられるとともに、外胴１１と前方熱交換部２０Ｌとの間に
第２空気吸込室Ｓ２が設けられる。第１空気吸込室Ｓ１は空気吸込部７３の直上に配置さ
れ、第２空気吸込室Ｓ２は後述する導風路Ｌを介して空気吸込部７３に連通する。
【００３６】
≪送風ファン≫
　ファンユニット３０は、熱交換器２０の内側に設けられた送風機室Ｆに配置される。フ
ァンユニット３０は、シロッコファンタイプの送風ファン３１と、ファンモータ３６と、
送風ファン３１を支え天板１１１に固定するファン取付台３１１（図３参照）と、ファン
モータ３６を天板１１１に固定するモータ取付台３６１（図３参照）を備える。
【００３７】
　送風ファン３１は、複数の羽根を備えた筒状の羽根車（シロッコファン）３２と、羽根
車３２を収容する渦巻状のファンケーシング３４と、羽根車３２の中心に連結される回転
軸３５を有する。
【００３８】
　送風ファン３１の台数は、必要な空調能力に応じて任意に選択されるが、この実施形態
では４台を横並びとして同軸上に配置している。なお、それぞれの送風ファン３１は同じ
構造を有するものである。
【００３９】
　ファンユニット３０は、ファンモータ３６をモータ取付台３６１で天板１１１に固定し
た後、ファンモータ３６の両端にそれぞれ２個づつ送風ファン３１を回転軸３５で互いに
連結する。回転軸３５の両端は、例えばＬ字金具からなる図示しない軸受け板を介して天
板１１１に固定される。また、ファンケーシング３４の上部にもファン固定部３４１（図
４参照）があり、これを天板１１１にネジで固定する。
【００４０】
　ファンケーシング３４は、羽根車３２を収容する収容部３４２と、収容部３４２から連
続して熱交換器２０の下端よりも下方に長く延出して形成される筒状の送風部３４３を有
する。収容部３４２の側面には羽根車３２に空気を取り込むファン吸込口３４４が円形に
開口されている。
【００４１】
　ファンケーシング３４は、内部に羽根車３２を収容できるように、羽根車３２の軸線に
平行な面で上下に分割して形成してもよいし、羽根車３２の軸線に垂直な面で左右に分割
して形成してもよい。なお、ファンケーシング３４の内部は、収容部３４２と送風部３４
３が連続して吹出空気Ｈの送風路３３となる。
【００４２】
　上記のように、この実施形態においては、熱交換器２０に囲まれた内部空間を送風機室
Ｆとしてファンユニット３０を配置していることから、送風ファン３１の羽根車３２が回
転すると、送風機室Ｆ内が負圧になり、空気吸込部７３からの空気が前方熱交換部２０Ｌ
と後方熱交換部２０Ｒを通って送風機室Ｆ内に入り、ファン吸込口３４４に吸い込まれて
羽根車３２の周囲に排出され、排出された空気はファンケーシング３４内の送風路３３に
沿って一方向に向かって吹き出され、空気吹出部７４から空調室Ｒへ吹き出される。
【００４３】
≪ドレンパン≫
　熱交換器２０の下端には、熱交換器２０で生成されるドレン水を受けるドレンパン４０
が設けられる。ドレンパン４０は、発泡スチロール製の断熱部材４１と熱交換器２０と対
向する面に設けられる樹脂製のドレンシート４２が一体で成形される。
【００４４】
　ドレンパン４０は、熱交換器２０の下端側の開口面を覆う大きさを有する矩形状に形成
されており、送風機室Ｆと後述する導風路Ｌとを仕切る仕切板でもある。ドレンパン４０
には、ファンユニット３０の筒状をなす送風部３４３が嵌合される通風孔４３が送風ファ
ン３１の台数分（この実施形態では４台分）設けられている。
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【００４５】
　上記したように、熱交換器２０は前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒを逆ハ字状
に配置してなり上面よりも底面の方が狭いため、その分、ドレンパン４０が小型となり、
本体ユニット１０内でドレンパン４０の占める領域が小さくなりドレンパン４０による通
風抵抗も少なくなり、ドレンパン４０の周囲の通風領域が拡大して通風効率のよいものと
なる。
【００４６】
　ドレンパン４０のドレンシート４２側には、熱交換器２０で生成されるドレン水を受け
止めるために樋部４５が設けられる。なお、冷房運転時にファンケーシング３４の外面側
に生ずる結露水はドレンパン４０で受けられるため、通風孔４３の周りに防水処理を施す
ことが好ましい。
【００４７】
　図示しないが、ドレンパン４０には、ドレン水を排水するためのドレンポンプやドレン
ホース、それにドレンポンプをオンオフ制御するためのフロートスイッチ等が設けられて
よい。
【００４８】
≪化粧パネル≫
　図１１ないし図１３を参照して、化粧パネル７０の構成について説明する。化粧パネル
７０は、一方の長辺７０ａ側に空気吹出部７４を備え、他方の長辺７０ｂ側に空気吸込部
７３を備えているが、このうちの空気吹出部７４の部分は、パネル部７１の一部分を長辺
７０ａに沿って空調室Ｒ側に向けて断面台形状に隆起させた隆起部７４０として形成され
ている。なお、空気吸込部７３には、エアーフィルターを有する吸込グリル７３１が着脱
可能に取り付けられている。
【００４９】
　この実施形態によると、隆起部７４０は、２つの等しい長さの平行線と２つの半円から
なる角丸長方形である長円形で側面（周面）は傾斜面を呈している。空気吹出部７４は、
隆起部７４０の中央部分に固定吹出部７５を有し、左右両側に可動吹出部７７Ｌ，７７Ｒ
を備えている。可動吹出部７７Ｌ，７７Ｒを区別する必要がない場合には総称として可動
吹出部７７と言う。
【００５０】
　図１６を併せて参照して、可動吹出部７７Ｌは、本体ユニット１０の底面１０１と平行
な化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側の仮想平面に対して直交する軸線を中心として所定の角
度範囲で回転する円錐台状の回転ユニット７８Ｌを有している。可動吹出部７７Ｒも、同
様に本体ユニット１０の底面１０１と平行な化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側の仮想平面に
対して直交する軸線を中心として所定の角度範囲で回転する円錐台状の回転ユニット７８
Ｒを有している。なお、化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側の仮想平面は、空調室Ｒの天井面
Ｔ１とも平行である。
【００５１】
　これら回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの一部分によって隆起部７４０の両端に半円部が形
成されている。なお、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒを区別する必要がない場合には総称と
して回転ユニット７８と言う。
【００５２】
　図１３の斜視図から分かるように、固定吹出部７５の頂面（底面）７５１と回転ユニッ
ト７８の頂面（底面）７８１は、回転ユニット７８が回転した状態でも常に同一平面上に
存在しており、意匠性の向上が図られている。
【００５３】
　固定吹出部７５は断面台形状で、前方の長辺（特定辺）７０ａ側の側面には、その長辺
７０ａに向けて第１空気吹出口７５４が開口されており、第１空気吹出口７５４内には左
右風向板７５２（図１５参照）が設けられ、第１空気吹出口７５４の開口面には上下風向
板７５３が設けられている。
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【００５４】
　可動吹出部７７は、回転ユニット７８の側面の一部分に第２空気吹出口７８３を有し、
第２空気吹出口７８３には上下風向板７８２が設けられている。回転ユニット７８の回転
によって左右方向の風向が変えられるため、可動吹出部７７には左右風向板は不要である
。なお、固定吹出部７５の第１空気吹出口７５４と可動吹出部７７の第２空気吹出口７８
３は、これら空気吹出口７５４，７８３に意匠的な統一感を持たせるうえで、同じ傾斜角
を有する側面に沿って開口されている。
【００５５】
　固定吹出部７５の空気吹出方向は長辺７０ａ方向であるのに対して、可動吹出部７７は
第２空気吹出口７８３が長辺７０ａに向く第１位置と短辺７０ｃ，７０ｄ側に向く第２位
置との間で回転し、この回転範囲内で送風ファン３１より送られてくる調和空気を所定方
向に吹き出す。
【００５６】
　図１１に示すように、可動吹出部７７が第１位置にあるとき、第１空気吹出口７５４と
第２空気吹出口７８３は直線状に並べられる。この場合、第１空気吹出口７５４と第２空
気吹出口７８３とが連続しているような外観とするため、第１空気吹出口７５４の両側に
ダミーフラップ７９１，７９１を設けることが好ましい。このダミーフラップ７９１も第
１空気吹出口７５４と第２空気吹出口７８３と同じ傾斜面に配置される。
【００５７】
　図１２，１３は、左側の可動吹出部７７Ｌが第１位置で、右側の可動吹出部７７Ｒが短
辺７０ｄ側に向く第２位置にある状態を示している。このように、可動吹出部７７が回転
可能であることにより、この室内機１は後ろ側の長辺７０ｂ方向を除く全方向に調和空気
を吹き出すことができる全方向（多方向）吹出型である。
【００５８】
　また、図１２，図１３に示すように、可動吹出部７７（７７Ｌ）の第２空気吹出口７８
３を短辺側に向く第２位置に回転させたとしても、第２空気吹出口７８３以外の部分は円
錐の側面であるため、外観上第１空気吹出口７５４との連続感が得られる。すなわち、可
動吹出部７７を回転させたとしても、空気吹出部７４の基本形状（長円形の隆起形状）が
保たれる。
【００５９】
　この実施形態によれば、固定吹出部７５の第１空気吹出口７５４と可動吹出部７７の第
２空気吹出口７８３は、パネル部７１の一部分を空調室Ｒ側に向けて断面台形状に隆起さ
せた隆起部７４０の側面に形成されており、これにより、第１空気吹出口７５４および第
２空気吹出口７８３から調和空気が化粧パネル７０のパネル面７０Ｓに沿ってほぼ水平方
向に吹き出されるため、調和空気をより遠方まで行き渡らせることができる。
【００６０】
　また、第１空気吹出口７５４と第２空気吹出口７８３とから同時に調和空気が吹き出さ
れるが、第１空気吹出口７５４から吹き出された空気流と第２空気吹出口７８３から吹き
出された空気流との間に境界が生じ難く、空調室Ｒ内を万遍なく調和することができる。
【００６１】
　なお、上記実施形態と異なり、第１空気吹出口７５４と第２空気吹出口７８３は、化粧
パネル７０のパネル面（もしくは天井面）と直交する垂直面内に開口されてもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態では、固定吹出部７５と左右の可動吹出部７７とを長円形の隆起部
７４０内に納めているが、可動吹出部７７が本体ユニット１０の底面１０１と平行な化粧
パネル７０の裏面７０Ｒ側の仮想平面に対して直交する軸線を中心として回転可能であれ
ば、外観にとらわれることなく、単に固定吹出部７５の両側に可動吹出部７７が配置され
た態様であってもよく、このような態様も本発明に含まれる。
【００６３】
　化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側には、図１４に示す仕切板ユニット５０が取り付けられ
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る。先の図４，図９等を併せて参照して、仕切板ユニット５０は、その上面側（ドレンパ
ン４０と対向する面側）に、ドレンパン４０に形成されている４つの通風孔４３（４３ａ
～４３ｄ；図９参照）にそれぞれ嵌合してファンユニット３０の送風部３４３に連通する
４つのダクト５１（５１ａ～５１ｄ）を備えている。
【００６４】
　この実施形態において、通風孔４３（４３ａ～４３ｄ）は四角孔で、これに嵌合するダ
クト５１（５１ａ～５１ｄ）は角筒状（四角い筒状）であり、これらのダクト５１（５１
ａ～５１ｄ）は角筒状として化粧パネル７０の裏面７０Ｒにまで延びている。
【００６５】
　このうちの内側の２つのダクト５１ａ，５１ｂは、対応する通風孔４３ａ，４３ｂにそ
れぞれ嵌合し、外側に配置されている２つのダクト５１ｃ，５１ｄは、対応する通風孔４
３ｃ，４３ｄにそれぞれ嵌合する。
【００６６】
　ダクト５１ａ，５１ｂは固定吹出部７５用のダクトであり、図１５に示すように、仕切
板ユニット５０の下面側には、ダクト５１ａ，５１ｂに跨がって割り当てられる一つのチ
ャンバー７５１ａを有する中央吹出ユニット７５１が取り付けられる。
【００６７】
　チャンバー７５１ａ内には、左右風向板７５２が設けられる。また、中央吹出ユニット
７５１の前面側には、第１空気吹出口７５４が形成されており、その中に上下風向板７５
３が設けられる。
【００６８】
　なお、図示しないが、チャンバー７５１ａの背面には左右風向板７５２を駆動するモー
タが配置され、また、第１空気吹出口７５４の脇には上下風向板７５４を駆動するモータ
が配置される。
【００６９】
　外側のダクト５１ｃ，５１ｄは可動吹出部７７用のダクトであり、図１６に示すように
、左側のダクト５１ｃの下端には、左側の可動吹出部７７Ｌが備える回転ユニット７８Ｌ
が回転可能に装着され、また、右側のダクト５１ｄの下端には、右側の可動吹出部７７Ｒ
が備える回転ユニット７８Ｒが回転可能に装着される。
【００７０】
　回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒともにモータによって駆動される。この回転ユニット７８
を駆動するモータは、図１４において外側のダクト５１ｃ，５１ｄの脇に示されているモ
ータカバー５１２内に配置されている。
【００７１】
　この実施形態において、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒは、それぞれ、第２位置として第
１位置から９０゜以上の例えば１００゜の位置にまで回転可能であるが、このような位置
にまで回転させると、吹出空気が空調室Ｒに向かわずに空気吸込部７３に吸い込まれるシ
ョートサーキット現象が起こるおそれがある。
【００７２】
　これを防止するため、図１１ないし図１３を参照して、回転ユニット７８と空気吸込部
７３との間に壁７１１が設けられている。
【００７３】
　この実施形態において、壁７１１は、パネル部７１の回転ユニット７８の周りの一部分
を短辺７０ｃ，７０ｄ側から回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒと空気吸込部７３との間に向け
て回転ユニット７８の頂面７８１の高さもしくは空気吸込部７３の高さにまで立ち上がる
スロープ状に形成されている。図１１ないし図１３において、壁７１１の稜線７１１ａが
スロープ状であることを示している。
【００７４】
　これによれば、壁７１１によって回転ユニット７８を最大回転位置付近にまで回転させ
た際のショートサーキット現象が防止されるとともに、吹出空気流が壁７１１のスロープ
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面７１２に沿ってより遠方にまで行き届くことになる。すなわち、壁７１１はショートサ
ーキット現象の防止ばかりでなく、スロープ面７１２を備えていることにより吹出空気を
より遠方にまで行き届かせる気流案内面としても機能する。
【００７５】
　この実施形態によれば、第１空気吹出口７５４と第２空気吹出口７８３とから吹き出さ
れる空気は化粧パネル７０のパネル面７０Ｓに沿って流れるため、化粧パネル７０のうち
、空気吸込部７３を除く残りのパネル面７０Ｓが壁７１１のスロープ面７１２を含めて気
流案内面として作用する。
【００７６】
　先にも説明したように、化粧パネル７０は、側壁部７２を本体ユニット１０の底面開口
内に嵌め込みネジ止めによって本体ユニット１０に取り付けられる。この実施形態におい
て、空気吸込部７３は第１空気吸込室Ｓ１側に配置されており、この組み立て時に、図６
の矢印で示すように、ドレンパン４０の底面４０Ｒ（図３，図９参照）と化粧パネル７０
の裏面７０Ｒとの間に空気吸込部７３から吸い込まれた空気の一部を第２空気吸込室Ｓ２
に導く導風路Ｌが形成される。
【００７７】
　この導風路Ｌ内において、第２空気吸込室Ｓ２に向かう空気はダクト５１，５１間を通
過するが、より多くの通風量を確保するため、図９に示すように、ダクト５１，５１間に
対応するドレンパン４０の底面４０Ｒには通風路Ｌの断面積を拡大する凹部４６が形成さ
れている。
【００７８】
　また、この室内機１においては、先の図４，図６に示したように、化粧パネル７０に固
定吹出部７５と可動吹出部７７を含む隆起部７４０を設け、隆起部７４０の側面に固定吹
出部７５の第１空気吹出口７５４と可動吹出部７７の第２空気吹出口７８３を形成したこ
とにより、ドレンパン４０と化粧パネル７０との間で上下幅のより大きな導風路Ｌを確保
することができる。
【００７９】
　また、先の図４，図６を参照して、空調室Ｒ内から見て、空気吸込部７３が隆起部７４
０よりも上方で化粧パネル７０のパネル面７０Ｓ内に含まれるように配置されていること
により、位置的に導風路Ｌに対して空気吸込部７３が近くなり、空気吸込部７３から吸い
込まれた空気の一部が導風路Ｌを介して第２空気吸込室Ｓ２側に向かいやすくなる。
【００８０】
≪室温センサーの配置≫
　本発明においても、空調運転を制御するうえで空調室Ｒ内の室温を測定する室温センサ
ーを備えるが、上記のように、本体ユニット１０内に第１空気吸込室Ｓ１、第２空気吸込
室Ｓ２および導風路Ｌがある場合、より正確に室温を測定するためには、室温センサーを
どこに配置すればよいのかが問題となる。
【００８１】
　そこで、この実施形態においては、図４と図６に示すように、室温センサーＴＳを第１
空気吸込室Ｓ１内で導風路Ｌよりも上方の位置、すなわち、導風路Ｌの上限を規定するド
レンパン４０の底面４０Ｒを含む平面４０Ｒｐよりも上方の位置に配置している。
【００８２】
　好ましくは、本体ユニット１０が備える側板１１２，１１３のうち、後方熱交換器２０
Ｒと対向する長辺側の側板１１２の内面側がよい。より好ましくは、第１空気吸込室Ｓ１
の下部で上記平面４０Ｒｐの近傍がよい。このような箇所は、空気吸込部７３から吸い込
まれる室内空気の風量が多く、また、熱交換器から離れていることから、より高精度に室
温を測定することが可能となる。
【００８３】
≪組立≫
　次に、室内機１の組立について説明する。本体ユニット１０は、まず、外胴１１の天板
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１１１側を組立台の上に置き、外胴１１の内側に断熱材１３を嵌め込む。そして、組立済
みの熱交換器２０（前方熱交換部２０Ｌと後方熱交換部２０Ｒを連結板２１で連結した熱
交換器）のガス連結管と液連結管（ともに図示しない）を側板１１３から引き出した状態
として、熱交換器２０を図示しない所定の取付具を介して天板１１１に固定する。その後
に、組立済みのファンユニット３０を熱交換器２０内の送風機室Ｆ内に配置してモータ取
付台３６１とファン固定部３４１を介して天板１１１に固定する。
【００８４】
　次に、ドレンパン４０のドレンシート４２側の樋部４５を熱交換部２０Ｌ，２０Ｒの下
端に合わせて外胴１１の底面に嵌め込む。この時、ドレンパン４０の通風孔４３にファン
ケーシング３４の送風部３４３を嵌合する。
【００８５】
　上記のように組み立てられた本体ユニット１０と、化粧パネル７０は個別に梱包され設
置現場に搬送される。本体ユニット１０は、先に天井裏Ｔ２に埋め込まれた複数の吊りボ
ルトにて吊り下げることで天井裏Ｔ２に設置される。
【００８６】
　そして、化粧パネル７０を空調室Ｒ側から取り付ける。この時、仕切板ユニット５０の
ダクト５１をドレンパン４０の通風孔４３を介してファンケーシング３４の送風部３４３
に接続する。そして図示しないが、冷媒配管と電源線および信号線を室外機に接続するこ
とで室内機１が運転可能となる。
【００８７】
≪運転≫
　室内機１の停止時は、図１１に示すように、可動吹出部７７Ｌ，７７Ｒの回転ユニット
７８Ｌ，７８Ｒは、初期位置として、それらの第２空気吹出口７８３が固定吹出部７５の
第１空気吹出口７５４と同じ方向（長辺７０ａ側）に向いており（第１位置）、第１空気
吹出口７５４、第２空気吹出口７８３は、ともに上下風向板７８２，７５３により閉じら
れている。
【００８８】
　そして、ユーザーによるリモートコントローラー（図示なし）の指令や、空調システム
の指令によって、室外機の圧縮機およびファンモータ（いずれも図示なし）と室内機１の
ファンモータ３６が運転を開始する。
【００８９】
　室内機１は、ファンモータ３６の運転により送風ファン３１が回転する。送風ファン３
１の回転により、送風ファン３１の送風部３４３内の空気が吹き出されることで送風機室
Ｆ内は負圧となり、化粧パネル７０に設けられている空気吸込部７３から空調室Ｒ内の空
気Ｋが吸い込まれる。
【００９０】
　図６を参照して、空気吸込部７３から吸い込まれた空気Ｋは、第１空気吸込室Ｓ１に流
入するとともに、導風路Ｌを通って第２空気吸込室Ｓ２にも流入する。第１空気吸込室Ｓ
１内の空気は、後方熱交換部２０Ｒを通り冷媒と熱交換されて送風機室Ｆに入る。同様に
、第２空気吸込室Ｓ２内の空気は、前方熱交換部２０Ｌを通り冷媒と熱交換されて送風機
室Ｆに入る。
【００９１】
　このようにして調和された空気は、送風ファン３１の回転により、ファンケーシング３
４の送風部３４３からダクト５１を介して化粧パネル７０の固定吹出部７５と可動吹出部
７７に向けて送出される。
【００９２】
　固定吹出部７５に送出された調和空気は、第１空気吹出口７５４から左右風向板７５２
および上下風向板７５３によって案内される方向に向けて吹き出される。また、可動吹出
部７７に送出された調和空気は、回転ユニット７８の回転方向および上下風向板７８２に
よって案内される方向に向けて吹き出される。
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【００９３】
　回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒは、その回転が個別に制御可能であることから、ユーザー
が求めるところにしたがい、空気吸込部７３がある後ろ側の長辺７０ｂ方向を除く多方向
に調和空気を供給することができる。
【００９４】
≪仕切板ユニットの支持構造≫
　この実施形態に係る室内機１は、先にも説明したように、化粧パネル７０の裏面７０Ｒ
に図１４に示す仕切板ユニット５０を備える。仕切板ユニット５０は、化粧パネル７０の
空気吹出部７４に装着されるが、固定吹出部７５、可動吹出部７７等が設けられているた
め、大型でかつ重量がある。
【００９５】
　図１０で説明したフレーム７２１は、落下時等の衝撃による破損を防止する意図で化粧
パネル７０の裏面に設けられているが、ここでは、図１７に示すように、化粧パネル７０
の裏面７０Ｒ側で仕切板ユニット５０を支えるフレーム７６０を設ける。
【００９６】
　図１７（ａ）に示すように、フレーム７６０は、メインフレームとして、化粧パネル７
０の長辺７０ａ，７０ｂに沿ってそれぞれ配置される長辺フレーム７６１，７６２と、長
辺フレーム７６１，７６２の両端間において化粧パネル７０の短辺７０ｃ，７０ｄに沿っ
てそれぞれ配置される短辺フレーム７６３，７６４とを備えている。
【００９７】
　短辺フレーム７６３と短辺フレーム７６４の間には、２本の梁７６５，７６６が架け渡
されている。長辺フレーム７６１，７６２、短辺フレーム７６３，７６４および梁７６５
，７６６はともに板金製であることが好ましい。
【００９８】
　図１７（ｂ）に示すように、化粧パネル７０には、仕切板ユニット５０がその固定吹出
部７５と可動吹出部７７が空調室Ｒ側に突出するように取り付けられて空気吹出部７４と
なる開口部７４ａが化粧パネル７０の長辺７０ａに沿って形成されている。
【００９９】
　梁７６５，７６６は、空気吹出部７４が設けられる開口部７４ａの長辺の側にそれぞれ
配置され、仕切板ユニット５０は、化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側において梁７６５，７
６６に支持される。
【０１００】
　なお、仕切板ユニット５０は、その前縁５０ａ、右側縁５０ｂおよび左側縁５０ｃの３
縁が、前方の長辺フレーム７６１と左右の各短辺フレーム７６３，７６４にて囲まれるよ
うにしてフレーム７６０内に嵌め込まれた状態で化粧パネル７０の裏面７０Ｒに搭載され
る。この結果、梁７６５，７６６は仕切板ユニット５０と化粧パネル７０の裏面７０Ｒと
の間に挟み込まれる。
【０１０１】
　これによれば、化粧パネル７０に変形や歪みを与えることなく、仕切板ユニット５０を
化粧パネル７０の裏面に搭載することができる。
【０１０２】
≪可動吹出部の構成≫
　図１８に示すように、ファンユニット３０と回転ユニット７８（７８Ｌ，７８Ｒ）は仕
切板ユニット５０を介して空気が流通可能に接続されるが、図１９の分解斜視図に示すよ
うに、仕切板ユニット５０には、回転ユニット７８を回転させる駆動手段６００が設けら
れている。駆動手段６００は、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの各々に設けられるが、その
構成は同じである。
【０１０３】
　図２０，２１を併せて参照して、駆動手段６００は、回転ユニット７８の上部に一体に
連結される円環状の回転リング６１０と、回転リング６１０を回転させるモータユニット
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６５０とを備えている。
【０１０４】
　回転リング６１０は円筒部６１１を有し、円筒部６１１の外周には、ラック歯６１３が
外周の円弧面に沿って形成されている。ラック歯６１３は円筒部６１１の全周にわたって
形成されてもよいが、少なくとも回転ユニット７８の回転範囲（上記した第１位置と第２
位置とにかけての範囲）を実現する範囲に形成されればよい。
【０１０５】
　また、円筒部６１１の外周には、半径方向外側に向けてフランジ６１４が同心状に形成
されている。以下、このフランジ６１４を外フランジと言う。円筒部６１１の内部には、
可動吹出部用のダクト５１（５１ｃ，５１ｄ）に通ずる通気孔６１２が四角形状に形成さ
れている。
【０１０６】
　図２２に示すように、モータユニット６５０は、正転と逆転が可能なモータ（好ましく
はステッピングモータ）６５１と、その出力軸６５１ａに取り付けられるピニオン歯車６
５２と、取付用のマウント６５３を有し、ピニオン歯車６５２が回転リング６１０のラッ
ク歯６１３と噛合するように後述するダクトカバー６３０の所定部位に取り付けられる。
【０１０７】
　図１９と図２３を参照して、仕切板ユニット５０の両側には、回転リング６１０が嵌め
込まれる円形の開口部５２０が形成されている。開口部５２０の内周には半径方向内側に
向けてフランジ５２１が同心円状に形成されている。以下、このフランジ５２１を内フラ
ンジと言う。
【０１０８】
　回転リング６１０を開口部５２０に嵌め込むと、外フランジ６１４が内フランジ５２１
上に配置され、回転リング６１０の回転に伴って、外フランジ６１４が内フランジ５２１
上を摺動する。外フランジ６１４と内フランジ５２１は、回転体の軸方向の荷重を受ける
一種のスラスト軸受けとして機能する。
【０１０９】
　回転リング６１０が開口部５２０に嵌め込まれた後、回転リング６１０を押さえるため
ダクトカバー６３０が被せられる。ダクトカバー６３０は、仕切板ユニット５０にネジ止
めされる。
【０１１０】
　上述したように、ダクトカバー６３０には、ドレンパン４０に形成されている通風孔４
３に接続するダクト５１（５１ｃ，５１ｄ）が形成されている。また、ダクトカバー６３
０には、モータユニット６５０を取り付ける台座部６３１が形成されている。
【０１１１】
　図２７に示すように、ダクトカバー６３０の裏面６３０Ｒには、回転リング６１０の円
筒部６１１が嵌合する環状のガイド溝６３５が形成されている。また、ダクトカバー６３
０の裏面６３０Ｒでガイド溝６３５で囲まれた円形部分は、図２７ではダクトカバー６３
０の縁６３０ａよりもやや低い高さ（図２８の断面図では縁６３０ａよりもやや高い高さ
）の内底面６３３となっている。
【０１１２】
　ダクト５１（５１ｃ，５１ｄ）は四角形状であるが、ダクトカバー６３０の上面から内
底面６３３に向けて漸次その通風面積（横断面の面積）が広げられ、内底面６３３では頂
点（角部）が環状のガイド溝６３５に接する大きさに広がっており、回転リング６１０は
内底面６３３側のダクト５１の外接円に沿って回転する。
【０１１３】
　ファンユニット３０から回転ユニット７８の第２空気吹出口７８３に至る通風路におい
て、回転ユニット７８の回転部分で送風圧力が変化するが、上記のように、回転リング６
１０を、内底面６３３側のダクト５１の外接円に沿って回転させることにより、送風路が
部分的にも塞がれないため、回転ユニット７８の回転部分での圧力変化を少なくすること
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ができる。また、回転リング６１０とダクト５１の連結部分（接続部分）の構造を小型化
することができる。
【０１１４】
　なお、回転リング６１０はダクト５１の４個の頂点に接していなくてもよく、例えば回
転リング６１０を、内底面６３３側のダクト５１の隣接する２つの頂点に接する大きな円
形とし、ダクト５１の通風面積を縮小することなく（ダクトを一部分でも塞ぐことなく）
回転させるようにしてもよい。
【０１１５】
　再び図１９を参照して、この実施形態によると、ダクトカバー６３０に対してさらに外
装カバー６４０が被せられる。この外装カバー６４０は、ダクトカバー６３０よりも一回
り大きいが、場合によっては省略されてもよい。
【０１１６】
　回転ユニット７８の空気吹出方向を変える際、回転リング６１０はモータ６５１によっ
て開口部５２０内で回転する。この回転時に回転リング６１０にガタ付きが生じないよう
にする必要がある。このガタ付きには、横方向（半径方向）のガタ付きと、縦方向（軸方
向）のガタ付きとがある。
【０１１７】
　まず、横方向（半径方向）のガタ付きを防止するため、図２４に示す安定座５２３が用
いられる。安定座５２３は、平面状の座部５２４と、座部５２４の一端からほぼ垂直に立
ち上がる側壁部５２５とを有し、座部５２４の底部にはすり割りが入れられた弾性変形可
能な取付脚５２６が設けられている。側壁部５２５は、外フランジ６１４の外周縁６１４
ａに沿う円弧面５２５ａが形成されている。
【０１１８】
　安定座５２３は、好ましくはポリアセタール（ＰＯＭ）等の低摩擦樹脂で形成され、こ
の例では図２３に示すように、内フランジ５２１の外周側の付け根の４箇所に９０゜間隔
で設けられる。別の例として、１２０゜間隔で３箇所に設けられてもよい。また、安定座
５２３の長さ（内フランジ５２１の円周方向に沿った長さ）が長い場合には、２箇所に配
置されてもよい。
【０１１９】
　安定座５２３は、回転リング６１０の外フランジ６１４の外周縁６１４ａに沿うように
内フランジ５２１に取り付けられるが、安定座５２３を取り付けるには、図２５に示すよ
うに、内フランジ５２１に係合孔５２２を穿設し、この係合孔５２２に取付脚５２６を弾
性変形させながら押し込めばよい。
【０１２０】
　このように、内フランジ５２１側に外フランジ６１４の外周縁６１４ａに接する安定座
５２３を複数箇所に設けることにより、回転リング６１０の横方向（半径方向）のガタ付
きを防止することができる。
【０１２１】
　次に、縦方向（軸方向）のガタ付きを防止するため、図２６に示すように、回転リング
６１０の円筒体６１１の内部に突片６１６を設ける。上記したように、円筒部６１１に形
成される通気孔６１２は四角形状であるため、円筒部６１１内には四角形の各辺を形成す
る内壁６１７が存在する。突片６１６は、この内壁６１７に立設される。
【０１２２】
　突片６１６の位置は、図２７に示すダクトカバー６３０の裏面６３０Ｒにある内底面６
３３に当接し得る位置とする。この例において、内底面６３３はダクト５１の四角形の開
口部のうちの３辺に沿って配置されているのに対して、図２１に示すように、突片６１６
は９０゜間隔で４箇所に設けられている。
【０１２３】
　これによれば、回転リング６１０がどの回転位置にあっても、常に３つの突片６１６が
内定面６３３上にあるため、突片６１６が内底面６３３から外れることはないが、摺動摩
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擦抵抗を小さくするうえで、内底面６３３に対する突片６１６一つ当たりの接触面積はで
きるだけ小さい方が好ましい。
【０１２４】
　また、突片６１６の突出高さは、図２８に示すように、回転リング６１０にダクトカバ
ー６３０を被せた際、突片６１６の先端が内底面６３３に当接する高さとする。
【０１２５】
　このように、回転リング６１０の円筒体６１１の内部に、ダクトカバー６３０の裏面６
３０Ｒにある内底面６３３に当接する突片６１６を設けることにより、回転リング６１０
の縦方向（軸方向）のガタ付きを防止することができる。
【０１２６】
　上記したように、回転リング６１０はモータ６５１によって仕切板ユニット５０の開口
部５２０内で回転するが、開口部５２０側の内フランジ５２１と回転リング６１０側の外
フランジ６１４との隙間からの風漏れ防止対策と、特に冷房運転時の結露防止対策を講ず
る必要がある。
【０１２７】
　そのため、この例では、図２９と図３０に示すように、外フランジ６１４の内面（内フ
ランジ５２１と対向する面側）にシール材６１８を設けている。シール材６１８は適度な
弾性および断熱性を備えていればよいが、回転リング６１０の回転に伴って内フランジ５
２１に擦られるため、低摩擦繊維として、例えばポリアセタール製の繊維（多くの場合、
短繊維）をテープ状もしくはシート状の基材に植毛したテープもしくはシートが好ましく
採用される。
【０１２８】
　これによれば、内フランジ５２１と外フランジ６１４との間のクリアランスを実質的に
０～０．５ｍｍ程度として風漏れを防止することができる。また、結露も発生しない構造
とすることができる。また、回転リング６１０の回転に伴う摺動摩擦抵抗も減ずることが
できる。
【０１２９】
　なお、図２９に示されているように、回転リング６１０の裏面６１０Ｒ側には、回転ユ
ニット７８を連結する際に用いられるボス６１９が複数箇所に設けられている。
【０１３０】
≪ファンユニットの構成≫
　先の図３で説明したファンユニット３０においては、送風ファン３１は、そのファンケ
ーシング３４に設けられているファン取付台３１１を介して外胴１１の天板１１１に固定
し、また、ファンモータ３６についても、そのモータ取付台３６１を介して外胴１１の天
板１１１に固定するようにしている。そのため、用いる部品点数が多く、また、送風ファ
ン３１とファンモータ３６の位置出しにも高い精度が要求される。
【０１３１】
　図３１および図３２は、この点が改良されたファンユニット３０Ａである。ここでの実
施形態においても、送風ファン３１として好ましくはシロッコファンが用いられ、ファン
モータ３６も特に変更を要することなくそのまま用いられる。
【０１３２】
　このファンユニット３０Ａにおいて、送風ファン３１のファンケーシング３４は、とも
に合成樹脂材よりなるケーシング下部３７１とケーシング上部３７２の２つに分割されて
いるが、ケーシング下部３７１には、ファンモータ３６のモータ取付台３７３が一体に形
成されている。
【０１３３】
　ケーシング下部３７１の送風ファン３１を支持する軸受け部と、モータ取付台３７３の
ファンモータ３６を支持する軸受け部（ともに図示省略）は、ケーシング下部３７１にモ
ータ取付台３７３を一体成型する際にあらかじめ芯出しされている。なお、ケーシング上
部３７２は、例えばパチン錠等の係止具３７４にてケーシング下部３７１に止められてよ
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い。
【０１３４】
　このファンユニット３０Ａによれば、送風ファン３１とファンモータ３６をあらかじめ
連結し、ケーシング上部３７２を開いて、送風ファン３１をケーシング下部３７１内に収
納するとともに、ファンモータ３６をモータ取付台３７３にセットすればよく、送風ファ
ン３１とファンモータ３６の位置出し（芯出し）が容易に行える。
【０１３５】
　また、外胴１１の天板１１１に対する固定も、送風ファン３１とファンモータ３６とで
別々に行う必要がなく、ケーシング下部３７１に設けられている外胴取付部（図示しない
）のみを天板１１１に固定するだけで済む。
【０１３６】
　また、このファンユニット３０Ａは、最小単位でユニット化されているため、空気調和
機に要求される吹出風量や空気吹出部の大きさ等に応じて使用するユニット数を選択すれ
ばよく、風量の異なる機種ごとにそれ専用のファンユニット（送風機）を設計する必要が
なくなる。このファンユニット３０Ａによれば、個別的に風量調節が可能であるため、よ
りきめ細かな空調運転が可能となる。
【０１３７】
≪電装品箱の構成（１）≫
　図２、図３で先にも説明したように、外胴１１の右側面の外面、この実施形態では短辺
側の一方の側板１１３の外面１１３ａに室内機１を制御する電装部品（図示なし）を収納
した電装品箱１４が取り付けられるため、電装品箱１４が通風の妨げとならない。
【０１３８】
　図３３を併せて参照して、電装品箱１４は、サイドパネル７１ｂと対向する側の面が底
面で、その底面が開口部１４ａとして開放された箱体１４１からなる。部品点数を少なく
するうえで、箱体１４１の一部分（外胴１１の側板１１３と対向する側の面）は上記側板
１１３によって形成されることが好ましい。
【０１３９】
　この実施形態において、電装品箱１４の開口部１４ａに面してリモコン配線ターミナル
１４２が配置されており、また、開口部１４ａからモータリード線１４３ａとスイッチ基
板リード線１４３ｂ等のリード線１４３が引き出されている。
【０１４０】
　電装品箱１４が取り付けられる側板１１３の内面１１３ｂ側に、ケーブル収納部１５が
設けられる。ケーブル収納部１５は、電装品箱１４から引き出されるリード線１４３の引
出部を収納して所定方向に案内するケーブルガイドでもある。
【０１４１】
　ケーブル収納部１５は、ドレンパン４０の底面４０Ｒと同一面となるようにドレンパン
４０に嵌め込まれる。そのため、図３４（ａ）に示すように、ドレンパン４０の底面４０
Ｒの角部にはケーブル収納部１５を嵌め込むための凹部４７が形成されている。
【０１４２】
　また、図３４（ｂ）に示すように、ケーブル収納部１５内には、リード線１４３の引出
部を所定方向に案内するガイド溝１５１が形成されており、ガイド溝１５１の開口部には
リード線１４３，１４４をジグザグ状としてガイド溝内に入れる爪片１５２が設けられて
いる。
【０１４３】
　ケーブル収納部１５の両側には、リード線１４３をドレンパン４０の底面４０Ｒに沿っ
て配線するための配線ガイド溝１５３が形成されている。また、ケーブル収納部１５の側
板１１３に接する側の縁には、リード線１４３の電装品箱１４からの引出部１４３ｅを落
とし込むためのクリップ機能を有する係止溝１５４が形成されている。
【０１４４】
　このように、電装品箱１４が取り付けられる側板１１３の内面１１３ｂ側にケーブル収
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納部１５を配置することにより、リード線１４３が取り付けられた図示しない配線基板を
電装品箱１４の開口部１４ａ内に挿入して、リード線１４３の引出部をドレンパン４０の
底面４０Ｒと同一面内に納めることができる。また、メンテナンス時に容易に電装品箱１
４にアクセスすることができる。
【０１４５】
≪電装品箱の構成（２）≫
　次に、図３５と図３６を参照して、電装品箱１４は、その開口部１４ａを塞ぐ蓋体１６
を備えている。蓋体１６は、開口部１４ａの一方の端部側を塞ぐ第１蓋部１６１と、開口
部１４ａの残部を覆う第２蓋部１６５の２つの部材よりなる。
【０１４６】
　この実施形態において、第１蓋部１６１はメンテナンス時に殆ど外されることがない半
固定的な蓋であり、第１蓋部１６１には、四角形状の接続端子部露出孔１６２が形成され
ている。図３５には、接続端子部露出孔１６２内に設けられる接続端子部として、リモコ
ン配線ターミナル１４２ａと、マルチエアコンで例えば自機の識別番号等を登録するディ
ップスイッチを有するスイッチ基板１４２ｂとが示されている。
【０１４７】
　これに対して、第２蓋部１６５はメンテナンス時に外される（開けられる）側の蓋であ
り、リモコン配線ターミナル１４２をカバーし得る底面が開放された箱体よりなる。
【０１４８】
　第２蓋部１６５の一端側には、接続端子部露出孔１６２の内のリモコン配線ターミナル
１４２ａの部分を覆うフランジ１６６が連設されており、フランジ１６６の先端には接続
端子部露出孔１６２の縁に係合する舌片１６７が形成されている。第２蓋部１６５の他端
側には、電装品箱１４に対するネジ止め孔１６８が形成されている。
【０１４９】
　これによれば、舌片１６７を接続端子部露出孔１６２の縁に係合し、他端側のネジ止め
孔１６８にネジ１６９を挿通してネジ止めすることにより、第２蓋部１６５を電装品箱１
４に取り付けることができる。第２蓋部１６５を外すには、ネジ１６９を外して舌片１６
７を接続端子部露出孔１６２の縁から引き抜けばよい。
【０１５０】
　図３６に示すように、化粧パネル７０のサイドパネル７１ｂ（図示の例では右側のサイ
ドパネル７１ｂＲ）には、電装品箱１４にアクセスするためのメンテナンス用の開口窓１
７が設けられるが、開口窓１７が大きすぎると、サイドパネル７１ｂの機械的強度が低下
するばかりでなく、開口窓１７から天井付近の室内空気が天井裏側に流れ込み外胴１１に
結露が発生するおそれがある。
【０１５１】
　そこで、本発明では、開口窓１７を第２蓋部１６５を取り出し得る大きさで蓋体１６全
体よりも小さくしている。なお、サイドパネル７１ｂには、図１１ないし図１３に示すよ
うに、通常はサイドパネルカバーが取り付けられ、開口窓１７が見えることはない。
【０１５２】
　これによれば、メンテナンス時には、図３６（ｂ）に示すように、上記サイドパネルカ
バーおよび第２蓋部１６５を取り外すだけで、電装品箱１４の内部にアクセスすることが
でき、例えばリモコン配線ターミナル１４２やリード線１４３の配線接続状態等を容易に
チェックすることができる。
【０１５３】
≪化粧パネルの吊り下げ≫
　天井埋込型空気調和機は大型であることから、化粧パネル７０もある程度の重量がある
ため、本体ユニット１０の底面に取り付ける際の作業性や、化粧パネル７０を外して電装
品箱１４やファンユニット３０等を点検するメンテナンス時の作業の容易性を考慮する必
要がある。
【０１５４】



(19) JP 2020-30029 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

　そこで、これらの作業を容易にするため、本発明では、図３７に示すように、本体ユニ
ット１０側に吊下具１８ａを設けるとともに、化粧パネル７０側に吊下具１８ａに対して
着脱可能なフック１８ｂを設けるようにしている。
【０１５５】
　図３８を参照して、吊下具１８ａは、鋼線等の線材をほぼコ字状に折曲げ、その両端に
同軸上に互いに離反する方向に直角に折り曲げられた回転軸１８１，１８１を有している
。フック１８ｂは、好ましくは金属製の基板１８２の上端にほぼＶ字状（もしくはＵ字状
）に折り返された係止爪１８３を備えている。
【０１５６】
　吊下具１８ａは、外胴１１の長辺側の側板１１２に設けられてもよいが、この実施形態
において、吊下具１８ａは、その回転軸１８１，１８１を介して外胴１１の短辺側の側板
１１３に回転可能に支持されている。吊下具１８ａが取り付けられる側板１１３には、回
転軸１８１，１８１を軸支する受け具１８ｃが設けられている。
【０１５７】
　短辺側の２つの側板１１３，１１３のうち、吊下具１８ａが取り付けられるのは、電装
品箱１４が取り付けられる側板１１３とは反対側の側板１１３である。すなわち、一方の
側板１１３に電装品箱１４が取り付けられ、他方の側板１１３に吊下具１８ａが取り付け
られる。
【０１５８】
　フック１８ｂは、化粧パネル７０側に取り付けられるが、この実施形態では、化粧パネ
ル７０を補強するフレーム７６０のうちの上記側板１１３に対応する短辺フレーム７６３
にネジ止めされている。
【０１５９】
　これによれば、例えば電装品箱１４等のメンテナンスを行うえで、化粧パネル７０を外
さなくてはならないときに、フック１８ｂの係止爪１８３を吊下具１８ａに引っ掛けてお
くことにより、化粧パネル７０を本体ユニット１０の外胴１１に吊り下げることができる
。
【０１６０】
　また、この実施形態によると、フック１８ｂを吊下具１８ａに引っ掛けやすくするため
、サイドパネル７１ｂ（左側のサイドパネル７１ｂＬ）には、空調室Ｒ側からフック１８
ｂを視認するための開口部１９が設けられている。
【０１６１】
　なお、図示しないが、ドレンパン４０にもフック１８ｂを取り付けて、化粧パネル７０
と同じく、ドレンパン４０を本体ユニット１０に吊り下げ可能としてもよい。
【０１６２】
≪モータリード線のトラップ構造≫
　次に、図３９を参照して、電装品箱１４から引き出されたモータリード線１４３ａはド
レンパン４０に穿設されているリード線挿通孔４１１を通って外胴１１内の送風機室Ｆ内
に引き込まれてファンモータ３６に接続される。
【０１６３】
　冷房運転時、送風機室Ｆ内には冷気が流れるため、モータリード線１４３ａに結露が生
じ、その結露水が図４０に示すファンモータ３６のリード線接続部３６２に浸入するおそ
れがある。これを防止するため、本発明では、次のような対策を講じている。
【０１６４】
　図４０に示すように、ファンモータ３６はモータ取付台３６１を介して外胴１１の天板
１１１に取り付けられるが（図３参照）、その際、リード線接続部３６２が下向きになる
ようにする。
【０１６５】
　図４０には作図の都合上、リード線接続部３６２が上向きとして描かれているが、実際
には、ファンモータ３６は、リード線接続部３６２が天板１１１とは反対側の下に向くよ



(20) JP 2020-30029 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

うにモータ取付台３６１を介して外胴１１の天板１１１に取り付けられる（例えば、図３
参照）。
【０１６６】
　この実施形態において、モータ取付台３６１は、後述するケーブルクリップ３６３が設
けられる所定部位として、外胴１１の天板１１１に対してほぼ垂直な側面部３６４を有し
ている。この側面部３６４には、リード線接続部３６２よりも天板１１１側に近い位置で
モータリード線１４３ａの一部分を係止するケーブルクリップ３６３が設けられている。
【０１６７】
　これにより、リード線接続部３６２とケーブルクリップ３６３との間で、モータリード
線１４３ａの一部分によるほぼＵ字状の水トラップ部３６５が形成されることから、モー
タリード線１４３ａに結露が生じたとしても、結露水が水トラップ部３６５から滴下しリ
ード線接続部３６２に浸入することはない。
【０１６８】
　なお、外胴１１の底面はドレンパン４０によって塞がれているため、水トラップ部から
滴下する結露水はドレンパン４０にて受けられ、外胴１１の外に漏出することはない。ま
た、ドレンパン４０のリード線挿通孔４１１は、リード線１４３ａの挿通後にシール材付
きの蓋４１２によって閉じられる。
【０１６９】
≪回転ユニットへのモータリード線の引き回し≫
　先に説明したように、可動吹出部７４は、左側と右側の２つの回転ユニット７８（７８
Ｌ，７８Ｒ）を備えている。これらの回転ユニット７８には、図１８と図２０に示すよう
に、上下風向板７８２が設けられていることから、回転ユニット７８には、この上下風向
板７８２を駆動するモータ７８４が搭載されている。
【０１７０】
　すなわち、回転ユニット７８は、回転ユニット７８自体を回転するモータ（第１モータ
）６５１と、上下風向板７８２を駆動するモータ（第２モータ）７８４の２台のモータを
備えている。
【０１７１】
　第１モータ６５１と第２モータ７８４にそれぞれモータリード線が接続されるが、第１
モータ６５１の固定された位置に配置されるのに対して、第２モータ７８４は回転ユニッ
ト７８が所定の角度範囲内で往復的に回転するのに伴って移動する。
【０１７２】
　そのため、第２モータ７８４に接続されるモータリード線も移動して繰り返し撓む（屈
曲する）ことから、モータリード線が断線したり、絡みつくおそれがある。これを防止す
るため、本発明では、次のような対策を講じている。その実施形態を図４１ないし図４３
により説明する
【０１７３】
　図４１は化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側に設けられている仕切板ユニット５０を示す平
面図、図４２は右側の回転ユニット７８Ｒの空気吹出口（第２空気吹出口）７８３が化粧
パネル７０の前方の長辺７０ａ側に向けられている第１回転位置にある状態を示す平面図
、図４３は右側の回転ユニット７８Ｒの空気吹出口７８３が化粧パネル７０の左側の短辺
７０ｄ側に向けられている第２回転位置にある状態を示す平面図である。
【０１７４】
　なお、左側と右側の回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒは同一構成であるため、ここでは右側
の回転ユニット７８Ｒについて説明する。
【０１７５】
　まず、図４１を参照して、化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側で所定の内縁、この実施形態
では、仕切板ユニット５０の前縁（化粧パネル７０の前方の長辺７０ａ側の内縁）に沿っ
てモータリード線８００が配線されている。モータリード線８００は電装品箱１４から引
き出されている。
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【０１７６】
　モータリード線８００には、第１モータ６５１のリード線と第２モータ７８４のリード
線とが含まれているが、第１モータ６５１のリード線については図示を省略している。な
お、この実施形態において、第２モータ７８４も第１モータ６５１と同じくステッピング
モータである。
【０１７７】
　モータリード線８００は、第１配線部８１０と第２配線部８２０とを備えている。第１
配線部８１０は、仕切板ユニット５０の前縁に沿って配線され、例えば鉤型の係止具８０
１によって固定される配線部分である。
【０１７８】
　モータリード線８００には、複数本の柔軟なリード線が含まれているが、第１配線部８
１０において、それらリード線は図示しない絶縁チューブで覆われており、第２配線部８
２０では、上記絶縁チューブは外され柔軟なリード線が露出しており、第２配線部８２０
は、屈曲自在な配線部分である。なお図中において、第１配線部８１０は太線、第２配線
部８２０は細線で描かれている。
【０１７９】
　図４２と図４３を併せて参照して、回転ユニット７８Ｒは、第２モータ７８４にモータ
リード線を接続するためのコネクタ部７８５を備えている。屈曲自在の第２配線部８２０
は、配線引込部８０４より回転ユニット７８Ｒの回転リング６１０（図２０参照）周りに
引き込まれコネクタ部７８５に接続される。
【０１８０】
　配線引込部８０４には、屈曲自在の第２配線部８２０を一方向に屈曲させるための円柱
状のボス８０５が立設されている。この実施形態において、ボス８０５は回転ユニット７
８Ｒの中心から見て斜め右上４５゜方向に配置されており、屈曲自在の第２配線部８２０
はボス８０５を経由するようにして回転ユニット７８Ｒの周りに引き込まれる。
【０１８１】
　なお、左側の回転ユニット７８Ｌについては、図４１に示すように、ボス８０５は回転
ユニット７８Ｌの中心から見て斜め左上４５゜方向に配置されており、屈曲自在の第２配
線部８２０は右側の回転ユニット７８Ｒと同じくボス８０５を経由するようにして回転ユ
ニット７８Ｌの周りに引き込まれる。
【０１８２】
　屈曲自在の第２配線部８２０は、回転ユニット７８Ｒが図４３に示す第２回転位置にあ
るとき、回転ユニット７８Ｒの周面に沿う長さを有している。すなわち、屈曲自在の第２
配線部８２０は、少なくともボス８０５から回転ユニット７８Ｒの周面に沿って第２回転
位置にあるコネクタ部７８５に至る長さを有している。
【０１８３】
　なお、回転ユニット７８Ｒの通常の使用時での回転範囲は前方と側方を向く９０゜であ
るが、図４３の第２回転位置は９０゜を超えており、実際にはここまで回転することがで
きるように設計されている。
【０１８４】
　屈曲自在の第２配線部８２０は上記のような長さを有しているため、回転ユニット７８
Ｒが図４３の第２回転位置から図４２の第１回転位置に向けて回転するに伴ってＵ字状の
折返し部８２１が形成されるように屈曲する。
【０１８５】
　仕切板ユニット５０の回転ユニット７８Ｒの周辺でその前縁側には、屈曲自在の第２配
線部８２０の折返し部８２１のための配線貯留部８３０が設けられている。配線貯留部８
３０には、屈曲自在の第２配線部８２０の折返し部８２１を回転ユニット７８Ｒの回転方
向に沿って移動させるためのガイド壁８３１が設けられている。
【０１８６】
　回転ユニット７８Ｒが第２回転位置から第１回転位置に向けて反時計方向に回転する場
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合には、折返し部８２１はガイド壁８３１に接触しながら同じく反時計方向に移動し、回
転ユニット７８Ｒが第１回転位置から第２回転位置に向けて時計方向に回転する場合には
、折返し部８２１はガイド壁８３１に接触しながら同じく時計方向に移動する。
【０１８７】
　これによれば、回転ユニット７８Ｒの回転に伴って、屈曲自在の第２配線部８２０の折
返し部（屈曲部）８２１が移動するため、第２配線部８２０が断線するおそれはない。ま
た、屈曲自在の第２配線部８２０が固定側の第１配線部８１０に接触して絡むこともない
。
【０１８８】
　また、この実施形態によれば、図４４に示すように、少なくとも配線貯留部８３０を覆
い、好ましくは配線貯留部８３０から回転ユニット７８Ｒの例えば１／４周にかけての部
分を覆う配線カバー８３２を備える。これにより、屈曲自在の第２配線部８２０の飛び出
しや外れを防止することができる。
【０１８９】
≪化粧パネルの組立≫
　図１１ないし図１３に基づいて説明したように、空気吹出部７４は、パネル部７１の一
部分を長辺７０ａに沿って空調室Ｒ側に向けて断面台形状に隆起させた隆起部７４０とし
て形成されている。
【０１９０】
　隆起部７４０は、２つの等しい長さの平行線と２つの半円からなる角丸長方形である長
円形で側面（周面）は傾斜面を呈しており、その中央部分に固定吹出部７５を有し、左右
両側に可動吹出部７７（７７Ｌ，７７Ｒ）を備えている。
【０１９１】
　図４５を参照して、化粧パネル７０を組み立てるにあたっては、可動吹出部７７（７７
Ｌ，７７Ｒ）を構成する円錐台状の回転ユニット７８（７８Ｌ，７８Ｒ）を隆起部７４０
の両側に配置し、それらの間に固定吹出部７５として図１５に示す中央吹出ユニット７５
１を配置する。
【０１９２】
　そして、左側の回転ユニット７８Ｌと中央吹出ユニット７５１の間と、右側の回転ユニ
ット７８Ｒと中央吹出ユニット７５１の間に、それぞれ、第１空気吹出口７５４と第２空
気吹出口７８３とが連続しているような外観とするためのダミーフラップ７９１を配置す
る。これら回転ユニット７８、中央吹出ユニット７５１およびダミーフラップ７９１は、
化粧パネル７０の裏面７０Ｒ側に設けられている仕切板ユニット５０に爪やネジ等により
固定されてよい。
【０１９３】
　図示されていないが、中央吹出ユニット７５１の側面には上下風向板７５３を駆動する
モータが取り付けられている。また、ダミーフラップ７９１は、その背面側に仕切板ユニ
ット５０に対する取付脚７９３を備えている。
【０１９４】
　中央吹出ユニット７５１の図４５において上縁（空調室Ｒ側から見ると下縁）には、後
述する固定吹出部７５のカバーパネル９００を係止するための複数の係止孔（図示省略）
が形成されている。また、ダミーフラップ７９１の各々には、その平坦な上面に上記カバ
ーパネル９００を係止するための係止孔７９２が形成されている。
【０１９５】
　図４６と図４７を参照して、固定吹出部７５は、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの間に配
置されるカバーパネル９００を備えている。カバーパネル９００には、主面パネル部９１
０と後面パネル部９２０とが一体として含まれている。
【０１９６】
　なお、図４６は化粧パネル７０を前方から見た斜視図、図４７は化粧パネル７０を後方
から見た斜視図で、図４７において、回転ユニット７８、中央吹出ユニット７５１および
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ダミーフラップ７９１はその図示が省略されている。
【０１９７】
　主面パネル部９１０は、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの頂面７８１と同じ高さの平坦面
で固定吹出部７５の下方（空調室Ｒから見て下方、図４６において上方）を覆う。後面パ
ネル部９２０は、主面パネル部９１０と一体で固定吹出部７５の背面側を覆うように主面
パネル部９１０と空気吸込部７３との間にかけて形成されている。
【０１９８】
　主面パネル部９１０の両端には、回転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの頂面７８１の縁の一部
分に合致する円弧部９１１が形成されている。また、後面パネル部９２０の両端には、回
転ユニット７８Ｌ，７８Ｒの円錐面に沿う裾部９２１が形成されている。
【０１９９】
　主面パネル部９１０の円弧部９１１と後面パネル部９２０の裾部９２１は、連続的に形
成されており、円弧部９１０と裾部９２１とにより回転ユニットの７８Ｌ，７８Ｒの一部
分が覆われている。
【０２００】
　図４６（ａ）に示すように、主面パネル部９１０の前端縁９０１には、中央吹出ユニッ
ト７５１の上記係止孔に対する係止爪（第１係止爪）９１２と、ダミーフラップ７９１の
係止孔７９２に対する係止爪（第２係止爪）９１３とが形成されている。なお、これら係
止爪９１２，９１３の形状（構成）は作図の都合上省略し、その配置箇所のみを黒四角で
示す。
【０２０１】
　また、図４６（ａ）に示すように、後面パネル部９２０の後端縁９０２には、空気吸込
部７３の内部にネジ止めされるネジ止め片９２２が複数個所（この例では４箇所）に設け
られている。
【０２０２】
　これによれば、主面パネル部９１０の第１係止爪９１２を中央吹出ユニット７５１の係
止孔７５５に係止するとともに、主面パネル部９１０の第２係止爪９１３をダミーフラッ
プ７９１の係止孔７９２に係止したうえで、後面パネル部９２０のネジ止め片９２２を空
気吸込部７３内で所定の部位にネジ止めすることにより、固定吹出部７５、可動吹出部７
７およびダミーフラップ７９１の仕切板ユニット５０に対するネジ止め箇所等（取付部）
をカバーパネル９００で隠すことができる。
【０２０３】
　また、後面パネル部９２０のネジ止め片９２２は、空気吸込部７３に取り付けられる吸
込グリル７３１によって目隠しされるため、意匠性が損なわれることはない。
【０２０４】
≪空気吹出口の水滴垂れ防止≫
　冷房運転時には、固定吹出部７５の空気吹出口（第１空気吹出口）７５４と、可動吹出
部７７としての回転ユニット７８の空気吹出口（第２空気吹出口）７８３から冷気が吹き
出されるため、これら空気吹出口７５４，７８３の周りに結露による水滴が付着し、それ
が成長すると水垂れとなる。
【０２０５】
　本発明では、化粧パネル７０の意匠性を損なうことなく、むしろ意匠性を高めて結露に
よる水垂れを防止する。
【０２０６】
　基本的な構成として、空気吹出口７５４，７８３の周りのパネル面７０Ｓにシボ加工（
エンボス加工とも言う）を施すが、本発明において、そのシボを微細な梨地シボではなく
、粗いドット状のシボ（ドットシボ）とする。
【０２０７】
　図４８（ａ）（ｂ）を参照して、ドットシボ７００には、多くの凸部７７１が含まれる
が、隣接する凸部７７１，７７１の間隔を通常の微細な凹凸を含む梨地シボよりも広くす
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る。これにより、パネル面７０Ｓに生成された結露がパネル面７０Ｓに沿って流動しやす
くなり、結露が成長して水垂れしにくくなる。
【０２０８】
　なお、シボには多数の凹凸が含まれるが、凹と凸は相対的なもので、ここでの説明では
凸部７７１の間、すなわち凸部７７１以外の部分を凹部７７２という。
【０２０９】
　好ましい態様として、凸部７７１は円柱状で直径１．０ｍｍ、隣接する凸部７７１，７
７１の間隔は１．０～３．０ｍｍ（特には２．０ｍｍ）、凸部７７１の高さは５０μｍで
あるとよい。
【０２１０】
　意匠性を高めで外観の品質を向上させる上で、凸部７７１の頂面のみマット処理して粗
面とし、これ以外の凹部７７２は、光沢仕上げ（鏡面）とすることが好ましい。これによ
れば、高級感が醸し出される。
【０２１１】
　また、図４９に示すように、ドットシボ７００は、空気吹出口７５４，７８３の周りの
縁７５４ａ，７８３ａだけでなく、空気吹出部７４の隆起部７４０の全面（図４９の網掛
け部分）、すなわち、回転ユニット７８の円錐台の表面およびカバーパネル９００の表面
に形成することが好ましい。このようにすると、成形による不具合（ヒケ等）が目立たな
くなる、という利点もある。
【符号の説明】
【０２１２】
　１：室内機
　１０：本体ユニット
　１１：外胴
　１１１：天板
　１１２，１１３：側板
　１２：取付金具
　１３：断熱材
　１４：電装品箱
　１５：ケーブル収納部
　１６：蓋体
　１７：開口窓
　１８ａ：吊下具
　１８ｂ：フック
　１９：開口部
　２０：熱交換器
　２０Ｌ：前方熱交換部
　２０Ｒ：後方熱交換部
　２１：連結板
　３０：ファンユニット
　３１：送風ファン
　３２：羽根車
　３３：送風路
　３４：ファンケーシング
　３４３：送風部
　３５：回転軸
　３６：ファンモータ
　３６１：モータ取付台
　３６２：リード線接続部
　３６３：クリップ
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　３７１：ケーシング下部
　３７２：ケーシング上部
　３７３：モータ取付台
　４０：ドレンパン
　４１１：リード線挿通孔
　４３：通風孔
　４５：樋部
　５０：仕切板ユニット
　５１（５１ａ～５１ｄ）：ダクト
　５２０：開口部
　５２１：内フランジ
　５２３：安定座
　６００：駆動手段
　６１０：回転リング
　６１１：円筒部
　６１２：通気孔
　６１３：ラック歯
　６１４：外フランジ
　６１６：突片
　６１８：シール材
　６３０：ダクトカバー
　６３３：内底面
　６３５：ガイド溝
　７０：化粧パネル
　７０ａ，７０ｂ：長辺
　７０ｃ，７０ｄ：短辺
　７１：パネル部
　７１ａ：パネル本体
　７１ｂ：サイドパネル
　７１１：壁
　７１２：スロープ面
　７２：側壁部
　７２１，７６０：フレーム
　７２２，７６５，７６６：梁
　７３：空気吸込部
　７４：空気吹出部
　７４０：隆起部
　７５；固定吹出部
　７５１：中央吹出ユニット
　７５４：第１空気吹出口
　７７（７７Ｌ，７７Ｒ）：可動吹出部
　７８（７８Ｌ，７８Ｒ）：回転ユニット
　７８２：上下風向板
　７８４：上下風向板駆動用モータ
　７８５：コネクタ部
　７８３：第２空気吹出口
　７７０：ドットシボ
　７７１：凸部
　７７２：凹部
　８００：上下風向板駆動用モータのモータリード線
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　８０４：配線引込部
　８０５：ボス
　８１０：固定の第１配線部
　８２０：屈曲自在の第２配線部
　８３０：配線貯留部
　８３１：ガイド壁
　８３２：配線カバー
　９００：カバーパネル
　９１０：主面パネル部
　９２０：後面パネル部
　Ｒ：空調室
　Ｔ１：天井
　Ｔ２：天井裏
　Ｆ：送風機室
　Ｓ１，Ｓ２：空気吸込室
　Ｌ：導風路
　ＴＳ：室温センサー
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