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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体に吸込口と、吹出口と、これら吸込口と吹出し口とを結ぶ空気通路に設けられた送風
ファンと、前記吹出口に設けられた風向装置とからなる空気調和機において、
前記風向装置は、
風向板と、
前記風向板を第一の支点で回動させる第一回動軸と、
前記吹出口に支持され、前記風向板を前記第一回動軸と軸位置が異なる第二の支点で回動
させる第二回動軸を備えており、
前記吹出口には、前記第一回動軸よりも上側でかつ下流側となる箇所に凹部が設けられて
おり、前記凹部に前記第二回動軸が配置されてなることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
請求項１記載の空気調和機において、
前記風向装置は、
前記第一回動軸を備え、前記第二回動軸を介して前記吹出口に支持される風向フレームと
、
第一回動軸を介して前記風向フレームに支持される前記風向板と
からなることを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
請求項２記載の空気調和機において、
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本体に風向板駆動装置を備え、
前記ルーバフレームに、前記風向板駆動装置による前記第二回動軸への入力を前記第一回
動軸へ伝達する伝達機構部を設けたことを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
請求項３記載の空気調和機において、
前記風向板駆動装置による入力のうち、一方向への駆動が第一回動軸を回動させ、他方向
への駆動が第二回動軸を回動させてなることを特徴とする空気調和機。
【請求項５】
請求項１記載の空気調和機において、
前記吹出口に前記第一回動軸を収容する収容部を備え、
前記風向板を水平方向に開いた際にその風上または風下側に並ぶ位置に第二風向板を設け
、
前記収容部と前記風向板と前記第二風向板とで風路を形成することを特徴とする空気調和
機。
【請求項６】
請求項１記載の空気調和機において、
本体に熱交換器を設け、
冷房運転時には水平方向に回動する一方の回動軸を用い、暖房運転時には下方向に回動す
る他方の回動軸を用いることを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、空気調和機に係わり、より詳細には、とくに上下方向の風向を効率よく偏向
して効果的な空気調和を行なえるようにした風向調節部の構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の空気調和機には、例えば図８（Ａ）および図８（Ｂ）で示すように、本体の上面
に設けられた吸込口１と、下面に設けられた吹出口２と、これら吸込口１と吹出口２とを
結ぶ空気通路に設けられた熱交換器３および送風ファン４と、前記吹出口２に設けられた
風向調節部６とからなる構成であった。
【０００３】
　前記上下風向調節部６は、風向を左右に偏向する左右風向板群５と、前記吹出口２をな
すリヤガイダ2aの前端部を構成し、駆動モータ７を連係して支軸部８により回動自在に支
持されたディフューザ９と、同ディフューザ９の前部に設けられ、図示しない駆動モータ
を連係して、支軸部10により回動自在に支持された第一風向板12と、支軸部13により回動
自在に支持された第二風向板24とからなる構成であった。
【０００４】
　上記構成により、例えば冷房運転時には、図８（Ａ）で示すように前記第一風向板12お
よび前記第二風向板24を略水平位置に回動して、前記送風ファン４により前記吸込口１か
ら吸い込まれ前記熱交換器３で熱交換された冷気を前記吹出口２に送出し、矢印で示す冷
気流Ａを前記第一風向板12および前記第二風向板24で略水平方向に偏向させながら被空気
調和室に吹き出すようにし、被空気調和室全体に前記冷気を行き届かせて効果的な空気調
和を実現していた。
【０００５】
　または、例えば暖房運転時には、図８（Ｂ）で示すように前記第一風向板12、前記第二
風向板24および前記ディフューザ９の先端位置を夫々下方に回動して、前記送風ファン４
により前記吸込口１から吸い込まれ前記熱交換器３で熱交換された暖気を前記吹出口２に
送出し、矢印で示す暖気流Ｂを前記第一風向板12、前記第二風向板24および前記ディフュ
ーザ９で下方に偏向させながら被空気調和室に吹き出すようにし、被空気調和室の床面上
に前記暖気を行き届かせて効果的な空気調和を実現していた。
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【０００６】
　しかしながら、とくにこの暖房運転時には、矢印で示す一部の暖気流B'が前記吸込口１
の上面と前記第二風向板24との間を通過して被空気調和室に向かうことから、前記暖気流
Ｂの前部を効率よく下方に偏向させることができなくなって、効果的な空気調和を実現で
きないという問題点を有していた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記問題点に鑑み、とくに上下方向の風向を効率よく偏向して効果的な空気
調和を行なえるようにした風向調節部を有する空気調和機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本体に吸込口と、吹出口と、これら吸込口と吹出し口とを結ぶ空気通路に設けられた送風
ファンと、前記吹出口に設けられた風向装置とからなる空気調和機において、前記風向装
置は、風向板と、前記風向板を第一の支点で回動させる第一回動軸と、前記吹出口に支持
され、前記風向板を前記第一回動軸と軸位置が異なる第二の支点で回動させる第二回動軸
を備えており、前記吹出口には、前記第一回動軸よりも上側でかつ下流側となる箇所に凹
部が設けられており、前記凹部に前記第二回動軸が配置されてなることを特徴としている
。
【０００９】
前記風向装置は、
前記第一回動軸を備え、前記第二回動軸を介して前記吹出口に支持される風向フレームと
、
第一回動軸を介して前記風向フレームに支持される前記風向板と
からなることを特徴としている。
【００１０】
本体に風向板駆動装置を備え、
前記ルーバフレームに、前記風向板駆動装置による前記第二回動軸への入力を前記第一回
動軸へ伝達する伝達機構部を設けたことを特徴としている。
【００１１】
前記風向板駆動装置による入力のうち、一方向への駆動が第一回動軸を回動させ、他方向
への駆動が第二回動軸を回動させてなることを特徴としている。
【００１２】
前記吹出口に前記第一回動軸を収容する収容部を備え、
前記風向板を水平方向に開いた際にその風上または風下側に並ぶ位置に第二風向板を設け
、
前記収容部と前記風向板と前記第二風向板とで風路を形成することを特徴としている。
【００１３】
本体に熱交換器を設け、
冷房運転時には水平方向に回動する一方の回動軸を用い、暖房運転時には下方向に回動す
る他方の回動軸を用いることを特徴としている。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいた実施例として詳細に説明する。
　図１は本発明による空気調和機の運転停止時の状態を示す断面図で、（Ａ）は吹出口を
ディフューザ、第一上下風向偏向板および第二上下風向偏向板で閉塞した状態を、（Ｂ）
は伝達機構部を収容した伝達機構ケースの停止位置を夫々示し、図２は本発明による空気
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調和機の冷房運転時の状態を示す断面図で、（Ａ）は第一上下風向偏向板および第二上下
風向偏向板を略水平位置に回動した状態を、（Ｂ）は伝達機構部を収容した伝達機構ケー
スを略水平位置に回動した状態を夫々示し、図３は本発明による空気調和機の暖房運転時
の状態を示す断面図で、（Ａ）はディフューザ、第一上下風向偏向板および第二上下風向
偏向板の先端部を下方に回動した状態を、（Ｂ）は伝達機構部を収容した伝達機構ケース
の上面部を吹出口上面の凹陥部に当接させた状態を夫々示し、図４は本発明による空気調
和機のルーバフレームと第二上下風向偏向板とこれらの間に設けられた伝達機構ケースと
を示す斜視図であり、図５は本発明による空気調和機の要部説明図で、（Ａ）はルーバフ
レームの一端に設けた伝達機構ケースと吹出口の一側壁とを示す分解斜視図、（Ｂ）はル
ーバフレームの他端に設けた側板と吹出口の他側壁とを示す斜視図、（Ｃ）はルーバフレ
ームの一端に設けた伝達機構ケースと吹出口の一側壁との組付状態を示す斜視図であり、
図６は本発明による空気調和機の要部分解斜視図で、（Ａ）は第一付勢手段の他の例を示
す分解斜視図、（Ｂ）は第二付勢手段を示す分解斜視図であり、図７は伝達機構部を収容
した伝達機構ケースの説明図で、（Ａ）は分解斜視図、（Ｂ）は（Ａ）で示す矢印Ａ方向
から見た分解斜視図である。
【００１９】
　本発明による空気調和機は、図１（Ａ）および図１（Ｂ）で示すように、所謂シーリン
グウォールタイプの本体を構成する上部カバーの上面には吸込口１が設けられ、前端に行
くにしたがって上方に湾曲させた下部カバーの下面には吹出口２が設けられている。
【００２０】
　前記吸込口１と、前記吹出口２とを結ぶ空気通路には、熱交換器３および送風ファン４
が順次設けられており、同送風ファン４により、前記吸込口１から吸い込まれ前記熱交換
器３で熱交換された空気が前記吹出口２に送出されるようになっている。
【００２１】
　前記吹出口２には、その上部が本体の下面に沿って内側に凹陥した凹陥部2'を連続形成
すると共に、被空気調和室に吹き出される風向を調節するための風向調節部６が設けられ
ており、被空気調和室に吹き出される空気を、ユーザが希望する所定の方向に効率よく偏
向させて効果的な空気調和を実現できるようになっている。
【００２２】
　前記風向調節部６は、前記吹出口２をなすリヤガイダ2aの前端部を構成し、駆動モータ
７を連係し、支軸部８により上下に回動できるように支持され、風向を上下に偏向するデ
ィフューザ９と、同ディフューザ９に回動自在に立設され、風向を左右に偏向する左右風
向板群５と、前記ディフューザ９の前部に設けられ、第一駆動モータ11を連係して、両側
部に設けられた支軸が前記吹出口２の側壁2bに設けられた軸受孔で回動自在に支持される
と共に、前記吹出口２に突出させた支柱の支軸部10に対応して設けられた支軸が回動自在
に支持され、風向を上下に偏向する第一風向板12と、同じく風向を上下に偏向する後述す
る第二風向板24とからなる構成となっている。
【００２３】
　なお、前記左右風向板群５は、前記ディフューザ９の上面に回動自在に立設されたこと
により、図２（Ａ）で示すように、前記ディフューザ９を略水平状態にした場合であって
も、また図３（Ａ）で示すように、前記ディフューザ９を下方に回動した場合であっても
、風向を左右に効果的に偏向できるようにした構成となっている。
【００２４】
　次に、前記第二風向板24について、添付図面に基づき詳細に説明する。
　前記吹出口２には、例えば図１（Ａ）および図１（Ｂ）と、従来技術として示した図８
（Ａ）および図８（Ｂ）とを対比すれば明らかなように、同吹出口２の上部に、前端に行
くにしたがって上方に湾曲させた本体の下面に沿って内側に凹陥した凹陥部2'が連続形成
され、同凹陥部2'に、後述するルーバフレーム15や伝達機構ケース23など、前記第二風向
板24に連係する構成部材が出没可能に収容されるようになっている。
【００２５】
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　なお、前記吹出口２に前記凹陥部2'が連続形成されたことで、ユーザが被空気調和室か
ら視認できる前記吹出口２の上下寸法が大きくした構成となり、このことが、視覚的にも
、大きく形成された前記吹出口２から多量の吹出空気が吹き出される高性能な空気調和機
であることを印象付けるデザインになっている。
【００２６】
　そして、図４（Ａ）で示すように、前記第一風向板12の前部には、第二駆動モータ14を
連係させて前記凹陥部2'に出没可能に収容され、少なくとも両側後部に設けられた回転軸
22および31が前記吹出口２の側壁2bに設けられた軸受孔21および21' で回転自在に支持さ
れるルーバフレーム15と、同ルーバフレーム15の一側前部であって前記凹陥部2'の上端近
傍に位置した出力軸17に連結される孔24b を備えた連結部24a と、他側前部に設けられた
連結孔32に連結される出力軸24c とを備えて回転可能に支持される第二風向板24が設けら
れている。
【００２７】
　前記ルーバフレーム15の一側には、図１（Ｂ）および図５（Ａ）で示すように、筒状に
形成された前記一側の回転軸22の内部に回転自在に同心状に支持され、図６で示す前記第
二駆動モータ14の駆動軸14a に連係する孔16a を備えた入力軸16および前記出力軸17の２
軸間で駆動力を伝達する前記伝達機構部18と、同伝達機構部18を収容すると共に、前記出
力軸17の一部を突出させる突出孔20を備え、前記一側の回転軸22を一体的に形成した前記
伝達機構ケース23とが設けられている。
【００２８】
　前記連結部24a には第一ばね25が装着され、図４（Ｂ）で示すように、その一端を前記
連結部24a に、他端を前記伝達機構ケースに夫々係止して、回転可能に支持された前記第
二風向板24を前記ルーバフレーム15に向けて（反時計廻りに）付勢し、その一部ａを前記
伝達機構ケース23の底部に当接して前記ルーバフレーム15と平行状態に位置決めするよう
になっている。
【００２９】
　また、前記筒状の回転軸22には、図５（Ａ）および図５（Ｃ）で示すように、前記ルー
バフレーム15の前端部を上方に（時計廻りに）付勢する第一ばね25が装着され、その一端
を前記回転軸22に設けた突片22a に、他端を前記吹出口２の側壁2bに立設したばね掛けに
夫々係止している。
【００３０】
　または、他の実施例として、前記ルーバフレーム15の前端部を上方に（時計廻りに）付
勢するため代替ばね25' を装着した事例を図６で示している。
　すなわち、前記筒状の回転軸22に、先端部にばね掛け孔33b を備え、前記突片22a に対
応する廻り止め用の凹部33a を備えたアーム33を装着し、前記代替ばね25' の一端を前記
ばね掛け孔33b に係止する一方、他端を前記吹出口２の一側壁に立設したばね掛け34に係
止して、前記ルーバフレーム15の前端部を前記凹陥部2'の上面に向けて（時計廻りに）付
勢するようにしてもよい。
【００３１】
　次に、前記ルーバフレーム15、前記伝達機構ケース23および前記第二風向板24の構成に
ついて説明をする。
【００３２】
　図４と、図５（Ａ）乃至図５（Ｃ）と、図６（Ａ）および図６（Ｂ）と、図７（Ａ）お
よび図７（Ｂ）とで示すように、前記ルーバフレーム15の一端には、前記伝達機構ケース
23を構成する箱体23a を連続形成すると共に、他端には、回動軸31を備えた連結体30を連
続形成しており、前記箱体23a の一側開口部には、蓋体23b が装着されるようになってい
る。
【００３３】
　前記箱体23a には、図７（Ａ）および図７（Ｂ）で示すように、その一側開口部から、
前記第二駆動モータ14の駆動軸14a が連係され、連係歯車27が一体成形された連係用の孔
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16a を有する第一回動軸としての入力軸16と、前記箱体23a に設けられた突出孔20から突
出して前記第二風向板24の連結部24a に備えた連結用の孔24b に連結され、出力軸歯車29
が一体成形された第二回動軸としての出力軸17と、前記連係歯車27および前記出力軸歯車
29の間に順次歯合する奇数個の中間歯車28とからなる前記伝達機構部18が収容されると共
に、前記開口部には、前記入力軸16を回転自在に支持し、且つ前記吹出口２の一側壁2bに
設けられた軸受孔21で回転自在に軸支される筒状の回転軸22を備えた蓋体23b が装着され
ることにより、前記伝達機構ケース23が構成されている。
【００３４】
　前記入力軸16は、前記箱体23a および前記蓋体23b に夫々設けられた入力軸支持部ｂ，
b'で、前記中間歯車28は中間歯車支持部ｃ，c'で夫々回転自在に支持されるようになって
おり、前記中間歯車28が三個組込まれる場合には、中間歯車支持部ｄ，d'で回転自在に支
持されることになる。
【００３５】
　また、前記出力軸17は、その基端部が前記蓋体23b に設けられた出力軸支持部ｅで回転
自在に支持され、先端部が前記箱体23a の突出孔20から突出して前記第二風向板24の連結
部24a に備えた連結用の孔24b に連結される。
【００３６】
　前記軸受孔21には、前記回転軸22に設けられた突片22a に対応する切欠部21a が設けら
れており、この切欠部21a を前記突片22a が挿通して前記回転軸22が回転自在に軸支され
るようになっている。
【００３７】
　なお、前記入力軸16から前記出力軸17に駆動力を伝達するための前記伝達機構部18は、
図示はしないが、これら入力軸16および出力軸17の間に架け渡されたベルトからなる構成
にしてもよい。
【００３８】
　前記箱体23a には、前記開口部から突出する複数の係止爪23c が突設される一方、前記
蓋体23b には、前記複数の係止爪23c を係脱可能に係止する複数の係止部23d が設けられ
ており、同係止部23d に前記係止爪23c を係脱可能に係止して前記箱体23a の開口部に前
記蓋体23b を装着できるようになっている。
【００３９】
　次に、前記ルーバフレーム15、前記伝達機構ケース23および前記連結体30に、前記第二
風向板24が組み付けられてこれらがユニット化される構成について説明する。
【００４０】
　先ず、図４で示すように、前記出力軸17を前記第二風向板24の一端に設けられた連結部
24a の孔24b に、同第二風向板24の他端に設けられた回転軸24c を前記連結体30に設けら
れた軸受孔32に夫々係合すると共に、前記第二風向板24の長手方向の中間位置に設けられ
た複数の補助出力軸24d を、これに対応して前記ルーバフレーム15に設けられた補助軸受
孔15a に夫々係合する。
【００４１】
　次に、図５（Ａ）および図５（Ｃ）で示すように、前記第一ばね25を前記筒状の回転軸
22に装着してその一端を突片22a に係止し、他端を前記吹出口２の一側壁2bに立設したば
ね掛けに係止して、前記ルーバフレーム15および前記伝達機構ケース23を、前記吹出口２
に連続形成された凹陥部2'の上面に向けて付勢するようにし、また図６（Ｂ）で示すよう
に、前記第二ばね26を前記連結部24a に装着してその一端を同連結部24a に係止し、他端
を前記伝達機構ケース23に係止して、前記第二風向板24の先端位置を前記ルーバフレーム
15および前記伝達機構ケース23側に付勢するようにしている。
【００４２】
　上記構成により、次にその動作について説明する。
　運転停止時には、図１（Ａ）および図１（Ｂ）で示すように、前記吹出口２が、前記デ
ィフューザ９と、前記第一風向板12と、前記第二風向板24とで密閉されるようにした構成



(7) JP 4110863 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

となっており、これによって、意匠性を損なわない構造となり、また、前記吹出口２から
内部に塵埃が入り込まないようなるため衛生的である。
【００４３】
　なお、その際、前記ルーバフレーム15および前記伝達機構ケース23は、前記第二風向板
24に対し略平行な状態であって、且つ前記吹出口２に連続形成された凹陥部2'に収容され
るようになっている。
【００４４】
　冷房運転時には、図２（Ａ）および図２（Ｂ）で示すように、前記第一風向板12を前記
第一駆動モータ11により略水平位置に回動させると共に、前記第二風向板24の一部ａを前
記伝達機構ケース23の底部に当接させることにより前記伝達機構部18をロック状態にする
。
【００４５】
　そして、前記ルーバフレーム15および前記第二風向板24を、反時計回りに駆動した前記
第二駆動モータ14により前記第一ばね25または前記代替ばね25' による付勢力に抗して略
水平位置に回動させるようにしている。
【００４６】
　また、図１（Ａ）で示すように、前記第二風向板24の前後幅Ａが、前記第一風向板12の
前後幅Ｂ寸法よりも大きく形成され、 且つ前記第二風向板24の回転中心となる前記出力
軸17および24c が前記吹出口２の凹陥部2'の上端部近傍に位置しているので、前記第二風
向板24を図２（Ａ）で示す略水平位置に回動した際、前記凹陥部2'を通風路として有効活
用できるようになって、前記吹出口２から吹き出される冷気流を効果的に吹き出すことが
できる。
【００４７】
　これによって、前記送風ファン４により前記吸込口１から吸い込まれ前記熱交換器３で
熱交換された冷気を前記吹出口２に送出し、前記第一風向板12および前記第二風向板24に
より略水平方向に偏向させて被空気調和室に吹き出せることができる。
【００４８】
　なお、冷房運転時の吹き出し冷気流を、略水平方向よりも少し下方に向けて吹き出させ
たいような場合には、前記第一風向板12および前記第二風向板24を、図２（Ａ）および図
２（Ｂ）で示す破線のように、その先端位置を前記吹出口２の上面に近接または当接させ
るように回動させればよい。
【００４９】
　その際、前記ディフューザ９を、その先端位置を少し下方に回動させて前記第一風向板
12および前記第二風向板24と略平行状態にすることにより、吹出冷気流を所定の方向に効
率よく吹き出せるようになる。
【００５０】
　次に、暖房運転時の動作について説明する。
　図３（Ａ）および図３（Ｂ）で示すように、前記ディフューザ９を前記駆動モータ７に
より下方に回動させ、且つ前記第一風向板12を前記第一駆動モータ11により略垂直位置（
下方）に回動させると共に、時計回りに駆動した前記第二駆動モータ14により、前記伝達
機構ケース23を前記吹出口２の凹陥部2'の上面部に当接させて位置決めする。
【００５１】
　更に、前記伝達機構部18を経て前記出力軸17に駆動力を伝達させることにより、前記ル
ーバフレーム15は前記伝達機構ケース23といっしょに位置決めさせたままの状態で、前記
第二風向板24の先端部を前記第二ばね26による付勢力に抗して下方に回動させるようにす
る。
【００５２】
　これによって、前記送風ファン４により前記吸込口１から吸い込まれ前記熱交換器３で
熱交換された暖気を前記吹出口２に送出し、前記第一風向板12および前記第二風向板24に
より略垂直方向（下方）に偏向させて被空気調和室に吹き出せることができる。
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【００５３】
　また、図１（Ａ）で示すように、前記第二風向板24の前後幅Ａが、前記第一風向板12の
前後幅Ｂ寸法よりも大きく形成され、 且つ前記第二風向板24の回転中心となる前記出力
軸17および24c が前記吹出口２の凹陥部2'の上端部近傍に位置しているので、前記第二風
向板24を図３（Ａ）で示す略垂直位置に回動した際、前記第一風向板12との間隔（風路）
を大きくとることができるようになり、前記吹出口２から吹き出される暖気流を効果的に
偏向させることができる。
【００５４】
　なお、暖房運転時の吹き出し暖気流を、略垂直方向（下方）よりも少し前方に向けて吹
き出させたいような場合には、前記第一風向板12および前記第二風向板24を、図３（Ａ）
および図３（Ｂ）で示す破線のように、その先端位置が少許前方に移動した状態で傾斜す
る位置まで回動させればよい。
【００５５】
　その際、前記ディフューザ９を、その先端位置を下方に回動させて前記第一風向板12お
よび前記第二風向板24と略平行状態にすることにより、吹出暖気流を所定の方向に効率よ
く吹き出せるようになる。
【００５６】
　また、前記吹出口２の凹陥部2'の上端面が、前記第二風向板24の回動時に、その基端部
が均等に近接するよう円弧状に形成された構成となっているので、前記第二風向板24の回
動角度の大小に関わりなく、同第二風向板24と前記吹出口２の凹陥部2'の上端面との間に
隙間が生じないので、吹出空気流の一部が該個所を通過することなく前記第二風向板24で
効率よく偏向される。
【００５７】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によると、とくに上下方向の風向を効率よく偏向して効果
的な空気調和を行なえるようにした風向調節部を有する空気調和機となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による空気調和機の運転停止時の状態を示す断面図で、（Ａ）は吹出口
をディフューザ、第一上下風向偏向板および第二上下風向偏向板で閉塞した状態を示し、
（Ｂ）は伝達機構部を収容した伝達機構ケースの停止位置を示す。
【図２】　本発明による空気調和機の冷房運転時の状態を示す断面図で、（Ａ）は第一上
下風向偏向板および第二上下風向偏向板を略水平位置に回動した状態を示し、（Ｂ）は伝
達機構部を収容した伝達機構ケースを略水平位置に回動した状態を示す。
【図３】　本発明による空気調和機の暖房運転時の状態を示す断面図で、（Ａ）はディフ
ューザ、第一上下風向偏向板および第二上下風向偏向板の先端部を下方に回動した状態を
示し、（Ｂ）は伝達機構部を収容した伝達機構ケースの上面部を吹出口上面の凹陥部に当
接させた状態を示す。
【図４】　本発明による空気調和機のルーバフレームと第二上下風向偏向板とこれらの間
に設けられた伝達機構ケースとを示す斜視図である。
【図５】　本発明による空気調和機の要部説明図で、（Ａ）はルーバフレームの一端に設
けた伝達機構ケースと吹出口の一側壁とを示す分解斜視図であり、（Ｂ）はルーバフレー
ムの他端に設けた側板と吹出口の他側壁とを示す斜視図であり、（Ｃ）はルーバフレーム
の一端に設けた伝達機構ケースと吹出口の一側壁との組付状態を示す斜視図である。
【図６】　本発明による空気調和機の要部分解斜視図で、（Ａ）は第一付勢手段の他の例
を示す分解斜視図であり、（Ｂ）は第二付勢手段を示す分解斜視図である。
【図７】　伝達機構部を収容した伝達機構ケースの説明図で、（Ａ）は分解斜視図であり
、（Ｂ）は（Ａ）で示す矢印Ａ方向から見た分解斜視図である。
【図８】　従来例による空気調和機の断面図で、（Ａ）は冷房運転時の状態を示し、（Ｂ
）は暖房運転時の状態を示す。
【符号の説明】
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　１　吸込口
　２　吹出口
　2'　凹陥部
　2a　リヤガイダ
　2b　吹出口の側壁
　３　熱交換器
　４　送風ファン
　５　左右風向板群
　６　上下風向調節部
　７　駆動モータ
　８　支軸部
　９　ディフューザ
　10　支軸部
　11　第一駆動モータ
　12　第一風向板
　13　支軸部
　14　第二駆動モータ
　15　ルーバフレーム
　15a 補助軸受孔
　16　入力軸
　16a 孔
　17　出力軸
　18　伝達機構部
　20　突出孔
　21　軸受孔
　21' 軸受孔
　21a 切欠部
　22　回転軸
　22a 突片
　23　伝達機構ケース
　23a 箱体
　23b 蓋体
　23c 係止爪
　23d 係止部
　24　第二風向板
　24a 連結部
　24b 孔
　24c 出力軸
　24d 補助出力軸
　25　第一ばね
　26　第二ばね
　27　連係歯車
　28　中間歯車
　29　出力軸歯車
　30　連結体
　31　回転軸
　32　軸受孔
　33　アーム
　33a 凹部
　33b ばね掛け孔
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　34　ばね掛け
　ａ　第二風向板の一部
　ｂ，b'　入力軸支持部
　ｃ，c'　中間歯車支持部
　ｄ，d'　中間歯車支持部
　ｅ　出力軸支持部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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