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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品が収納される電気品箱であって、
　空調室内機を制御する制御基板と、
　前記制御基板に設置された電源トランスと、
　前記制御基板に設置され、前記空調室内機から空調室外機に配線される第１の通信線と
電源を供給する電源線とが接続される電源兼室内外配線端子台と、
　外部入力用の第２の通信線が接続される通信配線端子台と、
　を備え、
　前記電源兼室内外配線端子台は、前記電気品箱を構成する複数の側面の内、互いに対向
する２つの短手側面の一方と前記電源トランスの１次側との間に設けられ、
　前記通信配線端子台は、前記２つの短手側面の他方と前記電源トランスの２次側との間
に設置され、
　前記第１の通信線及び前記電源線は、前記２つの短手側面の一方に形成された配線導入
口を介して、前記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれ、
　前記第２の通信線は、前記２つの短手側面の他方に形成された配線導入口を介して、前
記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれることを特徴とする電気品箱。
【請求項２】
　電気部品が収納される電気品箱であって、
　空調室内機を制御する制御基板と、
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　前記制御基板に設置された電源トランスと、
　前記空調室内機から空調室外機に配線される第１の通信線と電源を供給する電源線とが
接続される電源兼室内外配線端子台と、
　前記制御基板に設置され、外部入力用の第２の通信線が接続される通信配線端子台と、
　を備え、
　前記電源兼室内外配線端子台は、前記電気品箱を構成する複数の側面の内、互いに対向
する２つの短手側面の一方と前記電源トランスの１次側との間に設けられ、
　前記通信配線端子台は、前記２つの短手側面の他方と前記電源トランスの２次側との間
に設置され、
　前記第１の通信線及び前記電源線は、前記２つの短手側面の一方に形成された配線導入
口を介して、前記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれ、
　前記第２の通信線は、前記２つの短手側面の他方に形成された配線導入口を介して、前
記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれることを特徴とする電気品箱。
【請求項３】
　前記電源兼室内外配線端子台は、前記制御基板に設置されていることを特徴とする請求
項２に記載の電気品箱。
【請求項４】
　前記電源線は、前記電源トランスの２次側に配線される前記第２の通信線と接触するこ
となく前記電源トランスの１次側に配線されることを特徴とする請求項１から３の何れか
１項に記載の電気品箱。
【請求項５】
　電気部品が収納される電気品箱であって、
　空調室内機を制御する制御基板と、
　前記制御基板に設置された電源トランスと、
　前記空調室内機から空調室外機に配線される第１の通信線が接続される室内外配線端子
台と、
　外部入力用の第２の通信線が接続される通信配線端子台と、
　前記制御基板に設置され、電源を供給する電源線が接続される電源配線端子台と、
　を備え、
　前記電源配線端子台は、前記電気品箱を構成する複数の側面の内、互いに対向する２つ
の短手側面の一方と前記電源トランスの１次側との間に設置され、
　前記室内外配線端子台及び前記通信配線端子台は、前記２つの短手側面の他方と前記電
源トランスの２次側との間に設けられ、
　前記電源線は、前記２つの短手側面の一方に形成された配線導入口を介して、前記電気
品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれ、
　前記第１の通信線及び前記第２の通信線は、前記２つの短手側面の他方に形成された配
線導入口を介して、前記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれることを特
徴とする電気品箱。
【請求項６】
　電気部品が収納される電気品箱であって、
　空調室内機を制御する制御基板と、
　前記制御基板に設置された電源トランスと、
　前記制御基板に設置され、前記空調室内機から空調室外機に配線される第１の通信線が
接続される室内外配線端子台と、
　前記制御基板に設置され、外部入力用の第２の通信線が接続される通信配線端子台と、
　電源を供給する電源線が接続される電源配線端子台と、
　を備え、
　前記電源配線端子台は、前記電気品箱を構成する複数の側面の内、互いに対向する２つ
の短手側面の一方と前記電源トランスの１次側との間に設置され、
　前記室内外配線端子台及び前記通信配線端子台は、前記２つの短手側面の他方と前記電
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源トランスの２次側との間に設けられ、
　前記電源線は、前記２つの短手側面の一方に形成された配線導入口を介して、前記電気
品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれ、
　前記第１の通信線及び前記第２の通信線は、前記２つの短手側面の他方に形成された配
線導入口を介して、前記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれることを特
徴とする電気品箱。
【請求項７】
　前記電源配線端子台は、前記制御基板に設置されていることを特徴とする請求項６に記
載の電気品箱。
【請求項８】
　前記電源線は、前記電源トランスの２次側に配線される前記第２の通信線と接触するこ
となく前記電源トランスの１次側に配線されることを特徴とする請求項５から７の何れか
１項に記載の電気品箱。
【請求項９】
　請求項１から８の何れか１項に記載の電気品箱を備えたことを特徴とする空気調和機の
室内機。
【請求項１０】
　請求項１から８の何れか１項に記載の電気品箱を備えた空気調和機の室内機であって、
　前記電気品箱は、天井カセット形の前記室内機に形成されたベルマウスの開口部の縁と
前記室内機に形成された空気吐き出し口との間に設置されていることを特徴とする空気調
和機の室内機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気品箱および空気調和機の室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室内機には様々な形態のものがあるが、例えば下記特許文献１に示される
４方向カセット形室内機は、室内機の筐体内に設置された電動機を駆動させて電動機の軸
に接続された送風機を回転させることにより、筐体内に設置されたベルマウスを通して室
内空気を吸い込み、熱交換器で熱交換された空気を室内へ吹き出すように構成されている
。この種の室内機では、室内機の運転を制御するための制御基板を収納した電気品箱が室
内機の下方側に配置されている場合が多く、電気品箱には、制御基板の他にも、室内機と
室外機とを電気的に接続するための端子台と、室外機とリモコンとを電気的に接続するた
めの端子台と、室内機に電源を供給するための電源線を接続する端子台などが設置されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１０６８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に代表される従来技術では、上述した各端子台が電気品
箱の筐体にねじ止めされているため、電気品箱の筐体にねじ止めされた各端子台から制御
基板への配線に伴う材料費や組み立て工数がかかるだけでなく、端子台が大きいため電気
品箱内にスペースを確保する必要があるという課題があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、更なるコスト低減とスペース削減を図
ることができる電気品箱および空気調和機の室内機を得ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、電気部品が収納される電気
品箱であって、空調室内機を制御する制御基板と、前記制御基板に設置された電源トラン
スと、前記制御基板に設置され、前記空調室内機から空調室外機に配線される第１の通信
線と電源を供給する電源線とが接続される電源兼室内外配線端子台と、外部入力用の第２
の通信線が接続される通信配線端子台と、を備え、前記電源兼室内外配線端子台は、前記
電気品箱を構成する複数の側面の内、互いに対向する２つの短手側面の一方と前記電源ト
ランスの１次側との間に設けられ、前記通信配線端子台は、前記２つの短手側面の他方と
前記電源トランスの２次側との間に設置され、前記第１の通信線及び前記電源線は、前記
２つの短手側面の一方に形成された配線導入口を介して、前記電気品箱の外部から前記電
気品箱の内部に引き込まれ、前記第２の通信線は、前記２つの短手側面の他方に形成され
た配線導入口を介して、前記電気品箱の外部から前記電気品箱の内部に引き込まれること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、更なるコスト低減とスペース削減を図ることができる、という効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１、２に係る空気調和機を模式的に表す図である。
【図２】図２は、図１に示される化粧パネルを取り外した室内機の筐体を下面側から見た
図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る電気品箱の内観図である。
【図４】図４は、従来の電気品箱を用いた室内機を下面側から見た図である。
【図５】図５は、図４に示される電気品箱の内観図である。
【図６】図６は、図４に示される寸法Ａと空気調和機の消費電力の期間効率（ＡＰＦ：An
nual　Performance　Factor）との関係を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る電気品箱の変形例を説明するための図であ
る。
【図８】図８は、本発明の実施の形態２に係る電気品箱の内観図である。
【図９】図９は、電源配線端子台、室内外配線端子台、および通信配線端子台が設置され
た従来の電気品箱の構成図である。
【図１０】図１０は、図９の電気品箱を用いた室内機を下面側から見た図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態２に係る電気品箱の変形例を説明するための図
である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態３に係る電気品箱の内観図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態４に係る電気品箱の内観図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明に係る電気品箱および空気調和機の室内機の実施の形態を図面に基づい
て詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１、２に係る空気調和機１００を模式的に表す図である。
空気調和機１００は、室内機１０２（例えば４方向カセット形室内機）と室外機１０１と
で構成され、室内機１０２にはリモコン通信配線１０４を介してリモコン１０５が接続さ
れ、室外機１０１には室内外通信配線１０３を介して室内機１０２が接続されている。リ
モコン１０５と室内機１０２との間ではリモコン通信配線１０４を介し情報の伝送が行わ
れる。
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【００１１】
　室内機１０２の筐体１０２ａの下面には化粧パネル１０２ｂが取り付けられ、化粧パネ
ル１０２ｂの中央部分には室内空気の吸込口１０２ｃが着脱自在に設けられ、吸込口１０
２ｃの周囲には吐き出し口１０２ｄが設けられている。
【００１２】
　図２は、図１に示される化粧パネル１０２ｂを取り外した室内機１０２の筐体１０２ａ
を下面側から見た図である。図示例のように筐体１０２ａは、化粧パネル１０２ｂの吸込
口１０２ｃと対向する位置に設けられたベルマウス１０２ｅと、化粧パネル１０２ｂの吐
き出し口１０２ｄと対向する位置に設けられた複数の吐き出し口１０２ｄ－１と、吐き出
し口１０２ｄ－１とベルマウス１０２ｅとの間に設置された電気品箱１とを有して構成さ
れている。また筐体１０２ａには、ベルマウス１０２ｅを通して室内空気を吸い込むと共
に吐き出し口１０２ｄ－１と通じて空気を吐き出す送風機（図示せず）や、この送風機の
周囲に設けられた熱交換器（図示せず）などが設けられている。
【００１３】
　電気品箱１は、ベルマウス１０２ｅの開口部を塞ぐことがないように、その筐体の一方
の長手側面（内側面１ｂ：ベルマウス１０２ｅ側の面）がベルマウス１０２ｅの開口部の
縁よりも外径側に位置し、かつ、他方の長手側面（外側面１ａ：吐き出し口１０２ｄ－１
側の面）が吐き出し口１０２ｄ－１の縁よりも中央側に位置するように構成され、その下
面が化粧パネル１０２ｂと対向するように筐体１０２ａに設置される。この構成により、
化粧パネル１０２ｂの吸込口１０２ｃを通過した室内空気は、電気品箱１の内側面１ｂで
遮られることなくベルマウス１０２ｅに吸い込まれる。
【００１４】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る電気品箱１の内観図である。図３には電気品箱１
に内蔵される部品の一例が示され、電気品箱１には、例えば室内機１０２に搭載される送
風機用電動機を駆動する駆動回路などが実装された制御基板２と、電源兼室内外配線端子
台３－１と、通信配線端子台４とが設けられている。電気品箱１の筐体には、電気品箱１
の開口面（化粧パネル１０２ｂと対向する面）を閉塞する蓋（図示せず）を固定するため
の係り止め部材６と取り付け端子５が形成されている。
【００１５】
　電源兼室内外配線端子台３－１は、電気品箱１の筐体の一方の短手側面１ｃ－１と制御
基板２との間において、電気品箱１の筐体にねじ止めされている。電源兼室内外配線端子
台３－１の１次側端子３ａには、例えば、電気品箱１の短手側面１ｃ－１に形成された配
線導入口９から引き込まれた電源配線１２（例えば単相３線２００Ｖ用の配線）が接続さ
れる。電源兼室内外配線端子台３－１の２次側端子３ｂには、制御基板２への配線が接続
されると共に、例えば電源配線１２の接地線が接続されるＳ１端子と電源配線１２の一方
の電源線が接続されるＳ２端子（または電源配線１２の他方の電源線が接続されるＳ３端
子）に室内外通信配線１０３が接続される。このことにより室外機１０１と室内機１０２
が電源重畳で接続される。
【００１６】
　２次側端子３ｂに接続された配線は、制御基板２に設置された電源トランス１３の１次
側巻線（図示せず）と電気的に接続されている。電源トランス１３の２次側巻線（図示せ
ず）は制御基板２に実装されたコンバータ回路（図示せず）と電気的に接続されている。
図３では、電源トランス１３よりも制御基板２の１次側巻線側の領域を「１次側」と表記
し、電源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域を「２次側」と表記してい
る。
【００１７】
　通信配線端子台４は、電源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域に設置
され、かつ、電気品箱１の他方の短手側面１ｃ－２の近傍に設置されている。通信配線端
子台４には、例えば、短手側面１ｃ－２に形成された配線導入口１０から引き込まれたリ
モコン通信配線１０４が接続される。
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【００１８】
　以下動作を説明する。電源配線１２から供給される商用電源は制御基板２に実装された
コンバータ回路（図示せず）で直流電力に変換され、変換された直流電力はインバータ回
路（図示せず）によって所望周波数の交流電力に変換され、室内機１０２内の電動機へ供
給される。電動機の軸に接続された送風機が回転することにより、化粧パネル１０２ｂの
吸込口１０２ｃから室内空気が吸い込まれる。このとき吸込口１０２ｃを通過した室内空
気は、電気品箱１の内側面１ｂで遮られることなくベルマウス１０２ｅに導入され、室内
機１０２内の熱交換器で熱交換された空気は吐き出し口１０２ｄより室内に吹出される。
【００１９】
　図４は、従来の電気品箱１－１を用いた室内機を下面側から見た図であり、図５は、図
４に示される電気品箱１－１の内観図である。図３の電気品箱１と図５の電気品箱１－１
との相違点は、電気品箱１－１では通信配線端子台４－１が電源兼室内外配線端子台３－
１の近傍に配置され、かつ、電気品箱１－１の筐体にねじ止めされている点である。通信
配線端子台４－１の１次側端子４ａにはリモコン通信配線１０４が接続され、２次側端子
４ｂには制御基板２への配線が接続される。
【００２０】
　このように構成された電気品箱１－１では、通信配線端子台４－１と制御基板２との間
の配線が必要となるため、この配線に伴う材料費や組み立て工数がかかる。また、電気品
箱１－１の内部には通信配線端子台４－１を設置するための大きなスペースが必要になる
。また通信配線端子台４－１が電源兼室内外配線端子台３－１の近傍に設置されているた
め電源からのノイズが２次側端子４ｂの配線に誘導され、機器が誤動作するという問題が
あった。これに対して本実施の形態に係る電気品箱１は、通信配線端子台４が制御基板２
に設置されているため、制御基板２への配線を省略することができ、この配線に伴う材料
費や組み立て工数を低減することができると共に上記スペースを削減することができる。
また、通信配線端子台４が電源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域に設
置されているため、電源からのノイズが通信配線端子台４に誘導されることがなく、機器
の誤動作を抑制することができる。
【００２１】
　また従来の電気品箱１－１では、通信配線端子台４－１が電気品箱１－１の外側面１ａ
と電源兼室内外配線端子台３－１との間において電気品箱１－１の筐体にねじ止めされて
いるため、電気品箱１－１の短手側寸法が相対的に大きくなる。例えば図３の電気品箱１
の短手側寸法と長手側寸法をそれぞれＷ１、Ｗ２とし、図５の電気品箱１－１の短手側寸
法と長手側寸法をそれぞれＷ１－１、Ｗ２－１としたとき、Ｗ２－１はＷ２と同等である
がＷ１－１はＷ１よりも大きくなる。図４には筐体１０２ａに従来の電気品箱１－１を設
置した状態が示され、電気品箱１－１の外側面１ａは吐き出し口１０２ｄ－１の縁よりも
外径側に位置しているが、電気品箱１－１の内側面１ｂはベルマウス１０２ｅの開口部の
縁よりも内径側に位置している。このように電気品箱１－１の内側面１ｂはベルマウス１
０２ｅの開口部の縁よりも内径側にオーバーハングしているため、化粧パネル１０２ｂの
吸込口１０２ｃを通過した室内空気の一部が電気品箱１－１で遮られ、室内機１０２内の
熱交換機器に通流する空気量が相対的に低下し熱交換効率が低下する。
【００２２】
　図６は、図４に示される寸法Ａと空気調和機の消費電力の期間効率（ＡＰＦ：Annual　
Performance　Factor）との関係を示す図である。図６の表は、電気品箱１，電気品箱１
－１の内側面１ｂがベルマウス１０２ｅの開口部の縁よりも内径側にオーバーハングする
量を変化させたときにおけるＡＰＦの値を示すものである。横軸は電気品箱１，１－１の
内側面１ｂからベルマウス１０２ｅの開口部の縁までの距離（図４の寸法Ａ）を表し、縦
軸はＡＰＦを表す。図６の表では寸法Ａが２０ｍｍのときにおけるＡＰＦを１００％と仮
定しており、ＡＰＦは寸法Ａが２０ｍｍから小さくなるに従って改善されることが分かる
。すなわち、通信配線端子台４が制御基板２に設置されていることにより、電気品箱１の
短手側寸法Ｗ１が従来の電気品箱１－１の短手側寸法Ｗ１－１よりも小さくなり、電気品
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箱１の内側面１ｂがベルマウス１０２ｅの開口部の縁よりも内径側にオーバーハングする
ことがなく、ＡＰＦの値が改善される。
【００２３】
　図７は、本発明の実施の形態１に係る電気品箱１の変形例を説明するための図であり、
図７の電気品箱１では電源兼室内外配線端子台３が制御基板２に設けられている。この構
成により、電源兼室内外配線端子台３から制御基板２への配線を省略することができ、こ
の配線に伴うコストを軽減することができる。
【００２４】
　なお、本実施の形態では空気調和機の室内機として４方向カセット形室内機に用いた例
を説明したが、電気品箱１は４方向カセット形室内機以外の室内機にも適用可能であり、
また空気調和機の室内機以外の機器（少なくとも制御基板２および通信配線端子台４を備
えたもの）にも適用可能である。この場合でも上述した効果（特に制御基板２への配線を
省略することによるコスト低減やスペース削減）を得ることができる。
【００２５】
　以上に説明したように本実施の形態に係る電気品箱１は、負荷の駆動を制御する回路部
品（インバータ回路など）が実装された制御基板２と、制御基板２に設置され、１次側巻
線が負荷へ電源を供給する電源線（電源配線１２など）に接続され、２次側巻線が回路部
品に接続される電源トランス１３と、電源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側
の領域に設置され、遠隔制御装置（リモコン１０５）からの通信線（リモコン通信配線１
０４）が接続される通信配線端子台４と、を備える。この構成により、制御基板２への配
線を省略することができ、この配線に伴う材料費や組み立て工数を低減することができる
と共に通信配線端子台４を設置するためのスペースを削減することができる。また、電源
からのノイズが通信配線端子台４に誘導されることがなく、機器の誤動作を抑制すること
ができる。さらに、電気品箱１の筐体の短手側寸法が従来の電気品箱１－１に比べて小さ
くなるため、化粧パネル１０２ｂの吸込口１０２ｃを通過した室内空気が電気品箱１で遮
られることがなく、熱交換効率を改善することができる。
【００２６】
実施の形態２．
　図８は、本発明の実施の形態２に係る電気品箱１－２の内観図である。実施の形態１と
異なる点は、電源兼室内外配線端子台３の代わりに電源配線端子台７－１および室内外配
線端子台８が用いられ、室内外配線端子台８が制御基板２に設置されている点である。以
下、実施の形態１と同一部分には同一符号を付してその説明を省略し、ここでは異なる部
分についてのみ述べる。
【００２７】
　電源配線端子台７－１は、制御基板２と電気品箱１－２の短手側面１ｃ－１との間にお
いて、電気品箱１の筐体にねじ止めされ、電源配線端子台７－１の１次側端子７ａには、
例えば、電気品箱１の短手側面１ｃ－１に形成された配線導入口９から引き込まれた電源
配線１２（例えば単相２００Ｖ用の配線）が接続される。電源配線端子台７－１の２次側
端子７ｂには制御基板２への配線が接続される。電源配線端子台７－１の２次側端子７ｂ
に接続された配線は、制御基板２に設置された電源トランス１３の１次側巻線（図示せず
）と電気的に接続されている。
【００２８】
　室内外配線端子台８は、電源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域に設
置され、かつ、電気品箱１の短手側面１ｃ－２の近傍に設置されている。室内外配線端子
台８には、例えば、電気品箱１の短手側面１ｃ－２に形成された配線導入口１０から引き
込まれた室内外通信配線１０３が接続される。なお、図示例では室内外配線端子台８より
も制御基板２の外側面１ａの領域に通信配線端子台４が設置されているが、室内外配線端
子台８と通信配線端子台４の位置は図示例に限定されるものではない。
【００２９】
　図９は、電源配線端子台７－１、室内外配線端子台８－１、および通信配線端子台４－
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２が設置された従来の電気品箱１－３の構成図であり、図１０は、図９の電気品箱１－３
を用いた室内機を下面側から見た図である。図８の電気品箱１－２と図９の電気品箱１－
３との相違点は、電気品箱１－３では室内外配線端子台８－１が電源配線端子台７－１の
近傍に配置され、かつ、電気品箱１－３の筐体にねじ止めされている点と、電気品箱１－
３の外側面１ａに取り付けられた支持部材１１に通信配線端子台４－２がねじ止めされて
いる点である。室内外配線端子台８－１の１次側端子８ａには室内外通信配線１０３（図
１参照）が接続され、室内外配線端子台８－１の２次側端子８ｂには制御基板２への配線
が接続される。また、通信配線端子台４－２の１次側端子４ａにはリモコン通信配線１０
４（図１参照）が接続され、通信配線端子台４－２の２次側端子４ｂには制御基板２への
配線が接続される。
【００３０】
　このように構成された電気品箱１－３では、室内外配線端子台８－１と制御基板２との
間の配線だけでなく通信配線端子台４－２と制御基板２との間の配線が必要になり、これ
らの配線に伴う材料費や組み立て工数がかかる。また、電気品箱１－３の内部には室内外
配線端子台８－１と通信配線端子台４－２を設置するための大きなスペースが必要になる
。また室内外配線端子台８－１が電源配線端子台７－１の近傍に設置されているため電源
からのノイズが２次側端子８ｂに接続された配線や２次側端子４ｂに接続された配線に誘
導され、機器が誤動作するという問題があった。また電気品箱１－３では、室内外配線端
子台８－１が電気品箱１－３の外側面１ａと電源配線端子台７－１との間において電気品
箱１－３の筐体にねじ止めされているため、電気品箱１－３の短手側寸法が相対的に大き
くなる。さらに電気品箱１－３の筐体内部には通信配線端子台４－２を設置するためのス
ペースがないため、図示例のように電気品箱１－３の筐体外側に設けられた支持部材１１
に通信配線端子台４－２を取り付ける必要があった。
【００３１】
　これに対して本実施の形態に係る電気品箱１－２は、通信配線端子台４と室内外配線端
子台８が制御基板２に設置されているため、制御基板２への配線を省略することができ、
この配線に伴う材料費や組み立て工数を低減することができると共に上記スペースを削減
することができる。また、通信配線端子台４と室内外配線端子台８が電源トランス１３よ
りも制御基板２の２次側巻線側の領域に設置されているため、電源からのノイズが通信配
線端子台４と室内外配線端子台８に誘導されることがなく、機器の誤動作を抑制すること
ができる。さらに、通信配線端子台４と室内外配線端子台８が制御基板２に設置されてい
ることにより、電気品箱１－２の短手側寸法Ｗ１が従来の電気品箱１－３の短手側寸法Ｗ
１－１よりも小さくなり、電気品箱１－２の内側面１ｂがベルマウス１０２ｅの開口部の
縁よりも内径側にオーバーハングすることがなく、実施の形態１と同様にＡＰＦの値が改
善される。
【００３２】
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る電気品箱１－２の変形例を説明するための図で
あり、図１１の電気品箱１－２では電源配線端子台７が制御基板２に設けられている。こ
の構成により、電源配線端子台７から制御基板２への配線を省略することができる。
【００３３】
実施の形態３．
　図１２は、本発明の実施の形態３に係る電気品箱１－４の内観図である。実施の形態１
と異なる点は、通信配線端子台４、４－１と電源兼室内外配線端子台３、３－１が左右逆
に配置されている点である。以下、実施の形態１と同一部分には同一符号を付してその説
明を省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。
【００３４】
　図１２（ａ）の電気品箱１－４では、電源兼室内外配線端子台３－１が電源トランス１
３よりも制御基板２の１次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ－２の近傍に
設置され、通信配線端子台４－１が電源トランス１３の２次側において電気品箱１－４の
筐体にねじ止めされている。すなわち図１２（ａ）の電気品箱１－４は、空調室内機を制
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御する制御基板２と、制御基板２に設置され空調室内機から空調室外機に配線される通信
線（室内外通信配線１０３）と電源を供給する電源線（電源配線１２）とが接続される電
源兼室内外配線端子台３と、外部入力用の通信線（リモコン通信配線１０４）が接続され
る通信配線端子台４－１とを備える。この構成により電源兼室内外配線端子台３から制御
基板２への配線を省略することができ、この配線に伴う材料費や組み立て工数を低減する
ことができる。また、電源兼室内外配線端子台３を筐体にねじ止めで設置するスペースが
不要になる。また、電源からのノイズが通信配線端子台４－１に誘導されることがなく、
機器の誤動作を抑制することができる。さらに、電源兼室内外配線端子台３が制御基板２
に設置されているため、電気品箱１－４の短手側寸法Ｗ１（図３参照）が短くなり、実施
の形態１と同様にＡＰＦの値が改善される。
【００３５】
　図１２（ｂ）の電気品箱１－４では、通信配線端子台４が電源トランス１３よりも制御
基板２の２次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ－１の近傍に設置され、電
源兼室内外配線端子台３－１が電源トランス１３の１次側において電気品箱１－４の筐体
にねじ止めされている。すなわち図１２（ｂ）の電気品箱１－４は、制御基板２と、電源
兼室内外配線端子台３－１と、制御基板２に設置される通信配線端子台４とを備える。こ
の構成により通信配線端子台４から制御基板２への配線を省略することができ、この配線
に伴う材料費や組み立て工数を低減することができる。また、通信配線端子台４を筐体に
ねじ止めで設置するスペースが不要になる。また、電源からのノイズが通信配線端子台４
に誘導されることがなく、機器の誤動作を抑制することができる。さらに、通信配線端子
台４が制御基板２に設置されているため、電気品箱１－４の短手側寸法Ｗ１が短くなり、
実施の形態１と同様にＡＰＦの値が改善される。
【００３６】
　図１２（ｃ）の電気品箱１－４では、通信配線端子台４が電源トランス１３よりも制御
基板２の２次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ－１の近傍に設置されてい
る。また電源兼室内外配線端子台３が電源トランス１３よりも制御基板２の１次側巻線側
の領域に設置されている。すなわち図１２（ｃ）の電気品箱１－４は、制御基板２と、制
御基板２に設置される電源兼室内外配線端子台３と、制御基板２に設置される通信配線端
子台４とを備える。この構成により、図１２（ａ）、（ｂ）の構成例に比べて、配線に伴
う材料費や組み立て工数をより低減することができると共に、これらの端子台をスペース
が不要になるため電気品箱１－４のより一層の小型化を図ることができる。
【００３７】
　また、図１２に示される各電気品箱１－４では、電源兼室内外配線端子台３、３－１が
電源トランス１３の１次側に設置され、通信配線端子台４、４－１が電源トランス１３の
２次側に設置され、電源線（電源配線１２）が電源トランス１３の２次側に配線される通
信線（室内外通信配線１０３、リモコン通信配線１０４）と接触することなく電源トラン
ス１３の１次側に配線される。この構成により、電源からのノイズが通信線に誘導される
ことがなく、機器の誤動作を抑制することができる。
【００３８】
実施の形態４．
　図１３は、本発明の実施の形態４に係る電気品箱１－５の内観図である。実施の形態２
と異なる点は、通信配線端子台４、４－１、室内外配線端子台８、８－１、および電源配
線端子台７、７－１が左右逆に配置されている点である。以下、実施の形態２と同一部分
には同一符号を付してその説明を省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。
【００３９】
　図１３（ａ）の電気品箱１－５では、電源配線端子台７が電源トランス１３よりも制御
基板２の１次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ－２の近傍に設置され、通
信配線端子台４－１および室内外配線端子台８－１が電源トランス１３の２次側において
電気品箱１－５の筐体にねじ止めされている。すなわち図１３（ａ）の電気品箱１－５は
、制御基板２と、室内外配線端子台８－１と、通信配線端子台４－１と、制御基板２に設
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置される電源配線端子台７とを備える。この構成により電源配線端子台７から制御基板２
への配線を省略することができ、この配線に伴う材料費や組み立て工数を低減することが
できる。また、電源配線端子台７を筐体にねじ止めで設置するスペースが不要になる。ま
た、電源からのノイズが通信配線端子台４－１および室内外配線端子台８－１に誘導され
ることがなく、機器の誤動作を抑制することができる。さらに、電源配線端子台７が制御
基板２に設置されているため、電気品箱１－５の短手側寸法Ｗ１（図８参照）が短くなり
、実施の形態２と同様にＡＰＦの値が改善される。
【００４０】
　図１３（ｂ）の電気品箱１－５では、通信配線端子台４および室内外配線端子台８が電
源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ
－１の近傍に設置され、電源配線端子台７－１が電源トランス１３の１次側において電気
品箱１－５の筐体にねじ止めされている。すなわち図１３（ｂ）の電気品箱１－５は、制
御基板２と、制御基板２に設置される室内外配線端子台８と、制御基板２に設置される通
信配線端子台４と、電源配線端子台７－１とを備える。この構成により通信配線端子台４
および室内外配線端子台８から制御基板２への配線を省略することができ、この配線に伴
う材料費や組み立て工数を低減することができる。また、通信配線端子台４および室内外
配線端子台８を筐体にねじ止めで設置するスペースが不要になる。また、電源からのノイ
ズが通信配線端子台４および室内外配線端子台８に誘導されることがなく、機器の誤動作
を抑制することができる。さらに、通信配線端子台４および室内外配線端子台８が制御基
板２に設置されているため、電気品箱１－５の短手側寸法Ｗ１が短くなり、実施の形態２
と同様にＡＰＦの値が改善される。
【００４１】
　図１３（ｃ）の電気品箱１－５では、通信配線端子台４および室内外配線端子台８が電
源トランス１３よりも制御基板２の２次側巻線側の領域に設置され、かつ、短手側面１ｃ
－１の近傍に設置されている。また電源配線端子台７が電源トランス１３よりも制御基板
２の１次側巻線側の領域に設置されている。すなわち図１３（ｃ）の電気品箱１－５は、
制御基板２と、制御基板２に設置される室内外配線端子台８と、制御基板２に設置される
通信配線端子台４と、制御基板２に設置される電源配線端子台７とを備える。この構成に
より、図１３（ａ）、（ｂ）の構成例に比べて、配線に伴う材料費や組み立て工数をより
低減することができると共に、これらの端子台をスペースが不要になるため電気品箱１－
５のより一層の小型化を図ることができる。
【００４２】
　また、図１３に示される各電気品箱１－５では、電源配線端子台７、７－１が電源トラ
ンス１３の１次側に設置され、通信配線端子台４、４－１と室内外配線端子８、８－１が
電源トランス１３の２次側に設置され、電源線が電源トランス１３の２次側に配線される
通信線と接触することなく電源トランス１３の１次側に配線される。この構成により、電
源からのノイズが通信線に誘導されることがなく、機器の誤動作を抑制することができる
。　
【００４３】
　なお、本発明の実施の形態は、本発明の内容の一例を示すものであり、更なる別の公知
技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略
する等、変更して構成することも可能であることは無論である。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上のように、本発明は、電気品箱および空気調和機の室内機に適用可能であり、特に
、更なるコスト低減とスペース削減を図ることができる発明として有用である。
【符号の説明】
【００４５】
　１，１－１，１－２，１－３，１－４，１－５　電気品箱、１ａ　外側面、１ｂ　内側
面、１ｃ－１，１ｃ－２　短手側面、２　制御基板、３，３－１　電源兼室内外配線端子
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台、３ａ　１次側端子、３ｂ　２次側端子、４，４－１，４－２　通信配線端子台、４ａ
　１次側端子、４ｂ　２次側端子、５　取り付け端子、６　係り止め部材、７，７－１　
電源配線端子台、７ａ　１次側端子、７ｂ　２次側端子、８，８－１　室内外配線端子台
、８ａ　１次側端子、８ｂ　２次側端子、９，１０　配線導入口、１１　支持部材、１２
　電源配線、１３　電源トランス、１００　空気調和機、１０１　室外機、１０２　室内
機、１０２ａ　筐体、１０２ｂ　化粧パネル、１０２ｃ　吸込口、１０２ｄ，１０２ｄ－
１　吐き出し口、１０２ｅ　ベルマウス、１０３　室内外通信配線、１０４　リモコン通
信配線、１０５　リモコン。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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