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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠心方向に向かう空気流を発生させる遠心ファンと、
　前記遠心ファンを収容すると共に、前記遠心ファンに供給される空気を外部から吸い込
む吸込口と、前記遠心ファンで発生した空気流を外部へ吹き出す吹出口とを有するケーシ
ングとを備え、
　前記遠心ファンは、主板と、前記主板に対して前記吹出口側に配置された副板と、前記
主板と前記副板との間に設けられた複数の羽根とを含み、
　前記主板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側
に傾斜するように延在した第１延在部を有すると共に、
　前記副板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側
に傾斜するように延在した第２延在部を有し、
　前記第１延在部及び前記第２延在部は、いずれも直線状に傾斜しており、
　前記第１延在部の傾斜角は、前記第２延在部の傾斜角より小さいことを特徴とする、床
置型空気調和機の室内機。
【請求項２】
　遠心方向に向かう空気流を発生させる遠心ファンと、
　前記遠心ファンを収容すると共に、前記遠心ファンに供給される空気を外部から吸い込
む吸込口と、前記遠心ファンで発生した空気流を外部へ吹き出す吹出口とを有するケーシ
ングとを備え、
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　前記遠心ファンは、主板と、前記主板に対して前記吹出口側に配置された副板と、前記
主板と前記副板との間に設けられた複数の羽根とを含み、
　前記主板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側
に傾斜するように延在した第１延在部を有すると共に、
　前記副板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側
に傾斜するように延在した第２延在部を有し、
　前記第１延在部及び前記第２延在部は、いずれも曲線状に傾斜しており、
　前記第２延在部は、前記第１延在部より大きく湾曲していることを特徴とする、床置型
空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記第１延在部の外径と前記第２延在部の外径とは同じであることを特徴とする、請求
項１または２に記載の床置型空気調和機の室内機。
【請求項４】
　前記第１延在部は、前記主板の外端部の全周にわたって形成されると共に、前記第２延
在部は、前記副板の外端部の全周にわたって形成されることを特徴とする、請求項１～３
のいずれか１項に記載の床置型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、遠心方向に向かう空気流を発生させる遠心ファンを備えた床置型空気調和機
の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーシングに収容される遠心ファンを用いて、ケーシングの前面に設けられる吸込口か
ら吸い込んだ空気を遠心方向に向かう空気流にして、その空気流を吸込口の周囲に配置さ
れる吹出口から吹き出す空気調和機の室内機が知られている（例えば、特許文献１参照）
。この特許文献１に記載の室内機では、遠心ファンから遠心方向に吹き出された空気流を
、その遠心ファンの径方向外側に設けられるガイド壁（ファンケーシング）に衝突させる
ことにより、吹出口に導いている。
【特許文献１】特開２００７－１８３０１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１の室内機では、遠心ファンから遠心方向に吹き出された
空気流とガイド壁（ファンケーシング）とが衝突するため騒音が発生してしまうという問
題がある。
【０００４】
　そこで、この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、遠心フ
ァンから吹き出された風がケーシング等に衝突することに起因する騒音の発生を抑制する
ことが可能な床置型空気調和機の室内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】
【０００５】
　第１の発明にかかる床置型空気調和機の室内機は、遠心方向に向かう空気流を発生させ
る遠心ファンと、前記遠心ファンを収容すると共に、前記遠心ファンに供給される空気を
外部から吸い込む吸込口と、前記遠心ファンで発生した空気流を外部へ吹き出す吹出口と
を有するケーシングとを備え、前記遠心ファンは、主板と、前記主板に対して前記吹出口
側に配置された副板と、前記主板と前記副板との間に設けられた複数の羽根とを含み、前
記主板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側に傾
斜するように延在した第１延在部を有すると共に、前記副板は、その外端部から前記複数
の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側に傾斜するように延在した第２延在部を
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有し、前記第１延在部及び前記第２延在部は、いずれも直線状に傾斜しており、前記第１
延在部の傾斜角は、前記第２延在部の傾斜角より小さいことを特徴としている。
　第２の発明にかかる床置型空気調和機の室内機は、遠心方向に向かう空気流を発生させ
る遠心ファンと、前記遠心ファンを収容すると共に、前記遠心ファンに供給される空気を
外部から吸い込む吸込口と、前記遠心ファンで発生した空気流を外部へ吹き出す吹出口と
を有するケーシングとを備え、前記遠心ファンは、主板と、前記主板に対して前記吹出口
側に配置された副板と、前記主板と前記副板との間に設けられた複数の羽根とを含み、前
記主板は、その外端部から前記複数の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側に傾
斜するように延在した第１延在部を有すると共に、前記副板は、その外端部から前記複数
の羽根の外端部より外側に向かって前記吹出口側に傾斜するように延在した第２延在部を
有し、前記第１延在部及び前記第２延在部は、いずれも曲線状に傾斜しており、前記第２
延在部は、前記第１延在部より大きく湾曲していることを特徴としている。
【０００６】
　この床置型空気調和機の室内機では、主板と副板との間から吹き出される遠心方向に向
かう空気流を、第１延在部及び第２延在部によって、吹出口に向かって指向する空気流に
することができる。つまり、この室内機では、遠心ファンから吹き出された空気流をケー
シング等に衝突させる前に、ケーシング内において遠心ファンから吹出口に向かうスムー
ズな空気流を形成することができる。これにより、遠心ファンから吹き出された空気流が
ケーシング等に衝突することに起因する騒音が発生するのを抑制することができる。
　また、この床置型空気調和機の室内機では、遠心ファンから吹き出される空気流の流速
が速くなる主板側の空気流を急激に曲げることなく吹出口に向かって指向させることがで
きる。
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【００１０】
【００１１】
　第３の発明にかかる床置型空気調和機の室内機は、第１または第２の発明にかかる床置
型空気調和機の室内機において、第１延在部の外径と第２延在部の外径とは同じである。
【００１２】
　この床置型空気調和機の室内機では、遠心ファンの外径の大きさの範囲が決められたケ
ーシング内で、第１延在部及び第２延在部を有効に延在させることができる。
【００１３】
　第４の発明にかかる床置型空気調和機の室内機は、第１～第３のいずれかの発明にかか
る床置型空気調和機の室内機において、第１延在部は、主板の外端部の全周にわたって形
成されると共に、第２延在部は、副板の外端部の全周にわたって形成される。
【００１４】
　この床置型空気調和機の室内機では、遠心方向に吹き出される空気流を主板及び副板の
外端部の全周から均等に吹出口に向かって指向させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
【００１６】
　第１及び第２の発明では、主板と副板との間から吹き出される遠心方向に向かう空気流
を、第１延在部及び第２延在部によって、吹出口に向かって指向する空気流にすることが
できる。つまり、この室内機では、遠心ファンから吹き出された空気流をケーシング等に
衝突させる前に、ケーシング内において遠心ファンから吹出口に向かうスムーズな空気流
を形成することができる。これにより、遠心ファンから吹き出された空気流がケーシング
等に衝突することに起因する騒音が発生するのを抑制することができる。
　また、遠心ファンから吹き出される空気流の流速が速くなる主板側の空気流を急激に曲
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げることなく吹出口に向かって指向させることができる。
【００１７】
【００１８】
　
【００１９】
　また、第３の発明では、遠心ファンの外径の大きさの範囲が決められたケーシング内で
、第１延在部及び第２延在部を有効に延在させることができる。
【００２０】
　また、第４の発明では、第１延在部は、主板の外端部の全周にわたって形成されると共
に、第２延在部は、副板の外端部の全周にわたって形成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る床置型室内機を備えた空気調和機の参考例及び実
施形態について説明する。
【００２２】
（参考例）
　図１は、本発明の参考例に係る空気調和機の冷媒回路図である。図２は、床置型室内機
の外観を示した斜視図である。図３は、図２に示した床置型室内機の断面図である。図４
は、図２に示した床置型室内機の内部構造を示した正面図である。以下、図１～図４を参
照して、本発明の参考例に係る空気調和機について説明する。
【００２３】
　＜空気調和機＞
　本発明の参考例に係る空気調和機１００は、調和された空気を室内に供給するための装
置であって、図１に示すように、室内に設置される床置型室内機（以下、室内機と略記す
る）１と、室外に設置される室外機２と、室内機１と室外機２とを接続する接続配管３と
を備えており、室内機１及び室外機２内に収納された機器・弁類と、接続配管３とが接続
されて冷媒回路を構成している。冷媒回路は、主として、室内熱交換器１０、室外熱交換
器２０、アキュムレータ２１、圧縮機２２、四路切換弁２３および電動膨張弁２４により
構成される。
【００２４】
　そして、上記構成の空気調和機１００において、暖房運転時には、四路切換弁２３を実
線に係る位置に切り換える。これにより、圧縮機２２から吐出された高温高圧冷媒が四路
切換弁２３を通って室内熱交換器１０に流入する。そして、室内熱交換器（凝縮器）１０
で凝縮した冷媒は、電動膨張弁２４で減圧された後、室外熱交換器２０に流入する。そし
て、室外熱交換器（蒸発器）２０で蒸発した冷媒が、四路切換弁２３及びアキュムレータ
２１を介して、圧縮機２２の吸入側に戻る。このようにして、室内熱交換器１０の周囲の
空気が加熱されて、温風が室内に供給される。
【００２５】
　また、冷房運転時には、四路切換弁２３を点線に係る位置に切り換える。これにより、
圧縮機２２から吐出された高温高圧冷媒が四路切換弁２３を通って室外熱交換器２０に流
入する。そして、室外熱交換器（凝縮器）２０で凝縮した冷媒は、電動膨張弁２４で減圧
された後、室内熱交換器１０に流入する。そして、室内熱交換器（蒸発器）１０で蒸発し
た冷媒が、四路切換弁２３及びアキュムレータ２１を介して、圧縮機２２の吸入側に戻る
。このようにして、室内熱交換器１０の周囲の空気が冷却されて、冷風が室内に供給され
る。
【００２６】
　＜室外機＞
　室外機２は、圧縮機２２と、圧縮機２２の吐出側に接続された四路切換弁２３と、圧縮
機２２の吸入側に接続されたアキュムレータ２１と、四路切換弁２３に接続された室外熱
交換器２０と、室外熱交換器２０に接続された電動膨張弁２４と、室外熱交換器２０に付
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設される室外ファン２５とを備えている。電動膨張弁２４は、液冷媒配管３１に接続され
ており、この液冷媒配管３１を介して室内熱交換器１０の一端と接続されている。また、
四路切換弁２３は、ガス冷媒配管３２に接続されており、このガス冷媒配管３２を介して
室内熱交換器１０の他端と接続されている。なお、冷媒配管３１及び３２は、上記した接
続配管３に相当する。
【００２７】
　＜室内機＞
　室内機１は、図２及び図３に示すように、床置型の室内機であって、主として、ケーシ
ングユニット５０と、ケーシングユニット５０の内部に収容される室内熱交換器１０、フ
ァンユニット６０及びシャッターユニット７０とを備えている。
【００２８】
　＜ケーシングユニット＞
　室内機１の外観を構成するケーシングユニット５０は、前面パネル５１と、前面グリル
５２と、底フレーム５３と、背面パネル５４とを備えており、室内機１の前面側から前面
パネル５１、前面グリル５２、底フレーム５３、背面パネル５４の順に配置される。この
ケーシングユニット５０により形成される内部空間は、図４に示すように、室内熱交換器
１０やファンユニット６０等が設置されるファン室５０Ａと、電装品ユニット等が設けら
れる配管室５０Ｂとに区分される。
【００２９】
　前面パネル５１は、図２及び図３に示すように、前面グリル５２に取り付けられるフィ
ルタ５５を覆うように取り付けられている。この前面パネル５１の上部には上側吸込口５
１ａが設けられると共に、前面パネル５１の下部には下側吸込口５１ｂが設けられている
。さらに、前面パネル５１の左右の側面には、側方吸込口５１ｃが設けられている。この
上側吸込口５１ａ及び下側吸込口５１ｂは、幅方向（Ｘ方向）に長尺な開口であると共に
、側方吸込口５１ｃは、上下方向（Ｚ方向）に長尺な開口である。これにより、上下左右
の四方向から室内空気を吸い込むことが可能となり、当該吸込口５１ａ，５１ｂ，５１ｃ
から吸い込んだ空気を均等に室内熱交換器１０を通過させることが可能となる。
【００３０】
　前面グリル５２は、図２及び図３に示すように、前面パネル５１と室内熱交換器１０と
の間に設けられている。この前面グリル５２の上部には、上側吹出口５２ａが設けられる
と共に、前面グリル５２の下部には、下側吹出口５２ｂが設けられている。この上側吹出
口５２ａ及び下側吹出口５２ｂは、共に幅方向（Ｘ方向）に長尺な開口である。また、前
面グリル５２の中央部分には、略長方形状の開口５２ｃが設けられている。この開口５２
ｃには、前面パネル５１の各吸込口５１ａ，５１ｂ，５１ｃから吸い込まれた空気に含ま
れる塵埃を捕集するフィルタ５５が設けられている。
【００３１】
　底フレーム５３は、図３に示すように、後述するファンユニット６０と背面パネル５４
との間に設けられている。この底フレーム５３は、室内機１の底部分を形成する底部５３
ａと、その底部５３ａから立設する立設部５３ｂとを含んでいる。底部５３ａには、接続
配管３を配管室５０Ｂ（図４参照）に導入するための配管導入口５３ｃが設けられている
。また、立設部５３ｂの略中央部分には、ファンユニット６０を取り付けるためのファン
取付部５３ｄが設けられている。
【００３２】
　背面パネル５４は、底フレーム５３の背面側に設けられ、断熱材として機能する。
【００３３】
　このように構成されたケーシングユニット５０内には、図３に示すように、後述するタ
ーボファン６２から上側吹出口５２ａへと向かう上側通風路５０ａが形成されている。こ
の上側通風路５０ａは、底フレーム５３の内壁面に沿って形成されており、ターボファン
６２から上側吹出口５２ａに向かって前方且つ上方に向かって湾曲しつつ延びている。こ
の上側通風路５０ａ上には、上側吹出口５２ａから吹き出される風の水平方向に関する風
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向を制御する垂直フラップ４０、及び、垂直方向に関する風向を制御する水平フラップ４
１が設けられている。また、ケーシングユニット５０内には、ターボファン６２から下側
吹出口５２ｂへと向かう下側通風路５０ｂが形成される。下側通風路５０ｂは、ターボフ
ァン６２から下側吹出口５２ｂに向かって前方且つ下方に向かって湾曲しつつ延びている
。この下側通風路５０ｂ上には、下側吹出口５２ｂから吹き出される風の水平方向に関す
る風向を制御する垂直フラップ４２が設けられている。また、垂直フラップ４２の風上側
には、後述するシャッタ７２が設けられている。
【００３４】
　＜室内熱交換器＞
　室内熱交換器１０は、室内空気との間で熱交換を行うために設けられている。この室内
熱交換器１０は、図３に示すように、ファンユニット６０と前面グリル５２との間に配置
されており、ファンユニット６０の風上側で熱交換を行っている。
【００３５】
　＜ベルマウス＞
　また、室内熱交換器１０とファンユニット６０との間には、ベルマウス１１が設けられ
ている。このベルマウス１１は、室内熱交換器１０を通過した空気を後述するターボファ
ン６２（開口６４ａ）に導くガイドとして機能する。
【００３６】
　＜ファンユニット＞
　図５は、ファンユニット及び底フレームの模式断面図である。図６は、ターボファンの
斜視図であり、図７は、ターボファンの正面図であり、図８は、図７に示したＡ－Ａ線に
沿った断面図である。次に、図５～図８等を参照して、ファンユニット６０を詳細に説明
する。
【００３７】
　ファンユニット６０は、室内熱交換器１０の風下側に設けられており、駆動源となるフ
ァンモータ６１と、遠心方向に向かう空気流を発生させる遠心ファンの一種であるターボ
ファン６２とを備えている。このファンユニット６０によって発生される空気流は、上記
した上側通風路５０ａを介して上側吹出口５２ａから吹き出されると共に、下側通風路５
０ｂを介して下側吹出口５２ｂから吹き出される。
【００３８】
　ファンモータ６１は、底フレーム５３の立設部５３ｂに設けられるファン取付部５３ｄ
（図３参照）に取り付けられる。このファンモータ６１のモータ軸６１ａは、前後方向（
Ｙ方向）に延在し、その前後方向を回転軸方向として回転する。
【００３９】
　ターボファン６２は、図３に示すように、ファンモータ６１のモータ軸６１ａに取り付
けられ、モータ軸６１ａの回転に従動して回転する。このターボファン６２は、図５～図
８に示すように、対向配置された主板６３及び副板６４と、主板６３及び副板６４の間に
設けられた７枚の羽根６５とを含んでいる。
【００４０】
　主板６３は、正面から見て略円板状であって、その中央部分には副板６４側に突出する
突出部６３ａが設けられる。この突出部６３ａは、ファンモータ６１に対応するように形
成されており、当該突出部６３ａに上記したモータ軸６１ａが取り付けられている。主板
６３の略中央部分に設けられる突出部６３ａの周囲には、上記したモータ軸６１ａに直交
する面に沿って延在する平坦部６３ｂが設けられている。ここで、本実施形態では、図５
及び図８に示すように、主板６３には、その外端部から７枚の羽根６５の外端部より外側
に向かって直線状に延在した延在部６３ｃが設けられている。この延在部６３ｃは、平坦
部６３ｂに対して副板６４側にθ°（図５参照）傾斜している。この延在部６３ｃは、そ
の先端に向かうにつれて副板６４側に近づくように傾斜している。
【００４１】
　副板６４は、主板６３に対して間隔を隔てて５２ａ及び５２ｂ側に配置されている。こ
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の副板６４は、正面から見て略円環形状であって、中央部分に形成される開口６４ａが空
気の取り入れ口となっている。また、本実施形態では、副板６４には、その外端部から７
枚の羽根６５の外端部より外側に向かって曲線状に延在した延在部６４ｂが設けられてい
る。この延在部６４ｂは、主板６３の反対側に傾斜している。具体的には、延在部６４ｂ
は、その先端に向かうにつれて吹出口５２ａ及び５２ｂ側に近づくように傾斜している。
また、副板６４には、その内端部より内側に向かって曲線状に延在した延在部６４ｃが設
けられている。この延在部６４ｃは、上記した延在部６４ｂと同様に、主板６３の反対側
に傾斜している。具体的には、延在部６４ｃは、その先端に向かうにつれて吹出口５２ａ
及び５２ｂ側に近づくように傾斜している。
【００４２】
　本参考例では、図６に示すように、上記した主板６３の延在部６３ｃは、その外端部の
全周にわたって形成されると共に、副板６４の延在部６４ｂは、その外端部の全周にわた
って形成される。そして、図５に示すように、延在部６３ｃの外径Ｒ１と、延在部６４ｂ
の外径Ｒ２とは同じである。
【００４３】
　７枚の羽根６５は、図７に示すように、ターボファン６２の回転方向に沿って所定の角
度間隔を隔てて設けられる。
【００４４】
　図３及び図５に示すように、ファンモータ６１が作動すると、ターボファン６２が回転
することにより、室内熱交換器１０を通過した空気が開口６４ａを介してターボファン６
２の内部に吸引されて、遠心方向に向かう空気流が発生する。この遠心方向に向かう空気
流は、主板６３の延在部６３ｃ及び副板６４の延在部６４ｂにより室内機１の吹出口５２
ａ及び５２ｂ側に指向される。つまり、ターボファン６２の上部から吹き出された空気流
は、上側通風路５０ａに沿って進行して、上側吹出口５２ａからケーシングユニット５０
の外部に吹き出される。また、ターボファン６２の下部から吹き出された空気流は、下側
通風路５０ｂに沿って進行して、下側吹出口５２ｂからケーシングユニット５０の外部に
吹き出される。
【００４５】
　＜シャッターユニット＞
　図９及び図１０は、シャッタユニットを背面から見た斜視図であり、図１１は、シャッ
タが開放位置にあるときのシャッタユニットの断面図であり、図１２は、シャッタが閉鎖
位置にあるときのシャッタユニットの断面図である。次に、図９～図１２等を参照して、
シャッターユニット７０を詳細に説明する。
【００４６】
　シャッターユニット７０は、下側吹出口５２ｂの近傍に配置され、ターボファン６２か
ら下側吹出口５２ｂに至る下側通風路５０ｂ上の通過口５０ｃを開放又は閉鎖することに
より、ターボファン６２から下側吹出口５２ｂに向かう空気流を外部に吹き出すか否かを
制御する。このシャッターユニット７０は、駆動源となるシャッタ駆動モータ７１と、シ
ャッタ７２と、シャッタ７２を回転可能に支持するシャッタケーシング７３とを含んでい
る。
【００４７】
　シャッタケーシング７３は、図４、図９及び図１０に示すように、シャッタ駆動モータ
７１及びシャッタ７２が取り付けられるシャッタ支持部７３ａと、シャッタ支持部７３ａ
の上方に設けられるドレンパン７３ｂとを備えている。シャッタ支持部７３ａは、図９及
び図１０に示すように、上記した下側通風路５０ｂの一部を構成する筒形状であって、長
尺方向に関する一端には、シャッタ駆動モータ７１を取り付ける取付部７３ｃが設けられ
る。この取付部７３ｃには、シャッタ駆動モータ７１のモータ軸７１ａを通過させるため
の貫通孔７３ｄ（図１０参照）が形成されている。また、シャッタ支持部７３ａの長尺方
向に関する他端には、後述するシャッタ７２の軸部７２ｂを回転可能に支持する軸受部７
３ｅが設けられている。また、ドレンパン７３ｂは、図４に示すように、室内熱交換器１
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０の下端に沿って設けられ、当該室内熱交換器１０から滴下したドレン水を受けている。
このドレンパン７３ｂは、配管室５０Ｂ側に向かって下降するように構成されており、そ
の配管室５０Ｂ側の底面には、ドレンパン内に溜まったドレン水を外部に排出するための
排水管７３ｆが設けられている。
【００４８】
　シャッタ駆動モータ７１は、ステッピングモータであって、下側通風路５０ｂにおける
空気流の障害物にならないように、シャッタケーシング７３の外側に配置されている。こ
のシャッタ駆動モータ７１のモータ軸７１ａは、図１０に示すように、シャッタケーシン
グ７３に形成される貫通孔７３ｄを介して、シャッタ７２に取り付けられる。シャッタ駆
動モータ７１は、シャッタ７２の長手方向に沿う回転軸を中心に、シャッタ７２を矢印Ｇ
方向に沿って回転駆動させる。これにより、シャッタ７２は、図１１に示す開放位置から
図１２に示す閉鎖位置へと移動したり、図１２に示す閉鎖位置から図１１に示す開放位置
へと移動したりする。
【００４９】
　下側吹出口５２ｂの近傍には、下側通風路５０ｂ上の通過口５０ｃを閉鎖した位置と通
過口５０ｃを開放した位置とを取り得るシャッタ７２が設けられている。シャッタ７２は
、図９及び図１０に示すように、室内機１の幅方向（Ｘ方向）を長手方向とする長尺に構
成されている。シャッタ７２の長尺方向に関する一端には、シャッタ駆動モータ７１のモ
ータ軸７１ａが嵌合する嵌合孔７２ａが設けられ、他端には軸受部７３ｅに回転可能に支
持される軸部７２ｂが設けられている。
【００５０】
　［本参考例の床置型室内機の特徴］
　本参考例の床置型室内機１には、以下のような特徴がある。
【００５１】
　上記したように、本参考例の室内機１では、ターボファン６２の主板６３及び副板６４
のそれぞれに延在部６３ｃ及び６４ｂを設けることによって、主板６３と副板６４との間
から吹き出される遠心方向に向かう空気流を、延在部６３ｃ及び延在部６４ｂによって、
上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かって指向する空気流にすることができる。
つまり、この室内機１では、ターボファン６２から吹き出された空気流を底フレーム５３
に衝突させる前に、ケーシングユニット５０内においてターボファン６２から上側吹出口
５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かうスムーズな空気流を形成することができる。これに
より、ターボファン６２から吹き出された空気流が底フレーム５３に衝突することに起因
する騒音が発生するのを抑制することができる。
【００５２】
　また、本参考例の室内機１では、空気流が遅い副板６４側の延在部６４ｂを曲線状にす
ることによって、上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向けて更に流れを沿い易くす
ることができる。
【００５３】
　また、本参考例の室内機１では、延在部６３ｃの外径Ｒ１と延在部６４ｂの外径Ｒ２と
を同じにすることによって、ターボファン６２の外径の大きさの範囲が決められたケーシ
ングユニット５０内で、延在部６３ｃ及び延在部６４ｂを有効に延在させることができる
。
【００５４】
　また、本参考例の室内機１では、延在部６３ｃを主板６３の外端部の全周にわたって形
成すると共に、延在部６４ｂを副板６４の外端部の全周にわたって形成することによって
、遠心方向に吹き出される空気流を主板６３及び副板６４の外端部の全周から均等に上側
吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かって指向させることができる。
【００５５】
　図１３は、参考例の主板に設けられる延在部の傾斜角と騒音との関係を示したグラフで
ある。図１４は、参考例の主板に設けられる延在部の傾斜角とファンモータ入力との関係
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を示したグラフである。
【００５６】
　（参考例１）
　参考例１では、主板に設けられる延在部の傾斜角θ（図５参照）を約９°にした。この
場合、図１３に示すように、主板に延在部を設けない従来の一例に係る比較例と比べて、
参考例に係るターボファンから吹き出された風がケーシング等に衝突することに起因する
騒音の発生を抑制することができることが分かった。また、参考例１では、図１４に示す
ように、ファンモータの入力も若干抑制することができることが分かった。
【００５７】
　（参考例２）
　参考例２では、主板に設けられる延在部の傾斜角θ（図５参照）を約１８°にした。こ
の場合、図１３に示すように、主板に延在部を設けない従来の一例に係る比較例と比べて
、参考例２に係るターボファンから吹き出された風がケーシング等に衝突することに起因
する騒音の発生を抑制することができることが分かった。また、参考例２では、図１４に
示すように、ファンモータの入力も僅かに抑制することができることが分かった。しかし
ながら、この参考例２では、参考例１に比べて、騒音低減効果及びファンモータの入力が
共に悪化している。これは、延在部の傾斜角を大きくすることによって、ターボファンの
吹き出し通路が狭くなり、流路損失が増加するためだと考えられる。
【００５８】
（第１実施形態）
　図１５は、本発明の第１実施形態に係るターボファンを示した模式断面図である。以下
、図１５を参照して、本発明の第１実施形態に係るターボファンについて説明する。この
第１実施形態のターボファン１６２では、副板１６４の延在部１６４ｂの形状が参考例の
ターボファン６２とは異なっている。なお、この第１実施形態では、ターボファン１６２
以外の構成は参考例と同様であるので、同一番号を付し、その説明を省略する。
【００５９】
　本実施形態のターボファン１６２は、図１５に示すように、対向配置された主板１６３
及び副板１６４と、主板１６３及び副板１６４の間に設けられた複数の羽根１６５とを含
んでいる。なお、主板１６３及び羽根１６５は、それぞれ参考例の主板６３及び羽根６５
と同様であるので、その説明を省略する。
【００６０】
　この第１実施形態では、副板１６４には、その外端部から複数の羽根１６５の外端部よ
り外側に向かって直線状に延在した延在部１６４ｂが設けられている。つまり、この第１
実施形態では、主板１６３の延在部１６３ｃ及び副板１６４の延在部１６４ｂが共に直線
状に延在している。この延在部１６４ｂは、主板１６３の反対側に傾斜している。具体的
には、延在部１６４ｂは、その先端に向かうにつれて吹出口５２ａ及び５２ｂ（図３参照
）側に近づくように傾斜している。この副板１６４の延在部１６４ｂの傾斜角θ１０１は
、主板１６３の延在部１６３ｃの傾斜角θ１０２より大きくなっている。
　［本実施形態の床置型室内機の特徴］
　本実施形態の床置型室内機には、以下のような特徴がある。
　上記したように、本実施形態の室内機では、ターボファン１６２の主板１６３及び副板
１６４のそれぞれに延在部１６３ｃ及び１６４ｂを設けることによって、主板１６３と副
板１６４との間から吹き出される遠心方向に向かう空気流を、延在部１６３ｃ及び延在部
１６４ｂによって、上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かって指向する空気流に
することができる。つまり、この室内機では、ターボファン１６２から吹き出された空気
流を底フレーム５３に衝突させる前に、ケーシングユニット５０内においてターボファン
１６２から上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かうスムーズな空気流を形成する
ことができる。これにより、ターボファン１６２から吹き出された空気流が底フレーム５
３に衝突することに起因する騒音が発生するのを抑制することができる。
　また、本実施形態の室内機では、ターボファン１６２から吹き出される空気流の流速が



(10) JP 4502057 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

速くなる主板１６３側の延在部１６３ｃの傾斜角を副板１６４側の延在部１６４ｂの傾斜
角より小さくすることによって、その流速が速い主板１６３側の空気流を急激に曲げるこ
となく上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かって指向させることができる。
　また、本実施形態の室内機では、延在部１６３ｃの外径Ｒ１と延在部１６４ｂの外径Ｒ
２とを同じにすることによって、ターボファン１６２の外径の大きさの範囲が決められた
ケーシングユニット５０内で、延在部１６３ｃ及び延在部１６４ｂを有効に延在させるこ
とができる。
　また、本実施形態の室内機では、延在部１６３ｃを主板１６３の外端部の全周にわたっ
て形成すると共に、延在部１６４ｂを副板１６４の外端部の全周にわたって形成すること
によって、遠心方向に吹き出される空気流を主板１６３及び副板１６４の外端部の全周か
ら均等に上側吹出口５２ａ及び下側吹出口５２ｂに向かって指向させることができる。
【００６１】
（第２実施形態）
　図１６は、本発明の第２実施形態に係るターボファンを示した模式断面図である。以下
、図１６を参照して、本発明の第２実施形態に係るターボファンについて説明する。この
第２実施形態のターボファン２６２では、主板２６３の延在部２６３ｃ及び副板２６４の
延在部２６４ｂを共に曲面状にしている。なお、この第２実施形態では、ターボファン２
６２以外の構成は参考例と同様であるので、同一番号を付し、その説明を省略する。
【００６２】
　本実施形態のターボファン２６２は、図１６に示すように、対向配置された主板２６３
及び副板２６４と、主板２６３及び副板２６４の間に設けられた複数の羽根２６５とを含
んでいる。なお、羽根２６５は、参考例の羽根６５と同様であるので、その説明を省略す
る。
【００６３】
　この第２実施形態では、図１６に示すように、主板２６３には、その外端部から複数の
羽根２６５の外端部より外側に向かって曲線状に延在した延在部２６３ｃが設けられてい
る。この延在部２６３ｃは、その先端に向かうにつれて副板２６４側に近づくように傾斜
している。
【００６４】
　副板２６４には、その外端部から複数の羽根２６５の外端部より外側に向かって曲線状
に延在した延在部２６４ｂが設けられている。つまり、この第２実施形態では、主板２６
３の延在部２６３ｃ及び副板２６４の延在部２６４ｂが共に曲線状に延在している。この
延在部２６４ｂは、主板２６３の反対側に傾斜している。具体的には、延在部２６４ｂは
、その先端に向かうにつれて吹出口５２ａ及び５２ｂ（図３参照）側に近づくように傾斜
している。この副板２６４に設けられる延在部２６４ｂは、主板２６３に設けられる延在
部２６３ｃより大きく湾曲している。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した
実施形態の説明だけではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均
等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００６６】
　例えば、上記実施形態では、室外機と室内機とを備えたセパレートタイプの空気調和機
について説明したが、一体型の空気調和機にも適用可能である。
【００６７】
　また、上記の参考例では、主板の延在部を直線状にすると共に副板の延在部を曲線にし
、第１実施形態では、主板及び副板の延在部を共に直線状にし、第２実施形態では、主板
及び副板の延在部を共に曲線状にした場合について説明したが、主板の延在部を曲線状に
すると共に副板の延在部を直線状にした参考例も考えられる。
【産業上の利用可能性】
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【００６８】
　本発明を利用すれば、遠心ファン（ターボファン）から吹き出された風がケーシング等
に衝突することに起因する騒音の発生を抑制することが可能な床置型空気調和機の室内機
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の参考例に係る空気調和機の冷媒回路図である。
【図２】床置型室内機の外観を示した斜視図である。
【図３】図２に示した床置型室内機の断面図である。
【図４】図２に示した床置型室内機の内部構造を示した正面図である。
【図５】ファンユニット及び底フレームの模式断面図である。
【図６】ターボファンの斜視図である。
【図７】ターボファンの正面図である。
【図８】図７に示したＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図９】シャッタユニットを背面から見た斜視図である。
【図１０】シャッタユニットを背面から見た分解斜視図である。
【図１１】シャッタが開放位置にあるときのシャッタユニットの断面図である。
【図１２】シャッタが閉鎖位置にあるときのシャッタユニットの断面図である。
【図１３】参考例の主板に設けられる延在部の傾斜角と騒音との関係を示したグラフであ
る。
【図１４】参考例の主板に設けられる延在部の傾斜角とファンモータ入力との関係を示し
たグラフである。
【図１５】本発明の第１実施形態に係るターボファンを示した模式断面図である。
【図１６】本発明の第２実施形態に係るターボファンを示した模式断面図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　室内機
　５０　ケーシングユニット（ケーシング）
　５１ａ　上側吸込口（吸込口）
　５１ｂ　下側吸込口（吸込口）
　５２ａ　上側吹出口（吹出口）
　５２ｂ　下側吹出口（吹出口）
　６２，１６２，２６２　ターボファン（遠心ファン）
　６３，１６３，２６３　主板
　６３ｃ，１６３ｃ，２６３ｃ　延在部（第１延在部）
　６４，１６４，２６４　副板
　６４ｂ，１６４ｂ，２６４ｂ　延在部（第２延在部）
　６５，１６５，２６５　羽根
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【図１５】 【図１６】



(16) JP 4502057 B2 2010.7.14

10

フロントページの続き

(72)発明者  藤岡　文人
            滋賀県草津市岡本町字大谷１０００番地の２　ダイキン工業株式会社　滋賀製作所内
(72)発明者  吉永　浩三
            滋賀県草津市岡本町字大谷１０００番地の２　ダイキン工業株式会社　滋賀製作所内

    審査官  久保　克彦

(56)参考文献  特開２００７－１８３０１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１２０５８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０９３５２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０７４４１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　　１／００　　　　
              Ｆ０４Ｄ　　２９／２８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

