
JP 2009-115360 A 2009.5.28

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電装品箱のアース処理において、配線作業を不
要として作業軽減を図るとともに、本体組立時、あるい
はメンテナンス時においても、電装品箱の着脱作業が容
易に行うことのできる天井埋込形空気調和機を提供する
。
【解決手段】ベルマウス９の電装品箱装着部９ｂに装着
された電装品箱１３のケースが、上部片１４ａと中央部
片１４ｂと下部片１４ｃとからなるアースプレート１４
と、露受皿ユニット１０の下面に固着された取付具１５
と、外郭筐体の外周面に固着された取付金具１２とを介
して、天井裏壁面に埋め込まれた吊りボルトに接続され
ることにより、電装品箱１３のアース経路を確保する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面の取付金具を天井裏壁面に埋め込まれた吊りボルトに掛止させて天井裏壁面と天
井面との間に吊り下げ設置された外郭筐体内に、熱交換器と送風ファンとを設けるととも
に、前記熱交換器から滴下する凝縮水を受ける露受皿ユニットと、空気の流入孔を形成し
たベルマウスと、電装品箱とを設けてなる天井埋込形空気調和機において、
　前記露受皿ユニットの下面にアースプレートを設け、同アースプレートにより、前記電
装品箱と吊りボルトに掛止された前記取付金具とを接続させ、前記電装品箱のアース処理
をしてなることを特徴とする天井埋込形空気調和機。
【請求項２】
　前記電装品箱は、前記ベルマウスの一側に形成された凹部に装着されるとともに、前記
アースプレートの一端が電装品箱に接続されてなることを特徴とする請求項１に記載の天
井埋込形空気調和機。
【請求項３】
　前記露受皿ユニットの下面に板金からなる取付具が設けられ、同取付具により、前記ア
ースプレートの他端と、前記取付金具とが接続されることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の天井埋込形空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井埋込形空気調和機に関わり、より詳細には、電装品箱におけるアース処
理の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の天井埋込形空気調和機も、本願による天井埋込形空気調和機と基本的構成は同一
なので図１を用いて説明する。図１（Ａ）で示す天井埋込形空気調和機は、天井裏壁面４
０と天井面４１との間に吊り下げ設置された外郭筐体１と、同外郭筐体１に装着され、室
内の天井面４１を覆うとともに、中央部に開閉自在な吸込グリル４を備え、周囲に吹出口
５を形成した化粧パネル２とで構成されている。前記吸込グリル４と前記吹出口５とを結
ぶ空気流路には、ファンモータ７により駆動される遠心ファン６と、同遠心ファン６を囲
繞するように熱交換器８が配設されており、前記吸込グリル４から吸込まれた室内の空気
は前記遠心ファン６により前記熱交換器８に送出され、これを通過して熱交換された後、
前記吹出口５から再び室内に送出されるようになっている。
【０００３】
　前記吸込グリル４と前記遠心ファン６との間には、吸込まれた空気を整流して前記遠心
ファン６に円滑に導びくリング状に形成されたベルマウス９が設けられ、また、外郭筐体
１内には、前記熱交換器８から滴下する凝縮水を受ける露受皿を備えた露受皿ユニット１
０が設けられている。
【０００４】
　図１（Ｂ）は前記外郭筐体１の下方からの斜視図である。同図１（Ｂ）で示すように、
前記ベルマウス９の一側には凹部が形成され、同凹部には、電源基板及び制御基板等を収
納した電装品箱１３が装着されるようになっている。同電装品箱１３からは、電源配線及
び制御信号用配線が導出されるとともに、安全対策の為、アース配線が施こされるように
なっている。しかしながら、前記電装品箱１３を前記ベルマウス９に装着した後、アース
配線処理を行うことは、架台等を用いての天井面近傍での作業となるため、配線作業が困
難であり、また、メンテナンス時にもアース配線をその都度着脱する作業が生じて、作業
者に負担を強いることとなっていた。
【０００５】
　他の実施例として、例えば、図４で示す天井埋込形空気調和機５０は、上記した構成と
同様に、ベルマウス５２の一側に装着部５２ａを形成し、同装着部５２ａに電装品箱５３



(3) JP 2009-115360 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

を装着するようになっている。図示しない外郭筐体内に設けられた熱交換器５４の一側に
は上下に延出された仕切板５５が取付けられ、上方に延出された上部片５５ａは天板５１
に接続され、下方に延出された下部片５５ｂは前記電装品箱５３に接続されるようになっ
ている。これにより電装品箱１３のアース処理が行われるようになっている（特許文献１
参照）。しかしながら、外郭筐体内で、前記仕切板５５を前記電装品箱５３と天板５１と
に接続する作業は、組立時、猥雑な作業であり、また、メンテナンス時、前記電装品箱１
３の着脱作業も、前記仕切板５５との接続作業を伴い作業者に負担を強いる虞があった。
【特許文献１】特開平１１－２０１４９６号（３頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑み、電装品箱のアース処理において、配線作業を不要として
作業軽減を図るとともに、本体組立時、あるいはメンテナンス時においても、電装品箱の
着脱作業が容易に行うことのできる天井埋込形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】
  本発明は、上記課題を解決するため、外周面の取付金具を天井裏壁面に埋め込まれた吊
りボルトに掛止させて天井裏壁面と天井面との間に吊り下げ設置された外郭筐体内に、熱
交換器と送風ファンとを設けるとともに、前記熱交換器から滴下する凝縮水を受ける露受
皿ユニットと、空気の流入孔を形成したベルマウスと、電装品箱とを設けてなる天井埋込
形空気調和機において、前記露受皿ユニットの下面にアースプレートを設け、同アースプ
レートにより、前記電装品箱と吊りボルトに掛止された前記取付金具とを接続させ前記電
装品箱のアース処理をしてなる構成となっている。また、前記電装品箱は、前記ベルマウ
スの一側に形成された凹部に装着されるとともに、前記アースプレートの一端が電装品箱
に接続されてなる構成となっている。また、前記露受皿ユニットの下面に板金からなる取
付具が設けられ、同取付具により、前記アースプレートの他端と、前記取付金具とが接続
される構成となっている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によると、ベルマウスに装着された電装品箱のケースが、アースプレートと、露
受皿ユニットの下面に固着された取付具と、外郭筐体の外周面に固着された取付金具とを
介して、天井裏壁面に埋め込まれた吊りボルトに接続されることにより、電装品箱のアー
ス経路が確保され、また、前記アースプレートが、天井埋込形空気調和機の組立時に装着
されることにより、天井面への設置時、アース配線処理を必要とせず、また、天井面近傍
での危険を伴う作業を減らして安全性を向上させることができるようになっている。また
、メンテナンス時においても、電装品箱に内蔵された制御基板等を点検する際、同電装品
箱からのアース配線の着脱作業が不要となり、メンテナンス作業における作業者の負担を
軽減することができるようになっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいた実施例として詳細に説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１（Ａ）は、天井埋込形空気調和機の断面図であり、図１（Ｂ）は外郭筐体の斜視図
である。図２（Ａ）は、電装品箱の取付を示す分解斜視図であり、図２（Ｂ）はその要部
斜視図である。また、図３はアース処理を示す説明図である。
【００１１】
　本発明による天井埋込形空気調和機は、図１（Ａ）の断面図で示すように、天井裏壁面
４０に埋め込まれた複数の吊りボルト１１に、外郭筐体１の側面に複数備えられた取付金
具１２を螺着させることにより、天井裏壁面４０と天井面４１との間に吊り下げ設置され
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た多角形状の外郭筐体１と、同外郭筐体１の下面に装着され、室内の天井面４１を覆う化
粧パネル２とで構成されている。
【００１２】
　従来例で説明した構成と同様に、前記化粧パネル２の中央部には矩形状の開口部が設け
られ、同開口部には複数の桟からなる格子状の吸込口を形成するとともに、同吸込口の裏
面に不織布等からなるフィルタ４を着脱自在に装着した吸込グリル３が、一側端縁を回動
自在に軸支されることにより開閉自在に設けられている。また、前記化粧パネル２の四側
周縁には、風向板５ａを備えた吹出口５が複数形成されている。前記吸込グリル３と前記
吹出口５とを結ぶ、矢印で示す空気流路には、ファンモータ７により回転駆動される遠心
ファン６と、同遠心ファン６を囲繞するように、平行に並べられた多数のフィンと、同フ
ィンに直交するように蛇行状に配設された伝熱管とからなる熱交換器８が配設されている
。前記吸込グリル３から吸込まれた室内の空気は前記熱交換器８に向かい送出され、これ
を通過することにより熱交換されて前記吹出口５から再び室内に送出されるようになって
いる。
【００１３】
　また、前記吸込グリル４と前記遠心ファン６との間には、吸込まれた空気を整流して前
記遠心ファン６に導びくリング状に形成されたベルマウス９が設けられており、また、外
郭筐体１内には、前記熱交換器８から滴下する凝縮水を受ける露受皿と、同露受皿に貯留
された凝縮水を吸引し、ドレンホースに送出するドレンポンプとを備えた露受皿ユニット
１０が設けられている。
【００１４】
　天井面４１と天井裏壁面４０との間に吊下設置される前記外郭筐体１は、図１（Ｂ）の
下方からの斜視図で示すように、角部が斜面となった略八角形状に形成され、複数の角部
斜面には、外形がコ字状に形成された取付金具１２が固着され、角部一側からは前記熱交
換器８に接続される配管が導出されている。また、前記ベルマウス９の一側には、電装品
箱１３が装着されている。
【００１５】
　前記露受皿ユニット１０と前記ベルマウス９とは、図２（Ａ）の分解斜視図で示すよう
に構成されている。前記露受皿ユニット１０は、絶縁性を備えた発泡スチロール材からな
り、前記外郭筐体１内に下方から収納できるよう、角部が斜面となった略八角形状に形成
されている。同露受皿ユニット１０の周囲には、前記遠心ファン６から吹出され、前記熱
交換器８で熱交換された空気が、前記化粧パネル２の吹出口５に向かい通過する通過孔１
０ａが複数穿設され、また、夫々の角部下面には、板金材からなる取付具１５が固着され
ている。同取付具１５が前記外郭筐体１の外周面に固着された取付金具１２に螺着される
ことにより露受皿ユニット１０は前記外郭筐体１に固定されるようになっている。
【００１６】
　前記ベルマウス９は樹脂材からなり、中央部を、相対向する断面湾曲状となるように上
方に突出させ、円形状の流入孔９ａを形成している。前記化粧パネル２の吸込グリル３か
ら吸込まれた室内の空気は、同ベルマウス９の相対向する断面湾曲状に形成された流路に
より整流され、前記流入孔９ａから前記遠心ファン６に吸入されるようになっている。ま
た、同ベルマウス９の一側には、上方に窪んだ矩形状の凹部が形成され、同凹部は、電装
品箱１３が下方から装着される電装品箱装着部９ｂとなっている。尚、同ベルマウス９は
前記露受皿ユニット１０と一体となっている。
【００１７】
　前記電装品箱１３は、上部カバー１３ａを備えた金属性のケースからなり、内部には、
電子部品を搭載した電源基板及び制御基板等が収納されるようになっている。また、上部
カバー１３ａには、図２（Ｂ）で示すように、螺子挿通孔１３ｂが穿設されている。同電
装品箱１３と前記取付具１５とは、アースプレート１４により接続され、これにより電装
品箱１３のアース処理が行われるようになっている。
【００１８】
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　前記アースプレート１４は導電性の高い板金材からなり、図２（Ｂ）で示すように、水
平状の上部片１４ａと、同上部片１４ａの一端を折曲して垂直状に形成した中央部片１４
ｂと、同中央部片１４ｂの下端を折曲して水平状に延出した下部片１４ｃとからなり、前
記上部片１４ａの端部には螺子挿通孔１４ｄ及び１４ｆが、前記下部片１４ｃの端部には
螺子挿通孔１４ｅが夫々穿設されている。
【００１９】
　次に、前記外郭筐体１の外周面に固着された取付金具１２と、露受皿ユニット１０の前
記取付具１５について説明する。前記取付金具１２は、図２（Ｂ）で示すように、垂直状
の中央部片１２ａと、同中央部片１２ａの上端を折曲して水平状に延出され、前記吊りボ
ルト１１が挿通する切欠きを備えた上部片１２ｂと、中央部片１２ａの下端を折曲して水
平状に延出された下部片１２ｃとで断面コ字状に形成され、下部片１２ｃには螺子孔１２
ｄが穿設されている。前記露受皿ユニット１０の下面周囲に固着された取付具１５は、先
端部側に前記螺子孔１２ｄに対応する螺子挿通孔１５ａを穿設し、後端部側に螺子孔１５
ｂを穿設している。
【００２０】
　次に、前記電装品箱１３と、前記アースプレート１４の取付について説明する。まず、
前記露受皿ユニット１０を前記外郭筐体１内に収納して固定する。複数の前記取付具１５
の螺子挿通孔１５ａに螺子１６を挿通させるとともに、前記取付金具１２の下部片１２ｃ
に穿設された螺子孔１２ｄに螺合させることにより、露受皿ユニット１０は前記外郭筐体
１内に固定されるようになっている。
【００２１】
　次に、前記アースプレート１４の上部片１４ａを、前記同ベルマウス９の電装品箱装着
部９ｂの上面に当接させるとともに、下部片１４ｃを前記露受皿ユニット１０の下面に当
接させるようにして、螺子挿通孔１４ｅに螺子１６を挿通させ、前記取付具１５の螺子孔
１５ｂに螺合させる。また、上部片１４ａの螺子挿通孔１４ｆに皿螺子１８を挿通させ、
前記ベルマウス９の螺子孔に螺合させ、これらによりアースプレート１４を固定する。前
記螺子挿通孔１４ｆに皿螺子１８を用いることにより、螺子頭部がアースプレート１４よ
り突出して、アースプレート１４と電装品箱１３の上部カバー１３ａとの接触が不充分と
なるのを防止するようになっている。
【００２２】
　続いて、電装品箱１３の上部カバー１３ａに穿設された螺子挿通孔１３ｂと、前記アー
スプレート１４の上部片１４ａに穿設された螺子挿通孔１４ｄとに螺子１６を挿通させる
とともに、前記ベルマウス９に穿設された、図示しない螺子孔に螺合させる。また、電装
品箱１３は、図示しない複数の螺子止箇所により前記電装品箱装着部９ｂに装着する。
【００２３】
　前記電装品箱１３と前記アースプレート１４とが前記露受皿ユニット１０に装着された
状態を図３（Ａ）の断面図及び図３（Ｂ）の要部斜視図で示す。前記電装品箱１３のケー
スは、螺子１６により前記アースプレート１４の上部片１４ａに接続され、同アースプレ
ート１４の下部片１４ｃは、螺子１６により前記取付具１５の後端部に接続されるように
なっている。同取付具１５の先端部は、螺子１６により前記取付金具１２の下部片１２ｃ
に接続され、同取付金具１２の上部片１２ｂは、ナット１７を介して前記吊りボルト１１
に接続されるようになっている。また、上記したように、アースプレート１４とベルマウ
ス９とを固定する螺子に皿螺子１８を用いることにより、アースプレート１４と電装品箱
１３の上部カバー１３ａとの接触が充分に取れるようになっている。これにより、矢印で
示すように、電装品箱１３→アースプレート１４→取付具１５→取付金具１２→吊りボル
ト１１の順にアース経路が確保されるようになっている。
【００２４】
　前記アースプレート１４が、天井埋込形空気調和機の組立時、前記ベルマウス９と前記
取付具１５とに接続されて装着されることにより、天井埋込形空気調和機の天井面への設
置時、前記電装品箱１３からのアース配線処理が不要となり作業者の負担を軽減できると
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ともに、天井面近傍での危険を伴う作業を減らして安全性を向上させることができるよう
になっている。また、メンテナンス時においても、アース配線の着脱作業を不要として、
メンテナンス作業の軽減を図ることができるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】（Ａ）は天井埋込形空気調和機の断面図である。
【００２６】
　（Ｂ）は外郭筐体の斜視図である。
【図２】（Ａ）は電装品箱の取付を示す分解斜視図である。
【００２７】
　（Ｂ）はその要部斜視図である。
【図３】アース処理を示す説明図である。
【図４】従来の天井埋込形空気調和機のアース処理を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　外郭筐体
　２　化粧パネル
　３　吸込グリル
　４　フィルタ
　５　吹出口
　５ａ　風向板
　６　遠心ファン
　７　ファンモータ
　８　熱交換器
　９　ベルマウス
　９ａ　流入孔
　９ｂ　電装品箱装着部
１０　露受皿ユニット
１０ａ　通過孔
１１　吊りボルト
１２　取付金具
１２ａ　中央部片
１２ｂ　上部片
１２ｃ　下部片
１２ｄ　螺子孔
１３　電装品箱
１３ａ　上部カバー
１３ｂ　螺子挿通孔
１４　アースプレート
１４ａ　上部片
１４ｂ　中央部片
１４ｃ　下部片
１４ｄ、１４ｅ　螺子挿通孔
１５　取付具
１５ａ　螺子挿通孔
１５ｂ　螺子孔
１６　螺子
１７　ナット
１８　皿螺子
４０　天井裏壁面
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４１　天井面

【図１】 【図２】
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