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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を通る気流を傾斜角度に応じて略水平乃至
下方に可変する風向板と、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記風向板の水平に対する傾斜角度を小さく
するにしたがって前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気
調和機。
【請求項２】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
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部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記吹出口から送出される空気の温度が低く
なるほど前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　室内から取り入れた空気と熱交換する熱交換器と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記熱交換器の温度が低くなるほど前記導風
板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記吹出口から送出される風量が少なくなる
ほど前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気調和機。
【請求項５】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　冷凍サイクルを運転する圧縮機と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記圧縮機の運転周波数が高くなるほど前記
導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気調和機。
【請求項６】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、空気調和機の運転時の電流が多くなるほど前
記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴とする空気調和機。
【請求項７】
　前記吸込口を本体キャビネットの前面上部に配置し、前記吸込口よりも下方に配される
とともに前記吹出口よりも上方の前面側を遮蔽する遮蔽部と、前記吸込口を開閉するとと
もに開いた時に前記遮蔽部に沿って上昇する空気の前記吸込口への流入を防止する流入防
止手段とを設けたことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載の空気調和機。
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【請求項８】
　前記流入防止手段は先端が上方に向いた状態で向きを可変に設けられ、前記導風板の水
平に対する傾斜角度が小さくなるほど前記流入防止手段の向きを水平に近づくように可変
したことを特徴とする請求項７に記載の空気調和機。
【請求項９】
　前記導風板の開閉を制御する制御部を有し、前記制御部による前記導風板の開成を禁止
する禁止手段を設けたことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれかに記載の空気調和
機。
【請求項１０】
　室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に設けた吹出口か
ら下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、室温と設定温度との差が小さくなった場合に、前記導風板は第２開口部から送
出される気流の風向を略水平方向から上方向へ可変することを特徴とする空気調和機。
【請求項１１】
　空気調和機本体の前面に配された吸込口と、
　前記吸込口に設けられ、前記吸込口を覆う第１位置と前記吸込口を開放する第２位置と
の間を移動する流入防止手段とを備え、
　第２開口部から送出される気流の風向が上方になると、前記流入防止手段は第１位置に
移動することを特徴とする請求項１０に記載の空気調和機。
【請求項１２】
　空気調和機本体の前面に吸込口を配し、
　第２開口部から送出される気流の風向が上方になると第２開口部から前記空気調和機本
体の前面に沿って上昇する空気の前記吸込口への流入を防止して前方へ導く位置をとる流
入防止手段を前記吸込口に設けたことを特徴とする請求項１０に記載の空気調和機。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸い込んだ空気を調和して送出する空気調和機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図８は従来の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。空気調和機の室内機１は
、キャビネット２により本体部が保持されており、キャビネット２には上面側と前面側に
吸込口４ａ、４ｃが設けられたフロントパネル３が着脱自在に取り付けられている。キャ
ビネット２は後方側面に爪部（不図示）が設けられており、室内の壁に取り付けられた取
付板に該爪部を嵌合することにより支持されている。
【０００３】
フロントパネル３の下端部とキャビネット２の下端部との間隙には、室内機１の幅方向に
延びる略矩形の吹出口５が形成されている。室内機１の内部には、吸込口４ａ、４ｃから
吹出口５に連通する送風経路６が形成されている。送風経路６内には空気を送出する送風
ファン７が配されている。送風ファン７として、例えばクロスフローファン等を用いるこ
とができる。
【０００４】
フロントパネル３に対向する位置には、吸込口４ａ、４ｃから吸い込まれた空気に含まれ
る塵埃を捕集・除去するエアフィルタ８が設けられている。送風経路６中の送風ファン７
とエアフィルタ８との間には、室内熱交換器９が配置されている。
【０００５】
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室内熱交換器９は圧縮機（不図示）に接続されており、圧縮機の駆動により冷凍サイクル
が運転される。冷凍サイクルの運転によって冷房時には室内熱交換器９が周囲温度よりも
低温に冷却される。また、暖房時には、室内熱交換器９が周囲温度よりも高温に加熱され
る。
【０００６】
室内熱交換器９の前後の下部には冷房または除湿時に室内熱交換器９から落下した結露を
捕集するドレンパン１０が設けられている。送風経路６内の吹出口５の近傍には、外部に
臨んで上下方向の吹出角度を略水平乃至下方向に変更可能な横ルーバ１１ａ、１１ｂが設
けられている。横ルーバ１１ａ、１１ｂの奥側には左右方向の吹出角度を変更可能な縦ル
ーバ１２が設けられている。
【０００７】
上記構成の空気調和機において、空気調和機の運転を開始すると、送風ファン７が回転駆
動され、室外機（不図示）からの冷媒が室内熱交換器９へ流れて冷凍サイクルが運転され
る。これにより、室内機１内には吸込口４ａ、４ｃから空気が吸い込まれ、エアフィルタ
８によって空気中に含まれる塵埃が除去される。
【０００８】
室内機１内に取り込まれた空気は室内熱交換器９と熱交換し、冷却または加熱される。そ
して、送風経路６を通って縦ルーバ１２及び横ルーバ１１ａ、１１ｂによって左右方向及
び上下方向に向きを規制されて吹出口５から下方に向けて室内に送出される。
【０００９】
また、空気調和機の運転の開始直後は速やかに室内の空気を循環させる必要がある。この
ため、送風ファン７の回転速度を高くして室内熱交換器９で熱交換された空気は吹出口５
から勢いよく送出される。そして、室温と設定温度との温度差が小さくなると、送風ファ
ン７の制御により徐々に送風量が低下する。これにより、室内の温度分布がきめ細かに均
一な温度に形成されるようになっている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来の空気調和機によると、空気調和機は通常、使用者の身長より
も高い位置に設置され、吹出口５から略水平方向乃至下方向に送風される。このため、設
定温度付近に達した状態で送風を継続すると使用者に常に冷たい風や暖かい風が当たるこ
とになる。従って、使用者に不快感を与える問題があった。また、冷房運転時では局所的
に使用者の体感温度を下げ、快適性を損なう問題もあった。
【００１１】
本発明は、快適性の向上を図ることができる空気調和機を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた
空気を調和して下部に設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を通る気流を傾斜角度に応じて略水平乃至
下方に可変する風向板と、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記風向板の水平に対する傾斜角度を小さく
するにしたがって前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている
。
【００１３】
この構成によると、導風板によって第２開口部が閉じられると第１開口部から下方に向け
て調和空気が送出される。導風板により第２開口部が開かれると第２開口部から上方に向
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けて調和空気が送出される。第２開口部の開成時に風量や吹出温度等の運転状況に応じて
導風板の向きが可変され、調和空気の送出方向が可変される。
【００１５】
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記吹出口から送出される空気の温度が低く
なるほど前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている。
【００１６】
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　室内から取り入れた空気と熱交換する熱交換器と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記熱交換器の温度が低くなるほど前記導風
板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている。
【００１７】
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記吹出口から送出される風量が少なくなる
ほど前記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている。
【００１８】
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　冷凍サイクルを運転する圧縮機と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、前記圧縮機の運転周波数が高くなるほど前記
導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている。
【００１９】
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、
　前記吹出口の下部を形成する開閉可能な第１開口部と、
　前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、
　第１開口部に上下方向に回動可能に設けられて第１開口部を開閉する横ルーバと、
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　上下方向に回動可能に設けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口
部を通る気流を沿わせて傾斜角度に応じて略水平乃至上方に導く導風板と、
　を備え、第１、第２開口部を開いた際に、空気調和機の運転時の電流が多くなるほど前
記導風板の水平に対する傾斜角度を大きくしたことを特徴としている。
【００２０】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記吸込口を本体キャビネットの前面
上部に配置し、前記吸込口よりも下方に配されるとともに前記吹出口よりも上方の前面側
を遮蔽する遮蔽部と、前記吸込口を開閉するとともに開いた時に前記遮蔽部に沿って上昇
する空気の前記吸込口への流入を防止する流入防止手段とを設けたことを特徴としている
。
【００２１】
この構成によると、導風板の開成によって第２開口部から送出される空気は空気調和機の
前面側を上昇する。この時、遮蔽部によって前面側から空気調和機内への空気の流入が防
止され、流入防止手段によって吸込口から空気調和機内への空気の流入が抑制される。
【００２２】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記流入防止手段は先端が上方に向い
た状態で向きを可変に設けられ、前記導風板の水平に対する傾斜角度が小さくなるほど前
記流入防止手段の向きを水平に近づくように可変したことを特徴としている。この構成に
よると、例えば、導風板の仰角が大きいと遮蔽部に沿って上昇する空気が増加し、仰角が
小さいと遮蔽部に沿って上昇する空気が減少する。この時、導風板の仰角に応じて流入防
止手段の開閉角度を制御することによって周囲の空気を吸込口から取込みつつショートサ
ーキットを抑制することができる。
【００２３】
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記導風板の開閉を制御する制御部を
有し、前記制御部による前記導風板の開成を禁止する禁止手段を設けたことを特徴として
いる。この構成によると、ユーザーがスイッチ等から成る禁止手段を操作すると、導風板
が第２開口部を開閉して空気の送出方向が切り替えられ、開いたときの向きが一定になる
。
　また本発明は、室内の壁面に取り付けて、吸込口から取り入れた空気を調和して下部に
設けた吹出口から下方及び上方に送出する空気調和機において、前記吹出口の下部を形成
する第１開口部と、前記吹出口の上部を形成する第２開口部と、上下方向に回動可能に設
けられて第２開口部を開閉するとともに、開いた際に第２開口部を通る気流を沿わせて略
水平乃至上方に導く導風板と、を備え、室温と設定温度との差が小さくなった場合に、前
記導風板は第２開口部から送出される気流の風向を略水平方向から上方向へ可変すること
を特徴としている。
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、空気調和機本体の前面に配された吸込
口と、前記吸込口に設けられ、前記吸込口を覆う第１位置と前記吸込口を開放する第２位
置との間を移動する流入防止手段とを備え、第２開口部から送出される気流の風向が上方
になると、前記流入防止手段は第１位置に移動することを特徴としている。
　また本発明は、上記構成の空気調和機において、空気調和機本体の前面に吸込口を配し
、第２開口部から送出される気流の風向が上方になると、第２開口部から前記空気調和機
本体の前面に沿って上昇する空気の前記吸込口への流入を防止して前方へ導く位置をとる
流入防止手段を前記吸込口に設けたことを特徴としている。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。説明の便宜上、従来例の図８と同様
の部分については同一の符号を付している。図１は第１実施形態の空気調和機の室内機を
示す概略側面断面図である。空気調和機の室内機１は、キャビネット２により本体部が保
持されている。
【００２５】
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キャビネット２の前面側には、本体部を覆うようにフロントパネル３が着脱自在に取り付
けられている。キャビネット２の上面部には吸込口４ａが設けられており、フロントパネ
ル３の上端とキャビネット２と隙間によって吸込口４ｃが形成されている。フロントパネ
ル３の上端には枢支軸２３ａにより枢支されて吸込口４ｃを覆う位置と開放する位置との
間を回動するフラップ（流入防止手段）２３が設けられている。
【００２６】
キャビネット２は後方側面に爪部（不図示）が設けられており、室内の壁に取り付けられ
る取付板に該爪部を嵌合することにより支持される。フロントパネル３の下端部とキャビ
ネット２の下端部との間隙には、室内機１の幅方向に延びる略矩形の第１、第２開口部５
ａ、５ｂから成る吹出口５が形成されている。
【００２７】
室内機１の内部には、吸込口４ａ、４ｃから吹出口５に連通する送風経路６が形成されて
いる。送風経路６内のキャビネット２の前方には空気を送出する送風ファン７が配されて
いる。送風ファン７として、例えばクロスフローファン等を用いることができる。
【００２８】
フロントパネル３に対向する位置には、吸込口４ａ、４ｃから吸い込まれた空気に含まれ
る塵埃を捕集・除去するエアフィルタ８が設けられている。送風経路６中の送風ファン７
とエアフィルタ８との間には、室内熱交換器９が配置されている。
【００２９】
フロントパネル３と室内熱交換器９との間には所定間隔の空間が設けられており、吸込口
４ａ、４ｃから取り入れられた空気が該空間を通って室内熱交換器９と広い面積で接触す
るようになっている。尚、室内熱交換器９とエアフィルタ８との間には吸い込まれた空気
の温度を検知する温度センサ（不図示）が設けられている。
【００３０】
室内熱交換器９の前後の下部には冷房または除湿時に室内熱交換器９から落下した結露を
捕集するドレンパン１０が設けられている。前方のドレンパン１０はフロントパネル３に
取り付けられ、後方のドレンパン１０はキャビネット２と一体に形成されている。
【００３１】
送風経路６内の吹出口５の第１開口部５ａの近傍には、外部に臨んで垂直方向の吹出角度
を略水平乃至下方向に変更可能な横ルーバ（風向板）１１ａ、１１ｂが設けられている。
横ルーバ１１ａ、１１ｂの奥側には左右方向の吹出角度を変更可能な縦ルーバ１２が設け
られている。
【００３２】
第２開口部５ｂは送風経路６から上方に傾斜して分岐する分岐通路１３により送風経路６
と連通している。分岐通路１３の両端には回動軸１４ａ、１５ａでフロントパネル３に枢
支される導風板１４及び回動板１５が設けられている。回動板１５により分岐通路１３を
閉じると、回動板１５が送風経路６の内壁面を形成して気流を案内する。これにより、送
風経路６を流通する空気の流通抵抗の増加を防止するようになっている。
【００３３】
図２は空気調和機の冷凍サイクルを示す回路図である。空気調和機の室外機には圧縮機３
１、四方切替弁３２、室外熱交換器３３、送風ファン３４及び絞り機構３５が設けられる
。圧縮機３１の一端は冷媒配管３６により四方切替弁３２を介して室外熱交換器３３に接
続されている。圧縮機３１の他端は冷媒配管３６により四方切替弁３２を介して室内熱交
換器９に接続されている。室外熱交換器３３と室内熱交換器９とは冷媒配管３６により絞
り機構３５を介して接続されている。
【００３４】
冷房運転を開始すると圧縮機３１が駆動されるとともに送風ファン７が回転する。これに
より、冷媒が圧縮機３１、四方切替弁３２、室外熱交換器３３、絞り機構３５、室内熱交
換器９及び四方切替弁３２を経て圧縮機３１に戻る冷凍サイクル３０が形成される。
【００３５】
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冷凍サイクル３０の運転によって、冷房時には室内熱交換器９が周囲温度よりも低温に冷
却される。また、暖房運転時には四方切替弁３２が切り替えられて送風ファン３４が回転
し、上記と逆方向に冷媒が流通する。これにより、室内熱交換器９が周囲温度よりも高温
に加熱される。
【００３６】
図３は、空気調和機の運転を制御する制御装置の構成を示すブロック図である。制御装置
４０は各種演算処理を行うＣＰＵ４１を有し、ＣＰＵ４１には入力信号を受け取る入力回
路４２及びＣＰＵ４１の演算結果を出力する出力回路４３が接続されている。また、ＣＰ
Ｕ４１の演算プログラムの格納及び演算結果の一時記憶を行うメモリ４４が設けられてい
る。
【００３７】
入力回路４２には横ルーバ１１ａ、１１ｂ（図１参照）の回転角度を検出する風向板角度
検出部４５等のセンサーにより検出された信号が入力される。出力回路４３には、導風板
１４やフラップ２３（いずれも図１参照）を駆動するモータから成る導風板駆動部４６及
びフラップ駆動部４７が接続されている。
【００３８】
後述するように、第１開口部５ａが開放されると導風板１４および回動板１５により第２
開口部５ｂが閉じられて調和空気が下方に送出される。第２開口部５ｂが開放されると横
ルーバ１１ａ、１１ｂにより第１開口部５ａが閉じられて調和空気が上方に送出される。
【００３９】
また、リモートコントローラ（不図示）の操作によって、第１開口部５ａの開放時に第２
開口部５ｂを開くことができるようになっている。この時、横ルーバ１１ａ、１１ｂの角
度を風向板角度検出部４５により検出し、検出角度に応じて制御装置４０により導風板駆
動部４６及びフラップ駆動部４７が駆動される。
【００４０】
上記構成の空気調和機において、空気調和機の運転を開始すると、送風ファン７が回転駆
動され、室外機（不図示）からの冷媒が室内熱交換器９へ流れて冷凍サイクルが運転され
る。これにより、室内機１内には吸込口４ａ、４ｃから空気が吸い込まれ、エアフィルタ
８によって空気中に含まれる塵埃が除去される。
【００４１】
室内機１内に取り込まれた空気は室内熱交換器９と熱交換し、冷却または加熱される。そ
して、送風経路６を通って縦ルーバ１２及び横ルーバ１１ａ、１１ｂによって左右及び上
下方向に向きを規制されて吹出口５から矢印Ａ１に示すように略水平方向乃至下方向に向
けて室内に送出される。
【００４２】
また、空気調和機の運転の開始直後は速やかに室内の空気を循環させる必要がある。この
ため、送風ファン７の回転速度を高くして室内熱交換器９で熱交換された空気は吹出口５
から勢いよく送出される。室温と設定温度との温度差が小さくなったことを温度センサに
より検知すると、送風ファン７の制御により徐々に送風量が低下する。
【００４３】
そして、図４に示すように、横ルーバ１１ａ、１１ｂが回動して第１開口部５ａが閉塞さ
れ、導風板１４及び回動板１５が回動して第２開口部５ｂ及び分岐通路１３の分岐部分が
開放される。これにより、吸込口４ａ、４ｃから取り込まれた空気が送風経路６及び分岐
通路１３を流通して第２開口部５ｂから送出され、矢印Ａ２に示すように上方に導かれる
。従って、使用者に常に冷たい風や暖かい風が当たることがなく、使用者の不快感を防止
して快適性を向上することができる。更に、冷房時には局所的に使用者の体感温度を下げ
ることなく快適性が向上する。
【００４４】
また、第２開口部５ｂから上方に送出される調整空気は遮蔽されたフロントパネル３（遮
蔽部）の前面を通過して、フラップ２３によって吸込口４ｃよりも下方で前方に導かれる
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。このため、吸込口４ａ、４ｃから室内機１内に調整空気が流入するショートサーキット
を防止することができる。従って、空気調和機の冷却効率または暖房効率の低下を防止す
ることができる。
【００４５】
また、ショートサーキットが防止されるため、フロントパネル３の表面の結露の増加や室
内熱交換器９の表面に付着した結露水の凍結及び成長を防止できる。従って、結露水や凍
結した氷が解けた水の室内へ放出を防止することができるとともに、成長した氷の押圧力
によるキャビネット２やフロントパネル３等の変形や破損を防止することができる。
【００４６】
更に、吸込口４ｃが前面側に向けて開放されているので、第１開口部５ａから略水平方向
乃至下方向に調和空気を送出する際に充分な風量を確保することができる。従って、運転
効率の低下を防止できるとともに、充分な風量を確保するために送風ファン７の回転数を
増加させる必要がなく、騒音の増大を防止することができる。室内機１と室内の天井との
空間が狭く吸込口４ａからの吸気量が少ない場合には、風量低下を防止する効果がより大
きくなる。
【００４７】
また、リモートコントローラの操作によって、第１開口部５ａが開放された時に第２開口
部５ｂを開放することができる。この時、図５に示すように、例えば横ルーバ１１ａ、１
１ｂの傾斜角度が水平方向に対して０゜の時に制御装置４０の制御により導風板１４及び
フラップ２３が＋３０゜に配される。これにより、調和空気が第１開口部５ａから略水平
に送出されるとともに第２開口部５ｂから上方に送出される。
【００４８】
横ルーバ１１ａ、１１ｂの傾斜角度が水平方向に対して－３０゜の時には制御装置４０の
制御により導風板１４及びフラップ２３が０゜に配される。これにより、調和空気が第１
開口部５ａから下方に送出されるとともに第２開口部５ｂから略水平に送出される。同様
に、横ルーバ１１ａ、１１ｂの傾斜角度が水平方向に対して－１０゜、－２０゜の時にそ
れぞれ導風板１４及びフラップ２３が＋２０゜、＋１０゜に配される。
【００４９】
従って、第１開口部５ａから調和空気が勢いよく送出される際にも第２開口部５ｂから略
水平乃至上方に向けて調和空気が送出され、室内の隅々まで迅速に冷暖房することができ
る。また、横ルーバ１１ａ、１１ｂの傾斜角度が水平に近づくと導風板１４の傾斜角度も
水平に近づいて調和空気が略水平に送出される。
【００５０】
その後、吹出口５の上方に配される吸込口４ａ、４ｃの方向に戻って室内の上方で空気が
循環する。これにより、室内の下方を流通する調和空気を減少させることができる。従っ
て、横ルーバ１１ａ、１１ｂを所望の角度に設定することにより、室内の空気の流通状態
を使用者の目的に応じて可変することができ、快適性を向上させることができる。
【００５１】
更に、第２開口部５ｂから送出される調和空気の送出方向が上方になると、フラップ２３
は傾斜角度が水平に対して大きくなり、吸込口４ｃを閉じる方向に回動する。これにより
、吸気量を十分確保しながらショートサーキットを防止することができる。
【００５２】
フラップ２３の角度は導風板１４の角度に応じて変化すればよく、随時変化させる必要は
ない。例えば、導風板１４の角度が０゜から１０゜の時はフラップ２３の角度を１０゜に
し、導風板１４の角度が１０゜から２０゜の時はフラップ２３の角度を２０゜にしてもよ
い。
【００５３】
また、フラップ２３を導風板１４とは独立に駆動可能に構成して使用者が所望の角度に設
定できるようにしてもよい。このようにすると、使用者に応じてよりきめ細かくショート
サーキットを防止するとともに吸気量を確保することができる。
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【００５４】
尚、空気調和機によって除湿運転を行う際も同様に、室内熱交換器９との熱交換により除
湿された低温の空気を上方に送出することにより上記と同様の効果を得ることができる。
また、空気調和機は、室内熱交換器内に蒸発部と凝縮部とを備えた再熱ドライ方式の除湿
装置であってもよい。
【００５５】
即ち、再熱ドライ方式の除湿装置は、蒸発部で熱交換により冷却除湿された空気が凝縮部
で熱交換により昇温されて室内に送出される。この時、凝縮器で昇温しても尚、体温より
も低温の空気が常に使用者に当たることを防止することができる。
【００５６】
また、室内機１の近傍に壁や障害物があると、第２開口部５ｂから上方に送出される空気
が跳ね返って吸気孔４ａ、４ｃから取込まれ、ショートサーキットが大きくなる場合があ
る。このため、リモートコントローラや室内機１に導風板１４及び回動板１５の開成を禁
止するスイッチ（禁止手段）を設けると、使用状況に応じた風向制御を行うことができる
のでより望ましい。
【００５７】
次に、図６は第２実施形態の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。前述の図
１～図５に示す第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第
１実施形態に加え、調和空気の吹出温度を検出する温度センサ２５を送風経路６内に設け
ている。
【００５８】
　また、前述の図３において風向板角度検出部４５に替えて温度センサ２５の出力が制御
装置４０に入力され、温度センサ２５の検出結果に基づいて導風板駆動部４６及びフラッ
プ駆動部４７が駆動されている。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【００５９】
上記と同様に、空気調和機の運転を開始すると、室内の空気が吸込口４ａ、４ｃから室内
機１内に吸い込まれる。室内機１に取り込まれた空気は室内熱交換器９と熱交換し、冷却
または加熱される。そして、送風経路６を通って縦ルーバ１２及び横ルーバ１１ａ、１１
ｂによって左右及び上下方向に向きを規制されて吹出口５から矢印Ａ１に示すように略水
平方向乃至下方向に向けて室内に送出される。
【００６０】
室温と設定温度との温度差が小さくなったことを検知すると、送風ファン７の調整により
徐々に送風量が低下する。そして、図４と同様に、横ルーバ１１ａ、１１ｂが回動して第
１開口部５ａが閉塞され、導風板１４及び回動板１５が回動して第２開口部５ｂ及び分岐
通路１３の分岐部分が開放される。これにより、送風経路６を流通する調整空気は分岐通
路１３を流通して第２開口部５ｂから上方に送出される。
【００６１】
遮蔽されたフロントパネル３の下部に沿って上昇する調整空気は、矢印Ａ２（図４参照）
に示すようにフラップ２３で前方に向きを変えて室内を流通する。従って、第１実施形態
と同様に、使用者の不快感を防止するとともに、吸込口４ｃを設けているため空気量の低
下を招くことなくショートサーキットを防止することができる。
【００６２】
また、リモートコントローラの操作によって第１開口部５ａの開放時に第２開口部５ｂが
開放される。この時、例えば温度センサ２５により検出した吹出温度が１０℃以下の時に
制御装置４０の制御により導風板１４及びフラップ２３が＋３０゜に配される。吹出温度
が１０℃～１５℃の時には導風板１４及びフラップ２３が＋２０゜に配され、吹出温度が
２０℃以上の時には導風板１４及びフラップ２３が０゜に配される。
【００６３】
低温の空気は高温の空気よりも比重が大きいので、吹出温度に応じて導風板１４の角度を
可変することにより吹出温度の低い調和空気の一部がより上方へ送出される。これにより
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、使用者に当たる低温の空気を減少させて使用者の不快感をより低減することができる。
尚、導風板１４と独立にフラップ２３の角度を可変してもよく、フラップ２３の角度を一
定にしてもよい。
【００６４】
次に、図７は第３実施形態の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。前述の図
１～図５に示す第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第
１実施形態に加え、室内熱交換器９の温度を検出する温度センサ２６を設けている。
【００６５】
　また、前述の図３において風向板角度検出部４５に替えて温度センサ２６の出力が制御
装置４０に入力され、温度センサ２６の検出結果に基づいて導風板駆動部４６及びフラッ
プ駆動部４７が駆動されている。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【００６６】
空気調和機の運転を開始すると、吸込口４ａから室内機１内に空気が吸い込まれる。該空
気は室内熱交換器９と熱交換し、冷却または加熱される。そして、送風経路６を通って縦
ルーバ１２及び横ルーバ１１ａ、１１ｂによって左右及び上下方向に向きを規制されて吹
出口５から矢印Ａ１に示すように略水平方向乃至下方向に向けて室内に送出される。
【００６７】
室温と設定温度との温度差が小さくなったことを検知すると、送風ファン７の調整により
徐々に送風量が低下する。そして、前述の図４と同様に、横ルーバ１１ａ、１１ｂが回動
して第１開口部５ａが閉塞され、導風板１４及び回動板１５が回動して第２開口部５ｂ及
び分岐通路１３の分岐部分が開放される。
【００６８】
これにより、送風経路６を流通する調整空気は分岐通路１３を流通して第２開口部５ｂか
ら上方に送出される。フロントパネル３の遮蔽された下部に沿って上昇する調整空気は、
矢印Ａ２（図４参照）に示すようにフラップ２３で前方に向きを変えて室内を流通する。
従って、第１、第２実施形態と同様に、使用者の不快感を防止するとともに、ショートサ
ーキットを防止することができる。
【００６９】
また、リモートコントローラの操作によって第１開口部５ａの開放時に第２開口部５ｂが
開放される。この時、例えば室内熱交換器９の温度が１０℃以下の時に制御装置４０の制
御により導風板１４及びフラップ２３が＋３０゜に配される。室内熱交換器９の温度が１
０℃～１５℃の時には導風板１４及びフラップ２３が＋２０゜に配され、室内熱交換器９
の温度が２０℃以上の時には導風板１４及びフラップ２３が０゜に配される。
【００７０】
低温の空気は高温の空気よりも比重が大きいので、室内熱交換器９の温度に応じて導風板
１４の角度を可変することにより吹出温度の低い調和空気の一部がより上方へ送出される
。これにより、使用者に当たる低温の空気を減少させて使用者の不快感をより低減するこ
とができる。尚、導風板１４と独立にフラップ２３の角度を可変してもよく、フラップ２
３の角度を一定にしてもよい。
【００７１】
次に、第４実施形態について説明する。本実施形態は前述の図１～図５に示す第１実施形
態と同様の構成から成っている。そして、図３において、風向板角度検出部４５に替えて
送風ファン７の回転数を検出する回転数検出部を設けている。回転数検出部によって吹出
口５から送出される調和空気の風量を検出することができる。
【００７２】
これにより、リモートコントローラの操作によって第１開口部５ａの開放時に第２開口部
５ｂを開放する際に、風量に応じて導風板１４の角度を可変することができる。例えば設
定風量が「強風」の時に制御装置４０の制御により導風板１４及びフラップ２３が０゜に
配される。設定風量が「弱風」の時には導風板１４及びフラップ２３が＋２０゜に配され
、設定風量が「微風」の時には導風板１４及びフラップ２３が＋３０゜に配される。
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【００７３】
従って、風量が少ないときにはより上方に調和空気を送出して到達距離が短くなることを
防止し、室内の隅々まで冷暖房することができる。一方風量が多いときには略水平方向に
送出して不要な上方への送出を減少させて効率良く冷暖房することができる。尚、導風板
１４と独立にフラップ２３の角度を可変してもよく、フラップ２３の角度を一定にしても
よい。
【００７４】
次に、第５実施形態について説明する。本実施形態は前述の図１～図５に示す第１実施形
態と同様の構成から成っている。そして、図３において、風向板角度検出部４５に替えて
圧縮機３１（図２参照）の周波数を検出する周波数検出部を設けている。
【００７５】
これにより、リモートコントローラの操作によって第１開口部５ａの開放時に第２開口部
５ｂをも開放する際に、圧縮機３１の周波数に応じて導風板１４の角度を可変することが
できる。例えば周波数が７０Ｈｚ以上の時に制御装置４０の制御により導風板１４及びフ
ラップ２３が＋３０゜に配される。周波数が４０Ｈｚ～７０Ｈｚの時には導風板１４及び
フラップ２３が＋２０゜に配され、周波数が４０Ｈｚ以下の時には導風板１４及びフラッ
プ２３が０゜に配される。
【００７６】
冷房時には圧縮機３１の周波数が高いときは冷却能力が向上して室内熱交換器９の温度が
低くなる。圧縮機３１の周波数が低いと冷却能力は低下して室内熱交換器９の温度が高く
なる。従って、第２、第３実施形態と同様に、吹出温度の低い調和空気の一部がより上方
へ送出される。これにより、使用者に当たる低温の空気を減少させて使用者の不快感をよ
り低減することができる。尚、導風板１４と独立にフラップ２３の角度を可変してもよく
、フラップ２３の角度を一定にしてもよい。
【００７７】
次に、第６実施形態について説明する。本実施形態は前述の図１～図５に示す第１実施形
態と同様の構成から成っている。そして、図３において、風向板角度検出部４５に替えて
空気調和機の運転時の電流を検出する消費電流検出部を設けている。消費電流検出部は、
電流値に比例した二次電圧を発生させるカレントトランス等により構成することができる
。
【００７８】
これにより、リモートコントローラの操作によって第１開口部５ａの開放時に第２開口部
５ｂを開放する際に、空気調和機の運転時の電流に応じて導風板１４の角度を可変するこ
とができる。例えば運転時の電流が１２Ａ以上の時に制御装置４０の制御により導風板１
４及びフラップ２３が＋３０゜に配される。運転時の電流が７Ａ～１２Ａの時には導風板
１４及びフラップ２３が＋２０゜に配され、運転時の電流が７Ａ以下の時には導風板１４
及びフラップ２３が０゜に配される。尚、導風板１４と独立にフラップ２３の角度を可変
してもよく、フラップ２３の角度を一定にしてもよい。
【００７９】
空気調和機の運転時の電流が大きいときは圧縮機３１（図２参照）の周波数が高いと考え
られ、冷房時には室内熱交換器９の温度が低くなる。空気調和機の運転時の電流が小さい
ときは圧縮機３１の周波数が低いと考えられ、冷房時には室内熱交換器９の温度が高くな
る。従って、第２、第３実施形態と同様に、吹出温度の低い調和空気の一部がより上方へ
送出される。これにより、使用者に当たる低温の空気を減少させて使用者の不快感をより
低減することができる。
【００８０】
尚、空気調和機の運転時の電流は圧縮機３１の周波数の増加だけでなく、室外側の負荷の
増大等によっても上昇する場合がある。圧縮機３１の周波数が増加した場合は電流が急激
に増加するため、電流の時間変化を考慮して導風板１４を駆動してもよい。例えば、６０
秒間に１Ａ以下の電流の変化では上記制御を行わず、６０秒間に１Ａを超える電流の変化
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が生じた場合に上記の制御を行うようにすることができる。
【００８１】
第１～第６実施形態において、送出空気の風向、吹出温度、室内熱交換器９の温度、送出
空気の風量、圧縮機の周波数、空気調和機の運転時の電流に応じてそれぞれ導風板１４の
角度を可変しているが、その他の空気調和機の運転状況に応じて導風板１４の角度を可変
してもよい。
【００８２】
【発明の効果】
本発明によると、第１、第２開口部から下方及び上方に調和空気を送出するので、使用者
に常に冷たい風や暖かい風が当たることがなく、使用者の不快感防止による快適性の向上
を図ることができる。また、第２開口部を開閉する導風板の向きを空気調和機の運転状況
に基づいて可変するので、運転開始直後の第１開口部から調和空気が勢いよく送出される
際にも第２開口部から略水平乃至上方に向けて調和空気が送出され、室内の隅々まで迅速
に冷暖房することができる。
【００８３】
また本発明によると、風向板の向きに基づいて導風板の向きを可変するので、例えば室内
の下方を流通する調和空気を減少させる等の室内の空気の流通状態を使用者の目的に応じ
て可変することができ、快適性を向上させることができる。
【００８４】
また本発明によると、吹出口から送出される空気の温度、室内熱交換器の温度、圧縮機の
運転周波数、或いは空気調和機の消費電流に基づいて導風板の向きを可変するので、例え
ば、吹出温度の低い調和空気の一部をより上方へ送出して使用者に当たる低温の空気を減
少させることができる。従って、使用者の不快感をより低減することができる。
【００８５】
また本発明によると、吹出口から送出される風量に基づいて導風板の向きを可変するので
、例えば、風量が少ないときにはより上方に調和空気を送出して到達距離が短くなること
を防止し、室内の隅々まで冷暖房することができるとともに、風量が多いときには略水平
方向に送出して不要な上方への送出を減少させて効率良く冷暖房することができる。
【００８６】
また本発明によると、吹出口よりも上方の前面側を遮蔽する遮蔽部と、吸込口への空気の
流入を防止する開閉可能な流入防止手段とを設けているので、ショートサーキットを防止
して冷却効率或いは暖房効率を向上させることができる。また、冷房運転時や除湿運転時
に結露の増加や結露水の凍結及び成長を防止できる。従って、結露水や凍結した氷が解け
た水による室内への水の放出を防止することができるとともに、成長した氷の押圧力によ
る空気調和機の変形や破損を防止することができる。
【００８７】
また本発明によると、導風板の向きに基づいて流入防止手段の位置を可変するので、例え
ば、第２開口部から送出される調和空気の送出方向が上方になると、流入防止手段の傾斜
角度を水平に対して大きくし、吸込口を閉じる位置に配置すること等によって、吸気量を
十分確保しながらショートサーキットを防止することができる。
【００８８】
また本発明によると、第２開口部からの空気の送出を禁止する禁止手段を設けているので
、室内機の近傍に壁や障害物があった場合に第２開口部から上方に送出される空気が跳ね
返って吸気孔から取込まれることによりショートサーキットの増加を防止することができ
、使用状況に応じた風向制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。
【図２】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の冷凍サイクルを示す回路図である。
【図３】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
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【図４】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の動作を示す概略側面断面図で
ある。
【図５】は、本発明の第１実施形態の空気調和機の室内機の動作を示す概略側面断面図で
ある。
【図６】は、本発明の第２実施形態の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。
【図７】は、本発明の第３実施形態の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。
【図８】は、従来の空気調和機の室内機を示す概略側面断面図である。
【符号の説明】
１　　室内機
２　　キャビネット
３　　フロントパネル
４ａ、４ｃ　吸込口
５　　吹出口
５ａ　第１開口部
５ｂ　第２開口部
６　　送風経路
７、３４　送風ファン
８　　エアフィルタ
９　　室内熱交換器
１０　　ドレンパン
１１ａ、１１ｂ　横ルーバ（風向板）
１２　　縦ルーバ
１３　　分岐通路
１４　　導風板
１５　　回動板
２３　　フラップ（流入防止手段）
２５、２６　温度センサ
３１　　圧縮機
３２　　四方切替弁
３３　　室外熱交換器
３５　　膨張機構
３６　　冷媒配管
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