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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口と吹出口とを結ぶ空気通路と、
　前記空気通路に配置された室内熱交換器と、
　前記空気通路に配置され、前記室内熱交換器の下流側に位置する室内送風ファンと、
　前記吹出口の上部を構成する上側ケーシングと、
　前記吹出口の下部を構成する下側ケーシングと、
　前記吹出口に配置された上下風向板と、
　前記上下風向板の上流側端部上面が前記下側ケーシングの延長線上又は前記下側ケーシ
ングの延長線より下方に位置する能力優先モードと、
　前記上下風向板の上流側端部上面が前記下側ケーシングの延長線より上方に位置する通
常冷房運転モードとを備え、
　前記通常冷房運転モードにおける前記上下風向板と前記下側ケーシングの間の距離は、
前記能力優先モードにおける前記上下風向板と前記下側ケーシングの間の距離より長い空
気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記上下風向板を回動する軸を備え、
　前記軸を回動することによって前記上下風向板と前記下側ケーシングの間の距離を変え
ることを特徴とする請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
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　前記下側ケーシングは、第１傾斜部と、前記第１傾斜部より下流側に位置し、前記第１
傾斜部よりも床面方向に傾斜した第２傾斜部とを有し、
　前記上下風向板の上流側端部上面が前記第２傾斜部の延長線上又は前記第２傾斜部の延
長線より下方に位置する通常暖房運転モードを備え、
　前記通常冷房運転モードにおいて、前記上下風向板の上流側端部上面は前記第１傾斜部
の延長線より上方に位置し、
　前記能力優先モードにおいて、前記上下風向板の上流側端部上面は前記第１傾斜部の延
長線上又は前記第１傾斜部の延長線より下方に位置することを特徴とする請求項２に記載
の空気調和機の室内機。
【請求項４】
　室内の湿度を検出する湿度センサを備え、
　前記湿度センサで検出した値が所定値以上であるときに前記通常冷房運転モードを行い
、前記湿度センサで検出した値が前記所定値より小さいときに前記能力優先モードを行う
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項５】
　前記請求項１乃至４のいずれかに記載の空気調和機の室内機と、
　圧縮機と室外熱交換器と室外送風ファンと膨張弁とを有する室外機とを備える空気調和
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室内機及び空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、下側の上下風向板を下側ケーシングのほぼ延長上に配置し、下側ケー
シングと下側の上下風向板の一端を、ほぼ隙間なく近接するようにしたことにより、同近
接部から吹出空気が漏れにくくなって送風の効率を低下させないようにした空気調和機が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２８７８０７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、特許文献１の空気調和機では、通常冷房運転モード時に、下側の上下風向板に
より高温多湿の室内空気と低温の吐出空気が遮断され、下側上下風向板の裏面から表面に
熱伝導し、高温多湿の室内空気にさらされた下側上下風向板の表面側に結露が発生する。
結露した水滴は成長及び集合して、室内の家具または床に落下する恐れがある。
【０００５】
　本発明は、高い送風効率を実現しつつ、上下風向板の結露を抑制する空気調和機の室内
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】
【０００６】
　本発明の空気調和機は、吸込口と吹出口とを結ぶ空気通路と、空気通路に配置された室
内熱交換器と、空気通路に配置され、室内熱交換器の下流側に位置する室内送風ファンと
、吹出口の上部を構成する上側ケーシングと、吹出口の下部を構成する下側ケーシングと
、吹出口に配置された上下風向板と、上下風向板の上流側端部における上面が下側ケーシ
ングの延長線上又は下側ケーシングの延長線より下方に位置する能力優先モードと、上下
風向板の上流側端部における上面が下側ケーシングの延長線より上方に位置する通常冷房
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運転モードとを備え、通常冷房運転モードにおける上下風向板と下側ケーシングの間の距
離は、能力優先モードにおける上下風向板と下側ケーシングの間の距離より長い。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、高い送風効率を実現しつつ、上下風向板の結露を抑制する空気調和機
の室内機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る空気調和機のサイクル構成図である。
【図２】第１実施形態に係る室内機の側面に沿った断面図である。
【図３】第１実施形態に係る室内機吹出口の能力優先モード時における拡大側面断面図で
ある。
【図４】第１実施形態に係る室内機吹出口の通常冷房運転モード時における拡大側面断面
図である。
【図５】第１実施形態に係る室内機の運転停止時における側面に沿った断面図である。
【図６】第２実施形態に係る室内機吹出口の能力優先モード時における拡大側面断面図で
ある。
【図７】第２実施形態に係る室内機吹出口の通常冷房運転モード時における拡大側面断面
図である。
【図８】第２実施形態に係る室内機吹出口の通常暖房運転モード時における拡大側面断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図にお
いて共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
（第１実施形態）
　図１は第１実施形態に係る空気調和機のサイクル構成図である。冷房運転時は、圧縮機
３４より吐出された高温且つ高圧の冷媒は、四方弁３５を介して室外熱交換機３７に流入
する。室外熱交換機３７に流入した冷媒は、室外送風ファン３８によって送られる室外の
空気と熱交換することで、凝縮されて液冷媒となる。液冷媒は、膨張弁３６を通過するこ
とで低温低圧の二相冷媒になり、室内熱交換器５に流入する。室内熱交換器５に流入した
低温低圧の二相冷媒は、室内送風ファン６によって送られる室内の空気と熱交換する。こ
のとき、室内熱交換器５に送られた室内の空気は、室内熱交換器５に流入した低温低圧の
二相冷媒によって冷却され、吹出口３から室内に吐出される。吹出口３から室内に吐出さ
れる空気は、吸込口２における空気の温度よりも低いため、室内の温度を下げることがで
きる。室内熱交換器５で熱交換された冷媒は四方弁３５を介して再び圧縮機３４に戻る。
【００１０】
　圧縮機３４と室外熱交換器３７と室外送風ファン３８と膨張弁３６は室外機に配置され
、室内熱交換器５と室内送風ファン６は室内機１に配置されている。
【００１１】
　図２は第１実施形態に係る室内機の側面に沿った断面図である。空気調和機の室内機１
は、吸込口２と吹出口３とを結ぶ空気通路４と、化粧枠１３と、化粧枠１３に固定され、
室内機前面に配置された化粧パネル１２を備える。さらに、空気調和機の室内機１は、化
粧パネル１２及び化粧枠１３の内部であって、空気通路４に配置された室内熱交換器５と
、化粧パネル１２と室内熱交換器５の間に位置する前面側フィルタ１４ａ、及び、上部化
粧枠１３ａの下方に位置する上面側フィルタ１４ｂから構成されるフィルタ１４を備える
。上面側フィルタ１４ｂの直下には、塵埃が除去された空気と熱交換する室内熱交換器５
が配置され、フィルタ１４によって塵埃が除去された空気がΛ形状（逆Ｖ形状）の室内熱
交換器５に流れる。室内の空気を吸い込む吸込口２は、室内機１本体の上部（化粧パネル
１２及び上面側フィルタ１４ｂの上方）に位置し、吸込口２から吸い込まれた空気は塵埃
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を除去する上面側フィルタ１４ｂに流れる。
【００１２】
　化粧パネル１２の下方には吹出口３が設けられ、熱交換された空気が吹出口３から室内
機１の前方に吹き出される。室内送風ファン（送風用貫流ファン）６は、吸込口２から室
内熱交換器５を経由して吹出口３へ向かう空気通路４であって、室内熱交換器５の下流側
に配置され、吹出口３から熱交換された空気を吹き出す。
【００１３】
　キャビネット１５が壁面に固定される。室内熱交換器５の下側には、室内熱交換器５で
結露した水を受けるドレンパン１６が配置される。キャビネット１５及びドレンパン１６
により、ファン６の下流側の空気通路４を発生させるための下流側風洞１７が構成されて
いる。
【００１４】
　下流側風洞１７の上側には上側ケーシング１８、下側には下側ケーシング１１が配置さ
れる。上側ケーシング１８は吹出口３の上部を構成し、下側ケーシング１１は吹出口３の
下部を構成する。
【００１５】
　また、下流側風洞１７のファン６側とは反対側の端面が吹出口３となる。左右風向板３
３、下流側風洞１７の下側に配置された下側上下風向板１０と、下流側風洞１７の上側に
配置された上側上下風向板９が吹出口３に配置されている。ここで、吹出口３に配置には
、吹出口３の近傍の下流側風洞１７に配置される場合が含まれる。下側上下風向板１０は
、制御部によって、運転停止時に吹出口３を閉じ、冷房運転時や暖房運転時に吹出口３を
開ける。
【００１６】
　上側上下風向板９は風路の中に配置されているため、冷房運転時上側上下風向板９の上
面と下面に流れる空気に温度差が生じないため、上下風向板９が結露することはない。
【００１７】
　一方、下側上下風向板１０は上面と下面で温度差が生じるため、結露が生じる。そのた
め、下側上下風向板１０の上面と下面の熱の伝達を防ぐため、下側上下風向板１０は熱抵
抗が大きいウレタンフォームなどの断熱材２８を挟んで構成される。
【００１８】
　次に、上下風向板の動作について、図３、図４を用いて説明する。図３は、第１実施形
態に係る室内機吹出口の能力優先モード時における拡大側面断面図である。能力優先モー
ドについては、冷房運転時または暖房運転時の設定温度と室内温度との差が大きく、大き
な冷房能力または暖房能力が必要となる場合に使用する。
【００１９】
　例えば、冷房運転または暖房運転の運転開始時に設定温度と室温が所定以上の差がある
ときに使用する。冷房能力および暖房能力は吸込口２と吹出口３の温度差と風量の積で決
定され、風量が多い方がより冷房能力・暖房能力は高くなる。このとき室内送風ファン６
の回転数を上昇させることで風量は多くなるが同時に騒音も上昇する。つまり送風効率を
上げることができれば低騒音で能力を上昇させることができる。
【００２０】
　能力優先モード時には、下側上下風向板の軸２１を中心に下側上下風向板１０を回動し
、下側上下風向板１０の上流側端部上面２６ａが下側ケーシング１１の延長線上又は下側
ケーシング１１の延長線より下方に位置するように配置される。これにより、下流側風洞
１７を通過する冷風２２または温風２３の送風抵抗が小さくでき、吹き出し風量を低下さ
せることなく、効率良く室内に冷風２２または温風２３を送り出すことができる。上側上
下風向板９及び下側上下風向板１０については、ステップモータ２４などの駆動部品２５
により上側上下風向板の軸２０及び下側上下風向板の軸２１を中心に回動する。下側上下
風向板１０の上面とは、下側上下風向板１０のうち上側上下風向板９側の面をいう。
【００２１】
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　下側ケーシング１１及び下側上下風向板１０の側面に沿った断面形状については、下側
上下風向板１０が下側ケーシング１１の略延長線上であれば、直線形状でも曲線形状でも
よい。なお、下側上下風向板１０の上流側端部上面２６ａが下側ケーシング１１の延長線
上になるよう配置するほうが好ましい。
【００２２】
　下側上下風向板１０は上下風向板軸２１を中心に回動するため、下側上下風向板１０と
下側ケーシング１１は干渉しない程度のクリアランスが必要である。クリアランスは下側
上下風向板１０の製品寸法のばらつきや反りの管理値以上にする必要があるが、下側上下
風向板１０をディフューザとして使用するためにはクリアランスは極力小さい方がよい。
クリアランスが大きいとクリアランス部分から冷風２２または温風２３が漏れてしまい本
来静圧として回収される動圧が周囲の空気に運動エネルギを与えてしまい静圧回収が有効
に行われなくなる。
【００２３】
　クリアランスが十分に小さい場合、ベルヌーイの定理から吹出口３は室内機１の周囲の
圧力よりも小さくなるので、クリアランス部分は吹出口３に流入する流入空気３９の流れ
（下方から上方に向かう流れ）が生じる。
【００２４】
　しかし、クリアランスが大きくなると、下側ケーシング１１に沿って流れる冷風２２・
温風２３が拡散しようとする流れが、吹出口３に流入する流れに勝り、クリアランス部分
から冷風２２または温風２３が漏れてしまい、周囲の空気に運動エネルギを与えてしまう
。また、流入空気３９も運動エネルギを与えられるので少ない方がよい。以上の理由から
前記クリアランスは小さい方が望ましく、静圧回収を有効に行うためにはクリアランスは
２ｍｍ以下にすることが好ましい。
【００２５】
　なお、上側上下風向板９については、送風抵抗を小さくするため、下側上下風向板１０
に略平行の姿勢とすることが好ましい。
【００２６】
　図４は、第１実施形態に係る室内機吹出口の通常冷房運転モード時における拡大側面断
面図である。通常冷房運転モードは、大きな冷房能力を必要としない場合や、室内空気の
湿度が高い場合に使用する。下側上下風向板１０には熱抵抗が大きいウレタンフォーム等
の断熱材２８が挟まれ構成されているが、長時間下側上下風向板１０の上面と下面で温度
差を生じている場合や、湿度が高い状態が続くと下側上下風向板１０が結露する懸念が生
じる。
【００２７】
　そこで、本実施例では、設定温度と室温の差が所定の値以下の場合、または湿度が所定
の値以上の時に、通常冷房運転モードとし、下側上下風向板１０の上流側端部上面２６ａ
が下側ケーシング１１の延長線より上方に位置するよう下側上下風向板１０を配置する。
通常冷房運転モードにおける下側上下風向板１０と下側ケーシング１１の間の距離は、能
力優先モードにおける下側上下風向板１０と下側ケーシング１１の間の距離より長い。
【００２８】
　温度の低い空気は、室内の低い位置に停留しやすい。低温の空気が、室内の低い位置に
停留すると、使用者の足元のみが冷え、使用者に不快感を与える恐れがある。通常冷房運
転モード時は、空気調和機の室内機１から室内の高い位置に冷風２２を吹き出し、室内全
体の温度を下げることが望ましい。このため、能力優先モード時の下側上下風向板１０の
位置より、下側上下風向板の軸２１を中心に５～２５°上方に回動させた位置を、通常冷
房運転モード時の下側上下風向板１０の位置とする。上側上下風向板９については、送風
抵抗を小さくするため、下側上下風向板１０に略平行の姿勢とすることが好ましい。
【００２９】
　下側ケーシング１１の下流側には、下側上下風向板の上流側端部２６が位置する。この
とき、下側上下風向板１０と下側ケーシング１１の間に所定の隙間を設けているため、流
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入空気３９の流れよりも冷風２２が拡散しようとする流れが勝る。このため、下側ケーシ
ング１１に沿って冷風２２が流れ、下側上下風向板の上流側端部２６で下側上下風向板１
０の上側と下側に分かれて流れていく。下側上下風向板１０の下側にも冷風２２が流れる
ため、下側上下風向板１０の上側も下側も略均一に冷やされる。これにより、下側上下風
向板１０の表面への結露を抑制することができる。
【００３０】
　下側上下風向板の軸２１は下側上下風向板１０の上流側で上側ケーシング１８と下側ケ
ーシング１０との間に位置する。下側上下風向板の軸２１と下側上下風向板１０の間の距
離は、通常冷房運転モードにおける下側上下風向板１０と下側ケーシング１１の間の距離
より長い。具体的には、下側上下風向板１０の上流側端部２６と下側ケーシング１１との
間の隙間は、５～１５ｍｍとすることが好ましい。これにより、通常冷房運転モード時に
下側上下風向板１０の下側にも冷風２２が供給されやすくなる。
【００３１】
　下側上下風向板１０については、下側上下風向板の上流側端部下側２６ｂにＣカット面
または曲面形状としても良い。これにより、通常冷房運転モード時に下側上下風向板１０
の下側に沿って流れる冷風２２が、抵抗なく、よりスムーズに流れるようになる。
【００３２】
　下側上下風向板１０については、中空構造とし、内部に断熱材２８を備えた構造として
も良い。これにより、下側上下風向板１０表面への結露の抑制効果を高めることができる
。
【００３３】
　能力優先モードと通常冷房運転モードの切り替えは、使用者が実施する。また空気調和
機の室内機１に備えた湿度センサ３２によって、検知した湿度が予め設定された湿度（所
定値）に達した場合に、自動で能力優先モードと通常冷房運転モードを切り替えても良い
。湿度センサ３２に加え、又は、湿度センサ３２の代わりに、温度センサ３１の検出値に
応じて、能力優先モードと通常冷房運転モードを切り替えても良い。
【００３４】
　運転開始直後は、結露が発生しないこと、及び、急速に室内を冷やす必要があることか
ら、運転開始から所定時間は湿度センサ３２又は湿度センサ３２の検出値に係らず、強制
的に能力優先モードを実行してもよい。
【００３５】
　なお、能力優先モードにおいて、室内送風ファン６の回転数を所定の値に変更してもよ
いし、能力優先モードの通常冷房運転モードの切り替えによって、室内送風ファン６の回
転数を変えないようにしてもよい。
【００３６】
　能力優先モードと通常冷房運転モードとは、必ずしも使用者が設定できる特定の運転モ
ードを構成する場合に限らず、１つの冷房運転モードにおいて、室温センサ３１や湿度セ
ンサ３２で検出された値に応じて、下側上下風向板１０の位置を、能力優先モードにおけ
る下側上下風向板１０の位置と、通常冷房運転モードにおける下側上下風向板１０の位置
とに切り替えるよう構成してもよい。
【００３７】
　このように本発明の第１実施形態によれば、空気調和機の室内機１において、室内空気
を効率良く冷やす能力優先モードを備えつつ、室内空気の湿度が著しく高い場合には、通
常冷房運転モードにより上下風向板１０表面への結露を抑制することができる。
【００３８】
　図５は、第１実施形態に係る室内機の運転停止時における側面に沿った断面図である。
本実施形態における上側上下風向板９及び下側上下風向板１０は、室内機１の筐体に沿う
ように曲線形状としている。そのため、空気調和機の運転停止時に、上側上下風向板９及
び下側上下風向板１０の下面が室内機１の意匠の一部となり、意匠面にも優れた構成にす
ることができる。
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【００３９】
　空気調和機の運転停止時に図５に示すように、下側上下風向板１０の下面が室内機１の
意匠外観を構成する表面の一部となり、通常冷房運転モード時に下側上下風向板１０を図
４に示す位置とし、能力優先モード時に図３に示す位置とするために、下側上下風向板１
０の回動する下側上下風向板の軸２１は、下側上下風向板１０よりも風上側であって、下
側ケーシング１１と上側ケーシング１８の間に配置している。
【００４０】
　ディフューザとして静圧回収を目的とする場合、下側上下風向板１０は長いほど効果が
得られるが、下側上下風向板の軸２１と離れているため、上下風向板１０を回動させるた
めには大きなトルクが必要になる。下側上下風向板１０を回動させるステップモータ２４
のトルクが不足した場合、減速機を介せばトルクを上昇させることができるが、減速比が
大きければ大きいほど減速機が大きくなる。つまり、下側上下風向板１０をディフューザ
として使用する場合、ディフューザの効果を最大限得る構造は、減速機が室内機１に収ま
る大きさで減速比を大きくし、下側上下風向板１０を回動させることができるトルクの上
限まで下側上下風向板を長くすることである。なお、ステップモータ２４及び減速機を下
側ケーシング１１の背面側で、且つ、下部化粧枠１３ｂの上方に位置させてもよい。ステ
ップモータ２４及び減速機が気流の障害になるのを避けつつ、下側上下風向板の軸２１の
トルクを上昇させることができる。なお、下側ケーシング１１の背面側とは、下流側風洞
１７の背面側の空間をいう。
（第２実施形態）
　第２実施形態が、第１実施形態と異なる点は、第２実施形態の下側ケーシング１１が、
第１傾斜部２９と、第１傾斜部２９より下流側（先端側）に位置する第２傾斜部３０を有
する点である。第２傾斜部３０は、第１傾斜部２９に比べて、先端側が床面方向に傾斜し
ている。
【００４１】
　次に、第２実施形態の上下風向板の動作について、図６乃至図８を用いて説明する。図
６は、第２実施形態に係る室内機吹出口の能力優先モード時における拡大側面断面図であ
る。能力優先モード時には、下側上下風向板の軸２１を中心に下側上下風向板１０を回動
し、下側上下風向板１０の上面が前記下側ケーシング１１の第１傾斜部２９の延長線上又
は前記下側ケーシングの延長線より下方に位置する。これにより、下流側風洞１７を通過
する熱交換された冷風２２または温風２３の送風抵抗が小さくなるため、吹き出し風量が
低下することなく、効率良く室内に冷風２２または温風２３を送り出すことができる。上
側上下風向板９及び下側上下風向板１０については、第１実施形態と同様に、ステップモ
ータ２４などの駆動部品２５により回動する。
【００４２】
　下側ケーシング１１の第１傾斜部２９及び下側上下風向板１０の側面に沿った断面形状
については、下側上下風向板１０が下側ケーシング１１の第１傾斜部２９の略延長線上で
あれば、直線形状でも曲線形状でも可とする。このときに、下側上下風向板の上流側端部
２６と下側ケーシング１１の第１傾斜部２９との間の隙間については、第１実施携帯同様
２ｍｍ以下と小さい方が好ましい。
【００４３】
　上側上下風向板９についても、送風抵抗を小さくするため、下側上下風向板１０に略平
行の姿勢とすることが好ましい。
【００４４】
　図７は、第２実施形態に係る室内機吹出口の通常冷房運転モード時における拡大側面断
面図である。通常冷房運転モードは、大きな冷房能力を必要としない場合や、室内空気の
湿度が高い場合に使用する。
【００４５】
　第１実施形態と同様に、能力優先モード時の下側上下風向板１０位置より、下側上下風
向板の軸２１を中心に５～２５°上方に回動させた位置を、通常冷房運転モード時の下側
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上下風向板１０の位置とする。上側上下風向板９については、送風抵抗を小さくするため
、下側上下風向板１０に略平行の姿勢とすることが好ましい。
【００４６】
　下側上下風向板の上流側端部上面２６ａが下側ケーシング１１の第１傾斜部２９の延長
線より上方に位置する。このため、下側ケーシング１１の第１傾斜部２９に沿って流れる
冷風２２については、下側上下風向板の上流側端部２６で下側上下風向板１０の上側と下
側に分かれて流れていく。このとき、冷風２２の一部はコアンダ効果によって第１傾斜部
２９から第２傾斜部３０、下側上下風向板１０の下側に沿って第１実施形態よりも効果的
に下側上下風向板１０の下側にも冷風が流れるため、下側上下風向板１０の上側も下側も
略均一に冷やされる。これにより下側上下風向板１０の表面への結露を抑制できる。
【００４７】
　前記下側上下風向板の上流側端部２６と下側ケーシング１１の第１傾斜部２９との間の
隙間については、５～１５ｍｍとすることが好ましい。これにより、通常冷房運転モード
時に下側上下風向板１０の下側にも冷風が供給されやすくなる。
【００４８】
　下側上下風向板１０については、下側上下風向板の上流側端部下側２６ｂにＣカット面
または曲面形状としても良い。これにより、通常冷房運転モード時に下側上下風向板１０
の下側に沿って流れる冷風２２が、抵抗なく、よりスムーズに流れるようになる。
【００４９】
　前記下側上下風向板１０については、中空構造とし、内部に断熱材２８を備えた構造と
しても良い。これにより、下側上下風向板１０表面への結露の抑制効果を高めることがで
きる。
【００５０】
　図８は、第２実施形態に係る室内機吹出口の通常暖房運転モード時における拡大側面断
面図である。通常暖房運転モードは、大きな暖房能力を必要としない場合や、室内空気の
温度が設定温度に近づいた場合に使用する。温度の高い空気は、室内の高い位置に停留し
やすい。高温の空気が、室内の高い位置に停留すると、使用者の頭部付近の空気が高温と
なり、使用者の足元は暖かくならず、不快感を与える恐れがある。通常暖房運転モード時
は、空気調和機の室内機１から室内の低い位置に温風２３を吹き出し、使用者の足元から
暖めることが望ましい。このため、通常暖房運転モード時には、下側上下風向板の軸２１
を中心に前記下側上下風向板１０を回動し、前記下側上下風向板１０の上面が前記下側ケ
ーシング１１の第２傾斜部３０の延長線上又は第２傾斜部３０の延長線より下方となるよ
うに配置する。このときの下側上下風向板１０位置は、前記能力優先モード時の下側上下
風向板１０位置より、軸を中心に５～３０°下方に回動させた位置とするのが望ましい。
上側上下風向板９については、下側上下風向板１０に略平行の姿勢とすることが望ましい
。
【００５１】
　温風２３は下側ケーシング１１を沿って流れ下側ケーシングの第１傾斜部、下側ケーシ
ングの第２傾斜部を経てコアンダ効果によって下側上下風向板１０の上面を沿って流れ室
内の低い位置に温風２３を吹き出す。
【００５２】
　下側上下風向板１０をディフューザとして下側ケーシング１１の延長線上となるように
配置しているが、上側上下風向板９を上側ケーシング１８の延長線上となるように配置し
ても同様にディフューザとしての効果を得ることができる。しかしながら、冷風２２・温
風２３は下側ケーシング１１に沿って流れるため下側上下風向板１０と同等のディフュー
ザとしての効果は得られない。
【００５３】
　空気調和機の運転停止時は図５に示すように下側上下風向板１０の下面が室内機１の意
匠の一部となり、通常冷房運転モード時に下側上下風向板１０を図４若しくは図７に示す
位置とし、能力優先モード時に下側上下風向板１０を図３若しくは図６に示す位置とし、
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通常暖房運転モード時に下側上下風向板１０を図８に示す位置にするために、下側上下風
向板１０の回動する下側上下風向板の軸２１は、下側上下風向板１０よりも風上側であっ
て、下側ケーシング１１と上側ケーシング１８の間に配置している。
【００５４】
　第１実施形態と同様に、能力優先モードと通常冷房運転モードと通常暖房運転モードの
切り替えは、使用者が実施する。また、空気調和機の室内機１に備えた室温センサ３１と
湿度センサ３２によって、検知した室温と湿度によって、予め設定された室温・湿度に達
した場合に、自動で能力優先モードと通常冷房運転モードと通常暖房運転モードを切り替
えても良い。
【００５５】
　冷房運転開始時に能力優先モードは設定温度と室温が所定以上の差があるときに使用し
、所定の温度差以内であれば通常冷房運転モードとなる。
【００５６】
　能力優先モードから通常冷房運転モードへの遷移は設定温度と室温の差が所定の値以下
の場合、または所定の時間中湿度が所定の値以上の時通常冷房運転モードの上下風向板の
位置にし、下側上下風向板の１０の下面に風を流し上面と下面の温度差をなくすことで結
露を防止する。
【００５７】
　暖房運転開始時における能力優先モードは設定温度と室温が所定以上の差があるときに
使用し、所定の温度差以内であれば通常暖房運転モードとなる。
【００５８】
　能力優先モードから通常暖房運転モードへの遷移は設定温度と室温の差が所定の値以下
の場合通常暖房運転モードの上下風向板の位置にし、空気調和機の室内機１から室内の低
い位置に温風２３を吹き出し、使用者の足元を温める。
【００５９】
　第２実施形態により、空気調和機の室内機１において、室内空気を効率良く冷やす、ま
たは効率良く暖める能力優先モードを備えつつ、室内空気の湿度が著しく高い冷房運転時
には、通常冷房運転モードにより上下風向板１０表面への結露を抑制することができる。
さらに通常暖房運転モード時には、下側ケーシング１１近傍の送風抵抗を小さくし、風量
の低下を抑えることができる。
【００６０】
　尚、本発明は、実施形態の個々に限定されることはなく、また、上述した実施形態を適
宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１　室内機
２　吸込口
３　吹出口
４　空気通路
５　室内熱交換器
６　室内送風ファン
９　上側上下風向板
１０　下側上下風向板
１１　下側ケーシング
１２　化粧パネル
１３　化粧枠
１３ａ　上部化粧枠
１３ｂ　下部化粧枠
１４　フィルタ
１４ａ　前面側フィルタ
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１４ｂ　上面側フィルタ
１５　キャビネット
１６　ドレンパン
１７　下流側風洞
１８　上側ケーシング
２０　上側上下風向板の軸
２１　下側上下風向板の軸
２２　冷風
２３　温風
２４　ステップモータ
２５　駆動部品
２６　下側上下風向板の上流側端部
２６ａ　下側上下風向板の上流側端部上側
２６ｂ　下側上下風向板の上流側端部下側
２８　断熱材
２９　第１傾斜部
３０　第２傾斜部
３１　室温センサ
３２　湿度センサ
３３　左右風向板
３４　圧縮機
３５　四方弁
３６　膨張弁
３７　室外熱交換機
３８　室外送風ファン　
３９　流入空気
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