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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天面に吸込口と底面に吹出口を設けた筐体は、前記筐体の前面を覆う開閉パネルと、前
記吹出口を閉塞するディフューザとを備え、前記筐体内には、送風ファンと熱交換器を配
置し、前記送風ファンに空気を導く背面側のリアガイダから前記吹出口までを結ぶ下壁と
、前面側のスタビライザから前記吹出口までを結ぶ上壁とを有する送風路を形成するケー
シングを備えた空気調和機において、
　前記ケーシング内には、前記開閉パネルの背面側の下方に設けた軸支部と、前記ケーシ
ングの前記上壁に設けたレールと、前記軸支部と前記レールに前後端がそれぞれ軸支され
たスライド板を有し、
　運転時には前記開閉パネルは上端を支点として下部が前方へ移動するとともに、前記開
閉パネルの移動により前記スライド板は牽引されて前記上壁の前記レールに沿って前方へ
移動し、前記開閉パネルと前記ケーシングの間を連結して前記上壁を仮想的に延長された
位置に収まり、前記ディフューザは前記下壁が下方へ延長された状態となるように回動す
ることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記スライド板は前記空気調和機の運転停止時に前記送風路内に収納されることを特徴
とする請求項１に記載の空気調和機。
　
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機に係り、特に吹出口の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室内機は、送風ファンから吹出口までを結ぶ送風路が必要である。また送
風路を長くすれば、吹出口から吹き出した風を遠くまで送ることができる。
　そこで運転停止時は、上下風向板が二重三重と重なって吹出口内に収納され、運転が開
始されると、上下風向板が前方に連なるように突出することで送風路が延長されるように
なり、吹き出した風を遠くまで送るものがある。（例えば特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１６４０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　昨今は、運転停止時だけでなく、運転時も設置する室内空間に調和する美観の優れたデ
ザインが好まれている。しかしながら、特許文献１では、運転時に室内機の本体から上下
風向板が連なるように突出するため見苦しく、美観を大いに損ねている。
【０００５】
　本発明は以上述べた問題点を解決し、運転時に送風路が延長することで吹き出した風を
遠くまで送ることができ、かつ美観に優れた外観を備えた空気調和機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために本発明は、天面に吸込口と底面に吹出口を設けた筐体は
、前記筐体の前面を覆う開閉パネルと、前記吹出口を閉塞するディフューザとを備え、前
記筐体内には、送風ファンと熱交換器を配置し、前記送風ファンに空気を導く背面側のリ
アガイダから前記吹出口までを結ぶ下壁と、前面側のスタビライザから前記吹出口までを
結ぶ上壁とを有する送風路を形成するケーシングを備えた空気調和機において、前記ケー
シング内には、前記開閉パネルの背面側の下方に設けた軸支部と、前記ケーシングの前記
上壁に設けたレールと、前記軸支部と前記レールに前後端がそれぞれ軸支されたスライド
板を有し、運転時には前記開閉パネルは上端を支点として下部が前方へ移動するとともに
、前記開閉パネルの移動により前記スライド板は牽引されて前記上壁の前記レールに沿っ
て前方へ移動し、前記開閉パネルと前記ケーシングの間を連結して前記上壁を仮想的に延
長された位置に収まり、前記ディフューザは前記下壁が下方へ延長された状態となるよう
に回動することを特徴とする。
　
【発明の効果】
【０００７】
　上記のように構成した本発明の空気調和機は、運転時に送風路が延長することで吹き出
した風を遠くまで送ることができ、かつ美観に優れた外観を備えた空気調和機となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明による空気調和機の室内機の運転停止時の外観図で、（ａ）は斜視図で、
（ｂ）は側面図である。
【図２】本発明による空気調和機の室内機の運転時の外観図で、（ａ）は斜視図で、（ｂ
）は側面図である。
【図３】本発明による空気調和機の室内機の運転停止時の縦断面図である。
【図４】本発明による空気調和機の室内機の運転時の縦断面図で、（ａ）は冷房運転時を
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示し、（ｂ）は暖房運転時を示す。
【図５】（ａ）はケーシングとスライド板の部分拡大図で、（ｂ）は（ａ）のＸ部拡大図
である。
【図６】ケーシングとスライド板を組み合わせた図５のＡ－Ａ断面図で、（ａ）スライド
板の移動時を示し、（ｂ）は移動終了時を示し、（ｃ）はスライド板の後方切欠部の拡大
図で、（ｄ）は駆動軸の拡大図である。
【図７】第１側板と第２側板を示す図で、（ａ）は側面図で、（ｂ）は開閉パネルを外し
た部分正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための形態を、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】
　本発明に係わる空気調和機は、屋外に設置される室外機（図示なし）と、空調室内に設
置される室内機１とが冷媒配管を介して接続されて冷凍サイクルを構成する。図１（ａ）
は空調室の天井Ｔ近くの壁面Ｋに取り付けられた運転停止時の室内機１の外観図であり、
図１（ｂ）は側面図である。また、図２（ａ）は運転時の室内機１の外観図であり、図２
（ｂ）は側面図である。図３は室内機の縦断面図である。室内機１は、横長の直方体状に
形成された筐体１０を有する。また、室内機１は、横長の直方体状に限定はされず、前面
の一部がフラット形状であればよい。
【００１１】
　なお、図１において室内機１の壁面Ｋ側にある面を背面とし、その対面を前面とし、天
井Ｔ側にある面を天面とし、天面の対面を底面とし、図１の右側の側面を右側面とし、右
側面の対面を左側面として以下説明する。また、内部部品についても同様に説明する。
【００１２】
　筐体１０の前面と左右側面は垂直方向に伸びる平滑な面でなり、天面は水平方向に伸び
る平滑な面でなり、底面は背面側から前面側にかけて上方に傾斜した平滑な傾斜面でなり
、全体に箱型に形成されている。
　筐体１０の前面側は開閉パネル２０で覆われる。筐体１０の左右側面と、天面と、底面
の背面側の約半分は本体パネル１１で覆われる。本体パネル１１の天面（上部）は開口部
を備え、これが吸込口１２となる。本体パネル１１の底面で開閉パネル２０側には開口部
を備え、これが吹出口１３となる。吹出口１３は運転停止時にディフューザ４０で閉塞さ
れる。
【００１３】
　筐体１０の内部には、図３に示すように筐体１０の長手方向と平行に配置されたクロス
フローファン型の送風ファン１４と、送風ファン１４の周囲を囲む２段の前方熱交換器１
５１と後方熱交換器１５２とからなる熱交換器１５とを備える。熱交換器１５と吸込口１
２の間にはフィルタ１６を備える。また、吸込口１２と吹出口１３を結ぶ送風路１７の送
風ファン１４から吹出口１３までを形成するケーシング３０を備える。
　送風ファン１４は筐体１０内の右側で図示しないファンモータに軸支される。ファンモ
ータの上部には図示しない電装品箱を備える。ファンモータと電装品箱はファンモータカ
バー１１１で覆われている。ファンモータと熱交換器１５はケーシング３０に支持される
。ケーシング３０は、送風ファン１４に空気を導く背面側のリアガイダ３１１から吹出口
１３までを結ぶ下壁３１と、送風ファン１４に空気を導く前面側のスタビライザ３２１か
ら吹出口１３までを結ぶ上壁３２とで送風路１７の一部を形成する。上壁３２は前方熱交
換器１５１のドレンパン３２２を兼ね、下壁３１のリアガイダ３１１から背面側に延出す
る壁が後方熱交換器１５２のドレンパン３１２となる。
【００１４】
　送風ファン１４と吹出口１３の間の送風路１７内には左右風向板１８が設けられる。左
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右風向板１８は送風ファン１４の軸方向に対し垂直方向に平行に複数配置され、左右風向
板１８の前方が駆動軸（図示なし）に軸支され、左右風向板１８の後方が下壁３１に軸支
される。駆動軸（図示なし）が左右へ移動することで左右風向板１８の前方が左右に移動
して、吹出口１３から吹き出される空気の流れを左右方向に偏向する。
　また、送風路１７内には上下風向板１９が設けられる。上下風向板１９は吹出口１３と
同幅の平板状で両端がケーシング３０に軸支され、運転時には片側の軸が図示しないモー
タにより回動して図４のように吹き出した風を導く。また、運転停止時にはケーシング３
０内に収まる。
【００１５】
　室内機１０は図示しないファンモータにより送風ファン１４が回転することで吸込口１
２から取り入れられた室内空気を、熱交換器１８で冷媒と熱交換して冷気または暖気を生
成し、ディフューザ４０と左右風向板１８と上下風向板１９で風向を調整して吹出口１３
から空調室に吹き出す。
【００１６】
　開閉パネル２０は、背面側の上方に回動アーム２１を備える。また本体パネル１０には
回動アーム２１に当接するギア１０１を備える。回動アーム２１とギア１０１のそれぞれ
の当接面は開閉パネル２０の背面上端角部２０ａを中心とした円弧状に形成される。回動
アーム２１は図示しないモータによりギア１０１との当接面を移動することで開閉パネル
２０の背面上端角部２０ａが回動の軸となる。
　また、開閉パネル２０は、背面側の下方に軸支部２２を備える。軸支部２２は開閉パネ
ル２０と後述するスライド板２３の一端を軸支する。軸支部２２は中央に１か所でもよい
が、左右、中央それぞれに複数配置してもよい。
【００１７】
　図４に示すようにケーシング３０内には、ケーシング３０の前面側の上壁３２と前面パ
ネル２０とを連結するスライド板２３を備える。スライド板２３は、吹出口１３と同幅の
平板状に形成される。スライド板２３は運転停止時には、図３に示すように送風路１７内
に収納されている。スライド板２３は図５と図６に示すように前端に前述した軸支部２２
に対向する位置に前方切欠部２３１を有し前方切欠部２３１の中に軸部２３２を備える。
　また、スライド板２３は、後端に後方切欠部２３３を備える。後方切欠部２３３の中に
は、駆動軸２４が軸支されている。図６（ｃ）と図６（ｄ）に示すように駆動軸２４は小
判型でなり両端のそれぞれの円弧の中心に軸２４ａと軸２４ｂを備える。一端の軸２４ａ
は後方切欠部２３３に軸支され、一端の軸２４ｂは後述するレール３３の溝部３３１に軸
支される。駆動軸２４は中央に１か所でもよいが、左右、中央それぞれに複数配置しても
よい。
【００１８】
　図６（ａ）と図６（ｂ）に示すようにケーシング３０の上壁３２にはスライド板２３の
駆動軸２４に対向する位置にレール３３を備える。レール３３は上壁３２に直線状に溝を
設けたものであり、運転停止時に図３の駆動軸２４が収まる位置から、上壁３２の前方の
端まで設ける。レール３３の側面には溝部３３ａを備え、回動軸２４の軸２４ｂを軸支す
る。
【００１９】
　室内機１の運転が開始されると、開閉パネル２０は、図４に示すように背面上端角部２
０ａを回動の軸として回動アーム２１が移動して、開閉パネル２０の下端２０ｂが筐体１
０よりも前方へ例えば９°移動する。これにより開閉パネル２０と筐体１０の間で前方熱
交換器１５１の前には空間ができて、吸込口１２から前方熱交換器１５１に至る通風路Ｓ
が形成される。通風路Ｓにより吸込口１２から吸い込まれた空気は前方熱交換器１５１の
下方まで導かれることが可能となる。
　開閉パネル２０の移動に合わせ軸支部２２に軸支されているスライド板２３は前方へ牽
引される。この時、図６（ａ）に示すように後方切欠部２３３に軸支されている駆動軸２
４はレール３３に沿って移動する。開閉パネル２０が前方へ９°移動したときにはスライ
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ド板２３は図４と図６（ｂ）に示すように開閉パネル２０とケーシング３０の間を連結す
るように収まる。スライド板２３は、開閉パネル２０とケーシング３０の間を連結するこ
とで通風路Ｓの下端を塞ぐ。
　この状態においては、スライド板２３はケーシング３０の上壁３２が仮想的に延長され
た位置に収まる。これにより送風路１７が延長された状態となり、吹き出す風が遠くまで
届くようになる。
【００２０】
　次に、ディフューザ４０について説明する。図１、図４に示すようにディフューザ４０
は、筐体１０と同幅の平板状に形成される。ディフューザ４０はケーシング３０の下壁３
１の吹出口１３側の下端３１ａに接してここを回動の軸のようにして図示しない駆動機構
により回動する。運転停止時は図３に示すようにディフューザ４０の前端４０ａが開閉パ
ネル２０と接して吹出口１３を塞ぎ、運転が開始されるとディフューザ４０が下方に回動
し吹出口１３が開放される。冷房運転時は図４（ａ）に示すようにディフューザ４０はス
ライド板２３とほぼ平行となる位置まで回動する。この時、吹出口１３内にある上下風向
板１９もスライド板２３とほぼ平行となる位置まで回動する。ディフューザ４０により下
壁３１が前方に長く延長された状態となり、スライド板２３と合わせ送風路１７が前方に
向けて延長された状態となり、吹出口１３から吹き出す風が前方に遠くまで吹き出される
ようになる。
　暖房運転時は図４（ｂ）に示すようにディフューザ４０は下壁３１が下方へ延長された
状態となる位置まで回動する。この時、吹出口１３内にある上下風向板１９もディフュー
ザ４０とほぼ平行となる位置まで回動する。ディフューザ４０により下壁３１が下方へ長
く延長された状態となり、上下風向板１９と合わせ送風路１７が下方へ延長された状態と
なり、吹出口１３から吹き出す風が下方へ向けて吹き出されるようになる。
【００２１】
　図７（ａ）は右側面の内部を示す図で、図７（ｂ）は開閉パネル２０を外した状態の部
分正面図である。図７（ａ）に示す室内機１の運転停止状態において、開閉パネル２０の
左右端には裏面から背面側に向かって第１側面パネル５０がそれぞれ立設する。また、デ
ィフューザ４０の裏面の左右端には天面側に向かって第２側面パネル６０がそれぞれ立設
する。第１側面パネル５０と第２側面パネル６０は平板状である。
本体パネル１１は、本体パネル１１の左右側面を構成する左側面板１１２と右側面板１１
３の内側で、前面側が開口して戸袋状となった収納部７０を備える。第１側面パネル５０
と第２側面パネル６０は収納部７０内に収納される。これにより、運転停止時は第１側面
パネル５０と第２側面パネル６０と収納部７０が視認されることはない。
【００２２】
　第１側面パネル５０は開閉パネル２０と同じ高さで上端が狭く下端が広い三角形状に形
成される。運転が開始され、開閉パネル２０が前方に移動した時に、図２（ｂ）に示すよ
うに背面側の一部が収納部７０に残った状態で、開閉パネル２０の移動に合わせて前方へ
移動する。同様に、第２側面パネル６０は半径をディフューザ４０の奥行の幅に合わせた
前方に広がる扇形に形成される。運転が開始され、ディフューザ４０が下方に移動した時
に、天面側の一部が収納部７０に残った状態で、ディフューザ４０の移動に合わせて下方
へ移動する。これにより運転時でも室内機の内部と収納部７０は視認されることはない。
【００２３】
　室内機１は、運転停止時には図１に示すように、本体パネル１１と開閉パネル２０とデ
ィフューザ４０で覆われた箱型となる。吹出口１２はディフューザ４０に閉塞されている
ことで視認されない。この時、本体パネル１１と開閉パネル２０とディフューザ４０の部
品の合わせ目は箱型の稜線上に設けているため、部品の合わせ目を使用者に意識させるこ
とがない。
　また、開閉パネル２０の背面側には送風路１７を形成するケーシング３０の上壁３２に
取り付けられたスライド板２３が収納されていることで送風路１７を短くできる。これに
より室内機１は従来よりも小型のコンパクトなサイズにすることが可能となる。
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　小型のコンパクトなサイズとなった室内機１は見るものに空調室の空間に馴染んで見え
る。また、部品の合わせ目を箱型の稜線上に設けたことで、部品の合わせ目を意識させな
い優れた美観を備えたデザインを印象づけることができる。
【００２４】
　室内機１が運転を開始すると、開閉パネル２０は回動アーム２１により開閉パネル２０
の背面上端角部２０ａを回動の軸として前方へ９°移動する。開閉パネル２０の移動によ
りスライド板２３が牽引されて上壁３２のレール３３に沿って前方へ移動し、開閉パネル
２０とケーシング３０の間を連結するように収まり送風路１７を延長させる。また、開閉
パネル２０の移動に合わせ第１側面パネル５０も前方へ移動する。
　また、室内機１が運転を開始すると、ディフューザ４０も下方へ回動する。ディフュー
ザ４０は、下壁３１を延長させる作用があり、結果、送風路１７が延長される。ディフュ
ーザ４０の移動に合わせ第２側面パネル６０も下方へ移動する。
　この構成により、吹出口１３はスライド板２３とディフューザ４０で延長され、さらに
第１側面パネル５０と第２側面パネル６０で側面方向も覆われることで、送風路１７が筒
状に延長される。筒状となることで吹き出された空気はより遠くまで届くことが可能とな
る。
　また、吹出口１３がスライド板２３とディフューザ４０と第１側面パネル５０と第２側
面パネル６０で覆われる。上下風向板１９の先端は側面視で第２側面パネル６０の扇形の
円弧の端よりも筐体１０側に位置することで、第２側面パネル６０で隠され、吹出口１３
内部も視認しづらくなる。上下風向板１９が筐体１０から突出したように見えないことで
運転時でも美観が得られる。
【００２５】
　また、図４（ａ）に示すように開閉パネル２０の下端２０ｂが前方へ移動することで、
開閉パネル２０の裏面と筐体１０の間で前方熱交換器１５１の前には空間ができて通風路
Ｓが形成される。通風路Ｓにより吸込口１２から吸い込まれた空気は前方熱交換器１５１
の下方まで導かれることが可能となり空気調和機の熱交換器の効率を上げることができる
。
【００２６】
　また、開閉パネル２０の下端２０ｂが前方へ移動しスライド板２３で送風路１７が延長
されることで、吹出口１３の出口と吸込口１２までの距離が従来例よりも長くなる。また
、吹出口１３から吹き出された空気はスライド板２３で押さえられることから、上方へ移
動しにくくなり、ショートカット防止の効果がある。
【符号の説明】
【００２７】
１：室内機、１０：筐体、１１：本体パネル、１２：吸込口、１３：吹出口、１５：熱交
換機、１７：送風路、１８：左右風向板、１９：上下風向板、
２０：開閉パネル、２１：回動アーム、２３：スライド板
３０：ケーシング、３１：下壁、３２：上壁、３３：レール
４０：ディフューザ、５０：第１側板、６０：第２側板
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