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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面パネルを有するケーシングと、
　前記ケーシング内に収容されたクロスフローファンと、
　前記ケーシング内において前記前面パネルの裏面と対向する部分を有する熱交換器と、
　前記熱交換器の下方に設けられたドレンパンとを備え、
　前記ケーシングが、
　前記ケーシングの下端部に設けられ、床面近傍にある空気を吸い込む主吸込口と、
　前記ケーシングの上端部に設けられ、空気を吹き出す吹出口とを有していると共に、
　前記熱交換器が、
　前記前面パネルの背面に対向するように配置された前面熱交換器と、
　前記前面熱交換器の下端近傍から背面に近付くにつれて上方に傾斜する背面熱交換器と
を有し、
　前記ドレンパンの前後方向長さが前記熱交換器の前後方向長さと略同一であり、かつ、
　前記ドレンパンの後端が前記主吸込口の後端より背面側に配置され、
　前記主吸込口から吸い込まれた空気が前記前面熱交換器に流れると共に、
　前記前面熱交換器に流れる空気の一部が前記ドレンパンより下方において分かれて前記
背面熱交換器に供給されるように構成され、
　前記前面パネルが、前記主吸込口と前記吹出口との間に設けられた補助吸込口を有して
いることを特徴とする空気調和機の床置き室内機。
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【請求項２】
　前記補助吸込口が、水平方向に沿って延在したスリット状の開口であることを特徴とす
る請求項１に記載の空気調和機の床置き室内機。
【請求項３】
　前記補助吸込口が、前記前面パネルの高さ方向中央の領域に設けられていることを特徴
とする請求項１または２に記載の空気調和機の床置き室内機。
【請求項４】
　前記補助吸込口が、前記熱交換器に対向する位置に設けられていることを特徴とする請
求項１～３のいずれか１項に記載の空気調和機の床置き室内機。
【請求項５】
　前記前面パネルが、前記補助吸込口より上方に設けられ、冷媒回路を構成する配管の一
部を有する輻射パネルを含んでいることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載
の空気調和機の床置き室内機。
【請求項６】
　前記前面パネルが、前記補助吸込口の下端から背面に近付くにつれて上方に傾斜する突
出部を有していることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の空気調和機の床
置き室内機。
【請求項７】
　前記熱交換器の下方に設けられたドレンパンを備え、
　前記突出部が、前記ドレンパンより下方に設けられていないことを特徴とする請求項６
に記載の空気調和機の床置き室内機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーシングの下端部から床面近傍にある空気を吸い込み、ケーシングの上端
部から空気を吹き出す空気調和機の床置き室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機の床置き室内機としては、ターボファンが用いられており、ケーシン
グの前面パネルの上下部および両側面にそれぞれ設けられた４つの吸込口から空気を吸い
込み、前面パネルの上方および下方にそれぞれ設けられた吹出口から吹き出すものが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。かかる床置き室内機においては、ターボファンは
、４方向にそれぞれ設けられた４つ吸込口から空気を吸い込み、前面パネルとターボファ
ンとの間に配置された熱交換器に空気を供給した後、上下の吹出口から空気を吹き出す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７８２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、床置き室内機の構成としては、上記のような構成の他に、空気をケーシングの
下端部に設けられた吸込口から吸い込んで、ケーシングの上端部に設けられた吹出口から
吹き出すものも考えられる。このような構成において、ターボファンを用いると、吹出口
がケーシングに対して小さいことから、騒音が大きくなる。したがって、ターボファンに
代えてクロスフローファンを用いることが好ましい。
【０００５】
　また、このような構成の場合、吸込口から吸い込まれた空気は、前面パネルと略平行に
配置された熱交換器と前面パネルとの間に形成されたすき間を下方から上方に向かって流
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れる。前面パネルと熱交換器との間のすき間は、床置き室内機を小型化する観点から比較
的狭く設計されており、すき間における流路抵抗は大きい。したがって、吸込口から吸い
込まれた空気を、熱交換器の上端部近傍まで供給することができず、熱交換効率が低下す
るという問題が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明は、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、熱交換効
率の低下を防ぐことができる空気調和機の床置き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】
【０００７】
　第１の発明にかかる空気調和機の床置き室内機は、前面パネルを有するケーシングと、
　前記ケーシング内に収容されたクロスフローファンと、前記ケーシング内において前記
前面パネルの裏面と対向する部分を有する熱交換器と、前記熱交換器の下方に設けられた
ドレンパンとを備え、前記ケーシングが、前記ケーシングの下端部に設けられ、床面近傍
にある空気を吸い込む主吸込口と、前記ケーシングの上端部に設けられ、空気を吹き出す
吹出口とを有していると共に、前記熱交換器が、前記前面パネルと対向するように配置さ
れた前面熱交換器と、前記前面熱交換器の下端近傍から背面に近付くにつれて上方に傾斜
する背面熱交換器とを有し、前記ドレンパンの前後方向長さが前記熱交換器の前後方向長
さと略同一であり、かつ、前記ドレンパンの後端が前記主吸込口の後端より背面側に配置
され、前記主吸込口から吸い込まれた空気が前記前面熱交換器に流れると共に、前記前面
熱交換器に流れる空気の一部が前記ドレンパンより下方において分かれて前記背面熱交換
器に供給されるように構成され、前記前面パネルが、前記主吸込口と前記吹出口との間に
設けられた補助吸込口を有している。
【０００８】
　なお、「ケーシングの上端部に設けられ」とは、ケーシングの上壁に設けられている場
合だけでなく、前面パネルの上端近傍に設けられている場合も含む。同様に、「ケーシン
グの下端部に設けられ」とは、ケーシングの下壁に設けられている場合だけでなく、前面
パネルの下端近傍に設けられている場合も含む。
【０００９】
　この床置き室内機では、ケーシングの下端部に設けられた主吸込口に加えて、前面パネ
ルに形成された補助吸込口を有している。主吸込口から吸い込まれた空気は、前面パネル
と熱交換器との間のすき間を、下方から上方に向かって流れた後、熱交換器に供給される
。補助吸込口は、主吸込口よりも上方に位置しているので、補助吸込口から吸い込まれ、
前面パネルと熱交換器との間のすき間を流れる空気は、主吸込口から吸い込まれた空気よ
りも上方まで達する。したがって、補助吸込口から吸い吸い込まれた空気を熱交換器の上
端近傍に供給することができる。よって、熱交換効率の低下を抑制できる。
　また、この床置き室内機では、熱交換器を前面熱交換器と背面熱交換器とで構成してい
るので、熱交換器全体を板状に形成して、前面パネルと略平行に配置する場合に比べて、
前面パネルに略平行に配置される熱交換器の高さを短くできる。したがって、ケーシング
の高さ方向について小型化できる。また、熱交換器の高さを短くできることで、主吸込口
から吸い込まれた空気が熱交換器の上端近傍に供給されやすくなる。すなわち、主吸込口
から吸い込まれた空気を前面熱交換器の上端部近傍まで供給するために、前面パネルと前
面熱交換器との間のすき間を大きくする必要がないので、ケーシングの奥行方向について
も小型化できる。
【００１０】
　第２の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第１の発明にかかる床置き室内機
において、前記補助吸込口が、水平方向に沿って延在したスリット状の開口である。
【００１１】
　この床置き室内機では、補助吸込口から吸い込んだ空気を、熱交換器の全幅にわたって
供給することができる。したがって、熱交換効率の低下を確実に抑制できる。
【００１２】
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　第３の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第１または第２の発明にかかる床
置き室内機において、前記補助吸込口が、前記前面パネルの高さ方向中央の領域に設けら
れている。
【００１３】
　この床置き室内機では、補助吸込口から吸い込んだ空気が、熱交換器の上端近傍に供給
されやすくなる。
【００１４】
　第４の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第１～第３のいずれかの発明にか
かる床置き室内機において、前記補助吸込口が、前記熱交換器に対向する位置に設けられ
ている。
【００１５】
　この床置き室内機では、補助吸込口から吸い込んだ空気が、熱交換器に供給されやすく
なる。
【００１６】
　第５の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第１～第４のいずれかの発明にか
かる床置き室内機において、前記前面パネルが、前記補助吸込口より上方に設けられ、冷
媒回路を構成する配管の一部を有する輻射パネルを含んでいる。
【００１７】
　この床置き室内機では、輻射パネルが補助吸込口より上方に設けられているため、輻射
パネルから放熱された熱によって加熱された空気が、補助吸込口から吸い込まれるのを抑
制できる。
【００１８】
 
【００１９】
 
【００２０】
　第６の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第１～第５のいずれかの発明にか
かる床置き室内機において、前記前面パネルが、前記補助吸込口の下端から背面に近付く
につれて上方に傾斜する突出部を有している。
【００２１】
　この床置き室内機では、補助吸込口から吸い込まれた空気が上方へ流れるようにできる
ことから、その空気が熱交換器の上端近傍に供給されやすくなる。また、外部からケーシ
ングの内部を見え難くできる。
【００２２】
　第７の発明にかかる空気調和機の床置き室内機では、第６の発明にかかる床置き室内機
において、前記熱交換器の下方に設けられたドレンパンを備え、前記突出部が、前記ドレ
ンパンより下方に設けられていない。
【００２３】
　この床置き室内機では、主吸込口の近傍において主吸込口から吸い込まれた空気が通る
流路が、突出部によって狭くなるのを防ぐことができる。
【発明の効果】
【００２４】
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。
【００２５】
　第１の発明では、ケーシングの下端部に設けられた主吸込口に加えて、前面パネルに形
成された補助吸込口を有している。主吸込口から吸い込まれた空気は、前面パネルと熱交
換器との間のすき間を、下方から上方に向かって流れた後、熱交換器に供給される。補助
吸込口は、主吸込口よりも上方に位置しているので、補助吸込口から吸い込まれ、前面パ
ネルと熱交換器との間のすき間を流れる空気は、主吸込口から吸い込まれた空気よりも上
方まで達する。したがって、補助吸込口から吸い吸い込まれた空気を熱交換器の上端近傍
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に供給することができる。よって、熱交換効率の低下を抑制できる。
　また、第１の発明では、熱交換器を前面熱交換器と背面熱交換器とで構成しているので
、熱交換器全体を板状に形成して、前面パネルと略平行に配置する場合に比べて、前面パ
ネルに略平行に配置される熱交換器の高さを短くできる。したがって、ケーシングの高さ
方向について小型化できる。また、熱交換器の高さを短くできることで、主吸込口から吸
い込まれた空気が熱交換器の上端近傍に供給されやすくなる。すなわち、主吸込口から吸
い込まれた空気を前面熱交換器の上端部近傍まで供給するために、前面パネルと前面熱交
換器との間のすき間を大きくする必要がないので、ケーシングの奥行方向についても小型
化できる。
【００２６】
　第２の発明では、補助吸込口から吸い込んだ空気を、熱交換器の全幅にわたって供給す
ることができる。したがって、熱交換効率の低下を確実に抑制できる。
【００２７】
　第３の発明では、補助吸込口から吸い込んだ空気が、熱交換器の上端近傍に供給されや
すくなる。
【００２８】
　第４の発明では、補助吸込口から吸い込んだ空気が、熱交換器に供給されやすくなる。
【００２９】
　第５の発明では、輻射パネルが補助吸込口より上方に設けられているため、輻射パネル
から放熱された熱によって加熱された空気が、補助吸込口から吸い込まれるのを抑制でき
る。
【００３０】
 
【００３１】
　第６の発明では、補助吸込口から吸い込まれた空気が上方へ流れるようにできることか
ら、その空気が熱交換器の上端近傍に供給されやすくなる。また、外部からケーシングの
内部を見え難くできる。
【００３２】
　第７の発明では、主吸込口の近傍において主吸込口から吸い込まれた空気が通る流路が
、突出部によって狭くなるのを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態にかかる床置き室内機を備えた空気調和機の回路図である。
【図２】図１に示す床置き室内機の斜視図である。
【図３】図１に示す床置き室内機の正面図である。
【図４】図３に示す床置き室内機のIV-IV線に沿う断面図である。
【図５】図３に示す床置き室内機の前面パネルおよび開閉パネルを外した状態を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態にかかる空気調和機１００の床置き室内機（以下、単に「室内
機」と称する）１について説明する。
　図１に示すように、本実施形態の室内機１は、室外機４と冷媒回路５０を構成する配管
により接続されており、室外機４と共に空気調和機１００を構成するものである。
【００３５】
＜空気調和機１００の概略構成＞
　まず、空気調和機１００の概略構成について説明する。
　室内機１は、室内熱交換器２２と、室内熱交換器２２の近傍に配置されたクロスフロー
ファン２１と、輻射パネル３２と、室内電動弁１５と、室内の気温を検知するための室内
温度センサ３６とを備えている。室外機４は、圧縮機４０と、四路切換弁４１と、室外熱
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交換器４２と、室外熱交換器４２の近傍に配置された室外ファン４３と、室外電動弁４４
とを備えている。
【００３６】
　この空気調和機１では、室内熱交換器２２、圧縮機４０、四路切換弁４１、室外熱交換
器４２、および室外電動弁４４が接続されて環状の冷媒回路５０が構成されている。室外
熱交換器４２には、室外熱交温度センサ４７が付設されている。室内機１内の配管におけ
る室内熱交換器２２の両側には、分岐部５０ａ、５０ｂがそれぞれ設けられている。そし
て、分岐部５０ａ、５０ｂには、バイパス配管５１の両端が接続されている。すなわち、
室内熱交換器２２の両側の配管が、バイパス配管５１によって接続されている。このバイ
パス配管５１には、輻射パネル３２と室内電動弁１５とが設けられている。バイパス配管
５１における輻射パネル３２の両側には、パネル入温度センサ２７と、パネル出温度セン
サ２８が付設されている。また、冷媒回路５０における圧縮機４０の吸入側と四路切換弁
４１との間にはアキュムレータ４５が介設されており、冷媒回路５０における圧縮機４０
の吐出側と四路切換弁４１との間には、吐出温度センサ４６が付設されている。
【００３７】
　室内熱交換器２２は、冷媒回路５０の一部を構成する配管を有しており、室内熱交温度
センサ２９が付設されている。室内熱交換器２２は、クロスフローファン２１の風上側に
配置されている。室内熱交換器２２との熱交換により加熱または冷却された空気が、クロ
スフローファン２１によって温風または冷風として室内に吹き出されることで、温風暖房
または冷房が行われる。
【００３８】
　輻射パネル３２は、後で詳述するように、室内機１の表面の一部を構成しており、冷媒
回路５０の一部を構成する配管を有している。この配管を流れる冷媒の熱が、室内に輻射
されることで、輻射暖房が行われる。室内電動弁１５は、輻射パネル３２に供給される冷
媒の流量を調整するために設けられている。
【００３９】
　本実施形態の空気調和機１００において実施される運転モードとしては、冷房モード、
温風暖房モード、および輻射暖房モードがある。冷房モードは、輻射パネル３２に冷媒を
流さないで室内熱交換器２２に冷媒を流して冷房を行うモードであって、暖房モードは、
輻射パネル３２に冷媒を流さないで室内熱交換器２２に冷媒を流して温風暖房を行うモー
ドである。輻射モードは、室内熱交換器２２に冷媒を流して温風暖房を行いつつ、輻射パ
ネル３２に冷媒を流して輻射暖房を行うモードである。
【００４０】
　温風暖房モードにおいては、室内電動弁１５が閉弁されると共に、四路切換弁４１が図
１中実線で示す状態に切り換えられる。そのため、図１中実線の矢印で示すように、圧縮
機４０から吐出された高温高圧冷媒は、四路切換弁４１を通って、室内熱交換器２２に流
入する。そして、室内熱交換器２２において凝縮した冷媒は、室外電動弁４４で減圧され
た後、室外熱交換器４２に流入する。そして、室外熱交換器４２において蒸発した冷媒は
、四路切換弁４１およびアキュムレータ４５を介して、圧縮機４０に流入する。
【００４１】
　輻射暖房モードにおいては、室内電動弁１５が開弁されると共に、四路切換弁４１が図
１中実線で示す状態に切り換えられる。そのため、図１中破線の矢印で示すように、圧縮
機４０から吐出された高温高圧冷媒は、四路切換弁４１を通って、室内熱交換器２２と輻
射パネル３２とに流入する。そして、室内熱交換器２２と輻射パネル３２において凝縮し
た冷媒は、室外電動弁４４で減圧された後、室外熱交換器４２に流入する。そして、室外
熱交換器４２において蒸発した冷媒は、四路切換弁４１およびアキュムレータ４５を介し
て、圧縮機４０に流入する。
【００４２】
＜室内機１の構成＞
　次に、室内機１の構成について説明する。
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　図２に示すように、本実施形態の室内機１は、全体として直方体形状を有しており、室
内の床面近傍に据え付けるものである。本実施形態においては、室内機１は、床面から１
０ｃｍ程度浮かした状態で、壁面に取り付けられている。なお、以下の説明において、室
内機１が取り付けられる壁から突出する方向を「前方」と称し、その反対の方向を「後方
」と称する。また、図２に示す左右方向を単に「左右方向」と称する。
【００４３】
　図４に示すように、室内機１は、ケーシング１０と、ケーシング１０内に収容されたク
ロスフローファン２１、室内熱交換器２２、吹出口ユニット２５、および電装品ユニット
２６などの内部機器と、前面グリル１２とを主に備えている。あとで詳述するように、ケ
ーシング１０は、その下壁に形成された主吸込口１０ａと、その前壁に形成された補助吸
込口１０ｂ、１０ｃとを有している。さらに、ケーシング１０の上壁には、吹出口１０ｄ
が形成されている。室内機１においては、クロスフローファン２１の駆動により、主吸込
口１０ａから床面近傍にある空気を吸い込みつつ、補助吸込口１０ｂ、１０ｃからも空気
を吸い込む。そして、室内熱交換器２２において、吸い込んだ空気に対して加熱または冷
却などを行い調和する。そして、調和後の空気を吹出口１０ｄから吹き出し、室内へと返
流させる。
【００４４】
　ケーシング１０は、本体フレーム１１、吹出口カバー３１、輻射パネル３２、および開
閉パネル３３で構成されている。なお、後述するように吹出口カバー３１は前面パネル部
３１ａを有しており、輻射パネル３２は前面パネル部３２ａを有している。吹出口カバー
３１の前面パネル部３１ａ、輻射パネル３２の前面パネル部３２ａ、および開閉パネル３
３は、ケーシング１０の前面において面一となるように配置され、前面パネル３４を構成
する。図２に示すように、前面パネル３４の右上端部、すなわち吹出口カバー３１の前面
パネル部３１ａの右端部には、電源ボタン１８と、運転状況を示す発光表示部１９とが設
けられている。
【００４５】
　本体フレーム１１は、壁面に取り付けられるものである。本体フレーム１１は、上述の
各種内部機器を支持していると共に、その前面に前面グリル１２が取り付けられている。
吹出口カバー３１、輻射パネル３２、及び開閉パネル３３は、前面グリル１２が取り付け
られた状態の本体フレーム１１の前面に取り付けられている。吹出口カバー３１は、本体
フレーム１１の上端部に取り付けられており、その上壁に左右方向に長い矩形状の開口で
ある吹出口１０ｄが形成されている。輻射パネル３２は吹出口カバー３１の下方に、開閉
パネル３３は輻射パネル３２の下方にそれぞれ取り付けられている。本体フレーム１１の
下前端と開閉パネル３３の下端との間は、左右方向に長い開口である主吸込口１０ａとな
っている。
【００４６】
　ここで、ケーシング１０内に収容される各内部機器について説明する。
　クロスフローファン２１は、ケーシング１０の高さ方向中央部分のやや上方において、
その軸方向が左右方向に沿うように配置されている。クロスフローファン２１は、下前方
から空気を吸い込んで、上後方に吹き出すようになっている。
【００４７】
　室内熱交換器２２は、前面パネル３４と略平行に配置されており、前面パネル３４の裏
面と対向する前面熱交換器２２ａと、前面熱交換器２２ａの下端部近傍から背面に近付く
につれて上方に傾斜する背面熱交換器２２ｂとで構成されている。前面熱交換器２２ａは
、クロスフローファン２１の前方に配置されており、その上半分がクロスフローファン２
１と対向している。図４に示すように、前面熱交換器２２ａの上端は、クロスフローファ
ン２１の上端よりも上方に位置している。背面熱交換器２２ｂは、クロスフローファン２
１の下方に配置されている。すなわち、室内熱交換器２２は、全体として略Ｖ字の形状を
有しており、クロスフローファン２１の前方と下方とを取り囲むように配置されている。
【００４８】



(8) JP 5316508 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

　正面視において室内熱交換器２２の右側には、室外機４から送られてきた冷媒を室内熱
交換器２２および輻射パネル３２に供給するための配管が配置されている。より具体的に
は、図１において、分岐部５０ａから室内熱交換器２２および輻射パネル３２にそれぞれ
至る配管、および室内熱交換器２２および輻射パネル３２から分岐部５０ｂにそれぞれ至
る配管が、室内熱交換器２２の右側に配置されている。図５に示すように、これらの配管
の前方には防滴カバー２３が取り付けられている。
【００４９】
　室内熱交換器２２の下方には、左右方向に延在するドレンパン２４が配置されている。
図５に示すように、正面視において、ドレンパン２４の左側の端部は、室内熱交換器２２
の端部とほぼ対向する位置にあり、右側の端部は、室内熱交換器２２の右側に配置された
配管と対向する位置にある。また、図４に示すように、ドレンパン２４の前後方向の端部
は、室内熱交換器２２の前後方向の端部とほぼ対向する位置にある。
【００５０】
　吹出口ユニット２５は、クロスフローファン２１の上方に配置されており、クロスフロ
ーファン２１から吹き出された空気をケーシング１０の上壁に形成された吹出口１０ｄへ
と導くものである。吹出口ユニット２５は、吹出口１０ｄの近傍に配置される水平フラッ
プ２５ａを備えている。水平フラップ２５ａは、吹出口１０ｄから吹き出される空気流の
上下方向の風向きを変更すると共に、吹出口１０ｄの開閉を行う。
【００５１】
　電装品ユニット２６は、図５に示すように、ドレンパン２４の下方に配置されており、
回路基板（図示せず）などを収容する電装品箱２６ａと、電装品箱２６ａに収容された基
板と電気的に接続される端子台２６ｂとを有している。電装品箱２６ａは、室内熱交換器
２２の右半分とほぼ対向する位置に配置されており、端子台２６ｂは、室内熱交換器２２
の右側に配置された配管と対向する位置に配置されている。また、電装品ユニット２６か
ら引き出された配線は、端子台２６ｂの右側からまっすぐ上方に引き回され、前面パネル
３４の右上端部に設けられた電源ボタン１８および発光表示部１９のＬＥＤ発光体に接続
されている。
【００５２】
　前面グリル１２は、上述のように、クロスフローファン２１、室内熱交換器２２、吹出
口ユニット２５、および電装品ユニット２６などの内部機器が取り付けられた状態の本体
フレーム１１を覆うように、本体フレーム１１に取り付けられる。より具体的には、前面
グリル１２は、前面熱交換器２２ａの上下方向略中央部分から、本体フレーム１１の下端
までを覆うように、本体フレーム１１に取り付けられている。前面グリル１２は、フィル
タ保持部１２ａと、主吸込口１０ａに配置される吸込口グリル１２ｂとを有している。
【００５３】
　フィルタ保持部１２ａには、下部フィルタ１３と上部フィルタ１４とが取り付けられる
。図４に示すように、フィルタ保持部１２ａに保持された下部フィルタ１３は、前面熱交
換器２２ａの上下方向略中央部分から下方に延在していると共に、その下端部が後斜め方
向に傾斜している。下部フィルタ１３の下端は、主吸込口１０ａの後端縁近傍に位置して
いる。また、上部フィルタ１４は、前面熱交換器２２ａの上下方向略中央部分から上方に
延在している。そして、これら下部フィルタ１３と上部フィルタ１４とによって、前面熱
交換器２２ａと前面パネル３４との間の空間が、前後方向に関して分割されている。
【００５４】
　吹出口カバー３１は、吹出口ユニット２５を覆っている。そして、上述のように、吹出
口カバー３１の上壁には吹出口１０ｄが形成されている。また、吹出口カバー３１の前面
には、前面パネル部３１ａが設けられている。前面パネル部３１ａは、左右方向に長い矩
形形状を有している。ここで、前面パネル部３１ａの上下方向の長さをＬとする。
【００５５】
　輻射パネル３２は、左右に長い矩形形状を有しており、その内部には、冷媒回路５０を
構成する配管の一部が配置されている。そして、室外機４から送られてきた冷媒は、正面
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視において輻射パネル３２の右端部から輻射パネル３２内に流入し、左側端部まで流れる
。その後折り返して、左側端部から右側端部まで流れ、右側端部から輻射パネル３２の外
に流れでる。
【００５６】
　輻射パネル３２の前面には、前面パネル部３２ａが設けられている。輻射パネル３２の
前面パネル部３２ａの上下方向の長さは、吹出口カバー３１の前面パネル部３１ａのほぼ
２倍である。すなわち、図３に示すように、前面パネル部３２ａの上下方向の長さは約２
Ｌである。前面パネル部３２ａは、吹出口カバー３１の前面パネル部３１ａの下方に位置
している。図４に示すように、輻射パネル３２の上下方向略中央部分は、前面熱交換器２
２ａの上端部に対向している。
【００５７】
　開閉パネル３３は、輻射パネル３２の前面パネル部３２ａの下方に着脱可能に取り付け
られている。開閉パネル３３は、左右方向に長い矩形形状を有しており、その上下方向の
長さは、吹出口カバー３１の前面パネル部３１ａのほぼ４倍である。すなわち、図３に示
すように、開閉パネル３３の上下方向の長さは約４Ｌである。図４に示すように、開閉パ
ネル３３の上端の上下方向位置は、前面グリル１２の上端とほぼ同じである。上述のよう
に、開閉パネル３３の下端は、主吸込口１０ａの一部を構成している。したがって、開閉
パネル３３を取り外すことにより、前面グリル１２を露出させ、前面グリル１２のフィル
タ保持部１２ａに取り付けられている下部フィルタ１３および上部フィルタ１４の着脱を
行うことができる。
【００５８】
　上述のように、前面パネル３４は、吹出口カバー３１に設けられた前面パネル部３１ａ
と、輻射パネル３２に設けられた前面パネル部３２ａと、開閉パネル３３とで構成されて
いる。そして、輻射パネル３２の前面パネル部３２ａと開閉パネル３３との間には、左右
方向（水平方向）に伸延するスリット状の開口である補助吸込口１０ｂが形成されている
。また、開閉パネル３３の上端近傍にも、左右方向に伸延するスリット状の開口である補
助吸込口１０ｃが形成されている。図３に示すように、開閉パネル３３の上端と補助吸込
口１０ｃとの上下方向に関する距離はＬである。
【００５９】
　すなわち、前面パネル３４の上下方向の長さは７Ｌであり、補助吸込口１０ｂは、前面
パネル３４の上端から３Ｌの位置、補助吸込口１０ｃは、前面パネル３４の下端から３Ｌ
の位置にそれぞれ形成されている。つまり、補助吸込口１０ｂ、１０ｃは、前面パネル３
４の上下方向（高さ方向）中央の領域に設けられている。また、図４に示すように、補助
吸込口１０ｂ、１０ｃは、前面熱交換器２２ａと対向している。
【００６０】
　また、図４に示すように、開閉パネル３３には、２つの補助吸込口１０ｂ、１０ｃの下
端からそれぞれ突出する突出部３３ａが形成されている。突出部３３ａは、背面に近付く
につれて上方に傾斜している。
【００６１】
＜室内機１の動作＞
　次に、室内機１の動作について説明する。
　クロスフローファン２１を駆動させることにより、主吸込口１０ａおよび補助吸込口１
０ｂ、１０ｃから室内の空気がケーシング１０内に吸い込まれる。
【００６２】
　主吸込口１０ａから吸い込まれた空気の一部は、前面パネル３４と前面熱交換器２２ａ
との間のすき間を下方から上方に向かって流れ、前面熱交換器２２ａに供給される。また
、主吸込口１０ａから吸い込まれた空気の残りの一部は、ドレンパン２４の下方において
前方から後方に向かって流れ、ドレンパン２４の後方を通って背面熱交換器２２ｂに供給
される。また、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれた空気は、前面パネル３４と前
面熱交換器２２ａとの間のすき間を下方から上方に向かって流れ、前面熱交換器２２ａに
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供給される。なお、主吸込口１０ａおよび補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれた空
気は、室内熱交換器２２に供給される前に、下部フィルタ１３または上部フィルタ１４を
通過する。このとき、空気に含まれる埃等が除去される。
【００６３】
　室内熱交換器２２に供給された空気は、室内熱交換器２２において室外機４から供給さ
れた冷媒との間で熱交換が行われる。その後、クロスフローファン２１を通過して吹出口
１０ｄから吹き出される。
【００６４】
＜本実施形態の室内機１の特徴＞
　本実施形態の室内機１では、クロスフローファン２１と室内熱交換器２２とを収容する
ケーシング１０が、その下端部に設けられ、床面近傍にある空気を吸い込む主吸込口１０
ａと、その上端部に設けられ、空気を吹き出す吹出口１０ｄとを有している。また、ケー
シング１０において、室内熱交換器２２の前面熱交換器２２ａと対向する前面パネル３４
が、主吸込口１０ａと吹出口１０ｄとの間に設けられた補助吸込口１０ｂ、１０ｃを有し
ている。したがって、主吸込口１０ａから吸い込まれた空気の一部は、前面パネル３４と
前面熱交換器２２ａとの間のすき間を、下方から上方に向かって流れた後、前面熱交換器
２２ａに供給される。補助吸込口１０ｂ、１０ｃは、主吸込口１０ａよりも上方に位置し
ているので、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれ、前面パネル３４と前面熱交換器
２２ａとの間のすき間を流れる空気は、主吸込口１０ａから吸い込まれた空気よりも上方
まで達する。よって、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれた空気を前面熱交換器２
２ａの上端近傍に供給することができる。これにより、熱交換効率の低下を抑制できる。
【００６５】
　また、本実施形態の室内機１では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃは水平方向に沿って延在
したスリット状の開口である。したがって、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込んだ空
気を、前面熱交換器２２ａの全幅にわたって供給することができる。よって、熱交換効率
の低下を確実に抑制できる。
【００６６】
　また、本実施形態の室内機１では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃが、前面パネル３４の高
さ方向中央の領域に設けられている。したがって、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込
んだ空気が、前面熱交換器２２ａの上端近傍に供給されやすくなる。
【００６７】
　さらに、本実施形態の室内機１では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃが、前面熱交換器２２
ａと対向する位置に設けられている。したがって、補助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込
んだ空気が、前面熱交換器２２ａに供給されやすくなる。
【００６８】
　加えて、本実施形態の室内機１では、前面パネル３４が、補助吸込口１０ｂ、１０ｃよ
りも上方に設けられ、冷媒回路５０を構成する配管の一部を有する輻射パネル３２を含ん
でいる。したがって、輻射パネル３２から放熱された熱によって加熱された空気が、補助
吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれるのを抑制できる。
【００６９】
　また、本実施形態の室内機１では、室内熱交換器２２が、前面パネル３４と略平行に配
置された前面熱交換器２２ａと、前面熱交換器２２ａの下端近傍から背面に近付くにつれ
て上方に傾斜する背面熱交換器２２ｂとを有している。したがって、室内熱交換器全体を
板状に形成して前面パネル３４と略平行に配置する場合に比べて、前面パネル３４に略平
行に配置される前面熱交換器２２ａの高さを短くできる。よって、ケーシング１０の高さ
方向について小型化できる。また、前面熱交換器２２ａの高さを短くできることで、主吸
込口１０ａから吸い込まれた空気が前面熱交換器２２ａの上端近傍に供給されやすくなる
。すなわち、主吸込口１０ａから吸い込まれた空気を前面熱交換器２２ａの上端部近傍ま
で供給するために、前面パネル３４と前面熱交換器２２ａとの間のすき間を大きくする必
要がないので、ケーシング１０の奥行方向についても小型化できる。
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【００７０】
　さらに、本実施形態の室内機１は、前面パネル３４が、補助吸込口１０ｂ、１０ｃの下
端から背面に近付くにつれて上方に傾斜する突出部３３ａを有している。したがって、補
助吸込口１０ｂ、１０ｃから吸い込まれた空気が上方へ流れるようにできることから、そ
の空気が前面熱交換器２２ａの上端近傍に供給されやすくなる。また、外部からケーシン
グ１０の内部を見え難くできる。
【００７１】
　また、本実施形態の室内機１は、室内熱交換器２２の下方に設けられたドレンパン２４
を備えており、突出部３３ａが、ドレンパン２４よりも下方に設けられていない。したが
って、主吸込口１０ａの近傍において主吸込口１０ａから吸い込まれた空気が通る流路が
、突出部３３ａによって狭くなるのを防ぐことができる。
【００７２】
　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。
【００７３】
　例えば、上述の実施形態では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃが水平方向に沿って延在した
スリット状の開口である場合について説明したが、補助吸込口１０ｂ、１０ｃの形状は、
これに限定されるものではない。すなわち、補助吸込口１０ｂ、１０ｃは、上下方向に沿
って延在するスリット状の開口であってもよいし、円形の開口であってもよい。
【００７４】
　また、上述の実施形態では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃが、前面パネル３４の高さ方向
中央の領域に設けられている場合について説明したが、補助吸込口１０ｂ、１０ｃの高さ
方向に関する位置は、これに限定されるものではない。すなわち、補助吸込口１０ｂ、１
０ｃは、前面パネル３４の下端部や上端部に設けられていてもよい。
【００７５】
　また、上述の実施形態では、補助吸込口１０ｂ、１０ｃが、前面熱交換器２２ａと対向
する位置に設けられている場合について説明したが、補助吸込口１０ｂ、１０ｃは、前面
熱交換器２２ａと対向する位置に設けられていなくてもよい。
【００７６】
　加えて、上述の実施形態では、２つの補助吸込口１０ｂ、１０ｃが形成されている場合
について説明したが、これには限定されない。すなわち、補助吸込口は１つであってもよ
いし、３つ以上形成されていてもよい。
【００７７】
　さらに、上述の実施形態では、前面パネル３４が、補助吸込口１０ｂ、１０ｃよりも上
方に設けられた輻射パネル３２を含んでいる場合について説明したが、これには限定され
ない。すなわち、輻射パネル３２は、補助吸込口１０ｂ、１０ｃよりも下方に設けられて
いてもよい。また、前面パネル３４は、輻射パネル３２を含んでいなくてもよい。
【００７８】
　加えて、上述の実施形態では、室内熱交換器２２が、前面熱交換器２２ａと背面熱交換
器２２ｂとから構成されている場合について説明したが、これには限定されない。すなわ
ち、例えば、室内熱交換器２２全体が、前面パネル３４と略平行に配置された板状に形成
されていてもよい。
【００７９】
　また、上述の実施形態では、前面パネル３４が、補助吸込口１０ｂ、１０ｃの下端から
背面に近付くにつれて上方に傾斜する突出部３３ａを有している場合について説明したが
、突出部３３ａはなくてもよい。
【００８０】
　さらに、上述の実施形態では、突出部３３ａが、ドレンパン２４よりも下方に設けられ
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れていてもよい。
【００８１】
　加えて、上述の実施形態では、床面から１０ｃｍ程度浮かした状態で、壁面に取り付け
られる場合について説明したが、本発明は、床面近傍に設置される室内機全般に適用可能
である。したがって、床面に設置される室内機に適用してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明を利用すれば、熱交換効率の低下を防ぐことができる。
【符号の説明】
【００８３】
１　室内機
１０　ケーシング
１０ａ　主吸込口
１０ｂ、１０ｃ　補助吸込口
１０ｄ　吹出口
２１　クロスフローファン
２２　室内熱交換器
２２ａ　前面熱交換器
２２ｂ　背面熱交換器
２４　ドレンパン
３２　輻射パネル
３３ａ　突出部
３４　前面パネル
 
【図１】 【図２】
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