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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷房運転および／または除湿運転の後に、内部の湿度を低減させるための内部乾燥運転
を行うことが可能な空気調和機の室内機であって、
　隙間開口（２５）、吸い込み開口（２３）および吹き出し開口（２４）が設けられてお
り、前記吸い込み開口の８０％以上を覆うことが可能なパネル（２１）と、前記吹き出し
開口を覆うことが可能なフラップ（２２ａ，２２ｂ）とを有するケーシング（１３，２０
）と、
　前記内部乾燥運転時に、前記パネルが前記吸い込み開口を閉じ、かつ、前記フラップが
前記吹き出し開口を閉じた状態である閉状態となるように、前記パネルおよび前記フラッ
プの駆動を制御可能な制御部（６０）とを備え、
　前記制御部は、前記吸い込み開口および／または前記吹き出し開口が開いた状態である
開状態となるように、前記パネルおよび／または前記フラップの駆動を制御可能であり、
　前記隙間開口は、前記吸い込み開口または前記吹き出し開口の少なくともいずれか一方
の縁に隣接して設けられており、少なくとも前記閉状態のときに、前記ケーシングの内部
と前記ケーシングの外部とを連通させることが可能であり、
　前記隙間開口の面積は、前記開状態である場合、前記閉状態である場合と比較して小さ
くなる、
空気調和機の室内機（１）。
【請求項２】
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　前記ケーシングに収容されるファン（５）を更に備え、
　前記制御部は、前記内部乾燥運転時に、前記ファンを回転駆動させる、
請求項１に記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記吸い込み開口および前記吹き出し開口は、前記ケーシングの下面に設けられている
、
請求項１または２に記載の空気調和機の室内機。
【請求項４】
　前記隙間開口は、略長方形状であり、
　前記隙間開口の短辺の長さは、５ｍｍ以上である、
請求項１から３のいずれかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項５】
　前記パネルは、前記吸い込み開口を９０％以上覆うことが可能であり、
　前記フラップは、前記吹き出し開口を９０％以上覆うことが可能である、
請求項１から４のいずれかに記載の空気調和機の室内機。
【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、特に、室内機内部のカビや細菌の繁殖を抑制する機能
を有する空気調和機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機において、冷房運転または除湿運転を行うと、室内機の内部（以下、室内機
内部という）が高湿度状態となる。この高湿度状態が維持されると、室内機内部にカビや
細菌が繁殖するおそれがある。そこで、従来より、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖
を抑制する機能を有する空気調和機が提案されている。
【０００３】
　例えば、冷房運転または除湿運転の停止後に、室内機内部に残留している水分を除去す
るための水切り運転が行われ、引き続いて、室内機内部に収容されている室内熱交換器を
乾燥させる乾燥運転が行われる空気調和機がある（特許文献１参照）。この空気調和機で
は、水切り運転および乾燥運転が行われることによって、室内機内部を乾燥させることが
できる。このため、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制することができる。
【特許文献１】特開平１１－２１１１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、空気調和機の室内機には、室内機のケーシングに設けられている吹き出し開
口を覆うフラップを備えているものが多い。このフラップは、空気調和機の運転停止時に
吹き出し開口を覆うことによって、室内機の意匠性を向上させている。しかしながら、特
許文献１に開示されている空気調和機の室内機では、水切り運転および乾燥運転において
、室内機内部からの空気の吹き出しを確保するために、吹き出し開口が開放された状態と
なっている。このため、冷房運転または除湿運転が停止しているにもかかわらず、吹き出
し開口が空調対象者等の視野に入り、意匠性を損なうおそれがある。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、意匠性を損なうことなく、カビや細菌の繁殖を抑制すること
が可能な空気調和機の室内機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１発明に係る空気調和機の室内機は、冷房運転および／または除湿運転の後に、内部
の湿度を低減させるための内部乾燥運転を行うことが可能な空気調和機の室内機であって
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、ケーシングと、制御部とを備えている。ケーシングには、隙間開口と、吸い込み開口と
、吹き出し開口とが設けられている。隙間開口は、吸い込み開口または吹き出し開口の少
なくともいずれか一方の縁に隣接して設けられている。また、ケーシングは、パネルとフ
ラップとを有している。パネルは、吸い込み開口の８０％以上を覆うことが可能である。
フラップは、吹き出し開口を覆うことが可能である。制御部は、内部乾燥運転時に閉状態
となるように、パネルおよびフラップの駆動を制御可能である。閉状態とは、パネルが吸
い込み開口を閉じ、かつ、フラップが吹き出し開口を閉じた状態である。さらに、この閉
状態のときに、隙間開口は、ケーシングの内部とケーシングの外部とを連通させることが
可能である。また、制御部は、開状態となるように、パネルおよび／またはフラップの駆
動を制御可能である。開状態とは、吸い込み開口および／または吹き出し開口が開いた状
態である。さらに、この開状態である場合、隙間開口の面積は、前記閉状態である場合と
比較して、小さくなる。
【０００７】
　内部乾燥運転では、室内機内部の湿度を低減させるために、湿度を多く含む室内機内部
の空気を処理する必要がある。そこで、従来の隙間開口が設けられていない空気調和機に
おいて内部乾燥運転が行われる場合、室内機内部の湿度を多く含む空気を処理するために
、吹き出し開口を開放し、湿度を多く含む空気を室内機内部から室内機の外部（以下、室
内機外部という）に排気している。
【０００８】
　これに対して、第１発明に係る空気調和機の室内機では、ケーシングに隙間開口が設け
られている。ケーシングの内部を室内機内部としケーシングの外部を室内機外部とすると
、吹き出し開口が閉状態であっても、隙間開口を介して室内機内部と室内機外部とが連通
する。このため、吹き出し開口を開放した状態にしなくても、室内機内部の湿度を多く含
む空気を室内機外部に排気することができる。
【０００９】
　また、吸い込み開口の８０％以上がパネルによって覆われているため、隙間開口が設け
られていない場合、吸い込み開口および吹き出し開口を閉じた状態で室内機内部の湿度を
多く含む空気を室内機外部に十分に排気できないおそれがある。しかし、第１発明に係る
空気調和機の室内機では、隙間開口が設けられているため、吸い込み開口または吹き出し
開口を開放した状態にしなくでも、室内機内部の湿度を多く含む空気を室内機外部に排気
することができる。
【００１０】
　これによって、意匠性を損なうことなく、カビや細菌の繁殖を抑制することができる。
【００１１】
　また、この空気調和機の室内機では、隙間開口が吸い込み開口または吹き出し開口の少
なくともいずれか一方の縁に隣接して設けられている。このため、例えば、隙間開口が吸
い込み開口または吹き出し開口から離れたところに設けられている場合と比較して、隙間
開口を必要以上に目立たなくすることができる。
【００１２】
　これによって、意匠性を損なうおそれを少なくすることができる。
【００１３】
　第２発明に係る空気調和機の室内機は、第１発明の空気調和機の室内機であって、ファ
ンを更に備えている。ファンは、ケーシングに収容される。また、制御部は、内部乾燥運
転時に、ファンを回転駆動させる。このため、例えば、内部乾燥運転時にファンが回転し
ない場合と比較して、室内機内部における湿度の拡散を促進することができる。したがっ
て、室内機内部において高湿度状態が維持されている時間を短縮することができる。
【００１４】
　これによって、カビや細菌の繁殖を更に抑制することができる。
【００１５】
　第３発明に係る空気調和機の室内機は、第１発明または第２発明の空気調和機の室内機
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であって、吸い込み開口および吹き出し開口は、ケーシングの下面に設けられている。こ
のため、この空気調和機の室内機では、部屋内の天井面から部屋内の空間に調和空気を吹
き出すことができる。
【００１６】
　第４発明に係る空気調和機の室内機は、第１発明から第３発明のいずれかの空気調和機
の室内機であって、隙間開口は、略長方形状である。また、隙間開口の短辺の長さは、５
ｍｍ以上である。このため、例えば、隙間開口の短辺の長さが５ｍｍ以下である場合と比
較して、閉状態の場合でも、より多くの室内機内部の空気を室内機外部に排気することが
できる。
【００１７】
　第５発明に係る空気調和機の室内機は、第１発明から第４発明のいずれかの空気調和機
の室内機であって、パネルは、吸い込み開口を９０％以上覆うことが可能である。また、
フラップは、吹き出し開口を９０％以上覆うことが可能である。このため、ケーシングに
設けられている吸い込み開口および吹き出し開口の９０％以上が閉じられた状態であって
も、室内機内部の湿度を多く含む空気を隙間開口から室内機外部に排気することができる
。
【００１８】
　これによって、カビや細菌の繁殖を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　第１発明に係る空気調和機の室内機では、意匠性を損なうことなく、カビや細菌の繁殖
を抑制することができる。
【００２０】
　第２発明に係る空気調和機の室内機では、カビや細菌の繁殖を更に抑制することができ
る。
【００２１】
　第３発明に係る空気調和機の室内機では、部屋内の天井面から部屋内の空間に調和空気
を吹き出すことができる。
【００２２】
　第４発明に係る空気調和機の室内機では、閉状態の場合でも、より多くの室内機内部の
空気を室内機外部に排気することができる。
【００２３】
　第５発明に係る空気調和機の室内機では、カビや細菌の繁殖を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　＜空気調和機の構成＞
　本発明の一実施形態に係る空気調和機の室内機１を図１および図２に示す。この空気調
和機の室内機１は、天井Uに埋め込まれた状態で設置される天井埋込型の室内機である。
また、この空気調和機の室内機１は、冷房運転、暖房運転、加湿運転および除湿運転の他
に、室内機１内部を乾燥させるための内部乾燥運転を行うことができる。以下、空気調和
機の室内機１について説明する。
【００２５】
　＜室内機の構成＞
　室内機１は、図１および図２に示すように、室内機本体２と、化粧パネル２０とを備え
ている。室内機本体２は、天井Uの開口Ｏを臨むように天井裏空間に配置される。また、
化粧パネル２０は、開口Oを挟んで後述する室内機本体２の吸い込み側流路１９ａおよび
吹き出し側流路１９ｂに対向するように室内機本体２に装着される。以下、室内機本体２
および化粧パネル２０について説明する。
【００２６】
　（１）室内機本体
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　室内機本体２は、図１および図２に示すように、室内機ケーシング１３、室内ファン５
および室内熱交換器４等を有している。室内機ケーシング１３は、略直方体形状であり、
下面が開口した箱状の形態を有している。また、室内機ケーシング１３には、室内ファン
５および室内熱交換器４等が収容される。
【００２７】
　室内ファン５は、長細い円筒形状に構成されるクロスフローファンであり、回転軸が室
内機ケーシング１３の長手方向にそって延びるように、室内機ケーシング１３内部に収容
されている。また、室内ファン５は、室内ファンモータ５ａ（図６参照）によって回転駆
動されることで、回転軸と交わる方向に空気流を生成する。さらに、室内ファン５は、部
屋内の空気を、所定の吸い込み口および後述する吸い込み流路１９ａを通って室内機本体
２内に吸い込ませるとともに、室内熱交換器４との間で熱交換を行った後の空気を、後述
する吹き出し通路１９ｂおよび所定の吹き出し口を通って部屋内に吹き出させる。
【００２８】
　室内熱交換器４は、長手方向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管から挿通
される複数のフィンとからなり、接触する空気との間で熱交換を行う。また、室内熱交換
器４は、室内ファン５の下側の位置から室内ファン５から遠ざかるにつれて斜め上方に延
びるように室内機ケーシング１３内に配置されている。
【００２９】
　このように、室内機ケーシング１３内には、吸い込まれた部屋内の空気が、室内熱交換
器４との間で熱交換を行い、再び部屋内に吹き出されるまでの空気流路が形成されている
。また、この空気流路は、部屋内から吸い込まれた空気が室内熱交換器４に至るまでの流
路部分である吸い込み流路１９ａと、室内熱交換器４から室内ファン５を介して再び部屋
内に吹き出されるまでの流路部分である吹き出し流路１９ｂとから構成されている。
【００３０】
　（２）化粧パネル
　化粧パネル２０は、図１、図２および図３に示すように、平面視において、室内機ケー
シング１３の天面よりも大きな略長方形状の部材である。また、化粧パネル２０には、第
１開口２３（吸い込み開口に相当）および第２開口３０が設けられている。第１開口２３
は、室内機本体２の吸い込み側流路１９ａに一致する位置に配置される略長方形状の開口
である。また、第１開口２３は、吸い込み側流路１９ａを介して室内機ケーシング１３内
部に連通するように設けられている。第２開口３０は、室内機本体２の吹き出し側流路１
９ｂに一致する位置に配置される略長方形状の開口である。また、第２開口３０は、吹き
出し側流路１９ｂを介して室内機ケーシング１３内部に連通するように設けられている。
【００３１】
　さらに、第１開口２３には、第１開口２３の８０％以上（本実施形態では、９０％～１
００％）を覆うことが可能なパネル２１が設けられている。パネル２１は、室内機本体２
の長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、室内機本体２の長手方向に平行な回転
軸と、パネル駆動モータ２１ａ（図６参照）とを有している。パネル２１は、格子等が形
成されていない、表面がフラットなパネルである。また、パネル２１は、図２および図４
に示すように、パネル駆動モータ２１ａによって回転軸を中心に回転されることで、第１
開口２３を遮蔽または開放することができる。なお、回転軸は、化粧パネル２０において
、化粧パネル２０の中央側に位置する第１開口２３の縁近傍に設けられている。
【００３２】
　第２開口３０は、吹き出し開口２４と隙間開口２５とから構成されている。吹き出し開
口２４および隙間開口２５は、連続して設けられている略長方形状の開口であり、吹き出
し開口２４と隙間開口２５との長辺の長さは同一である。また、隙間開口２５の短辺の長
さは、後述するフラップ２２ａ，２２ｂが吹き出し開口２４を閉じている状態で、５ｍｍ
以上（本実施形態では、１０．７ｍｍ）ある。なお、本実施形態では、吹き出し開口２４
と隙間開口２５とが連続して設けられているが、吹き出し開口２４と隙間開口２５とが独
立して設けられていてもよい。また、本実施形態では、吹き出し開口２４と隙間開口２５
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とが連続して設けられているが、隙間開口は、第１開口２３の近傍、または、第１開口２
３に連続して設けられていてもよい。
【００３３】
　また、吹き出し開口２４近傍には、吹き出し開口２４の９０％～１００％を覆うことが
可能なフラップ２２ａ，２２ｂが設けられている。フラップ２２ａ，２２ｂは、室内機本
体２の長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、室内機本体２の長手方向に平行な
回転軸２８ａ，２８ｂとフラップ駆動モータ２２ｃとを有している（図５および図６参照
）。また、フラップ２２ａ，２２ｂは、図２および図４に示すように、フラップ駆動モー
タ２２ｃによって回転軸２８ａ，２８ｂを中心に回転されることで、吹き出し開口２４を
遮蔽または開放することができる。これによって、フラップ２２ａ，２２ｂは、吹き出し
開口２４から部屋内に吹き出される空気の吹き出し方向を変更する。なお、回転軸２８ａ
，２８ｂは、化粧パネル２０において、化粧パネル２０の中央側に位置する吹き出し開口
２４の縁近傍に設けられている。また、本実施形態では、図５に示すように、フラップ２
２ａ，２２ｂが回動することによって、フラップ２２ａの隙間開口２１側の端の位置が変
化することで隙間開口２５の短辺の長さが変化する。例えば、吹き出し開口２４がフラッ
プ２２ａ，２２ｂによって開放されている場合の隙間開口２５の短辺の長さＷ２は、吹き
出し開口２４がフラップ２２ａ，２２ｂによって遮蔽されている状態の場合の隙間開口２
５の短辺の長さＷ１と比較して、短くなる。
【００３４】
　以上のような構成を有する室内機１において、室内ファン５を回転させると、図４に示
すように、部屋内の空気が第１開口２３から吸い込まれフィルタ４０および吸い込み側流
路１９ａを介して室内熱交換器４へと送られる。室内熱交換器４に送られた空気は、室内
熱交換器４を通過する際に温度調節され調和空気となる。そして、室内熱交換器４を通過
した調和空気は、吹き出し側流路１９ｂを介して化粧パネル２０の第２開口３０の主に吹
き出し開口２４から部屋内へ供給される。
【００３５】
　さらに、室内機１は、図１に示すように、空気調和機を遠隔操作するための装置である
リモートコントローラ５０を備えている。リモートコントローラ５０は、複数のスイッチ
を有しており、空調対象者がスイッチを押すことによって指示する空気調和機に対しての
指示内容を制御信号として後述する制御部６０に送信する。例えば、複数のスイッチには
、冷房運転または除湿運転が停止した後に、引き続き、自動的に内部乾燥運転を開始する
か否かの設定を行うための「自動運転設定」ボタンが含まれている。この「自動運転設定
」ボタンが空調対象者に押されると、冷房運転または除湿運転の運転が停止すると、引き
続き、内部乾燥運転を行うという設定の制御信号がリモートコントローラ５０から制御部
６０に送信される。なお、本実施形態では、「自動運転設定」ボタンが押されている状態
をＯＮ状態とし、「自動運転設定」ボタンが押されていない状態をＯＦＦ状態とする。
【００３６】
　＜制御部＞
　制御部６０は、図６に示すように、室内機１に収容される室内ファンモータ５ａや室内
熱交換器４等の各種機器や、室外機３に収容される圧縮機９、四路切換弁８および室外熱
交換器６等の各種機器と接続されており、リモートコントローラ５０等を介した空調対象
者からの運転指令に基づいて、通常運転や内部乾燥運転等の各運転モードに応じて各種機
器の運転制御を行う。なお、通常運転には、暖房運転、加湿運転、冷房運転および除湿運
転等の運転が含まれる。
【００３７】
　また、制御部６０は、パネル駆動モータ２１ａおよびフラップ駆動モータ２２ｃと接続
されており、パネル２１およびフラップ２２ａ，２２ｂの回動を制御することができる。
このため、制御部６０は、リモートコントローラ５０等を介した空調対象者からの角度設
定指令がある場合には、この角度設定指令に基づいて、パネル２１およびフラップ２２ａ
，２２ｂの回動を制御することで、パネル２１およびフラップ２２ａ，２２ｂの傾斜角度
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を調整することができる。なお、制御部６０は、通常運転時には、第１開口２３および第
２開口３０が開放されている状態である開状態となるように、パネル２１およびフラップ
２２ａ，２２ｂの回動を制御する。また、制御部６０は、運転停止時および内部乾燥運転
時には、第１開口２３および第２開口３０の吹き出し開口２４が閉じられた状態である閉
状態となるように、パネル２１およびフラップ２２ａ，２２ｂの回動を制御する。
【００３８】
　次に、内部乾燥運転について説明する。
【００３９】
　＜内部乾燥運転＞
　内部乾燥運転は、室内機１内部に繁殖するカビや細菌の生育を抑制するために設けられ
た運転である。具体的には、内部乾燥運転とは、冷房運転または除湿運転を行った後に行
われる運転であって、上述のように、第１開口２３および第２開口３０の吹き出し開口２
４を閉状態にし、室内ファン５を所定時間回転させることによって室内機１内部を乾燥さ
せる運転である。また、本実施形態では、内部乾燥運転とは、第１開口２３および第２開
口３０の吹き出し開口２４を閉状態にし、室内ファン５を所定時間回転させることによっ
て室内機１内部を乾燥させる運転であるが、室内機１内部を乾燥させることができるので
あれば、内部乾燥運転が、第１開口２３および第２開口３０の吹き出し開口２４を閉状態
にし、送風運転および暖房運転等の各種運転を任意に組み合わせた運転であってもよい。
また、本実施形態では、内部乾燥運転時の風量は、空調対象者が設定可能な最小風量より
も小さく、サーモオフ時の風量と同等程度の風量である。なお、内部乾燥運転の自動運転
設定がＯＮ状態の場合にのみ、冷房運転または除湿運転が行われた後に、引き続き、内部
乾燥運転が開始される。
【００４０】
　＜特徴＞
　（１）
　空気調和機において、冷房運転または除湿運転を行うと、室内機内部が高湿度状態とな
る。この高湿度状態が維持されると、室内機内部にカビや細菌が繁殖するおそれがある。
そこで、従来より、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制する機能を有する空気調
和機が提案されている。
【００４１】
　例えば、特開平１１－２１１１８４号公報に開示されている空気調和機では、冷房運転
または除湿運転の停止後に、室内機内部に残留している水分を除去するための水切り運転
が行われ、引き続いて、室内機内部に収容されている室内熱交換器を乾燥させる乾燥運転
が行われている。この空気調和機では、水切り運転および乾燥運転が行われることによっ
て、室内機内部を乾燥させることができる。このため、室内機内部におけるカビや細菌の
繁殖を抑制することができる。
【００４２】
　ところで、空気調和機の室内機には、室内機のケーシングに設けられている吹き出し開
口を覆うフラップを備えているものが多い。このフラップは、空気調和機の運転停止時に
吹き出し開口を覆うことによって、室内機の意匠性を向上させている。しかしながら、特
許文献１に開示されている空気調和機の室内機では、水切り運転および乾燥運転において
、室内機内部からの空気の吹き出しを確保するために、吹き出し開口が開放された状態と
なっている。このため、冷房運転または除湿運転が停止しているにもかかわらず、吹き出
し開口が空調対象者等の視野に入り、意匠性を損なうおそれがある。
【００４３】
　そこで、上記実施形態では、化粧パネル２０には、第１開口２３と第２開口３０とが設
けられている。また、第１開口２３には、第１開口２３の９０％～１００％を覆うことが
可能なパネル２１が設けられている。さらに、第２開口３０として、吹き出し開口２４と
隙間開口２５とが連続して設けられている。また、吹き出し開口２４近傍には、吹き出し
開口２４の９０％～１００％を覆うことが可能なフラップ２２ａ，２２ｂが設けられてい



(8) JP 4683056 B2 2011.5.11

10

20

30

40

る。さらに、フラップ２２ａ，２２ｂが吹き出し開口２４を閉じている状態で、隙間開口
２５の短辺の長さＷ１は、１０．７ｍｍである。このため、第１開口２３および第２開口
３０の吹き出し開口２４を閉状態にして行われる内部乾燥運転時において、湿度を多く含
む室内機１内部の空気を隙間開口２５を介して室内機外部に排気することができる。
【００４４】
　これによって、意匠性を損なうことなく、カビや細菌の繁殖を抑制することができてい
る。
【００４５】
　また、吹き出し開口２４および隙間開口２５は、連続して設けられている。このため、
隙間開口２５を必要以上に目立たなくすることができている。
【００４６】
　（２）
　上記実施形態では、室内機ケーシング１３には、室内ファン５が収容されている。また
、室内ファン５は、内部乾燥運転時に所定時間回転する。このため、例えば、内部乾燥運
転時に室内ファン５が回転しない場合と比較して、室内機１内部における湿度の拡散を促
進することができる。したがって、室内機１内部において高湿度状態が維持されている時
間を短縮することができる。
【００４７】
　これによって、カビや細菌の繁殖を更に抑制することができている。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、意匠性を損なうことなくカビや細菌の繁殖を抑制することができるため、空
気調和機の室内機への適用が有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態に係る室内機の外観斜視図（天井は省略）。
【図２】本発明の実施形態に係る室内機の縦断面図であって、閉状態を示す図（図１のII
－II断面に相当）。
【図３】本発明の実施形態に係る室内機を化粧パネル側から見た概略平面図。
【図４】本発明の実施形態に係る室内機の縦断面図であって、開状態を示す図（図１のIV
－IV断面に相当）。
【図５】化粧パネルの第２開口の拡大図。
【図６】空気調和機の制御ブロック図。
【符号の説明】
【００５０】
　　１　　　室内機
　　５　　　室内ファン（ファン）
　１３　　　室内機ケーシング（ケーシング）
　２０　　　化粧パネル（ケーシング）
　２１　　　パネル
　２２ａ，２２ｂ　フラップ
　２３　　　第１開口（吸い込み開口）
　２４　　　吹き出し開口
　２５　　　隙間開口
　６０　　　制御部
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