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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷媒配管を介して互いに接続された室外機と室内機とを備えた空気調和機であって、
前記室内機は筐体と該筐体の内部に収容された熱交換器と送風機とを有し、前記筐体に
は前面パネルが着脱自在に取り付けられるとともに、前記筐体に形成された前部吸込口を
開閉するための可動パネルがリンク機構を介して前記前面パネルに取り付けられ、前記可
動パネルの開閉機構は、駆動モータと、該駆動モータに連結された減速機構と、該減速機
構と噛合する駆動ギヤと、該駆動ギヤに連結された駆動軸と、該駆動軸に連結された前記
リンク機構とを備え、前記減速機構を円形の開口部を有するケーシング内に収容するとと
もに、前記減速機構の一部を大径ギヤと小径ギヤとを有する２段ギヤの前記小径ギヤで構
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成して前記開口部より露出させて前記駆動ギヤと噛合させ、前記減速機構の前記一部に塵
埃の侵入を防止するための仕切り部を設け、該仕切り部を前記大径ギヤと前記小径ギヤと
の間に一体的に形成された円形の塵埃侵入防止フランジで構成したことを特徴とする空気
調和機。
【請求項２】
前記ケーシングが平行に延在する二つの平坦面を有し、前記塵埃侵入防止フランジを前記
二つの平坦面の一つと略面一となるように形成したことを特徴とする請求項１に記載の空
気調和機。
【請求項３】
前記大径ギヤをインボリュート歯車として形成する一方、前記小径ギヤの歯底面及び前記
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駆動ギヤの歯先面を半円形に形成したことを特徴とする請求項１あるいは２に記載の空気
調和機。
【請求項４】
前記減速機構を前記熱交換器の端部近傍に取り付けたことを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、室外機と室内機とを冷媒配管を介して接続して熱交換を行うようにした空気
調和機に関し、特に室内機に形成された前部吸込口を開閉できるようにしたパネル開閉構

10

造に関する。
【背景技術】
【０００２】
室内機の空気吹出口には風向きを変更するための複数の羽根が設けられており、これら
の複数の羽根は回転軸、ギヤ等を介してモータにより駆動される。また、羽根が設けられ
ている送風路は塵埃が通過する可能性が高く、ギヤはリヤガイダをはさんで羽根が配置さ
れている送風路とは隔てられている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
すなわち、ギヤ等に塵埃が侵入すると動作不良を惹起するおそれがあることから、塵埃
の侵入を防止する手段が講じられている。
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【０００４】
【特許文献１】特開平１０−２２７５１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
最近では、室内機筐体の前面に前面パネルを取り付けるとともに、筐体の前部空気吸込
口を開閉する可動パネルを前面パネルに取り付けたものも提案されており、この種の可動
パネルを有する室内機の場合、フィルタ取り出し時、前面パネルの開閉に伴いギヤ同士が
嵌脱するため、本体側のギヤを露出しておく必要がある。送風機の吸い込み側にこのよう
なギヤ部が配置されている場合、ギヤ部内に塵埃が侵入する可能性が高く、侵入した塵埃
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によりギヤの動作不良を惹起するおそれがあるので、特許文献１に記載のように、塵埃の
侵入を防止する手段を講じる必要がある。
【０００６】
本発明は、従来技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、可動パネ
ル付き室内機を有する空気調和機において、簡素な構成で駆動源と可動パネルとの間に介
装されるギヤ部への塵埃の侵入を防止することのできるパネル開閉構造を有する空気調和
機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するために、本発明のうちで請求項１に記載の発明は、冷媒配管を介し
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て互いに接続された室外機と室内機とを備えた空気調和機であって、前記室内機は筐体と
該筐体の内部に収容された熱交換器と送風機とを有し、前記筐体には前面パネルが着脱自
在に取り付けられるとともに、前記筐体に形成された前部吸込口を開閉するための可動パ
ネルがリンク機構を介して前記前面パネルに取り付けられ、前記可動パネルの開閉機構は
、駆動モータと、該駆動モータに連結された減速機構と、該減速機構と噛合する駆動ギヤ
と、該駆動ギヤに連結された駆動軸と、該駆動軸に連結された前記リンク機構とを備え、
前記減速機構を円形の開口部を有するケーシング内に収容するとともに、前記減速機構の
一部を大径ギヤと小径ギヤとを有する２段ギヤの前記小径ギヤで構成して前記開口部より
露出させて前記駆動ギヤと噛合させ、前記減速機構の前記一部に塵埃の侵入を防止するた
めの仕切り部を設け、該仕切り部を前記大径ギヤと前記小径ギヤとの間に一体的に形成さ
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れた円形の塵埃侵入防止フランジで構成したことを特徴とする。
【０００９】
さらに、請求項２に記載の発明は、前記ケーシングが平行に延在する二つの平坦面を有
し、前記塵埃侵入防止フランジを前記二つの平坦面の一つと略面一となるように形成した
ことを特徴とする。
【００１０】
また、請求項３に記載の発明は、前記大径ギヤをインボリュート歯車として形成する一
方、前記小径ギヤの歯底面及び前記駆動ギヤの歯先面を半円形に形成したことを特徴とす
る。
【００１１】
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また、請求項４に記載の発明は、前記減速機構を前記熱交換器の端部近傍に取り付けた
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、開口部を有するケーシング内に収容された減速機構の一部を開口部よ
り露出させて駆動ギヤと噛合させ、減速機構の前記一部に塵埃の侵入を防止するための仕
切り部を一体的に形成したので、塵埃の侵入に起因するギヤの動作不良を防止することが
できる。
【００１３】
また、減速機構の前記一部が２段ギヤの小径ギヤであり、仕切り部を大径ギヤと小径ギ
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ヤとの間に一体的に形成された塵埃侵入防止フランジで構成し、その形状をケーシングの
開口部と同形の円形としたので、簡素な構成で塵埃の侵入を防止することができる。
【００１４】
さらに、塵埃侵入防止フランジをケーシングの側壁を構成する二つの平坦面の一つと略
面一となるように形成したので、簡素なフランジ形状で塵埃の侵入を確実に防止すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１６】
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図１乃至図３は本発明にかかる空気調和機の室内機２を示しており、冷媒配管を介して
室外機（図示せず）に接続される。
【００１７】
室内機２は長手方向に直交する方向の断面形状が略矩形の枠体あるいは筐体４を有し、
筐体４の上部及び前部には複数の吸込口６が形成されるとともに、筐体４の下部には吹出
口８が形成されている。また、吸込口６と吹出口８とを連通する空気通路９には熱交換器
１０と送風機１１が設けられており、熱交換器１０は送風機１１の上方に略逆Ｖ字状に配
置されている。さらに、吹出口８には室内に吹き出す空気の方向を適宜変更するための風
向変更羽根１２が揺動自在に取り付けられている。
【００１８】
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また、前部吸込口６を覆うように、筐体４の前面には前面パネル１４が着脱自在に取り
付けられており、前面パネル１４には、複数（例えば、三つ）のリンク機構１６を介して
可動パネル１８が前部吸込口６を開閉自在に取り付けられている。さらに、筐体４の一端
部近傍の前面側には、リンク機構１６を介して可動パネル１８を開閉駆動するための駆動
モータ２０と減速機構（ギヤユニット）２２とが取り付けられている。
【００１９】
なお、図２は風向変更羽根１２及び可動パネル１８が吹出口８及び前部吸込口６をそれ
ぞれ閉止した状態を、図３は風向変更羽根１２及び可動パネル１８が吹出口８及び前部吸
込口６をそれぞれ開放した状態を示している。
【００２０】
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図４及び図５に示されるように、前面パネル１４の両端部を除く部分には複数の矩形開
口部１４ａが格子状に形成されており、その上部に配設された駆動軸２４は略Ｄ字状の断
面形状を有し、前面パネル１４の上部内面に一体的に形成され所定の間隔で離間した複数
（例えば、二つ）の駆動軸支承部材２６により回動自在に支承されている。また、前面パ
ネル１４の中央部及び両端部には、縦方向における中央部から上部にかけて複数（例えば
、三つ）の矩形開口部１４ｂが穿設されており、この矩形開口部１４ｂはリンク収容孔と
して機能する。
【００２１】
また、上述した複数のリンク機構１６は、中間部が互いに回動自在に連結された長尺リ
ンク１６ａ及び短尺リンク１６ｂにより構成されており、前面パネル１４の矩形開口部１
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４ｂに対向する駆動軸２４には、各リンク機構１６を構成する長尺リンク１６ａの上端部
が保持されている。すなわち、長尺リンク１６ａの上端部には、略Ｄ字状の駆動軸挿通孔
が穿設されており、この駆動軸挿通孔に駆動軸２４が挿通されることで、駆動軸２４の回
転に伴い長尺リンク１６ａが揺動する構成である。
【００２２】
さらに、図６及び図７に示されるように、長尺リンク１６ａの下端部は二股状に形成さ
れており、この二股状下端部の内面には内方に向かって突出する一対のピン（図示せず）
が一体的に形成されている。また、可動パネル１８の内面には長尺リンク取付部２８が一
体的に形成されており、この長尺リンク取付部２８に穿設された円孔（図示せず）に上述
した一対のピンが遊挿されることで、長尺リンク１６ａの下端部は長尺リンク取付部２８
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に回動自在に取り付けられている。
【００２３】
一方、長尺リンク１６ａとともにリンク機構１６を構成する短尺リンク１６ｂの上端部
は二股状に形成されており、この二股状上端部の内面には内方に向かって突出する一対の
ピン（図示せず）が一体的に形成されるとともに、短尺リンク１６ｂの下端部には側方に
向かって突出するピン３０が一体的に形成されている。また、可動パネル１８の内面にお
ける長尺リンク取付部２８から上方に所定の長さだけ離間した部位には短尺リンク取付部
３２が一体的に形成されており、この短尺リンク取付部３２に穿設された円弧状長孔３２
ａに短尺リンク１６ｂ上端部のピンが遊挿されることで、短尺リンク１６ｂの上端部は短
尺リンク取付部３２に摺動自在かつ回動自在に取り付けられている。さらに、リンク収容
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孔である矩形開口部１４ｂの周囲にはリブ３４が後方に向かって突出するように形成され
ており、リブ３４の一部に穿設された長孔３４ａに短尺リンク１６ｂ下端部のピン３０が
遊挿されることで、短尺リンク１６ｂの下端部はリブ３４に摺動自在かつ回動自在に取り
付けられている。
【００２４】
また、駆動軸２４の一端部（正面から見て左側、図４では右側）には、図８に示される
ように、所定の角度範囲にのみギヤ部が形成されたセクタギヤ（扇形歯車）３６が、駆動
軸２４を回転駆動するための駆動ギヤとして長尺リンク１６ａの上端部に隣接して取り付
けられている。すなわち、セクタギヤ３６は、略Ｄ字状の駆動軸挿通孔３８ａが穿設され
たボス部３８を有し、この駆動軸挿通孔３８ａに駆動軸２４が挿通されることで、駆動モ
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ータ２０の駆動力が減速機構２２及びセクタギヤ３６を介して駆動軸２４に伝達される。
【００２５】
セクタギヤ３６は、ボス部３８と直交する方向に延びるアーム部４０と、アーム部４０
と平行に延びるベース部４２と、アーム部４０の先端部においてベース部４２上に形成さ
れたギヤ部４４とを有し、これらは樹脂により一体成形されている。ギヤ部４４は、セク
タギヤ３６の回転中心（ボス部３８の中心）を中心とする円弧状に所定の間隔でベース部
４２上に立設された複数（例えば、五つ）のピン４４ａを有し、これら複数のピン４４ａ
はアーム部４０の先端部において円弧状リブ４６により互いに連結されている。すなわち
、ギヤ部４４は、従来のようにインボリュート歯車ではなく複数のピン４４ａで構成され
ていることから、ギヤ部４４の歯先面は半円形を呈している。
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【００２６】
なお、図４に示されるように、前面パネル１４の各端部には上下方向に離間した二つの
取付部材４８が一体的に形成されるとともに、図１に示されるように、筐体４の対応する
部位には取付部材挿入孔４ａ（図１には上部挿入孔のみ示されている）が穿設されており
、前面パネル１４の取付部材４８を筐体４の取付部材挿入孔４ａに挿入することにより前
面パネル１４は可動パネル１８とともに筐体４に取り付けられる。
【００２７】
図９乃至図１３は、熱交換器１０に取り付けられる駆動モータ２０及び減速機構２２を
示しており、図９及び図１０はセクタギヤ３６が減速機構２２の一部に噛合した状態を、
図１１は図９の状態からセクタギヤ３６を取り外した状態を、図１２は図１１の状態にお
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いてケーシングの一部を切り欠いた状態を、図１３はセクタギヤ３６が減速機構２２の一
部に嵌脱するときの状態をそれぞれ示している。
【００２８】
図９乃至図１３に示されるように、減速機構２２は二つ割のケーシング５０と、ケーシ
ング５０内に収容された第１ギヤ５２と、第２及び第３ギヤユニット５４，５６とを備え
ている。ケーシング５０は、熱交換器１０に固定される第１ケーシングハーフ５０ａと、
第１ケーシングハーフ５０ａに対し着脱自在の第２ケーシングハーフ５０ｂとからなり、
第１ケーシングハーフ５０ａは熱交換器１０の中央に向かって取り付けられる一方、第２
ケーシングハーフ５０ｂは熱交換器１０の端部側に取り付けられる。
【００２９】
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また、第１ケーシングハーフ５０ａの内面には、駆動モータ２０の駆動軸２０ａに隣接
する第２ギヤ支承部材５８と、第２ギヤ支承部材５８に隣接する第３ギヤ支承部材６０と
が一体的に形成されている。図１３に示されるように、第２ギヤ支承部材５８及び第３ギ
ヤ支承部材６０が突設して形成された第１ケーシングハーフ５０ａの面５０ｃは、熱交換
器１０に対する第１ケーシングハーフ５０ａの取付面５０ｄと直交する方向に延びる平坦
面となっており、この平坦面５０ｃの外面に駆動モータ２０は固定されている。
【００３０】
一方、第２ケーシングハーフ５０ｂは第１ケーシングハーフ５０ａの平坦面５０ｃと平
行に延びる第１平坦面５０ｅを有しており、その内面には、駆動モータ２０の駆動軸２０
ａと同心状に配列された第１ギヤ支承部材６２と、第１ケーシングハーフ５０ａの第２ギ
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ヤ支承部材５８と同心状に配列された第２ギヤ支承部材６４とが一体的に形成されている
。また、後述する開口部５０ｆを挟んで第１平坦面５０ｅと平行に延びる第２平坦面５０
ｇには、第１ケーシングハーフ５０ａの第３ギヤ支承部材６０と同心状に配列された第３
ギヤ支承部材６６が一体的に形成されている。
【００３１】
さらに、第１ギヤ５２は単一ギヤとして形成される一方、第２ギヤユニット５４及び第
３ギヤユニット５６は小径ギヤと大径ギヤとを有する２段ギヤとして形成されている。第
１ギヤ５２は、第１ケーシングハーフ５０ａの上部に固定された駆動モータ２０の駆動軸
２０ａに取り付けられるとともに、第２ケーシングハーフ５０ｂに形成された第１ギヤ支
承部材６２により回動自在に支承されている。一方、第２及び第３ギヤユニット５４，５

40

６は、第１及び第２ケーシングハーフ５０ａ，５０ｂに形成された第２ギヤ支承部材５８
，６４及び第３ギヤ支承部材６０，６６によりそれぞれ回動自在に支承されている。
【００３２】
また、駆動モータ２０の駆動軸２０ａに取り付けられた第１ギヤ５２は第２ギヤユニッ
ト５４の大径ギヤ５４ａと噛合し、第２ギヤユニット５４の小径ギヤ５４ｂは第３ギヤユ
ニット５６の大径ギヤ５６ａと噛合し、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂはセクタ
ギヤ３６と噛合している。このため、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂの歯底面は
セクタギヤ３６のギヤ部４４の歯先面と相補形状を有しており、小径ギヤ５６ｂの歯底面
は半円形を呈している。また、小径ギヤ５６ｂの歯先面は、セクタギヤ３６との噛合時（
前面パネル１４の取り付け時）におけるギヤ部４４との干渉を避けるため、所定の角度（
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例えば、９０度）をなす凸状面として形成されており、インボリュート歯車と異なり平坦
な歯先面は存在しない。なお、第１ギヤ５２、第２ギヤユニット５４の大径及び小径ギヤ
５４ａ，５４ｂ、第３ギヤユニット５６の大径ギヤ５６ａはインボリュート歯車として形
成されている。
【００３３】
さらに、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂはセクタギヤ３６と噛合することから
、小径ギヤ５６ｂとセクタギヤ３６との噛合部に対応するケーシング５０（第２ケーシン
グハーフ５０ｂ）には開口部５０ｆが形成されている。また、熱交換器１０の前面パネル
１４側には、前面パネル１４の開口部１４ａを介して吸い込まれる空気に含まれる塵埃の
侵入を防止するためのフィルタ（図示せず）が設けられているが、減速機構２２は前面パ

10

ネル１４の開口部１４ａを介して吸い込まれる空気に直接曝されるため、吸入空気に含ま
れる塵埃がケーシング５０の開口部５０ｆを介して減速機構２２の内部に侵入する可能性
がある。減速機構２２に塵埃が侵入すると減速機構２２の作動等に悪影響を及ぼすことが
あるため、第３ギヤユニット５６を構成する大径ギヤ５６ａと小径ギヤ５６ｂとの間には
円形の塵埃侵入防止フランジ（仕切り部）５６ｃが一体的に形成されている。この塵埃侵
入防止フランジ５６ｃは、上述した第２ケーシングハーフ５０ｂの第１平坦面５０ｅと略
面一となるように形成され、この面上の開口部は塵埃侵入防止フランジ５６ｃの相補形状
である円形を呈し、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂを除く他の減速機構２２はケ
ーシング５０と第３ギヤユニット５６の塵埃侵入防止フランジ５６ｃにより略密閉された
空間に収容されることで、当該空間内への塵埃の侵入は防止されている。

20

【００３４】
また、第１ケーシングハーフ５０ａは、熱交換器１０に取り付けるための二つの取付部
６８，７０を有しており、一方の取付部６８は、熱交換器１０の端部近傍において熱交換
器１０を構成する多数のフィン（図示せず）の間に挿入されて、その先端部がフィンを貫
通する複数の銅管の一部に係止される一方、他方の取付部７０は多数のフィンの両端に配
置される２枚のエンドプレートの一方に螺着される。
【００３５】
また、駆動モータ２０としては、例えばステッピングモータが使用されるが、駆動モー
タ２０の駆動力を受けて揺動するセクタギヤ３６の揺動角を設定するために、駆動モータ
２０の回転角を設定する必要がある。そこで、第２ケーシングハーフ５０ｂの上述した第
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１平坦面５０ｅの一部には、セクタギヤ３６のギヤ部４４の端部と当接するストッパ７２
が一体的に形成されており、可動パネル１８の閉止時には、セクタギヤ３６がストッパ７
２に当接した位置を位置決めの原点に設定するようにしている。
【００３６】
なお、セクタギヤ３６のギヤ部４４は揺動中心に対し所定の角度範囲にのみ形成されて
おり、可動パネル１８が開放位置から閉止位置まで揺動して筐体４に当接すると（図１０
参照）、セクタギヤ３６のギヤ部４４の端部に位置する歯の歯先面が第３ギヤユニット５
６の小径ギヤ５６ｂの歯底面に面接触している。このとき、駆動モータ２０は短時間では
あるがさらに回転しようとすることから、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂは図１
０において反時計方向にさらに回転するので、ストッパ７２がないと、セクタギヤ３６と
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小径ギヤ５６ｂとの噛合状態が解除される歯とび現象が発生するおそれがある。したがっ
て、ストッパ７２は、セクタギヤ３６の位置決め用原点を設定するばかりでなく、歯とび
防止手段として作用する。
【００３７】
また、第３ギヤユニット５６の小径ギヤ５６ｂに対するセクタギヤ３６の着脱性を考慮
して、可動パネル１８の閉止時において小径ギヤ５６ｂと当接するギヤ部４４の端部に位
置する歯の反対側端部の歯の側面にストッパ７２が当接するように、ストッパ７２の位置
は設定されている。
【００３８】
なお、比較的長尺の駆動軸２４の一端部にセクタギヤ３６が取り付けられており、駆動
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軸２４と各リンク機構１６を構成する長尺リンク１６ａの駆動軸挿通孔には僅かではある
がクリアランスが存在することから、セクタギヤ３６側に位置する可動パネル１８の端部
と反対側の端部は、完全に同時に開閉するわけではない。可動パネル１８の閉止時には、
セクタギヤ３６側に位置する可動パネル１８の端部に比べ、反対側の端部は僅かな閉止遅
れを生じ、セクタギヤ３６側に位置する可動パネル１８の端部が筐体４に当接したときに
セクタギヤ３６がストッパ７２に当接するようにストッパ７２の位置を設定すると、可動
パネル１８の反対側の端部は筐体４に当接しない場合もあり、見栄えが悪い。そこで、ス
トッパ７２の位置は、セクタギヤ３６側に位置する可動パネル１８の端部が筐体４に当接
した後、さらに駆動モータ２０が回転して可動パネル１８の反対側の端部が筐体４に当接
した時点でセクタギヤ３６がストッパ７２に当接するように位置決めされている。
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【００３９】
上記構成の本発明にかかる空気調和機の室内機２の作用を以下説明する。
図２に示されるように、空気調和機の運転停止時には可動パネル１８は前面パネル１４
に密着しており、前面パネル１４の開口部１４ａは可動パネル１８により閉止されている
。このとき、セクタギヤ３６は第２ケーシングハーフ５０ｂに形成されたストッパ７２に
当接しており、各リンク機構１６を構成する長尺リンク１６ａ及び短尺リンク１６ｂは略
垂直に直線状に配列されるとともに前面パネル１４のリンク収容孔（矩形開口部）１４ｂ
に収容されている。
【００４０】
リモコンにより運転スイッチをＯＮにすると、冷媒配管を介して互いに接続された室外

20

機と室内機２が作動し、室内機２においては、送風機１１が作動するとともに風向変更羽
根１２が開制御される（図３参照）。同時に、駆動モータ２０が所定数回転して減速機構
２２を介してセクタギヤ３６が図２の状態から図３の状態まで所定角度揺動する。その結
果、セクタギヤ３６の揺動とともに駆動軸２４が所定角度回転するので、リンク機構１６
を介して可動パネル１８が開放される。このとき、各リンク機構１６を構成する長尺リン
ク１６ａは駆動軸２４の軸心を中心として揺動し、短尺リンク１６ｂの両端部は、短尺リ
ンク取付部３２の円弧状長孔３２ａ及びリブ３４の長孔３４ａに沿って摺動する。その結
果、可動パネル１８は前方に向かって略平行移動するが、可動パネル１８開放時の見栄え
を考慮して、図３に示されるように、可動パネル１８の上端部後方の開口間隔が下端部後
方の開口間隔より大きくなるように長尺リンク１６ａ及び短尺リンク１６ｂの長さが設定
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されている。
【００４１】
次に、リモコンにより運転スイッチをＯＦＦにすると、室外機と室内機２の運転が停止
し、室内機２においては、送風機１１が停止するとともに風向変更羽根１２が閉制御され
る（図２参照）。同時に、駆動モータ２０が所定数回転して減速機構２２を介してセクタ
ギヤ３６が図３の状態から図２の状態まで所定角度揺動し、セクタギヤ３６の端部が第２
ケーシングハーフ５０ｂのストッパ７２に当接した後、駆動モータ２０が停止する。その
結果、セクタギヤ３６の揺動とともに駆動軸２４が所定角度回転するので、リンク機構１
６を介して可動パネル１８が後方に向かって略平行移動し、筐体４に密着して閉止される
40

。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
本発明にかかる空気調和機は開閉自在の可動パネルを備え、駆動源と可動パネルとの間
に介装される減速機構に塵埃の侵入を防止する手段を講じたので、減速機構の動作不良を
未然に防止することができ、一般家庭用空気調和機等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明にかかる空気調和機を構成する室内機の分解斜視図である。
【図２】可動パネルが閉止した状態の図１の室内機の縦断面図である。
【図３】可動パネルが開放した状態の図１の室内機の縦断面図である。
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【図４】前面パネルと可動パネルを内側から見た場合の斜視図である。
【図５】図４の前面パネルと可動パネルの部分拡大斜視図である。
【図６】可動パネルを内側から見た場合の斜視図である。
【図７】図６の可動パネルの部分拡大斜視図である。
【図８】可動パネルを開閉するための互いに噛合するセクタギヤと減速機構の一部の斜視
図である。
【図９】互いに噛合するセクタギヤと減速機構の斜視図である。
【図１０】図９のセクタギヤと減速機構の部分断面図である。
【図１１】減速機構の斜視図である。
【図１２】図１１の減速機構の斜視図であり、ケーシングの一部を切り欠いた状態を示し
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ている。
【図１３】図１１の減速機構の断面図である。
【符号の説明】
【００４４】
２

室内機、

９

空気通路、

４

筐体、
１０

４ａ

取付部材挿入孔、

熱交換器、

１１

送風機、

１４

前面パネル、

１４ａ

開口部、

１６

リンク機構、

１６ａ

長尺リンク、

１８

可動パネル、

２０

２４

駆動軸、

３２

短尺リンク取付部、

３２ａ

３６

セクタギヤ、

ボス部、

４２

ベース部、

５０

ケーシング、

２６

１４ｂ

駆動モータ、

３８

ギヤ部、

５０ａ

１２

２２

減速機構、

長尺リンク取付部、

３４

３８ａ

リブ、

３４ａ

駆動軸挿通孔、
ピン、

３０

４６

ピン、

20

長孔、

４０

アーム部、

リブ、

４８

取付部材、

第１ケーシングハーフ、

５０ｂ

第２ケーシングハーフ、

５０ｅ

第１平坦面、

５０ｆ

５０ｃ
開口部、

平坦面、
５０ｇ

５０ｄ

取付面、

第２平坦面、

５２

５４

第２ギヤユニット、

５４ａ

大径ギヤ、

５４ｂ

小径ギヤ、

５６

第３ギヤユニット、

５６ａ

大径ギヤ、

５６ｂ

小径ギヤ、

５６ｃ

吹出口、

風向変更羽根、

駆動軸、

２８

４４ａ

８

短尺リンク、

２０ａ

長孔、

吸込口、

開口部（リンク収容孔）、

１６ｂ

駆動軸支承部材、

４４

６

塵埃侵入防止フランジ、

５８

６０

第３ギヤ支承部材、

６２

６６

第３ギヤ支承部材、

６８，７０

第１ギヤ、

第２ギヤ支承部材、

第１ギヤ支承部材、
取付部、

７２

６４

第２ギヤ支承部材、

ストッパ。
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【図１０】

【図１２】
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