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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下
面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調
和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本
体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの略八角形の吸込グリルとこの吸込グリルのほ
ぼ全周囲に沿って略八角形に連設したパネル吹出口を有し、少なくともパネル吹出口また
は本体吹出口のどちらか全ての吹出口に上下風向ベーンを有することを特徴とする天井埋
込型空気調和機。
【請求項２】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下
面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調
和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本
体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に
沿った角部および辺部パネル吹出口を有し、前記空気調和機本体の本体吹出風路のうち一
部の角部本体吹出風路は他の辺部本体吹出風路及び熱交換器から隔絶された別の風路を形
成し、かつ下流側の化粧パネルの角部パネル吹出口に連通したことを特徴とする天井埋込
型空気調和機。
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【請求項３】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下
面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調
和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本
体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に
沿った角部および辺部パネル吹出口を有し、前記空気調和機本体の本体吹出風路のうち一
部の角部本体吹出風路は他の辺部本体吹出風路から隔絶された別の風路を形成し、かつ下
流側の化粧パネルの角部パネル吹出口に連通したことを特徴とする天井埋込型空気調和機
。
【請求項４】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下
面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調
和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本
体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に
沿ったパネル吹出口を有し、前記熱交換器にて生成される結露水を排出するドレンポンプ
が前記熱交換器のファン側の折曲部近傍に配設されるとともに、前記ドレンポンプに接続
したドレンパイプが前記熱交換器のドレンパン下部から前記本体吹出口の補強リブに埋設
されて前記空気調和機本体の外部へ設けられたことを特徴とする天井埋込型空気調和機。
【請求項５】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状で湾曲された熱交換器を立設し、前記空気調和
機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに
前記空気調和機本体下方には化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連
通する位置に化粧パネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に連設するパネル吹
出口を有するとともに前記化粧パネルの角部パネル吹出口と角部以外の他の辺部パネル吹
出口に配設された風向ベーンの設定角度を角部よりも辺部を大きくして風向を異なるよう
にしたことを特徴とする天井埋込型空気調和機。
【請求項６】
安定運転時、前記辺部吹出口の風向ベーンを閉鎖状態とし、前記角部吹出口の風向ベーン
のみを風向制御することを特徴とする請求項１または請求項５記載の天井埋込型空気調和
機。
【請求項７】
広範囲風向運転時、前記角部および辺部吹出口の風向ベーンを交互に上下回動してスイン
グ制御することを特徴とする請求項１または請求項５記載の天井埋込型空気調和機。
【請求項８】
前記空気調和機本体の運転停止時に、前記パネル吹出口に設けた風向ベーンが閉鎖された
状態でほぼ前記パネル吹出口を封鎖することを特徴とする請求項１または請求項５に記載
の天井埋込型空気調和機。
【請求項９】
空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、
このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下
面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調
和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本
体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に
沿ったパネル吹出口を有し、前記熱交換器に接続されたヘッダーや分配器から冷凍サイク
ル上室外機に接続する接続配管の下方に受水壁を設け、この受水壁がドレンパンから前記
熱交換器端部の高さ方向全体および空気調和機本体天板に密着して配設されることにより
ターボファン吹出風路と本体吹出風路を隔離して、前記受水壁の前記化粧パネル側に前記
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本体吹出風路に連通したパネル吹出口を備えたことを特徴とする天井埋込型空気調和機。
【請求項１０】
前記化粧パネルの吸込グリルを成す格子状グリルが開閉可能に回動する開閉装置を備え、
前記空気調和機本体の運転停止時には吸込みの開口部を閉鎖させ、一方、運転時には開口
するように回動することを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の天井埋込
型空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井埋込型空気調和機に係り、風路での通風抵抗を低減しモーター入力の低
減および低騒音化により省エネを図ることに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の天井埋込型空気調和機では、その本体の下方には略四角形状の化粧パネルが取付
けられ部屋に面し、この化粧パネルの中央付近には空気調和機本体への空気の吸込口であ
る略四角形で格子状の吸込グリルと、化粧パネルの各辺に沿って形成されたパネル吹出口
を有し、さらに各パネル吹出口には上下風向ベーンを備えて空気調和機を成している。
　また、この空気調和機本体の内部にはターボファン、ターボファンの吸込風路を形成す
るベルマウス、ターボファンを回転駆動するモータ、またターボファンを囲むように略Ｃ
字形状の熱交換器を立設している。さらに前記略Ｃ字形状の熱交換器の２つの端部は熱交
換器連結板で連結し全体として略四角形状に形成されている。そして、この略Ｃ字形状の
２つの端部から伸びた伝熱管にはヘッダーや分配器を収納するための前記熱交換器連結板
と本体吹出風路側壁と空気調和機本体側板と空気調和機本体天板、そしてドレンパンで囲
まれた配管収納スペースを形成している。
【０００３】
　さらに、空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲には本体吹
出口を有し、化粧パネルの略四角形の吸込グリルの各辺に沿って形成され４つのパネル吹
出口に連通するように配置され、各パネル吹出口には上下風向ベーンが配設されている。
なお、化粧パネルの角部にはパネル吹出口および左右風向ベーンは配設されていないため
パネル吹出口の長手方向（左右方向）には吹出気流制御は不可能である。そして、ドレン
パンに溜まった熱交換器で発生する凝縮水であるドレン水を機外に排出するためのドレン
ポンプは熱交換器の空気流れの下流側に配設されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、別の従来の天井埋込型空気調和機として、化粧パネルのパネル吹出口は略環状の
３６０°開口し、外側羽根車により上下風向ベーン無しに風向制御可能というもがある（
例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１４８７０４号公報（第３－４頁、第１－２図）
【特許文献２】特開平１１－３２５４９８号公報（第６－８頁、第１－２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の天井埋込型空気調和機は上述のように構成され、ある程度低騒音で部屋の温度分
布差の抑制が可能である。しかし、吸込グリルの各辺に沿って形成されたパネル吹出口お
よび本体吹出口の長手方向開口幅が狭いことから通風抵抗が増加している。また、化粧パ
ネルのパネル吹出口が形成されていない角部は吸込グリルへ吸込まれる流れが通過するた
め、パネル吹出口が単純に拡大されると吸込まれる流れをパネル吹出口からの吹出流が阻
害し通風抵抗となる。その結果、ターボファンの吸込・吹出風を阻害することからファン
モータの消費電力が増加し省エネ性が損なわれる。さらに、略四角形の吸込グリルの各辺
に沿って略四角形に連設するパネル吹出口が形成されているため、パネル吹出口を有さな
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い化粧パネルの角部では吹出流が存在しなく部屋内で温度分布が不均一になってしまう。
【０００７】
　また、従来の天井埋込型空気調和機の別の例では、３６０°吹出口を開口し内側、外側
羽根車自体により吹出流を上下方向スウィング可能で風向ベーンが不必要なためコストダ
ウンが図れるが、羽根車のような高速回転体がパネル吹出口近傍を回転すると万一手の指
を挿入された場合ケガをする恐れがあり、安全性が低い。さらに、全ての吹出口風向ベー
ンを有さないので風を向けたい角度に変更できない。それにより快適性が損なわれる。
【０００８】
　本発明は上述のような問題点を解消するためになされたもので、化粧パネルのパネル吹
出口及び本体吹出風路をほぼ３６０°開口しつつ、吸込・吹出流れの干渉による吹出流れ
の通風抵抗を抑制することにより、ファンモータの消費電力Ｗｍを低減し省エネで、かつ
部屋の温度分布差の均一化を図り気流制御性が高く、羽根車のような高速回転体がパネル
吹出口に露出せず高品質・高安全性で、運転停止時化粧パネルの開口面を縮小し天井面と
一体デザインになるようにデザイン性を向上した天井埋込型空気調和機を得ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空
気調和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の
熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周
囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には設置される部屋に面する化
粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの
略八角形の吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に沿って略八角形に連設したパネル
吹出口を有し、少なくともパネル吹出口または本体吹出口のどちらか全ての吹出口に上下
風向ベーンを有するものである。
【００１０】
　また、この発明に係る天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、
前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字
形状の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込
口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には設置される部屋に面
する化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に前記化粧パ
ネルの吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に沿ったパネル吹出口を有し、前記熱交
換器にて生成される結露水を排出するドレンポンプが前記熱交換器のファン側の折曲部近
傍に配設されるとともに、前記ドレンポンプに接続したドレンパイプが前記熱交換器のド
レンパン下部から前記本体吹出口の補強リブに埋設されて前記空気調和機本体の外部へ設
けられたものである。
　また、この発明に係る天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、
前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字
形状で湾曲された熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前
記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には化粧パネ
ルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に化粧パネルの吸込グリル
とこの吸込グリルのほぼ全周囲に連設するパネル吹出口を有するとともに前記化粧パネル
の角部パネル吹出口と角部以外の他の辺部パネル吹出口に配設された風向ベーンの設定角
度を角部よりも辺部を大きくして風向を異なるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明の天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記空気調
和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字形状の熱交
換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の周囲に
は本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には設置される部屋に面する化粧パ
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ネルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に前記化粧パネルの略八
角形の吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に沿って略八角形に連設したパネル吹出
口を有し、少なくともパネル吹出口または本体吹出口のどちらか全ての吹出口に上下風向
ベーンを有するので、吹出開口面積が増加するとともに、全ての吹出口に上下風向ベーン
を有するので吹出流れの風速・風向を制御でき、吸込流れと吹出流れの干渉を制御できる
ので通風抵抗を低減できる。そのため、ファンモータの消費電力が低減可能である。また
パネル吹出口全てに風向ベーンを有するので全方位で吹出流れの気流制御が可能であるの
で部屋の温度ムラが制御できる。その結果、省エネで快適性の高い高品質な空気調和機を
得ることができる。
【００１２】
　また、この発明の天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、前記
空気調和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字形状
の熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前記本体吸込口の
周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には設置される部屋に面する
化粧パネルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に前記化粧パネル
の吸込グリルとこの吸込グリルのほぼ全周囲に沿ったパネル吹出口を有し、前記熱交換器
にて生成される結露水を排出するドレンポンプが前記熱交換器のファン側の折曲部近傍に
配設されるとともに、前記ドレンポンプに接続したドレンパイプが前記熱交換器のドレン
パン下部から前記本体吹出口の補強リブに埋設されて前記空気調和機本体の外部へ設けら
れたので、従来の空気調和機で本体吹出風路側に設置していたドレンポンプの場所や配管
収納スペースやドレンパンとして使用していた部分を、本発明では開口して本体吹出口面
積が増加できるので通風抵抗が低減するので、ファンモータの消費電力を低減可能となる
。
　また、この発明に係る天井埋込型空気調和機は、空気調和機本体が天井裏に埋設され、
前記空気調和機本体の内部にターボファンを備え、このターボファンを囲むように略Ｃ字
形状で湾曲された熱交換器を立設し、前記空気調和機本体の下面中央部に本体吸込口と前
記本体吸込口の周囲には本体吹出口を有し、さらに前記空気調和機本体下方には化粧パネ
ルが配置され、前記本体吸込口及び本体吹出口に連通する位置に化粧パネルの吸込グリル
とこの吸込グリルのほぼ全周囲に連設するパネル吹出口を有するとともに前記化粧パネル
の角部パネル吹出口と角部以外の他の辺部パネル吹出口に配設された風向ベーンの設定角
度を角部よりも辺部を大きくして風向を異なるようにしたので、化粧パネルの角部のパネ
ル吹出口からの吹出流れとその他の辺部のパネル吹出口からの吹出流れの風向が異なり、
吸込空間が確保されることから吸込グリルへの吸込流れとパネル吹出口からの吹出流れの
干渉が抑制されターボファンの吸込風が阻害されないので通風抵抗が低減し、ターボファ
ンを駆動するためのファンモータの消費電力が低減可能である。また、上下風向ベーンに
より部屋の上下高さ方向全体を一度に送風できるので部屋の温度分布を均一化できる。そ
の結果、省エネで部屋の温度ムラを抑制する高品質な空気調和機を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
実施の形態１．
　以下、本発明に係る実施の形態１における天井埋込型空気調和機を図１～図９を用いて
説明する。
　図１は本発明の天井埋込型空気調和機の外観斜視図、図２は図１の空気調和機の内部を
示す縦断面図、図３は図１の空気調和機本体の内部を示し天板側から見た水平断面図、図
４は空気調和機本体下部における外観平面図、図５は部屋から天井埋込型空気調和機本体
の下部に取り付けた化粧パネルを見た化粧パネルの外観平面図を示す。
【００１４】
　図１、図２、図５に示すように、空気調和機本体１の下方には略四角形状の化粧パネル
２が取付けられ部屋１５に面している。化粧パネル２の中央付近には空気調和機本体吸込
口１１ａへの空気の吸込口であり部屋１５の空気中に浮遊するホコリを除去するフィルタ
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１４が取付けられた略四角状の吸込グリル２ａと、前記吸込グリル２ａの辺部に沿い対向
する２組の直線状の辺部パネル吹出口２ｂ２と隣り合う前記辺部パネル吹出口２ｂ２を結
ぶ円弧状をなす角部パネル吹出口２ｂ１により略ロの字に連設されたパネル吹出口２ｂと
、各パネル吹出口２ｂ１、２ｂ２には対応した上下風向ベーン２ｃ１、２ｃ２を備えて空
気調和機を成している。
　また、図２、図３、図４のように前記空気調和機本体１の内部にはターボファン３、タ
ーボファン吸込風路２３ａを形成するベルマウス５、ターボファン３を回転駆動するモー
タ４を配設し、また熱交換器６はターボファンの３を囲むように略Ｃ字形状に立設し、熱
交換器６の２つの端部６ａから伸びた伝熱管６ｂに接続されたヘッダー８や分配器９が接
続されターボファンの流出部から熱交換器６に至るターボファン吹出風路２３ｂに露出し
ている。そして、熱交換器６を通過した空気が流れる下流側から空気調和機本体天板１ｂ
、空気調和機本体側板１ａ、ドレンパン１２に囲まれ化粧パネル２のパネル吹出口２ｂへ
連通する本体吹出口１６ａまでが本体吹出風路１６として形成されている。
【００１５】
　また、図３および図３の矢視断面図Ｘ－Ｘである図６に示すドレンパイプ接続の概要図
のように熱交換器６で発生する凝縮水であるドレン水を一時的に貯めるドレンパン１２の
ドレン水を機外へ排出するドレンポンプ１７は、熱交換器６のターボファン吹出風路２３
ｂ側で、かつターボファン３から遠方の熱交換器６の折曲部６ｃ近傍に配設されている。
このドレンポンプ１７から空気調和機本体１の機外へのドレン排出口１７ｂへ接続するド
レンパイプ１７ａは、ドレンパン１２下部で一部埋設され、さらに本体吹出口１６ａの補
強用リブ１６ｂに埋設し取り回され、通風抵抗にならない状態になっている。
　さらに、図３および図３の矢視断面図Ｙ－Ｙである図７のように天井埋込型空気調和機
本体１と室外機を冷凍サイクル上接続する内外接続配管２０の下方のドレンパン側には万
一配管表面に結露が発生しても空気調和機本体１の外部に結露水が滴下しないように受水
壁２１が配設されている。受水壁２１は内外接続配管２０から滴下した結露水がドレンパ
ン１２へ流れるように形成され、ドレンパン１２から熱交換器端部６ａの高さ方向全体お
よび空気調和機本体天板１ｂに密着して配設され、これによりターボファン吹出風路２３
ｂと本体吹出風路１６を隔離するように形成されている。
【００１６】
　そして、モータ４の運転や上下風向ベーン２ｃの上下角度制御、室外機との制御信号の
送受信等を行う制御基板等を収納する電気品箱１３が配設され、ターボファン３はモータ
４の回転軸を固定するハブ３ｃと一体に形成された主板３ｂに、ターボファンの回転方向
Ａに対し逆向きの後向き羽根である翼３ａが取付けられ、主板３ｂに対向して翼３ａへの
空気の案内流路を形成する漏斗状のシュラウド３ｄにより構成されターボファン３全体が
回転する。空気調和機の運転時、図１～４のように、モータ４に駆動され矢印Ａ方向に回
転するターボファン３によって部屋１５の空気が吸込グリル２ａから吸い込まれ、フィル
タ１４でホコリ等を除去された後、ターボファン吸込風路２３ａ、ベルマウス５を通りタ
ーボファン３に吸い込まれる。その後、ターボファン３から吹出された空気（太矢印Ｃ）
は熱交換器６により加熱、冷却・除湿され略ロの字に形成された本体吹出風路１６を通過
後、略ロの字に連接された本体吹出口１６ａおよび、化粧パネル２のパネル吹出口２ｂ１

、２ｂ２から上下風向ベーン２ｃ１、２ｃ２により風向を変更されながら部屋１５へ吹出
され空調する。
【００１７】
　このように、空気調和機を構成することにより、従来の空気調和機において本体吹出風
路側に設置していたドレンポンプの場所や配管収納スペースやドレンパンとして使用して
いた部分を、本発明では開口して本体吹出風路１６として使用できるので、本体吹出口１
６ａおよびパネル吹出口２ｂの吹出開口面積が増加できるので通風抵抗が低減する。その
ため、ターボファン３の送風が阻害されなくなるので、図８に示す従来との本発明に係る
天井埋込型空気調和機のターボファン３を駆動するためのモータ４の消費電力Ｗｍ比較図
のように、本発明の方が従来に比べ２０％ほど消費電力を低減可能である。
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【００１８】
　また、図１のように略ロの字形状に連接するパネル吹出口２ｂ全てのパネル吹出口２ｂ
に上下風向ベーン２ｃがそれぞれ配設されているので、図９に示すパネル吹出口風速分布
図のようにパネル吹出口２ｂの開口面積を拡大したことによるパネル吹出口での吹出風速
減少分を上下風向ベーン２ｃの設定角度により増速し吹出風速分布差を抑制でき、さらに
部屋の上下風向制御可能としているため、部屋１５の全体の温度分布も改善されて快適な
空調空間が得られる。なお、図９において、縦軸にパネル吹出口風速、横軸に化粧パネル
のパネル吹出口角部からの略ロの字形状全周の距離をとり、図中の□印は本発明の上下風
向ベーン無し、▲印は本発明の上下風向ベーン有り、◆印は従来の空気調和機をそれぞれ
表している。
【００１９】
　また、本体吹出風路１６、パネル吹出口２ｂの通風抵抗減少分、ターボファン３の送風
量が増加できるので、熱交換器６での熱交換量が増加でき温風の温度を上昇可能である。
　そして、図５のように空気調和機の運転停止時に上下風向ベーン２ｃが閉鎖された時に
はほぼパネル吹出口２ｂを封鎖できるので、パネル吹出口が開口していると黒く見えて目
立つものであるが、本発明によると設置されている部屋１５の天井面で目立たなくデザイ
ン性が高い空気調和機を得ることができる。さらに運転停止時のホコリの機内への進入を
抑制でき、清潔が保てるとともに高い空調性能を維持することができる。さらに、従来の
空気調和機にあるパネル吹出口２ｂ近傍には高速回転体はないので安全性が保てる。その
結果、省エネで、快適性が高く、デザイン性の高い天井埋込型空気調和機を得ることがで
きる。
【００２０】
実施の形態２．
　以下、本発明の実施の形態２における天井埋込型空気調和機を図１０～図１５を用いて
説明する。
　図１０は図１に相当する本発明にかかる天井埋込型空気調和機の外観斜視図、図１１は
図４に相当する図１０の空気調和機本体下部における外観平面図、図１２は図５に相当す
る化粧パネルの外観平面図を示す。なお、空気調和機本体内部における構成、および対応
する符号は実施の形態１と同一のものを示す。
【００２１】
　図１０、図１１に示すように、空気調和機本体１は水平断面が略八角形であり、本体中
央部の本体吸込口１１ａに対応して連通する位置に化粧パネル２の略八角形の吸込グリル
２ａを配設し、本体吹出口１６ａに対応して連通する位置に吸込グリル２ａのほぼ全周囲
に略八角形に連設配置するパネル吹出口２ｂ１、２ｂ２を配設するものである。この実施
の形態２における前述の実施の形態１との違いは、吸込グリル２ａが略八角形をなす点と
、パネル吹出口２ｂも略八角形に配置された構成となっている点である。これらの構成と
したことにより、従来に比べ吹出開口面積が増加し、さらに実施の形態１の図１のように
略ロの字形状に配置したパネル吹出口２ｂ１、２ｂ２を連設する場合に比べて、図１１、
図１２のように空気調和機本体形状に即してパネル吹出口２ｂ１、２ｂ２を開口すること
から有効的に開口できるので通風抵抗がさらに低減する。そのため、ターボファン３の送
風が阻害されなくなるのでターボファンを駆動するためのモータ４の消費電力Ｗｍが図１
５のように従来に比べ約２５％低減可能である。
【００２２】
　また、本発明のパネル吹出口２ｂを略八角形に連設配置するとともに吸込グリルもそれ
に対応して略八角形とする構成により、従来の空気調和機のように吸込グリル２ａが略四
角形の場合に比べ、図１２のように化粧パネルの角部２ｄに対応して形成された角部パネ
ル吹出口２ｂ１と吸込グリル２ａの距離Ｂが拡大するので、図１３に示すような従来の天
井埋込型空気調和機で単純にパネル吹出口２ｂを拡大した場合（図中の吸込グリルとパネ
ル吹出口との間の距離Ｂが狭くなった構成）のような吹出流れと吸込流れの干渉が、本発
明では生じることなく、図１４の本発明での吸込グリル２ａと角部パネル吹出口２ｂ１近
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傍の縦断面図に示す気流の流れ状態のように、吸込グリル２ａへの吸込流れと角部パネル
吹出口２ｂ１の吹出流れの干渉が抑制される。そのため通風抵抗がさらに低減し、ターボ
ファン３の送風が阻害されなくなるので、図１５の「パネル吹出口が略八角形に連接時＋
吸込グリルが略八角形時」に示すようにターボファン３を駆動するためのモータ４の消費
電力Ｗｍがさらに低減し従来に比べて約３０％低減可能である。その結果、さらに省エネ
が図れた空気調和機を得ることができる。
【００２３】
実施の形態３．
　以下、本発明の実施の形態３．における天井埋込型空気調和機を図１６～図２２を用い
て説明する。
　図１６は図５に相当する化粧パネル２を部屋から見たときの外観平面図、図１７は化粧
パネル２の角部２ｄの角部パネル吹出口２ｂ１、およびそこに設けた上下風向ベーン２ｃ

1のまわりの縦部分断面図、図１８は角部以外の辺部パネル吹出口２ｂ２に配設された上
下風向ベーン２ｃ２のまわりの縦部分断面図を示す。なお、空気調和機本体１の内部にお
ける主な構成、および対応する符号は実施の形態１と同一のものを示す。
【００２４】
　図１６～図１８において、本発明が前述の実施の形態１または２と異なる点は、本発明
では化粧パネル２の吸込グリル２ａと吸込グリル２ａのほぼ全周囲に連設するパネル吹出
口２ｂを有し、かつ化粧パネルの角部２ｄの角部パネル吹出口２ｂ１に配設された角部上
下風向ベーン２ｃ１の設定角度θ１と角部以外の対向した辺部にある辺部パネル吹出口２
ｂ２に配設された辺部上下風向ベーン２ｃ２の設定角度θ２が異なるところである。
　そのため、化粧パネルの角部２ｄの角部パネル吹出口２ｂ１からの吹出流れと角部以外
の他の辺部パネル吹出口２ｂ２からの吹出流れの風向が異なり、吸込空間が確保されるこ
とから吸込グリル２ａへの吸込流れとパネル吹出口２ｂからの吹出流れの干渉が抑制され
通風抵抗が低減できるので、ターボファン３の吸込・吹出流れが阻害されずターボファン
３を駆動するためのモータ４の消費電力Ｗｍがさらに低減可能である。
【００２５】
　例えば、図１９の表に空気調和機の冷暖房運転モードおよび風向制御モードでの辺部上
下風向ベーン２ｃ２の角度θ２、角部上下風向ベーン２ｃ1の角度θ１、風向の一例を示
す。図１９において、暖房１、冷房１（急速、通常）ではθ１＜θ２で部屋１５へ吹出す
場合、図２０の（ａ）に示すように角部上下風向ベーン２ｃ1は（ｂ）の辺部上下風向ベ
ーン２ｃ２と異なる角度で比較して上方に吹出すことにより、吸込グリル２ａへ吸込流れ
が流れる空間を確保し、吸込流れと吹出流れの干渉を抑制する。また、図２１に示すよう
に、暖房２、冷房２（通常広範囲）では、上下風向ベーンが上下回動（スイング）し、θ

1＜θ2またはθ１＞θ2でθ1とθ2が交互に拡大、縮小するバタ足状に吹出される。さら
に、図２２に示すように、暖房３、冷房３（安定運転時）の場合は、辺部上下風向ベーン
２ｃ２を閉鎖し、角部上下風向ベーン２ｃ1のみを開口し風向制御することにより必要最
小限の空調が可能である。このように部屋１５の上下高さ方向全体と周方向全体を一度に
送風できるので部屋１５の温度分布が均一化できる。その結果、省エネで部屋の温度ムラ
を抑制する高品質な空気調和機を得ることができる。
【００２６】
実施の形態４．
　以下、本発明の実施の形態４における天井埋込型空気調和機を図２３～図２５を用いて
説明する
　図２３は図１に相当する本発明にかかる天井埋込型空気調和機の運転停止時における外
観斜視図、図２４は図２３の縦断面図、図２５は図２４のＤ部の化粧パネル２の吸込グリ
ル開閉機構部縦断面図を示す。なお、空気調和機本体１の内部における主な構成、および
対応する符号は実施の形態１と同一のものを示す。
【００２７】
　本発明における天井埋込型空気調和機において、前述の実施の形態１から３と異なる点
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は、本体下方に取り付けられる化粧パネル２のほぼ中央部にある吸込グリル２ａに関する
部分が異なるものである。図２５の吸込グリル開閉機構部を示す縦断面図において、吸込
グリル２ａより本体内側に設けられた吸込グリル開閉アーム２ｅに軸固定されて回動自在
に取り付けられた吸込グリル格子２ｆを備えるとともに、この吸込グリル開閉アーム２ｅ
の一端部が歯車を有したグリル開閉用モータ１９に噛合う歯型形状を有している。そして
、空気調和機の運転稼動時、図２５の吸込グリル開閉アーム２ｅがグリル開閉用モータ１
９により水平移動し吸込グリル格子２ｆは回動して吸込グリル２ａは開口し、また空気調
和機の運転停止時、図２５の吸込グリル開閉アーム２ｅがグリル開閉用モータ１９により
逆に水平移動し吸込グリル格子２ｆは回動して吸込グリル２ａは閉鎖し、風向ベーン２ｃ
も回動してパネル吹出口２ｂが閉鎖され、図２３のように吸込グリルを通した機内が見え
づらい状態になる。
【００２８】
　このように空気調和機を形成することにより、運転停止時には、パネル吹出口の上下風
向ベーン２ｃによる開口部閉鎖状態と吸込グリルの閉鎖状態とをなすことで化粧パネルに
おける開口がほぼなくなり、黒く見える部分がほとんどないため、設置されている部屋の
天井面に一体化できデザイン性が高い空気調和機を得ることができる。また、パネル吹出
口及び吸込グリルが蓋をした状態となるため、ホコリの機内への侵入をさらに抑制でき清
潔が保てるとともに、高い空調能力を維持することが可能となる。
【００２９】
実施の形態５．
　以下、本発明の実施の形態５における天井埋込型空気調和機を図２６～図２９を用いて
説明する
　　図２６は図１に相当する本発明にかかる天井埋込型空気調和機の外観斜視図、図２７
は図２６の縦断面図、図２８は図２６の矢視Ｅから見たパネル吹出口拡大図を示す。
　なお、空気調和機本体１の内部における主な構成、および対応する符号は実施の形態１
から４と同一のものを示す。
【００３０】
　本発明の天井埋込型空気調和機は、前述の実施の形態１から４と異なる点は、パネル吹
出口２ｂに上下風向ベーン２ｃと左右風向ベーン２ｈの両方を設けた点が異なるところで
ある。図２６、図２７において、化粧パネル２の中央部にある吸込グリルのほぼ全周囲に
略八角形に連設するパネル吹出口２ｂに上下風向ベーン２ｃおよび左右風向ベーン２ｈが
配設される。この左右風向ベーン２ｈは、一例として図２８に示すように、化粧パネル２
に固定保持された左右風向ベーン回転軸２ｋを持ち、各左右風向ベーン２ｈは左右風向ベ
ーンジョイント２Ｊにより接続され、化粧パネル２に固定されたベーンモータ１８の駆動
により、左右風向ベーンジョイント２Ｊを介し連動して回動する。
【００３１】
　これにより、従来の空気調和機では吹出口内部に左右風向ベーン２ｈは配設されていな
いので空気調和機の設置位置によって人に吹出風を直接当てたい場合や空気調和機下方に
いる人が吹出風を避けたい場合には上下風向ベーン２ｃのみでしか風向制御ができなかっ
たが、本実施の形態によれば、左右風向ベーン２ｈが配設されていることにより、上下風
向ベーン２ｃと相まって自在に風向制御可能であるので、部屋１５に居る人の欲しい場所
へ風向を変更可能で快適性が向上し高品質な空気調和機が得られる。
【００３２】
　さらに、全ての左右風向ベーン２ｈの設置角度をターボファンの回転方向Ａの方向に設
定した場合、元々ターボファン３への吸込流れは回転方向Ａと同様な旋回流で吸込グリル
２ａへ流入されており、パネル吹出口２ｂ１、２ｂ２が吸込グリル２ａのほぼ全周囲に配
設されていることから、パネル吹出口２ｂ１、２ｂ２の吹出流は図２９に示すように吸込
流れと干渉することなく旋回流を形成し、吸込グリル２ａ近傍がパネル吹出口２ｂ１、２
ｂ２近傍に比べさらに負圧になるため、吸込グリル２ａへの吸込流れが促進される。その
ため、ターボファン３の吸込側通風抵抗が低減され、ターボファン３を駆動するためのフ
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ァンモータの消費電力Ｗｍが低減可能である。また、吹出流れは旋回流となるため、床面
への吹出流れの到達距離が拡大し、天井面の高い部屋に本発明の天井埋込型空気調和機を
設置しても床まで風が到達できるので部屋の温度ムラが改善できる。その結果、さらに省
エネで高品質な空気調和機を得ることができる。
【００３３】
実施の形態６．
　以下、本発明の実施の形態６における天井埋込型空気調和機を図３０から図３４を用い
て説明する。
　図３０は前述の図３に相当する本発明に係る天井埋込型空気調和機の内部を示す水平断
面図、図３１は図４に相当する本発明に係る天井埋込型空気調和機の本体下部における外
観平面図、図３２は図３１のＺ－Ｚ矢視断面図、図３３は図３１のＷ－Ｗ矢視断面図を示
す。なお、空気調和機本体１の内部における主な構成および対応する符号は実施の形態１
と同一のものを示す。
【００３４】
　図３０において、空気調和機本体１の内部にはターボファン３、ターボファン吸込風路
２３ａを形成するベルマウス５、ターボファン３を回転駆動するモータ４を配設し、また
熱交換器６はターボファン３を囲むように略Ｃ字形状に立設し、熱交換器６の２つの端部
６ａから伸びた伝熱管６ｂに接続されたヘッダー８や分配器９が接続されターボファン吹
出風路２３ｂに露出している。
　また、図３０および図３２にように、熱交換器６の空気流れの下流側から空気調和機本
体天板１ｂ、空気調和機本体側板１ａ、ドレンパン１２に囲まれ化粧パネル２のパネル吹
出口２ｂへ連通する本体吹出口１６ａ、本体吹出風路１６、熱交換器６と隔絶された別の
風路を形成し、一例として外気導入用風路２４としている。
【００３５】
　また、図３３に示すように、前記外気導入用風路２４と別の角部吹出風路１６ｆは他の
本体風路１６と隔絶された風路を形成し、一例として図３４のような抗酸化成分発生器２
６を配設した場合を示す。なお、抗酸化成分は空気中の活性酸素の発生を抑制し、人体細
胞の酸化を抑制するものである。そして抗酸化成分発生器２６は前面に配設された抗酸化
成分の一つである天然ハーブを含有したカートリッジ２７を背面に配設されたフィルムヒ
ータ２８により加熱し天然ハーブ成分を空気中へ供給する仕組みである。
【００３６】
　そして、モータ４の運転や上下風向ベーン２ｃの上下角度制御、室外機との制御信号の
送受信を行う制御基板等を収納する電気品箱１３が配設され、ターボファン３はモータ４
の回転軸を固定するハブ３ｃと一体に形成された主板３ｂに、ターボファンの回転方向Ａ
に対し逆向きの後向き羽根である翼３ａが取り付けられ、主板３ｂに対向して翼３ａへの
空気の案内流路を形成する漏斗状のシュラウド３ｄにより構成されターボファン３全体が
回転する。
　そして、図３１の本体下部から見た図のように外気導入用風路２４、抗酸化発生装置２
６が配設された角部本体吹出風路１６ｆは開口し、化粧パネル２の角部パネル吹出口２ｂ
１へ連通している。
【００３７】
　このように、本体吹出風路１６のうち一部の角部本体吹出風路１６ｆを他の本体吹出風
路に外気導入する場合、冷房時に熱交換器６で冷やされた空気と外気の温かい空気が混合
し吹出風路壁面で結露してしまうため、外気導入した空気を先ず本体吸込風路に吸い込ま
せる必要があった。しかし、本発明によればその必要が無くなり結露を抑制でき、さらに
外気導入用風路面積を大きく取れるので風路圧損が低減できて外気導入効率が向上すると
ともに外気導入量が増加できる。また、他の例として、外気導入接続部２５に酸素発生装
置等の他の方式の給気装置を接続しても同様に熱交換器での熱交換後の流れと給気流れが
合流しても風路が隔絶されているのでユニット内での結露が防止可能である。
【００３８】
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　さらに、前記外気導入用風路２４と別の角部吹出風路１６ｆは他の本体風路１６と隔絶
された風路を形成し、他の角部本体吹出風路１６ｆを構成することにより、吹出口面積の
大きい辺部本体吹出風路１６ｇや角部本体風路１６ｆを他の本体吹出風路１６と隔絶しな
い場合、抗酸化成分が空気調和機本体内部で拡散しすぎてしまう。本発明のように抗酸化
成分発生器２６の配設される角部本体吹出風路１６ｆが他の本体吹出風路１６と隔絶され
ることにより空気調和機本体内部で抗酸化成分は拡散しずらいので有効に部屋１５へ抗酸
化成分含有空気を放出できる。なお、抗酸化成分発生器２６の代わりにマイナスイオン発
生器を配設しても有効にマイナスイオンを部屋１５へ放出可能である。
　このように本体吹出風路を形成することにより、吹出口面積が拡大し通風抵抗が低減で
きることからモータ消費電力の低減が可能で、フレッシュエアーを外気導入でき、抗酸化
成分含有空気等を有効に部屋へ放出できるので、省エネで高品質・高付加機能の天井埋込
型空気調和機が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る天井埋込型空気調和機の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る天井埋込型空気調和機の内部を示す縦断面図である
。
【図３】本発明の実施の形態１に係る天井埋込型空気調和機の内部を示す水平断面図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態１に係る天井埋込型空気調和機の本体下部における外観平面
図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係り、化粧パネルを部屋から見た外観平面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係り、ドレンパイプ接続の概要図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係り、受水壁の概要図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係り、従来とのターボファンを駆動するためのモータの
消費電力Ｗｍ比較図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係り、パネル吹出口での吹出口拡大時、上下風向ベーン
有無時の吹出風速分布図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る天井埋込型空気調和機の外観斜視図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る天井埋込型空気調和機の本体下部における外観平
面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係り、化粧パネルを部屋から見た外観平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係り、従来の天井埋込型空気調和機で単純にパネル吹
出口２ｂを拡大した場合の吹出流れと吸込流れの干渉の様子を示した図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係り、吸込グリル２ａと角部パネル吹出口２ｂ１近傍
の縦断面図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係り、従来とのターボファンを駆動するためのモータ
の消費電力Ｗｍ比較図である。
【図１６】本発明の実施の形態３に係る天井埋込型空気調和機の化粧パネルを部屋から見
た外観平面図である。
【図１７】本発明の実施の形態３に係り、化粧パネル２の吸込グリル２ａと角部パネル吹
出口２ｂ１、上下風向ベーン２ｃ１近傍の縦断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態３に係り、化粧パネル２の吸込グリル２ａと辺部パネル吹
出口２ｂ２、上下風向ベーン２ｃ２近傍の縦断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態３に係り、空気調和機の冷暖房運転モードおよび風向制御
モードでの辺部上下風向ベーン２ｃ２、角部上下風向ベーン２ｃ1、の角度θ２、θ１、
風向の一例を示した説明図である。
【図２０】本発明の実施の形態３に係り、図１９に示す暖房１、冷房１（急速、通常）の
運転モードにおける（ａ）角部上下風向ベーン２ｃ1および（ｂ）辺部上下風向ベーン２
ｃ２の風向ベーン角度θ１、θ２の関係を示した概要図である。
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【図２１】本発明の実施の形態３に係り、図１９に示す暖房２、冷房２（通常広範囲）運
転モードにおける（ａ）角部上下風向ベーン２ｃ1および（ｂ）辺部上下風向ベーン２ｃ

２の風向ベーン角度θ１、θ２の関係を示した概要図である。
【図２２】本発明の実施の形態３に係り、図１９に示す暖房３、冷房３（安定運転時）運
転モードにおける角部パネル吹出口２ｂ１、辺部パネル吹出口２ｂ２からの吹出流れ概要
図である。
【図２３】本発明の実施の形態４に係る天井埋込型空気調和機の運転停止時における斜視
図である。
【図２４】本発明の実施の形態４に係り、図２３の縦断面図である。
【図２５】本発明の実施の形態４に係り、図２４に示すＤ部の化粧パネル２の吸込グリル
開閉機構部縦断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態５に係る天井埋込型空気調和機の運転停止時における斜視
図である。
【図２７】本発明の実施の形態５に係り、図２６の縦断面図である。
【図２８】本発明の実施の形態５に係り、図２６の矢印Ｅから見たパネル吹出口の拡大図
である。
【図２９】本発明の実施の形態５に係り、全ての左右風向ベーン２ｈの設置角度をターボ
ファンの回転方向Ａの方向とした場合のパネル吹出口２ｂからの吹出流れと吸込グリル２
ａへの流れの様子を示した図である。
【図３０】本発明の実施の形態６に係る天井埋込型空気調和機の内部を示す水平断面図で
ある。
【図３１】本発明の実施の形態６に係る天井埋込型空気調和機の本体下部における外観平
面図である。
【図３２】本発明の実施の形態６に係り、図３１の断面Ｚ－Ｚにおける矢視断面図である
。
【図３３】本発明の実施の形態６に係り、図３１の断面Ｗ－Ｗにおける矢視断面図である
。
【図３４】本発明の実施の形態６に係り、抗酸化成分発生器の拡大図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　空気調和機本体、　１ａ　空気調和機本体側板、　１ｂ　空気調和機本体天板、　
２　化粧パネル、　２ａ　吸込グリル、　２ｂ　パネル吹出口、　２ｂ１　化粧パネルの
角部２ｄのパネル吹出口、　２ｂ２　化粧パネルの角部２ｄ以外の辺部のパネル吹出口、
　２ｃ　風向ベーン、　２ｃ1　化粧パネルの角部２ｄのパネル吹出口に配設された風向
ベーン、　２ｃ２　化粧パネルの角部２ｄ以外の辺部のパネル吹出口に配設された風向ベ
ーン、　２ｄ　化粧パネルの角部、　２ｅ　吸込グリル開閉アーム、　２ｆ　吸込グリル
格子、　２ｇ　パネル吹出口実質開口部、　２ｈ　左右風向ベーン、　２Ｊ　左右風向ベ
ーンジョイント、　２ｋ　左右風向ベーン回転軸、　３　ターボファン、　３ａ　ターボ
ファンの翼、　４　モータ、　５　ベルマウス、　６　熱交換器、　６ａ　熱交換器端部
、　６ｂ　熱交換器の伝熱管、　６ｃ　熱交換器折曲部、　７　熱交換器連結板、　８　
ヘッダー、　９　分配器、　１０　配管収納スペース、　１１　本体吸込風路、　１１ａ
　本体吸込口、　１２　ドレンパン、　１３　電気品箱、　１４　フィルタ、　１５　部
屋、　１６　本体吹出風路、　１６ａ　本体吹出口、　１６ｂ　本体吹出口１６ａの補強
用リブ、　１６ｃ　本体吹出風路側壁、　１７　ドレンポンプ、　１７ａ　ドレンパイプ
、　１７ｂ　ドレン排出口、　１８　ベーンモータ、　１９　グリル開閉用モータ、　２
０　内外接続配管、　２１　受水壁、　２３ａ　ターボファン吸込風路、　２３ｂ　ター
ボファン吹出風路、　２４　外気導入用風路、　２５　外気導入ダクト接続部、　２６　
抗酸化成分発生器、　２７　抗酸化成分カートリッジ、　２８　フィルムヒータ、　Ａ　
ファン回転方向、　Ｂ　角部パネル吹出口２ｂ１から吸込グリル２ａまでの距離、　Ｃ　
ターボファン吹出流れ、　Ｌ　パネル吹出口１０２ｂの長手方向開口幅、　θ１　化粧パ
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ネルの角部２ｄのパネル吹出口に配設された風向ベーン２ｃ1の設定角度、　θ２　化粧
パネルの角部２ｄ以外の辺部のパネル吹出口に配設された風向ベーン２ｃ２の設定角度。
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【図１７】 【図１８】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】
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