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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内ユニット内部に収納された熱交換器及び送風機を備え、空気吸込口から空気を吸い込
み、下面部の吹出しユニットから空気を吹き出す空気調和機において、フロントパネルの
下部に室内ユニットの幅方向に設けられた前面空気吸込口と、この前面空気吸込口の下か
ら上に行くに従って吸込口から奥になるように断面形状が凹形状をし、吸込口の全幅にわ
たって配置された風路奥壁と、この風路奥壁の下部であって室内ユニットの前面の前記前
面吸込口前幅にわたって形成され、背面に表示用発光源を有する運転モード表示部前面カ
バーとを有し、これら風路奥壁と運転モード表示部前面カバーとを光が透過できる材質で
形成された透光板で構成した空気調和機。
【請求項２】
請求項１において、前記透光板の裏面に外部からの光を反射する反射手段を設け、この反
射板に発光体が発光する光が透過する発光窓を設けて、発光体が発光する光の色調により
運転モードの相違を表示した空気調和機。
【請求項３】
請求項２において、前記反射板の発光窓は、同一の発光窓で発光する光の色調を複数の色
調で発光させ、発光した色調により運転モードの相違を表示した空気調和機。
【請求項４】
請求項１において、前記透光板に弾性を利用して化粧カバー本体に組込む取付け脚を設け
、この取付け脚の高さと同一高さ寸法で、透光板の全幅にわたって透光板の表面に微細な
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凹凸面を設けた空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は空気調和機の室内ユニットに関するもので、特に空気調和機のデザインと表示に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
空気調和機の室内ユニットは、室内ユニットの後部を構成する樹脂で成形された箱体本体
と、室内ユニットの前面部を構成する化粧カバー本体と、室内ユニットの下面部を構成す
る吹出しユニットで構成されている。そして、箱体本体には空気調和機の機能部品である
熱交換器や送風機、その他の機器が組みこまれていて、化粧カバー本体には正面から室内
空気を吸いこむフロントグリルと上面部から室内空気を吸いこむ上部空気吸い込みグリル
が設けられ、それらのグリルに対応してエアフィルターが収納されている。また、熱交換
器で温湿度を調和された室内空気を流通させる吹出し風路が構成されていて、吹出し風路
の吹出し口の近くには風の流れを偏向する風向偏向板が設けられている。そして、正面部
のフロントグリルや上面部の上部空気吸込みグリルから室内ユニットに吸いこまれた室内
空気は、エアフィルターで塵や埃を取り除かれ、熱交換器で温湿度を調和され、送風機で
吹出し風路内に送りだされ、風向偏向板で風の流れを偏向され、吹出し口から再び室内に
吹きだされてくる。
【０００３】
空気調和機の室内ユニットは、室内壁面の天井に近い高所に設置されていて、その高所か
ら吹出す温湿度を調和した空気で、人が生活する室内空間を快適な生活環境に調和してゆ
くものである。そして、最近の空気調和機はかつての空気調和機のように冷房運転だけで
なく、冷房運転のほかに暖房運転、除湿運転、送風のみの運転ができ、また除湿運転にお
いては冷房気味の冷房除湿運転、暖房気味の暖房除湿運転等、いろいろな運転モードがあ
り、またタイマーのオンオフや空気清浄化運転等が組み込まれ、空気調和機の機能は多機
能にわたってきている。
【０００４】
しかし、空気調和機の室内ユニットは室内壁面の天井に近い高所に設置されているので、
室内ユニットの表面に運転操作表示部を設けて運転モードを文字で表示しても見えにくく
あまり効果がないので、室内ユニットには電源が入っているか否か、タイマーモード運転
になっているか否か等が分かる程度の数個の表示ランプ（発光ダイオード）だけを設けて
いるのが一般的であった。
【０００５】
特開平７－６３３６８号公報（文献１）には、室内ユニットの下部に設けられた吹出口と
その上部に設けられた空気吸込口との間であって、ユニット幅方向の中央付近に運転表示
を行なう表示部を設けることが記載されている。
また、最近の室内ユニットは室内ユニットを設置した部屋の家具や調度品と違和感なく調
和させるため、室内ユニットの表面に空気吸い込み口を設けることをやめたり、表面パネ
ルを凹凸のない単純な板状構造にしたりして、空気調和機の室内ユニットの外観をできる
かぎり家具的な雰囲気に仕上げ家電製品としてのイメージを和らげようとしている。した
がって室内ユニットの外観から運転操作モードの表示部等は省かれて、数少ない表示ラン
プで室内ユニットの主たる運転状況、例えば室内ユニットに電源が入っているか否か等が
分かる程度の表示をおこなっている。
【０００６】
一方、室内ユニットの外観をできるかぎり家具的な雰囲気に仕上げるため、先にも説明し
たように前面パネル部に設けていた空気吸込口を廃止して、前面パネルを凹凸の少ないフ
ラットな外観にし、空気吸込口は室内ユニットの上部に一括して設けることが行なわれて
いる。
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【０００７】
しかし、室内ユニット内に組み込んだ熱交換器を有効に活用するには、特開２００１－４
１５６１号公報（文献２）及び特開２００１－４１４８９号公報（文献３）に記載されて
いるように、室内ユニットの前面にあるフロントパネルに空気吸込口を設けて、室内ユニ
ット内に組み込んだ熱交換器に室内空気を送ることが効果的である。そのため室内ユニッ
ト前面のフロントパネルに設けた空気吸い込み口の高さ幅を小さくして、室内ユニットを
設置した生活空間から室内ユニットを見上げた際、見上げた視線から空気吸い込み口を見
えなくする工夫がなされてきた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記文献２及び文献３に記載された空気調和機の室内機は、室内機前面の意匠性
を向上させるため前面パネルを凹凸感のないフラットな外観にしたにもかかわらず、熱交
換効率を良くするといった理由から前面に空気吸込口が設けられており、全体的に前面の
空気吸込口がかえって強調されてしまうデザインとなってしまっている。
【０００９】
また、文献１に記載された空気調和機の運転状態を示す表示部は、室内機の前面の中央付
近に発光ダイオードなどの光源が露出若しくは透過性のカバーに覆われ配置されているた
め、特に空気調和機を運転していない場合、そこに表示部があることを使用者に意識させ
るデザインとなっていた。
【００１０】
本発明の目的は、室内ユニットの前面に空気吸込口及び運転表示部を設けた空気調和機に
おいて、空気吸込口及び運転表示部を室内ユニット前面に設けているにもかかわらず、こ
れらの存在感を薄くすることで室内ユニットを設置した部屋の家具や調度品と違和感なく
室内ユニットを調和させることにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、室内ユニット内部に収納された熱交換器及び送風機を備え、空気吸込口から
空気を吸い込み、下面部の吹出しユニットから空気を吹き出す空気調和機において、フロ
ントパネルの下部に室内ユニットの幅方向に設けられた前面空気吸込口と、この前面空気
吸込口の下から上に行くに従って吸込口から奥になるように断面形状が凹形状をし、吸込
口の全幅にわたって配置された風路奥壁と、この風路奥壁の下部であって室内ユニットの
前面の前記前面吸込口前幅にわたって形成され、背面に表示用発光源を有する運転モード
表示部前面カバーとを有し、これら風路奥壁と運転モード表示部前面カバーとを光が透過
できる材質で形成された透光板で構成することによって達成される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の詳細について一実施例を図面を用いて説明する。図１は本発明による空気
調和機の一実施例にかかる外観図、図２は同実施例にかかる空気調和機の断面図、図３は
下部吸込み風路および飾り板（透光板）部の断面説明図、図４は飾り板（透光板）部およ
び発光装置の断面説明図、図５は飾り板（透光板）を取付け脚部で断面した説明図、図６
は反射板に設けた発光窓、図７は発光装置の構成図である。
【００１３】
図１において、１は箱体本体、２は化粧カバー本体、３は吹出しユニット、４はフロント
パネル、５は前面空気吸込口、６は飾り板（透光板）、７は上部空気吸込みパネルである
。図２において、８はエアフィルター、９は熱交換器、１０は送風機、１１は露受皿、１
２は吹出風路、１３は左右風向偏向板、１４は上下風向偏向板、１５はヒンジを示してい
る。また、図４において、６は飾り板（透光板）、６ａは風路奥壁、６ｂは運転モード表
示部、１６は反射板、１７は発光窓、１８は発光装置である。
【００１４】
本実施例における空気調和機の室内ユニットは次のように構成されている。すなわち図１



(4) JP 4045147 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

および図２に示すように、室内ユニットは箱体本体１と化粧カバー本体２および吹出しユ
ニット３とから構成されていて、箱体本体１には複数に分割された熱交換器９および本図
では明記していないがその他の冷凍サイクル部品や電気品等と、送風機１０が組みこまれ
ている。また化粧カバー本体２の正面部には、室内ユニットの外観意匠の美観を向上させ
るため表面の凹凸をなくしたフラットな面で構成されたフロントパネル（前面パネル）４
が組み込まれ、上面部には、室内空気を吸いこむ上部空気吸込みパネル７が組みこまれて
いる。そして、フロントパネル４および上部空気吸込みパネル７に対向する内側にはエア
フィルター８が化粧カバー本体２のスライド溝をスライドして取り外し可能に取り付けら
れている。
【００１５】
また、フロントパネル４の下部には図２に示すように、下部空気吸込口５と飾り板（透光
板）６が設けられている。下部空気吸込口５はフロントパネル４のほぼ全長にわたって、
その高さ寸法を小さくして設けられている。その下部空気吸込口５の下部に設けられてい
る飾り板（透光板）６は下部空気吸込口５と同じ幅で、風路奥壁６ａを除いた部分（断面
形状が緩やかな曲面で形成されたフロントパネル４の下部延長面に存在する部分）の高さ
寸法もほぼ同じ高さにし、フロントパネル４の下部で横に流れる２本のアクセントとして
機能させている。下部空気吸込口５と飾り板（透光板）６の風路奥壁６ａをのぞいた部分
の幅寸法を同じくし、高さ寸法もほぼ同じ寸法にしているため、それぞれがそれぞれのア
クセントとなって調和し合い、下部空気吸込口５が室内空気を吸い込む開口部として認識
され難くなるように構成している。
【００１６】
さらに室内ユニットの外観意匠を損なうことなく、空気調和機の運転モードを運転モード
表示部１８に設けた発光体の色調の相違により表示しようとするものである。そのため室
内ユニット１前面のフロントパネル４の全幅にわたって高さ幅の小さい空気吸込口を設け
、フロントパネル４のフラットな平面部（曲面部）を確保している。そして高さ寸法を小
さくした空気吸込口の下側に、室内ユニット１の外観意匠のアクセントとして機能する空
気吸込口５とほぼ同じ高さ寸法の飾り板（透光板）６を設けている。その、室内ユニット
１の外観を和やかな雰囲気にするとともに、光が透過できる飾り板（透光板）６の背面に
数色に発光できる表示ランプを設けて空気調和機の運転操作モードをより詳細に表示でき
るようにしている。
【００１７】
しかし、飾り板（透光板）６に光が透過できる材質を使用したことにより、飾り板（透光
板）６を化粧カバー本体２に組み込むときの取付け脚が飾り板（透光板）の表面から色調
の相違として見えるようになり、新たな課題として取付け脚部が飾り板（透光板）６の表
面から色調の相違として見えないようにする必要がある。
【００１８】
図３に示すように、下部空気吸込口５の下端面を構成する飾り板（透光板）６の上半部分
を、弧を描くように上方に向って立ち上がらせて風路奥壁６ａを形成させ、下部空気吸込
口５の上端面を形成するフロントパネル４と僅かな距離を隔てて下部吸込み風路５ａを構
成させている。フロントパネル４と僅かな距離を隔てて風路奥壁６ａがあるため、室内ユ
ニットを部屋の生活空間から見上げた場合でも、下部空気吸込口５の開口部でなくその奥
の風路奥壁６ａを見上げることになり、下部空気吸込口５を開口部として認識することが
少なくなる。
【００１９】
また、飾り板（透光板）６に光が透過できる材質を使用しているので、室内ユニットを生
活空間から見上げた場合、下部空気吸込口５でなく飾り板（透光板）６に視線が集まるよ
うに工夫している。飾り板（透光板）６と一体の風路奥壁６ａも光が透過できる材質でで
きているので、その表面から風路奥壁６ａの内部に入射した光が、風路奥壁６ａの背面部
で反射されて風路奥壁６ａの表面側に戻るとき、風路奥壁６ａの内部を照らして風路奥壁
６ａ自身をほのかに発光させることになる。そのため室内ユニットを見上げた視線は下部
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空気吸込口５より風路奥壁６ａに注がれることになり、下部空気吸込口５を空気吸い込み
口としての開口部と認識することが少なくなる。したがって下部空気吸込口５は開口部と
して認識されることが少なくなり、その下の飾り板（透光板）６とともにフロントパネル
４の凹凸の少ないフラットな表面を視覚的に形成することになり、室内ユニットを設置し
た部屋の家具や調度品と違和感なく調和させることができるようになる。
【００２０】
図２に示すように、飾り板（透光板）６の下半部分は、空気調和機の運転モードを表示す
る運転モード表示部６ｂを兼ねるとともに、下部空気吸込口５と吹出し風路１２との距離
を確保して、吹出し風路１２から吹きだす温湿度を調和された空気が、室内空間を循環し
ないでショートカット回路を形成して下部空気吸込口５から直接吸い込まれるショートカ
ット回路を防止する機能も果たしている。
【００２１】
室内ユニットの電源をオンにして空気調和機を運転すると、送風機１０が回転して室内空
気を下部空気吸込口５および上部空気吸込みパネル７から室内ユニット内に吸い込み、エ
アフィルター８で空気中の塵や埃を取り除き、複数の熱交換器９で塵や埃を取り除いて室
内空気の温湿度を調和する。そして調和された室内空気は、送風機１０を貫流して吹出し
風路１２に送りだされ、左右風向偏向板１３や上下風向偏向板１４で空気の流れが偏向さ
れて、塵や埃を取り除かれた温湿度の調和された空気として、部屋の隅々にまで吹出され
る。この室内空気の流れを繰りかえすことにより室内空間が、人が生活するために快適な
状態に調和されてゆくことになる。
【００２２】
なお本実施例では詳細に説明していないが、フロントパネル４はフロントパネル４の下部
に設けた回動軸を支軸にして回動可能に取りつけられているので、フロントパネル４を回
動して化粧カバー本体２からフロントパネル４を開放することができ、フロントパネル４
を化粧カバー本体２から取り外すことができる。またフロントパネル４を回動することに
より、エアフィルター８を化粧カバー本体２の溝をスライドさせて取り外すことができる
。
【００２３】
また室内ユニット１の下面部には、左右風向偏向板１３、上下風向偏向板１４を組みこん
だ吹出し風路１２を有する吹出しユニット３が箱体本体１にヒンジ１５を介して回動可能
に取りつけられている。そして上下風向偏向板１４は、空気調和機が運転を停止している
ときは図２の位置ａにあって外観意匠部品として機能し、空気調和機が運転をしていると
きは図２の位置ｂにあって吹出し風路１２から吹きだされてくる調和された室内空気の上
下方向の流れを偏向することになる。なお本実施例では明示していないが吹出しユニット
３を、ヒンジ１５を支軸にして回動させることにより室内ユニットの下面部を開放するこ
とができるので、吹出し風路１２や吹出しユニット３に組み込んである左右風向偏向板１
３および上下風向偏向板１４を容易に清掃することがでる。また室内ユニットの下部に開
放された空間から、その開放された空間に露出している送風機１０も簡単に清掃すること
ができる。
【００２４】
本実施例では図３に示すように、フロントパネル４の下部に下部空気吸込口５を設けてい
るので、下部空気吸込口５から吸い込まれた室内空気は一点鎖線で示す流線Ａのように流
れて熱交換器９ａの下半部分に広がって熱交換器９ａと熱交換することになる。熱交換器
９ａの上半部分は上部空気吸込口７から吸い込まれる室内空気の流れである流線Ｂが流れ
ることになり、熱交換器９ａの全面を室内空気が流れるので、熱交換器９ａを有効に活用
することができる。しかし外観の美観を重視して下部空気吸込口５を設けない場合には、
下部空気吸込口５が吸い込む室内空気の流れである流線Ａがなくなることになる。したが
って熱交換器９ａには、上部空気吸込口７から吸い込まれた室内空気が熱交換器９ａの上
半部分だけを流れることになり、熱交換器９ａの下半部分には充分な室内空気が流れない
ため、熱交換器９ａを有効に活用することができなくなる。
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【００２５】
また室内ユニット１の美観を維持するためフロントパネル４を上下に分割して、室内ユニ
ットを生活空間から見上げたときに、分割したフロントパネル４の陰になる位置に下部空
気吸込口５を設けて、下部空気吸込口５を見えなくする方法がある。この場合にも、フロ
ントパネル４を分割して下部空気吸込口５を設けるため、下部空気吸込口５をフロントパ
ネル４の比較的上部に設けることになり、室内ユニットに組み込んだ熱交換器の下半部分
に室内空気を充分に導くことができなくなり、熱交換器を効率良く活用することができな
くなる。
【００２６】
しかし本実施例では、フロントパネル４の下部に直接下部空気吸込口５を設けているので
、室内ユニットに組み込んだ熱交換器９ａの下半部分に室内空気を充分に導いて熱交換器
９ａを有効に活用することができる。しかし下部空気吸込口５をフロントパネル４の下部
表面に直接設けたことにより熱交換器９ａの熱交換効率を向上させることができるが、室
内ユニットの外観意匠を損なうという課題が発生する。この課題を解決するために本実施
例では先にも説明したように、下部空気吸込口５を細く長い開口部とすることにより外観
意匠的にも目立たなくしている。さらに下部空気吸込口５の下側に光を透過する材質で成
形した飾り板（透光板）６を、下部空気吸込口５と同じ細く長い形状にして設けることに
より、室内ユニットを見上げる視線を下部空気吸込口５から飾り板（透光板）６に引きつ
けて、下部空気吸込口５に視線が注がれることを少なくしている。
【００２７】
図４において、さらに飾り板（透光板）６を光が透過する材質で成形しているので、その
一部を成す風路奥壁６ａも光を透過することができ、風路奥壁６ａの表面から入射した光
が飾り板（透光板）６の背面で反射されて風路奥壁６ａの表面に戻り、風路奥壁６ａの表
面から室内に放射されることにより、風路奥壁６ａ自身がほのかに発光するように見える
。このため、下部空気吸込口５に注がれる視線は風路奥壁６ａに集中して、開口部である
下部空気吸込口５は意識されなくなる。下部空気吸込口５が開口部として意識されなくな
るため室内ユニットを部屋の家具や調度品と違和感なく調和させることができるようにな
る。
【００２８】
飾り板（透光板）６および発光装置１８の詳細な構成は図４、図５のようになっている。
すなわち飾り板（透光板）６は先に説明した風路奥壁６ａと運転モード表示部６ｂ（この
運転モード表示部６ｂは、発光ダイオードなどの発光源の前面カバーを構成する）とで形
成されている。そして運転モード表示部６ｂは室内ユニットから吹出す空気のショートカ
ット回路を防止する機能と、発光体の色調の相違で運転モードの相違を表示する運転モー
ド表示機能を兼ねている。そして飾り板（透光板）６の裏側全長にわたって反射板１６が
設けられており、さらに運転モード表示部６ｂの後方には発光装置１８が設けられている
。
【００２９】
飾り板（透光板）６には図５に示すように、風路奥壁６ａの先端部に取付け脚２３ａが設
けられていて、さらにその先端部には突起２３ｃが設けられている。また運転モード表示
部６ｂにもその先端部には取付け脚２３ｂが設けられていて、取付け脚２３ｂには係合孔
２３ｄが設けられている。そして運転モード表示部６ｂの取付け脚２３ｂに設けてある係
合孔２３ｄを化粧カバー本体２に設けられている突起２ｂに係合させ、風路奥壁６ａの取
付け脚２３ａの先端に設けてある突起２３ｃを化粧カバー本体２に設けられている係合孔
２ａに係合させることにより、飾り板（透光板）６を化粧カバー本体２に組み込むことが
できる。
【００３０】
このとき反射板１６は化粧カバー本体２に設けられている反射板支持支柱２ｃと飾り板（
透光板）６で飾り板（透光板）６の後部に固定されることになる。
【００３１】
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飾り板（透光板）６に入射する光は図１０のように反射および屈折する。すなわち取付け
脚２３以外の表面部から入射する光ａ、ｂは飾り板（透光板）の表面で一部ａ’、ｂ’の
ように反射する。そして飾り板（透光板）６の内部に入射した光は表面部で屈折して飾り
板（透光板）６の背面に達し、背面で反射されて再び飾り板（透光板）６の表面からａ”
、ｂ”として放射される。飾り板（透光板）６の背面で反射されるときにも一部の光は背
面を透過してａ'''、ｂ'''のように飾り板（透光板）６を突き抜けてゆくが、この飾り板
（透光板）６の背面を突き抜けてゆく光の量を減少させるための手段が、飾り板（透光板
）６の背面に施したヘアライン加工であり、微細な凹凸面である。また突き抜けてしまっ
た光を反射して飾り板（透光板）６に戻し、再び飾り板（透光板）６の表面から放射させ
ようとする手段が反射板１６である。
【００３２】
運転モード表示部６ｂも風路奥壁６ａと同様に光透過性の材質でできているので、運転モ
ード表示部６ｂの表面から入射した光は運転モード表示部６ｂの背面で反射されて運転モ
ード表示部６ｂの表面側に戻り、運転モード表示部６ｂの表面から室内に放射されること
になる。そして風路奥壁６ａと同様に運転モード表示部６ｂ内に入射した光により運転モ
ード表示部６ｂ自身が発光するように見えてくる。さらに飾り板（透光板）６の背面側を
図４、図５に示す本実施例のように、フラットな平面でなく細かなスリット例えばヘアラ
イン加工や微細な凹凸例えばサンドブラスト処理等を施すことにより、飾り板（透光板）
６の内部に侵入してきた光を背面側の細かなスリットや微細な凹凸でより広い角度に散乱
するようになり、飾り板（透光板）６の表面から放射する光も広い角度に広がるので、飾
り板（透光板）６のイメージがより柔らかなものとなり、室内ユニットを部屋の家具や調
度品と違和感なく調和することができるようになる。
【００３３】
飾り板（透光板）６の裏側全面にわたって設けられた反射板１６は、飾り板（透光板）６
と同様に光が透過できる材質で作られていて、図６に示すように複数の発光窓１７を残し
て全面に塗装１６ａが施されている。
【００３４】
すなわち、前述したように、透明な樹脂（本実施例では無色透明）で形成された飾り板（
透光板）６の外部から進入した光は、自身が反射すると共に、裏に装着され彩色が施され
た反射板１６も反射して外部へと戻す。このとき、目に入る光の色は、反射板１６の色で
ある。このため、室内機内部が外部から見えなくなるようになっている。一方、反射板１
６は、和紙製のランプシェードのような作用も奏する。和紙製のランプシェードは、内部
の光源であるランプの光を柔らかくし、かつ外から中のランプやランプソケットなどが見
えないようにしている。本実施例の反射板１６も、シート状の樹脂で形成されており、上
記ランプシェード同様の効果を期待するものである。このため、外部から、室内機内部の
発光ダイオードなどのランプ類、その他部品を見えにくくすると共に、飾り板（透光板）
６の裏面に設けられた微細な凹凸処理の効果も相俟って、表示器１８からの運転状態を示
す光を、淡いものとしあたかも飾り板（透光板）６全体が一つの柔らかな発光体であるか
のように振舞わせるのである。
【００３５】
さて、図６において、複数の発光窓１７に対応して発光装置１８の複数の発光体２０が対
応するように設けられている。運転モード表示の複数の発光窓１７を反射板１６に設けた
ことにより、飾り板（透光板）６を通して運転モード表示部を間接的に見ることになり、
室内ユニットの外観から発光窓１７を直接見えなくしたので室内ユニット全体を和やか雰
囲気に包むことができる。
【００３６】
また発光窓１７の中心となる発光窓１７ａでは、同一の発光窓１７ａで発光する発光体２
０の光の色調を変えて、より数少ない発光窓１７でより多くの運転モードを表現しようと
している。その方法としては図７に示すように、メインとなる発光窓１７ａに複数の発光
色の異なる発光体２０の光を誘導して、長尺プリズム２１を使用して発光窓１７ａから光
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を放射させている。発光装置１８には図７に示すように、基板１９の上に長尺プリズム２
１を挟むようにしてＬＥＤ等の発光体２０が組み込まれている。長尺プリズム２１の基板
側は長尺プリズム２１内に誘導した光を、発光窓１７ａを通して効果的に放射できるよう
に表面に微細な凹凸がつけられている。さらにその裏側には長尺プリズム２１から漏れる
光を反射させて、長尺プリズム２１の表面から放射する光の量を多くするプリズム反射板
２１が組み込まれている。
【００３７】
長尺プリズム２１を挟むようにして設けた発光体２０において、例えば発光体２０ａに青
色発光体、発光体２０ｂに赤色発光体、発光体２０ｃに緑色発光体の発光体を使用するこ
とにより、長尺プリズム２１の端面部から誘導された光が、長尺プリズムの背面部の微細
な凹凸およびプリズム反射板２２により発光窓１７ａ側に屈折されて反射し、長尺プリズ
ム２１の表面から放射されて、反射板１６の発光窓１７ａを透過し、運転モード表示部６
ｂを通して室内ユニットの表面に放射されることになる。このときそれぞれの発光体２０
の発行色に応じて青色の発光体２０ａが発光すれば冷房運転を表示するものとし、赤色の
発光体２０ｂが発光すれば暖房運転を表示するものとし、緑色の発光体２０ｃが発光すれ
ば除湿運転を表示するものと決めておく。色調と運転モードを決める際には、色調から一
般的にイメージされる運転モードと一致させることにより、色調と運転モードの組み合わ
せを意識して覚える必要がなく、運転モード表示部６ｂで発光する発光体２０の色調で運
転モードを識別することができるようになる。例えば本実施例では、冷房運転の場合は青
色、暖房運転の場合は赤色、除湿運転の場合は緑色としており、発光体２０が発光する色
調の相違で運転モード相違を識別できるので、室内ユニットが部屋の壁面高所に設置され
ていても発光色により運転モードを容易に認識することが可能になる。
【００３８】
また図６の発光窓１７ａに示すように、空気調和機の電源のオンオフを発光体が発光して
いるか否かで表示し、その時の発光する発光体２０の色調で運転モードを表示することに
より、電源のオンオフ表示と運転モードの相違を同一の発光窓１７ａで行なうことができ
るようになる。発光体２０の発光と発光色の相違を組み合わせることにより発光窓１７の
数を少なくすることができるので 運転モードの表示部を狭い範囲に限定でき、室内ユニ
ット外観の美観を向上させることができるようになる。これにより一つの発光窓１７で複
数の運転モードを表示ができることになり、さらにその他の発光体２０と組み合わせるこ
とにより、より複雑な運転モードを表示することが可能になる。
【００３９】
また発光窓１７で発光する光の明るさは発光体２０の発光強度を変えることにより変える
ことができるが、反射板１６に使用する材質の光の透過度を変えることによっても変える
ことができる。すべての光を透過させる透明に近い材質を反射板１６に使用すれば、発光
体２０を発光したとき発光窓１７の輪郭を明確に表示することになり、反射板１６の材質
に光の透過度の低い材質を使用すれば、発光体２０を発光したとき発光窓１７の輪郭をぼ
んやりと表示することになり、室内ユニット外観の全体意匠の中に融合させることができ
る。また先に説明したように、飾り板（透光板）６の背面側に細かなスリットや微細な凹
凸を設けることによっても、発光窓１７の輪郭を視覚的に明確にしたり、ぼんやりさせた
りすることができる。本実施例では運転モード表示部６ｂの表面から発光窓１７を明確に
見えないようにして、室内ユニットの外観意匠の美観を向上させている。
【００４０】
また飾り板（透光板）６を通して塗装をした反射板１６を見ることになるので、反射板１
６の塗装の色を変えることにより空気調和機の機能や形式の相違を表すことが可能になる
。比較的安価な部品である反射板１６の塗装の色調を変えて、空気調和機の機能や形式の
相違の表示に使用することは、その他の部品を共用化することになり製品価格を低減する
有効な手段となる。なお飾り板（透光板）６の色調を変えて空気調和機の機能や形式の相
違を表現することも可能である。しかし飾り板（透光板）６の色調を変えることはプラス
チックスの原料の色調を変えることになり、成形の際に飾り板（透光板）６に他の色が混



(9) JP 4045147 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

じるのを避けるため成形前に成形機を清掃する必要が生じ、色換えのために成形機を洗浄
するプラスチックス材の使用量を考えると、製造コスト面では反射板１６の塗装の色を変
えた方がより安く生産することができる。本実施例では安価な空気調和機を提供するため
に反射板１６の塗装の色を変えて機能の相違を表現している。
【００４１】
先にも説明したように、飾り板（透光板）６が光を透過する材質でできているため、飾り
板（透光板）６を化粧カバー本体２に組み込むための取付け脚２３部で、図１１に示す取
付け脚の表面側影響部２５ａ、２５ｂが発生することになる。すなわち飾り板（透光板）
の６の取付け脚２３は図５、図８および図１０のようになっている。図１０で示すように
、風路奥壁６ａに設けた取付け脚２３ａ部や運転モード表示部６ｂに設けた取付け脚２３
ｂ部と、風路奥壁６ａおよび運転モード表示部６ｂの取付け脚２３のない部分では、光の
反射の仕方が異なってくる。先にも説明したように、風路奥壁６ａの取付け脚２３ａのな
い部分に入ってくる光ａは飾り板（透光板）６の表面で一部がａ’のように反射し、飾り
板（透光板）６の表面で屈折して内部に入った光は飾り板（透光板）６の背面で一部はａ
'''として突き抜けるが、残りは反射して再び飾り板（透光板）６の表面からａ”として
放射されてくる。しかし取付け脚２３ａの近辺に入射した光ｂは、風路奥壁６ａの表面で
ｂ’として一部は反射するが、風路奥壁６ａの表面で屈折して内部に進入した光は取付け
脚２３ａ内に進入することになり、風路奥壁６ａの表面から再び放射されることがない。
そのため取付け脚２３ａ部とそれ以外の取付け脚２３ａのない部分で、図１１のように取
付け脚２３ａ部が暗くなるという取付け脚の表面側影響部２５ａが外観表面上に色調の相
違として現われ、飾り板（透光板）６の美観を損ねることになる。運転モード表示部６ｂ
も同様に、取付け脚２３ｂ部とそれ以外の取付け脚２３ｂのない部分で取付け脚の表面側
影響部２５ｂが外観表面上に色調の相違として現われ、飾り板（透光板）６の美観を損ね
ることになる。
【００４２】
本実施例では、取付け脚２３部に現われる色の相違による外観上の美観を損ねることを解
消するため、取付け脚２３を設けた飾り板（透光板）６のその表面側に取付け脚の高さ寸
法に相当する図５のｈ１、ｈ２の幅で飾り板（透光板）６の全長にわたって、図９のよう
に微細な凹凸面２４ａ、２４ｂを設けている。これにより飾り板（透光板）６の表面に入
射した光を飾り板（透光板）６の表面の微細な凹凸面２４で乱反射させて飾り板（透光板
）６の内部に侵入しないようにするとともに、飾り板（透光板）６の全長にわたって微細
な凹凸面２４を設けたことにより微細な凹凸面２４を飾り板（透光板）６のアクセントと
して機能させている。
【００４３】
これにより飾り板（透光板）６の表面に入射した光は、取付け脚２３部でも取付け脚２３
のない部分でも同じように反射することになり、取付け脚２３部と取付け脚２３のない部
分でも色彩の相違がなくなり、飾り板（透光板）６の外観表面の美観を損ねることがない
。このことは運転モード表示部６ｂについても同様にして、取付け脚２３部と取付け脚２
３のない部分の色彩の相違がなくなり、運転モード表示部６ｂの外観表面の美観を損ねる
ことがなくなる。
【００４４】
なお図１０の二点鎖線ように、化粧カバー本体２に取付け脚遮蔽部２ｄ、２ｅを設けて、
取付け脚２３部と取付け脚２３のない部分の色彩の相違をカバーする方法も考えられるが
、この場合には化粧カバー本体２を製作する成形型が複雑になり、成形型代が高くなり製
品価格を高くすることになる。また組立て作業面からも取付け脚遮蔽部２ｄで狭められた
化粧カバー本体２の内部に飾り板（透光板）６を組み込むことになるので、組立て作業性
が悪くなりその分製品の価格を高くすることになる。
【００４５】
本実施例では飾り板（透光板）６そのものの表面に取付け脚２３部と取付け脚２３のない
部分の色調の相違をカバーする微細な凹凸面２４を設けているだけなので、飾り板（透光
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板）６の組み立て作業時に飾り板（透光板）６に注がなければならない集中力を軽減する
ことができる。なお本実施例では、飾り板（透光板）６の表面に設ける微細な凹凸面２４
の幅を取付け脚２３の厚さ寸法と同一にしたが、厚さ寸法より大きくしても、またすこし
小さくしても同様の効果を得られることは当然考えられる。
【００４６】
以上説明したように、本実施例によれば次のような効果が期待される。第１に、フロント
パネルの下部に高さ寸法を小さくした下部空気吸込口を設けているので、室内ユニットに
組み込んだ熱交換器の下部の熱交換器を有効に使用することができ、空気調和機の性能を
向上させることができる。
【００４７】
第２に、下部空気吸込口の下部に光を透過する材質で成形した飾り板（透光板）を設けて
、飾り板（透光板）をアクセントにして下部空気吸込口を目立たなくしているので、空気
調和機が室内の家具や調度品と違和感なく調和させることができる。
第３に、光を透過する材質で成形した飾り板（透光板）の裏側に発光体による光で運転モ
ードの相違を表示しているので、室内ユニットを室内の壁面高所に設置しても生活空間か
ら運転モードの相違を確認することができる。
第４に、一つの発光窓に対して発光体の色調を複数色に変えることにより、運転モード表
示部を小さい範囲に纏めることができるので、運転モード表示部を目立たなくすることが
できる。
【００４８】
第５に、取付け脚部に対応する飾り板（透光板）の表面全長にわたって微細な凹凸面を設
けることにより、光を透過する飾り板（透光板）に入射する光をその表面で反射させて、
取付け脚部が飾り板（透光板）の表面に色調の差となって影響するのを防止するとともに
、取付け脚部の影響を防止する部品を追加していないので組立て作業を容易にすることが
できる。
【００４９】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、室内ユニットの前面に空気吸込口及び運転表示部を設けた空気調
和機において、空気吸込口及び運転表示部を室内ユニット前面に設けているにもかかわら
ず、これらの存在感を薄くすることで室内ユニットを設置した部屋の家具や調度品と違和
感なく室内ユニットを調和させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による空気調和機の外観図。
【図２】同実施例による空気調和機の断面図。
【図３】下部吸込み風路および飾り板（透光板）部の断面説明図。
【図４】飾り板（透光板）部および発光装置の断面説明図。
【図５】飾り板（透光板）を取付け脚部で断面した説明図。
【図６】反射板に設けた発光窓。
【図７】発光装置の構成図。
【図８】本実施例の飾り板（透光板）の上面図。
【図９】本実施例の飾り板（透光板）の正面図。
【図１０】飾り板（透光板）に入射する光の反射と透過の説明図。
【図１１】表面に微細な凹凸面を設けない場合の飾り板（透光板）の説明図。
【符号の説明】
１…箱体本体、２…化粧カバー本体、３…吹出しユニット、４…フロントパネル、５…下
部空気吸込口、６…飾り板（透光板）、７…上部空気吸込みパネル、８…エアフィルター
、９…熱交換器、１０…送風機、１１…露受皿、１２…吹出し風路、１３…左右風向偏向
板、１４…上下風向偏向板、１５…ヒンジ、１６…反射板、１７…発光窓、１８…発光装
置、１９…基板、２０…発光体、２１…長尺プリズム、２２…プリズム反射板、２３…取
付け脚、２４…微細な凹凸面、２５…取付け脚の表面側影響部。
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