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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井裏に収容され、送風機と熱交換器を収容する筐体と、この筐体の開口を覆う化粧パ
ネルとを有した天井埋込型空気調和装置において、
　前記化粧パネルは天井取付パネルを含み、前記天井取付パネルには、正面パネルが嵌め
込まれると共に、この正面パネルの４辺に沿って中央の正面パネルと天井取付パネルによ
って囲まれる部分に夫々開口部が形成され、これら開口部の一部だけを、送風機の吸込口
に連通させる吸込風路を形成するように吸込風路壁が一体に形成されると共に、残りの開
口部を熱交換器の外周側の空間とだけ連通させる吹出風路を形成するように吹出風路壁が
一体に形成され、前記正面パネルが、前記４辺の開口部に延在して該開口部を流れる空気
の風向きを調整するフィンを備えた
　ことを特徴とする天井埋込型空気調和装置。
【請求項２】
　前記正面パネルには、空気清浄用のフィルタが配置され、
　前記正面パネルを吊紐により支持し、前記吊紐を繰り出し、或いは、巻き戻すことによ
り、前記正面パネルを前記フィルタと共に昇降させる昇降手段を設けたことを特徴とする
請求項１記載の天井埋込型空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、天井裏に配置され、送風機と熱交換器を収容する筐体と、この筐体の開口を
覆う化粧パネルとを有した天井埋込型空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、天井裏に配置され、送風機と熱交換器を収容する筐体と、天井に露出して筐
体の開口を覆う化粧パネルとを有した天井埋込型空気調和装置が知られている。この種の
ものには、化粧パネルの４辺に沿って夫々吹出口を備える４方向吹出タイプや、化粧パネ
ルの対向する２辺に沿って夫々吹出口を備える２方向吹出タイプのものがある（例えば、
特許文献１、特許文献２）。
【０００３】
　４方向吹出タイプは、各吹出口の吹出風量の均一化及び小型化の観点から、一般に、化
粧パネルが略正方形に形成され、この化粧パネルの４辺に沿って吹出口が夫々形成される
と共に、化粧パネルの略中央に吸込口が形成されている。この種の正方形の化粧パネルを
持つユニットは、実際には、オフィスによく見られる正方形グリット方式の天井の天井パ
ネル（例えば、ジブトーン９００ｍｍ角）１枚を外した開口部に吊りボルトを含めてユニ
ットがちょうど収まるサイズになっており、施工性が向上されている。
【０００４】
　このように、４方向吹出タイプは、空調機として小型化、施工性向上等を実現しており
、市場でも評価されている一方、広いオフィスに複数台の空調機を一定間隔で配置する場
合、温度分布の点からはそれぞれに４つずつの吹出口がある必要はなく、むしろ必要以上
に吹出口が多く、四方八方に調和空気が吹き出すことから、調和空気が直接人に当たりや
すいという問題がある。また、近年、オフィス空間のデザイン向上の観点からオフィス天
井をすっきり見せようとする傾向がある。このような場合、４方向吹出タイプでは、化粧
パネルの略中央に比較的大型の吸込口が存在するため、周囲の天井パネルに比して目立っ
てしまい、天井のすっきり感を演出し難いという問題がある。
【０００５】
　一方、２方向吹出タイプでは、各吹出口の吹出面積の確保の観点から、一般に、吹出口
の延出方向に長い縦長形状に形成され、この２つの吹出口と略平行に夫々吸込口が形成さ
れている。この２方向吹出タイプでは、照明ラインに方向性が存在する場合は、吹出口と
吸込口による方向性を照明ラインの方向性と合わせることによって、天井デザインを向上
させることができるという利点がある。
【特許文献１】特開平５－１８７６４９号公報
【特許文献２】特開平２００３－２３２５３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、２方向吹出タイプは、吹出口と吸込口による方向性が存在するため、そ
の方向性がかえって天井のすっきり感を阻害してしまう場合がある。例えば、照明に面光
源や点光源を採用する等して照明ラインが希薄な場合、或いは、天井に方向性を持たせな
いデザインを行おうとした場合、２方向吹出タイプでは、周囲の天井パネルに比して目立
ってしまい、デザイン性を向上させようとする建築デザイナーの意図に十分に答えること
ができない。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、簡易な天井パネルが配置される天井への施工性及びメンテナ
ンス性が向上し、かつ、周囲の天井パネルとのデザイン調和を容易に図ることができる天
井埋込型空気調和装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述課題を解決するため、本発明は、天井裏に収容され、送風機と熱交換器を収容する
筐体と、この筐体の開口を覆う化粧パネルとを有した天井埋込型空気調和装置において、
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前記化粧パネルは天井取付パネルを含み、前記天井取付パネルには、正面パネルが嵌め込
まれると共に、この正面パネルの４辺に沿って中央の正面パネルと天井取付パネルによっ
て囲まれる部分に夫々開口部が形成され、これら開口部の一部だけを、送風機の吸込口に
連通させる吸込風路を形成するように吸込風路壁が一体に形成されると共に、残りの開口
部を熱交換器の外周側の空間とだけ連通させる吹出風路を形成するように吹出風路壁が一
体に形成され、前記正面パネルが、前記４辺の開口部に延在して該開口部を流れる空気の
風向きを調整するフィンを備えたことを特徴とする。この発明によれば、簡易な天井パネ
ルが配置される天井への施工性が向上し、また、正面パネルを着脱することにより、開口
部や筐体内の点検、清掃が容易となる。さらに、正面パネルのデザイン自由度が向上し、
周囲の天井パネルとのデザイン調和を容易に図ることができる。
【０００９】
　上記発明において、前記正面パネルには、空気清浄用のフィルタが配置され、前記正面
パネルを吊紐により支持し、前記吊紐を繰り出し、或いは、巻き戻すことにより、前記正
面パネルを前記フィルタと共に昇降させる昇降手段を設けるようにしてもよい。
                                                                                
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、簡易な天井パネルが配置される天井への施工性及びメンテナンス性が向上し
、かつ、周囲の天井パネルとのデザイン調和を容易に図ることができる。
                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳述する。
　図１は、本実施形態にかかる天井埋込型空気調和装置の外観構成を示す斜視図であり、
図２は平面図であり、図３及び図４は断面図である。この空気調和装置１は、板金製の筐
体１０と、この筐体１０の下面に配置される化粧パネル２０とを備えている。
　筐体１０は、４辺の長さがほぼ等しい正方形の外観形状を呈し、天井梁に取り付けられ
た吊下げボルト３０に固定されて天井裏に収容され、その内部には、ターボファン１１と
天板１２に取り付けられたモータ１３とからなる遠心送風機１４と、この遠心送風機１４
のファン１１を取り囲むように環状に配置されるプレートフィン型の熱交換器１５とが配
置されている。
【００１２】
　化粧パネル２０は、４辺２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄの長さがほぼ等しい略正方形
の外観形状を呈し、４辺２１Ａ～２１Ｄに沿って夫々開口部２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，２
２Ｄが設けられている。本実施形態では、この化粧パネル２０が、正方形グリット方式の
天井の天井パネルと略同サイズに形成され、この天井パネルを外した際の正方形の天井穴
３６をちょうど塞ぐサイズとなっており、筐体１０についても、上記天井穴３６から出し
入れ可能なサイズとなっている。なお、目安としては、天井パネルが６００ｍｍ角の場合
、化粧パネル２０は約６５０ｍｍ角、筐体１０は約５５０ｍｍ角に形成される。
【００１３】
　この化粧パネル２０は、天井面３５Ａに取り付けられる天井取付パネル２５と、この天
井取付パネル２５に嵌め込まれる略正方形の正面パネル２６とを備えており、この正面パ
ネル２６の４辺に沿って上記開口部２２Ａ～２２Ｄが形成されている。この正面パネル２
６の裏面（筐体１０に対向する面）には、空気清浄用のフィルタ４０を支持するフィルタ
支持部２７が設けられ、フィルタ４０を遠心送風機１４の吸込口１４Ａに配置可能となっ
ている。
【００１４】
　天井取付パネル２５は、開口部２２Ａ～２２Ｄ及び正面パネル２６に対応する開口部を
備え、上面にドレンパン４１が形成され、ボルト（図示せず）によって天井面３５Ａに固
定される。この天井取付パネル２５では、４隅のパネル２５Ａが夫々着脱自在に構成され
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、これらパネル２５Ａを取り外すことによって、室内側から筐体１０内の点検等が可能と
なっている。
【００１５】
　この天井取付パネル２５には、図３に示すように、開口部２２Ａ，２２Ｃだけを、遠心
送風機１４の吸込口１４Ａに連通させる吸込風路１４Ｂを形成するように吸込風路壁２８
Ａが一体に形成され、図に矢印で示すように、この開口部２２Ａ，２２Ｃを介して室内空
気が遠心送風機１４に吸い込まれるように構成されている。
　また、この天井取付パネル２５には、図４に示すように、開口部２２Ｂ，２２Ｄを熱交
換器１５の外周側の空間１５Ａとだけ連通させる吹出風路１４Ｃを形成するように吹出風
路壁２８Ｂが一体に形成され、図に矢印で示すように、遠心送風機１４から送風されて熱
交換器１５で熱交換された空気が開口部２２Ｂ，２２Ｄを介して室内側に吹き出すように
構成されている。
　正面パネル２６には、各開口部２２Ａ～２２Ｄに対応する位置、つまり、外縁に夫々フ
ィン２９Ａが一体に取り付けられ、これらフィン２９Ａによって各開口部２２Ａ～２２Ｄ
を流れる空気の風向きが調整されるようになっている。なお、本実施形態では、吸込口と
吹出口のフィン２９Ａが全て同一形状の場合について例示したが、吸込口と吹出口とで異
なるフィン（ルーバを含む）を適用してもよい。
【００１６】
　すなわち、本構成では、化粧パネル２０の全ての周縁に沿った開口部２２Ａ～２２Ｄの
うち、互いに対向する開口部２２Ａ，２２Ｃが吸込口、残りの開口部２２Ｂ，２２Ｄが吹
出口として構成され、これによって、２方向吹出タイプに構成されている。このように、
化粧パネル２０の４辺２１Ａ～２１Ｄに沿う開口部２２Ａ～２２Ｄを吸込口及び吹出口と
したため、従来の４方向吹出タイプのように化粧パネルの略中央に吸込口を設ける必要が
なく、また、従来の２方向吹出タイプのように吹出口及び吸込口を平行に配置する必要が
なくなるため、化粧パネルの中央領域（正面パネル２６）の正面デザインを任意にデザイ
ンすることが可能となる。本実施形態では、この正面パネル２６を平滑な平面デザインと
することによって、この空気調和装置１の正面デザインをすっきりさせることができ、周
囲の天井パネルとのデザイン調和を図ることができる。
【００１７】
　また、上記正面パネル２６は、略正方形の平板形状に形成され、筐体１０に対向する面
に上記フィルタ支持部２７が取り付けられている。この正面パネル２６は、複数本（本実
施形態では４本）の吊紐５０を介して筐体１０に支持され、この吊紐５０を繰り出し、或
いは巻き戻すことにより、図５に示すように、所定の範囲で昇降し、正面パネル２６を下
げた位置で、この正面パネル２６に配置されたフィルタ４０を取り外し可能に構成されて
いる。
【００１８】
　上記吊紐５０を繰り出し、或いは、巻き戻す昇降機構（昇降手段）６０は、図６に示す
ように、単一の筐体６１内に収納されている。図７は、この昇降機構６０の構成を模式的
に示す図である。図６及び図７に示すように、昇降機構６０は、２つのボビン７０と、ボ
ビン７０をギア列８０を介して回転駆動する駆動モータ７１をボビン７０ごとに１つずつ
備えている。各ボビン７０は、円筒部７０Ａの両端につば部７０Ｂ，７０Ｃを有すると共
に、このつば部７０Ｂ，７０Ｃ間につば部７０Ｄを有し、つば部７０Ｂ、７０Ｄ間及びつ
ば部７０Ｃ、７０Ｄ間に吊紐５０が一本ずつ巻き回され、１つのボビン７０で２本の吊紐
５０を繰り出し、或いは巻き戻し可能に構成されている。
【００１９】
　この昇降機構６０には、駆動モータ７１の駆動制御を行う制御回路７２と、各ボビン７
０の回転量を検出するロータリーエンコーダ等の回転検出器７５とが設けられ、ボビン７
０の回転量が制御回路７２に出力される。
　この制御回路７２からは複数の信号線７３が引き出され、筐体６１の外側面に形成され
たユニット側コネクタ７４に接続されている。このユニット側コネクタ７４には、この空
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気調和装置１の制御ユニット（図示せず）から引き出された本体側コネクタ（図示せず）
が係合されることによって、この昇降機構６０の制御回路７２と制御ユニットとが互いに
通信可能となる。
【００２０】
　作業員が正面パネル２６（フィルタ４０）を昇降させる際には、先ず、リモートコント
ローラなどにより空気調和装置１の制御ユニットに正面パネル２６の昇降指示を与える。
制御ユニットがこの指示を受信すると、昇降機構６０の制御回路７２に伝送し、これを受
信した制御回路７２が駆動モータ７１を回転駆動（正回転あるいは逆回転）させることで
、４本の吊紐５０が繰り出され、あるいは、巻き取られて正面パネル２６が昇降する。制
御回路７２は、正面パネル２６を降下させる際に、正面パネル２６が作業位置に停止する
ように、回転検出器７５からの検出信号に基づいて吊紐５０の繰り出し量を制御する。こ
こで、上記作業位置は、作業員が正面パネル２６に配置されたフィルタ４０を容易に取り
外せる位置であり、床面から例えば１メートル程度の高さである。制御回路７２には、空
気調和装置１の底面（すなわち、正面パネル２６の取付位置）から作業位置までの距離が
予め設定され、この距離だけ吊紐５０が繰り出されるように、ボビン７０を回転させる。
【００２１】
　本構成では、上記正面パネル２６がフィン一体型であるため、この正面パネル２６を降
下させることによって、フィルタ交換に加えて、フィン２９Ａの点検や掃除を容易に行う
ことができる。また、正面パネル２６を降下させることによって、図５に示すように、各
開口部２２Ａ～２２Ｄの内部が露出するため、開口部２２Ａ～２２Ｄの内側領域（つまり
、吸込風路１４Ｂや吹出風路１４Ｃ等）の掃除も容易に行うことができる。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態では、化粧パネル２０を略正方形に形成し、この化粧
パネル２０の４辺２１Ａ～２１Ｄに沿う開口部２２Ａ～２２Ｄを吸込口及び吹出口とした
ため、吸込口と吹出口の開口面積を略同一かつ十分に確保しつつ、全体としてコンパクト
な天井埋込型空気調和装置を提供することができる。本実施形態では、６００ｍｍ角の天
井パネルを外した際の天井穴３６にちょうど収まるサイズにしたことによって、上記天井
パネルを配置した天井への施工性を向上させることができる。また、空気調和装置１を９
０度回転させて天井に取り付けることができ、吹出方向の変更も容易に行うことができる
。
【００２３】
　また、この化粧パネル２０には、開口部２２Ａ～２２Ｄの内側に正面パネル２６を嵌め
込むため、この正面パネル２６に吸込口等の開口を設ける必要がなく、正面パネル２６の
デザイン自由度が向上し、周囲の天井パネル等とのデザイン調和を容易に図ることができ
る。これにより、デザイン性を向上させようとする建築デザイナーの意図に十分に応える
ことができ、例えば、正面パネル２６や４隅のパネル２５Ａに異なる色のものを用意し、
希望の色を選択できるようにしてもよい。
　さらに、本実施形態では、上記正面パネル２６を昇降自在に構成すると共に、この正面
パネル２６に、フィルタ４０と、フィン２９Ａとを設けたため、正面パネル２６を降下さ
せることによって、フィルタ４０の交換が容易になるだけでなく、フィン２９Ａや開口部
２２Ａ～２２Ｄの点検、清掃が容易となり、メンテナンス性を向上させることができる。
【００２４】
　上述した実施形態は、あくまでも本発明の一態様にすぎず、本発明の範囲内で任意に変
形可能である。例えば、上述した実施形態では、化粧パネル２０及び正面パネル２６を略
正方形に形成する場合について説明したが、長方形に形成してもよい。また、上述した実
施形態では、化粧パネル２０の４辺２１Ａ～２１Ｄに沿う開口部２２Ａ～２２Ｄのうち、
対向する開口部２２Ａ、２２Ｃを吸込口、残りの対向する２２Ｂ、２２Ｆを吹出口として
構成する場合について述べたが、要は上記開口部２２Ａ～２２Ｄの一部を吸込口とし、残
りの開口部を吹出口とすればよい。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
【図１】本実施形態にかかる天井埋込型空気調和装置の外観構成を示す斜視図である。
【図２】天井埋込型空気調和装置の平面図である。
【図３】図１のIII－III断面図である。
【図４】図１のIV－IV断面図である。
【図５】正面パネル降下時の天井埋込型空気調和装置の断面図である。
【図６】昇降機構の説明に供する図である。
【図７】昇降機構の構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　天井埋込型空気調和装置
　１０　筐体
　１４　遠心送風機
　１４Ｂ　吸込風路
　１４Ｃ　吹出風路
　１５　熱交換器
　２０　化粧パネル
　２５　天井取付パネル
　２６　正面パネル
　２７　フィルタ支持部
　２８Ａ　吸込風路壁
　２８Ｂ　吹出風路壁
　２９Ａ　フィン
　３０　吊下ボルト
　４０　フィルタ
　５０　吊紐
　６０　昇降機構（昇降手段）
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【図５】



(8) JP 4544944 B2 2010.9.15

【図６】 【図７】



(9) JP 4544944 B2 2010.9.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－２５４１２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２２７２４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－１１０３１２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭５８－１７３３２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５７－０７２０３９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５９－０６７７２２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平４－２５４１２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　１３／２０　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　１３／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

