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(57)【要約】
【課題】パフォーマンスの最適化の効果の顕著なエアコ
ンの室内機を提供すること。
【解決手段】
　エアコンのサイド、上部を囲んで、フロントパネルを
取り付けるパネルボディー（２）と、エアコン後部を囲
むリアハウジング（１）と、前方にありパネルボディー
と密接に接合しているフロントパネル（３）とを含むエ
アコンの室内機であって、リアハウジング（１）、パネ
ルボディー（２）及びフロントパネル（３）に囲まれた
エアコンのキャビティが形成され、熱交換器、制御素子
及び通風部材がいずれもその中に配置されている。フロ
ントパネル（３）の下部に空気排出口（４）が配置され
、ディフレクタープレート（５）がフロントパネル（３
）に取り付けられ、又はパネルボディーに位置して、空
気排出口（４）を開閉させるようにする。空気排出口（
４）の上部に空気排出口（４）へ伸びているエアシール
ドリブ（８）が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
エアコンのサイドと上部を囲んで、フロントパネルを取り付けるパネルボディー（２）と
、エアコンの後部を囲むリアハウジング（１）と、前方に位置しパネルボディーと密接に
接合しているフロントパネル（３）と、を含み、前記リアハウジング（１）、パネルボデ
ィー（２）及びフロントパネル（３）で囲まれたエアコンのキャビティが形成され、前記
フロントパネル（３）の下部に空気排出口（４）が配置され、ディフレクタープレート（
５）がフロントパネル（３）に取り付けられ、又はパネルボディーに位置して、空気排出
口（４）を開閉させるエアコンの室内機であって、
前記空気排出口（４）の上部にエアシールドリブ（８）が設けられ、前記エアシールドリ
ブ（８）が空気排出口（４）の上部より空気排出口（４）へ伸びていることを特徴とする
エアコンの室内機。
【請求項２】
　前記エアシールドリブ（８）は１本の長尺ストリップの構造部材であり、水平方向に沿
って、空気排出口（４）の上部に密接に貼り付けて形成され、エアシールドリブ（８）の
水平方向の幅サイズが空気排出口（４）の幅サイズ以下である
ことを特徴とする請求項１に記載のエアコンの室内機。
【請求項３】
　前記パネルボディー（２）には、フロントパネル（３）を取り付ける係止口と、リアハ
ウジング（１）を固定する止め口が設けられ、パネルボディー（２）が空気排出口（４）
の上部へ伸びることでエアシールドリブ（８）が形成されて、前記フロントパネル（３）
の底部とエアシールドリブ（８）との間に水膜領域（9）が形成されていることを特徴と
する請求項２に記載のエアコンの室内機。
【請求項４】
　前記リアハウジング（１）が空気排出口（４）の上部へ伸びることで、エアシールドリ
ブ（８）が形成され、パネルボディー（２）がリアハウジング（１）により空気排出口（
４）の後方に囲まれていることを特徴とする請求項２に記載のエアコンの室内機。
【請求項５】
　前記エアシールドリブ（８）は、フロントパネル（３）に貼り付け、又は、フロントパ
ネル（３）により空気排出口（４）の上部へ伸びて形成されることを特徴とする請求項２
に記載のエアコンの室内機。
【請求項６】
　前記空気排出口（４）の底部に、渦流形成装置（６）が設けられていることを特徴とす
る請求項１に記載のエアコンの室内機。
【請求項７】
　前記渦流形成装置（６）が水平方向に沿ってフロントパネル（３）又はパネルボディー
（２）に設けられ、長尺ストリップ構造になり、前記渦流形成装置（６）が少なくとも１
本の水平方向の凹溝（７）を含み，凹溝（７）の凹面方向とエアコンの空気排出方向とが
交差して角度をなしていることを特徴とする請求項６に記載のエアコンの室内機。
【請求項８】
　前記渦流形成装置（６）は１本の長尺ストリップ構造の部材であり、水平方向に沿って
空気排出口（４）の底面に密接に貼り付けて形成されていることを特徴とする請求項６に
記載のエアコンの室内機。
【請求項９】
　前記渦流形成装置（６）は２本以上の長尺ストリップ構造の部材であり、水平方向に沿
って順次に空気排出口（４）の底面に密接に貼り付けて組合わされることを特徴とする請
求項６に記載のエアコンの室内機。
【請求項１０】
前記渦流形成装置（６）の水平方向の幅サイズは空気排出口（４）の幅サイズ以下である
ことを特徴とする請求項８又は９に記載のエアコンの室内機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアコンの室内機に関し、具体的には、パフォーマンス最適化の効果の顕著
なエアコンの室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、エアコンは、空気冷却器、加熱器又は空気清浄器により、部屋を涼しく、又は暖
かくし、空気を浄化させ、内部環境をより快適にする装置である。このようなエアコンに
おいて、通風装置、空気冷却装置、加熱装置及び空気清浄器が配置され、前記通風装置は
、空気を室内にて強制的に循環させ、室内の空気を吸収し、熱交換又は空気浄化をしてか
ら、空気を室内に排出するものである。
　従来の技術において、エアコンは絶えず改良されている。通常、エアコンの室内機は、
エアコンのサイドとリアを囲んでいるリアハウジング及びフロントに位置しリアハウジン
グと密着に接合されているパネルボディーを備え、エアコンのキャビティが前記リアハウ
ジングとパネルボディーによって囲まれて形成され、熱交換器、制御ユニット、通風部材
がいずれも前記キャビティ内に配置されている。前記パネルボディーが通常、ネジ又はフ
ックによりリアハウジングに固定されている。
エアコンの市場が日増しに成熟してくることにつれて、エアコンの省エネ機能に対する要
求もより高くなっている。このような傾向に応えるように、エアコンに対して様々な改良
をして、EER（エネルギー消費効率）の高いエアコンを次々と開発しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、構造が簡単で、エアコンのパフォーマンスが改良され、生産効率が向上され
、製品の信頼性が確保されるエアコンの室内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】
【０００４】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の技術的手段を採用している。
【０００５】
　エアコンのサイドと上部を囲んで、フロントパネルを取り付けるパネルボディーと、エ
アコンの後部を囲むリアハウジングと前方に位置しパネルボディーと密着に接合している
フロントパネルを備え、前記リアハウジング、パネルボディー及びフロントパネルで囲ま
れたエアコンのキャビティが形成され、前記フロントパネルの下部に空気排出口が配置さ
れ、ディフレクタープレートがフロントパネルに取り付けられ、又はパネルボディーに位
置して、空気排出口を開閉するようにするエアコンの室内機であって、前記空気排の上部
にエアシールドリブが設けられ、前記エアシールドリブが空気排出口の上部から空気排出
口へ伸びている。
【発明の効果】
【０００６】
本発明の有益な効果は以下の通りである。
【０００７】
本発明によるエアコンの室内機は、前記空気排の上部にエアシールドリブが設けられ、前
記エアシールドリブが空気排出口の上部から空気排出口へ伸び出している。このように、
空気排出口あたりの温度の均一化を確保でき、局部の温度差が大きいことにより凝縮液を
形成することが避けられるので、凝縮の発生を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係わるエアコンの室内機の立体構造を示す図である。
【図２】本発明に係わるエアコンの室内機の渦流形成装置の位置構造を示す図である。
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【図３】本発明に係わるエアコンの室内機の空気排出口の構造を示す図である。
【図４】本発明に係わるエアコンの室内機のパネルボディーの正面の構造を示す図である
。
【図５】本発明に係わるエアコンの室内機のパネルボディーの立体構造を示す図である。
【図６】図４のＡ-Ａの断面構造を示す図である。
【図７】本発明に係わるエアコンの室内機のエアシールドリブの位置の構造を示す図であ
る。
【図８】本発明に係わるエアコンの室内機のエアシールドリブの実施形態１の構造を示す
図である。
【図９】本発明に係わるエアコンの室内機のエアシールドリブの実施形態２の構造を示す
図である。
【図１０】本発明に係わるエアコンの室内機のエアシールドリブの実施形態３の構造を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明において、図１、２、３、４、５、６に示すように、エアコンのサイド、上部を囲
んで、フロントパネルを取り付けるパネルボディー２と、エアコンの後部を囲むリアハウ
ジング１と、前方に位置しパネルボディーと密接に接合しているフロントパネル３とを含
むエアコンの室内機が開示され、前記リアハウジング１、パネルボディー２及びフロント
パネル３で囲まれるエアコンのキャビティが形成され、熱交換器、制御素子、通風部材が
いずれも前記キャビティ内に配置され、前記フロントパネル３の下部に空気排出口４が配
置され、空気排出口４を開閉させるようにディフレクタープレート５がフロントパネル３
に取り付けられ、又は、パネルボディー２に位置する。
【００１０】
前記空気排出口４の底部に渦流形成装置６が設けられる。前記渦流形成装置６が水平方向
に沿ってフロントパネル３又はパネルボディー２に固定され、長尺ストリップの構造にな
る。前記渦流形成装置６が少なくとも１本の水平方向の凹溝７を含み、凹溝７の凹面方向
とエアコンの空気排出方向とが交差して角度をなしている。
【００１１】
　前記渦流形成装置６は１本の長尺ストリップ構造の部材であり、水平方向に沿って空気
排出口４の底面に密接に貼り付けて形成されることが好ましい。
【００１２】
　前記渦流形成装置６は２本以上の長尺ストリップ構造の部品であり、水平方向に沿って
順次に空気排出口４の底面に密接に貼り付けて組合わされることが好ましい。
【００１３】
　前記渦流形成装置６の水平方向の幅サイズは空気排出口４の幅サイズ以下である。
【００１４】
図７に示すように、前記空気排出口４の上部に、エアシールドリブ８が設けられている。
【００１５】
　前記エアシールドリブ８が空気排出口４の上部より空気排出口４へ伸び出している。
【００１６】
　前記エアシールドリブ８は１本の細長いリブ状構造の部品であり、水平方向に沿って空
気排出口４の上部に密接に貼り付けて形成され、エアシールドリブ８の水平方向の幅サイ
ズは空気排出口４の幅サイズ以下である。
【００１７】
　熱交換器を経て排出された空気流がエアシールドリブ８を通過したとき、気流の圧力が
エアシールドリブ８によって変えられ、気流の運動方向が、遮られて変更されることで、
空気排出口の温度の均一化を確保し、局部の温度差が大きいことにより凝縮液を形成する
ことを避け、凝縮の発生をも回避することができる。
【００１８】
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　図８に示すように、パネルボディー２には、フロントパネル３を取り付ける係止口と、
リアハウジング１を固定する止め口が設けられる。パネルボディー２が空気排出口４の上
部へ伸びることでエアシールドリブ８が形成されて、前記フロントパネル３の底部とエア
シールドリブ８との間に水膜領域９が形成されている。
【００１９】
図９に示すように、リアハウジング１が空気排出口４の上部へ伸びることでエアシールド
リブ８が形成され、パネルボディー２がリアハウジング１により空気排出口４の後方に囲
まれている。
【００２０】
図１０に示すように、エアシールドリブ８は、フロントパネル３に貼り付けられ、又はフ
ロントパネル３より空気排出口４の上部へ伸びて形成されている。
【００２１】
　本発明の実施形態は、本発明を限定するものではない。当業者にとって、本発明の精神
や原則を逸脱しないで可能ないずれの変更、置換、改良なども本発明の保護範囲内に含ま
れる。
【符号の説明】
【００２２】
１：リアハウジング、２：パネルボディー、３：フロントパネル、４：空気排出口、５：
ディフレクタープレート、６：渦流形成装置、７：凹溝、８：エアシールドリブ、9：水
膜領域。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【国際調査報告】
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