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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気調和機本体の内部には、吹出口が設けられた前面から順に、熱交換器、送風機が配置
され、前記送風機が収納された室の底面に吸込グリルを有し室内天井から吊り下げられて
設置される天吊型空気調和装置において、
　前記空気調和機本体の両側に、樹脂製のサイドカバーが取り外し自在に配置されると共
に、底部側に、底パネルおよび前記吸込グリルが配置され、前記空気調和機本体の前記室
を画成する後面パネルには、前記室側に電装箱が取り付けられると共に、前記送風機を構
成するファンに対向して、前記電装箱に外気が直接的に当たらないように、外気導入口が
設けられていることを特徴とする天吊型空気調和装置。
【請求項２】
請求項１記載の天吊型空気調和装置において、
　前記外気導入口は、取り外し自在なノックアウトパネルとして構成されていることを特
徴とする天吊型空気調和装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２記載の天吊型空気調和装置において、
　前記外気導入口は、前記送風機を構成する送風機モータに外気が直接的に当たらないよ
うに設けられていることを特徴とする天吊型空気調和装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３の何れかに記載の天吊型空気調和装置において、前記外気導入口
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は、前記送風機を構成するファンの送風能力に応じ、前記吸込グリルを介して循環される
室内の空気と導入した外気との混合比率が所定の比率となるような開口面積を有すること
を特徴とする天吊型空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内天井に吊り下げられて設置される天井吊型空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和装置においては、調和対象の室内の空気を取り込むための吸込グリルおよび調
和後の空気を吹き出すための吹出口が設けられている。
　例えば、懸吊ボルトを用いて室内の天井から吊り下げられて設置される構成の天井吊型
空気調和装置（例えば特許文献１参照）にあっては、空気調和機本体底面（建物の床面と
対向する面）に吸込グリルが設けられ、空気調和機本体前面側に吹出口が設けられている
。
【特許文献１】　　　　　特開平９－２７５２５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、従来の空気調和装置は、室内の空気を循環させるだけで換気の機能は持って
いないのが通常であった。
　一方、近年、シックハウス症候群が大きな社会問題になっており、建築基準法では、住
宅の居室には、２４時間常時運転可能なもので、換気回数０．５回／ｈ以上（２時間で住
宅の気積（容積）を入れ替える能力）の換気設備を設置することが義務付けられた。
　しかしながら、室内に空気調和装置の他に換気設備を設けることは、設備コストが増大
するとともに、設置面積も必要となり、室内の美観も損ねることとなっていた。
　そこで、本発明の目的は、空気調和装置の運転時に外気を容易に導入するとともに、外
気の導入に伴う空気調和装置内における結露などを防止し、長期にわたって運用可能な空
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】
【０００４】
　上記課題を解決するため、空気調和機本体の内部には、吹出口が設けられた前面から順
に、熱交換器、送風機が配置され、前記送風機が収納された室の底面に吸込グリルを有し
室内天井から吊り下げられて設置される天吊型空気調和装置において、前記空気調和機本
体の両側に、樹脂製のサイドカバーが取り外し自在に配置されると共に、底部側に、底パ
ネルおよび前記吸込グリルが配置され、前記空気調和機本体の前記室を画成する後面パネ
ルには、前記室側に電装箱が取り付けられると共に、前記送風機を構成するファンに対向
して、前記電装箱に外気が直接的に当たらないように、外気導入口が設けられていること
を特徴としている。
　上記構成によれば、外気導入口に給気用ダクトを接続するなどすることにより、空気調
和装置の運転時に外気を容易に導入できるとともに、導入した外気が前記電装部品に直接
的に当たらない位置に外気導入口が設けられているので、外気の導入に伴う空気調和装置
内における結露などを防止できる。
【０００５】
　この場合において、前記外気導入口は、取り外し自在なノックアウトパネルとして構成
されていてもよい。
　また、前記外気導入口は、前記送風機を構成する送風機モータに外気が直接的に当たら
ないように設けられていてもよい。
　さらにまた、前記外気導入口は、前記送風機を構成するファンの送風能力に応じ、前記
吸込グリルを介して循環される室内の空気と導入した外気との混合比率が所定の比率とな
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るような開口面積を有するようにしてもよい。

                                                                                
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、空気調和装置の運転時に外気を容易に導入することができるとともに
、外気の導入に伴う空気調和装置内における結露などを防止し、長期にわたって空気調和
装置の運用が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　次に本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本実施形態にかかる天吊型空気調和装置の外観構成を示す斜視図である。図２
は、空気調和機本体の内部構造を示す断面図である。図３は、空気調和機本体の内部構造
を示す平面図である。
　図１に示すように、天吊型空気調和装置１は、空気調和機本体１ａと、ケーシング１２
Ａを備えている。このケーシング１２Ａは、空気調和機本体１ａの両側に位置する樹脂製
のサイドカバー４５と、空気調和機本体１ａの下部（底部）側に配置された底パネル１４
および吸込グリル３７とを備えている。
　また、ケーシング１２Ａには、当該空気調和機本体１ａをコントロールするための図示
しないリモートコントローラからの指示信号を受信する図示しない受信ユニットがその裏
面に配置された受信窓５０が設けられている。
【０００８】
　図２に示すように、空気調和機本体１ａは、天井から吊り下げられた吊りボルト３に引
っかけられて室内天井板５の下面に設置・固定されている。この空気調相機本体１ａには
、前面側に吹出口４１が設けられており、前面側から順に、熱交換機１５、送風機１３が
配置されている。また、吹出口４１内には、風向を調整するためのルーバー５１が配置さ
れている。さらに、この他にも空気調和機本体１ａ内には、電装箱１１、冷媒配管２９等
の各種機器類が収納されている。
　本実施形態の送風機１３は、図３に示すように、送風機室１３Ｘ内に２台の送風機ユニ
ット（ファン）２１、２２を備えており、これらは一台のモータ２５で駆動される回転軸
２７上に固定・配置されている。熱交換器１５は、図２に示すようにフィン・チューブ型
の熱交換器であり、空気調和機本体１ａ内に斜めに設置される。この熱交換器１５には冷
媒配管２９が接続され、この冷媒配管２９は空気調和機本体１ａの外に導出され、室外機
（図示せず）の圧縮機、減圧装置、室外熱交換器等に接続される。
【０００９】
　熱交換器１５の下方には、図２に示すように、発泡スチロール製のドレンパン３１が設
置され、このドレンパン３１の下面には板金製パネル３３が設置される。ドレンパン３１
のドレン溜まり３１ａには、図３に示すようにフレキシブルチューブ３２を介してドレン
ポンプユニット３５が接続され、このドレンポンプユニット３５に収容されるドレンポン
プは、ドレン溜まり３１ａに収集されたドレンを吸い上げて空気調和機本体１ａの外に排
出する。
　送風機１３の下方には、図２に示すように、樹脂製の吸込グリル３７が設置され、この
吸込グリル３７には空気清浄用のフィルタ３９が取り付けられる。そして、送風機１３が
駆動されると吸込グリル３７およびフィルタ３９を通じて室内の空気が空気調和機本体１
ａ内に吸い込まれ、この空気は熱交換器１５で熱交換された後に、ルーバー５１により風
向が調整されて、吹出口４１を通じて室内に吹き出される。
　中仕切板４３は、空気調和機本体１ａの略中央を横断的に仕切る仕切板であり、送風機
１３は、この中仕切板４３にて仕切られた室に配置されている。
【００１０】
　図４は、空気調和機本体の後面側からの一部分解斜視図である。図５は、空気調和機本
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体の後面側からの部分拡大斜視図である。
　空気調和機本体１ａの後面側には、後面パネル６０が設けられている。この後面パネル
６０には、設置前には樹脂製の蓋６１Ａが嵌め込まれた配管接続用孔６１、取り外し自在
に一部が打ち抜かれたノックアウトパネルとして構成されている外気導入口６２をはじめ
として、配線用孔などの各種孔が設けられている。
　外気導入口６２の周囲には、ダクト取付用ねじ孔６３が設けられており、必要に応じて
ダクト配管６４が接続されることとなる。
　後面パネル６０と中仕切板４３により仕切られる室は、上述した送風機室１３Ｘを構成
しており、送風機室１３Ｘ内には、上述した電装箱１１、送風機１３が配置されている。
【００１１】
　この場合において、外気導入口６２は、電装箱１１、送風機１３を構成するモータ２５
およびこれらに用いられる電気コネクタなどのうち少なくとも何れかを含む電装部品に、
導入した外気が直接的に当たらない位置、かつ、配管の設置の邪魔にならない位置に設け
られている。
　ここで、外気導入口６２を電装箱１１、送風機１３を構成するモータ２５およびこれら
に用いられる電気コネクタなどのうち少なくとも何れかを含む電装部品に、導入した外気
が直接的に当たらない位置に配置するのは、これらの部品に外気が触れて結露などが生じ
、部品の劣化などを招くのを抑制するためである。この場合に、電装箱１１、モータ２５
、電気コネクタなどの部品は、排気孔などの開口が必要な部分を除き、シーリングが施さ
れている。
　これらの条件を満たす後面パネル６０上の位置としては、図３および図４に示す幅方向
範囲Ａ１および幅方向範囲Ａ２で示される領域が考えられるが、実施形態では、幅方向範
囲Ａ２で示される領域内に外気導入口６２が設けられている。
【００１２】
　さらにこれに加えて実施形態では、外気導入口６２は、送風機１３を構成する送風機ユ
ニット（ファン）２１、２２に外気が直接的に導かれる位置に設けられている。この結果
、確実に外気を導入して、循環空気と混合して送出することが可能となっている。
　さらに、この外気導入口６２は、送風機１３を構成する送風機ユニット（ファン）２１
、２２の送風能力に応じ、吸込グリル３７を介して循環される室内の空気と導入した外気
との混合比率が所定の比率となるような開口面積を有するように設定されている。所定の
比率としては、循環空気に対する外気の混合比率が１０～２０％程度（通常１５％程度）
となるように設定されている。
　本実施形態によれば、空気調和装置の運転時に外気を容易に導入して確実に換気を行え
るとともに、外気の導入に伴う空気調和装置内における結露などを防止し、長期にわたっ
て空気調和装置の運用が可能となる。
【００１３】
　以上の説明においては、外気導入口を一つ設ける場合について説明したが、空気調和器
本体のサイズに応じて複数箇所に設けるように構成することも可能である。より具体的に
は、例えば、図３および図４に示した幅方向範囲Ａ１で示される領域および幅方向範囲Ａ
２で示される領域のそれぞれに外気導入口を設けるようにすればよい。
　また、以上の説明においては、外気導入口をノックアウトバネルとして構成する場合に
ついて述べたが、あらかじめ後面パネル６０に外気導入口をあけておき、目隠し板をダク
ト取付用ねじ孔６３を利用して取り付けておくように構成することも可能である。
　さらに、以上の説明においては、外気導入口の形状を円形状としていたが、楕円形状や
多角形形状など任意の形状とすることが可能である。
【００１４】
　また、以上の説明においては、吸込グリルが固定型の場合について説明したが、吸込グ
リルを４本の吊紐を介して空気調和機本体に支持し、これらの吊紐が繰り出され、或いは
巻き戻されることで、所定の範囲で昇降し、吸込グリルを下げた位置で、この吸込グリル
に載せられたフィルタを取り外し可能にした吸込グリル昇降装置を備えた空気調和装置に
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　この場合に、吸込グリル昇降装置をサイドカバー内に収容する構成とすると、外気導入
口を設けられるスペースは、後面パネルが好ましいので、本実施形態の適用対象として好
適となる。
　以上の説明においては、外気導入口を後面パネルに設ける場合を説明したが、サイドカ
バー側に設けるように構成することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態の天吊型空気調和装置の外観構成を示す斜視図である。
【図２】空気調和機本体の内部構造を示す断面図である。
【図３】空気調和機本体の内部構造を示す平面図である。
【図４】空気調和機本体の後面側からの一部分解斜視図である。
【図５】空気調和機本体の後面側からの部分拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００１６】
１　天吊型空気調和装置
１ａ　空気調和機本体
１１　電装箱（電装部品）
１４　底パネル
２５　モータ（電装部品）
３７　吸込グリル
３９　フィルタ
４１　吹出口
４５　サイドカバー
６０　後面パネル
６１　配管接続用孔
６１Ａ　蓋
６２　外気導入口
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