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(57)【要約】
【課題】専用のルーバによる風向の制御性と、そのルー
バ位置でのドラフト感の抑制とを両立し得るとともに、
構成が簡素で円滑な作動性と外観のデザイン性を確保で
きるエアウィングを備えた空気調和機を提供することを
目的とする。
【解決手段】パネル本体３に設けられた下向きの吹出し
口１４と、吹出し口１４に回動自在に設けられたルーバ
１５と、を備えた空気調和機において、パネル本体３の
吹出し口１４の外側に配設され、パネル本体３に対して
面一となる収納位置と、吹出し口１４から吹出される空
調風に対向するルーバ方向位置との間で回動自在とされ
ているエアウィング１７と、エアウィング１７を２位置
間において回動する回動機構と、が設けられ、エアウィ
ング１７が収納位置と空調風によるドラフト感を回避す
るルーバ方向位置とに選択的に回動可能とされている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル本体に設けられた下向きに開口する空調風の吹出し口と、
　前記吹出し口に回動自在に設けられ、前記空調風の吹出し方向を調整するルーバと、
　前記パネル本体の前記吹出し口の外側に配設され、前記パネル本体に対して面一となる
収納位置と、前記吹出し口から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置との間で回動
自在とされているエアウィングと、
　前記エアウィングを前記２位置間において回動する回動機構と、を備え、
　前記エアウィングが前記収納位置と空調風によるドラフト感を回避する前記ルーバ方向
位置とに選択的に回動可能とされていることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記エアウィングは、ルーバ方向に吹出される前記空調風と対向してルーバ方向への吹
出しを遮るウィング部と、そのウィング部の両端に一体に設けられ、基端部が前記パネル
本体側に回転自在に支持されるアーム部とを備えた構成とされていることを特徴とする請
求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記ウィング部には、前記エアウィングが前記収納位置に回動されたとき、該ウィング
部に沿う位置とされ、前記空調風と対向する前記ルーバ方向位置に回動されたとき、該空
調風と対向する位置に自立するサブウィングが設けられていることを特徴とする請求項２
に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記パネル本体には、複数の前記吹出し口が設けられ、それぞれの吹出し口に対応して
前記エアウィングが配設された構成とされていることを特徴とする請求項１ないし３のい
ずれかに記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記エアウィングは、それぞれ独立して設けられている前記回動機構により個別に回動
自在とされていることを特徴とする請求項４に記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記エアウィングは、前記空調風と対向する前記ルーバ方向位置に回動指令が出された
とき、前記回動機構を介して前記ルーバの位置と対応した位置に回動可能な構成とされて
いることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項７】
　前記回動機構は、前記パネル本体側における前記エアウィングの一端側の回動支点付近
に設けられた正逆回転可能なアクチュエータと、該アクチュエータの出力軸に設けられた
リールと、一端が前記リールに接続されて巻取り、繰出し可能とされ、他端が前記エアウ
ィングの一端部と対応する前記パネル本体側位置、前記エアウィングの一端部位置、前記
エアウィングの他端部位置、前記エアウィングの他端部と対応する前記パネル本体側位置
に設けられたワイヤガイドを経由して、前記エアウィングの他端側の回動支点付近に接続
されたワイヤとからなるワイヤ式の回動機構とされていることを特徴とする請求項１ない
し６のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項８】
　前記回動機構は、前記エアウィングの長さ方向に延長され、その両端部が各々前記パネ
ル本体に対して回動自在に支持された回転軸と、正逆回転可能なアクチュエータと、該ア
クチュエータの回転を前記回転軸に伝達する歯車機構とからなるギア式の回動機構とされ
ていることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の空気調和機。
 
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、本発明は、吹出し口と対向する位置に可動し、空調風が直接当たることによ
るドラフト感を回避し得るエアウィングを備えた空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　室内の天井面に設置される空気調和機は、ユニット本体の下部に天井パネル、化粧パネ
ル等と称されるパネルが設けられ、そのパネル本体の中央部分に室内の空気を吸込む吸込
み口、該吸込み口の周りに空調風を吹出す複数の吹出し口が下向きに開口された構成とさ
れている。複数の吹出し口は、おおかたの場合、吸込み口の周りの一方向、二方向あるい
は四方向に設けられることが多く、各吹出し口に空調風の吹出し方向を調整する風向ルー
バがモータを介して回動自在に設けられ、風向が任意の方向に調整可能とされている。
【０００３】
　しかし、上記の如く、吹出し口に風向ルーバを設け、空調風の吹出し方向を調整可能と
しているにも拘らず、ルーバの角度等によっては吹出し口の下に居る人に空調風が直接当
たり、ドラフト感を与えてしまうことがあった。かかる場合、パネル本体に対して、吹出
し口と対向する位置に空調風を遮って風向を変えるための羽根部材（以下、エアウィング
という。）をオプション部品として追加設置することにより、ドラフト感を回避する等の
方策が採られている。
【０００４】
　また、特許文献１には、通常の風向制御板では幅が狭く、吹出し口の下に居る人に対す
るドラフト感を十分抑制できないことから、パネル本体に一端が回動自在に設けられた第
１アームの他端側に連結部を介して第２アームを回転自在に設け、その第２アームの先端
に幅広の風向制御用ルーバを固定するとともに、第１アームに対する回転規制用のストッ
パを設けた構成とし、幅広の風向制御用ルーバを第１アーム、第２アーム上昇させ、吹出
し口を閉じてパネル面に収納した位置と、第１アーム、第２アームを下方に延ばして風向
制御用ルーバを吹出し口と対向する位置に下降させ、風向を制御する位置との間で可動自
在としたものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－３２０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、エアウィングをオプション品として追加設置するものでは、エアウィン
グを別購入しなければならないだけでなく、いったんパネル本体に設置されると、天井近
くの高所位置に取付けられた状態となるため、その向きを簡単に変更することができない
等の課題があった。また、エアウィングを設置することにより、常時パネル本体の表面か
らエアウィングが下方に垂下った状態となるため、パネル本体や天井面の見栄えを損ねる
ことにもなる等の問題があった。
【０００７】
　一方、特許文献１のものは、ドラフト感の抑制を優先した構成とされているため、ドラ
フト感を積極的に得たい場合の風向制御と、ドラフト感を抑制したい場合の風向制御とを
両立することが難しく、使用者が好みに応じて任意に選択することができなくなるだけで
はなく、リンク機構により幅広の風向制御用ルーバの両端を上下動する構成のため、ねじ
れが発生し易く、円滑な作動を長期間に亘って保障することが難しい等の課題があった。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、専用のルーバによる風向制
御と、そのルーバ位置でのドラフト感の抑制とを両立し得るとともに、構成が簡素で円滑
な作動性と外観のデザイン性を確保し得るエアウィングを備えた空気調和機を提供するこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記した課題を解決するために、本発明の空気調和機は、以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかる空気調和機は、パネル本体に設けられた下向きに開口する空
調風の吹出し口と、前記吹出し口に回動自在に設けられ、前記空調風の吹出し方向を調整
するルーバと、前記パネル本体の前記吹出し口の外側に配設され、前記パネル本体に対し
て面一となる収納位置と、前記吹出し口から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置
との間で回動自在とされているエアウィングと、前記エアウィングを前記２位置間におい
て回動する回動機構とを備え、前記エアウィングが前記収納位置と空調風によるドラフト
感を回避する前記ルーバ方向位置とに選択的に回動可能とされていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、パネル本体に下向きに開口された吹出し口の外側に、パネル本体に対
して面一となる収納位置と、吹出し口から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置と
の間で回動自在とされたエアウィングを配設し、そのエアウィングを回動機構により収納
位置と、ルーバ方向位置との２位置間において選択的に回動自在としているため、ルーバ
位置によって吹出し口から吹出される空調風が下方に居る人に直接当たり、ドラフト感を
与えることがあるが、かかる場合、吹出し口の外側に配設されているエアウィングを吹出
し口から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置に回動させ、ルーバ方向への空調風
の流れを遮って変更することにより、ドラフト感を低減することができる。また、ドラフ
ト感を感じない場合や積極的にドラフト感を得たい場合は、エアウィングを収納位置に回
動させて収納することにより、パネル本体と面一にし、一体に同化させた状態にして収納
することができる。従って、エアウィングの使用、不使用を任意に選択し、ドラフト感に
よる不快感を簡易に解消して空調フィーリングを改善することができるとともに、不使用
時には、エアウィングをパネル本体に一体に同化させて収納することにより、デザイン性
を維持することができる。しかも、専用のルーバによる風向制御と、そのルーバ位置での
ドラフト感の抑制とを両立することができる。
【００１１】
　また、本発明の空気調和機は、上記の空気調和機において、前記エアウィングは、ルー
バ方向に吹出される前記空調風と対向してルーバ方向への吹出しを遮るウィング部と、そ
のウィング部の両端に一体に設けられ、基端部が前記パネル本体側に回転自在に支持され
るアーム部とを備えた構成とされていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、エアウィングが、ルーバ方向に吹出される空調風と対向してルーバ方
向への吹出しを遮るウィング部と、その両端に一体に設けられ、基端部がパネル本体側に
回転自在に支持されるアーム部とを備えた構成とされているため、パネル本体側に回転自
在に支持されているアーム部を介してウィング部をルーバ方向位置に回動し、吹出し口か
ら吹出される空調風と対向する位置とすることにより、ルーバ方向への空調風の流れを遮
って変更することができる。従って、吹出し口に設けられているルーバによる風向制御機
能を維持したまま、必要に応じてエアウィングをルーバ方向位置に回動し、ドラフト感を
選択的に低減または解消することができる。
【００１３】
　また、本発明の空気調和機は、上記の空気調和機において、前記ウィング部には、前記
エアウィングが前記収納位置に回動されたとき、該ウィング部に沿う位置とされ、前記空
調風と対向する前記ルーバ方向位置に回動されたとき、該空調風と対向する位置に自立す
るサブウィングが設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、ウィング部に、エアウィングが収納位置に回動されたとき、ウィング
部に沿う位置とされ、空調風と対向するルーバ方向位置に回動されたとき、空調風と対向
する位置に自立するサブウィングが設けられているため、エアウィング自体の回動角度に
係わりなく、ウィング部がルーバ方向位置に回動されたとき、サブウィングが空調風と対
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向する位置に自立することにより、空調風の流れを確実に遮ることができ、また、ウィン
グ部が収納位置に回動されたとき、ウィング部に沿う位置とされることから収納の障害と
なることがなく、従って、エアウィングによるドラフト感の低減効果を確実に確保するこ
とができる。
【００１５】
　さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、前記パネル本
体には、複数の前記吹出し口が設けられ、それぞれの吹出し口に対応して前記エアウィン
グが配設された構成とされていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、パネル本体に複数の吹出し口が設けられ、それぞれの吹出し口に対応
してエアウィングが配設された構成とされているため、例えば二方向あるいは四方向に設
けられている複数の吹出し口のいずれの吹出し口から吹出される空調風に対しても、個別
にエアウィングを機能させてドラフト感を低減することができる。従って、複数の吹出し
口のいずれの下方に居た場合においても、選択的にドラフト感を低減または解消すること
ができる。
【００１７】
　さらに、本発明の空気調和機は、上記の空気調和機において、前記エアウィングは、そ
れぞれ独立して設けられている前記回動機構により個別に回動自在とされていることを特
徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、エアウィングが、それぞれ独立して設けられている回動機構により個
別に回動自在とされているため、複数の吹出し口のルーバ位置が異なることにより、いず
れかの吹出し口から吹出される空調風がドラフト感を与えている場合でも、その吹出し口
に対応して配設されているエアウィングを独立した回動機構により個別に回動して所定の
ルーバ方向位置とすることができる。従って、複数の吹出し口に設けられているルーバが
個別に回動可能とされている空気調和機においても、各ルーバ位置に対応して個別にエア
ウィングを回動し、必要に応じてドラフト感を低減または解消することができる。
【００１９】
　さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、前記エアウィ
ングは、前記空調風と対向する前記ルーバ方向位置に回動指令が出されたとき、前記回動
機構を介して前記ルーバの位置と対応した位置に回動可能な構成とされていることを特徴
とする。
【００２０】
　本発明によれば、エアウィングが、空調風と対向するルーバ方向位置に回動指令が出さ
れたとき、回動機構を介してルーバの位置と対応した位置に回動可能な構成とされている
ため、エアウィングを回動してドラフト感を低減しようとしたとき、エアウィングを確実
にルーバの回動位置と対応した位置へと回動させ、ルーバ方向に吹出される空調風と対向
する位置にエアウィングを位置させることができる。従って、ルーバの回動位置に係わり
なく、ルーバ位置と対応して位置にエアウィングを回動させることにより、確実にドラフ
ト感の低減または解消効果を得ることができる。
【００２１】
　さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、前記回動機構
は、前記パネル本体側における前記エアウィングの一端側の回動支点付近に設けられた正
逆回転可能なアクチュエータと、該アクチュエータの出力軸に設けられたリールと、一端
が前記リールに接続されて巻取り、繰出し可能とされ、他端が前記エアウィングの一端部
と対応する前記パネル本体側位置、前記エアウィングの一端部位置、前記エアウィングの
他端部位置、前記エアウィングの他端部と対応する前記パネル本体側位置に設けられたワ
イヤガイドを経由して、前記エアウィングの他端側の回動支点付近に接続されたワイヤと
からなるワイヤ式の回動機構とされていることを特徴とする。
【００２２】
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　本発明によれば、回動機構が、エアウィングの一端側の回動支点付近に設けられた正逆
回転可能なアクチュエータと、その出力軸に設けられたリールと、一端がリールに接続さ
れて巻取り、繰出し可能とされ、他端が各々所定の位置に設けられたワイヤガイドを経由
してエアウィングの他端側の回動支点付近に接続されたワイヤとからなるワイヤ式回動機
構とされているため、アクチュエータを正転または逆転し、リールにより巻取りまたは繰
出されるワイヤを介してエアウィングをその回動支点を支点に吊り上げまたは吊り下ろす
ことにより、収納位置またはルーバ方向位置に回動することができる。従って、吹出し口
に沿って横長形状とされたエアウィングの両端部を一本のワイヤで同時に吊り上げまたは
吊り下ろし、スムーズに収納位置またはルーバ方向位置に回動することができ、可動の信
頼性を確保することができるとともに、回動機構を少部品数化し、構成の簡素化、低コス
ト化することができる。
【００２３】
　さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、前記回動機構
は、前記エアウィングの長さ方向に延長され、その両端部が各々前記パネル本体に対して
回動自在に支持された回転軸と、正逆回転可能なアクチュエータと、該アクチュエータの
回転を前記回転軸に伝達する歯車機構とからなるギア式の回動機構とされていることを特
徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、回動機構が、エアウィングの長さ方向に延長され、両端部が各々パネ
ル本体に対して回動自在に支持された回転軸と、正逆回転可能なアクチュエータと、アク
チュエータの回転を回転軸に伝達する歯車機構とからなるギア式の回動機構とされている
ため、アクチュエータを正逆回転し、歯車機構（減速歯車機構）を介して回転軸を回転す
ることにより、その回転軸を介してエアウィングの両端部を一本の回転軸を介して同時に
収納位置またはルーバ方向位置に回動することができる。従って、吹出し口に沿って横長
形状とされたエアウィングの両端部を一本の回転軸を介して同時にスムーズに収納位置ま
たはルーバ方向位置に回動することができ、長期に亘って可動の信頼性を確保することが
できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によると、ルーバ位置によって吹出し口から吹出される空調風が下方に居る人に
直接当たり、ドラフト感を与えることがあるが、かかる場合、吹出し口の外側に配設され
ているエアウィングを吹出し口から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置に回動さ
せ、ルーバ方向への空調風の流れを遮って変更することにより、ドラフト感を低減するこ
とができる。また、ドラフト感を感じない場合や積極的にドラフト感を得たい場合は、エ
アウィングを収納位置に回動させて収納することによって、パネル本体と面一にし、一体
に同化させた状態にして収納することができるため、エアウィングの使用、不使用を任意
に選択し、ドラフト感による不快感を簡易に解消して空調フィーリングを改善することが
できるとともに、不使用時には、エアウィングをパネル本体に一体に同化させて収納する
ことによって、デザイン性を維持することができる。しかも、専用のルーバによる風向制
御と、そのルーバ位置でのドラフト感の抑制とを両立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る空気調和機を下方から見た一部を破断した状態の斜
視図である。
【図２】上記空気調和機のパネル本体に設けられたエアウィングを収納位置とした状態の
斜視図である。
【図３】上記空気調和機のパネル本体に設けられたエアウィングをルーバ方向位置とした
状態の斜視図である。
【図４】上記エアウィングのワイヤ式回動機構のアクチュエータ設置部を内面側から見た
エアウィングを収納位置とした状態の斜視図である。
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【図５】上記エアウィングのワイヤ式回動機構のアクチュエータ設置部を内面側から見た
エアウィングをルーバ方向位置とした状態の斜視図である。
【図６】上記ワイヤ式回動機構の配置構成を示すエアウィングを収納位置とした状態の斜
視図である。
【図７】上記ワイヤ式回動機構を斜め下方から見たエアウィングを収納位置とした状態の
斜視図である。
【図８】上記ワイヤ式回動機構を斜め下方から見たエアウィングをルーバ方向位置とした
状態の斜視図である。
【図９】上記エアウィングを収納位置とするとともに、ルーバを閉位置としたときの位置
関係を示す断面図である。
【図１０】上記ルーバを水平吹出し位置とするとともに、エアウィングをそのルーバ方向
位置としたときの位置関係を示す断面図である。
【図１１】上記ルーバを下方吹出し位置とするとともに、エアウィングをそのルーバ方向
位置としたときの位置関係を示す断面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係るギア式回動機構のアクチュエータ設置部を下方か
ら見たエアウィングを収納位置とした状態の斜視図である。
【図１３】上記ギア式回動機構のアクチュエータ設置部を下方から見たエアウィングをル
ーバ方向位置とした状態の斜視図である。
【図１４】上記ギア式回動機構の配置構成を示すエアウィングを収納位置とした状態の斜
視図（Ａ）と、サブウィング設置部の拡大斜視図（Ｂ）である。
【図１５】上記ギア式回動機構の配置構成を示すエアウィングをルーバ方向位置とした状
態の斜視図である。
【図１６】上記ギア式回動機構のアクチュエータおよび歯車機構を示す分解斜視図である
。
【図１７】上記ギア式回動機構のアクチュエータによりエアウィングを収納位置とした状
態の斜視図である。
【図１８】上記ギア式回動機構のアクチュエータによりエアウィングをルーバ方向位置と
した状態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図１ないし図１１用いて説明する。
　図１には、本実施形態に係る空気調和機を斜め下方から見た一部を破断した状態の斜視
図が示され、図２には、そのパネル本体に設けられたエアウィングを収納位置とした状態
の斜視図、図３には、そのエアウィングをルーバ方向位置とした状態の斜視図が示されて
いる。ここでの空気調和機１は、図１に示されるように、室内の天井面に設置されるタイ
プの空気調和機であって、ユニット本体２の下部に設けられるパネル本体３の４方向に吹
出し口１４が設けられた構成の空気調和機１が例示されている。
【００２８】
　ユニット本体２は、天井内に設置される四方体形の下方が開口された箱体であり、内部
の中心部位に設置されたターボファン４と、その周りを囲むように配置された四角形状に
曲げ成形されている熱交換器５と、熱交換器５の下部に配置されたドレンパン６と、ドレ
ンパン６の周囲壁とユニット本体２の内周面との間に形成された吹出し風路７と、ターボ
ファン４の吸込み側に配置されたベルマウス８等を備えた構成とされている。なお、この
空気調和機１は、室外機に対して液管およびガス管からなる２本の冷媒配管９および電気
配線１０を介して接続されることになる。
【００２９】
　ユニット本体２の下面を覆うように設置される天井パネル、化粧パネルとも称されるパ
ネル本体３は、略正方形状をなすパネルであって、中央部位に室内の空気を吸込むための
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開口（吸込み口）１１が設けられており、その吸込み口１１には、吸込みグリル１２が設
置されている。吸込みグリル１２は、グリル内面側にエアフィルタ（図示省略）が設置さ
れており、そのエアフィルタを交換あるいは清掃するため、パネル本体３に対して、ワイ
ヤ１３、図示省略の昇降モータ等を介して室内の床面近くまで降下されるように昇降自在
に設置されている。なお、エアフィルタを自動清掃するため、エアフィルタ自動清掃機構
を組み込んだ構成としてもよい。
【００３０】
　また、パネル本体３には、室内空気の吸込み口１１の周りを取り囲むように、パネル本
体３の４辺に対応して４方向にそれぞれ吹出し口１４が設けられており、各吹出し口１４
から熱交換器５で冷却または加熱された空気が空調風として室内に吹出されるようになっ
ている。４方向の吹出し口１４には、それぞれ空調風の吹出し方向（風向）を調整するた
めのルーバ１５が回動自在に設置されており、アクチュエータ（モータ）１６（図１２等
を参照）を介して個別に独立して回動されるようになっている。
【００３１】
　さらに、パネル本体３には、図２，３に示されるように、各吹出し口１４の外側に配設
され、パネル本体３に対して面一となる収納位置（図２位置）と、吹出し口１４から吹出
される空調風と対向するルーバ方向位置（図３位置）との間で回動自在とされているエア
ウィング１７が設けられている。このエアウィング１７は、吹出し口１４と対向するルー
バ方向位置にせり出すことにより空調風を遮って風向を変える平板状の部材であり、各吹
出し口１４から吹出される空調風が下方に居る人に直接当たることによるドラフト感を低
減あるいは解消するためのものである。
【００３２】
　エアウィング１７は、各吹出し口１４からルーバ方向に吹出される空調風と対向する位
置にせり出して空調風を遮るウィング部１８と、そのウィング部１８の両端部に一体に設
けられているアーム部１９とを備えた門型形状をなすものであり、アーム部１９の基端部
がパネル本体３に対して、支軸２０（図６等を参照）を介して回動自在に支持され、上記
した収納位置とルーバ方向位置との２位置間で回動可能とされている。以下に、エアウィ
ング１７の具体的構成を、図４ないし図１１を用いて詳しく説明する。
【００３３】
　エアウィング１７のウィング部１８およびアーム部１９は、パネル本体３の一部を形成
するものであり、図２に示される収納位置に回動されたとき、各々の表面（下面）がパネ
ル本体３の表面（下面）と面一とされるようになっている。ウィング部１８は、吹出し口
１４と同等の長さを有し、その外側に沿って配置され、パネル本体３の各辺の一部を形成
する一定の幅寸法を有する樹脂製の平板状部材であり、その両端部にウィング部１８より
も幅の狭いアーム部１９が一体に成形された門型形状とされている。このウィング部１８
および両アーム部１９の裏面側には、リブが一体に成形され、各々の強度および剛性が確
保されるように構成されている。
【００３４】
　また、両アーム部１９の基端部には、エアウィング１７をパネル本体３に対して回動自
在に支持する支軸２０が一体に設けられている。更に、ウィング部１８には、基端側がウ
ィング部１８の内端縁側に回動自在に支持され、エアウィング１７が収納位置に回動され
たとき、外端側がウィング部１８の裏面に沿った収納位置（図９参照）とされ、エアウィ
ング１７がルーバ方向位置に回動されたとき、外端側が上方に自立して空調風を遮る位置
に回動（図１０および１１参照）するサブウィング２１が設けられている。
【００３５】
　このサブウィング２１は、両端の支軸２２がウィング部１８に設けられた軸承部２３に
回動自在に支持されており、また、ルーバ方向位置に回動するため、後述するようにワイ
ヤ２９が架けられ、吊り下げまたは吊り上げられるようになっていることから、エアウィ
ング１７が自重により吊り下げられたとき、上記のようにウィング部１８から外端側が上
方に自立するようになっている。なお、後述する第２実施形態のように、コイルばね２４
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を設けることにより自立方向に回動付勢するようにしてもよい。
【００３６】
　エアウィング１７は、回動機構２５を介してパネル本体３と面一となる収納位置（図２
位置）と、吹出し口１４から吹出される空調風と対向するルーバ方向位置（図３位置）と
の２位置間において回動自在されている。この回動機構２５は、エアウィング１７の一方
のアーム部１９の回動支点近傍位置において、パネル本体３側に固定配置されたアクチュ
エータ（モータ）２７と、アクチュエータ２７の出力軸に固着されたリール２８と、一端
がリール２８に接続されることにより巻取り、繰出し可能とされているワイヤ２９を備え
ている。
【００３７】
　上記ワイヤ２９の他端は、アーム部１９に沿うパネル本体３側位置、ウィング部１８の
一端部と対応する直上のパネル本体３側位置、サブウィング２１の一端部位置、サブウィ
ング２１の他端部位置、ウィング部１８の他端部と対応する直上のパネル本体３側位置に
それぞれ設置された複数のワイヤガイド３０ないし３４を経由して、エアウィング１７の
他端側アーム部１９の回動支点付近位置に接続固定されている。
【００３８】
　かかる回動機構２５は、アクチュエータ２７により正逆回転されるリール２８を介して
ワイヤ２９を繰出し、または巻取ることにより、エアウィング１７の外端部側を吊り下げ
または吊り上げて回動するワイヤ式の回動機構とされており、１本のワイヤ２９の繰出し
または巻取りによって、エアウィング１７の両端部を同時にスムーズに収納位置と、ルー
バ方向位置との２位置間において回動可能としたものである。
【００３９】
　上記回動機構２５は、４方向の吹出し口１４に対応して設けられている４組のエアウィ
ング１７を各々独立して個別に回動できるように、各々のエアウィング１７に対応して４
組設けられている。この４組の回動機構２５は、４方向の対角上の２箇所位置に各々２組
のアクチュエータ２７およびリール２８が対向して配設されており、それらを共通の蓋部
材（図示省略）で覆うことによって、天井裏からの動物や虫の侵入あるいは塵埃の侵入を
防ぐようにした構成とされている。
【００４０】
　また、各回動機構２５は、使用者が選択したエアウィング１７を動作させてドラフト感
を低減または解消するため、リモコンをＯＮ操作したとき、そのエアウィング１７に対応
した回動機構２５のアクチュエータ２７を正回転し、リール２８をワイヤ２９の繰出す方
向に回転することにより、エアウィング１７を自重によって下降させ、ルーバ１５により
調整されている空調風の吹出し方向と対向したルーバ方向位置に回動させる構成とされて
いる。つまり、各回動機構２５は、リモコンのＯＮ操作時、ルーバ１５を回動するアクチ
ュエータ１６（図１２等参照）の回動位置を検知し、その位置と対応したルーバ方向位置
にエアウィング１７を回動する構成とされている。
【００４１】
　これによって、例えば図１０に示されるように、ルーバ１５が水平方向吹出し位置とさ
れているとき、エアウィング１７はその位置に対応したルーバ方向位置に回動され、自立
したサブウィング２１がルーバ方向への空調風の流れを遮って変更することにより、ドラ
フト感を低減し、また、図１１に示されるように、ルーバ１５が下方吹出し位置とされて
いるとき、エアウィング１７はその位置に対応したルーバ方向位置に回動され、自立した
サブウィング２１がルーバ方向への空調風の流れを遮って変更することにより、ドラフト
感を低減または解消し得るようになっている。
【００４２】
　一方、特に空調風によるドラフト感を感じない場合や積極的にドラフト感を得たい場合
には、リモコンをＯＦＦ操作することにより回動機構２５のアクチュエータ２７を逆回転
させ、リール２８をワイヤ２９の巻取り方向に回転させてワイヤ２９を巻取り、エアウィ
ング１７を吊り上げることによって、図９に示されるように、エアウィング１７をパネル
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本体３の表面と面一となる収納位置に回動し得るようになっている。
【００４３】
　以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　上記空気調和機１の運転時、室内空気はターボファン４が回転されることにより、パネ
ル本体３の吸込み口１１から吸込みグリル１２、ベルマウス８を経てユニット本体２内に
吸込まれる。ユニット本体２内でターボファン４から遠心方向に吹出された空気は、ター
ボファン４の周囲に配置されている熱交換器５を通過する過程で冷媒と熱交換され、冷却
または加熱されて温調された後、吹出し風路７、パネル本体３の四方向に設けられている
吹出し口１４から室内に吹出され、室内の空調に供される。
【００４４】
　パネル本体３の吹出し口１４から室内に吹出される空調風は、吹出し口１４に設けられ
ているルーバ１５により吹出し方向が調整可能であり、使用者の設定によりリモコンを介
してアクチュエータ（モータ）１６（図１２参照）を駆動し、ルーバ角度を任意の方向に
変えることで吹出方向を調整することができる。ルーバ１５の角度は、吹出し口１４毎に
リモコンによりアクチュエータ１６を介して個別に独立して変更できるため、使用者が任
意にその角度を設定し、吹出し方向を調整することができる。
【００４５】
　空調風の吹出し方向は、一般に冷房時は水平方向、暖房時は下向き方向とするのがよい
とされているが、ルーバ１５の角度や空気調和機１の下方での居場所によっては、空調風
が直接当たることによるドラフト感により、不快感を与える場合がある。このようなドラ
フト感は、ルーバ１５の角度を変えることによって或る程度解決できるが、全体の空調フ
ィーリングへの影響もあるので、ルーバ１５の角度を変更するだけでドラフト感を全て解
消することは困難である。
【００４６】
　しかるに、本実施形態によれば、ルーバ１５とは別に、パネル本体３に下向きに開口さ
れている吹出し口１４の外側に、パネル本体３に対して面一となる収納位置と、吹出し口
１４から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置との間で回動自在とされたエアウィ
ング１７を配設し、そのエアウィング１７を回動機構２５により収納位置と、ルーバ方向
位置との２位置間において選択的に回動自在としているため、ルーバ位置により吹出し口
１４から吹出される空調風が下方に居る人に直接当たることでドラフト感を受けるような
場合、エアウィング１７を吹出し口１４から吹出される空調風に対向するルーバ方向位置
にせり出させ、ルーバ方向への空調風の流れを遮って変更することにより、ドラフト感を
低減することができる。
【００４７】
　また、ドラフト感を感じない場合や積極的にドラフト感を得たい場合は、エアウィング
１７を収納位置に回動させて収納することにより、パネル本体３と面一にし、一体に同化
させた状態にして収納することができる。従って、エアウィング１７の使用、不使用を任
意に選択し、ドラフト感による不快感を簡易に解消して空調フィーリングを改善すること
ができるとともに、不使用時には、エアウィング１７をパネル本体３に一体に同化させて
収納することにより、デザイン性を維持することができる。しかも、専用のルーバによる
風向制御と、そのルーバ位置でのドラフト感の抑制とを両立することができる。
【００４８】
　さらに、上記エアウィング１７は、ルーバ方向に吹出される空調風と対向してルーバ方
向への吹出しを遮るウィング部１８と、その両端に一体に設けられ、基端部がパネル本体
３側に回転自在に支持されるアーム部１９とを備えた構成とされているため、パネル本体
３側に回転自在に支持されているアーム部１９を介してウィング部１８をルーバ方向位置
に回動し、吹出し口１４からルーバ方向に吹出される空調風と対向する位置にせり出させ
ることにより、空調風の流れを遮って変更することができる。従って、吹出し口１４に設
けられているルーバ１５による風向制御機能を維持したまま、必要に応じてエアウィング
１７をルーバ方向位置に回動することにより、ドラフト感を選択的に低減または解消する
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ことができる。
【００４９】
　また、エアウィング１７は、ウィング部１８に対して、エアウィング１７が収納位置に
回動されたとき、ウィング部１８に沿う位置とされ、空調風と対向するルーバ方向位置に
回動されたとき、空調風と対向する位置に自立するサブウィング２１が設けられた構成と
されている。このため、エアウィング１７自体の回動角度に係わりなく、ウィング部１８
がルーバ方向位置に回動されたとき、サブウィング２１が空調風と対向する位置に自立す
ることによって空調風の流れを確実に遮ることができ、しかも、ウィング部１８が収納位
置に回動されたとき、サブウィング２１がウィング部１８に沿う位置とされることから収
納の障害となることがなく、エアウィング１７によるドラフト感の低減効果を確実に確保
することができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、パネル本体３の四方向に吹出し口１４が設けられ、それぞれの
吹出し口１４に対応してエアウィング１７が配設された構成とされているため、例えば一
方向、二方向あるいは四方向に設けられている複数の吹出し口１４のいずれの吹出し口１
４から吹出される空調風に対しても、個別にエアウィング１７を機能させることにより、
ドラフト感を低減することができる。従って、複数の吹出し口１４のいずれの下方に居た
場合においても、選択的にドラフト感を低減または解消することができる。
【００５１】
　さらに、上記エアウィング１７は、それぞれ独立して設けられている回動機構２５によ
り個別に回動自在とされている。このため、複数の吹出し口１４のルーバ位置が異なるこ
とによって、いずれかの吹出し口１４から吹出される空調風がドラフト感を与えている場
合でも、その吹出し口１４に対応して配設されているエアウィング１７を独立した回動機
構２５により個別に回動して所定のルーバ方向位置とすることができる。従って、複数の
吹出し口１４に設けられているルーバ１５が個別に回動可能とされている空気調和機１に
おいても、各ルーバ位置に対応して個別にエアウィング１７を回動し、必要に応じてドラ
フト感を低減または解消することができる。
【００５２】
　また、上記エアウィング１７は、空調風と対向するルーバ方向位置に回動指令が出され
たとき、回動機構２５を介してルーバ１５の位置と対応した位置に回動可能な構成とされ
ているため、エアウィング１７を回動してドラフト感を低減しようとしたとき、エアウィ
ング１７を確実にルーバ１５の回動位置と対応した位置に回動させ、ルーバ方向に吹出さ
れる空調風と対向する位置にエアウィング１７を位置させることができる。従って、ルー
バ１５の回動位置に係わりなく、ルーバ位置と対応して位置にエアウィング１７を回動さ
せることにより、確実にドラフト感の低減または解消効果を得ることができる。
【００５３】
　さらに、本実施形態においては、回動機構２５が、エアウィング１７の一端側の回動支
点付近に設けられた正逆回転可能なアクチュエータ（モータ）２７と、その出力軸に設け
られたリール２８と、一端がリール２８に接続されて巻取り、繰出し可能とされ、他端が
各々所定の位置に設けられたワイヤガイド３０ないし３４を経由してエアウィング１７の
他端側の回動支点付近に接続されたワイヤ２９とからなるワイヤ式の回動機構２５とされ
ている。
【００５４】
　このため、アクチュエータ２７を正転または逆転し、リール２８により巻取りまたは繰
出されるワイヤ２９を介してエアウィング１７をその回動支点を支点に吊り上げまたは吊
り下ろすことにより、収納位置またはルーバ方向位置に回動することができる。これによ
って、吹出し口１４に沿って横長形状とされたエアウィング１７の両端部を一本のワイヤ
２９で同時に吊り上げまたは吊り下ろし、スムーズに収納位置またはルーバ方向位置に回
動することができ、可動の信頼性を確保することができるとともに、回動機構２５を少部
品数化し、構成の簡素化、低コスト化することができる。



(12) JP 2017-172968 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

【００５５】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図１２ないし図１８を用いて説明する。
　本実施形態は、上記した第１実施形態に対して、エアウィング１７を回動する回動機構
４０の構成が異なっている。その他の点については、第１実施形態と同様であるので説明
は省略する。
　本実施形態の回動機構４０は、図１２、図１３に示されるように、各吹出し口１４に設
けられたルーバ１５を回動するアクチュエータ（モータ）１６と隣接してパネル本体３側
に配設された正逆回転可能なアクチュエータ（モータ）４１と、エアウィング１７の両端
アーム部１９の基端部近傍において、パネル本体３に支持部４３を介して回動自在に支持
され、支軸２０を介して回動自在に支持された両端アーム部１９の基端部近くでリンクア
ーム４４を介して連結された回転軸４２と、アクチュエータ４１の回転を回転軸４２に伝
達する歯車機構（減速歯車機構）４５とからなるギア式の回動機構とされている。
【００５６】
　このギア式回動機構４０は、吹出し口１４毎に設けられるエアウィング１７に対応して
それぞれ４組設けられ、各エアウィング１７を個別に独立して回動し、収納位置とルーバ
方向位置との２位置間において選択的に回動自在としている。また、回転軸４２は、エア
ウィング１７の両端部のアーム部１９を同時に回動するため、エアウィング１７の長さ方
向に延長し、その両端部をパネル本体３に対して回動自在に支持し、同時に回動可能な軸
としている。
【００５７】
　なお、本実施形態においては、図１４、図１５に示されるように、各エアウィング１７
のウィング部１８に設けられるサブウィング２１は、両端の支軸２２がウィング部１８に
設けられた軸承部２３に回動自在に支持されるとともに、その長さ方向の例えば３箇所で
ウィング部１８側とサブウィング２１側との間に介在されたコイルばね２４を介して常に
自立方向に回動付勢されるように設置されている。
【００５８】
　斯くして、本実施形態においても、回動機構４０が、エアウィング１７の長さ方向に延
長され、その両端部が各々パネル本体３に対して回動自在に支持する回転軸４２と、正逆
回転可能なアクチュエータ４１と、アクチュエータ４１の回転を回転軸４２に伝達する歯
車機構４５とからなるギア式の回動機構とされているため、アクチュエータ４１を正逆回
転し、歯車機構（減速歯車機構）４５を介して回転軸４２を回転することにより、その回
転軸４２を介してエアウィング１７の両端アーム部１９を一本の回転軸４２を介して同時
に収納位置またはルーバ方向位置に回動することができる。
【００５９】
　これによっても、吹出し口１４に沿って横長形状とされたエアウィング１７の両端部を
一本の回転軸４２を介して同時にスムーズに収納位置またはルーバ方向位置に回動するこ
とができ、長期に亘って可動の信頼性を確保することができる等、上記第１実施形態と同
様の作用効果を得ることができる。
【００６０】
　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、パネル本体
３の四方向にルーバ１５を備えた吹出し口１４を設け、それぞれの吹出し口１４に対応し
てエアウィング１７を配設した空気調和機１の例について説明したが、吹出し口１４が二
方向に設けられている空気調和機等に対しても同様に適用できることはもちろんである。
【００６１】
　また、エアウィング１７は、吹出し風路中におかれ、冷房時は冷風により冷却状態とさ
れることから、室内空気が接触することにより結露の発生が予測されるので、必要に応じ
て結露防止用のインシュレーションを貼り付けてもよい。
　さらに、ルーバ１５用のアクチュエータ１６と、エアウィング１７用のアクチュエータ
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２７，４１を共用化し、リンク機構を介して共通のアクチュエータによりルーバ１５およ
びエアウィング１７を回動可能としてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
１　空気調和機
３　パネル本体
１４　吹出し口
１５　ルーバ
１７　エアウィング
１８　ウィング部
１９　アーム部
２０　支軸
２１　サブウィング
２２　支軸
２３　軸承部
２５，４０　回動機構
２７，４１　アクチュエータ（モータ）
２８　リール
２９　ワイヤ
３０，３１，３２，３３，３４　ワイヤガイド
４２　回転軸
４４　リンクアーム
４５　歯車機構　
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