
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内へと吹き出される空気が通る吹出し口（２６）と、正面に設けられ室内から取り込
まれる空気が通る吸込み口（２７）とを有するケーシング（２３）と、
　前記吹出し口（２６）を開閉し前記吹出し口（２６）を閉じた状態において正面視にお
いて前記吹出し口（２６）よりも大きな投影面積を有する第１パネル（２５０）と、前記
吸込み口（２７）を開閉する第２パネル（２５１）と、前記第１パネル（２５０）と前記
第２パネル（２５１）との間に配置され正面視において継目を有さない第３パネル（２５
２）を有する正面パネル（２４ｅ）とを備え、
　前記第１パネル（２５０）、前記第２パネル（２５１）および前記第３パネル（２５２
）は、前記吹出し口（２６）および前記吸込み口（２７）を閉じた状態において、略平坦
な平面を構成するように配置される、
空気調和機の室内機（２ｅ）。
【請求項２】
　前記第１パネル（２５０）は、前記第３パネル（２５２）の後方へと移動することによ
り、前記吹出し口（２６）を開く、
請求項１に記載の空気調和機の室内機（２ｅ）。
【請求項３】
　室内へと吹き出される空気が通る吹出し口（２６）と、正面に設けられ室内から取り込
まれる空気が通る吸込み口（２７）とを有するケーシング（２３）と、
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　前記吹出し口（２６）を開閉し前記吹出し口（２６）を閉じた状態において正面視にお
いて前記吹出し口（２６）よりも大きな投影面積を有する第１パネル（２４１ ,２４７，
２５３）と、前記吸込み口（２７）を開閉する第２パネル（２４２ ,２４８，２５４）と
を有する正面パネル（２４ａ，２４ｄ，２４ｆ）と、
を備え、
　前記第２パネル（２４２ ,２４８，２５４）は、前記吸込み口（２７）から離れるよう
に移動することによって前記吸込み口（２７）を開き、
　前記第１パネル（２４１ ,２４７，２５３）は、前記吸込み口（２７）から離れるよう
に移動した前記第２パネル（２４２ ,２４８，２５４）と前記ケーシング（２３）との間
へと移動することによって前記吹出し口（２６）を開く、
空気調和機（１）の室内機（２４ａ，２４ｄ，２４ｆ）。
【請求項４】
　前記第１パネル（２４１ ,２４７，２５３）と前記第２パネル（２４２ ,２４８，２５４
）とは、前記ケーシング（２３）の前面に上下に並んで第１パネル（２５３）が下側に第
２パネル（２４２ ,２４８，２５４）が上側に配置されており、
　前記第２パネル（２４２，２４８，２５４）は、前方へと移動することによって前記吸
込み口（２７）を開き、
　前記第１パネル（２５３）は、上方へと移動し、前方へと移動した前記第２パネル（２
４２，２４８，２５４）の後方へと移動することによって前記吹出し口（２６）を開く、
請求項３に記載の空気調和機（１）の室内機（２４ａ，２４ｄ，２４ｆ）。
【請求項５】
　前記第２パネル（２５４）は、前記吸込み口（２７）を開いた状態において、上端が前
方へと傾斜した状態となる、
請求項３または４に記載の空気調和機（１）の室内機（２ｆ）。
【請求項６】
　前記第２パネル（２５４）が前記吸込み口（２７）を開いた状態において、前記第２パ
ネル（２５４）の下端は、前記吸込み口（２７）の下方に位置する前記吹出し口（２６）
よりも上側に位置する、
請求項３から５のいずれかに記載の空気調和機（１）の室内機（２ｆ）。
【請求項７】
　前記第１パネル（２５３）は、前記吹出し口（２６）を開く際に、前記ケーシング（２
３）に近接した状態で移動する、
請求項３から６のいずれかに記載の空気調和機（１）の室内機（２ｆ）。
【請求項８】
　前記第２パネル（２４２ ,２４８，２５１，２５４）は、前記吸込み口（２７）を閉じ
た状態において正面視において前記吸込み口（２７）よりも大きな投影面積を有する、
請求項１から７のいずれかに記載の空気調和機の室内機（２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ）。
【請求項９】
　前記第１パネル（２４１ ,２４７，２５０，２５３）は、継目を有さず、正面視におい
て前記吹出し口（２６）を含む前記ケーシング（２３）の幅（Ｗ）と略同じ幅を有し、
　前記第２パネル（２４２ ,２４８，２５１，２５４）は、継目を有さず、正面視におい
て前記吸込み口（２７）を含む前記ケーシング（２３）の幅（Ｗ）と略同じ幅を有する、
請求項１から８のいずれかに記載の空気調和機の室内機（２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ）。
【請求項１０】
　前記正面パネル（２４ａ，２４ｄ，２４ｅ，２４ｆ）は、正面視において前記ケーシン
グ（２３）の正面の略全体を覆う、
請求項１から９のいずれかに記載の空気調和機の室内機（２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ）。
【請求項１１】
　前記正面パネル（２４ａ，２４ｄ，２４ｅ，２４ｆ）の正面側は、前記吹出し口（２６
）を閉じた状態において、鉛直方向に平行な平坦面（２４３）となっている、
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請求項１から１０のいずれかに記載の空気調和機の室内機（２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ）。
【請求項１２】
　前記第１パネル（２４１ ,２４７，２５０，２５３）は、前記第２パネル（２４２ ,２４
８，２５１，２５４）の移動にリンクして移動する、
請求項１から１１のいずれかに記載の空気調和機の室内機（２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、室内の空気調和を行う空気調和機の室内機がよく利用されている。この室内機は
、室内に配置されるため、居住者等の視野に入ることが多い。このため、室内機が室内の
美観を損なわないことが重要である。しかし、室内機のケーシングには室内へと吹き出す
空気が通る吹出し口が設けられることが通常である。室内機は、吹出し口から調和空気を
室内へ吹出すことにより室内の空気調和を行う。この吹出し口は、室内機のケーシングの
正面に設けられることが多く、室内の居住者等の目に触れ易い。従って、室内機の外観と
室内の壁面等との調和が妨げられ、室内の美観が損なわれる恐れがある。
【０００３】
　一方、上記のような従来の空気調和機の室内機では、吹出し口を開閉する水平フラップ
が設けられことが多い（特許文献１参照）。この水平フラップは、室内機の運転時には吹
出し口を開いて、吹出し口から吹出される空気を案内する。そして、室内機の運転停止時
には、水平フラップが吹出し口を閉じる。これにより、室内機の運転停止時に吹出し口が
居住者等の視野に入ることが防止され、室内の美観を損なう恐れが低減する。
【特許文献１】特許第３３３４６８８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のような空気調和機の室内機では、依然として室内の美観が損なわれる恐
れがある。すなわち、図６に示す室内機２００のように、水平フラップ２０１によって吹
出し口２０２が閉じられる場合においても、正面視において、水平フラップ２０１と吹出
し口２０２との間の継目が表れることが多い。
　このような室内機では、室内の美観が損なわれる恐れがある。
【０００５】
　本発明の課題は、室内の美観を損なう恐れをより低減することができる空気調和機の室
内機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機は、ケーシングと、正面パネルとを備える。ケー
シングは、室内へと吹き出される空気が通る吹出し口と、正面に設けられ室内から取り込
まれる空気が通る吸込み口とを有する。正面パネルは、吹出し口を開閉し吹出し口を閉じ
た状態において正面視において吹出し口よりも大きな投影面積を有する第１パネルと、吸
込み口を開閉する第２パネルと、第１パネルと第２パネルとの間に配置され正面視におい
て継目を有さない第３パネルを有する。そして、第１パネル、第２パネルおよび第３パネ
ルは、吹出し口および吸込み口を閉じた状態において、略平坦な平面を構成するように配
置される。
【０００７】
　この空気調和機の室内機では、吹出し口を開閉する第１パネルが、正面視において吹出
し口よりも大きな投影面積を有する。このため、第１パネルが吹出し口を隠すことができ
る。従って、第１パネルと吹出し口との継目が室内機の正面視に表れる恐れが低減する。
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これにより、この空気調和機の室内機では、室内の美観を損なう恐れをより低減すること
ができる。また、この空気調和機の室内機では、第１パネル、第２パネルおよび第３パネ
ルは、吹出し口および吸込み口を閉じた状態において、略平坦な平面を構成するように配
置されている。このため、室内機の運転停止時などにおいては、略平坦な平面が室内機に
表れており、室内機の美観をより向上させることができる。
【０００８】
　請求項２に記載の空気調和機の室内機は、請求項１に記載の空気調和機の室内機であっ
て、第１パネルは、第３パネルの後方へと移動することにより、吹出し口を開く。
　この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開いた場合に第３パネルの後
方へと移動する。このため、吹出し口を開いた状態における室内機の美観をより向上させ
ることができる。
【０００９】
　請求項３に記載の空気調和機の室内機は、ケーシングと正面パネルとを備える。ケーシ
ングは、室内へと吹き出される空気が通る吹出し口と、正面に設けられ室内から取り込ま
れる空気が通る吸込み口とを有する。正面パネルは、吹出し口を開閉し吹出し口を閉じた
状態において正面視において吹出し口よりも大きな投影面積を有する第１パネルと、吸込
み口を開閉する第２パネルとを有する。第２パネルは、吸込み口から離れるように移動す
ることによって吸込み口を開く。また、第１パネルは、吸込み口から離れるように移動し
た第２パネルとケーシングとの間へと移動することによって吹出し口を開く。
【００１０】
　この空気調和機の室内機では、吹出し口を開閉する第１パネルが、正面視において吹出
し口よりも大きな投影面積を有する。このため、第１パネルが吹出し口を隠すことができ
る。従って、第１パネルと吹出し口との継目が室内機の正面視に表れる恐れが低減する。
これにより、この空気調和機の室内機では、室内の美観を損なう恐れをより低減すること
ができる。また、この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開いた場合に
第２パネルとケーシングとの間へと移動する。このため、吹出し口を開いた状態における
室内機の美観をより向上させることができる。
【００１１】
　請求項４に記載の空気調和機の室内機は、請求項３に記載の空気調和機の室内機であっ
て、第１パネルと第２パネルとは、ケーシングの前面に上下に並んで第１パネルが下側に
第２パネルが上側に配置されている。第２パネルは、前方へと移動することによって吸込
み口を開く。また、第１パネルは、上方へと移動し、前方へと移動した第２パネルの後方
へと移動することによって吹出し口を開く。
【００１２】
　この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開いた場合に、第２パネルの
後方へと移動する。このため、吹出し口を開いた状態における室内機の美観をより向上さ
せることができる。
　請求項５に記載の空気調和機の室内機は、請求項３または４に記載の空気調和機の室内
機であって、第２パネルは、吸込み口を開いた状態において、上端が前方へと傾斜した状
態となる。
【００１３】
　この空気調和機の室内機では、第２パネルが吸込み口を開いた状態において上端が前方
へと傾斜した状態となる。従って、下方から空気調和機の室内機を見た場合に、第２パネ
ルが比較的大きく見えることにより、吸込み口が外部から見え難くなる。このため、吸込
み口が開かれた状態における空気調和機の室内機の美観をより向上させることができる。
　請求項６に記載の空気調和機の室内機は、請求項３から５のいずれかに記載の空気調和
機の室内機であって、第２パネルが吸込み口を開いた状態において、第２パネルの下端は
、吸込み口の下方に位置する吹出し口よりも上側に位置する。
【００１４】
　この空気調和機の室内機では、吸込み口が開かれた状態において、第２パネルの下端が
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吹出し口よりも上側に位置する。このため、第２パネルが空気の吹出しを妨げる恐れが少
ない。
　請求項７に記載の空気調和機の室内機は、請求項３から６のいずれかに記載の空気調和
機の室内機であって、第１パネルは、吹出し口を開く際に、ケーシングに近接した状態で
移動する。
【００１５】
　この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開く際に、ケーシングに近接
した状態で移動するため、第１パネルとケーシングとの隙間が小さい。従って、吹出し口
から吹き出された空気が第１パネルとケーシングとの間から漏れてしまうショートサーキ
ットの発生を抑えることができる。
　請求項８に記載の空気調和機の室内機は、請求項１から７のいずれかに記載の空気調和
機の室内機であって、第２パネルは、吸込み口を閉じた状態において正面視において吸込
み口よりも大きな投影面積を有する。
【００１６】
　従来、空気調和機の室内機では、吹出し口だけではなく吸込み口が正面に配置されるこ
とがある。この場合、吹出し口と同様に、吸込み口が居住者等の視野に入ると室内の美観
を損なう恐れがある。また、吸込み口を開閉するパネルを設けて、空気調和機の運転停止
時に吸込み口を閉じることが従来より行われているが、吸込み口とパネルとの継目が正面
視において表れて、室内の美観を損なう恐れがある。
【００１７】
　この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を閉じた状態において正面視に
おいて吹出し口よりも大きな投影面積を有する。このため、第１パネルは、正面視におい
て、吹出し口を隠すことができる。また、第２パネルは、吸込み口を閉じた状態において
正面視において吸込み口よりも大きな投影面積を有する。このため、第２パネルは、正面
視において、吸込み口を隠すことができる。このように、この空気調和機の室内機では、
吸込み口や吹出し口によって室内の美観が損なわれる恐れを低減することができる。
【００１８】
　請求項９に記載の空気調和機の室内機は、請求項１から８のいずれかに記載の空気調和
機の室内機であって、第１パネルは、継目を有さず、正面視において吹出し口を含むケー
シングの幅と略同じ幅を有する。また、第２パネルは、継目を有さず、正面視において吸
込み口を含むケーシングの幅と略同じ幅を有する。
　この空気調和機の室内機では、第１パネルと第２パネルとは、ケーシングの幅と略同じ
幅を有する。このため、第１パネルと第２パネルとは、ケーシングの幅方向の略全体に亘
ってケーシングを覆うことができる。また、第１パネルと第２パネルとはそれぞれ継目を
有さない。このため、室内機の正面視に表れる継目を低減することができる。これにより
、この空気調和機の室内機では、美観が損なわれる恐れをより低減することができる。
【００１９】
　請求項１０に記載の空気調和機の室内機は、請求項１から９のいずれかに記載の空気調
和機の室内機であって、正面パネルは、正面視においてケーシングの正面の略全体を覆う
。
　この空気調和機の室内機では、ケーシングの正面の略全体が正面パネルに覆われる。こ
のため、この空気調和機の室内機では、正面視において室内機に表れる継目がさらに低減
する。これにより、この空気調和機の室内機では、美観が損なわれる恐れをさらに低減す
ることができる。
【００２０】
　請求項１１に記載の空気調和機の室内機は、請求項１から１０のいずれかに記載の空気
調和機の室内機であって、正面パネルの正面側は、吹出し口を閉じた状態において、鉛直
方向に平行な平坦面となっている。
　この空気調和機の室内機では、正面パネルの正面側は、吹出し口を閉じた状態において
鉛直方向に平行な平坦面となっている。従って、この空気調和機の室内機では、室内機の

10

20

30

40

50

(5) JP 3614167 B1 2005.1.26



正面視における外観と室内の側壁との調和が向上する。これにより、この空気調和機の室
内機では、美観をより向上させることができる。
【００２１】
　請求項１２に記載の空気調和機の室内機は、請求項１から１１のいずれかに記載の空気
調和機の室内機であって、第１パネルは、第２パネルの移動にリンクして移動する。
　この空気調和機の室内機では、運転時においては第１パネルと第２パネルとが移動する
ことによって、吹出し口と吸込み口とが開かれる。このため、室内機への空気の吸い込み
と、室内機からの空気の吹出しとを十分に行うことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機では、吹出し口を開閉する第１パネルが、正面視
において吹出し口よりも大きな投影面積を有するため、室内の美観を損なう恐れをより低
減することができる。また、この空気調和機の室内機では、室内機の運転停止時などにお
いては、略平坦な平面が室内機に表れており、室内機の美観をより向上させることができ
る。
【００２３】
　請求項２に記載の空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開いた場合に第
３パネルの後方へと移動するため、吹出し口を開いた状態における室内機の美観をより向
上させることができる。
　請求項３に記載の空気調和機の室内機では、吹出し口を開閉する第１パネルが、正面視
において吹出し口よりも大きな投影面積を有するため、室内の美観を損なう恐れをより低
減することができる。また、この空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開
いた場合に第２パネルとケーシングとの間へと移動するため、吹出し口を開いた状態にお
ける室内機の美観をより向上させることができる。
【００２４】
　請求項４に記載の空気調和機の室内機では、第１パネルは、吹出し口を開いた場合に、
第２パネルの後方へと移動するため、吹出し口を開いた状態における室内機の美観をより
向上させることができる。
　請求項５に記載の空気調和機の室内機では、吸込み口が外部から見え難くなるため、吸
込み口が開かれた状態における空気調和機の室内機の美観をより向上させることができる
。
【００２５】
　請求項６に記載の空気調和機の室内機では、吸込み口が開かれた状態において、第２パ
ネルの下端が吹出し口よりも上側に位置するため、第２パネルが空気の吹出しを妨げる恐
れが少ない。
　請求項７に記載の空気調和機の室内機では、第１パネルとケーシングとの隙間が小さい
ため、吹出し口から吹き出された空気が第１パネルとケーシングとの間から漏れてしまう
ショートサーキットの発生を抑えることができる。
【００２６】
　請求項８に記載の空気調和機の室内機では、第１パネルは、正面視において吹出し口を
隠すことができ、第２パネルは、正面視において吸込み口を隠すことができるため、吸込
み口や吹出し口によって室内の美観が損なわれる恐れを低減することができる。
　請求項９に記載の空気調和機の室内機では、室内機の正面視に表れる継目を低減するこ
とができるため、美観が損なわれる恐れをより低減することができる。
【００２７】
　請求項１０に記載の空気調和機の室内機では、ケーシングの正面の略全体が正面パネル
に覆われるため、美観が損なわれる恐れをさらに低減することができる。
　請求項１１に記載の空気調和機の室内機では、正面パネルの正面側は、吹出し口を閉じ
た状態において鉛直方向に平行な平坦面となっているため、室内機の正面視における外観
と室内の側壁との調和が向上し、美観をより向上させることができる。
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【００２８】
　請求項１２に記載の空気調和機の室内機では、運転時においては第１パネルと第２パネ
ルとが移動することによって、吹出し口と吸込み口とが開かれるため、室内機への空気の
吸い込みと、室内機からの空気の吹出しとを十分に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　〔空気調和機の全体構成〕
　本発明の第１実施形態にかかる空気調和機１の構成および冷媒回路の概略を図１に示す
。
　この空気調和機１は、室内の壁面などに取り付けられる室内機２ａと、室外に設置され
る室外機３とを備えている。
【００３０】
　この空気調和機１の冷媒回路は、主として室内熱交換器２０、アキュムレータ３１、圧
縮機３２、四路切換弁３３、室外熱交換器３０および電動膨張弁３４で構成される。
　室内機２ａに設けられている室内熱交換器２０は、接触する空気との間で熱交換を行う
。また、室内機２ａには、室内空気を吸い込んで室内熱交換器２０に通し熱交換が行われ
た後の空気を室内に排出するための室内ファン２１が設けられている。室内ファン２１は
、室内機２ａ内に設けられる室内ファンモータ２２によって回転駆動される。室内機２ａ
の詳細な構成については後に説明する。
【００３１】
　室外機３には、圧縮機３２と、圧縮機３２の吐出側に接続される四路切換弁３３と、圧
縮機３２の吸入側に接続されるアキュムレータ３１と、四路切換弁３３に接続された室外
熱交換器３０と、室外熱交換器３０に接続された電動膨張弁３４とが設けられている。電
動膨張弁３４は、フィルタ３５および液閉鎖弁３６を介して配管４１に接続されており、
この配管４１を介して室内熱交換器２０の一端と接続される。また、四路切換弁３３は、
ガス閉鎖弁３７を介して配管４２に接続されており、この配管４２を介して室内熱交換器
２０の他端と接続されている。また、室外機３には、室外熱交換器３０での熱交換後の空
気を外部に排出するための室外ファン３８が設けられている。この室外ファン３８は、室
外ファンモータ３９によって回転駆動される。
【００３２】
　〔室内機の構成〕
　図２（ａ）に室内機２ａの正面図、図２（ｂ）に室内機２ａの側面断面図を示す。図２
（ａ）と図２（ｂ）とは、運転停止時の室内機２ａを示している。
　室内機２ａは、室内の側壁に設けられる壁掛け型の室内機であり、ケーシング本体２３
と正面パネル２４ａとを備える。
【００３３】
　［ケーシング本体］
　ケーシング本体２３は、正面視において水平方向に長い長方形の形状を有し、側面視に
おいて鉛直方向に長い長方形の断面形状を有する。ケーシング本体２３内には、上述した
室内熱交換器２０、室内ファン２１、室内ファンモータ２２（図示せず）などが備えられ
ている。図２（ｂ）に示すように、側面視において、室内ファン２１がケーシング本体２
３の中央に配置され、逆Ｖ字型の形状を有する室内熱交換器２０が室内ファン２１の上半
分を囲むように配置されている。また、ケーシング本体２３には吸込み口２５と吹出し口
２６とが設けられている。
【００３４】
　吸込み口２５は、室内ファン２１によって室内からケーシング本体２３内へと取り込ま
れる空気が通る開口であり、第１吸込み口２７と第２吸込み口２８とがある。第１吸込み
口２７は、正面視において水平方向に長い形状を有し、その長さはケーシング本体２３の
幅Ｗよりも若干小さい。第 1吸込み口２７は、図２（ｂ）に示すように、ケーシング本体
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２３の正面の中央付近に設けられ、室内熱交換器２０の正面側と対向している。第２吸込
み口２８は、ケーシング本体２３の長手方向に長い複数のスリットによって構成されてお
り、ケーシング本体２３の天面に設けられている。
【００３５】
　吹出し口２６は、室内ファン２１によって室内熱交換器２０を通り室内へと吹出される
空気が通る開口である。吹出し口２６は図３（ａ）に示すように水平方向に長い形状を有
し、その長さはケーシング本体２３の幅Ｗよりも若干小さい。また、吹出し口２６はケー
シング本体２３の下部近傍であって、ケーシング本体２３の正面に設けられている。なお
、図３（ａ）は、運転時の室内機２ａの正面図である。
【００３６】
　また、吹出し口２６近傍には水平フラップ２９が設けられている。水平フラップ２９は
、室内機２ａの長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、吹出し口２６から吹き出
される空気を案内する。水平フラップ２９は、室内機２ａの長手方向に平行な回転軸を有
しており、回転軸を中心に回転することにより、空気の案内方向を変更する。
　［正面パネル］
　正面パネル２４ａは、正面視において吹出し口２６と第 1吸込み口２７とを覆い、吹出
し口２６と第 1吸込み口２７とを開閉する。正面パネル２４ａは、継目の無い複数のパネ
ルが集合したパネル集合体であり、第１パネル２４１と第２パネル２４２とを有している
。
【００３７】
　第１パネル２４１は、ケーシング本体２３の正面の下方に配置されている。第１パネル
２４１は、図示しない移動機構によって移動可能に支持されており、吹出し口２６を開閉
する。第１パネル２４１は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視におけ
るケーシング本体２３の幅Ｗと略同じ幅と、ケーシング本体２３の高さＨの約半分の高さ
とを有する。第１パネル２４１は、吹出し口２６を閉じた状態においては、図２（ｂ）の
ように、鉛直方向に平行な状態となる。また、この状態では、第１パネル２４１は、正面
視において吹出し口２６よりも大きな投影面積を有する。従って、第１パネル２４１は、
吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２６を含むケーシング本体２３の正面の
下半分を完全に覆う。
【００３８】
　第２パネル２４２は、ケーシング本体２３の正面の上方に配置されている。第２パネル
２４２は、図示しない移動機構によって移動可能に支持されており、第１吸込み口２７を
開閉する。第２パネル２４２は、第１パネル２４１と同様に、継目を有さない長方形の平
板状の部材であり、正面視において第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の幅Ｗと
略同じ幅と、ケーシング本体２３の高さＨの約半分の高さとを有する。第２パネル２４２
は、第１吸込み口２７を閉じた状態においては、図２（ｂ）のように、鉛直方向に平行な
状態となる。また、この状態では、第２パネル２４２は、第１パネル２４１の上方に第１
パネル２４１と並んで位置しており、正面視において第１吸込み口２７よりも大きな投影
面積を有する。従って、第２パネル２４２は、第１吸込み口２７を閉じた状態においては
、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の上半分を完全に覆う。
【００３９】
　このように、第１パネル２４１は、吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２
６を含むケーシング本体２３の正面の下半分を完全に覆い、第２パネル２４２は、第１吸
込み口２７を閉じた状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面
の上半分を完全に覆う。また、第１パネル２４１と第２パネル２４２とは、隙間なく上下
に並んで配置される。このため、第１パネル２４１と第２パネル２４２とによって構成さ
れる正面パネル２４ａは、吹出し口２６と第１吸込み口２７とを閉じた状態においては、
図２（ａ）に示すように、室内機２ａの正面全体を略完全に覆う状態となる。従って、こ
の状態では、正面視においては、正面パネル２４ａのみが居住者等の視野に入り、吹出し
口２６および第１吸込み口２７は、居住者等の視野に入らない。また、正面パネル２４ａ
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には、第１パネル２４１の上端と第２パネル２４２の下端とによって形成される水平方向
に延びる継目を除いて他の継目が表面に表れない。さらに、第１パネル２４１は鉛直方向
に平行となっており、第２パネル２４２も鉛直方向に平行となっている。このため、正面
パネル２４ａは、吹出し口２６および第１吸込み口２７を閉じた状態において、鉛直方向
に平行な平坦面２４３を形成している。
【００４０】
　［室内機の動作］
　次に、空気調和機１の室内機２ａが空調運転を行う場合の動作について説明する。
　室内機２ａが停止している場合、正面パネル２４ａは上記のように吹出し口２６と第 1
吸込み口２７とを閉じた状態となっている。
　室内機２ａが運転を行う場合、まず、室内ファン２１が低回転で起動される。
【００４１】
　次に、正面パネル２４ａが移動し、吹出し口２６と第１吸込み口２７とが開かれる。こ
れにより、室内機２ａへ取り込まれる空気の風量が確保されると共に、水平方向への空気
の吹き出しが行われる。この場合、図３（ｂ）に示すように、第２パネル２４２が前方へ
と平行移動する。これにより、第１吸込み口２７が開かれる。また、この第２パネル２４
２の移動にリンクして、第１パネル２４１が垂直に上方へと移動する。そして、第１パネ
ル２４１の上側の一部が第２パネル２４２とケーシング本体２３との間に挿入される。こ
れにより、吹出し口２６が開かれる。
【００４２】
　正面パネル２４ａが移動して吹出し口２６と第１吸込み口２７とが開かれた後、水平フ
ラップ２９が、設定された運転モードに対応した吹出し角度となるように回転移動する。
　以上のように、室内機２ａの運転が行われる、
　室内機２ａが運転を停止する場合には、正面パネル２４ａが移動し、図２（ａ）および
図２（ｂ）のように、吹出し口２６と第１吸込み口２７とが閉じられた状態に戻る。
【００４３】
　〔特徴〕
　（１）
　この空気調和機１の室内機２ａでは、運転停止時において、正面パネル２４ａが室内機
２ａの正面全体を覆う。そして、正面パネル２４ａは、鉛直方向に平行な平坦面２４３を
形成する。このため、室内機２ａの運転停止時には、正面視において居住者等の視野には
平坦な正面パネル２４ａのみが表れる。また、正面パネル２４ａの表面には、第１パネル
２４１と第２パネル２４２との境界である横方向（水平方向）に延びる継目のみが表れ、
他の継目は表れない。従って、この室内機２ａでは、正面視において、縦方向（鉛直方向
）に延びる継目が表れることがなく、横方向に延びる継目も最低限となっている。このた
め、この空気調和機１の室内機２ａでは、正面視における室内機２ａの運転停止時の外観
と室内の壁面とが調和し、美観が向上する。
【００４４】
　（２）
　一般に、壁掛け型の室内機は、室内の壁面に配置されるため、正面部分が居住者等の視
野に入り易い。また、室内機の正面部分の面積が大きいことが多い。このため、運転停止
時に正面視における美観が向上する本発明が特に有効である。
　（３）
　この空気調和機１の室内機２ａでは、運転時においては第１パネル２４１と第２パネル
２４２とが移動することによって、吹出し口２６と第１吸込み口２７とが開かれる。この
ため、室内機２ａへの空気の吸い込みと、室内機２ａからの空気の吹出しとを十分に行う
ことができる。
【００４５】
　また、吹出し口２６と第１吸込み口２７とが開かれる際には、第１パネル２４１は上下
に移動し、第２パネル２４２は前方に少し移動すればよい。このため、運転時において室
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内機２ａの厚みＤ（図３（ｂ）参照）の増大が少ない。このため、この空気調和機１の室
内機２ａでは、運転時の室内機２ａをコンパクトに構成することができる。
　（４）
　この空気調和機１の室内機２ａでは、正面パネル２４ａが開かれる前に、室内ファン２
１が低回転で起動される。この場合、正面パネル２４ａが閉じられた状態で室内ファン２
１が回転するため、室内機２ａの内部の空気が攪拌される。これにより、冷房運転時にお
いては、室内機２ａの内部にこもった臭いが室内熱交換器２０に結露した水分に吸着され
る。従って、室内へと漏れる臭いを低減することができる。また、暖房時においては、室
内熱交換器２０の温度が上昇するまで正面パネル２４ａを閉じておくことにより、運転初
期のドラフト感を低減することができる。
【００４６】
　＜第２実施形態＞
　［構成］
　本発明の第２実施形態にかかる空気調和機１の室内機２ｄを図４（ａ）、図４（ｂ）、
図５（ａ）および図５（ｂ）に示す。図４（ａ）は、運転停止時の室内機２ｄの正面図で
あり、図４（ｂ）は、運転停止時の室内機２ｄの側面断面図である。また、図５（ａ）は
、運転時の室内機２ｄの正面図であり、図５（ｂ）は、運転時の室内機２ｄの側面断面図
である。
【００４７】
　この室内機２ｄは、ケーシング本体２３の正面の略全体を覆う正面パネル２４ｄを備え
る。正面パネル２４ｄは、継目の無い複数のパネルが集合したパネル集合体であり、第１
パネル２４７と第２パネル２４８とを有している。
　第１パネル２４７は、ケーシング本体２３の正面の下方に配置されている。第１パネル
２４７は、図示しない移動機構によって移動可能に支持されており、吹出し口２６を開閉
する。第１パネル２４７は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視におけ
るケーシング本体２３の幅Ｗと略同じ幅を有する。第１パネル２４７は、吹出し口２６を
閉じた状態においては、図４（ｂ）のように、鉛直方向に平行な状態となる。また、この
状態では、第１パネル２４７は、正面視において吹出し口２６よりも大きな投影面積を有
する。従って、第１パネル２４７は、吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２
６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆う。
【００４８】
　第２パネル２４８は、ケーシング本体２３の正面の上方に配置されている。第２パネル
２４８は、図示しない移動機構によって移動可能に支持されており、第１吸込み口２７を
開閉する。第２パネル２４８は、第１部２４８ａと第２部２４８ｂとを有している。第１
部２４８ａと第２部２４８ｂとは、それぞれ継目を有さない長方形の平板状の部材であり
、正面視において第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の幅Ｗと略同じ幅を有する
。第１部２４８ａと第２部２４８ｂとは、第１吸込み口２７を閉じた状態においては、図
４（ｂ）のように、鉛直方向に平行な状態となる。第２部２４８ｂは、第１部２４８ａの
下方に位置しており、第１部２４８ａよりも前方へ突出している。また、この状態では、
第２部２４８ｂは、第１パネル２４７の上方に位置している。そして、第２部２４８ｂの
下端は、第１パネル２４７の上端の前方に位置しており、第１パネル２４７の上端に重な
るように位置している。また、第２パネル２４８は、正面視において第１吸込み口２７よ
りも大きな投影面積を有する。従って、第２パネル２４８は、第１吸込み口２７を閉じた
状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の上半分を完全に覆
う。
【００４９】
　このように、第１パネル２４７は、吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２
６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆い、第２パネル２４８は、第１吸込
み口２７を閉じた状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の
上方を完全に覆う。また、第１パネル２４７と第２パネル２４８とは、上下に並んで配置
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されており、第２パネル２４８の下端の一部が第１パネル２４７の上端に重なっている。
【００５０】
　他の構成や室内機２ｄの動作については、第１実施形態にかかる室内機２ａと同様であ
る。
　［特徴］
　この空気調和機１の室内機２ｄでは、正面パネル２４ｄが吹出し口２６と第１吸込み口
２７とを閉じた状態では、第２パネル２４８の下端の一部が第１パネル２４７の上端に重
なっている。このため、第１パネル２４７と第２パネル２４８との隙間が正面視において
見え難くなっている。これにより、この空気調和機１の室内機２ｄでは、正面視における
室内機２ｄの運転停止時の外観と室内の壁面とがより調和し、美観がさらに向上する。
【００５１】
　＜第３実施形態＞
　［構成］
　本発明の第３実施形態にかかる空気調和機１の室内機２ｅを図７（ａ）および図７（ｂ
）に示す。図７（ａ）は、運転停止時の室内機２ｅの正面図であり、図７（ｂ）は、運転
停止時の室内機２ｅの側面断面図である。
【００５２】
　この室内機２ｅは、ケーシング本体２３の正面の略全体を覆う正面パネル２４ｅを備え
る。正面パネル２４ｅは、継目の無い複数のパネル２５０－２５１が集合したパネル集合
体であり、第１パネル２５０と第２パネル２５１と第３パネル２５２とを有している。
　第１パネル２５０は、ケーシング本体２３の正面の下方に配置されている。第１パネル
２５０は、図示しない移動機構によって上下方向に平行移動可能に支持されており、吹出
し口２６を開閉する。第１パネル２５０は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり
、正面視におけるケーシング本体２３の幅Ｗと略同じ幅を有する。第１パネル２５０は、
吹出し口２６を閉じた状態においては、図７（ｂ）のように、鉛直方向に平行な状態とな
る。また、この状態では、第１パネル２５０は、正面視において吹出し口２６よりも大き
な投影面積を有する。従って、第１パネル２５０は、吹出し口２６を閉じた状態において
は、吹出し口２６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆う。
【００５３】
　第２パネル２５１は、ケーシング本体２３の正面の上方に配置されている。第２パネル
２５１は、図示しない移動機構によって移動可能に支持されており、第１吸込み口２７を
開閉する。第２パネル２５１は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視に
おいて第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の幅Ｗと略同じ幅を有する。第２パネ
ル２５１は、第１吸込み口２７を閉じた状態においては、図７（ｂ）のように、鉛直方向
に平行な状態となる。また、第２パネル２５１は、正面視において第１吸込み口２７より
も大きな投影面積を有する。従って、第２パネル２５１は、第１吸込み口２７を閉じた状
態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の上半分を完全に覆う
。
【００５４】
　第３パネル２５２は、第１パネル２５０と第２パネル２５１との間に配置されている。
第３パネル２５２は、正面視において継目を有さない長方形の形状を有している。第３パ
ネル２５２は、室内機２ｅと略同じ幅Ｗを有し、上下方向に第１パネル２５０と略同じ長
さを有する。第３パネル２５２は、左右端部近傍がケーシング本体２３の左右の側面にそ
れぞれ固定されており、第３パネル２５２の正面部分がケーシング本体２３に対して前後
方向に隙間を隔てるように配置されている。すなわち、第３パネル２５２の後方には、ケ
ーシング本体２３との間に隙間が形成されている。この隙間は、下方に配置された第１パ
ネル２５０の厚さよりも僅かに大きく形成されており、吹出し口２６を開くために移動す
る第１パネル２５０を収容する空間となっている。
【００５５】
　このように、第１パネル２５０は、吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２
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６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆い、第２パネル２５１は、第１吸込
み口２７を閉じた状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の
上方を完全に覆う。また、第１パネル２５０、第２パネル２５１および第３パネル２５２
は、上下に並んで配置されており、吹出し口２６および第１吸込み口２７が閉じられた状
態では、略平坦な長方形の平面を構成するように配置される。第１パネル２５０、第２パ
ネル２５１および第３パネル２５２によって構成される正面パネル２４ｅは、吹出し口２
６および第１吸込み口２７が閉じられた状態では室内機２ｅの前面の略全体を覆い、第１
パネル２５０、第２パネル２５１および第３パネル２５２の境目にできる継目のみが正面
視において表れる。すなわち、第１パネル２５０と第３パネル２５２との境目および第２
パネル２５１と第３パネル２５２との境目によって形成される水平方向に延びる継目のみ
が正面視において表れる。
【００５６】
　他の構成については、第１実施形態にかかる室内機２ａと同様である。
　［運転開始時の正面パネルの動作］
　室内機２ｅが運転を開始する際には、第１パネル２５０および第２パネル２５１が移動
して吹出し口２６および第１吸込み口２７が開かれる。以下、正面パネル２４ｅの動作を
図８（ａ）、図８（ｂ）および図８（ｃ）に基づいて説明する。なお、図８（ａ）、図８
（ｂ）および図８（ｃ）は、室内機２ｅの側面図である。
【００５７】
　室内機２ｅが運転を停止している状態では、第１パネル２５０および第２パネル２５１
は、吹出し口２６および第１吸込み口２７を閉じており、図８（ａ）に示すように、第１
パネル２５０、第２パネル２５１および第３パネル２５２は、鉛直方向に平行に側面視に
おいて略一直線上に並んで配置されている。また、第１パネル２５０、第２パネル２５１
および第３パネル２５２の表面は略平坦になっている。
【００５８】
　室内機２ｅが運転を開始すると、第１パネル２５０および第２パネル２５１が移動して
、吹出し口２６および第１吸込み口２７が開かれる。
　図８（ｂ）に示すように、第１パネル２５０は、鉛直方向上向きに平行移動して吹出し
口２６を開く。第１パネル２５０が鉛直方向上向きに移動すると、第１パネル２５０の上
端が第３パネル２５２の後方の隙間に挿入される。第１パネル２５０がさらに上方へと移
動すると、図８（ｃ）に示すように、第１パネル２５０が、第３パネル２５２とケーシン
グ本体２３との間の隙間に収容され、第３パネル２５２の後方に隠れた状態となる。すな
わち、第１パネル２５０の略全体が、第３パネル２５２に重なった状態となる。
【００５９】
　このような第１パネル２５０の移動にリンクして第２パネル２５１も移動する。図８（
ｂ）に示すように、第２パネル２５１は、前方へと移動すると共に、正面視における左右
方向に平行な軸を中心に回動する。第２パネル２５１は、その下端近傍を中心にして、上
端が前方へ向けて傾斜するように回動する。第２パネル２５１は、図８（ｃ）に示すよう
に、さらに移動してケーシング本体２３と第２パネル２５１との間に隙間が形成される。
これにより、第１吸込み口２７が開かれる。そして、第２パネル２５１の上端とケーシン
グ本体２３との間の隙間から空気が吸込まれ、第１吸込み口２７からケーシング本体２３
内に空気が吸込まれる。
【００６０】
　また、室内機２ｅの運転停止時には、第１パネル２５０および第２パネル２５１が上記
と逆に移動することによって、平坦な状態へと戻る。
　［特徴］
　（１）
　この空気調和機１の室内機２ｅでは、運転停止時において、前面の略全体が正面パネル
２４ｅに覆われる。正面パネル２４ｅを構成する第１パネル２５０、第２パネル２５１お
よび第３パネル２５２は、室内機２ｅの運転停止時においては、略平坦な平面を形成する
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ように配置され、表面に表れる継目も最小限のものとなっている。このため、室内機２ｅ
の運転停止時において、室内機２ｅと室内の壁面との調和が向上し、美観が向上する。
【００６１】
　（２）
　この空気調和機１の室内機２ｅでは、運転開始時には第１パネル２５０と第２パネル２
５１とが上記のように移動することによって、第１吸込み口２７および吹出し口２６が開
かれる。これにより、空気の吸込みや吹出しの風量を十分に確保することができる。また
、水平方向の空気の吹出しも十分に行うことができる。
【００６２】
　さらに、吹出し口２６が開かれた状態では、第１パネル２５０は、第３パネル２５２の
後方へと移動して第３パネル２５２によって隠された状態となる。このため、運転時にお
いて第１パネル２５０が吸込みや吹出しの妨げとならず、また、正面視における美観が向
上する。
　＜第４実施形態＞
　［構成］
　本発明の第４実施形態にかかる空気調和機１の室内機２ｆを図９（ａ）から図９（ｃ）
に示す。なお、図９（ａ）から図９（ｃ）は、空気調和機１の室内機２ｆの側面図である
。
【００６３】
　この室内機２ｆは、ケーシング本体２３の正面の略全体を覆う正面パネル２４ｆを備え
る。正面パネル２４ｆは、継目の無い２枚のパネル２５３，２５４が集合したパネル集合
体であり、第１パネル２５３と第２パネル２５４と有している。
　第１パネル２５３は、ケーシング本体２３の正面の下方に配置されている。第１パネル
２５３は、図示しない移動機構によって上下方向に平行移動可能に支持されており、吹出
し口２６を開閉する。第１パネル２５３は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり
、正面視におけるケーシング本体２３の幅Ｗ（図２（ａ）参照）と略同じ幅を有する。第
１パネル２５３は、吹出し口２６を閉じた状態においては、図９（ａ）のように、鉛直方
向に平行な状態となる。また、この状態では、第１パネル２５３は、正面視において吹出
し口２６よりも大きな投影面積を有する。従って、第１パネル２５３は、吹出し口２６を
閉じた状態においては、吹出し口２６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆
う。
【００６４】
　第２パネル２５４は、ケーシング本体２３の正面の上方に配置されている。第２パネル
２５４は、移動機構２５５によって移動可能に支持されており、第１吸込み口２７を開閉
する。なお、移動機構２５５は、第２パネル２５４の両側端部分を支持している。第２パ
ネル２５４は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視において第１吸込み
口２７を含むケーシング本体２３の幅Ｗ（図２（ａ）参照）と略同じ幅を有する。第２パ
ネル２５４は、第１吸込み口２７を閉じた状態においては、図９（ａ）のように、鉛直方
向に平行な状態となる。また、第２パネル２５４は、正面視において第１吸込み口２７よ
りも大きな投影面積を有する。従って、第２パネル２５４は、第１吸込み口２７を閉じた
状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の上半分を完全に覆
う。
【００６５】
　このように、第１パネル２５３は、吹出し口２６を閉じた状態においては、吹出し口２
６を含むケーシング本体２３の正面の下方を完全に覆い、第２パネル２５４は、第１吸込
み口２７を閉じた状態においては、第１吸込み口２７を含むケーシング本体２３の正面の
上方を完全に覆う。また、第１パネル２５３および第２パネル２５４は、上下に並んで配
置されており、吹出し口２６および第１吸込み口２７が閉じられた状態では、略平坦な長
方形の平面を構成するように配置される。第１パネル２５３および第２パネル２５４によ
って構成される正面パネル２４ｆは、吹出し口２６および第１吸込み口２７が閉じられた
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状態では室内機２ｆの前面の略全体を覆い、第１パネル２５３および第２パネル２５４の
境目にできる継目のみが正面視において表れる。すなわち、正面パネル２４ｆでは、第１
実施形態にかかる正面パネル２４ａと同様に、第１パネル２５３と第２パネル２５４との
境目によって形成される水平方向に延びる継目のみが正面視において表れる。
【００６６】
　他の構成については、第１実施形態にかかる室内機２ａと同様である。
　［運転開始時の正面パネルの動作］
　室内機２ｆが運転を開始する際には、第１パネル２５３および第２パネル２５４が移動
して吹出し口２６および第１吸込み口２７が開かれる。以下、正面パネル２４ｆの動作を
説明する。
【００６７】
　室内機２ｆが運転を停止している状態では、第１パネル２５３および第２パネル２５４
は、吹出し口２６および第１吸込み口２７を閉じており、図９（ａ）に示すように、第１
パネル２５３および第２パネル２５４は、鉛直方向に平行に側面視において略一直線上に
並んで配置されている。また、第１パネル２５３および第２パネル２５４の表面は略平坦
になっている。
【００６８】
　室内機２ｆが運転を開始すると、第１パネル２５３および第２パネル２５４が移動して
、吹出し口２６および第１吸込み口２７が開かれる。
　図９（ｂ）に示すように、第２パネル２５４は、第１吸込み口２７から離れるように前
方へと移動すると共に、正面視における左右方向に平行な軸を中心に回動する。第２パネ
ル２５４は、その下端近傍を中心にして、上端が前方へ向けて傾斜するように回動する。
第２パネル２５４は、図９（ｃ）に示すように、さらに移動してケーシング本体２３と第
２パネル２５４との間に隙間が形成される。これにより、第１吸込み口２７が開かれる。
そして、第２パネル２５４の上端とケーシング本体２３との間の隙間から空気が吸込まれ
、第１吸込み口２７からケーシング本体２３内に空気が吸込まれる。なお、第２パネル２
５４が第１吸込み口２７を開いた状態において、第２パネル２５４の上端が前方へと上端
が後方へと傾斜した状態となる。また、この状態において、第２パネル２５４は、吹出し
口２６に干渉しないように配置される。すなわち、第２パネル２５４の下端は、吹出し口
２６よりも上方に位置しており、吹出し口２６からの吹出しの障害とならないようにされ
ている。
【００６９】
　このような第２パネル２５４の移動にリンクして第１パネル２５３も移動する。図９（
ｂ）に示すように、第１パネル２５３は、鉛直方向上向きに平行移動して吹出し口２６を
開く。第１パネル２５３が鉛直方向上向きに移動すると、第１パネル２５３の上端が、前
方へと移動した第２パネル２５４とケーシング本体２３の前面との間へと挿入される。す
なわち、第１パネル２５３の上端は、第２パネル２５４の後方の隙間に挿入される。第１
パネル２５３がさらに上方へと移動すると、図９（ｃ）に示すように、第１パネル２５３
が、第２パネル２５４とケーシング本体２３との間の隙間に収容される。すなわち、第１
パネル２５３の全体または一部が、第２パネル２５４に重なった状態となる。なお、第１
パネル２５３は、ケーシング本体２３の前面に近接した状態で移動する。第１パネル２５
３とケーシング本体２３とは、擦れによる傷の発生を防止する観点からは第１パネル２５
３の移動中に接触しないことが望ましく、第１パネル２５３とケーシング本体２３との間
に約１ｍｍないし２ｍｍの隙間を隔てていることがより望ましい。
【００７０】
　また、室内機２ｆの運転停止時には、第１パネル２５３および第２パネル２５４が上記
と逆に移動することによって、平坦な状態へと戻る。
　［特徴］
　この空気調和機１の室内機２ｆにおいても、上記の実施形態にかかる室内機２ａ－２ｅ
と同様に美観を向上させる効果を奏することができる。
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【００７１】
　また、第２パネル２５４が傾斜するように移動することによって、第１吸込み口２７を
通して室内機２ｆの中身が外部から見え難くなっている。このため、美観をより向上させ
ることができる。
　さらに、吹出し口２６を開く際に第１パネル２５３がケーシング本体２３に近接してい
るため、吹出し口２６から吹出された空気が第１パネル２５３とケーシング本体２３との
間の隙間から漏れて第１吸込み口２７から再び吸込まれるショートサーキットが生じるこ
とを抑えることができる。また、第１パネル２５３の移動時さらに停止時においても第１
パネル２５３がケーシング本体２３に近接していることによって、第１パネル２５３とケ
ーシング本体２３との間の隙間および第１吸込み口２７を通して室内機２ｆの中身が外部
から見え難くなっている。このため、美観をより向上させることができる。
【００７２】
　＜他の実施形態＞
　上記の第１実施形態にかかる室内機２ａでは、正面パネル２４ａは、第１パネル２４１
と第２パネル２４２とによって構成されているが、さらに複数のパネルによって構成され
てもよい。ただし、正面パネル２４ａを構成する複数のパネルの数が少ないほど正面パネ
ル２４ａに表れる継目が少なくなるため、正面パネル２４ａを構成する複数のパネルの数
は少ない方が望ましい。また、正面パネル２４ａを構成する複数のパネルは縦方向に並ん
で配置される方が望ましい。これにより、正面視において縦方向に延びる継目が表れず、
美観が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、室内の美観を損なう恐れをより低減することができる効果を有し、空気調和
機の室内機として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】第１実施形態にかかる空気調和機の構成および冷媒回路の構成を表す図。
【図２】（ａ）第１実施形態にかかる室内機の運転停止時の正面図。（ｂ）第１実施形態
にかかる室内機の運転停止時の側面断面図。
【図３】（ａ）第１実施形態にかかる室内機の運転時の正面図。（ｂ）第１実施形態にか
かる室内機の運転時の側面断面図。
【図４】（ａ）第２実施形態にかかる室内機の運転停止時の正面図。（ｂ）第２実施形態
にかかる室内機の運転停止時の側面断面図。
【図５】（ａ）第２実施形態にかかる室内機の運転時の正面図。（ｂ）第２実施形態にか
かる室内機の運転時の側面断面図。
【図６】従来の空気調和機の室内機の正面図。
【図７】第３実施形態にかかる室内機の運転停止時の正面図。（ｂ）第３実施形態にかか
る室内機の運転停止時の側面断面図。
【図８】第３実施形態にかかる室内機の運転開始時の正面パネルの動作を示す図。
【図９】第４実施形態にかかる室内機の運転開始時の正面パネルの動作を示す図。
【符号の説明】
【００７５】
１　　　　　　　　　　　　　　　空気調和機
２ａ，２ｄ，２ｅ，２ｆ　　　　　室内機
２３　　　　　　　　　　　　　　ケーシング本体（ケーシング）
２４ａ，２４ｄ，２４ｅ，２４ｆ　正面パネル
２６　　　　　　　　　　　　　　吹出し口
２７　　　　　　　　　　　　　　第１吸込み口（吸込み口）
２４１，２４７，２５０，２５３　第１パネル
２４２，２４８，２５１，２５４　第２パネル
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２５２　　　　　　　　　　　　　第３パネル
２４３，２４４　　　　　　　　　平坦面
Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　ケーシング本体の幅（ケーシングの幅）
【要約】
【課題】　室内の美観を損なう恐れをより低減することができる空気調和機の室内機を提
供する。
【解決手段】　空気調和機の室内機２ａは、ケーシング本体２３と、正面パネル２４ａと
を備える。ケーシング本体２３は、室内へと吹き出される空気が通る吹出し口２６を有す
る。正面パネル２４ａは、正面視において吹出し口２６を覆い、吹出し口２６を開閉する
。また、正面パネル２４ａは、吹出し口２６を閉じた状態において、正面視において吹出
し口２６よりも大きな投影面積を有する。
【選択図】　　　図２
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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