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明 細 書

空気調和装置

技術分野

０００1 本発明は、空気調和装置、特に、天井近傍に設置されて用いられる空気調和装置

に関する。

背景技術

０００2 従来ょり、例えば、室内空気を吸い込んで調和空気を室内に供給する空気調和装

置の室内機であって、天井埋込型等のょぅに、吹出口おょび吸込 口が天井面に沿ぅ

ょぅにフラットパネルが設置されているものが知られている。

このょぅな室内機では、天井近傍における設置スペースの制約等に伴って、薄型ィビ

が臨まれており、内部の送風抵抗が増大しがちである。

これに対して、例えば、以下に示す特許文献 に記載の空気調和装置では、室内

機内部において流速分布を可及的に均一ィビさせる構造を採用しており、送風抵抗を

抑えつつ空気調和装置を薄型ィビさせることを提案している。

特許文献1 特開平０6 ０42768号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかし、上述した特許文献 に記載の空気調和装置では、薄型ィビと送風抵抗の低

減に着 目するあまり、吹き出し口の意匠性に関しては考慮がされていない。このため

、室内のュ一ザには、空気調和装置の吹き出し口が常に見えてしまい、意匠性が好

ましくない。

本発明は上述した点に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、意匠性を向

上させつつ通気を確保することが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 第 発明に係る空気調和装置は、空調対象空間の上方に配置される空気調和装

置であって、ケーシングと、パネル部とを備えている。ケーシングは、第 通気 口と、第

通気 口を通過する空気が通過する第2通気 口とを有している。パネル部は、第 パ



ネルと第2パネルとの少なくとも2つを含むパネルと、第 通気 口とパネルとの相対位

置を変ィビさせる可動機構と、を有している。可動機構は、第 状態と第2状態とを切り

替える。ここで第 状態は、第 パネルの一端と第2パネルの一端とが近接して位置

することで第 通気 ロを介した空気流れを遮断する状態である。また、第2状態は、第

パネルの一端および第2パネルの一端が互いに離反して第 状態と異なる位置に

移動して第 通気 ロの少なくとも一部を介した空気流れを許可する状態である。ここ

での第 通気 口および第2通気 口は、空気調和装置において、吸込 口として機能し

てもよ 吹出口として機能してもよい。

０００5 従来の空気調和装置の吸込 口は、通気を確保するために常時外部に露出しており

、空調対象空間から見た場合に目立ってしまっている。

これに対して第 発明の空気調和装置では、第 状態において、ケーシングに設け

られた第 通気 ロをパネルが覆って閉鎖している。このため、第 通気 口が覆われて

いる第 状態では、空調対象空間から見た場合に、主としてパネルが見えてることに

なるため、第 通気 口やその他の凹凸形状等は目立ちにくくなる。このため、外観が

スッキリし、意匠性を向上させることができる。また、第2状態においても、 つだけで

なく、第 パネルと第2パネルとの2以上のパネルそれぞれが移動することで第 状態

から第2状態に切り替わっているため、通気を確保するためにパネル つ当たりに必

要とされる動きが少なくて済む。このため、パネルが大きく移動することによるパネル
が 目立つことを抑えて、意匠性を向上させることができる。可動機構は、パネルの相

対位置を変えることによって、第 通気 ロを介した空気流れが遮断されている第 状

態から、少なくとも一部の空気流れが許可されていた第2状態へ切り替えることで、通

気を確保することができる。

これにより、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ、通気を確保することが

可能になる。

０００6 第2発明に係る空気調和装置は、第 発明の空気調和装置であって、第 状態で

は、第 パネルの面および第2パネルの面と、第 通気 ロの面と、が近接して配置さ

れている。また、第2状態では、第 パネルの面および第2パネルの面と、第 通気 口

の面と、が第 状態よりも互いに離反した位置に配置されている。



ここでは、第2状態では、第 状態と比較すると、単に第 パネルと第2パネルとが互

いに離反するだけでなく、第 パネルおよび第2パネルが、ケーシングに対しても離

反した状態になっている。このため、パネル部とケーシングとが近接していることにより

通風抵抗が高くなっている部分を少なくすることができている。

これにより、吸込 口における通風抵抗がより低減されることで、効率的な吸込を行ぅ

ことが可能になる。

０００7 第3発明に係る空気調和装置は、空調対象空間の上方に配置される空気調和装

置であって、ケーシングと、パネル部とを備えている。ケーシングは、第 通気 口と、第

通気 ロを通過する空気が通過する第2通気 口とを有している。パネル部は、端部の

第 回転軸を中心として回動する第 パネルと端部の第2回転軸を中心として回動す

る第2パネルとの少なくとも2つのパネルと、第 通気 口とパネルとの相対位置を変ィビ

させる可動機構と、を有している。

可動機構は、第 状態と第2状態とを切り替える。ここで第 状態は、第 パネルの面

と第2パネルの面との向きが第 通気 口における主な通気方向と略同一であって、第

パネルの面と第2パネルの面とが略同一平面上に位置することで第 通気 ロを介し

た空気流れを遮断する状態である。また、第2状態は、第 回転軸が軸となって第

パネルが、第2回転軸が軸となって第2パネルが、それぞれ回動することで、第 パネ、

ルの面の向きおよび第2パネルの面の向きが第 通気 口における主な通気方向に対

して略垂直な方向視において互いに重なるよぅに位置することで第 通気 ロの少なく

とも一部を介した空気流れを許可する状態である。

０００8 従来の空気調和装置の吸込 口は、通気を確保するために常時外部に露出しており

、空調対象空間から見た場合に目立ってしまっている。

これに対して第3発明の空気調和装置では、第 状態において、ケーシングに設け

られた第 通気 ロをパネルが覆って閉鎖している。このため、第 通気 口が覆われて

いる第 状態では、空調対象空間から見た場合に、主としてパネルが見えてることに

なるため、第 通気 口やその他の凹凸形状等は目立ちにくくなる。このため、外観が

スッキリし、意匠性を向上させることができる。また、第2状態においても、 つだけで

なく、第 パネルと第2パネルとの2以上のパネルそれぞれが各回転軸を中心として



回動することで第 状態から第2状態に切り替わっているため、通気を確保するため

にパネル つ当たりに必要とされる動きが少なくて済む。このため、パネルが大きく移

動することによるパネルが 目立つことを抑えて、意匠性を向上させることができる。可

動機構は、パネルの相対位置を変えることによって、第 通気 ロを介した空気流れが

遮断されている第 状態から、少なくとも一部の空気流れが許可されていた第2状態

へ切り替えている。ここで、第 パネルおよび第2パネルは、第 通気 ロの通気面に対

して略垂直な方向になるよぅに方向が変更されるため、パネルのぅち、第 通気 ロの

通気に対して抵抗となる部分が少なく抑えられた状態になっており、通気を確保する

ことができる。

これにより、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ、通気を確保することが

可能になる。

なお、パネル部は、 つのパネルではなく、複数のパネルから構成されているため、

複数に分けることで、第2状態において各パネルが下方に延びる長さを、パネルが

つの場合と比較して短く抑えることができ、この点においても意匠性を向上させること

ができる。

第4発明に係る空気調和装置は、第3発明の空気調和装置であって、パネル部は

、パネルスライドスペースが設けられ、第 状態において第 パネルおよび第2パネル
と何に第 吹出口を介した空気流れを遮断するパネル枠と、をさらに有している。また

、ケーシングは、パネル枠を支持するケーシング支持部をさらに有している。そして、

第 パネルは、第 回転軸に対して反対側の端部であってパネルスライドスペースに

対してスライドする第 スライド端をさらに有している。第 回転軸はケーシング支持部

に対して回動可能に支持されている。第2パネルは、第2回転軸に対して反対側の端

部であってパネルスライドスペースに対してスライドする第2スライド端をさらに有して

いる。第2回転軸はケーシング支持部に対して回動可能に支持されている。

ここでは、ケーシングに設けられたケーシング支持部において第 パネルの第 回

転軸および第2パネルの第2回転軸が国動する。そして、各パネルの他端のスライド

端がパネル枠のパネルスライドスペースに対してスライドする。

これにより、一端を回転軸によって回動させつつ他端をスライドさせるだけで、第



状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる。

００1０ 第5発明に係る空気調和装置は、第3発明の空気調和装置であって、パネル部は

、ケーシングを支持するパネル支持部と、第 パネルおよび第2パネルと何に第 吹

出口を介した空気流れを遮断するパネル枠と、をさらに有している。ケーシングは、ケ

ーシングスライドスペースをさらに有している。そして、第 パネルは、第 回転軸に対

して反対側の端部であってケーシングスライドスペースに対してスライドする第 スライ

ド端をさらに有している。第 回転軸はパネル支持部に対して回動可能に支持されて

いる。第2パネルは、第2回転軸に対して反対側の端部であってケーシングスライドス

ペースに対してスライドする第2スライド端をさらに有している。第2回転軸はパネル支

持部に対して回動可能に支持される。

ここでは、パネル部に設けられたパネル支持部において第 パネルの第 回転軸お

よび第2パネルの第2回転軸が国動する。そして、各パネルの他端のスライド端がケ

ーシングのケーシングスライドスペースに対してスライドする。

これにより、一端を回転軸によって回動させつつ他端をスライドさせるだけで、第

状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる。

００11 第6発明に係る空気調和装置は、空調対象空間の上方に配置される空気調和装

置であって、ケーシングと、パネル部とを備えている。ケーシングは、第 通気 口と、第

通気 ロを通過する空気が通過する第2通気 口と、を有している。第 パネルと、一端

部が第 パネルの一端部と共通した第 共通回転軸を構成するよぅに配置された第2

パネルと、第 通気 口とパネルとの相対位置を変ィビさせる可動機構と、を有している。

可動機構は、第 状態と第2状態とを切り替える。ここで第 状態は、第 パネルの面

と第2パネルの面との向きが第 通気 口における主な通気方向と略同一であって、第

パネルの面と第2パネルの面とが略同一平面上に位置することで第 通気 ロを介し

た空気流れを遮断する状態である。また、第2状態は、第 共通回転軸を中心として

第 パネルおよび第2パネルがそれぞれ回動し、第 パネルの面の向きおよび第2パ

ネルの面の向きが第 通気 口における主な通気方向に対して略垂直な方向視にお

いて互いに重なるよぅに位置することで第 通気 ロの少なくとも一部を介した空気流

れを許可する状態である。



００12 従来の空気調和装置の吸込 口は、通気を確保するために常時外部に露出しており

、空調対象空間から見た場合に目立ってしまっている。

これに対して第6発明の空気調和装置では、第 状態において、ケーシングに設け

られた第 通気 ロをパネルが覆って閉鎖している。このため、第 通気 口が覆われて

いる第 状態では、空調対象空間から見た場合に、主としてパネルが見えてることに

なるため、第 通気 口やその他の凹凸形状等は目立ちにくくなる。このため、外観が

スッキリし、意匠性を向上させることができる。また、第2状態においても、第 パネル

だけでなく第2パネルも共通回転軸を中心として回動することで第 状態から第2状

態に切り替わっているため、通気を確保するためにパネル つ当たりに必要とされる

動きが少なくて済む。このため、パネルが大きく移動することによるパネルが 目立つこ

とを抑えて、意匠性を向上させることができる。可動機構は、パネルの相対位置を変

えることによって、第 通気 ロを介した空気流れが遮断されている第 状態から、少な

くとも一部の空気流れが許可されていた第2状態へ切り替えている。ここで、第 パネ、

ルおよび第2パネルは、第 通気 ロの通気面に対して略垂直な方向になるよぅに方

向が変更されている、パネルのぅち、第 通気 ロの通気に対して抵抗となる部分が少

なく抑えられた状態になっており、通気を確保することができる。

これにより、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ、通気を確保することが

可能になる。

００13 第7発明に係る空気調和装置は、第6発明の空気調和装置であって、パネル部は

、第3パネルと、端部が第3パネルの端部と共通している第2共通回転軸を構成する

よぅに配置された第4パネルと、をさらに有している。そして、可動機構は、第 状態に

おいて、第 パネルの面、第2パネルの面、第3パネルの面および第4パネルの面の

向きが第 通気 口における主な通気方向と略同一であって、第 パネルの面、第2パ

ネルの面、第3パネルの面および第4パネルの面が略同一平面上に位置することで

第 通気 ロを介した空気流れを遮断する状態とする。そして、第2状態においては、

第 共通回転軸を中心としてそれぞれが国動することで第 パネルと第2パネルとが

略重なった状態としつつ、第2共通回転軸を中心としてそれぞれが国動することで第

3パネルと第4パネルとが略重なった状態とする。



ここでは、第 パネルと第2パネルとがまとまって、第3パネルと第4パネルとがまとま

って、それぞれ重なった状態となり、各まとまり同士が第 通気 口に対して略垂直な位

置関係になる。このため、第 パネル、第2パネル、第3パネルおよび第4パネルのそ

れぞれが単独で下方に延びるよぅに配置される場合と比較して、このよぅにまとまって

下方に延びるよぅに配置されるほぅが、第2状態において周辺から取り込まれる空気

に対する通風抵抗を抑えることができる。

また、このよぅにまとめることにより、第 通気 ロを覆っているパネルの数が多いほど

、 つのパネル当たりの下方に延びる部分が短くすることが可能になる。

００14 第8発明に係る空気調和装置は、第6発明の空気調和装置であって、パネル部は

、パネルスライドスペースが設けられ、第 状態において第 パネルおよび第2パネル
と何に第 吹出口を介した空気流れを遮断するパネル枠をさらに有している。ケーシ

ングは、パネル枠を支持するケーシング支持部をさらに有している。そして、第 パネ、

ルは、共通回転軸に対して反対側の端部であってパネルスライドスペースに対してス

ライドする第 スライド端をさらに有している。第2パネルは、共通回転軸に対して反対

側の端部であってパネルスライドスペースに対してスライドする第2スライド端をさらに

有している。共通回転軸は、パネル支持部に対して回動可能に支持される。

ここでは、ケーシングに設けられたケーシング支持部において第 パネルと第2パネ、

ルとに共通する共通回転軸が国動する。そして、各パネルの他端のスライド端がパネ、

ル枠のパネルスライドスペースに対してスライドする。

これにより、一端を回転軸によって回動させつつ他端をスライドさせるだけで、第

状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる。

００15 第9発明に係る空気調和装置は、第6発明の空気調和装置であって、パネル部は

、ケーシングを支持するパネル支持部と、第 パネルおよび第2パネルと何に第 吹

出口を介した空気流れを遮断するパネル枠と、をさらに有している。ケーシングは、ケ

ーシングスライドスペースを有している。第 パネルは、共通回転軸に対して反対側

の端部であってケーシングスライドスペースに対してスライドする第 スライド端をさら

に有している。第2パネルは、共通回転軸に対して反対側の端部であってケーシング

スライドスペースに対してスライドする第2スライド端をさらに有している。共通回転軸



は、パネル支持部に対して回動可能に支持される。

ここでは、パネル部に設けられたパネル支持部において第 パネルと第2パネルと

に共通する共通回転軸が回動する。そして、各パネルの他端のスライド端がケーシン

グのケーシングスライドスペースに対してスライドする。

これにより、一端を回転軸によって回動させつつ他端をスライドさせるだけで、第

状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる。

００16 第 ０発明に係る空気調和装置は、空調対象空間の上方に配置される空気調和装

置であって、ケーシングと、パネル部とを備えている。ケーシングは、第 通気 口と、第

通気 口に設けられて通気を部分的に遮断する遮断部と、第 通気 口を通過する空

気が通過する第2通気 口と、を有している。パネル部は、第 通気 口に対応した形状

のパネルと、遮断部に対応した形状の遮断対応開口部と、第 通気 口とパネルとの

相対位置を変ィヒさせる可動機構と、を有している。そして、可動機構は、第 状態と第

2状態とを切り替える。ここで、第 状態は、パネルの周縁部が第 通気 口の周縁部に

対応し、遮断対応開口部の周縁部が遮断部の周縁部に対応するよぅに配置され、第

通気 口を介した空気流れを遮断する状態である。また、第2状態は、パネルの周縁

部と第 通気 口の周縁部との位置関係、および、遮断対応開口部の周縁部と遮断部

の周縁部との位置関係を第 状態と異なる状態にすることで、第 通気 口の少なくとも

一部を介した空気流れを許可する状態である。

００17 ここでは、可動機構によって第 状態に切り替えられた場合には、パネルが、ケーシ

ングの遮断部に対して嵌合して、第 通気 口を介した通気が遮断された状態となる。

また、可動機構によって第2状態に切り替えられた場合には、各パネルはケーシング

と離隔した状態となり、遮断対応開口部を通過し、遮断部を回避するよぅにして第 通

気 口を通過することで通気を確保することができる。

このよぅに、第 状態においては、ケーシングとパネル部とが嵌合状態となることでス

、ソキリと見えるよぅにして意匠性を向上させることができる。また、第2状態での通気の

確保は、パネル部とケーシングとの離隔距離によって形成される水平方向の隙間を

介して通気を確保するのではなく、可動機構によって第 状態から第2状態とされた

場合に第 通気 口の位置と遮断対応開口部との位置がズレることで生じる流路を介し



て通気を確保している。これにより、通気の確保には、各第 通気 ロの位置と遮断対

応開口部の位置との位置関係におけるズレを生じさせれば充分であり、パネル部を

ケーシングに対して必要以上に離隔させなくても通気を確保することができる。これ

により、パネル部の第2状態における下降の程度を少なく抑えることができ、容易に通

気を確保することができる。

これにより、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ、通気を確保することが

可能になる。

また、パネル部の下降の程度が抑えられるため、天井からパネル部が下降すること

によって、室内にいる人間が感じる天井が低くなったよぅな圧迫感を抑えることができ

、この点でも意匠性を向上させることができる。

００18 第皿発明に係る空気調和装置は、第 発明から第 ０発明のいずれかの空気調和

装置であって、第 通気 口は、ケーシング内への吸込 口として機能し、第2通気 口は

、ケーシングからの吹出口として機能する。

ここでは、ケーシング内部における吸込 口から吹出口への空気流れを確保しつつ、

パネル部が移動するまで吸込 口を隠して意匠性を向上させることができる。例えば、

吸込 口としての第 通気 口にフィルタ付きグリル等が設けられている場合であっても

パネルはこれらを隠すことができる。

００19 第 2発明に係る空気調和装置は、第 発明から第皿発明のいずれかの空気調和

装置であって、可動機構は、第2状態におけるパネルとケーシングとを互いに離反さ

せて、第2通気 ロを広げる。

ここでは、第2状態において、パネルは、可動機構によって、ケーシングに対して離

反させることでケーシングとの距離が広がって、第2通気 口が広げられている。このた

め、第2通気 ロの周囲の通風抵抗を低減させることができる。

これにより、第2通気 ロの空気流れをより容易に確保することが可能になる。

００2０ 第 3発明に係る空気調和装置は、第 2発明の空気調和装置であって、可動機構

は、第2状態におけるパネルを、平面視において第2通気 口が覆われる位置に配置

する。

ここでは、第2状態においてパネル部は、可動機構によって移動されることで、平面



視において第2通気 口が覆われる位置に配置されている。このため、パネルは、第2

状態において、第2通気 ロを隠すことができている。

これにより、第2通気 口が隠されることで第2状態における意匠性を向上させること

が可能になる。

００2 1 第 4発明に係る空気調和装置は、第 2発明または第 3発明のいずれかの空気

調和装置であって、第2状態において第2通気 口近傍のパネルのケーシングに対す

る傾斜角度を変更する角度調節機構をさらに備えている。

ここでは、角度調節機構によって、パネル日体をケーシングの第2通気 口近傍に対

して傾斜させることができる。このため、第2通気 ロを通過する空気流れの向きを調節

することができる。

これにより、第2通気 ロを通過する空気流れの方向を調節することが可能になる。

また、仮に、吹出方向を天井面に沿ぅ方向に調節してラウンドフローとした場合には

、ュ一ザに対して直接吹出風が当たらず、ドラフト感を低減することが可能になる。

なお、第2通気 口近傍におけるパネルの傾斜を調節することにより、第 通気 口近

傍の空気流れに影響を与えることができる構成を採用している場合には、パネルの

傾斜の様子によっては、空気調和装置に対する吸い込みにおける抵抗がより低減さ

れ、吸込を積極的に促すことができるよぅすることも可能である。

００22 第 5発明に係る空気調和装置は、第 2発明から第 4発明のいずれかの空気調

和装置であって、第2状態においてケーシングとパネルとの間に位置し、第2通気 口

を通過する空気流れの向きを調節するフラップをさらに備えている。

ここでは、パネルが第 通気 ロを開ロするよぅに移動した第2状態において、フラ、ソ

プは、第2開口を通過する空気流れの向きを調節することができる。

これにより、パネルが存在する位置によって第2通気 口からの空気流れ方向が調節

されるだけでなく、さらに、フラップの傾斜状態を変更することができるため、通気方

向をより細かく調節することが可能になる。

また、パネルによって、ラウンドフローを実現した場合であっても、フラップによって

送風方向を微調節することにより、吹出空気が直接天井面に対して向かぅことを抑え

て、天井面が汚れることを防止することが可能になる。



００23 第 6発明に係る空気調和装置は、第 発明から第 5発明のいずれかの空気調和

装置であって、パネルは、表面が略フラットな形状である。そして、第 状態では第

通気 ロを略平面形状となって覆ぅ。

ここでは、パネルの表面が略フラットな形状となっており、第 状態において略平面

形状となって第 通気 ロを覆って封鎖している。このため、空調対象空間に存在する

ュ一ザから見える部分はフラットになっており、スッキリとさせることができるため、意匠

性を向上させることができる。

発明の効果

００24 第 発明に係る空気調和装置では、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ

、通気を確保することが可能になる。

第2発明に係る空気調和装置では、吸込 口における通風抵抗がより低減されること

で、効率的な吸込を行ぅことが可能になる。

第3発明に係る空気調和装置では、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ

、通気を確保することが可能になる。

第4、5発明に係る空気調和装置では、一端を回転軸によって回動させつつ他端を

スライドさせるだけで、第 状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる

第6発明に係る空気調和装置では、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、かつ

、通気を確保することが可能になる。

００25 第7発明に係る空気調和装置では、第2状態において周辺から取り込まれる空気に

対する通風抵抗を抑えることができる。

第8、9発明に係る空気調和装置では、一端を回転軸によって回動させつつ他端を

スライドさせるだけで、第 状態と第2状態との切り替えを容易に行ぅことが可能になる

第 ０発明に係る空気調和装置では、空気調和装置の意匠性を向上させつつ、か

つ、通気を確保することが可能になる。

第皿発明に係る空気調和装置では、吸込 口から吹出口への空気流れを確保しつ

つ、パネルが移動するまで吸込 口を隠して意匠性を向上させることができる。



第 2発明に係る空気調和装置では、第2通気 ロの空気流れをより容易に確保する

ことが可能になる。

００26 第 3発明に係る空気調和装置では、第2通気 口が隠されることで第2状態におけ

る意匠性を向上させることが可能になる。

第 4発明に係る空気調和装置では、第2通気 ロを通過する空気流れの方向を調

節することが可能になる。

第 5発明に係る空気調和装置では、パネルが存在する位置によって第2通気 口か

らの空気流れ方向が調節されるだけでなく、さらに、フラップの傾斜状態を変更するこ

とができるため、通気方向をより細かく調節することが可能になる。

第 6発明に係る空気調和装置では、空調対象空間に存在するュ一ザから見える

部分はフラットになっており、スッキリとさせることができるため、意匠性を向上させるこ

とができる。

００27 図 本発明の第 実施形態に係る天井設置型の空気調和装置の外観斜視図。

図2 空気調和装置のケーシング内部の側面断面図。

図3 空気調和装置の概略平面断面図であって、天板を取り除いた状態を示す図。

図4 (a)停止状態における分割ィロ粧パネルの斜視図。 (b)運転状態にお

ける分割ィロ粧パネルの斜視図。

図5 空気調和装置のケーシングの底面における平面図。

図6 停止状態における分割ィロ粧パネルの平面図。

図7 運転状態における分割ィロ粧パネルの平面図。

図8 (a 停止状態におけるケーシング内部の概略側面断面図。 (b 運

転状態におけるケーシング内部の概略側面断面図。

図9 (a) 変形例 ( ) に係る空気調和装置の停止状態における分割ィロ粧パネルの

斜視図。 (b) 変形例 ( ) に係る空気調和装置の運転状態における分割

ィロ粧パネルの斜視図。

図1０ (a) 変形例 ( ) に係る空気調和装置の停止状態における概略側面断面図。

( ) 変形例 ( ) に係る空気調和装置の運転状態における概略側面断面



００28 図 変形例 (C に係る空気調和装置の概略側面断面図。

図12 (a) 変形例 (C) に係る空気調和装置の停止状態における概略側面断面図。

(b) 変形例 (C) に係る空気調和装置の運転状態における概略側面断面

図。

図13 変形例 ( ) に係る空気調和装置の概略側面断面図。

図14 (a) ～(d) 変形例 ( ) に係る空気調和装置の概略側面断面図。

図15 (a) 第2実施形態に係る空気調和装置の停止状態における概略側面断開示

図。 (b) 第2実施形態に係る空気調和装置の運転状態における概略側

面断面図。

図16 ケーシング側固定式の折りたたみ機構の段階別説明図。

００29 図 7 第2実施形態に係る空気調和装置の変形例 ( におけるパネル側固定式の

折りたたみ機構の段階別説明図。

図18 (a) 第2実施形態に係る空気調和装置の変形例 ( ) におけるパネル枠を有

さない場合の一例。 (b) 第2実施形態に係る空気調和装置の変形例 (

) におけるパネル枠を有さない場合の他の一例。

図19 (a) 第3実施形態に係る空気調和装置の停止状態における概略側面断面図

。 (b) 第3実施形態に係る空気調和装置の運転状態における概略側面

断面図。

図2０第3実施形態に係る空気調和装置のスライド開閉可動機構の部分拡大図。

００3０ 図2 1 (a) 第3実施形態に係る空気調和装置の変形例 ( ) (b) 第3

実施形態に係る空気調和装置の変形例 ( (c 第3実施形態に係る

空気調和装置の変形例 (C) (d) 第3実施形態に係る空気調和装置の

変形例 ( )

図22 (a) 他の実施形態 ( ) における空気調和装置の停止状態における概略側面

断面図。 (b) 他の実施形態 ( ) における空気調和装置の運転状態にお

ける概略側面断面図。

図23 他の実施形態 ( ) に係る空気調和装置。



図24 他の実施形態 ( ) に係る空気調和装置の部分拡大図。

符号の説明

００3 1 空気調和装置

3 ケーシング

4 分割ィロ粧パネル (パネル部)

33 底板 (パネル枠)

34 吸込 口 (第 通気 口)

35 吹出口 (第2通気 口)

38 ケーシング支持部

39 遮断部材 (遮断部)

4 分割パネル (第 ～第4分割パネル)

43 開閉可動機構 (開閉可動機構)

44 角度調節機構

45 フラップ (第 ～第4フラッ )

48 パネル支持部

49 遮断対応開口 (遮断対応開口部)

243 折りたたみ開閉可動機構 (折りたたみ機構)

343 スライド開閉可動機構 (方向変更機構)

5０4 嵌合化粧パネル

S スライドスペース

発明を実施するための最良の形態

００32 く発明の概略ノ

本発明は、パネルの移動により吸込 口が登場する空気調和装置を提供する。本発

明の空気調和装置では、運転されていない停止状態において略平面形状のパネル

によって吸込 口が覆われる構造を採用している。すなわち、吸込 口を覆っている状態

では、外観において、主として、略平面形状のパネルが見えることになり、開口や凹

凸部分が見えにくくなってスッキリしている。本発明は、これにより、空気調和装置に

おいて意匠性を向上できる点に特徴がある。また、開閉機構によって、パネルを周縁



部全体を含めて移動させて吸込 口を登場させて十分に通気を確保することができる

れづ点にも特徴がある。

以下、図面に基づいて、本発明に係る天井設置型の空気調和装置の各実施形態

について説明する。

００33 く第 実施形態ノ

(天井設置型の空気調和装置の基本構成)

図 に本発明の第 実施形態に係る天井設置型の空気調和装置 の外観斜視図 (

天井は省略)を示す。

空気調和装置 は、天井埋込型の空気調和装置であり、主として、内部に各種構

成機器を収納するケーシング3と、分割ィロ粧パネル4とから構成されている。

ケーシング3は、例えば、空気調和装置 の概略側面断面を示す図2のよぅに、空

調室の天井 に形成された開口に挿入されて配置されている。そして、ケーシング3

の内部には、主として、空調室内の空気をケーシング3内に吸入して外周方向に吹き

出す送風ファン5と、送風ファン5の外周部を囲むよぅに配置された熱交換器6とが配

置されている。なお、図2中の は、送風ファン5の回転軸線または回転中心を示して

いる。ケーシング3は、この場合、天井 の開口に嵌め込まれるよぅに配置される。

００34 ケーシング3は、図2および図3に示すよぅに、その平面視において、長辺と短辺と

が交互に形成された略8角形状の下面が開口した箱状体であり、長辺と短辺とが交

互に連続して形成された略8角形状の天板3 と、天板3 の周縁部から下方に延び

る側板32と、ケーシングの側板32の周縁部から延びて平面を構成している底板33と

を有している。

この底板33には、図2に示すよぅに、その略中央に空調室内の空気を吸入する吸

入口34と、吸入口34を囲むよぅに形成されておりケーシング3内から空調室内に空

気を吹き出す複数個 (本実施形態では、4個)の吹出口35a～dとが形成されている。

吸入口34は、本実施形態において、略矩形状または略円形状の開口である。吹出

口35a～dは、それぞれ、底板33の各周縁部に沿ぅよぅに細長く延びる略矩形状の

開口である。また、ケーシング3には、吸入口34を覆いかつ吹出口35a～dによって

囲まれるよぅに配置された略矩形状の吸入グリル36が設けられている。さらに、吸入



口34の吸入グリル36の上側には、吸入口34から吸入される空気中の塵挨を捕集す

るフイルタ37が設けられている。

００35 分割ィロ粧パネル4は、図 および図4等に示すよぅに、複数個 (本実施形態では、4

個)の分割パネル4 (第 分割パネル4 a、第2分割パネル4 b、第3分割パネル4

cおよび第4分割パネル4 d)から構成されており、この4つが略同一平面上において

組み合わされた状態では平面視において略矩形状の板状 (フラットパネル)となって

、吸込 口34の吸込グリル36を封鎖するよぅに設けられている。各分割パネルは、空

気調和装置 の停止状態では、図6に示すぅに、中央に集合するよぅにして吸込 口34

を覆っている。また、各分割パネル4 a～dは、空気調和装置 の運転状態では、図

7に示すよぅに、中央から放射状に広がるよぅにして移動して、吸込 口34を開口させ

る。また、この分割ィロ粧パネル4の開閉可動機構43は、図8に示すよぅに、各分割パ

ネル4 "～dをケーシング3に対して支持させるための支持部材42"～dを有してレめ
。この支持部材42は、開閉可動機構43が作用することによって、分割パネル4 の位

置を移動させて、吸込 口34を開閉させる。

００36 各分割パネルは4 a～dは、三角形の2つの頂点付近を切り落とした5角形状とな

っており、残りの の頂点が吸込グリル36の中央対応位置に集まるよぅにして配置さ

れる。各分割パネル4 a～dは、互いに離反するよぅに、放射的に移動することで吸

込 口34を開閉させる。

支持部材42は、図8に示すよぅに、各分割パネル4 a～dに対応して、第 支持部

材42a、第2支持部材42b、第3支持部材42cおよび第4支持部材42dの4つの部材

から構成されている。この支持部材42は、停止状態においては、図8 (a) に示すよぅ

に、ケーシング3内部に位置している。また、運転状態においては、図8 b に示すよ

ぅに、開閉可動機構43によって分割パネル4 と何に移動された状態となっており、ケ

ーシング3内部から押し出るよぅにして下方に延び、所定の位置でまで延びて分割パ

ネル4 を支持する。

００37 開閉可動機構43は、図8に示すよぅに、各分割パネル4 を前記ケーシング3に対

して相対的に移動させる機構であり、各分割パネル4 a～dに対応して、第 開閉回

動機構43a、第2開閉可動機構43b、第3開閉可動機構43cおよび第4開閉可動機



構43d の4 つ開閉可動機構4 3から構成されている。この開閉可動機構4 3は、各支

持部材42a ～dを介して、各分割パネル4 a～dを、中心から放射状にそれぞれが互

いに離反する方向であって、かつ、各分割パネル4 a～dがケーシング3 の吸込 口3

4から離反して下降させていく方向 (高さ方向) に向けて移動させる機構である。この

よぅに、各分割パネル4 を互いに離反させつつケーシング3 の吸込 口3 4からも離反

させることで、ケーシング3 の吸込 口3 4 近傍の通風抵抗が低減され、吸込可能な状

態となる。

角度調節機構4 4 は、図8 に示すよぅに、各分割パネル4 a～dの各吹出口35a ～d

に対する傾斜角度を調節する機構である。この角度調節機構4 4 は、各分割パネル4

a～d に対応して、第 角度調節機構44a 、第2角度調節機構44b 、第3角度調節機

構44c および第4 角度調節機構44d の4 つの角度調節機構4 4から構成されている。

この角度調節機構4 4 は、各分割パネル4 ～dを支持する支持部材4 2の一端とし

て設けられている。そして、角度調節機構4 4 は、図8 に示すよぅに、空気調和装置

が運転状態である場合の位置において、支持部材4 2の下端部を支点として分割パ

ネル4 を回転させることでケーシング3 の吹出口3 5 に対して傾斜させて吹出角度を

調節できるよぅになっている。角度調節機構4 4 は、開閉可動機構4 3 が支持部材4 2

を移動させて、各分割パネル4 ～dも移動させて、支持部材4 2 と分割パネル4 と

の接続部分の長手方向を軸方向として、分割パネル4 を回動させている。

フラップ4 5 は、図8 に示すよぅに、各分割パネル4 a～dに対応して、ケーシング3 と

第 フラッ 45a、第2フラッ 45b、第3フラッ 45cおよび第4 フラップ45d の4 つの

フラップを有している。この各フラッ 45a～dは、各分割パネル4 a～d に付随するよ

ぅにして設けられており、空気調和装置 が停止状態から運転状態となる場合に分割

パネル4 が開閉可動機構4 3 によって移動されるのに伴って移動する。具体的には

、図8 に示すよぅに、各フラッ 45a～dは、空気調和装置 が停止状態である場合に

はケーシング3 の内部に納まるよぅに位置しており、空気調和装置 が運転状態にな

る場合に分割パネル4 の移動に伴って移動し、分割パネル4 とケーシング3 の吹出

口35a ～dの間に位置する。そして、上述した角度調節機構4 4 の長手方向と略同じ

方向を軸方向として、ケーシング3 に対する角度を変更することにより、吹出口35a ～



dからの吹き出される空気流れの方向を微調整する。

００39 送風ファン5は、図2および図3に示すよぅに、空調室内の空気をケーシング3の吸

入口34を通じてケーシング3内に吸入して外周方向に吹き出す。本実施形態におい
て、送風ファン5は、ターボファンが採用されており、ケーシング3の天板3 の略中央

に設けられたファンモータ5 と、ファンモータ5 に連結されて回転駆動される羽根車

52とを有している。羽根車52は、ファンモータ5 に連結される円板状のェンドプレー

ト53と、ェンドプレート53の下面の外周部に設けられた複数のブレード54と、ブレー

ド54の下側に設けられた中央に開口を有する円板状のェンドリング55とを有してい
る。送風ファン5は、ブレード54の回転によって、ェンドリング55の開口を通じて羽根

車52の内部に空気を吸入し、羽根車52内に吸入された空気を羽根車52の外周側

に吹き出すことができる。

００4０ 熱交換器6は、図2および図3に示すよぅに、本実施形態において、送風ファン5の

外周部を囲むよぅに曲げられて形成されたクロスフィンチューブ型の熱交換器パネル

であり、屋外等に設置された室外ユニット(図示せず) に冷媒配管を介して接続され

ている。熱交換器6は、冷房運転時には内部を流れる冷媒の蒸発器として、暖房運

転時には内部を流れる冷媒の凝縮器として機能できるよぅになっている。これにより、

熱交換器6は、送風ファン5によって吸入口34を通じてケーシング3内に吸入された

空気と熱交換を行って、冷房運転時には空気を冷却し、暖房運転時には空気を加

熱することができる。

熱交換器6の下側には、図2または図3に示すよぅに、熱交換器6において空気中

ドレンパン7は、図3に示すよぅに、ケーシング3の下方に装着されている。ドレンパ

ノ7は、ケーシング3の吸入口34に連通するよぅに形成された吸入孔7 と、ケーシン

グ3の吹出口35a～dに連通するよぅに形成された4つの吹出孔72a～dと、熱交換器

6の下側に形成されドレン水を受けるドレン水受け溝73とを有している。

００41 吸入孔7 には、吸入口34から吸入される空気を送風ファン5の羽根車52へ案内

するためのべルマウス8が配置されている。

そして、ケーシング3には、吸入口34から吸込グリル36、フィルタ37およびべルマ



ウス8を通じて送風ファン5に至る吸入流路 2aと、送風ファン5から熱交換器6および

吹出孔72a～72dを通じて吹出口35a～dに至る吹出航路 2bとが形成されている。

(空気調和装置の空調運転動作)

次に、空気調和装置 の空調運転動作について、図 および図2を用いて説明する

ここで、空気調和装置 の状態は、上述したよぅに、停止状態と、運転状態の2つに

大別される。

００42 運転状態では、停止状態において吸込 口34を覆ぅ位置に配置されていた各分割

パネル4 a～dが開閉可動機構43によって移動し、吸込 口34および吹出口35a～d

が開口される。各分割パネル4 a～dがそれぞれ運転状態の位置に配置すると、ファ

ンモータ5 が駆動して、送風ファン5の羽根車52が回転する。また、ファンモータ5

の駆動とともに、熱交換器6内には、室外ュニット(図示せず)から冷媒が供給される。

ここで、熱交換器6は、冷房運転時には蒸発器として、暖房運転時には凝縮器として

作用する。そして、羽根車52の回転に伴って、空調室内の空気は、吸入流路 2aを通

じて吸入口34からケーシング3内に吸入される。この吸入された空気は、羽根車52

によって外周側に吹き出されて熱交換器6に達し、熱交換器6において冷却または

加熱された後、吹出航路 2bを通じて吹出口35a～dから空調室内に向かって吹き出

される。このよぅにして、空調室内の冷房または暖房が行われる。

００43 (分割ィロ粧パネルの開閉機構による開閉動作)

一停止状態一

空気調和装置 の停止状態では、図 、図4および図8 (a) に示すよぅに、各分割パ

ネル4 a～dは、ケーシング3の吸込 口34を覆って閉鎖する位置に配置されている。

この停止状態では、分割ィロ粧パネル4の各分割パネル4 a～dは、平面視において

略同じ高さに位置し、4つの略平面形状の分割パネル4 a～dの全体が略同じ高度

に位置するよぅに調節されている。このため、室内から見た場合には、分割ィロ粧パネ、

ル4が主に見える状態となっている。このため、停止状態では、吸込 口34は目立ちに

くいフテソトな状態となっているため、室内に居るュ一ザからは空気調和装置 はスッ
キリとして見えることにより意匠性が向上されている。これにより、室内の天井面全体



をスッキリさせることができている。

００44 一運転状態一

空気調和装置 の運転状態では、図4、図7および図8 b に示すよぅに、分割ィロ粧

パネル4の第 分割パネル4 a、第2分割パネル4 b、第3分割パネル4 c、第4分割

パネル4 dおよびケーシング3が、それぞれ互いに離れて配置されている。これによ

り、吸込 口34を介したケーシング3内部への吸込が可能となっており、吹出口35a～
dを介しての吹出が可能となっている。

なお、各分割パネル4 a～dは、停止状態の場合と通して運転状態においても、平

面視において吹出口35a～dと重複した位置関係となっている状態を維持している。

これにより、吹出口35a～dが、停止状態だけでなく運転状態においても、平面視に

おいて見えないれづ点で意匠性を向上させている。

００45 また、この運転状態では、各分割パネル4 a～dは、角度調節機構44によって、ケ

ーシング3の吹出口35a～dに対して傾斜させて、吹出方向を天井面に沿ぅよぅな方

向に調節されるラウンドフローを実現できる。このよぅにラウンドフローとした場合には

、吹出口35a～dを介して吹き出される風が室内に居るュ一ザに対して直接当たるこ

とを防いで、ドラフト感を低減できる。

なお、図8 b に示すよぅに、各分割パネル4 a～dをケーシング3に対して傾斜さ

せて吹出口35a～dを介したラウンドフローを実現させることに付随して、吸込 口34に

おける空気の吸込が容易になるよぅに各分割パネル4 a～dが空気をガイドさせるこ

とを可能にしている。

一停止状態から運転状態への移行一

空気調和装置 の停止状態から運転状態への移行は、図8 (a) に示す停止状態か

ら図8 b に示す運転状態への移行であって、開閉可動機構43が各支持部材42a

～dおよび各分割パネル4 a～dをケーシング3に対して移動させている。また、この

動作と同時に、開閉可動機構43は、各分割パネル4 a～d同士を互いに離反させる

よぅに移動させている。

００46 各分割パネル4 a～dが移動すると、もしくは、移動しながら、角度調節機構44が

機能することで、各分割パネル4 a～dは、停止状態において、各分割パネルが移



動した方向の外側が下方に、内側が上方になるよぅに、ケーシング3 に対して傾斜さ

れる。

そして、各分割パネル4 a～d が移動して、傾斜した状態になると、各吹出口35a ～
dからの吹出方向を制御するために、各フラッ 45a～dの角度が調節される。ここで

、停止状態においてケーシング3 の内部に存在するフラップ4 5 は、各分割パネル4

a～d が開閉可動機構4 3 によって移動することに伴って、運転状態となった場合に、

各分割パネル4 a～d とケーシング3 との間に登場する。そして、各分割パネル4 と、

ケーシング3 との間を通過する吹出空気の向かぅ方向を調節する。

(第 実施形態の空気調和装置の特徴 )

( )

従来、室内等に設置される空気調和装置の吸込 口は、吸込 口を介した空気の取込

を確保するために常時露出しており、室内に居るュ一ザから見た場合に目立ってし

まっている。

これに対して、第 実施形態の天井設置型の空気調和装置 では、停止状態にお

いて、分割パネル4 が平面視において吹出口35a ～d と重複しているだけでなく吸

込 口3 4 を覆って閉鎖している。このため、室内から見た場合には、分割化粧御パネ、

ルが見えることになり、吸込 口3 4 は目立たなくなっている。また、分割化粧パネル4 の

表面は、フラットな形状となっており、停止状態で吸込 口3 4 を覆って封鎖する場合に

、略平面形状に配置されている。このため、空調対象空間に存在するュ一ザから見

える部分は平坦な形状になっている。したがって、外観がスッキリされており、意匠性

が向上されている。

また、開閉可動機構4 3 は、各分割パネル4 a～dの周縁部の位置を移動させること

によって、吸込 口3 4 が閉鎖されている停止状態から開口している運転状態へ切り替

えて通気を確保している。さらに、分割ィロ粧パネル4 は、運転状態において、開閉可

動機構4 3 によって、分割パネル4 同士の距離および吹出口3 5 ～d との距離が停

止状態の場合と比較して広げられている。このため、吸込 口3 4 および吹出口35a ～
dの周囲の通風抵抗が低減され、吸込 口3 4 を介した空気の吸込および吹出口35a

～dを介した空気の吹出をより効率的にさせている。



００4 8 以上の構成によって、停止状態における空気調和装置 を室内側から見た場合の

意匠性を向上させつつ、かつ、運手状態においては通気状態を充分に確保すること

ができる。

また、分割ィロ粧パネル4 は、第 ～第4 分割パネル4 a～dの4 つに分割されたパネ、

ルを移動させることで吸込 口3 4 を開口させている。このため、 枚のパネルと4 枚に分

割されたパネルとで同程度に吸込 口3 4 を開口させよぅとする場合には、パネルが 枚

である場合と比較して、4 枚に分割されたパネルの方が 枚当たりの必要移動量を少

なく抑えることができる。これにより、各分割パネル4 a～dの移動量が多く必要とされ

て外観が崩れることによる意匠性の悪ィビを抑えて、通気状態を効率的に確保してい
る。

なお、開閉可動機構4 3 は、各分割パネル4 a～dのそれぞれについてパネルの周

縁部を含めて全体的に移動させており、各分割パネル4 ～dのいずれかの一端が

ケーシング3 に対して固定されているわけではない。このため、運転状態においては

、吸込 口3 4 近傍の通風抵抗が効率的に低減されて良好な吸込状態とすることができ

る。

００4 9 (2)

第 実施形態の天井設置型の空気調和装置 では、運転状態において、分割ィロ粧

パネル4 は、開閉可動機構4 3 によって移動されることで、平面視において吹出口3 5

a～dを覆った状態を維持している。このため、分割ィロ粧パネル4 は、運転状態におい
て、吹出口35a ～dを隠している。これにより、吹出口35a ～d が隠れて、運転状態に

おける意匠性を向上させることができる。

(3)

第 実施形態の天井設置型の空気調和装置 の分割ィロ粧パネル4 は、図8 に示す
よぅに、吸込 口3 4 を開ロする位置に移動した運転状態において、角度調節機構4 4

によってケーシング3 の吹出口35a ～d に対する角度を調節することで、各吹出口3 5

a～dから室内に吹き出る空気流れを調節できる。さらに、この分割ィロ粧パネル4 の各

分割パネル4 a～d には、それぞれフテソ 45a～d が設けられており、吹出口35a ～
dを通過する空気流れの向きを、フラップ4 5 によっても調節することができる。



００5 ０ これにより、分割化粧パネル4 が存在する位置によって吹出口35a ～dからの空気

流れ方向が調節されるだけでなく、さらに、フラッ 45a～dの傾斜状態を変更するこ

とにより、通気方向のより細かな調節できる。また、角度調節機構4 4 によって吹出空

気流れを天井面に沿ぅ方向としてラウンドフローを実現した場合であっても、図8 に示

すよぅに、フラッ 45a～d によって送風方向を微調節することにより、吹出空気が直

接天井面に対して向かぅことを避けて、天井面の汚染を防止できる。

(第 実施形態の空気調和装置の変形例)

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は実施形態に限定される

ものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

( )

上記第 実施形態の空気調和装置 では、分割ィロ粧パネル4 は、第 ～第4 分割パ

ネル4 a～dの4 つのパネルによって構成されている場合について例に挙げて説明し

たし。

００5 1 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、分割化粧パネル4 は、例えば、図9

に示すよぅに、第 分割パネル 4 a と、第2 分割パネル 4 b と、の2 つの分割パネル

から構成されていてもよい。この場合であっても、図9 (a) に示すよぅに停止状態にお

いては吸込 口3 4 を覆って閉鎖し、図g b に示すよぅに運転状態においては吸込 口

3 4 を開口させて、吹出口 35a 3 5 b の2 方向から吹き出すことにより、通気を確保

することで、第 実施形態と同様に意匠性を向上させつつ、通気を確保できる。

( )

上記第 実施形態の空気調和装置 では、分割ィロ粧パネル4 は角度調節機構4 4

を有しており、吹出口35a ～dを介して吹き出される空気流れの方向を調節すること

ができるよぅにしている。

００5 2 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、図 ０に示すよぅに、分割ィロ粧パネル

4 は、特に、第 実施形態にレづ角度調節機構4 4 を有していないものであって、ケー

シング3 に対する分割パネル4 に角度が維持されるよぅな構成であってもよい。この

場合には、天井面におけるフラット形状を、停止状態から運転状態を通じて維持させ

ることができるため、この点から意匠性を向上させることができる。



(C)

上記第 実施形態の空気調和装置 では、停止状態においてケーシング3の内部

に存在し、運転状態となった場合に分割パネル4 とケーシング3との間に登場するフ

ラップ45を備えた構成について例に挙げて説明した。

しかし、本発明はこれに限られるものではなく、図皿に示すよぅに、第 実施形態に

いぅフラップ45が設けられていない構成であってもよい。例えば、図皿に示すよぅに、

角度調節機構44のみによって吹出口35a～dからの吹出空気流れの方向を調節す

るよぅにしてもよい。

００53 また、これ以外にも、図 2に示すよぅに、各フラッ 45a～dを、停止状態において

は分割パネル4 とほとんど接する位置に配置させておき、運転状態において分割パ

ネル4 とケーシング3との間に登場させるよぅにしてもよい。この場合には、第 実施

形態の場合とは異なり、吹出口35a～dを通過した空気はケーシング3とフラッ 45

a～dとの間を通過するよぅになり、このフラッ 45a～dの傾斜の程度を調節すること

で、吹出方向を調節することができる。

( )

上記第 実施形態の空気調和装置 では、単にケーシング3の内部に設けられた

熱交換器6を介して吸い込まれた空気と冷媒との間で熱交換を 、竹 、調和された空

気を室内に供給するれづ場合について例に挙げて説明している。

００54 しかし、本発明はこれに限られるものではなく、図 3に示すよぅに、吹出口35a～d

が複数ある場合において、各吹出口35a～dから吹き出される空気が熱交換を行ぅ対

象となる冷媒の温度を違えるよぅに構成してもよい。

例えば、図 3に示すよぅに、吹出口35aから吹き出される空気は冷たくなるよぅに、

吹出口35近傍に位置する熱交換器6aを流れる冷媒温度を低く設定し、他方の吹出

なるよぅに、吹出口35c の近傍に位置する熱交換器6cを流れる冷媒温度を高く設定

するよぅにしてもよい。この場合には、吹出口35a～dが複数ある場合において、吹出

口35a～dを介して吹き出される方向に居るュ一ザの好みに応じた吹出温度に調節

することが可能になり、複数のュ一ザの望む異なる希望温度の空気を提供することが



可能になる。

００55 また、図 4 (a)～(d) に示すよぅに、熱交換器6の冷媒配管の異なる位置において

流れる冷媒温度が異なるよぅに調節しつつ、いずれか一方の冷媒配管の周囲に生じ

るドレン水を他方の冷媒温度が異なる冷媒配管に導くためのドレン水ガイド66をさら

に備えた構成としてもよい。この場合の熱交換器6の配置は、特に限定されるもので

はなく、また、ドレン水ガイド66は、ドレン水が生じる部分からこの生じたドレン水を熱

回収に利用することのできる冷媒配管の部分まで導くことができる構造となっていれ

ばよい。

例えば、図 4 (a) に示すよぅに、吸込 口34の真上に配置された熱交換器eをさらに

備えて、吹出口35"～dに対応して設けられた熱交換器6"～dを備えており、ケーシ

ング3内部で傾斜して配置されている熱交換器6cから生じたドレン水を、ドレン水ガイ

ド66によって回収してケーシング3内部で傾斜して配置されている熱交換器6aに導

いて、熱交換器6aにおいて熱回収するよぅにしてもよい。

００56 また、図 4 (b) に示すよぅに、上述した熱交換器6eを有さない構成であってもよく、

図 4 (c) に示すよぅに、熱交換器6は、ケーシング3内部において傾斜することなく、

図 4 (d) に示すよぅに、熱交換器 6cとがケーシング3内部で離隔して配置され、

ドレン水ガイド66を介して接続されてる構成としてもよい。このよぅに、ケーシング3の

各吹出口35a～dを介した吹出空気の温度を違えるために冷媒配管を流れる冷媒の

温度が異なるよぅにしている場合には、生じたドレン水を利用して、ドレン水ガイド66

により熱回収運転を行って、空気調和装置 の熱効率を向上させることができる。

く第2実施形態ノ

以下、図 5～図 7を参照しつつ、本発明の第2実施形態に係る天井設置型の空

気調和装置2００について説明する。

００57 なお、第2実施形態の天井設置型の空気調和装置2００について、第 実施形態の

空気調和装置 と共通する点については、ここでは説明を省略する。

空気調和装置2００の分割ィロ粧パネル4は、吸込グリル36の下方に配置される第

～第4分割パネル24 a～dを備えており、各分割パネル24 a～dはそれぞれ折りた

たみ開閉可動機構243a～dを有している点で、第 実施形態の空気調和装置 と最



も相違している。

この折りたたみ開閉可動機構243a～dは、図 b)および図 6 (a)～(e (図 (

a)の「P」で示した部分の部分拡大断面図) に示すよぅに、略同一平面上において、

折りたたみ開閉可動機構243の折りたたみ軸方向が互いに平行となるよぅに配置さ

れている。

００58 また、折りたたみ開閉可動機構243a～dは、分割パネル24 a～dの中央近傍にお

いて長手方向に延びるよぅにして設けられている。そして、折りたたみ開閉可動機構2

43a～dは、長手方向を軸方向として、分割パネル24 a～dを折りたたむ。

ここで、折りたたみ開閉可動機構243a～dは、ケーシング3に対して回転可能であ

るものの位置が固定されている固定端として機能する。また、各分割パネル24 a～d

の両端部は、図 6に示すよぅに、スライドスペースSが設けられたパネル枠33に対し

て自由にスライドする自由端として機能する。

なお、停止状態では、図 5 (a) および図 6 (a) に示すよぅに、各分割パネル24 a

～dは、折りたたまれることなくパネル枠33に設けられたスライドスペースS中に納まっ
ており、略同一平面上に互いに連続するよぅに配置されることで吸込 口234を覆って

いる。

００59 そして、運転状態では、図 b)および図 6 (b)～(e) に示すよぅに、各分割パネ、

ル24 a～dは、各折りたたみ開閉可動機構243a～dによって折りたたまれている (図

6 (b 、( 、(d) (e) において折りたたんでいる様子を段階別に示している)。そし

て、各分割パネル24 a～dは、固定端として機能する各折りたたみ開閉可動機構24

3 ～dはケーシング3に対して支持された状態を持続させる。そして、自由端として機

能する各分割パネル24 a～dの両端部は、スライドスペースS内において互いに近

づくよぅにスライドすることで、各分割パネル24 a～dは折りたたまれる。この際、パネ、

ル枠33および各分割パネル24 ～dの両端部は、ケーシング3に対して下降するこ

とになる。このよぅにして、吸込 口234が開口される。

なお、吸込 口234から吸い込まれた空気は、下降したパネル枠33とケーシング3と

の間に生ずる各吹出口235a～dを介して吹き出される。

００6０ (第2実施形態の空気調和装置の特徴)



第2実施形態の天井設置型の空気調和装置2００では、分割ィロ粧パネル4は、各折

りたたみ開閉可動機構243a～dを有している。この各折りたたみ開閉可動機構243a

～dは、各分割パネル24 a～dを停止状態から運転状態にする場合に、吸込 口34

に対して垂直に位置するよぅに折りたたむ。これにより、吸込 口34を通過しよぅとする

空気流れに対して妨げとなるよぅに配置される部分が停止状態と比較して少なくなっ
ている。

また、折りたたむことなく各分割パネル24 a～dそれぞれを垂直状態にする場合と

比較して、折りたたんだ状態で吸込 口34から下方に延びる部分の長さを短くすること

ができる。これにより、吸込 口34の周辺における通風抵抗を低減させて周囲からの吸

込を容易ィビさせている。

００61 また、各折りたたみ開閉可動機構243a～dは、複数に分けられた分割パネル24 a

～dのそれぞれに設けられ、各分割パネル24 a～dのそれぞれを個別に折りたたむ

。このため、 枚の分割パネルを2つ折りにして折りたたむ場合と比較して、通風抵抗

の数を低減できている。

さらに、一枚でなく複数枚の分割パネル24 a～dのそれぞれを折りたたむことで、

折りたたんだ状態で吸込 口34から下方に延びる部分の長さをよりいっそぅ短くでき、

吸込 口34の周辺における通風抵抗をさらに低減させて周囲からの吸込をよりいっそ
ぅ容易ィビさせている。

また、これらにより、停止状態から運転状態に移行するために必要となる各分割パ

ネル24 a～dの動作が少なくて済み、吸込 口34から下方に突出する程度を抑えて、

意匠性を向上させている。

００62 (第2実施形態の空気調和装置の変形例)

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は実施形態に限定される

ものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

( )

上記第2実施形態の空気調和装置2００では、各折りたたみ開閉可動機構243a～
dがケーシング3に対する固定端として機能し、各分割パネル24 ～dの両端部がパ

ネル枠33のスライドスペース に対してスライドする自由端として機能する場合を例に



挙げて説明した。

しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図 7に示すよぅな構成とし

ても同様の効果が得られる。すなわち、図 (a)～(e) に示すよぅに、各折りたたみ開

閉可動機構243 ～dがパネル枠33に対する固定端として機能し、各分割パネル24

a～dの両端部がケーシング3に設けられたスライドスペースSに対してスライドする

自由端として機能するよぅな構成としてもよい。

００63 ( )

上記第2実施形態の空気調和装置2００では、運転状態においてパネル枠33が各

分割パネル24 a～dに対してスライドしつつ下降する場合について例に挙げて説明

した。

しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図 8に示すよぅに、パネル

枠33が設けられていない構成であってもよい。

図 8(a) に示すよぅに、それぞれ折りたたみ開閉可動機構243a～dを有している各

分割パネル24 a～dの端部が、ケーシング3に設けられたスライドスペースSに対し

て、スライドし、各折りたたみ開閉可動機構243a～dを下降させるよぅにしていくことで

、吸込 口34を開ロするよぅな構成としてもよい。

また、図 8(b) に示すよぅに、それぞれ折りたたみ開閉可動機構243a～dを有して

いる各分割パネル24 a～dの各折りたたみ開閉可動機構243a～dが、それぞれケ

ーシング3に設けられた支持部材247a～dに対して支持されたままの状態で、各分

割パネル24 a～dが折りたたまれることで、吸込 口34を開ロするよぅな構成としても

よい。

００64 く第3実施形態ノ

以下、図 9および図2０を参照しつつ、本発明の第3実施形態に係る天井設置型

の空気調和装置3００について説明する。

なお、第3実施形態の天井設置型の空気調和装置3００について、第 実施形態の

空気調和装置 と共通する点については、ここでは説明を省略する。

空気調和装置3００の分割ィロ粧パネル4は、吸込グリル36の下方に配置される第

～第4分割パネル34 a～fを備えており、各分割パネル34 a～fはそれぞれスライド



開閉可動機構343a～fを有している点で、第 、第2実施形態の空気調和装置 、2

００と最も相違している。

このスライド開閉可動機構343a～fは、図 (a) (b)および図2０に示すよぅに、各

分割パネル34 a～fの両端部分に関する機構であり、各分割パネル34 a～fの一

端部分をケーシング3に対して回転可能に支持させる固定端として機能する機構と、

各分割パネル34 a～fの他端部分をパネル枠33に設けられたスライドスペースSに

対してスライドさせる自由端として機能する機構と、を有している。

００65 なお、各スライド開閉可動機構343a～fは、それぞれ互いに主なスライド方向 (水平

方向であるスライド方向)が共通するよぅに配置されている。ここでは、図 9および図

2０に示すよぅに、各分割パネル34 a～cは、図の左側の端部がスライドし、各分割

パネル34 d～fは、図の右側の端部がスライドするよぅに配置されている。

ここで、停止状態では、図 9(a) に示すよぅに、各分割パネル34 a～fは、スライド

されることなくパネル枠33に設けられたスライドスペース 中に納まっており、略同一

平面上に互いに連続するよぅに配置されることで吸込 口334を覆っている。

そして、運転状態では、図 b)および図2０に示すよぅに、各分割パネル34 a～
fは、各スライド開閉可動機構343a～fが機能することで、各分割パネル34 a～fが

吸込 口334に対して垂直な位置関係となるよぅに、パネル枠33に設けられたスライド

スペース に対して一端がスライドする。この際、パネル枠33および各分割パネル34

a～fの両端部は、ケーシング3に対して下降することになる。このよぅにして、吸込 口

334が開口される。

００66 なお、吸込 口334から吸い込まれた空気は、下降したパネル枠33とケーシング3と

の間に生ずる各吹出口335a～dを介して吹き出される。

(第3実施形態の空気調和装置の特徴)

第3実施形態の天井設置型の空気調和装置3００では、各分割パネル34 a～fは、

運転状態では、スライド開閉可動機構343a～fが機能することによって、吸込 口334

に対して略垂直な方向を向くよぅに位置を変更させる。このため、各分割パネル34 a

～fのぅち、吸込 口334を通過しよぅとする空気流れに対して妨げとなるよぅに配置さ

れる部分が停止状態と比較して少なくなっている。



また、各スライド開閉可動機構343a～fは、複数に分けられた分割パネル34 a～f

のそれぞれの端部において機能し、各分割パネル34 a～fのそれぞれを個別にスラ

イドさせている。このため、 枚の分割パネルをスライドさせて吸込 口334を開口させ
る場合と比較して、複数の分割パネル34 a～fをスライドさせて吸込 口334を開口さ

せているため、通風抵抗を低減させることができる。

００67 さらに、一枚でなく複数枚の分割パネル34 ～fのそれぞれを個別にスライドさせ
ることで、スライドさせた状態で吸込 口334から下方に延びる部分の長さをよ 、卯 っそ
ぅ短くでき、吸込 口3 34の周辺における通風抵抗をさらに低減させて周囲からの吸込

をよりレ㌧そぅ容易ィビさせている。

また、これらにより、停止状態から運転状態に移行するために必要となる各分割パ

ネル24 a～fの動作が少なくて済み、吸込 口334から下方に突出する程度を抑えて

、意匠性を向上させている。

なお、分割パネル34 a 3 b 34 cを互いに平行に配置させつつ、これとは別個

に、分割パネル34 d 34 e 34 fを互いに平行に配置させている。そして、これら

の互いに平行な状態を保ったままでスライド開閉可動機構343a～fによって開閉さ

せることで、開閉動作の途中であっても吸込 口334の通風抵抗を低減させた状態と

することができる。

００68 (第3実施形態の空気調和装置の変形例)

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は実施形態に限定される

ものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

( )

上記第3実施形態の空気調和装置3００では、運転状態においてパネル枠33が各

分割パネル34 a～fに対してスライドしつつ下降する場合について例に挙げて説明

した。

しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図2 (a) に示すよぅに、パ

ネル枠33が設けられていない構成であってもよい。

(

また、図2 (b) に示すよぅに、各スライド開閉可動機構343a～fを有する各分割パ



ネル34 a～fのそれぞれが、パネル枠33に設けられたスライドスペースS中において

設けられており、固定端として機能する部分が無くてもよい。

００69 (C)

また、図2 (c) に示すよぅに、各分割パネル34 a～fが有しているスライド開閉可動

機構343 ～fは、一端がパネル枠33において固定端として機能し、他端がケーシン

グ3に設けられたスライドスペースSにおいて自由端として機能するよぅに構成されて

いてもよい。

( )

また、図2 (d) に示すよぅに、各分割パネル34 a～fが有しているスライド開閉可動

機構343 ～fは、一端がケーシング3において固定端として機能し、他端がパネル

枠33に設けられたスライドスペース において自由端として機能するよぅに構成され

ており、各分割パネル34 a～fが互いに平行関係となるよいに配置されていなくても

よい。

００7０ く他の実施形態ノ

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定

されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

( )

本発明は上述した第 ～第3実施形態における天井設置型の空気調和装置 、2０

、3００限られるものではなく、例えば、図22に示すよぅな、天井設置型の空気調和

装置4００であってもよい。なお、この天井設置型の空気調和装置4００について、第

実施形態の空気調和装置 と共通する点については、ここでは説明を省略する。

空気調和装置4００の分割ィロ粧パネル4は、図22に示すよぅに、第 ～第4分割パネ、

ル44 a～44 dを有している。この各分割パネル44 a～dは、それぞれ回転開閉可

動機構444a～dを有しており、空気調和装置4００が停止状態となっている場合と運

転状態となっている場合とで、回転状態が異なるよぅに調節される。

００71 停止状態では、空気調和装置4００は、図22 (a) に示すよぅに、第 ～第4分割パネ、

ル44 a～44 dが平面視において、天井面に配置されているケーシング3の周縁に

おいてケーシング3の下面に沿ぅよぅにして略平面状にそれぞれ配置されている。



また、運転状態では、空気調和装置4００は、図22(b) に示すよぅに、第 から第4分

割パネル44 a～dが、それぞれの回転開閉可動機構444a～dによって回転し、ケ

ーシング3の下面内側においてそれぞれ吸込 口434a～dが登場する。そして、これと

同時に、ケーシング3の下面外側においてそれぞれ吹出口435a～dが登場する。

この運転状態において、送風ファン5が駆動することで、吸込 口434a～dを介して

ケーシング3内部に吸い込まれた室内空気は、吸込グリル36を通過し、フイルタ37に

よって挨が除去され、熱交換器6を流れる冷媒との熱交換により温度が調節されて、

各吹出口435a～dを介して室内に対して吹き出される。

このよぅに、空気調和装置4００でも、各分割パネル44 a～dが回転開閉可動機構

444a～dによって回転されるだけで、吸込 口434a～dおよび吹出口435a～dが確

保されるため、上述した第 ～第3実施形態の空気調和装置 ，2００ 3００と同様に、

天井面がスッキリと見えるよぅにして意匠性を向上させつつ、空気調和のための通気

を容易に確保することができる。

( )

また、図23および図24に示すよぅな、天井設置方型の空気調和装置5００であって

もよい。なお、この天井設置型の空気調和装置5００について、第 実施形態の空気

調和装置 と共通する点については、ここでは説明を省略する。

空気調和装置5００の嵌合ィロ粧パネル5０4は、図23に示すよぅに、ケーシング3に

は、吸込 口534を介した通気を部分的に遮断するための遮断部材39a～39fが設け

られている。この遮断部材39a～39fは、図23に示すよぅに、吸込 口534の通気を部

分的に塞ぐよぅにして互いに並行に延びる部材 (図23でいぅ紙面奥行き方向に延び

る部材)である。吸込 口534に遮断部材395～39e が設けられているため、運転時に

は、室内空気は、この遮断部材39a～39eを回避するよぅにして吸込 口534a～534

eを通過してケーシング3内部に取り込まれる。また、嵌合ィロ粧パネル5０4は、図23

に示すよぅに、ケーシング3の遮断部材39a～39f に対応するよぅにして遮断対応開

口49a～49fが設けられ、この遮断対応開口49a～49fの間において吸込 口534a～
吸込 口534eの通気部分に対応するよぅに互いに並行に延びる複数の嵌合部材54

a～54 eが設けられている。



００73 空気調和装置5００が停止状態となっている場合には、図24 (a) に示すよぅに、この

嵌合ィロ粧パネル5０4の嵌合部材54 a～54 eのそれぞれが、ケーシング3の遮断

部材39a～39fに対して嵌合されて、通気を遮断し、各嵌合部材54 a～54 eの下

端面と各遮断部材39a～39fの下端面とによって略フラットな面が構成されるよぅにな

っている。これにより、停止状態では、室内側から天井面を見た時に、空気調和装置

5００の下面がスッキリとして見えるよぅになっている。また、空気調和装置5００が運転

状態となっている場合には、図24 (b) に示すよぅに、この嵌合ィロ粧パネル5０4の嵌合

部材54 a～54 eは、開閉可動機構543が作動することで、ケーシング3に対して下

降した状態となる。これにより、運転状態においては、送風ファン5が駆動することで、

室内空気は、図24 (b) に示すよぅに、遮断対応開口49a～49fを通過し、さらに、吸

込 口534a～吸込 口534eを通過して、ケーシング3内部に取り込まれる。このよぅにし

て取り込まれた空気は、吸込グリル36を通過し、フイルタ37によって挨が除去され、

熱交換器6を流れる冷媒との熱交換により温度が調節されて、各吹出口535a～535

dを介して、再び室内に対して吹き出される。

００74 このよぅに、空気調和装置5００でも、上述した第 ～第3実施形態の空気調和装置

，2００ ００と同様に、天井面がスッキリと見えるよぅにして意匠性を向上させること

ができる。また、運転状態における室内空気の取込は、嵌合ィロ粧パネル4とケーシン

グ3との離隔距離によって形成される水平方向の隙間を介した取込ではなく、停止状

態から運転状態となった場合に各吸込 口534a～534eの位置と遮断対応開口49a

～49fの位置との位置関係のズレで生じる流路を介して行われている。これにより、

室内空気のケーシング3内への取込を確保するには、各吸込 口534a～534eの位

置と遮断対応開口49a～49fの位置との位置関係のズレを確保することができれば

充分であり、嵌合化粧パネル5０4をケーシング3に対して必要以上に離隔させなくて

済む。これにより、嵌合ィロ粧パネル5０4の運転状態における下降の程度を少なく抑

えることができ、通気を用意に確保することができる。また、嵌合ィロ粧パネル5０4の下

降の程度が抑えられるため、天井から嵌合ィロ粧パネル5０4が下降することによって、

室内にいる人間が天井が低くなったよぅな圧迫感を感じる等の不具合を抑えることが

でき、この点でも意匠性を向上させることができる。



産業上の利用可能，性

本発明によれば、意匠性を向上させつつ通気を確保することができるため、ュ一ザ

からよく見られる位置に配置されて意匠性が要求される空気調和装置への適用が特

に有用である。



請求の範囲

空調対象空間の上方に配置される空気調和装置 ( )であって、

第 通気 口 (34)と、前記第 通気 口 (34)を通過する空気が通過する第2通気 口 (3

S a～35d) とを有するケーシング (3) と、

第 パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) と第2パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) との少なく

とも2つを含むパネル (4 ) と、前記第 通気 口 (34)と前記パネル (4 ) との相対位置

を変ィビさせる可動機構 (43) と、を有するパネル部 (4)と、

を備え、

前記可動機構 (43) は、前記第 パネルの一端と前記第2パネルの一端とが近接し

て位置することで前記第ェ通気 口 (34)を介した空気流れを遮断する第 状態と、前

記第 パネルの一端および前記第2パネルの一端が互いに離反して前記第 状態と

異なる位置に移動して前記第 通気 口 (34)の少なくとも一部を介した空気流れを許

可する第2状態と、を切り替える、

空気調和装置 ( )
o

2 前記第 状態では、前記第 パネルの面および前記第2パネルの面と、前記第 通

気 口の面と、が近接して配置され、

前記第2状態では、前記第 パネルの面および前記第2パネルの面と、前記第 通

気 口の面と、が前記第 状態よりも互いに離反した位置に配置される、

請求項 に記載の空気調和装置 ( )
o

3 空調対象空間の上方に配置される空気調和装置 ( )であって、

第 通気 口 (34)と、前記第 通気 口 (34)を通過する空気が通過する第2通気 口 (3

S a～35d) とを有するケーシング (3) と、

端部の第 回転軸を中心として回動する第 パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) と端部

の第2回転軸を中心として回動する第2パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) との少なくとも

2つのパネルと、前記第 通気 口 (34)と前記パネル (4 ) との相対位置を変ィビさせる

可動機構 (43) と、を有するパネル部 (4)と、

を備え、

前記可動機構 (43) は、前記第 パネルの面と前記第2パネルの面との向きが前記



第 通気 口における主な通気方向と略同一であって、前記第 パネルの面と前記第2

パネルの面とが略同一平面上に位置することで前記第 通気 ロ (34)を介した空気

流れを遮断する第 状態と、前記第 回転軸が軸となって前記第 パネルが、前記第

2回転軸が軸となって前記第2パネルが、それぞれ回動することで、前記第 パネル

の面の向きおよび前記第2パネルの面の向きが前記第 通気 口における主な通気方

向に対して略垂直な方向視において互いに重なるよぅに位置することで前記第 通

気 ロ (34)の少なくとも一部を介した空気流れを許可する第2状態と、を切り替える、

空気調和装置 ( )
o

4 前記パネル部 (4)は、パネルスライドスペース ( )が設けられ、前記第 状態におい
て前記第 パネルおよび前記第2パネルと何に前記第 吹出口 (34)を介した空気流

れを遮断するパネル枠 (33) と、をさらに有し、

前記ケーシング (3) は、前記パネル枠 (33) を支持するケーシング支持部 (38) をさ

らに有し、

前記第 パネルは、前記第 回転軸に対して反対側の端部であって前記パネルス

ライドスペース ( ) に対してスライドする第 スライド端をさらに有し、

前記第 回転軸は前記ケーシング支持部 (38) に対して回動可能に支持され、

前記第2パネルは、前記第2回転軸に対して反対側の端部であって前記パネルス

ライドスペース ( ) に対してスライドする第2スライド端をさらに有し、

前記第2回転軸は前記ケーシング支持部 (38) に対して回動可能に支持される、

請求項3に記載の空気調和装置 ( )
o

5 前記パネル部 (4)は、前記ケーシングを支持するパネル支持部 (48) と、前記第

パネルおよび前記第2パネルと何に前記第 吹出口 (34)を介した空気流れを遮断

するパネル枠 (33) と、をさらに有し、

前記ケーシング (3) は、ケーシングスライドスペース ( )をさらに有し、

前記第 パネルは、前記第 回転軸に対して反対側の端部であって前記ケーシン

グスライドスペース ( )に対してスライドする第 スライド端をさらに有し、

前記第 回転軸は前記パネル支持部 (48) に対して回動可能に支持され、

前記第2パネルは、前記第2回転軸に対して反対側の端部であって前記ケーシン



グスライドスペース ( )に対してスライドする第2スライド端をさらに有し、

前記第2回転軸は前記パネル支持部 (48) に対して回動可能に支持される、

請求項3に記載の空気調和装置 ( )
o

6 空調対象空間の上方に配置される空気調和装置 ( )であって、

第 通気 口 (34)と、前記第 通気 口 (34)を通過する空気が通過する第2通気 口 (3

S a～35d) とを有するケーシング (3) と、

第 パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) と、一端部が前記第 パネルの一端部と共通し

た第 共通回転軸を構成するよぅに配置された第2パネル (4 a 4 b 4 c 4 d) と

、前記第 通気 口 (34)と前記パネル (4 ) との相対位置を変ィビさせる可動機構 (43)

と、を有するパネル部 (4)と、

を備え、

前記可動機構 (43) は、前記第 パネルの面と前記第2パネルの面との向きが前記

第 通気 口における主な通気方向と略同一であって、前記第 パネルの面と前記第2

パネルの面とが略同一平面上に位置することで前記第 通気 口 (34)を介した空気

流れを遮断する第 状態と、前記第 共通回転軸を中心として前記第 パネルおよび

前記第2パネルがそれぞれ回動し、前記第 パネルの面の向きおよび前記第2パネ、

ルの面の向きが前記第 通気 口における主な通気方向に対して略垂直な方向視に

おいて互いに重なるよぅに位置することで前記第 通気 口 (34)の少なくとも一部を介

した空気流れを許可する第2状態と、を切り替える、

空気調和装置 ( )
o

7 前記パネル部 (4)は、第3パネルと、端部が前記第3パネルの端部と共通している

第2共通回転軸を構成するよぅに配置された第4パネルと、をさらに有し、

前記可動機構 (43) は、前記第 状態において、前記第 パネルの面、前記第2パ

ネルの面、前記第3パネルの面および前記第4パネルの面の向きが前記第 通気 口

における主な通気方向と略同一であって、前記第 パネルの面、前記第2パネルの

面、前記第3パネルの面および前記第4パネルの面が略同一平面上に位置すること

で前記第 通気 口 (34)を介した空気流れを遮断し、前記第2状態において、前記第

共通回転軸を中心としてそれぞれが回動することで前記第 パネルと前記第2パネ、



ルとが略重なった状態としつつ、前記第2共通回転軸を中心としてそれぞれが回動

することで前記第3パネルと前記第4パネルとが略重なった状態とする、

請求項6に記載の空気調和装置 ( ) o

8 前記パネル部 (4)は、パネルスライドスペース ( )が設けられ、前記第 状態におい
て前記第 パネルおよび前記第2パネルと伴に前記第 吹出口 (34)を介した空気流

れを遮断するパネル枠 (33) と、をさらに有し、

前記ケーシング (3) は、前記パネル枠 (33) を支持するケーシング支持部 (38) をさ

らに有し、

前記第 パネルは、前記共通回転軸に対して反対側の端部であって前記パネルス

ライドスペース ( ) に対してスライドする第 スライド端をさらに有し、

前記第2パネルは、前記共通回転軸に対して反対側の端部であって前記パネルス

ライドスペース ( ) に対してスライドする第2スライド端をさらに有し、

前記共通回転軸は、前記パネル支持部 (48) に対して回動可能に支持される、

請求項6に記載の空気調和装置 ( ) o

9 前記パネル部 (4)は、前記ケーシングを支持するパネル支持部 (48) と、前記第

パネルおよび前記第2パネルと伴に前記第 吹出口 (34)を介した空気流れを遮断

するパネル枠 (33) と、をさらに有し、

前記ケーシング (3) は、ケーシングスライドスペース ( )を有し、

前記第 パネルは、前記共通回転軸に対して反対側の端部であって前記ケーシン

グスライドスペース ( )に対してスライドする第 スライド端をさらに有し、

前記第2パネルは、前記共通回転軸に対して反対側の端部であって前記ケーシン

グスライドスペース ( )に対してスライドする第2スライド端をさらに有し、

前記共通回転軸は、前記パネル支持部 (48) に対して回動可能に支持される、

請求項6に記載の空気調和装置 ( ) o

０ 空調対象空間の上方に配置される空気調和装置 ( )であって、

第 通気 口 (534 534a～534e) と、前記第 通気 口 (534) に設けられて通気を部

分的に遮断する遮断部 (39 39a～ f) と、前記第 通気 口 (534a～534e) を通過

する空気が通過する第2通気 口 (535a～535d) とを有するケーシング (3) と、



前記第 通気 口 (53 4a～534e) に対応した形状のパネル (54 54 a～54 e) と

、前記遮断部に対応した形状の遮断対応開口部 (49 49 ～49 )と、前記第 通気

口 (53 4a～534e) と前記パネル (54 a～54 e) との相対位置を変ィヒさせる可動機

構 (543) と、を有するパネル部 (4)と、

を備え、

前記可動機構 (543) は、前記パネル (54 a～54 e)の周縁部が前記第 通気 口 (

534a～534e) の周縁部に対応し、前記遮断対応開口部 (49a～49f) の周縁部が前

記遮断部 (39a～ f)の周縁部に対応するよぅに配置して前記第 通気 口 (53 4a～
534e) を介した空気流れを遮断する第 状態と、前記パネル (54 a～54 e)の周縁

部と前記第 通気 口 (53 4a～534e) の周縁部との位置関係、および、前記遮断対応

開口部 (49a～49f) の周縁部と前記遮断部 (39a～ f)の周縁部との位置関係を前

記第 状態と異なる状態にすることで、前記第 通気 口(53 4a～534e) の少なくとも

一部を介した空気流れを許可する第2状態と、を切り替える、

空気調和装置 ( ) o

前記第 通気 口 (34)は、前記ケーシング (3) 内への吸込 口として機能し、

前記第2通気 口 (35a～d) は、前記ケーシング (3) からの吹出口として機能する、

請求項 から ０のいずれか 項に記載の空気調和装置 ( ) o

2 前記可動機構 (43) は、前記第2状態における前記パネル (4 ) と前記ケーシング (

3) とを互いに離反させて、前記第2通気 口を広げる、

請求項 から皿のいずれか 項に記載の空気調和装置 ( ) o

3 前記可動機構 (43) は、前記第2状態における前記パネル (4 )を、平面視におい
て前記第2通気 口(35a～d が覆われる位置に配置する、

請求項 2に記載の空気調和装置 ( ) o

4 前記第2状態において前記第2通気 口 (35a～d)近傍における前記パネル (4 )の

前記ケーシング (3) に対する傾斜角度を変更する角度調節機構 (44) をさらに備えた

請求項 2または 3に記載の空気調和装置 ( ) o

5 前記第2状態において前記ケーシング (3) と前記パネル (4 ) との間に位置し、前



記第2通気 口 (35a～d)を通過する空気流れの向きを調節するフラップ (45) をさらに

備えた、

請求項 2から 4のいずれか 項に記載の空気調和装置 ( )o

6 前記パネル (4 )は、表面が略フラットな形状であり、前記第 状態では前記第 通

気 口 (34)を略平面形状となって覆ぅ、

請求項 から 5のいずれか 項に記載の空気調和装置 (
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