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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングと、
　前記ケーシングの外に設けられる第１のモーターと、
　前記第１のモーターに接続される第１の伝動ユニットであって、前記第１のモーターの
モーター軸に接続される主動歯車と、前記主動歯車に噛合される中間歯車と、駆動盤と、
第１の従動歯車とを含む第１の伝動ユニットと、
　前記第１の伝動ユニットに接続される運動部品と、を含む駆動機構であって、
　前記運動部品は、蓋板プッシュロッド及びパネルプッシュロッドを含み、前記第１の従
動歯車は前記蓋板プッシュロッドに接続され、
　前記駆動機構は、
　前記ケーシングの外側に設けられる第２のモーターと、
　前記第２のモーターに接続される第２の伝動ユニットと、
　前記第２の伝動ユニットに接続される導風板プッシュロッドと、を更に含み、
　前記第２のモーターは、前記第２の伝動ユニットを介して前記導風板プッシュロッドが
動くように駆動し、
　前記駆動盤は、
　第１の側面及び前記第１の側面と反対する第２の側面を含み、前記第１の側面にパネル
プッシュロッドの動きを案内するためのガイドレール溝が設けられる円盤状部と、
　前記円盤状部の第２の側面に固定接続され、且つ前記円盤状部と同軸に設けられる駆動
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歯車と、
を含み、
　前記駆動歯車はそれぞれ前記中間歯車及び前記第１の従動歯車に噛合されて前記蓋板プ
ッシュロッドが動くように駆動し、
　前記駆動歯車は、駆動盤が回転するように駆動するための主動歯車に接続され、前記駆
動歯車は第１の従動歯車が回転するように駆動し、
　前記ガイドレール溝は、前記円盤状部と同軸に設けられる円弧状の第１のガイドレール
溝と、前記第１のガイドレール溝の一端に連通され、且つ前記円盤状部の軸中心へ延伸す
る第２のガイドレール溝と、を含む、ことを特徴とする駆動機構。
【請求項２】
　前記第２のガイドレール溝が滑らかな曲線状又は円弧状又はインボリュート状である、
ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機構。
【請求項３】
　前記第２のガイドレール溝が駆動することにより動く前記パネルプッシュロッドの有効
な経路の両端と前記円盤状部の中心との夾角が３０～３６０度である、ことを特徴とする
請求項２に記載の駆動機構。
【請求項４】
　前記夾角が７０～８５度又は３６度又は７７度である、ことを特徴とする請求項３に記
載の駆動機構。
【請求項５】
　前記駆動歯車は不完全歯車であり、前記不完全歯車の無歯部の円弧角度が３０～３００
度である、ことを特徴とする請求項４に記載の駆動機構。
【請求項６】
　前記円弧角度が３２～４０度又は３６度である、ことを特徴とする請求項５に記載の駆
動機構。
【請求項７】
　前記円盤状部の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴を有する中心軸を形成し、
前記ガイドレール溝は、円盤状部の第１の側面が外へ突出して形成されたガイドレール溝
壁によって区画されて形成され、前記中心軸の外壁と前記ガイドレール溝壁との間に第１
の補強リブが形成されている、ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機構。
【請求項８】
　前記円盤状部の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴を有する中心軸を形成し、
前記第１の従動歯車に中空の腹部が形成され、前記腹部には前記中心軸と前記駆動歯車の
内壁とを接続する第２の補強リブを有する、ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機構
。
【請求項９】
　前記円盤状部に前記駆動盤の取付位置を位置決めするための第１の貫通孔が形成されて
いる、ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機構。
【請求項１０】
　前記蓋板プッシュロッドは、内壁に前記第１の従動歯車に噛合される第１の円弧形ラッ
クが形成される第１の円弧状部を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機構。
【請求項１１】
　前記第１の円弧状部に第１の円弧形ガイドレールが形成され、前記ケーシングは、前記
第１の円弧状部の形状とマッチングする第１の収容部が形成される支持板を含み、前記第
１の収容部に第１のピン軸が取付られ、前記第１の円弧形ガイドレールと前記第１のピン
軸とが協力して前記蓋板プッシュロッドの動きを案内する、ことを特徴とする請求項１０
に記載の駆動機構。
【請求項１２】
　前記パネルプッシュロッドは、一の側に第１の回転軸が設けられる第１の部材を含み、
前記第１の回転軸は前記ガイドレール溝に結合されてガイドレール溝内でスライドする際



(3) JP 6701329 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

に前記パネルプッシュロッドが動くように駆動する、ことを特徴とする請求項１１に記載
の駆動機構。
【請求項１３】
　前記第１の部材の他の側に第２の回転軸が前記第１の回転軸と同軸に設けられ、前記ケ
ーシングは、前記第１の回転軸と同一の運動軌跡である第３のガイドレール溝が設けられ
るカバーを含み、前記第２の回転軸は前記第３のガイドレール溝内に取付られている、こ
とを特徴とする請求項１２に記載の駆動機構。
【請求項１４】
　前記パネルプッシュロッドは、前記第１の部材に固定接続される第２の部材を更に含み
、前記第２の部材に第２の円弧形ガイドレールが設けられ、前記駆動機構は、前記ケーシ
ング内に取付られ且つ前記ケーシングをレフトキャビティとライトキャビティとに仕切る
中間仕切板を含み、前記パネルプッシュロッドは前記ライトキャビティに取付られ、前記
中間仕切板に第１の案内軸が設けられ、前記第１の案内軸と前記第２の円弧形ガイドレー
ルとが協力して前記パネルプッシュロッドのスライド範囲を限定する、ことを特徴とする
請求項１２に記載の駆動機構。
【請求項１５】
　前記第２の部材の前記第２の円弧形ガイドレールの外側に第３の円弧形ガイドレールが
更に設けられ、前記第３の円弧形ガイドレールは、前記第２の円弧形ガイドレールと同心
に設けられ、且つ長さが前記第２の円弧形ガイドレールより長く、前記中間仕切板に第２
の案内軸が更に設けられ、前記第２の案内軸と前記第３の円弧形ガイドレールとが協力し
て前記パネルプッシュロッドの動きを限定する、ことを特徴とする請求項１４に記載の駆
動機構。
【請求項１６】
　前記第２の伝動ユニットは、前記第２のモーターのモーター軸に接続される第２の従動
歯車を含み、前記導風板プッシュロッドは、内壁に前記第２の従動歯車に噛合される第２
の円弧形ラックが形成される第２の円弧状部を含み、前記第２の円弧状部に第４の円弧形
ガイドレールが形成され、前記ケーシングは、第２の収容部が設けられる支持板を含み、
前記第２の収容部に第３のピン軸が取付られ、第２の円弧状部は前記第２の収容部に取付
られ、且つ前記第３のピン軸と前記第４の円弧形ガイドレールとが協力することにより、
前記パネルプッシュロッドの動きを案内する、ことを特徴とする請求項１に記載の駆動機
構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年７月１４日に中国国家知識産権局に提出された特許出願番号が２
０１５１０４１３０５９．８、２０１５２０５０９８５０．４、２０１５１０４１２５０
４．９、２０１５２０５０８８０７．６、２０１５１０４１３２４１．３、２０１５２０
５０９６４６．２、２０１５１０４１３２３４．３、２０１５２０５０９８３０．７であ
る特許出願の優先権及び権益を主張するものであり、当該中国特許出願の全内容は参照に
より本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、空気調和機器技術分野に関し、特に駆動盤及び駆動機構に関する。　
【背景技術】
【０００３】
　駆動機構が複数の部品が動くように駆動する場合に、複数の部品間で干渉が起こること
によって駆動機構が正常に作動することができなくなるおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、従来技術における少なくとも一つの技術的課題を解決することを目的とする
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。そのため、本発明は、駆動盤及び駆動機構を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態における駆動盤は、反対する第１の側面及び第２の側面を含み、前記
第１の側面にパネルプッシュロッドの動きを案内するためのガイドレール溝が設けられる
円盤状部と、前記円盤状部の第２の側面に固定接続され、且つ前記円盤状部と同軸に設け
られる駆動歯車と、を含み、前記駆動歯車は、前記駆動盤が回転するように駆動するため
の主動歯車に接続され、前記駆動歯車は、第１の従動歯車が回転するように駆動する。
【０００６】
　本発明の実施形態における駆動盤は、同時に二つの部材が動くように駆動することがで
きるので、動力源を減らし、前記駆動盤を備える装置の構成をよりコンパクトにする。
【０００７】
　一部の実施形態において、前記ガイドレール溝は、前記円盤状部と同軸に設けられる円
弧状の第１のガイドレール溝と、前記第１のガイドレール溝の一端に連通され、且つ円盤
状部の軸中心へ延伸する第２のガイドレール溝と、を含む。
【０００８】
　一部の実施形態において、前記第２のガイドレール溝が滑らかな曲線状又は円弧状又は
インボリュート状である。
【０００９】
　一部の実施形態において、前記第２のガイドレール溝が駆動することにより動く前記パ
ネルプッシュロッドの有効な経路の両端と前記円盤状部の中心との夾角が３０～３６０度
である。
【００１０】
　一部の実施形態において、前記第２のガイドレール溝が駆動することにより動く前記パ
ネルプッシュロッドの有効な経路の両端と前記円盤状部の中心との夾角が７０～８５度又
は３６度又は７７度である。
【００１１】
　一部の実施形態において、前記駆動歯車は不完全歯車であり、前記不完全歯車の無歯部
の円弧角度が３０～３００度である。
【００１２】
　一部の実施形態において、前記円弧角度が３２～４０度又は３６度である。
【００１３】
　一部の実施形態において、前記円盤状部の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴
を有する中心軸を形成され、前記ガイドレール溝は、円盤状部の第１の側面が外へ突出し
て形成されたガイドレール溝壁によって区画されて形成され、前記中心軸の外壁と前記ガ
イドレール溝壁との間に第１の補強リブが形成されている。
【００１４】
　一部の実施形態において、前記駆動歯車に中空の腹部が形成され、前記腹部には前記中
心軸と前記駆動歯車の内壁とを接続する第２の補強リブを有する。
【００１５】
　一部の実施形態において、前記円盤状部に前記駆動盤の取付位置を位置決めするための
第１の貫通孔が形成されている。
【００１６】
　本発明の実施形態における駆動機構は、ケーシングと、第１のモーターと、第１の伝動
ユニットと、運動部品と、を含み、前記第１のモーターは前記ケーシングの外に設けられ
、前記第１の伝動ユニットは前記第１のモーターに接続され、前記第１の伝動ユニットは
主動歯車と、中間歯車と、第１の従動歯車と、上述した前記駆動盤と、を含み、前記主動
歯車は第１のモーターのモーター軸に接続され、前記中間歯車は前記主動歯車に噛合され
、前記運動部品は前記第１の伝動ユニットに接続され、前記運動部品は蓋板プッシュロッ
ド及びパネルプッシュロッドを含み、前記第１の従動歯車は前記蓋板プッシュロッドに接
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続され、前記駆動歯車はそれぞれ前記中間歯車及び前記第１の従動歯車に噛合されて前記
蓋板プッシュロッドが動くするように駆動する。
【００１７】
　本発明の実施形態における駆動機構は、前記第１のモーターにより、同時に前記蓋板プ
ッシュロッド及び前記パネルプッシュロッドが動くするように駆動することができるので
、前記駆動機構の構成をよりコンパクトにし、前記駆動機構の体積及び重量を減らし、前
記駆動機構の製造コストを低減する。
【００１８】
　一部の実施形態において、前記蓋板プッシュロッドは、内壁に前記第１の従動歯車に噛
合される第１の円弧形ラックが形成される第１の円弧状部を含む。
【００１９】
　一部の実施形態において、前記第１の円弧状部に第１の円弧形ガイドレールが形成され
、前記ケーシングは、前記第１の円弧状部の形状とマッチングする第１の収容部が形成さ
れる支持板を含み、前記第１の収容部に第１のピン軸が設けられ、前記第１の円弧形ガイ
ドレールと前記第１のピン軸とが協力して前記蓋板プッシュロッドの動きを案内する。
【００２０】
　一部の実施形態において、前記蓋板プッシュロッドは、一側に第１の回転軸が設けられ
る第１の部材を含み、前記第１の回転軸は前記ガイドレール溝に結合されてガイドレール
溝内でスライドする際に前記パネルプッシュロッドが動くように駆動する。
【００２１】
　一部の実施形態において、前記第１の部材の他側に第２の回転軸が前記第１の回転軸と
同軸に設けられ、前記ケーシングは、前記第１の回転軸と同一の運動軌跡である第３のガ
イドレール溝が設けられるカバーを含み、前記第２の回転軸は前記第３のガイドレール溝
内に取付られている。
【００２２】
　一部の実施形態において、前記パネルプッシュロッドは、前記第１の部材に固定接続さ
れる第２の部材を更に含み、前記第２の部材に第２の円弧形ガイドレールが設けられ、前
記駆動機構は、前記ケーシング内に取付られ、且つ前記ケーシングをレフトキャビティと
ライトキャビティとに仕切る中間仕切板を含み、前記パネルプッシュロッドは前記ライト
キャビティに取付られ、前記中間仕切板に第１の案内軸が設けられ、前記第１の案内軸と
前記第２の円弧形ガイドレールとが協力して前記パネルプッシュロッドのスライド範囲を
限定する。
【００２３】
　一部の実施形態において、前記第２の部材の前記第２の円弧形ガイドレールの外側に、
前記第２の円弧形ガイドレールと同心に設けられ、且つ長さが前記第２の円弧形ガイドレ
ールより長い第３の円弧形ガイドレールが更に設けられ、前記中間仕切板に第２の案内軸
が更に設けられ、前記第２の案内軸と前記第３の円弧形ガイドレールとが協力して前記パ
ネルプッシュロッドの動きを限定する。
【００２４】
　一部の実施形態において、前記駆動機構は、前記ケーシングの外側に設けられる第２の
モーターと、前記第２のモーターに接続される第２の伝動ユニットと、前記第２の伝動ユ
ニットに接続される導風板プッシュロッドと、を更に含み、前記第２のモーターは、前記
第２の伝動ユニットを介して前記導風板プッシュロッドが動くように駆動する。
【００２５】
　一部の実施形態において、前記第２の伝動ユニットは、前記第２のモーターのモーター
軸に接続される第２の従動歯車を含み、前記導風板プッシュロッドは、内壁に前記第２の
従動歯車に噛合される第２の円弧形ラックが形成される第２の円弧状部を含み、前記第２
の円弧状部に第４の円弧形ガイドレールが形成され、前記支持板に第３のピン軸が取付ら
れる第２の収容部が設けられ、第２の円弧状部は前記第２の収容部に取付られ、且つ前記
第３のピン軸と前記第４の円弧形ガイドレールとが協力することにより、前記蓋板プッシ
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ュロッドの動きを案内する。
【００２６】
　本発明の付加的な特徴及び利点は、一部が以下の説明に示され、一部が以下の説明によ
り明らかになり、又は本発明の実施により理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　本発明の上述及び／又は付加的な特徴及び利点は、下記の図面を参照して実施形態を説
明することにより、明らかになり、理解され易くなる。
【図１】本発明の実施形態の駆動機構の概略斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の駆動機構の概略分解図である。
【図３】本発明の実施形態の駆動機構の一部概略斜視図である。
【図４】本発明の実施形態の駆動機構の伝動ユニットの概略構成図である。
【図５】本発明の実施形態の駆動機構の駆動盤の概略斜視図である。
【図６】本発明の実施形態の駆動機構の駆動盤の別の角度から見る概略斜視図である。
【図７】本発明の実施形態の駆動機構の駆動盤の概略右側面である。
【図８】本発明の実施形態の駆動機構の駆動盤の概略左側面である。
【図９】本発明の実施形態の駆動機構のパネルプッシュロッドの概略斜視図である。
【図１０】本発明の実施形態の壁掛け式空気調和機器の一つの状態の概略斜視図である。
【図１１】本発明の実施形態の壁掛け式空気調和機器のもう一つの状態の概略斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に、本発明の実施形態を詳細に説明する。前記実施形態の例が図面に示されるが、
同一又は類似する符号は、常に、相当又は類似する部品、或いは、相当又は類似する機能
を有する部品を表す。以下に、図面を参照しながら説明される実施形態は例示的なもので
あり、本発明を解釈するためだけに用いられ、本発明を限定するものと理解してはいけな
い。
【００２９】
　 本発明の説明において、「第１」、「第２」の用語は目的を説明するためだけに用い
られるものであり、比較的な重要性を指示又は暗示するか、或いは示された技術的特徴の
数を黙示的に指示すると理解してはいけない。そこで、「第１」、「第２」に限定されて
いる特徴は一つ又はより多くの前記特徴を含むことを明示又は暗示するものである。本発
明の説明において、明確且つ具体的な限定がない限り、「複数」とは、二つ以上を意味す
る。
【００３０】
　本発明の説明において、明確な規定と限定がない限り、「取り付け」、「互いに接続」
、「接続」の用語の意味は広く理解されるべきである。例えば、固定接続や、着脱可能な
接続や、或いは一体的な接続でも可能である。机械的な接続や、電気的な接続や、或いは
互いに通信することも可能である。直接的に接続することや、中間媒体を介して間接的に
接続することや、二つの部品の内部が連通することや、或いは二つの部品の間に相互の作
用関係があることも可能である。当業者にとって、具体的な場合によって上記用語の本発
明においての具体的な意味を理解することができる。
【００３１】
　以下の説明において、多くの異なる実施形態又は例を提供して本発明の異なる構造を実
現する。本発明の説明を簡潔するため、以下に特定の例の部材及び配置について説明する
。勿論、これらは例示に過ぎず、本発明を限定することを意図していない。また、本発明
は、異なる例において参考にした数字及び／又は参考にしたアルファベットを重複するこ
とができる。このような重複は、簡潔及び明瞭にするためのものであり、それ自体は検討
する各種の実施例及び／又は配置の間の関係を示すものではない。また、本発明は、さま
ざまな特定のプロセス及び材料の例を挙げているが、当業者は、他のプロセスの適用及び
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／又は他の材料の使用も考えることが可能である。
【００３２】
　以下に、本発明の実施形態を詳細に説明する。前記実施形態の例が図面に示されるが、
同一又は類似する符号は、常に、相当又は類似する部品、或いは、相当又は類似する機能
を有する部品を表す。以下に、図面を参照しながら説明される実施形態は例示的なもので
あり、本発明を解釈するためだけに用いられ、本発明を限定するものと理解してはいけな
い。
【００３３】
　本発明の説明において、「第１」、「第２」の用語は目的を説明するためだけに用いら
れるものであり、比較的な重要性を指示又は暗示するか、或いは示された技術的特徴の数
を黙示的に指示すると理解してはいけない。そこで、「第１」、「第２」に限定されてい
る特徴は一つ又はより多くの前記特徴を含むことを明示又は暗示するものである。本発明
の説明において、明確且つ具体的な限定がない限り、「複数」とは、二つ以上を意味する
。
【００３４】
　本発明の説明において、明確な規定と限定がない限り、「取り付け」、「互いに接続」
、「接続」の用語の意味は広く理解されるべきである。例えば、固定接続や、着脱可能な
接続や、或いは一体的な接続でも可能である。机械的な接続や、電気的な接続や、或いは
互いに通信することも可能である。直接的に接続することや、中間媒体を介して間接的に
接続することや、二つの部品の内部が連通することや、或いは二つの部品の間に相互の作
用関係があることも可能である。当業者にとって、具体的な場合によって上記用語の本発
明においての具体的な意味を理解することができる。
【００３５】
　以下の説明において、多くの異なる実施形態又は例を提供することにより本発明の異な
る構造を実現する。本発明の説明を簡潔するため、以下に特定の例の部材及び配置につい
て説明する。勿論、これらは例示に過ぎず、本発明を限定することを意図していない。ま
た、本発明は、異なる例において参考にした数字及び／又は参考にしたアルファベットを
重複することができる。このような重複は、簡潔及び明瞭にするためのものであり、それ
自体は検討する各種の実施例及び／又は配置の間の関係を示すものではない。また、本発
明は、さまざまな特定のプロセス及び材料の例を挙げているが、当業者は、他のプロセス
の適用及び／又は他の材料の使用も考えることが可能である。
【００３６】
　図１～２を参照して、本発明の実施形態の駆動機構１００は、ケーシング１０と、中間
仕切板２０と、モーター３０と、伝動ユニット４０と、運動部品５０と、を含む。伝動ユ
ニット４０及び中間仕切板２０はケーシング１０内に取付られ、モーター３０はケーシン
グ１０の外部に取付られる。運動部品５０が動くように駆動するためのモーター３０のエ
ネルギーを伝達するように、伝動ユニット４０はそれぞれモーター３０及び運動部品５０
に接続される。中間仕切板２０はケーシング１０内に取付られ、且つ伝動ユニット４０に
接続されて駆動機構１００の全体の安定性を確保する。
【００３７】
　ケーシング１０は、支持板１１とカバー１２とを含む。支持板１１は、底板１１１と、
大円弧部１１２と、小円弧部１１３と、接続板１１４と、を含む。大円弧部１１２は、底
板１１１の後端が上へそして前へ延伸することによって形成される。小円弧部１１３は、
底板１１１の前端が前へそして上へ延伸することによって形成される。接続板１１４は、
大円弧部１１２と小円弧部１１３との間に設けられ、且つ底板１１１と、大円弧部１１２
と、小円弧部１１３と一体に成形される。接続板１１４の大円弧部１１２に近い側に円弧
状の第１の収容部１１４１が形成される。第１の収容部１１４１に第１のピン軸１１５が
取付られる。接続板１１４に第２のピン軸１１６が更に取付られ、第２のピン軸１１６が
第１のピン軸１１５の下方に設けられる。小円弧部１１３に円弧状の第２の収容部１１３
１が設けられ、第２の収容部１１３１に第３のピン軸１１７が取付られる。支持板１１と
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カバー１２とが緊密に結合できることを確保するために、カバー１２の外形が支持板１１
に似ている。支持板１１とカバー１２とは、スナップ係合構造又はネジにより接続される
。
【００３８】
　中間仕切板２０の形状が支持板１１の底板１１１と、大円弧部１１２と、接続板１１４
とから構成される輪郭にマッチングしていることにより、中間仕切板２０は支持板１１と
カバー１２との間にマッチングして取付られることを確保する。中間仕切板２０は、ケー
シング１０をレフトキャビティとライトキャビティとに仕切る。中間仕切板２０に第２の
貫通孔２１が形成される。中間仕切板２０の上部に第１の案内軸２２及び第２の案内軸２
３が取付られている。
【００３９】
　モーター３０は、第１のモーター３１及び第２のモーター３２を含む。第１のモーター
３１及び第２のモーター３２は、カバー１２に取付られる。第１のモーター３１及び第２
のモーター３２は、サーボモーター又はステッピングモーターであってもよい。
【００４０】
　図３～４を参照して、伝動ユニット４０は、第１の伝動ユニット４１及び第２の伝動ユ
ニット４２を含む。運動部品５０は、蓋板プッシュロッド５１と、パネルプッシュロッド
５２と、導風板プッシュロッド５３とを含む。蓋板プッシュロッド５１及びパネルプッシ
ュロッド５２は、第１の伝動ユニット４１を介して第１のモーター３１に接続され、導風
板プッシュロッド５３は、第２の伝動ユニット４２を介して第２のモーター３２に接続さ
れる。即ち、第１のモーター３１は、蓋板プッシュロッド５１及びパネルプッシュロッド
５２が動くように駆動し、第２のモーター３２は、導風板プッシュロッド５３が動くよう
に駆動する。
【００４１】
　図３～８を参照して、第１の伝動ユニット４１及び第２の伝動ユニット４２は、いずれ
も支持板１１に取付られる。第１の伝動ユニット４１は主動歯車４１１と、中間歯車４１
２と、駆動盤４１３と、第１の従動歯車４１４と、を含む。主動歯車４１１と、中間歯車
４１２と、第１の従動歯車４１４と、駆動盤４１３の駆動歯車４１３２とはケーシング１
０のレフトキャビティに位置し、駆動盤４１３の円盤状部４１３１はケーシング１０のラ
イトキャビティに位置する。
【００４２】
　主動歯車４１１は中心穴を介して第１のモーター３１のモーター軸に接続され、中間歯
車４１２は主動歯車４１１に噛合される。駆動盤４１３は、円盤状部４１３１及び駆動歯
車４１３２を含む。駆動歯車４１３２は円盤状部４１３１と同軸に設けられる。円盤状部
４１３１は、反対する第１の側面及び第２の側面を含む。円盤状部４１３１の第１の側面
にパネルプッシュロッド５２の動きを案内するためのガイドレール溝４１３１ａが形成さ
れる。駆動歯車４１３２は円盤状部４１３１の第２の側面に固定接続される。駆動歯車４
１３２は、それぞれ中間歯車４１２及び第１の従動歯車４１４に噛合される。
【００４３】
　駆動盤４１３のガイドレール溝４１３１aは、第１のガイドレール溝４１３１ｂ及び第
２のガイドレール溝４１３１ｃを含む。第１のガイドレール溝４１３１ｂ及び第２のガイ
ドレール溝４１３１ｃは、いずれも滑らかな曲線状又は円弧状又はインボリュート状であ
る。第１のガイドレール溝４１３１ｂは円盤状部４１３１と同軸に設けられる。第２のガ
イドレール溝４１３１ｃは、第１のガイドレール溝４１３１ｂの一端に連通され、且つ円
盤状部４１３１の軸中心へ延伸する。第１のガイドレール溝４１３１ｂと第２のガイドレ
ール溝４１３１ｃとの円心が偏心に設けられる。第２のガイドレール溝４１３１ｃが駆動
することにより動くパネルプッシュロッド５２の有効な経路の両端と円盤状部４１３１の
中心との夾角が６０～３００度である。好ましくは、第２のガイドレール溝４１３１ｃが
駆動することにより動くパネルプッシュロッド５２の有効な経路の両端と円盤状部４１３
１の中心との夾角が７０～８５度又は３６度又は７７度である。
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【００４４】
　駆動歯車４１３２は不完全歯車である。駆動歯車４１３２の無歯部４１３２ａの円弧角
度が３０～３００度である。好ましくは、駆動歯車４１３２の無歯部４１３２ａの円弧角
度が３２～４０度又は３６度である。即ち、駆動歯車４１３２は、有歯部４１３２ｂが第
１の従動歯車４１４に噛合されている際だけ、第１の従動歯車４１４が回転するように駆
動することができ、これにより、蓋板プッシュロッド５１が動くように動かす。駆動歯車
４１３２の無歯部４１３２ａが、第１の従動歯車４１４に噛合する区間に回転した場合に
、第１の従動歯車４１４は静止するようになり、この場合、第１の従動歯車４１４に接続
される蓋板プッシュロッド５１も静止状態にある。
【００４５】
　円盤状部４１３１の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴を有する中心軸４１３
３を形成する。駆動盤４１３は中心軸４１３３の中心穴を介して支持板１１の第２のピン
軸１１６に取付られる。ガイドレール溝４１３１ａは、円盤状部４１３１の第１の側面が
外へ突出して形成されたガイドレール溝壁によって区画されて成す。中心軸４１３３の外
壁と前記ガイドレール溝壁との間に第１の補強リブ４１３４が形成される。駆動歯車４１
３２に中空の腹部が形成され、腹部には、中心軸４１３３と駆動歯車４１３２の内壁とを
接続する第２の補強リブを有する。
【００４６】
　駆動盤４１３に、駆動盤４１３を取り付ける場合の駆動盤４１３の最初位置を決定する
ための第１の貫通孔４１３６が形成される。駆動盤４１３を取り付ける場合に、第１の貫
通孔４１３６を中間仕切板２０の第２の貫通孔２１と同軸に一致させ、この場合は、駆動
盤４１３の最初位置である。
【００４７】
　蓋板プッシュロッド５１は第１の円弧状部５１１を含む。第１の円弧状部５１１の形状
が支持板１１の第１の収容部１１４１とマッチングしている。第１の円弧状部５１１の内
壁に第１の従動歯車４１４に噛合される第１の円弧形ラック５１１１が形成される。第１
の従動歯車４１４は第１の円弧形ラック５１１１に噛合されて蓋板プッシュロッド５１が
動くように駆動する。このようにすることで、駆動盤４１３は、同時に蓋板プッシュロッ
ド５１及びパネルプッシュロッド５２が動くように駆動することができる。第１の円弧状
部５１１に第１の円弧形ガイドレール５１１２が形成される。蓋板プッシュロッド５１の
円弧状部は、支持部１１の第１の収容部１１４１内に取付られ、且つ第１のピン軸１１５
と第１の円弧形ガイドレール５１１２とが協力することにより、蓋板プッシュロッド５１
が一定の軌跡に沿って動くことを案内する。
【００４８】
　図１及び図９を参照して、パネルプッシュロッド５２はケーシング１０のライトキャビ
ティに設けられる。パネルプッシュロッド５２は第１の部材５２１及び第２の部材５２２
を含む。第１の部材５２１の一側に第１の回転軸５２１１が設けられ、第１の回転軸５２
１１はガイドレール溝４１３１ａに結合されてガイドレール溝４１３１ａ内でスライドす
る際にパネルプッシュロッド５２が動くように駆動する。第２の部材５２２は、第１の部
材５２１に固定接続され、且つ第２の円弧形ガイドレール５２２１が設けられる。中間仕
切板２０の第１の案内軸２２と第２の円弧形ガイドレール５２２１とが協力してパネルプ
ッシュロッド５２のスライド範囲を限定する。第１の部材５２１の他側に第１の回転軸５
２１１と同軸である第２の回転軸５２１２が設けられる。蓋板１２の第２の回転軸５２１
２の運動軌跡に第３のガイドレール溝１２１が設けられ、第２の回転軸５２１２は第３の
ガイドレール溝１２１内に取付られる。このようにすることで、第１の部材５２１の動く
過程での受力が均一になり、パネルプッシュロッド５２が更に安定的に作動することがで
きる。第２の部材５２２の第２の円弧形ガイドレール５２２１の外側に第３の円弧形ガイ
ドレール５２２２が更に設けられ、第３の円弧形ガイドレール５２２２は第２の円弧形ガ
イドレール５２２１と同心に取付られ、且つ長さが第２の円弧形ガイドレール５２２１よ
り長い。中間仕切板２０の第２の案内軸２３と第３の円弧形ガイドレール５２２２とが協
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力してパネルプッシュロッド５２の運動軌跡を更に限定する。
【００４９】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２が動く場合に、第２の円弧形ガイド
レール５２２１は、まず第１の停止位置までスライドする。この場合に、第１の案内軸２
２の位置限定の作用で第２の円弧形ガイドレール５２２１はスライドを停止するようにな
るが、第３の円弧形ガイドレール５２２２は第２の停止位置までスライドし続けて、そし
て停止するようになり、パネルプッシュロッド５２も動きを停止するようになる。当然、
第１のモーター３１がサーボモーター又はステッピングモーターであるため、第１のモー
ター３１が随時起動する又は停止するように制御することができ、パネルプッシュロッド
５２が運動軌跡のいずれかの場所で動きを停止することができる。
【００５０】
　第１のモーター３１が正転する場合に、主動歯車４１１及び中間歯車４１２により、駆
動盤４１３が回転し始めるように動かし、この場合、第１の回転軸５２１１が第２のガイ
ドレール溝４１３１ｃ内でスライドしてパネルプッシュロッド５２が第１の位置から第２
の位置へ動くように動かし、第１の従動歯車４１４と駆動歯車４１３２とは無歯噛合状態
にあり、第１の従動歯車４１４が静止しているので、この場合、蓋板プッシュロッド５１
も静止状態にある。第１の回転軸５２１１が第１のガイドレール溝４１３１ｂまで動いた
場合に、パネルプッシュロッド５２は第２の位置まで動き、第１のガイドレール溝４１３
１ｂと円盤状部４１３１とが同心であるため、この場合、パネルプッシュロッド５２は動
きを停止するようになるが、駆動歯車４１３２の有歯部４１３２ｂが第１の従動歯車４１
４に噛合し初めて第１の従動歯車４１４が回転するように駆動し、第１の従動歯車４１４
は第１の円弧形ラック５１１１に噛合されて蓋板プッシュロッド５１が第３の位置から第
４の位置まで動くように動かす。
【００５１】
　第１のモーター３１が反転する場合に、駆動歯車４１３２の有歯部４１３２ｂは第１の
従動歯車４１に噛合されて第１の従動歯車４１４が動くように駆動し、第１の従動歯車４
１４は第１の円弧形ラック５１１１に噛合されて蓋板プッシュロッド５１が第４の位置か
ら第３の位置へ動くように動かし、この時、第１の回転軸５２１１は第１のガイドレール
溝４１３１ｂ内で第２のガイドレール溝４１３１ｃへ向かって動き、パネルプッシュロッ
ド５２が静止状態にある。駆動歯車４１３２が第１の従動歯車４１４に噛合されていない
場合に、蓋板プッシュロッド５１は動きを停止するようになる。この時、パネルプッシュ
ロッド５２は第３の位置に位置し、第２の回転軸５２１２は第１のガイドレール４１３１
bまで動いてパネルプッシュロッド５２が第２の位置から第１の位置へ動くようにプッシ
ュする。パネルプッシュロッド５２が第１の位置まで動いた後、第１のモーターは回転を
停止するようになる。
【００５２】
　第２の伝動ユニット４２は、支持板１１に取付られ且つ第２のモーター３２のモーター
軸に接続される第２の従動歯車４２１を含む。導風板プッシュロッド５３は、第２の円弧
状部５３１を含み、第２の円弧状部５３１の内壁に第２の従動歯車４２１に噛合される第
２の円弧形ラックが形成される。このようにすることで、第２の従動歯車４２１は第２の
円弧形ラック５３１１とに噛合されて導風板プッシュロッド５３が動くように駆動する。
第２の円弧状部５３１に第４の円弧形ガイドレール５３１２が形成される。第２の円弧状
部５３１は支持板１１の第２の収容部１１３１に取付られ、第３のピン軸１１７と第４の
円弧形ガイドレール５３１２とが協力することにより、導風板プッシュロッド５３の動き
を案内する。即ち、第２のモーター３２は第２の従動歯車４１２が回転するように駆動し
、第２の従動歯車４２１は第２の円弧形ラック５３１１に噛合されて導風板プッシュロッ
ド５３が動くように駆動する。
【００５３】
　図１０～１１を参照して、駆動機構１００は、壁掛式空気調和機器２００に適用するこ
とができ、駆動機構１００は壁掛式空気調和機器２００の両端に取付られる。壁掛式空気
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調和機器２００は、后盖板２０１と、パネル２０２と、導風板２０３と、を含む。蓋板プ
ッシュロッド５１は后盖板２０１に接続され、パネルプッシュロッド５２はパネル２０２
に接続され、導風板プッシュロッド５３は導風板２０３に接続される。蓋板プッシュロッ
ド５１及びパネルプッシュロッド５２が動く場合に、それぞれ後盖板２０１及びパネル２
０２が動くように動かして後盖板２０１及びパネル２０２をオン又はオフにする。導風板
プッシュロッド５３がケーシング１０から外へ突出する又はケーシング１０内に戻る場合
に、導風板２０３をオン又はオフにするようにプッシュし、第２のモーター３２により、
導風板２０３が回動する際の排気口の大きさを制御することができる。
【００５４】
　本発明の実施形態における駆動盤４１３は、円盤状部４１３１と駆動歯車４１３２とを
含む。円盤状部４１３１は反対する第１の側面及び第２の側面を含み、第一側面にパネル
プッシュロッド５２の動きを案内するためのガイドレール溝４１３１ａが設けられる。駆
動歯車４１３２は円盤状部４１３１の第２の側面に固定接続され、且つ円盤状部４１３１
と同軸に設けられる。駆動歯車４１３２は前記駆動盤４１３の回転を駆動するための主動
歯車４１１に接続される。駆動歯車４１３２は第１の従動歯車４１４が回転するように駆
動する。
【００５５】
　本発明の実施形態における駆動盤４１３は、同時に二つの部品が動くように駆動するこ
とができるので、動力源を減らし、駆動盤４１３を備える装置の構成をよりコンパクトに
する。
【００５６】
　本実施形態において、ガイドレール溝４１３１ａは第１のガイドレール溝４１３１ｂ及
び第２のガイドレール溝４１３１ｃを含む。第１のガイドレール溝４１３１ｂは円盤状部
４１３１と同軸に設けられ、且つ円弧状である。第２のガイドレール溝４１３１ｃは第１
のガイドレール溝４１３１ｂの一端に連通され、且つ円盤状部４１３１の軸中心へ延伸す
る。
【００５７】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２が第２のガイドレール溝４１３１ｃ
で動く場合に、駆動盤４１３はカムに相当し、パネルプッシュロッド５２がガイドレール
溝４１３１ａ内で動く場合に、異なる運動形式を有することを図る。
【００５８】
　本実施形態において、第２のガイドレール溝４１３１ｃが滑らかな曲線状又は円弧状又
はインボリュート状である。
【００５９】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２は、第２のガイドレール溝４１３１
ｃ内で滑らかに動くことができる。
【００６０】
　本実施形態において、第２のガイドレール溝４１３１ｃが駆動することにより動くパネ
ルプッシュロッド５２の有効な経路の両端と円盤状部４１３１の中心との夾角が３０～３
６０度である。
【００６１】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２の第２のガイドレール溝４１３１ｃ
内での運動時間範囲を決定することができる。
【００６２】
　本実施形態において、第２のガイドレール溝４１３１ｃが駆動することにより動くパネ
ルプッシュロッド５２の有効な経路の両端と円盤状部４１３１の中心との夾角が７０～８
５度又は３６度又は７７度である。
【００６３】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２の第２のガイドレール溝４１３１ｃ
内での運動時間範囲を決定することができる。
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【００６４】
　本実施形態において、駆動歯車４１３２は不完全歯車であり、不完全歯車の無歯部の円
弧角度が３０～３００度である。
【００６５】
　このようにすることで、第１の従動歯車４１４が間欠に回転するようになり、第１の従
動歯車４１４の間欠運動する時間範囲を決定し、パネルプッシュロッド５２と第１の従動
歯車４１４との動く前後関係を決定する。
【００６６】
　本実施形態において、不完全歯車の無歯部の円弧角度が３２～４０度又は３６度である
。
【００６７】
　このようにすることで、第１の従動歯車４１４の間欠運動時間を更に決定することがで
きる。
【００６８】
　本実施形態において、円盤状部４１３の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴を
有する中心軸４１３３を形成し、ガイドレール溝４１３１ａは、円盤状部４１３１の第１
の側面が外へ突出して形成されたガイドレール溝壁によって区画されて形成され、中心軸
４１３３の外壁とガイドレール溝壁との間に第１の補強リブ４１３４が形成される。
【００６９】
　このようにすることで、ガイドレール溝４１３１ａの剛性を強化し、ガイドレール溝４
１３１ａの変形を防止することができる。
【００７０】
　本実施形態において、円盤状部４１３１の両側がそれぞれ中心から外へ延伸して中心穴
を有する中心軸４１３３を形成し、第１の従動歯車４１４に中空の腹部が形成され、腹部
には、中心軸４１３３と駆動歯車４１３２の内壁とを接続する第２の補強リブ４１３５を
有する。
【００７１】
　このようにすることで、駆動歯車４１３２の変形を防止する。
【００７２】
　本実施形態において、円盤状部４１３１に位置決め穴が形成される。
【００７３】
　このようにすることで、駆動盤４１３の取付時の最初位置を決定する。
【００７４】
　本発明の実施形態における駆動機構１００は、ケーシング１０と、第１のモーター３１
と、第１の伝動ユニット４１と、運動部品５０と、を含む。第１のモーター３１はケーシ
ング１０の外に設けられる。第１の伝動ユニット４１は第１のモーター３１に接続される
。第１の伝動ユニット４１は主動歯車４１１と、中間歯車４１２と、以上の実施形態の駆
動盤４１３と、第１の従動歯車４１４と、を含む。主動歯車４１１は、第１のモーター３
１のモーター軸に接続される。中間歯車４１２は主動歯車４１１に噛合される。運動部品
５０は第１の伝動ユニット４１に接続される。運動部品５０は蓋板プッシュロッド５１及
びパネルプッシュロッド５２を含む。第１の従動歯車４１４は盖板プッシュロッド５１に
接続される。駆動歯車４１３２はそれぞれ中間歯車４１２及び第１の従動歯車４１４に噛
合されて盖板プッシュロッド５１が動くように駆動する。
【００７５】
　本発明の実施形態における駆動機構１００は、第１のモーター３１により、同時に蓋板
プッシュロッド５１及びパネルプッシュロッド５２が動くように駆動することができるの
で、駆動機構１００の構成をよりコンパクトにし、駆動機構１００の体積及び重量を減ら
し、駆動機構１００の製造コストを低減する。
【００７６】
　本実施形態において、蓋板プッシュロッド５１は、第１の円弧状部５１１を含み、前記
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第１の円弧状部５１１の内壁に第１の従動歯車に噛合される第１の円弧形ラックが形成さ
れる。
【００７７】
　このようにすることで、歯車の噛合という方式により蓋板プッシュロッド５１が動くよ
うに駆動することは、伝動効率がより高い。
【００７８】
　本実施形態において、第１の円弧状部５１１に第１の円弧形ガイドレール５１１１が形
成される。ケーシング１０は支持板１１を含み、支持板１１に第１の円弧状部５１１の形
状とマッチングする第１の収容部１４４１が形成され、第１の収容部１４４１に第１のピ
ン軸１１５が取付られる。第１の円弧形ガイドレール５１１１と第１のピン軸１１５とが
協力して蓋板プッシュロッド５１の動きを案内する。
【００７９】
　このようにすることで、蓋板プッシュロッド５１の運動軌跡を決定する。
【００８０】
　本実施形態において、パネルプッシュロッド５２は第１の部材５２１を含み、第１の部
材５２１の一の側に第１の回転軸５２１１が設けられ、第１の回転軸５２１１は、ガイド
レール溝４１３１ａに結合されてガイドレール溝４１３１ａ内でスライドする際にパネル
プッシュロッド５２が動くように駆動する。
【００８１】
　このようにすることで、駆動盤４１３が回転する時に、パネルプッシュロッド５２が動
くように駆動することができる。
【００８２】
　本実施形態において、第１の部材５２１の他の側に第２の回転軸５２１２が第１の回転
軸５２１１と同軸に設けられる。ケーシング１０はカバー１２を含み、カバー１２に第１
の回転軸５２１１と同一の運動軌跡である第３のガイドレール溝１２１が設けられ、第２
の回転軸５２１２は第３のガイドレール溝１２１内に取付られる。
【００８３】
　このようにすることで、第１の部材５２１の動く過程での受力が更に均一になり、パネ
ルプッシュロッド５２が安定的に作動するようにする。
【００８４】
　本実施形態において、パネルプッシュロッド５２は第１の部材５２１に固定接続される
第２の部材５２２を更に含む。第２の部材５２２に第２の円弧形ガイドレール５２２１が
設けられる。駆動機構１００はケーシング１０内に取付られ、且つケーシング１０をレフ
トキャビティとライトキャビティとに仕切る中間仕切板２０を含む。パネルプッシュロッ
ド５２は、ライトキャビティ内に取付られ、中間仕切板２０に第１の案内軸２２が設けら
れ、第１の案内軸２２と第２の円弧形ガイドレール５２２１とが協力してパネルプッシュ
ロッド５２のスライド範囲を限定する。
【００８５】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２の運動軌跡を限定する。
【００８６】
　本実施形態において、第２の部材５２２の第２の円弧形ガイドレール５２２１の外側に
第３の円弧形ガイドレール５２２２が更に設けられ、第３の円弧形ガイドレール５２２２
は第２の円弧形ガイドレール５２２１と同心に設けられ、且つ長さが第２の円弧形ガイド
レール５２２１より長い。中間仕切板２０に第２の案内軸２３が更に設けられ、第２の案
内軸２３と第３の円弧形ガイドレール５２２２とが協力してパネルプッシュロッド５２の
動きを限定する。
【００８７】
　このようにすることで、パネルプッシュロッド５２の運動軌跡を更に限定する。
【００８８】
　本実施形態において、駆動機構１００は第２のモーター３２と、第２の伝動ユニット４
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外側に設けられる。第２の伝動ユニット４２は第２のモーター３２に接続される。導風板
は第２の伝動ユニット４２に接続される。第２のモーター３２は第２の伝動ユニット４２
を介して導風板プッシュロッド５３が動くように駆動する。
【００８９】
　このようにすることで、駆動機構１００は、第２のモーター３２により、導風板プッシ
ュロッド５３の動きを個別に制御し、導風板プッシュロッド５３と、蓋板プッシュロッド
５１及びパネルプッシュロッド５２との動きを個別にすることを実現する。
【００９０】
　本実施形態において、第２の伝動ユニット４２は、第２の従動歯車４２１を含み、第２
の従動歯車４２１は第２のモーター３２のモーター軸に接続される。導風板プッシュロッ
ド５３は第２の円弧状部５３１を含み、第２の円弧状部５３１の内壁に第２の従動歯車４
２１に噛合される第２の円弧形ラック５３１１が形成される。第２の円弧状部５３１に第
４の円弧形ガイドレール５３１２が形成される。支持板１１に第２の収容部１１３１が設
けられ、第２の収容部１１３１に第３のピン軸１１７が取付られる。第２の円弧状部５３
１は第２の収容部１１３１に取付られ、第３のピン軸１１７と第４の円弧形ガイドレール
５３１２とが協力することにより、導風板プッシュロッド５３の動きを案内する。
【００９１】
　このようにすることで、導風板プッシュロッド５３の運動軌跡を限定し、第２のモータ
ー３２は、導風板プッシュロッド５３がケーシング１０から突出する又はケーシング１０
内に戻るように駆動することができる。
【００９２】
　本発明の説明において、「一つの実施形態」、「一部の実施形態」、「例示的な実施形
態」、「例」、「具体的な例」、或いは「一部の例」などの用語を参考した説明とは、該
実施形態或いは例を結合して説明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴が、本発明
の少なくとも一つの実施形態或いは例に含まれることを意味する。本明細書において、上
記用語に対する例示的な説明は、必ずしも同じ実施形態或いは例を示すことではない。又
、説明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴は、いずれか一つ或いは複数の実施形
態又は例において適切に結合することができる。
【００９３】
　本発明の実施形態を示して説明したが、当業者は、本発明の原理及び主旨から逸脱しな
い場合に、これらの実施例に対して各種の変化、修正、取り替え及び変形を行うことがで
きる。本発明の範囲は、特許請求の範囲及びその等価物により限定される。
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