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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気調和装置の室内機（３）であって、
　吸込口（２１）および吹出口（２２）を有するケーシング（２０）と、
　前記ケーシング（２０）内に配置された熱交換器（５）と、
　前記吸込口（２１）から前記吹出口（２２）に向かう空気流れを生じさせるファン（２
５）と、
　第１方向を軸方向として回転することで、前記吹出口（２２）から吹き出される空気流
れ方向を調節可能な第１風向調節板（３１）と、
　前記第１方向に対して実質的に垂直な第２方向を軸方向として回転することで、前記吹
出口（２２）から吹き出される空気流れ方向を調節可能な第２風向調節板（３２、３２ａ
、３２ｂ）を複数と、
　少なくとも前記吹出口（２２）の前記第１方向両端部以外の部分において、前記第１風
向調節板（３１）を前記ケーシング（２０）に対して回動可能に支持する、少なくとも１
つの支持部材（３３）と、
を備え、
　複数の前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）には、第３風向調節板（３２ｂ）と、前
記支持部材（３３）との距離が最も短い場所に配置されており前記第３風向調節板（３２
ｂ）よりも小さな第４風向調節板（３２ａ）と、が少なくとも１つずつ含まれており、
　複数の前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）は、前記第１方向に並んで配置されてお
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り、
　前記第１方向視において、前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）と前記支持部材（３
３）とは、少なくとも一部が重なっており、
　前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）のうちの前記第３風向調節板（３２ｂ）と前記
支持部材（３３）との前記第１方向視における重なり部分の面積よりも、前記第２風向調
節板（３２ａ、３２ｂ）のうちの前記第４風向調節板（３２ａ）と前記支持部材（３３）
との前記第１方向視における重なり部分の面積の方が小さい、
空気調和装置の室内機（３）。
【請求項２】
　前記支持部材（３３）と複数の前記第２風向調節板（３２）とは、前記ケーシング（２
０）の前記吹出口（２２）を通過する空気流れ方向から見た場合に、互いに重ならない位
置に配置されている、
請求項１に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項３】
　前記第４風向調節板（３２ａ）の前記軸と前記支持部材との最近接距離は、複数の前記
第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）の各軸と前記支持部材（３３）との各最近接距離のな
かで最も短い、
請求項１または２に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項４】
　前記第４風向調節板（３２ａ）の回転駆動軌跡と前記支持部材との最近接距離は、複数
の前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）の各回転駆動軌跡と前記支持部材（３３）との
各最近接距離のなかで最も短い、
請求項１または２に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項５】
　前記支持部材（３３）は、前記吹出口（２２）を通過する空気流れ方向に広がっている
板状部分を有しており、
　前記板状部分の板厚方向は、前記第１方向である、
請求項１に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項６】
　前記第４風向調節板（３２ａ）が回動することで前記支持部材（３３）と前記第４風向
調節板（３２ａ）との最近接距離が最小となる状態では、前記第２方向から見た場合に前
記支持部材（３３）と前記第４風向調節板（３２ａ）とがなす角のうち空気流れ方向の風
下側の角の角度は、１０度以上９０度以下である、
請求項５に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項７】
　前記第１風向調節板（３１）は、前記第１方向を回転軸方向として回転することで、前
記吹出口（２２）から吹き出される空気流れ方向を上下方向に調節可能であり、
　複数の前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）は、前記第２方向を回転軸方向として回
転することで、前記吹出口（２２）から吹き出される空気流れ方向を左右方向に調節可能
である、
請求項１から６のいずれか１項に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項８】
　前記ケーシング（２０）は、前記吹出口（２２）を１つだけ有しており、
　前記吹出口（２２）の長手方向が略水平方向である、
請求項１から７のいずれか１項に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項９】
　前記第４風向調節板（３２ａ）は、複数の前記第２風向調節板（３２ａ、３２ｂ）のな
かで最も小さい、
請求項１から８のいずれか１項に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【請求項１０】
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　天井吊り下げ型である、
請求項１から９のいずれか１項に記載の空気調和装置の室内機（３）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１（特開２００６－１３２７８９号公報）に記載されているように、
調和された空気を室内空間に対して満遍なく提供するため、水平フラップおよび垂直フラ
ップが設けられた空気調和装置の室内機が存在する。この水平フラップは上下方向に、垂
直フラップは左右方向に、それぞれ風向を調節することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のように水平フラップが設けられている空気調和装置には、水平フラップが自重等
によってたわんでしまうことを抑制するために、水平フラップの長手方向における真ん中
近傍等において、水平フラップを回動可能に支持する支持部材が設けられていることがあ
る。
【０００４】
　このように、水平フラップの支持部材が設けられている場合には、複数の垂直フラップ
と支持部材との各距離が、不均一に配置される場合がある。このような場合には、支持部
材の表面全体と、支持部材に近接配置された垂直フラップの表面全体とを、満遍なく冷気
にさらすことが困難になることがある。この場合には、冷気に十分にさらされていない部
分で結露が生じるおそれがある。
【０００５】
　本発明の課題は、第１風向調節板を回動可能に支持している支持部材と、第１風向調節
板とは異なる方向に風向調節を行う第２風向調節板と、の間における結露の発生を抑制す
ることが可能な空気調和装置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】
　第１発明の空気調和装置の室内機は、空気調和装置の室内機であって、ケーシング、熱
交換器、ファン、第１風向調節板、複数の第２風向調節板、および、支持部材を備えてい
る。ケーシングは、吸込口および吹出口を有している。熱交換器は、ケーシング内に配置
されている。ファンは、吸込口から吹出口に向かう空気流れを生じさせる。第１風向調節
板は、第１方向を軸方向として回転することで、吹出口から吹き出される空気流れ方向を
調節可能である。複数の第２風向調節板は、第１方向に対して実質的に垂直な第２方向を
軸方向として回転することで、吹出口から吹き出される空気流れ方向を調節可能である。
支持部材は、少なくとも吹出口の第１方向両端部以外の部分において、第１風向調節板を
ケーシングに対して回動可能に支持しており、少なくとも１つ設けられている。複数の第
２風向調節板には、第３風向調節板と、支持部材との距離が最も短い場所に配置されてお
り第３風向調節板よりも小さな第４風向調節板と、が少なくとも１つずつ含まれている。
複数の第２風向調節板は、第１方向に並んで配置されている。第１方向視において、第２
風向調節板と支持部材とは、少なくとも一部が重なっている。第２風向調節板のうちの第
３風向調節板と支持部材との第１方向視における重なり部分の面積よりも、第２風向調節
板のうちの第４風向調節板と支持部材との第１方向視における重なり部分の面積の方が小
さい。ここで、第３風向調節板よりも第４風向調節板が小さい場合とは、例えば、第３風
向調節板の表面積よりも第４風向調節板の表面積が小さい場合、第３風向調節板の体積よ
りも第４風向調節板の体積が小さい場合、第２方向の長さとは無関係に第３風向調節板の
空気流れ方向の長さよりも第４風向調節板の空気流れ方向の長さの方が短い場合、および
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、空気流れ方向の長さとは無関係に第３風向調節板の第２方向の長さよりも第４風向調節
板の第２方向の長さの方が短い場合等のいずれであってもよい。なお、上記支持部材は、
吹出口の第１方向両端部においてもさらに回動可能に支持していてもよい。
【０００７】
　一般に、調和された冷たい空気を吹出口に通過させようとすると、第４風向調節板と支
持部材との間の距離が小さい場合には、この冷たい空気を第４風向調節板の表面全体およ
び支持部材の表面全体を沿わせるように流すことが困難になる場合がある。
【０００８】
　これに対して、この空気調和装置の室内機では、まず、支持部材が設けられているため
、吹出口の第１方向両端部の間の部分における撓みを抑制することができている。そして
、このような支持部材が設けられた場合であっても、支持部材に最も近い位置に配置され
ている第２風向調節板は、第３風向調節板ではなく、第３風向調節板よりも小さな第４風
向調節板である。このため、支持部材とその近傍に位置している第２風向調節板との両方
について、表面全体に冷たい空気を触れさせやすくなる。これにより、支持部材およびそ
の近傍に配置されている第２風向調節板との両方について、表面全体における温度ムラを
低減させることができ、結露の発生を抑制させることができる。さらに、第３風向調節板
によって風向を効果的に調節することができだけでなく、第４風向調節板が設けられてい
る部分では結露の発生を抑制させつつ、風向調節もある程度可能になる。
【０００９】
　この空気調和装置の室内機は、第２風向調節板と支持部材とが、第１方向において重な
る部分を有するように配置されているため、第１方向に対して垂直な方向成分について、
装置を小型化させることができている。
【００１０】
　第２発明の空気調和装置の室内機は、第１発明の空気調和装置の室内機において、支持
部材と複数の第２風向調節板とは、ケーシングの吹出口を通過する空気流れ方向から見た
場合に、互いに重ならない位置に配置されている。
【００１１】
　この空気調和装置の室内機は、支持部材と複数の第２風向調節板とが吹出口の空気通過
方向視において互いに重ならない位置に配置されているため、支持部材と該支持部材に最
寄りの第２風向調節板とが協同して通風抵抗を形成する場合がある。このような場合には
該支持部材や最寄りの第２風向調節板の表面温度にムラが生じやすく、結露が生じるおそ
れがある。この空気調和装置の室内機では、このように結露が生じるおそれのある支持部
材と第２風向調節板との配置構造を採用した場合であっても、支持部材に最寄りの第２風
向調節板を第４風向調節板にすることで、結露の発生を抑制させることができる。
【００１２】
　第３発明の空気調和装置の室内機は、第１発明または第２発明の空気調和装置の室内機
において、第４風向調節板の軸と支持部材との最近接距離は、複数の第２風向調節板の各
軸と支持部材との各最近接距離のなかで最も短い。
【００１３】
　例えば、支持部材に対して最も近い場所に軸が配置されている第２風向調節板は、支持
部材との間の空間が通風抵抗となりやすい。
【００１４】
　これに対して、この空気調和装置の室内機では、このような支持部材に対して最も近い
場所に支持部材が配置されている第２風向調節板として第４風向調節板を採用することで
、結露の発生を抑制することができている。
【００１５】
　第４発明の空気調和装置の室内機は、第１発明または第２発明の空気調和装置の室内機
において、第４風向調節板の回転駆動軌跡と支持部材との最近接距離は、複数の第２風向
調節板の各回転駆動軌跡と支持部材との各最近接距離のなかで最も短い。
【００１６】
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　例えば、駆動軌跡中に支持部材に対して最も近付く第２風向調節板は、支持部材との間
の空間が通風抵抗となりやすい。
【００１７】
　これに対して、この空気調和装置の室内機では、このような支持部材に対して駆動軌跡
中に最も近付く第２風向調節板を第４風向調節板にすることで、結露の発生を抑制するこ
とができている。
【００１８】
　第５発明の空気調和装置の室内機は、第１発明の空気調和装置の室内機において、支持
部材は、吹出口を通過する空気流れ方向に広がっている板状部分を有している。板状部分
の板厚方向は、第１方向である。
【００１９】
　この空気調和装置の室内機は、支持部材は、吹出口を通過する空気流れ方向に幅を有し
ているため、第１風向調整板をより安定的に支持することができている。そして、このよ
うに第１風向調節板を安定的に支持する形状を採用した場合であっても、吹出口近傍での
板厚方向が第１方向となっているため、支持部材自体による通風抵抗を小さく抑えること
ができている。
【００２０】
　第６発明の空気調和装置の室内機は、第５発明の空気調和装置の室内機において、第４
風向調節板が回動することで支持部材と第４風向調節板との最近接距離が最小となる状態
では、第２方向から見た場合に支持部材と第４風向調節板とがなす角のうち空気流れ方向
の風下側の角の角度は、１０度以上９０度以下である。
【００２１】
　支持部材と第４風向調節板との最近接距離が最小となって風下側の角度が１０度以上９
０度以下になる状態では、調和された冷たい空気は、主として、支持部材の風上側の表面
および第４風向調節板の風上側の表面を沿うように通過する。この際、支持部材の風下側
の表面や第４風向調節板の風下側の表面は、調和された冷たい空気が触れにくく、室内側
から対流してくる湿潤暖気が流れ込みやすい。この場合には、支持部材の風上側表面と風
下側表面とで温度が異なった状況になったり、第４風向調節板の風上側表面と風下側表面
とで温度が異なった状況になりやすい。
【００２２】
　これに対して、この空気調和装置の室内機では、支持部材に最寄りの第２風向調節板と
して第４風向調節板を採用しているため、支持部材の風上側表面と風下側表面との両方も
しくは第４風向調節板の風上側および風下側の両方に調和された冷たい空気を触れさせや
すくなる。これにより、支持部材や小型第２風向調節部材において風上側表面と風下側表
面との温度差を小さく抑えやすくなり、結露の発生を抑制することができている。
【００２３】
　第７発明の空気調和装置の室内機は、第１発明から第６発明のいずれかの空気調和装置
の室内機において、第１風向調節板は、第１方向を回転軸方向として回転することで、吹
出口から吹き出される空気流れ方向を上下方向に調節可能である。複数の第２風向調節板
は、第２方向を回転軸方向として回転することで、吹出口から吹き出される空気流れ方向
を左右方向に調節可能である。
【００２４】
　この空気調和装置の室内機は、第１風向調節板によって上下方向に、複数の第２風向調
節板によって左右方向に、吹き出し空気流れ方向を調節することができるため、上下およ
び左右方向に吹き出し方向を調節することができる。
【００２５】
　第８発明の空気調和装置の室内機は、第１発明から第７発明のいずれかの空気調和装置
の室内機において、ケーシングは、吹出口を１つだけ有している。吹出口の長手方向が略
水平方向である。
【００２６】
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　一般に、吹出口が１つだけである場合には、調和空気を供給できる範囲を確保するため
に、水平方向の長さが長くなりがちになる。このように、吹出口の水平方向の長さが長く
なった場合であっても、この空気調和装置の室内機では、第１風向調節板を支持する支持
部材が設けられている。これにより、第１風向調節板のたわみを抑制することができる。
【００２７】
　第９発明の空気調和装置の室内機は、第１発明から第８発明のいずれかの空気調和装置
の室内機において、第４風向調節板は、複数の第２風向調節板のなかで最も小さい。
【００２８】
　この空気調和装置の室内機は、第４風向調節板と支持部材との表面における結露の発生
をより効果的に抑制させることができる。
【００２９】
　第１０発明の空気調和装置の室内機は、第１発明から第９発明のいずれかの空気調和装
置の室内機において、室内機が天井吊り下げ型である。
【００３０】
　この空気調和装置の室内機は、天井吊り下げ型であっても結露の発生を抑制させること
ができる。
【発明の効果】
【００３１】
　第１発明の空気調和装置の室内機では、第３風向調節板によって風向を効果的に調節す
ることができだけでなく、第４風向調節板が設けられている部分では結露の発生を抑制さ
せつつ、風向調節もある程度可能になり、第１方向に対して垂直な方向成分について、装
置を小型化させることができている。
【００３２】
　第２発明の空気調和装置の室内機では、結露が生じるおそれのある支持部材と第２風向
調節板との配置構造を採用した場合であっても、結露の発生を抑制させることができる。
【００３３】
　第３発明の空気調和装置の室内機では、支持部材に対して最も近い場所に支持部材が配
置されている第２風向調節板として第４風向調節板を採用することで、結露の発生を抑制
することができている。
【００３４】
　第４発明の空気調和装置の室内機では、支持部材に対して駆動軌跡中に最も近付く第２
風向調節板を第４風向調節板にすることで、結露の発生を抑制することができている。
【００３５】
　第５発明の空気調和装置の室内機では、支持部材自体による通風抵抗を小さく抑えるこ
とができている。
【００３６】
　第６発明の空気調和装置の室内機では、支持部材や小型第２風向調節部材において風上
側表面と風下側表面との温度差を小さく抑えやすくなり、結露の発生を抑制することがで
きている。
【００３７】
　第７発明の空気調和装置の室内機では、上下および左右方向に吹き出し方向を調節する
ことができる。
【００３８】
　第８発明の空気調和装置の室内機では、第１風向調節板のたわみを抑制することができ
る。
【００３９】
　第９発明の空気調和装置の室内機では、第４風向調節板と支持部材との表面における結
露の発生をより効果的に抑制させることができる。
【００４０】
　第１０発明の空気調和装置の室内機では、天井吊り下げ型であっても結露の発生を抑制
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させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の室内機の側面視概略説明図である。
【図２】室内機の側面視概略配置構成図である。
【図３】室内機の上面視概略配置構成図である。
【図４】吹出口側の部分拡大概略構成図である。
【図５】室内機の正面図である。
【図６】室内機の背面図である。
【図７】ファンの詳細構成を示す図である。
【図８】フィルタの平面図である。
【図９】フィルタの断面図である。
【図１０】吹出口近傍の様子を示す正面側斜視図である。
【図１１】吹出口近傍の様子を示す正面図である。
【図１２】（ａ）図１１のａ－ａ断面から正面視左側を見た場合の様子を示す側面図であ
る。　　　　　（ｂ）図１１のｂ－ｂ断面から正面視左側を見た場合の様子を示す側面図
である。　　　　　（ｃ）図１１のｃ－ｃ断面から正面視左側を見た場合の様子を示す側
面図である。
【図１３】垂直フラップが傾斜していない場合の室内機の内部下方の様子を示す上面図で
ある。
【図１４】垂直フラップが傾斜している場合の室内機の内部下方の様子を示す上面図であ
る。
【図１５】小型垂直フラップによって結露の発生を抑制する様子を示す上面図である。
【図１６】大型垂直フラップによって結露が発生する比較例の様子を示す上面図である。
【図１７】変形例（Ｂ）における室内機の下方上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
＜１＞
＜１－１＞空気調和装置の室内機３の構成
　図１は、本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の室内機３の側面視概略構成図であ
る。図２は、側面視における室内機３内の配置概略構成図である。図３は、上面視におけ
る室内機３内の配置概略構成図である。図４は、室内機３内の空気流れ下流側の部分拡大
概略構成図である。図５は、水平フラップ３１が吹出口２２を最も塞いでいる状態の正面
図である。図６は、ケーシング２０の背面図である。
【００４３】
　空気調和装置の室内機３は、図示しない室外機と冷媒連絡配管を介して接続されており
、室内の上方空間の側壁近傍に配置される天井吊り下げ型の室内機であって、ケーシング
２０、ファン２５、熱交換器５、ドレンパン６、シール材７、シール材８、水平フラップ
３１、垂直フラップ３２、支持部材３３、垂直駆動バー３９、フィルタ９０、および、制
御基板７０等を備えている。
【００４４】
　図１、および、図２においては、図示において右側が背面側であり、左側が正面側であ
り、上側が上面側であり、下側が下面側をそれぞれ示している。
【００４５】
　ケーシング２０は、下面の背面側近傍において鉛直方向に開口した吸込口２１と、正面
側の鉛直方向の略中央近傍からやや下側の位置に設けられ正面視において左右方向に広が
った吹出口２２（図５参照等）と、を有している。なお、吸込口２１は、１つだけ設けら
れている。また、吹出口２２も、１つだけ設けられている。なお、吹出口２２は、正面側
に１つだけ設けられており、正面視左右方向が長手方向になっている。ケーシング２０の
背面は、図６に示すように、図示の左側端部近傍に設けられた樹脂製の蓋２９Ｃとが設け
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られている。蓋２９Ｃで塞がれた部分には、下端部分も含めて板厚方向に開いた開口が設
けられている。これにより、上述したような液管２８、ガス管２９を用いることなく既設
配管を用いる場合において、室内機３の据え付け時に既設配管をケーシング２０の下方か
ら通すことができるようになっている。なお、この背面側には、図示しない板金部材がネ
ジ止めされることで、開口が設けられているにもかかわらず構造的に強固にすることがで
きている。
【００４６】
　ファン２５は、ケーシング２０内において吸込口２１から吹出口２２に向かう空気流れ
を形成させることができ、図３および図７に示すように、軸を共通とする第１シロッコフ
ァン２５ａ、第２シロッコファン２５ｂ、第３シロッコファン２５ｃ、および、第４シロ
ッコファン２５ｄと、これらの各シロッコファンに対して回転駆動させるための動力を与
えるファンモータ２５Ｍを有している。ファンモータ２５Ｍは、第１シロッコファン２５
ａおよび第２シロッコファン２５ｂと、第３シロッコファン２５ｃおよび第４シロッコフ
ァン２５ｄと、の間に配置されている。なお、このファン２５は、カップリングを介して
ファンシャフト２５Ｂを結合させ、両端の軸受で回転自在に支持している。このように、
シロッコファンを左右に２つずつ均等に配置させることで、騒音を低減させることができ
ている。
【００４７】
　熱交換器５は、板厚方向が正面視左右方向となるように配置された複数の放熱フィン５
１と、長手方向が正面視左右方向となるように配置されつつ複数の放熱フィン５１を貫通
している複数の伝熱管５２を有している。この熱交換器５では、室外機側から冷媒連絡配
管としての液管２８もしくはガス管２９を介して流入する冷媒を通過させた後、ガス管２
９もしくは液管２８を介して再び室外機側に冷媒を送ることで、冷凍サイクルの１工程が
行われる。この放熱フィン５１は、板厚方向に１．５ｍｍ間隔で複数枚並んで配置されて
いる。放熱フィン５１の板厚は、０．１ｍｍである。
【００４８】
　ドレンパン６は、熱交換器５の下端部分との間に鉛直方向の隙間を確保しつつ、熱交換
器５の下方を覆うように配置されており、上表面を構成している空気流れ方向の下流側に
配置された上方下流部分６ａと、上方下流部分６ａよりも空気流れ方向上流側であって上
方下流部分６ａよりも下方において上表面を構成している下方上流部分６ｂと、を有して
いる。なお、ドレンパン６の上表面には、上方下流部分６ａと下方上流部分６ｂとの境界
に設けられた凹凸形状部分６１が設けられている。
【００４９】
　シール材７は、熱交換器５の下端部分とドレンパン６の上方下流部分６ａとの間の隙間
に配置されており、オプセル等と称される発泡ポリエチレンフォームによって構成されて
いる。
【００５０】
　シール材８は、熱交換器の上端部分とケーシング２０の上面の下方表面部分との間の隙
間に配置されており、オプセル等と称される発泡ポリエチレンフォームによって構成され
ている。
【００５１】
　水平フラップ３１は、ケーシング２０の吹出口２２の上方空間を覆うように配置されて
おり、長手方向が正面視において左右方向となるように構成され、回転軸が正面視におい
て左右方向（水平方向）に延びている。この水平フラップ３１は、回転軸３１ｍを回転中
心として姿態角度が変更されることで、吹出口２２から吹き出される空気の流れ方向を上
下方向に調節することができる。なお、水平フラップ３１は、吹出口２２を概ね閉じた状
態であっても、水平フラップ３１と吹出口２２との間に１０ｍｍ以上（ここではおおよそ
３ｃｍ）の空気流れ方向の幅を有する隙間が残るようになっている。これにより、冷房運
転後の運転停止時に水平フラップ３１が吹出口２２を最も塞ぐ姿態になったとしても、室
内機３のケーシング２０内とケーシング２０外との空気の流通を確保し、雑菌の繁殖を抑
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制させることができる。
【００５２】
　垂直フラップ３２は、水平フラップ３１よりも空気流れ方向上流側、すなわち、ケーシ
ング２０の内部側であって、吹出口２２の下端側に配置されており、回転軸３５が正面視
において上下方向（鉛直方向）に延びている。この垂直フラップ３２は、回転軸３５を回
転中心として姿態角度が変更されることで、吹出口２２から吹き出される空気の流れ方向
を左右方向に調節することができる。垂直フラップ３２には、小型垂直フラップ３２ａと
、大型垂直フラップ３２ｂと、端部垂直フラップ３２ｃと、がある。このうち、小型垂直
フラップ３２ａは、支持部材３３の近くに配置されており、垂直フラップ３２の中で最も
小型である。
【００５３】
　支持部材３３は、ケーシング２０の吹出口２２の上端から吹出口２２の下端近傍まで延
びた後、わずかに上方に向きながら空気流れ方向下流側に向けて延びており、空気流れ方
向下流側先端において、回転軸３１ｍを水平フラップ３１と共有することで、水平フラッ
プ３１を回動可能に支持している。水平フラップ３１は、正面視左右方向に長いため、そ
の途中において支持することで、撓みを抑制させることができている。なお、支持部材３
３の板厚方向は、吹出口２２の長手方向である水平方向となっており、垂直フラップ３２
が傾斜していない姿態においては、垂直フラップ３２の板厚方向と支持部材３３の板厚方
向とは同じになっており、空気流れに対する通風抵抗を小さく抑えることができている。
【００５４】
　垂直駆動バー３９は、４つの垂直フラップ３２をひとまとめにして、姿態角度を変更さ
せる部材であり、図示しない風向調節機構から駆動力を得て、垂直フラップ３２の姿態角
度を変更させる。
【００５５】
　フィルタ９０は、ケーシング２０の吸込口２１に取り付けられ、平面図である図８およ
び側面図である図９に示すように、左右両端部に設けられた低厚部分９１と、その間に設
けられた高厚部分９２とを有している。このように、フィルタ９０において凹凸高さの異
なる部分を設けることで、フィルタ９０の設置位置にちょうど嵌め合わせることができて
いる。なお、フィルタ９０の目を構成するピッチは等間隔となっている。このような構造
とすることで、他の周辺部品と接触しない部分では凹凸高さを高くして、通過面積を広く
することができている。
【００５６】
　制御基板７０は、上述した冷凍サイクルの制御を行ったり、水平フラップ３１の姿態角
度および垂直フラップ３２の姿態角度等の自動調節制御を行う。
【００５７】
＜１－２＞吹出口２２近傍の詳細構成
　図１０に、吹出口２２近傍の正面側斜視図を示す。図１１に、吹出口２２近傍の正面図
を示す。図１２に、吹出口２２近傍の部分断面説明図を示す。図１３に、垂直フラップ３
２が傾斜していない状態での上面図を示す。図１４に、垂直フラップ３２が傾斜している
状態での上面図を示す。
【００５８】
　水平フラップ３１を支持する支持部材３３は、吹出口２２を左右方向の幅を概ね３等分
するように、２箇所に設けられている。
【００５９】
　端部垂直フラップ３２ｃは、吹出口２２の左右両端に設けられている。この端部垂直フ
ラップ３２ｃは、吹出口２２の左右の壁面との間の距離が短いため、結露が生じにくくな
るように、小さく設計されている。
【００６０】
　小型垂直フラップ３２ａは、支持部材３３によって三等分された吹出口２２内のエリア
うち、真ん中のエリアを除く左右のエリアに１つずつ配置されている。左側のエリアに配
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置されている小型垂直フラップ３２ａは、左側エリア内の垂直フラップ３２の中で最も右
寄りに配置されている。右側のエリアに配置されている小型垂直フラップ３２ａは、右側
エリア内の垂直フラップ３２の中で最も左寄りに配置されている。このようにして、垂直
フラップ３２の左右の対称性を確保している。ここで、正面視左側の支持部材３３と最寄
りの小型垂直フラップ３２ａの回転軸３５との最近接距離は、この正面視左側の支持部材
３３と他の垂直フラップ３２の回転軸３５との最近接距離のいずれの距離よりも短くなる
ように配置されている。また、図１４に示すように、垂直フラップ３２が姿態角度を変え
た状態においても、正面視左側の支持部材３３の表面と最寄りの小型垂直フラップ３２ａ
の表面と最近接距離は、この正面視左側の支持部材３３の表面と他の垂直フラップ３２の
表面との最近接距離のいずれの距離よりも短くなるように配置されている。
【００６１】
　大型垂直フラップ３２ｂは、上述した部分以外に配置されており、４つの垂直フラップ
３２が同じ動きをする１つのグループとして、左側エリアに２グループ、真ん中のエリア
に２グループ、右側のエリアに２グループが、それぞれ設けられている。これらの各グル
ープは、対応する１つの垂直駆動バー３８によってひとまとめにされており、姿態角度の
変更をグループごとに行うことができるようになっている。
【００６２】
　図１０、１１、１３において示すように、小型垂直フラップ３２ａ、大型垂直フラップ
３２ｂ、端部垂直フラップ３２ｃ、および、支持部材３３は、正面視において、いずれも
空気流れ方向に重なる部分が無いように配置されている。
【００６３】
　図１２（ａ）に、図１１のａ－ａ断面から正面視左側を見た状態の側面視構成図を示す
。図１２（ｂ）に、図１１のｂ－ｂ断面から正面視左側を見た状態の側面視断面図を示す
。図１２（ｃ）に、図１１のｃ－ｃ断面から正面視左側を見た状態の側面視断面図を示す
。
【００６４】
　図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、側面視において、支持部材３３と小型垂
直フラップ３２ａとは、互いに重なる部分を有するように配置されている。これにより、
支持部材３３と小型垂直フラップ３２ａとを側面視において重なることがないように配置
する場合と比較して、空気流れ方向における小型化を図ることができている。
【００６５】
＜１－３＞本実施形態の特徴
　図１５に、図１３、図１４中に矢視Ｐで示す部分の部分拡大上面図を示す。ここで、上
面視における支持部材３３の長手方向と、最寄りの垂直フラップ３２の長手方向と、のな
す角度のうち小さな方の角度は７０度程度となっている。
【００６６】
　なお、図１６に、図１５に対応する比較例の様子を表した上面図を示す。
【００６７】
　図１６では、支持部材３３の最寄りの垂直フラップ３２が、大型垂直フラップ３２ｂと
なっている場合を比較例として示している。この場合には、ファン２５によって形成され
た空気流れＦは、支持部材３３の右側および最寄りの大型垂直フラップ３２ｂの左側を通
過して室内に吹き出される。また、支持部材３３と最寄りの大型垂直フラップ３２ｂとの
風上側の隙間が小さいため、支持部材３３と最寄りの大型垂直フラップ３２ｂとの間には
空気流れＦが流入しにくい。この際、冷房運転時には空気流れＦは冷たい空気を運んでい
るため、支持部材３３の右側および最寄りの大型垂直フラップ３２ｂの左側が集中的に冷
却される。これに対して、支持部材３３と最寄りの大型垂直フラップ３２ｂとの間の空気
流れＦが流入しにくい空間には、冷房対象空間である室内側から湿った暖かい空気が流れ
込み（矢視Ｈ）、支持部材３３の左側および最寄りの大型垂直フラップ３２ｂの右側にお
いてそれぞれ冷却されて、結露が生じてしまう。
【００６８】
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　これに対して、上記実施形態の空気調和装置の室内機３の支持部材３３と最寄りの小型
垂直フラップ３２ａとの上面視の様子を表した図１５に示すように、支持部材３３に最寄
りの垂直フラップ３２として大型垂直フラップ３２ｂではなく小型垂直フラップ３２ａを
採用しているため、空気流れＦのうち空気流れＦｓは、小型垂直フラップ３２ａの鉛直方
向上方を通過する。このため、支持部材３３と最寄りの小型垂直フラップ３２ａとの間に
おいても、冷房運転時の冷たい空気を供給することができる。これにより、支持部材３３
および最寄りの小型垂直フラップ３２ａの表面全体を、冷たい空気流れＦ、Ｆｓによって
冷却させることができ、表面温度にムラが生じにくいために結露の発生を抑制させること
ができ、室内側からの空気の流入を抑制させることができるという観点からも結露の発生
を抑制させることができる。
【００６９】
　また、支持部材３３の最寄りの垂直フラップ３２を無くしてしまうのではなく、小型垂
直フラップ３２ａを設けておくことで、小型垂直フラップ３２ａが位置している部分を通
過する空気流れＦｓについても、多少、左右の風向調節を行うことが可能になっている。
【００７０】
＜２＞他の実施形態
（Ａ）
　上記実施形態では、空気調和装置の室内機３は、天井吊り下げタイプである場合を例に
挙げて説明した。
【００７１】
　しかし、本発明は、フラップを支持する支持部材の近くに、他のフラップが配置されて
いる場合に適用することもできるため、例えば、吹出口の長手方向が鉛直方向である床置
き型の空気調和装置の室内機に対して適用してもよい。この場合には、垂直フラップを支
持部材で支えつつ、支持部材に最寄りの水平フラップを小型化させることになる。
【００７２】
（Ｂ）
　上記実施形態では、正面視における左側の支持部材３３について、結露を抑制させる構
造を採用した場合を例に挙げて説明した。
【００７３】
　しかし、本発明は、これに限られるものではなく、例えば、図１７に示すように、最寄
りの垂直フラップ３２が小型垂直フラップ３２ａである支持部材２３３を採用した空気調
和装置の室内機２０３としてもよい。この場合には、支持部材３３と支持部材２３３のい
ずれの近傍においても結露の発生を抑制させることができる。
【００７４】
（Ｃ）
　上記実施形態では、小型垂直フラップ３２ａが大型垂直フラップ３２ｂよりも小型であ
る垂直フラップ３２について説明した。
【００７５】
　しかし、本発明の垂直フラップ３２は、これに限られるものではなく、例えば、表面積
に着目して、小型垂直フラップ３２ａの表面積が大型垂直フラップ３２ｂの表面積よりも
小さく設計された垂直フラップ３２であってもよい。
【００７６】
　また、体積に着目して、小型垂直フラップ３２ａの体積が大型垂直フラップ３２ｂの体
積よりも小さく設計された垂直フラップ３２であってもよい。
【００７７】
　また、鉛直方向の長さとは無関係に、空気流れ方向にのみ着目して、小型垂直フラップ
３２ａの空気流れ方向の長さが大型垂直フラップ３２ｂの空気流れ方向の長さよりも短く
設計された垂直フラップ３２であってもよい。さらに、鉛直方向の長さが同程度であって
、小型垂直フラップ３２ａの空気流れ方向の長さが大型垂直フラップ３２ｂの空気流れ方
向の長さよりも短く設計された垂直フラップ３２であってもよい。なお、吹出口２２のう
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型垂直フラップ３２ｂの空気流れ方向の長さよりも短く設計された垂直フラップ３２であ
ってもよい。
【００７８】
　また、空気流れ方向の長さとは無関係に、鉛直方向の長さにのみ着目して、小型垂直フ
ラップ３２ａの鉛直方向の長さが大型垂直フラップ３２ｂの鉛直方向の長さよりも短く設
計された垂直フラップ３２であってもよい。さらに、空気流れ方向の長さが同程度であっ
て、小型垂直フラップ３２ａの鉛直方向の長さが大型垂直フラップ３２ｂの鉛直方向の長
さよりも短く設計された垂直フラップ３２であってもよい。
【００７９】
＜３＞参考例
　なお、上述した小型垂直フラップ３２ａの代わりに、以下の構成を有する他のフラップ
を配置した場合であっても、ドレン水の発生を抑制することができる。この他のフラップ
とは、上述した小型垂直フラップ３２ａが配置されていた位置に小型垂直フラップ３２ａ
の代わりに配置された場合に、同位置に代わりに上述した大型垂直フラップ３２ｂが配置
された場合において該大型垂直フラップ３２ｂと支持部材３３との間で生じうるドレン水
の量よりも、生じうるドレン水の量を少なくすることができるフラップをいう。このよう
に、支持部材３３の最寄りに配置される垂直フラップ３２を他のフラップとしつつ、該他
のフラップ以外の垂直フラップ３２を該他のフラップとは異なる形態のものとしてもよい
。すなわち、垂直フラップ３２を、他のフラップを含む少なくとも２種類のフラップから
構成させるようにしてもよい。ここでのフラップの種類は、例えば、形状、大きさ、表面
処理の有無等によって分けられる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の空気調和装置の室内機は、例えば、水平フラップが支持部材によって回動自在
に支持されている場合に、垂直フラップと支持部材との間で生じうる結露を抑制させるこ
とができるため、水平フラップが支持部材によって支持されている空気調和装置の室内機
に適用した場合に特に有用である。
【符号の説明】
【００８１】
　　３　室内機
　　５　熱交換器
　　６　ドレンパン
　２０　ケーシング
　２１　吸込口
　２２　吹出口
　２５　シロッコファン（ファン）
　３１　水平フラップ（第１風向調節板）
　３２　垂直フラップ（第２風向調節板）
　３２ａ　小型垂直フラップ（第４風向調節板）
　３２ｂ　大型垂直フラップ（第３風向調節板）
　３３　支持部材
　５１　放熱フィン
　５２　伝熱管
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８２】
【特許文献１】特開２００６－１３２７８９号公報
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