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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器およびＤＣファンモータが内蔵されているユニット本体に、前記熱交換器で温
調された空気を室内に吹出すためのダクトが接続され、該ダクトの構成によって決まる機
外静圧下で定格の風量が得られるように前記ＤＣファンモータの回転数が制御される空気
調和機であって、
　空気調和機の据付け後、前記機外静圧を自動判定し、該機外静圧に基づいて定格の風量
が得られるように前記ＤＣファンモータの回転数を設定する風量設定手段と、
　リモコン側に設けられ、前記機外静圧を手動により補正設定できる機外静圧補正設定部
と、を備え、
　前記風量設定手段で自動判定された基準の機外静圧に対して、前記機外静圧補正設定部
で補正設定できる手動設定範囲を予め設定されている範囲に制限する制限手段が設けられ
ていることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記機外静圧の自動判定運転は、空気調和機据付け後の電源投入１回目もしくは前記リ
モコン側に設けられている前記機外静圧補正設定部の自動（オート）の選択による送風試
運転時により実施可能とされていることを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記風量設定手段は、予め設定されている２点の回転数で前記ＤＣファンモータを運転
し、その際にモータ制御回路から前記ＤＣファンモータに出力されるモータ出力値を読み
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取り、前記２点の回転数でのモータ出力値の差から機外静圧を判定し、該機外静圧に基づ
いて静圧設定毎の回転数テーブルから定格風量が得られるようにＤＣファンモータの回転
数を設定する手段を備えていることを特徴とする請求項１または２に記載の空気調和機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器により温調された空気をユニット本体に接続されているダクトを介
して室内に吹出すタイプの空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　熱交換器およびファンが内蔵されているユニット本体内で温調された空気を、例えば天
井内部等に配設されているダクトを介して室内に吹出すようにしたダクト形の空気調和機
においては、ファン用のモータにＡＣモータを採用していた。この場合、一定出力でファ
ンが運転されるため、ダクトの長さや径あるいはその形状等で通風抵抗が変わり、それに
よって決まる機外静圧を把握する術がなかった。従って、古い建物等において、ダクトを
そのまま流用して空気調和機を据え付けた場合、機外静圧が大きいと、風量がダウンして
能力が低下し、逆に機外静圧が小さいと、風量が多すぎてドラフト悪化となる等の問題が
発生していた。
【０００３】
　そこで、ダクトの長さや径あるいは形状等によって圧力損失が変化しても、指示された
一定風量で運転することができるとともに、風量を検出する特別なセンサ等を設けること
なく、風量を一定に制御することができる構成とされたＤＣファンモータを搭載したもの
が特許文献１により提示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０１２７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に示すものは、予め設定した電圧をＤＣモータに印加して運転し、回転
数検出手段で検出されたモータの運転回転数Ｎａと、記憶手段に記億された現在の指示風
量Ｑｍと印加電圧Ｖａの両方に対応する規定回転数Ｎｍａとを比較し、運転回転数Ｎａと
規定回転数Ｎｍａが同一になるまで、モータに対する印加電圧を増減しながら繰り返し運
転することにより、指示風量を確保し、一定風量での運転を可能としたものである。この
ため、調整に時間がかかるとともに、単に運転回転数が規定回転数となるように印加電圧
を制御するもの故、制御回路部品や電源電圧、モータ指令電圧等のバラツキを吸収するこ
とできず、一定風量に精度よく調整することができない等の課題があった。
【０００６】
　そこで、ダクトの長さや径あるいはその形状等によって決まる機外静圧を設定し、その
機外静圧に基づいて静圧設定毎の回転数テーブルから定格風量が得られるようにＤＣファ
ンモータの回転数を設定するようにしたものが提案されている。しかるに、この機外静圧
設定は、回転数制御であり、ダクト静圧に対して制限がなく、このため、回転数が高くな
る設定条件下で、ダクト静圧を小さく設定すると、設定以上に風量が過大となり、ドレン
水の飛び出しや騒音の悪化等の問題が発生する虞があった。特に、機外静圧を大きくした
ものでは、そのリスクが高くなるという課題があった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ダクトの構成により変わる
機外静圧を自動判定し、その機外静圧で定格の風量が得られるようにした空気調和機にあ
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って、機外静圧を手動で補正設定できる範囲を制限することにより、風量過多を防ぐこと
ができる空気調和機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した課題を解決するために、本発明の空気調和機は、以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかる空気調和機は、熱交換器およびＤＣファンモータが内蔵され
ているユニット本体に、前記熱交換器で温調された空気を室内に吹出すためのダクトが接
続され、該ダクトの構成によって決まる機外静圧下で定格の風量が得られるように前記Ｄ
Ｃファンモータの回転数が制御される空気調和機であって、空気調和機の据付け後、前記
機外静圧を自動判定し、該機外静圧に基づいて定格の風量が得られるように前記ＤＣファ
ンモータの回転数を設定する風量設定手段と、リモコン側に設けられ、前記機外静圧を手
動により補正設定できる機外静圧補正設定部と、を備え、前記風量設定手段で自動判定さ
れた基準の機外静圧に対して、前記機外静圧補正設定部で補正設定できる手動設定範囲を
予め設定されている範囲に制限する制限手段が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、温調された空気を室内に吹出すダクトの構成によって決まる機外静圧
下で定格の風量が得られるようにＤＣファンモータの回転数が制御される空気調和機にあ
って、空気調和機の据付け後、機外静圧を自動判定し、該機外静圧に基づいて定格の風量
が得られるようにＤＣファンモータの回転数を設定する風量設定手段と、リモコン側に設
けられ、機外静圧を手動により補正設定できる機外静圧補正設定部と、を備え、風量設定
手段で自動判定された基準の機外静圧に対して、機外静圧補正設定部で補正設定できる手
動設定範囲を予め設定されている範囲に制限する制限手段が設けられているため、風量設
定手段により自動判定された機外静圧に基づいて、定格の風量が得られるようにＤＣファ
ンモータの回転数が設定されるが、この基準となる機外静圧をリモコン側において手動に
より補正設定した場合、その範囲は制限手段を介して予め設定された範囲に制限されるよ
うになっている。つまり、機外静圧の設定は回転数制御であり、ダクト静圧に対して制限
がなく、このため、回転数が高くなる条件下で、リモコン側での補正設定時にダクト静圧
を小さく設定すると、設定以上に風量が過大となり、室内へのドレン水の飛び出しや騒音
の悪化等の問題が発生する虞があるが、手動で補正設定できる範囲を予め設定されている
範囲に制限できるようにしておくことにより、設定風量に対して風量が過多となる事態を
防ぐことができる。従って、機外静圧を適宜補正した場合でも、室内へのドレン水の飛び
出しや騒音の悪化等の不具合発生を防止することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の空気調和機は、上記の空気調和機において、前記機外静圧の自動判定
運転は、空気調和機据付け後の電源投入１回目もしくは前記リモコン側に設けられている
前記機外静圧補正設定部の自動（オート）の選択による送風試運転時により実施可能とさ
れていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、機外静圧の自動判定運転は、空気調和機据付け後の電源投入１回目も
しくはリモコン側に設けられている機外静圧補正設定部の自動（オート）の選択による送
風試運転時に実施可能とされているため、機外静圧の自動判定運転を、空気調和機据付け
後の電源投入１回目の送風試運転時もしくはリモコン側の機外静圧補正設定部で自動（オ
ート）を選択した送風試運転時に随時実施することができ、その機外静圧に基づいて定格
の風量が得られるようにＤＣファンモータの回転数を設定し、風量を精度よく調整するこ
とができる。そして、リモコン側で機外静圧が補正された場合でも、それを設定範囲に制
限し、設定風量に対して風量が過大とならないようにすることができる。従って、機外静
圧を補正した場合における不具合の発生を防止することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の空気調和機は、上述のいずれかの空気調和機において、前記風量設定
手段は、予め設定されている２点の回転数で前記ＤＣファンモータを運転し、その際にモ
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ータ制御回路から前記ＤＣファンモータに出力されるモータ出力値を読み取り、前記２点
の回転数でのモータ出力値の差から機外静圧を判定し、該機外静圧に基づいて静圧設定毎
の回転数テーブルから定格風量が得られるようにＤＣファンモータの回転数を設定する手
段を備えていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、風量設定手段が、予め設定されている２点の回転数でＤＣファンモー
タを運転し、その際にモータ制御回路からＤＣファンモータに出力されるモータ出力値を
読み取り、２点の回転数でのモータ出力値の差から機外静圧を判定し、該機外静圧に基づ
いて静圧設定毎の回転数テーブルから定格風量が得られるようにＤＣファンモータの回転
数を設定する手段を備えているため、空気調和機据付け後の電源投入１回目の送風試運転
時もしくはリモコン側の機外静圧補正設定部で自動を選択した送風試運転時に、予め設定
されている２点の回転数でＤＣファンモータを運転することにより、その時のモータ出力
値の差からユニット自身で機外静圧を判定し、該機外静圧に基づいて静圧設定毎の回転数
テーブルから定格の風量が得られるようにＤＣファンモータの回転数を設定することによ
って、風量の調整を迅速に行うことができる。従って、空気調和機を指示された風量を確
保して運転し、機外静圧が高い場合の風量ダウンによる能力低下や機外静圧が低い場合の
風量アップによるドラフト等を確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、風量設定手段により自動判定された機外静圧に基づいて、定格の風量
が得られるようにＤＣファンモータの回転数が設定されるが、この基準となる機外静圧を
リモコン側において手動で補正設定した場合、その範囲は制限手段を介して予め設定され
た範囲に制限されるようになっている。つまり、機外静圧の設定は回転数制御であり、ダ
クト静圧に対して制限がなく、このため、回転数が高くなる条件下で、リモコン側での補
正設定時にダクト静圧を小さく設定すると、設定以上に風量が過大となり、室内へのドレ
ン水の飛び出しや騒音の悪化等の問題が発生する虞があるが、手動で補正設定できる範囲
を予め設定されている範囲に制限できるようにしておくことにより、設定風量に対して風
量が過多となる事態を防ぐことができるため、機外静圧を適宜補正した場合でも、室内へ
のドレン水の飛び出しや騒音の悪化等の不具合発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るダクト形空気調和機の設置状態の一例を示す概略側面
図である。
【図２】図１に示すダクト形空気調和機のリモコンの機外静圧補正設定画面の一例である
。
【図３】図１に示すダクト形空気調和機のリモコンの機外静圧補正設定部で設定される目
標静圧とその信号との相関関係図である。
【図４】図１に示すダクト形空気調和機のＤＣファンモータの制御回路図である。
【図５】図４に示すＤＣファンモータの制御回路による風量調整時の制御フロー図である
。
【図６】図５に示す風量調整時の機外静圧自動判定運転時の制御フロー図である。
【図７】図５に示す機外静圧自動判定運転時のＤＣファンモータの回転指令のタイミング
チャートである。
【図８】図５に示す機外静圧自動判定運転時のＤＣファンモータの回転数とモータ出力（
Ｖｓｐ）と静圧との関係を示すグラフである。
【図９】図５に示す機外静圧自動判定運転時のモータ出力差（Ｖｓｐ）から静圧設定Ｎｏ
を選択する判定表の一例である。
【図１０】図５に示す機外静圧自動判定運転時のＤＣファンモータの回転数設定に用いる
静圧設定毎の回転数テーブルの一例である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　以下に、本発明の一実施形態について、図１ないし図１０を参照して説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係るダクト形空気調和機の設置状態の一例を示す概略
側面図が示されている。なお、本実施形態では、ダクト形空気調和機の一例として、天井
に埋め込み設置されるダクトタイプの空気調和機が例示されている。
　このダクト形空気調和機１のユニット本体２は、図１に示されるように、建屋の梁等に
鉛直方向に設けられる複数本の吊りボルトを介して天井内に吊り下げ設置されるようにな
っている。なお、屋外に設置される室外機は、図示省略されている。
【００１７】
　ダクト形空気調和機（空気調和機）１は、室内から吸込みグリル３、消音チャンバー４
および吸込みダクト５を介して吸込んだ室内空気を冷媒と熱交換させて冷却または加熱し
た後、吹出しダクト６、吹出しユニット７および吹出しグリル８等を介して室内に吹出す
ように構成されている。吹出しダクト６は、吹出しユニット７の配設位置等により、その
長さ、径および形状等が様々変化されるものである。なお、天井面９には、ダクト形空気
調和機１のユニット本体２を点検あるいはメンテナンスするための点検口１０が設けられ
ている。
【００１８】
　ユニット本体２は、箱形とされており、その内部には、冷媒と室内空気とを熱交換する
室内熱交換器（熱交換器）１１、室内空気を循環する複数組のシロッコファンおよびＤＣ
モータからなるＤＣファンモータ１２、室内熱交換器１１で発生したドレン水を受けるド
レンパン、ドレンパン内に溜まったドレン水を外部に排出するドレンポンプ（ドレンパン
およびドレンポンプは図示省略）等が組み込まれている。また、外部には、前後側面に吸
込みダクト５および吹出しダクト６が接続される吸込み口１３および吹出し口１４が設け
られているとともに、一側面にダクト形空気調和機１の運転を制御するコントロールボッ
クス１５が設けられており、該コントロールボックス１５には、リモコン１６が接続され
ている。
【００１９】
　リモコン１６には、機外静圧補正設定部１７が設けられており、吹出しダクト６、吹出
しユニット７および吹出しグリル８等の長さ、径およびその形状等によって決まる吹出し
ダクト６側の機外静圧を後述の如く自動判定あるいはそれを補正設定できるようになって
いる。つまり、リモコン１６は、メニュー画面から図２に示すような静圧補正画面を表示
させ、タッチパネル上の操作ボタン１８，１９を操作して、ＮＯ．１－１９のいずれかを
選択し、セットボタン２０を操作することにより、図３に示されるように、そのＮＯ．に
対応する、例えば１０－２００Ｐａの範囲の目標静圧に機外静圧を補正設定できるように
なっている。
【００２０】
　また、操作ボタン１８，１９を操作して、ＮＯ．２０によりＡＵＴＯ（自動）を選択す
ることにより、吹出しダクト６側の長さ、径および形状等により決まる機外静圧を、後述
するように、空気調和機据付け後の電源投入１回目と共に、随時自動判定できるようにし
ている。更に、このリモコン１６により設定した機外静圧に基づいて定格の風量が得られ
るように、後述の如くＤＣファンモータ１２の回転数が設定される構成とされている。
【００２１】
　ＤＣファンモータ１２は、図４に示されるように、ＤＣモータ２１がコントローラ（制
御基板）２２のモータ制御回路２３から出力されるモータ出力値（例えば回転数指令電圧
Ｖｓｐ）に基づき、駆動回路２４を介して回転駆動されるようになっており、その回転数
を回転数検出回路２５が検出し、出力ＦＧをコントローラ２２のモータ制御回路２３にフ
ィードバックすることによって、ＤＣファンモータ１２の回転数が目標値（目標ＦＧ）と
なるように、目標ＦＧと回転数出力ＦＧとを比較してＤＣモータ２１への出力値（回転数
指令電圧Ｖｓｐ）が調整されるように構成されている。
【００２２】
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　コントローラ２２には、主に吹出しダクト６の長さや径あるいはその形状等により変化
する圧力損失等で決まる機外静圧に対応して、ＤＣファンモータ１２の風量（回転数）を
調整し、機外静圧が変わった場合においても、定格の風量が得られるようにするための風
量設定回路（風量設定手段）２６が設けられている。この風量設定回路（風量設定手段）
２６は、空気調和機据付け後の電源投入１回目もしくはリモコン１６の機外静圧補正設定
部１７で自動（ＮＯ．２０のＡＵＴＯ）が選択された時の送風試運転指令２７によりＤＣ
ファンモータ１２（ＤＣモータ２１）を予め設定されている２点の回転数Ａ，Ｂで運転す
る運転指令手段２８を備えている。
【００２３】
　また、風量設定回路２６は、運転指令手段２８からの指令によりモータ制御回路２３を
介してＤＣモータ２１に出力されているモータ出力値、すなわち回転数指令電圧ＶｓｐＡ
およびＶｓｐＢを読み取り、その差ΔＶｓｐ（＝ＶｓｐＢ－ＶｓｐＡ）を演算する演算手
段２９と、該演算手段２９で演算されたモータ出力値の差ΔＶｓｐから判定表３３（図９
参照）に基づいて吹出しダクト６側の機外静圧を判定する判定手段３０と、その機外静圧
に基づいて静圧設定毎の回転数テーブル３４（図１０参照）から定格の風量が得られるよ
うにＤＣファンモータ１２の回転数を設定する回転数設定手段３１と、判定表３３および
静圧設定毎の回転数テーブル３４等のデータを記憶する記億手段３２とを備えている。
【００２４】
　さらに、風量設定回路２６は、自動判定した機外静圧をリモコン６側の機外静圧補正設
定部１７で手動により補正設定したとき、補正された目標静圧を判定手段３０および回転
数設定手段３１に入力し、機外静圧を変更する機外静圧補正手段３５と、機外静圧補正設
定部１７および機外静圧補正手段３５を介して補正設定できる手動設定範囲を予め設定さ
れている範囲に制限する制限手段３６とを備えている。この制限手段３６により制限され
る範囲は、図３に示されるように、例えば、自動判定された基準となる機外静圧が、６０
Ｐａ（＝６）に対して、±３０Ｐａ（＝±３）のように、手動で設定できる範囲が制限さ
れるようになっている。
【００２５】
　次に、上記した風量設定回路（風量設定手段）２６の動作について、図５ないし図１０
を用いて説明する。
　図５に示されるように、空気調和機１を据付け後の電源投入１回目、もしくはリモコン
１６の機外静圧補正設定部１７で自動（ＮＯ．２０のＡＵＴＯ）を選択した時、ステップ
Ｓ１のように、送風試運転指令２７から運転指令手段２８に指令信号が出力される構成と
しており、これによって、ステップＳ２に進み、機外静圧自動判定運転が実施されるよう
にしている。
【００２６】
　この機外静圧自動判定運転は、運転指令手段２８からの指令によって、図６に示される
ように、先ず、ステップＳ１１において、ＤＣファンモータ１２を予め設定されている回
転数Ａｒｐｍで数分間運転し、続いてステップＳ１２において、予め設定されている回転
数Ｂｒｐｍで数分間運転する。この運転は、送風モードによる運転とされる。図７は、こ
の運転のタイミングチャートを示すものであり、それぞれ数分間のＡｒｐｍおよびＢｒｐ
ｍの指令運転が終了前の１分間において、ファンモータＤｕｔｙがサンプリングされるよ
うになっている。
【００２７】
　このＡｒｐｍおよびＢｒｐｍの２点でのそれぞれの回転数時のファンモータＤｕｔｙの
サンプリングは、図８に示されるように、ＤＣファンモータ１２の回転数（ｒｐｍ）とモ
ータ出力（Ｖｓｐ）と静圧との関係グラフから、ΔＶｓｐＡおよびΔＶｓｐＢを読み取る
ことにより行われる。演算手段２９は、ステップＳ１３において、図８上のΔＶｓｐＡお
よびΔＶｓｐＢを読み取り、その差ΔＶｓｐ（ΔＶｓｐ＝ΔＶｓｐＢ－ΔＶｓｐＡ）を算
出するものである。
【００２８】
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　ステップＳ１３において、モータ出力値（ΔＶｓｐＡおよびΔＶｓｐＢ）の差ΔＶｓｐ
が算出されると、ステップＳ１４に進む。このステップＳ１４は、図５に示す制御フロー
中の機外静圧に相当する静圧設定Ｎｏを判定するステップＳ３に相当し、ここで、判定手
段３０は、演算手段２９によって算出された演算値ΔＶｓｐを用い、記億手段３２に記億
されている、例えば図９に例示される機種毎のモータ出力差（ΔＶｓｐ）による静圧設定
Ｎｏ．の判定表３３に基づいて、該当する静圧設定Ｎｏ．を選択することによって、当該
空気調和機１の機外静圧を判定する。
【００２９】
　ステップＳ１４において、静圧設定Ｎｏ．が選択され、機外静圧が判定されると、通常
はステップＳ１５に進み、記億手段３２に記億されている、例えば図１０に例示される静
圧設定毎の回転数テーブル３４に基づいて、回転数設定手段３１が選択された静圧設定Ｎ
ｏ．の静圧設定毎の回転数テーブル３４から定格の風量が得られるように、ＤＣファンモ
ータ１２の回転数が設定される。一例として図１０に示されている機種においては、静圧
設定Ｎｏ．６が選択され、機外静圧が６０Ｐａと判定された場合、指示風量が、１３ｍ３

／ｍｉｎのとき、ＤＣファンモータ１２は、Ｕｈｉ２タップにより１１８０ｒｐｍで回転
されるようになり、同様に指示風量が、９ｍ３／ｍｉｎのとき、ＤＣファンモータ１２は
、Ｍｅタップにより８７０ｒｐｍで回転されるようになっている。
【００３０】
　つまり、図５に示す制御フローにおいて、ステップＳ３で機外静圧の静圧設定Ｎｏ．が
判定され、ステップＳ４に進んで静圧設定Ｎｏ．が変更なしと判断されると、ステップＳ
５に進む。ステップＳ５での運転は、自動判定された静圧設定Ｎｏ．での運転であり、上
述した図６のステップＳ１５での運転となる。一方、ステップＳ４で手動により静圧設定
Ｎｏ．が変更されている、すなわちリモコン６側の機外静圧補正設定部１７で手動により
機外静圧が補正設定され、機外静圧補正手段３５を介して静圧設定Ｎｏ．が変更されてい
ると判定されると、ステップＳ６に進む。この場合、ステップＳ６では、手動で補正設定
された静圧設定Ｎｏ．が、自動判定された静圧設定Ｎｏ．に対して制限手段３６により制
限された範囲以内（例えば、±３０Ｐａ＝±３）か否かが判断され、その結果により以下
の通り運転されるように構成されている。
【００３１】
　ステップＳ６での判断結果が、「手動設定Ｎｏ．＜自動設定Ｎｏ．－３」の場合、ステ
ップＳ７に進み、この場合、自動判定された静圧設定Ｎｏ．に対し、「－３」の目標静圧
で運転される。また、「手動設定Ｎｏ．＞自動設定Ｎｏ．＋３」と判断された場合、ステ
ップＳ８に進み、自動判定された静圧設定Ｎｏ．に対し、「＋３」の目標静圧で運転され
、さらに「手動設定Ｎｏ．≦自動設定Ｎｏ．±３」と判断された場合、ステップＳ９に進
み、手動で補正設定された静圧設定Ｎｏ．を目標静圧として運転されるようになっている
。
【００３２】
　以上に説明の構成により、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　上記ダクト形空気調和機１が運転されると、ＤＣファンモータ１２が駆動され、室内空
気が吸込みグリル３、消音チャンバー４および吸込みダクト５を介してユニット本体２内
に吸込まれる。この空気は、室内熱交換器１１において室外機から供給される冷媒と熱交
換され、冷却または加熱された後、吹出しダクト６、吹出しユニット７および吹出しグリ
ル８を介して室内に吹出され、室内の空調に供される。
【００３３】
　かかるダクト形空気調和機１では、吹出しダクト６、吹出しユニット７および吹出しグ
リル８側の長さや径あるいはその形状等により通風抵抗が変わり、それによって決まる機
外静圧の大小で吹出し風量が変化することから、空気調和機１の据え付け時、あるいは必
要に応じて随時、風量を調整することにより、機外静圧の如何にかかわらず定格の風量が
得られるようにする必要がある。そこで、本実施形態では、空気調和機据付け後の電源投
入１回目もしくはリモコン１６の機外静圧補正設定部１７でＡＵＴＯ（ＮＯ．２０）が選
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択された時、空気調和機１を送風試運転し、風量設定回路（風量設定手段）２６により送
風試運転指令２７から運転指令手段２８に指令信号を出力するようにしている。
【００３４】
　これによって、運転指令手段２８は、図７に示されるように、予め設定されている２点
の回転数Ａｒｐｍ，ＢｒｐｍでＤＣファンモータ１２を運転する。この運転時に、モータ
制御回路２３からＤＣファンモータ１２に対して出力されるモータ出力値である回転数指
令電圧ＶｓｐＡ，ＶｓｐＢ（図８参照）を読み取り、その出力値ＶｓｐＡ，ＶｓｐＢの差
ΔＶｓｐからユニット自身で機外静圧を判定し、該機外静圧に基づいて静圧設定毎の回転
数テーブル３４から定格の風量が得られるようにＤＣファンモータ１２の回転数を設定し
ている。
【００３５】
　具体的には、運転指令手段２８の指令によって、予め設定されている２点の回転数Ａｒ
ｐｍ，ＢｒｐｍでＤＣファンモータ１２を運転し、その時、コントローラ２２からＤＣフ
ァンモータ１２への出力値である回転数指令電圧ＶｓｐＡ，ＶｓｐＢを読み取り、該出力
値の差ΔＶｓｐを演算手段２９により演算し、そのΔＶｓｐから判定手段３０により判定
表３３に基づいて機外静圧を判定し、該機外静圧に基づいて静圧設定毎の回転数テーブル
３４から、回転数設定手段３１を介して定格の風量が得られるようにＤＣファンモータ１
２の回転数を設定することによって、風量を調整できるようにしている。
【００３６】
　斯くして、本実施形態によれば、ダクト形空気調和機１を指示された風量を確保して運
転し、機外静圧が高い場合の風量ダウンによる能力低下や機外静圧が低い場合の風量アッ
プによるドラフトを防止することができる。さらに、２点の回転数Ａｒｐｍ，Ｂｒｐｍで
のモータ出力値ＶｓｐＡ，ＶｓｐＢの差ΔＶｓｐから機外静圧を判定するようにしている
ため、コントローラ２２側の回路部品や電源電圧あるいはモータ出力値等のバラツキを吸
収し、風量を精度よく調整することができる。つまり、吹出しダクト６側の長さ、径およ
び形状等によって変化する機外静圧をユニット自身で判定し、その機外静圧において定格
の風量が得られるように、風量を迅速にかつ精度よく調整することができる。
【００３７】
　また、本実施形態においては、リモコン１６側に機外静圧補正設定部１７を設け、この
機外静圧補正設定部１７を操作して機外静圧を自動判定またはその機外静圧を手動で補正
設定できるようにしている。このように機外静圧補正設定部１７を設けるのは、使用環境
によって、空気調和機１の風量を増減する必要があるためであり、自動判定により設定し
た機外静圧をリモコン１６側で手動により補正設定可能としている。しかるに、自動判定
で設定された機外静圧を手動で補正設定した場合、その範囲は制限手段３６を介して予め
設定された範囲に制限されるようになっている。
【００３８】
　これは、機外静圧の設定は回転数制御であって、ダクト静圧に対して制限がなく、この
ため、回転数が高くなる条件下で、リモコン１６側での補正設定時にダクト静圧を小さく
設定すると、設定以上に風量が過大となり、室内へのドレン水の飛び出しや騒音の悪化等
の問題が発生する可能性があるためで、手動で補正設定できる範囲を予め設定されている
範囲に制限できるようにしておくことにより、設定風量に対して風量が過多となる事態を
防ぐことができる。これによって、機外静圧を適宜補正した場合でも、室内へのドレン水
の飛び出しや騒音の悪化等の不具合発生を防止することができる。
【００３９】
　さらに、本実施形態では、機外静圧の自動判定運転を、空気調和機１の据付け後の電源
投入１回目もしくはリモコン１６側に設けられている機外静圧補正設定部１７の自動（オ
ート）の選択による送風試運転時に実施できるようにしている。このため、機外静圧の自
動判定運転を、空気調和機１の据付け後の電源投入１回目の送風試運転時もしくはリモコ
ン１６側の機外静圧補正設定部１７で自動（オート）を選択した送風試運転時に随時実施
することができる。そして、自動判定された機外静圧に基づいて定格の風量が得られるよ
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うにＤＣファンモータ１２の回転数を設定することにより、風量を精度よく調整すること
ができ、また、リモコン１６側で自動判定された機外静圧を補正した場合でも、それを設
定範囲に制限することにより、設定風量に対して風量が過大とならないようにすることが
でき、従って、機外静圧を補正した場合の不具合発生を防止することができる。
【００４０】
　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、ＤＣファン
モータ１２としてシロッコファンを用いた例について説明したが、これに限定されるもの
ではなく、ファンとして他のプロペラファン等を用いたものにも同様に適用できることは
もちろんである。また、吹出しダクト６、吹出しユニット７および吹出しグリル８等につ
いては、いかなる形状、構成のものであってもよく、特に制約されるものではない。
【００４１】
　さらに、上記実施形態では、ユニット本体２の吸込み側に消音チャンバー４および吸込
みダクト５を接続しているものについて説明したが、ユニット本体２の下面に吸込み口を
設け、この吸込み口より室内空気をユニット本体２内に直接吸込むように構成した空気調
和機にも同様に適用できることはもちろんである。また、上記実施形態では、モータ制御
回路２３からＤＣファンモータ１２に出力される出力値（指令値）を回転数指令電圧Ｖｓ
ｐとしているが、必ずしも回転数指令電圧Ｖｓｐである必要はなく、他の指令値を用いて
もよい。
【００４２】
　また、上記実施形態においては、機外静圧補正設定部１７により補正設定できる手動設
定範囲を制限手段３６により予め設定された範囲、例えば自動判定された機外静圧に対し
て±３０Ｐａ（＝±３）に制限するようにしているが、この範囲は、部品の検知精度やバ
ラツキ等を考慮して設定されるものであり、該範囲に限定されるものではなく、任意に設
定できることは云うまでもない。更には、その制限範囲を目標静圧が高い領域では大きく
（例えば、±４０Ｐａ＝±４）し、低い範囲では小さく（例えば、±２０Ｐａ＝±２）す
るようにしてもよく、あるいはマイナス側（例えば、－３０Ｐａ＝－３）だけに設定する
ようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４３】
１　ダクト形空気調和機（空気調和機）
２　ユニット本体
６　吹出しダクト
１１　室内熱交換器（熱交換器）
１２　ＤＣファンモータ
１５　コントロールボックス
１６　リモコン
１７　機外静圧補正設定部
２２　コントローラ
２３　モータ制御回路
２４　駆動回路
２５　回転数検出回路
２６　風量設定回路（風量設定手段）
２７　送風試運転指令
２８　運転指令手段
２９　演算手段
３０　判定手段
３１　回転数設定手段
３２　記億手段
３３　判定表
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３４　静圧設定毎の回転数テーブル
３５　機外静圧補正手段
３６　制限手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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