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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも圧縮機、室内熱交換器、減圧装置、室外熱交換器を用いて構成した冷凍サイ
クルを備えると共に、少なくとも前面もしくは天面に備えた空気の吸込口から吸い込んだ
室内の空気を下部に備えた吹出口から室内に戻すように構成すると共に、吸込口から吹出
口へつながる風路中に順に空気清浄フィルタ、紫外線ランプ、室内熱交換器、室内送風機
、吹出口からの吐出される空気の風向を変える風向板を設けた空気調和装置であって、
　スイッチの操作により前記吹出口から吐出される空気の方向を水平より上向になるよう
に前記風向板の角度を調節し、かつ前記室内送風機を弱風で運転するプレ乾燥運転を所定
時間行なった後、さらに前記圧縮機の運転により前記冷凍サイクルの室内熱交換器を発熱
させると共に前記紫外線ランプを点灯させて除菌乾燥運転を開始させる空気調和装置にお
いて、
　前記プレ乾燥運転から除菌乾燥運転へ移行する間、外気の温度が予め定めた所定の温度
以下の際にさらに前記圧縮機の運転により前記冷凍サイクルの室内熱交換器を発熱させる
乾燥運転を所定時間行なうと共に、前記除菌乾燥運転の際に前記空気の吐出方向を前記プ
レ乾燥運転および前記乾燥運転の際の吐出方向より上向にすることを特徴とする空気調和
装置。
【請求項２】
　プレ乾燥運転の所定時間もしくは乾燥運転の所定時間の少なくとも一方は前記室内熱交
換器の温度に基づいて所定時間が調整されることを特徴とする請求項１に記載の空気調和
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装置。
【請求項３】
　プレ乾燥運転もしくは乾燥運転の少なくと一方の運転の際に前記紫外線ランプを点灯さ
せることを特徴とする請求項２に記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は室内ユニット内の室内熱交換器や、その近傍にカビや雑菌類が繁殖することを
抑制できる除菌機能を備えた空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、空気調和装置は、冷媒を圧縮する圧縮機と、前記冷媒に潜在する熱を外気と熱交
換させる室外熱交換器と、前記冷媒の圧力を減圧する減圧弁と、前記冷媒の循環方向を反
転させる四方弁とを備えた室外ユニットと、前記冷媒に潜在する熱を室内空気と熱交換さ
せる室内熱交換器を備えた室内ユニットとを冷媒配管で環状に接続して構成され、例えば
、冷房運転、或いは、除湿運転を行なう場合、前記圧縮機で圧縮された冷媒を、前記四方
弁を経由させて前記室外熱交換器で前記外気への放熱を行なわせ、前記減圧弁を経由させ
て減圧を行ない、前記室内熱交換器で前記室内空気からの吸熱を行なわせ、再度、前記四
方弁を経由させて前記圧縮機へと戻す順路で循環させて運転を行なっていた。
【０００３】
　そして、前記冷房運転や、前記除湿運転では、前記室内熱交換器で前記室内空気との熱
交換を行なう際、前記室内熱交換器内で前記冷媒を蒸発させて前記室内熱交換器を冷却し
、前記室内空気をこの室内熱交換器を通過させることにより、冷却して室内の冷房、また
は、除湿運転を行なっていた。
【０００４】
　この時、前記室内空気に含まれる湿気は、前記室内熱交換器の表面で結露し、この結露
した結露水の殆どは、ドレン水として室外へ排出されるものとなっていた。
【０００５】
　しかし、前記結露水の一部は、前記室内ユニット内に残留してしまうため、この室内ユ
ニット内の湿度は、かなり高湿度に維持されることとなってしまい、前記室内空気ととも
に前記室内ユニットに吸い込まれたカビや雑菌類が生息、および、繁殖し易い環境となっ
てしまっていた。
【０００６】
　このため、前記空気調和装置の運転を開始した際、異臭が放たれたり、前記雑菌類の死
骸などが前記室内へ撒き散らされたりして居住者に不快感を与えるばかりで無く、中には
居住者がアレルギなどの症状を起こしてしまう深刻な問題となるケースもあった。
【０００７】
　この対策としては、前記空気調和装置の冷房運転、および、除湿運転の運転中、或いは
、運転後に暖房運転を行なわせることにより、前記室内ユニット内を乾燥させ、低湿度状
態としてカビや雑菌類の繁殖を抑制する制御が行なわれていた。
【０００８】
　この室内ユニット内の乾燥を行なわせる機能を備えた空気調和装置としては、水切り運
転手段、および、乾燥運転指示手段を備えて、冷房運転、または、除湿運転の運転中、或
いは、運転後に室内熱交換器に付着した結露水を室外へ排出する水切り運転を行ない、そ
の後、乾燥運転指示手段により暖房運転を行なわせて前記室内ユニット内に残留した前記
結露水などの水分を効率良く除去し、カビや雑菌類の生息や、増殖を抑制するものがあっ
た（例えば、特許文献１参照）。
【０００９】
　また、この他にも、上記カビや雑菌類の生息や、増殖を抑制することに加え、臭気脱離
運転を行ない、室内熱交換器に付着した臭気を脱離させることを行なっているものもあっ
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た（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１１－１５９８３２号公報（第５－８頁、第１図、第６図、第８図
、第１０図、第１３図）
【特許文献２】特開２００２－１３０７７３号公報（第２－７頁、第３図、第５図、第９
図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１では、冷房運転や、除湿運転の運転中、或いは、運転後の水
切り運転や、乾燥運転を行ない、室内ユニット内を乾燥状態とすることで、カビや雑菌類
の生息や増殖を抑制できるものの、室内空気中に含まれている臭気成分の発生までの除去
は行なえないものであった。また、特許文献２では、カビや雑菌類の生息や増殖を抑制す
るとともに、室内ユニット中に含まれていた臭気の発生まで除去することが可能となって
いたが、前記特許文献１も含め、前記カビや雑菌類の除菌機能までは備えていないため、
空気調和装置が、再度、冷房運転や除湿運転を行なった場合、室内ユニット内は、高湿度
状態となり、再び、前記カビや雑菌類の生息し易い環境となり臭気が再発する問題点があ
った。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、紫外線ランプによる除菌処理を行ない前記カビや雑菌類の生
息や繁殖を抑制および死滅させるとともに臭気の発生をも同時に除去することが出来る空
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】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、少なくとも圧縮機、室内熱交換器、減圧装置、室外熱交換器
を用いて構成した冷凍サイクルを備えると共に、少なくとも前面もしくは天面に備えた空
気の吸込口から吸い込んだ室内の空気を下部に備えた吹出口から室内に戻すように構成す
ると共に、吸込口から吹出口へつながる風路中に順に空気清浄フィルタ、紫外線ランプ、
室内熱交換器、室内送風機、吹出口からの吐出される空気の風向を変える風向板を設けた
空気調和装置であって、スイッチの操作により前記吹出口から吐出される空気の方向を水
平より上向になるように前記風向板の角度を調節し、かつ前記室内送風機を弱風で運転す
るプレ乾燥運転を所定時間行なった後、さらに前記圧縮機の運転により前記冷凍サイクル
の室内熱交換器を発熱させると共に前記紫外線ランプを点灯させて除菌乾燥運転を開始さ
せる空気調和装置において、前記プレ乾燥運転から除菌乾燥運転へ移行する間、外気の温
度が予め定めた所定の温度以下の際にさらに前記圧縮機の運転により前記冷凍サイクルの
室内熱交換器を発熱させる乾燥運転を所定時間行なうと共に、前記除菌乾燥運転の際に前
記空気の吐出方向を前記プレ乾燥運転および前記乾燥運転の際の吐出方向より上向にする
。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のものにおいて、プレ乾燥運転の所定時間も
しくは乾燥運転の所定時間の少なくとも一方は前記室内熱交換器の温度に基づいて所定時
間が調整されることを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のものにおいて、プレ乾燥運転もしくは乾燥
運転の少なくと一方の運転の際に前記紫外線ランプを点灯させるものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の空気調和装置は、吸込口と、室内熱交換器との間に空気清浄フィルタを備え、
空気調和される空気を除菌する紫外線ランプを備えて、この紫外線ランプを点灯させ、吹
出口に設けられた風向板を水平より上向きに制御して暖房運転を行なう除菌乾燥運転を行
なうことにより、室内ユニット内の乾燥、および、除菌処理が行なえるため、カビや雑菌
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類の生息や繁殖を抑制させることができるとともに、臭気の発生をも抑制することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の空気調和装置は、少なくとも圧縮機、室内熱交換器、減圧装置、室外熱交換器
を用いて構成した冷媒回路（冷凍サイクル）を備えると共に、少なくとも前面もしくは天
面に備えた空気の吸込口から吸い込んだ室内の空気を下部に備えた吹出口から室内に戻す
ように構成すると共に、吸込口から吹出口へつながる風路中に順に空気清浄フィルタ、紫
外線ランプ、室内熱交換器、室内送風機、吹出口からの吐出される空気の風向を変える風
向板を設けた空気調和機において、スイッチの操作により前記吹出口から吐出される空気
の方向を水平より上向になるように前記風向板の角度を調節し、かつ前記室内送風機を弱
風で運転するプレ乾燥運転を所定時間行なった後、さらに前記圧縮機の運転により前記冷
凍サイクルの室内熱交換器を発熱させると共に前記紫外線ランプを点灯させて除菌乾燥運
転を開始させるものである。
                                                                                
      
【実施例１】
【００１８】
　まず、図１は、空気調和装置１００の回路図である。
【００１９】
　空気調和装置１００は、室外ユニット１と、室内ユニット２とをユニット間配管３と、
通信配線４とで接続して構成されている。室外ユニット１は、屋外に設置されており、冷
媒を圧縮する運転能力可変型の圧縮機（圧縮機の回転数／周波数を変えて運転能力を制御
するもの、又はアンローダ機構／容積可変機構を用いて運転能力を制御するものなど運転
能力の可変手段を限定するものでない）１０と、前記冷媒の循環方向を切り換える四方弁
１１と、前記冷媒と外気との熱交換を行なわせる室外熱交換器１２と、冷凍サイクル中の
冷媒の減圧を行なう減圧弁１３と、前記圧縮機１０が吸い込む冷媒の気液分離を行なうア
キュームレータ１４とが冷媒配管で環状に接続され、室外ユニット１と室内ユニット２と
に分けて搭載されている。さらに、室外熱交換器１２にはこの熱交換器へ送風を行なう室
外送風機１５と、外気の温度を検出する外気温度センサ１７と、室外ユニット１の制御、
および、室内ユニット２に備えられた室内制御部２２との通信を行なう室外制御部１６と
が内蔵されている。
【００２０】
　また、室内ユニット２は、壁掛け式の室内ユニットで、屋内の壁面に取り付けられ、室
内の空気との熱交換を行なう室内熱交換器２０と、この室内熱交換器２０への送風を行な
う室内送風機２１と、室内の温度を検出する室内温度センサ２３と、室内熱交換器２０の
温度を検出する室内熱交換器温度センサ２４と、室内ユニット２の制御、および、室外ユ
ニット１に備えられた室外制御部１６との通信を行なう室内制御部２２とが内蔵されてい
る。
【００２１】
　そして、室内ユニット２の図示していない遠隔操作器（リモコンなどの）からの信号に
より、前記室内ユニット２の運転が開始されると、室内制御部２２により室内送風機２１
が運転開始されるとともに、室外制御部１６へ通信配線４を介して、圧縮機１０の運転能
力や冷暖信号などの運転信号が送信される。
【００２２】
　室外制御部１６では、前記運転信号を受信すると、前記室内制御部２２へ前記運転信号
を受信したことを示す返信を行なうとともに、圧縮機１０と、室外送風機１５とを運転開
始させ、前記運転信号の冷暖信号により四方弁１１の切り換えを制御し、減圧弁１３の開
度を調節して、室外ユニット１を運転開始させる。
【００２３】
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　ここで、圧縮機１０で圧縮された冷媒の流れについて説明すると、例えば、冷房運転や
、除湿運転では、実線矢印で示す方向に冷媒が流れる様に四方弁１１を切り換え、圧縮機
１０から吐出される高温高圧のガス冷媒は、四方弁１１を経由して室外熱交換器１２へと
流入し、この室外熱交換器１２内で室外送風機１５にて送風された外気との熱交換を行な
い、放熱して凝縮し、低温高圧の液冷媒となる。その後液冷媒は減圧弁１３で減圧されて
、低温低圧の液冷媒となり、ユニット間配管３の液管３ａを流通し、室内熱交換器２０へ
と流入する。
【００２４】
　室内熱交換器２０では、室内送風機２１にて送風された室内空気との熱交換を行ない、
吸熱して蒸発し、低温低圧のガス冷媒（温度条件により液冷媒が混じる）となり、ユニッ
ト間配管３のガス管３ｂを流通して、再び、室外ユニットへ１と戻り、四方弁１１を経由
し、アキュームレータ１４で前記冷媒に含まれるオイル分が分離されて、再度、圧縮機１
０へと流入し、圧縮される順路で循環する。
【００２５】
　また、暖房運転では、四方弁１１が切り換わり、破線矢印で示す方向に冷媒が流れ、前
記冷媒の順路も冷房運転の時と比べて逆循環となり、圧縮機１０で圧縮され、高温高圧と
なったガス冷媒は、四方弁１１を介してユニット間配管３のガス管３ｂを流通し、室内熱
交換器２０へと流入して、この室内熱交換器２０内で室内送風機２１にて送風されて室内
空気との熱交換を行ない、放熱して凝縮し、低温高圧の液冷媒となる。
【００２６】
　その後、ユニット間配管３の液管３ａを流通して、再び、室外ユニット１へと戻り、減
圧弁１３を介して低温低圧の液冷媒となり、室外熱交換器１２内で室外送風機１５にて送
風された外気との熱交換を行ない、吸熱して蒸発し、低温低圧のガス冷媒となり、四方弁
１１を介して、アキュームレータ１４で前記冷媒に含まれるオイル分が分離されて、再度
、圧縮機１０へと流入し、圧縮される順路で循環する。
【００２７】
　この様にして、冷房運転や、除湿運転、および、暖房運転の運転が行なわれる。
【００２８】
　次に、図２および図３を参照して、図２は、空気調和装置１００の室内ユニット２の正
面斜視図であり、図３は、該室内ユニット２の側面断面図を示したものである。
【００２９】
　この室内ユニット２は、主に背面側をフレーム３０が覆い、主に前面側をフロントグリ
ル３１が覆う。これらのフレーム３０と、フロントグリル３１とが外装体を構成し、この
外装体に囲まれた空間内に室内熱交換器２０、および、室内制御部２２、クロスフローフ
ァン３５等が収納される。このクロスフローファン３５と、図示しない送風モータにより
室内送風機２１が構成されている。
【００３０】
　フロントグリル３１には、吸い込まれる室内空気中に浮遊する塵埃を捕獲するフィルタ
４０Ａ、および、４０Ｂを備えた吸込口３２Ａ、および、３２Ｂが形成されるとともに、
このフロントグリル３１は、フレーム３０に対し着脱、または、開閉可能に構成される。
また、フレーム３０と、フロントグリル３１との間には、吐出空気の風向を任意に変える
風向板３３を備えた吹出口３４が形成される。
【００３１】
　室内熱交換器２０は、３つの熱交換部２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃに分割されている。前記
外装体の内部に形成された前面側空間Ａには、第一熱交換部２０Ａが配置され、上面側空
間Ｂには、図中でハの字形に第二、第三熱交換部２０Ｂ、２０Ｃが配置されている。そし
て、これら熱交換部２０Ａ～２０Ｃの内側にはクロスフローファン３５が配置されており
、熱交換部２０Ｂの前面には、脱臭と、集塵との機能を兼ね備えた空気清浄フィルタ３６
、および、紫外線ランプ３７が、この熱交換部２０Ｂに隣接して配置されている。
【００３２】
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　第一熱交換部２０Ａと、第二熱交換部２０Ｂとの表面に結露したドレン水は前面ドレン
受け３８で受けられ、第三熱交換部２０Ｃの表面に結露したドレン水は背面ドレン受け３
９で受けられ、図示しないドレン排水管により排水される。
【００３３】
　また、室内ユニット２内に備えられた室内制御部２２には、図示しないマイクロコンピ
ュータや、記憶装置等が内蔵されており、この記憶装置には、図４に示すテーブルＴが備
えられている。
【００３４】
　そして、本願発明に係る除菌乾燥運転は、前記図示していないリモコンなどの遠隔操作
器のスイッチ操作により実行される。また、この除菌乾燥運転の前には、プレ乾燥運転と
、乾燥運転が行なわれ、このプレ乾燥運転と、乾燥運転と、除菌乾燥運転とを行なうこと
により一連のＵＶ乾燥運転が行なわれる。遠隔操作器の操作スイッチが操作されると、ま
ず、紫外線ランプ３７を点灯させ、前記風向板３３を図３に示す様に、水平より上向き方
向のＫ方向とし、室内送風機２１を弱風で運転させてプレ乾燥運転を、所定時間ａ１（例
えば、１０分間）行なう。
【００３５】
　このプレ乾燥運転は、冷房運転や、除湿運転で、冷えた室内ユニット２内の温度を徐々
に室温へ戻すためのもので、後述する乾燥運転の際の、急な温度上昇変化により発生する
室内ユニット２内の各部品の軋み音の発生を防止している。さらに、このプレ乾燥運転は
、室内熱交換器２０の表面に付着した結露水を前記前面ドレン受け３８、背面ドレン受け
３９への流下を促すためのものでもある。また、このプレ乾燥運転では、圧縮機１０の運
転周波数（回転数）ｆを０Ｈｚ（停止）の状態で送風を行なっているので、一部の前記結
露水は、流下せず室内ユニット２内で蒸発し、吹出口３４から吹き出されることから、こ
の気化した結露水を、再度、室内ユニット２内へと吸い込ませるため、風向板３３を水平
より上向き方向のＫ方向としている。
【００３６】
　そして、このプレ乾燥運転が、所定時間ａ１行なわれると、外気温度センサ１７からの
温度信号ｔを検出し、前記温度信号ｔが所定温度ｔ０（例えば、４５℃）以上であった場
合には、運転周波数ｆを０Ｈｚとし、所定温度ｔ０未満であった場合には、圧縮機１０の
運転周波数ｆを乾燥周波数ｆ１とし、四方弁１１を暖房運転時の側に変えて乾燥運転を所
定時間ａ２（例えば、１０分間）行なう。この乾燥運転では、室外ユニット１を暖房運転
させて室内熱交換器２０を加熱し、この室内熱交換器２０に結露した結露水を蒸発させて
、前記室内熱交換器２０の乾燥を行なわせるものである。また、室内熱交換器温度センサ
２４からの温度信号ｗも検出し、詳細は後述するが、この温度信号ｗによっては、圧縮機
１０の運転周波数ｆを０Ｈｚ（停止）させる制御も行なう。
【００３７】
　そして、前記乾燥運転も、上記プレ乾燥運転と同様、風向板３３を水平より上向き方向
のＫ方向とし、室内送風機２１を弱風で運転する。それは、冷房していた室内へ吹出口３
４から温風が吹き出されることを防止するためであり、紫外線ランプ３７の照射により死
滅したカビや、雑菌類の死骸が前記室内へ飛散してしまうことを防止するためである。
【００３８】
　また、この乾燥運転で、外気温度センサ１７からの温度信号ｔが、前記所定温度ｔ０以
上であった場合、運転周波数ｆを０Ｈｚ（停止）とし、前記所定温度ｔ０未満であった場
合、運転周波数ｆを乾燥周波数ｆ１と同じ値にして運転する。本来、乾燥運転は、室内熱
交換器２０の乾燥を目的としているため、圧縮機１０を乾燥周波数ｆ１で暖房運転を行な
い、室内熱交換器２０を加熱させるが、前記風向板３３を水平より上向き方向のＫ方向に
向け、吐出空気がエアショートしやすい状態にしているため、外気温度が高い時には、図
１に示した冷媒回路（冷凍サイクル）の高圧側の圧力が高くなり、保護装置が作動する危
険性があるため、外気温度が高い場合には、運転周波数ｆを０Ｈｚ（停止）にしている。
【００３９】
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　そして、この乾燥運転が、上記の様に所定時間ａ２行なわれると、次に、外気温度セン
サ１７からの温度信号ｔを検出し、前記温度信号ｔに基づいて、上記図４に示すテーブル
Ｔから運転周波数ｆを選択し、圧縮機１０を運転させて行なう除菌乾燥運転を所定時間ａ
４（例えば、１５分間）行なう。このテーブルＴには、除菌乾燥運転時の外気温度センサ
１７からの温度信号ｔに対する圧縮機１０の運転周波数ｆのデータが収録されている。
【００４０】
　図４を参照して、例えば、外気温度センサ１７からの温度信号ｔが、１５℃未満であれ
ば、運転周波数ｆを除菌周波数ｊ２とし、温度信号ｔが、１５℃以上３０℃未満であれば
、運転周波数ｆを除菌周波数ｊ１とし、３０℃以上３５℃未満であれば、運転周波数ｆを
乾燥周波数ｆ１とし、さらに、温度信号ｔが、所定温度ｔ１（例えば、３５℃）以上であ
った場合、運転周波数ｆを０Ｈｚとする様になっている。
【００４１】
　また、この除菌乾燥運転でも、上記乾燥運転と同様、紫外線ランプ３７を点灯させ、室
内送風機２１を弱風として運転させる。ただし、前記風向板３３は、この除菌乾燥運転開
始時にはＫ方向として行なうが、この除菌乾燥運転開始から所定時間ａ３（例えば、５分
）経過した時点で、前記風向板３３をＪ方向へと移動させ、前記所定時間ａ３後の残り時
間（例えば、１０分間）は前記風向板３３をＪ方向として行なうものである。それは、前
記室内空気とともに前記吹出口３４から吹き出された前記カビや雑菌類の死骸や、臭気を
空気清浄フィルタ３６へ捕獲、または、吸着され易くなる様にするためである。
【００４２】
　ここで、上記乾燥周波数ｆ１は、例えば、３０Ｈｚ以下の低周波数とされており、上記
除菌周波数ｊ１は、前記乾燥周波数ｆ１よりも高い周波数で、例えば、３０Ｈｚ以上の周
波数とされている。また、除菌周波数ｊ２は、除菌周波数ｊ１より若干高い周波数、例え
ば、除菌周波数ｊ１＋５Ｈｚの周波数とされている。
【００４３】
　また、このテーブルＴに収録されている除菌乾燥運転の運転周波数ｆを、外気温度セン
サ１７の温度信号ｔが所定温度ｔ１以上であった場合に０Ｈｚとしている理由は、前記乾
燥運転時の運転周波数ｆの決定と同様、空気調和装置１００が高圧カットの保護動作領域
で運転してしまうことを避けるためであるが、この殺菌乾燥運転では、上記乾燥周波数ｆ
１よりも高い周波数の除菌周波数ｊ１、或いは、ｊ２での運転となることがあり、上記乾
燥運転時より、さらに上記図１に示す冷媒回路の高圧側の圧力が高圧となる可能性がある
ため、前記乾燥運転時の運転周波数ｆを判断させた所定温度ｔ０（例えば、４５℃）より
も低い所定温度ｔ１（例えば、３５℃）で判断させている。
【００４４】
　これにより、前記室内ユニット２内で生息、繁殖したカビや雑菌類を死滅させて、前記
室内ユニット２内の除菌処理を行なうことができるとともに、臭気の発生も除去すること
が可能となる。
【００４５】
　このプレ乾燥運転、乾燥運転、除菌乾燥運転について、図５に示すフローチャートを用
いて、その動作を説明する。なお、図５のフローチャート中に設けられているタイマａ、
および、ｂは、空気調和装置１００が停止中であるか否かが判断され（Ｓ１）、停止中で
なければ、タイマａをリセットして（Ｓ２）、ステップ１の判断を繰り返し、停止中であ
れば、上述の図示していないリモコンなどの遠隔装置からのＵＶ乾燥運転の開始の指示の
有無を判断する（Ｓ３）。
【００４６】
　そして、前記ＵＶ乾燥運転が開始されていなければ、このステップ３の判断を繰り返し
、前記ＵＶ乾燥運転が開始されたならば、タイマａをスタートさせ（Ｓ４）、紫外線ラン
プ３７を点灯させるとともに、風向板３３を図３に示すＫ方向へ移動させ、室内送風機２
１の風速を弱風とし、圧縮機１０の運転周波数ｆを０Ｈｚ（停止）として、プレ乾燥運転
を行なわせる（Ｓ５）。
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【００４７】
　そして、次のステップ６では、上記プレ乾燥運転を所定の一定時間行なったか否かを確
認するため、タイマａが所定時間ａ１を経過したか否かを確認し、所定時間ａ１を経過し
ていなければ、ステップ５へと戻り、前記プレ乾燥運転を継続させ、所定時間ａ１を経過
していれば、ステップ７へ進む。
【００４８】
　ステップ７では、前記タイマａをリセットして、再スタートさせ、外気温度センサ１７
からの温度信号ｔが、所定温度ｔ０以上であるか否かを判断し（Ｓ８）、前記所定温度ｔ
０以上であれば、圧縮機１０の運転周波数ｆを０Ｈｚとし（Ｓ９）、前記所定温度ｔ０未
満であれば、圧縮機１０の運転周波数ｆを乾燥周波数ｆ１として（Ｓ１０）、次のステッ
プ１１へと進む。
【００４９】
　そして、ステップ１１では、タイマｂをリセットしてスタートさせ、上記ステップ８か
らステップ１０により求められた運転周波数ｆで圧縮機１０を運転させて乾燥運転を行な
い（Ｓ１２）、後述する熱交換器温度制御を行なわせ（Ｓ１３）、ステップ１４へと進む
。この時も上記プレ乾燥運転と同様、紫外線ランプ３７を点灯させ、風向板３３の方向を
Ｋ方向とし、室内送風機２１の風速を弱風として行なう。
【００５０】
　ここで、図６に示すフローチャートを参照して、この熱交換器温度制御は、このＵＶ乾
燥運転の中に設けられたサブルーチンで、室内熱交換器２０の室内熱交換器温度センサ２
４からの温度信号ｗが、第１基準温度ｗ１（例えば、６０℃）以上の状態となったか、或
いは、前記第１基準温度ｗ１未満で第２基準温度ｗ２（例えば、５０℃）以上の状態が一
定時間ｂ０（例えば、５分間）継続したか否かにより、圧縮機１０の前記運転周波数ｆを
０Ｈｚ（停止）と変更するためのものである。
【００５１】
　この熱交換器温度制御では、まず、室内熱交換器２０に設けられた室内熱交換器温度セ
ンサ２４からの温度信号ｗが、第１基準温度ｗ１未満であるか否かを判断し（Ｓ３０）、
前記第１基準温度ｗ１以上であれば、圧縮機１０の前記運転周波数ｆを０Ｈｚとして（Ｓ
３１）、フラグＦをセットし（Ｓ３２）、このフローチャートを終了する。前記温度信号
ｗが第１基準温度ｗ１未満であれば、前記温度信号ｗが第２基準温度ｗ２未満であるか否
かを判断し（Ｓ３３）、前記第２基準温度ｗ２未満であれば、タイマｂをリセットして（
Ｓ３５）このフローチャートを終了する。前記温度信号ｗが前記第２基準温度ｗ２以上で
あれば、タイマｂが一定時間ｂ０経過したか否かを判断する（Ｓ３４）。そして、前記タ
イマｂが前記一定時間ｂ０経過していれば、上述のステップ３１、および、ステップ３２
を経由してからこのフローチャートを終了し、経過していなければ、そのままこのフロー
チャートを終了する。
【００５２】
　ここで、この熱交換器温度制御のサブルーチンが設けられている理由は、通常、カビや
雑菌類が生息、および、繁殖できる温度範囲が、４０℃以下であるため、この温度以上に
室内熱交換器２０の温度を上昇させることにより、前記カビや雑菌類へ十分なダメージを
与えることが出来ているか否かを判断するためと、この乾燥運転、および、後述する除菌
乾燥運転で、本空気調和装置１００が上述の高圧カットの保護動作領域まで達してしまう
ことを、室内熱交換器温度センサ２４からも検出し、前記保護動作領域へ達してしまう危
険性を避けるためである。
【００５３】
　図５のフローチャートに戻り、ステップ１４では、上記乾燥運転を所定時間行なった否
かを確認するため、タイマａが所定時間ａ２を経過したか否かを確認し、所定時間ａ２を
経過していなければ、ステップ１２へと戻って前記乾燥運転、および、熱交換器温度制御
を繰り返し、所定時間ａ２を経過していれば、タイマａをリセットして、再スタートさせ
（Ｓ１５）、図６のフローチャートで説明したフラグＦが０であるか否かを確認する（Ｓ
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【００５４】
　フラグＦが０でなければ、運転周波数ｆを０Ｈｚとし（Ｓ１７）、フラグＦが０であれ
ば、上記図４のテーブルＴより、外気温度センサ１７からの温度信号ｔにより運転周波数
ｆを選択決定し（Ｓ１８）、圧縮機１０を運転させて、除菌乾燥運転を行ない（Ｓ１９）
、熱交換器温度制御を行なわせ（Ｓ２０）、ステップ２１へと進む。
【００５５】
　この除菌乾燥運転では、上述のプレ乾燥運転、および、乾燥運転と同様に、紫外線ラン
プ３７を点灯させ、風向板３３の方向をＫ方向とし、室内送風機２１の風速を弱風として
運転を開始させる。
【００５６】
　ステップ２１では、風向板３３をＫ方向として上記除菌乾燥運転を行なう所定時間が経
過したか否かを確認するため、タイマａが所定時間ａ３を経過したか否かを確認し、所定
時間ａ３を経過していなければ、ステップ１９へと戻り、前記除菌乾燥運転、および、熱
交換器温度制御を繰り返し、所定時間ａ３を経過していれば、風向板３３を図３に示すＪ
方向へと移動させて（Ｓ２２）、ステップ２３へと進む。
【００５７】
　ステップ２３では、タイマａが所定時間ａ４を経過したか否かを確認し、所定時間ａ４
を経過していなければ、ステップ１９へと戻り、所定時間ａ４を経過していれば、圧縮機
１０の運転を終了させ、風向板３３を空気調和装置１００が停止状態となっている時の位
置へと戻し、室内送風機２１を停止させ（Ｓ２４）、フラグＦをリセットして（Ｓ２５）
、このＵＶ乾燥運転を終了させる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】空気調和装置１００の回路図である。
【図２】室内ユニット２の正面斜視図である。
【図３】室内ユニット２の側面断面図である。
【図４】室内制御部２２に備えられたテーブルＴを示した図である。
【図５】本願発明の室内乾燥運転手段の動作を示したフローチャートである。
【図６】本願発明の室内乾燥運転手段における熱交換器温度制御について示したフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００５９】
　２　室内ユニット
　１０　圧縮機
　１７　外気温度センサ
　２０　室内熱交換器
　２１　室内送風機
　２２　室内制御部
　２４　室内熱交換器温度センサ
　３２Ａ、３２Ｂ　吸込口
　３３　風向板
　３４　吹出口
　３６　空気清浄フィルタ
　３７　紫外線ランプ
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】



(12) JP 4236531 B2 2009.3.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  橋本　益征
            栃木県足利市大月町１番地　三洋電機空調株式会社内

    審査官  武内　俊之

(56)参考文献  特開平１１－１５９８３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２５７３９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２７０８３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３１８５５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１４８６６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－０２４４５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０６３６３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２７２８８８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　１１／０２　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

