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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外熱交換器と室外ファンとが内装された室外機と、
　前記室外ファンの作動時における前記室外機からの排気の排出方向下流側に設けられた
補助ファン装置と、を備え、
　前記室外機からの排気は前記補助ファン装置に送られるように構成された空気調和装置
において、
　前記補助ファン装置は、
　前記室外機からの排気を外部に放出する補助ファンと
　該補助ファンを可変速に駆動する第１の可変速駆動手段と、を備え、
　一方で前記室外機は、
　前記室外ファンを可変速に駆動する第２の可変速駆動手段と、
　該第２の可変速駆動手段に対して前記室外ファンの速度指令を行う制御部と、を備え、
　該制御部は、前記第１の可変速駆動手段に対して前記補助ファンの速度指令を行うこと
により、前記補助ファン及び前記室外ファンが同じ回転数比で増速又は減速するように制
御することを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記室外機からの排気はダクト部材を経て前記補助ファンに送られることを特徴とする
空気調和装置。
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【請求項３】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記制御部は、前記補助ファン及び前記室外ファンが同じ回転数となるように制御する
ことを特徴とする空気調和装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の空気調和装置において、
　前記補助ファン及び前記室外ファンの径は略同一であることを特徴とする空気調和装置
。
【請求項５】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記補助ファン及び前記室外ファンの夫々の径は異なるものであり、
　前記制御部は、前記補助ファンと前記室外ファンとのうち、径の大きいファンの方が少
ない回転数となるように制御することを特徴とする空気調和装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記制御部は、前記第１の可変速駆動手段及び前記第２の可変速駆動手段に対して同一
の速度指令信号を送ることを特徴とする空気調和装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記第１の可変速駆動手段を搭載する制御基板と前記第２の可変速駆動手段を搭載する
制御基板とは同一基板により構成され、
　これらの制御基板は、前記制御部からの前記速度指令信号を受信する受信部が搭載され
ることを特徴とする空気調和装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の空気調和装置において、
　前記補助ファン装置の他にさらに、前記室外ファンの作動時における前記補助ファン装
置からの排気の排出方向下流側に設けられた下流側補助ファン装置、を備え、
　前記室外機からの排気は前記補助ファン装置に送られ、さらに前記下流側補助ファン装
置に送られるように構成され、
　前記下流側補助ファン装置は、
　前記補助ファン装置からの排気を外部に放出する下流側補助ファンと
　該下流側補助ファンを可変速に駆動する第３の可変速駆動手段と、を備え、
　前記制御部は、前記第３の可変速駆動手段に対して前記下流側補助ファンの速度指令を
行うことにより、前記補助ファン及び前記下流側補助ファンが同じ回転数比で増速又は減
速するように制御することを特徴とする空気調和装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の空気調和装置において、
　前記補助ファン及び前記下流側補助ファンの径は略同一であり、
　前記制御部は、前記補助ファン及び前記下流側補助ファンが同じ回転数となるように制
御することを特徴とする空気調和装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の空気調和装置において、
　前記室外機からの排気はダクト部材を経て前記補助ファン装置に送られ、さらに前記下
流側補助ファン装置に送られるように構成されることを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　本技術分野の背景技術として、特開２００３－１４８７６９号公報（特許文献１）があ
る。この公報には、「吹出口側の圧力が大気圧よりも大きくなるような環境下に室外機が
設置された場合でも、安定した空調運転を維持し得る空気調和機の室外装置を提供する。
室外機１からの排気の排出方向下流側に、室外ファン４の送風量と同等以上の送風性能を
有する補助ファン（ブースターファン）６を設けて、室外機１からの排気がさらに補助フ
ァン６を通して外部放出されるように構成する。これにより、室外機１自体は特別仕様の
ものとしなくとも室外ファン４の作動に応じた送風量が確保され、したがって全体的な製
作費をより安価なものとして、排気のショートサーキットやシステム異常を生じさせるこ
となく安定した運転状態を維持することができる。」と記載されている（要約参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１４８７６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、安定した空調運転を維持するように、室外機１からの排気の排出方向
下流側に室外ファン４の送風量と同等以上の送風性能を有する補助ファン（ブースターフ
ァン）６を設けることが記載されている。しかしながら、特許文献１においては、とにか
く大きな送風性能を満たすことが示されており、省エネを図りながら補助ファンを動かす
ことについては何ら開示されていない。このような補助ファンを用いる場合には、固定速
のものを採用する場合が多いが、たとえば室外機の送風ファンを運転する場合に常に一定
速で補助ファンを運転すると、必要な送風性能は満たしても大きな電力が必要となるとい
う問題が発生する。　
　そこで本発明は、室外機からの排気の排出方向下流側に補助ファン装置を備え、省エネ
を図りながら必要な送風性能を満たすことができる空気調和装置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】
【０００５】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上
記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、室外熱交換器と室
外ファンとが内装された室外機と、室外ファンの作動時における前記室外機からの排気の
排出方向下流側に設けられた補助ファン装置と、を備え、室外機からの排気はダクト部材
を経て前記補助ファン装置に送られるように構成された空気調和装置において、補助ファ
ン装置は、室外機からの排気を外部に放出する補助ファンと補助ファンを可変速に駆動す
る第１の可変速駆動手段と、を備え、一方で前記室外機は、室外ファンを可変速に駆動す
る第２の可変速駆動手段と、第２の可変速駆動手段に対して室外ファンの速度指令を行う
制御部と、を備え、制御部は、第１の可変速駆動手段に対して補助ファンの速度指令を行
うことにより、補助ファン及び室外ファンが同じ回転数比で増速又は減速するように制御
することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、室外機からの排気の排出方向下流側に補助ファン装置を備え、省エネ
を図りながら必要な送風性能を満たすことができる空気調和装置を提供することができる
。
【０００７】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施例の空気調和装置の構造を説明するための図である。
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【図２】補助ファンの回転数連動タイムチャートである。
【図３】補助ファン装置の構成図である。
【図４】補助ファン装置を複数台・多連接続した実施形態における構成図である。
【図５】室外機の送風装置に補助ファン装置をそのまま用いて、複数台・多連接続した実
施形態における構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　一般的に空気調和装置の室外機は、建物の屋上やベランダなどの室外機排気側が開放さ
れた場所に据付される。しかし、近年、建物の外観や景観上の観点より、室外機を建物の
天井内や地下の駐車場などの人目に付かない場所やギャラリーで囲んで据付することが多
くなってきている。また、地域によっては景観規制で法律的に義務付けているところも存
在する。この場合、室外機排気側にダクトを接続して、室外機の排気をダクト出口側まで
送風する手段が用いられることが多い。しかし、標準の室外機ではダクトの長さや圧力損
失、室外機の送風性能によっては、室外機の排気をダクト出口側まで到達させる機外静圧
が確保できない場合もあり、このような場合には所定の風量が得られず、冷房能力および
暖房能力が低下するという問題がある。
【００１１】
　この能力低下を防止するため、現地にてダクトにブースターファンなどと呼ばれる補助
的な役割を果たす補助ファン装置を追加設置することが多い。この補助ファン装置は、一
般的に補助ファンとファンモータで構成されており、通常は簡易な構成でありファン回転
数が固定速であるものが多かった。
【００１２】
　ここで複数台の室内機に対して１台の室外機（複数台であってもよい）から冷媒を循環
させることにより、室内機の冷房運転や暖房運転を行うマルチ型室外機の場合には、室内
機の運転台数が１台から複数台へと変化することに応じて、あるいは室内機と室外機の雰
囲気温度が変化することに応じて冷媒流量が大幅に変わる。このため、必要な冷凍サイク
ル能力を保ち所望の運転を行えるように、室外機ファンの回転数をインバータにより可変
速となるように制御することとし、上記した冷媒流量の変動に対処している。
【００１３】
　このように冷媒流量の変動等に応じて室外機ファンの回転数は大幅に変動するが、この
場合にこの室外機ファンの運転に合わせて常に一定速で補助ファンを運転すると室内機の
１室運転や低負荷の場合には、補助ファン装置の風量が室外機の風量より大きくなる。す
ると補助ファン装置から室外機に対して吸引力が発生し、空気が引っ張られて、室外機が
必要とする風量より多い風量で運転されることにより、サイクル状態に悪影響を及ぼす虞
がある。これを防止するため、ダンパーや圧力センサなどを追加設置し、ダンパーで開閉
角度を調整することにより、ダクト内の通路面積を変化させ、補助ファン装置の風量を調
整することが考えられる。例えば、補助ファン装置の必要な風量が少なくて良い場合、ダ
ンパーを閉めてダクト内の通路面積を狭くし、ダクト内抵抗を大きくすることで強制的に
風量を下げるようにするものである。
【００１４】
　しかし、現地でのダンパーや圧力センサなどの調整や制御の構築には、多大な労力を要
し、構成部品も多くなりコストが掛かる。また補助ファンを一定速で運転すると大幅に電
力を使用するため、省エネルギー化を図ることができない。以下においては、この問題を
解決するための本実施例の空気調和装置について説明する。
【００１５】
　図１は本実施例の空気調和装置を説明するための図である。補助ファン装置１は、機外
静圧を確保するよう、室外機８とダクト出口側９を繋ぐダクト１０の間に設置される。ダ
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クト１０の出口は、ルーバー１７が設置され、壁１８に接続されている。室外機８は、熱
交換器１６、熱交換器１６に対して送風する室外ファン２ｂ、室外ファン２ｂを駆動する
ファンモータ３ｂを備えている。さらに図示していないが圧縮機などの冷凍サイクル部品
を備えている。
【００１６】
　ここで室外機８と補助ファン装置１の空気の流れについて説明すると、室外機８のファ
ンモータ３ｂを駆動させることで、室外ファン２ｂが回転し、室外機８内部に空気が吸い
込まれる。この吸込空気は、熱交換器１６を通過し、熱交換された後、吹出口１１を通し
て排出される。この場合に補助ファン装置１の補助ファンモータ３ａを駆動させることで
、補助ファン２ａが回転し、吹出口１１から排出された空気が吸引され、ダクト１０を通
してダクト出口側９へ排出されるようになっている。
【００１７】
　制御基板１２には室外機８の制御を司る制御部２１が搭載され、この制御部２１により
室外ファン２ｂに対する制御指令がなされる。ファンモータ駆動基板４ｂにはファンモー
タ３ｂを駆動する可変速駆動手段（インバータ）２２が搭載され、制御基板１２の制御部
２１から室外ファン２ｂ（ファンモータ３ｂ）の速度指令信号がファンモータ駆動基板４
ｂに送られる。そしてこの速度指令信号を受信したファンモータ駆動基板４ｂにおいて、
受信した速度指令信号に基づいて可変速駆動手段（インバータ）２２からファンモータ３
ｂに対して所望の回転数となるように可変速に電流が流れる。
【００１８】
　次に補助ファン装置１について説明すると、この補助ファン装置１は、補助ファン２ａ
とこの補助ファン２ａを駆動する補助ファンモータ３ａを備えている。そして本実施例の
補助ファン装置１においては、補助ファンモータ３ａを可変速に駆動する可変速駆動手段
（インバータ）２３が補助ファンモータ駆動基板４ａに搭載されており、この可変速駆動
手段（インバータ）２３からの指令により補助ファンモータ３ａ及び補助ファン２ａが可
変速に回転するものである。さらに本実施例においては、補助ファンモータ３ａ及び補助
ファン２ａの回転数の速度指令は、室外機の制御部２１から行うようにしている。すなわ
ち、制御部２１は、室外ファン２ｂ（ファンモータ３ｂ）の速度指令信号を送るだけでな
く、補助ファンモータ３ａ及び補助ファン２ａに対する速度指令も合わせて行うようにし
たものである。これにより補助ファンモータ駆動基板４ａを簡易な構造とすることができ
るため、コスト低減を図ることが可能である。
【００１９】
　なお、制御部２１からの室外ファン２ｂ（ファンモータ３ｂ）への速度指令信号は、制
御基板１２のポート１４から信号線１３を介してファンモータ駆動基板４ｂのポート１５
ｂへ発信され、また補助ファン２ａ（補助ファンモータ３ａ）への速度指令信号は、同様
にポート１４から信号線１３を介して補助ファンモータ駆動基板４ａのポート１５ａへ発
信される。この場合において、補助ファンモータ駆動基板４ａとファンモータ駆動基板４
ｂとを同一の基板で構成することもでき、このようにすれば別途基板を作成することに比
べて大きなコストダウンを図ることが可能である。
【００２０】
　続いて、室外ファン２ｂと補助ファン２ａの制御方法の具体的な内容について説明する
。なお、本実施例では、室外ファン２ｂの回転数の制御信号を制御基板１２のポート１４
から信号線１３を介して補助ファンモータ駆動基板４ａとファンモータ駆動基板４ｂのそ
れぞれに送るようにしているが、信号の送信方法はこれに限らない。例えば、図１の破線
枠内に示すように、室外ファン２ｂの回転数の制御信号（速度指令信号）を、ファンモー
タ駆動基板４ｂのポート１５ｂから信号線１３を介して補助ファンモータ駆動基板４ａに
対して送るようにしても良い。また、補助ファンモータ駆動基板４ａ、ファンモータ駆動
基板４ｂは、それぞれのファンモータに対して外付けの場合を示しているが、ファンモー
タの内部に内蔵するようにしても良い。
【００２１】
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　ここで複数台の室内機に対して１台の室外機（複数台であってもよい）から冷媒を循環
させることにより、室内機の冷房運転や暖房運転を行うマルチ型室外機の場合には、室内
機の運転台数が１台から複数台へと変化することに応じて、あるいは室内機と室外機の雰
囲気温度が変化することに応じて冷媒流量が大幅に変わる。例えば室内機が１室運転で１
台のみ運転している場合には冷媒流量が小さくなり、全室運転に比べて、室外機８の室外
ファン２ｂの回転数は低く制御されている。また、室内外が低負荷、例えば冷房運転にて
外気温度が低く、室内温度も低い場合では、冷媒流量が小さくなり、高負荷のときに比べ
て室外機８のファン回転数は低く制御されている。このような場合に補助ファン装置１の
補助ファン２ａの回転数を固定とすると、大きな電力が必要となるため、省エネを図るこ
とができない。
【００２２】
　このような場合に補助ファン装置１の補助ファン２ａの回転数を固定とすると、室内機
の１室運転や低負荷の場合には、補助ファン装置の風量が室外機の風量より大きくなる。
これにより、補助ファン装置１から室外機８に対して吸引力が発生し、空気が引っ張られ
ることになり、室外機８は必要とする風量より多い風量で運転されるため、冷凍サイクル
状態に悪影響を及ぼすことがあった。
【００２３】
　そこで本実施例の空気調和装置（空気調和システムといってもよい。）は、室外熱交換
器１６と室外ファン２ｂとが内装された室外機８と、室外ファン２ｂの作動時における室
外機８からの排気の排出方向下流側に設けられた補助ファン装置１と、を備え、室外機８
からの排気はダクト部材１０を経て補助ファン装置１に送られるように構成されている。
また補助ファン装置１は、室外機８からの排気を外部に放出する補助ファン２ａと補助フ
ァン２ａを可変速に駆動する第１の可変速駆動手段２３と、を備える。一方で室外機８は
、室外ファン２ｂを可変速に駆動する第２の可変速駆動手段２２と、第２の可変速駆動手
段２２に対して室外ファン２ｂの速度指令を行う制御部２１と、を備え、制御部２１は、
第１の可変速駆動手段２３に対して補助ファン２ａの速度指令を行うことにより、補助フ
ァン２ａ及び室外ファン２ｂが同じ回転数比で増速又は減速するように制御することを特
徴とするものである。
【００２４】
　このような構成にして機外静圧を確保できるような風量を流すことにより、まず補助フ
ァンに大きな風量が必要でない場合には回転数を下げることができるため、常に一定速で
回転することに比べて電力を小さくでき省エネ化を図ることが可能である。また、室内機
の１室運転や低負荷の場合に補助ファン装置の風量が室外機の風量より大きくなることが
なくなるため、上記したような冷凍サイクル状態に悪影響を及ぼすことを防止することが
できる。また、室外機８の制御部２１により、室外ファン２ｂだけでなく補助ファン２ａ
の速度指令も行うようにしたため、独立した補助ファン２ａの制御部を設ける必要がなく
、簡易な構成で補助ファン装置１を構成することができる。
【００２５】
　また、制御部２１は、補助ファン１及び室外ファン２ａが同じ回転数となるように制御
することが望ましい。また、補助ファン１及び室外ファン２ａの径は略同一であることが
望ましい。これにより補助ファン１及び室外ファン２ａを同一のものを利用することがで
きるため、製造コストの低減を図ることが可能である。なお、補助ファン１及び室外ファ
ン２ａの夫々の径は異なるものとする場合には、制御部２１は、補助ファン１と室外ファ
ン２ａとのうち、径の大きいファンの方が少ない回転数となるように制御する。
【００２６】
　また、制御部２１は、第１の可変速駆動手段２３及び第２の可変速駆動手段２２に対し
て同一の速度指令信号を送るようにしている。これにより独立して補助ファン装置１の制
御部を有する必要がないため、簡易な構成で双方のファンを制御することができ、必要な
風量性能を満たすことができる。また、第１の可変速駆動手段２３を搭載する制御基板４
ａと第２の可変速駆動手段２２を搭載する制御基板４ｂとは同一基板により構成され、こ
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れらの制御基板は、制御部２１からの速度指令信号を受信する受信部（１５ｂ、１５ａ）
が搭載される。これにより、同一の基板を用いることができるため、製造コストの低減を
図ることができる。
【００２７】
　図２は補助ファン２ａと室外ファン２ｂとの風量を同一にする場合の補助ファン２ａの
回転数について説明するための図である。
【００２８】
　まず図の上のグラフは、室外ファンの風量（Ａ）に比べ、補助ファンの風量が同一回転
数で半分（０.５×Ａ）と小さい補助ファンを採用した場合における補助ファン回転数を
示している。この場合には、室外ファン回転数（Ｂ）に対して補助ファン回転数は２倍（
２×Ｂ）とすることで同一の風量とすることができる。
【００２９】
　図２の真ん中のグラフは、一番上は室外ファンの風量（Ａ）に比べ、補助ファンの風量
が同一回転数で同様の風量（Ａ）を出力する補助ファン（つまり同一のファン）を採用し
た場合における補助ファン回転数を示している。この場合には、室外ファンと補助ファン
が同一の風量（Ａ）とするためには、補助ファンの回転数は室外ファンの回転数と同一の
（Ｂ）となり、図の一番上に比べるとちょうど半分の回転数となる。なお室外ファンの回
転数（Ｂ）は、室外ファンの風量が変化するステップ（１００％、９０％、８０％、７０
％・・・）に応じて連動される。　
　図２の下のグラフは、一番上と逆で室外ファンの風量（Ａ）に比べ、補助ファンの風量
が同一回転数で２倍（２×Ａ）と大きい補助ファンを採用した場合における補助ファン回
転数を示している。この場合には、室外ファンと補助ファンが同一の風量（Ａ）とするた
めには、補助ファンの回転数は室外ファン回転数の半分（０.５×Ｂ）となる。
【００３０】
　本実施例では、補助ファン２ａの回転数を調整するため、補助ファン装置１のファン回
転数の制御信号に対し、補助ファン２ａの風量特性に応じ、制御信号を補正できる機能を
有している。例えば、補助ファン２ａの風量特性に応じ、ファンモータ駆動基板４ａ上の
スイッチを切り替えすることで、補助ファン装置１のファン回転数の制御信号を乗数変換
させても良い。これにより、室外ファン２ｂと補助ファン２ａの風量特性が相違した場合
でも、室外機８と補助ファン装置１は常に同一の風量で連動することができる。
【実施例２】
【００３１】
　本実施例の空気調和装置について図３を用いて説明する。　
　図３は本実施例の補助ファン装置１の構造を説明する図である。補助装置１の補助ファ
ン２ａと補助ファンモータ３ａ、室外機８の制御基板１２からの制御信号を受信するファ
ンモータ駆動基板４ａを内蔵している。補助ファン２ａと補助ファンモータ３ａ、補助フ
ァンモータ駆動基板４ａは、室外機８と同様の部品で構成することで室外機８の送風系の
構造が流用可能となり、補助ファン装置１のシュラウド５やモータクランプ６も室外機８
と同様の部品で構成することができる。これにより、部品の共用化でのコスト低減と開発
期間の短縮ができる構造となっている。
【００３２】
　そして、シュラウド５とモータクランプ６を補助ファン装置外枠７で囲い、補助ファン
装置外枠７の上下にダクト１０と連結できる機構を設ける。なお、前記連結機構は図示し
ていないが、一般的なネジ止めや他の連結機構を持たせても良い。また、本実施例の補助
ファン装置を他の実施例の空気調和装置に採用するようにしても良い。
【実施例３】
【００３３】
　本実施例の空気調和装置について図４を用いて説明する。　
　本実施例の補助ファン装置１は、実施例２に示した構造となっており、１つのモジュー
ルとし、外枠７の連結機構によって、ダクト１０間に補助ファン装置１ａ－１、１ａ－２
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、１ａ－３を複数台・多連に接続したものである。図４では３つの補助ファン装置を連結
したものを示しているが、補助ファン装置の数は必要な風量に応じて任意に決定すること
ができる。
【００３４】
　これら全ての補助ファン装置１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３は、室外機８と同様の補助
ファンモータ駆動基板４ａ－１、４ａ－２、４ａ－３を内蔵している。実施例１で示した
制御システムと同様に、室外機８の制御基板１２の制御部２１より発信されるそれぞれの
補助ファン２ａ－１、２ａ－２、２ａ－３の回転数の速度指令信号は、制御基板１２のポ
ート１４から信号線１３を介して各々の補助ファン装置１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３側
へ送信される。この送信された速度指令信号は、それぞれの補助ファンモータ駆動基板４
ａ－１、４ａ－２、４ａ－３で受信し、それぞれの基板に搭載された可変速駆動手段２３
ａ－１、２３ａ－２、２３ａ－３により速度指令信号に基づいて対応する補助ファンモー
タ３ａ－１、３ａ－２、３ａ－３に所望の回転数となるように可変電流が流れる。
【００３５】
　なお、ここでは、補助ファンモータの回転数の速度指令信号を制御基板１２のポート１
４から信号線１３を介して補助ファンモータ駆動基板４ａ－１、４ａ－２、４ａ－３へ送
信させる例を示しているが、信号線の分岐方法はこれに限らない。実施例１と同様に、フ
ァン回転数の制御信号を、ファンモータ駆動基板４ｂのポート１５ｂから信号線１３を介
して補助ファンモータ駆動基板４ａ－１、４ａ－２、４ａ－３へ分岐させるようにしても
よい。
【００３６】
　もしくは、図４の破線枠内に示す別の分岐方法のように、ファン回転数の制御信号を補
助ファンモータ駆動基板４ａ－１のポート１５ａ－１から信号線１３を介して他の補助フ
ァンモータ駆動基板４ａ－２、４ａ－３へと分岐させるようにしても良い。この場合、フ
ァンモータ駆動基板４ａからのファン回転数の制御信号を伝える信号線１３の配線長が短
くなるため、外来ノイズ（外乱）の影響を受けにくくなる。よって、外来ノイズによる誤
動作などを防止することができる。また、ファンモータの駆動基板（４ａ－１、４ａ－２
、４ａ－３、４ｂ）は、ファンモータに対して外付けの場合を示しているが、ファンモー
タの内部に内蔵しても良い。
【００３７】
　この場合のそれぞれのファン制御について説明すると補助ファン装置１ａ－１の他にさ
らに、室外ファン２ｂの作動時における補助ファン装置１ａ－１からの排気の排出方向下
流側に設けられた下流側補助ファン装置（１ａ－２、１ａ－３）、を備え、室外機８から
の排気はダクト部材１０を経て補助ファン装置１ａ－１に送られ、さらに下流側補助ファ
ン装置１ａ－２、１ａ－３に送られるように構成される。そして下流側補助ファン装置（
１ａ－２、１ａ－３）は、補助ファン装置１ａ－１からの排気を外部に放出する下流側補
助ファン（２ａ－２、２ａ－３）と下流側補助ファン（２ａ－２、２ａ－３）を可変速に
駆動する第３の可変速駆動手段（２３ａ－２、２３ａ－３）と、を備え、制御部８は、第
３の可変速駆動手段（２３ａ－２、２３ａ－３）に対して下流側補助ファン（２ａ－２、
２ａ－３）の速度指令を行うことにより、補助ファン２ａ－１及び下流側補助ファン（２
ａ－２、２ａ－３）が同じ回転数比で増速又は減速するように制御するものである。
【００３８】
　このような構成にして機外静圧を確保できるような風量を流すことにより、まずそれぞ
れの補助ファン（２ａ－１、２ａ－２、２ａ－３）に大きな風量が必要でない場合には回
転数を下げることができるため、常に一定速で回転することに比べて電力を小さくでき省
エネ化を図ることが可能である。また、室内機の１室運転や低負荷の場合に補助ファン装
置（１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）の風量が室外機の風量より大きくなることがなくな
るため、実施例１で説明したような冷凍サイクル状態に悪影響を及ぼすことを防止するこ
とができる。また、室外機８の制御部２１により、室外ファン２ｂだけでなくそれぞれの
補助ファン（２ａ－１、２ａ－２、２ａ－３）の速度指令も行うようにしたため、独立し
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た補助ファン（２ａ－１、２ａ－２、２ａ－３）の制御部を設ける必要がなく、簡易な構
成で補助ファン装置（１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）を構成することができる。
【００３９】
　また、この場合に、補助ファン２ａ－１及び下流側補助ファン（２ａ－２、２ａ－３）
の径は略同一であり、制御部８は、前記補助ファン２ａ－１及び前記下流側補助ファン（
２ａ－２、２ａ－３）が同じ回転数となるように制御することが望ましい。
【００４０】
　補助ファン装置１ａ－１の１台（１モジュール）で確保できる機外静圧を（Ｙ）Ｐａと
すると、補助ファン装置（１ａ－１、１ａ－２）の２台接続（２モジュール）で機外静圧
（２×Ｙ）Ｐａ、補助ファン装置（１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）の３台接続（３モジ
ュール）で機外静圧（３×Ｙ）Ｐａ、更にｎ台接続（ｎモジュール）で機外静圧（ｎ×Ｙ
）Ｐａを補助ファン装置によって確保することができる。
【００４１】
　例えば、室外機８単体の機外静圧が５０Ｐａで圧力損失も５０Ｐａのときに、補助ファ
ン装置（１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）の機外静圧が１００Ｐａの場合、補助ファン装
置１ａ－１の１台　接続で機外静圧５０～１５０Ｐａ、補助ファン装置１ａ－１、１ａ－
２の２台接続で機外静圧１５０～２５０Ｐａ、補助ファン装置（１ａ－１、１ａ－２、１
ａ－３）の３台接続で機外静圧２５０～３５０Ｐａまで確保することができる。これによ
り、広い範囲の機外静圧に応じて、補助ファン装置（１）の接続台数を自由自在に増やし
ていくことができるため、ロングダクトなど高い静圧のダクトに対応可能となる。
【実施例４】
【００４２】
　本発明の第４の実施例について、図５を用いて説明する。　
　図５は本実施例の空気調和装置の構成を説明するための図である。補助ファン装置１ａ
－１を室外機８の送風装置としてそのまま用いたものである。この場合、室外機８に内蔵
された補助ファン装置１ａ－１は、外枠に連結機構を持たせることによって、ダクト１０
を介さずに別の補助ファン装置１ａ－２、１ａ－３と直接連結することができる。実施例
３と同様に、必要な機外静圧に応じて補助ファン装置を複数台・多連に接続することもで
き、ロングダクトなど高い機外静圧が必要になる場合にも対応可能である。なお、その他
の符号について、また制御方法について実施例３と同様であり、ここでの説明は省略する
。なお、図５においては、それぞれの補助ファン装置（１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）
の補助ファンモータ駆動基板（４ａ－１、４ａ－２、４ａ－３）に可変速駆動手段（２３
ａ－１、２３ａ－２、２３ａ－３）は図示されていないが、図４と同様に有している。ま
た、図５のファンモータ駆動基板１２の制御部２１が省略されているが、図４と同じく有
している。
【００４３】
　これにより、例えば高温外気条件、室内機接続容量大や長配管の施工条件などによって
、室外機８の能力低下が懸念される場合、室外機８の送風装置を補助ファン装置１ａ－１
をそのまま用いて内蔵し、補助ファン装置１ａ－２と直接連結させ、複数台・多連接続（
１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３）することで、実施例３と同様の効果が得られ、室外機の
送風性能を向上でき、能力低下を防止できる。
【００４４】
　また、制御基板１２からのファン回転数の制御信号を伝える信号線１３の配線長が短く
なるため、外来ノイズ（外乱）の影響を受けにくくなる。よって、外来ノイズによる誤動
作などを防止することができる。
【符号の説明】
【００４５】
１ａ－１、１ａ－２、１ａ－３　補助ファン装置
２ａ　補助ファン（補助ファン装置）
２ｂ　室外ファン（室外機側）
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３ａ　補助ファンモータ（補助ファン装置側）
３ｂ　ファンモータ（室外機側）
４ａ　補助ファンモータ駆動基板（補助ファン装置側）
４ｂ　ファンモータ駆動基板（室外機側）
５　シュラウド
６　モータクランプ
７　補助ファン装置外枠
８　室外機
９　ダクト出口側
１０　ダクト
１１　室外機吹出口
１２　制御基板
１３　信号線（ファン回転数の制御信号を送受信する配線）
１４　制御基板ポート
１５ａ　補助ファンモータ駆動基板ポート（補助ファン装置側）
１５ｂ　ファンモータ駆動基板ポート（室外機側）
１６　熱交換器
１７　ルーバー
１８　壁
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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