
JP 2008-145090 A 2008.6.26

10

(57)【要約】
【課題】１つのダクトを２以上の目的を達成するために
共通化した場合に、共通化したことによる問題の発生が
生じないようにする。
【解決手段】空気調和機の室内機において、室内機本体
３内に設置され、吸込口４から吸い込まれて吹出口６か
ら吹き出す空気を冷却又は加熱する熱交換器９と、熱交
換器９で発生するドレン水を受けるドレンパン１３と、
室内機本体３内に設置され、空気中の水分の吸着と吸着
した水分の脱離とが行われる吸着体１２と、室内機本体
３内と室外との間に配管され、ドレンパン１３から室外
へのドレン水の排水と、吸着体１２に供給する空気の吸
気とが行われる共通ダクト１５とを備える。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の空気が吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す
吹出口とが形成され、室内に配置される室内機本体と、
　前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空
気の流れを発生させる空調用ファンと、
　前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空
気を冷却又は加熱する熱交換器と、
　前記熱交換器で発生するドレン水を受けるドレンパンと、
　前記吸込口と熱交換器との間に設けられ、前記吸込口から吸い込まれた室内空気中の塵
埃を捕捉するフィルタと、
　このフィルタに付着した塵埃を取るフィルタ清掃装置と、
　前記室内機本体内に設置され、空気中の水分の吸着と吸着した水分の脱離とが行われる
吸着体と、
　前記室内機本体内と室外との間に配管された排気ダクトと、
　吸い込み側から吸い込んだ空気を、前記排気ダクトを介して室外に排気する吸排気ファ
ンと、
　前記室内機本体内と室外との間に配管され、前記ドレンパンから室外へのドレン水の排
水と、前記吸着体に供給する空気の吸気とが行われる共通ダクトと、
　前記吸排気ファンの吸い込み側を前記フィルタ清掃装置に接続して塵埃を含む空気を吸
気するか、前記吸着体を介して共通ダクトに接続し、前記吸着体で水分が吸着された後の
空気を吸気するかを切換え可能な切換手段と、
を備えることを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記共通ダクトの一端が前記ドレンパンに連結され、前記ドレンパンへの前記共通ダク
トの連結部位の先端側に、ドレン水を前記共通ダクトに導く第１通路と、室外から吸気さ
れる空気を前記吸着体に導く第２通路とが設けられていることを特徴とする請求項１記載
の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記共通ダクトに、前記第１通路を開閉する開閉機構が設けられていることを特徴とす
る請求項２記載の空気調和機の室内機。
【請求項４】
　前記第２通路の流路面積は、前記第１通路の流路面積より大きく設定されていることを
特徴とする請求項２又は３記載の空気調和機の室内機。
【請求項５】
　前記共通ダクトの室外に位置する部分に、室外の空気が吸気される吸気部とドレン水が
流れるドレン部とに分岐される分岐部が形成され、前記吸気部は前記分岐部における上部
側に位置していることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一記載の空気調和機の室
内機。
【請求項６】
　ドレン水の排水が行われている場合に、前記共通ダクトからの吸気を禁止する手段が設
けられていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一記載の空気調和機の室内機
。
【請求項７】
　室内の空気が吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す
吹出口とが形成され、室内に配置される室内機本体と、
　前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空
気の流れを発生させる空調用ファンと、
　前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空
気を冷却又は加熱する熱交換器と、
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　前記熱交換器で発生するドレン水を受けるドレンパンと、
　前記室内機本体内に設置され、空気中の水分の吸着と吸着した水分の脱離とが行われる
吸着体と、
　室外から前記吸着体に向けて空気を吸気す吸気ダクトと、
　前記吸着体を通過した後の空気を室外に排気する排気ダクトと、
を備え、
　前記吸気ダクトおよび前記排気ダクトがともに前記ドレンパンに固定されていることを
特徴とする空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室内機に関し、特に、空気中に含まれる水分を利用して加湿を
行う機能を備えた空気調和機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室内機には、下記特許文献１に記載されているように、室内の加湿を行な
うために室外空気中の水分を吸着し、その後、吸着した水分を室内に脱離する吸着体を設
けたものがある。このような空気調和機の室内機においては、室外空気を吸引し、その後
排気するために壁を貫通して室外に引き出される複数のダクトが設けられている。さらに
、空気調和機の室内機では、冷房運転時に室内熱交換器で結露したドレン水を屋外に排水
する必要があり、ドレン排水用の配水管も室内から室外に引き出さなくてはならない。
【０００３】
　また、下記特許文献２、３に示されるように室内機のフィルタに付着した塵埃をかき取
り又は吸い込み、これを室外に排気するフィルタ清掃装置が設けられた空気調和機がある
。このような空気調和機においては、屋外に塵埃を排気する必要があり、室内機本体から
室外に連通する排気用のダクトが設けられる。
【０００４】
　このような複数のダクトや配水管をまとめて１つの穴に貫通させるようにした場合、ま
とめるダクトの数が多くなれば壁にあける穴が大きくなる。一方、複数のダクト及び配管
を個々に壁に貫通すると、壁に形成する穴の数が多くなるという問題がある。室内機を取
付けるために壁にあける穴は、数が少なく、小さいことが望ましい。
【０００５】
　そこで、下記特許文献４に記載されているように、空気調和機の室内機に設けられる換
気用の排気ダクトを、冷房運転時に熱交換器で発生するドレン水を排水するためのドレン
水用配管と併用し、壁にあける穴の数を少なくするとともに壁にあける穴を小さくした空
気調和機の室内機が知られている。
【特許文献１】特許第２９８９５１３号公報
【特許文献２】特開２００４－１３８３２９号公報
【特許文献３】特開２００６－１０５５９０号公報
【特許文献４】特開２００４－１３２５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述の特許文献４の空気調和機の室内機は、換気用の排気ダクトをドレ
ン水の排出に兼用したもので、加湿及びフィルタ塵埃の排気を行なう空気調和機に適用し
た場合には以下の問題がある。
【０００７】
　ドレン水の排水が行われて共通ダクトの内面が濡れている状態で室内機のフィルタ清掃
時におけるフィルタから除去した塵埃を屋外に排気と、多量の埃が排気されるため、発生
した多量の埃がドレン水中に混じり、排気ダクト内の通路の内面に付着し、埃で詰まると
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いう事態が発生する。
【０００８】
　また、空気調和機の室内機では、室内機内に位置するダクトの数が多くなると、室内機
内においてそれらのダクトを配管するための処理に手間がかかるようになる。
【０００９】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、壁にあけ
る穴の数を少なくするとともに穴の大きさを小さくするために１つのダクトを２以上の目
的を達成するために共通化した場合でも、共通化したことによる問題の発生が生じないよ
うにした空気調和機の室内機を提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、室内機内におけるダクトの配管処理を手間をかけず容易に行うこ
とができる空気調和機の室内機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施の形態に係る第１の特徴は、空気調和機の室内機において、室内の空気が
吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹出口とが形成
され、室内に配置される室内機本体と、前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸
い込まれて前記吹出口から吹き出す空気の流れを発生させる空調用ファンと、前記室内機
本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空気を冷却又は
加熱する熱交換器と、前記熱交換器で発生するドレン水を受けるドレンパンと、前記吸込
口と熱交換器との間に設けられ、前記吸込口から吸い込まれた室内空気中の塵埃を捕捉す
るフィルタと、このフィルタに付着した塵埃を取るフィルタ清掃装置と、前記室内機本体
内に設置され、空気中の水分の吸着と吸着した水分の脱離とが行われる吸着体と、前記室
内機本体内と室外との間に配管された排気ダクトと、吸い込み側から吸い込んだ空気を、
前記排気ダクトを介して室外に排気する吸排気ファンと、前記室内機本体内と室外との間
に配管され、前記ドレンパンから室外へのドレン水の排水と、前記吸着体に供給する空気
の吸気とが行われる共通ダクトと、前記吸排気ファンの吸い込み側を前記フィルタ清掃装
置に接続して塵埃を含む空気を吸気するか、前記吸着体を介して共通ダクトに接続し、前
記吸着体で水分が吸着された後の空気を吸気するかを切換え可能な切換手段と、を備える
ことである。
【００１２】
　本発明の実施の形態に係る第２の特徴は、空気調和機の室内機において、室内の空気が
吸い込まれる吸込口とこの吸込口から吸い込まれた空気が室内に吹き出す吹出口とが形成
され、室内に配置される室内機本体と、前記室内機本体内に設置され、前記吸込口から吸
い込まれて前記吹出口から吹き出す空気の流れを発生させる空調用ファンと、前記室内機
本体内に設置され、前記吸込口から吸い込まれて前記吹出口から吹き出す空気を冷却又は
加熱する熱交換器と、前記熱交換器で発生するドレン水を受けるドレンパンと、前記室内
機本体内に設置され、空気中の水分の吸着と吸着した水分の脱離とが行われる吸着体と、
室外から前記吸着体に向けて空気を吸気す吸気ダクトと、前記吸着体を通過した後の空気
を室外に排気する排気ダクトと、を備え、前記吸気ダクトおよび前記排気ダクトがともに
前記ドレンパンに固定されていることである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、共通ダクトを利用することで室内外間のダクトと配管の数を削減して
ドレン水の排水を良好に行うことができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、室内機内におけるダクトの配管処理を手間をかけず容易に行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　以下、本発明の一実施の形態を図面を用いて説明する。
【００１６】
　本実施の形態に係る空気調和機の室内機１は、図１ないし３に示すように室内と室外と
を仕切る壁２の内側面に取付けられる室内機本体３を有し、室内機本体３の前面部と上面
部とには複数の吸込口４が形成されている。室内機本体３の下部には、ルーバー５により
開度を調整可能な吹出口６が形成されている。
【００１７】
　室内機本体３内には、エアフィルタ７と、フィルタ清掃装置８と、熱交換器９と、空調
用ファンである横流ファン１０と、吸排気ファン１１と、吸着体１２と、ドレンパン１３
と、制御器１４とが設置されている。また、室内機本体３と室外との間には、共通ダクト
１５と排気ダクト１６と２本の冷媒管１７、１８とが壁２を貫通して配管されている。な
お、図２は各部品における空気の流れを理解するために模式的に表わしたもので、実際の
各部品の室内機本体３内の配置とは若干異なっている。
【００１８】
　エアフィルタ７は、室内機本体３の前面部と上面部との吸込口４に対向する位置に配置
され、メッシュ状に形成されている。吸込口４から吸い込まれる空気中に埃が含まれてい
る場合、この空気がエアフィルタ７を通過する過程で埃がエアフィルタ７により捕捉され
る。
【００１９】
　フィルタ清掃装置８は、ブラシ８ａと収容ボックス８ｂとを有し、エアフィルタ７と室
内機本体３との間に配置され、エアフィルタ７の表面に沿って移動可能に設けられている
。フィルタ清掃装置８がエアフィルタ７の表面に沿って移動する場合に、ブラシ８ａが回
転駆動されてエアフィルタ７に付着した埃を除去し、除去された埃が収容ボックス８ｂ内
に収容される。なお、フィルタ清掃装置８による清掃時には、フィルタ清掃装置８を移動
させるモータ（図示せず）と、ブラシ８ａを回転駆動させるモータ（図示せず）とが駆動
される。そして、収容ボックス８ｂ内に収容された埃は、給排気ファン１１により屋外に
排出される。なお、フィルタ清掃装置は、給排気ファン１１を用いてフィルタ表面を吸い
込み口が移動しながらフィルタ表面の塵埃を吸引し、同時に屋外に排気する方式でも良い
。
【００２０】
　熱交換器９は、室外に設置されている室外機（図示せず）内に設けられている室外熱交
換器との間に２本の冷媒管１７、１８によって接続され、内部に冷媒が流れ、冷房運転状
態と暖房運転状態とに切替可能に設けられている。熱交換器９は、冷房運転時には低温と
なって熱交換器９の周囲を流れる空気を冷却し、暖房運転時には高温となって熱交換器９
の周囲を流れる空気を加熱する。
【００２１】
　横流ファン１０は、長尺円筒形状に形成された貫流送風機であり、室内機本体３内の長
手方向に沿って吸着体１２の長手方向と平行に設置される。すなわち、室内機１が壁２に
取付けられた場合、室内機本体３内に設置された横流ファン１０は、横流ファン１０の長
手方向が壁２と平行であって水平な方向に向けられている。横流ファン１０には、この横
流ファン１０を回転駆動させるモータ１９が連結されている。横流ファン１０が駆動され
ることにより、室内の空気が吸込口４から室内機本体３内に吸い込まれ、吸い込まれた空
気が熱交換器９の周囲を通過することにより冷却されて冷風となり又は加熱されて温風と
なり、冷風又は温風が吹出口６から室内に吹き出す。
【００２２】
　吸排気ファン１１には、この吸排気ファン１１を回転駆動させるモータ２０が連結され
ている。吸排気ファン１１が回転駆動されることにより、室外の空気が室内機本体３内に
吸気され、及び、室外から吸気された空気又は室内の空気が室外に排気される。室外から
の空気の吸気は、室内機本体３と室外との間に壁２を貫通して配管された共通ダクト１５
を用いて行われる。室外への空気の排気は、室内機本体３と室外との間に壁２を貫通して
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配管された排気ダクト１６を介して行われる。共通ダクト１５は、ドレンパン１３から室
外へのドレン水を排水するドレン配管、及び、吸着体１２に供給する空気を室外から吸気
する吸気ダクトとしての２つの機能を有する。
【００２３】
　吸着体１２は、空気中の水分を吸着し、その後、高温にすることで吸着した水分を空気
中に脱離する機能を有する。この吸着体１２は、図７及び図８に示すように、吸着板ユニ
ット２１と保持体２２とにより構成されている。
【００２４】
　吸着板ユニット２１は、長方形の板状に形成されて水分を吸着可能及び脱離可能な複数
枚の吸着板２３を有し、これらの吸着板２３が面と面とを対向させてそれらの面と面との
間に通風可能な隙間をもって連結されている。吸着板２３は、紙などを素材とする基板と
、基板の表面に塗布されたゼオライト等の吸着材粒子とにより形成されている。吸着材は
、低温（室温）で水分を吸着し、高温になると吸着した水分を脱離する。
【００２５】
　複数枚の吸着板２３の連結は、吸着板２３の長手方向の両端をリング状枠２４で固定す
ることにより行われ、吸着板ユニット２１の外形形状は円柱状とされている。
【００２６】
　リング状枠２４には、吸着板２３と平行に配置された仕切板２５が固定されている。仕
切板２５は、両端を一対のリング状枠２４の直径部分に固定して配置され、吸着板２３を
２つのグループに２分割すると共に、吸着板ユニット２１の補強を兼ねている。仕切板２
５の長手方向の側面中央部には、仕切板２５の長手方向に沿って外側向きに延びた回転軸
２６が固定されている。
【００２７】
　保持体２２は、吸着板ユニット２１を回転軸２６の中心線回りに回転可能に保持してい
る。保持体２２は、保持する吸着板ユニット２１における一部の吸着板２３の長手方向に
沿った方向の外周部を気密に覆う第１カバー部２７と、保持する吸着板ユニット２１にお
ける他の一部の吸着板２３の長手方向の両端部を気密に覆う一対の第２カバー部２８とを
有している。第１カバー部２７は、吸着板ユニット２１の周方向の約１８０°の範囲を覆
う半円筒形に形成されている。第２カバー部２８は、半円状に形成されている。第２カバ
ー部２８には、回転軸２６を回転可能に軸支する支持穴２９が形成されている。
【００２８】
　吸着体１２には、空気が通風可能な第１空気通路３０と第２空気通路３１とが形成され
ている。第１空気通路３０は、第１カバー部２７と一部の吸着板２３とに囲まれて形成さ
れ、各吸着板２３の間を長手方向（図７に示す矢印Ａ方向）に空気が通風可能とされてい
る。第２空気通路３１は、一対の第２カバー部２８と他の一部の吸着板２３とに囲まれて
形成され、各吸着板２３の間を吸着板２３の長手方向と直交する方向（図７及び図１に示
す矢印Ｂ方向）に空気が通風可能とされている。なお、第１空気通路３０と第２空気通路
３１との間に仕切板２５が位置するようにして、空気が第１空気通路３０と第２空気通路
３１との間を行き来することがないようにしている。
【００２９】
　図１及び図２に示すように、吸着体１２が室内機本体３内に設置された場合、保持体２
２が図示しない保持機構により位置固定に保持され、回転軸２６には吸着板ユニット２１
を回転軸２６の中心線回りに回転駆動させるモータ３２が減速機構３３を介して連結され
ている。減速機構３３は、複数のギアを噛み合わせることにより構成されている。
【００３０】
　ドレンパン１３は、冷房運転時において熱交換器９で発生するドレン水を受ける皿状の
部材であり、横流ファン１０の中心線方向に沿った長尺形状に形成され、熱交換器９の下
側に配置されている。
【００３１】
　共通ダクト１５は、上述したように、壁２を貫通して室内機本体３内と室外との間に配
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管され、ドレンパン１３から室外へのドレン水の排水と、吸着体１２に供給する空気の室
外からの吸気とが行われる。
【００３２】
　室内機本体３内に位置する共通ダクト１５の一端は、ドレンパン１３の長手方向の一端
側に連結されている。この連結は、図６に示すように、共通ダクト１５がドレンパン１３
の底面を貫通してドレンパン１３に固定、保持されることにより行われている。
【００３３】
　ドレンパン１３の底面を貫通した共通ダクト１５の先端側は、ドレンパン１３の底面よ
り上方に突出している。ドレンパン１３の底面より上方に突出した共通ダクト１５の先端
側には、ドレンパン１３内のドレン水を共通ダクト１５内に導く第１通路３４が形成され
ている。さらに、共通ダクト１５の先端側には、室外から吸気される空気を吸着体１２の
第１空気通路３０に導く第２通路３５が接続されている。第２通路３５は吸着体１２に向
けて延出され、その先端部が吸着体１２の第１空気通路３０の一端側の入口３０Ａに接続
されている。
【００３４】
　第１通路３４の流路面積“Ｓ１”と第２通路３５の流路面積“Ｓ２”とを比較すると、
第２通路３５の流路面積“Ｓ２”が第１通路３４の流路面積“Ｓ１”より大きく設定され
ている。
【００３５】
　共通ダクト１５の先端側には、第１通路３４を開閉する開閉機構３６が設けられている
。この開閉機構３６は、共通ダクト１５の先端側の外周部に回動可能に嵌合されたリング
体３７と、このリング体３７を回動させるモータ（図示せず）とにより構成されている。
リング体３７には穴３８が形成され、図４及び図５（ａ）に示すように、穴３８と第１通
路３４とが連通する位置にリング体３７を回動させることにより、第１通路３４が開放さ
れる。また、図５（ｂ）に示すように、穴３８と第１通路３４とが連通しない位置にリン
グ体３７を回動させることにより、第１通路３４が閉止される。
【００３６】
　共通ダクト１５の室外に位置する部分には、室外の空気が吸気される吸気部３９とドレ
ン水が流れるドレン部４０とに分岐される分岐部４１が形成されている。吸気部３９は、
分岐部４１における上部側に位置して形成されている。
【００３７】
　ドレンパン１３の長手方向の他端には、排気ダクト１６が固定、保持されている。この
保持は、図６に示すように、排気ダクト１６がドレンパン１３の底面に設けられた円筒形
の立上げ部６０に囲まれる貫通孔６１を貫通することにより行われている。
【００３８】
　排気ダクト１６の室内機本体３内に位置する端部は、吸着体１２の第１空気通路３０の
出口３０Ｂに接続されている。さらに、排気ダクト１６には、フィルタ清掃装置８の収容
ボックス８ｂに連通する清掃用ダクト４２が接続されている。清掃用ダクト４２内には、
この清掃用ダクト４２を開閉するダンパ４３が設けられている。排気ダクト１６内におけ
る出口３０Ｂと清掃用ダクト４２の接続部との間には、排気ダクト１６を開閉するダンパ
４４が設けられている。これらのダンパ４３、４４が、切換手段を構成し、図示しないモ
ータやソレノイド等のアクチュエータにより開閉される。加湿運転は、空気調和機の運転
中に実行され、フィルタ清掃は、空気調和機の停止後に実行されるため、ダンパ４３、４
４が同時に開となることはない。
【００３９】
　制御器１４は、室内機本体３内の制御対象物の制御を行う。制御器１４には、図９に示
すように、吸着体１２の吸着板ユニット２１を回転駆動させるモータ３２と、吸排気ファ
ン１１を回転駆動させるモータ１８と、横流ファン１０を回転駆動させるモータ１９と、
ルーバー５を駆動させるモータ４５と、ダンパ４３、４４を駆動するモータ等のアクチュ
エータ４８，４９等と、温度センサ等の各種のセンサと、空気調和機の運転状態を操作す



(8) JP 2008-145090 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

るリモコン４６からの赤外線信号を受光する受光部４７が接続されている。リモコン４６
には、使用者が操作する各種ボタン（冷房、暖房、加湿、運転／停止、設定温度、風量等
）が配置され、それぞれのボタン操作がなされた場合、それぞれの操作内容に応じた赤外
線信号が出力されるようになっている。
【００４０】
　制御器１４により行われる制御の概要を図１０のフローチャートに基づいて説明する。
この制御中には、ドレン水の排水が行われている場合に、共通ダクト１５からの吸気、す
なわち加湿運転を禁止する制御が含まれている。加湿運転は暖房時に実施されるもので、
使用者が、冷房運転と加湿運転を同時に要求する可能性はないが、誤操作等で要求される
可能性があるため、冷房運転を優先するようになっている。
【００４１】
　制御器１４は、リモコン４６からの信号の入力の有無を監視している（Ｓ１）。リモコ
ン４６からの信号の入力が有った場合は（Ｓ１のＹＥＳ）、その信号が加湿開始の信号で
あるか否かが判断される（Ｓ２）。
【００４２】
　ステップＳ２において、加湿開始の信号ではないと判断された場合には（Ｓ２のＮＯ）
、停止信号か否かが判別される（Ｓ３）。ステップＳ２において、加湿開始の信号ではな
いと判断される信号としては、停止信号、暖房運転の開始信号、冷房運転の開始信号、設
定温度の変更信号等が挙げられる。
【００４３】
　ステップＳ２において、加湿開始の信号であると判断された場合には（Ｓ２のＹＥＳ）
、空気調和機の現在の運転状態が冷房運転であるか否かが判断される（Ｓ４）。冷房運転
時には熱交換器９においてドレン水が発生し、共通ダクト１５を通してドレン水の排水が
行われていることを意味する。
【００４４】
　ステップＳ４において、現在の運転状態が冷房運転ではないと判断された場合には（Ｓ
４のＮＯ）、吸排気ファン１１が駆動され、室外の空気を共通ダクト１５を通して吸気す
ることにより加湿運転が開始される（Ｓ５）。
【００４５】
　一方、ステップＳ４において、現在の運転状態が冷房運転であると判断された場合には
（Ｓ４のＹＥＳ）、加湿開始の信号がキャンセルされ（Ｓ６）、ここに、ドレン水の排水
が行われている場合に、共通ダクト１５からの吸気を禁止する手段が実行される。すなわ
ち、冷房運転が加湿運転に優先される。
【００４６】
　このような構成において、冷房運転時には開閉機構３６により第１通路３４が開放され
る。即ち、リング体３７が所定の位置に回動され、図４及び図５（ａ）に示すように、リ
ング体３７に形成された穴３８と第１通路３４とが連通される。
【００４７】
　このため、冷房運転時において熱交換器９で発生したドレン水がドレンパン１３上に流
れ落ちると、このドレン水は穴３８と第１通路３４とを通って共通ダクト１５内に流入し
、共通ダクト１５内とドレン部４０内とを流れて室外に排水される。
【００４８】
　加湿運転時には、図１０のフローチャートに示すステップＳ５で、開閉機構３６により
第１通路３４が閉止され、吸排気ファン１１が駆動される。なお、この加湿運転時には、
清掃用ダクト４２内のダンパ４３が閉止され、排気ダクト１６内のダンパ４４が開放され
ている。開閉機構３６による第１通路３４の閉止は、リング体３７が図５（ｂ）に示す位
置に回動し、リング体３７の穴３８と第１通路３４との連通が遮断されることにより行わ
れる。
【００４９】
　開閉機構３６により第１通路３４が閉止され、ダンパ４３が閉止されるとともにダンパ
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４４が開放された状態で吸排気ファン１１が駆動されると、室外の空気が吸気部３９から
吸気され、共通ダクト１５内と第２通路３５内とを通って吸着体１２側へ流れる。共通ダ
クト１５内と第２通路３５内とを流れる空気は、入口３０Ａから吸着体１２の第１空気通
路３０内に流入する。室外から吸気された空気が吸着体１２の第１空気通路３０内を流れ
る過程において、空気中の水分が第１空気通路３０内に位置する吸着板２３に吸着される
。
【００５０】
　第１空気通路３０内を通過した空気は、水分が吸着板２３に吸着されることにより湿度
が低下し、湿度が低下した空気は排気ダクト１６内を通って室外に排気される。
【００５１】
　加湿運転時には、予め設定された時間毎にモータ３２が駆動され、吸着板ユニット２１
が回転軸２６の回りに約１８０°ずつ回転する。この回転により、回転前に第１空気通路
３０内に位置して水分の吸着が行われた吸着板２３が第２空気通路３１内に移動し、及び
、回転前に第２空気通路３１内に位置していた吸着板２３が第１空気通路３０内に移動す
る。加湿運転が行われるのは暖房運転が行われる冬場であり、第２空気通路３１には熱交
換器９により加熱された温風の一部が図１の矢印Ｂで示す方向に流れている。これにより
、第２空気通路３１内に位置する吸着板２３が加熱されてこの吸着板２３から水分が脱離
され、脱離された水分は横流ファン１０により熱交換器９側へ吸い込まれた後に吹出口６
から室内に吹出し、室内が加湿される。
【００５２】
　一方、図１０のフローチャートに示すステップＳ３において、受信した信号が停止信号
であると判断された場合（Ｓ３のＹＥＳ）、空調運転が停止される（Ｓ７）。続いて、フ
ィルタ清掃が必要か否かが判別される（Ｓ１１）。清掃が必要か否かの判断は、例えば、
空気調和機の積算運転時間が所定時間（例えば５０時間）を超えたか否かのような判別法
が一般的である。ここで、フィルタ清掃が必要と判断されれば、フィルタ清掃装置８を駆
動させてフィルタ表面の塵埃が取り除かれる（Ｓ９）。そして、塵埃の屋外への排気運転
が実行される（Ｓ１０）。ここでは、清掃用ダクト４２内のダンパ４３を開放し、排気ダ
クト１６内のダンパ４４を閉止し、吸排気ファン１１が駆動される。これにより、エアフ
ィルタ７から除去され、収納ボックス８ｂに収容された埃が清掃用ダクト４２内と排気ダ
クト１６内とを流れ、室外に放出される。なお、収納ボックス８ｂの清掃用ダクト４２の
接続側と反対側には、小さな開口８ｃが設けられており、吸排気ファン１１の運転によっ
て、この開口８ｃから吸引された室内機内の空気が収納ボックス８ｂ、清掃用ダクト４２
、吸排気ファン１１を経由して排気ダクト１６から屋外に排気される。したがって、塵埃
の排気運転においては、共通ダクト１５は用いられず、塵埃が共通ダクト１５に流れ出る
ことはない。その後、所定時間が経過して清掃が終了したか否かが判断され（Ｓ１１）、
塵埃排気運転を含めた清掃運転が完了すれば（Ｓ１１のＹＥＳ）、吸排気ファン１１を停
止し（Ｓ１２）、運転を終了する。
【００５３】
　なお、ステップＳ３にて停止信号でないと判断された場合は（Ｓ３のＮＯ）、その入力
信号に応じた制御が実行される（Ｓ１３）。また、ステップＳ８で、清掃不要と判断され
た場合は（Ｓ８のＮＯ）、そのまま終了する。
【００５４】
　この室内機１では、ドレン水の室外への排水と、室外からの加湿用の空気の吸気とを１
本の共通ダクト１５を用いて行うため、これらの共通ダクト１５や排気ダクト１６を配管
するために壁２にあける穴の数を少なくすることができるとともに、あける穴の大きさを
小さくすることができる。
【００５５】
　しかも、この共通ダクト１５は、夏場等における冷房運転時のドレン水の排水と、冬場
等の加湿用の空気の室外からの吸気とに用いられる。このため、ドレン水の排水中や、ド
レン水の排水直後に室外からの空気の吸気が行われることがなく、空気中に含まれる埃が
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ドレン水中に入り込んだり、或いは、吸気される空気中の埃が濡れた共通ダクト１５の内
面に付着することがなく、共通ダクト１５内に埃が付着して共通ダクト１５が詰まるとい
う事態の発生を防止することができる。
【００５６】
　また、室外からの空気の吸気時には、共通ダクト１５内にドレン水が存在しないため、
吸気する空気の通路抵抗を小さくすることができ、空気の吸気効率を高めることができる
。
【００５７】
　さらに、室外からの空気の吸気時には、共通ダクト１５内にドレン水が存在しないめ、
吸気される空気によるドレン水の逆流という事態の発生を防止することができる。
【００５８】
　しかも、室内機１には、ドレン水の排水が行われている場合に、共通ダクト１５からの
吸気を禁止する手段が設けられているため、ドレン水の排水が行われている場合に共通ダ
クト１５からの吸気を確実に防止することができる。
【００５９】
　すなわち、排気ダクト１６を加湿用空気の屋外排気とフィルタ清掃装置８からの塵埃の
屋外排出と兼用し、共通ダクト１５を加湿用空気の吸引とドレン水の配水管と兼用し、さ
らに給排気ファン１１を加湿と塵埃の屋外排出に兼用することで、加湿とフィルタ清掃の
両方を簡単な構成で、効率よく、かつダクトの目詰まり等を起こすことのない室内機１を
得ることができる。
【００６０】
　また、共通ダクト１５をドレン水の排水と加湿用の空気の吸気とに用いる場合の切替え
を、第１通路３４を開閉する開閉機構３６により確実に行うことができる。
【００６１】
　ドレンパン１３への共通ダクト１５の連結部位の先端側に、ドレン水を共通ダクト１５
に導く第１通路３４と、室外から吸気される空気を吸着体１２に導く第２通路３５とが設
けられているため、加湿運転時に、第１通路３４を開放させることにより、室外から吸気
される空気に加えて、第１通路３４から吸気される室内の空気を吸着体１２側に供給する
ことができる。このため、室外の空気の湿度が低い場合には、必要に応じて室内の空気の
水分を用いて室内の加湿を行い、室外の空気の湿度が低い場合であっても加湿性能を維持
することができる。
【００６２】
　第１通路３４の流路面積“Ｓ１”と第２通路３５の流路面積“Ｓ２”とを比較すると、
第２通路３５の流路面積“Ｓ２”が第１通路３４の流路面積“Ｓ１”より大きく設定され
ている。このため、図５（ｂ）に示すように第１通路３４を閉止して室外の空気を吸気す
る場合、第１通路３４の隙間部分からの空気の入り込みを抑えることができ、室外からの
空気の吸気性能を高めることができる。
【００６３】
　共通ダクト１５の室外に位置する部分には、吸気部３９とドレン部４０とに分岐される
分岐部４１が形成され、吸気部３９は分岐部４１における上部側に位置しているため、ド
レン水の排水時に吸気部３９からのドレン水の漏れ出しを防止することができ、ドレン水
をドレン部４０内を通して目的とする排水箇所へ排水することができる。
【００６４】
　排気ダクト１６と吸気ダクトの機能を備えた共通ダクト１５と室内機本体３内での配管
処理に関し、ドレンパン１３の一端側に共通ダクト１５を保持し、ドレンパン１３の他端
側に排気ダクト１６を固定、保持している。このようにして、ドレンパン１３を共通ダク
ト１５と排気ダクト１６とを保持する保持部材として用いるため、室内機本体３内におけ
るダクトの配管処理を手間をかけず容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】本発明の一実施の形態に係る空気調和機の室内機を示す縦断側面図である。
【図２】その水平断面図である。
【図３】室内機の内部構造を示す斜視図である。
【図４】開閉機構の部分を示す縦断側面図である。
【図５】その水平断面図である。
【図６】オイルパンへの共通ダクトと排気ダクトとの保持構造を示す縦断側面図である。
【図７】吸着体を示す斜視図である。
【図８】吸着体を示す分解斜視図である。
【図９】空気調和機の室内機の電気的接続構造を示すブロック図である。
【図１０】ドレス水の排水時に室外からの空気の給気を禁止する制御について説明するフ
ローチャートである。
【符号の説明】
【００６６】
　３…室内機本体、４…吸込口、６…吹出口、７…フィルタ、８…フィルタ清掃装置、９
…熱交換器、１０…空調用ファン、１１…吸排気ファン、１２…吸着体、１３…ドレンパ
ン、１５…共通ダクト（吸気ダクト）、１６…排気ダクト、３４…第１通路、３５…第２
通路、３６…開閉機構、３９…吸気部、４０…ドレン部、４１…分岐部、４３、４４…切
替手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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