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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送風機（６）と室内熱交換器（５）とを内部に収納する室内機（１）を有し、前記室内
熱交換器を吸熱器として機能させる冷房運転と、前記冷房運転の後に前記室内機の内部を
乾燥させるための乾燥運転とを少なくとも行う空気調和機であって、
　前記冷房運転の運転制御を行う通常運転制御部（６２）と、
　前記乾燥運転の運転制御を行う乾燥運転制御部（６３）と、を備え、
　前記乾燥運転の状態には、前記送風機を稼働させる第１送風状態（Ｆ１，Ｆ２）と、前
記室内熱交換器を放熱器として機能させる暖房状態と、前記送風機の稼働および前記室内
熱交換器の機能を第１所定時間停止させる第１停止状態（Ｓｔ２）と、が含まれ、
　前記乾燥運転制御部は、前記第１送風状態、前記第１停止状態、前記暖房状態の順に状
態を切り換える、
空気調和機（１００）。
【請求項２】
　前記第１所定時間は、１０秒以上である、
請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記乾燥運転制御部は、前記送風機による送風量を調節する風量調節部（６４）を有し
、
　前記風量調節部は、前記第１送風状態において、前記送風機の送風量が小さい弱送風状



(2) JP 4697260 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

態（Ｆ１）と、前記送風機の送風量を前記弱送風状態よりも大きい強送風状態（Ｆ２）と
に切り換える、
請求項１または２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記乾燥運転制御部は、前記弱送風状態、前記送風機の稼働および前記室内熱交換器の
機能を第２所定時間停止させる第２停止状態（Ｓｔ１）、前記強送風状態の順に状態を切
り換える、
請求項３に記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記乾燥運転制御部は、前記強送風状態、前記第１停止状態、前記暖房状態の順に状態
を切り換える、
請求項３または４に記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記乾燥運転制御部は、前記暖房状態から、前記送風機の稼働および前記室内熱交換器
の機能を前記第１所定時間よりも長い第３所定時間停止させる第３停止状態（Ｓｔ３）に
状態を更に切り換える、
請求項１から５のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項７】
　前記乾燥運転制御部は、前記第３停止状態から、第２送風状態（Ｆ３，Ｆ４）、前記送
風機の稼働および前記室内熱交換器の機能を第４所定時間停止させる前記第４停止状態（
Ｓｔ４，Ｓｔ５）の順に状態を更に切り換える、
請求項６に記載の空気調和機。
【請求項８】
　前記暖房状態は、前記室内熱交換器を放熱器として機能させ、かつ、前記送風機を稼働
させる第２暖房状態（Ｄ１）を含み、
　前記乾燥運転制御部は、前記第４停止状態から、前記第２暖房状態（Ｄ１）に更に切り
換える、
請求項７に記載の空気調和機。
【請求項９】
　前記暖房状態は、前記送風機を稼働させずに前記室内熱交換器を放熱器として機能させ
る第１暖房状態（Ｈ１）と、前記室内熱交換器を放熱器として機能させ、かつ、前記送風
機を稼働させる第２暖房状態（Ｄ１）と、を含む、
請求項１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、室内機内部を乾燥する機能を有する空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、空気調和機において冷房運転または除湿運転（以下、冷房運転という）が行
われると、室内機内部が高温高湿状態となり、カビや細菌が繁殖しやすい環境となること
が知られている。
【０００３】
　そこで、近年では、冷房運転が行われた後、室内機内部を乾燥させるための乾燥運転が
行われる空気調和機がある。例えば、冷房運転が行われた後に、乾燥運転として送風運転
が行われたり（特許文献１参照）、または、乾燥運転として暖房運転が行われる空気調和
機がある（特許文献２参照）。また、冷房運転が行われた後に、室内熱交換器に付着した
水分を除去するための水切り運転（送風運転および断続的な暖房運転）が行われ、その後
、乾燥運転として暖房運転が行われる空気調和機がある（特許文献４参照）。これらの空
気調和機は、それぞれの乾燥運転を行うことによって、室内機内部の湿度を低下させ、カ
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ビや細菌の繁殖を抑制している。
【特許文献１】特開平５－２２３３２５号公報
【特許文献２】特開２００７－１３９３５２号公報
【特許文献３】特開平１１－２１１１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されている空気調和機のように、乾燥運転として送風
運転が行われる場合には、室内機内部の相対湿度が高いために、室内機内部の水分を除去
しきれないおそれがある。
【０００５】
　また、特許文献２に開示されている空気調和機のように、乾燥運転として暖房運転が行
われる場合には、室内機内部の温度が急激に上昇することによって室内機内部に湯気が発
生するおそれがある。また、この場合、乾燥運転後に室内機内部の温度が再び下がること
によって、空気が冷やされて室内機内部に結露が生じるおそれがある。
【０００６】
　さらに、特許文献３に開示されている空気調和機のように、乾燥運転とは別に水切り運
転が行われる場合でも、室内熱交換器を含む室内機内部に収納されている各種機器の水分
が滴下し難い部分において、水分を除去しきれないおそれがある。このため、その後乾燥
運転が行われても、室内機内部の水分を除去しきれないおそれがある。
【０００７】
　このように、これらの空気調和機では、室内機内部に水分が残留するために、室内機内
部にカビや細菌が繁殖するおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制することができ
る空気調和機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１発明に係る空気調和機は、送風機と室内熱交換器とを内部に収納する室内機を有し
、室内熱交換器を吸熱器として機能させる冷房運転と、冷房運転の後に室内機の内部を乾
燥させるための乾燥運転とを少なくとも行う空気調和機であって、通常運転制御部と、乾
燥運転制御部とを備える。通常運転制御部は、冷房運転の運転制御を行う。また、乾燥運
転制御部は、乾燥運転の運転制御を行う。乾燥運転の状態には、第１送風状態と、暖房状
態と、停止状態とが含まれる。第１送風状態とは、送風機を稼働させる状態である。暖房
状態とは、室内熱交換器を放熱器として機能させる状態である。第１停止状態とは、送風
機の稼働および室内熱交換器の機能を第１所定時間停止させる状態である。さらに、乾燥
運転制御部は、第１送風状態、第１停止状態、暖房状態の順に状態を切り換える。
【００１０】
　第１発明に係る空気調和機では、乾燥運転において、第１送風状態と、暖房状態と、第
１停止状態とに切り換わる。このため、停止状態である間に、室内熱交換器を含む室内機
内部に収納されている各種機器の水分が滴下し難い部分において、水分を滴下させやすく
することができる。したがって、停止状態が含まれない乾燥運転と比較して、室内機内部
の水分を除去することができる。
【００１１】
　これによって、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制することができる。
【００１２】
　また、この空気調和機では、乾燥運転制御部によって、第１送風状態、第１停止状態、
暖房状態の順に状態が切り換えられている。このため、第１送風状態において、室内機内
部の温度を室内の温度に近づけることができる。また、第１停止状態において、室内機内
部に発生した水分の滴下を促すことができる。さらに、暖房状態において、室内機内部に
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残留している水分を除去することができる。したがって、暖房状態において、室内機内部
の温度の急激な上昇を抑えることができる。
【００１３】
　これによって、暖房状態において湯気の発生を抑えることができ、かつ、室内機内部の
結露を抑えることができる。
【００１４】
　第２発明に係る空気調和機は、第１発明の空気調和機であって、第１所定時間は、１０
秒以上である。このため、この空気調和機では、室内機内部に発生した水分の滴下を促す
ことができる。
【００１５】
　第３発明に係る空気調和機は、第１発明または第２発明の空気調和機であって、乾燥運
転制御部は、送風機による送風量を調節する風量調節部を有する。また、風量調節部は、
第１送風状態において、送風機の送風量が小さい状態である弱送風状態と、送風機の送風
量が弱送風状態よりも大きい状態である強送風状態とに切り換える。
【００１６】
　第３発明に係る空気調和機では、第１送風状態において、弱送風状態と、強送風状態と
に切り換わる。このため、弱送風状態では、室内機内部の温度を室内の温度に近づけるこ
とができる。また、強送風状態では、室内機内部に存在する水分を吹き飛ばして除去する
ことができる。したがって、例えば、第１送風状態が弱送風状態だけの場合と比較して、
室内機内部に発生する水分を短時間で除去することができる。
【００１７】
　これによって、室内にユーザが居る場合でも、ユーザに対して送風状態が長時間続くこ
とによる不快感を与えにくくすることができる。
【００１８】
　第４発明に係る空気調和機は、第３発明の空気調和機であって、乾燥運転制御部は、弱
送風状態、第２停止状態、強送風状態の順に状態を切り換える。また、第２停止状態とは
、送風機の稼働および室内熱交換器の機能を第２所定時間停止させる状態である。このた
め、弱送風状態において室内機内部の温度を室内の温度に近づけることができ、第２停止
状態において室内機内部に存在する水分の滴下を促すことができる。また、強送風状態に
おいて、滴下しなかった室内機内部に存在する水分を吹き飛ばすことができる。
【００１９】
　これによって、室内機内部に存在する水分を効率よく除去することができる。
【００２０】
　第５発明に係る空気調和機は、第３発明または第４発明の空気調和機であって、乾燥運
転制御部は、強送風状態、第１停止状態、暖房状態の順に状態を切り換える。このため、
強風状態において吹き飛ばすことができなかった室内機内部の水分の滴下を、第１停止状
態によって促すことができる。また、第１停止状態である間に滴下しなかった室内機内部
の水分を暖房状態で乾燥させることができる。
【００２１】
　これによって、室内機内部の乾燥を促すことができる。
【００２２】
　第６発明に係る空気調和機は、第１発明から第５発明のいずれかの空気調和機であって
、乾燥運転制御部は、暖房状態から、送風機の稼働および室内熱交換器の機能を第３所定
時間停止させる第３停止状態に切り換える。また、第３所定時間は、第１所定時間よりも
長い時間である。
【００２３】
　第６発明に係る空気調和機では、暖房状態から第３停止状態に状態が切り換わる。この
ため、暖房状態において高温となった室内熱交換器から室内機内部に、第３所定時間、放
熱および放湿が行われる。
【００２４】
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　これによって、より多くの水分を室内熱交換器から脱離させることができる。
【００２５】
　第７発明に係る空気調和機は、第６発明の空気調和機であって、乾燥運転制御部は、第
３停止状態から、第２送風状態、第４停止状態の順に状態を更に切り換える。第４停止状
態とは、送風機の稼働および室内熱交換器の機能を第４所定時間停止させる状態である。
このため、第２送風状態において室内機内部の水分を更に除去することができる。また、
第４停止状態において室内機内部に存在する水分を更に滴下させることができる。
【００２６】
　これによって、室内機内部の水分を更に除去することができる。
【００２７】
　なお、ここでいう第２送風状態とは、第１送風状態と同じ状態でもよく、第１送風状態
とは異なる状態（例えば、送風機の稼働時間が第１状態とは異なる状態）でもよい。
【００２８】
　第８発明に係る空気調和機は、第７発明の空気調和機であって、暖房状態は、室内熱交
換器を放熱器として機能させ、かつ、送風機を稼働させる第２暖房状態を含む。また、乾
燥運転制御部は、第４停止状態から、第２暖房状態に更に切り換える。
【００２９】
　第８発明に係る空気調和機では、乾燥運転において、送風機を稼働させ、かつ、室内熱
交換器を放熱器として機能させる第２暖房状態に切り換わる。このため、室内機内部の湿
度を急激に下げることができる。
【００３０】
　これによって、カビや細菌の繁殖を効率よく抑制することができる。
【００３１】
　第９発明に係る空気調和機は、第１発明の空気調和機であって、暖房状態には、第１暖
房状態と、第２暖房状態とが含まれる。第１暖房状態とは、送風機を稼働させずに、室内
熱交換器を放熱器として機能させる状態である。第２暖房状態とは、室内熱交換器を放熱
器として機能させ、かつ、送風機を稼働させる状態である。この空気調和機では、暖房状
態として、送風機を稼働させずに室内熱交換器を放熱器として機能させる状態と、室内熱
交換器を放熱器として機能させ、かつ、送風機を稼働させる状態とが含まれる。
【発明の効果】
【００３２】
　第１発明に係る空気調和機では、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制すること
ができる。
【００３３】
　第２発明に係る空気調和機では、室内機内部に発生した水分の滴下を促すことができる
。
【００３４】
　第３発明に係る空気調和機では、室内にユーザが居る場合でも、ユーザに対して送風状
態が長時間続くことによる不快感を与えにくくすることができる。
【００３５】
　第４発明に係る空気調和機では、室内機内部に存在する水分を効率よく除去することが
できる。
【００３６】
　第５発明に係る空気調和機では、室内機内部の乾燥を促すことができる。
【００３７】
　第６発明に係る空気調和機では、より多くの水分を室内熱交換器から脱離させることが
できる。
【００３８】
　第７発明に係る空気調和機では、室内機内部の水分を更に除去することができる。
【００３９】



(6) JP 4697260 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

　第８発明に係る空気調和機では、カビや細菌の繁殖を効率よく抑制することができる。
【００４０】
　第９発明に係る空気調和機では、暖房状態として、送風機を稼働させずに室内熱交換器
を放熱器として機能させる状態と、室内熱交換器を放熱器として機能させ、かつ、送風機
を稼働させる状態とが含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　＜空気調和機の概略＞
　本発明の一実施形態に係る空気調和機１００の概略冷媒回路を図１に示す。この空気調
和機１００は、室内機１と室外機２０とから構成されており、冷房運転、除湿運転、およ
び、暖房運転等を含む通常運転の他に内部クリーン運転（乾燥運転に相当）を行うことが
できる。なお、内部クリーン運転とは、室内機１内部を乾燥させるために後述する室内フ
ァン６や室内熱交換器５の水分を除去する運転であり、室内熱交換器５に付着している水
分を吹き飛ばしたり、または、室内熱交換器５に付着している水分を滴下させたり、室内
機１内部の水分を蒸発させたりして行われる運転である。また、本実施形態では、内部ク
リーン運転は、室内熱交換器５に付着している水分を滴下させるための停止状態Ｓｔ１，
Ｓｔ２と、室内機１内部の水分を蒸発させるための暖房状態Ｈ１およびドライショック状
態Ｄ１とが組み合わされることによって行われている。
【００４２】
　室内機１内には、室内ファン６および室内熱交換器５等が配置されている。また、室外
機２０内には、圧縮機２４、室外ファン２２、室外熱交換器２１、四路切換弁２３および
膨張弁２５等が収容されている。さらに、空気調和機１００は、室内機１内および室外機
２０内に収容されている各種機器の制御を行う制御部６０（図４参照）を備えており、こ
れら各種機器の制御を行うことによって、上記の運転を行うことができる。
【００４３】
　以下に、室内機１および制御部６０について説明する。
【００４４】
　＜室内機の構成＞
　室内機１は、図２および図３に示すように、室内機本体１０と化粧パネル１１とを有し
ている。室内機本体１０は、図３に示すように、天井の開口Ｏを臨むように天井裏空間に
配置される。また、化粧パネル１１は、開口Ｏを挟んで後述する室内機本体１０の吸い込
み側流路１２ａおよび吹き出し側流路１２ｂに対向するように室内機本体１０に装着され
ている。以下に、室内機本体１０および化粧パネル１１について説明する。
【００４５】
　室内機本体１０は、図２および図３に示すように、室内機ケーシング２を有している。
また、室内機ケーシング２は、図３に示すように、略直方体形状であり、下面が開口した
箱状の形態を有している。さらに、室内機ケーシング２には、上述の室内ファン６、室内
熱交換器５等が収容されている。
【００４６】
　室内ファン６は、円筒形状に構成され、周面には回転軸方向に羽根が設けられている。
室内ファン６は、回転駆動することによって、回転軸と交わる方向に空気流を生成する。
このため、室内ファン６は、室内の空気を室内機１内に吸い込ませるとともに、室内熱交
換器５との間で熱交換を行った後の空気を室内に吹き出させる。
【００４７】
　室内熱交換器５は、長手方向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管から挿通
される複数のフィンとからなり、接触する空気との間で熱交換を行う。また、室内熱交換
器５は、暖房運転時には放熱器として機能し、冷房運転時には吸熱器として機能する。
【００４８】
　このように、室内機ケーシング２内には、吸い込まれた室内の空気が、室内熱交換器５
との間で熱交換を行い、再び室内吹き出されるまでの空気流路が形成されている。また、
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この空気流路は、室内から吸い込まれた空気が室内熱交換器５に至るまでの流路部分であ
る吸い込み側流路１２ａと、室内熱交換器５から室内ファン６を介して再び室内に吹き出
されるまでの流路部分である吹き出し側流路１２ｂとから構成されている。
【００４９】
　また、化粧パネル１１は、平面視において、室内機ケーシング２の天面よりも大きな略
直方体形状の部材である。また、化粧パネル１１には、図２および図３に示すように、空
気取込口３と空気吹出口４とが形成されている。
【００５０】
　空気取込口３は、室内機本体１０の吸い込み側流路１２ａに一致する位置に配置される
略長方形状の開口である。室内の空気は、室内ファン６によって空気取込口３から室内機
ケーシング２の内側に取り込まれる。また、空気取込口３には空気取込口３を覆うことが
可能なパネル１３が設けられている。パネル１３は、パネル駆動モータ（図示せず）によ
って回転されることで、空気取込口３を遮蔽または開放することができる。
【００５１】
　空気吹出口４は、室内機本体１０の吹き出し側流路１２ｂに一致する位置に配置される
略長方形状の開口である。また、また、空気吹出口４近傍には、空気吹出口４を覆うよう
にフラップ８が設けられている。フラップ８は、フラップモータ８ａ（図４参照）によっ
て回転軸を中心に回転されることで、空気吹出口４を遮蔽または開放することができる。
また、フラップ８は、空気吹出口４から室内に吹き出される空気の吹き出し方向を変更す
ることができる。
【００５２】
　＜制御部＞
　制御部６０は、図４に示すように、通信部６１、室内ファン６、室内熱交換器５、フラ
ップモータ８ａ、圧縮機２４、室外ファン２２、室外熱交換器２１、四路切換弁２３およ
び膨張弁２５等の各種機器と接続されている。また、制御部６０は、通信制御部６１ａを
備えている。通信制御部６１ａは、通信部６１が受信したリモコン５０から送信される運
転開始や運転停止等の制御信号を取得する。また、リモコン５０は、ユーザが空気調和機
１００を遠隔操作するための装置あって、ユーザからの指示を受け付けて赤外線等の無線
手段により制御指令を通信部６１に送信する。
【００５３】
　さらに、制御部６０は、通常運転制御部６２と、内部クリーン運転制御部６３とを備え
ている。通常運転制御部６２は、各種機器の動作制御を行うことで、空気調和機１００に
おいて冷房運転、暖房運転および除湿運転等を含む通常運転が行われるように、前記運転
の運転制御を行う。例えば、ユーザからリモコン５０を介して冷房運転開始の制御指令を
通信部６１が受信した場合、通信制御部６１ａは通信部６１が受信した制御指令を制御信
号として取得する。そして、通信制御部６１ａが取得した制御信号に基づいて、通常運転
制御部６２は、圧縮機２４等の各種機器の動作制御を行うことによって、冷房運転に応じ
た運転制御を行う。これによって、空気調和機１００において冷房運転が行われる。なお
、このとき、室内熱交換器５は、上述のように吸熱器として機能している。
【００５４】
　また、内部クリーン運転制御部６３は、各種機器の動作制御を行うことで、空気調和機
１００において内部クリーン運転が行われるように、内部クリーン運転の運転制御を行う
。また、内部クリーン運転制御部６３は、室内ファン６の回転数を制御する風量調節部６
４を有している。風量調節部６４は、室内ファン６の回転を制御することによって、内部
クリーン運転において室内機１内から室内に吹き出される空気の風量を調整する。なお、
本実施形態では、内部クリーン運転は、冷房運転または除湿運転が行われた後に、自動的
に行われる。
【００５５】
　また、内部クリーン運転制御部６３は、図５に示すように、内部クリーン運転において
、送風状態Ｆ１，Ｆ２と、暖房状態（第１暖房状態に相当）Ｈ１と、停止状態Ｓｔ１，Ｓ
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ｔ２，Ｓｔ３と、ドライショック状態（第２暖房状態に相当）Ｄ１とを切り換える。
【００５６】
　送風状態Ｆ１，Ｆ２では、内部クリーン運転制御部６３が、フラップ８の傾斜角度が所
定の角度（例えば、１０度）となるように、フラップモータ８ａの動作制御を行う。また
、風量調節部６４は、室内ファン６が所定の風量となるように、室内ファン６の回転を制
御する。なお、ここでいう所定の風量とは、通常運転時に室内ファン６によって生成され
る風量よりも小さい風量である。また、ここでいう所定の角度とは、空気吹出口４から吹
き出される空気がユーザに直接当たらない風向となるような角度である。
【００５７】
　暖房状態Ｈ１では、内部クリーン運転制御部６３は、フラップ８が空気吹出口４を遮蔽
している状態となるように、フラップモータ８ａを制御する。また、内部クリーン運転制
御部６３は、圧縮機２４等の各種機器を制御することによって、冷媒回路に冷媒を循環さ
せる。なお、このとき、室内熱交換器５は放熱器として機能している。また、暖房状態Ｈ
１では、内部クリーン運転制御部６３によって室内ファン６の動作制御は行われず、室内
ファン６は回転していない状態となっている。
【００５８】
　停止状態Ｓｔ１，Ｓｔ２，Ｓｔ３では、内部クリーン運転制御部６３は、フラップ８が
空気吹出口４を遮蔽している状態となるように、フラップモータ８ａを制御する。また、
内部クリーン運転制御部６３は、駆動している各種機器の駆動を停止させる。なお、停止
状態Ｓｔ１，Ｓｔ２，Ｓｔ３は、１０秒以上継続される。
【００５９】
　ドライショック状態Ｄ１では、内部クリーン運転制御部６３は、フラップ８の傾斜角度
が所定の角度（例えば、１０度）となるように、フラップモータ８ａの動作制御を行う。
また、内部クリーン運転制御部６３は、圧縮機２４等の各種機器を制御することによって
、冷媒回路に冷媒を循環させる。なお、このとき、室内熱交換器５は放熱器として機能し
ている。さらに、風量調節部６４は、室内ファン６が所定の風量となるように、室内ファ
ン６の回転を制御する。また、本実施形態では、ドライショック状態Ｄ１におけるフラッ
プ８の傾斜角度と送風状態Ｆ１，Ｆ２におけるフラップ８の傾斜角度とは、同一の角度で
あるが、これに限定されず、それぞれの状態におけるフラップ８の傾斜角度は異なってい
てもよい。
【００６０】
　＜内部クリーン運転制御部の制御動作＞
　以下に、内部クリーン運転制御部６３の制御動作について説明する。なお、以下には、
空気調和機１００において冷房運転が行われている場合を例として説明する。
【００６１】
　通信制御部６１ａが通信部６１を介してリモコン５０等から送信される冷房運転の運転
停止の制御信号を取得した場合、通常運転制御部６２は各種機器を制御することで、空気
調和機１００において冷房運転を停止させる。冷房運転が停止すると、内部クリーン運転
制御部６３は、各種機器を制御することで、空気調和機１００において内部クリーン運転
を開始させる。まず、内部クリーン運転制御部６３は、フラップモータ８ａを駆動させる
とともに室内ファン６を駆動させることで、冷房運転が停止した状態から送風状態Ｆ１に
切り換える。そして、内部クリーン運転が開始されてから所定時間（例えば、１０分）が
経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ１に状態を
切り換える。そして、送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ１に状態が切り換わった時から所定
時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、停止状態Ｓｔ１
から暖房状態Ｈ１に状態を切り換える。また、停止状態Ｓｔ１から暖房状態Ｈ１に状態が
切り換わった時から所定時間（例えば、２分）が経過すると、内部クリーン運転制御部６
３は、暖房状態Ｈ１から停止状態Ｓｔ２に状態を切り換える。さらに、暖房状態Ｈ１から
停止状態Ｓｔ２に状態が切り換わった時から所定時間（例えば、１０分）が経過すると、
内部クリーン運転制御部６３は、停止状態Ｓｔ２から送風状態Ｆ２に状態を切り換える。
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そして、停止状態Ｓｔ２から送風状態Ｆ２に状態を切り換えた時から所定時間（例えば、
１３分）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、送風状態Ｆ２から停止状態Ｓｔ
３に状態を切り換える。また、送風状態Ｆ２から停止状態Ｓｔ３に状態を切り換えてから
所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、停止状態Ｓ
ｔ３からドライショック状態Ｄ１に状態を切り換える。そして、停止状態Ｓｔ３からドラ
イショック状態Ｄ１に状態を切り換えてから所定時間（例えば、１分）が経過すると、内
部クリーン運転制御部６３は、各種機器を制御することによって、空気調和機１００にお
ける内部クリーン運転を停止させる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、内部クリーン運転制御部６３によって、送風状態Ｆ１，Ｆ２と
、暖房状態（第１暖房状態に相当）Ｈ１と、停止状態Ｓｔ１，Ｓｔ２，Ｓｔ３と、ドライ
ショック状態（第２暖房状態に相当）Ｄ１とが、上述した順に切り換えられているが、室
内ファン６や室内熱交換器５の水分を除去することができるのであれば、これらの状態が
任意に組み合わせた順に切り換えられてもよい。
【００６３】
　＜特徴＞
　（１）
　従来より、空気調和機において冷房運転や除湿運転が行われると、室内機内部が高温高
湿状態となり、カビや細菌が繁殖しやすい環境となることが知られている。
【００６４】
　そこで、近年では、冷房運転が行われた後、室内機内部を乾燥させるための乾燥運転が
行われる空気調和機がある。例えば、特開平５－２２３３２５号公報に開示されている空
気調和機では、冷房運転が行われた後に、乾燥運転として送風運転が行われている。また
、特開２００７－１３９３５２号公報に開示されている空気調和機では、乾燥運転として
暖房運転が行われている。さらに、特開平１１－２１１１８４号公報に開示されている空
気調和機では、冷房運転が行われた後に、室内熱交換器に付着した水分を除去するための
水切り運転（送風運転および断続的な暖房運転）が行われ、その後乾燥運転として暖房運
転が行われている。これらの空気調和機は、それぞれの乾燥運転を行うことによって、室
内機内部の湿度を低下させ、カビや細菌の繁殖を抑制している。
【００６５】
　しかしながら、特開平５－２２３３２５号公報に開示されている空気調和機のように、
乾燥運転として送風運転が行われる場合には、室内機内部の相対湿度が高いために、室内
機内部の水分を除去しきれないおそれがある。
【００６６】
　また、特開２００７－１３９３５２号公報に開示されている空気調和機のように、乾燥
運転として暖房運転が行われる場合には、室内機内部の温度が急激に上昇することによっ
て室内機内部に湯気が発生するおそれがある。また、この場合、乾燥運転後に室内機内部
の温度が再び下がることによって、空気が冷やされて室内機内部に結露が生じるおそれが
ある。
【００６７】
　さらに、特開平１１－２１１１８４号公報に開示されている空気調和機のように、乾燥
運転とは別に水切り運転が行われる場合でも、室内熱交換器を含む室内機内部に収納され
ている各種機器の水分が滴下し難い部分において水分を除去しきれないおそれがある。こ
のため、その後乾燥運転が行われても、室内機内部の水分を除去しきれないおそれがある
。
【００６８】
　このように、これらの空気調和機では、室内機内部に水分が残留するために、室内機内
部にカビや細菌が繁殖するおそれがある。
【００６９】
　そこで、上記実施形態では、室内機１内部を乾燥させるために行われる運転である内部
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クリーン運転において、送風状態Ｆ１，Ｆ２と、暖房状態Ｈ１と、停止状態Ｓｔ１，Ｓｔ
２，Ｓｔ３が切り換えられる。このため、停止状態Ｓｔ１，Ｓｔ２，Ｓｔ３である間に、
室内機１内部において水分が滴下し難い室内熱交換器５等に付着している水分を滴下させ
易くすることができる。したがって、停止状態が含まれない乾燥運転と比較して、室内機
１内部の水分を除去することができる。
【００７０】
　これによって、室内機１内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制することができている。
【００７１】
　また、停止状態Ｓｔ１，Ｓｔ２，Ｓｔ３は、１０秒以上継続されるため、室内機１内部
において水分の滴下を促すことができる。
【００７２】
　（２）
　上記実施形態では、内部クリーン運転制御部６３は、冷房運転が停止した状態から送風
状態Ｆ１に切り換える。そして、内部クリーン運転が開始されてから所定時間（例えば、
１０分）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ
１に状態を切り換える。そして、送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ１に状態が切り換わった
時から所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、停止
状態Ｓｔ１から暖房状態Ｈ１に状態を切り換える。このため、送風状態Ｆ１において、室
内機１内部の温度を室内の温度に近づけることができる。また、停止状態Ｓｔ１において
、室内機内部に発生した水分の滴下を促すことができる。さらに、暖房状態Ｈ１において
、室内機１内部に残留している水分を除去することができる。したがって、暖房状態Ｈ１
において、室内機１内部のオンとの急激な上昇を抑えることができる。
【００７３】
　これによって、暖房状態Ｈ１における室内機１内部における湯気の発生を抑えることが
できている。また、室内機１内部における結露の発生を抑えることができている。
【００７４】
　（３）
　上記実施形態では、送風状態Ｆ１，Ｆ２において、通常運転時に室内ファン６によって
生成される風量よりも小さい風量となるように、室内ファン６の回転が制御されている。
このため、室内にユーザが居る場合でも、ユーザに対して送風状態Ｆ１，Ｆ２によって発
生する不快感を与え難くすることができている。
【００７５】
　（４）
　上記実施形態では、停止状態Ｓｔ１から暖房状態Ｈ１に状態が切り換わった時から所定
時間（例えば、２分）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、暖房状態Ｈ１から
停止状態Ｓｔ２に状態を切り換える。このため、暖房状態Ｈ１において高温となった室内
熱交換器５から室内機１内部に放熱および放湿が行われる。
【００７６】
　これによって、より多くの水分を室内機熱交換器５から脱離させることができている。
【００７７】
　（５）
　上記実施形態では、暖房状態Ｈ１から停止状態Ｓｔ２に状態が切り換わった時から所定
時間（例えば、１０分）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、停止状態Ｓｔ２
から送風状態Ｆ２に状態を切り換える。そして、停止状態Ｓｔ２から送風状態Ｆ２に状態
を切り換えた時から所定時間（例えば、１３分）が経過すると、内部クリーン運転制御部
６３は、送風状態Ｆ２から停止状態Ｓｔ３に状態を切り換える。このため、送風状態Ｆ２
において、室内機１内部に存在する水分を更に除去することができる。また、停止状態Ｓ
ｔ３において室内機１内部に存在する水分を更に滴下することができる。
【００７８】
　これによって、室内機１内部の水分を更に除去することができる。
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【００７９】
　（６）
　上記実施形態では、送風状態Ｆ２から停止状態Ｓｔ３に状態を切り換えてから所定時間
（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部６３は、停止状態Ｓｔ３から
ドライショック状態Ｄ１に状態を切り換える。このため、室内機１内部の湿度を急激に下
げることができる。
【００８０】
　これによって、カビや細菌の繁殖を効率よく抑制することができている。
【００８１】
　＜変形例＞
　（Ａ）
　上記実施形態では、送風状態Ｆ１，Ｆ２において、通常運転時に室内ファン６によって
生成される風量よりも小さい風量となるように、室内ファン６の回転が制御されている。
【００８２】
　これに代えて、送風状態における風量が、通常運転時の風量よりも小さい風量の場合と
、通常運転時と同等、または、それ以上の風量の場合とが組み合わされるように、室内フ
ァンの回転が制御されてもよい。
【００８３】
　例えば、乾燥運転の送風状態において、通常運転時に室内ファンによって生成される風
量よりも小さい風量である弱送風状態Ｆ１，Ｆ３と、通常運転時に室内ファンによって生
成される風量よりも大きい風量である強送風状態Ｆ２，Ｆ４とを切り換えることができる
風量調節部を有する内部クリーン運転制御部の制御動作について図６を用いて説明する。
なお、以下には、空気調和機において冷房運転が行われている場合を例として説明する。
【００８４】
　＜内部クリーン運転制御部の制御動作＞
　通信制御部が通信部を介してリモコン等から冷房運転の運転停止の制御信号を取得した
場合、通常運転制御部は各種機器を制御することで、空気調和機において冷房運転を停止
させる。空気調和機において冷房運転が停止すると、内部クリーン運転制御部は、各種機
器を制御することで、空気調和機において内部クリーン運転を開始させる。まず、内部ク
リーン運転制御部は、フラップモータを駆動させるとともに室内ファンを駆動させること
で、冷房運転が停止した状態から送風状態のうちの弱送風状態Ｆ１に切り換える。そして
、内部クリーン運転が開始されてから所定時間（例えば、１０分）が経過すると、内部ク
リーン運転制御部は、弱送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ１に状態を切り換える。そして、
弱送風状態Ｆ１から停止状態Ｓｔ１に状態が切り換わった時から所定時間（例えば、３０
秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部は、停止状態Ｓｔ１から送風状態のうちの強
送風状態Ｆ２に状態を切り換える。また、停止状態Ｓｔ１から強送風状態Ｆ２に切り換わ
った時から所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部は、強送
風状態Ｆ２から停止状態Ｓｔ２に状態を切り換える。そして、強送風状態Ｆ２から停止状
態Ｓｔ２に状態が切り換わった時から所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部ク
リーン運転制御部は、停止状態Ｓｔ２から暖房状態Ｈ１に状態を切り換える。また、停止
状態Ｓｔ２から暖房状態Ｈ１に状態が切り換わった時から所定時間（例えば、２分）が経
過すると、内部クリーン運転制御部は、暖房状態Ｈ１から停止状態Ｓｔ３に状態を切り換
える。さらに、暖房状態Ｈ１から停止状態Ｓｔ３に状態が切り換わった時から所定時間（
例えば、１０分）が経過すると、内部クリーン運転制御部は、停止状態Ｓｔ３から送風状
態のうちの弱送風状態Ｆ３に状態を切り換える。そして、停止状態Ｓｔ３から送風状態Ｆ
３に状態を切り換えた時から所定時間（例えば、１３分）が経過すると、内部クリーン運
転制御部は、送風状態Ｆ３から停止状態Ｓｔ４に状態を切り換える。また、送風状態Ｆ３
から停止状態Ｓｔ４に状態を切り換えてから所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、
内部クリーン運転制御部は、停止状態Ｓｔ４から送風状態のうちの強送風状態Ｆ４に状態
を切り換える。そして、停止状態Ｓｔ４から強送風状態Ｆ４に状態が切り換わった時から
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所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部は、強送風状態Ｆ４
から停止状態Ｓｔ５に状態を切り換える。強送風状態Ｆ４から停止状態Ｓｔ５に状態が切
り換わった時から所定時間（例えば、３０秒）が経過すると、内部クリーン運転制御部は
、停止状態Ｓｔ５からドライショック状態Ｄ１に状態を切り換える。そして、停止状態Ｓ
ｔ５からドライショック状態Ｄ１に状態が切り換わった時から所定時間（例えば、１分）
が経過すると、内部クリーン運転制御部は、各種機器を制御することによって、空気調和
機における内部クリーン運転を停止させる。
【００８５】
　この空気調和機では、送風状態において、弱送風状態Ｆ１，Ｆ３と強送風状態Ｆ２，Ｆ
４とが切り換わることによって、弱送風状態Ｆ１，Ｆ３では、室内機内部の温度を室内の
温度に近づけることができる。また、強送風状態Ｆ２，Ｆ４では、室内機内部に存在する
水を吹き飛ばして除去することができる。したがって、強送風状態Ｆ２，Ｆ４がない乾燥
運転と比較して、室内機内部に発生する水分を短時間で除去することができる。
【００８６】
　また、この空気調和機では、乾燥運転において、弱送風状態Ｆ１，Ｆ３、停止状態Ｓｔ
１，Ｓｔ４、強送風状態Ｆ２，Ｆ４の順に状態が切り換えられている。このため、停止状
態Ｓｔ１，Ｓｔ４において、室内機内部に存在する水分の滴下を促すことができる。
【００８７】
　さらに、この空気調和機では、乾燥運転において、強送風状態Ｆ２、停止状態Ｓｔ２、
暖房状態Ｈ１の順に状態が切り換えられている。このため、強送風状態Ｆ２である間に除
去することができなかった室内機内部の水分を、停止状態Ｓｔ２の間に滴下させることが
できる。また、停止状態Ｓｔ２である間に水滴になった水分を暖房状態Ｈ１で乾燥させる
ことができる。
【００８８】
　これによって、室内機内部の乾燥を促すことができる。
【００８９】
　（Ｂ）
　上記実施形態では、内部クリーン運転において、暖房状態Ｈ１が所定時間（上記実施形
態では、２分間）継続された後に、暖房状態Ｈ１から停止状態Ｓｔ２に状態が切り換えら
れている。
【００９０】
　これに代えて、室内熱交換器の温度が所定温度に到達した場合に、暖房状態から停止状
態に切り換えられてもよい。
【００９１】
　これによって、室内機内部が必要以上に高温になるおそれを減らすことができる。
【００９２】
　（Ｃ）
　上記実施形態では、内部クリーン運転は、冷房運転または除湿運転が行われた後に、自
動的に行われている。
【００９３】
　これに代えて、冷房運転または除湿運転が行われた後に自動的に内部クリーン運転が開
始されるか否かを、ユーザが選択することができるようにしてもよい。
【００９４】
　このような空気調和機の例として、「自動運転設定」スイッチがリモコンに設けられて
いる空気調和機について説明する。なお、この「自動運転設定」スイッチは、空気調和機
において冷房運転または除湿運転が行われた後に、自動的に内部クリーン運転を開始する
か否かをユーザが設定するためのスイッチである。このため、この空気調和機では、ユー
ザによって「自動運転設定」スイッチが押されている場合には、内部クリーン運転制御部
によって、空気調和機において冷房運転または除湿運転の運転停止後に内部クリーン運転
が開始されるように、各種機器の制御が行われる。また、ユーザによって「自動運転設定
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」スイッチが押されていない場合には、内部クリーン運転制御部による各種機器の制御は
行われず、通常運転制御部によって各種機器が制御されることで、冷房運転または除湿運
転が停止される。このため、冷房運転後または除湿運転後に、自動的に内部クリーン運転
が開始されるか否かをユーザの好みに応じて設定することができる。
【００９５】
　これによって、ユーザの快適性を向上させることができる。
【００９６】
　また、このような空気調和機では、ユーザによって「自動運転設定」スイッチが押され
ていない場合では、内部クリーン運転が自動的に開始されないため、室内機内部の湿度が
上昇し、カビや細菌が繁殖してしまうおそれがある。このため、内部クリーン運転が必要
な場合には内部クリーン運転が必要な旨が報知されるように、報知部が設けられてもよい
。また、報知部からは、内部クリーン運転が実行されている場合には、内部クリーン運転
が行われている旨が報知されてもよい。
【００９７】
　これによって、内部クリーン運転が実行されていること、または、内部クリーン運転が
必要なことをユーザに認識させやすくすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明は、室内機内部におけるカビや細菌の繁殖を抑制することができるため、空気調
和機への適用が有効である。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の実施形態に係る空気調和機の概略冷媒回路図。
【図２】室内機の概略斜視図（天井は省略）。
【図３】室内機の断面図（図２のIII－III断面に相当）。
【図４】本発明の実施形態に係る空気調和機の制御ブロック図。
【図５】内部クリーン運転制御部の制御動作を示す図。
【図６】本発明の変形例（Ａ）に係る内部クリーン運転制御部の制御動作を示す図。
【符号の説明】
【０１００】
　　　１　　　室内機
　　　５　　　室内ファン（送風機）
　　　６　　　室内熱交換器
　　６２　　　通常運転制御部
　　６３　　　内部クリーン運転制御部（乾燥運転制御部）
　　６４　　　風量調節部
　１００　　　空気調和機
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