
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
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　空気調和機（１）に含まれる換気装置であって、
　室外から室内への給気と室内から室外への排気とを切り換えるための切換手段（９０）
と、
　室内空気の汚れ具合を検知する汚れセンサ（１０１）と、
　運転モードが自動運転であるときに、前記汚れセンサにより検知された室内空気の汚れ
具合が第２許容値を超えると前記切換手段（９０）を制御して前記排気を行わせ、前記汚
れ具合が第２許容値を下回ると前記切換手段（９０）を制御して前記給気を行わせる制御
部（１００）と、
を備えた換気装置。

　前記制御部（１００）は、運転モードを自動運転としているときに、前記汚れ具合が第
２許容値よりも小さい第１許容値をさらに下回ると、前記排気も前記給気も行わせない、
請求項１に記載の換気装置。

　運転モードとして、前記自動運転以外に、前記給気を行わせる給気運転および前記排気
を行わせる排気運転を直接選択することができる、
請求項１又は２に記載の換気装置。



【請求項５】
前記切換手段（９０）は、さらに、前記空気経路（７，７３）が遮断される第３状態への
切り換えが可能である、

に記載の換気装置。
【請求項６】
前記送風機（７０）および前記切換手段（９０）が室外に配置される、

に記載の換気装置。
【請求項７】

【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、空気調和機に含まれる換気装置および空気調和機、特に、室内外を結ぶ空気経
路と送風機とを備えた換気装置および空気調和機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、エアコン等の空気調和機において、室外空気から水分を取り込み室内に水分を搬送
する加湿ユニットを備えたものが登場してきている。
この加湿ユニットは、例えば特開２００１－４１５１１号公報に開示されているような構
造を有しており、送風機によって室内へと送る空気をゼオライト等から成る加湿ロータを
用いて加湿している。具体的には、一方で空気中の水分を加湿ロータに吸着させるととも
に、他方でヒータを用いて加湿ロータから水分を脱着させ、その脱着させた水分を室内に
送る空気に加えることで、室内へと送られる空気を加湿している。
【０００３】
このように、加湿ユニットを備えた空気調和機では加湿空気を室内に供給することができ
るため、空気が乾燥する冬などにも室内が心地よい相対湿度に保たれる。また、上記の加
湿ユニットは、送風機を有し、室外から取り入れた空気を室内へと供給する機能を備えて
いるため、加湿が必要でないときには、室外空気の室内への供給機能を用いて換気を行わ
せることも可能である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、室外の空気を取り込み加湿して（あるいは加湿せずに）送風機によって室内
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　室内と室外とを結ぶ空気経路（７，７３）と、
　空気取り入れ部（７０ｂ）および空気吹き出し部（７０ｃ）を有する送風機（７０）と
、
をさらに備え、
　前記切換手段（９０）は、前記空気吹き出し部（７０ｃ）と前記空気経路（７３）とを
連通させる第１状態と、前記空気取り入れ部（７０ｂ）と前記空気経路（７３）とを連通
させる第２状態とを切り換えることで、前記給気と前記排気とを切り換え、
　前記制御部（１００）は、前記給気のときと前記排気のときとで前記送風機（７０）の
出力を変化させる、
請求項１から３のいずれかに記載の換気装置。

請求項４

請求項４又は５

　請求項１から６のいずれかに記載の換気装置と、
　室内機（２）および室外機（３）と、
を備えた空気調和機（１）。

　室内空気の温度調整を行う温度調整部（２１）をさらに備え、
　前記切換手段（９０）を制御し前記第１状態と前記第２状態とを切り換えることで前記
給気と前記排気とを切り換えるとともに、前記排気のときには前記温度調整部（２１）に
よる室内空気の温度調整作用を強める、
空気調和機（１）。



へと供給させる加湿ユニットは、上記のように換気機能も備えていることになる。一般的
に室内の空気よりも室外の空気のほうが清浄度が高いため、加湿ユニットの送風機によっ
て室外空気を室内へと送れば、室内が換気され室内空気の清浄度が高くなる。
【０００５】
しかし、室内空気が喫煙等により大きく汚れたような場合には、室外空気を室内に送り込
む上記の換気方法では、部屋の隙間等から汚れた室内空気を室外へと押し出すのに時間が
かかる。
これに対し、空気調和機とは別に換気扇を設置して喫煙等による空気の汚れを効果的に室
外へと排出することが考えられるが、空気調和機と違って通常設置が予定されていない換
気扇を新たに室内に設置するとなると、工事費等の設置コストが大きくなってしまう。
【０００６】
本発明の課題は、空気調和機に含まれる換気装置あるいは空気調和機であって、室外空気
を室内に送り込むことができ且つ室内空気を室外に効果的に排出することができるものを
提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】

【０００８】

【０００９】

【００１０】

【００１１】

【００１２】
【発明の実施の形態】
＜空気調和機の概略構成＞
本発明の一実施形態に係る換気装置を含む空気調和機の外観を、図１に示す。
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　請求項１に係る換気装置は、空気調和機に含まれる換気装置であって、切換手段と、汚
れセンサと、制御部とを備えている。切換手段は、室外から室内への給気と、室内から室
外への排気とを切り換える。汚れセンサは、室内空気の汚れ具合を検知する。制御部は、
運転モードが自動運転であるときに、汚れセンサにより検知された室内空気の汚れ具合が
第２許容値を超えると切換手段を制御して排気を行わせ、汚れ具合が第２許容値を下回る
と切換手段を制御して給気を行わせる。

　請求項２に係る換気装置は、請求項１に記載の換気装置であって、制御部は、運転モー
ドを自動運転としているときに、汚れ具合が第２許容値よりも小さい第１許容値をさらに
下回ると、排気も給気も行わせない。
　請求項３に係る換気装置は、請求項１又は２に記載の換気装置であって、運転モードと
して、自動運転以外に、給気を行わせる給気運転および排気を行わせる排気運転を直接選
択することができる。

　請求項４に係る換気装置は、請求項１から３のいずれかに記載の換気装置であって、室
内と室外とを結ぶ空気経路と、空気取り入れ部および空気吹き出し部を有する送風機とを
さらに備えている。切換手段は、空気吹き出し部と空気経路とを連通させる第１状態と、
空気取り入れ部と空気経路とを連通させる第２状態とを切り換えることで、給気と排気と
を切り換える。制御部は、給気のときと排気のときとで、送風機の出力を変化させる。

　請求項５に係る換気装置は、請求項４に記載の換気装置であって、切換手段は、さらに
、空気経路が遮断される第３状態への切り換えが可能である。
　請求項６に係る換気装置は、請求項４又は５に記載の換気装置であって、送風機および
切換手段が室外に配置される。
　請求項７に係る空気調和機は、請求項１から６のいずれかに記載の換気装置と、室内機
および室外機とを備えている。

　請求項８に係る空気調和機は、室内空気の温度調整を行う温度調整部をさらに備えてお
り、切換手段を制御し第１状態と第２状態とを切り換えることで給気と排気とを切り換え
るとともに、排気のときには温度調整部による室内空気の温度調整作用を強める。



この空気調和機１は、室内の壁面などに取り付けられる室内機２と、室外に設置される室
外機３とから構成されている。室外機３は、室外熱交換器や室外ファンなどを収納する室
外空調ユニット５と、加湿ユニット４とを備えている。室内機２内には室内熱交換器が収
納され、室外機３内には室外熱交換器が収納されている。そして、各熱交換器およびこれ
らの熱交換器を接続する冷媒配管６が、冷媒回路を構成している。また、加湿ユニット４
と室内機２との間には、加湿ユニット４からの空気を室内機２側に供給するとき、および
室内の空気を加湿ユニット４を介して室外へと排出するときに用いられる給排気管７が設
けられている。
【００１３】
＜冷媒回路の構成＞
図２は、空気調和機１で用いられる冷媒回路の系統図に空気の流れの概略を付加したもの
である。
室内機２内には、室内熱交換器１１が設けられている。この室内熱交換器１１は、長さ方
向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管が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。
【００１４】
また、室内機２内には、クロスフローファン１２と、クロスフローファン１２を回転駆動
する室内ファンモータ１３とが設けられている。クロスフローファン１２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おり、回転軸と交わる方向に空気流を
生成する。このクロスフローファン１２は、室内空気を室内機２内に吸い込ませるととも
に、室内熱交換器１１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。
【００１５】
室外空調ユニット５には、圧縮機２１と、圧縮機２１の吐出側に接続される四路切換弁２
２と、圧縮機２１の吸入側に接続されるアキュムレータ２３と、四路切換弁２２に接続さ
れた室外熱交換器２４と、室外熱交換器２４に接続された電動弁２５とが設けられている
。電動弁２５は、フィルタ２６および液閉鎖弁２７を介して配管３１に接続されており、
この配管３１を介して室内熱交換器１１の一端と接続される。また、四路切換弁２２は、
ガス閉鎖弁２８を介して配管３２に接続されており、この配管３２を介して室内熱交換器
１１の他端と接続されている。これらの配管３１，３２は、図１の冷媒配管６に相当する
。
【００１６】
また、室外空調ユニット５内には、室外熱交換器２４での熱交換後の空気を外部に排出す
るためのプロペラファン２９が設けられている。このプロペラファン２９は、室外ファン
モータ３０によって回転駆動される。
＜従来の室外機の構成＞
室外機３の構成を説明する前に、本発明が為される前の従来の室外機について、分解斜視
図（図３）を用いて説明する。
【００１７】
従来の室外機は、下部の室外空調ユニットおよび上部の加湿ユニットから構成されるもの
であって、底板４１、右側板４２、左側板４３、前板４４、保護金網４６、天板４７、加
湿ユニットケーシング４８などを含む室外機ケーシングを備えている。
〔室外空調ユニットに係る構成〕
前板４４の後方には、ファン吸込口４５と仕切板４９とが取り付けられる。また、室外機
ケーシングの後面に位置する保護金網４６の前面には、平面視において略Ｌ字形状である
室外熱交換器２４が取り付けられる。
【００１８】
室外熱交換器２４の前面には、室外ファンモータ３０を固定するためのファンモータ台５
０が取り付けられている。室外ファンモータ３０は、プロペラファン２９を回転させるた
めに設けられている。プロペラファン２９は、ファン吸込口４５、仕切板４９、左側板４
３、室外熱交換器２４および加湿ユニットケーシング４８の底板によって形成される空間
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内を負圧とし、室外機ケーシングの後面および左側面から導入した空気を室外熱交換器２
４と接触させ前板４４の前方に排気する役割を果たす。
【００１９】
仕切板４９と右側板４２との間には、圧縮機２１、四路切換弁２２、電動弁２５、液閉鎖
弁２７、ガス閉鎖弁２８などの冷媒回路構成部品と、各部の温度を検出するためのサーミ
スタ５１などが配置されている。右側板４２の右側方には、液閉鎖弁２７およびガス閉鎖
弁２８を保護するための閉鎖弁カバー５２が取り付けられる。
【００２０】
プロペラファン２９の上方には、電装品箱５３が取り付けられる、この電装品箱５３には
、各部を制御するための回路部品を搭載したプリント基板５４が収納され、回路部品で生
じた熱を放熱するための放熱フィン５５が取り付けられている。
〔加湿ユニットに係る構成〕
加湿ユニットは、室外機の上部に位置する加湿ユニットケーシング４８を備えている。加
湿ユニットケーシング４８内は、右側が加湿ロータ５８等を収容する空間、左側が吸着フ
ァン８１等を収容する吸着ファン収納空間７５となっている。この加湿ユニットケーシン
グ４８内には、加湿ロータ５８、ヒータ組立体６４、加湿ファン７０、カバー部材７４、
吸着ファン８１などが配置されている。
【００２１】
加湿ロータ５８は、概ね円板形状を有するハニカム構造のセラミックロータであり、空気
が容易に通過できる構造となっている。具体的には、図３に示すような、平面視において
円形を有するロータであり、水平面で切った断面図において細かいハニカム（蜂の巣）状
になっている。そして、これらの断面が多角形である加湿ロータ５８の多数の筒部分を、
空気が通過する。
【００２２】
加湿ロータ５８の主たる部分は、ゼオライト等の吸着剤から焼成されている。ここではゼ
オライトを用いているが、シリカゲルやアルミナといった吸着剤を用いることも可能であ
る。ゼオライト等の吸着剤は、接触する空気中の水分を吸着し、加熱されることによって
吸着した水分を脱着する性質を有している。
この加湿ロータ５８は、加湿ユニットケーシング４８側に設けられた支持軸５９に、ロー
タガイド６０を介して回動可能に支持される。加湿ロータ５８の周面には、ギヤが形成さ
れており、ロータ駆動モータ６１の駆動軸に取り付けられるロータ駆動ギヤ６２と歯合し
ている。
【００２３】
ヒータ組立体６４は、加湿ロータ５８の上面の略半分（右側の半分）を覆うように配置さ
れている。ヒータ組立体６４は、ヒータ本体６６と、ヒータ本体６６をカバーする上部カ
バー６５と、下部カバー６９とから構成されている。下部カバー６９には、空気を吸入す
るための吸入口６７と、ヒータ本体６６で加熱された空気を加湿ロータ５８側へ排出する
ための排出口６８とが形成されている。このヒータ組立体６４は、ヒータ固定板６３を介
して加湿ロータ５８の上方に取り付けられる。
【００２４】
加湿ファン７０は、加湿ロータ５８の下方であってヒータ組立体６４に対応する位置に配
置されている。加湿ファン７０は、加湿ホース７３に連なる空間（ヒータ組立体６４の下
部カバー６９の排出口６８の下方の空間）に配置される遠心ファンである。加湿ファン７
０は、加湿ロータ５８を通過して加湿ロータ５８の右側の略半分の部分のうち手前側の部
分（ヒータ組立体６４の下部カバー６９の排出口６８の下方に位置する部分）から降りて
きた空気を、加湿ホース７３へと送り出す。加湿ホース７３は、給排気管７につながって
おり、加湿ファン７０から送られてきた空気を室内機２へと供給する。
【００２５】
カバー部材７４は、加湿ロータ５８の上面のうちヒータ組立体６４が位置しない部分（左
側の略半分の部分）を覆っている。このカバー部材７４は、後述する吸着用ベルマウス８
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４とともに、加湿ロータ５８の左半分の部分の上面から以下に説明する吸着ファン収納空
間７５の上部へと通じる空気流路を形成する。
吸着ファン収納空間７５に収容される吸着ファン８１は、吸着ファンモータ８３によって
回転する遠心ファンであり、上部に配置される吸着側ベルマウス８４の開口部８５から給
気し、吸着ファン収納空間７５の外部（加湿ユニットケーシング４８の外部）に向けて排
気する。吸着側ベルマウス８４は、吸着ファン収納空間７５の上部に設けられており、カ
バー部材７４によって形成される空気流路を通ってくる空気を吸着ファン８１へと導く役
割を果たす。なお、吸着ファンモータ８３は、モータ固定台８２によって加湿ユニットケ
ーシング４８内に固定される。
【００２６】
さらに、加湿ユニットケーシング４８内には、電源基板７９や電装品ケーシングなどが配
置される。電装品ケーシングは、プリント基板７８を内部に収納する電装品箱７６および
蓋７７から構成されている。
＜本実施形態の室外機３の構成＞
次に、本実施形態に係る空気調和機の室外機３について説明する。
【００２７】
室外機３は、下部の室外空調ユニット５および上部の加湿ユニット４から構成されている
。室外空調ユニット５については、上述の従来の室外機の室外空調ユニットと同様の構成
となっている。一方、加湿ユニット４は、上述の従来の室外機の加湿ユニットに対して切
換ダンパ９０を付加した構成となっている。
〔切換ダンパ９０の構成および動き〕
切換ダンパ９０は、加湿ファン７０の下方に配置される回転式の空気流路切換手段であっ
て、図４、図５、図７、および図８に示すような円形部材９２と、この円形部材９２を回
転駆動するダンパ駆動モータ９１（図６参照）とから構成されている。
【００２８】
円形部材９２は、図４に示すように、円形の底板９２ａと、側壁９２ｂと、半円錐状側壁
９２ｃと、内部壁９２ｄと、内部円筒壁９６とから構成されている。各壁９２ｂ，９２ｃ
，９２ｄ，９６は、底板９２ａから上方に延びている。側壁９２ｂは、側部開口９２ｅお
よび半円錐状側壁９２ｃによって２分割されている。内部壁９２ｄは、円形部材９２の中
央付近から放射状に延びる３つの板部から構成されており、円形部材９２の内部空間を３
分割している。この内部壁９２ｄにより、円形部材９２の内部は、第１空間９３、第２空
間９４、および第３空間９５に分けられている（図４参照）。第１空間９３は、側壁９２
ｂが存在せず、側部開口９２ｅによって側方に開いた空間となっている。第２空間９４の
底板９２ａには、２つの円孔９４ａ，９４ｂが形成されている。第２空間９４に配置され
る内部円筒壁９６は、円孔９４ｂの周辺部から上方に延びている。半円錐状側壁９２ｃは
、円孔９４ａに隣接して設けられており、その表面が、下に尖った円錐を縦に２分割した
形に近い形状となっている。この半円錐状側壁９２ｃの外面に囲まれる空間は、図７およ
び図８に示すように、側方に開放された空間となっている。また、各空間９３，９４，９
５、半円錐状側壁９２ｃの外面に囲まれた空間、および内部円筒壁９６の内面に囲まれた
空間は、上方が開放されている。
【００２９】
一方、円形部材９２の上に配置されている加湿ファン７０は、図５および図８に示すよう
に、羽根車７０ａと、空気取り入れ口７０ｂと、空気吹き出し口７０ｃとを有している。
空気取り入れ口７０ｂおよび空気吹き出し口７０ｃは、加湿ファン７０のケーシングの下
面に形成されており、円形部材９２の上部開口に対向している。
【００３０】
ダンパ駆動モータ９１は、円形部材９２を図５および図８に示すように回動させるために
設けられている。図５や図８では図示していないが、ダンパ駆動モータ９１は、例えば、
円形部材９２の下方に配置される。このダンパ駆動モータ９１は、円形部材９２を回転さ
せ、円形部材９２が図４および図５に示す回転位置にくる第１状態と、円形部材９２が図
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７および図８に示す回転位置にくる第２状態とを切り換える。
【００３１】
第１状態では、ヒータ組立体６４および加湿ロータ５８を通ってきた加湿空気あるいは室
外空気を切換ダンパ９０の円形部材９２へと導く通路８９（図５参照）と、円形部材９２
の第１空間９３とが、側部開口９２ｅを介して連通する。また、第１状態では、円形部材
９２の第１空間９３が上部開口を介して加湿ファン７０の空気取り入れ口７０ｂと連通す
る。さらに、第１状態では、円形部材９２の内部円筒壁９６が、上部で加湿ファン７０の
空気吹き出し口７０ｃと連通し、下部で加湿ホース７３が接続されるホース接続部３ａと
連通することで、加湿ファン７０の空気吹き出し口７０ｃと加湿ホース７３とを結ぶ。加
湿ホース７３が給排気管７につながっているため、第１状態においては、加湿ファン７０
の空気吹き出し口７０ｃから吹き出された空気は、給排気管７を通って室内機２へと供給
されるようになる。これにより、第１状態では、図４および図５の１点鎖線で示す矢印の
向きに空気が流れ、加湿空気あるいは室外空気が給排気管７を通って室内機２へと給気さ
れるようになる。
【００３２】
一方、第２状態では、加湿ホース７３が接続されるホース接続部３ａが、円孔９４ａを介
して、円形部材９２の第２空間９４と連通する。また、第２空間９４は、上部開口を介し
て、加湿ファン７０の空気取り入れ口７０ｂと連通する。さらに、第２状態では、加湿フ
ァン７０の空気吹き出し口７０ｃが円形部材９２の半円錐状側壁９２ｃの上方に位置する
ようになり、空気吹き出し口７０ｃは、半円錐状側壁９２ｃに囲まれる空間を介して、機
外（室外機３の外）に通じる通路３ｂにつながる。したがって、第２状態では、図７およ
び図８の１点鎖線で示す矢印の向きに空気が流れ、室内機２から排出され給排気管７を通
ってきた空気が加湿ファン７０の空気吹き出し口７０ｃから機外へと排気されるようにな
る。
【００３３】
なお、給排気管７は、図２に示すように、室内機２の所定空間２ａに接続されている。こ
の所定空間２ａは、室内熱交換器１１の空気流れ上流側の空間であり、熱交換前の空気が
存在する空間である。したがって、給排気管７を通って室内機２へと給気されてきた空気
は、クロスフローファン１２が生成する室内機２内の空気の流れに乗って、室内熱交換器
１１により熱交換された後に室内に吹き出される。
【００３４】
〔加湿ユニット４の動作〕
加湿運転を行うときには、上記の切換ダンパ９０は図４および図５に示す第１状態に切り
換えられる。
加湿ユニット４は、吸着ファン８１を回転駆動することによって、外部からの空気を加湿
ユニットケーシング４８内に取り入れる。加湿ユニットケーシング４８内に入ってきた空
気は、加湿ロータ５８の左側の略半分の部分を通過して、カバー部材７４および吸着側ベ
ルマウス８４により形成される空気流路および吸着ファン８１を介して、吸着ファン収納
空間７５から外方へと排出される。加湿ユニットケーシング４８内に外部から取り入れら
れた空気が加湿ロータ５８の左側の略半分の部分を通過する際に、加湿ロータ５８は、空
気中に含まれている水分を吸着する。
【００３５】
この吸着工程で水分を吸着した加湿ロータ５８の左側の略半分の部分は、加湿ロータ５８
が回転することによって、加湿ロータ５８の右側の略半分の部分となる。すなわち、吸着
された水分は、加湿ロータ５８の回転に伴い、ヒータ組立体６４の下方に位置する加湿ロ
ータ５８の部分に移動してくる。そして、ここに移動してきた水分は、ヒータ組立体６４
のヒータ本体６６からの熱により、加湿ファン７０によって生成される空気流中に離脱し
ていく。
【００３６】
加湿ファン７０を回転駆動すると、外部から加湿ユニットケーシング４８内に空気が取り
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込まれ、その空気が加湿ロータ５８の左側の略半分の部分のうち奥の部分の下方から上方
に向けて通過し、下部カバー６９の吸入口６７から上部カバー６５内に導入される。そし
て、上部カバー６５内に入った空気は、排出口６８から排出され、加湿ロータ５８の左側
の略半分の部分のうち手前の部分を上方から下方に通過し、通路８９および切換ダンパ９
０を介して加湿ファン７０へと至る。このような空気流は、加湿ファン７０が生成するも
のである。加湿ファン７０は、上記のように加湿ロータ５８および切換ダンパ９０を通り
抜けてきた空気を、加湿ホース７３および給排気管７を介して室内機２へと送出する。こ
の室内機２へと送出される空気は、加湿ロータ５８に吸着されていた水分を含むようにな
っている。
【００３７】
このようにして加湿ユニット４から室内機２に供給された空気は、所定空間２ａから室内
熱交換器１１を経て室内に吹き出される。
＜制御部１００の構成および制御＞
制御部１００は、空気調和機１の室内機２、室外空調ユニット５、および加湿ユニット４
に配置される電装品箱などに分かれて存在している。この制御部１００は、図５に示すよ
うに室内機２や室外機３の各機器と接続されており、リモコン１０２等からの運転指令に
基づいて暖房運転、冷房運転、ドライ運転、加湿運転、給気運転、排気運転などの各運転
モードに応じて各機器の運転制御を行う。
【００３８】
〔加湿運転〕
制御部１００は、リモコン１０２からの加湿指令を受けた場合やリモコン１０２からの加
湿自動運転指令に応じて加湿運転が必要があると判断した場合に、加湿運転を行う。この
加湿運転は、暖房運転とともに行われることも多い。加湿運転においては、加湿ユニット
４内のロータ駆動モータ６１、ヒータ本体６６、加湿ファン７０を回転させるモータ、お
よび吸着ファンモータ８３が駆動する。この加湿運転では、上述にように、吸着ファン８
１の回転によって外部から加湿ユニット４内に導入した空気中に含まれる水分を加湿ロー
タ５８に吸着させるとともに、ヒータ本体６６により加熱された空気を加湿ファン７０の
回転によって加湿ロータ５８に通し、加湿ロータ５８から離脱した水分を含む空気を給排
気管７を介して室内機２へと供給させる。
【００３９】
〔給気運転あるいは排気運転による換気〕
また、室内の換気を行う必要があると判断した場合に、制御部１００は、給気運転あるい
は排気運転を行う。給気運転は、加湿ユニット４に室外空気を取り込ませ、その室外空気
を給排気管７から室内機２へと供給させる運転である。排気運転は、加湿ユニット４の加
湿ファン７０により給排気管７内の空気を吸い込ませ、すなわち室内空気を室内機２を介
して給排気管７へと吸い込ませ、それを加湿ファン７０から室外機３の外へと排出させる
運転である。給気運転および排気運転における空気の流れは、上述の〔切換ダンパ９０の
構成および動き〕における第１状態および第２状態の説明にある通りである。給気運転時
には、切換ダンパ９０が第１状態とされ、図４および図５の１点鎖線で示す矢印の向きに
空気が流れ、室外空気が給排気管７を通って室内機２へと給気される。一方、排気運転時
には、切換ダンパ９０が第２状態とされ、図７および図８の１点鎖線で示す矢印の向きに
空気が流れ、室内機２から排出され給排気管７を通ってきた空気が、加湿ファン７０の空
気吹き出し口７０ｃから機外へと排気される。なお、これらの給気運転および排気運転に
おいては、加湿ユニット４の吸着ファン８１やロータ駆動モータ６１は作動させずに、加
湿ファン７０だけを回転させる。
【００４０】
室内の換気を行う必要があるか否か、および給気運転と排気運転との選択については、制
御部１００が、リモコン１０２により設定されている運転モードおよび汚れセンサ１０１
の検出結果を基に判断する。汚れセンサ１０１は、室内機２に設けられており、室内空気
の汚れ具合を検出する。
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運転モードが自動運転となっている場合には、汚れ具合が第１許容値を超えている場合に
、制御部１００が室内の換気が必要であると判断する。そして、制御部１００は、汚れ具
合が第１許容値を超えており且つ第２許容値を下回っているときには給気運転を選択し、
汚れ具合が第２許容値を超えているときに排気運転を選択する。また、空気調和機１の使
用者は、リモコン１０２から、運転モードとして給気運転や排気運転を直接選択すること
も可能である。例えば、喫煙により室内が煙っており空気調和機１を換気扇代わりに使用
したい場合には、排気運転を直接選択することが望ましい。また、空調しながら新鮮な室
外の空気も取り入れて緩やかに換気を行いたい場合には、給気運転を選択することができ
る。
【００４１】
なお、加湿ファン７０は、給気運転のときに較べて排気運転のときのほうが出力が大きく
なるように制御される。また、制御部１００は、排気運転時に、圧縮機２１のインバータ
制御において周波数を上げ、圧縮機２１のモータ回転数を大きくしている。
＜空気調和機１の特徴＞
（１）
空気調和機１では、加湿ユニット４内の切換ダンパ９０の第１状態と第２状態とを切り換
えることにより、給排気管７（空気経路）を介して室外の空気を室内へと送り込む給気運
転も、給排気管７を介して室内の空気を室外へと排出する排気運転も行うことができる。
これにより、換気を目的とする運転として、給気運転を選択することも排気運転を選択す
ることも可能となっている。
【００４２】
（２）
空気調和機１では、加湿運転、給気運転、および排気運転で作動する加湿ファン７０や切
換ダンパ９０を、室外の加湿ユニット４内に配置している。このため、これらから発生す
る騒音が室内の人に不快感を与えることが殆どない。
（３）
空気調和機１では、給気運転のときに較べて排気運転のときのほうが加湿ファン７０の出
力が大きくなるように制御しており、室内を早く換気したい場合に選択される排気運転の
換気効果が非常に高くなっている。一方、室外の新鮮な空気を室内へと送り込む換気方法
に用いられる給気運転では、比較的小さな出力で加湿ファン７０を動かしている。
【００４３】
（４）
空気調和機１では、従来と同様に、加湿ファン７０を給気運転のために用いるとともに、
加湿ファン７０を加湿運転のために用いている。
また、ここでは、新たに切換ダンパ９０を加湿ユニット４に設けることで、加湿ファン７
０を用いて室内空気を室外へと排出する排気運転ができるようになっている。加湿ユニッ
トを備える空気調和機においては、このように低コストで換気機能を強化する設計変更を
行うことが可能である。
【００４４】
（５）
空気調和機１の排気運転時には、空気調和されている室内空気を給排気管７を介してその
まま室外に排出することになるため、室内の空気調和の具合が悪くなることが考えられる
。これに鑑み、空気調和機１では、排気運転時に、圧縮機２１のインバータ制御において
周波数を上げている。これにより、排気を行っても室内の空気調和の悪化が小さく抑えら
れ、室内温度の急激な変化が回避される。
【００４５】
（６）
空気調和機１では、室外空気を室内へと供給する給気運転時において、加湿ユニット４の
加湿ファン７０から給排気管７を経て送り込まれる室外空気は、室内機２の所定空間２ａ
へと流入する。この所定空間２ａが室内熱交換器１１に対して空気流れ上流側の空間であ
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るため、所定空間２ａへと流れ込んだ室外空気は、室内熱交換器１１を経て室内へと吹き
出されることになる。したがって、室外空気が室内へと直接供給される場合に較べ、室内
空気の温度変化が少なくなっている。
【００４６】
［他の実施形態］
（Ａ）
切換ダンパ９０の選択的な状態として、上記の第１状態および第２状態に加え、図９に示
す第３状態を設けることも有効である。この第３状態では、円形部材９２の底板９２ａの
一部が、加湿ホース７３が接続されるホース接続部３ａの上部開口を塞ぐ。したがって、
給排気管７および加湿ホース７３を介して室内と室外とが連通されていた状態は、この円
形部材９２の底板９２ａによって消滅し、給排気管７等は室内外を連通させなくなる。
【００４７】
室外において風が強いような場合、その他必要な場合に、手動操作あるいは自動制御で切
換ダンパ９０が第３状態に切り換わるようにしておけば、例えば、室外から室内への空気
の流れが意図せず発生するようなことが抑えられる。
（Ｂ）
上記実施形態では、汚れセンサ１０１を室内機２に設けているが、換気の必要性や給気運
転と排気運転との選択を空気調和機１の使用者に判断してもらう場合には、汚れセンサ１
０１の設置を省略することも考えられる。
【００４８】
（Ｃ）
上記実施形態では、回転式の切換ダンパ９０を採用しているが、周囲の構造を工夫してス
ライド式の切換ダンパを用いることも可能である。
（Ｄ）
上記実施形態では、給気運転よりも排気運転のときのほうが加湿ファン７０の出力が大き
くなるように制御しているが、室外における排気騒音が大きな問題になるような場合には
、給気運転時に較べ排気運転時のほうが加湿ファン７０の出力が小さくなるように制御す
ることも考えられる。
【００４９】
【発明の効果】

室外の空気を室内へと送り込むことも室内の空気を室外へ
と排出することもできる。 汚れセンサにより検知された室内空気の汚れ具合に応じ
、室外から室内への給気と室内から室外への排気とを適切に切り換えることができる。喫
煙等により室内空気の汚れ具合が大きくなったときに排気に切り換え、それほど室内空気
が汚れていないときに室外の新鮮な空気を室内に取り入れる給気に切り換えること

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る空気調和機の外観構成を示す斜視図。
【図２】冷媒回路および空気流れを示す図。
【図３】従来の室外機の分解斜視図。
【図４】加湿ユニットの加湿ファンおよび切換ダンパの第１状態を表す斜視図。
【図５】加湿ユニットの加湿ファンおよび切換ダンパ近傍の第１状態を表す縦断面図。
【図６】空気調和機の制御ブロック図。
【図７】加湿ユニットの加湿ファンおよび切換ダンパの第２状態を表す斜視図。
【図８】加湿ユニットの加湿ファンおよび切換ダンパ近傍の第２状態を表す縦断面図。
【図９】他の実施形態における加湿ユニットの加湿ファンおよび切換ダンパ近傍の第３状
態を表す縦断面図。
【符号の説明】
１　　空気調和機
２　　室内機
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　本発明に係る換気装置では、
また、

が為さ
れる。



２ａ　所定空間
３　　室外機
４　　加湿ユニット
７　　給排気管
１１　　室内熱交換器
１２　　クロスフローファン
２１　　圧縮機
５８　　加湿ロータ
６４　　ヒータ組立体
７０　　加湿ファン
７０ｂ　空気取り入れ口
７０ｃ　空気吹き出し口
７３　　加湿ホース
９０　　切換ダンパ
１００　　制御部
１０１　　汚れセンサ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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