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(57)【要約】
【課題】エアーコンディショナユニットの運転中に発生
するノイズを減少させ、かつ、これらのモータをより広
い周波数の範囲で運転させることができ、この結果、空
気量をより正確に調整することができ、ユニットの圧力
及び温度を妥当な範囲内に制御でき、かつ、ユニットの
運転結果を安定させる。
【解決手段】エアーコンディショナの室外ファンモータ
の制御方法であって、エアーコンディショナの運転条件
に応じて第１室外ファンモータ１２０及び第２室外ファ
ンモータ１３０の所要の回転速度を決定し、かつ、各々
所要の回転速度に対応する前記２つのモータの同時刻で
異なる各作動周波数を制御する制御信号を第１室外ファ
ンモータ１２０及び第２室外ファンモータ１３０に個々
に出力するステップと、冷房中のエアーコンディショナ
の排気圧又は暖房中の吸気圧を測定するステップと、測
定された排気圧又は吸気圧をプリセット圧力と比較する
ステップと、比較の結果に応じて第１室外ファンモータ
１２０及び第２室外ファンモータ１３０の回転速度を制
御するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアーコンディショナが第１室外ファンモータ及び第２室外ファンモータを含み、
　前記エアーコンディショナの動作状態に応じて前記第１室外ファンモータの所要の回転
速度Ｖ１及び前記第２室外ファンモータの所要の回転速度Ｖ２を決定し、前記第１室外フ
ァンモータの回転を制御するために前記所要の回転速度Ｖ１に対応する作動周波数ｆ１の
第１制御信号を前記第１室外ファンモータに出力し、前記第２室外ファンモータの回転を
制御するために前記所要の回転速度Ｖ２に対応する前記作動周波数ｆ１とは同時刻では異
なる作動周波数ｆ２の第２制御信号を前記第２室外ファンモータに出力するステップと、
　前記エアーコンディショナの冷房状態での排気圧Ｐ１又は前記エアーコンディショナの
暖房状態での吸気圧Ｐ２を測定するステップと、
　前記測定された排気圧Ｐ１又は前記測定された吸気圧Ｐ２をプリセット圧力と比較し、
かつ、圧力の比較結果に応じて前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外フ
ァンモータの回転速度を制御するステップと、
　を含むエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項２】
　同時刻での前記作動周波数ｆ１と前記作動周波数ｆ２との差は少なくとも１Ｈｚである
、
　請求項１記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項３】
　前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモータの回転速度を制御
するステップは、
　前記測定された排気圧Ｐ１を範囲［Ａ１，Ｂ１］内の範囲にある第１プリセット圧力と
比較する又は前記測定された吸気圧Ｐ２を範囲［Ａ２，Ｂ２］内の範囲にある第２プリセ
ット圧力と比較するステップと、
　Ｐ１＜Ａ１又はＰ２＞Ｂ２の場合には、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記
第２室外ファンモータの回転速度を減少させるステップと、
　Ｐ１＞Ｂ１又はＰ２≦Ａ２の場合には、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記
第２室外ファンモータの回転速度を増加させるステップと、
　を含む、請求項１記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項４】
　前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモータの回転速度を減少
させるステップは、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止しているか否かを判断する工程と、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止している場合には、前記第１室外ファンモータ
の回転速度を減少させるステップと、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止していない場合には、前記第２室外ファンモー
タの前記作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さいか否かを更に判断し、前記第２室
外ファンモータの前記作動周波数ｆ２が前記作動周波数ｆｍよりも小さい場合には、前記
第１室外ファンモータの前記作動周波数ｆ１を作動周波数ｆｎまで増加させ、かつ、同時
に第２室外ファンモータの動作を停止させるように制御し、前記第２室外ファンモータの
前記作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さくない場合には、前記第１室外ファンモ
ータの前記作動周波数ｆ１及び前記第２室外ファンモータの前記作動周波数ｆ２を減少さ
せるステップと、
　を含む、請求項３記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項５】
　Ｋ２≦ｆｍ≦Ｋ２＋５Ｈｚであり、かつ、Ｋ２は前記第２室外ファンモータの最小限の
作動周波数である、
　請求項４記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項６】
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　２×ｆｍ≦ｆｎ≦２×ｆｍ＋５Ｈｚである、
　請求項４記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項７】
　前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモータの回転速度を増加
させるステップは、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止しているか否かを判断するステップと、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止している場合には、前記第１室外ファンモータ
の前記作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きいか否かを更に判断し、前記第１室外
ファンモータの前記作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きい場合には、前記第１室
外ファンモータの前記作動周波数ｆ１を作動周波数ｆｑまで減少させ、かつ、同時に前記
第２室外ファンモータを動作させるように制御し、前記第１室外ファンモータの前記作動
周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きくない場合には、前記第１室外ファンモータの前
記第１周波数ｆ１を増加させるステップと、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止していない場合には、前記第１室外ファンモー
タの前記作動周波数ｆ１及び前記第２室外ファンモータの前記作動周波数ｆ２を増加させ
るステップと、
　を含む、請求項３記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項８】
　２Ｋ１≦ｆｐ≦２Ｋ１＋１０Ｈｚであり、かつ、Ｋ１は前記第１室外ファンモータの最
小限の定格作動周波数である、
　請求項７記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項９】
　Ｋ１≦ｆｑ≦Ｋ１＋５Ｈｚであり、かつ、Ｋ１は前記第１室外ファンモータの最小限の
定格作動周波数である、
　請求項７記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。
【請求項１０】
　前記第１室外ファンモータの実回転速度Ｖ１’及び前記第２室外ファンモータの実回転
速度Ｖ２’を測定するステップと、
　前記実回転速度Ｖ１’を所要の回転速度Ｖ１と比較し、かつ、第１速度比較の結果に応
じて前記第１室外ファンモータの回転速度を制御し、前記実回転速度Ｖ２’を所要の回転
速度Ｖ２と比較し、かつ、第２速度比較の結果に応じて前記第２室外ファンモータの回転
速度を制御するステップと、
　を含む、請求項１記載のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、エアーコンディショナの制御方法に関し、特に、エアーコンディショナの室
外ファンモータの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術では、マルチスプリットエアーコンディショナの側部排気式室外ユニットは、
通常、上部室外ファンと、下部室外ファンと、上部室外ファンを回転させるために駆動す
る上部室外ファンモータと、下部室外ファンを回転させるために駆動する下部室外ファン
モータと、上部室外ファンモータ及び下部室外ファンモータを制御する制御器とを備える
。一般に、上部室外ファンモータの周波数と下部室外ファンモータの周波数とは、同時刻
では同一である。このため、上部室外ファンモータと下部室外ファンモータとが同時に動
作する場合には、室外ユニットの構造部品に作用する振動は、方向及び位相が同一であり
、その結果、共鳴振動及びより大きなノイズが生ずる。上部室外ファンモータと下部室外
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ファンモータとが異なる速度で動作する場合には、振動位相は一致しないが、位相差は時
間とともに減少するであろう。可変の振動位相が一旦一致すると、構造部品に共鳴振動が
形成されるであろうし、ノイズが発生する。その上、共鳴振動が一旦形成されると、上部
室外ファンモータ及び下部室外ファンモータによって構造部品に作用する振動は、互いに
強め合い、モータは共鳴振動から解放されないであろう。結果として、ノイズが常に継続
し、ユーザに影響を及ぼす。さらに、上部室外ファンモータと下部室外ファンモータとが
同時に同じ周波数で動作する場合には、２つの室外ファンモータの動作周波数の全範囲は
あまりに狭く、ファンモータの正確な制御を実現できないであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本開示により解決しようとする技術的課題は、ユニットの運転中に発生するノイズを軽
減し、モータの作動周波数の調整範囲を広げ、さらに、空気量を正確に調整する、エアー
コンディショナの室外ファンモータの制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記技術的課題を解決するために、本開示は、エアーコンディショナの室外ファンモー
タの制御方法を提供する。前記エアーコンディショナは、熱交換を実行するための室外熱
交換器で用いられる、第１室外ファン及び第２室外ファンを含む。前記制御方法は、
　前記エアーコンディショナの動作状態に応じて前記第１室外ファンモータの所要の回転
速度Ｖ１及び前記第２室外ファンモータの所要の回転速度Ｖ２を決定し、前記第１室外フ
ァンモータの回転を制御するために前記所要の回転速度Ｖ１に対応する作動周波数ｆ１の
第１制御信号を前記第１室外ファンモータに出力し、前記第２室外ファンモータの回転を
制御するために前記所要の回転速度Ｖ２に対応する前記作動周波数ｆ１とは同時刻では異
なる作動周波数ｆ２の第２制御信号を前記第２室外ファンモータに出力するステップと、
　前記エアーコンディショナの冷房状態での排気圧Ｐ１又は前記エアーコンディショナの
暖房状態での吸気圧Ｐ２を測定するステップと、
　前記測定された排気圧Ｐ１又は前記測定された吸気圧Ｐ２をプリセット圧力と比較し、
かつ、圧力の比較結果に応じて前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外フ
ァンモータの回転速度を制御するステップと、
　を含む。
【０００５】
　一の実施形態では、同時刻での前記作動周波数ｆ１と前記作動周波数ｆ２との間の差は
少なくとも１Ｈｚである。
【０００６】
　一の実施形態では、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモー
タの回転速度を制御するステップは、
　前記測定された排気圧Ｐ１を範囲［Ａ１，Ｂ１］内の範囲にある第１プリセット圧力と
比較する又は前記測定された吸気圧Ｐ２を範囲［Ａ２，Ｂ２］内の範囲にある第２プリセ
ット圧力と比較する工程と、
　Ｐ１＜Ａ１又はＰ２＞Ｂ２の場合には、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記
第２室外ファンモータの回転速度を減少させる工程と、
　Ｐ１＞Ｂ１又はＰ２≦Ａ２の場合には、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記
第２室外ファンモータの回転速度を増加させる工程と、
　を含む。
【０００７】
　一の実施形態では、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモー
タの回転速度を減少させるステップは、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止しているか否かを判断する工程と、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止している場合には、前記第１室外ファンモータ
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の回転速度を減少させる工程と、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止していない場合には、前記第２室外ファンモー
タの前記作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さいか否かを更に判断し、前記第２室
外ファンモータの前記作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さい場合には、前記第１
室外ファンモータの前記作動周波数ｆ１を作動周波数ｆｎまで増加させ、かつ、同時に第
２室外ファンモータの動作を停止させるように制御し、前記第２室外ファンモータの前記
作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さくない場合には、前記第１室外ファンモータ
の前記作動周波数ｆ１及び前記第２室外ファンモータの前記作動周波数ｆ２を減少させる
工程と、
　を含む。
【０００８】
　一の実施形態では、Ｋ２≦ｆｍ≦Ｋ２＋５Ｈｚであり、かつ、Ｋ２は前記第２室外ファ
ンモータの最小限の定格作動周波数である。
【０００９】
　一の実施形態では、２×ｆｍ≦ｆｎ≦２×ｆｍ＋５Ｈｚである。
【００１０】
　一の実施形態では、前記第１室外ファンモータの回転速度及び前記第２室外ファンモー
タの回転速度を増加させるステップは、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止しているか否かを判断する工程と、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止している場合には、前記第１室外ファンモータ
の前記作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きいか否かを更に判断し、前記第１室外
ファンモータの前記作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きい場合には、前記第１室
外ファンモータの前記作動周波数ｆ１を作動周波数ｆｑまで減少させ、かつ、同時に前記
第２室外ファンモータを動作させるように制御し、前記第１室外ファンモータの前記作動
周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きくない場合には、前記第１室外ファンモータの前
記第１周波数ｆ１を増加させる工程と、
　前記第２室外ファンモータの動作が停止していない場合には、前記第１室外ファンモー
タの前記作動周波数ｆ１及び前記第２室外ファンモータの前記作動周波数ｆ２を増加させ
る工程と、
　を含む。
【００１１】
　一の実施形態では、２Ｋ１≦ｆｐ≦２Ｋ１＋１０Ｈｚであり、かつ、Ｋ１は前記第１室
外ファンモータの最小限の定格作動周波数である。
【００１２】
　一の実施形態では、Ｋ１≦ｆｑ≦Ｋ１＋５Ｈｚであり、かつ、Ｋ１は前記第１室外ファ
ンモータの最小限の定格作動周波数である。
【００１３】
　一の実施形態では、更に、
　前記第１室外ファンモータの実回転速度Ｖ１’及び前記第２室外ファンモータの実回転
速度Ｖ２’を測定するステップと、
　前記実回転速度Ｖ１’を所要の回転速度Ｖ１と比較し、かつ、第１速度の比較結果に応
じて前記第１室外ファンモータの回転速度を制御し、前記実回転速度Ｖ２’を所要の回転
速度Ｖ２と比較し、かつ、第２速度の比較結果に応じて前記第２室外ファンモータの回転
速度を制御するステップと、
　を含む。
【００１４】
　従来技術の制御方法と比較すると、前記第１室外ファンモータと前記第２室外ファンモ
ータとは、周波数が異なり、かつ、個々に制御されるため、本開示に係るエアーコンディ
ショナの室外ファンモータの制御方法は、以下の利点を有する。
【００１５】
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　１．前記第１室外ファンモータと前記第２室外ファンモータとは、周波数が異なり、か
つ、個々に制御されるため、前記２つのモータの振動位相は、決して一致することはない
であろう。波の重ね合わせの原理に基づく共鳴振動（すなわち、共振）は決して形成され
ないであろう。その上、構造部品に作用する振動は、通常、逆位相のため、弱められるで
あろう。したがって、本開示の方法は、共振ノイズを除くことができるだけでなく、ある
程度までノイズの規模を減少させることもできるであろう。
【００１６】
　２．前記第１室外ファンモータと前記第２室外ファンモータとは、周波数が異なるため
、動作周波数の範囲を広げることができる。１つのモータの動作周波数の範囲を［Ｘ，Ｙ
］とすると、２つのモータを一致する周波数で動作する場合には、動作周波数の全範囲は
［２Ｘ，２Ｙ］となり、２つのモータが異なる周波数で動作する場合には、動作周波数の
全範囲は［Ｘ，２Ｙ］となる。
【００１７】
　３．本開示は、動作周波数の範囲がより広いので、先端的な自動制御方法は、正確にモ
ータの周波数を調整すること、エアーコンディショナユニットの圧力及び温度を合理的な
範囲内で制御すること、及び、ユニットの運転効果を安定させることに適応し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御概略図である。
【図２】本開示の室外ファンモータの制御方法を示すフローチャートである。
【発明の実施の形態】
【００１９】
　本開示は、付属の図面及び実施形態を参照して、より詳細に説明されるであろう。様々
な実施形態及びそれらの特徴は、矛盾のない状況下で、互いに組み合わせることができる
ことに留意すべきである。
【００２０】
　図１の本開示のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御概略図に示されるよう
に、本開示の制御器１１０は、異なる周波数を取得し、かつ、個々の制御を実現するため
に、互いに独立する第１制御回路及び第２制御回路を有する。第１制御回路は、第１室外
ファンモータ１２０を駆動するためのＰＷＭ制御信号を出力して、第１室外ファンモータ
１２０の回転速度に対応するフィードバックインパルス周波数を獲得し、かつ、第１室外
ファンモータ１２０の回転速度に対する閉ループフィードバック制御を実行するために、
第１室外ファンモータの実回転速度を測定して、回転速度を正確に安定させる。これとは
別に、第２制御回路は、第２室外ファンモータ１３０を駆動するためのＰＷＭ制御信号を
出力して、第２室外ファンモータ１３０の回転速度に対応するフィードバックインパルス
周波数を獲得し、かつ、第２室外ファンモータ１３０の回転速度に対する閉回路フィード
バック制御を実行するために、第２室外ファンモータの実回転速度を測定して、回転速度
を正確に安定させる。この実施形態では、第１室外ファンモータ１２０は、上部室外ファ
ンを回転させるために駆動され、かつ、第２室外ファンモータ１３０は、下部室外ファン
を回転させるために駆動される。
【００２１】
　図２は、エアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法を示すフローチャートで
ある。
【００２２】
　ステップＳ２０１：ユーザは、まず、リモートコントロール等の入力デバイスを通じて
、所望の運転モード（冷房モード又は暖房モード）、所望の温度、所望の空気量等の動作
情報を選択する。選択された動作情報は、制御器１１０に入力される。
【００２３】
　ステップＳ２０２：運転モード、温度、及び空気量等のエアーコンディショナの動作状
態に応じて、制御器１１０は、第１室外ファンモータの所要の回転速度Ｖ１及び第２室外
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ファンモータの所要の回転速度Ｖ２を決定する。制御器１１０の第１制御回路は、第１室
外ファンモータ１２０の回転を制御するために、所要の回転速度Ｖ１に対応する作動周波
数ｆ１を制御する制御信号を第１室外ファンモータ１２０に出力する。制御器１１０の第
２制御回路は、第２室外ファンモータ１３０の回転を制御するために、所要の回転速度Ｖ
２に対応する作動周波数ｆ２を制御する制御信号を第２室外ファンモータ１３０に出力す
る。ここで、作動周波数ｆ１及び作動周波数ｆ２は、同時刻で異なる。好ましくは、同時
刻での作動周波数ｆ１と作動周波数ｆ２との間の差は、少なくとも１Ｈｚである。
【００２４】
　ステップＳ２０３：エアーコンディショナの運転中、圧力変換器は、エアーコンディシ
ョナの冷房状態での排気圧Ｐ１又はエアーコンディショナの暖房状態での吸気圧Ｐ２を測
定する。
【００２５】
　ステップＳ２０４：測定された排気圧Ｐ１を第１プリセット圧力と比較し（排気圧は、
エアーコンディショナの冷房状態では、範囲［Ａ１，Ｂ１］内に維持されるべきものとす
る）、又は、測定された吸気圧Ｐ２を第２プリセット圧力と比較し（吸気圧Ｐ２は、エア
ーコンディショナの暖房状態では、範囲［Ａ２，Ｂ２］内に維持されるべきものとする）
、かつ、エアーコンディショナの圧力を信頼できる範囲に確保するために、圧力の比較結
果に応じて第１室外ファンモータ１２０の回転速度及び第２室外ファンモータ１３０の回
転速度を制御する。
【００２６】
　ステップＳ２０５：Ｐ１＜Ａ１又はＰ２＞Ｂ２の場合には、第１室外ファンモータ１２
０の回転速度及び第２室外ファンモータ１３０の回転速度を減少させる。低い回転速度が
要求される場合には、ユーザは、第１室外ファンモータ１２０を動作させるように制御す
るのみで、第２室外ファンモータ１３０の動作は停止させるように制御してもよい。空気
量の大きな変化によりエアーコンディショナの不安性が引き起こされることを回避するた
めに、第１過度期間は、２つのモータの動作状態と１つのモータのみの動作状態との間に
設けられる。第１過度期間中の制御工程は、
【００２７】
　ステップＳ２０６：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止しているか否かを判断す
るステップと、
　ステップＳ２０７：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止している場合には、第１
室外ファンモータの回転速度を直接的に減少させるステップと、
　ステップＳ２０８：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止していない場合には、第
２室外ファンモータ１３０の作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さいか否かを更に
判断し（好ましくは、Ｋ２≦ｆｍ≦Ｋ２＋５Ｈｚであり、かつ、Ｋ２は第２室外ファンモ
ータ１３０の最小限の定格作動周波数である）、第２室外ファンモータ１３０の作動周波
数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さい場合には、第１室外ファンモータ１２０の作動周波
数ｆ１を作動周波数ｆｎまで増加させ（好ましくは、２×ｆｍ≦ｆｎ≦２×ｆｍ＋５Ｈｚ
）、かつ、第２室外ファンモータ１３０の動作を停止させるように制御し、第２室外ファ
ンモータ１３０の作動周波数ｆ２が作動周波数ｆｍよりも小さくない場合には、第１室外
ファンモータ１２０の作動周波数ｆ１及び第２室外ファンモータ１３０の作動周波数ｆ２
を減少させるステップと、
　を含む。
【００２８】
　ゆえに、２つのモータの動作状態から１つのモータだけの動作状態までの過渡期間中、
第１室外ファンモータ１２０の作動周波数は、空気量の大きな変化によるエアーコンディ
ショナの不安定性を回避するために、ある程度まで増加される。
【００２９】
　ステップＳ２０９：Ｐ１＞Ｂ１又はＰ２≦Ａ２の場合には、第１室外ファンモータ１２
０の回転速度及び第２室外ファンモータ１３０の回転速度を増加させる。同様に、空気量
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ために、第２過度期間は、１つのモータだけの動作状態と２つのモータの動作状態との間
に設けられる。第２過度期間中の制御工程は、
　ステップＳ２１０：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止しているか否かを判断す
るステップと、
　ステップＳ２１１：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止している場合には、第１
室外ファンモータ１２０の作動周波数ｆ１が、作動周波数ｆｐよりも大きいか否かを更に
判断し（好ましくは、２×Ｋ１≦ｆｐ≦２×Ｋ１＋１０Ｈｚであり、かつ、Ｋ１は第１室
外ファンモータ１２０の最小限の定格作動周波数である）、第１室外ファンモータ１２０
の作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きい場合には、第１室外ファンモータ１２０
の作動周波数ｆ１を作動周波数ｆｑまで減少させ（好ましくは、Ｋ１≦ｆｑ≦Ｋ１＋５Ｈ
ｚであり、かつ、Ｋ１は第１室外ファンモータ１２０の最小限の定格作動周波数である）
、かつ、第２室外ファンモータを動作させるように制御し、第１室外ファンモータ１２０
の作動周波数ｆ１が作動周波数ｆｐよりも大きくない場合には、第１室外ファンモータ１
２０の作動周波数ｆ１を増加させるステップと、
　ステップＳ２１２：第２室外ファンモータ１３０の動作が停止してない場合には、第１
室外ファンモータ１２０の作動周波数ｆ１及び第２室外ファンモータ１３０の作動周波数
ｆ２を増加させるステップと、
　を含む。
【００３０】
　好ましくは、本実施形態では、エアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法は
、更に、
　第１室外ファンモータの実回転速度Ｖ１’及び２室外ファンモータの実回転速度Ｖ２’
を測定するステップと、
　実回転速度Ｖ１’を所要の回転速度Ｖ１と比較し、第１の速度の比較結果に応じて第１
室外ファンモータの回転速度を制御し、実回転速度Ｖ２’を所要の回転速度Ｖ２と比較し
、第２の速度の比較結果に応じて第２室外ファンモータの回転速度を制御するステップと
、
　を含む。
【００３１】
　第１室外ファンモータ１２０の実回転速度及び第２室外ファンモータ１３０の実回転速
度の測定を通じて、制御器は、各モータの回転速度を正確に安定させるため、閉ループフ
ィードバック制御を実行する。
【００３２】
　上述のように、本開示のエアーコンディショナの室外ファンモータの制御方法に応じて
、第１室外ファンモータ１２０と第２室外ファンモータ１３０とは、周波数が異なり、か
つ、個々に制御される。したがって、エアーコンディショナユニットの運転中に生じるノ
イズが減少され、かつ、各モータの動作周波数の範囲が広げられる。これにより、空気量
がより正確に制御されることになり、ユニットの圧力及び温度は合理的な範囲内で制御さ
れ、かつ、ユニットの運転効果は安定する。
【００３３】
　上述の内容は、本発明のいくつかの実施形態であり、かつ、これらの実施形態は具体的
かつ詳細であるが、本発明の範囲を限定することを意図するものではない。本発明の範囲
を逸脱しない限り様々な変形及び改変がなされ得ることは、当業者に理解されるであろう
。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定されるものである。
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