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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口（22）と吹出口（23）とが形成されたケーシング（34）を備え、
　上記吸込口（22）から吸い込んだ空気を温度調節して上記吹出口（23）から室内へ吹き
出す空気調和装置の室内ユニットであって、
　上記ケーシング（34）内に設置されて上記吸込口（22）から流入した空気中の塵埃を捕
捉するフィルタ（41）と、
　上記フィルタ（41）から塵埃を除去する除去手段（50）が設けられて、該除去手段（50
）によってフィルタ（41）から除去された塵埃を貯留する貯留容器（51）と、
　上記貯留容器（51）が着脱自在に構成されて該貯留容器（51）をフィルタ（41）に沿っ
て移動可能に支持するガイドレール（66）が設けられて、上記ケーシング（34）に対して
上記吸込口（22）を覆うように設けられる吸込グリル（29）と、
　上記吸込グリル（29）及び上記貯留容器（51）を一体で昇降させる昇降機構（45）と、
　上記貯留容器（51）に当接可能な可動部材（52,53）を有し、該可動部材（52,53）を移
動させて上記貯留容器（51）を押すことによって該貯留容器（51）を上記ガイドレール（
66）に沿って移動させる移動機構（55）とを備え、
　上記移動機構（55）は、上記可動部材（52,53）が外周面に突設されたベルト部材（58
）と、該ベルト部材（58）が掛けられた一対のプーリ（56,57）とを備え、該プーリ（56,
57）を回転駆動することによって上記可動部材（52,53）を移動させ、
　上記ベルト部材（58）には、上記可動部材（52,53）として、上記貯留容器（51）をガ
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イドレール（66）の一端側へ移動させる際に貯留容器（51）を他端側から押す第１可動部
材（52）と、該貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる際に貯留容器
（51）を一端側から押す第２可動部材（53）とが設けられていることを特徴とする空気調
和装置の室内ユニット。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）は、該第１可動部材（52）が一方のプ
ーリ（56,57）の外側に位置する状態では第２可動部材（53）が他方のプーリ（56,57）の
外側に位置するように配置されていることを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　上記移動機構（55）は、上記昇降機構（45）によって吸込グリル（29）及び貯留容器（
51）を上昇させる際に、上記可動部材（52,53）を上記貯留容器（51）が移動する範囲以
外の位置に配置するように構成されていることを特徴とする空気調和装置の室内ユニット
。
【請求項４】
　請求項１，２または３において、
　上記移動機構（55）は、上記貯留容器（51）の移動範囲におけるフィルタ（41）の一端
側及び他端側にそれぞれ配置されたリミットスイッチ（32,33）を備え、該リミットスイ
ッチ（32,33）の入力に基づいて貯留容器（51）の動作を制御するように構成されている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルタから塵埃を除去する機能を備える空気調和装置の室内ユニットに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内空間の空調を行う空気調和装置の室内ユニットにおいて、フィルタから
塵埃を除去する機能を有するものが知られている。この種の室内ユニットが、特許文献１
に開示されている。
【０００３】
　具体的に、特許文献１には、ブラシ部及びダストボックスを移動させることによってエ
アフィルタから塵埃を除去する室内ユニットが開示されている。ダストボックスは、吸込
グリルに設けられたガイドレールに支持されている。エアフィルタを清掃する際は、ダス
トボックスはガイドレールに沿って移動する。また、この室内ユニットには、吸込グリル
を昇降させる昇降部が設けられている。昇降部は、吸込グリルと共に、ガイドレールに支
持されたダストボックスも昇降させる。この室内ユニットでは、例えばダストボックスを
清掃する際に、吸込グリルが下降させられる。そして、ダストボックスが使用者によって
ガイドレールから取り外されて、内部の塵埃が除去される。
【０００４】
　ところで、この室内ユニットでは、ガイドレールの任意の位置にダストボックスを取り
付けることができるようになっているので、使用者によって取り付けられたダストボック
スの位置が、取り外す前の位置と同じにならない場合がある。このような場合に、ダスト
ボックスの移動機構が特許文献１の図４や図１０の構成では、移動機構とダストボックス
とが係合しないおそれがある。そこで、特許文献１の図１１の室内ユニットでは、ダスト
ボックスの取付位置に拘わらず、移動機構によってダストボックスを移動させることがで
きるように、移動機構がギアの形成された駆動スクリューによって構成され、さらにダス
トボックスの上面に、駆動スクリューのギアと噛み合う雌ネジ部が形成されている。
【特許文献１】特開２００７－４０６８９号公報



(3) JP 4967895 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の空気調和装置の室内ユニットでは、貯留容器の高さにずれが生じ
ると、ギアと雌ネジ部とが密着しきらずに噛み合いが不安定になる。そして、このような
場合、移動機構によって貯留容器をスムーズに移動させることができなくなるおそれがあ
る。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、貯留容器がガイドレー
ルに対して着脱自在になっている空気調和装置の室内ユニットにおいて、貯留容器の取付
位置が取り外す前の位置と異なる場合でも貯留容器を移動機構によって移動させることが
でき、且つ、貯留容器の高さにずれが生じても貯留容器を移動機構によってスムーズに移
動させることができるように構成する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、吸込口（22）と吹出口（23）とが形成されたケーシング（34）を備え、
上記吸込口（22）から吸い込んだ空気を温度調節して上記吹出口（23）から室内へ吹き出
す空気調和装置（10）の室内ユニット（13）を対象とする。
【０００８】
　そして、この室内ユニット（13）は、上記ケーシング（34）内に設置されて上記吸込口
（22）から流入した空気中の塵埃を捕捉するフィルタ（41）と、上記フィルタ（41）から
塵埃を除去する除去手段（50）が設けられて、該除去手段（50）によってフィルタ（41）
から除去された塵埃を貯留する貯留容器（51）と、上記貯留容器（51）が着脱自在に構成
されて該貯留容器（51）をフィルタ（41）に沿って移動可能に支持するガイドレール（66
）が設けられて、上記ケーシング（34）に対して上記吸込口（22）を覆うように設けられ
る吸込グリル（29）と、上記吸込グリル（29）及び上記貯留容器（51）を一体で昇降させ
る昇降機構（45）と、上記貯留容器（51）に当接可能な可動部材（52,53）を有し、該可
動部材（52,53）を移動させて上記貯留容器（51）を押すことによって該貯留容器（51）
を上記ガイドレール（66）に沿って移動させる移動機構（55）とを備えている。
【０００９】
　第１の発明では、貯留容器（51）に塵埃が溜まると、貯留容器（51）が、吸込グリル（
29）と共に昇降機構（45）によって下降させられる。そして、貯留容器（51）は使用者に
よってガイドレール（66）から取り外されて、貯留容器（51）の清掃が行われる。清掃さ
れた貯留容器（51）は、使用者によってガイドレール（66）に取り付けられる。
【００１０】
　ここで、この第１の発明では、フィルタ（41）から塵埃を除去する際に、移動機構（55
）が、可動部材（52,53）によって貯留容器（51）を押すことによって貯留容器（51）を
ガイドレール（66）に沿って移動させる。可動部材（52,53）は、貯留容器（51）を移動
させる間は貯留容器（51）に当接している。可動部材（52,53）は、フィルタ（41）から
塵埃を除去する際の貯留容器（51）の移動範囲であれば、貯留容器（51）に当接可能であ
る。すなわち、使用者によって貯留容器（51）が、ガイドレール（66）における貯留容器
（51）の移動範囲のどの位置に取り付けられても、可動部材（52,53）は貯留容器（51）
に当接可能である。
【００１１】
　また、この第１の発明では、上記移動機構（55）が、上記可動部材（52,53）が外周面
に突設されたベルト部材（58）と、該ベルト部材（58）が掛けられた一対のプーリ（56,5
7）とを備え、該プーリ（56,57）を回転駆動することによって上記可動部材（52,53）を
移動させる。
【００１２】
　第１の発明では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる際は、可
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動部材（52,53）がガイドレール（66）の一端側へ移動するようにベルト部材（58）が動
かされる。また、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる際は、ベル
ト部材（58）が逆方向へ動かされる。この第１の発明では、貯留容器（51）をガイドレー
ル（66）の一端側へ移動させる構成と、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ
移動させる構成とが、１つのベルト部材（58）と、そのベルト部材（58）を動かす一対の
プーリ（56,57）とで構成されている。
【００１３】
　また、この第１の発明では、上記ベルト部材（58）には、上記可動部材（52,53）とし
て、上記貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる際に貯留容器（51）
を他端側から押す第１可動部材（52）と、該貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端
側へ移動させる際に貯留容器（51）を一端側から押す第２可動部材（53）とが設けられて
いる。
【００１４】
　第１の発明では、移動機構（55）が少なくとも２つの可動部材（52,53）を備えている
。第１可動部材（52）は、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる際
に貯留容器（51）の一方の面を押す。第２可動部材（53）は、貯留容器（51）をガイドレ
ール（66）の他端側へ移動させる際に貯留容器（51）の他方の面を押す。
【００１５】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記第１可動部材（52）及び第２可動部材（
53）が、該第１可動部材（52）が一方のプーリ（56,57）の外側に位置する状態では第２
可動部材（53）が他方のプーリ（56,57）の外側に位置するように配置されている。
【００１６】
　第２の発明では、第１可動部材（52）が一方のプーリ（56,57）の外側に位置する状態
では、第２可動部材（53）が他方のプーリ（56,57）の外側に位置している。この状態で
は、第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）が、ベルト部材（58）の下側から突出し
ていない。
【００１７】
　第３の発明は、上記第１または第２の発明において、上記移動機構（55）が、上記昇降
機構（45）によって吸込グリル（29）及び貯留容器（51）を上昇させる際に、上記可動部
材（52,53）を上記貯留容器（51）が移動する範囲以外の位置に配置するように構成され
ている。
【００１８】
　第３の発明では、昇降機構（45）によって吸込グリル（29）及び貯留容器（51）を上昇
させる際に、移動機構（55）が、可動部材（52,53）を貯留容器（51）が移動する範囲以
外の位置に配置する。このため、吸込グリル（29）を上昇させる際に、貯留容器（51）が
可動部材（52,53）に当たることが防止される。
【００１９】
　第４の発明は、上記第１，第２または第３の発明において、上記移動機構（55）が、上
記貯留容器（51）の移動範囲におけるフィルタ（41）の一端側及び他端側にそれぞれ配置
されたリミットスイッチ（32,33）を備え、該リミットスイッチ（32,33）の入力に基づい
て貯留容器（51）の動作を制御するように構成されている。
【００２０】
　第４の発明では、貯留容器（51）の動作の制御に用いられるスリミットスイッチ（32,3
3）が、貯留容器（51）の移動範囲におけるフィルタ（41）の一端側及び他端側にそれぞ
れ配置されている。移動機構（55）は、移動させている貯留容器（51）がリミットスイッ
チ（32,33）に接触すると、例えば貯留容器（51）の移動方向を反転させたり、貯留容器
（51）を停止させたりする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明では、可動部材（52,53）によって貯留容器（51）を押すことによって貯留容器
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（51）をガイドレール（66）に沿って移動させるので、使用者によって貯留容器（51）が
ガイドレール（66）における貯留容器（51）の移動範囲のどの位置に取り付けられても、
可動部材（52,53）は貯留容器（51）に当接可能である。移動機構（55）は、可動部材（5
2,53）によって貯留容器（51）を押すものであり、従来のように貯留容器（51）と駆動ス
クリューを噛み合わせるものではない。このため、吸込グリルの高さにずれが生じても、
噛み合いの問題は発生することない。本発明によれば、可動部材（52,53）の配置や寸法
等を適切に設計することで、吸込グリルの高さにずれが生じても、可動部材（52,53）に
よって貯留容器（51）を確実に押すことができる。従って、貯留容器（51）の取付位置が
取り外す前の位置と異なる場合でも貯留容器（51）を移動機構（55）によって移動させる
ことができ、且つ、貯留容器（51）の高さにずれが生じても貯留容器（51）を移動機構（
55）によってスムーズに移動させることができる。
【００２２】
　また、本発明では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる構成と
、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる構成とが、１つのベルト部
材（58）と、そのベルト部材（58）を動かす一対のプーリ（56,57）とで構成されている
。このため、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる構成と、貯留容
器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる構成とを、独立して別々に設ける必
要がないので、移動機構（55）の構成を簡素化させることができる。
【００２３】
　また、本発明では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させるときと
、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させるときとで、別々の可動部材
（52,53）が貯留容器（51）を押すようにしている。ここで、可動部材（52）が１つの場
合は、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させた後に、貯留容器（51）
をガイドレール（66）の他端側へ戻すために、可動部材（52）が貯留容器（51）の一方の
面に当接する状態から他方の面に当接する状態になるように、ベルト部材（58）を概ね１
回転させる必要がある。
【００２４】
　これに対して、本発明では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させ
るときは、一端側へ移動させるときとは別の第２可動部材（53）が用いられる。第２可動
部材（53）は、ベルト部材（58）上の距離でみれば、第１可動部材（52）よりも貯留容器
（51）の他方の面に対して近くに位置している。従って、貯留容器（51）をガイドレール
（66）の他端側へ戻す際に、可動部材（52,53）を貯留容器（51）に接触させるまでに必
要となるベルト部材（58）の回転量を減少させることができる。
【００２５】
　また、上記第２の発明によれば、第１可動部材（52）が一方のプーリ（56,57）の外側
に位置する状態では第２可動部材（53）が他方のプーリ（56,57）の外側に位置するよう
に、第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）を配置しているので、第１可動部材（52
）及び第２可動部材（53）がベルト部材（58）の下側から突出しない状態にすることが可
能である。このため、吸込グリル（29）を上昇させる際に、貯留容器（51）が第１可動部
材（52）及び第２可動部材（53）に当たらないようにすることができ、可動部材（52,53
）が貯留容器（51）の邪魔になることを防止することができる。
【００２６】
　また、上記第３の発明では、吸込グリル（29）を上昇させる際に、貯留容器（51）が移
動する範囲以外の位置に可動部材（52,53）が配置されているので、貯留容器（51）が可
動部材（52,53）に当たることが防止される。従って、吸込グリル（29）を上昇させる際
に可動部材（52,53）が貯留容器（51）の邪魔になることを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２８】
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　本実施形態は、本発明に係る室内ユニット（13）を備える空気調和装置（10）である。
この空気調和装置（10）では、室内ユニット（13）が室内空間の天井に設置される天井設
置型に構成されている。なお、以下では、先ず本実施形態に係る空気調和装置（10）につ
いて説明し、次に本発明に係る室内ユニット（13）について説明する。
【００２９】
　本実施形態に係る空気調和装置（10）は、図１に示すように、室外ユニット（11）と室
内ユニット（13）とを備えている。室外ユニット（11）には、圧縮機（30）、室外熱交換
器（35）、膨張弁（36）、四路切換弁（28）及び室外ファン（12）が設けられている。室
内ユニット（13）には、室内熱交換器（37）及び室内ファン（39）が設けられている。
【００３０】
　室外ユニット（11）において、圧縮機（30）の吐出側は、四路切換弁（28）の第１ポー
ト（P1）に接続されている。圧縮機（30）の吸入側は、四路切換弁（28）の第３ポート（
P3）に接続されている。
【００３１】
　室外熱交換器（35）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器として
構成されている。室外熱交換器（35）の一端は、四路切換弁（28）の第４ポート（P4）に
接続されている。室外熱交換器（35）の他端は、液側閉鎖弁（15）に接続されている。
【００３２】
　室外ファン（12）は、室外熱交換器（35）の近傍に設けられている。室外熱交換器（35
）では、室外ファン（12）によって送られる室外空気と冷媒との間で熱交換が行われる。
室外熱交換器（35）と液側閉鎖弁（15）との間には、開度可変の膨張弁（36）が設けられ
ている。また、四路切換弁（28）の第２ポート（P2）はガス側閉鎖弁（16）に接続されて
いる。
【００３３】
　四路切換弁（28）は、第１ポート（P1）と第２ポート（P2）が互いに連通して第３ポー
ト（P3）と第４ポート（P4）が互いに連通する第１状態（図１に実線で示す状態）と、第
１ポート（P1）と第４ポート（P4）が互いに連通して第２ポート（P2）と第３ポート（P3
）が互いに連通する第２状態（図１に破線で示す状態）とが切り換え可能となっている。
【００３４】
　この空気調和装置（10）では、空調運転として暖房運転と冷房運転とが選択的に行われ
る。暖房運転時には、四路切換弁（28）が第１状態に設定される。暖房運転中の冷媒回路
（18）では、室内熱交換器（37）が凝縮器（放熱器）として動作し、室外熱交換器（35）
が蒸発器として動作することによって、蒸気圧縮冷凍サイクルが行われる。一方、冷房運
転時には、四路切換弁（28）が第２状態に設定される。冷房運転中の冷媒回路（18）では
、室外熱交換器（35）が凝縮器（放熱器）として動作し、室内熱交換器（37）が蒸発器と
して動作することによって、蒸気圧縮冷凍サイクルが行われる。
【００３５】
　　《室内ユニットの構成》
　本発明に係る室内ユニット（13）は、図２に示すように、ケーシング本体（26）と化粧
パネル（27）とを有するケーシング（34）を備えている。ケーシング（34）内には、室内
熱交換器（37）、室内ファン（39）、ドレンパン（40）、及びフィルタ（41）が設けられ
ている。
【００３６】
　ケーシング本体（26）は、下側が開放された略直方体の箱状に形成されている。ケーシ
ング本体（26）の内面には、断熱材（17）が積層されている。ケーシング本体（26）は、
その下部が天井板（31）の開口に挿通する状態で設置される。
【００３７】
　化粧パネル（27）は、矩形の板状に形成されている。化粧パネル（27）の平面形状は、
ケーシング本体（26）の平面形状よりも一回り大きくなっている。化粧パネル（27）は、
シール部材（19）を間に挟んだ状態でケーシング本体（26）の下側を覆うように取り付け
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られる。化粧パネル（27）がケーシング本体（26）に取り付けられた状態では、化粧パネ
ル（27）が室内に露出する。
【００３８】
　図３に示すように、化粧パネル（27）には、１つの吸込口（22）と４つの吹出口（23,2
3,…）とが形成されている。吸込口（22）は、化粧パネル（27）の中央部において矩形状
に形成されている。化粧パネル（27）には、吸込口（22）を覆うように吸込グリル（29）
が設けられている。吸込グリル（29）の中央部には、スリット状のグリル部（29a）が形
成されている。
【００３９】
　各吹出口（23）は、細長い矩形状に形成されている。各吹出口（23）は、化粧パネル（
27）の各辺に沿って１つずつ設けられている。化粧パネル（27）では、吸込口（22）の四
方を囲むように吹出口（23）が配置されている。
【００４０】
　吸込グリル（29）の上面には、図４に示すように、２本のガイドレール（66）が設けら
れている。ガイドレール（66）は、後述する貯留容器（51）を支持するためのものである
。ガイドレール（66）は、グリル部（29a）の対辺の一方に沿ってグリル部（29a）を挟む
ように配置されている。
【００４１】
　フィルタ（41）は、四角形に形成された網状のシートである。フィルタ（41）は、吸込
グリル（29）に対して着脱自在に設けられている（図示省略）。フィルタ（41）は、吸込
グリル（29）の上面に沿って、グリル部（29a）全体を覆うように設けられている。
【００４２】
　室内ファン（39）は、いわゆるターボファンである。室内ファン（39）は、ケーシング
本体（26）の真ん中付近に配置され、吸込口（22）の上側に位置している。室内ファン（
39）は、ファンモータ（39a）と羽根車（39b）とを備えている。ファンモータ（39a）は
、ケーシング本体（26）の天板に固定されている。羽根車（39b）は、ファンモータ（39a
）の回転軸に連結されている。室内ファン（39）の下側には、吸込口（22）に連通するベ
ルマウス（25）が設けられている。室内ファン（39）は、ベルマウス（25）を介して下側
から吸い込んだ空気を周方向へ吹き出すように構成されている。
【００４３】
　室内熱交換器（37）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器である
。室内熱交換器（37）は、平面視でロ字状に形成され、室内ファン（39）の周囲を囲うよ
うに配置されている。室内熱交換器（37）では、室内ファン（39）によって送られる室内
空気と冷媒との間で熱交換が行われる。
【００４４】
　ドレンパン（40）は、室内熱交換器（37）の下側に設けられている。ドレンパン（40）
は、室内熱交換器（37）において空気中の水分が凝縮して生じるドレン水を受けるための
ものである。ドレンパン（40）には、ドレン水を排水するためのドレンポンプが設けられ
ている（図示省略）。ドレンパン（40）は、ドレンポンプを設置した箇所にドレン水が集
まるように勾配がつけられている。
【００４５】
　本実施形態の室内ユニット（13）には、フィルタ（41）の清掃を自動的に行う、いわゆ
るお掃除機能が設けられている。室内ユニット（13）は、フィルタ（41）の清掃のために
、除去手段である回転ブラシ（50）、貯留容器（51）、及び移動機構（55）を備えている
。回転ブラシ（50）は、貯留容器（51）に収容されている。この室内ユニット（13）では
、移動機構（55）によって貯留容器（51）及び回転ブラシ（50）を移動させることによっ
てフィルタ（41）の清掃が行われる。
【００４６】
　具体的に、貯留容器（51）は、図４及び図５に示すように、直方体状の容器である。貯
留容器（51）では、長手方向に延びる長手側面部（61）の両方に、フィルタ（41）を挿通
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させるための挿通孔（61a）が形成されている。挿通孔（61a）は、細長の矩形状に形成さ
れ、その高さがフィルタ（41）の厚みよりも大きくなっている。また、各長手側面部（61
）には、後述する第１スイッチ部（32）及び第２スイッチ部（33）を押すための一対のス
イッチ作動部（43,44）が設けられている。各スイッチ作動部（43,44）は、各長手側面部
（61）の下部から垂直方向に突出している。
【００４７】
　貯留容器（51）には、貯留容器（51）を支持するための支持部材（65）が設けられてい
る。支持部材（65）は、短手方向に延びる各短手側面部（62）に２本ずつ設けられている
。各短手側面部（62）では、貯留容器（51）の短手方向における両端の下部に支持部材（
65）がそれぞれ連結されている。各支持部材（65）は、短手側面部（62）から貯留容器（
51）の長手方向に突出している。支持部材（65）の下面には、ガイドレール（66）が嵌り
込む嵌合溝が形成されている（図示省略）。
【００４８】
　貯留容器（51）は、支持部材（65）を介してガイドレール（66）に支持されている。貯
留容器（51）は、長手側面部（61）の挿通孔（61a）にフィルタ（41）を挿通させた状態
でガイドレール（66）に載せられる。貯留容器（51）は、ガイドレール（66）に対して着
脱自在になっている。
【００４９】
　回転ブラシ（50）は、棒状に形成された基部の外周面に植毛を施したものである。回転
ブラシ（50）の長さは、フィルタ（41）の幅とほぼ同じかフィルタ（41）の幅よりも幾分
長くなっている。回転ブラシ（50）は、基部の両端が貯留容器（51）の短手側面部（62）
に回転自在に取り付けられている。回転ブラシ（50）は、フィルタ（41）の下面に植毛の
先端が接触する高さに設けられている。
【００５０】
　移動機構（55）は、駆動プーリ（56）、従動プーリ（57）、ベルト部材である伝動ベル
ト（58）、及び駆動モータ（59）を備えている。駆動モータ（59）は、駆動プーリ（56）
に連結されている。
【００５１】
　駆動プーリ（56）は、フィルタ（41）の一端側（図４における右端側）に配置されてい
る。従動プーリ（57）は、フィルタ（41）の他端側（図４における左端側）に配置されて
いる。駆動プーリ（56）及び従動プーリ（57）は、貯留容器（51）の長手方向におけるフ
ィルタ（41）の中央の位置において、フィルタ（41）を挟んで向かい合う姿勢で配置され
ている。
【００５２】
　伝動ベルト（58）は、駆動プーリ（56）と従動プーリ（57）に架け渡されて、フィルタ
（41）の中央部の上方を横断するように配置されている。伝動ベルト（58）は、内周面に
コグが形成されたコグ付きベルトであって、そのコグが駆動プーリ（56）及び従動プーリ
（57）の外周面に形成された溝に噛み合わされている。伝動ベルト（58）の外周面には、
貯留容器（51）を移動させるための第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）が突設さ
れている。
【００５３】
　第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）は、共に板状に形成されている。第１可動
部材（52）及び第２可動部材（53）は、貯留容器（51）に当接可能な長さに形成されてい
る。第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）は、伝動ベルト（58）を２つの部分に均
等に区画する位置に配置されている。このため、第１可動部材（52）が従動プーリ（57）
の外側に位置する状態では、第２可動部材（53）が駆動プーリ（56）の外側に位置する。
第１可動部材（52）は、貯留容器（51）を従動プーリ（57）側から駆動プーリ（56）側へ
移動させるのに用いられる。第２可動部材（53）は、貯留容器（51）を駆動プーリ（56）
側から従動プーリ（57）側へ移動させるのに用いられる。
【００５４】
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　移動機構（55）では、駆動モータ（59）で駆動プーリ（56）を回転駆動して伝動ベルト
（58）を回転させることによって第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）を移動させ
て、第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）で貯留容器（51）を押すことによって貯
留容器（51）を移動させる。移動機構（55）によれば、貯留容器（51）はガイドレール（
66）の軸方向にフィルタ（41）に沿って移動する。
【００５５】
　また、移動機構（55）には、リミットスイッチによって構成された第１スイッチ部（32
）及び第２スイッチ部（33）が設けられている。第１スイッチ部（32）は、駆動プーリ（
56）の下方に配置されている。第２スイッチ部（33）は、従動プーリ（57）の下方に配置
されている。移動機構（55）は、第１スイッチ部（32）が押されると、駆動モータ（59）
が停止して、駆動モータ（59）が停止前とは逆方向に回転にするように構成されている。
また、移動機構（55）は、第２スイッチ部（33）が押されると、駆動モータ（59）が停止
するように構成されている。
【００５６】
　本実施形態の室内ユニット（13）では、吸込グリル（29）が昇降式となっている。室内
ユニット（13）は、吸込グリル（29）の昇降のために昇降機構（45）を備えている。昇降
機構（45）は、ケーシング（34）内に配置されている（図２においては図示省略）。昇降
機構（45）は、吸込グリル（29）と共に、ガイドレール（66）に載せられた貯留容器（51
）も一体で昇降させる。
【００５７】
　具体的に、昇降機構（45）は、図６に示すように、昇降用モータ（46）と、ワイヤ（47
）と、昇降用プーリ（48）とを２つずつ備えている。吸込グリル（29）は、２本のワイヤ
（47）によって吊り下げられた状態となっている。吸込グリル（29）では、対辺の中央部
にワイヤ（47）の一端がそれぞれ連結されている。各ワイヤ（47）の他端は、対応する昇
降用モータ（46）に連結されている。また、各ワイヤ（47）は、対応する昇降用プーリ（
48）に掛けられている。
【００５８】
　　－移動機構の動作－
　フィルタ（41）を清掃するときの移動機構（55）の動作について説明する。
【００５９】
　空調運転中には、吸込口（22）から吸い込んだ空気中の塵埃が、フィルタ（41）によっ
て捕捉されてゆく。そして、フィルタ（41）の下面に捕捉された塵埃の量が多くなってく
ると、フィルタ（41）における空気抵抗が増大して空気調和装置（10）の効率が低下する
。このため、この室内ユニット（13）では、空調運転の停止時にフィルタ（41）から塵埃
を除去する除去動作が行われる。除去動作は、例えば前回の除去動作からの空気調和装置
（10）の運転積算が所定の時間に達すると行われる。
【００６０】
　なお、除去動作の前は、貯留容器（51）がフィルタ（41）の他端側（図２における左端
側）に位置している。この状態では、貯留容器（51）の左側のスイッチ作動部（43）が第
２スイッチ部（33）に接触している。また、第１可動部材（52）は従動プーリ（57）の外
側に位置し、第２可動部材（53）は駆動プーリ（56）の外側に位置している。
【００６１】
　除去動作では、まず駆動モータ（59）が、図２の方向から室内ユニット（13）を見た場
合の半時計回りに回転する。駆動モータ（59）が半時計回りに回転すると、伝動ベルト（
58）が半時計回りに回転して、第１可動部材（52）が右側へ移動して貯留容器（51）の左
面に接触し、接触後も移動し続けて貯留容器（51）を右側へ移動させる。貯留容器（51）
は、フィルタ（41）の右側に向かって移動させられる。その際、フィルタ（41）の下面の
塵埃は、回転ブラシ（50）によって掻き落とされる。回転ブラシ（50）によって掻き落と
された塵埃は、貯留容器（51）によって捕捉される。
【００６２】
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　駆動モータ（59）は、第１スイッチ部（32）に貯留容器（51）の右側のスイッチ作動部
（44）が接触すると一旦停止する。すなわち、貯留容器（51）は、フィルタ（41）の右端
部まで移動すると一旦停止する。この状態では、第２可動部材（53）は、伝動ベルト（58
）の上側においてフィルタ（41）の左側に位置している。そして、駆動モータ（59）は、
停止すると直ちに、停止前とは逆方向に回転し始める。
【００６３】
　駆動モータ（59）が回転すると、伝動ベルト（58）が時計回りに回転して、第２可動部
材（53）が伝動ベルト（58）の上側を駆動プーリ（56）側（右側）へ向かって移動する。
第２可動部材（53）は、駆動プーリ（56）の位置で、駆動プーリ（56）の周りを回って伝
動ベルト（58）の下側へ移動し、伝動ベルト（58）の下側を左側へ向かって移動する。そ
して、第２可動部材（53）は、貯留容器（51）の右面に接触し、接触後も移動し続けて貯
留容器（51）を左側へ移動させる。その際、フィルタ（41）の下面の塵埃は、再び回転ブ
ラシ（50）によって清掃される。
【００６４】
　駆動モータ（59）は、第２スイッチ部（33）に貯留容器（51）の左側のスイッチ作動部
（43）が接触すると停止する。以上の動作によって、フィルタ（41）の清掃は終了する。
【００６５】
　なお、この実施形態の移動機構（55）は、フィルタ（41）の清掃が終了すると、第１可
動部材（52）及び第２可動部材（53）の位置をフィルタ（41）の清掃前に戻すように構成
されている。具体的に、フィルタ（41）の清掃が終了すると、駆動モータ（59）は、停止
前とは逆方向に回転する。そして、駆動モータ（59）は、第１可動部材（52）は従動プー
リ（57）の外側に位置し、第２可動部材（53）は駆動プーリ（56）の外側に位置する状態
で停止する。
【００６６】
　　－昇降機構の動作－
　続いて、吸込グリル（29）及び貯留容器（51）を一体で昇降させるときの昇降機構（45
）の動作について説明する。昇降機構（45）は、例えばリモコンからの指令によって動作
するように構成されている。
【００６７】
　なお、この実施形態の空気調和装置（10）には、貯留容器（51）内の塵埃の量を検知す
るための検知センサが設けられている。検知センサは、例えば貯留容器（51）の重量を計
測することによって貯留容器（51）内の塵埃の量を検知する。この空気調和装置（10）は
、検知センサの値が所定値以上になると、貯留容器（51）内の清掃が必要であることを例
えばリモコンに表示するように構成されている。使用者は、リモコンの表示に従って昇降
機構（45）に指令を出す。
【００６８】
　昇降機構（45）では、リモコンから吸込グリル（29）を下降させるという内容の指令を
受けると、ワイヤ（47）が巻き出されるように昇降用モータ（46）が回転する。吸込グリ
ル（29）及び貯留容器（51）は、昇降用モータ（46）の回転に伴って下降してゆく。
【００６９】
　貯留容器（51）が下降させられると、使用者によって貯留容器（51）がガイドレール（
66）から取り外されて、貯留容器（51）の清掃が行われる。貯留容器（51）は、内部を容
易に清掃することができるように、例えば上面部分が開閉自在に構成されている。取り外
された貯留容器（51）は、使用者によってガイドレール（66）の任意の位置に取り付けら
れる。
【００７０】
　昇降機構（45）では、リモコンから吸込グリル（29）を上昇させるという内容の指令を
受けると、ワイヤ（47）が巻き取られるように昇降用モータ（46）が回転する。吸込グリ
ル（29）及び貯留容器（51）は、昇降用モータ（46）の回転に伴って上昇してゆく。
【００７１】
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　この実施形態では、吸込グリル（29）及び貯留容器（51）の昇降時は、第１可動部材（
52）が従動プーリ（57）の外側に位置し、第２可動部材（53）が駆動プーリ（56）の外側
に位置している。すなわち、貯留容器（51）が移動する範囲以外の位置に第１可動部材（
52）及び第２可動部材（53）が配置されている。このため、吸込口（22）を覆う位置に吸
込グリル（29）を戻す際に、貯留容器（51）が、第１可動部材（52）及び第２可動部材（
53）に接触することがない。
【００７２】
　なお、この実施形態では、移動機構（55）が、ガイドレール（66）のどの位置に貯留容
器（51）があっても、貯留容器（51）の左側のスイッチ作動部（43）が第２スイッチ部（
33）に接触する位置へ貯留容器（51）を移動させるように構成されている。具体的に、吸
込グリル（29）が吸込口（22）を覆う位置に戻ると、第２可動部材（53）が伝動ベルト（
58）の下側を左側へ移動するように駆動モータ（59）が動作する。第２可動部材（53）は
貯留容器（51）を左側へ移動させる。そして、貯留容器（51）の左側のスイッチ作動部（
43）が第２スイッチ部（33）に接触すると駆動モータ（59）が停止する。
【００７３】
　　－実施形態の効果－
　本実施形態では、可動部材（52,53）によって貯留容器（51）を押すことによって貯留
容器（51）をガイドレール（66）に沿って移動させるので、使用者によって貯留容器（51
）がガイドレール（66）における貯留容器（51）の移動範囲のどの位置に取り付けられて
も、可動部材（52,53）は貯留容器（51）に当接可能である。移動機構（55）は、可動部
材（52,53）によって貯留容器（51）を押すものであり、従来のように貯留容器（51）と
駆動スクリューを噛み合わせるものではない。このため、吸込グリルの高さにずれが生じ
ても、噛み合いの問題は発生することない。本実施形態によれば、可動部材（52,53）の
配置や寸法等を適切に設計することで、吸込グリルの高さにずれが生じても、可動部材（
52,53）によって貯留容器（51）を確実に押すことができる。従って、貯留容器（51）の
取付位置が取り外す前の位置と異なる場合でも貯留容器（51）を移動機構（55）によって
移動させることができ、且つ、貯留容器（51）の高さにずれが生じても貯留容器（51）を
移動機構（55）によってスムーズに移動させることができる。
【００７４】
　また、本実施形態では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる構
成と、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる構成とが、１つの伝動
ベルト（58）と、その伝動ベルト（58）を動かす一対のプーリ（56,57）とで構成されて
いる。このため、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させる構成と、貯
留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させる構成とを、独立して別々に設け
る必要がないので、移動機構（55）の構成を簡素化させることができる。
【００７５】
　また、本実施形態では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させると
きと、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動させるときとで、別々の可動
部材（52,53）が貯留容器（51）を押すようにしている。ここで、可動部材（52）が１つ
の場合は、貯留容器（51）をガイドレール（66）の一端側へ移動させた後に、貯留容器（
51）をガイドレール（66）の他端側へ戻すために、可動部材（52）が貯留容器（51）の一
方の面に当接する状態から他方の面に当接する状態になるように、伝動ベルト（58）を概
ね１回転させる必要がある。
【００７６】
　これに対して、本実施形態では、貯留容器（51）をガイドレール（66）の他端側へ移動
させるときは、一端側へ移動させるときとは別の第２可動部材（53）が用いられる。第２
可動部材（53）は、伝動ベルト（58）上の距離でみれば、第１可動部材（52）よりも貯留
容器（51）の他方の面に対して近くに位置している。従って、貯留容器（51）をガイドレ
ール（66）の他端側へ戻す際に、可動部材（52,53）を貯留容器（51）に接触させるまで
に必要となる伝動ベルト（58）の回転量を減少させることができる。
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【００７７】
　また、本実施形態によれば、吸込グリル（29）を上昇させる際に、第１可動部材（52）
が一方のプーリ（56,57）の外側に位置して第２可動部材（53）が他方のプーリ（56,57）
の外側に位置するように可動部材（52,53）が配置されるようにしている。つまり、貯留
容器（51）が移動する範囲以外の位置に可動部材（52,53）が配置される。従って、吸込
グリル（29）を上昇させる際に、貯留容器（51）が可動部材（52,53）に当たることがな
いので、可動部材（52,53）が貯留容器（51）の邪魔になることを防止することができる
。
【００７８】
　　－実施形態の変形例－
　実施形態の変形例について説明する。この変形例では、図７に示すように、伝動ベルト
（58）における第１可動部材（52）と第２可動部材（53）との位置関係が、上記実施形態
とは異なっている。
【００７９】
　具体的に、第１可動部材（52）及び第２可動部材（53）は、第１可動部材（52）が従動
プーリ（57）の外側に位置する状態では、第２可動部材（53）がグリル部（29a）の従動
プーリ（57）側の端部の上方に位置するように配置されている。この状態では、第１可動
部材（52）と第２可動部材（53）との短い方の距離は、貯留容器（51）の幅よりも広くな
っている。
【００８０】
　この変形例では、ガイドレール（66）の右側へ移動させた貯留容器（51）をガイドレー
ル（66）の左側へ戻す際に、第２可動部材（53）を貯留容器（51）に接触させるまでに必
要となる伝動ベルト（58）の回転量を減少させることができる。
【００８１】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００８２】
　上記実施形態について、伝動ベルト（58）に可動部材（52）が１つだけ設けられていて
もよいし、伝動ベルト（58）に可動部材（52）が３つ以上設けられていてもよい。
【００８３】
　また、上記実施形態について、移動機構（55）が、伝動ベルト（58）とプーリ（56,57
）の代わりに、駆動モータ（59）によって回転する駆動スクリューを備えていてもよい。
この場合、駆動スクリューに、駆動スクリューの回転によって移動する可動部材（52）を
設ける。
【００８４】
　また、上記実施形態について、スイッチ作動部（43,44）が伝動ベルト（58）に設けら
れていてもよい。この場合、第１スイッチ部（32）及び第２スイッチ部（33）は、伝動ベ
ルト（58）の外周面から突出するスイッチ作動部（43,44）に接触可能な位置に配置され
る。
【００８５】
　また、上記実施形態について、除去手段（50）が、フィルタから塵埃を除去することが
できるものであればよく、回転ブラシ以外の構成であってもよい。
【００８６】
　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　以上説明したように、本発明は、フィルタから塵埃を除去する機能を備える空気調和装
置の室内ユニットについて有用である。
【図面の簡単な説明】
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【００８８】
【図１】本発明の実施形態に係る空気調和装置の冷媒回路の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る室内ユニットの断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る化粧パネルを下側から見た斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係る吸込グリルの上面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る室内ユニットの要部の拡大断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る昇降機構の概略構成図である。
【図７】本発明の実施形態の変形例に係る室内ユニットの断面図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　　空気調和装置
　１３　　室内ユニット
　２２　　吸込口
　２３　　吹出口
　２９　　吸込グリル
　３４　　ケーシング
　４１　　フィルタ
　４５　　昇降機構
　５０　　回転ブラシ（除去手段）
　５１　　貯留容器
　５２　　第１可動部材
　５３　　第２可動部材
　５５　　移動機構
　５６　　駆動プーリ（プーリ）
　５７　　従動プーリ（プーリ）
　５８　　伝動ベルト（ベルト部材）
　６６　　ガイドレール 
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