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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の空気を取り込み温度調整したうえで室内へ吹き出させる温度調整部（２２）と、
　室外の空気を取り込み室内へ吹き出させる換気部（４）と、
　室内および室外から取り込まれた空気から塵埃を除去するフィルタ（２１）と、
　前記フィルタ（２１）を移動させて前記フィルタ（２１）に付着した塵埃を清掃するフ
ィルタ清掃部（７９）と、
　前記温度調整部（２２）による温度調整運転が実行中であるのか否か、及び、前記換気
部（４）による換気運転が実行中であるのか否かを判断し、前記温度調整部（２２）によ
る温度調整運転の実行中に所定のフィルタ清掃運転開始条件が満たされた場合には、前記
フィルタ清掃部（７９）によるフィルタ清掃運転を実行させず、前記温度調整運転の停止
中であり且つ前記換気部（４）による換気運転の実行中に前記フィルタ清掃運転開始条件
が満たされた場合には、前記換気運転を一時的に停止させた後に前記フィルタ清掃運転を
開始させ、前記フィルタ清掃運転の完了後に前記換気運転を再開させる制御部（８０）と
、
を備える空気調和機（１）。
【請求項２】
　前記フィルタ清掃運転のために前記換気運転を停止させている間に、前記換気運転の停
止中である旨を表示する表示部（７７）をさらに備える、
請求項１に記載の空気調和機（１）。
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【請求項３】
　前記温度調整部（２２）は、室内から取り込まれ温度調整された後に室内に吹き出され
る空気の流れを生成する第１送風装置（１６）を有し、
　前記換気部（４）は、室外から取り込まれ室内に吹き出される空気の流れを生成する第
２送風装置（５４）を有し、
　前記制御部（８０）は、前記第１送風装置（１６）の駆動中および前記第２送風装置（
５４）の駆動中には、前記フィルタ清掃部（７９）によるフィルタ清掃運転を実行させな
い、
請求項１または２に記載の空気調和機（１）。
【請求項４】
　前記フィルタ清掃運転開始条件は、空気調和機の運転の累積可動時間が所定時間に達し
たことである、
請求項１から３のいずれかに記載の空気調和機（１）。
【請求項５】
　前記フィルタ清掃運転を指示するためのリモコン（８１）をさらに備え、
　前記フィルタ清掃運転開始条件は、前記リモコン（８１）から前記フィルタ清掃運転が
指示されたことである、
請求項１から４のいずれかに記載の空気調和機（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機、特にフィルタ清掃運転機能を有する空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機には、通常、室内から取り込まれた空気から塵埃を除去するフィルタが備え
られているが、このフィルタに塵埃が付着して堆積すると通風抵抗が増大してしまう。こ
のため、フィルタの自動清掃機能を備えた空気調和機が種々提案されている。そのうちの
１つに、フィルタを移動させてフィルタに付着した塵埃を清掃する方式がある（特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００６－１９４５６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のような方式では、フィルタ清掃運転の実行中はフィルタが本来の位置から移動し
ているため、この状態で温度調整運転が行われると室内から取り込まれた空気がフィルタ
を通らずに流れてしまう恐れがある。この場合、熱交換器等に塵埃が付着して熱交換器等
が汚れる要因となりうる。このため、温度調整運転中には、フィルタ清掃運転を行わない
ことが望ましい。
【０００４】
　一方、空気調和機には、温度調整運転を行う温度調整部とは別に、室外の空気を取り込
んで室内へ吹き出す換気運転を行う換気部を有するものがある。このような空気調和機で
は、換気部によって室外から取り込まれた空気もフィルタを通ることによって塵埃を除去
される。
【０００５】
　しかし、このような空気調和機では、温度調整運転中にはフィルタ清掃運転を行わない
こととしても、換気運転中にフィルタ清掃運転が行われてしまい、室外から取り込まれた
空気がフィルタを通らずに流れてしまう恐れがある。
【０００６】
　本発明の課題は、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らずに流れてしまうこ
とを防止することができる空気調和機を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１発明に係る空気調和機は、温度調整部と、換気部と、フィルタと、フィルタ清掃部
と、制御部とを備える。温度調整部は、室内の空気を取り込み温度調整したうえで室内へ
吹き出させる。換気部は、室外の空気を取り込み室内へ吹き出させる。フィルタは、室内
および室外から取り込まれた空気から塵埃を除去する。フィルタ清掃部は、フィルタを移
動させてフィルタに付着した塵埃を清掃する。制御部は、温度調整部による温度調整運転
が実行中であるのか否か、及び、換気部による換気運転が実行中であるのか否かを判断し
、温度調整部による温度調整運転の実行中に所定のフィルタ清掃運転開始条件が満たされ
た場合には、フィルタ清掃部によるフィルタ清掃運転を実行させず、温度調整運転の停止
中であり且つ換気部による換気運転の実行中にフィルタ清掃運転開始条件が満たされた場
合には、換気運転を一時的に停止させた後にフィルタ清掃運転を開始させ、フィルタ清掃
運転の完了後に換気運転を再開させる。
【０００８】
　この空気調和機では、温度調整運転の停止中であり且つ換気運転の実行中において所定
のフィルタ清掃運転開始条件が満たされた場合には、換気運転を一旦停止させてフィルタ
清掃運転を行い、フィルタ清掃運転の完了後に換気運転を再開させる。このため、常時換
気運転のように、換気運転が継続的に行われる場合であっても、フィルタ清掃運転を行う
ことができる。また、温度調整運転の実行中にはフィルタ清掃部によるフィルタ清掃運転
が禁止される。このため、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らずに流れてし
まうことを防止することができる。
【０００９】
　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、フィルタ清掃運転のた
めに換気運転を停止させている間に、換気運転の停止中である旨を表示する表示部をさら
に備える。
【００１０】
　この空気調和機では、表示部によって換気運転の停止中である旨が表示される。このた
め、使用者は、換気運転が停止していることを容易に把握することができる。
【００１１】
　第３発明に係る空気調和機は、第１発明または第２発明のいずれかの空気調和機であっ
て、温度調整部は、室内から取り込まれ温度調整された後に室内に吹き出される空気の流
れを生成する第１送風装置を有する。また、換気部は、室外から取り込まれ室内に吹き出
される空気の流れを生成する第２送風装置を有する。そして、制御部は、第１送風装置の
駆動中および第２送風装置の駆動中には、フィルタ清掃部によるフィルタ清掃運転を実行
させない。
【００１２】
　この空気調和機では、第１送風装置の駆動中および第２送風装置の駆動中には、フィル
タ清掃運転が禁止される。このため、温度調整運転の実行中だけではなく換気運転の実行
中においても、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らずに流れてしまうことを
防止することができる。
【００１３】
　第４発明に係る空気調和機は、第１発明から第３発明のいずれかの空気調和機であって
、フィルタ清掃運転開始条件は、空気調和機の運転の累積可動時間が所定時間に達したこ
とである。
【００１４】
　第５発明に係る空気調和機は、第１発明から第４発明のいずれかの空気調和機であって
、フィルタ清掃運転を指示するためのリモコンをさらに備える。また、フィルタ清掃運転
開始条件は、リモコンからフィルタ清掃運転が指示されたことである。
【発明の効果】
【００１５】
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　第１発明に係る空気調和機では、温度調整運転の停止中であり且つ換気運転の実行中に
おいて所定のフィルタ清掃運転開始条件が満たされた場合には、換気運転を一旦停止させ
てフィルタ清掃運転を行い、フィルタ清掃運転の完了後に換気運転を再開させる。このた
め、常時換気運転のように、換気運転が継続的に行われる場合であっても、フィルタ清掃
運転を行うことができる。また、温度調整運転の実行中にはフィルタ清掃部によるフィル
タ清掃運転が禁止される。このため、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らず
に流れてしまうことを防止することができる。
【００１６】
　第２発明に係る空気調和機では、表示部によって換気運転の停止中である旨が表示され
る。このため、使用者は、換気運転が停止していることを容易に把握することができる。
【００１７】
　第３発明に係る空気調和機では、第１送風装置の駆動中および第２送風装置の駆動中に
は、フィルタ清掃運転が禁止される。このため、温度調整運転の実行中だけではなく換気
運転の実行中においても、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らずに流れてし
まう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】
【００１８】
　＜構成＞
　〔空気調和機の概略構成〕
　本発明の第１実施形態に係る空気調和機１の外観を図１に示す。
【００１９】
　この空気調和機１は、室内に設置される室内機２と、室外に設置される室外機３とに分
かれて構成されており、室内の冷房および暖房を行うことができる。
【００２０】
　また、室外機３は、室外空調ユニット５と、室外空調ユニット５上に載置される調湿ユ
ニット４とを有している。後述するように、調湿ユニット４は、室外の空気を室内へ供給
したり、室内の空気を室外へ排出したりすることができ、室外機３と室内機２との間には
、調湿ユニット４からの室外空気や調湿空気等を室内機２側に供給するときや室内の空気
を室外に排出するときに用いられる給排気ホース６が設けられている。
【００２１】
　〔調湿ユニット４〕
　調湿ユニット４は、室内から取り込まれた空気を室外へと排出させる排気運転と、室外
から取り込まれた空気を室内へと供給する給気運転とを行うことができる。また、給気運
転には、室外から取り込まれた空気を加湿して室内へと供給する加湿運転と、室外から取
り入れた空気を加湿を行わずに室内へと供給する給気換気運転とがある。すなわち、調湿
ユニット４は、室外の空気を取り込み室内へ吹き出させる換気部として機能することがで
きる。調湿ユニット４は、図２および図３に示すように、調湿ユニットケーシング７、吸
加湿部材５１、加熱装置５２、切換ダンパ５３、第２送風装置５４、吸着用送風装置５５
などを備えている。なお、図２は、室外機３の分解斜視図であり、図３は、空気調和機１
に備えられている冷媒回路の系統図に、室内に供給される空気や室外へ排出される空気が
通る空気通路を模式的に付加したものである。
【００２２】
　　〈調湿ユニットケーシング７〉
　調湿ユニットケーシング７は、吸加湿部材５１、加熱装置５２、第２送風装置５４、切
換ダンパ５３、吸着用送風装置５５などを収納している。
【００２３】
　調湿ユニットケーシング７の前面には、複数のスリット状の開口からなる吸着用空気吹
出し口７ａが設けられている。調湿ユニットケーシング７の背面には、吸着用空気吸込口
７ｂおよび給排気口７ｃが設けられている。吸着用空気吸込口７ｂは、吸加湿部材５１に
水分を吸着させるために室外から取り込まれる空気が通る開口である。給排気口７ｃは、
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給気運転時には室内機２へと送られるために室外から調湿ユニット４内に取り込まれる空
気が通り、排気運転時には室内機２から取り込まれて調湿ユニット４から室外へと排気さ
れる空気が通る開口である。なお、調湿ユニットケーシング７の上部は、天板５６により
覆われている。
【００２４】
　　〈吸加湿部材５１〉
　吸加湿部材５１は、ハニカム構造を有するセラミックロータであり、概ね円板形状の外
形を有する。吸加湿部材５１は、回転可能に設けられており、ロータ駆動モータ５７（図
６参照）によって回転駆動される。吸加湿部材５１には、ゼオライト、シリカゲル、ある
いはアルミナといった吸着剤が担持されている。このゼオライト等の吸着剤は、接触する
空気中の水分を吸着可能であると共に、加熱されることによって水分を離脱する性質を有
している。
【００２５】
　　〈加熱装置５２〉
　加熱装置５２は、吸加湿部材５１の上方に位置しており、吸加湿部材５１に対向して配
置されている。加熱装置５２は、吸加湿部材５１へ送られる空気を加熱することにより、
吸加湿部材５１を加熱することができる。
【００２６】
　　〈第２送風装置５４〉
　第２送風装置５４は、吸加湿部材５１の側方に配置されており、室外から取り込まれ室
内機２へと送られる空気の流れを生成するラジアルファン組立体である。第２送風装置５
４は、給排気口７ｃから吸加湿部材５１および切換ダンパ５３を経て室内へと到る空気の
流れを生成して、室外から取り入れた空気を室内機２へと送る。また、第２送風装置５４
は、室内機２から取り入れた空気を室外へと排出することもできる。第２送風装置５４は
、切換ダンパ５３が切り換わることにより、これらの動作を切り換える。図３に示すよう
に、第２送風装置５４は、室外から取り入れた空気を室内機２へと送る場合には、吸加湿
部材５１のうち加熱装置５２と対向する部分を通過した空気を、切換ダンパ５３を経て給
排気ダクト５８へと送り出す。給排気ダクト５８は、給排気ホース６に接続されており、
第２送風装置５４は、給排気ダクト５８と給排気ホース６とを介して空気を室内機２へと
供給する（実線矢印Ａ１参照）。なお、給排気ホース６を通って室内機２へ送られる空気
は、室内機２の内部において後述するフィルタ２１の上流側に吹き出される。また、第２
送風装置５４は、室内機２から取り入れた室内の空気を室外へと排出する場合には、給排
気ホース６を通り給排気ダクト５８から送られてきた空気を給排気口７ｃから室外へと排
出する（破線矢印Ａ２参照）。
【００２７】
　　〈切換ダンパ５３〉
　切換ダンパ５３は、第２送風装置５４の下方に配置される回転式の空気流路切換手段で
ある。切換ダンパ５３は、第１切換状態、第２切換状態及び第３切換状態に切り替わる。
【００２８】
　第１切換状態においては、第２送風装置５４から吹き出された空気は、給排気ダクト５
８を経て給排気ホース６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
切換状態では、図３の実線矢印Ａ１で示す矢印の向きに空気が流れ、室外空気が加湿され
又は加湿されずに給排気ホース６を通って室内機２へと供給される。
【００２９】
　第２切換状態では、図３の破線矢印Ａ２で示す矢印の向きに空気が流れ、室内機２から
給排気ホース６及び給排気ダクト５８を通ってきた空気が、第２送風装置５４から給排気
口７ｃを経て室外へと排気される。
【００３０】
　第３切換状態では、切換ダンパ５３と給排気ダクト５８とを繋ぐ経路が閉じられ、室内
機２と室内機２との間の空気の流れが遮断される。
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【００３１】
　　〈吸着用送風装置５５〉
　吸着用送風装置５５は、吸着用ファンモータ５９と、吸着用ファンモータ５９によって
回転駆動される吸着用ファン６１とを有し、吸加湿部材５１のうち加熱装置５２と対向し
ない部分を通過する空気の流れ（実線矢印Ａ３参照）を生成する。すなわち、吸着用送風
装置５５は、吸着用空気吸込口７ｂから吸い込まれ、吸加湿部材５１のうち加熱装置５２
と対向しない部分を通過し、ベルマウス６２の開口を通り、吸着用空気吹出口７ａから室
外へ排出される空気の流れを生成する。
【００３２】
　〔室外空調ユニット５〕
　図３に示すように、室外空調ユニット５には、圧縮機６３と、圧縮機６３の吐出側に接
続される四路切換弁６４と、圧縮機６３の吸入側に接続されるアキュムレータ６５と、四
路切換弁６４に接続された室外熱交換器６６と、室外熱交換器６６に接続された膨張弁６
７とが設けられている。膨張弁６７は、冷媒配管を介して室内熱交換器１２の一端と接続
される。また、四路切換弁６４は、冷媒配管を介して室内熱交換器１２の他端と接続され
ている。
【００３３】
　また、室外空調ユニット５内には、室外熱交換器６６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６８、プロペラファン６８を回転駆動する室外ファンモータ６
９、電装品ユニット７３なども配置されている。
【００３４】
　〔室内機２〕
　室内機２は、室内の壁面に取り付けられる壁掛け型の室内機であり、図４および図５に
示すように、本体ユニット１０と、フィルタユニット２０と、前面グリル５０と、前面パ
ネル６０と、ダストボックス７０とを有している。なお、図４は室内機２の分解斜視図で
あり、図５はその縦断面図である。
【００３５】
　　〈本体ユニット１０〉
　本体ユニット１０は、底フレーム１１、室内熱交換器１２、第１送風装置１６（図６参
照）、電装品ユニット１４等を有する。
【００３６】
　底フレーム１１には、室内熱交換器１２、第１送風装置１６、電装品ユニット１４等が
取り付けられている。また、底フレーム１１の前面下部には、吹出し口１５が設けられて
おり、吹出し口１５から吹き出される空気を案内する水平フラップ１７が設けられている
。水平フラップ１７は、フラップモータ１８（図６参照）によって回転駆動され、空気の
案内方向を変更したり、吹出し口１５を開閉したりすることができる。
【００３７】
　室内熱交換器１２は、複数のフィンと、冷媒が流れる伝熱管とによって構成されており
、通過する空気との間で熱交換を行う。
【００３８】
　第１送風装置１６は、室内から取り込まれ室内熱交換器１２によって温度調整された後
に室内に吹き出される空気の流れを生成する。第１送風装置１６は、第１送風ファン１３
と、室内ファンモータ１９とを有する。第１送風ファン１３は、クロスフローファンであ
り、室内ファンモータ１９によって回転駆動される。
【００３９】
　なお、第１送風装置１６、室内熱交換器１２は、室内の空気を取り込み温度調整したう
えで室内へ吹き出させる温度調整部２２（図６参照）を構成している。
【００４０】
　　〈フィルタユニット２０〉
　フィルタユニット２０は、本体ユニット１０の底フレーム１１に取り付けられ、フィル
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タ２１を備えている。このフィルタ２１は、室内熱交換器１２の前面側（風上側）に配置
され、室内および室外から取り込まれた空気から塵埃を除去する。これにより、フィルタ
２１は、空気中に浮遊する塵埃が室内熱交換器１２を汚染するのを防止する。また、この
フィルタユニット２０は、フィルタ２１に付着した塵埃を除去する清掃を行うため、フィ
ルタ２１を下方に移動させる巻取り機構３０と巻取りモータ２６（図６参照）とを有して
いる。なお、フィルタ２１は、巻取り機構３０によって巻き取られていない状態において
は、室内熱交換器１２の風上側のほぼ全域を覆うように配置されている（図５参照）。
【００４１】
　巻取り機構３０は、図５に示すように、フィルタ２１よりも空気流れの下流側に配置さ
れ、上下一対のプーリ３１、３２と、両プーリ３１、３２間に巻設された環状ベルト３３
とガイド部材４２とを有している。下側のプーリ３１は、巻取りモータ２６によって回転
駆動されることによって、環状ベルト３３を循環させる。ガイド部材４２は、下方に付勢
されており、プーリ３２の上方において環状ベルト３３を押圧している。
【００４２】
　　〈前面グリル５０および前面パネル６０〉
　図４に示すように、前面グリル５０は、フィルタユニット２０を覆うようにフィルタユ
ニット２０に取り付けられており、前面グリル５０の天面には上部吸込み口７５が設けら
れている。また、前面グリル５０には、その前面を覆う前面パネル６０が取り付けられて
おり、前面パネル６０が回動することによって、前面グリル５０の前面に形成された前部
吸込み口７６を開閉することができる。
【００４３】
　また、前面グリル５０には、室内機２の運転状況を表示する表示部７７（図１および図
６参照）が設けられている。表示部７７は、室内機２の前方から視認可能なように設けら
れている。表示部７７は、複数のＬＥＤからなり、点灯の有無で室内機２の運転状況を表
示する。
【００４４】
　　〈ダストボックス７０〉
　ダストボックス７０は、フィルタ２１の清掃を行う機能を有するものである。ダストボ
ックス７０は、前面パネル６０の下部において、本体ユニット１０の吹出し口１５の上部
位置に取り付けられている。このダストボックス７０は、前面パネル６０が閉じた状態で
、前面パネル６０とは干渉することなく、外部から着脱可能である。また、ダストボック
ス７０には、回転ブラシ７１が配設されており、この回転ブラシ７１がフィルタユニット
２０の下側から、この部分に移動してくるフィルタ２１に押圧接触する。そして、清掃時
においては、ブラシ用モータ７８（図６参照）によって回転駆動される。この回転ブラシ
７１とブラシ用モータ７８と巻取り機構３０と巻取りモータ２６は、フィルタ２１を移動
させてフィルタ２１に付着した塵埃を清掃するフィルタ清掃部７９（図６参照）を構成し
ている。
【００４５】
　〔制御部８０〕
　図６に示す制御部８０は、室内機２の電装品ユニット１４と室外機３の電装品ユニット
７３とに分かれて設けられており、リモコン８１からの指示や、各種のセンサ（図示せず
）からの情報に基づいて、温度調整運転、加湿運転、給気換気運転、排気運転、フィルタ
清掃運転などの各種の制御を行うことができる。
【００４６】
　以下、各空調運転時の動作について説明する。
【００４７】
　＜各空調運転時の動作＞
　〔温度調整運転時の動作〕
　温度調整運転時には、圧縮機６３が駆動されると共に、膨張弁６７が所定の開度に絞ら
れることによって、冷媒が冷媒回路を循環して室内熱交換器１２が蒸発器または凝縮器と
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して機能する。また、第１送風ファン１３が駆動されることによって、上部吸込み口７５
および前部吸込み口７６から室内機２内に吸い込まれ、室内熱交換器１２を通って、吹出
し口１５から室内に吹き出される空気の流れが生成される。これによって、室内の冷房ま
たは暖房を行うことができる。
【００４８】
　なお、温度調整運転時には、前面パネル６０が所定の開度で開かれると共に、水平フラ
ップ１７も開状態とされる。加湿運転時、給気換気運転時、排気運転時も同様である。
【００４９】
　〔加湿運転時の動作〕
　加湿運転時には、切換ダンパ５３は第１切換状態に切り換えられ、第２送風装置５４お
よび吸着用ファンモータ５９が駆動される。また、加熱装置５２が通電される。
【００５０】
　吸着用ファンモータ５９が駆動されると、室外の空気が調湿ユニット４内に取り込まれ
、室外へ排出される（図２の実線矢印Ａ３参照）。すなわち、室外からの空気は、吸着用
空気吸込口７ｂから調湿ユニットケーシング７内に取り入れられる。調湿ユニットケーシ
ング７内に入ってきた空気は、吸加湿部材５１のうち加熱装置５２に対向しない位置を通
過する。このとき、吸加湿部材５１は、吸加湿部材５１の吸着位置を通る空気から水分を
吸着する。吸加湿部材５１を通過した空気は下方に折り返され、吸着用空気吹出口７ａか
ら室外機３の外部へと排出される。
【００５１】
　一方、第２送風装置５４が駆動されると、室外の空気が調湿ユニット４内に取り込まれ
、給排気ホース６、室内機２を通って、室内へ供給される（図２の実線矢印Ａ１参照）。
すなわち、室外の空気は、給排気口７ｃから調湿ユニットケーシング７内に取り込まれ、
吸加湿部材５１を下方から上方に向けて通過し、加熱装置５２において加熱された後に、
吸加湿部材５１を上方から下方に通過する。このとき、吸加湿部材５１に吸着されていた
水分が励起され、吸加湿部材５１から空気中に離脱していく。吸加湿部材５１を通過した
空気は、切換ダンパ５３、第２送風装置５４を通り、給排気ホース６に送られる。給排気
ホース６に送られた空気は、室内機２の内部へと送られる。室内機２の内部に送られた空
気は、フィルタ２１および室内熱交換器１２を通過して、吹出し口１５から室内へと吹き
出される。この室内機２へと送られた空気は、吸加湿部材５１に吸着されていた水分を含
むようになっており、これにより室内の加湿が行われる。
【００５２】
　なお、吸加湿部材５１はロータ駆動モータ５７によって回転駆動されており、水分の吸
着と離脱とが繰り返される。これにより、無給水での室内の加湿が可能となっている。
【００５３】
　〔給気換気運転時の動作〕
　給気換気運転が行われる場合には、吸着用ファンモータ５９が作動されず、また、加熱
装置５２が通電されずに、上記の加湿運転と同様の動作が行われる。これにより、室外か
ら取り入れられた空気が、加湿されずに上記と同様の経路を通って室内機２へと送られる
。
【００５４】
　〔排気運転時の動作〕
　排気運転時には、切換ダンパ５３は第２切換状態に切り換えられ、第２送風装置５４が
駆動される。吸着用ファンモータ５９は駆動されず、加熱装置５２には通電されない。
【００５５】
　第２送風装置５４が駆動されると、室内機２から取り込まれた室内の空気は、給排気ホ
ース６を経て調湿ユニット４の内部に取り込まれ、上記の加湿運転時とは逆方向に流れる
ことにより室外へ排出される（図２の波線矢印Ａ２参照）。すなわち、給排気ダクト５８
から調湿ユニット４の内部に取り込まれた空気は、切換ダンパ５３、第２送風装置５４を
通り、吸加湿部材５１を下方から上方に通過し、加熱装置５２を通った後に、吸加湿部材
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５１を上方から下方に向けて通過し、給排気口７ｃから室外へと排出される。
【００５６】
　〔フィルタ清掃運転時の動作〕
　上記の温度調整運転時、加湿運転時、給気換気運転時、排気運転時には、フィルタ２１
が図５に示す通常位置に位置した状態で運転が行われる。このような運転が行われると、
フィルタ２１に塵埃が付着するため、所定の条件が満たされた場合に、フィルタ２１に付
着している塵埃を自動的に除去するフィルタ清掃運転が行われる。以下、このフィルタ清
掃運転時の動作について、図５及び図７を参照しながら説明する。なお、説明の便宜上、
図５の状態（通常運転時の状態）においてフィルタ２１の下側部分を巻取り始端部と呼び
、フィルタ２１の上側先端部分を巻取り終端部と呼ぶ。
【００５７】
　まず、制御部８０は、図５の状態から、巻取りモータ２６を駆動し、環状ベルト３３を
移動させると共に、ダストボックス７０の回転ブラシ７１を回転駆動する。そうすると、
環状ベルト３３と共に、フィルタ２１は下降し、巻取り始端部は下側のプーリ３１の周囲
を通って裏面側を上昇していく。この際、回転ブラシ７１は、下側のプーリ３１とは逆方
向に回転し、フィルタ２１の表面の塵埃を掻き落とす。そして、巻取り始端部がガイド部
材４２の位置に達する前に、巻取り終端部が環状ベルト３３に捲き付けられる。そして、
巻取り始端部がガイド部材４２の位置に達すると、ガイド部材４２を押し上げ、その下側
を通過し、次いで、環状ベルト３３と共に下降する（図７参照）。この状態では、ガイド
部材４２は、フィルタ２１の表面に押圧接触している。そして、巻取り終端部が回転ブラ
シ７１に接触し、この部分の清掃が完了すると、環状ベルト３３の移動、及び、回転ブラ
シ７１の回転駆動を停止し、往路の清掃作業を終了する。
【００５８】
　次に、復路の動作を行うが、この際には、環状ベルト３３の移動方向、及び回転ブラシ
７１の回転方向を上記往路とは逆にし、回転ブラシ７１は停止したままとする。この場合
、環状ベルト３３の移動によって、巻取り始端部がガイド部材４２の位置を通過し、ガイ
ド部材４２は環状ベルト３３の表面に押圧接触する状態となる。次いで、巻取り終端部が
、環状ベルト３３から離脱する。これは、環状ベルト３３は、上側のプーリ３２によって
、裏面側へと湾曲していくが、フィルタ２１は、それ自体の剛性によって、直立状態を維
持しようとするので、両者の間隔が次第に広がり、この結果、フィルタ２１が環状ベルト
３３の表面から離脱していくことによる。このとき、巻取り終端部の環状ベルト３３から
の完全な離脱が行われず、巻取り終端部が環状ベルト３３の湾曲に追従しようとしても、
環状ベルト３３の表面にはガイド部材４２が押圧接触しているから、巻取り終端部には、
ガイド部材４２から、これを環状ベルト３３から引き剥がす方向への引き剥がし力が作用
し、これにより、巻取り終端部は、確実に環状ベルト３３から離脱する。そして、フィル
タ２１が、図５に示す通常使用位置にまで復帰したときに復路の動作を完了する。
【００５９】
　なお、このフィルタ清掃運転時には、前面パネル６０および水平フラップ１７は共に閉
状態とされる。
【００６０】
　〔フィルタ清掃運転実行の判断〕
　この空気調和機１では、制御部８０は、所定のフィルタ清掃運転開始条件が満たされた
場合に、フィルタ清掃運転を開始させる。所定のフィルタ清掃運転開始条件とは、リモコ
ン８１においてフィルタ清掃運転が指示されたこと、または、温度調整運転、加湿運転、
給気換気運転等の累積可動時間が所定時間に達したことである。ただし、制御部８０は、
これらのフィルタ清掃運転開始条件が満たされた場合であっても、温度調整運転、加湿運
転、給気換気運転のいずれかの運転の実行中には、フィルタ清掃部７９によるフィルタ清
掃運転を実行させない。このフィルタ清掃運転実行の判断について図８のフローに基づい
て説明する。
【００６１】
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　まず、ステップＳ１において、自動清掃モードの設定の有無が判断される。自動清掃モ
ードとは使用者がリモコン８１に指示を入力しなくても自動的にフィルタ清掃運転を実行
する制御モードであり、リモコン８１によって予め設定しておくことができる。
【００６２】
　自動清掃モードが設定されている場合には、ステップＳ２において、清掃要求の有無が
判断される。清掃要求は、温度調整運転、加湿運転、給気換気運転等の累積可動時間が所
定時間に達した場合に、「有り」とされる。
【００６３】
　一方、ステップＳ１において、自動清掃モードが設定されていないと判断された場合に
は、ステップＳ３において、手動操作での清掃要求が有るかどうか、すなわち、リモコン
８１から清掃要求が指示されたか否か判断される。
【００６４】
　そして、自動清掃モードでの清掃要求がある場合も、手動操作での清掃要求がある場合
も、共に、清掃運転の開始に先立って、温度調整運転の実行中であるか否か、加湿運転の
実行中であるか否か、給気換気運転の実行中であるか否かが確認される（ステップＳ４、
ステップＳ５、ステップＳ６）。ここで、温度調整運転、加湿運転、給気換気運転のいず
れかが実行中である場合には、フィルタ清掃運転を開始しない。すなわち、第１送風装置
１６の駆動中および第２送風装置５４の少なくとも一方が駆動中には、フィルタ清掃運転
は開始されない。
【００６５】
　温度調整運転または加湿運転が実行中である場合は、温度調整運転または加湿運転が終
了してから、ステップＳ７においてフィルタ清掃運転が実行される。
【００６６】
　給気換気運転が実行中である場合は、ステップＳ８において、一旦、給気換気運転が停
止され、ステップＳ９においてフィルタ清掃運転が開始される。なお、フィルタ清掃運転
のために給気換気運転を停止させている間は、給気換気運転の停止中である旨が表示部７
７に表示される。そして、ステップＳ１０において、フィルタ清掃運転が完了したか否か
が判断され、フィルタ清掃運転が完了した場合には、ステップＳ１１において給気換気運
転が再開される。
【００６７】
　＜特徴＞
　（１）
　この空気調和機１では、温度調整運転の実行中だけではなく、加湿運転や給気換気運転
の実行中においても、フィルタ清掃運転が行われない。このため、室内熱交換器１２がフ
ィルタ２１によって覆われていない状態で加湿運転や給気換気運転が行われることが防止
される。これにより、フィルタ２１を透過していない空気が室内熱交換器１２を通ること
による室内熱交換器１２の汚れの増大を防止することができる。
【００６８】
　（２）
　この空気調和機１では、給気換気運転の実行中にフィルタ清掃運転開始条件が満たされ
た場合には、給気換気運転を停止させた後にフィルタ清掃運転が開始され、フィルタ清掃
運転の完了後に給気換気運転が再開される。このため、常時換気のように給気換気運転が
継続的に行われている場合であっても、フィルタ清掃運転を行うことができる。
【００６９】
　また、フィルタ清掃運転のために給気換気運転が停止している場合には、表示部７７に
その旨が表示される。このため、給気換気運転が停止しているのは故障のためではなく、
フィルタ清掃運転のためであることを使用者に報知することができる。
【００７０】
　＜他の実施形態＞
　（１）
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　フィルタ清掃運転開始条件は、上記の条件に代えて別の条件が用いられてもよく、上記
の条件と共にさらに別の条件が加えられてもよい。
【００７１】
　（２）
　上記の実施形態では、表示部７７は複数のＬＥＤから構成されているが、室内機２また
はリモコン８１に設けられた液晶画面などであってもよい。
【００７２】
　（３）
　上記の実施形態では、壁掛け型の室内機２が用いられているが、他の設置形式の室内機
が用いられてもよい。
【００７３】
　（４）
　上記の実施形態では、フィルタ２１は往復動作し、往路時は回転ブラシ７１を動作させ
ているが、フィルタ２１上のゴミを除去するためであれば、これらの動作方法に限定され
ない。例えば、復路も回転ブラシ７１を動作させて清掃させたり、フィルタ２１を部分的
に往復動作させたり、フィルタ２１を一時停止させて清掃したり、また、回転ブラシ７１
の回転方向を逆転させたり、完結的に動作させたりしてもよい。
【００７４】
　（５）
　上記の実施形態では、フィルタ２１の駆動方式としてベルト駆動の往復動作としている
が、他の駆動方式が用いられてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、フィルタ清掃運転によって空気がフィルタを通らずに流れてしまうことを防
止することができる効果を有し、空気調和機として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】空気調和機の外観図。
【図２】室外機の分解斜視図。
【図３】空気調和機の冷媒回路図。
【図４】室内機の分解斜視図。
【図５】室内機の側面断面図。
【図６】空気調和機の構成を示すブロック図。
【図７】フィルタ清掃運転中のフィルタの状態を示す図。
【図８】フィルタ清掃運転実行の判断フローチャート。
【符号の説明】
【００７７】
１　　　　空気調和機
４　　　　調湿ユニット（換気部）
１６　　　第１送風装置
２２　　　温度調整部
２１　　　フィルタ
５４　　　第２送風装置
７７　　　表示部
７９　　　フィルタ清掃部
８０　　　制御部
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