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(57)【要約】
【課題】ユーザーが清掃ユニットから塵埃回収箱を容易
に取り外すことができ、かつその取り付けが確実にでき
るフィルター自動清掃ユニットを備えた、使い易く信頼
性の高い空気調和機を提供する。
【解決手段】この発明に係る空気調和機は、清掃ユニッ
トは支持体１１と塵埃回収箱組立とを備え、塵埃回収箱
組立の塵埃掻き取り部２５は、左右方向の一端に支持体
１１の取り付け穴１８に係合する軸８を有するとともに
、左右方向の他端に支持体１１の固定穴１０に係合し、
バネ５により左右方向に進退可能なストッパー７を有し
、ストッパー７の先端の支持体１１側の面に、支持体１
１の当接部に当接する面取り部６が形成され、ストッパ
ー７が支持体１１側に押されることにより面取り部６が
支持体１１の当接部に当接してバネ５が縮み、ストッパ
ー７が内側に移動し、その後支持体１１の固定穴１０に
係合するものである。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルタに付着した塵埃を除去する清掃ユニットを備えた空気調和機であって、
　前記清掃ユニットは、
　前記フィルタが移動するフィルタレールを有する支持体と、
　前記支持体に着脱自在に取り付けられ、塵埃掻き取り部と、前記塵埃掻き取り部の下方
に取り付けられる塵埃回収箱とを有し、当該空気調和機の前面部に左右方向に取り付けら
れる塵埃回収箱組立と、を備え、
　前記塵埃掻き取り部は、左右方向の一端に前記支持体の取り付け穴に係合する軸を有す
るとともに、左右方向の他端に前記支持体の固定穴に係合し、バネにより左右方向に進退
可能なストッパーを有し、
　前記ストッパーの先端の前記支持体側の面に、前記支持体の当接部に当接する面取り部
が形成され、前記ストッパーが前記支持体側に押されることにより前記面取り部が前記支
持体の当接部に当接して前記バネが縮み、前記ストッパーが内側に移動し、その後前記支
持体の固定穴に係合することを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　当該空気調和機の前面に開閉可能な前面パネルを備え、
　前記塵埃掻き取り部の前面に形成され、前方に突出する突起部を前記前面パネルを閉じ
ることで、前記塵埃回収箱組立を前記支持体側へ押圧することを特徴とする請求項１記載
の空気調和機。
【請求項３】
　押し出し装置本体とバネとを備え、前記塵埃回収箱組立を前方へ押圧する押し出し装置
を、前記塵埃回収箱組立の背面または前記支持体の前面に設けることを特徴とする請求項
１又は請求項２記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、フィルタの自動清掃機能を備えた空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機においては、送風ファンにより吸い込んだ室内空気を、熱交換器を通過させ
ることによって加熱または冷却して室内に返流させるが、空気中に浮遊する塵埃が熱交換
器を汚染するのを防止するため、熱交換器の空気流入側にフィルタが設置されている。こ
のフィルタに塵埃が付着し目詰まりしてフィルタの通風抵抗が増大すると、空気調和機の
空調能力が低下すると共に、消費電力が増大する。このような不都合を解消するため、フ
ィルタ自動清掃機能を備えた空気調和機がよく知られている。
【０００３】
　例えば、フィルタと、掻き取りブラシと、塵埃回収箱とで構成される清掃ユニットを備
えた空気調和機が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２１５７０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された空気調和機は、フィルタから除去した塵埃は塵埃回収箱に
溜められるようになっており、その塵埃を塵埃回収箱を取り外して捨てるようにしている
。しかし、本体から取り外した塵埃回収箱の開閉機構に関する記載があるが、塵埃回収箱
を本体から取り外す方法についての言及は特に見当たらない。
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【０００６】
　従来の空気調和機は、塵埃回収箱の取り外し方法が判り難い場合が多い。また塵埃回収
箱の取り外しに際して面倒な作業を強いられることもあった。さらに、塵埃回収箱を安定
して取り外すことが困難な場合も多く、例えば塵埃回収箱を急激に外したり、塵埃回収箱
が急激に飛び出して抜け落ちるようなことがあると、塵埃回収箱内の塵埃が周辺に飛び散
って、本体内部や室内を汚してしまうといった不具合が生じることもあった。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ユーザーが清掃ユニ
ットから塵埃回収箱を容易に取り外すことができ、かつその取り付けが確実にできるフィ
ルタ自動清掃ユニットを備えた、使い易く信頼性の高い空気調和機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る空気調和機は、フィルタに付着した塵埃を除去する清掃ユニットを備え
た空気調和機であって、
　清掃ユニットは、
　フィルタが移動するフィルタレールを有する支持体と、
　支持体に着脱自在に取り付けられ、塵埃掻き取り部と、塵埃掻き取り部の下方に取り付
けられる塵埃回収箱とを有し、空気調和機の前面部に左右方向に取り付けられる塵埃回収
箱組立と、を備え、
　塵埃掻き取り部は、左右方向の一端に支持体の取り付け穴に係合する軸を有するととも
に、左右方向の他端に支持体の固定穴に係合し、バネにより左右方向に進退可能なストッ
パーを有し、
　ストッパーの先端の支持体側の面に、支持体の当接部に当接する面取り部が形成され、
ストッパーが支持体側に押されることにより面取り部が支持体の当接部に当接してバネが
縮み、ストッパーが内側に移動し、その後支持体の固定穴に係合するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明に係る空気調和機は、ストッパーが支持体側に押されることによりストッパー
の先端の支持体側の面に形成された面取り部が支持体の当接部に当接してバネが縮み、ス
トッパーが内側に移動し、その後支持体の固定穴に係合するので、塵埃回収箱組立の支持
体への取り付け作業が簡潔で判りやすい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１を示す図で、空気調和機１００の斜視図。
【図２】実施の形態１を示す図で、空気調和機１００の分解斜視図。
【図３】実施の形態１を示す図で、清掃ユニット３の正面図。
【図４】図１のＺ－Ｚ断面図。
【図５】実施の形態１を示す図で、図４で前面パネル９を開いた状態を示す断面図。
【図６】実施の形態１を示す図で、塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１に取り付ける
途中の状態を示す図。
【図７】図６の部分拡大図。
【図８】実施の形態１を示す図で、塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に当接した状
態を示す図。
【図９】図８の部分拡大図。
【図１０】実施の形態１を示す図で、塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に固定され
た状態を示す図。
【図１１】図１０の部分拡大図。
【図１２】実施の形態１を示す図で、清掃ユニット３の部分（右側）正面図。
【図１３】実施の形態１を示す図で、清掃ユニット３の部分（右側）斜視図。
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【図１４】実施の形態２を示す図で、清掃ユニット３の部分（右側）正面図。
【図１５】実施の形態２を示す図で、塵埃回収箱組立（右）２ｂが押し出し装置１３で押
し出された状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施の形態１．
　図１乃至図１３は実施の形態１を示す図で、図１は空気調和機１００の斜視図、図２は
空気調和機１００の分解斜視図、図３は清掃ユニット３の正面図、図４は図１のＺ－Ｚ断
面図、図５は図４で前面パネル９を開いた状態を示す断面図、図６は塵埃回収箱組立（右
）２ｂを支持体１１に取り付ける途中の状態を示す図、図７は図６の部分拡大図、図８は
塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に当接した状態を示す図、図９は図８の部分拡大
図、図１０は塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に固定された状態を示す図、図１１
は図１０の部分拡大図、図１２は清掃ユニット３の部分（右側）正面図、図１３は清掃ユ
ニット３の部分（右側）斜視図である。
【００１２】
　図１乃至図５により、空気調和機１００の全体構成を説明する。尚、ここでは、室内機
と室外機とを備えるセパレート式の空調機の室内機を空気調和機１００と呼ぶ。
【００１３】
　図１に示すように、空気調和機１００は、本体ユニット１６、外装ケース１５、前面パ
ネル９等により略箱形状の外郭が形成される。空気調和機１００の上部（天面）に室内の
空気を吸い込む吸込口２０が設けられ、下部に調和空気を室内に吹き出す吹出口２１が形
成されている。
【００１４】
　図２は空気調和機１００の分解斜視図である。空気調和機１００は、室内空気と冷凍サ
イクルの冷媒とが熱交換を行う熱交換器３０、送風機４０（図２では図示せず、図４参照
）等を搭載した本体ユニット１６、フィルタ１ａ，１ｂの移動を可能とするフィルタレー
ル１７（図２では図示せず、図４参照）を有する支持体１１と、塵埃回収箱組立（左）２
ａ及び塵埃回収箱組立（右）２ｂとを有する清掃ユニット３、外装ケース１５及び前面パ
ネル９とを少なくとも備える。
【００１５】
　塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右）２ｂを、特許請求の範囲等では、単
に「塵埃回収箱組立」とする。
【００１６】
　フィルタ１ａ，１ｂは、左右にわかれて設けられる。フィルタ１ａが空気調和機１００
を正面から見て左側、フィルタ１ｂが右側である。
【００１７】
　塵埃回収箱組立（左）２ａは、フィルタ１ａの塵埃を除去する。また、塵埃回収箱組立
（右）２ｂは、フィルタ１ｂの塵埃を除去する。
【００１８】
　図３に示すように、フィルタ１ａ，１ｂの自動清掃を行う清掃ユニット３は、支持体１
１の前面下部に塵埃回収箱組立（左）２ａ及び塵埃回収箱組立（右）２ｂとが取り付けら
れる。
【００１９】
　図４は図１のＺ－Ｚ断面図である。図４により、空気調和機１００の内部構成について
説明する。但し、本実施の形態は、清掃ユニット３（特に、塵埃回収箱組立（左）２ａ及
び塵埃回収箱組立（右）２ｂ）に特徴があるので、その他の構成については、簡単に説明
する。
【００２０】
　本体ユニット１６には、冷凍サイクルを室外機の圧縮機（図示せず）等とともに構成す
る熱交換器３０、室内空気を吸込口２０から吸い込み、吹出口２１から調和空気を室内へ
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吹出すように送風を行う送風機４０等が搭載される。
【００２１】
　熱交換器３０は、逆Ｖ字形状で送風機４０を取り囲むように配置される。熱交換器３０
は、前面上部熱交換器３０ａ、前面下部熱交換器３０ｂ及び背面熱交換器３０ｃを備える
。
【００２２】
　送風機４０の下流に位置する吹出口２１には、吹出口２１から室内へ吹出される調和空
気の風向を制御する前面上部熱交換器３０ａ、前面下部熱交換器３０ｂ及び背面熱交換器
３０ｃが設けられる。左右風向制御板５０は、室内へ吹出される調和空気の左右方向の風
向を制御する。また、上下風向制御板６０は、室内へ吹出される調和空気の上下方向の風
向を制御する。
【００２３】
　前面下部熱交換器３０ｂの下方に、熱交換器３０に付着する結露水を受けるドレンパン
７０が形成されている。ドレンパン７０の裏側は、風路の一構成部材となっている。
【００２４】
　清掃ユニット３は、熱交換器３０の上流側に設けられる。フィルタ１ｂは、支持体１１
のフィルタレール１７に挿入され、通常は吸込口２０に対向する位置にある（図４は通常
の位置）。清掃ユニット３による自動清掃が開始すると、フィルタ１ｂは支持体１１のフ
ィルタレール１７に沿って往復する。
【００２５】
　図４では塵埃回収箱組立（右）２ｂを図示しているので、以下、塵埃回収箱組立（右）
２ｂについて説明する。塵埃回収箱組立（左）２ａも左右の長さが塵埃回収箱組立（右）
２ｂよりも長い点以外は、塵埃回収箱組立（右）２ｂと同様である。長さ以外は、塵埃回
収箱組立（左）２ａと塵埃回収箱組立（右）２ｂとは鏡面対称である。
【００２６】
　塵埃回収箱組立（左）２ａと塵埃回収箱組立（右）２ｂとの長さが異なる理由は、以下
のとおりである。熱交換器３０の右側に冷媒配管、ドレン配管等を配設するスペースが必
要なため、本体ユニット１６の中心は、熱交換器３０の中心と一致していない。外装ケー
ス１５の略中心部に、赤外線センサ２４（図１参照）を設けるため、塵埃回収箱組立（左
）２ａと塵埃回収箱組立（右）２ｂもそれに合わせた配置になる。塵埃回収箱組立（左）
２ａと塵埃回収箱組立（右）２ｂとの境界が、本体ユニット１６の中心と略一致する。従
って、塵埃回収箱組立（左）２ａが塵埃回収箱組立（右）２ｂよりも長くなる。
【００２７】
　塵埃回収箱組立（右）２ｂは、掻き取りブラシ４、ストッパー７、突起部１４等を有す
る塵埃掻き取り部２５と、この塵埃掻き取り部２５の下部に取り付けられ、フィルタ１ｂ
の塵埃を掻き取りブラシ４で掻き取った塵埃をためる塵埃回収箱２２とを備える。
【００２８】
　掻き取りブラシ４は、塵埃掻き取り部２５の左右方向の略全長に亘って取り付けられて
いる。自動清掃時に往復動作を行うフィルタ１ｂに付着した塵埃を掻き取り、塵埃を下方
の塵埃回収箱２２に落とす。
【００２９】
　詳細は後述するが、ストッパー７は、バネ５（図６乃至図１１）の伸縮を利用して、塵
埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１に簡単に取り付けるものである。
【００３０】
　塵埃掻き取り部２５に形成された突起部１４の役割は、以下のとおりである。図５に示
すように、前面パネル９が開いた状態で、例えば、塵埃回収箱組立（右）２ｂを後述する
方法で、支持体１１に取り付けたとする。しかし、取り付けが不十分で塵埃回収箱組立（
右）２ｂが、支持体１１に固定されていない場合もある。このような場合でも、前面パネ
ル９を閉じることにより前面パネル９が突起部１４を押すので、塵埃回収箱組立（右）２
ｂを支持体１１に確実に固定することができる。
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【００３１】
　本実施の形態は、塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右）２ｂの支持体１１
への取付方法に特徴がある。
【００３２】
　図６乃至図１１を参照しながら、塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右）２
ｂの支持体１１への取付方法を、塵埃回収箱組立（右）２ｂを例に説明する。塵埃回収箱
組立（左）２ａの支持体１１への取付方法も同様である。
【００３３】
　尚、図６乃至図１１では、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃回収箱２２は見えていない
。塵埃掻き取り部２５のみが見えている。
【００３４】
　塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃掻き取り部２５は、空気調和機１００の中心側の端部
から横方向に突出している円筒形状の軸８を備える。
【００３５】
　また、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃掻き取り部２５は、軸８と反対側の端部に左右
方向に進退可能なストッパー７を備える。ストッパー７にはバネ５が取り付けられていて
、通常はこのバネ５に力が作用していない。バネ５に力が作用しない状態では、ストッパ
ー７の先端は、支持体１１の右端部よりも突出している。
【００３６】
　ストッパー７の先端は、支持体１１側の角部が面取りされている。ここを面取り部６と
呼ぶ。
【００３７】
　ストッパー７には、使用者が指でストッパー７を内側に移動させるときに使用する突出
部７ａが設けられる。
【００３８】
　ストッパー７の材料は、ポリアセタール（ＰＯＭ：ポリオキシメチレン）樹脂を使用し
、抗菌剤を含んでいてもよい。ＰＯＭは、バランスのとれた機械的特性と優れた成形性、
耐疲労性、耐クリープ性、摩擦摩耗特性、耐薬品性を備えていることから、金属の代替材
料として自動車部品、電機、各種機械、建材等の分野で広く用いられている。
【００３９】
　塵埃掻き取り部２５の材料は、ＡＢＳ（アクロル二トリルブタジエンスチレン）樹脂で
、やはり抗菌剤を含む。
【００４０】
　支持体１１には、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃掻き取り部２５は、空気調和機１０
０の中心側の端部から横方向に突出している円筒形状の軸８が挿入される取り付け穴１８
が、空気調和機１００の中心側に形成されている。
【００４１】
　また、支持体１１には、取り付け穴１８の反対側の端部に、ストッパー７の先端が固定
される固定穴１０が形成されている。
【００４２】
　さらに、固定穴１０より前面側（塵埃回収箱組立（右）２ｂ側）の端部は、ストッパー
７の面取り部６と当接する当接部１１ａになっている。当接部１１ａは、断面が略四角形
の角部で構成される。
【００４３】
　塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１へ取り付ける場合、先ず、図６、図７に示すよ
うに、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃掻き取り部２５の空気調和機１００の中心側の端
部から横方向に突出している円筒形状の軸８を支持体１１の取り付け穴１８に差し込む。
この状態では、軸８と反対側のストッパー７は、支持体１１から離れている（支持体１１
の前面側にいる）。
【００４４】
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　次に、支持体１１の取り付け穴１８に差し込まれた軸８を支点にして、塵埃掻き取り部
２５のストッパー７側端部を支持体１１側に押す。そうすることにより、図８、図９に示
すように、ストッパー７の面取り部６が支持体１１の当接部１１ａに先ず当接する。
【００４５】
　ストッパー７の面取り部６が支持体１１の当接部１１ａに当接後もさらに塵埃掻き取り
部２５のストッパー７側端部を支持体１１側に押すと、当接部１１ａからの反力が面取り
部６に対して略直角に作用する。従って、その反力のストッパー７及びバネ５方向の成分
が存在し、バネ５に作用する。反力によりバネ５は縮む。そのため、ストッパー７は支持
体１１の内側に移動する。
【００４６】
　さらに、塵埃掻き取り部２５のストッパー７側端部を支持体１１側に押すと、図１０、
図１１に示すように、ストッパー７の先端が支持体１１の固定穴１０の位置に到達すると
、バネに作用していた力によりストッパー７は固定穴１０に一気に入り、塵埃掻き取り部
２５（塵埃回収箱組立（右）２ｂ）は、支持体１１に固定される。
【００４７】
　塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１に挿入する人は、ストッパー７の先端が支持体
１１の固定穴１０の位置に到達すると、バネに作用していた力によりストッパー７は固定
穴１０に一気に入るので、確かな手応えを感じることができる。
【００４８】
　既に述べたことではあるが、万が一塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に固定され
ていない（ストッパー７の先端が支持体１１の固定穴１０に挿入されていない）場合でも
、塵埃掻き取り部２５のストッパー７の近傍に前方に突出する突起部１４（図７、図９、
図１１）を形成しているので、前面パネル９を閉じることにより突起部１４が押され、確
実に塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に固定することができる。
【００４９】
　図１２、図１３も参照しながら、塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右）２
ｂの支持体１１からの取り外し方法を、塵埃回収箱組立（右）２ｂを例に説明する。塵埃
回収箱組立（左）２ａの支持体１１への取り外し方法も同様である。
【００５０】
　塵埃回収箱２２の塵埃を捨てるために、塵埃回収箱組立（右）２ｂを外す場合は、スト
ッパー７に形成されている人が指でストッパー７を内側に移動させるときに使用する突出
部（図１２参照）をバネ５の弾性力に抗してバネ５側に移動してストッパー７の先端を固
定穴１０の内側に位置するような状態にして、図１２、図１３に示す指掛け部２３を前に
引けば簡単にストッパー７側が支持体１１から外れる。後は、塵埃回収箱組立（右）２ｂ
の塵埃掻き取り部２５の空気調和機１００の中心側の端部から横方向に突出している円筒
形状の軸８を支持体１１の取り付け穴１８から引き抜けば、塵埃回収箱組立（右）２ｂを
支持体１１から取り外すことができる。
【００５１】
　以上のように、本実施の形態によれば、塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１へ取り
付ける場合、先ず、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃掻き取り部２５の空気調和機１００
の中心側の端部から横方向に突出している円筒形状の軸８を支持体１１の取り付け穴１８
に差し込む。次に、支持体１１の取り付け穴１８に差し込まれた軸８を支点にして、塵埃
掻き取り部２５のストッパー７側端部を支持体１１側に押すことにより、ストッパー７の
面取り部６が支持体１１の当接部１１ａに先ず当接する。さらに塵埃掻き取り部２５のス
トッパー７側端部を支持体１１側に押すと、当接部１１ａからの反力が面取り部６に対し
て略直角に作用するため、その反力のストッパー７及びバネ５方向の成分がバネ５に作用
してバネ５は縮み、ストッパー７は支持体１１の内側に移動する。さらに、塵埃掻き取り
部２５のストッパー７側端部を支持体１１側に押して、ストッパー７の先端が支持体１１
の固定穴１０の位置に到達すると、バネに作用していた力によりストッパー７は固定穴１
０に一気に入り、塵埃掻き取り部２５（塵埃回収箱組立（右）２ｂ）は、支持体１１に確
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実に固定される。尚、塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１に挿入する人は、ストッパ
ー７の先端が支持体１１の固定穴１０の位置に到達すると、バネに作用していた力により
ストッパー７は固定穴１０に一気に入るので、確かな手応えを感じることができる。
【００５２】
　また、万が一塵埃回収箱組立（右）２ｂが支持体１１に固定されていない場合でも、塵
埃掻き取り部２５のストッパー７の近傍に前方に突出する突起部１４を形成しているので
、前面パネル９を閉じることにより突起部１４が押され、確実に塵埃回収箱組立（右）２
ｂが支持体１１に固定することができる。
【００５３】
　さらに、塵埃回収箱２２の塵埃を捨てるために、塵埃回収箱組立（右）２ｂを外す場合
は、ストッパー７に形成されている人が指でストッパー７を内側に移動させるときに使用
する突出部７ａをバネ５の弾性力に抗してバネ５側に移動してストッパー７の先端を固定
穴１０の内側に位置するような状態にして、指掛け部２３を前に引けば簡単にストッパー
７側が支持体１１から外れる。そして、軸８を支持体１１の取り付け穴１８から引き抜け
ば、塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１から取り外すことができる。
【００５４】
　実施の形態２．
　図１４、図１５は実施の形態２を示す図で、図１４は清掃ユニット３の部分（右側）正
面図、図１５は塵埃回収箱組立（右）２ｂが押し出し装置１３で押し出された状態を示す
図である。
【００５５】
　本実施の形態は、上記実施の形態１の塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右
）２ｂの塵埃回収箱２２に押し出し装置１３を追加したものである。その他の構成は、上
記実施の形態１の同様であり、説明は省く。
【００５６】
　塵埃回収箱組立（左）２ａ、塵埃回収箱組立（右）２ｂは、上記実施の形態１と同様に
左右の長さ以外は、同様の構成である。長さ以外は、塵埃回収箱組立（左）２ａと塵埃回
収箱組立（右）２ｂとは鏡面対称である。
【００５７】
　以下、塵埃回収箱組立（右）２ｂを例に説明する。図１４に示すように、塵埃回収箱組
立（右）２ｂは、塵埃回収箱２２（図１４では見えていない）に、押し出し装置１３が設
けられている。
【００５８】
　押し出し装置１３は、押し出し装置本体１３ａと、バネ１３ｂとを備える。図１４、図
１５では、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃回収箱２２の背面に押し出し装置１３を設け
ている。但し、支持体１１の前面に押し出し装置１３を設けてもよい。
【００５９】
　押し出し装置１３を設けることにより、以下に示す効果が得られる。
（１）塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１に取り付ける際に、塵埃回収箱組立（右）
２ｂのストッパー７が支持体１１の固定穴１０に入っていないと、塵埃回収箱組立（右）
２ｂが押し出し装置１３により前方へ押し出され、塵埃回収箱組立（右）２ｂの支持体１
１への固定が不十分であることが使用者によくわかる。
（２）塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１から取り外す場合、ストッパー７の突出部
７ａを図１４の矢印の方向へ移動させると、押し出し装置１３が塵埃回収箱組立（右）２
ｂを前方へ押し出すため、簡単に塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１から取り外すこ
とができる。従って、図１２、図１３に示す指掛け部２３は、実施の形態２ではなくても
よい。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態によれば、押し出し装置本体１３ａと、バネ１３ｂとを備
える押し出し装置１３を、塵埃回収箱組立（右）２ｂの塵埃回収箱２２の背面に、または
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ける際に、塵埃回収箱組立（右）２ｂのストッパー７が支持体１１の固定穴１０に入って
いないと、塵埃回収箱組立（右）２ｂが押し出し装置１３により前方へ押し出され、塵埃
回収箱組立（右）２ｂの支持体１１への固定が不十分であることが使用者によくわかる。
また、塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１から取り外す場合、ストッパー７の突出部
７ａを移動させると、押し出し装置１３が塵埃回収箱組立（右）２ｂを前方へ押し出すた
め、簡単に塵埃回収箱組立（右）２ｂを支持体１１から取り外すことができる。
【００６１】
　以上、この発明の具体的な実施の形態について説明したが、この発明は上記形態に限定
されるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。
【００６２】
　例えば、この発明は室内空気を吸い込んで、冷房、暖房、除湿を行う空気調和機に限ら
ず、室内空気中に含まれる塵埃を捕捉する空気清浄機能を有する空気調和機に対しても適
用できる。
【００６３】
　さらに、フィルタを移動させて自動清掃作業を行う空気調和機に限らず、清掃ブラシが
移動してフィルタに付着した塵埃を除去する構造の空気調和機にも適用できる。
【００６４】
　また、フィルタを移動させる移動方法としては、フィルタに形成したラックをピニオン
に噛み合わせて、このピニオンの回転移動によってフィルタを清掃ユニット内に移送する
方式のものに限らず、上下プーリと環状ベルトを使用したものでも良く、また従来のよう
な巻取り方式やループ方式であってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１ａ　フィルタ、１ｂ　フィルタ、２ａ　塵埃回収箱組立（左）、２ｂ　塵埃回収箱組
立（右）、３　清掃ユニット、４　掻き取りブラシ、５　バネ、６　面取り部、７　スト
ッパー、７ａ　突出部、８　軸、９　前面パネル、１０　固定穴、１１　支持体、１３　
押し出し装置、１３ａ　押し出し装置本体、１３ｂ　バネ、１４　突起部、１５　外装ケ
ース、１６　本体ユニット、１７　フィルタレール、１８　取り付け穴、２０　吸込口、
２１　吹出口、２２　塵埃回収箱、２３　指掛け部、２４　赤外線センサ、２５　塵埃掻
き取り部、３０　熱交換器、３０ａ　前面上部熱交換器、３０ｂ　前面下部熱交換器、３
０ｃ　背面熱交換器、４０　送風機、５０　左右風向制御板、６０　上下風向制御板、７
０　ドレンパン、１００　空気調和機。
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