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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を吸い込む吸込口と、取り外し可能に設けられ、前記吸込口から空気と共に吸い込
まれた塵埃を捕集するフィルタと、前記吸込口から吸い込まれ、前記フィルタを通過した
空気を吹き出す吹出口とを備え、前記フィルタを透過した空気の状態を調整して送風する
空調装置において、
　前記フィルタを透過した空気の状態を調整する機能部が内蔵された空調装置本体と、
　前記フィルタに光を照射する発光部と、
　前記発光部から照射された光を反射する反射部と、
　前記反射部で反射された前記発光部からの反射光を受光する第１受光部と、
　前記フィルタで反射された前記発光部からの反射光を受光する第２受光部と、
　前記第１受光部が受光した受光量に基づいて、前記フィルタにおける塵埃の堆積度合い
を判定し、その判定結果に対応した制御を実行する制御部と、
　を備え、
　前記発光部及び前記第１受光部は、前記空調装置本体に配設され、
　前記発光部及び前記反射部は、前記フィルタを挟んで配設され、
　前記第２受光部は、前記フィルタに対し前記発光部が配設される側に配設され、
　前記制御部は、前記第１受光部と前記第２受光部が受光した受光量に基づいて、前記フ
ィルタの取付状態を判定することを特徴とする空調装置。
【請求項２】
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　空気を吸い込む吸込口と、取り外し可能に設けられ、前記吸込口から空気と共に吸い込
まれた塵埃を捕集するフィルタと、前記吸込口から吸い込まれ、前記フィルタを通過した
空気を吹き出す吹出口とを備え、前記フィルタを透過した空気の状態を調整して送風する
空調装置において、
　前記フィルタを透過した空気の状態を調整する機能部が内蔵された空調装置本体と、
　前記フィルタに光を照射する発光部と、
　前記発光部から照射された光を反射する反射部と、
　前記反射部で反射された前記発光部からの反射光を受光する第１受光部と、
　前記フィルタで反射された前記発光部からの反射光を受光する第２受光部と、
　前記第１受光部が受光した受光量に基づいて、前記フィルタにおける塵埃の堆積度合い
を判定し、その判定結果に対応した制御を実行する制御部と、
　前記フィルタよりも上流側に配設され、空調装置本体に対し取り付け位置から非取り付
け位置へと可動な表面パネルと、
　を備え、
　前記発光部及び前記第１受光部は、前記空調装置本体に配設され、
　前記発光部及び前記反射部は、前記フィルタを挟んで配設され、
　前記反射部は、前記表面パネルに配設され、
　前記第２受光部は、前記フィルタに対し前記発光部が配設される側に配設され、
　前記制御部は、前記第１受光部と前記第２受光部が受光した受光量に基づいて、前記表
面パネルの取付状態を判定することを特徴とする空調装置。
【請求項３】
　前記発光部は、前記フィルタよりも下流側に配設され、
　前記第１受光部は、前記フィルタよりも下流側であって、前記発光部に対し前記フィル
タの平面方向に沿って所定間隔をあけて配設され、
　前記反射部は、前記フィルタよりも上流側であって、前記発光部から照射された光を反
射角が鋭角となる位置に配設されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の空
調装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が堆積度合い判定領域内である場合に
、前記フィルタにおける塵埃の堆積度合いを判定することを特徴とする請求項１乃至請求
項３の何れか１項に記載の空調装置。
【請求項５】
　前記フィルタよりも上流側に配設され、空調装置本体に対し取り付け位置から非取り付
け位置へと可動な表面パネルを備え、
　前記反射部は、前記表面パネルに配設され、
　前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が、前記堆積度合い判定領域よりも低
いパネル有無判定領域内である場合に、前記表面パネルの取付状態を判定し、その判定結
果に対応した制御を実行することを特徴とする請求項４に記載の空調装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が、前記堆積度合い判定領域内よりも
高いフィルタ有無判定領域内である場合に、前記フィルタの取付状態を判定し、その判定
結果に対応した制御を実行することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の空調装
置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が前記パネル有無判定領域内であり且
つ前記第２受光部が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合に、前記表面パネルが取り
付けられた状態でないと判定することを特徴とする請求項５に記載の空調装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が前記フィルタ有無判定領域内であり
且つ前記第２受光部が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合に、前記フィルタが取り
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外された状態であると判定することを特徴とする請求項６に記載の空調装置。
【請求項９】
　前記フィルタは、前記フィルタを取り外す際に、前記発光部、前記第１受光部、及び前
記反射部のうち少なくとも１つに付着した塵埃を除去するブラシを有することを特徴とす
る請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載の空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の空調を行う空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空調装置は、空気の吸込口及び吹出口を形成した筐体を備え、吸込口から吸い込
まれた空気の温度、湿度等を循環冷媒によって調整し、温度及び湿度が調整された空気を
吹出口から送風するように構成されている。また、塵埃の侵入を防ぐために吸込口を覆う
フィルタを備えている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の空調装置では、フィルタに堆積した塵埃を検出する反射型
のフォトインタラプタを備え、フォトインタラプタの検出結果に基づいて、フィルタに塵
埃が堆積しているか否かを判定し、その判定に対応する制御を実行するように構成されて
いる。これにより、フィルタに堆積した塵埃の堆積量を検出し、フィルタの清掃に係る処
理を実行することができる。また、運転積算時間を計時する計時部を備え、予め記憶した
所定時間を計時した場合、フィルタの清掃を促すように構成される空調装置に比べ、フィ
ルタ清掃の誤報を防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３３３２３６号公報
【特許文献２】特開昭６３－１９０６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、例えば、特許文献１に記載の空調装置においては、フォトインタラプタ
は、フィルタに光を照射する発光部と、フィルタで反射された反射光を受光する受光部と
を備えており、発光部及び受光部は、フィルタの背面側及びフィルタより吸込口側のいず
れか一方に配設されている。そのため、部品のばらつきや塵埃の付着の仕方の違いによっ
て受光部が受光する受光量のばらつきが生じることで、誤動作を発生する畏れがある。
【０００６】
　一方で、例えば、特許文献２に記載の空調装置においては、発光部と、発光部が発光し
た光を受光する受光部とを備えており、発光部及び受光部は、フィルタを挟んで対向する
位置に配設されている。これにより、部品のばらつきや塵埃の付着の仕方の違いによって
受光部が受光する受光量のばらつきが生じることで誤動作が発生してしまうことを抑制す
ることができる。
【０００７】
　しかしながら、例えば、特許文献２に記載の空調装置においては、発光部及び受光部は
、フィルタを挟んで対向する位置に配設するために、発光部及び受光部のうちいずれか一
方を、空調装置の筐体以外の部材、すなわち筐体に対して取り外し可能な部材に取り付け
るか、筐体の形状を例えば断面がコの字形状などの形状となるように形成する必要がある
。前者の場合、配線を引きまわさなければならず、空調装置を設置する際の手間がかかる
という問題がある。また後者の場合、複雑な形状となってしまうという問題がある。つま
り、発光部及び受光部は、フィルタを挟んで対向する位置に配設するためには、複雑な構
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成となってしまうという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、複雑な構成とならずに、フ
ィルタにおける塵埃の堆積度合いを精度良く検出することができる空調装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を実現するため、本発明のうち第１の態様に係る空調装置においては、空気を
吸い込む吸込口と、取り外し可能に設けられ、前記吸込口から空気と共に吸い込まれた塵
埃を捕集するフィルタと、前記吸込口から吸い込まれ、前記フィルタを通過した空気を吹
き出す吹出口とを備え、前記フィルタを透過した空気の状態を調整して送風する空調装置
において、前記フィルタを透過した空気の状態を調整する機能部が内蔵された空調装置本
体と、前記フィルタに光を照射する発光部と、前記発光部から照射された光を反射する反
射部と、前記反射部で反射された前記発光部からの反射光を受光する第１受光部と、前記
第１受光部が受光した受光量に基づいて、前記フィルタにおける塵埃の堆積度合いを判定
し、その判定結果に対応した制御を実行する制御部と、を備え、前記発光部及び前記第１
受光部は、前記空調装置本体に配設され、前記発光部及び前記反射部は、前記フィルタを
挟んで配設されることを特徴とする。
【００１０】
　このような構成の空調装置によれば、発光部及び第１受光部は、空調装置本体に配設さ
れ、発光部及び反射部はフィルタを挟んで配設される。これにより、発光部から照射され
た光はフィルタを透過して反射部により反射され、その反射された反射光を第１受光部は
受光することとなる。よって、複雑な構成とならずに、フィルタにおける塵埃の堆積度合
いを精度良く検出することができる。
【００１１】
　本発明のうち第２の態様に係る空調装置は、前記発光部は、前記フィルタよりも下流側
に配設され、前記第１受光部は、前記フィルタよりも下流側であって、前記発光部に対し
前記フィルタの平面方向に沿って所定間隔をあけて配設され、前記反射部は、前記フィル
タよりも上流側であって、前記発光部から照射された光を反射角が鋭角となる位置に配設
されることを特徴とする。
【００１２】
　このような構成の空調装置によれば、発光部は、フィルタよりも下流側に配設され、第
１受光部は、フィルタよりも下流側であって、発光部に対しフィルタの平面方向に沿って
所定間隔をあけて配設され、反射部は、フィルタよりも上流側であって、発光部から照射
された光を反射角が鋭角となる位置に配設される。これにより、発光部から照射された光
はフィルタの２箇所を透過することとなる。よって、発光部から照射された光がフィルタ
の１箇所を透過する場合と比べて、フィルタにおける塵埃の堆積度合いを精度良く検出す
ることができる。
【００１３】
　本発明のうち第３の態様に係る空調装置は、前記制御部は、前記第１受光部が受光した
受光量が前記堆積度合い判定領域内である場合に、前記フィルタにおける塵埃の堆積度合
いを判定することを特徴とする。
【００１４】
　このような構成の空調装置によれば、制御部は、第１受光部が受光した受光量が詰まり
判定領域内である場合に、フィルタにおける塵埃の堆積度合いを判定する。そのため、第
１受光部が受光した受光量に基づいて、フィルタにおける塵埃の堆積度合いを判定するこ
とができる。
【００１５】
　本発明のうち第４の態様に係る空調装置は、前記フィルタよりも上流側に配設され、空
調装置本体に対し取り付け位置から非取り付け位置へと移動可能な表面パネルを備え、前
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記反射部は、前記表面パネルに配設され、前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光
量が、前記堆積度合い判定領域よりも低いパネル有無判定領域内である場合に、前記表面
パネルが取り付けられた状態でないと判定し、その判定結果に対応した制御を実行するこ
とを特徴とする。
【００１６】
　このような構成の空調装置によれば、反射部は表面パネルに配設され、制御部は、第１
受光部が受光した受光量が、堆積度合い判定領域内よりも低いパネル有無判定領域内であ
る場合に、表面パネルが空調装置本体に対し取り付けられた状態でない、すなわち表面パ
ネルが空調装置本体に対し取り付け位置にないと判定し、その判定結果に対応した制御を
実行する。これにより、第１受光部が受光した受光量に基づいて、表面パネルが空調装置
本体に対し取り付けられた状態でないことを判定することができるとともに、フィルタに
おける塵埃の堆積度合いを精度良く検出することができる。
【００１７】
　本発明のうち第５の態様に係る空調装置は、前記制御部は、前記第１受光部が受光した
受光量が、前記堆積度合い判定領域内よりも高いフィルタ有無判定領域内である場合に、
前記フィルタが取り外された状態であると判定し、その判定結果に対応した制御を実行す
ることを特徴とする。
【００１８】
　このような構成の空調装置によれば、制御部は、第１受光部が受光した受光量が、堆積
度合い判定領域内よりも高いフィルタ有無判定領域内である場合に、フィルタが取り外さ
れた状態であると判定し、その判定結果に対応した制御を実行する。これにより、第１受
光部が受光した受光量に基づいて、フィルタが取り外された状態であることを判定するこ
とができるとともに、フィルタにおける塵埃の堆積度合いを精度良く検出することができ
る。
【００１９】
　本発明のうち第６の態様に係る空調装置は、前記フィルタで反射された前記発光部から
の反射光を受光する第２受光部を備え、前記第２受光部は、前記フィルタに対し前記発光
部が配設される側に配設され、前記制御部は、前記第１受光部が受光した受光量が前記パ
ネル有無判定領域内であり且つ前記第２受光部が受光した受光量が第１閾値よりも低い場
合に、前記表面パネルが取り付けられた状態でないと判定することを特徴とする。
【００２０】
　このような構成の空調装置によれば、フィルタで反射された発光部からの反射光を受光
する第２受光部を備え、第２受光部は、フィルタに対し発光部が配設される側に配設され
、制御部は、第１受光部が受光した受光量がパネル有無判定領域内であり且つ第２受光部
が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合に、表面パネルが取り付けられた状態でない
と判定する。すなわち、第２受光部が受光した受光量も踏まえて、表面パネルが取り付け
られた状態でないことを判定することができる。そのため、より精度良く表面パネルが取
り付けられた状態でないことを判定することができる。その結果、フィルタにおける塵埃
の堆積度合いをより精度良く検出することができる。
【００２１】
　本発明のうち第７の態様に係る空調装置は、前記制御部は、前記第１受光部が受光した
受光量が前記フィルタ有無判定領域内であり且つ前記第２受光部が受光した受光量が前記
第１閾値よりも低い場合に、前記フィルタが取り外された状態であると判定することを特
徴とする。
【００２２】
　このような構成の空調装置によれば、制御部は、第１受光部が受光した受光量がフィル
タ有無判定領域内であり且つ第２受光部が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合に、
フィルタが取り外された状態であると判定する。すなわち、第２受光部が受光した受光量
も踏まえて、フィルタが取り外された状態であることを判定することができる。そのため
、より精度良くフィルタが取り外された状態であることを判定することができる。その結
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果、フィルタにおける塵埃の堆積度合いをより精度良く検出することができる。
【００２３】
　本発明のうち第８の態様に係る空調装置は、前記フィルタは、前記フィルタを取り外す
際に、前記発光部、前記第１受光部、及び前記反射部のうち少なくとも１つに付着した塵
埃を除去するブラシを有することを特徴とする。
【００２４】
　このような構成の空調装置によれば、フィルタを取り外す際に、発光部、第１受光部、
及び反射部のうち少なくとも１つに付着した塵埃を除去するブラシを有するため、フィル
タが取り外されると同時に、発光部、第１受光部、及び反射部のうち少なくとも１つに付
着した塵埃を除去することができる。よって、付着した塵埃による誤判定を抑制すること
ができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の態様によれば、複雑な構成とならずに、フィルタにおける塵埃の堆積度合いを
精度良く検出することができる空調装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態に係る空調装置を天井パネルに取り付けた状態を模式的に示
す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る空調装置の発光部、受光部、反射部の配置関係を示す
部分拡大図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る空調装置のフィルタのブラシを示す部分拡大図である
。
【図４】本発明の実施の形態に係る空調装置のフィルタにおける塵埃の堆積度合い判定動
作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の第１の変形例を
示す部分拡大図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の第２の変形例を
示す部分拡大図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の第３の変形例を
示す部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００２８】
　まず、本発明の実施の形態に係る空調装置について、図１を参照して説明する。図１は
、本発明の実施の形態に係る空調装置を天井パネルに取り付けた状態を模式的に示す図で
ある。
【００２９】
　図１に示すように、空調装置１は、空調装置本体２と、表面パネル１０と、から構成さ
れる。空調装置本体２は、全体が略直方体となるように形成されており、その内部に、室
内の空気の状態を調整して送風する機能部を有している。ここで、空気の状態の調整とは
、具体例として、温度調整、湿度調整、ミスト混合やイオン混合などがある。空調装置本
体２の底面は開放されており、側面（側壁）の下端部にはフランジ３が形成されている。
【００３０】
　空調装置本体２は、上方から見た場合において、フランジ３を除く部分の外形が天井パ
ネル２０の開口部２０ａよりもわずかに小さくなるように形成されている。また、フラン
ジ３の外形は、開口部２０ａよりも大きく形成されている。
【００３１】
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　空調装置１を天井パネル２０に取り付ける際は、空調装置本体２を天井パネル２０の下
方から開口部２０ａに挿入した後、フランジ３と天井パネル２０とを図示しないボルトで
固定する。更に、フランジ３を覆うように表面パネル１０を取り付けた後、表面パネル１
０をフランジ３に対して図示しないボルトで固定する。このように、表面パネル１０は空
調装置本体２に取り付けられている。
【００３２】
　空調装置本体２の内部、すなわち表面パネル１０の上方には、吸込口１２と吹出口１４
とを連通させる内部流路４が形成されている。内部流路４は、吸込口１２から吸い込んだ
空気が吹出口１４へと流れるための流路である。なお、本願明細書では、「上流」、「下
流」という語句は、吸込口１２から吹出口１４へ向かう気流の方向を基準としている。
【００３３】
　ファン６は内部流路４に配置された送風機であって、内部流路４における空気の流れを
発生させるものである。ファン６の上部には、ファン６を回転駆動するファンモータ７が
設けられている。ファン６は、複数の羽根を円形に並べた所謂シロッコファンと呼ばれる
ものである。ファンモータ７が回転すると、ファン６が回転駆動され、ファン６の下方か
ら空気を吸い込み、ファン６の側面から水平方向に空気が放出される。
【００３４】
　ファン６よりも下流側を流れる空気は、ヒータ８を経由して吹出口１４を通過し、室内
に吹き出る。ヒータ８は、整風板９の直上に配置された電気ヒータであって、吹出口１４
から吹き出す空気を加熱するものである。ヒータ８は常に空気を加熱するものではなく、
空調装置１の運転モードに応じて、図示しない制御部により加熱のＯＮ／ＯＦＦが適宜制
御される。
【００３５】
　空調装置本体１には、ファンモータ７及びヒータ８の動作を制御する制御部（図示しな
い）を有している。
【００３６】
　このように、本実施形態では、室内の空気の状態を調整して送風する機能部として、フ
ァン６、ファンモータ７、ヒータ８、制御部(図示なし)が内蔵されている。
【００３７】
　表面パネル１０は、フィルタ１６よりも上流側に配設されており、空調装置本体１に対
し、取り付け位置から非取り付け位置へと可動である。表面パネル１０は、空気を吸い込
む吸込口１２と、吸込口１２から吸い込まれ、フィルタを通過した空気を吹き出す吹出口
１４と、フィルタ１６と、を備えている。なお、表面パネル１０は、空調装置本体１に対
して表面パネル１０の全体を取り付け位置から非取り付け位置へと可動なものでもよいし
、空調装置本体１に対して表面パネル１０の一部は軸などにより固定し、その他の部分を
取り付け位置から非取り付け位置へと開閉可動なものであってもよい。言い換えると、表
面パネル１０は、空調装置本体１に対して表面パネル１０の全体を取り外すことができる
ものでもよいし、空調装置本体１に対して開閉可能とすることで表面パネル１０の一部を
取り外すことができるものでもよい。
【００３８】
　フィルタ１６は、吸込口１２から空気と共に吸い込まれた塵埃を捕集するためのもので
あり、ファン６よりも上流側で且つ吸込口１２よりも下流側に配設されている。フィルタ
１６は、表面パネル１０に対して取り外し可能に設けられている。なお、本実施形態では
、フィルタ１６は、表面パネル１０に対して取り外し可能に設けられているが、例えば、
表面パネル１０とは別の部材に取り付けられていてもよい。
【００３９】
　なお、図１において図示を省略しているが、空調装置本体１は、発光部３１と、反射部
３２と、第１受光部３３と、第２受光部３４と、を備えている。発光部３１は、フィルタ
１６に光を照射するものである。反射部３２は、発光部３１から照射された光を反射する
ものである。第１受光部３３は、反射部３２で反射された発光部３１からの反射光を受光
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するものである。第２受光部３４は、フィルタ１６で反射された発光部３１からの反射光
を受光するものである。なお、それぞれの配置関係については、後述する。制御部（図示
なし）は、第１受光部３３が受光した受光量に基づいて、フィルタ１６における塵埃の堆
積度合いを判定し、その判定結果に対応した制御を実行する。
【００４０】
　次に、本発明の実施の形態に係る空調装置の発光部、受光部、反射部の配置関係につい
て、図２および図３を参照して説明する。図２は、本発明の実施の形態に係る空調装置の
発光部、受光部、反射部の配置関係を示す部分拡大図である。図３は、本発明の実施の形
態に係る空調装置のフィルタのブラシを示す部分拡大図である。なお、図２に示す矢印は
、最大指向方向を示している。
【００４１】
　図２および図３に示すように、発光部３１及び第１受光部３３は、空調装置本体１に配
設され、フィルタ１６よりも下流側に配設されている。第１受光部３３は、発光部３１に
対しフィルタ１６の平面方向に沿って所定間隔をあけて配設されている。第２受光部３４
は、フィルタ１６に対し発光部３１が配設される側、すなわちフィルタ１６よりも下流側
に配設されている。
【００４２】
　反射部３２は、フィルタ１６よりも上流側の表面パネル１０に配設されている。すなわ
ち、反射部３２は、発光部３１とはフィルタ１６を挟んで配設されている。反射部３２は
、発光部３１から照射された光を反射角が鋭角となる位置に配設される。言い換えると、
発光部３１から照射された光の最大指向方向と、反射部３２から反射された反射光の最大
指向方向とが同じ直線上とならないように、反射部３２は配設される。
【００４３】
　図４に示すように、フィルタ１６は、フィルタ１６を取り外す際に、発光部３１、反射
部３２、第１受光部３３、および第２受光部３４に付着した塵埃を除去するブラシ１７を
有する。ブラシ１７は、フィルタ１６の取り外し方向（図４示す矢印の方向）とは、反対
側の端部に設けられている。そのため、フィルタ１６を表面パネル１０から取り外すため
に、フィルタ１６を取り外し方向へ移動させフィルタ１６を取り外す際に、ブラシ１７が
発光部３１、反射部３２、第１受光部３３、および第２受光部３４のそれぞれの表面に接
触してそれぞれに付着した塵埃を除去することができる。
【００４４】
　次に、本発明の実施の形態に係る空調装置のフィルタにおける塵埃の堆積度合い判定動
作手順について、図４を参照して説明する。図４は、本発明の実施の形態に係る空調装置
のフィルタにおける塵埃の堆積度合い判定動作を示すフローチャートである。
【００４５】
　図４に示すように、制御部は、所定のタイミングで発光部を発光させる（ステップＳ１
０）。所定のタイミングとは、空調装置１の操作を行う図示しないリモコンから信号を受
信した場合や、空調装置１の駆動時間が所定時間を越えた場合などである。
【００４６】
　次に、制御部は、第１受光部３３及び第２受光部３４がそれぞれ受光した光の強度（受
光量）を演算する（ステップＳ１２）。そして、制御部は、第１受光部３３の受光量が堆
積度合い判定領域内か否か判断する（ステップＳ１４）。第１受光部３３の受光量が堆積
度合い判定領域内であると判断すると（ステップＳ１４－Ｙｅｓ）、制御部は、フィルタ
１６における塵埃の堆積度合いを判定する（ステップＳ１６）。続いて、制御部は、塵埃
の堆積度合いの判定結果に対応した制御を実行する（ステップＳ１８）。そして、フィル
タ１６における塵埃の堆積度合い判定を終了する。
【００４７】
　ここで、発光部３１が発光した光は、フィルタ１６で反射するかフィルタ１６を透過す
る。フィルタ１６を透過した光は、反射部３２で反射し、この反射光を第１受光部３３が
受光する。そのため、第１受光部３３は受光する受光量は、フィルタ１６における塵埃の
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堆積度合いにより変化するものである。具体的には、フィルタ１６における塵埃の堆積度
合いが高い場合は、フィルタ１６に堆積した塵埃によりフィルタ１６を透過する光が少な
くなるため、第１受光部３３が受光する受光量は、小さくなる（少なくなる）。一方、フ
ィルタ１６における塵埃の堆積度合いが少ない場合は、第１受光部３３が受光する受光量
は、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが高い場合に比べて大きくなる（多くなる）
。なお、塵埃の堆積度合いの判定結果に対応した制御とは、例えば、塵埃の堆積度合いの
判定結果により、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが高いと判断した場合、ランプ
の点灯や音などにより使用者へ清掃を促す制御や、ファン６の回転を調整する制御、ヒー
タ８の出力を調整する制御などである。
【００４８】
　一方、ステップＳ１４において、第１受光部３３の受光量が堆積度合い判定領域内でな
いと判断すると（ステップＳ１４－Ｎｏ）、制御部は、第１受光部３３の受光量がパネル
有無判定領域内であるか否かを判断する（ステップＳ２０）。パネル有無判定領域とは、
堆積度合い判定領域よりも低い領域である。第１受光部３３の受光量がパネル有無判定領
域内であると判断すると（ステップＳ２０－Ｙｅｓ）、制御部は、第２受光部３４の受光
量が第１閾値よりも低いか否かを判断する（ステップＳ２２）。第２受光部３４の受光量
が第１閾値よりも低いと判断すると（ステップＳ２２－Ｙｅｓ）、制御部は、表面パネル
１０が取り付けられた状態でないと判定し、その判定結果に対応した制御を実行する（ス
テップＳ２４）。そして、フィルタ１６における塵埃の堆積度合い判定を終了する。一方
、ステップＳ２２において、第２受光部３４の受光量が第１閾値よりも高いと判断すると
（ステップＳ２２－Ｎｏ）、制御部は、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが高い場
合の制御を実行する（ステップＳ２６）。具体的には、例えば、フィルタ１６の清掃を使
用者に促す制御を実行する。そして、フィルタ１６における塵埃の堆積度合い判定を終了
する。
【００４９】
　ここで、第１受光部３３が受光した受光量が堆積度合い判定閾値よりも低い場合、２つ
の原因が考えられる。１つ目は、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが高いこと、２
つ目は、表面パネル１０が取り付けられた状態でないことである。
　発光部３１が発光した光は、フィルタ１６で反射するかフィルタ１６を透過する。フィ
ルタ１６で反射した反射光は、第２受光部３４が受光する。そのため、第２受光部が受光
する受光量は、フィルタ１６が取り付けられた状態でない場合に小さくなる（少なくなる
）。
　よって、第２受光部３４が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合、第１受光部３３
が受光した受光量が低い原因は、表面パネル１０が取り付けられた状態でないことである
と判定することができる。一方、第２受光部３４が受光した受光量が第１閾値よりも高い
場合、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが高いことであると判定することができる
。なお、表面パネル１０が取り付けられた状態でないという判定結果に対応した制御とは
、例えば、ランプの点灯や音などにより、表面パネル１０が取り付けられた状態でないこ
とを使用者に報知する制御、動作を禁止する制御、動作を停止する制御などである。
【００５０】
　一方、ステップＳ２０において、第１受光部３３の受光量がパネル有無判定領域内でな
いと判断すると（ステップＳ２０－Ｎｏ）、制御部は、第２受光部３４の受光量が第１閾
値よりも低いか否かを判断する（ステップＳ２８）。ここで、本実施形態では、第１受光
部３３の受光量の領域を、第１受光部３３の受光量に応じて、塵埃の堆積度合いを判定す
る堆積度合い判定領域と、この堆積度合い判定領域よりも受光量の高い領域であるフィル
タ有無判定領域と、堆積度合い判定領域よりも受光量が低いパネル有無判定領域と、の３
つの領域に分けている。そのため、第１受光部３３の受光量が堆積度合い判定領域内でな
く且つパネル有無判定領域内でないということは、フィルタ有無判定領域内であるという
ことである。
【００５１】
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　第２受光部３４の受光量が第１閾値よりも低いと判断すると（ステップＳ２８－Ｙｅｓ
）、制御部は、フィルタ１６が取り外された状態であると判定し、その判定結果に対応し
た制御を実行する（ステップＳ３０）。そして、フィルタ１６における塵埃の堆積度合い
判定を終了する。一方、ステップＳ２８において、第２受光部３４の受光量が第１閾値よ
りも高いと判断すると（ステップＳ２２－Ｎｏ）、制御部は、フィルタ１６における塵埃
の堆積度合いが低い場合の制御を実行する（ステップＳ３２）。具体的には、例えば、フ
ィルタ１６が正常であることを報知する制御を実行する。そして、フィルタ１６における
塵埃の堆積度合い判定を終了する。
【００５２】
　ここで、第１受光部３３が受光した受光量が比較的高い場合、２つの原因が考えられる
。１つ目は、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが低いこと、２つ目は、フィルタ１
６が取り外されている状態であることである。
　よって、第２受光部３４が受光した受光量が第１閾値よりも低い場合、第１受光部３３
が受光した受光量が低い原因は、フィルタ１６が取り外されている状態であることである
と判定することができる。一方、第２受光部３４が受光した受光量が第１閾値よりも高い
場合、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いが低いことであると判定することができる
。なお、フィルタ１６が取り外された状態であるという判定結果に対応した制御とは、例
えば、ランプの点灯や音などにより、フィルタ１６が取り外された状態であることを使用
者に報知する制御、動作を禁止する制御、動作を停止する制御などである。
【００５３】
　なお、本実施形態では、ステップＳ２０において、第１受光部の受光量がパネル有無判
定領域内であるか否かについて判断したが、ステップＳ２０において、第１受光部の受光
量がフィルタ有無判定領域内であるか否かについて判断してもよい。
【００５４】
　以上のように、本実施形態に係る空調装置１では、発光部３１および第１受光部３３は
、空調装置本体２に配設され、発光部３１および反射部３２はフィルタ１６を挟んで配設
される。これにより、発光部３１から照射された光はフィルタ１６を透過して反射部３２
により反射され、その反射された反射光を第１受光部３３は受光することとなる。よって
、複雑な構成とならずに、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いを精度良く検出するこ
とができる。
【００５５】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、発光部３１は、フィルタ１６よりも下流側に
配設され、第１受光部３３は、フィルタ１６よりも下流側であって、発光部３１に対しフ
ィルタの平面方向に沿って所定間隔をあけて配設され、反射部３２は、フィルタ１６より
も上流側であって、発光部３１から照射された光を反射角が鋭角となる位置に配設される
。これにより、発光部３１から照射された光はフィルタ１６の２箇所を透過することとな
る。よって、発光部３１から照射された光がフィルタの１箇所を透過する場合と比べて、
フィルタ１６における塵埃の堆積度合いを精度良く検出することができる。
【００５６】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、制御部は、第１受光部３３が受光した受光量
が堆積度合い判定領域内である場合に、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いを判定す
る。これにより、第１受光部３３が受光した受光量に基づいて、フィルタ１６における塵
埃の堆積度合いを判定することができる。
【００５７】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、反射部３２は表面パネル１０に配設され、制
御部は、第１受光部３３が受光した受光量が、堆積度合い判定領域内よりも低いパネル判
定領域内である場合に、表面パネル１０が取り付けられた状態でないと判定し、その判定
結果に対応した制御を実行する。これにより、第１受光部３３が受光した受光量に基づい
て、表面パネル１０が取り付けられた状態でないことを判定することができるとともに、
フィルタ１６における塵埃の堆積度合いを精度良く検出することができる。
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【００５８】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、フィルタ１６で反射された発光部３１からの
反射光を受光する第２受光部３４を備え、第２受光部３４は、フィルタ１６に対し発光部
３１が配設される側に配設され、制御部は、第１受光部３３が受光した受光量が堆積度合
い判定領域よりも低いパネル判定領域内であり且つ第２受光部３４が受光した受光量が第
１閾値よりも低い場合に、表面パネル１０が取り付けられた状態でないと判定する。すな
わち、第２受光部３４が受光した受光量も踏まえて、表面パネル１０が取り付けられた状
態でないことを判定することができる。そのため、より精度良く表面パネル１０が取り付
けられた状態でないことを判定することができる。その結果、フィルタ１６における塵埃
の堆積度合いをより精度良く検出することができる。
【００５９】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、制御部は、第１受光部３３が受光した受光量
が、堆積度合い判定領域内よりも高いフィルタ判定領域内である場合に、フィルタ１６が
取り外された状態であると判定し、その判定結果に対応した制御を実行する。これにより
、第１受光部３３が受光した受光量に基づいて、フィルタ１６が取り外された状態である
ことを判定することができるとともに、フィルタ１６における塵埃の堆積度合いを精度良
く検出することができる。
【００６０】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、制御部は、第１受光部３３が受光した受光量
が堆積度合い判定領域よりも高いフィルタ判定領域内であり且つ第２受光部３４が受光し
た受光量が第１閾値よりも低い場合に、フィルタ１６が取り外された状態であると判定す
る。すなわち、第２受光部３４が受光した受光量も踏まえて、フィルタ１６が取り外され
た状態であることを判定することができる。そのため、より精度良くフィルタ１６が取り
外された状態であることを判定することができる。その結果、フィルタ１６における塵埃
の堆積度合いをより精度良く検出することができる。
【００６１】
　また、本実施形態に係る空調装置１では、フィルタ１６を取り外す際に、発光部３１、
反射部３２、第１受光部３３、および第２受光部３４のそれぞれに付着した塵埃を除去す
るブラシを有するため、フィルタ１６が取り外されると同時に、発光部３１、反射部３２
、第１受光部３３、および第２受光部３４のそれぞれに付着した塵埃を除去することがで
きる。よって、付着した塵埃による誤判定を抑制することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態に係る空調装置１の発光部、受光部、反射部の配置関係は、本実施形
態に係る空調装置１のように、発光部３１から照射された光はフィルタ１６の２箇所を透
過するためには、発光部３１、第１受光部３３、および第２受光部３４がフィルタ１６よ
り下流側に配設され、反射部３２がフィルタ１６よりも上流側に配設さえることが望まし
が、これに配置関係に限定されない。例えば、図５に示す配置関係でもよい。図５は、本
発明の実施の形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の第１の変形例を示す部分拡
大図である。なお、図５に示す矢印は、最大指向方向を示している。
【００６３】
　以下、図５を参照して、本発明の実施形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の
第１の変形例について説明する。
【００６４】
　図５に示すように、発光部３１及び第１受光部３３は、空調装置本体１に配設されてい
る。発光部３１は、フィルタ１６よりも下流側に配設されており、第１受光部３３は、フ
ィルタ１６よりも上流側に配設されている。第２受光部３４は、フィルタ１６に対し発光
部３１が配設される側、すなわちフィルタ１６よりも下流側に配設されている。
【００６５】
　反射部３２は、フィルタ１６よりも上流側の表面パネル１０に配設されている。すなわ
ち、反射部３２は、発光部３１とはフィルタ１６を挟んで配設されている。反射部３２は
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、発光部３１から照射された光を反射角が鋭角となる位置に配設される。言い換えると、
発光部３１から照射された光の最大指向方向と、反射部３２から反射された反射光の最大
指向方向とが同じ直線上とならないように、反射部３２は配設される。反射部３２は、反
射光の最大指向方向が水平方向となるように配設されている。なお、第１受光部３３は、
反射部３１で水平方向に反射された反射光を受光するために、第１受光部３３の受光面が
反射光の最大指向方向に対し垂直となるように配設されている。
【００６６】
　発光部３１から反射部３２へ向けて照射された光は、フィルタ１６を透過して、反射部
３２に到達する。そして、反射部３２により反射光の最大指向方向が水平方向となるよう
に反射される。第１受光部３３は、反射部３２で反射された反射光を受光する。
【００６７】
　また、本実施形態に係る空調装置１のように、第１受光部および第２受光部を備えてい
ることが望ましいが、第１受光部のみでもよい。例えば、図６、図７に示す配置関係でも
よい。その場合、空調装置１のフィルタにおける塵埃の堆積度合い判定動作手順は、例え
ば、図４において、ステップＳ２２、ステップＳ２６、ステップ２８、ステップ３２を削
除した形となる。図６は、本発明の実施の形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係
の第２の変形例を示す部分拡大図である。図７は、本発明の実施の形態に係る発光部、受
光部、反射部の配置関係の第３の変形例を示す部分拡大図である。なお、図６および図７
に示す矢印は、最大指向方向を示している。
【００６８】
　以下、図６を参照して、本発明の実施形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の
第２の変形例について説明する。
【００６９】
　図６に示すように、発光部３１及び第１受光部３３は、空調装置本体１に配設されてい
る。発光部３１は、フィルタ１６よりも下流側に配設されており、第１受光部３３は、フ
ィルタ１６よりも上流側に配設されている。
【００７０】
　反射部３２は、フィルタ１６よりも上流側の表面パネル１０に配設されている。すなわ
ち、反射部３２は、発光部３１とはフィルタ１６を挟んで配設されている。反射部３２の
反射面は、反射光の最大指向方向が水平方向となるように配設されている。なお、第１受
光部３３は、反射部３１で水平方向に反射された反射光を受光するために、第１受光部３
３の受光面が反射光の最大指向方向に対し垂直となるように配設されている。
【００７１】
　発光部３１から反射部３２へ向けて照射された光は、フィルタ１６を透過して、反射部
３２に到達する。そして、反射部３２により反射光の最大指向方向が水平方向となるよう
に反射される。第１受光部３３は、反射部３２で反射された反射光を受光する。
【００７２】
　次に、図７を参照して、本発明の実施形態に係る発光部、受光部、反射部の配置関係の
第３の変形例について説明する。
【００７３】
　図７に示すように、発光部３１、第１受光部３３、および反射部３２は、空調装置本体
１に配設されている。発光部３１は、フィルタ１６よりも上流側に配設されており、第１
受光部３３および反射部３２は、フィルタ１６よりも下流側に配設されている。すなわち
、反射部３２は、発光部３１とはフィルタ１６を挟んで配設されている。発光部３１は、
照射する光の最大指向方向が反射部３２へ向けた直線方向となるように配設されている。
反射部３２の反射面は、反射光の最大指向方向が水平方向となるように配設されている。
また、第１受光部３３は、反射部３１で水平方向に反射された反射光を受光するために、
第１受光部３３の受光面が反射光の最大指向方向に対し垂直となるように配設されている
。
【００７４】
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　発光部３１から反射部３２へ向けて照射された光は、フィルタ１６を透過して、反射部
３２に到達する。そして、反射部３２により反射光の最大指向方向が水平方向となるよう
に反射される。第１受光部３３は、反射部３２で反射された反射光を受光する。
【００７５】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、空調装置１などが
備える各要素の形状、寸法、材質、配置などは、例示したものに限定されるわけではなく
適宜変更することができる。
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【００７６】
　１　空調装置
　２　空調装置本体
　３　フランジ
　４　内部流路
　６　ファン
　７　ファンモータ
　８　ヒータ
　１０　表面パネル
　１２　吸込口
　１４　吹出口
　１６　フィルタ
　１７　ブラシ
　２０　天井パネル
　２０ａ　開口部
　３１　発光部
　３２　反射部
　３３　第１受光部
　３４　第２受光部
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