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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器と、
　送風ファンと、
　前記送風ファンを清掃する清掃部と、
　前記熱交換器のサイドプレートよりも外側に配置され、かつ、前記清掃部を駆動するモ
ータと、
　前記モータの本体を覆うモータカバーと、
　前記熱交換器から滴下する結露水を受けるドレンパンと、を備え、
　前記ドレンパンは前記熱交換器及びモータカバーの下方に配置され、且つ、前記ドレン
パンの端部は前記モータカバーの内端部よりも外側に位置する
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気調和機において、
　前記モータの内端部の上方を覆うように、前記サイドプレートの外面に突出して形成さ
れた突出部を備える
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の空気調和機において、
　前記モータカバーの下部部分は、外端部側から内端部側に向かって下がる傾斜部となっ



(2) JP 6534784 B1 2019.6.26

10

20

30

40

50

ている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記モータカバーの全体は、前記ドレンパンの外端部よりも内側に配置されている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記モータカバーの内周面の下部部分には、前記モータのリード線を収容する溝が形成
されている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記モータの本体の周面を覆う断熱材を備える
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記サイドプレートは、前記モータカバーの内端部に当接するように、前記サイドプレ
ートの外面に突出して形成された当接部を備え、
　前記モータカバーと前記当接部は、少なくとも前記モータの本体全体の上方を覆う構造
になっている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記モータの内端部の上方を覆うように、前記モータカバーに形成されたカバー部を備
える
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項９】
　請求項８に記載の空気調和機において、
　前記カバー部は、前記サイドプレートに当接してモータの位置を決める位置決め手段と
して機能する
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の空気調和機において、
　前記モータカバーは、複数のカバー部材で構成されており、
　それぞれの前記カバー部材の合わせ面は、ラップ構造になっている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項１１】
　熱交換器と、
　送風ファンと、
　前記送風ファンを清掃する清掃部と、
　前記熱交換器のサイドプレートよりも外側に配置され、かつ、前記清掃部を駆動するモ
ータと、を備え、
　前記モータの本体は、前記熱交換器のヘアピンパイプに設けられた曲げ部の外端部より
も外側に配置され、
　前記モータの内端部の上方を覆うように、前記サイドプレートの外面に突出して形成さ
れた突出部を備える
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項１２】
　熱交換器と、
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　送風ファンと、
　前記送風ファンを清掃する清掃部と、
　前記熱交換器のサイドプレートよりも外側に配置され、かつ、前記清掃部を駆動するモ
ータと、
　前記モータの本体を覆うモータカバーと、
　前記熱交換器から滴下する結露水を受けるドレンパンと、を備え、
　前記ドレンパンは前記熱交換器及びモータカバーの下方に配置され、且つ、前記ドレン
パンの端部は前記モータカバーの内端部よりも外側に位置しており、
　前記清掃部は、繊維部が植毛された基部を有し、
　前記基部の端部には、前記繊維部が植毛されていない領域が設けられており、
　前記繊維部が植毛されていない領域は、前記サイドプレートの外部から内部に亘って延
在するように設けられている
ことを特徴とする空気調和機。
【請求項１３】
　熱交換器と、
　送風ファンと、
　前記送風ファンを清掃する清掃部と、
　前記熱交換器のサイドプレートよりも外側に配置され、かつ、前記清掃部を駆動するモ
ータと、を備え、
　前記モータの本体は、前記熱交換器のヘアピンパイプに設けられた曲げ部の外端部より
も外側に配置されており、
　前記清掃部は、繊維部が植毛された基部を有し、
　前記基部の端部には、前記繊維部が植毛されていない領域が設けられており、
　前記繊維部が植毛されていない領域は、前記サイドプレートの外部から内部に亘って延
在するように設けられている
ことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、内部に送風ファンを備える空気調和機は、使用時間が長くなるほど、塵埃が送
風ファンに付着する。これにより、空気調和機は、風量が低下したり、消費電力が増加し
たりすることがあった。また、空気調和機は、塵埃の付着によりカビ等が発生することが
あり、不衛生な場合があった。そこで、送風ファンに付着した塵埃を除去して送風ファン
を清掃するファン清掃装置を備えた空気調和機が提供されている（例えば、特許文献１参
照）。特許文献１に記載された空気調和機は、ファン清掃装置とファン清掃装置を制御す
る制御装置とを備え、調和空気を室内に吹出す通常運転モードと、ファンを低速で回転さ
せるとともにファン清掃装置を可動するファン清掃運転モードを有している。ファン清掃
装置は、ファン清掃運転モード時にファンに当接する清掃部を含み、通常運転モードにフ
ァンから清掃部を退避させる位置に可動する構成になっている。
【０００３】
　ところで、ファン清掃装置は、モータで清掃部を回転駆動する。そのモータは、清掃部
の回転軸に近い場所に配置すると効率がよい。そこで、空気調和機の中には、熱交換器の
側面（具体的には、熱交換器の側面を構成するサイドプレートの外壁面）で、かつ、清掃
部の回転軸に近い場所に、ファン清掃装置のモータを取り付けたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】



(4) JP 6534784 B1 2019.6.26

10

20

30

40

50

【特許文献１】特許第４０４６７５５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、従来の空気調和機は、以下に説明するように、その場所にファン清掃装
置のモータが配置されたことによって、モータに結露水が付着して、モータの故障率を上
昇させてしまう可能性があった。
【０００６】
　例えば、空気調和機では、冷房運転時に、熱交換器が冷却される。これにより、熱交換
器の側面を構成するサイドプレートの外壁面が冷たくなる。従来の空気調和機のモータは
、そのサイドプレートの外壁面に取り付けられている。そのため、サイドプレートから伝
わる冷気の影響でモータが過剰に冷却されることによって、結露水が発生してモータに付
着する可能性があった。これにより、モータの故障率が上昇する可能性があった。
【０００７】
　また、例えば、熱交換器のサイドプレートには、外側に張り出すヘアピンパイプが配置
されている。空気調和機は、冷房運転時に、冷媒がヘアピンパイプを流れることにより、
結露水がヘアピンパイプに付着する。従来の空気調和機は、ヘアピンパイプの直下にモー
タが配置されているため、そのヘアピンパイプから結露水が滴下して、モータに落下する
ことがあった。これにより、モータの故障率が上昇する可能性があった。
【０００８】
　本発明は、前記した課題を解決するためになされたものであり、ファン清掃装置のモー
タに結露水が付着することを抑制した空気調和機を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するため、本発明は、空気調和機であって、熱交換器と、送風ファンと
、前記送風ファンを清掃する清掃部と、前記熱交換器のサイドプレートよりも外側に配置
され、かつ、前記清掃部を駆動するモータと、前記モータの本体を覆うモータカバーと、
前記熱交換器から滴下する結露水を受けるドレンパンと、を備え、前記ドレンパンは前記
熱交換器及びモータカバーの下方に配置され、且つ、前記ドレンパンの端部は前記モータ
カバーの内端部よりも外側に位置する構成とする。
　その他の手段は、後記する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ファン清掃装置のモータに結露水が付着することを抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１に係る空気調和機の全体構成を示す概略図である。
【図２】実施形態１に係る空気調和機の室内機における熱交換器とその周囲の構成を示す
概略図である。
【図３】実施形態１に係るファン清掃装置とその周囲の構成を示す概略図である。
【図４】実施形態１に係るファン清掃装置のモータアッセンブリの構成を示す分解図であ
る。
【図５】実施形態１のモータアッセンブリの好適な配置場所を示す模式図である。
【図６Ａ】実施形態１のモータアッセンブリのモータとドレンパンの好適な配置関係を示
す模式図（１）である。
【図６Ｂ】実施形態１のモータアッセンブリのモータとドレンパンの好適な配置関係を示
す模式図（２）である。
【図６Ｃ】実施形態１のモータアッセンブリのモータとドレンパンの好適な配置関係を示
す模式図（３）である。
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【図７】実施形態１で用いる清掃部の構成を示す模式図である。
【図８】実施形態１で用いる別の清掃部の構成を示す模式図である。
【図９】実施形態１で用いる別の清掃部の構成を示す要部斜視図（１）である。
【図１０】実施形態１で用いる別の清掃部の構成を示す要部斜視図（２）である。
【図１１】実施形態２に係るモータアッセンブリの構成を示す概略図である。
【図１２】実施形態２に係るモータアッセンブリの構成を示す分解図である。
【図１３】実施形態２のモータアッセンブリの内部構造を示す模式図である。
【図１４】第１変形例のモータアッセンブリの内部構造を示す模式図である。
【図１５】第２変形例のモータアッセンブリの内部構造を示す模式図である。
【図１６】第３変形例のモータアッセンブリの内部構造を示す模式図である。
【図１７】第４変形例のモータアッセンブリの内部構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態（以下、「本実施形態」と称する）につい
て詳細に説明する。なお、各図は、本発明を十分に理解できる程度に、概略的に示してあ
るに過ぎない。よって、本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、各図に
おいて、共通する構成要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し、それらの重
複する説明を省略する。
【００１３】
　［実施形態１］
　本実施形態１は、以下のような空気調和機１０を提供することを意図している。
　（１）図５に示すように、本実施形態１に係る空気調和機１０は、熱交換器３１のサイ
ドプレート３２からモータ５１を離間させて、サイドプレート３２から伝わる冷気の影響
でモータ５１が過剰に冷却されることによって、結露水が発生してモータ５１に付着しな
いようにする。
　（２）図５に示すように、本実施形態１に係る空気調和機１０は、ヘアピンパイプ３４
の直下の場所からモータ５１を外側（図５では、左側）にずらして、ヘアピンパイプ３４
から滴下する結露水がモータ５１の本体に落下しないようにする。
　（３）図３に示すように、本実施形態１に係る空気調和機１０は、モータカバー６０で
モータ５１の本体を覆うことで、結露水がモータ５１の本体に滴下したり結露したりして
付着しないようにする。また、図３に示すように、本実施形態１に係る空気調和機１０は
、突出部３２ｐでモータ５１の内端部の上方を覆うことで、結露水がモータ５１の本体に
滴下して付着しないようにする。また、図６Ａ乃至図６Ｃに示すように、本実施形態１に
係る空気調和機１０は、モータカバー６０に付着して滴下する結露水をドレンパン３９で
確実に受けることができるようにする。
【００１４】
　＜空気調和機の全体構成＞
　以下、図１を参照して、本実施形態１に係る空気調和機１０の全体構成について説明す
る。図１は、本実施形態１に係る空気調和機１０の全体構成を示す概略図である。
【００１５】
　図１に示すように、空気調和機１０は、室内に配置された室内機１１と、室外に配置さ
れた室外機１２と、を有している。
【００１６】
　室内機１１は、室内空気を内部に吸い込み、吸い込んだ室内空気を熱交換器３１（図２
参照）に通して、加熱、冷却、及び除湿のいずれか任意の処理が施された調和空気を得て
、得られた調和空気を室内に吹き出すことにより、室内を空気調和する。室内機１１は、
接続配管１３を介して室外機１２と接続されており、室外機１２との間で冷媒を循環させ
ている。室外機１２は、循環される冷媒との間で熱交換を行う。
【００１７】
　室内機１１は、筐体２１とその外装部材である化粧枠２２とで、送風ファン３８（図２
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参照）や熱交換器３１（図２参照）等の構造体を内包している。送風ファン３８は、空気
吸込口２４側から空気吹出口２５側に空気を送る貫流ファンであり、熱交換器３１によっ
て熱交換された空気を送風する。熱交換器３１は、冷媒との間で熱交換を行うユニットで
ある。
【００１８】
　図１に示す例では、化粧枠２２（外装部材）の前面の上側部分には、前面パネル２３が
取り付けられている。前面パネル２３は、室内機１１の前面を覆う部材である。また、化
粧枠２２の前面の下側部分には、上下風向板２６が取り付けられている。
【００１９】
　上下風向板２６は、空気吹出口２５から吐き出される調和空気の上下方向の向きを規定
する部材である。上下風向板２６は、上側部分が上下方向に開閉するように、下端付近で
ドレンパン３９に軸支されているとともに、図示せぬ駆動部によって回動させられる構成
になっている。室内機１１は、上下風向板２６を開くことにより、空気吹出口２５を形成
する。
【００２０】
　＜熱交換器とその周囲の構成＞
　以下、図２及び図３を参照して、空気調和機１０の室内機１１における熱交換器３１と
その周囲の構成について説明する。図２は、熱交換器３１とその周囲の構成を示す概略図
である。図３は、ファン清掃装置４０とその周囲の構成を示す概略図である。
【００２１】
　図２に示すように、室内機１１の内部には、前記した送風ファン３８や前記した熱交換
器３１、冷房運転時に熱交換器３１に付着して滴下する結露水を受けるドレンパン３９等
の構造体が配置されている。熱交換器３１は、内部に、冷媒と室内空気との間で熱交換を
行うための複数のフィン３１ａと、フィン３１ａを貫通するように配置され、内部を冷媒
が流れる複数のヘアピンパイプ３４と、を有している。図３に示すように、熱交換器３１
は、両端部に、側面を構成するサイドプレート３２を有している。フィン３１ａや、ヘア
ピンパイプ３４等は、冷房運転時に、冷却されて、結露水が付着する。これらの構成要素
に付着した結露水は、滴下してドレンパン３９（図２参照）によって受けられる。
【００２２】
　なお、サイドプレート３２は、突出部３２ｐを備えている。突出部３２ｐは、ヘアピン
パイプ３４から滴下した結露水が後記するモータアッセンブリ５０（特に、モータ５１の
本体）に落下しないように、少なくともモータ５１の内端部の上方を覆うように、サイド
プレート３２の外面に突出して形成されている。なお、ヘアピンパイプ３４は、サイドプ
レート３２の外側付近で折り返すように湾曲した形状を呈している。ヘアピンパイプ３４
同士は、図示せぬパイプで連結されている。
【００２３】
　室内機１１は、使用し続けると、塵埃等が送風ファン３８に付着する。そこで、図２及
び図３に示すように、室内機１１は、送風ファン３８を清掃するためのファン清掃装置４
０を有している。
【００２４】
　図３に示すように、ファン清掃装置４０は、ブラシ４１と、シャフト４５と、モータア
ッセンブリ５０と、を有している。
【００２５】
　ブラシ４１は、送風ファン３８（図２参照）に当接して清掃する部材（清掃部）である
。
　シャフト４５は、ブラシ４１（清掃部）を保持する部材である。
　モータアッセンブリ５０は、シャフト４５を軸周り方向に回転駆動する駆動手段である
。
【００２６】
　ブラシ４１は、シャフト４５と別体に構成されており、シャフト４５に対して、取り付
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け及び取り外しが可能になっている。なお、ここでは、ファン清掃装置４０の清掃部がブ
ラシ４１で構成されているものとして説明する。ただし、ファン清掃装置４０の清掃部は
、毛状のブラシ４１だけでなく、スポンジやエラストマー等の弾性を有する板で構成する
ことができる。
【００２７】
　ブラシ４１とシャフト４５は、それぞれ、長尺な部材となっている。以下、ブラシ４１
とシャフト４５を総称して「ブラシ４１等」と称する。ブラシ４１等は、熱交換器３１の
フィン３１ａ（図２参照）と送風ファン３８との間に、軸周りに回転可能に配置されてい
る。ブラシ４１等は、送風ファン３８の長手方向の全域をカバーするように、送風ファン
３８の長手方向長さよりも若干長くなっている。ブラシ４１等は、両端部が熱交換器３１
の両端部に配置された２つのサイドプレート３２を貫通するように配置される。
【００２８】
　ブラシ４１等の両端部は、モータアッセンブリ５０や図示せぬ軸受部材等によって回転
自在に保持されている。
【００２９】
　ブラシ４１は、複数の繊維部４２と、ブラシベース４３と、を有している。繊維部４２
は、送風ファン３８に当接させる当接部である。ブラシベース４３は、各繊維部４２を保
持する基部である。
【００３０】
　モータアッセンブリ５０は、ブラシ４１等を回転駆動するモータ５１と、モータ５１の
周囲を覆うモータカバー６０と、を有している。モータ５１の回転軸５２は、直接的に、
又は、図示せぬギヤやアダプタ等を介して間接的に、シャフト４５と連結されている。な
お、図３に示す例では、図５に示すスペーサ６９を用いていないが、モータアッセンブリ
５０は、図５に示すスペーサ６９を介して熱交換器３１のサイドプレート３２に取り付け
られていてもよい。
【００３１】
　図４に、本実施形態のモータアッセンブリ５０の構成を示す。図４は、本実施形態のモ
ータアッセンブリ５０の分解図である。図４は、モータアッセンブリ５０が、モータ５１
と、断熱材５４と、モータカバー６０と、に分解された例を示している。
【００３２】
　図４に示す例では、モータ５１は、回転軸５２と、本体の内部から外部に引き出された
リード線５３と、ネジ５５でモータカバー６０に締結される固定部５６と、を有している
。断熱材５４は、テープ状になっており、少なくともモータ５１の本体の周面を覆うよう
に、モータ５１の本体に巻き付けられる（白抜き矢印Ａ１１参照）。
【００３３】
　モータカバー６０は、モータ５１の本体を収容する収容部６１と、ネジ６５で熱交換器
３１のサイドプレート３２等に締結される固定部６６と、を有している。収容部６１の内
周面の下部部分には、モータ５１のリード線５３を収容する溝６２が形成されている。
【００３４】
　断熱材５４が巻かれたモータ５１は、モータカバー６０の収容部６１に収容される（白
抜き矢印Ａ１２参照）。その際に、モータ５１のリード線５３は、モータカバー６０の溝
６２に通されてモータカバー６０の外部に引き出される。
【００３５】
　モータ５１がモータカバー６０の収容部６１に収容されると、ネジ５５がモータ５１の
固定部５６に通されて、モータ５１とモータカバー６０とが締結される。これにより、モ
ータアッセンブリ５０が組み立てられる。モータアッセンブリ５０は、熱交換器３１のサ
イドプレート３２（図３参照）の外側に配置される。そして、ネジ６５がモータカバー６
０の固定部６６に通されて、モータカバー６０とその取付対象とが締結される。
【００３６】
　＜モータアッセンブリの好適な配置場所＞



(8) JP 6534784 B1 2019.6.26

10

20

30

40

50

　図５に、本実施形態のモータアッセンブリ５０の好適な配置場所を示す。図５は、本実
施形態のモータアッセンブリ５０の好適な配置場所を示す模式図である。
【００３７】
　例えば、空気調和機１０では、冷房運転時に、熱交換器３１が冷却される。これにより
、熱交換器３１のサイドプレート３２の外壁面が冷たくなる。仮に、モータ５１がサイド
プレート３２の外壁面に直接取り付けられていた場合に、サイドプレート３２から伝わる
冷気の影響で、結露水がモータ５１の本体に付着する可能性がある。そのため、このよう
な構成は、好ましくない。
【００３８】
　そこで、図５に示すように、本実施形態の空気調和機１０は、モータ５１の本体の内端
部５０ｘがサイドプレート３２から離間するように、モータ５１を配置するものとする。
具体的には、空気調和機１０は、熱交換器３１とモータアッセンブリ５０との間に、スペ
ーサ６９や空間等を設けるものとする。なお、図５に示す例では、空気調和機１０は、ス
ペーサ６９や空間等を介してモータアッセンブリ５０を熱交換器３１に取り付けることで
、モータ５１の本体の内端部５０ｘをサイドプレート３２から離間させている。
【００３９】
　また、仮に、モータ５１の本体の内端部５０ｘがサイドプレート３２から離間していた
としても、その離間距離が十分でない場合に、ヘアピンパイプ３４に付着した結露水が滴
下して、モータアッセンブリ５０に落下する可能性がある。
【００４０】
　その際に、空気調和機１０は、以下の理由により、特に、モータアッセンブリ５０とス
ペーサ６９との間の合わせ面５０ｚ付近に結露水が落下することが好ましくない。例えば
、通常、合わせ面５０ｚは、封止されている。しかしながら、仮に、その合わせ面５０ｚ
に隙間が生じてしまうと、その隙間を伝って結露水が合わせ面５０ｚに浸入してモータ５
１の本体に到達する可能性がある。これにより、結露水がモータ５１の本体に付着する可
能性がある。そのため、合わせ面５０ｚ付近に結露水が落下することは、好ましくない。
したがって、空気調和機１０は、モータ５１の本体の内端部５０ｘとサイドプレート３２
との間の離間距離が十分に確保されることが好ましい。
【００４１】
　そこで、図５に示すように、本実施形態の空気調和機１０は、例えば距離ｔ１分だけ、
モータ５１の本体の内端部５０ｘがヘアピンパイプ３４の曲げ部の外端部３４ａよりも外
側になるように、モータ５１（モータアッセンブリ５０）を配置するものとする。これに
より、空気調和機１０は、ヘアピンパイプ３４から滴下した結露水がモータ５１の本体に
付着することを抑制することができる。なお、ここでは、「外側」とは、熱交換器３１の
サイドプレート３２から遠い側を意味している。
【００４２】
　ただし、空気調和機１０は、仮にモータ５１の本体の内端部５０ｘとサイドプレート３
２との間の離間距離を大きくとり過ぎると、モータアッセンブリ５０の外端部５０ｙが化
粧枠２２の内壁面に当接する。これにより、モータ５１の駆動時に、モータ５１の振動が
化粧枠２２に伝播して、騒音が発生する可能性がある。
【００４３】
　そこで、図５に示すように、本実施形態の空気調和機１０は、例えば距離ｔ２分だけ、
モータアッセンブリ５０の外端部５０ｙが化粧枠２２の内壁面よりも内側になるように、
モータ５１（モータアッセンブリ５０）を配置するものとする。これにより、空気調和機
１０は、モータ５１の駆動時に、モータ５１の振動が化粧枠２２に伝播して、騒音が発生
することを抑制することができる。
【００４４】
　＜モータアッセンブリのモータとドレンパンの好適な配置関係＞
　図６Ａ乃至図６Ｃに、本実施形態のモータアッセンブリ５０のモータ５１とドレンパン
３９の好適な配置関係を示す。図６Ａ乃至図６Ｃは、それぞれ、本実施形態のモータアッ
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センブリ５０のモータ５１とドレンパン３９の好適な配置関係を示す模式図である。
【００４５】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、ドレンパン３９は、好ましくは、モータカバー６０の
内端部（モータ５１の内端部５０ｘ）よりも外側に延在するように、熱交換器３１（図２
参照）及びモータカバー６０の下方に配置されているとよい。つまり、ドレンパン３９は
熱交換器３１（図２参照）及びモータカバー６０の下方に配置され、且つ、ドレンパン３
９の端部はモータカバー６０の内端部（モータ５１の内端部５０ｘ）よりも外側に位置す
るとよい。これにより、空気調和機１０は、モータカバー６０に付着して滴下する結露水
をドレンパン３９で確実に受けることができる。
【００４６】
　また、図６Ｂに示すように、モータカバー６０の下部部分は、好ましくは、外端部側か
ら内端部側に向かって下がる傾斜部となっているとよい。これにより、空気調和機１０は
、モータカバー６０の下部部分の下面を、モータカバー６０に付着した結露水の流路Ｒ１
１として機能させることができる。その結果、空気調和機１０は、モータカバー６０に付
着した結露水をドレンパン３９に誘導して、ドレンパン３９で効率よくかつ確実に受ける
ことができる。
【００４７】
　又は、図６Ｃに示すように、モータカバー６０の全体は、ドレンパン３９の外端部より
も内側に配置されるようにしてもよい。これにより、空気調和機１０は、モータカバー６
０に付着して滴下する結露水をドレンパン３９で確実に受けることができる。
【００４８】
　＜清掃部の構成＞
　図７に、本実施形態で用いるブラシ４１（清掃部）の構成を示す。図７は、ブラシ４１
（清掃部）の構成を示す模式図である。
【００４９】
　図７に示すように、ブラシ４１は、繊維部４２が植毛された植毛領域４３ａがブラシベ
ース４３の全域に亘って形成された構造になっている。
【００５０】
　そのブラシ４１は、シャフト４５に設けられた収容部４５ａ（図９参照）に挿入されて
、シャフト４５に取り付けられる。また、ブラシ４１は、収容部４５ａ（図９参照）から
引き抜くことにより、シャフト４５から取り外すことができる。
【００５１】
　シャフト４５は、両端部が熱交換器３１の両端部に配置された２つのサイドプレート３
２を貫通するように、室内機１１の内部に配置されている。ただし、図７は、左側に配置
されたサイドプレート３２のみ示している。シャフト４５の両端部は、モータ５１（モー
タアッセンブリ５０）や図示せぬ軸受部材等によって回転自在に保持されている。
【００５２】
　図７に示す例では、シャフト４５の右側に配置された図示せぬ軸受部材が取り外されて
、ブラシ４１がシャフト４５の右側から左側に向けて収容部４５ａ（図９参照）に挿入さ
れる場合の例を示している。しかしながら、ブラシ４１は、シャフト４５の左側に配置さ
れたモータ５１（モータアッセンブリ５０）を取り外すことにより、シャフト４５の左側
から右側に向けて収容部４５ａ（図９参照）に挿入することができる。
【００５３】
　ブラシ４１は、シャフト４５の収容部４５ａ（図９参照）に挿入し易いように腰を保つ
強度が設定されている。これにより、ブラシ４１は、シャフト４５の横から引き抜いたり
挿入したりして容易に交換することができる。なお、ブラシ４１（清掃部）のブラシベー
ス４３（基部）は、曲げることができるように弾性を有するとよい。これにより、ファン
清掃装置４０は、ブラシ４１のブラシベース４３を曲げてシャフト４５に取り付け（挿入
）及び取り外す（引き出す）ことができる。つまり、ファン清掃装置４０は、ブラシベー
ス４３を曲げて交換作業を行うことができる。このようなファン清掃装置４０は、狭いス
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ペースでのブラシ４１の交換作業（例えば、部屋の端付近に設置された空気調和機１０で
のブラシ４１の交換作業）を容易に行うことができる。
【００５４】
　＜別の清掃部の構成＞
　図７に示すブラシ４１は、植毛領域４３ａがブラシベース４３の全域に亘って形成され
ている。そのため、端部付近の繊維部４２が熱交換器３１のサイドプレート３２に当接す
る。ファン清掃装置４０は、このような図７に示すブラシ４１を用いることにより、送風
ファン３８の清掃時に、送風ファン３８にブラシ４１を当接させるためにブラシ４１を回
転させる際に、ブラシ４１に負荷がかかったり、ブラシ４１が汚れ易くなったりする。
【００５５】
　そこで、ファン清掃装置４０は、ブラシ４１の代わりに、例えば、図８乃至図１０に示
すブラシ４１Ａを用いるようにしてもよい。図８乃至図１０に、本実施形態で用いる別の
清掃部としてのブラシ４１Ａの構成を示す。図８は、ブラシ４１Ａの構成を示す模式図で
ある。図９及び図１０は、それぞれ、ブラシ４１Ａの構成を示す要部斜視図である。
【００５６】
　図８及び図１０に示すように、ブラシ４１Ａは、ブラシベース４３に、繊維部４２が植
毛された植毛領域４３ａと、繊維部４２が植毛されていない非植毛領域４３ｂと、を有し
ている。植毛領域４３ａは、ブラシベース４３の一方の端部又は両端部以外の部分に形成
されている。非植毛領域４３ｂは、ブラシベース４３の一方の端部又は両端部に形成され
ている。非植毛領域４３ｂは、サイドプレート３２の外部から内部に亘って延在するよう
に設けられている。
【００５７】
　図９に示すように、そのブラシ４１Ａは、シャフト４５に設けられた収容部４５ａに挿
入されて、シャフト４５に取り付けられる。また、ブラシ４１Ａは、収容部４５ａから引
き抜くことにより、シャフト４５から取り外すことができる。
【００５８】
　図８及び図１０に示すように、ブラシ４１は、ブラシベース４３の端部に、人手でブラ
シベース４３を把持するための取っ手部４３ｃを有している。
【００５９】
　取っ手部４３ｃは、ブラシベース４３の端部に形成された非植毛領域４３ｂの中でもさ
らに端部となる部位である。図８及び図１０に示すように、ブラシ４１Ａがシャフト４５
に取り付けられた状態において、取っ手部４３ｃは、シャフト４５の端部から外部に突出
している。
【００６０】
　ファン清掃装置４０は、その取っ手部４３ｃを人手で把持することで、ブラシ４１Ａを
シャフト４５から容易に取り外すことができる。このとき、作業者は、取っ手部４３ｃを
操作してブラシ４１Ａの向きを手動で変えることにより、送風ファン３８や熱交換器３１
が当たらない位置でブラシ４１Ａを交換することができる。なお、ブラシ４１Ａのブラシ
ベース４３は、図７に示すブラシ４１のブラシベース４３と同様に、曲げることができる
ように弾性を有するとよい。
【００６１】
　ファン清掃装置４０は、送風ファン３８の清掃時にブラシ４１Ａを回転させる際に、ブ
ラシ４１Ａの一方の端部又は両端部で繊維部４２が熱交換器３１のサイドプレート３２に
当接しない。そのため、ファン清掃装置４０は、ブラシ４１Ａを回転させる際に、ブラシ
４１Ａにかかる負荷を軽減することができる。また、ファン清掃装置４０は、ブラシ４１
Ａを汚れ難くすることができる。
【００６２】
　また、ファン清掃装置４０は、ブラシベース４３に取っ手部４３ｃが設けられているた
め、熱交換器３１の横の空間からブラシ４１を容易に引き抜くことができる。
【００６３】
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　＜空気調和機の主な特徴＞
　（１）図５に示すように、本実施形態の空気調和機１０において、ブラシ駆動用のモー
タ５１の本体は、熱交換器３１のヘアピンパイプ３４に設けられた曲げ部の外端部３４ａ
よりも外側（図５では、左側）に配置されている。
【００６４】
　このような空気調和機１０は、熱交換器３１のヘアピンパイプ３４に設けられた曲げ部
の外端部３４ａとモータ５１との間に空間を確保することができる。これにより、空気調
和機１０は、熱交換器３１のサイドプレート３２から伝わる冷気の影響でモータ５１が過
剰に冷却されることによって、結露水が発生してモータ５１に付着することを抑制するこ
とができる。
【００６５】
　また、空気調和機１０は、ヘアピンパイプ３４の曲げ部の外端部３４ａよりも外側にモ
ータ５１が配置されているため、ヘアピンパイプ３４に付着して滴下した結露水がモータ
５１に落下することを抑制することができる。
【００６６】
　（２）図５に示すように、モータ５１の本体は、好ましくは、内端部５０ｘがサイドプ
レート３２から離れて配置され、且つ、外端部が筺体の外装部材から離れて配置されてい
るとよい。これにより、空気調和機１０は、モータ５１の駆動時に、モータ５１の振動が
化粧枠２２に伝播して、騒音が発生することを抑制することができる。なお、図３に示す
例においても、モータ５１の内端部５０ｘがサイドプレート３２から離間するとともに、
外端部が筺体の外装部材から離間するように、モータ５１を配置してもよい。
【００６７】
　（３）図６Ａ及び図６Ｂに示すように、ドレンパン３９は、モータカバー６０の内端部
よりも外側に延在するように、熱交換器３１及びモータカバー６０の下方に配置されてい
る。つまり、ドレンパン３９は熱交換器３１及びモータカバー６０の下方に配置され、且
つ、ドレンパン３９の端部はモータカバー６０の内端部よりも外側に位置する。これによ
り、空気調和機１０は、モータカバー６０に付着して滴下する結露水をドレンパン３９で
確実に受けることができる。
【００６８】
　（４）図６Ｂに示すように、モータカバー６０の下部部分は、好ましくは、外端部側か
ら内端部側に向かって下がる傾斜部となっているとよい。これにより、空気調和機１０は
、モータカバー６０の下部部分の下面を、モータカバー６０に付着した結露水の流路Ｒ１
１として機能させることができる。その結果、空気調和機１０は、モータカバー６０に付
着した結露水をドレンパン３９に誘導して、ドレンパン３９で効率よくかつ確実に受ける
ことができる。
【００６９】
　（５）図６Ｃに示すように、モータカバー６０の全体は、好ましくは、ドレンパン３９
の外端部よりも内側に配置されているとよい。これにより、空気調和機１０は、モータカ
バー６０に付着して滴下する結露水をドレンパン３９で確実に受けることができる。
【００７０】
　（６）図３に示すように、空気調和機１０は、好ましくは、モータ５１の内端部の上方
を覆うように、サイドプレート３２の外面に突出して形成された突出部３２ｐを備えてい
るとよい。突出部３２ｐは、モータ５１への結露水の付着を抑制する露避け手段として機
能する。これによっても、空気調和機１０は、ヘアピンパイプ３４に付着して滴下した結
露水がモータ５１に落下することを抑制することができる。
【００７１】
　（７）図４に示すように、モータカバー６０の下部部分には、好ましくは、モータ５１
のリード線５３を収容する溝６２が形成されているとよい。モータカバー６０は、リード
線５３を溝６２に通すことにより、リード線５３に負荷を与えることなく収容部６１に収
容することができる。また、モータカバー６０は、収容部６１の内周面の下部部分に設け
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られた溝６２を介してリード線５３を外部に引き出すことによって、リード線５３が回転
軸５２の下方を通るように、リード線５３を配置することができる。これにより、例えば
、仮に結露水がリード線５３の方向に滴下する場合があったとしても、モータカバー６０
は、結露水がかかり難い方向にリード線５３を配置することができる。このようなモータ
カバー６０は、リード線５３に結露水が付着することを抑制することができるため、モー
タの故障率を低減することができる。
【００７２】
　（８）図４に示すように、モータ５１の本体は、好ましくは、断熱材５４で覆うとよい
。これにより、空気調和機１０は、モータ５１が過剰に冷却されることによって、結露水
が発生してモータ５１に付着することを抑制することができる。
【００７３】
　（９）図８乃至図１０に示すように、ブラシ４１Ａ（清掃部）は、好ましくは、ブラシ
ベース４３（基部）の一方の端部又は両端部に、繊維部４２が植毛されていない非植毛領
域４３ｂが設けられているとよい。その非植毛領域４３ｂは、サイドプレート３２の外部
から内部に亘って延在するように設けられているとよい。これにより、空気調和機１０は
、送風ファン３８の清掃時にブラシ４１Ａを回転させる際に、ブラシ４１Ａの一方の端部
又は両端部で繊維部４２が熱交換器３１のサイドプレート３２に当接しないようにするこ
とができる。そのため、空気調和機１０は、ブラシ４１Ａを回転させる際に、ブラシ４１
Ａにかかる負荷を軽減することができる。また、空気調和機１０は、ブラシ４１Ａを汚れ
難くすることができる。
【００７４】
　（１０）図８乃至図１０に示すように、ブラシ４１Ａのブラシベース４３の端部は、好
ましくは、取っ手部４３ｃとしてシャフト４５の端部から外側に突出するとよい。これに
より、空気調和機１０は、ブラシ４１Ａの交換時に、作業者に取っ手部４３ｃを把持させ
ることができるため、熱交換器３１の横の空間からブラシ４１を容易に引き抜くことがで
きる。
【００７５】
　以上の通り、本実施形態１に係る空気調和機１０によれば、ファン清掃装置４０のモー
タ５１の本体に結露水が付着することを抑制することができる。
【００７６】
　［実施形態２］
　実施形態１のモータアッセンブリ５０（図３及び図４参照）は、モータカバー６０が単
一部材で構成されている。
　これに対し、本実施形態２では、モータカバー６０が複数（例えば、２つ）の部材で構
成されたモータアッセンブリ５０Ａ（図１１乃至図１３参照）を提供する。
【００７７】
　以下、図１１乃至図１２を参照して、本実施形態２に係るモータアッセンブリ５０Ａの
構成について説明する。図１１は、モータアッセンブリ５０Ａの構成を示す概略図である
。図１２は、モータアッセンブリ５０Ａの構成を示す分解図である。図１３は、モータア
ッセンブリ５０Ａの内部構造を示す模式断面図である。
【００７８】
　図１１に示すように、本実施形態２のモータアッセンブリ５０Ａは、実施形態１のモー
タアッセンブリ５０（図３参照）と比較すると、モータカバー６０が第１モータカバー７
１と第２モータカバー７２の２つの部材で構成されている点で相違する。ここでは、第１
モータカバー７１が熱交換器３１のサイドプレート３２から遠い側（外側）の部材であり
、第２モータカバー７２が熱交換器３１のサイドプレート３２に近い側（内側）の部材で
あるものとして説明する。なお、図１１に示す例では、図５に示すスペーサ６９を用いて
いないが、モータアッセンブリ５０Ａは、図５に示すスペーサ６９を介して熱交換器３１
のサイドプレート３２に取り付けられるにしてもよい。
【００７９】



(13) JP 6534784 B1 2019.6.26

10

20

30

40

50

　図１２に示すように、第１モータカバー７１は、モータ５１の本体の外側部分を収容す
る収容部６１と、ネジ６５で熱交換器３１のサイドプレート３２等に締結される固定部６
６と、を有している。収容部６１の内周面の下部部分には、モータ５１のリード線５３を
収容する溝６２が形成されている。溝６２は、収容部６１の内壁面（図１２では、左側の
壁面）を貫通しないように形成されている。
【００８０】
　一方、第２モータカバー７２は、モータ５１の本体の内側部分を収容する収容部６１ａ
と、ネジ５５で第１モータカバー７１に締結される固定部６６ａと、を有している。収容
部６１ａの内周面の下部部分には、第１モータカバー７１の収容部６１と同様に、モータ
５１のリード線５３を収容する溝６２ａが形成されている。溝６２ａは、収容部６１ａの
内壁面（図１２では、右側の壁面）を貫通するように形成されている。
【００８１】
　第１モータカバー７１の溝６２と第２モータカバー７２の溝６２ａとは、連通する構造
になっている。モータ５１のリード線５３は、第１モータカバー７１の溝６２と第２モー
タカバー７２の溝６２ａに通されてモータカバー６０の外部に引き出される。
【００８２】
　モータアッセンブリ５０Ａは、以下のようにして組み立てられる。まず、モータ５１の
本体の外周に、テープ状の断熱材５４が巻き付けられる（白抜き矢印Ａ２１参照）。次に
、断熱材５４が巻かれたモータ５１が第１モータカバー７１の収容部６１に収容される（
白抜き矢印Ａ２２参照）。その際に、モータ５１のリード線５３は、第１モータカバー７
１の溝６２に通されて第１モータカバー７１の外部に引き出される。次に、モータ５１が
第２モータカバー７２の収容部６１ａに収容される（白抜き矢印Ａ２３参照）。その際に
、モータ５１のリード線５３は、第２モータカバー７２の溝６２ａに通されて第２モータ
カバー７２の外部に引き出される。このようにしてモータアッセンブリ５０Ａが組み立て
られる。
【００８３】
　図１３は、そのモータアッセンブリ５０Ａの模式的な側面視の断面構造を示している。
なお、図１３は、モータ５１のリード線５３を抹消して示している。図１３に示すように
、モータアッセンブリ５０Ａは、第１モータカバー７１と第２モータカバー７２とでモー
タ５１の全周囲を封止し、その状態でサイドプレート３２に取り付けられる。このような
モータアッセンブリ５０Ａは、モータ５１に結露水が付着することを効率よく抑制するこ
とができる。
【００８４】
　以上の通り、本実施形態２によれば、実施形態１と同様に、ファン清掃装置４０のモー
タ５１の本体に結露水が付着することを効率よく抑制することができる。
【００８５】
　なお、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々の変更や変形を行うことができる。
【００８６】
　例えば、前記した実施形態は、本発明の要旨を分かり易く説明するために詳細に説明し
たものである。そのため、本発明は、必ずしも説明した全ての構成要素を備えるものに限
定されるものではない。また、本発明は、ある構成要素に他の構成要素を追加したり、一
部の構成要素を他の構成要素に変更したりすることができる。また、本発明は、一部の構
成要素を削除することもできる。
【００８７】
　また、例えば、前記した実施形態２のモータアッセンブリ５０Ａ（図１１乃至図１３参
照）は、図１４乃至図１７に示す第１乃至第４変形例のように変形することができる。
【００８８】
　＜第１変形例＞
　図１４は、第１変形例のモータアッセンブリ５０Ｂの内部構造を示す模式図である。図
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１４に示すように、第１変形例に係るモータアッセンブリ５０Ｂは、実施形態２のモータ
アッセンブリ５０Ａ（図１１乃至図１３参照）と比較すると以下の点で相違する。
　（１）第１モータカバー７１は、ネジ１１１で第２モータカバー７２に締結される固定
部１０１を有している。
　（２）第２モータカバー７２は、ネジ１１２でサイドプレート３２に締結される固定部
１０２を有している。
【００８９】
　このような第１変形例に係るモータアッセンブリ５０Ｂは、実施形態２のモータアッセ
ンブリ５０Ａ（図１１乃至図１３参照）と同様に、ファン清掃装置４０のモータ５１の本
体に結露水が付着することを効率よく抑制することができる。なお、モータ５１は、第１
モータカバー７１と第２モータカバー７２とに収容される。
【００９０】
　＜第２変形例＞
　図１５は、第２変形例のモータアッセンブリ５０Ｃの内部構造を示す模式図である。図
１５に示すように、第２変形例のモータアッセンブリ５０Ｃは、第１変形例のモータアッ
センブリ５０Ｂ（図１４参照）と比較すると、以下の点で相違する。
　（１）モータカバー６０が第１モータカバー７１のみで構成されている。
　（２）サイドプレート３２は、モータカバー６０の内端部に当接するように、サイドプ
レート３２の外面にネジボス状に突出して形成された当接部３２Ｚを備えている。
【００９１】
　このような第２変形例のモータアッセンブリ５０Ｃは、第１変形例のモータアッセンブ
リ５０Ｂ（図１４参照）と比較すると、第２モータカバー７２の分だけ部品点数を軽減す
ることができる。なお、モータカバー６０と当接部３２Ｚ（ネジボス）は、好ましくは、
少なくともモータ５１の本体全体の上方を覆う構造になっているとよい。これにより、第
２変形例に係るモータアッセンブリ５０Ｃは、ファン清掃装置４０のモータ５１の本体に
結露水が付着することを効率よく抑制することができる。
【００９２】
　＜第３変形例＞
　図１６は、第３変形例のモータアッセンブリ５０Ｄの内部構造を示す模式図である。図
１６に示すように、第３変形例のモータアッセンブリ５０Ｄは、第１変形例のモータアッ
センブリ５０Ｂ（図１４参照）と比較すると、以下の点で相違する。
　（１）第１モータカバー７１は、ネジ１１１でサイドプレート３２に締結される固定部
１０４を有しており、その固定部１０４は、第２モータカバー７２の固定部１０２と重な
らない方向に突出して設けられている。
　（２）モータ５１は、ネジ１１３で第２モータカバー７２に締結される固定部１０３を
有している。
　（３）第１モータカバー７１は、第２モータカバー７２の固定部１０２の上方を覆うカ
バー部６７を有している。
【００９３】
　このような第３変形例のモータアッセンブリ５０Ｄは、モータ５１への結露水の付着を
抑制する露避け手段としてカバー部６７を機能させることができる。そのため、第３変形
例のモータアッセンブリ５０Ｄは、ファン清掃装置４０のモータ５１の本体に結露水が付
着することを効率よく抑制することができる。また、カバー部６７は、サイドプレート３
２に当接してモータアッセンブリ５０Ｄの位置を決める位置決め手段として機能する。こ
れにより、モータアッセンブリ５０Ｄは、所望の位置に安定して配置することができる。
【００９４】
　＜第４変形例＞
　図１７は、第４変形例のモータアッセンブリ５０Ｅの内部構造を示す模式図である。図
１７に示すように、第４変形例のモータアッセンブリ５０Ｅは、第３変形例のモータアッ
センブリ５０Ｄ（図１６参照）と比較すると、以下の点で相違する。
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　（１）第１モータカバー７１は、カバー部６７（図１６参照）を有していない。
　（２）その代わりに、第１モータカバー７１と第２モータカバー７２の合わせ面は、そ
れぞれの面に互いに噛み合うラップ構造６８を有している。
【００９５】
　このような第４変形例のモータアッセンブリ５０Ｅは、モータ５１への結露水の付着を
抑制する露避け手段としてラップ構造６８を機能させることができる。そのため、第４変
形例のモータアッセンブリ５０Ｅは、ファン清掃装置４０のモータ５１の本体に結露水が
付着することを効率よく抑制することができる。
【符号の説明】
【００９６】
　１０　　空気調和機
　１１　　室内機
　１２　　室外機
　１３　　接続配管
　２１　　筐体
　２２　　化粧枠（外装部材）
　２３　　前面パネル
　２４　　空気吸込口
　２５　　空気吹出口
　２６　　上下風向板
　３１　　熱交換器
　３１ａ　　フィン
　３２　　サイドプレート
　３２ｐ　　突出部
　３２Ｚ　　当接部（ネジボス）
　３４　　ヘアピンパイプ
　３４ａ　　曲げ部の外端部
　３８　　送風ファン
　３９　　ドレンパン
　４０　　ファン清掃装置
　４１　　ブラシ（清掃部）
　４２　　繊維部
　４３　　ブラシベース（基部）
　４３ａ　　植毛領域
　４３ｂ　　非植毛領域
　４３ｃ　　取っ手部
　４３ｚ　　レール部
　４５　　シャフト
　４５ａ　　収容部
　５０，５０Ａ　　モータアッセンブリ
　５０ｘ　　内端部
　５０ｙ　　外端部
　５０ｚ　　合わせ面
　５１　　モータ（駆動手段）
　５２　　回転軸
　５３　　リード線
　５４　　断熱材
　５５，６５，１１１，１１２，１１３　　ネジ
　５６，６６，１０１，１０２，１０３　　固定部
　６０　　モータカバー
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　６１，６１ａ　　収容部
　６２，６２ａ　　（リード線引き出し用の）溝
　６７　　カバー部（位置決め手段）
　６８　　ラップ構造
　６９　　スペーサ
　７１　　第１モータカバー
　７２　　第２モータカバー
【要約】
　空気調和機（１０）は、熱交換器（３１）と、送風ファン（３８）と、送風ファンを清
掃する清掃部（ブラシ（４１））と、熱交換器のサイドプレート（３２）よりも外側に配
置され、かつ、清掃部を駆動するモータ（５１）と、モータの本体を覆うモータカバー（
６０）と、熱交換器から滴下する結露水を受けるドレンパン（３９）と、を備えている。
ドレンパンは熱交換器及びモータカバーの下方に配置され、且つ、ドレンパンの端部はモ
ータカバーの内端部よりも外側に位置する。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】
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