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(57)【要約】
【課題】室内ユニットに着脱自在なフィルタ掃除用のユ
ニットを提供することである。
【解決手段】扁平な略矩形体に形成され、室内ユニット
の空気吸い込み側に着脱自在に取り付けられるケーシン
グ（21）を備えている。ケーシング（21）の底板（21b
）には吸込口（23）が天板（21a）には室内ユニットの
吸い込み側に連通する流出口（24）が形成されている。
ケーシング（21）内には、吸込口（23）の下流側に設け
られ、Ｕ字状に折り返しながら移動するエアフィルタ（
25）と、エアフィルタ（25）の折り返し部に接触して塵
埃を除去する回転ブラシ（40）と、回転ブラシ（40）で
除去された塵埃が貯留されるダストボックス（50）とを
備えている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　室内熱交換器（16）と室内ファン（14）が収納される室内ユニット（10）の空気吸い
込み側に着脱自在に構成されると共に、空気の流入口（23）と該流入口（23）から流入し
た空気が上記室内ユニット（10）の空気吸い込み側へ流出する空気の流出口（24）とが形
成され且つ上記流入口（23）に吸込グリル（22）が設けられたケーシング（21）を備え、
　　上記ケーシング（21）内に、上記流入口（23）の下流側に設けられるエアフィルタ（
25）と、該エアフィルタ（25）に捕捉された塵埃を除去するためのブラシ部材（40）と、
該ブラシ部材（40）および上記エアフィルタ（25）を互いに接触させた状態で該両者を相
対的に移動させて上記ブラシ部材（40）で塵埃を除去する移動手段（30）と、上記ブラシ
部材（40）で除去された塵埃が貯留されるダストボックス（50）とを備えている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記移動手段（30）は、上記エアフィルタ（25）を屈曲させながら移動させるように
構成されている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記移動手段（30）は、上記エアフィルタ（25）をＵ字状に折り返しながら移動させ
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フィルタ掃除ユニット。
【請求項４】
　　請求項２において、
　　上記ケーシング（21）は、扁平な略矩形体に形成され、その扁平面である底板（21b
）に上記流入口（23）が形成され、
　　上記移動手段（30）は、上記エアフィルタ（25）を上記ケーシング（21）の底板（21
b）の面方向に移動させ且つＵ字状に折り返しながら移動させるように構成され、
　　上記ダストボックス（50）は、上記エアフィルタ（25）の折り返し側に配置されると
共に、上記ブラシ部材（40）が露出して上記エアフィルタ（25）の折り返し部に接触する
ように収納されている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項５】
　　請求項１において、
　　上記ダストボックス（50）内に連通し、且つ、室内側から掃除機のノズル（75）が挿
入可能に構成され、上記ノズル（75）で上記ダストボックス（50）に貯留された塵埃を吸
引するための回収ボックス（60）を上記ケーシング（21）内に備えている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項６】
　　請求項５において、
　　上記回収ボックス（60）は、上記ダストボックス（50）の長手方向における端部に連
通している
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項７】
　　請求項５において、
　　上記回収ボックス（60）は、上記ケーシング（21）の幅方向における中央に設けられ
ている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項８】
　　請求項１において、
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　　上記ブラシ部材（40）は、上記ダストボックス（50）に形成されたブラシ用開口（57
）から露出して上記エアフィルタ（25）に接触するように上記ダストボックス（50）内に
設けられ、
　　上記ダストボックス（50）には、上記ブラシ用開口（57）を開閉するための閉鎖蓋（
58）が設けられている
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【請求項９】
　　請求項１乃至８の何れか１項において、
　　上記室内ユニット（10）は、天井吊り型のユニットである
ことを特徴とする空気調和装置のフィルタ掃除ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、室内ユニットに着脱自在なフィルタ掃除ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、空気の吸込口にエアフィルタを備えた空気調和装置において、該エアフィ
ルタに捕捉された塵埃を除去するための塵埃除去手段を備えたものが知られている。この
種の空気調和装置では、例えば特許文献１、２に開示されるように、エアフィルタに付着
した塵埃を塵埃除去手段としての吸引ノズルで吸引するように構成されていたり、塵埃除
去手段としてのブラシ部によって塵埃を掻き落とすように構成されている。
【０００３】
　　上述の構成では、いずれの場合も、箱状のケーシング内に熱交換器や室内ファン等の
構成機器が配設されていると共に、該室内ファンの吸込口にはエアフィルタや塵埃除去手
段等が配設されている。なお、上記ケーシングの室内側は、室内パネルによって覆われて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－８３６１２号公報
【特許文献２】特開２００７－４０６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　ところで、上記従来例のように、ケーシング内に熱交換器や室内ファンだけでなく、
エアフィルタや塵埃除去手段が配置される構成では、既存の空気調和装置の室内ユニット
にエアフィルタの塵埃除去手段を取り付けたり、ユーザーの要望により該塵埃除去手段の
組み込まれていない通常の室内ユニットにしたりすることが容易に実現できず、汎用性と
いう点で問題があった。
【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、室内ファンが収納さ
れた空気調和装置の室内ユニットに対し取付可能で、エアフィルタの掃除機構を備えたフ
ィルタ掃除ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　第１の発明は、室内熱交換器（16）と室内ファン（14）が収納される室内ユニット（
10）の空気吸い込み側に着脱自在に構成されると共に、空気の流入口（23）と該流入口（
23）から流入した空気が上記室内ユニット（10）の空気吸い込み側へ流出する空気の流出
口（24）とが形成され且つ上記流入口（23）に吸込グリル（22）が設けられたケーシング
（21）を備えている。そして、本発明は、上記ケーシング（21）内に、上記流入口（23）
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の下流側に設けられるエアフィルタ（25）と、該エアフィルタ（25）に捕捉された塵埃を
除去するためのブラシ部材（40）と、該ブラシ部材（40）および上記エアフィルタ（25）
を互いに接触させた状態で該両者を相対的に移動させて上記ブラシ部材（40）で塵埃を除
去する移動手段（30）と、上記ブラシ部材（40）で除去された塵埃が貯留されるダストボ
ックス（50）とを備えているものである。
【０００８】
　　上記第１の発明では、通常運転時、室内ファン（14）によって室内空気が吸込グリル
（22）からケーシング（21）内へ流入する。流入した空気はエアフィルタ（25）を通過し
て流出口（24）から室内ユニット（10）へ流入する。空気がエアフィルタ（25）を通過す
る際に、その空気に含まれる塵埃がエアフィルタ（25）に捕捉される。フィルタ清掃時に
は、エアフィルタ（25）とブラシ部材（40）とが接触した状態で、エアフィルタ（25）が
ブラシ部材（40）に対して移動、またはブラシ部材（40）がエアフィルタ（25）に対して
移動することで、エアフィルタ（25）に捕捉された塵埃がブラシ部材（40）によって掻き
取られる。掻き取られた塵埃はダストボックス（50）に貯留される。このように、エアフ
ィルタ（25）と該エアフィルタ（25）を清掃する機構を備えたフィルタ掃除ユニット（20
）がユーザーの要望に応じて本体である室内ユニット（10）に取り付けられる。
【０００９】
　　第２の発明は、上記第１の発明において、上記移動手段（30）が、上記エアフィルタ
（25）を屈曲させながら移動させるように構成されているものである。
【００１０】
　　上記第２の発明では、エアフィルタ（25）がブラシ部材（40）に接触した状態で直線
的に移動するのではなく所定の角度だけ折り曲げられながら移動する。
【００１１】
　　第３の発明は、上記第２の発明において、上記移動手段（30）が、上記エアフィルタ
（25）をＵ字状に折り返しながら移動させるように構成されているものである。
【００１２】
　　上記第３の発明では、エアフィルタ（25）がブラシ部材（40）に接触しながらＵ字状
に折り返されて移動する。
【００１３】
　　第４の発明は、上記第２の発明において、上記ケーシング（21）は、扁平な略矩形体
に形成され、その扁平面である底板（21b）に上記流入口（23）が形成されている。また
、上記移動手段（30）は、上記エアフィルタ（25）を上記ケーシング（21）の底板（21b
）の面方向に移動させ且つＵ字状に折り返しながら移動させるように構成されている。ま
た、上記ダストボックス（50）は、上記エアフィルタ（25）の折り返し側に配置されると
共に、上記ブラシ部材（40）が露出して上記エアフィルタ（25）の折り返し部に接触する
ように収納されているいる。
【００１４】
　　上記第４の発明では、ケーシング（21）内において、エアフィルタ（25）が底板（21
b）に沿って配置される。フィルタ清掃時には、エアフィルタ（25）が底板（21b）に沿っ
て移動しＵ字状に折り返される。エアフィルタ（25）の折り返し部ではブラシ部材（40）
によって塵埃が掻き取られる。掻き取られた塵埃はダストボックス（50）に貯留される。
つまり、この構成では、ケーシング（21）内において、エアフィルタ（25）とブラシ部材
（40）およびダストボックス（50）とが底板（21b）に沿って配列されている。
【００１５】
　　第５の発明は、上記第１の発明において、上記ダストボックス（50）内に連通し、且
つ、室内側から掃除機のノズル（75）が挿入可能に構成され、上記ノズル（75）で上記ダ
ストボックス（50）に貯留された塵埃を吸引するための回収ボックス（60）を上記ケーシ
ング（21）内に備えているものである。
【００１６】
　　上記第５の発明では、室内側（即ち、ケーシング（21）の外部）から掃除機のノズル
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（75）を回収ボックス（60）に挿入して吸引することにより、ダストボックス（50）の塵
埃が回収ボックス（60）に流れて掃除機に回収される。
【００１７】
　　第６の発明は、上記第５の発明において、上記回収ボックス（60）が上記ダストボッ
クス（50）の長手方向における端部に連通しているものである。
【００１８】
　　上記第６の発明では、室内側（即ち、ケーシング（21）の外部）から掃除機のノズル
（75）を回収ボックス（60）に挿入して吸引することにより、ダストボックス（50）の全
ての塵埃が該ダストボックス（50）の端部へ吸い寄せられる。つまり、ダストボックス（
50）内の塵埃が一方向に吸い寄せられる。吸い寄せられた塵埃はダストボックス（50）の
端部から流出して回収ボックス（60）に流れる。
【００１９】
　　第７の発明は、上記第５の発明において、上記回収ボックス（60）が上記ケーシング
（21）の幅方向における中央に設けられているものである。
【００２０】
　　上記第７の発明では、室内側（即ち、ケーシング（21）の外部）から掃除機のノズル
（75）をケーシング（21）の幅方向中央に挿入することになる。
【００２１】
　　第８の発明は、上記第１の発明において、上記ブラシ部材（40）は、上記ダストボッ
クス（50）に形成されたブラシ用開口（57）から露出して上記エアフィルタ（25）に接触
するように上記ダストボックス（50）内に設けられている。そして、上記ダストボックス
（50）には、上記ブラシ用開口（57）を開閉するための閉鎖蓋（58）が設けられている。
【００２２】
　　上記第８の発明では、通常運転時、ダストボックス（50）のブラシ用開口（57）が閉
鎖蓋（58）によって閉じられる。この状態では、流入口（23）からケーシング（21）内に
流入した空気がブラシ用開口（57）からダストボックス（50）内へ流入する虞がなくなる
。つまり、流入口（23）から流入した空気の全部が室内ユニット（10）へ流れる。
【００２３】
　　第９の発明は、上記第１乃至第８の何れか１の発明において、上記室内ユニット（10
）が天井吊り型のユニットである。
【００２４】
　　上記第９の発明では、例えば、扁平な薄型に構成された室内ユニット（10）の底面に
ケーシング（21）が取り付けられる。
【発明の効果】
【００２５】
　　以上のように、本発明によれば、エアフィルタ（25）と、該エアフィルタ（25）の塵
埃を除去するためのブラシ部材（40）と、エアフィルタ（25）およびブラシ部材（40）を
相対的に移動させてブラシ部材（40）で塵埃を除去する移動手段（30）と、除去された塵
埃が貯留されるダストボックス（50）とをケーシング（21）内に備え、本体である室内ユ
ニット（10）に着脱自在に構成されたフィルタ掃除ユニット（20）を提供することができ
る。そのため、ユーザーの要望に応じて容易に室内ユニット（10）にフィルタ掃除ユニッ
ト（20）を追加することができる。これにより、エアフィルタ（25）を容易に清掃するこ
とができる。
【００２６】
　　また、第２の発明によれば、エアフィルタ（25）を清掃する際、該エアフィルタ（25
）を屈曲させながら移動させるようにしたため、エアフィルタ（25）を直線的に移動させ
る場合に比べて、ケーシング（21）内においてエアフィルタ（25）の移動スペースを縮小
することができる。特に、第３の発明では、エアフィルタ（25）をＵ字状に折り返しなが
ら移動させるようにしたため、エアフィルタ（25）の移動スペースを一層縮小することが
できる。これらの結果、フィルタ掃除ユニット（20）の小型化を図ることができる。
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【００２７】
　　また、第４の発明によれば、扁平な略矩形体に形成されたケーシング（21）内におい
て、エアフィルタ（25）が底板（21b）の面方向に沿って移動しＵ字状に折り返される。
そして、エアフィルタ（25）の折り返し部にブラシ部材（40）およびダストボックス（50
）が配置される。つまり、扁平面である底板（21b）の面方向に沿って、エアフィルタ（2
5）とブラシ部材（40）およびダストボックス（50）とが配列される。そのため、ケーシ
ング（21）を小型化させることができると共に、より扁平な形状とすることが可能となる
。ここで、一般に、天井吊り型や天井埋込型の室内ユニット（10）の場合、その底板が吸
い込み側となり、その底板にフィルタ掃除ユニット（20）が取り付けられることとなる。
その場合、上述したようにフィルタ掃除ユニット（20）のケーシング（21）が小型でより
扁平な形状であるため、居住者に与える圧迫感を軽減することができる。つまり、室内ユ
ニット（10）が天井吊り型や天井埋込型の場合、フィルタ掃除ユニット（20）を取り付け
ても居住者の快適性をそれ程損なうことはない。
【００２８】
　　また、第５の発明によれば、室内側から掃除機のノズル（75）を挿入してダストボッ
クス（50）の塵埃を吸引するための回収ボックス（60）を備えるようにした。そのため、
ダストボックス（50）の塵埃を容易に回収することができ、塵埃の処理手間を軽減するこ
とができる。
【００２９】
　　また、第６の発明によれば、回収ボックス（60）をダストボックス（50）の長手方向
における端部に連通させるようにしたので、ダストボックス（50）の塵埃を一方向に（端
部に向かって）吸い寄せることができる。そのため、ダストボックス（50）の全ての塵埃
を確実に回収ボックス（60）に搬送することができる。その結果、塵埃の回収効率が向上
する。
【００３０】
　　また、第７の発明によれば、回収ボックス（60）をケーシング（21）の幅方向中央に
設けるようにしたため、掃除機による塵埃の回収作業が容易となる。室内ユニット（10）
は部屋の壁際に設置されることが多く、室内ユニット（10）の幅方向一端側に壁が近接す
ることが多い。そのため、仮に回収ボックス（60）がケーシング（21）の端部に設けられ
ていると、回収ボックス（60）が壁際に配置される可能性がある。そうすると、壁が邪魔
となって掃除機による回収作業がしにくくなる。本発明では、回収ボックス（60）がケー
シング（21）の幅方向中央に設けられているため、少なくとも回収ボックス（60）が壁際
に配置される状態を回避することができる。これにより、回収作業が容易となる。
【００３１】
　　また、第８の発明によれば、ダストボックス（50）のブラシ用開口（57）を閉鎖する
ための閉鎖蓋（58）を備えるようにした。そのため、通常運転時において、閉鎖蓋（58）
を閉じることにより、流入口（23）から吸い込まれた室内空気がブラシ用開口（57）を通
じてダストボックス（50）内へ流入するのを確実に防止することができる。これにより、
ダストボックス（50）の塵埃が空気によってまきあげられてブラシ用開口（57）から流出
するのを防止することができる。その結果、塵埃が流入口（23）から室内へ落下する虞を
回避することができ、フィルタ掃除ユニット（20）の信頼性を向上させることができる。
【００３２】
　　また、第９の発明によれば、いわゆる天井吊り型の室内ユニット（10）に対して着脱
自在なフィルタ掃除ユニット（20）を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、実施形態に係る空気調和装置の構成を示す配管系統図である。
【図２】図２は、実施形態に係るフィルタ掃除ユニットが室内ユニットに取り付けられた
状態を下側から視て示す斜視図である。
【図３】図３は、実施形態に係るフィルタ掃除ユニットおよび室内ユニットの構成を下側
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から視て示す斜視図である。
【図４】図４は、実施形態に係る室内ユニットの構成を示す縦断面図である。
【図５】図５は、実施形態に係るフィルタ掃除ユニットの構成を天板を省略して示す平面
図である。
【図６】図６は、実施形態に係るフィルタ掃除ユニットの構成を示す縦断面図である。
【図７】図７は、実施形態に係るフィルタ掃除ユニットの構成を示す縦断面図である。
【図８】図８は、実施形態に係るエアフィルタおよびフィルタ駆動手段の構成を宇上側か
ら視て示す斜視図である。
【図９】図９は、実施形態に係るエアフィルタを上側から視て示す斜視図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係るエアフィルタとフィルタ設置板との関係を示す横断
面図である。
【図１１】図１１は、実施形態に係るダストボックスおよび回収ボックスを上側から視て
示す斜視図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係る回収ボックスの構成を示す横断面図であり、（Ａ）
は通常運転時の状態を示し、（Ｂ）は塵埃の回収動作時の状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　　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。なお、以下の実施形態は
、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。
【００３５】
　　本実施形態の空気調和装置（1）は、室外ユニット（3）と、本発明に係るフィルタ掃
除ユニット（20）が取り付けられる室内ユニット（10）とを備えている。本実施形態の空
気調和装置（1）は、室内ユニット（10）がいわゆる天井吊り型のものである。以下では
、先ず空気調和装置（1）の全体の構成について説明し、次に室内ユニット（10）および
フィルタ掃除ユニット（20）の構成について説明する。
【００３６】
　　図１に示すように、上記空気調和装置（1）の室外ユニット（3）には、圧縮機（4）
、四路切換弁（5）、室外熱交換器（6）、室外ファン（7）および膨張弁（8）が設けられ
ている。室内ユニット（10）には、室内熱交換器（16）および室内ファン（14）が設けら
れている。この空気調和装置（1）では、圧縮機（4）、四路切換弁（5）、室外熱交換器
（6）、膨張弁（8）および室内熱交換器（16）が配管接続されて冷媒回路（2）を構成し
ている。
【００３７】
　　上記室外ユニット（3）において、圧縮機（4）の吐出側は、四路切換弁（5）の第１
ポートに接続されている。圧縮機（4）の吸入側は、四路切換弁（5）の第３ポートに接続
されている。室外熱交換器（6）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（6）の一端は、四路切換弁（5）の第４ポート
に接続されている。室外熱交換器（6）の他端は、開度可変の膨張弁（8）を介して液側閉
鎖弁に接続されている。室外ファン（7）は、室外熱交換器（6）の近傍に設けられている
。室外熱交換器（6）では、室外ファン（7）によって送られる室外空気と流通する冷媒と
の間で熱交換が行われる。四路切換弁（5）の第２ポートは、ガス側閉鎖弁に接続されて
いる。
【００３８】
　　上記四路切換弁（5）は、第１ポートと第２ポートが互いに連通し且つ第３ポートと
第４ポート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ポートと第４ポ
ートが互いに連通し且つ第２ポートと第３ポートが互いに連通する第２状態（図１に破線
で示す状態）とが切り換え可能になっている。
【００３９】
　　この空気調和装置（1）では、四路切換弁（5）が第１状態の場合、暖房運転が行われ
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、四路切換弁（5）が第２状態の場合、冷房運転が行われる。暖房運転では、冷媒回路（1
8）において、室外熱交換器（6）が蒸発器として機能し且つ室内熱交換器（16）が凝縮器
として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。一方、冷房運転では、冷媒回路（18
）において、室外熱交換器（6）が凝縮器として機能し且つ室内熱交換器（16）が蒸発器
として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。
【００４０】
　　〈室内ユニットの構成〉
　　図２～図４に示すように、上記室内ユニット（10）は、扁平な略矩形体のケーシング
（11）を備えている。このケーシング（11）が室内の天井から吊り下げられている。この
ケーシング（11）では、図２および図３において、上側（天井側）の板部材が天板（11a
）であり、下側（床側）の板部材が底板（11b）であり、奥行き側の板部材が背面板（11c
）であり、手前側の板部材が前面板（11d）である。
【００４１】
　　上記ケーシング（11）の底板（11b）の奥行き側には、その幅方向（図２および図３
の左右方向）に亘って、平面視矩形状の吸込口（12）が形成されている。底板（11b）に
は、吸込口（12）を覆うようにフィルタ掃除ユニット（20）が取り付けられる。ケーシン
グ（11）の前面板（11d）には、その幅方向に亘って吹出口（13）が形成されている。
【００４２】
　　上記ケーシング（11）内には、室内ファン（14）、ファンモータ（15）、室内熱交換
器（16）およびドレンパン（17）が設けられている。ケーシング（11）内は、仕切板（11
e）によって、背面板（11c）側の空間と前面板（11d）側の空間とに区画されている。つ
まり、背面板（11c）側の空間が吸込口（12）に連通する吸込空間を構成し、前面板（11d
）側の空間が吹出口（13）に連通する吹出空間を構成している。
【００４３】
　　上記室内ファン（14）は、いわゆるシロッコファンであり、吸込口（12）の上方に複
数（本実施形態では４つ）配置されている。これら室内ファン（14）は、吸い込み側が上
記吸込空間に連通し、吹き出し側が上記吹出空間に連通している。そして、これら室内フ
ァン（14）はファンモータ（15）によって駆動される。
【００４４】
　　上記室内熱交換器（16）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器
であり、上記吹出空間に配置されている。室内熱交換器（16）は、室内ファン（14）の吹
き出し側に対して傾斜して設けられ、流通する冷媒と室内ファン（14）によって送られる
室内空気（吹出空気）との間で熱交換が行われる。
【００４５】
　　上記ドレンパン（17）は、上記吹出空間における室内熱交換器（16）の下側に設けら
れている。ドレンパン（17）は、室内熱交換器（16）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。
【００４６】
　　〈フィルタ掃除ユニットの構成〉
　　図２、図３、図５～図７に示すように、上記フィルタ掃除ユニット（20）（以下、単
に掃除ユニット（20）という。）は、扁平な略矩形体のケーシング（21）を備えている。
この掃除ユニット（20）は、上記室内ユニット（10）のオプションユニットとして、室内
ユニット（10）に着脱自在に構成されている。この掃除ユニット（20）は、後述するエア
フィルタ（25）を備えると共に、該エアフィルタ（25）を清掃（掃除）する機能を備えて
いるものである。
【００４７】
　　上記掃除ユニット（20）のケーシング（21）は、上述したように室内ユニット（10）
の吸込口（12）を覆うように、室内ユニット（10）の底板（11b）における概ね奥行き側
半部に取り付けられる。また、掃除ユニット（20）のケーシング（21）の幅（図２および
図３の左右方向の長さ）は、室内ユニット（10）のケーシング（11）の幅と概ね同じであ
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る。
【００４８】
　　上記掃除ユニット（20）のケーシング（21）では、図２および図３において、上側（
室内ユニット（10）側）の板部材が天板（21a）であり、下側（床側）の板部材が底板（2
1b）であり、奥行き側の板部材が背面板（21c）であり、手前側の板部材が前面板（21d）
である。ケーシング（21）の底板（21b）には、吸込口（23）が形成され、該吸込口（23
）を覆う吸込グリル（22）が設けられている。上記吸込口（23）が本発明に係る空気の流
入口である。上記吸込口（23）は、底板（21b）の幅方向（図３の左右方向）に２つ配列
されている。ケーシング（21）の天板（21a）には、室内ユニット（10）の吸込口（12）
に対応する位置に空気の流出口（24）が形成されている。掃除ユニット（20）のケーシン
グ（21）では、室内ファン（14）の吸引により、室内空気が吸込グリル（22）から流入し
流出口（24）から室内ユニット（10）の吸込口（12）へ流入する。
【００４９】
　　上記掃除ユニット（20）のケーシング（21）内には、エアフィルタ（25）、フィルタ
駆動手段（30）、回転ブラシ（40）、ダストボックス（50）および回収ボックス（60）が
設けられている。
【００５０】
　　上記エアフィルタ（25）は、シート状に形成されており、ケーシング（21）の各吸込
口（23）に対応して２組設けられている。各エアフィルタ（25）は、吸込口（23）の下流
側に配置され、吸込口（23）から流入した空気が通過し、その際に空気中の塵埃が除去さ
れる。エアフィルタ（25）は、図９に示すように、平面視矩形状のメッシュ部材であるフ
ィルタ本体（26）を備えている。フィルタ本体（26）の幅方向における両端部には、ラッ
ク（27）が取り付けられている。ラック（27）は、フィルタ本体（26）の長手方向に亘っ
て設けられている。このラック（27）は、後述するフィルタ駆動手段（30）のピニオンギ
ア（35）と噛み合う。
【００５１】
　　上記フィルタ駆動手段（30）は、エアフィルタ（25）を後述する回転ブラシ（40）に
接触させた状態で該回転ブラシ（40）に対して移動させるものである。このフィルタ駆動
手段（30）は、各エアフィルタ（25）毎に設けられている。つまり、２組のフィルタ駆動
手段（30）が設けられている。図８にも示すように、各フィルタ駆動手段（30）は、フィ
ルタ駆動モータ（31）と、駆動ギア（32）と、従動ギア（33）と、２つのピニオンギア（
35）と、２つのフィルタ設置板（36）とを備えている。フィルタ駆動手段（30）は、エア
フィルタ（25）を後述する回転ブラシ（40）に接触させた状態でスライド移動させる移動
手段を構成している。ここでは、図５における左側のフィルタ駆動手段（30）について説
明する（図８参照。）。右側のフィルタ駆動手段（30）は、フィルタ駆動モータ（31）や
駆動ギア（32）の配置が左側のフィルタ駆動手段（30）とは逆になっている以外は左側の
フィルタ駆動手段（30）と同様の構成である。
【００５２】
　　上記駆動ギア（32）は、フィルタ駆動モータ（31）の駆動軸に連結されると共に、従
動ギア（33）と噛み合っている。２つのピニオンギア（35）は、従動ギア（33）の従動軸
（34）に連結され、それぞれエアフィルタ（25）のラック（27）に噛み合っている。この
構成では、フィルタ駆動モータ（31）の回転が駆動ギア（32）から従動ギア（33）に伝達
され従動軸（34）が回転する。その従動軸（34）の回転に伴い各ピニオンギア（35）が回
転することによってエアフィルタ（25）がスライド移動する。フィルタ駆動モータ（31）
の駆動軸は可逆に回転する。
【００５３】
　　上記２つのフィルタ設置板（36）は、エアフィルタ（25）のラック（27）側の端辺に
沿って延びており、互いに対向するように立設されている。従動軸（34）は、各フィルタ
設置板（36）の端部を貫通し回転自在に設けられている。２つのピニオンギア（35）は、
各フィルタ設置板（36）の内側面（対向側の面）に近接して位置する。各フィルタ設置板
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（36）の内側面（対向側の面）には、図１０にも示すように、エアフィルタ（25）の端部
（ラック（27）の外側の端辺）が挿入されるガイド溝（37）が形成されている。このガイ
ド溝（37）は、エアフィルタ（25）がスライド移動する際のガイドとして機能する。ガイ
ド溝（37）は、エアフィルタ（25）が従動軸（34）の外周側に沿ってＵ字状に折り返され
て移動するように形成されている（図６および図７を参照。）。つまり、ガイド溝（37）
は、エアフィルタ（25）がケーシング（21）の扁平面である底板（21b）の面方向に沿っ
て移動し従動軸（34）で屈曲して折り返されるように構成されている。
【００５４】
　　また、上記２つのフィルタ設置板（36）の一方には、フィルタ検知スイッチ（38）が
設けられている。フィルタ検知スイッチ（38）は、エアフィルタ（25）の位置を検知する
ように構成されている。
【００５５】
　　また、上記従動軸（34）の所定位置には、その周方向に亘ってリブ（34a）が設けら
れている。このリブ（34a）は、エアフィルタ（25）がＵ字状に折り返される際にそのエ
アフィルタ（25）の湾曲部を後述する回転ブラシ（40）に押し付けて確実に接触させるた
めのものである。これにより、エアフィルタ（25）の塵埃が回転ブラシ（40）によって確
実に掻き取られる。
【００５６】
　　上記回転ブラシ（40）は、エアフィルタ（25）に接触して該エアフィルタ（25）の塵
埃を除去するためのブラシ部材を構成している。回転ブラシ（40）は、棒状のシャフト部
（41）と、該シャフト部（41）の周囲の複数の植毛により構成されたブラシ部（42）とを
備えている。この回転ブラシ（40）は、後述するダストボックス（50）のブラシ用開口（
57）に設けられている。回転ブラシ（40）のシャフト部（41）は、２つのフィルタ駆動手
段（30）の従動軸（34）に亘って該従動軸（34）に平行に延びている。そして、シャフト
部（41）のうち２組のエアフィルタ（25）に対応する部分にブラシ部（42）が設けられて
いる。回転ブラシ（40）の各ブラシ部（42）は、フィルタ駆動手段（30）によってエアフ
ィルタ（25）の湾曲した部分（折り返し部）に接触して塵埃を除去する。回転ブラシ（40
）は、ブラシ駆動モータ（45）によって可逆に回転駆動される。図示しないが、フィルタ
駆動手段（30）の伝達機構と同様、ブラシ駆動モータ（45）の回転が駆動ギアおよび従動
ギアによって回転ブラシ（40）のシャフト部（41）に伝達される。
【００５７】
　　上記ダストボックス（50）は、回転ブラシ（40）によって除去された塵埃が貯留され
る。ケーシング（21）内において、ダストボックス（50）は前面板（21d）側に配置され
ている。ダストボックス（50）は、各フィルタ駆動手段（30）の従動軸（34）に平行（即
ち、ケーシング（21）の幅方向）に延びる略矩形体に形成されている。
【００５８】
　　図１１にも示すように、上記ダストボックス（50）は、左側部（51）と右側部（52）
の間に中央部（53）が連続形成されている。なお、図５において、左側の部分が左側部（
51）で、右側の部分が右側部（52）で、その間の部分が中央部（53）である。中央部（53
）は左側部（51）および右側部（52）よりも横断面積が小さくなっている。つまり、ダス
トボックス（50）の中央部（53）は左側部（51）および右側部（52）よりも前面側（ケー
シング（21）の前面板（21d）側）が凹んでいる。この中央部（53）の凹み部が収納部（5
5）となっており、後述する回収ボックス（60）が収納される。ダストボックス（50）の
右側部（52）は、前面側の上部に段差部（54）が形成されている。この段差部（54）は、
後述する接続チューブ（71）が配設される。つまり、段差部（54）は、接続チューブ（71
）の配設空間として構成されている。これにより、実質的に、接続チューブ（71）の配設
スペースをダストボックス（50）の配設スペース内で確保することができる。その結果、
ケーシング（21）内の省スペース化、ひいては掃除ユニット（20）のコンパクト化が可能
となる。
【００５９】
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　　図６および図７に示すように、上記ダストボックス（50）のフィルタ駆動手段（30）
側の面には、上述したように回転ブラシ（40）が取り付けられるブラシ用開口（57）が形
成されている。ブラシ用開口（57）はダストボックス（50）の長手方向に延びている。回
転ブラシ（40）は、ブラシ用開口（57）から露出しエアフィルタ（25）に接触する。また
、ブラシ用開口（57）の下側部分は張り出し部（56）となっている。つまり、張り出し部
（56）は、ブラシ用開口（57）の上側部分よりも従動軸（34）側へ張り出している。これ
により、図７に示すように、回転ブラシ（40）で掻き取られた塵埃が確実にダストボック
ス（50）内へ貯留される。また、ダストボックス（50）には、ブラシ用開口（57）を開閉
するための閉鎖蓋（58）が設けられている。閉鎖蓋（58）は、閉鎖蓋駆動モータ（59）に
よって回動するように構成されている。この閉鎖蓋（58）の回動により、ブラシ用開口（
57）を開放する状態（図６の状態）と閉鎖する状態（図７の状態）とになる。
【００６０】
　　上記回収ボックス（60）は、掃除機のノズル（75）を挿入することによって、ダスト
ボックス（50）内の塵埃を回収するためのものである。上述したように、回収ボックス（
60）はダストボックス（50）の中央に形成された収納部（55）に配設されている（図１１
参照。）。つまり、回収ボックス（60）は、図３や図５にも示すように、ケーシング（21
）の前面板（21d）側に位置すると共に、ケーシング（21）の幅方向中央ひいては室内ユ
ニット（10）の幅方向中央に位置している。
【００６１】
　　図１２に示すように、上記回収ボックス（60）は、矩形状のボックス本体（61）を備
えている。また、ケーシング（21）の底板（21b）には、ボックス本体（61）に対応した
開口が形成されており、その開口に２枚の蓋部材（62）が設けられている。蓋部材（62）
は、バネ部材（63）によって閉鎖方向に付勢されている（図１２（Ａ）の状態）。これに
より、室内側から回収ボックス（60）の内部が見えにくくなると共に、室内への塵埃流出
が防止される。蓋部材（62）は、掃除機のノズル（75）で押し上げることで開く。ボック
ス本体（61）の１つの面には、接続チューブ（71）が接続される接続口（61a）が設けら
れている。接続チューブ（71）は、ダストボックス（50）の右側部（52）の側面に繋がっ
ており、掃除機の吸引によってダストボックス（50）内の塵埃が回収ボックス（60）へ送
られる。つまり、本実施形態では、回収ボックス（60）が接続チューブ（71）を介してダ
ストボックス（50）の長手方向における端部と連通している。
【００６２】
　　なお、本実施形態において、回収ボックス（60）の位置はダストボックス（50）の中
央に限らずそれ以外の位置に配置するようにしてもよいし、回収ボックス（60）はダスト
ボックス（50）の幅方向端部に限らずそれ以外の部分に連通させるようにしてもよい。
【００６３】
　　上記ボックス本体（61）内には、板状の仕切部材（64）とピストン部材（65）とバネ
部材（69）とが設けられている。仕切部材（64）は、第１垂直部（64a）、第１水平部（6
4b）、第２垂直部（64c）および第２水平部（64d）が順に連続形成されてなる部材によっ
てボックス本体（61）内を接続口（61a）側の空間と蓋部材（62）側の空間とに区画して
いる。また、仕切部材（64）は、第２垂直部（64c）と所定の間隔を置いて対向する第３
垂直部（64e）が第１水平部（64b）から張り出している。第１水平部（64b）には、第２
垂直部（64c）と第３垂直部（64e）の間の空間に対応する位置に開口（64f）が形成され
ている。ピストン部材（65）は、ノズル接続部（66）と、軸部（67）および弁部（68）と
を有している。ノズル接続部（66）は、仕切部材（64）の第２垂直部（64c）と第３垂直
部（64e）の間に上下動自在に嵌め込まれている。ノズル接続部（66）は、下側（室内の
床側）に突出する略半球状に形成され、その上側が平板で覆われている。そのノズル接続
部（66）の平板および突出端部には上側開口（66a）および下側開口（66b）が形成されて
いる。ノズル接続部（66）は、掃除機のノズル（75）が下側開口（66b）を覆うように当
接する（図１２（Ｂ）参照。）。軸部（67）は、ノズル接続部（66）の平板の中央から上
方に延びて第１水平部（64b）を貫通しており、その端部に弁部（68）が一体形成されて
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いる。つまり、軸部（67）と弁部（68）とは側面視Ｔ字状に一体形成されている。また、
ノズル接続部（66）の平板と仕切部材（64）の第１水平部（64b）との間にはバネ部材（6
9）が設けられ、ピストン部材（65）がそのバネ部材（69）によって下側（室内の床側）
に付勢されている。この状態では、ノズル接続部（66）の弁部（68）が第１水平部（64b
）に接触して該第１水平部（64b）の開口（64f）が閉じられる（図１２（Ａ））。一方、
ピストン部材（65）は、掃除機のノズル（75）をノズル接続部（66）に当接させて押し上
げることで上昇する。これにより、第１水平部（64b）の開口（64f）が開放され、ダスト
ボックス（50）の塵埃が接続チューブ（71）を回収ボックス（60）に吸い込まれ、それぞ
れの開口（64f,66a,66b）を通って掃除機に回収される（図１２（Ｂ））。つまり、仕切
部材（64）の第２垂直部（64c）と第３垂直部（64e）は、ピストン部材（65）が上下動す
る際のガイドして機能する。
【００６４】
　　〈フィルタ清掃動作〉
　　本実施形態の空気調和装置（1）は、冷暖房を行う通常運転と、エアフィルタ（25）
の清掃を行うフィルタ清掃運転とが切換可能に構成されている。
【００６５】
　　先ず、通常運転では、掃除ユニット（20）が図６に示す状態となる。つまり、掃除ユ
ニット（20）において、エアフィルタ（25）は吸込口（23）を覆う所定位置に配置され、
閉鎖蓋（58）は閉じられる。この状態で、圧縮機（4）、室外ファン（7）および室内ファ
ン（14）が駆動される。そうすると、室内空気が掃除ユニット（20）の吸込グリル（22）
から吸い込まれてエアフィルタ（25）を通過する。この通過の際に、室内空気中の塵埃が
エアフィルタ（25）に捕捉される。エアフィルタ（25）を通過した空気は、掃除ユニット
（20）の流出口（24）から室内ユニット（10）の吸込口（12）へ流入する。室内ユニット
（10）に流入した空気は、室内ファン（14）から室内熱交換器（16）へ吹き出される。室
内熱交換器（16）では空気が冷媒と熱交換して冷却または加熱される。冷却または加熱さ
れた空気は吹出口（13）から室内へ供給される。
【００６６】
　　この通常運転では、掃除ユニット（20）においてダストボックス（50）のブラシ用開
口（57）が閉鎖蓋（58）によって閉鎖されているため、吸込グリル（22）から流入した空
気がダストボックス（50）内に流入するのを防止できる。そのため、ダストボックス（50
）内に空気が流入することによってダストボックス（50）内の塵埃がまきあげられダスト
ボックス（50）から流出するのを防止できる。その結果、ダストボックス（50）の塵埃が
吸込グリル（22）から室内へ落下するのを防止できる。
【００６７】
　　また、ダストボックス（50）内への空気の流入が防止されることから、吸込グリル（
22）から吸い込まれた空気の全部が室内ユニット（10）へ導入され室内熱交換器（16）へ
供給される。そのため、室内ファン（14）の運転効率の低下を防止することができる。
【００６８】
　　次に、フィルタ清掃運転（フィルタ清掃動作）について説明する。
【００６９】
　　先ず、フィルタ清掃運転では、室内ユニット（10）の室内ファン（14）が停止される
一方、掃除ユニット（20）におけるダストボックス（50）の閉鎖蓋（58）が図７に示すよ
うに開放される。この閉鎖蓋（58）の開放により、回転ブラシ（40）が露出する。この状
態で、フィルタ駆動モータ（31）およびブラシ駆動モータ（45）が駆動される。そうする
と、掃除ユニット（20）では、図７に示すように、フィルタ駆動手段（30）のピニオンギ
ア（35）が回転し、それに伴ってエアフィルタ（25）がスライド移動する。エアフィルタ
（25）は従動軸（34）でＵ字状に折り返されながら移動する。一方、回転ブラシ（40）は
、図７に示す矢印方向に回転する。エアフィルタ（25）のＵ字状に折り返された部分では
、回転ブラシ（40）がエアフィルタ（25）に接触しながら回転する。これにより、エアフ
ィルタ（25）に捕捉された塵埃が回転ブラシ（40）によって掻き取られる。回転ブラシ（
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40）によって掻き取られた塵埃はダストボックス（50）内へ落下して貯留される。ここで
、ダストボックス（50）の下側部分が張り出し部（56）となっているため、回転ブラシ（
40）で掻き取られた塵埃が確実にダストボックス（50）内へ落下する。これにより、掻き
取られた塵埃が吸込グリル（22）から室内へ落下するのを防止することができる。
【００７０】
　　エアフィルタ（25）の移動方向における前方端（即ち、図７における左端）が所定の
位置まで移動すると、エアフィルタ（25）の清掃すべき全領域が回転ブラシ（40）を通過
したとして、フィルタ検知スイッチ（38）が作動する。フィルタ検知スイッチ（38）が作
動すると、フィルタ駆動モータ（31）が一旦停止する。これにより、エアフィルタ（25）
が停止する。そして、フィルタ駆動モータ（31）が上記とは逆方向に回転する。これによ
り、エアフィルタ（25）が上記とは逆方向にスライド移動して、吸込口（23）の下流側の
所定位置に配置される。この際も、エアフィルタ（25）の移動方向における前方端が所定
位置まで移動すると、フィルタ検知スイッチ（38）が作動してフィルタ駆動モータ（31）
が停止する。
【００７１】
　　ダストボックス（50）において塵埃の貯留量が所定値に達すると、塵埃の回収動作が
行われる。この塵埃の回収動作では、閉鎖蓋（58）が閉じられダストボックス（50）のブ
ラシ用開口（57）が閉鎖される。この状態で、ユーザーが掃除機のノズル（75）を回収ボ
ックス（60）内へ挿入してノズル接続部（66）へ押し付ける。これにより、回収ボックス
（60）が図１２（Ｂ）の状態となり、ダストボックス（50）の塵埃が接続チューブ（71）
を通って回収ボックス（60）内へ流れ掃除機に吸引（回収）される。
【００７２】
　　－実施形態の効果－
　　以上のように、本実施形態では、エアフィルタ（25）、フィルタ駆動手段（30）、回
転ブラシ（40）、ダストボックス（50）が収納され、且つ、室内ユニット（10）の吸込口
（12）に対して着脱自在に構成された掃除ユニット（20）を提供することができる。その
ため、ユーザーの要望に応じて容易に室内ユニット（10）に掃除ユニット（20）を追加す
ることができる。
【００７３】
　　さらに、本実施形態の掃除ユニット（20）では、エアフィルタ（25）を清掃する際、
該エアフィルタ（25）をＵ字状に折り返して移動させるようにした。そのため、ケーシン
グ（21）内においてエアフィルタ（25）の移動スペースを小さくすることができる。その
結果、掃除ユニット（20）の小型化、特にケーシング（21）をより扁平な形状とすること
が可能となる。
【００７４】
　　さらに、本実施形態では、掃除ユニット（20）が天井吊り型の室内ユニット（10）の
底板（11b）に取り付けられるところ、上述したように掃除ユニット（20）が小型になる
ため、特にケーシング（21）が扁平な形状になるため、居住者に与える圧迫感を抑制する
ことができる。
【００７５】
　　さらに、本実施形態の掃除ユニット（20）では、外部から掃除機のノズル（75）を挿
入してダストボックス（50）の塵埃を吸引するための回収ボックス（60）を備えるように
した。そのため、ダストボックス（50）の塵埃を容易に回収することができ、塵埃の処理
作業を軽減することができる。
【００７６】
　　また、回収ボックス（60）をダストボックス（50）の長手方向における端部に連通さ
せるようにしたので、ダストボックス（50）の塵埃を一方向に（端部に向かって）吸い寄
せることができる。そのため、ダストボックス（50）の全ての塵埃を確実に回収ボックス
（60）に搬送することができる。つまり、例えば回収ボックス（60）をダストボックス（
50）の長手方向における途中に連通させるようにした場合、ダストボックス（50）の両端
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から連通部に向かって塵埃が吸い寄せられることになる。この場合、吸込抵抗等の違いに
より両端に対する吸引力に差が生じて一方の端部の塵埃を回収しきれない虞があるが、本
実施形態の構成ではそれを回避することができる。これによって、塵埃の回収効率が向上
する。
【００７７】
　　また、回収ボックス（60）をケーシング（21）の幅方向中央に設けるようにしたため
、掃除機による塵埃の回収作業が容易となる。一般に、室内ユニット（10）は部屋の壁際
に設置されることが多く、室内ユニット（10）の幅方向一端側に壁が近接することが多い
。そのため、仮に回収ボックス（60）がケーシング（21）の幅方向の端部に設けられてい
ると、回収ボックス（60）が壁際に位置する虞がある。そうすると、壁が邪魔となって掃
除機による回収作業がしにくくなる。本発明では、回収ボックス（60）がケーシング（21
）の幅方向中央に設けられているため、少なくとも回収ボックス（60）が壁際に配置され
る状態を回避することができる。さらに、本実施形態では、回収ボックス（60）をケーシ
ング（21）の前面板（21d）側に設けているため、室内ユニット（10）の背面側の壁から
回収ボックス（60）までの距離をできるだけ稼ぐことができる。これによって、回収作業
が一層容易となる。
【００７８】
　　さらに、本実施形態の掃除ユニット（20）では、ダストボックス（50）のブラシ用開
口（57）を閉鎖するための閉鎖蓋（58）を備えるようにした。そのため、フィルタ清掃を
行わない通常運転時において、閉鎖蓋（58）を閉じることにより、掃除ユニット（20）の
ケーシング（21）内に吸い込まれた室内空気がブラシ用開口（57）を通じてダストボック
ス（50）内へ流入するのを確実に防止することができる。これにより、ダストボックス（
50）の塵埃が空気によってまきあげられてブラシ用開口（57）から流出するのを防止する
ことができる。その結果、塵埃が吸込グリル（22）から室内へ落下する虞を回避すること
ができ、掃除ユニット（20）の信頼性を向上させることができる。
【００７９】
　　また、ダストボックス（50）の塵埃を掃除機で回収する際、閉鎖蓋（58）を閉じるよ
うにしたため、掃除機による吸引力を高めることができる。つまり、閉鎖蓋（58）が開放
されていると、吸引経路（ダストボックス（50）～接続チューブ（71）～回収ボックス（
60））が開放状態となるため、掃除機で吸引できない。そこで、閉鎖蓋（58）を閉じるこ
とにより、吸引経路をある程度密閉状態にすることができる。その結果、掃除機による吸
引作用が高められ、ダストボックス（50）内の塵埃を確実に吸引することができる。
【００８０】
　　また、一般に、天井吊り型の室内ユニット（10）は、例えば壁掛け式のものと比べて
、ケーシング（11）の幅寸法（図２における左右方向の寸法）が比較的長いものが多い。
そのような室内ユニット（10）では当然に吸込口（12）も幅広となり、その室内ユニット
（10）に取り付ける掃除ユニット（20）の幅寸法も同様に長くなる。そこで、本実施形態
のように、掃除ユニット（20）において吸込口（23）を幅方向に２つ（複数）設けること
で、１つ当たりのエアフィルタ（25）のサイズを小さくすることができる。そのため、エ
アフィルタ（25）をスライド移動させるのに必要な駆動力を削減することができる。
【００８１】
　《その他の実施形態》
　　上記実施形態は、以下のように構成してもよい。
【００８２】
　　例えば、上記実施形態では、エアフィルタ（25）をＵ字状に（１８０度）折り返すよ
うにしたが、１８０度よりも小さい角度で折り返す（屈曲させる）ようにしてもよい。こ
の場合、エアフィルタ（25）の移動スペースが多少大きくなるが、折り返し角度が小さい
分その折り返し部分に生じるストレスを小さくすることができる。その結果、エアフィル
タ（25）の耐用年数が延びる。
【００８３】
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　　また、上記実施形態において、室内ユニット（10）のサイズに合わせてフィルタ掃除
ユニット（20）の幅長さが長くなる場合は次のようにしてもよい。例えば、エアフィルタ
（25）をケーシング（21）の幅方向に複数配列し、その各エアフィルタ（25）毎に回転ブ
ラシ（40）を設けるようにしてもよい。これにより、回転ブラシ（40）が長くなり過ぎて
撓むのを回避することができる。また、ダストボックス（50）についても長くなり過ぎる
と作製およびケーシング（21）内への設置が困難となるため、分割構造にしてもよい。
【００８４】
　　また、上記実施形態において、エアフィルタ（25）と回転ブラシ（40）を共通の駆動
モータで駆動するようにしてもよい。
【００８５】
　　また、上記実施形態において、特にエアフィルタ（25）の幅寸法が長い場合にはエア
フィルタ（25）が片ずれする虞があるため、フィルタ駆動モータ（31）をエアフィルタ（
25）の中央に配置したり、ピニオンギア（35）をエアフィルタ（25）の中央に配置するよ
うにしてもよい。
【００８６】
　　また、上記実施形態では、いわゆる天井吊り型の室内ユニット（10）を取付対象とし
て説明したが、本発明はこれに限らず、いわゆる天井埋込型の室内ユニットであっても同
様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　　以上説明したように、本発明は、室内ファンを備えた室内ユニットに取り付け可能な
フィルタ掃除ユニットについて有用である。
【符号の説明】
【００８８】
1　　　　 空気調和装置
10　　　　室内ユニット
14　　　　室内ファン
16　　　　室内熱交換器
20　　　　フィルタ掃除ユニット
21　　　　ケーシング
21b　　　 底板
23　　　　吸込口（流入口）
24　　　　流出口
25　　　　エアフィルタ
30　　　　フィルタ駆動手段（移動手段）
40　　　　回転ブラシ（ブラシ部材）
50　　　　ダストボックス
57　　　　ブラシ用開口
58　　　　閉鎖蓋
60　　　　回収ボックス
75　　　　ノズル
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