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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天面側に開口し、空気を吸い込む吸込口と、地面側に開口し、吸い込んだ空気を吹き出
す吹出口とを具備する筐体と、
　該筐体内に設置され、前記吸込口から吸い込んだ空気を前記吹出口から吹き出す送風フ
ァンと、
　前記送風ファンと前記吹出口との間の吹出側風路を形成する前面ガイド板および後面ガ
イド板と、
　前記送風ファンが形成する空気の流れの中に設置された熱交換器と、
　前記吸込口と前記熱交換器との間に配置され、前記吸込口から吸い込んだ空気中の塵埃
を捕捉するフィルタと、
　前記筐体に設置され、前記フィルタを清掃するフィルタ清掃装置と、を有し、
　前記フィルタ清掃装置が、前記フィルタを移動させるフィルタ移動部と、前記フィルタ
に当接して前記フィルタに捕捉された塵埃を除去する塵埃除去部と、該塵埃除去部によっ
て除去された塵埃を回収する塵埃回収部と、を有し、
　前記フィルタ移動部が、前記フィルタを、前記筐体内の円弧状移動径路に沿って、その
上縁が前記筐体内の後面寄りで天面側の位置に到達し、その下縁が前記筐体内の前面寄り
で前記前面ガイド板の位置に到達する範囲を、往復移動させることを特徴とする空気調和
機。
【請求項２】
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　天面側に開口し、空気を吸い込む吸込口と、地面側に開口し、吸い込んだ空気を吹き出
す吹出口とを具備する筐体と、
　該筐体内に設置され、前記吸込口から吸い込んだ空気を前記吹出口から吹き出す送風フ
ァンと、
　前記送風ファンと前記吹出口との間の吹出側風路を形成する前面ガイド板および後面ガ
イド板と、
　前記送風ファンが形成する空気の流れの中に設置された熱交換器と、
　前記吸込口と前記熱交換器との間に配置され、前記吸込口から吸い込んだ空気中の塵埃
を捕捉する第１フィルタおよび第２フィルタと、
　前記筐体に設置され、前記第１フィルタおよび第２フィルタをそれぞれ清掃する第１フ
ィルタ清掃装置および第２フィルタ清掃装置と、を有する空気調和機であって、
　前記第１フィルタ清掃装置および第２フィルタ清掃装置がそれぞれ、前記第１フィルタ
および第２フィルタを移動させる第１フィルタ移動部および第２フィルタ移動部と、前記
第１フィルタおよび第２フィルタに当接して前記第１フィルタおよび第２フィルタに捕捉
された塵埃を除去する第１塵埃除去部および第２塵埃除去部と、該第１塵埃除去部および
第２塵埃除去部によって除去された塵埃を回収する第１塵埃回収部および第２塵埃回収部
と、を有し、
　前記第１フィルタ移動部および第２フィルタ移動部が、前記第１フィルタおよび第２フ
ィルタを、前記筐体内の円弧状移動径路に沿って、その上縁が前記筐体内の後面寄りで天
面側の位置に到達し、その下縁が前記筐体内の前面寄りで前記前面ガイド板の位置に到達
する範囲を、往復移動させ、
　前記第１フィルタが移動している間、前記第２フィルタは停止し、一方、前記第２フィ
ルタが移動している間、前記第１フィルタは停止することを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　前記第１フィルタが前記筐体内の後面寄りで天面側の位置から前面寄りで地面側の位置
に向けて移動する際、前記第１フィルタ清掃装置を構成する前記ロール状ブラシが前記第
１フィルタの移動速度よりも小さな周速で前記移動方向に向けて回転し、
　前記第２フィルタが前記筐体内の後面寄りで天面側の位置から前面寄りで地面側の位置
に向けて後面寄りで天面側の位置に向けて移動する際、前記第２フィルタ清掃装置の前記
ロール状ブラシ回転機構が、前記ロール状ブラシを前記第２フィルタの移動速度よりも小
さな周速で前記移動方向に向けて回転し、
　前記第１フィルタが前記筐体内の前面寄りで地面側の位置から後面寄りで天面側の位置
に向けて移動する際、前記第１フィルタ清掃装置を構成する前記ロール状ブラシが停止し
、
　前記第２フィルタが前記筐体内の前面寄りで地面側の位置から後面寄りで天面側の位置
に向けて移動する際、前記第２フィルタ清掃装置を構成する前記ロール状ブラシが停止す
る、
ことを特徴とする請求項２記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記第１フィルタ清掃装置を構成するフィルタ駆動歯車回転機構が、前記第１フィルタ
に形成された第１フィルタ従動歯車に噛み合う第１フィルタ駆動歯車と、該第１フィルタ
駆動歯車が固定された第１フィルタ駆動軸と、該第１フィルタ駆動軸に固定された第１フ
ィルタ回転入力歯車と、を具備し、
　前記第２フィルタ清掃装置を構成するフィルタ駆動歯車回転機構が、前記第２フィルタ
に形成された第２フィルタ従動歯車に噛み合う第２フィルタ駆動歯車と、該第２フィルタ
駆動歯車が固定された第２フィルタ駆動軸と、該第２フィルタ駆動軸に固定された第２フ
ィルタ回転入力歯車と、を具備し、
　前記第１フィルタ清掃装置を構成するロール状ブラシ回転機構が、第１ロール状ブラシ
と、該第１ロール状ブラシが固定された第１ロール状ブラシ駆動軸と、該第１ロール状ブ
ラシ駆動軸に固定された第１ロール状ブラシ回転入力歯車と、を具備し、
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　前記第２フィルタ清掃装置を構成するロール状ブラシ回転機構が、第２ロール状ブラシ
と、該第２ロール状ブラシが固定された第２ロール状ブラシ駆動軸と、該第２ロール状ブ
ラシ駆動軸に固定された第２ロール状ブラシ回転入力歯車と、を具備し、
　前記筐体に、１台のモータを具備する回転出力装置が設置され、
　該回転出力装置が、前記第１フィルタ回転入力歯車に噛み合う第１フィルタ回転出力歯
車と、前記第２フィルタ回転入力歯車に噛み合う第２フィルタ回転出力歯車と、前記第１
ロール状ブラシ回転入力歯車に噛み合う第１ロール状ブラシ回転出力歯車と、前記第２ロ
ール状ブラシ回転入力歯車に噛み合う第２ロール状ブラシ回転出力歯車と、を具備すると
ともに、
　前記第１フィルタ回転出力歯車または前記第２フィルタ回転出力歯車の一方を択一的に
回転させることを特徴とする請求項２または３記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記筐体の後面寄りで天面側近くに設置された固定接点と、
　該固定接点に短絡および絶縁自在な移動接点と、
　該移動接点を備え、前記固定接点に対して進退自在な進退部と、
　該進退部に当接自在で前記進退部を後退可能な傾動レバーと、
　該傾動レバーの中央部を傾動自在かつ進退自在に支持するレバー支持手段と、
　前記傾動レバーを前記進退部から遠ざける方向に付勢する付勢手段と、
を具備し、
　前記第１フィルタまたは前記第２フィルタの一方の上縁が、前記筐体の後面寄りで天面
側に到達した際、前記固定側接点と前記移動側接点とは絶縁のまま、前記傾動レバーが傾
動し、
　前記第１フィルタおよび前記第２フィルタの両方の上縁が、前記筐体の後面寄りで天面
側に到達した際、前記傾動レバーは後退して前記進退部に当接し、この傾動レバーの進退
部への当接によって前記進退部が後退し、前記固定側接点と前記移動側接点とが短絡する
、
ことを特徴とする請求項２乃至４の何れかに記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記フィルタが、前記円弧状移動径路の曲率半径と略同一の曲率半径を具備する断面円
弧であって、その内面に内歯車からなるフィルタ従動歯車を具備し、
　前記フィルタ移動部が、前記フィルタ従動歯車に噛み合うフィルタ駆動歯車と、該フィ
ルタ駆動歯車を回転するフィルタ駆動歯車回転機構と、前記フィルタ従動歯車に前記フィ
ルタ駆動歯車が噛み合っている状態で、前記フィルタの外面に当接するフィルタ押さえ機
構と、
を有することを特徴とする請求項１または２記載の空気調和機。
【請求項７】
　前記塵埃除去部が、前記フィルタの外面に当接自在なロール状ブラシと、該ロール状ブ
ラシを回転するロール状ブラシ回転機構と、を有し、
　前記フィルタ駆動歯車回転機構が、前記フィルタを前記筐体内の後面寄りで天面側の位
置から前面寄りで地面側の位置に向けて移動させる際、前記ロール状ブラシ回転機構が、
前記ロール状ブラシを前記フィルタの移動速度よりも小さな周速で前記移動方向に向けて
回転させ、
　前記フィルタ駆動歯車回転機構が、前記フィルタを前記筐体内の前面寄りで地面側の位
置から後面寄りで天面側の位置に向けて移動させる際、前記ロール状ブラシ回転機構が前
記ロール状ブラシを停止させる、
ことを特徴とする請求項１または２記載の空気調和機。
【請求項８】
　前記塵埃回収部が、前記ロール状ブラシに当接して塵埃を掻き落とす塵埃掻き落とし板
と、該塵埃掻き落とし板を前記ロール状ブラシに押し付ける付勢手段と、前記塵埃掻き落
し板によって掻き落とされた塵埃を溜める集塵箱と、
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を具備することを特徴とする請求項１または２記載の空気調和機。
【請求項９】
　前記塵埃回収部の集塵箱の開口部を開閉する蓋体が、該開口部に着脱自在かつ回転自在
に設置され、
　前記蓋体に前記塵埃除去部のロール状ブラシが設置され、
　前記蓋体が前記集塵箱の開口部を閉じた際、前記塵埃掻き落とし板が前記付勢手段によ
って前記ロール状ブラシに押し付けられることを特徴とする請求項１または２記載の空気
調和機。
【請求項１０】
　前記フィルタ移動部と、前記塵埃除去部と、前記塵埃回収部とが、前記円弧状移動径路
の略中間位置において前記筐体に着脱自在に設置されることを特徴とする請求項１または
２記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機、特に、フィルタに捕捉されたチリ、ホコリないし糸くず等（本
発明において「塵埃」と総称する）を自動的に除去するフィルタ清掃装置が装備されてい
る空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フィルタを移動させることによってフィルタに付着したゴミを除去すると共に、
除去したゴミを簡単に回収することができるフィルタ清掃装置機能を有する空気調和機が
開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２８４８７号公報（第５－８頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に開示された空気調和機には以下の問題があった。
　（あ）フィルタ清掃部におけるフィルタは、清掃時に、空気調和機の前面パネルに設け
られた開閉パネルを押し上げながら機外へと押し出されるため、すなわち、屋内からフィ
ルタが視認されるため、装置の意匠性が悪化すると共に、装置の清潔感が損なわれ居住者
に不快感を与えるおそれがあり、商品競争力が低下する。
　（い）フィルタ清掃部におけるフィルタの移動機構が、フィルタの幅方向の中央に形成
されたラックと、該ラックに噛み合って回転するピニオンと、該ピニオンを回転する駆動
モータとを具備するため、空気調和機に複数のフィルタ（複数のフィルタ清掃部に同じ）
を設置しようとすると、駆動モータも複数になって製造コストが上昇したり装置重量が増
加したり、さらにはこれが装備された空気調和機は、サイズの拡大やデザインの制約の原
因になったりして、商品競争力が低下する。
【０００５】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、フィルタを機内に隠した状態のまま清掃
することができると共に、空気調和機に複数のフィルタを設置しても、該フィルタを移動
させるモータの増設を防止することができるフィルタ清掃装置を有する空気調和機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る空気調和機は、天面側に開口し、空気を吸い込む吸込口と、地面側に開口
し、吸い込んだ空気を吹き出す吹出口とを具備する筐体と、
　該筐体内に設置され、前記吸込口から吸い込んだ空気を前記吹出口から吹き出す送風フ
ァンと、
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　前記送風ファンと前記吹出口との間の吹出側風路を形成する前面ガイド板および後面ガ
イド板と、
　前記送風ファンが形成する空気の流れの中に設置された熱交換器と、
　前記吸込口と前記熱交換器との間に配置され、前記吸込口から吸い込んだ空気中の塵埃
を捕捉するフィルタと、
　前記筐体に設置され、前記フィルタを清掃するフィルタ清掃装置と、を有し、
　前記フィルタ清掃装置が、前記フィルタを移動させるフィルタ移動部と、前記フィルタ
に当接して前記フィルタに捕捉された塵埃を除去する塵埃除去部と、該塵埃除去部によっ
て除去された塵埃を回収する塵埃回収部と、を有し、
　前記フィルタ移動部が、前記フィルタを、前記筐体内の円弧状移動径路に沿って、その
上縁が前記筐体内の後面寄りで天面側の位置に到達し、その下縁が前記筐体内の前面寄り
で前記前面ガイド板の位置に到達する範囲を、往復移動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　したがって、本発明に係る空気調和機は、フィルタが筐体内を円弧状移動径路に沿って
移動するため、筐体の外部に突出することがなく、筐体の外部から視認されることがない
から、意匠性が向上すると共に、装置の清潔感が増す。さらに、複数のフィルタを１台の
モータで択一的に移動させるから、モータの設置台数が減少すると共に、モータ容量が小
さくなり、装置コストの低減が図られる。よって、商品競争力が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態に係るフィルタ清掃装置について、フィルタが１枚設置され
るものを実施の形態１として、フィルタが２枚設置されるものを実施の形態２として、図
面に基づいて説明する。なお、以下の各図において、同じ部分または相当する部分には同
じ符号を付し、一部の説明を省略する。
【０００９】
　［実施の形態１］
　（空気調和機）
　図１は本発明の実施の形態１に係る空気調和機を模式的に示す側面視の中央部における
断面図である。図１において、空気調和機１００は、筐体１０と、筐体１０内に設置され
、空気を吸引すると共に吸引した空気を吹き出す送風ファン２０と、送風ファン２０が形
成する風路内に配置され、吸引した空気を調和する熱交換器３０と、吸引した空気に含ま
れる塵埃を捕捉するフィルタ４０と、フィルタ４０を清掃するフィルタ清掃装置５０と、
を有している。以下、各構成部材について個別に説明する。
【００１０】
　（筐体）
　筐体１０は、両端面（図示しない）が塞がれた筒状であって、天面（図中、上側）の一
部が開口し、該開口部が空気を吸い込む吸込口１１を形成し、地面（図中、下側）の一部
が開口し、吸込口１１から吸い込んだ空気を吹き出す吹出口１４を形成している。そして
、前面（図中、左側）は開口し、該開口部を開閉する前面扉１２が設置されている。なお
、後面（図中、右側）は塞がれ、筐体１０を壁等に取り付けるための、壁取付部１６が形
成されている。
　そして、筐体１０の内部において、後面寄りで天面近くの「位置Ａ」と前面寄りで地面
近くの「位置Ｂ」とを結ぶ円弧状範囲は、特別の部材が設置されていない空間として用意
され、該空間がフィルタ４０の移動径路（以下、「円弧状移動径路」と称す）１７となっ
ている。
【００１１】
　（送風ファン）
　送風ファン２０は、筐体１０の側面視で略中央部に配置され、吸込口１１から吹出口１
４に至る風路を形成するものである。送風ファン２０と吹出口１４との間の吹出側風路は
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、前面ガイド板１３と後面ガイド板１５とによって挟まれている。
【００１２】
　（熱交換器）
　熱交換器３０は、吸込口１１と送風ファン２０との間に配置され、吸い込まれた空気を
調和（冷却、加熱、加湿、除湿等）する。図中、熱交換器３０は送風ファン２０の天面側
および前面側を取り囲むように配置されているが、本発明は該配置形態に限定するもので
はない。また、熱交換器３０は、伝熱管３１と、伝熱管３１に設置された放熱フィン３２
とを具備するものを示しているが、本発明はこれに限定するものではない。
【００１３】
　（フィルタ）
　図２は、図１に示すフィルタを模式的に示す斜視図である。図１および図２において、
フィルタ４０は、フィルタ通気体（網状体）４１と、フィルタ通気体が設置されたフィル
タ枠体４２とから形成されている。フィルタ枠体４２は円筒の一部を形成し（断面円弧状
であって、いわゆる「八つ橋状」）、矩形状の外枠４３と、外枠４３の対向する辺を連結
する補強桟４４とから形成され、補強桟４４の内面に内歯車からなるフィルタ従動歯車４
５が形成されている。
　なお、フィルタ４０は、円弧状移動径路１７に沿って、その上縁４６が位置Ａに到達し
、その下縁４７が位置Ｂに到達する範囲を往復移動するものであって、フィルタ枠体４２
（フィルタ４０に同じ）の断面円弧の曲率半径は、円弧状移動径路１７の曲率半径に同じ
である。すなわち、フィルタ４０は曲率半径が変わることなく往復移動するから、フィル
タ４０を簡素な手段によって移動させることができるだけでなく、フィルタ４０自体の劣
化が防止されて寿命延長が図られる。
【００１４】
　（フィルタ清掃装置）
　図１において、フィルタ清掃装置５０は、フィルタ４０を移動させるフィルタ移動部６
０と、フィルタ４０のフィルタ通気体４１に当接し、これに捕捉された塵埃を除去する塵
埃除去部７０と、塵埃除去部７０によって除去された塵埃を回収する塵埃回収部８０と、
を有している。
【００１５】
　（フィルタ移動部）
　図３は、図１に示すフィルタ清掃装置を模式的に示す斜視図である。図１および図３に
おいて、フィルタ移動部６０は、フィルタ従動歯車４５に噛み合うフィルタ駆動歯車６１
と、フィルタ駆動歯車６１が略中央に固定されたフィルタ駆動軸６２と、フィルタ駆動軸
６２の一方の端部に固定されたフィルタ回転入力歯車６３と、フィルタ駆動軸６２を回転
自在に支持するフィルタ移動部本体６４を具備している。
　また、フィルタ移動部本体６４には、フィルタ駆動軸６２と平行にフィルタ押さえ軸６
５が設置され、フィルタ押さえ軸６５は、フィルタ従動歯車４５にフィルタ駆動歯車６１
が噛み合ってフィルタ４０が移動される際、該噛み合いが外れないようにしている。なお
、フィルタ押さえ軸６５は回転自在な断面円形でも、固定された断面矩形でもよい。
　さらに、フィルタ移動部本体６４には、塵埃回収部８０を着脱自在に取り付けるための
フィルタ移動部係止突起６６と、筐体１０に取り付けおよび筐体１０から取り外す際、フ
ィルタ移動部６０のハンドリングを容易にするフィルタ移動部ハンドル６７が形成されて
いる。
【００１６】
　（塵埃除去部）
　図４は、図１に示す塵埃除去部を模式的に示す斜視図である。図１および図４において
、塵埃除去部７０は、フィルタ４０のフィルタ通気体４１の外面に当接して回転するロー
ル状ブラシ７１と、ロール状ブラシ７１が固定されたロール状ブラシ駆動軸７２と、ロー
ル状ブラシ駆動軸７２の一方の端部に固定されたロール状ブラシ回転入力歯車７３と、ロ
ール状ブラシ駆動軸７２を回転自在に支持する塵埃除去部本体７４を具備している。
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　なお、塵埃除去部本体７４の一方の端面には円筒状の突起（図示しない、以下、「軸貫
通突起」と称す）が形成され、該突起をロール状ブラシ駆動軸７２が貫通し、他方の端面
には円筒状（端部が閉塞されたコップ状を呈している）の突起（以下、「軸支持突起」と
称す）７５が形成され、軸支持突起７５の内部においてロール状ブラシ駆動軸７２の端部
が支持されている。
【００１７】
　そして、ロール状ブラシ７１は後記要領で、回転または停止される。
　なお、以上は、塵埃除去部７０として回転駆動されるロール状ブラシ７１を示している
が、本発明はこれに限定するものはなく、ロール状ブラシ７１に替えて逆ハ字状に配置さ
れた一対の面状ブラシを設置してもよい。すなわち、地面寄りに略水平で後面向きの面状
ブラシと天面寄りに略鉛直で地面向きの面状ブラシとを設置し、前者がフィルタ４０が下
方に移動する際、後者がフィルタ４０が上方に移動する際、主に除塵するようにする。
【００１８】
　（塵埃回収部）
　図５は、図１に示す塵埃回収部を模式的に示す斜視図である。図１および図５において
、塵埃回収部８０は、ロール状ブラシ７１に当接して捕捉された塵埃を掻き落とす掻き落
し板８１と、掻き落し板８１をロール状ブラシ７１の押し当てるための掻き落し付勢手段
８２と、掻き落し板８１によって掻き落とされた塵埃を溜める集塵箱８３と、を具備して
いる。
　そして、集塵箱８３の一方の端面には奥が僅かに広くなった略Ω字状の切欠部８４が形
成され、切欠部８４に塵埃除去部７０の前記軸貫通突起（ロール状ブラシ駆動軸７２が貫
通している）が係止自在になっている。また、集塵箱８３の他方の端面には貫通孔８５が
形成され、貫通孔８５に、塵埃除去部７０の軸支持突起７５（ロール状ブラシ駆動軸７２
の端部を支持している）が回転自在に侵入自在になっている。
　また、集塵箱８３の外面には、フィルタ移動部６０のフィルタ移動部係止突起６６が係
止する塵埃回収部係止突起８６と、ハンドリングを容易にする凹部からなる把手部８７が
形成されている。
【００１９】
　（フィルタ清掃装置の組み立て）
　図６は、図１に示すフィルタ清掃装置を組み立てた様子を示す斜視図である。図６にお
いて、塵埃回収部８０の貫通孔８５に塵埃除去部７０の軸支持突起７５を侵入し、塵埃回
収部８０の切欠部８４に塵埃除去部７０のロール状ブラシ駆動軸７２を係止することによ
り、フィルタ清掃装置５０が組み立てられている。このとき、塵埃回収部８０と塵埃除去
部７０とは、前記侵入部および前記係止部を回転中心にして、回転自在に接合されている
。
　すなわち、塵埃除去部７０の塵埃除去部本体７４が、塵埃回収部８０の集塵箱８３の「
開閉蓋」として機能するから、塵埃除去部本体７４を集塵箱８３に合わせると、塵埃除去
部本体７４、集塵箱８３およびロール状ブラシ７１の三者によって、略密閉されたダスト
ボックスが形成される。
【００２０】
　さらに、塵埃除去部本体７４の端面が集塵箱８３の内部に侵入しているから、塵埃除去
部本体７４の端面の外側に小突起または小凹部を形成し、集塵箱８３の端面の内側に前記
小突起または小凹部に係止自在な小凹部または小突起を形成しておけば、これらが係止す
ることによって塵埃除去部本体７４と集塵箱８３とが容易に離れなくなるから、前記ダス
トボックスから塵埃が不用意に散逸することがない。また、該係止は僅かな力でもって分
離可能であるから、前記ダストボックスから塵埃を排出する作業が容易になる。
【００２１】
　（フィルタ清掃装置の取り付け）
　図７は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機を模式的に示す側面視の端部における
断面図である。図７において、空気調和機１００の筐体１０の端部には、フィルタ清掃装
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置５０を設置するための、清掃装置設置スロープ１８が形成されている。したがって、前
面扉１２を開いて、フィルタ清掃装置５０を容易に取り付けまたは取り外すことができる
。このとき、フィルタ４０を把持しているフィルタ移動部６０（図中、右下がりの斜線を
付す）と、一体化されている塵埃除去部７０と塵埃回収部８０と（前記ダストボックスに
同じ、図中、左下がりの斜線を付す）を、それぞれ別個に取り付けても、これらを一体的
に取り付けてもよい。
　なお、以上は、フィルタ移動部６０のフィルタ移動部係止突起６６と塵埃回収部８０の
塵埃回収部係止突起８６とが、互いに係止するものを例示しているが、本発明はこれに限
定するものではない。たとえば、一方の端面に形成した溝部に、他方の端面に形成した突
条を係止（または嵌合）してもよいし、筐体１０の清掃装置設置スロープ１８に、フィル
タ移動部６０が係止するスロープと、塵埃回収部８０が係止するスロープとを、それぞれ
形成してもよい。
【００２２】
　（フィルタの移動要領）
　図８は、図１に示すフィルタ清掃装置におけるフィルタの移動要領を説明する側面視の
断面図である。図８において、フィルタ４０は下降限にまで移動されている。すなわち、
フィルタ４０は円弧状移動径路１７にそって、上縁４６が位置Ａにあった状態（図１参照
）から、下縁４７が位置Ｂに到達するまで移動している。
　そして、位置Ａから位置Ｂに向かう「往路」において、ロール状ブラシ７１は、フィル
タ４０の移動方向（図中、略下方向）と同一の方向（図中、時計回り）に回転し、フィル
タ通気体４１に捕捉された塵埃を除去する。特に、ロール状ブラシ７１の周速（Ｖｂ）が
フィルタ４０の移動速度（Ｖｆ）よりも遅く（Ｖｂ＜Ｖｆ）なっているから、フィルタ通
気体４１に捕捉された塵埃は、一旦、ロール状ブラシ７１の噛み込み側（図中、天面側）
に集められた後、ロール状ブラシ７１に付着して噛み出し側（図中、地面側）に運ばれる
ことになる。そして、該付着した塵埃は掻き落し板８１によって掻き落とされ、集塵箱８
３内に回収される。
【００２３】
　一方、下降限に到達していたフィルタ４０は、今度は逆転（図中、時計回り）するフィ
ルタ駆動歯車６１によって移動させられ、上昇限にまで戻る（図１参照）。すなわち、上
縁４６が位置Ａに到達する。
　そして、位置Ｂから位置Ａに向かう「復路」において、ロール状ブラシ７１は回転を停
止している。したがって、往路において除去されないまま残っていた塵埃が、復路におい
て除去されたとしても、該塵埃は、回転していないロール状ブラシ７１の噛み込み側（図
中、地面側）に集まるだけで、噛み出し側（図中、天面側）に運ばれることがない。よっ
て、ロール状ブラシ７１から除去された塵埃が集塵箱８３の外に散逸することがない。
【００２４】
　［実施の形態２］
　（空気調和機）
　図９および図１０は本発明の実施の形態２に係る空気調和機に設置されるフィルタ清掃
装置を模式的に示す斜視図であって、図９は組み立て前、図１０は組み立て後である。
　図９および図１０において、空気調和機２００（図示しない）は、筐体１０と、筐体１
０内に設置され、空気を吸引すると共に吸引した空気を吹き出す送風ファン２０と、送風
ファン２０が形成する風路内に配置され、吸引した空気を調和する熱交換器３０と、吸引
した空気に含まれる塵埃を捕捉する第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂと、第
１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂをそれぞれ清掃する第１フィルタ清掃装置５
０ａおよび第２フィルタ清掃装置５０ｂと、第１フィルタ清掃装置５０ａまたは第２フィ
ルタ清掃装置５０ｂに択一的に回転を出力する回転出力装置９０と、を有している。
【００２５】
　第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂは、何れも実施の形態１におけるフィル
タ４０に同じである。
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　図中、右側に配置された第１フィルタ清掃装置５０ａは、実施の形態１におけるフィル
タ清掃装置５０に同じであって、その左側の端部に第１フィルタ回転入力歯車６３ａおよ
び第１ロール状ブラシ回転入力歯車７３ａが位置している。一方、図中、左側に配置され
た第２フィルタ清掃装置５０ｂは、その右側の端部に第２フィルタ回転入力歯車６３ｂお
よび第２ロール状ブラシ回転入力歯車７３ｂが位置している点において第１フィルタ清掃
装置５０ａと相異するものの、これをのぞく構成は第１フィルタ清掃装置５０ａに同じ（
実施の形態１に示すフィルタ清掃装置５０に同じ）である。つまり、かかるフィルタ回転
入力歯車６３ａ、７３ａ、６３ｂ、７３ｂは、正面視で筐体の中央部に集中している。
【００２６】
　（回転出力装置）
　回転出力装置９０は、１台のモータ（図示しない）と、第１フィルタ回転入力歯車６３
ａに噛み合い自在な第１フィルタ回転出力歯車９６ａと、第１ロール状ブラシ回転入力歯
車７３ａに噛み合い自在な第１ロール状ブラシ回転出力歯車９７ａと、第２フィルタ回転
入力歯車６３ｂに噛み合い自在な第２フィルタ回転出力歯車９６ｂと、第２ロール状ブラ
シ回転入力歯車７３ｂに噛み合い自在な第２ロール状ブラシ回転出力歯車９７ｂ（以下、
これらをまとめて「フィルタ回転出力歯車９１」と称する場合がある）と、を具備してい
る。すなわち、回転出力装置９０は、１台のモータの回転をフィルタ回転出力歯車９１の
いずれかに択一的に伝える回転分配機構（図示しない）と、フィルタ回転出力歯車９１の
いずれかの回転を択一的に停止する回転停止機構（図示しない）と、を具備している。
　なお、回転出力装置９０は筐体１０に固定されているから、第１フィルタ清掃装置５０
ａおよび第２フィルタ清掃装置５０ｂが筐体１０に取り付けられた状態で、前記それぞれ
の歯車同士は噛み合うものである。
【００２７】
　（フィルタの移動要領）
　回転出力装置９０は、前記のように、フィルタ回転出力歯車９１と、回転分配機構と、
回転停止機構とを具備しているから、第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂは、
以下の要領で移動する（清掃されるに同じ）。
　すなわち、第１フィルタ４０ａが位置Ａから位置Ｂに向かって移動（往路移動）し、該
往路移動が終了した後、第２フィルタ４０ｂが位置Ａから位置Ｂに向かって移動（往路移
動）する。そして、両者の往路移動が終了した後、第１フィルタ４０ａが位置Ｂから位置
Ａに向かって移動（復路移動）し、該復路移動が終了した後、第２フィルタ４０ｂが位置
Ｂから位置Ａに向かって移動（復路移動）する。
【００２８】
　そして、前記往路移動において、第１ロール状ブラシ７１ａの周速度が第１フィルタ４
０ａの移動速度より小さくなるように、第１ロール状ブラシ回転出力歯車９７ａと第１フ
ィルタ回転出力歯車９６ａとは、それぞれ所定の回転数（回転数比に同じ）で反対方向に
回転する。同様に、第２ロール状ブラシ７１ｂの周速度が第２フィルタ４０ｂの移動速度
より小さくなるように、第２ロール状ブラシ回転出力歯車９７ｂと第２フィルタ回転出力
歯車９６ｂとは、それぞれ所定の回転数（回転数比に同じ）で反対方向に回転する。
　さらに、前記復路移動において、第１ロール状ブラシ回転出力歯車９７ａは回転を停止
したまま、第１フィルタ回転出力歯車９６ａが回転し、同様に、第２ロール状ブラシ回転
出力歯車９７ｂは回転を停止したまま、第２フィルタ回転出力歯車９６ｂが回転する。
【００２９】
　したがって、実施の形態１と同様に、第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂに
捕捉された塵埃は除去されて第１集塵箱８３ａおよび第２集塵箱８３ｂ内に回収される。
このとき、第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂは、それぞれ１台のモータによ
って移動されるものであって、しかも、択一的に時間をズラせているから、該モータの容
量を小さくすることができる。よって、空気調和機２００の製造コストの上昇が抑えられ
る。
　なお、以上は、第１フィルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂの両方の往路移動が終了
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した後に復路移動を開始しているが、本発明はこれに限定するものではなく、第１フィル
タ４０ａの往路移動および復路移動が終了した後に、第２フィルタ４０ｂの往路移動を開
始してもよい。
【００３０】
　（フィルタ確認スイッチ）
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る空気調和機に設置されるフィルタ確認スイッチ
を模式的に示す斜視図である。フィルタ確認スイッチ（以下、「スイッチ」と称す）９は
、筐体１０の位置Ａに設置されるものであって、筐体１０側に固定されたスイッチベース
１と、スイッチベース１に固定されたスイッチボックス２と、スイッチボックス２内に固
定された固定接点（図示しない）と、スイッチボックス２内に移動自在に配置され前記固
定接点に短絡および絶縁自在な移動接点（図示しない）と、該移動接点を具備しスイッチ
ボックス２から突出して進退する進退部３と、進退部３に当接自在でこれを後退可能なレ
バー４とを有している。
【００３１】
　レバー４は中央に支持突起（図示しない）が設置され、該支持突起はスイッチベース１
に形成された案内溝６に案内されて並進自在および回転自在であって、進退部３から離れ
る方向に付勢手段（図示しない）または重力によって付勢されている。すなわち、レバー
４は進退すると共に傾動する（シーソー状に動く）。
　よって、第１フィルタ４０ａの上縁４６ａがレバー４の一方の端部に形成された第１当
接部５ａに当接したとき、レバー４は傾動して、第１当接部５ａは上昇し、レバー４の他
方の端部に形成された第２当接部５ｂは下降する。同様に、第２フィルタ４０ｂの上縁４
６ｂがレバー４の第２当接部５ｂに当接したとき、レバー４は傾動して、第２当接部５ｂ
は上昇し、第１当接部５ａは下降する。
　一方、第１フィルタ４０ａの上縁４６ａおよび第２フィルタ４０ｂの上縁４６ｂの両方
が、それぞれレバー４の第１当接部５ａおよび第２当接部５ｂに当接したとき、レバー４
は傾動することなく押し上げられるから、レバー４は進退部３に当接して進退部３を後退
させる。よって、進退部３の該後退によって固定側接点と移動側接点とは短絡する。
【００３２】
　すなわち、空気調和機２００には、スイッチ９が設置されているから、第１フィルタ．
清掃装置５０ａおよび第２フィルタ清掃装置５０ｂを取り付けた際、これらが正規の位置
に設置されていることが容易に確認される。また、第１フィルタ４０ａまたは第２フィル
タ４０ｂの一方または両方の移動を開始する際、あるいは該移動を終了した際、第１フィ
ルタ４０ａおよび第２フィルタ４０ｂがいずれも上昇限（位置Ａ）にあることが容易に確
認される。このとき、スイッチ９は１台であって、構造が簡素かつ小型であるから、筐体
１０への設置が容易であると共に、空気調和機２００の製造コストの上昇が抑えられる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は以上の構成であるから、フィルタを機内に隠した状態のまま清掃することがで
きると共に、１台のモータでもって複数のフィルタを清掃することができるから、各種装
置に設置されるフィルタ清掃装置として、および各種空気調和機として広く利用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機を模式的に示す中央部の断面図。
【図２】図１に示すフィルタを模式的に示す斜視図。
【図３】図１に示すフィルタ清掃装置を模式的に示す斜視図。
【図４】図１に示す塵埃除去部を模式的に示す斜視図。
【図５】図１に示す塵埃回収部を模式的に示す斜視図。
【図６】図１に示すフィルタ清掃装置を組み立てた様子を示す斜視図。
【図７】本発明の実施の形態１に係る空気調和機を模式的に示す端部の断面図。
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【図８】図１に示すフィルタ清掃装置におけるフィルタの移動要領を示す断面図。
【図９】実施の形態２に係る空気調和機のフィルタ清掃装置を説明する斜視図。
【図１０】実施の形態２に係る空気調和機のフィルタ清掃装置を説明する斜視図。
【図１１】実施の形態２に係る空気調和機のフィルタ確認スイッチを示す斜視図。
【符号の説明】
【００３５】
　１：スイッチベース、２：スイッチボックス、３：進退部、４：レバー、５ａ：第１当
接部、５ｂ：第２当接部、６：案内溝、９：スイッチ、１０：筐体、１１：吸込口、１２
：前面扉、１３：前面ガイド板、１４：吹出口、１５：後面ガイド板、１６：壁取付部、
１７：円弧状移動径路、１８：清掃装置設置スロープ、２０：送風ファン、３０：熱交換
器、３１：伝熱管、３２：放熱フィン、４０：フィルタ、４１：フィルタ通気体、４２：
フィルタ枠体、４３：外枠、４４：補強桟、４５：フィルタ従動歯車、４６：上縁、４７
：下縁、５０：フィルタ清掃装置、６０：フィルタ移動部、６１：フィルタ駆動歯車、６
２：フィルタ駆動軸、６３：フィルタ回転入力歯車、６４：フィルタ移動部本体、６６：
フィルタ移動部係止突起、６７：フィルタ移動部ハンドル、７０：塵埃除去部、７１：ロ
ール状ブラシ、７２：ロール状ブラシ駆動軸、７３：ロール状ブラシ回転入力歯車、７４
：塵埃除去部本体、７５：軸支持突起、８０：塵埃回収部、８１：掻き落し板、８２：付
勢手段、８４：切欠部、８５：貫通孔、８６：塵埃回収部係止突起、８７：把手部、９０
：回転出力装置、９１：フィルタ回転出力歯車、９６ａ：第１フィルタ回転出力歯車、９
６ｂ：第２フィルタ回転出力歯車、９７ａ：第１ロール状ブラシ回転出力歯車、９７ｂ：
第２ロール状ブラシ回転出力歯車、１００：空気調和機、２００：空気調和機。

【図１】

【図２】

【図３】



(12) JP 4532432 B2 2010.8.25

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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