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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内機と室外機とを備え、
　前記室内機は、送風ファンと、集塵フィルターが設置可能な空気吸込み口と、ブラシを
有して前記集塵フィルターに堆積した塵埃を除去可能な掃除機構とを備え、
　前記空気吸込み口に前記集塵フィルターが設置されていることを、前記掃除機構の運転
状態に基づいて検知可能であり、
　前記掃除機構を駆動するモーターのトルクの値が予め定めた規定値より大きい場合には
、前記空気吸込み口に前記集塵フィルターが設置されていることを検知したとして、前記
送風ファンの回転数を増加させることを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記空気吸込み口に前記集塵フィルターが設置されていることを検知した場合には、前
記空気調和機の運転時間を積算し、
　前記運転時間の積算値が予め定めた規定値以上の場合には、前記集塵フィルターを交換
する必要があることを表示する請求項１に記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に関し、より詳細には、使用空間内の快適性の向上に好適な空気
調和機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　空気調和機は、室内空気を熱交換器内に循環させて加熱、冷却、又は除湿された空気（
調和空気）とし、これを室内に吹き出すことにより室内の空気調和を行う。このとき、温
度と湿度の調節以外にも、空気の循環機能を利用して、使用空間内をクリーンで快適な空
間にすることも望まれている。
【０００３】
　使用空間内の除去対象となる塵埃や汚染物質は、様々なものがあり、各々の粒径も数μ
ｍから数ｍｍまでと幅広い大きさとなっている。例えば、年間を通して発生するものとし
ては、リビングのカーペットやカーテンからの繊維状の埃をはじめ、結露した壁や窓に発
生したカビから発生する胞子などがある。季節ごとに発生するものの例としては、春や秋
の季節には室外から侵入するスギやブタクサなどの花粉、冬季では毎年流行となるインフ
ルエンザウイルスがある。また、近年では、燃料の燃焼時などに発生し吸入による健康被
害も懸念されるＰＭ２．５などがある。
【０００４】
　これらの塵埃や汚染物質を除去して使用空間をクリーンにするために、空気調和機では
、除去対象にあわせたフィルターを流入空気の風路内に設置する。例えば、流入空気の上
流部に、高電圧の印加によりイオンを放出させて塵埃を帯電させ、アースに設置した集塵
板で帯電した塵埃を捕捉する電気集塵装置や、ＨＥＰＡフィルター（High Efficiency Pa
rticulate Air Filter）などの目の細かいフィルターを設置することで、流入空気に含ま
れる繊維くずなどはもちろん、カビやウイルスなど微小な粒子までも除去する。さらに、
ＰＭ２．５などの微粒子の集塵に特化したフィルターや花粉の除去に特化したフィルター
など、別売の集塵専用フィルターなどを空気調和機に設置して、使用空間内の空気清浄化
を行うこともできる。
【０００５】
　特許文献１には、浮遊物質を捕捉するフィルターを通過した微細な浮遊物質を除去する
電気集塵器と、フィルターの装着を検知するフィルター装着検知手段を備え、フィルター
装着検知手段がフィルターの装着を検知した場合のみ電気集塵器が作動する空気調和装置
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１５４４１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　別売の集塵専用フィルターなどを流入空気の風路に設置すると、圧力損失が増加し、熱
交換器への通過風量が低下するため、熱交換性能が低下し、冷暖房性能や除湿性能が低下
するおそれがある。
【０００８】
　また、集塵専用フィルター（以下、「集塵フィルター」と称する）などの目の細かいフ
ィルターは、圧力損失が大きいため、流入空気の風路や空気吸込み口の一部に取り付けら
れることが多い。この場合には、流入空気は、圧力損失の低い方へと流れるので集塵フィ
ルターを避けた風の流れとなり、塵埃を含んだ空気が集塵フィルターを通過する量はわず
かとなって、集塵フィルターは高性能な集塵能力が発揮できないといった課題が生じる。
そこで、流入空気の風路の全面を覆うように集塵フィルターを配置して流入空気のすべて
を通過させると、集塵フィルターは高性能な集塵能力を発揮できる。しかし、前述したよ
うに、圧力損失の増加によって冷暖房性能や除湿性能が低下する。さらに、冷房時には圧
力損失の増加から、流入空気の風路内の流れが悪くなり、湿気を帯びた空気が滞り、この
空気が冷風によって冷やされた筐体の壁などで結露を起こし、結露した水分が吹き出し口
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から水滴として飛び出し、使用空間を汚すおそれがある。
【０００９】
　このような課題を解決するためには、別売の集塵フィルターなどの圧力損失の大きいフ
ィルターが流入空気の風路に設置されているかを検知し、検知結果に基づいて空気調和機
を制御し、冷暖房性能と除湿性能の低下を抑制する必要がある。
【００１０】
　特許文献１に記載の空気調和装置は、電気接点の開閉によってフィルターの装着を検知
するが、フィルターの装着の検知は安全性のためであり、冷暖房性能や除湿性能の低下を
抑制するものではない。
【００１１】
　本発明の目的は、高い集塵能力を有するとともに、フィルターに起因する圧力損失の増
大による冷暖房性能と除湿性能の低下を抑制でき、快適な室内空間を実現できる空気調和
機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による空気調和機は、以下のような特徴を備える。室内機と室外機とを備え、前
記室内機は、送風ファンと、集塵フィルターが設置可能な空気吸込み口とを備え、前記空
気吸込み口に前記集塵フィルターが設置されていることを、前記送風ファンの運転状態に
基づいて検知可能であり、前記空気吸込み口に前記集塵フィルターが設置されていること
を検知した場合には、前記送風ファンの回転数を増加させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高い集塵能力を有するとともに、フィルターに起因する圧力損失の増
大による冷暖房性能と除湿性能の低下を抑制でき、快適な室内空間を実現できる空気調和
機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例による空気調和機の構成図。
【図２】室内機の側断面図。
【図３】前面パネルを外した状態の室内機の斜視図。
【図４】室内機への集塵フィルターの設置を示す図。
【図５】実施例１における、集塵フィルターの設置の有無の検知と送風ファンの制御のフ
ローチャート。
【図６】実施例２における、集塵フィルターの設置の有無の検知と送風ファンの制御のフ
ローチャート。
【図７】実施例３における、集塵フィルターの設置の有無の検知と送風ファンの制御のフ
ローチャート。
【図８】実施例４における、集塵フィルターの設置の有無の検知と送風ファンの制御のフ
ローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明による空気調和機は、室内機が、送風ファンと、集塵フィルターが設置可能な空
気吸込み口と、ブラシを有して集塵フィルターに堆積した塵埃を除去可能な掃除機構とを
備え、空気吸込み口に集塵フィルターが設置されていることを、送風ファン又は掃除機構
の運転状態に基づいて検知可能であり、空気吸込み口に集塵フィルターが設置されている
ことを検知した場合には、送風ファンの回転数を増加させる。送風ファンの回転数を増や
すことにより、集塵フィルターの設置に起因する圧力損失による熱交換器への通過風量の
低下を防止し、冷暖房性能と除湿性能の低下を防止することで、冷暖房性能と除湿性能を
確保することができる。
【００１６】
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　好ましくは、送風ファンの運転状態として送風ファンを駆動するファンモーターに入力
する電流の値を用い、この電流の値が予め定めた規定値より大きい場合には、空気吸込み
口に集塵フィルターが設置されていることを検知したとして、送風ファンの回転数を増加
させる。集塵フィルターを空気吸込み口に設置すると、圧力損失が増加し、これに伴い、
指令回転数で回転しようとする送風ファンは、圧力損失の増加の影響を受けて入力電流の
値が大きくなる。この電流値の変化に基づいて、集塵フィルターの設置の有無を検知する
ことができる。
【００１７】
　好ましくは、送風ファンが予め定めた一定の回転数で回転しているときに上記の電流の
値が規定値より大きい場合には、送風ファンの回転数を増加させる。送風ファンの回転数
を一定にすることで、集塵フィルターの検出精度を向上させることができる。
【００１８】
　好ましくは、室内機が上下風向板をさらに備え、送風ファンが予め定めた一定の回転数
で回転しており上下風向板の角度が予め定めた一定の角度であるときに上記の電流の値が
規定値より大きい場合には、送風ファンの回転数を増加させる。上下風向板の角度を一定
にして風量を一定に保つことで、集塵フィルターの検出精度を向上させることができる。
【００１９】
　なお、通常運転である空気調和運転（冷房、暖房、又は除湿運転）を開始する前に集塵
フィルターの設置を検知することで、空気調和運転の性能低下を抑制することが可能であ
る。
【００２０】
　好ましくは、室内機が空気調和機の使用空間内の人の有無を検知する人検知センサーを
さらに備え、人検知センサーが人の不在を検知した場合に、空気吸込み口に集塵フィルタ
ーが設置されているかを検知する。集塵フィルターの検出には一定の時間を必要とするが
、集塵フィルターの検出中に空気調和運転の性能が低下し、使用者に不満が生じるおそれ
がある。そこで、人検知センサーで使用者の有無を検知し、使用者がいないと判断した場
合に集塵フィルターが設置されているか否かを検出することで、使用者に不満を生じさせ
ないようにすることができる。
【００２１】
　好ましくは、空気吸込み口に集塵フィルターが設置されていることを検知した場合には
、空気調和機の運転時間を積算し、運転時間の積算値が予め定めた規定値以上の場合には
、集塵フィルターを交換する必要があることを表示する。集塵フィルターは、長期の使用
により集塵性能や物性的強度等が劣化することがあるため、交換が必要となる。この交換
時期を自動で使用者に知らせることにより、集塵性能を保つことが可能である。
【００２２】
　好ましくは、送風ファンの運転状態として掃除機構を駆動するモーターのトルクの値を
用い、このトルクの値が予め定めた規定値より大きい場合には、空気吸込み口に集塵フィ
ルターが設置されていることを検知したとして、送風ファンの回転数を増加させる。空気
吸込み口に集塵フィルターが設置されていることを検知するのに、このトルクの値のみを
用いてもよいが、このトルクの値と、上記の送風ファンを駆動するファンモーターに入力
する電流の値とを併用することにより、集塵フィルターの設置の有無を検知する精度を向
上させることができる。
【００２３】
　好ましくは、送風ファンの運転状態として、送風ファンを駆動するファンモーターに予
め定めた一定の電圧を印加しているときの送風ファンの回転数を用い、この回転数が予め
定めた規定値より小さい場合には、空気吸込み口に集塵フィルターが設置されていること
を検知したとして、送風ファンの回転数を増加させる。集塵フィルターが設置されると、
圧力損失が増加して送風ファンの回転数が低下することを利用して、集塵フィルターの検
出を行う。
【００２４】
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　初めに、図１～３を用いて、本発明の実施例による空気調和機１の全体構成を説明する
。図１は、空気調和機１の構成図であり、図２は、図１に示した室内機２の側断面図であ
り、図３は、前面パネル７を外した状態の室内機２の斜視図である。図２の左右方向が、
室内機２の前後方向である。
【００２５】
　図１に示すように、空気調和機１は、室内機２と、室内機２に接続配管５で接続された
室外機３とを備え、室内を空気調和する。
【００２６】
　図２に示すように、室内機２の筐体９には、空気吸込み口６（上部空気吸込み口６ａと
前部空気吸込み口６ｂ）が設けられ、送風ファン１４、フィルター１５ａ、１５ｂ、熱交
換器１６、露受皿１７、上下風向板１８、左右風向板１９等の基本的な内部構造体が取付
けられる。上部空気吸込み口６ａは室内機２の上部に、前部空気吸込み口６ｂは室内機２
の前部に、それぞれ設けられる。フィルター１５ａは上部空気吸込み口６ａに、フィルタ
ー１５ｂは前部空気吸込み口６ｂに、それぞれ取付けられる。熱交換器１６は、送風ファ
ン１４の吸込側に配置され、略逆Ｖ字状に形成されている。また、室内機２は、フィルタ
ー１５ａ、１５ｂを掃除する可動式フィルター掃除ユニット２６を備える。さらに、室内
機２は、赤外線センサーや画像センサーなどの人検知センサー２９を備え、人検知センサ
ー２９によって使用空間内の人の有無を検知することができる。
【００２７】
　筐体９の内側に取付けられた送風ファン１４等の基本的な内部構造体は、図１に示すよ
うに、化粧枠８を筐体９に取付けることにより室内機２内に内包される。化粧枠８の前面
には、前面パネル７が取付けられている。前面パネル７の下方には、運転状況を表示する
表示部１１と、別体のリモコン１２からの赤外線の操作信号を受ける受光部１０とが配置
されている。
【００２８】
　図２において、送風ファン１４を動作させることにより、空気は白抜き矢印のように空
気吸込み口６から空気吹出し口１３へ室内機２を通過して流れ、室内機２を通過する空気
中の塵埃は、フィルター１５ａ、１５ｂに捕集される。フィルター１５ａ、１５ｂは、室
内機２に吸い込まれた室内空気に含まれる塵埃を取り除くためのものであり、熱交換器１
６の吸込側を覆うように配置されている。フィルター１５ａ、１５ｂに補足された塵埃は
、空気調和運転の停止後、塵埃をかき取るための起毛ブラシ２５のついた可動式フィルタ
ー掃除ユニット２６を、室内機２の左右方向（図２の紙面に垂直な方向）に沿ってフィル
ター１５ａ、１５ｂの面上を往復動作させることで取り除かれる。
【００２９】
　図３を用いて、可動式フィルター掃除ユニット２６の動作を説明する。可動式フィルタ
ー掃除ユニット２６は、フィルター１５ａ、１５ｂを常に清潔に保ち、フィルター１５ａ
、１５ｂの網の目詰まりによる流入空気の減少を抑え、冷暖房性能と除湿性能の低下を防
止する。可動式フィルター掃除ユニット２６は、空気調和運転中は室内機２のフィルター
１５ａ、１５ｂの一端部（図３では向かって右端）に停止状態で位置し、空気調和運転の
停止後に、図３の矢印のようにフィルター１５ａ、１５ｂの他端部（図３では向かって左
端）に向かって移動し、他端部に到達したら折り返し、元の位置に戻って停止する。
【００３０】
　図２に示すように、送風ファン１４は、室内機２内の中央部に配置され、ファンモータ
ー（図示せず）に駆動されて、室内空気（白抜き矢印で流れを示す）を空気吸込み口６（
上部空気吸込み口６ａと前部空気吸込み口６ｂ）から吸い込んで空気吹出し口１３から吹
き出す。
【００３１】
　空気調和機１は、室内空気を熱交換器１６に循環させて加熱、冷却または除湿した調和
空気にし、これを室内に吹き出すことにより、室内環境を快適なものとする。このとき、
循環させる空気中の塵埃を除去するフィルター１５ａ、１５ｂが熱交換器１６の吸込み側
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に配置されているので、循環させる空気中の塵埃は、フィルター１５ａ、１５ｂで大半が
捕集される。
【００３２】
　リビング、ダイニング、及び寝室などの空気調和機１の使用環境には、比較的粒径が大
きい塵埃（例えば、衣類、カーテン、及び絨毯等を構成する繊維から発生する繊維状の埃
、及び外出時に付着した土壌からの粉塵埃など）や、数μｍ程度の小さな塵埃（例えば、
ドアの開閉や２４時間換気システムなどによって侵入する花粉、結露により発生したカビ
から飛散した胞子、ダニの死骸やフン、細菌、及びウイルスなど）のほか、近年社会問題
化しており燃料燃焼後などに発生し長い間空気中を漂うとされている粒子状浮遊物質のＰ
Ｍ２．５等、様々な塵埃や汚染物質が存在している。これらは、ハウスダストとして空中
を浮遊し、やがて長い時間を掛けて沈降し、床や家具などに堆積する。堆積した塵埃は、
在室者の動きによって再び空気中に舞い、浮遊する。人がこれらの浮遊した塵埃を吸入す
るとアレルギーやぜんそくなどの原因となるため、フィルターや電気集塵機能などの空気
清浄機能を使用して、これらの塵埃を除去することが行われている。また、ＰＭ２．５な
どの微粒子の集塵に特化したフィルターや花粉の除去に特化したフィルターなど、浮遊す
る汚染物質にあわせた別売の集塵フィルターを流入空気の風路内に設置することで、使用
空間内の空気清浄化が行われている。
【００３３】
　しかし、前述したように、別売の集塵フィルターなどを流入空気の風路に設置すると、
圧力損失が増加し、冷暖房性能と除湿性能が低下するおそれがある。また、集塵フィルタ
ーなどの目の細かいフィルターは、流入空気の風路や空気吸込み口の全面を覆うように取
り付けると圧力損失が増加し、圧力損失の増加を防ぐために流入空気の風路や空気吸込み
口の一部に取り付けると高性能な集塵能力が発揮できなくなる。さらに、冷房時には圧力
損失の増加により、結露した水分が吹き出し口から水滴として飛び出し、使用空間を汚す
おそれがある。
【００３４】
　これらの課題を解決するために、本発明による空気調和機は、別売の集塵フィルターな
ど圧力損失の大きいフィルターが流入空気の風路に設置されているかを検知し、検知結果
に基づいて送風ファンを制御して、冷暖房性能と除湿性能の低下を抑制する。これにより
、本発明による空気調和機は、高い集塵能力を確保しつつ、快適な室内空間を実現するこ
とが可能となる。
【実施例１】
【００３５】
　本発明の実施例１による空気調和機１を、図４及び図５を用いて説明する。本実施例に
よる空気調和機１は、通常運転である空気調和運転（冷房、暖房、又は除湿運転）の開始
前に、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の制御を行う。集塵フィ
ルター２７の設置の有無は、送風ファン１４を駆動するファンモーターに入力する電流の
値を用いて、検知する。
【００３６】
　図４は、室内機２への集塵フィルター２７の設置を示す図であり、図５は、本実施例に
おける、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の制御のフローチャー
トである。
【００３７】
　図４に示すように、集塵フィルター２７は、上部空気吸込み口６ａに取り付けられたフ
ィルター１５ａの上に設置される。集塵フィルター２７は、着脱可能であり、使用者が空
気調和機１の使用を開始した後に設置することもできる。集塵フィルター２７は、ＨＥＰ
Ａフィルターなどの集塵性能に特化した非常に目の細かい濾材が使用され、空気中の微細
な汚染物質を除去するために用いられる。集塵フィルター２７を、前部空気吸込み口６ｂ
に取り付けられたフィルター１５ｂにも設置することもできる。
【００３８】
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　室内機２は、空気清浄機能の動作時には、前後方向に開閉可能な前面パネル７（図２を
参照）を閉じ、吸い込み空気を上部空気吸込み口６ａからのみ内部に導入して強制的に集
塵フィルター２７に通過させることにより、高い集塵能力を発揮することができる。一方
で、通常運転である空気調和運転（冷房、暖房、又は除湿運転）時には、図２に示すよう
に前面パネル７を開き、吸い込み空気を上部空気吸込み口６ａと前部空気吸込み口６ｂか
ら内部に導入する。このとき、上部空気吸込み口６ａ（及び、集塵フィルター２７がフィ
ルター１５ｂに設置されている場合は、前部空気吸込み口６ｂ）に取り付けられた集塵フ
ィルター２７で生じる圧力損失により、熱交換器１６を通過する風量が低下するため、冷
暖房性能と除湿性能が低下する。
【００３９】
　そこで、本実施例による空気調和機１は、図５に示す集塵フィルター２７が設置されて
いるかの検知と送風ファン１４の制御を実行し、集塵フィルター２７が設置されている場
合には送風ファン１４の回転数を増加させることで送風ファン１４の風量を増加させて、
冷暖房性能と除湿性能の低下を抑制する。集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風
ファン１４の制御は、室内機２の内部に設置されて室内機２を制御するマイコン（図示せ
ず）が行う。本実施例では、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の
制御は、空気調和運転の開始前に実行する。
【００４０】
　図５に示すように、Ｓ１０で、使用者がリモコン１２を用いて、空気調和機１に空気調
和運転（冷房、暖房、又は除湿運転）の開始を指示する。
【００４１】
　空気調和機１が空気調和運転の開始指示を受けると、Ｓ２０で、上下風向板１８は一定
の角度で開き、Ｓ３０で、送風ファン１４は一定の回転数で回転する。この上下風向板１
８の一定角度と送風ファン１４の一定回転数は、集塵フィルター２７の圧力損失の特性に
あわせて予め定めることができ、例えば、上下風向板１８の開き角度を４５度とし、送風
ファン１４の回転数を室内機２に予め設定されている空気調和運転の風速「弱風」の回転
数（例えば、８００ｍｉｎ－１）とすることができる。マイコンは、この一定角度と一定
回転数を予め記憶している。集塵フィルター２７の設置の有無の検知を行うときには、上
下風向板１８の開き角度と送風ファン１４の回転数を毎回同じ値にすることで、検知精度
を高めることができる。
【００４２】
　Ｓ４０で、マイコンは、送風ファン１４を駆動するファンモーターに入力する電流の値
（入力電流値）を読み取る（このとき、上下風向板１８の開き角度と送風ファン１４の回
転数は、前記の一定角度と一定回転数である）。マイコンは、ファンモーターの入力電流
値が予め定めた規定値より大きい場合、集塵フィルター２７が設置されていると判断し、
ファンモーターの入力電流値が予め定めた規定値以下の場合、集塵フィルター２７が設置
されていないと判断する。この規定値は、集塵フィルター２７が設置されていないときに
送風ファン１４が前記の一定回転数で回転するときのファンモーターの入力電流値とする
ことができ、予め求めることができる。
【００４３】
　Ｓ５０は、Ｓ４０で集塵フィルター２７が設置されていると判断した場合の処理であり
、マイコンは、集塵フィルター装着フラグの値を１にして、この値を記憶する。そして、
Ｓ５１とＳ５２の処理へ進む。
【００４４】
　Ｓ５１で、マイコンは、送風ファン１４の回転数を増加する指令を送風ファン１４に送
る。送風ファン１４の回転数の増加数は、設置した集塵フィルター２７の特性と通常の空
気調和運転時の送風ファン１４の回転数とに応じて定めることができ、予めマイコンに記
憶させておく。例えば、通常の冷房運転で弱風運転時の送風ファン１４の回転数が８００
ｍｉｎ－１であれば、送風ファン１４の回転数の増加数は、５０ｍｉｎ－１にすることが
できる。また、例えば、通常の冷房運転で強風運転時の送風ファン１４の回転数が１００
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０ｍｉｎ－１であれば、送風ファン１４の回転数の増加数は、１００ｍｉｎ－１にするこ
とができる。送風ファン１４の回転数を増加させて風量を増加させることで、集塵フィル
ター２７を設置しても、冷暖房性能と除湿性能を低下させずに、空気調和機１を運転する
ことができる。
【００４５】
　Ｓ５２では、マイコンは、集塵フィルター２７を設置して空気調和機１を運転した時間
（集塵フィルター装着運転時間）を積算し、積算値を記憶する。集塵フィルター装着運転
時間は、集塵フィルター装着フラグの値が１のときに空気調和機１を運転した時間である
。
【００４６】
　Ｓ７０で、マイコンは、集塵フィルター装着運転時間の積算値が規定値以上か否かを判
定する。この規定値は、集塵フィルター２７の目の細かさなどを基にして、集塵フィルタ
ー２７に応じて予め定めることができる。
【００４７】
　Ｓ７１は、集塵フィルター装着運転時間の積算値が規定値以上の場合の処理であり、マ
イコンは、リモコン１２または室内機２の表示部１１に、集塵フィルター２７を交換する
必要があること（集塵フィルター交換サイン）を表示し、使用者に集塵フィルター２７の
交換を促す。空気調和機１は、このようにして集塵フィルター２７の交換時期を自動で使
用者に通知することができ、使用者がこの通知に従って集塵フィルター２７を交換するこ
とにより空気清浄機能の性能を常に保つことができる。
【００４８】
　Ｓ６０は、Ｓ４０で集塵フィルター２７が設置されていないと判断した場合の処理であ
る。マイコンは、集塵フィルター装着フラグの値が１であるかを判定する。集塵フィルタ
ー装着フラグの値が１の場合は、Ｓ６１とＳ６２の処理へ進む。
【００４９】
　Ｓ６１では、マイコンは、集塵フィルター装着運転時間の積算値をリセットして０にす
る。Ｓ６２では、マイコンは、集塵フィルター装着フラグの値を０にする。
【００５０】
　Ｓ８０で、空気調和機１は、空気調和運転を開始する。空気調和運転の開始後は、空気
調和機１は、上下風向板１８の角度と送風ファン１４の回転数を変えて運転することがで
きる。
【実施例２】
【００５１】
　本発明の実施例２による空気調和機１を、図６を用いて説明する。本実施例による空気
調和機１は、人検知センサー２９を用いて使用空間内の人の有無を検知し、人がいない場
合に集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の制御を行う。集塵フィル
ター２７の設置の有無は、送風ファン１４を駆動するファンモーターの入力電流値を用い
て、検知する。本実施例では、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４
の制御を空気調和運転の停止後に行うが、実施例１と同様に空気調和運転の開始前に行っ
てもよい。
【００５２】
　図６は、本実施例における、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４
の制御のフローチャートである。図６において、図５と同一のステップ番号は、図５と同
一の処理を示し、これらの処理については説明を省略する。
【００５３】
　Ｓ１１０で、空気調和運転の停止後に、集塵フィルター２７の設置の有無の検知を開始
する。
【００５４】
　Ｓ１２０で、人検知センサー２９により使用空間内に人がいないか判定する。人検知セ
ンサー２９は、赤外線センサーや画像センサーなどからなり、使用空間内の人の有無を検
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知する。使用空間内に人がいない場合は、Ｓ２０に進み、実施例１と同様の処理を行い、
集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の制御を行う。
【実施例３】
【００５５】
　本発明の実施例３による空気調和機１を、図７を用いて説明する。実施例１と実施例２
では、集塵フィルター２７の設置の有無は、送風ファン１４を駆動するファンモーターの
入力電流値を用いて、検知していた。本実施例では、集塵フィルター２７の設置の有無を
、可動式フィルター掃除ユニット２６を駆動するモーター（図示せず）のトルクの値を用
いて、検知する。
【００５６】
　可動式フィルター掃除ユニット２６は、前述したように、空気調和運転の停止後に室内
機２の左右方向に往復動作し、フィルター１５ａ、１５ｂを掃除する。集塵フィルター２
７は既存のフィルター１５ａ、１５ｂ上に重ねて設置されるため、可動式フィルター掃除
ユニット２６は、集塵フィルター２７が設置されると、集塵フィルター２７に堆積した塵
埃を除去することができる。従って、集塵フィルター２７が設置されると、可動式フィル
ター掃除ユニット２６が掃除するフィルターは、フィルター１５ａ、１５ｂの上に重ねら
れた集塵フィルター２７となり、厚さが増すことになる。このため、可動式フィルター掃
除ユニット２６の往復動作時には、集塵フィルター２７が設置されていないときと比べ、
可動式フィルター掃除ユニット２６を駆動するモーターのトルクの値が増加する。本実施
例では、このトルク値の増加を利用して、集塵フィルター２７の設置の有無を検知する。
【００５７】
　図７は、本実施例における、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４
の制御のフローチャートである。図７において、図５と同一のステップ番号は、図５と同
一の処理を示し、これらの処理については説明を省略する。
【００５８】
　Ｓ２１０で、空気調和運転の停止後に、可動式フィルター掃除ユニット２６の動作を開
始する。可動式フィルター掃除ユニット２６は、モーターにより駆動され、室内機２の左
右方向に往復移動する。
【００５９】
　Ｓ２２０で、マイコンは、可動式フィルター掃除ユニット２６を駆動するモーターのト
ルク値を読み取る。マイコンは、モーターのトルク値が予め定めた規定値より大きい場合
、集塵フィルター２７が設置されていると判断し、モーターのトルク値が予め定めた規定
値以下の場合、集塵フィルター２７が設置されていないと判断する。この規定値は、集塵
フィルター２７が設置されていないときに可動式フィルター掃除ユニット２６を駆動する
ときのモーターのトルク値とすることができ、予め求めることができる。
【００６０】
　集塵フィルター２７が設置されている場合は、Ｓ２３０とＳ８０を経てからＳ５０に進
み、集塵フィルター２７が設置されていない場合は、Ｓ２３０とＳ８０を経てからＳ６０
に進む。Ｓ２３０では、可動式フィルター掃除ユニット２６の動作を終了する。その後、
Ｓ８０へ進んで、空気調和機１は、空気調和運転を開始する。Ｓ５０またはＳ６０に進ん
だ後は、それぞれ実施例１と同様の処理を行う。本実施例では、以上のようにして、集塵
フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４の制御を行う。
【実施例４】
【００６１】
　本発明の実施例４による空気調和機１を、図８を用いて説明する。本実施例による空気
調和機１は、空気調和運転の開始前に、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風フ
ァン１４の制御を行う。集塵フィルター２７の設置の有無は、送風ファン１４を一定電圧
で駆動したときの送風ファン１４の回転数を用いて、検知する。
【００６２】
　図８は、本実施例における、集塵フィルター２７の設置の有無の検知と送風ファン１４
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一の処理を示し、これらの処理については説明を省略する。
【００６３】
　空気調和機１が空気調和運転の開始指示を受ける（Ｓ１０）と、上下風向板１８は一定
角度で開く（Ｓ２０）。
【００６４】
　Ｓ３１０で、マイコンは、送風ファン１４を駆動するファンモーターに印加する電圧を
一定にして、送風ファン１４を回転させる制御を行う。すなわち、送風ファン１４は、一
定の駆動電圧で回転する。この駆動電圧は、集塵フィルター２７が設置されていないとき
の空気調和運転時の送風ファン１４の駆動電圧を基に、予め任意に定めることができる。
例えば、集塵フィルター２７が設置されていないときの空気調和運転で弱風運転時の送風
ファン１４の駆動電圧を、この一定の駆動電圧とすることができる。このように送風ファ
ン１４を一定電圧で駆動したとき、集塵フィルター２７が設置されていれば、圧力損失が
増加するため、送風ファン１４の回転数は集塵フィルター２７が設置されていないときよ
りも低下する。
【００６５】
　Ｓ３２０で、マイコンは、送風ファン１４の回転数を取得する。マイコンは、取得した
送風ファン１４の回転数が予め定めた規定値より小さい場合に、送風ファン１４の回転数
が低下し、集塵フィルター２７が設置されていると判断する。この規定値は、集塵フィル
ター２７が設置されていないときに送風ファン１４を前記の一定電圧で駆動したときの送
風ファン１４の回転数とすることができ、予め求めることができる。または、この規定値
は、集塵フィルター２７が設置されていないときに送風ファン１４を前記の一定電圧で駆
動したときの送風ファン１４の回転数よりも小さい値とすることができる。
【００６６】
　Ｓ５０は、Ｓ３２０で集塵フィルター２７が設置されていると判断した場合の処理であ
り、Ｓ６０は、Ｓ３２０で集塵フィルター２７が設置されていないと判断した場合の処理
である。これ以後は、実施例１と同様の処理を行う。
【００６７】
　なお、本発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、様々な変形例を含む。例え
ば、上記の実施例は、本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、
本発明は、必ずしも説明した全ての構成を備える態様に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６８】
　１…空気調和機、２…室内機、３…室外機、５…接続配管、６…空気吸込み口、６ａ…
上部空気吸込み口、６ｂ…前部空気吸込み口、７…前面パネル、８…化粧枠、９…筐体、
１０…受光部、１１…表示部、１２…リモコン、１３…空気吹出し口、１４…送風ファン
、１５ａ、１５ｂ…フィルター、１６…熱交換器、１７…露受皿、１８…上下風向板、１
９…左右風向板、２５…起毛ブラシ、２６…可動式フィルター掃除ユニット、２７…集塵
フィルター、２９…人検知センサー。
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