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(57)【要約】
【課題】塵埃貯留容器内の塵埃量を簡易に検出すること
である。
【解決手段】エアフィルタから除去された塵埃が貯留さ
れる塵埃貯留容器（60）を備えている。塵埃貯留容器（
60）には、塵埃量を検出する貯留量検出手段（70）が設
けられている。貯留量検出手段（70）は、貯留部（62）
を挟んで対峙する発光ＬＥＤ（72）およびフォトトラン
ジスタ（73）を備えている。貯留部（62）の透明窓（64
,65）を透過した発光ＬＥＤ（72）の光の光度がフォト
トランジスタ（73）によって検出され、その検出光度に
基づいて塵埃貯留量が検出される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ケーシング（10）内に、室内熱交換器（22）と、室内から空気を吸い込む室内ファン
（21）と、該室内ファン（21）の吸い込み側に設けられるエアフィルタ（30）とを備えた
空気調和装置の室内ユニットであって、
　　上記エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、
　　上記塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃を貯留する貯留部（62）と、
　　上記貯留部（62）に貯留された塵埃を送風作用または吸引作用によって空気と共に所
定位置まで搬送する塵埃搬送手段（80）と、
　　上記貯留部（62）における光の透過量に基づいて、上記貯留部（62）の塵埃貯留量を
検出する貯留量検出手段（70）とを備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記貯留量検出手段（70）は、上記貯留部（62）の外側に配置される発光部（72）と
、該発光部（72）と上記貯留部（62）を挟むように対峙し該貯留部（62）を透過した上記
発光部（72）の光の光度を検出する受光部（73）とを備え、該受光部（73）の検出光度に
基づいて上記貯留部（62）の塵埃貯留量を検出す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室内ユニット。
【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記貯留部（62）の貯留壁には、上記発光部（72）の光が透過するための開口（64,6
5）が形成される一方、
　　上記貯留量検出手段（70）は、上記貯留部（62）の開口（64,65）を塞ぐように設け
られ且つ上記発光部（72）および受光部（73）が上記貯留部（62）の開口（64,65）に対
応するように収納された箱体（71）を備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項４】
　　請求項１または２において、
　　上記塵埃搬送手段（80）は、上記室内ファン（21）の吹出空気を上記貯留部（62）の
内部に導入して該貯留部（62）に貯留された塵埃を所定位置まで搬送する空気通路（86,8
8）を備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項５】
　　請求項４において、
　　上記貯留部（62）より容積が大きく形成され、上記空気通路（88）に接続されて上記
貯留部（62）から塵埃が搬送される塵埃捕集箱（90）を備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項６】
　　請求項４または５において、
　　上記空気通路（86,88）は、上記室内熱交換器（22）を通過する前の上記室内ファン
（21）の吹出空気が上記貯留部（62）に導入され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室内ユニット。
【請求項７】
　　請求項４または５において、
　　上記空気通路（86,88）には、上記室内ファン（21）の吹出空気が上記貯留部（62）
に導入される状態とその導入を禁止する状態とに切り換える通路開閉手段（82）が設けら
れている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項８】
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　　請求項５において、
　　上記塵埃捕集箱（90）の塵埃に対する光の透過量に基づいて、上記塵埃捕集箱（90）
の塵埃貯留量を検出する貯留量検出手段（100）を備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項９】
　　請求項８において、
　　上記貯留量検出手段（100）は、上記塵埃捕集箱（90）の内壁側に区画された第１室
（101）に配置される発光部（103）と、上記第１室（101）に対峙するように上記塵埃捕
集箱（90）の内壁側に区画された第２室（102）に配置され上記発光部（103）の光の光度
を検出する受光部（104）とを備え、該受光部（104）の検出光度に基づいて上記塵埃捕集
箱（90）の塵埃貯留量を検出す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室内ユニット。
【請求項１０】
　　請求項８または９において、
　　上記塵埃捕集箱（90）に連通し、少なくとも上記塵埃捕集箱（90）に搬送された塵埃
を外部から掃除機によって吸引するための吸引用ダクト（87）を備えている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項１１】
　　請求項２、３、９または１０において、
　　上記発光部（72,103）は、発光ＬＥＤであり、
　　上記受光部（73,104）は、フォトトランジスタまたはフォトダイオードである
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項１２】
　　請求項８において、
　　上記２つの貯留量検出手段（70,100）は、上記光の透過量が第１所定値を下回ると塵
埃大量を検出し、上記光の透過量が上記第１所定値よりも大きい第２所定値を超えると塵
埃少量を検出するように構成される一方、
　　上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬送動作時に、上記２つの貯留量検出手段（70,1
00）のうち少なくとも上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検出
すると、上記塵埃捕集箱（90）の塵埃が満杯状態になったことが検知されるように構成さ
れている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項１３】
　　請求項１２において、
　　上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬送動作時に、上記貯留部（62）の貯留量検出手
段（70）が塵埃大量を検出し且つ上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃
少量を検出すると、上記塵埃搬送動作の異常が検知され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室内ユニット。
【請求項１４】
　　請求項１０において、
　　上記２つの貯留量検出手段（70,100）は、上記光の透過量が第１所定値を下回ると塵
埃大量を検出し、上記光の透過量が上記第１所定値よりも大きい第２所定値を超えると塵
埃少量を検出するように構成される一方、
　　上記２つの貯留量検出手段（70,100）の何れもが塵埃大量を検出している状態で掃除
機による吸引動作が行われ、その吸引動作時に上記２つの貯留量検出手段（70,100）の何
れもが塵埃少量を検出すると、上記掃除機による塵埃回収が完了したことが検知されるよ
うに構成されている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項１５】
　　請求項１４において、
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　　上記２つの貯留量検出手段（70,100）の何れもが塵埃大量を検出している状態で掃除
機による吸引動作が行われ、その吸引動作時に上記２つの貯留量検出手段（70,100）の一
方は塵埃少量を検出したが他方は塵埃大量の検出状態のままであると、上記掃除機による
塵埃回収の異常が検知され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室内ユニット。
【請求項１６】
　　請求項１２において、
　　上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬送動作時に上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出
手段（100）が塵埃大量の検出状態から一時的に塵埃少量を検出すると、上記塵埃搬送手
段（80）による塵埃搬送動作が所定回数行われ、その全回において上記塵埃捕集箱（90）
の貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検出し続けると、上記一時的な塵埃少量の検出は
誤検出であると判断され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室内ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、貯留部に貯留されたエアフィルタの塵埃を空気によって搬送する機能を備
えた空気調和装置の室内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の室内ユニットにおい
て、エアフィルタに捕捉された塵埃を除去するための除塵手段が設けられているものが知
られている。この種の室内ユニットでは、除去された塵埃が貯留される貯留箱が設けられ
、ユーザーがその貯留箱を室内ユニットから取り出して塵埃を捨てる必要がある。しかし
ながら、この種の室内ユニットは、一般に、室内の高所に設置されているため、特に高齢
者や女性にとっては貯留箱の出し入れが煩わしいという問題があった。
【０００３】
　　そこで、エアフィルタから除去された塵埃を自動的に室内ユニット外（室外）へ排出
する機能を備えた空気調和装置が例えば特許文献１に開示されている。
【０００４】
　　具体的に、特許文献１の空気調和装置は、室内ユニット内にエアフィルタの塵埃を除
去するための除塵手段（ゴミ取り箱）が設けられている。また、室外ユニット内には、ゴ
ミ回収箱と真空吸引ファンが設けられている。そして、室内ユニットのゴミ取り箱と室外
ユニットのゴミ回収箱とがゴミ搬送管によって接続されている。この空気調和装置では、
ゴミ取り箱によってエアフィルタからゴミ（塵埃）が除去され、そのゴミが真空吸引ファ
ンによってゴミ回収箱に吸い込まれる。これにより、ユーザーの手を煩わすことなく、エ
アフィルタに捕捉されたゴミがユニット外に排出される。
【特許文献１】特開２００４－３０１３６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　しかしながら、上述した特許文献１の空気調和装置では、ゴミ取り箱から塵埃が全部
回収されたかどうかを判断するのが困難という問題があった。したがって、ゴミ取り箱か
ら塵埃を回収する回収運転の終了タイミングが計りにくいという問題があった。これによ
り、例えば、ゴミ取り箱の塵埃が全て回収されたにも拘わらず、なおも吸引動作を行い続
けることになり、無駄な運転をしてしまうこととなる。また、終了タイミングが早すぎる
と、ゴミ取り箱の塵埃を回収しきれないこととなる。
【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、エアフィルタから除
去されて貯留部に貯留された塵埃を空気によって所定位置まで搬送する機能を備えた空気
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調和装置の室内ユニットにおいて、貯留部の塵埃貯留量を簡易に検出することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　第１の発明は、ケーシング（10）内に、室内熱交換器（22）と、室内から空気を吸い
込む室内ファン（21）と、該室内ファン（21）の吸い込み側に設けられるエアフィルタ（
30）とを備えた空気調和装置の室内ユニットを前提としている。そして、本発明の室内ユ
ニットは、上記エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、
上記塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃を貯留する貯留部（62）と、上記貯留部
（62）に貯留された塵埃を送風作用または吸引作用によって空気と共に所定位置まで搬送
する塵埃搬送手段（80）と、上記貯留部（62）における光の透過量に基づいて、上記貯留
部（62）の塵埃貯留量を検出する貯留量検出手段（70）とを備えているものである。
【０００８】
　　上記の発明では、室内ファン（21）によってケーシング（10）内に吸い込まれた空気
がエアフィルタ（30）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（30）に
捕捉される。エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃は、塵埃除去手段（50）によって除去
され、貯留部（62）に貯留される。この貯留部（62）の塵埃は、塵埃搬送手段（80）の送
風作用または吸引作用によって所定位置（例えば、ケーシング（10）外）に搬送される。
【０００９】
　　ここで、貯留部（62）において、堆積している塵埃に向かって光を透過させる。そし
て、塵埃の隙間を透過した光の量に応じて塵埃の貯留量が検出される。具体的に、光の透
過量が多い場合、塵埃がそれ程堆積していない、即ち塵埃貯留量が少ないと判断される。
逆に、光の透過量が少ない場合、塵埃貯留量が多いと判断される。
【００１０】
　　第２の発明は、上記第１の発明において、上記貯留量検出手段（70）は、上記貯留部
（62）の外側に配置される発光部（72）と、該発光部（72）と上記貯留部（62）を挟むよ
うに対峙し該貯留部（62）を透過した上記発光部（72）の光の光度を検出する受光部（73
）とを備え、該受光部（73）の検出光度に基づいて上記貯留部（62）の塵埃貯留量を検出
するように構成されているものである。
【００１１】
　　上記の発明では、発光部（72）と受光部（73）とが貯留部（62）を間に存して配置さ
れている。発光部（72）の光が貯留部（62）の壁部および塵埃の隙間を透過する。透過し
た光の光度は受光部（73）によって検出される。そして、その光度に応じて貯留部（62）
の塵埃貯留量が検出される。具体的に、貯留部（62）において、光の透過量が多いと受光
部（73）による検出光度が高くなり、塵埃貯留量が少ないと判断される。逆に、光の透過
量が少ないと受光部（73）による検出光度が低くなり、塵埃貯留量が多いと判断される。
【００１２】
　　第３の発明は、上記第２の発明において、上記貯留部（62）の貯留壁には、上記発光
部（72）の光が透過するための開口（64,65）が形成されている。一方、上記貯留量検出
手段（70）は、上記貯留部（62）の開口（64,65）を塞ぐように設けられ且つ上記発光部
（72）および受光部（73）が上記貯留部（62）の開口（64,65）に対応するように収納さ
れた箱体（71）を備えているものである。
【００１３】
　　上記の発明では、発光部（72）の光が貯留部（62）の開口（64,65）を通じて該貯留
部（62）を透過し、その透過した光の光度が受光部（73）によって検出される。また、貯
留部（62）の開口（64,65）が箱体（71）によって塞がっているため、貯留部（62）内の
塵埃は外部へ零れない。
【００１４】
　　第４の発明は、上記第１または第２の発明において、上記塵埃搬送手段（80）は、上
記室内ファン（21）の吹出空気を上記貯留部（62）に導入して該貯留部（62）に貯留され
た塵埃を所定位置まで搬送する空気通路（86,88）を備えているものである。
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【００１５】
　　上記の発明では、室内ファン（21）の吹出空気が空気通路（86,88）を介して貯留部
（62）に導入され、貯留部（62）の塵埃が空気と共に空気通路（86,88）を介して所定位
置まで搬送される。つまり、エアフィルタ（30）から除去された塵埃が室内ファン（21）
の送風作用によって別の場所に移動される。
【００１６】
　　第５の発明は、上記第４の発明において、上記貯留部（62）より容積が大きく形成さ
れ、上記空気通路（88）に接続されて上記貯留部（62）から塵埃が搬送される塵埃捕集箱
（90）を備えているものである。
【００１７】
　　上記の発明では、貯留部（62）に貯留された塵埃が別の塵埃捕集箱（90）に搬送され
て溜められる。塵埃捕集箱（90）は貯留部（62）よりも容積が大きいため、多量に溜めら
れる。
【００１８】
　　第６の発明は、上記第４または第５の発明において、上記空気通路（86,88）は、上
記室内熱交換器（22）を通過する前の上記室内ファン（21）の吹出空気が上記貯留部（62
）に導入されるように構成されているものである。
【００１９】
　　上記の発明では、室内ファン（21）の吹出空気であって、室内熱交換器（22）へ供給
される前の空気によって貯留部（62）の塵埃が所定位置まで搬送される。
【００２０】
　　第７の発明は、上記第４または第５の発明において、上記空気通路（86,88）には、
上記室内ファン（21）の吹出空気が上記貯留部（62）に導入される状態とその導入を禁止
する状態とに切り換える通路開閉手段（82）が設けられているものである。
【００２１】
　　上記の発明では、例えば通常運転の場合、通路開閉手段（82）によって空気通路（86
,88）が閉じられ、エアフィルタ（30）の清掃運転の場合、通路開閉手段（82）によって
空気通路（86,88）が開く。これにより、フィルタ清掃の必要なときにだけ、室内ファン
（21）の吹出空気が貯留部（62）へ導入される。
【００２２】
　　第８の発明は、上記第５の発明において、上記塵埃捕集箱（90）の塵埃に対する光の
透過量に基づいて、上記塵埃捕集箱（90）の塵埃貯留量を検出する貯留量検出手段（100
）を備えているものである。
【００２３】
　　上記の発明では、塵埃捕集箱（90）において堆積している塵埃に向かって光を透過さ
せる。そして、塵埃の隙間を透過した光の量に応じて塵埃の貯留量が検出される。具体的
に、光の透過量が多い場合、塵埃がそれ程堆積していない、即ち塵埃貯留量が少ないと判
断される。逆に、光の透過量が少ない場合、塵埃貯留量が多いと判断される。
【００２４】
　　第９の発明は、上記第８の発明において、上記貯留量検出手段（100）は、上記塵埃
捕集箱（90）の内壁側に区画された第１室（101）に配置される発光部（103）と、上記第
１室（101）に対峙するように上記塵埃捕集箱（90）の内壁側に区画された第２室（102）
に配置され上記発光部（103）の光の光度を検出する受光部（104）とを備え、該受光部（
104）の検出光度に基づいて上記塵埃捕集箱（90）の塵埃貯留量を検出するように構成さ
れているものである。
【００２５】
　　上記の発明では、発光部（103）および受光部（104）がそれぞれ塵埃捕集箱（90）の
内壁側に位置して互いに向き合うように配置されている。発光部（103）の光が塵埃の隙
間を透過し、その透過した光の光度が受光部（104）によって検出される。そして、その
光度に応じて塵埃捕集箱（90）の塵埃貯留量が検出される。具体的に、塵埃に対する光の
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透過量が多いと受光部（104）による検出光度が高くなり、塵埃貯留量が少ないと判断さ
れる。逆に、塵埃に対する光の透過量が少ないと受光部（104）による検出光度が低くな
り、塵埃貯留量が多いと判断される。
【００２６】
　　第１０の発明は、上記第８または第９の発明において、上記塵埃捕集箱（90）に連通
し、上記塵埃捕集箱（90）に搬送された塵埃を外部から掃除機によって吸引するための吸
引用ダクト（87）を備えているものである。
【００２７】
　　上記の発明では、ユーザーが掃除機のホースを吸引用ダクト（87）またはそれに連通
する掃除機挿入口に挿入することで、塵埃捕集箱（90）の塵埃が吸引用ダクト（87）を介
して掃除機に吸引回収される。その際、塵埃捕集箱（90）は貯留部（62）と空気通路（88
）を介して連通しているので、貯留部（62）の塵埃も掃除機に吸引回収される。そして、
この吸引回収時においても、貯留量検出手段（100）によって塵埃捕集箱（90）の塵埃貯
留量が検出されることで、吸引回収が完了したか否かが判断される。
【００２８】
　　第１１の発明は、上記第２、第３、第９または第１０の発明において、上記発光部（
72,103）が発光ＬＥＤであり、上記受光部（73,104）がフォトトランジスタまたはフォト
ダイオードである。
【００２９】
　　上記の発明によれば、貯留部（62）では発光ＬＥＤの光が貯留部（62）の貯留壁およ
び塵埃の隙間を透過し、塵埃捕集箱（90）では発光ＬＥＤの光が塵埃の隙間を透過し、そ
れぞれ透過した光の光度がフォトトランジスタまたはフォトダイオードによって検出され
る。そして、その検出光度に応じて貯留部（62）や塵埃捕集箱（90）の塵埃貯留量が検出
される。
【００３０】
　　第１２の発明は、上記第８の発明において、上記２つの貯留量検出手段（70,100）は
、上記光の透過量が第１所定値を下回ると塵埃大量を検出し、上記光の透過量が上記第１
所定値よりも大きい第２所定値を超えると塵埃少量を検出するように構成されている。そ
して、本発明の室内ユニットは、上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬送動作時に、上記
２つの貯留量検出手段（70,100）のうち少なくとも上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手
段（100）が塵埃大量を検出すると、上記塵埃捕集箱（90）の塵埃が満杯状態になったこ
とが検知されるように構成されているものである。
【００３１】
　　上記の発明では、光の透過量に基づいて貯留部（62）や塵埃捕集箱（90）の塵埃が大
量であるか少量であるかが検出される。ここでいう塵埃大量とは、塵埃が満杯に溜まって
いる状態を含み、塵埃の貯留量が比較的多い状態である。また塵埃少量とは、塵埃が殆ど
溜まっていない状態を含み、塵埃の貯留量が比較的少ない状態である。塵埃搬送手段（80
）によって塵埃が塵埃捕集箱（90）に搬送されていくに従って、塵埃捕集箱（90）では塵
埃が多くなり光の透過量が減少する。そして、光の透過量が第１所定値よりも少なくなり
貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検出すると、塵埃捕集箱（90）において塵埃が比較
的多く溜まったという状態（満杯状態）が検知される。
【００３２】
　　第１３の発明は、上記第１２の発明において、上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬
送動作時に、上記貯留部（62）の貯留量検出手段（70）が塵埃大量を検出し且つ上記塵埃
捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃少量を検出すると、上記塵埃搬送動作の異
常が検知されるように構成されているものである。
【００３３】
　　上記の発明では、塵埃搬送時に例えば貯留部（62）と塵埃捕集箱（90）の間の空気通
路（88）が何らかの原因で詰まると、貯留部（62）では塵埃の貯留量が多くなり光の透過
量が減少するが、塵埃捕集箱（90）では塵埃の貯留量が増えず光の透過量が多いままとな
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る。これにより、貯留部（62）の貯留量検出手段（70）が塵埃大量を検出し、塵埃捕集箱
（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃少量を検出すると、異常（空気通路（88）の詰ま
り）が検知される。
【００３４】
　　第１４の発明は、上記第１０の発明において、上記２つの貯留量検出手段（70,100）
は、上記光の透過量が第１所定値を下回ると塵埃大量を検出し、上記光の透過量が上記第
１所定値よりも大きい第２所定値を超えると塵埃少量を検出するように構成されている。
そして、本発明の室内ユニットは、上記２つの貯留量検出手段（70,100）の何れもが塵埃
大量を検出している状態で掃除機による吸引動作が行われ、その吸引動作時に上記２つの
貯留量検出手段（70,100）の何れもが塵埃少量を検出すると、上記掃除機による塵埃回収
が完了したことが検知されるように構成されているものである。
【００３５】
　　上記の発明では、光の透過量に基づいて貯留部（62）や塵埃捕集箱（90）の塵埃が大
量であるか少量であるかが検出される。ここでいう塵埃大量とは、塵埃が満杯に溜まって
いる状態を含み、塵埃の貯留量が比較的多い状態である。また塵埃少量とは、塵埃が殆ど
溜まっていない状態を含み、塵埃の貯留量が比較的少ない状態である。双方の貯留量検出
手段（70,100）が塵埃大量を検出すると、それら塵埃が掃除機によって吸引される。
【００３６】
　　例えば吸引用ダクト（87）が貯留部（62）側に接続されている場合、貯留部（62）の
塵埃は吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引され、塵埃捕集箱（90）の塵埃は空気通
路（88）、貯留部（62）、吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引される。吸引用ダク
ト（87）が塵埃捕集箱（90）側に接続されている場合、塵埃捕集箱（90）の塵埃は吸引用
ダクト（87）を通じて掃除機に吸引され、貯留部（62）の塵埃は空気通路（88）、塵埃捕
集箱（90）、吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引される。そして何れの場合も、貯
留部（62）および塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（70,100）が塵埃少量を検出すると
貯留部（62）等の塵埃が殆ど回収されたとして、掃除機による塵埃回収の完了が検知され
る。
【００３７】
　　第１５の発明は、上記第１４の発明において、上記２つの貯留量検出手段（70,100）
の何れもが塵埃大量を検出している状態で掃除機による吸引動作が行われ、その吸引動作
時に上記２つの貯留量検出手段（70,100）の一方は塵埃少量を検出したが他方は塵埃大量
の検出状態のままであると、上記掃除機による塵埃回収の異常が検知されるように構成さ
れているものである。
【００３８】
　　上記の発明では、吸引用ダクト（87）が貯留部（62）側に接続されている場合、吸引
動作時に例えば貯留部（62）と塵埃捕集箱（90）の間の空気通路（88）が詰まると、貯留
部（62）の塵埃は掃除機へ吸引されるが塵埃捕集箱（90）の塵埃は貯留部（62）へ流れな
い。したがってこの場合は、貯留部（62）の貯留量検出手段（70）では塵埃少量が検出さ
れ、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）では変わらず塵埃大量が検出される。そ
の結果、掃除機による塵埃回収の異常（空気通路（88）の詰まり）が検知される。また、
吸引用ダクト（87）が塵埃捕集箱（90）側に接続されている場合、吸引動作時に例えば貯
留部（62）と塵埃捕集箱（90）の間の空気通路（88）が詰まると、塵埃捕集箱（90）の塵
埃は掃除機へ吸引されるが貯留部（62）の塵埃は塵埃捕集箱（90）へ流れない。したがっ
てこの場合は、貯留部（62）の貯留量検出手段（70）では塵埃少量が検出され、塵埃捕集
箱（90）の貯留量検出手段（100）では塵埃大量が検出される。その結果、掃除機による
塵埃回収の異常（空気通路（88）の詰まり）が検知される。
【００３９】
　　第１６の発明は、上記第１２の発明において、上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬
送動作時に上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量の検出状態から一
時的に塵埃少量を検出すると、上記塵埃搬送手段（80）による塵埃搬送動作が所定回数行
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われ、その全回において上記塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検
出し続けると、上記一時的な塵埃少量の検出は誤検出であると判断されるように構成され
ているものである。
【００４０】
　　上記の発明において、塵埃搬送時には、塵埃捕集箱（90）の塵埃が空気流れによって
大きく舞い上がり、それによって光の透過量が変化する場合がある。その場合、塵埃捕集
箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量の検出状態から一時的に塵埃少量を検出す
る虞がある。つまり、実際は塵埃大量の状態であるにも拘わらず一時的に塵埃少量を誤検
出してしまう虞がある。その場合は、塵埃搬送動作が所定の回数だけ行われる。そして、
その全ての回において塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検出し続
けると、上記の一時的な塵埃少量の検出が誤検出であったと検知される。
【発明の効果】
【００４１】
　　以上のように、本発明によれば、貯留部（62）における光の透過量に基づいて塵埃貯
留量を検出する貯留量検出手段（70）を設けるようにした。したがって、簡易に貯留部（
62）の塵埃貯留量を検出することができる。よって、塵埃搬送手段（80）による搬送動作
の開始タイミングを適切に図ることができる。また、塵埃搬送手段（80）によって貯留部
（62）の塵埃が搬送されたかどうかを判断することができ、その塵埃搬送動作の停止タイ
ミングを適切に図ることができる。その結果、高効率な塵埃搬送動作を行うことができる
。
【００４２】
　　さらに、塵埃搬送動作を行ったにも拘わらず貯留部（62）における光の透過量が変化
しない場合は、搬送先において塵埃が満杯になったこと、または塵埃の搬送通路において
詰まり等が生じていると判断することができる。このように、塵埃の搬送通路における詰
まり等の不具合を早期に検出することができるため、信頼性の高い室内ユニットを提供す
ることができる。
【００４３】
　　また、第２の発明によれば、発光部（72）と受光部（73）を設けて、貯留部（62）に
おいて透過した光の光度に基づき塵埃貯留量を検出するようにした。したがって、確実に
貯留部（62）を透過した光の光度を検出し塵埃貯留量を検出することができる。
【００４４】
　　また、第３の発明によれば、貯留部（62）において発光部（72）の光が透過する開口
（64,65）を設け、発光部（72）および受光部（73）が収納された箱体（71）を上記開口
（64,65）を塞ぐように設けるようにした。したがって、貯留部（62）を作製し易くなる
。ユーザーにとって貯留部（62）内の塵埃が外部から見えると不快であるため、貯留部（
62）の貯留壁は不透明であるほうが望ましい。その場合、発光部（72）の光を透過させる
ために貯留壁の一部を透明窓にする必要があり、それによって貯留部（62）の作製に手間
がかかる。そこで、本発明では、貯留壁に開口（64,65）を設けるようにしたため、透明
窓に比べて光が通過し易く、貯留部（62）の作製が容易となる。そして、開口（64,65）
は箱体（71）によって塞がれているため、貯留部（62）の塵埃が零れる心配もない。
【００４５】
　　また、第４の発明によれば、室内ファン（21）の吹出空気を貯留部（62）に導入して
塵埃を搬送するようにした。つまり、室内ファン（21）の送風作用を利用して塵埃を搬送
するようにした。したがって、吸引ファン等の搬送手段を別途設けることなく、貯留部（
62）の塵埃を廃棄しやすい所定の場所まで簡易に移動させることができる。これにより、
ユニットの大型化およびコスト高を招くことなく、塵埃の処理効率を向上させることがで
きる。
【００４６】
　　また、第５の発明によれば、貯留部（62）よりも容積が大きい塵埃捕集箱（90）を設
けて、貯留部（62）から塵埃捕集箱（90）に塵埃を搬送するようにした。したがって、エ
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アフィルタ（30）から除去された塵埃を多量に貯留させることができる。貯留部（62）は
、概ね、エアフィルタ（30）の近傍、即ち吸込空気の通路の近傍に配置されることになる
ため、空気流れの邪魔にならないよう可能な限り容積を小さくする必要がある。そうする
と、貯留部（62）には多量の塵埃を溜めることができないが、本発明では貯留部（62）と
は別の塵埃捕集箱（90）に多量の塵埃を確実に溜めることができる。よって、ユーザーに
よる塵埃処理の手間を軽減することができる。
【００４７】
　　さらに、エアフィルタ（30）の塵埃を最終的に塵埃捕集箱（90）に溜めるため、貯留
部（62）を小型にすることができる。その結果、室内ユニット（1）における吸込空気の
流通抵抗を低減することができ、運転効率が向上する。
【００４８】
　　また、複数の室内ユニットに対して共通の塵埃捕集箱（90）を設けるようにすれば、
各室内ユニットで捕捉された塵埃をまとめて回収することができる。したがって、室内ユ
ニットを複数台備えた場合でも、塵埃の処理効率を向上させることができる。
【００４９】
　　また、第６の発明によれば、室内ファン（21）の吹出空気であって室内熱交換器（22
）に流れる前の空気を貯留部（62）に導入するようにした。したがって、例えば冷房時の
場合、室内熱交換器（22）で冷却される前の空気を貯留部（62）に導入するため、貯留部
（62）において冷気による結露発生を防止することができる。これにより、貯留量検出手
段（70）を結露から保護することができる。その結果、信頼性の向上をさらに図ることが
できると共に、結露防止手段を別途設ける必要がないため低コスト化および小型化を図る
ことができる。
【００５０】
　　また、第７の発明によれば、空気通路（86,88）に通路開閉手段（82）を設けるよう
にした。したがって、エアフィルタ（30）を清掃する必要なときに通路開閉手段（82）を
開くことで、室内ファン（21）の吹出空気を貯留部（62）へ導入させることができる。そ
のため、室内ファン（21）の吹出空気が無駄に貯留部（62）に供給されるのを防止するこ
とができる。つまり、通常運転時には、室内ファン（21）の吹出空気の全部を室内熱交換
器（22）へ供給することができる。その結果、居住者の快適性の低下を防止することがで
きる。
【００５１】
　　さらに、第８の発明によれば、塵埃捕集箱（90）においても光の透過量に基づいて塵
埃貯留量を検出する貯留量検出手段（100）を設けるようにした。そのため、簡易に塵埃
捕集箱（90）の塵埃貯留量を把握することができる。これにより、例えば、塵埃搬送手段
（80）の搬送動作によって塵埃捕集箱（90）内の塵埃が満杯になったことを確実に判断す
ることができる。よって、その塵埃搬送動作の停止タイミングをより適切に図ることがで
き、高効率な塵埃搬送動作を行うことができる。また、塵埃搬送動作を行ったにも拘わら
ず貯留部（62）における光の透過量が変化せず且つ塵埃捕集箱（90）における光の透過量
が変化しない場合は、塵埃の搬送通路で詰まり等が生じていることを確実に判断すること
ができる。その結果、より信頼性の高い室内ユニットを提供することができる。
【００５２】
　　また、第９の発明によれば、塵埃捕集箱（90）に発光部（103）と受光部（104）を設
けて、塵埃の隙間を透過した光の光度に基づき塵埃貯留量を検出するようにした。したが
って、確実に透過した光の光度を検出し塵埃貯留量を検出することができる。
【００５３】
　　また、第１０の発明によれば、吸引用ダクト（87）を通じて塵埃捕集箱（90）の塵埃
を掃除機で吸引することができる。したがって、塵埃捕集箱（90）の塵埃を容易に回収す
ることができ、塵埃処理の手間を大幅に軽減することができる。また、この掃除機による
回収時には、貯留量検出手段（100）によって塵埃の回収状態を確実に把握することがで
きる。
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【００５４】
　　特に、第１１の発明によれば、発光部（72,103）として発光ＬＥＤを用い、受光部（
73,104）としてフォトトランジスタまたはフォトダイオードを用いるようにした。したが
って、簡易且つコンパクトな貯留量検出手段（70,100）を構成することができる。そして
、簡易な構成にも拘わらず、塵埃貯留量を確実に判定することができる。
【００５５】
　　また、第１２の発明によれば、塵埃搬送動作時に少なくとも上記塵埃捕集箱（90）の
貯留量検出手段（100）が塵埃大量を検出すると、塵埃捕集箱（90）の塵埃が満杯状態に
なったことが検知されるように構成した。したがって、ユーザーが塵埃捕集箱（90）の塵
埃の処理タイミングを的確に把握することができる。よって、信頼性のより高い室内ユニ
ットを提供することができる。
【００５６】
　　さらに、第１３の発明によれば、塵埃搬送動作時に貯留部（62）の貯留量検出手段（
70）が塵埃大量を検出し且つ塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃少量を検
出すると、塵埃搬送動作の異常が検知されるように構成した。したがって、塵埃搬送動作
時においてユーザーが空気通路（88）の詰まり等の異常状態を確実に把握することができ
る。よって、室内ユニットの信頼性が一層向上する。
【００５７】
　　また、第１４の発明によれば、掃除機による吸引動作時に何れの貯留量検出手段（70
,100）も塵埃大量の検出状態から塵埃少量を検出すると、掃除機による塵埃回収が完了し
たことが検知されるように構成した。そのため、ユーザーが掃除機による塵埃回収動作の
終了タイミングを的確に把握することができる。その結果、塵埃の処理を効率よく行うこ
とができる。
【００５８】
　　また、第１５の発明によれば、掃除機による吸引動作時に一方の貯留量検出手段（70
,100）は塵埃大量の検出状態から塵埃少量を検出したが他方の貯留量検出手段（70,100）
は塵埃大量の検出状態のままであると、掃除機による塵埃回収の異常が検知されるように
構成した。したがって、掃除機による吸引時においてユーザーが空気通路（88）の詰まり
等の異常状態を確実に把握することができる。よって、室内ユニットの信頼性が一層向上
する。
【００５９】
　　また、第１６の発明によれば、塵埃搬送動作時に塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段
（100）が塵埃大量の検出状態から一時的に塵埃少量を検出すると、塵埃搬送動作が所定
回数行われ、その全回において塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が塵埃大量を
検出し続けると、上記の一時的な塵埃少量の検出は誤検出であると判断するようにした。
したがって、塵埃捕集箱（90）の満タン状態をより確実に把握することができる。よって
、室内ユニットの信頼性がより一層向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　　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。
【００６１】
　　本実施形態の室内ユニット（1）は、空気調和装置の一部を構成し、室内空間の天井
に設置される。空気調和装置は、室外ユニットに設けられる圧縮機、室外熱交換器および
膨張弁と、上記室内ユニット（1）に設けられる室内熱交換器（22）とが配管接続されて
成る冷媒回路を備えている。冷媒回路は、冷媒が可逆に循環して、蒸気圧縮式冷凍サイク
ルを行う。空気調和装置では、冷媒回路において室内熱交換器（22）が蒸発器として機能
する冷房運転と、冷媒回路において室内熱交換器（22）が凝縮器として機能する暖房運転
とが行われる。
【００６２】
　　〈室内ユニットの構成〉
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　　図１および図２に示すように、上記室内ユニット（1）は、ケーシング（10）と化粧
パネル（11）とを備えている。ケーシング（10）内には、室内熱交換器（22）、ドレンパ
ン（23）、室内ファン（21）、エアフィルタ（30）、フィルタ駆動手段（40）、塵埃除去
手段（50）、塵埃貯留容器（60）、塵埃搬送手段（80）および塵埃捕集箱（90）が設けら
れている。
【００６３】
　　上記ケーシング（10）は、下側が開放された略直方体の箱状に形成されている。ケー
シング（10）の内面には、断熱材（17）が積層されている。ケーシング（10）は、下部が
天井板の開口に挿通する状態で設置される。
【００６４】
　　上記化粧パネル（11）は、矩形の板状に形成されている。化粧パネル（11）の平面視
形状は、ケーシング（10）の平面視形状よりも一回り大きくなっている。化粧パネル（11
）は、シール部材（16）を間に挟んだ状態でケーシング（10）の下側を覆うように取り付
けられる。化粧パネル（11）がケーシング（10）に取り付けられた状態では、化粧パネル
（11）が室内に露出する。
【００６５】
　　上記化粧パネル（11）には、１つの吸込口（13）と４つの吹出口（14）とが形成され
ている。吸込口（13）は、矩形状に形成され、化粧パネル（11）の中央部に形成されてい
る。吸込口（13）には、スリット状に形成された吸込グリル（12）が嵌め込まれている。
各吹出口（14）は、細長い矩形状に形成されている。各吹出口（14）は、化粧パネル（11
）の各辺に沿うように形成されている。そして、各吹出口（14）には、風向調整板（15）
が設けられている。この風向調整板（15）は、回動して風向（吹出方向）を調整するもの
である。
【００６６】
　　上記室内ファン（21）は、いわゆるターボファンである。室内ファン（21）は、ケー
シング（10）の中央付近に配置され、吸込口（13）の上側に位置している。室内ファン（
21）は、ファンモータ（21a）と羽根車（21b）とを備えている。ファンモータ（21a）は
、ケーシング（10）の天板に固定されている。羽根車（21b）は、ファンモータ（21a）の
回転軸に連結されている。室内ファン（21）の下側には、吸込口（13）に連通するベルマ
ウス（24）が設けられている。このベルマウス（24）は、ケーシング（10）内において、
室内熱交換器（22）の上流側の空間を室内ファン（21）側と吸込グリル（12）側とに区画
している。室内ファン（21）は、ベルマウス（24）を介して下側から吸い込んだ空気を周
方向へ吹き出すように構成されている。
【００６７】
　　上記室内熱交換器（22）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器
で構成されている。室内熱交換器（22）は、平面視でロ字状に形成され、室内ファン（21
）の周囲を囲むように配置されている。室内熱交換器（22）では、冷媒と室内ファン（21
）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。
【００６８】
　　上記ドレンパン（23）は、室内熱交換器（22）の下側に設けられている。ドレンパン
（23）は、室内熱交換器（22）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。ドレンパン（23）には、ドレン水を排水するためのドレンポンプが設
けられている（図示省略）。ドレンパン（23）は、ドレンポンプを設置した箇所にドレン
水が集まるように勾配がつけられている。
【００６９】
　　上記ベルマウス（24）の下方には、仕切板（25）が設けられている。この仕切板（25
）は、ベルマウス（24）と吸込グリル（12）との間の空間を上下に仕切っている。つまり
、仕切板（25）は、室内熱交換器（22）の上流側空間をベルマウス（24）を含む室内熱交
換器（22）側と吸込グリル（12）側とに区画している。
【００７０】
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　　上記仕切板（25）の中央には、吸込口（13）から吸い込まれた空気がベルマウス（24
）へ流入するための通気孔（26）が形成されている。図３に示すように、この通気孔（26
）は、円形孔がその径方向に延びる４つの径方向部材（27）によって扇形に仕切られてい
る。各径方向部材（27）は、互いに円中心で繋がっており、その部分に円筒状のフィルタ
回転軸（28）が下方に突出している。フィルタ回転軸（28）は、上記エアフィルタ（30）
が回転するための回転軸である。また、１つの径方向部材（27）には、フィルタ押さえ（
29）が２つ設けられている。
【００７１】
　　図３に示すように、上記エアフィルタ（30）は、仕切板（25）の下方に配置され、ベ
ルマウス（24）の入口を覆う大きさの円板状に形成されている。具体的に、エアフィルタ
（30）は、環状のフィルタ本体（31）とメッシュ部材（37）とを備えている。フィルタ本
体（31）の外周面には、ギア部（32）が設けられている。フィルタ本体（31）の環状中心
部には、６つの径方向リブ（34）によって支持される円筒状の軸挿通部（33）が設けられ
ている。つまり、各径方向リブ（34）は、軸挿通部（33）から放射状に延びている。また
、フィルタ本体（31）の内円部には、該フィルタ本体（31）と同心の環状に形成された内
側周方向リブ（35）および外側周方向リブ（36）が設けられている。外側周方向リブ（36
）は、内側周方向リブ（35）よりも大径に形成されている。メッシュ部材（37）は、フィ
ルタ本体（31）の内円部全体に張られている。吸込口（13）から吸い込まれた空気は、エ
アフィルタ（30）のメッシュ部材（37）を通過してベルマウス（24）へ流入する。その際
、空気中の塵埃がメッシュ部材（37）に捕捉される。
【００７２】
　　また、上記エアフィルタ（30）は、上述したフィルタ押さえ（29）が各周方向リブ（
35,36）に当接することによって下方へ付勢される。これにより、エアフィルタ（30）が
後述する塵埃除去手段（50）の回転ブラシ（51）に押さえ付けられる。したがって、塵埃
除去手段（50）による除去効率が向上する。
【００７３】
　　図４にも示すように、上記エアフィルタ（30）は、軸挿通部（33）が仕切板（25）の
フィルタ回転軸（28）に嵌め込まれて取り付けられる。エアフィルタ（30）は、フィルタ
回転軸（28）を中心として回転自在になっている。エアフィルタ（30）の下方には、上記
塵埃貯留容器（60）が配置されている。そして、エアフィルタ（30）が軸挿通部（33）に
嵌め込まれた状態で、上記塵埃貯留容器（60）のフィルタ取付部（68）が仕切板（25）の
軸挿通部（33）に止めネジ（28a）によって固定される。これにより、仕切板（25）と塵
埃貯留容器（60）との間にエアフィルタ（30）が保持される。
【００７４】
　　上記エアフィルタ（30）の近傍には、エアフィルタ（30）を回転駆動するためのフィ
ルタ駆動手段（40）が設けられている（図２参照）。つまり、このフィルタ駆動手段（40
）は、エアフィルタ（30）と回転ブラシ（51）とを相対的に移動させる移動手段を構成し
ている。
【００７５】
　　具体的に、フィルタ駆動手段（40）は、図５に示すように、フィルタ駆動モータ（41
）とリミットスイッチ（44）を備えている。フィルタ駆動モータ（41）の駆動軸には、駆
動ギア（42）が設けられ、該駆動ギア（42）がフィルタ本体（31）のギア部（32）と噛み
合っている。駆動ギア（42）の一端面には、突片であるスイッチ作動部（43）が設けられ
ている。このスイッチ作動部（43）は、駆動ギア（42）の回転によりリミットスイッチ（
44）のレバー（44a）に作用するようになっている。スイッチ作動部（43）がレバー（44a
）に作用すると、リミットスイッチ（44）が検知する。つまり、スイッチ作動部（43）お
よびリミットスイッチ（44）は、駆動ギア（42）の回転位置を検出するものである。
【００７６】
　　次に、上記塵埃除去手段（50）、塵埃貯留容器（60）および塵埃搬送手段（80）につ
いて、図６～図１１を参照しながら説明する。これら塵埃除去手段（50）等は、仕切板（
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25）やエアフィルタ（30）の下方に配置されている（図１や図２を参照）。
【００７７】
　　上記塵埃除去手段（50）は、エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去するための
ものである。塵埃除去手段（50）は、回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）と、ブ
ラシ駆動手段（53）とを備えている。
【００７８】
　　図８に示すように、上記回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）は、後述する塵
埃貯留容器（60）のブラシ用開口（63）に設けられている。
【００７９】
　　上記回転ブラシ（51）は、細長い円柱状のシャフト（51a）と、該シャフト（51a）の
外周面に設けられたブラシ（51b）とを備えている。ブラシ（51b）は、複数の植毛で構成
されている。そして、ブラシ（51b）は、シャフト（51a）の周方向における一部分に設け
られると共に、シャフト（51a）の長さ方向に亘って設けられている。清掃用ブラシ（52
）は、回転ブラシ（51）の後方側に配置されている。
【００８０】
　　上記清掃用ブラシ（52）は、本体部（52a）と、ブラシ（52b）と、バネ部（52c）と
を備えている。本体部（52a）は、板状部材であり、回転ブラシ（51）のシャフト（51a）
と同じ長さに形成されている。本体部（52a）は、その板面が回転ブラシ（51）の外周面
に対面して設けられている。また、本体部（52a）の上部は、回転ブラシ（51）のシャフ
ト（51a）の外周面に対応する円弧部となっている。この本体部（52a）の円弧部には、本
体部（52a）の長さ方向に亘ってブラシ（52b）が設けられている。バネ部（52c）は、本
体部（52a）の下端に設けられて、塵埃貯留容器（60）の内壁に取り付けられている。つ
まり、本体部（52a）は、バネ部（52c）によって支持されている。
【００８１】
　　上記回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）は、エアフィルタ（30）の半径と同
等以上の長さに形成されている。また、回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）は、
エアフィルタ（30）の円中心から径方向外方へ延びるように配置されている。
【００８２】
　　上記回転ブラシ（51）は、回転するエアフィルタ（30）のメッシュ部材（37）にブラ
シ（51b）が接触することでメッシュ部材（37）から塵埃を除去するように構成されてい
る。また、回転ブラシ（51）は、上記ブラシ駆動手段（53）によって可逆に回転駆動され
る。図６および図７に示すように、ブラシ駆動手段（53）は、ブラシ駆動モータ（54）と
、互いに噛み合う駆動ギア（55）および従動ギア（56）とを備えている。駆動ギア（55）
はブラシ駆動モータ（54）の駆動軸に設けられ、従動ギア（56）は回転ブラシ（51）のシ
ャフト（51a）の端部に設けられている。この構成により、回転ブラシ（51）が回転駆動
される。そして、詳細については後述するが、ブラシ駆動手段（53）は、回転ブラシ（51
）を回転させてそのブラシ（51b）がエアフィルタ（30）に接触する状態とエアフィルタ
（30）から離隔する状態とに切り換えるように構成されている。
【００８３】
　　上記清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）は、回転ブラシ（51）がブラシ駆動手段（5
3）によって回転すると、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）と接触するように構成されて
いる。その接触により、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）から塵埃が除去される。つま
り、清掃用ブラシ（52）は、回転ブラシ（51）から塵埃を除去して該回転ブラシ（51）を
清掃するものである。これら回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）の塵埃除去作用
については、後で詳述する。
【００８４】
　　また、上記回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）の各ブラシ（51b,52b）は、
いわゆるパイル織物で構成されている。このパイル織物は、基布に毛（パイル糸）が織り
込まれて成る有毛繊維であり、毛足が比較的短い。そして、このパイル織物は、毛並みが
一定方向に傾斜する傾斜パイルである。
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【００８５】
　　具体的に、上記回転ブラシ（51）におけるブラシ（51b）の毛並みは、図８において
シャフト（51a）から左側に向かって傾斜している。つまり、このブラシ（51b）の毛並み
は、エアフィルタ（30）の回転方向に対して対向するように傾斜している。このように、
エアフィルタ（30）がブラシ（51b）の毛並みに対して対向するように回転すると、メッ
シュ部材（37）の塵埃が効率よく掻き出される。一方、ブラシ（51b）の毛並みに対して
その傾斜方向にエアフィルタ（30）が回転すると、メッシュ部材（37）の塵埃は掻き出さ
れず、逆にブラシ（51b）に捕捉されている塵埃が除去される。また、清掃用ブラシ（52
）におけるブラシ（52b）の毛並みは、図８において本体部（52a）から下側に向かって傾
斜している。つまり、このブラシ（52b）の毛並みは、回転ブラシ（51）が図８において
時計回りに回転する際に、その回転方向に対して対向するように傾斜している。
【００８６】
　　上記塵埃貯留容器（60）は、清掃用ブラシ（52）によって回転ブラシ（51）から除去
された塵埃が貯留されるもの、即ち塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃を貯留す
るものである。塵埃貯留容器（60）は、側面視形状（図６において右側から視た形状）が
やや逆くの字に屈曲している柱状の容器である。塵埃貯留容器（60）は、上側部分がエア
フィルタ（30）の塵埃が除去される除去部（61）であり、下側部分がエアフィルタ（30）
から除去された塵埃が貯留される貯留部（62）となっている。
【００８７】
　　上記除去部（61）の上板には、その長手方向に延びるブラシ用開口（63）が形成され
、上述したようにそのブラシ用開口（63）に回転ブラシ（51）および清掃用ブラシ（52）
が設けられている。なお、除去部（61）の一側面に上述したフィルタ取付部（68）が設け
られている。また、ブラシ用開口（63）の後方側（即ち、清掃用ブラシ（52）側と反対側
）の縁部（61a）は、回転ブラシ（51）に向かって漸次細くなる先細形状であり、端面が
回転ブラシ（51）のブラシ（51b）に沿うように円弧状に形成されている。これにより、
縁部（6c）と回転ブラシ（51）との隙間が限りなく小さくなる。したがって、万一回転ブ
ラシ（51）によって除去されずに該回転ブラシ（51）を通過してしまったエアフィルタ（
30）の塵埃は、直ぐ縁部（61a）に沿ってエアフィルタ（30）の移動方向へガイドされる
。つまり、回転ブラシ（51）を通過した塵埃は、除去部（61）の上板に遮られることなく
エアフィルタ（30）に付着した状態でスムーズに移動する。このように縁部（61a）を工
夫することにより、回転ブラシ（51）と除去部（61）の上板との隙間において塵埃が停滞
するのを防止することができる。停滞するとその塵埃が次第に成長して大きな固まりとな
り、最終的にその隙間から弾き出されて室内等へ落下してしまうが、本実施形態ではそれ
が防止される。さらに、縁部（61a）と回転ブラシ（51）との隙間が小さくなるため、塵
埃貯留容器（60）の密閉性（シール性）が高くなる。
【００８８】
　　上記貯留部（62）は、下端側（底部側）が円弧状に膨出している。そして、その貯留
部（62）の円弧部には、清掃用ブラシ（52）によって回転ブラシ（51）から除去された塵
埃が落下して貯留される。貯留部（62）は、長手方向における両端部（66,67）が開口し
ている。その貯留部（62）の第１端部（66）には、後述する塵埃搬送手段（80）のダンパ
ボックス（81）が接続され、第２端部（67）には、後述する塵埃搬送手段（80）の搬送用
ダクト（88）が接続されている。
【００８９】
　　そして、本発明の特徴として、図９に示すように、上記塵埃貯留容器（60）には、貯
留部（62）の塵埃量（塵埃貯留量）を検出するための貯留量検出手段（70）が設けられて
いる。
【００９０】
　　上記貯留量検出手段（70）は、センサボックス（71）を備えている。このセンサボッ
クス（71）は、塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）の第２端部（67）寄りに設けられてい
る（図６や図７を参照）。センサボックス（71）は、貯留部（62）の横断方向に延びてそ
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の底部を覆うように形成されている。
【００９１】
　　一方、上記センサボックス（71）によって覆われる貯留部（62）の壁面（貯留壁）に
は、２つの開口（64,65）が形成されている。これら第１開口（64）と第２開口（65）と
は、互いに対峙している。そして、この２つの開口（64,65）は、後述する発光ＬＥＤ（7
2）の光が通過（透過）するためのものである。
【００９２】
　　上記センサボックス（71）は、貯留部（62）の貯留壁を覆う円弧部材（75）に２つの
透明窓（76,77）が設けられている。これら第１透明窓（76）および第２透明窓（77）は
、それぞれ貯留部（62）の第１開口（64）および第２開口（65）を塞ぐように設けられて
いる。つまり、センサボックス（71）は、貯留部（62）の開口（64,65）を塞ぐように設
けられ、本発明に係る箱体を構成している。
【００９３】
　　そして、上記センサボックス（71）内には、発光ＬＥＤ（72）とフォトトランジスタ
（73）が収納されている。発光ＬＥＤ（72）は第１透明窓（76）および第１開口（64）に
対応する位置に、フォトトランジスタ（73）は第２透明窓（77）および第２開口（65）に
対応する位置にそれぞれ配置されている。つまり、発光ＬＥＤ（72）およびフォトトラン
ジスタ（73）は、貯留部（62）をその横断方向に挟んで対峙するように配置されている。
【００９４】
　　上記貯留量検出手段（70）では、発光ＬＥＤ（72）による光が第１透明窓（64）およ
び第１開口（64）を透過した後、第２開口（65）および第２透明窓（77）を順に透過しフ
ォトトランジスタ（73）によって受光される。フォトトランジスタ（73）では受光した光
の光度が検出される。そして、検出された光度に応じて貯留部（62）における塵埃の貯留
量（即ち、充填度）が検出される。つまり、塵埃の貯留量が少ないと、貯留部（62）にお
いて第１透明窓（64）から第２透明窓（65）への光の透過率（透過量）が高くなり、検出
される光度が高くなる。逆に、塵埃の貯留量が多いと、貯留部（62）において第１透明窓
（64）から第２透明窓（65）への光の透過率（透過量）が低くなり、検出される光度が低
くなる。したがって、この貯留量検出手段（70）によれば、例えば、光度が所定値以下に
なると、貯留部（62）の貯留量が満杯になったと判断することができる。このように、本
実施形態の貯留量検出手段（70）は、貯留部（62）における光の透過量に基づいて塵埃貯
留容器（60）の塵埃貯留量を検出するように構成されている。
【００９５】
　　なお、上記発光ＬＥＤ（72）およびフォトトランジスタ（73）は、それぞれ本発明に
係る発光部および受光部を構成している。また、本実施形態では、フォトトランジスタ（
73）に代えてフォトダイオードを用いるようにしてもよい。
【００９６】
　　上記塵埃搬送手段（80）は、図２、図６および図７に示すように、上述したダンパボ
ックス（81）および搬送用ダクト（88）と、導入用ダクト（86）と、吸引用ダクト（87）
とを備えている。
【００９７】
　　上記ダンパボックス（81）は、塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）の長手方向に沿っ
て延びる直方体状に形成されている。ダンパボックス（81）の長手方向における一端には
、貯留部（62）の第１端部（66）が接続されている。図１０および図１１に示すように、
ダンパボックス（81）内には、本発明に係る通路開閉手段であるダンパ（82）が１つ設け
られている。このダンパ（82）が閉まると、ダンパボックス（81）の内部空間がその長手
方向に仕切られる。つまり、ダンパボックス（81）の内部空間が第１室（81a）と第２室
（81b）とに仕切られる。第２室（81b）には、上述したように貯留部（62）の第１端部（
66）が接続されている。
【００９８】
　　図７や図１１に示すように、上記塵埃搬送手段（80）は、ダンパ（82）を開閉駆動す
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るためのダンパ駆動モータ（83）と駆動ギア（84）と従動ギア（85）とを備えている。駆
動ギア（84）はダンパ駆動モータ（83）の駆動軸に設けられ、従動ギア（85）はダンパ（
82）の回動軸に設けられている。駆動ギア（84）および従動ギア（85）は、互いに噛み合
っている。この構成では、ダンパ駆動モータ（83）の回転が各ギア（84,85）を介してダ
ンパ（82）の回動軸に伝達される。これにより、ダンパ（82）が回動軸を中心に回動し、
開閉動作が行われる。
【００９９】
　　上記導入用ダクト（86）は、ダンパボックス（81）の上面に接続されて第１室（81a
）に連通している。図１０に示すように、導入用ダクト（86）は、ダンパボックス（81）
から鉛直上方に延びており、仕切板（25）を貫通している。導入用ダクト（86）は、横断
面が円形の上流側ダクト（86a）および下流側ダクト（86b）を備え、その２つの部材が止
めネジ（28a）によって上下方向に連結されている。上流側ダクト（86a）の横断面積（流
路面積）は、下流側ダクト（86b）の横断面積（流路面積）よりも大きい。下流側ダクト
（86b）の下端（図１０における下側）は、ダンパボックス（81）に接続されている。上
流側ダクト（86a）の上端（図１０における上側）は、ベルマウス（24）の水平に延びる
部材にシール部材（86e）を介して当接している。このベルマウス（24）の水平部材には
、貫通孔である導入口（86d）が形成されている。そして、この導入口（86d）を通じて、
上流側ダクト（86a）が室内ファン（21）側の空間と連通している。つまり、この導入用
ダクト（86）は、室内ファン（21）の吹出空気をダンパボックス（81）内へ導入するため
のものである。
【０１００】
　　また、上記導入用ダクト（86）は、上流側ダクト（86a）と下流側ダクト（86b）との
連結部分が仕切板（25）の貫通部に位置している。具体的に、上流側ダクト（86a）の底
板と下流側ダクト（86b）の上端フランジとで仕切板（25）の貫通孔周縁を挟み込むよう
に、両ダクト（86a,86b）が連結されている。そして、この連結部分およびシール部材（8
6e）の部分は、導入用ダクト（86）とダンパボックス（81）と塵埃貯留容器（60）とが一
体で導入用ダクト（86）の軸心を中心にして回動するように構成されている。
【０１０１】
　　上記吸引用ダクト（87）は、流入側である一端がダンパボックス（81）の下面に接続
されて第２室（81b）に連通している。吸引用ダクト（87）の流出側である他端は、化粧
パネル（11）に形成された掃除機挿入口（図示せず）に接続されている。この掃除機挿入
口は、掃除機のホース等が挿入されて吸引するための開口である。なお、吸引用ダクト（
87）はフレキシブルチューブで構成されている。
【０１０２】
　　上記搬送用ダクト（88）は、図１や図２に示すように、一端が塵埃貯留容器（60）に
おける貯留部（62）の第２端部（67）に接続され、他端が後述する塵埃捕集箱（90）に接
続されている。この搬送用ダクト（88）はフレキシブルチューブで構成されている。
【０１０３】
　　なお、上記導入用ダクト（86）および搬送用ダクト（81）は、本発明に係る空気通路
を構成している。
【０１０４】
　　上記塵埃搬送手段（80）では、冷暖房を行う通常運転の場合、ダンパボックス（81）
のダンパ（82）が閉じられる（図１１（Ａ）参照）。これにより、室内ファン（21）の吹
出空気はダンパボックス（81）へ導入されない。また、塵埃搬送手段（80）では、塵埃貯
留容器（60）内の塵埃を塵埃捕集箱（90）に搬送する場合、ダンパボックス（81）のダン
パ（82）が開く（図１１（Ｂ）参照）。これにより、室内ファン（21）の吹出空気が導入
用ダクト（86）およびダンパボックス（81）を通じて塵埃貯留容器（60）へ導入される。
その結果、塵埃貯留容器（60）内の塵埃は、空気と共に搬送用ダクト（88）を通じて塵埃
捕集箱（90）へ搬送される。つまり、塵埃貯留容器（60）の塵埃が排出される。さらに、
塵埃搬送手段（80）では、塵埃捕集箱（90）の塵埃をケーシング（10）外へ排出する場合
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も、ダンパボックス（81）のダンパ（82）が閉じられる（図１１（Ｃ）参照）。この場合
、掃除機によって掃除機吸引口から吸引することで、塵埃捕集箱（90）内の塵埃が搬送用
ダクト（88）、ダンパボックス（81）および吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引さ
れる。つまり、この塵埃搬送手段（80）は、室内ファン（21）の吹出空気を利用して塵埃
貯留容器（60）の塵埃を所定位置まで搬送するように構成されている。
【０１０５】
　　上記塵埃捕集箱（90）は、図１および図２に示すように、上述したように塵埃貯留容
器（60）内の塵埃が搬送されて貯留されるものである。塵埃捕集箱（90）は、やや細長い
略直方体状に形成され、塵埃貯留容器（60）と同様に仕切板（25）の下方に配置されてい
る。そして、塵埃捕集箱（90）は、平面的にエアフィルタ（30）に被らないように、仕切
板（25）の一端辺に沿って配置されている。これにより、吸込グリル（12）から吸入され
た空気の流れが塵埃捕集箱（90）によっては邪魔されない。塵埃捕集箱（90）は、搬送用
ダクト（88）が接続される側と反対側の端部が排気口（91）となっている。この排気口（
91）の部分は、ケーシング（10）を貫通して室内に連通している。なお、この排気口（91
）の貫通部分にはシール部材（93）が設けられている。
【０１０６】
　　上記塵埃捕集箱（90）は、平面視的に、排気口（91）の部分が他の部分よりも面積が
小さくなっている。また、塵埃捕集箱（90）のエアフィルタ（30）側の側板は、エアフィ
ルタ（30）の外周に対応して円弧状に形成されている。さらに、塵埃捕集箱（90）内には
、排気口（91）寄りにフィルタ（92）が設けられている。そして、塵埃捕集箱（90）では
、塵埃貯留容器（60）から塵埃が搬送される場合、内部の空気が排気口（91）から排出さ
れる。その際、フィルタ（92）が設けられているので、搬送された塵埃が排気口（91）か
ら流出することはない。また、掃除機による吸引によって塵埃捕集箱（90）から塵埃が排
出される場合、室内空気が排気口（91）を通じて塵埃捕集箱（90）内に流入する。その際
、流入した空気中の塵埃がフィルタ（92）によって捕捉される。このように、排気口（91
）による給排気によって塵埃捕集箱（90）内の圧力バランスが適切になるので、塵埃捕集
箱（90）に対する塵埃の搬送動作および排出動作が適切に行われる。
【０１０７】
　　－運転動作－
　　次に、上記室内ユニット（1）における運転動作について図１２～図１４を参照しな
がら説明する。室内ユニット（1）は、冷暖房を行う通常運転と、エアフィルタ（30）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。
【０１０８】
　　〈通常運転〉
　　通常運転では、図１２（Ｃ）に示すように、回転ブラシ（51）を回転させてそのブラ
シ（51b）を清掃用ブラシ（52）側に位置させる。つまり、回転ブラシ（51）のブラシ（5
1b）がエアフィルタ（30）に接触しない位置まで回転ブラシ（51）を回転させて、回転ブ
ラシ（51）の非ブラシ面（即ち、ブラシ（51b）が設けられていないシャフト（51a）の外
周面）をエアフィルタ（30）に対面させる。また、ダンパボックス（81）のダンパ（82）
が閉じられる（図１１（Ａ）の状態）。なお、エアフィルタ（30）は停止状態である。
【０１０９】
　　この状態において、室内ファン（21）が駆動される。そうすると、室内ユニット（1
）では、吸込口（13）から吸い込まれた室内空気がエアフィルタ（30）を通過してベルマ
ウス（24）へ流入する。空気がエアフィルタ（30）を通過する際、空気中の塵埃がエアフ
ィルタ（30）のメッシュ部材（37）に捕捉される。ベルマウス（24）に流入した空気は室
内ファン（21）から吹き出される。この吹出空気は、室内熱交換器（22）の冷媒と熱交換
して冷却または加熱された後、各吹出口（14）から室内へ供給される。これにより、室内
の冷房または暖房が行われる。
【０１１０】
　　このように、通常運転では、ダンパボックス（81）のダンパ（82）が閉じられている
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ため、室内ファン（21）の吹出空気がダンパボックス（81）を通じて塵埃貯留容器（60）
へ導入されることはない。つまり、塵埃貯留容器（60）への空気の導入が禁止される。
【０１１１】
　　また、この通常運転では、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）とエアフィルタ（30）
とが非接触状態となる。つまり、ブラシ（51b）がエアフィルタ（30）から離隔される。
したがって、ブラシ（51b）のエアフィルタ（30）に接触し続けることによる劣化を防止
することができる。これにより、回転ブラシ（51）の耐久性が向上する。
【０１１２】
　　〈フィルタ清掃運転〉
　　フィルタ清掃運転では、冷媒回路において圧縮機が停止されて冷媒が循環しない状態
となる。このフィルタ清掃運転では、「塵埃除去動作」と「ブラシ清掃動作」と「塵埃搬
送動作」と「塵埃排出動作」とが切換可能に構成されている。
【０１１３】
　　「塵埃除去動作」は、エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する動作である。
「ブラシ清掃動作」は、回転ブラシ（51）に捕捉された塵埃を除去する動作である。「塵
埃搬送動作」は、塵埃貯留容器（60）から塵埃捕集箱（90）に塵埃を搬送する動作である
。「塵埃排出動作」は、塵埃捕集箱（90）からケーシング（10）外へ塵埃を排出する動作
である。
【０１１４】
　　本実施形態では、「塵埃除去動作」と「ブラシ清掃動作」とが交互に行われる。先ず
「塵埃除去動作」では、室内ファン（21）が停止される。そして、図１２（Ａ）に示すよ
うに、回転ブラシ（51）を回転させてそのブラシ（51b）をエアフィルタ（30）に接触さ
せる。この状態において、エアフィルタ（30）は図１２（Ａ）において矢印で示す方向（
反時計回り）に回転される。つまり、図１３に示す矢印（白抜き）ように、回転ブラシ（
51）のブラシ（51b）の毛並みに対向するようにエアフィルタ（30）が移動する。なお、
このとき回転ブラシ（51）は停止させたままである。
【０１１５】
　　そうすると、エアフィルタ（30）の塵埃が回転ブラシ（51）のブラシ（51b）に捕捉
される（図１４（Ａ）を参照）。そして、フィルタ駆動手段（40）のリミットスイッチ（
44）のレバー（44a）が作動すると、フィルタ駆動モータ（41）が停止されてエアフィル
タ（30）が停止する。つまり、エアフィルタ（30）は所定角度だけ回転して停止する。し
たがって、エアフィルタ（30）において回転ブラシ（51）のブラシ（51b）を通過した領
域の塵埃が除去される。ここで、ブラシ（51b）の毛並みがエアフィルタ（30）の回転方
向（移動方向）に対向して傾斜しているため、エアフィルタ（30）の塵埃がブラシ（51b
）によって容易に掻き取られる。よって、回転ブラシ（51）による塵埃の除去効率が向上
する。エアフィルタ（30）が停止すると、「塵埃除去動作」から「ブラシ清掃動作」へ切
り換えられる。
【０１１６】
　　「ブラシ清掃動作」では、引き続き室内ファン（21）および回転ブラシ（51）が停止
した状態で、先ず、エアフィルタ（30）が図１２（Ｂ）に示す矢印の方向（時計回り）に
回転する。つまり、エアフィルタ（30）は、「塵埃除去動作」時とは逆方向、即ち回転ブ
ラシ（51）のブラシ（51b）の毛並みと同じ方向に回転する。なお、本実施形態では、回
転ブラシ（51）のブラシ（51b）の幅の分だけエアフィルタ（30）が移動するように回転
する。そうすると、エアフィルタ（30）とブラシ（51b）との間に溜まった塵埃、即ちエ
アフィルタ（30）から除去されかかった塵埃がブラシ（51b）に均一に付着する。これに
より、エアフィルタ（30）の塵埃がブラシ（51b）に確実に捕捉される。したがって、回
転ブラシ（51）による塵埃除去効率を向上させることができる。
【０１１７】
　　続いて、「ブラシ清掃動作」では、室内ファン（21）が停止した状態で、回転ブラシ
（51）が図１４における左回り（反時計回り）に回転する。その際、回転ブラシ（51）は



(20) JP 2009-198165 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

、ブラシ（51b）に塵埃を捕捉したまま回転する。また、回転ブラシ（51）および清掃用
ブラシ（52）のブラシ（51b,52b）同士が接触しながら、回転ブラシ（51）が回転する（
図１４（Ｂ）を参照）。そして、回転ブラシ（51）は、所定の回転角度だけ回転すると停
止する。
【０１１８】
　　続いて、回転ブラシ（51）は、上記とは逆回り（即ち、図１４における右回り（時計
回り））に回転する。そうすると、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）に捕捉されていた
塵埃が清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）によって除去される（図１４（Ｃ）を参照）
。これは、清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）の毛並みが下向き、即ち毛並みが回転ブ
ラシ（51）の回転方向に対向する向きに傾斜しているため、回転ブラシ（51）のブラシ（
51b）から塵埃が掻き取られる。また、双方のブラシ（51b,52b）同士が接触することによ
って清掃用ブラシ（52）の本体部（52a）が後方へ押されるが、バネ部（52c）によって本
体部（52a）が回転ブラシ（51）側へ付勢される。これにより、ブラシ（51b,52b）同士が
離隔することはなく、清掃用ブラシ（52）が適切に回転ブラシ（51）に押し付けられる。
したがって、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）から塵埃がより確実に除去される。以上
により、清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）に塵埃が捕捉される。回転ブラシ（51）は
、元の状態（図１４（Ａ）の状態）まで回転して停止する。
【０１１９】
　　続いて、回転ブラシ（51）は、再び左回り（反時計回り）に所定の回転角度だけ回転
する。そうすると、清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）に捕捉されていた塵埃が回転ブ
ラシ（51）のブラシ（51b）によって掻き取られ、塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）に
落下する（図１４（Ｄ）を参照）。これは、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）の毛並み
が回転方向に向かって傾斜しているため、清掃用ブラシ（52）のブラシ（52b）から塵埃
が確実に掻き取られる。その際も、上記と同様に、バネ部（52c）によって清掃用ブラシ
（52）が回転ブラシ（51）に適切に押し付けられるため、清掃用ブラシ（52）から塵埃が
より確実に除去される。以上により、回転ブラシ（51）に捕捉された塵埃が除去され、塵
埃貯留容器（60）の貯留部（62）に貯留される。その後、回転ブラシ（51）は再び右回り
（時計回り）に回転して元の状態（図１４（Ａ）の状態）に戻り、「ブラシ清掃動作」が
一旦終了する。
【０１２０】
　　「ブラシ清掃動作」が終了すると、再び上述した「塵埃除去動作」が行われる。つま
り、再びエアフィルタ（30）が回転され、リミットスイッチ（44）のレバー（44a）が再
び作動するとエアフィルタ（30）が停止する。これにより、エアフィルタ（30）において
回転ブラシ（51）のブラシ（51b）を通過した領域の塵埃が回転ブラシ（51）のブラシ（5
1b）に捕捉される（図１４（Ａ）の状態）。このように、「塵埃除去動作」と「ブラシ清
掃動作」とが交互に繰り返される。その結果、エアフィルタ（30）において所定の領域毎
に塵埃が除去されていく。そして、エアフィルタ（30）の全領域において塵埃が除去され
ると、「塵埃除去動作」および「ブラシ清掃動作」が完全に終了する。例えば、リミット
スイッチ（44）のレバー（44a）が所定回数作動すると、エアフィルタ（30）が１回転し
たと判断して上記動作が終了する。
【０１２１】
　　ここで、上述した「塵埃除去動作」および「ブラシ清掃動作」時には、貯留量検出手
段（70）によって塵埃貯留容器（60）における塵埃貯留量が検出される。つまり、発光Ｌ
ＥＤ（72）による光が貯留部（62）の透明窓（64,65）およびその内部の塵埃を透過する
。透過した光の光度がフォトトランジスタ（73）によって検出される。そして、フォトト
ランジスタ（73）の検出光度が設定値（下限値）以下になると、塵埃貯留容器（60）にお
いて塵埃が所定量まで貯留されたと判断して、「塵埃搬送動作」に切り換えられる。
【０１２２】
　　「塵埃搬送動作」では、回転ブラシ（51）が図１４（Ａ）の状態で停止されると共に
、エアフィルタ（30）が停止状態になる。また、ダンパボックス（81）のダンパ（82）が
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開状態（図１１（Ｂ）の状態）になる。この状態において、室内ファン（21）が駆動され
る。室内ファン（21）の吹出空気は、導入用ダクト（86）およびダンパボックス（81）を
順に介して塵埃貯留容器（60）へ導入される。これにより、塵埃貯留容器（60）の塵埃が
空気と共に搬送用ダクト（88）を介して塵埃捕集箱（90）へ搬送される。そうすると、塵
埃貯留容器（60）において塵埃の貯留量が減少し、それに伴いフォトトランジスタ（73）
の検出光度が高くなる。そして、その検出光度が設定値（上限値）以上になると、塵埃貯
留容器（60）において塵埃が殆ど搬送（排出）されたと判断して、「塵埃搬送動作」が終
了する。その後、「塵埃除去動作」または「ブラシ清掃動作」が再開される。
【０１２３】
　　また、上述した「塵埃搬送動作」中において、フォトトランジスタ（73）の検出光度
がなかなか上昇しない場合（例えば、検出光度が一定時間変化しない場合）、導入用ダク
ト（86）や搬送用ダクト（88）において空気が適切に流れていないと判断される。例えば
、塵埃捕集箱（90）および搬送用ダクト（88）において塵埃が満杯になったか、導入用ダ
クト（86）等で詰まりが生じたか、若しくはダンパ（72）が故障して開いていない等の原
因により、空気の流れが阻害される。その場合は、室内ファン（21）を停止させて「塵埃
搬送動作」を一旦停止する。そして、後述する塵埃排出動作や点検等を行うことによって
上記の不具合が解消された後、「塵埃搬送動作」が再開される。
【０１２４】
　　また、本実施形態のフィルタ清掃運転では、所定条件によって「塵埃排出動作」が行
われる。例えば、上述したように「塵埃搬送動作」中においてフォトトランジスタ（73）
の検出光度が上昇しない場合、塵埃捕集箱（90）および搬送用ダクト（88）において塵埃
が満杯になったと判断して「塵埃排出動作」が行われる。それ以外にも、「塵埃搬送動作
」が所定回数（所定時間）行われると「塵埃排出動作」を自動的に行うようにしてもよい
し、ユーザーによるリモコン操作によって任意に行うようにしてもよい。また、「塵埃搬
送動作」中には発光ＬＥＤ（72）およびフォトトランジスタ（73）の検出動作を停止させ
ておき、その「塵埃搬送動作」が終了した後に、発光ＬＥＤ（72）等による検出動作を行
うようにしてもよい。つまり、例えば「塵埃搬送動作」は所定時間行われると終了するよ
うに構成され、その「塵埃搬送動作」の終了毎に発光ＬＥＤ（72）による検出動作を行い
、その結果、フォトトランジスタ（73）の検出光度が所定値以下である場合には塵埃捕集
箱（90）の塵埃が満杯等であると判断して「塵埃排出動作」を行うようにしてもよい。
【０１２５】
　　「塵埃排出動作」では、上述した「塵埃搬送動作」と同様に、回転ブラシ（51）が図
１４（Ａ）の状態で停止されると共に、エアフィルタ（30）が停止状態になる。また、ダ
ンパボックス（81）のダンパ（82）が閉状態（図１１（Ｃ）の状態）になる。この状態に
おいて、ユーザーによって掃除機のホースが化粧パネル（11）の掃除機挿入口に挿入され
る。この吸引動作により、塵埃捕集箱（90）の塵埃が搬送用ダクト（88）、塵埃貯留容器
（60）および吸引用ダクト（87）を順に介して掃除機へ吸い込まれる。その際、塵埃貯留
容器（60）内の塵埃も吸引用ダクト（87）を介して掃除機へ吸い込まれる。その結果、塵
埃捕集箱（90）および塵埃貯留容器（60）の塵埃がケーシング（10）外へ排出される。
【０１２６】
　　－実施形態の効果－
　　本実施形態では、塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）において透過した光の光度（透
過量）に基づいて塵埃貯留量を検出する貯留量検出手段（70）を設けるようにした。した
がって、簡易に貯留部（62）の塵埃貯留量を検出することができる。これにより、「塵埃
搬送動作」の開始タイミングおよび終了タイミングを適切に図ることができる。その結果
、高効率な塵埃搬送動作を行うことができる。
【０１２７】
　　さらに、塵埃搬送動作を行っているにも拘わらず貯留部（62）において透過する光の
光度（透過量）が変化しない場合は、塵埃捕集箱（90）および搬送用ダクト（88）で塵埃
が満杯になったことを判断することができる。または、導入用ダクト（86）や搬送用ダク
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ト（88）において詰まり等が生じていると判断することができる。したがって、「塵埃搬
送動作」における不具合を早期に検出することができる。よって、信頼性の高い室内ユニ
ットを提供することができる。
【０１２８】
　　また、本実施形態では、発光ＬＥＤ（72）とフォトトランジスタ（73）を用いて光の
光度を検出するようにしたため、簡易且つコンパクトな貯留量検出手段（70）を構成する
ことができる。そして、簡易な構成にも拘わらず、塵埃貯留量を確実に判定することがで
きる。
【０１２９】
　　また、本実施形態では、塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）の貯留壁に開口（64,65
）を設けて発光ＬＥＤ（72）の光を透過させるようにした。したがって、塵埃貯留容器（
60）の製作が容易となる。ユーザーにとって貯留部（62）内の塵埃が外部から見えると不
快であるため、貯留部（62）の貯留壁は不透明であるほうが望ましい。そうすると、発光
部（72）の光を透過させるために貯留壁の一部を透明窓にする必要があり、それによって
塵埃貯留容器（60）の構成が複雑となり製作に手間がかかる。そこで、貯留壁に開口（64
,65）を設けるようにしたため、透明窓に比べて光が通過し易く、塵埃貯留容器（60）の
作製が容易となる。そして、開口（64,65）はセンサボックス（71）によって塞がれてい
るため、貯留部（62）内の塵埃が零れる虞もない。
【０１３０】
　　また、本実施形態では、室内ファン（21）の吹出空気を塵埃貯留容器（60）に導入し
て塵埃を搬送するようにした。したがって、吸引ファン等の搬送手段を別途設けることな
く、塵埃貯留容器（60）の塵埃を廃棄しやすい所定の場所まで簡易に移動させることがで
きる。これにより、ユニットの大型化およびコスト高を招くことなく、塵埃の処理効率を
向上させることができる。
【０１３１】
　　さらに、塵埃貯留容器（60）がエアフィルタ（30）の下方に配置されているため、空
気流通の抵抗（邪魔）となる。そのため、塵埃貯留容器（60）は可能な限り容積を小さく
する必要がある。そうすると、塵埃貯留容器（60）には多量の塵埃を溜めることができな
い。そこで、本実施形態では、塵埃貯留容器（60）よりも容積が大きい塵埃捕集箱（90）
を空気流通の抵抗とならない場所に設けて、塵埃貯留容器（60）から塵埃捕集箱（90）に
塵埃を搬送するようにした。したがって、エアフィルタ（30）から除去した塵埃を多量に
溜めることができる。その結果、ユーザーによる塵埃処理の手間を軽減することができる
。
【０１３２】
　　また、上述したように、塵埃捕集箱（90）を設けることで塵埃貯留容器（60）をでき
るだけ小型にすることができる。その結果、室内ユニット（1）における吸込空気の流通
抵抗を低減することができ、運転効率が向上する。
【０１３３】
　　また、本実施形態では、室内ファン（21）の吹出空気であって室内熱交換器（22）に
流れる前の空気を塵埃貯留容器（60）に導入するようにした。したがって、例えば冷房運
転の場合、室内熱交換器（22）で冷却される前の空気を塵埃貯留容器（60）に導入するた
め、塵埃貯留容器（60）において冷気による結露発生を防止することができる。これによ
り、発光ＬＥＤ（72）やフォトトランジスタ（73）の電子部品を結露から保護することが
できる。その結果、信頼性の向上をさらに図ることができると共に、結露防止手段を別途
設ける必要がないため低コスト化および小型化を図ることができる。
【０１３４】
　　また、通常運転時には、ダンパ（82）を閉じて室内ファン（21）の吹出空気が塵埃貯
留容器（60）に導入されるのを阻止するようにした。したがって、通常運転では、室内フ
ァン（21）の吹出空気の全部を室内熱交換器（22）へ供給することができる。そのため、
居住者の快適性を損なうことはない。
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【０１３５】
　　また、本実施形態において、通常運転時には回転ブラシ（51）のブラシ（51b）とエ
アフィルタ（30）とが非接触状態となるようにしたので、ブラシ（51b）のエアフィルタ
（30）に長時間接触し続けることによる劣化を防止することができる。これにより、回転
ブラシ（51）の耐久性を向上させることができ、塵埃除去機能を長く維持することができ
る。
【０１３６】
　　また、本実施形態では、回転ブラシ（51）のブラシ（51b）をパイル織物で構成する
ようにした。したがって、ブラシ（51b）の毛足が短いため、回転ブラシ（51）の設置ス
ペースを削減することができる。
【０１３７】
　　また、ブラシ（51b）の毛足が短いことから、さらには、そのブラシ（51b）が回転ブ
ラシ（51）の周方向の一部分にしか設けられていないことから、塵埃貯留容器（60）内に
おいて空気（即ち、室内ファン（21）の吹出空気）の流通抵抗を低減することができる。
これにより、塵埃搬送動作の搬送効率および塵埃排出動作の排出効率を向上させることが
できる。
【０１３８】
　　－実施形態の変形例１－
　　本変形例１は、図１５に示すように、貯留量検出手段（70）および塵埃貯留容器（60
）の構成を変更するようにした。
【０１３９】
　　上記実施形態が貯留部（62）の貯留壁に開口（64,65）を設けたのに代えて、本変形
例では透明窓（64,65）を設けるようにした。また、センサボックス（71）は、円弧部材
（75）が省略された状態で貯留部（62）に取り付けられている。つまり、本変形例では、
発光ＬＥＤ（72）の光が貯留部（62）の第１透明窓（64）および第２透明窓（65）を順に
透過してフォトトランジスタ（73）に受光される。その他の構成、作用および効果は上記
実施形態と同様である。
【０１４０】
　　－実施形態の変形例２－
　　本変形例２は、図１６および図１７に示すように、上記実施形態において塵埃捕集箱
（90）にも貯留量検出手段（100）を設けるようにしたものである。
【０１４１】
　　上記貯留量検出手段（100）は、塵埃捕集箱（90）の塵埃量（塵埃貯留量）を検出す
るものであり、塵埃貯留容器（60）に設けられた貯留量検出手段（70）と同様、発光ＬＥ
Ｄ（103）とフォトトランジスタ（104）を備えている。貯留量検出手段（100）は、塵埃
捕集箱（90）内において搬送用ダクト（81）の接続部側に設けられている。具体的に、塵
埃捕集箱（90）内には、互いに向かい合う内壁に面して区画された第１センサ室（101）
と第２センサ室（102）が形成されている。第１センサ室（101）には上記発光ＬＥＤ（10
3）が設けられ、第２センサ室（102）にはフォトトランジスタ（104）が設けられている
。そして、発光ＬＥＤ（103）とフォトトランジスタ（104）とは互いに対峙するように配
設されている。
【０１４２】
　　また、第１センサ室（101）および第２センサ室（102）は、何れも区画壁の一部が透
明部となっている。貯留量検出手段（100）では、発光ＬＥＤ（103）による光が第１セン
サ室（101）および第２センサ室（102）の各透明部を透過しフォトトランジスタ（104）
によって受光される。フォトトランジスタ（104）では受光した光の光度が検出される。
そして、検出された光度に応じて塵埃捕集箱（90）における塵埃の貯留量（即ち、充填度
）が検出される。つまり、塵埃の貯留量が少ないと検出される光度が高くなり、塵埃の貯
留量が多いと検出される光度が低くなる。このように、貯留量検出手段（100）は、塵埃
捕集箱（90）の塵埃に対する光の透過量に基づいて塵埃貯留量を検出するように構成され
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ている。なお、上記発光ＬＥＤ（103）およびフォトトランジスタ（104）は、それぞれ本
発明に係る発光部および受光部を構成している。また、本実施形態では、フォトトランジ
スタ（104）に代えてフォトダイオードを用いるようにしてもよい。
【０１４３】
　　そして、本変形例の室内ユニット（1）では、塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時
において種々の検知動作が可能となっている。以下、その検知動作について図１８～図２
２を参照しながら説明する。また、本変形例の室内ユニット（1）では、塵埃貯留容器（6
0）および塵埃捕集箱（90）の何れの貯留量検出手段（70,100）においても、検出光度が
第１所定値を下回ると「塵埃有り」の検知がされ、検出光度が第２所定値を超えると「塵
埃無し」の検知がされる。ここで、「塵埃有り」は、塵埃が満杯に溜まっている状態を含
み、塵埃の貯留量が比較的多い状態である。また「塵埃無し」は、塵埃が殆ど溜まってい
ない状態を含み、塵埃の貯留量が比較的少ない状態である。つまり、「塵埃有り」および
「塵埃無し」は任意に定めることができる貯留状態の程度である。なお、この「塵埃有り
」および「塵埃無し」は本発明に係る「塵埃大量」および「塵埃少量」に相当する。
【０１４４】
　　先ず、「塵埃搬送動作」では、上述したように、ダンパボックス（81）のダンパ（82
）が開くと、塵埃貯留容器（60）の塵埃が搬送用ダクト（88）を介して塵埃捕集箱（90）
へ搬送される。塵埃貯留容器（60）および塵埃捕集箱（90）では、それぞれ貯留量検出手
段（70,100）によって塵埃量が検出される。そして、ダンパ（82）が一定時間の間開いた
後、塵埃貯留容器（60）および塵埃捕集箱（90）の双方の貯留量検出手段（70,100）で「
塵埃有り」と検知されると、塵埃捕集箱（90）の塵埃が比較的多く溜まったという満杯状
態が検知される（図１８のＡの段階を参照。）。このように満杯が検知されると、「塵埃
排出動作」が行われ塵埃貯留容器（60）および塵埃捕集箱（90）の塵埃が掃除機によって
吸引回収される。
【０１４５】
　　また、「塵埃搬送動作」において、ダンパ（82）が一定時間の間開いた後、塵埃貯留
容器（60）の貯留量検出手段（70）で「塵埃有り」と検知され、塵埃捕集箱（90）の貯留
量検出手段（100）で「塵埃無し」と検知されると、塵埃搬送動作の異常が検知される（
図１９のＢの段階を参照。）。具体的に、「塵埃搬送動作」において例えば搬送用ダクト
（88）に詰まり等が生じると、貯留部（62）の塵埃が塵埃捕集箱（90）へ搬送されなくな
る。そうすると、塵埃貯留容器（60）では塵埃の貯留量が多くなり検出光度が第１所定値
を下回り、塵埃捕集箱（90）では塵埃の貯留量が少ないままで検出光度が第２所定値を超
えたままとなる。これにより、塵埃貯留容器（60）の貯留量検出手段（70）では「塵埃有
り」と検知され、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）では「塵埃無し」と検知さ
れ、塵埃搬送動作の異常状態（搬送用ダクト（88）の詰まり）が検知される。
【０１４６】
　　また、上述したように「塵埃搬送動作」で塵埃捕集箱（90）の塵埃が満杯と検知され
た後（図２０のＣの段階）に行われる「塵埃排出動作」においては以下の検知動作が行わ
れる。「塵埃排出動作」において、掃除機による吸引後、塵埃貯留容器（60）および塵埃
捕集箱（90）の双方の貯留量検出手段（70,100）で「塵埃有り」から「塵埃無し」の検知
がされると、塵埃排出（即ち、掃除機による塵埃回収）が正常に完了したと判断される（
図２０のＤの段階を参照。）。つまり、塵埃貯留容器（60）および塵埃捕集箱（90）の何
れの塵埃も掃除機に回収されたことが検知される。この検知により、適切なタイミングで
「塵埃排出動作」が終了される。
【０１４７】
　　一方、上述した塵埃捕集箱（90）の満杯検知後（図２１のＥの段階）の「塵埃排出動
作」において、塵埃貯留容器（60）の貯留量検出手段（70）で「塵埃有り」から「塵埃無
し」の検知がされ、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）で変わらず「塵埃有り」
の検知がされると、掃除機による塵埃回収異常が検知される（図２１のＦの段階を参照。
）。つまり、塵埃捕集箱（90）の塵埃が回収しきれていないことが検知される。具体的に
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、例えば搬送用ダクト（88）に詰まり等が生じると、塵埃貯留容器（60）の塵埃は吸引用
ダクト（87）を通じて掃除機に吸引されるが、塵埃捕集箱（90）の塵埃は塵埃貯留容器（
60）へ流れない。これにより、塵埃貯留容器（60）の貯留量検出手段（70）では「塵埃無
し」が検知され、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）では変わらず「塵埃有り」
が検知される。その結果、掃除機による塵埃回収の異常（搬送用ダクト（88）の詰まり）
が検知される。
【０１４８】
　　また、本変形例では吸引用ダクト（87）が塵埃貯留容器（60）に接続された場合につ
いて説明したが、吸引用ダクト（87）が塵埃捕集箱（90）に接続された場合でも同様に掃
除機による塵埃回収の異常が検知される。具体的に、吸引用ダクト（87）が塵埃捕集箱（
90）に接続された形態では、塵埃排出動作で掃除機による吸引が正常に行われると、塵埃
捕集箱（90）の塵埃はそのまま吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引され、塵埃貯留
容器（60）の塵埃は搬送用ダクト（88）、塵埃捕集箱（90）、吸引用ダクト（87）を順に
通じて掃除機に吸引される。ここで、搬送用ダクト（88）に詰まりが生じると、塵埃捕集
箱（90）の塵埃は掃除機へ吸引されるが塵埃貯留容器（60）の塵埃は塵埃捕集箱（90）へ
流れない。したがってこの場合は、塵埃貯留容器（60）の貯留量検出手段（70）では変わ
らず「塵埃有り」が検知され、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）では「塵埃無
し」が検知される。その結果、掃除機による塵埃回収の異常（搬送用ダクト（88）の詰ま
り）が検知される。このように、本変形例に係る室内ユニット（1）は、２つの貯留量検
出手段（70,100）の何れもが「塵埃有り」を検知している状態で掃除機による吸引動作が
行われ、その吸引動作時に上記２つの貯留量検出手段（70,100）の一方は「塵埃無し」を
検知したが他方は変わらず「塵埃有り」の検出状態のままであると、掃除機による塵埃回
収の異常を検知するように構成されている。
【０１４９】
　　また、「塵埃搬送動作」においては、塵埃捕集箱（90）の塵埃が空気流れによって大
きく舞い上がり、それによって光の透過量が急激に変化する場合がある。その場合、塵埃
捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）が「塵埃有り」の検出状態から一時的に「塵埃無
し」を検出する場合がある（図２２のｇの段階を参照。）。つまり、実際は「塵埃有り」
の状態であるにも拘わらず一時的に「塵埃無し」を誤検出してしまう虞がある。その場合
、ダンパ（82）を所定回数（Ｎ回）だけ間欠的に開閉させる。即ち、「塵埃搬送動作」が
所定回数（Ｎ回）だけ行われる。その結果、全ての回において塵埃捕集箱（90）の貯留量
検出手段（100）で「塵埃有り」が検知され続けると、塵埃捕集箱（90）は「塵埃有り」
と正式に判断される（図２２のＧの段階を参照。）。つまり、塵埃捕集箱（90）の貯留量
検出手段（100）で所定回数連続して「塵埃有り」の検知がされると、その直前に一時的
に検知された「塵埃無し」は誤検知であるろ判断される。その後に行われる「塵埃排出動
作」において、掃除機による吸引後、塵埃捕集箱（90）の貯留量検出手段（100）で「塵
埃有り」から「塵埃無し」の検知がされると、塵埃排出が正常に完了したと判断される（
図２２のＨの段階を参照）。
【０１５０】
　　以上のように、本変形例では、塵埃捕集箱（90）にも貯留量検出手段（100）を設け
るようにしたため、「塵埃搬送動作」における塵埃捕集箱（90）の満杯状態や、「塵埃排
出動作」における塵埃排出完了を高精度に検知することができる。よって、「塵埃搬送動
作」の終了タイミングや「塵埃排出動作」の開始および終了タイミングをより適切に図る
ことができる。その結果、塵埃の処理効率が大幅に向上する。なお、その他の構成、作用
および効果は上記実施形態と同様である。
【０１５１】
　《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。
【０１５２】
　　例えば、上記実施形態では、除去された塵埃を塵埃貯留容器（60）の貯留部（62）に
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貯留させるようにしたが、即ち貯留部（62）を容器状に構成したが、本発明は以下のよう
な構成としてもよい。例えば、塵埃貯留容器（60）（塵埃除去手段（50）を除く）を省略
して、搬送用ダクト（88）の一部を本発明に係る貯留部（62）としてもよい。つまり、搬
送用の通路である導入用ダクト（86）や搬送用ダクト（88）の一部を貯留部（62）として
構成するようにしてもよい。
【０１５３】
　　また、上記実施形態では、室内ファン（21）の送風作用を利用して塵埃貯留容器（60
）の塵埃を搬送するようにしたが、本発明はこれに限らず、搬送用のファンを別途設けて
その送風作用または吸引作用を利用して搬送する構成としてもよい。
【０１５４】
　　また、上記実施形態では、塵埃貯留容器（60）から塵埃捕集箱（90）に塵埃を搬送す
るようにしたが、塵埃捕集箱（90）を省略し、塵埃貯留容器（60）から天井裏まで搬送用
ダクトを配設して天井裏に塵埃を搬送し溜めるようにしてもよい。
【０１５５】
　　また、上記実施形態では、エアフィルタ（30）が円形に形成されているものとしたが
、これに限らず、エアフィルタ（30）が矩形状に形成されているものであってもよい。こ
の場合、例えば、エアフィルタ（30）は回転ブラシ（51）に対して直線移動する。
【０１５６】
　　また、上記実施形態では、室内熱交換器（22）を通過する前の室内ファン（21）の吹
出空気をダンパボックス（81）へ導入するようにしたが、本発明は、室内熱交換器（22）
を通過した後の空気を導入するようにしても、同様の塵埃搬送動作を行うことができる。
なお、この場合、例えば冷房中であれば、室内熱交換器（22）で冷却された空気が塵埃貯
留容器（60）等を流れるため、これら塵埃貯留容器（60）等に結露が生じる虞がある。し
たがって、この場合、結露を防止するために、塵埃貯留容器（60）や各ダクト（86,88）
を断熱材で覆うようにしてもよい。
【０１５７】
　　また、上記実施形態では、室内天井に設置される室内ユニット（1）について説明し
たが、本発明はこれに限らず、室内の壁に設置されるいわゆる壁掛け式の室内ユニットで
あっても適用することができる。
【０１５８】
　　なお、以上の実施形態は、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。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　　以上説明したように、本発明は、エアフィルタから除去された塵埃を貯留する塵埃貯
留容器を備えた空気調和装置の室内ユニットとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】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２】実施形態に係る室内ユニットの構成を上方から視た横断面図である。
【図３】実施形態に係る仕切板、エアフィルタおよび塵埃貯留容器の構成を示す斜視図で
ある。
【図４】実施形態に係るエアフィルタの取付部を示す断面図である。
【図５】実施形態に係るフィルタ駆動手段の構成を示す斜視図である。
【図６】実施形態に係る塵埃除去手段および塵埃貯留容器の構成を上方から視て示す斜視
図である。
【図７】実施形態に係る塵埃除去手段および塵埃貯留容器の構成を下方から視て示す斜視
図である。
【図８】実施形態に係る塵埃貯留容器の構成を示す横断面図である。
【図９】実施形態に係る貯留量検出手段の構成を塵埃貯留容器との関係で示す横断面図で



(27) JP 2009-198165 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

ある。
【図１０】実施形態に係る塵埃搬送手段の要部の構成を示す断面図である。
【図１１】実施形態に係る塵埃搬送手段の要部の構成を示す断面図である。
【図１２】実施形態に係るエアフィルタと塵埃除去手段の関係を概略的に示す図であり、
（Ａ）および（Ｂ）はフィルタ清掃運転時の状態を、（Ｃ）は通常運転時の状態をそれぞ
れ示す。
【図１３】実施形態に係る塵埃除去動作時のエアフィルタと塵埃除去手段の関係を示す横
断面図である。
【図１４】実施形態に係るブラシ清掃動作時の塵埃除去手段の動作を示す横断面図である
。
【図１５】実施形態の変形例１に係る貯留量検出手段の構成を塵埃貯留容器との関係で示
す横断面図である。
【図１６】実施形態の変形例２に係る室内ユニットの構成を上方から視た横断面図である
。
【図１７】実施形態の変形例２に係る貯留量検出手段の構成を塵埃捕集箱との関係で示す
横断面図である。
【図１８】実施形態の変形例２に係る塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時の異常検知動
作の一例を説明するためのタイムチャートである。
【図１９】実施形態の変形例２に係る塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時の異常検知動
作の一例を説明するためのタイムチャートである。
【図２０】実施形態の変形例２に係る塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時の異常検知動
作の一例を説明するためのタイムチャートである。
【図２１】実施形態の変形例２に係る塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時の異常検知動
作の一例を説明するためのタイムチャートである。
【図２２】実施形態の変形例２に係る塵埃搬送動作時および塵埃排出動作時の異常検知動
作の一例を説明するためのタイムチャートである。
【符号の説明】
【０１６１】
1 　　　　　室内ユニット
10　　　　　ケーシング
21　　　　　室内ファン
22　　　　　室内熱交換器
30　　　　　エアフィルタ
50　　　　　塵埃除去手段
60　　　　　塵埃貯留容器
62　　　　　貯留部
64　　　　　第１開口（開口）
65　　　　　第２開口（開口）
70　　　　　貯留量検出手段
71　　　　　センサボックス（箱体）
72　　　　　発光ＬＥＤ（発光部）
73　　　　　フォトトランジスタ、フォトダイオード（受光部）
80　　　　　塵埃搬送手段
82　　　　　ダンパ（通路開閉手段）
86　　　　　導入用ダクト（空気通路）
87　　　　　吸引用ダクト
88　　　　　搬送用ダクト（空気通路）
90　　　　　塵埃捕集箱
100　　　　 貯留量検出手段
101　　　　 第１センサ室（第１室）
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102　　　　 第２センサ室（第２室）
103　　　　 発光ＬＥＤ（発光部）
104　　　　 フォトトランジスタ、フォトダイオード（受光部）

【図１】 【図２】
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