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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を取り込んで送気する出力可変式のコンプレッサと、
　そのコンプレッサから送気される空気の酸素濃度を高めて酸素濃縮気体を作る濃縮手段
と、
　濃縮手段で作った酸素濃縮気体を蓄える気体タンクと、
　気体タンクに蓄えた酸素濃縮気体を吸引者に供給するための気体出口と、
　該気体出口から吐出される酸素濃縮気体の流量を設定する流量設定手段と、
　吸引者の呼吸状態を識別する呼吸検知手段と、
　前記気体出口から酸素濃縮気体を連続して吐出させる連続供給制御手段と、
　吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給し、
それ以外のときに前記気体タンクに酸素濃縮気体を蓄えさせる同調供給制御手段とを有し
、
　前記コンプレッサ並びに濃縮手段による酸素濃縮気体の連続供給可能な能力範囲内での
運転に対し前記連続供給制御手段と同調供給制御手段を使用者が任意に選択可能なように
連続・同調切替手段を設け、
　前記同調供給制御手段が選択された場合に、酸素濃縮気体供給量を同レベルに設定した
場合の連続供給運転時に比べて前記コンプレッサを低出力で運転させるように予め設定し
たことを特徴とする酸素濃縮装置。
【請求項２】
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　前記呼吸検知手段は、前記気体出口を通して吸引者の呼吸状態を識別するものであるこ
とを特徴とする請求項１記載の酸素濃縮装置。
【請求項３】
　前記同調供給制御手段による呼吸同調運転時において、吸引者の吸気全体又は吸入タイ
ミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給している以外のときに酸素濃縮気体の
気体出口への供給量を減少させるようにしたことを特徴とする請求項１又は２記載の酸素
濃縮装置。
【請求項４】
　前記同調供給制御手段による呼吸同調運転時において、吸引者の吸気全体又は吸入タイ
ミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給している以外のときに酸素濃縮気体の
気体出口への供給量を「０」にしたことを特徴とする請求項１又は２記載の酸素濃縮装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は酸素濃度の高い酸素濃縮気体を吸引者に供給するための酸素濃縮装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の酸素濃縮装置として例えば本出願人の特許出願に係る特開２００２－８５５６６
号公報（特許文献１）に記載のものがある。該酸素濃縮装置は、空気を取り込んで送気す
るコンプレッサと、そのコンプレッサから送気される圧縮空気の酸素濃度を高めて酸素濃
縮気体を作る濃縮手段と、前記濃縮手段で作った酸素濃縮気体を蓄える気体タンクと、気
体タンクに蓄えた酸素濃縮気体を吸引者に供給するための気体出口と、吸引者の呼吸状態
を識別する呼吸検知手段と、前記気体出口から酸素濃縮気体を連続して吐出させる連続供
給制御手段と、吸引者の吸気に同調させて設定量の酸素濃縮気体を気体出口に供給し、一
方、呼気のときに酸素濃縮気体の気体出口への供給量を減少させ、その間に前記気体タン
クに酸素濃縮気体を蓄えて次の吸気に備えさせる同調供給制御手段とを有し、前記コンプ
レッサ並びに濃縮手段による酸素濃縮気体の連続供給可能な能力範囲内の供給設定に対し
ては連続供給制御手段で対応し、また、前記コンプレッサ並びに濃縮手段による酸素濃縮
気体の連続供給可能な能力範囲を越えた供給設定に対しては同調供給制御手段で対応する
ようになっている。なお、同調供給制御手段による呼吸同調運転時には、呼気時に作った
酸素濃縮気体の余剰分を気体タンクに蓄え、その蓄えた分を上乗せして吸気時に供給する
ため、連続供給可能な能力範囲を越えた供給設定にも対応できる。
【特許文献１】特開２００２－８５５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の酸素濃縮装置は、コンプレッサの出力を一定に固定し、コンプレッサ並びに
濃縮手段による酸素濃縮気体の連続供給可能な能力範囲内の供給設定に対しては常に連続
供給制御手段で対応し、また、前記能力範囲を越えた供給設定に対しては同調供給制御手
段で対応するように設定されていたため、必要とする酸素濃縮気体の量に拘わりなく一定
の電力を消費し、電気代の負担が大きい、という問題点があった。
【０００４】
　本発明は上記に鑑みなされたもので、その目的は無駄な電力を消費しない酸素濃縮装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載したように、空気を取り込んで送気する出力可変式のコンプレッサと、
そのコンプレッサから送気される空気の酸素濃度を高めて酸素濃縮気体を作る濃縮手段と
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、濃縮手段で作った酸素濃縮気体を蓄える気体タンクと、気体タンクに蓄えた酸素濃縮気
体を吸引者に供給するための気体出口と、該気体出口から吐出される酸素濃縮気体の流量
を設定する流量設定手段と、吸引者の呼吸状態を識別する呼吸検知手段と、前記気体出口
から酸素濃縮気体を連続して吐出させる連続供給制御手段と、吸引者の吸気全体又は吸入
タイミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給し、それ以外のときに前記気体タ
ンクに酸素濃縮気体を蓄えさせる同調供給制御手段とを有し、前記コンプレッサ並びに濃
縮手段による酸素濃縮気体の連続供給可能な能力範囲内での運転に対し前記連続供給制御
手段と同調供給制御手段を使用者が任意に選択可能なように連続・同調切替手段を設け、
前記同調供給制御手段が選択された場合に、酸素濃縮気体供給量を同レベルに設定した場
合の連続供給運転時に比べて前記コンプレッサを低出力で運転させるように予め設定した
酸素濃縮装置を提供する。
　なお、本発明において「吸引者」とは酸素濃縮気体を実際に吸引する者であり、例えば
呼吸器系統に疾患のある患者や、健常者であっても高濃度酸素の吸引を希望する者などが
該当し、また、「使用者」とは装置を操作する者であり、例えば装置を操作する吸引者自
身、医師、看護師などが該当する。
【０００６】
　また、請求項２に記載したように、前記呼吸検知手段は、前記気体出口を通して吸引者
の呼吸状態を識別するものである請求項１記載の酸素濃縮装置を提供する。
【０００７】
　また、請求項３に記載したように、前記同調供給制御手段による呼吸同調運転時におい
て、吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給し
ている以外のときに酸素濃縮気体の気体出口への供給量を減少させるようにした請求項１
又は２記載の酸素濃縮装置を提供する。
【０００８】
　また、請求項４に記載したように、前記同調供給制御手段による呼吸同調運転時におい
て、吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給し
ている以外のときに酸素濃縮気体の気体出口への供給量を「０」にした請求項１又は２記
載の酸素濃縮装置を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　同調供給制御手段による呼吸同調運転は、酸素濃縮気体の鼻カニューラからの吹出量が
呼気時に大幅減少するから鼻や喉の粘膜の乾きが軽減できる使用上のメリットがあり、一
方、連続供給制御手段による連続供給運転には酸素濃縮気体が常に供給されている安心感
があり、本発明ではこのような呼吸同調運転と連続供給運転を使用者が任意に選択できる
ようにしたため、無駄な電気を節約し個々の吸引者の体調や心理状態などに合わせて適切
な対応が可能であり、使い勝手が大幅に向上する。
　また、使用者が、前記コンプレッサ並びに濃縮手段による酸素濃縮気体の連続供給可能
な能力範囲内での運転に対し連続・同調切替手段により同調供給制御手段を選択した場合
、酸素濃縮気体供給量を同レベルに設定した場合の連続供給運転時に比べて出力可変式の
コンプレッサを予め設定した制御に従い低出力で運転させるため、低流量の酸素濃縮気体
を得る場合の電力を従来に比べて節約することができる。
【００１０】
　また、請求項２のように、呼吸検知手段として気体出口を通して吸引者の呼吸状態を識
別するようにすれば、後述する鼻カニューラのシングルタイプとダブルタイプの何れにも
柔軟に対応することができる。
【００１１】
　また、請求項３の酸素濃縮装置は、同調供給制御手段による呼吸同調運転時において、
吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて酸素濃縮気体を気体出口に供給してい
る以外のときに酸素濃縮気体の気体出口への供給量を減少させる、つまりほぼ呼気時に少
量の定常流が供給されるため、呼吸同調運転の特徴である電気の節約と、連続供給運転の
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特徴である心理的な安心感の双方の利益が享受できる。
【００１２】
　また、請求項４の酸素濃縮装置は、吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて
酸素濃縮気体を気体出口に供給している以外のとき、すなわちほぼ呼気時に酸素濃縮気体
の気体出口への供給量を「０」にし、酸素濃縮気体の濃縮手段の電気消費量を抑制できる
ため、節電効果が最も顕著に現れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。なお、図１，図２，図３は酸
素濃縮装置の概略を示すブロック図、図４，図５は鼻カニューラを示す斜視図、図６は呼
吸同調運転時の気体供給パターン（定常流あり）を重ねた呼吸サイクルのグラフ、図７は
呼吸同調運転時の気体供給パターン（定常流なし）を重ねた呼吸サイクルのグラフ、図８
（ａ）は呼吸同調運転を選択した場合の供給設定値と１分当たりの酸素濃縮気体供給量の
関係を示すグラフ、図８（ｂ）は連続供給運転を選択した場合の供給設定値と１分当たり
の酸素濃縮気体供給量の関係を示すグラフである。
【００１４】
　酸素濃縮装置は、図１に示したように、空気を取り込んで送気するコンプレッサ１と、
そのコンプレッサ１から送気される空気の酸素濃度を高めて酸素濃縮気体（以下単に酸素
ともいう。）を作る濃縮手段と、濃縮手段で作った酸素を蓄える気体タンク２と、気体タ
ンク２に蓄えた酸素を吸引者に供給するための気体出口３と、吸引者の呼吸状態を識別す
る呼吸検知手段と、前記気体出口３から酸素を連続して吐出させる連続供給制御手段と、
吸引者の吸気全体又は吸入タイミングに同調させて酸素を気体出口３に供給し、一方、前
記以外のときに酸素の気体出口３への供給量を減少させ且つその間に前記気体タンク２に
酸素を蓄えさせる同調供給制御手段と、前記各構成要素を制御する制御装置４と、から概
略構成され、それらが一つのケース体５に収められている。
【００１５】
　前記コンプレッサ１は、ケース体５の空気取入口６に対し吸気フィルタ７と吸音器８を
介して接続されており、空気取入口６から外部の空気を取り込んで加圧し、次の濃縮手段
に送気する。該コンプレッサ１は出力可変式の例えばインバータ式コンプレッサであり、
前記制御装置４の一部を構成する回転制御回路９の制御を受けて任意に出力変更可能であ
る。
　なお、コンプレッサ１の送気側には熱交換器１０が接続され、また、コンプレッサ１と
熱交換器１０の近傍には冷却ファン１１が設置されており、該冷却ファン１１でコンプレ
ッサ１を冷却し、また、冷却ファン１１と熱交換器１０で圧縮により昇温した酸素を冷却
する。
　また、吸気フィルタ７と、吸音器８と、コンプレッサ１と熱交換器１０と、回転制御回
路９と、冷却ファン１１と、後述する切替弁１３，１３が消音ケース２９に収められてい
る。
【００１６】
　前記濃縮手段は、コンプレッサ１から送気される空気の酸素濃度を高めて酸素濃縮気体
を作るものであって、例えばゼオライト系の吸着剤を充填してなる一対の吸着筒１２，１
２と、コンプレッサ１に繋がる吸着筒１２，１２を交互に切り替える一対の切替弁１３，
１３で構成される。吸着筒１２，１２に詰められているゼオライト系の吸着剤は、例えば
約１４０ｋＰａに加圧すると空気中の窒素を優先的に吸着して空気の酸素濃度を高め、そ
こから大気圧に減圧すると先に吸着した窒素を放出して再生する性質を有するため、一方
の吸着筒１２にコンプレッサ１から圧縮空気を送ると酸素が作られ、その間他方の吸着筒
１２を排気流路１４に繋いで減圧すると窒素が排出されて吸着剤が再生する。
　なお、濃縮手段は、用途に合った濃度の酸素が得られればよいのであって、上記した以
外にも酸素選択透過膜（酸素富化膜）を利用したものでもよい。
【００１７】
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　前記気体タンク２は前記一対の吸着筒１２，１２に逆止弁１５，１５を介してパイプ接
続されており、濃縮手段で作った酸素を蓄え且つ蓄えた酸素を気体出口３に向けて放出す
るものである。
【００１８】
　前記気体出口３は、気体タンク２に蓄えた酸素を吸引者に供給するためのものであり、
その気体出口３に図４に示したように鼻カニューラ３０に通じるチューブ３１が接続され
る。なお、鼻カニューラ３０とは吸引者の鼻孔に酸素を供給する管であり、開放型の酸素
供給手段として公知のものである。図４に示した鼻カニューラ３０はダブルタイプのもの
であり、２本あるチューブ３１，３１の一方を気体出口３に接続し、もう一方のチューブ
３１を後述する呼吸検知口２５に接続する。従って鼻孔に臨む短管３２，３２には各チュ
ーブ３１，３１に流路を分けるため、中央に仕切３３（図４拡大図参照）が設けてある。
なお、図４の拡大図において、短管３２の仕切３３で仕切られた一方の管路２５ａが呼吸
検知口２５に連通し、もう一方の管路３ａが気体出口３に連通している。
【００１９】
　この気体出口３と前記気体タンク２の間には、気体タンク２から出た酸素の圧力を適正
値に下げるレギュレータ１６と、酸素濃度を検知する酸素センサ１７と、バクテリアの通
過を阻止するバクテリアフィルタ１８と、ケース体５前面の使用者用操作パネル（図示せ
ず）に取り付けた回転式のダイヤル１９によって酸素の流量を設定する流量設定器２０と
、電磁弁２１による開閉機能を設けたメイン流路２２と、流量調整器２３を有する電磁弁
２１迂回用のサブ流路２４が設けられている。なお、サブ流路２４の流量調整器２３は、
サブ流路２４に流れる酸素量の上限を規定する目的で設けられている。
【００２０】
　前記呼吸検知手段は、呼吸検知口２５に設けた圧力センサ２６により吸引者の呼吸状態
を識別するもので、鼻カニューラ３０を通じて吸気の際の圧力を検知し吸気時と呼気時を
識別する。なお、呼吸検知手段は圧力センサ２６による構造に限定されるものではなく、
例えば呼気と吸気の温度差を温度センサーで検知するようにしてもよい。
【００２１】
　しかして前記連続供給制御手段と同調供給制御手段は、上記構成要素を制御装置４に連
結しそれらを有機的に制御することにより構成される。
【００２２】
　すなわち連続供給制御手段は、流量設定器２０、電磁弁２１、流量調整器２３、コンプ
レッサ１を主たる構成要素とし、使用者がダイヤル１９で酸素の供給設定値を入力すると
その値に流量設定器２０の流量が設定され、また、制御装置４は前記供給設定値を満たす
酸素が気体出口３に供給されるよう回転制御回路９を介してコンプレッサ１の出力を制御
し、さらに電磁弁２１を開いてメイン流路２２とサブ流路２４を開放し、もって気体出口
３に通じる必要十分な流路を確保する。従って連続供給制御手段が作動している状態では
、使用者が入力した供給設定値通りの酸素が気体出口３から連続供給される。
【００２３】
　一方、同調供給制御手段は、呼吸検知手段、流量設定器２０、電磁弁２１、流量調整器
２３、コンプレッサ１を主たる構成要素とし、図６の呼吸サイクルのグラフに示したよう
に、使用者がダイヤル１９で酸素の供給設定値を入力するとその値に流量設定器２０の流
量が設定され、また、制御装置４は前記供給設定値に基づき予め入力されたプログラムに
従い供給設定値より低い値にコンプレッサ１の出力（この出力については後述する。）を
制御する。そして、呼吸検知手段に基づき吸引者の吸気全体又は吸入タイミング（例えば
、吸気の始期のみを検知し、そこから所定時間（例えば５秒）の間を吸気と推定する。）
に同調させて電磁弁２１を開きメイン流路２２とサブ流路２４を使って供給設定値を満た
す流量の酸素を気体出口３に供給し、また、前記以外のとき、つまりほぼ呼気時に電磁弁
２１を閉じてメイン流路２２を遮断し酸素の気体出口３への供給量をサブ流路２４の流量
調整器２３が規定する流量に減少させる。なお、コンプレッサ１の出力は電磁弁２１を閉
じている間もそのまま維持され、呼気時の一時的な生産過剰分（図６において墨網部分参
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照）をそのまま気体タンク２に蓄える。そしてこの蓄え分を加えて次の吸気時に気体タン
ク２から放出することにより、コンプレッサ１の出力と供給設定値の差（図６において破
線と一点鎖線で挟まれた斜線部分参照）を補う。
【００２４】
　同調供給制御手段による呼吸同調運転時のコンプレッサ１の出力は次のようにして決定
する。
　先ず、図６のグラフに示した呼吸サイクルのように、人の呼吸の吸気時間と呼気時間の
比はおよそ１：２であり、従って呼吸同調運転時において呼気時に酸素を完全に停止させ
且つその間に作られる酸素を気体タンク２に蓄えるようにした場合のコンプレッサ１の出
力（送気量）は、供給設定値を同レベルに設定した場合の連続供給運転に比べて１／３で
よい。換言すれば連続供給運転では製造した酸素の２／３が呼気時に捨てられることにな
る。
　しかし、呼気時に低流量の酸素を定常流として連続供給する場合は、その定常流分を考
慮し、コンプレッサ１の出力（送気量）を連続供給運転で製造する酸素の１／２程度にし
ておけばよい。なお、前記定常流を多くする場合には（（供給設定値－定常流）／３＋定
常流）の式を基準にしてコンプレッサ１の出力を決定するとより正確な制御が可能になり
、これより若干多めに設定すればよい。
【００２５】
　さて、本発明ではコンプレッサ１並びに濃縮手段による酸素の連続供給可能な能力範囲
内での運転に対し前記連続供給制御手段と同調供給制御手段を使用者が任意に選択可能な
ように連続・同調切替手段たる連続・同調切替スイッチ２７が前記操作パネルに設けてあ
る。従って使用者は、電気の節約、吸引者の体調、心理状態などを考慮して連続供給運転
と呼吸同調運転を任意に使い分けることができる。
【００２６】
　以上本発明を実施の形態について説明したが、もちろん本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではない。例えば実施形態で説明した図１のブロック図は呼気時に定常流を供給
する設定の酸素濃縮装置に関するものであるが、呼気時の定常流、すなわち気体出口３へ
の酸素の供給量を呼気時に「０」にする酸素濃縮装置については、図１のサブ流路２４を
除去し、酸素の供給をメイン流路２２に絞り込むだけで対応できる。
　しかし一方、就寝時には安全確保のために定常流を流し、日中はその定常流をカットし
て省エネ優先にしたい、というような場合もあり、そのような要望に対しては図２のよう
にサブ流路２４に電磁弁２８を追加すると共に呼吸同調運転時にさらに定常流の有無を使
用者が選択する選択スイッチ（図示せず）を設ければよい。また定常流要否の選択は、例
えば「睡眠モード」のような制御プログラムを作って睡眠時にのみ定常流有りの運転が自
動的に実行されるようにしてもよいし、或いは呼吸検知手段により睡眠時の呼吸の異常（
一定時間吸気が検知できない等）が検知された場合に定常流が自動的に供給されるように
してもよい。なお、定常流の要否を切り替える手段としては、上記の電磁弁２８以外にも
サブ流路２４の流量調整器２３自体に例えばマスフローのような電磁弁的な流路開閉機能
を付与するか、或いはサブ流路２４を手動で開閉するためのバルブ（図示せず）を設ける
、というものがある。
【００２７】
　また、実施形態はダブルタイプの鼻カニューラ３０に対応させるべく、独立した呼吸検
知口２５を設けてそこに圧力センサ２６を設けたが、図５に示したシングルタイプの鼻カ
ニューラ３０に対応させるべく、図３のブロック図に示したように気体出口３に圧力セン
サ２６を設けるようにしてもよい。シングルタイプの鼻カニューラ３０は、２本のチュー
ブ３１，３１を１本に合流させて気体出口３に接続するものであり、気体出口３に設けた
圧力センサ２６により吸引者の呼吸状態を識別することができる。このように気体出口３
を通して吸引者の呼吸状態を識別するようにすれば、安価で操作性のよいシングルタイプ
の鼻カニューラ３０での利用が可能となる。この場合は、コンプレッサ１の出力指示がダ
イヤル１９で設定した流量設定器２０の流量の１／３の酸素を生成させるものとなり、使
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用者の電気消費量が大幅に下がる。
【００２８】
　なお、上記のように、図１のサブ流路２４を除去して呼気時の定常流を無くした場合と
、図３の酸素濃縮装置で呼気時の定常流を無くした場合と、図２の酸素濃縮装置で呼気時
の定常流をＯＦＦに設定した場合の、呼吸同調運転時の気体供給パターンを重ねた呼吸サ
イクルのグラフを図７に示した。これらの場合は、定常流を確保する必要がないため、コ
ンプレッサ１は設定流量の１／３の酸素を生成させる出力設定でよいため、消費電力のさ
らに大幅な節約が可能になる。
【実施例１】
【００２９】
　最大酸素供給量を５Ｌ／分とする能力の酸素供給装置を製造した。使用したコンプレッ
サ１はインバータ式であって最大出力は３Ｌ／分であり、濃縮手段の能力はこれを若干上
回るように設定した。供給設定値を入力するダイヤル１９は「０.５、０.７５、１.００
、１.２５、１.５０、２.００、２.５０、３.００、３.５０、４.００、５.００」の１１
段階の刻みで設定し得るようになし、供給設定値が１.００Ｌ／分以下の場合は自動的に
連続供給制御手段を作動させ、また、供給設定値が１.２５Ｌ／分～３.００Ｌ／分である
場合は連続・同調切替スイッチ２７により連続供給制御手段と同調供給制御手段が選択で
きるようになし、さらに供給設定値が３.５０Ｌ／分以上の場合は自動的に同調供給制御
手段が作動するように構成した。また、定常流のないモデルと、供給設定値が１.２５Ｌ
／分以上の場合に１Ｌ／分の定常流が供給されるモデルを製造し、さらに比較のため呼吸
同調機能を備えず且つコンプレッサの出力も一定である同クラスの従来型酸素濃縮装置を
準備した。
　なお、呼吸同調時のコンプレッサ１の出力（Ｌ／分）は、定常流有りのタイプで（（供
給設定値－定常流）／２＋定常流）を基準に制御した。この呼吸同調運転を選択した場合
の供給設定値と１分当たりの酸素濃縮気体供給量の関係を図８（ａ）のグラフに、また、
連続供給運転を選択した場合の供給設定値と１分当たりの酸素濃縮気体供給量の関係を図
８（ｂ）のグラフに示した。このグラフにおいてコンプレッサ１は斜線の呼吸同調供給の
量を発生させる出力での運転となり、消費電力が抑制され、酸素生成量で換算すると一点
鎖線で囲われた部分が省エネによる利益部分である。
　また、定常流無しのタイプでは（供給設定値／２）を基準にコンプレッサ１の出力（Ｌ
／分）を制御した。
【００３０】
　以上の３タイプの酸素濃縮装置を実際に運転させて消費電力の比較実験を行ったところ
、
（１）供給設定値＝１.０Ｌ／分の場合、定常流有りのタイプで約８％、定常流無しのタ
イプで約３３％、
（２）供給設定値＝２.０Ｌ／分の場合、定常流有りのタイプで約８％、定常流無しのタ
イプで約３２％、
（３）供給設定値＝３.０Ｌ／分の場合、定常流有りのタイプで約２３％、定常流無しの
タイプで約３７％、
　というように従来型の酸素濃縮装置に比べて消費電力が顕著に低下した。なお、従来型
の酸素濃縮装置では３.０Ｌ／分を越える酸素の供給が機能上できないため上記した以上
の比較はできないが、供給設定値＝５.０Ｌ／分の比較を本発明の実施例同士で行ったと
ころ、定常流無しの方の消費電力が定常流有りの消費電力に比べて約４％低かった。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】酸素濃縮装置の概略を示すブロック図である。
【図２】酸素濃縮装置の概略を示すブロック図である。
【図３】酸素濃縮装置の概略を示すブロック図である。
【図４】鼻カニューラを示す斜視図である。
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【図５】鼻カニューラを示す斜視図である。
【図６】呼吸同調運転時の気体供給パターン（定常流あり）を重ねた呼吸サイクルのグラ
フである。
【図７】呼吸同調運転時の気体供給パターン（定常流なし）を重ねた呼吸サイクルのグラ
フである。
【図８】（ａ）は呼吸同調運転を選択した場合の供給設定値と１分当たりの酸素濃縮気体
供給量の関係を示すグラフ、（ｂ）は連続供給運転を選択した場合の供給設定値と１分当
たりの酸素濃縮気体供給量の関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　…コンプレッサ
　２　　…気体タンク
　３　　…気体出口
　１２　…吸着筒（濃縮手段）
　１３　…切替弁（濃縮手段）
　２０　…流量設定器（流量設定手段）
　２６　…圧力センサ（呼吸検知手段）
　２７　…連続・同調切替スイッチ（連続・同調切替手段）
　［連続供給制御手段］
　１　　…コンプレッサ
　４　　…制御装置
　２１　…電磁弁
　２０　…流量設定器
　２３　…流量調整器
　［同調供給制御手段］
　１　　…コンプレッサ
　４　　…制御装置
　２０　…流量設定器
　２１　…電磁弁
　２３　…流量調整器
　２６　…圧力センサ
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