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(57)【要約】
【課題】イオン発生部で発生したイオンを効率よく放出
し、また、空気浄化部による空気清浄を効率よく行なう
シャワーモードを実現しつつ、静音化を図り、且つ省エ
ネルギに寄与することができる空気清浄機を提供する。
【解決手段】第１送風機１３の送風量が第２送風機１４
の送風量より多い第１送風態様と第２送風機１４の送風
量が第１送風機１３の送風量より多い第２送風態様とが
交互に切り替えられる。この結果、空気浄化部１１によ
る空気の浄化が効率よく行なわれる場合と、イオン発生
部１２で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる場
合とが交互に繰り返されることによるシャワーモードが
実現される。このときの第１送風機１３及び第２送風機
１４に起因する騒音、並びに第１送風機１３及び第２送
風機１４の消費電力は、何れも、第１送風機１３及び第
２送風機１４の送風量が共に多い場合に比べて小さい。
【選択図】図３



(2) JP 2013-70791 A 2013.4.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を浄化するための空気浄化部と、
　イオンを発生させるイオン発生部と、
　空気を送風する第１送風機及び第２送風機と、
　前記第１送風機が送風することによって、外部から空気を吸い込み、吸い込んだ空気を
前記空気浄化部で浄化してから外部へ吹き出すための第１通風路と、
　前記第２送風機が送風することによって、外部から空気を吸い込み、吸い込んだ空気を
前記イオン発生部で発生したイオンと共に外部へ吹き出すための第２通風路と、
　前記第１送風機及び前記第２送風機夫々の動作を制御する制御部と
　を備える空気清浄機であって、
　前記制御部は、
　前記第１送風機の送風量を前記第２送風機の送風量より多くする第１送風態様と、前記
第２送風機の送風量を前記第１送風機の送風量より多くする第２送風態様とを交互に切り
替えるようにしてあることを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
　前記第１送風態様に係る前記第２送風機の送風量、及び、前記第２送風態様に係る前記
第１送風機の送風量は、夫々ゼロであることを特徴とする請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを所定時間毎に切り替えるよう
にしてあることを特徴とする請求項１又は２に記載の空気清浄機。
【請求項４】
　外部の環境に関する物理量を検出する検出部を更に備え、
　前記制御部は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを前記検出部の検出結果に基づ
いて交互に切り替えるようにしてあることを特徴とする請求項１又は２に記載の空気清浄
機。
【請求項５】
　前記第１送風態様と前記第２送風態様とを交互に切り替える第１の運転態様と、該第１
の運転態様とは異なる第２の運転態様とを有し、
　前記第１の運転態様の開始からの経過時間を計時する計時部を更に備え、
　前記計時部が計時した経過時間が所定運転時間以上である場合に、前記第１の運転態様
を前記第２の運転態様に切り替えるようにしてあることを特徴とする請求項１から４の何
れかひとつに記載の空気清浄機。
【請求項６】
　前記第１送風態様と前記第２送風態様とを交互に切り替える第１の運転態様と、該第１
の運転態様とは異なる第２の運転態様とを有し、
　前記第２の運転態様で運転している場合、又は運転していない場合に操作すべき操作部
を更に備え、
　前記操作部が操作された場合に、前記第２の運転態様を前記第１の運転態様に切り替え
るか、又は前記第１の運転態様で運転開始するようにしてあることを特徴とする請求項１
から５の何れかひとつに記載の空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気を浄化する空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気清浄機は、空気を送風する送風機と、吸込口及び吹出口が設けられている通
風路とを備える。吸込口近傍には、空気を濾過するエアフィルタが配されている。吹出口
近傍には、イオンを発生させるイオン発生部が配されている。送風機が空気を送風するこ
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とによって、機外から吸込口を介して空気が吸い込まれ、吸い込まれた空気はエアフィル
タを通過してから、イオン発生部で発生したイオンと共に、吹出口を介して機外へ吹き出
る。
【０００３】
　このような空気清浄機は、室内のイオン濃度を短時間で上昇させるためのいわゆるシャ
ワーモードを有することがある（特許文献１参照）。シャワーモードでは、送風機の送風
量が可及的に多くされる。この結果、イオン発生部で発生したイオンが通常よりも更に効
率よく放出される。のみならず、多量の空気がエアフィルタを通過するため、空気清浄が
通常よりも更に効率よく行なわれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３９４９１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、空気清浄機が、２台の送風機（即ち第１送風機及び第２送風機）と、各送風機
に対応する２本の通風路（即ち第１通風路及び第２通風路）とを備える場合を考える。
　第１通風路には、空気を濾過するエアフィルタが配されている。第１送風機が空気を送
風することによって、機外から空気が吸い込まれ、吸い込まれた空気はエアフィルタを通
過してから、機外へ吹き出る。
　第２通風路には、イオンを発生させるイオン発生部が配されている。第２送風機が空気
を送風することによって、機外から空気が吸い込まれ、吸い込まれた空気はイオン発生部
で発生したイオンと共に、機外へ吹き出る。
【０００６】
　このような空気清浄機において、従来の空気清浄機におけるシャワーモードと同様のシ
ャワーモードを実現するためには、第１送風機及び第２送風機夫々の送風量を共に多くす
ることが考えられる。
　しかしながら、この場合には、第１通風路から吹き出る空気の流れと第２通風路から吹
き出る空気の流れとが干渉して互いを大幅に乱し合う可能性が高い。このため、空気清浄
機による空気清浄効率が悪化する虞がある。しかも、この場合には、騒音及び消費エネル
ギが増大するという問題が生じる。
【０００７】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、第１送風機の送
風量と第２送風機の送風量との大小関係を交互に切り替える構成とすることにより、静音
化を図り省エネルギに寄与しつつシャワーモードを実現することができる空気清浄機を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る空気清浄機は、空気を浄化するための空気浄化部と、イオンを発生させる
イオン発生部と、空気を送風する第１送風機及び第２送風機と、前記第１送風機が送風す
ることによって、外部から空気を吸い込み、吸い込んだ空気を前記空気浄化部で浄化して
から外部へ吹き出すための第１通風路と、前記第２送風機が送風することによって、外部
から空気を吸い込み、吸い込んだ空気を前記イオン発生部で発生したイオンと共に外部へ
吹き出すための第２通風路と、前記第１送風機及び前記第２送風機夫々の動作を制御する
制御部とを備える空気清浄機であって、前記制御部は、前記第１送風機の送風量を前記第
２送風機の送風量より多くする第１送風態様と、前記第２送風機の送風量を前記第１送風
機の送風量より多くする第２送風態様とを交互に切り替えるようにしてあることを特徴と
する。
【０００９】
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　本発明に係る空気清浄機は、前記第１送風態様に係る前記第２送風機の送風量、及び、
前記第２送風態様に係る前記第１送風機の送風量は、夫々ゼロであることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る空気清浄機は、前記制御部は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを
所定時間毎に切り替えるようにしてあることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る空気清浄機は、外部の環境に関する物理量を検出する検出部を更に備え、
前記制御部は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを前記検出部の検出結果に基づい
て交互に切り替えるようにしてあることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る空気清浄機は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを交互に切り替え
る第１の運転態様と、該第１の運転態様とは異なる第２の運転態様とを有し、前記第１の
運転態様の開始からの経過時間を計時する計時部を更に備え、前記計時部が計時した経過
時間が所定運転時間以上である場合に、前記第１の運転態様を前記第２の運転態様に切り
替えるようにしてあることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る空気清浄機は、前記第１送風態様と前記第２送風態様とを交互に切り替え
る第１の運転態様と、該第１の運転態様とは異なる第２の運転態様とを有し、前記第２の
運転態様で運転している場合、又は運転していない場合に操作すべき操作部を更に備え、
前記操作部が操作された場合に、前記第２の運転態様を前記第１の運転態様に切り替える
か、又は前記第１の運転態様で運転開始するようにしてあることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、制御部が、第１送風機及び第２送風機夫々の動作を第１送風態様で
制御する場合と第２送風態様で制御する場合とを交互に切り替える。
　第１送風態様で制御する制御部は、第１送風機の送風量を第２送風機の送風量より多く
する。この場合、第１通風路にて外部から空気を吸い込み、吸い込んだ空気を空気浄化部
で浄化してから外部へ吹き出すこと（以下、第１の空気通流という）が行なわれる。第２
送風機の送風量がゼロでなければ、第１の空気通流が主として行なわれるだけでなく、第
２通風路にて外部から空気を吸い込み、吸い込んだ空気をイオン発生部で発生したイオン
と共に外部へ吹き出すこと（以下、第２の空気通流という）も、従として行なわれる。
【００１５】
　一方、第２送風態様で制御する制御部は、第２送風機の送風量を第１送風機の送風量よ
り多くする。この場合、第２の空気通流が行なわれる。第１送風機の送風量がゼロでなけ
れば、第２の空気通流が主として行なわれるだけでなく、第１の空気通流も、従として行
なわれる。
　第１の空気通流によって、空気浄化部による空気の浄化が行なわれる。また、第２の空
気通流によって、イオン発生部で発生したイオンの放出が行なわれる。
【００１６】
　第１の空気通流が主として行なわれる場合、第２通風路から吹き出される空気の流れは
第１通風路から吹き出される空気の流れによって大幅に乱される可能性が高いが、第１通
風路から吹き出される空気の流れが第２通風路から吹き出される空気の流れによって大幅
に乱される可能性は低い。従って、第１の空気通流が主として行なわれる場合には、空気
浄化部による空気の浄化が効率よく行なわれる。
【００１７】
　一方、第２の空気通流が主として行なわれる場合、第１通風路から吹き出される空気の
流れは第２通風路から吹き出される空気の流れによって大幅に乱される可能性が高いが、
第２通風路から吹き出される空気の流れが第１通風路から吹き出される空気の流れによっ
て大幅に乱される可能性は低い。従って、第２の空気通流が主として行なわれる場合には
、イオン発生部で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる。
【００１８】
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　以上の結果、空気浄化部による空気の浄化が効率よく行なわれる場合と、イオン発生部
で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる場合とが交互に繰り返される。このときの
第１送風機及び第２送風機に起因する騒音、並びに第１送風機及び第２送風機の消費エネ
ルギは、何れも、第１送風機及び第２送風機の送風量が共に多い場合に比べて小さい。
【００１９】
　本発明にあっては、第１送風態様の場合、第１の空気通流が行なわれ、第２の空気通流
は行なわれない。何故ならば、第２送風機の送風量がゼロだからである。換言すれば、第
２送風機が送風しないからである。
　一方、第２送風態様の場合、第２の空気通流が行なわれ、第１の空気通流は行なわれな
い。何故ならば、第１送風機の送風量がゼロだからである。換言すれば、第１送風機が送
風しないからである。
　第１の空気通流及び第２の空気通流の何れか一方に係る送風量がゼロであれば、他方の
空気通流によって吹き出た空気の流れは、一方の空気通流からの干渉を受ける虞はない。
【００２０】
　以上の結果、空気浄化部による空気の浄化が更に効率よく行なわれる場合と、イオン発
生部で発生したイオンの放出が更に効率よく行なわれる場合とが交互に繰り返される。こ
のように一方の送風量がゼロであるときの第１送風機及び第２送風機に起因する騒音並び
に第１送風機及び第２送風機の消費エネルギは、何れも、第１送風機及び第２送風機の送
風量が共にゼロでないときに比べて小さい。故に、シャワーモードを実現しつつ、更なる
静音化を図り省エネルギに寄与することができる。
【００２１】
　本発明にあっては、制御部が、第１送風機及び第２送風機夫々の動作を第１送風態様で
制御する場合と第２送風態様で制御する場合とを、所定時間毎に切り替える。
　この結果、所定時間の間、空気浄化部による空気の浄化が効率よく行なわれる場合と、
所定時間の間、イオン発生部で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる場合とが、交
互に繰り返される。
　このような制御は簡易であり、空気清浄機の構造は簡単である。換言すれば、簡単な構
造の空気清浄機において、簡易な制御でシャワーモードを実現することができる。
【００２２】
　本発明にあっては、制御部が、第１送風機及び第２送風機夫々の動作を第１送風態様で
制御する場合と第２送風態様で制御する場合とを、検出部の検出結果に基づいて交互に切
り替える。
　検出部は、外部の環境（例えば空気清浄機が設置されている室内の環境）に関する物理
量を検出する。検出部の検出結果は、外部の環境が、空気浄化部による空気の浄化を優先
的に行なうべき状態であるか、イオン発生部で発生したイオンの放出を優先的に行なうべ
き状態であるかを判定するための指標として用いられる。
【００２３】
　このため、外部の環境が、空気浄化部による空気の浄化を優先的に行なうべき状態であ
れば、例えば空気浄化部による空気の浄化が効率よく行なわれる期間を、イオン発生部で
発生したイオンの放出が効率よく行なわれる期間よりも長くすることができる。一方、外
部の環境が、イオン発生部で発生したイオンの放出を優先的に行なうべき状態であれば、
例えばイオン発生部で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる期間を、空気浄化部に
よる空気の浄化が効率よく行なわれる期間よりも長くすることができる。
　換言すれば、外部の環境に応じて、適切なシャワーモードを実現することができる。
【００２４】
　本発明にあっては、空気清浄機は、第１及び第２の運転態様を有する。第１の運転態様
は、本発明に係るシャワーモードに対応し、第２の運転態様はシャワーモード以外のモー
ドに対応する。即ち、本発明の空気清浄機には、シャワーモードで運転する場合と、シャ
ワーモード以外のモードで運転する場合とがある。
　空気清浄機が計時部を備える場合、計時部は、第１の運転態様の開始からの経過時間を
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計時する。そして、計時部が計時した経過時間が所定運転時間以上である場合に、第１の
運転態様が第２の運転態様に切り替えられる。
【００２５】
　即ち、シャワーモードの空気清浄機は、所定運転時間が経過した場合に、シャワーモー
ドをシャワーモード以外のモードに自動的に切り替える。従って、空気清浄機の使用者が
、シャワーモードをシャワーモード以外のモードに手動で切り替える必要はない。即ち、
使用者の利便性を向上させることができる。
【００２６】
　本発明にあっては、空気清浄機が操作部を備える場合、操作部は、第２の運転態様で運
転している場合、又は運転していない場合に操作される。そして、操作部が操作された場
合に、第２の運転態様が第１の運転態様に切り替えられるか、又は第１の運転態様で運転
が開始される。
【００２７】
　即ち、シャワーモードの空気清浄機は、操作部が操作された場合に、シャワーモードを
シャワーモード以外のモードに切り替える。又は、運転していない空気清浄機は、操作部
が操作された場合に、シャワーモードで運転開始する。換言すれば、空気清浄機の使用者
が、操作部を操作することによって、任意のタイミングで空気清浄機をシャワーモードに
することができる。即ち、使用者の利便性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の空気清浄機による場合、第１の空気通流が主として行なわれ、第２の空気通流
が従として行なわれる（又は、第１の空気通流が行なわれ、第２の空気通流が行なわれな
い）第１送風態様と、第２の空気通流が主として行なわれ、第１の空気通流が従として行
なわれる（又は、第２の空気通流が行なわれ、第１の空気通流が行なわれない）第２送風
態様とが交互に繰り返される。つまり、空気浄化部による空気の浄化が効率よく行なわれ
る場合と、イオン発生部で発生したイオンの放出が効率よく行なわれる場合とが交互に繰
り返される。
　このため、２台の送風機と各送風機に対応する２本の通風路とを備える空気清浄機にお
いて、シャワーモードを実現することができる。
【００２９】
　しかも、第１送風機及び第２送風機に起因する騒音を抑えて静音化を図ることができる
。
　更に、第１送風機及び第２送風機の消費エネルギを抑えて省エネルギに寄与することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機の正面側から見た外観を示す斜視図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機の背面側から見た外観を示す斜視図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機の要部構成（第１送風態様）を模式的に
示す側断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機の要部構成（第２送風態様）を模式的に
示す側断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機の制御系の構成を示すブロック図である
。
【図６】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機で実行されるシャワー運転開始判定処理
の手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態１に係る空気清浄機で実行されるシャワー運転処理手順の詳
細を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を、その実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
【００３２】
実施の形態　１．
　図１及び図２は、本発明の実施の形態１に係る空気清浄機１の外観を示す斜視図である
。図１は空気清浄機１を正面側から見たものであり、図２は背面側から見たものである。
　図３及び図４は、空気清浄機１の要部構成を模式的に示す側断面図である。図３は第１
送風態様の場合を示し、図４は第２送風態様の場合を示している。また、図３及び図４の
左側（及び右側）は、空気清浄機１の正面側（及び背面側）である。以下では、図３及び
図４の左側（及び右側）を空気清浄機１の前側（及び後側）ともいう。図３及び図４の紙
面垂直方向は、空気清浄機１の左右方向である。
【００３３】
　図５は、空気清浄機１の制御系の構成を示すブロック図である。
　本実施の形態の空気清浄機１は、脱臭及び集塵による空気清浄機能と、正イオン及び負
イオン（以下、正負イオンという）による空気清浄機能と、空気加湿機能とを有する。
　図１～図４に示すように、空気清浄機１は、縦型直方体状の筐体６を備えている。筐体
６は、前面部６１、天面カバー６２、及び後カバー６３等を有する。
　図３及び図４に示すように、空気清浄機１は、壁Ｗ及び床Ｆを有する室内において、筐
体６の後カバー６３が壁Ｗに対面する姿勢で、床Ｆに載置される。
　筐体６には、互いに区画されている第１通風路３、第２通風路４、及び制御室６０が設
けられている。
【００３４】
　第１通風路３には、空気浄化部１１、第１送風機１３（図５も参照）、臭気センサ１５
及び埃センサ１６（各図５参照）、加湿フィルタユニット５、後パネル３０、並びにルー
バ３３が配されている。第２通風路４には、イオン発生部１２、第２送風機１４、及びイ
オンセンサ１７（各図５も参照）、エアフィルタ４０、並びにルーバ４３が配されている
。制御室６０には、制御部１０（図５も参照）が配されている。
　空気清浄機１は、操作パネル２（図１、図２、及び図５も参照）を更に備えている。操
作パネル２は、筐体６の天面カバー６２に配されている。
　図５に示すように、空気清浄機１は、第１モータ駆動回路７１、第２モータ駆動回路７
２、及び高電圧回路７３を更に備えている。
【００３５】
　次に、図３及び図４を参照して、第１通風路３について説明する。
　第１通風路３は、この順に連通しているフィルタ収容部３ａ及び吹出風路３ｂを有する
。また、第１通風路３には、第１吸込口３１及び第１吹出口３２が設けられている（夫々
図２も参照）。
　第１吸込口３１は、筐体６の後カバー６３に開口しており、第１吸込口３１を介して、
空気清浄機１の外部とフィルタ収容部３ａとが連通している。第１吹出口３２は、筐体６
の天面カバー６２に開口しており、第１吹出口３２を介して、吹出風路３ｂと空気清浄機
１の外部とが連通している。
【００３６】
　第１送風機１３が送風することによって、空気清浄機１の外部の空気は、第１吸込口３
１を介して第１通風路３へ吸い込まれる。吸い込まれた空気は、フィルタ収容部３ａ及び
吹出風路３ｂをこの順に通流してから、第１吹出口３２を介して空気清浄機１の外部へ吹
き出る。
【００３７】
　後パネル３０は、第１吸込口３１を閉塞するようにして、着脱可能に筐体６に取り付け
られている。ただし、後パネル３０には、複数個の通気孔３００，３００，…が形成され
ている。このため、第１吸込口３１を介して通流する空気とは、更に詳細には、通気孔３
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００，３００，…を介して通流する空気のことである。通気孔３００，３００，…は、図
示しないプレフィルタによって閉塞されており、このプレフィルタは、第１吸込口３１を
介してフィルタ収容部３ａへ流入する空気に含まれている粗い塵埃を捕集し除去する。
【００３８】
　フィルタ収容部３ａの第１吸込口３１近傍（更に詳細には、後パネル３０の前側）には
空気浄化室が設けられており、この空気浄化室に、空気浄化部１１が収容されている。第
１吸込口３１を介してフィルタ収容部３ａへ流入した空気は、空気浄化部１１を通過する
。
【００３９】
　空気浄化部１１は、集塵フィルタ１１１及び脱臭フィルタ１１２を備えている。集塵フ
ィルタ１１１は、例えば、公知のＨＥＰＡ（High Efficiency Particulate Air ）フィル
タであり、集塵フィルタ１１１を通過する空気中に含まれる微細な塵埃及び花粉等を捕集
し、除去する。脱臭フィルタ１１２は、例えば、不織布に活性炭を分散保持させてなり、
脱臭フィルタ１１２を通過する空気中の臭い成分を吸着し、除去する。従って、空気浄化
部１１を通過した空気は浄化される。
【００４０】
　臭気センサ１５及び埃センサ１６は、空気清浄機１の外部の空気の汚れの程度（以下、
空気汚染度という）を検出するためのものである。臭気センサ１５及び埃センサ１６は、
第１吸込口３１近傍に配してある。本実施の形態では、臭気センサ１５及び埃センサ１６
は、フィルタ収容部３ａにおける空気浄化室の側壁上部（空気浄化室の外側）の筐体６内
に配してある。臭気センサ１５及び埃センサ１６が取り付けられる空気浄化室の側壁上部
はフィルタ収容部３ａに連通している。また、空気浄化室の側壁上部における後パネル３
０の取付位置付近に、図示しない貫通孔が設けられている。第１吸込口３１から吸い込ま
れる空気の一部は、空気浄化部１１を経ずに貫通孔を介して臭気センサ１５及び埃センサ
１６を通過し、フィルタ収容部３ａへ通流する。
【００４１】
　臭気センサ１５は、例えば接触燃焼式のガスセンサを用いてなり、悪臭を有する可燃ガ
スを検出する。埃センサ１６は、例えば光電式の粒子センサを用いてなり、微細な塵埃及
び花粉等の粒子を検出する。臭気センサ１５が検出した可燃ガスの量が多いか、又は、埃
センサ１６が検出した粒子の個数が多い場合には、空気汚染度は高い。臭気センサ１５が
検出した可燃ガスの量と埃センサ１６が検出した粒子の個数とが共に少ない場合には、空
気汚染度は低い。
　なお、臭気センサ１５及び埃センサ１６の配置位置は、第１吸込口３１近傍に限定され
るものではない。例えば、臭気センサ１５及び埃センサ１６は、第２通風路４の後述する
第２吸込口４１近傍に配されていてもよい。
【００４２】
　空気浄化部１１と第１送風機１３との間のフィルタ収容部３ａには、加湿フィルタユニ
ット５が配されている。
　加湿フィルタユニット５は、加湿フィルタ５１、水受け皿５２、及び回転駆動機構５３
を備える。
　加湿フィルタ５１は円盤状をなし、吸水性及び通気性を有する加湿フィルタ本体と、加
湿フィルタ本体を保持する枠体とを用いてなる。また、加湿フィルタ５１は、縦姿勢に配
されて、周方向の一部が水受け皿５２にて浸水することによって、吸水する。
　水受け皿５２には、一定水位の水が貯留される。このために、水受け皿５２は、公知の
定水位弁が内蔵された図示しない給水タンクから給水される。
【００４３】
　回転駆動機構５３は、加湿フィルタ５１を周方向に回転させる。このとき、加湿フィル
タ５１は、周縁部が周方向に連続的に浸水及び吸水し、更に、周縁部から中央部へ水を吸
い上げる。以上の結果、水受け皿５２に貯留されていた水が、加湿フィルタ５１全体に効
率よく行き渡る。
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【００４４】
　空気浄化部１１を通過した空気は、加湿フィルタ５１を通過する。加湿フィルタ５１が
回転しているとき、加湿フィルタ５１を通過した空気は十分に吸湿する。一方、加湿フィ
ルタ５１が回転していないとき、加湿フィルタ５１を通過した空気はほとんど吸湿しない
。従って、空気清浄機１が空気清浄と共に空気加湿も行なう場合には、回転駆動機構５３
が作動して加湿フィルタ５１を回転させる。一方、空気清浄のみで空気加湿を行なわない
場合は、回転駆動機構５３は作動しない。以下では、空気清浄機１が空気清浄と共に空気
加湿も行なう場合を説明する。
【００４５】
　フィルタ収容部３ａと吹出風路３ｂとの境界部分には、第１送風機１３が配されている
。
　第１送風機１３はシロッコファン（多翼羽根車）を用いてなり、電動のファンモータ１
３１（図５も参照）とファン１３２とを備えている。
　ファンモータ１３１は直流モータを用いてなり、図示しない支持部によって筐体６の内
部に固定されている。ファンモータ１３１の出力軸は、前後方向に沿うよう配されている
。
【００４６】
　ファンモータ１３１には、第１モータ駆動回路７１が接続されている（図５参照）。本
実施の形態におけるファンモータ１３１は、回転数を少なくとも３段階（具体的には回転
数Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３。ただし０＜Ｒ１１＜Ｒ１２＜Ｒ１３）に切替可能である。
　ファン１３２は、ファンモータ１３１の出力軸に固定されている。ファン１３２は、フ
ァンモータ１３１の駆動によって回転し、ファン１３２が回転することによって、空気が
送風される。
　ファンモータ１３１の回転数が高い（又は低い）ほど、第１送風機１３の送風量は多く
（又は少なく）、第１送風機１３の作動音及び消費電力は大きい（又は小さい）。
【００４７】
　フィルタ収容部３ａにおいては、後側から前側へ略水平に空気が通流し、吹出風路３ｂ
においては、前下側から後上側へ傾斜して空気が通流する。
　第１吹出口３２には、ルーバ３３（図２も参照）が配してある。吹出風路３ｂの内周面
とルーバ３３とは、第１吹出口３２を介して吹き出した空気が壁Ｗに沿って上昇し易いよ
うに、空気が流れる向きを規制する。
【００４８】
　次に、第２通風路４について説明する。
　第２通風路４は、互いに連通している吸込室４ａ及び吹出室４ｂを有する。また、第２
通風路４には、第２吸込口４１及び第２吹出口４２が設けられている（夫々図１も参照）
。
【００４９】
　第２吸込口４１は、筐体６の前面部６１に開口しており、第２吸込口４１を介して、空
気清浄機１の外部と吸込室４ａとが連通している。更に詳細には、図１、図３、及び図４
に示すように、前面部６１は、前パネル６１１と、後カバー６３に対向配置された前カバ
ー６１２とを有し、第２吸込口４１は、前カバー６１２に設けられている。前パネル６１
１は、第２吸込口４１の上方及び左右両側方を前側から被覆している。図３及び図４に示
すように、前パネル６１１と前カバー６１２との間には、第２吸込口４１の前下側から第
２吸込口４１へ空気が流入可能であるように、適宜の空間が設けられている。
【００５０】
　第２吹出口４２は、筐体６の前面部６１と天面カバー６２との境界部分に開口しており
、第２吹出口４２を介して、吹出室４ｂと空気清浄機１の外部とが連通している。
　第２送風機１４が送風することによって、空気清浄機１の外部の空気は、第２吸込口４
１を介して第２通風路４へ吸い込まれる。吸い込まれた空気は、吸込室４ａ及び吹出室４
ｂをこの順に通流してから、第２吹出口４２を介して空気清浄機１の外部へ吹き出る。
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【００５１】
　第２吸込口４１には、エアフィルタ４０が配されている。エアフィルタ４０は、第２吸
込口４１を介して吸込室４ａへ流入する空気に含まれている粗い塵埃を捕集し除去する。
エアフィルタ４０が除去する塵埃のサイズは、後パネル３０のプレフィルタが除去する塵
埃のサイズと同程度である。
　吸込室４ａと吹出室４ｂとの境界部分には、第２送風機１４が配されている。
【００５２】
　第２送風機１４はクロスフローファン（貫流羽根車）を用いてなり、電動のファンモー
タ１４１（図５参照）とファン１４２とを備えている。
　ファンモータ１４１は直流モータを用いてなり、図示しない支持部によって筐体６の内
部に固定されている。ファンモータ１４１の出力軸は、左右方向に沿うよう配されている
。
　ファンモータ１４１には、第２モータ駆動回路７２が接続されている（図５参照）。本
実施の形態におけるファンモータ１４１は、回転数を少なくとも３段階（具体的には回転
数Ｒ２１，Ｒ２２，Ｒ２３。ただし０＜Ｒ２１＜Ｒ２２＜Ｒ２３）に切替可能である。
【００５３】
　ファン１４２は、ファンモータ１４１の出力軸に固定されている。ファン１４２は、フ
ァンモータ１４１の駆動によって回転し、ファン１４２が回転することによって、空気が
送風される。
　ファンモータ１４１の回転数が高い（又は低い）ほど、第２送風機１４の送風量は多く
（又は少なく）、第２送風機１４の作動音及び消費電力は大きい（又は小さい）。
　このような第２送風機１４は、ファンモータ１４１の出力軸に交差する方向に空気を吸
い込み、また、吹き出す。このとき、空気の吸込方向と吹出方向とは約９０°離隔してい
る。
【００５４】
　吹出室４ｂの中途には、上流側にイオン発生部１２が、下流側にイオンセンサ１７が、
夫々配されている。
　イオン発生部１２は、図示しないイオン発生電極と、イオン発生電極に対向配置されて
いる対向電極とを備える。イオン発生部１２には、高電圧回路７３が接続されている（図
５参照）。高電圧回路７３は、電圧イオン発生電極と対向電極との間に高圧の電圧を印加
する。このとき、コロナ放電によって、正負イオンが発生する。イオン発生電極は、吹出
室４ｂに露出しており、発生した正負イオンは、吹出室４ｂを通流する空気中に浮遊する
。
【００５５】
　イオンセンサ１７は、吹出室４ｂを通流する正負イオンを検出する。イオンセンサ１７
の検出結果は、吹出室４ｂを通流する正負イオンの多寡、延いてはイオン発生部１２で発
生した正負イオンの多寡を示すものである。イオン発生部１２で発生した正負イオンの量
が所定量を下回る場合、イオン発生部１２に汚損又は劣化等が生じていることがわかる。
　吸込室４ａにおいては、前下側から後上側へ傾斜して空気が通流し、吹出室４ｂにおい
ては、前上側へ傾斜して空気が通流する。
　第２吹出口４２には、ルーバ４３が配してある（図１も参照）。吹出室４ｂの内周面と
ルーバ４３とは、第２吹出口４２を介して吹き出した空気が室内の中央部分に到達し易い
ように、空気が流れる向きを規制する。
【００５６】
　第２吹出口４２を介して吹き出した空気と共に室内へ放出された正負イオンは、菌類、
ウィルス、及びアレルゲン等を死滅又は不活性化させ、悪臭の原因となる物質（例えばア
セトアルデヒドのような有機化合物）を分解する。
【００５７】
　次に、図５を参照して、空気清浄機１の制御系について説明する。
　制御部１０は、空気清浄機１の制御中枢である。制御部１０は、制御プログラム及びデ
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ータが予め格納されているＲＯＭ、ＲＯＭに格納されている制御プログラムに従って入出
力制御又は演算を実行するＣＰＵ、入出力制御又は演算の際に一時的に発生した情報を記
憶するＲＡＭ、並びに、制御部１０の外部回路と入出力を行なう入出力インタフェースを
有する。
　制御部１０には、入出力インタフェースを介して、操作パネル２、第１モータ駆動回路
７１、第２モータ駆動回路７２、高電圧回路７３、臭気センサ１５、埃センサ１６、及び
イオンセンサ１７が接続されている。
【００５８】
　ここで、操作パネル２には、入ボタン２０、停止ボタン２１、風量切替ボタン２２、シ
ャワーボタン２３、及び報知部２４，２４，…が設けられている。
　入ボタン２０、停止ボタン２１、風量切替ボタン２２、及びシャワーボタン２３の何れ
かが操作された場合、操作パネル２から制御部１０へ、操作されたボタンに対応する操作
信号が出力される。制御部１０は、入力された操作信号に基づいて、操作パネル２の何れ
のボタンが操作されたのかを判定する。操作パネル２の各ボタンの機能については後述す
る。
【００５９】
　報知部２４，２４，…は、ＬＥＤ又は液晶パネル等を用いてなる。制御部１０は、各報
知部２４の動作（例えば、ＬＥＤの点灯／非点灯、又は液晶パネルにおける文字若しくは
記号等の表示）を制御する。この結果、報知部２４，２４，…を用いて、空気清浄機１の
作動状況又は使用者へのメッセージ等が、使用者に対して報知される。
　また、制御部１０は、第１モータ駆動回路７１（又は第２モータ駆動回路７２）に所要
の回転数を与える。このとき、第１モータ駆動回路７１（又は第２モータ駆動回路７２）
は、与えられた回転数に応じた電流をファンモータ１３１（又はファンモータ１４１）に
印加する。
【００６０】
　この結果、ファンモータ１３１（又はファンモータ１４１）は、所要の回転数で回転す
る。このとき、第１送風機１３（又は第２送風機１４）は、所要の回転数で送風する。
　即ち、制御部１０は、第１モータ駆動回路７１（又は第２モータ駆動回路７２）を介し
て、ファンモータ１３１（又はファンモータ１４１）、延いては第１送風機１３（又は第
２送風機１４）の回転数を制御する。
　また、制御部１０は、高電圧回路７３を介して、イオン発生部１２における正負イオン
の発生を制御する。
【００６１】
　更に、制御部１０には、臭気センサ１５及び埃センサ１６夫々の検出結果が、適宜の時
間間隔で繰り返し入力される。
　後述する自動モードにおける制御部１０は、臭気センサ１５及び埃センサ１６夫々から
入力された検出結果に基づいて、空気汚染度を演算し、演算結果に基づいて、第１送風機
１３及び第２送風機１４夫々の回転数を制御する。空気汚染度と第１送風機１３及び第２
送風機１４夫々の回転数との関連付けは、制御部１０のＲＯＭに格納されている。
【００６２】
　更にまた、制御部１０には、イオンセンサ１７の検出結果が、適宜の時間間隔で繰り返
し入力される。制御部１０は、イオンセンサ１７から入力された検出結果に基づいて、イ
オン発生部１２に汚損又は劣化等が生じているか否かを判定する。イオン発生部１２に汚
損又は劣化等が生じている場合、制御部１０は、報知部２４を用いて、空気清浄機１の使
用者に対し、イオン発生部１２の清掃又は交換を促す。
　制御部１０が空気清浄機１の各部の動作を適宜に制御することによって、空気清浄機１
の後述する各運転モードが実現される。
【００６３】
　次に、図３を参照して、空気清浄機１におけるシャワーモードを実現するための第１送
風態様及び第２送風態様について説明する。
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　まず、図３を参照して、第１送風態様で送風が行なわれている場合を説明する。第１送
風態様の場合、第１送風機１３が回転数Ｒ１３で送風し、第２送風機１４が回転数Ｒ２１
で送風する。
　この場合、第１通風路３に関しては、多量の空気が、実線の白抜矢符にて示すように通
流する。
【００６４】
　更に詳細には、室内（具体的には、筐体６の後カバー６３と壁Ｗとの間）から第１吸込
口３１を介してフィルタ収容部３ａへ多量の空気が吸い込まれる。吸い込まれた多量の空
気は、フィルタ収容部３ａを前方向へ通流する。このとき、吸い込まれた多量の空気は、
空気浄化部１１及び加湿フィルタ５１を通過することによって浄化及び加湿される。以下
、空気浄化部１１及び加湿フィルタ５１によって浄化及び加湿された空気を浄化加湿空気
という。
　次いで、多量の浄化加湿空気は、フィルタ収容部３ａから吹出風路３ｂへ通流する。吹
出風路３ｂにおいては、多量の浄化加湿空気は、後上方向へ通流し、最後に、第１吹出口
３２を介して室内へ吹き出る。
【００６５】
　室内へ吹き出た多量の浄化加湿空気は、壁Ｗに吹き付けられ、更に壁Ｗに沿って上昇し
、次いで天井に沿って壁Ｗに対面する壁へ移動し、更にこの壁に沿って下降してから、床
Ｆに沿って壁Ｗへ移動する。つまり、多量の浄化加湿空気は、室内全体を循環する。
【００６６】
　一方、第２通風路４に関しては、少量の空気が、破線の矢符にて示すように通流する。
　更に詳細には、室内（具体的には、筐体６の前下方）から第２吸込口４１を介して吸込
室４ａへ少量の空気が吸い込まれる。吸い込まれた少量の空気は、吸込室４ａを後上方向
へ通流してから吹出室４ｂを前上方向へ通流する。吹出室４ｂを通流する空気は、イオン
発生部１２で発生した正負イオンを含む空気（以下、イオン含有空気という）になる。そ
して、少量のイオン含有空気は、第２吹出口４２を介して室内へ吹き出る。
【００６７】
　室内へ吹き出た少量のイオン含有空気の流れは、室内を循環する大量の浄化加湿空気の
流れに干渉されて大幅に乱れる。このため、空気清浄機１から吹き出た少量のイオン含有
空気は室内の中央部分に到達し難い。しかしながら、浄化加湿空気の室内全体の循環と共
に、イオン含有空気も室内全体を循環するため、イオン含有空気の吹き出しは無駄ではな
い。
　以上の結果、第１送風態様においては、脱臭及び集塵による室内全体の空気浄化と空気
加湿とが主として行なわれ、正負イオンによる空気浄化が従として行なわれる。
【００６８】
　次に、図４を参照して、第２送風態様で送風が行なわれている場合を説明する。第２送
風態様の場合、第１送風機１３が回転数Ｒ１１で送風し、第２送風機１４が回転数Ｒ２３
で送風する。
　この場合、第２通風路４に関しては、多量の空気が、実線の矢符にて示すように通流す
る。
　更に詳細には、室内から第２吸込口４１を介して吸込室４ａへ多量の空気が吸い込まれ
る。吸い込まれた多量の空気は、吸込室４ａを後上方向へ通流してから吹出室４ｂを前上
方向へ通流する。吹出室４ｂを通流する多量の空気は、多量のイオン含有空気になる。そ
して、多量のイオン含有空気は、第２吹出口４２を介して室内へ吹き出る。
【００６９】
　室内へ吹き出た多量のイオン含有空気は、室内の中央部分へ向かう。この結果、多量の
イオン含有空気が、室内の中央部分に容易に到達する。
　一方、第１通風路３に関しては、少量の空気が、破線の白抜矢符にて示すように通流す
る。
　更に詳細には、室内から第１吸込口３１を介してフィルタ収容部３ａへ少量の空気が吸
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い込まれる。吸い込まれた少量の空気は、フィルタ収容部３ａを前方向へ通流する。この
とき、吸い込まれた少量の空気は浄化加湿空気になる。
　次いで、少量の浄化加湿空気は、フィルタ収容部３ａから吹出風路３ｂへ通流する。吹
出風路３ｂにおいては、少量の浄化加湿空気は、後上方向へ通流し、最後に、第１吹出口
３２を介して室内へ吹き出る。
【００７０】
　室内へ吹き出た少量の浄化加湿空気の流れは、室内の中央部分へ向かう多量のイオン含
有空気の流れに干渉されて大幅に乱れる。このため、空気清浄機１から吹き出た少量の浄
化加湿空気は室内全体を循環し難い。しかしながら、イオン含有空気の室内の中央部分へ
の流れと共に、浄化加湿空気も室内の中央部分への流れるため、浄化加湿空気の吹き出し
は無駄ではない。
　以上の結果、第２送風態様においては、正負イオンによる室内の中央部分の空気浄化が
主として行なわれ、脱臭及び集塵による空気浄化と空気加湿とが従として行なわれる。
【００７１】
　次に、空気清浄機１の運転モードについて説明する。
　空気清浄機１は、シャワーモード、自動モード、及び手動モードを有する。
　シャワーモードでは、第１送風機１３の送風量が多く第２送風機１４の送風量が少ない
第１送風態様（図３参照）と、第２送風機１４の送風量が多く第１送風機１３の送風量が
少ない第２送風態様（図４参照）とが所定時間（以下、所定送風時間という。例えば１０
分）毎に交互に切り替えられる。
【００７２】
　このために、制御部１０は、例えば第１送風態様→第２送風態様→第１送風態様と切り
替える場合、ファンモータ１３１，１４１の回転数を、回転数Ｒ１３，Ｒ２１→回転数Ｒ
１１，Ｒ２３→回転数Ｒ１３，Ｒ２１と切り替える。
　換言すれば、制御部１０は、第１送風態様と第２送風態様とを所定送風時間毎に切り替
える。
【００７３】
　このように、シャワーモードにおいては、脱臭及び集塵による室内全体の空気浄化と空
気加湿とが主として行なわれ、正負イオンによる室内の中央部分の空気浄化が従として行
なわれる場合と、正負イオンによる室内の中央部分の空気浄化が主として行なわれ、脱臭
及び集塵による室内全体の空気浄化と空気加湿とが従として行なわれる場合とが交互に行
なわれる。従って、シャワーモードがある程度の時間以上（例えば２０分以上）継続して
実行されれば、脱臭及び集塵による室内全体の空気浄化と正負イオンによる室内の中央部
分の空気浄化と空気加湿とが、総合的に効率よく実行される。
【００７４】
　なお、シャワーモードでは、第１送風態様及び第２送風態様の内、何れが先に実行され
てもよい。また、第１送風態様及び第２送風態様の内、何れを先に実行するか使用者が指
定可能な構成でもよい。更に、第１送風態様及び第２送風態様の内、何れか一方のみを実
行して、シャワーモードを自動的に終了するか、又は使用者の指示に応じて中断すること
が可能な構成でもよい。
【００７５】
　仮に、シャワーモードにおいて第１送風機１３が回転数Ｒ１３で送風し、第２送風機１
４が回転数Ｒ２３で送風する場合、浄化加湿空気の流れとイオン含有空気の流れとが干渉
し合って共に大幅に乱れるため、室内を効率よく空気浄化することができない。また、第
１送風機１３及び第２送風機１４夫々の作動音が最大であるため、空気清浄機１の静音性
が悪化する。更に、第１送風機１３及び第２送風機１４夫々の消費電力が最大であるため
、空気清浄機１のランニングコストが増大する。
【００７６】
　一方、本実施の形態のシャワーモードにおいては、第１送風機１３及び第２送風機１４
の内、一方の作動音は最大であるが他方の作動音は最小であるため、空気清浄機１の静音
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性が向上する。また、第１送風機１３及び第２送風機１４の内、一方の消費電力は最大で
あるが、他方の消費電力は最小であるため、空気清浄機１のランニングコストが減少する
。つまり、第１送風態様と第２送風態様との切り替えによって、空気清浄機１は、シャワ
ーモードにおける静音化を図りつつ省電力に寄与することができる。
【００７７】
　なお、第１送風態様は、第１送風機１３は送風する（オンである）が、第２送風機１４
は送風せず（オフであり）、イオン発生部１２で正負イオンを発生させない（オフである
）、という構成でもよい。このような第１送風態様では、第１送風機１３は送風量が正値
であるが、第２送風機１４は送風量がゼロである。
　このような第１送風態様に対応する第２送風態様は、第１送風機１３はオフであるが、
第２送風機１４はオンであり、イオン発生部１２で正負イオンを発生させる（オンである
）、という構成でもよい。このような第２送風態様では、第２送風機１４は送風量が正値
であるが、第１送風機１３は送風量がゼロである。
【００７８】
　このようなシャワーモードにおいては、第１送風機１３及び第２送風機１４の内、一方
は作動音を発生させるが他方は作動音を発生させないため、空気清浄機１の静音性が更に
向上する。また、第１送風機１３及び第２送風機１４の内、一方は電力を消費するが他方
は電力を消費しないため、空気清浄機１のランニングコストが更に減少する。つまり、第
１送風態様と第２送風態様との切り替えによって、空気清浄機１は、シャワーモードにお
ける更なる静音化を図りつつ省電力に寄与することができる。
【００７９】
　自動モードでは、第１送風機１３及び第２送風機１４夫々の送風量が、空気汚染度に応
じて適宜に切り替えられる。空気汚染度が高い場合、第１送風機１３及び第２送風機１４
夫々の送風量は共に多く、空気汚染度が低い場合、第１送風機１３及び第２送風機１４夫
々の送風量は共に少ない。
【００８０】
　手動モードでは、第１送風機１３及び第２送風機１４夫々の送風量は使用者によって与
えられる。手動モードは、更に、風量モード「強」、風量モード「中」、及び風量モード
「静音」に分類される。
　風量モード「強」では、ファンモータ１３１，１４１の回転数は回転数Ｒ１３，Ｒ２３
である。同様に、風量モード「中」（又は風量モード「静音」）では、ファンモータ１３
１，１４１の回転数は回転数Ｒ１２，Ｒ２２（又は回転数Ｒ１１，Ｒ２１）である。
【００８１】
　本実施の形態におけるシャワーモードは、本発明の実施の形態における第１の運転態様
として機能する。また、自動モード及び手動モードは、本発明の実施の形態における第２
の運転態様として機能する。
【００８２】
　次に、操作パネル２の各ボタンの機能について説明する（図５参照）。
　停止ボタン２１は、空気清浄機１の運転を停止する場合に操作される。
　空気清浄機１が運転している場合に停止ボタン２１が操作されたとき、制御部１０は、
空気清浄機１の各部をオフにする。この結果、空気清浄機１は運転終了する。
【００８３】
　特に、自動モード又は手動モードで停止ボタン２１が操作されたとき、制御部１０は、
現在の運転モード（即ち停止ボタン２１が操作される直前の運転モード）をＲＡＭに記憶
させる。
　一方、シャワーモードで停止ボタン２１が操作されたとき、制御部１０は、シャワーモ
ードでの運転開始前に、空気清浄機１が運転していたか否かを判定する。
　シャワーモードでの運転開始前に、空気清浄機１が運転していた場合、即ち、シャワー
モードでの運転開始前は自動モード又は手動モードだった場合、制御部１０は、シャワー
モードでの運転開始前の運転モードをＲＡＭに記憶させる。
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　シャワーモードでの運転開始前に、空気清浄機１が運転していない場合、制御部１０は
、ＲＡＭに記憶されている運転モードを保持する。
【００８４】
　入ボタン２０は、空気清浄機１の運転を開始させる場合に操作される。
　空気清浄機１が運転していない場合に入ボタン２０が操作されたとき、制御部１０は、
制御部１０のＲＡＭに記憶されている運転モードで各部をオンにする。この結果、空気清
浄機１は、制御部１０のＲＡＭに記憶されている運転モードで運転開始する。なお、制御
部１０のＲＡＭに運転モードが記憶されていないならば、制御部１０は、デフォルトの運
転モードで各部をオンにすればよい。デフォルトの運転モードは、制御部１０のＲＯＭに
格納されている。制御部１０のＲＡＭに記憶される運転モード、及び、デフォルトの運転
モードは、夫々自動モード又は手動モードの何れかである。
【００８５】
　ところで、入ボタン２０が操作された場合には、イオン発生部１２、第１送風機１３、
第２送風機１４、及び回転駆動機構５３等がオンになる。つまり、入ボタン２０は、加湿
及び空気清浄入ボタンである。
　なお、図示はしないが、操作パネル２には、空気清浄入ボタンも設けられる。この空気
清浄入ボタンが操作された場合には、イオン発生部１２、第１送風機１３、及び第２送風
機１４等がオンになるが、回転駆動機構５３はオフのままである。
【００８６】
　風量切替ボタン２２は、シャワーモード以外の運転モード同士を切り替える場合に、延
いては空気清浄機１の送風量を切り替える場合に、操作される。
　自動モード又は手動モードで風量切替ボタン２２が操作される都度、空気清浄機１にお
いては、シャワーモード以外の運転モードが順に切り替えられる。更に詳細には、風量切
替ボタン２２が操作される都度、自動モード、風量モード「強」、風量モード「中」、風
量モード「静音」、自動モード、…の順に運転モードが切り替えられる。
　シャワーモードで風量切替ボタン２２が操作された場合、風量切替ボタン２２の操作は
無視される。
【００８７】
　シャワーボタン２３の機能については、次の図６を参照して説明する。
　図６は、空気清浄機１で実行されるシャワー運転開始判定処理の手順を示すフローチャ
ートである。
　制御部１０は、シャワーボタン２３が操作されたか否かを判定し（Ｓ１１）、操作され
ていない場合（Ｓ１１でＮＯ）、再びＳ１１の処理を実行する。
　シャワーボタン２３が操作された場合（Ｓ１１でＹＥＳ）、制御部１０は、空気清浄機
１が運転中であるか否かを判定する（Ｓ１２）。
【００８８】
　まず、シャワーボタン２３が操作された場合に空気清浄機１が運転中であるときについ
て説明する。
　空気清浄機１が運転中であるとき（Ｓ１２でＹＥＳ）、制御部１０は、現在の運転モー
ドをＲＡＭに記憶させ（Ｓ１３）、次に、シャワー運転処理（後述する図７参照）を実行
する（Ｓ１４）。
　シャワー運転処理の実行中、空気清浄機１はシャワーモードで運転する。
　Ｓ１４の処理終了後、制御部１０は、運転モードをシャワーモードからＳ１３でＲＡＭ
に記憶させた運転モードに切り替える（Ｓ１５）。Ｓ１５の処理終了後、制御部１０は、
処理をＳ１１へ戻す。
【００８９】
　このように、Ｓ１２でＹＥＳの場合とは、自動モード又は手動モードで運転中の空気清
浄機１において、シャワーモードでの運転を開始させるためにシャワーボタン２３が操作
された場合である。
　つまり、使用者は、シャワーボタン２３を操作することによって、空気清浄機１の使用
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中に任意のタイミングで空気清浄機１を自動モード又は手動モードからシャワーモードに
切り替えることができる。
　また、シャワーモードでの運転終了後は、シャワーモードでの運転開始前の運転モード
へ戻ることができる。
【００９０】
　この場合のシャワーボタン２３は、本発明の実施の形態における操作部（更に詳細には
、第２の運転態様で運転している場合に操作すべき操作部）として機能する。
【００９１】
　次に、シャワーボタン２３が操作された場合に空気清浄機１が運転中ではないときにつ
いて説明する。
　空気清浄機１が運転中ではないとき（Ｓ１２でＮＯ）、制御部１０は、Ｓ１４の処理と
同様に、シャワー運転処理を実行する（Ｓ１６）。即ち、制御部１０は、Ｓ１３の処理に
相当する処理を実行せずに、シャワー運転処理を実行する。
　Ｓ１６の処理終了後、制御部１０は、運転モードをシャワーモードからＲＡＭに記憶し
てある運転モードに切り替える（Ｓ１７）。ただし、ＲＡＭにまだ運転モードが記憶され
ていないならば、ＲＯＭに格納されている運転モードに切り替える。
【００９２】
　Ｓ１７の処理終了後、制御部１０は、処理をＳ１１へ戻す。
　このように、Ｓ１２でＹＥＳの場合とは、運転していない空気清浄機１において、シャ
ワーモードでの運転を開始させるためにシャワーボタン２３が操作された場合である。
　つまり、使用者は、例えば帰宅時にシャワーボタン２３を操作することによって、空気
清浄機１をシャワーモードで運転開始させることができる。
【００９３】
　帰宅直後の室内には、使用者と共に屋外から塵埃又はウィルス等が持ち込まれているこ
とがある。また、帰宅直後の室内は、いわゆる空気がこもった状態であるが、例えば花粉
が飛散する季節であれば、室内の空気と屋外の空気とを換気することができない。以上の
ような場合に、使用者がシャワーボタン２３を操作するだけでシャワーモードでの運転が
開始されれば、入ボタン２０及びシャワーボタン２３を順に操作することによってシャワ
ーモードでの運転が開始される場合に比べて、使用者の利便性を向上させることができる
。
　また、シャワーモードでの運転終了後は、前回停止ボタン２１が操作されたときに記憶
された運転モード（又はデフォルトの運転モード）で運転することができる。
【００９４】
　この場合のシャワーボタン２３は、本発明の実施の形態における操作部（更に詳細には
、運転していない場合に操作すべき操作部）として機能する。
【００９５】
　図７は、空気清浄機１で実行されるシャワー運転処理手順の詳細を示すフローチャート
である。
　制御部１０は、シャワーモードでの運転開始からの経過時間（以下、運転時間という）
の計時を開始する（Ｓ３１）。
　次に、制御部１０は、ファンモータ１３１，１４１の回転数を第１送風態様で制御する
（Ｓ３２）。
　次いで、制御部１０は、経過時間の計時を開始する（Ｓ３３）。
　更に、制御部１０は、Ｓ３３で計時開始してから所定送風時間が経過したか否かを判定
し（Ｓ３４）、経過した場合には（Ｓ３４でＹＥＳ）、Ｓ３３で開始した経過時間の計時
を終了する（Ｓ３５）。所定送風時間は、制御部１０のＲＯＭに予め格納されている。
【００９６】
　次に、制御部１０は、ファンモータ１３１，１４１の回転数を第２送風態様で制御する
（Ｓ３６）。
　次いで、制御部１０は、経過時間の計時を開始する（Ｓ３７）。
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　更に、制御部１０は、Ｓ３７で計時開始してから所定送風時間が経過したか否かを判定
し（Ｓ３８）、経過した場合には（Ｓ３８でＹＥＳ）、Ｓ３７で開始した経過時間の計時
を終了する（Ｓ３９）。
　Ｓ３９の処理終了後、制御部１０は、処理をＳ３２へ戻す。
【００９７】
　所定送風時間が経過していない場合（Ｓ３４又はＳ３８でＮＯ）、制御部は、Ｓ３１で
計時を開始した運転時間が所定運転時間以上であるか否かを判定する（Ｓ４０又はＳ４２
）。所定運転時間は、制御部１０のＲＯＭに予め格納されている。
　運転時間が所定運転時間未満である場合（Ｓ４０又はＳ４２でＮＯ）、制御部１０は、
処理をＳ３４又はＳ３８へ戻す。
　運転時間が所定運転時間以上である場合（Ｓ４０又はＳ４２でＹＥＳ）、制御部１０は
、Ｓ３１で開始した運転時間の計時と、Ｓ３３又はＳ３７で開始した計時とを全て終了し
（Ｓ４１又はＳ４３）、シャワー運転処理を終了して、図６に示すシャワー運転開始判定
処理へ戻る。
【００９８】
　ここで、図示はしないが、シャワー運転処理の実行中に停止ボタン２１が操作された場
合、制御部１０は、シャワー運転処理の実行を中断する。
　また、図示はしないが、シャワー運転処理の実行中に入ボタン２０が操作された場合、
制御部１０は、シャワー運転処理の実行を中断して、制御部１０のＲＡＭに記憶されてい
る運転モードで各部を制御する。
　なお、シャワー運転処理の実行中にシャワーボタン２３が再度操作された場合、制御部
１０はシャワーボタン２３の操作を無視してもよく、シャワー運転処理の実行中に入ボタ
ン２０が操作された場合と同様にシャワー運転処理の実行を中断して、制御部１０のＲＡ
Ｍに記憶されている運転モードで各部を制御してもよい。
【００９９】
　Ｓ３１に係る運転時間の計時、並びに、Ｓ３３及びＳ３７に係る経過時間の計時は、制
御部１０が行なう。このために、制御部１０は、制御部１０に与えられるクロックの個数
を計数する。このような制御部１０は、本発明の実施の形態における計時部として機能す
る。なお、空気清浄機１は、計時部として機能するタイマを備え、このタイマの計時結果
が制御部１０に与えられる構成でもよい。
　以上のような空気清浄機１は、静音化を図り省エネルギに寄与しつつシャワーモードを
実現することができる。
【０１００】
　ところで、従来の一般的な空気清浄機には、第２通風路４が設けられておらず、第１吹
出口３２の近傍に、イオン発生部１２が配される構成である。このような構成では、第１
吹出口３２の近傍を通流する空気の風速が高ければ、正負イオンを効率よく室内へ放出さ
せることができる。しかしながら、第１吸込口３１を介して吸い込まれた空気が空気浄化
部１１を通過する際に、圧力損失が生じるため、第１吹出口３２の近傍を通流する空気の
風速を高めることは困難である。
　一方、本実施の形態における空気清浄機１は、第２通風路４に脱臭フィルタも集塵フィ
ルタも配されていないため、第２吹出口４２の近傍を通流する空気の風速を容易に高める
ことができる。この結果、正負イオンを効率よく室外へ放出させることができる。
【０１０１】
　なお、第１通風路３及び第２通風路４夫々への空気の吸込方向は同一方向でもよい。ま
た、第１通風路３及び第２通風路４夫々への空気の吹出方向は同一方向でもよい。
【０１０２】
　空気清浄機１は、脱臭及び集塵による空気清浄機能と、正負イオンによる空気清浄機能
と、空気加湿機能との内、何れか１つ又は２つを選択的に実現する運転モードを有してい
てもよい。例えば、空気清浄機１は、第１送風機１３はオンであるが、第２送風機１４及
びイオン発生部１２はオフである運転モードを有していてもよい。この運転モードでは、
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脱臭及び集塵による空気清浄機能と、空気加湿機能とが実現される。また、空気清浄機１
は、第１送風機１３はオフであるが、第２送風機１４及びイオン発生部１２はオンである
運転モードを有していてもよい。この運転モードでは、正負イオンによる空気清浄機能が
実現される。
　また、空気清浄機１は、空気加湿機能を有していなくてもよい。
【０１０３】
　空気浄化部１１は、集塵フィルタ１１１及び脱臭フィルタ１１２を有するものに限定さ
れない。例えば、空気浄化部１１は、空気を水中に通すことによって浄化する構成でもよ
い。
　イオン発生部１２は、第２送風機１４の送風量に応じて正負イオンの発生量が変更され
る構成でもよい。
　ファンモータ１３１，１４１の回転数は、２段階若しくは４段階以上の多段階又は無段
階に切替可能であってもよい。シャワーモードで使用される回転数と、シャワーモード以
外の運転モードで使用される回転数とが異なっていてもよい。
　第１通風路３にもイオン発生部が配されていてもよい。
【０１０４】
実施の形態　２．
　本実施の形態における空気清浄機１のハードウェア構成は、実施の形態１における空気
清浄機１のハードウェア構成と同様である。以下では、実施の形態１との差異について説
明し、その他、実施の形態１に対応する部分には同一符号を付してそれらの説明を省略す
る。
　実施の形態１のシャワーモードでは、第１送風態様と第２送風態様とが所定送風時間毎
に切り替えられる。
　本実施の形態のシャワーモードでは、第１送風態様と第２送風態様とが埃センサ１６の
検出結果に応じて交互に切り替えられる。
【０１０５】
　空気浄化部１１による空気清浄は集塵効果を奏するが、イオン発生部１２で発生した正
負イオンによる空気清浄には、集塵効果はない。
　そこで、埃センサ１６の検出結果が高い場合、即ち、室内の空気中に含まれている塵埃
及び花粉等の個数が多い場合、第１送風態様は所与の長送風時間（例えば１５分）だけ行
なわれてから第２送風態様に切り替えられ、第２送風態様は長送風時間より短い所与の短
送風時間（例えば５分）だけ行なわれてから第１送風態様に切り替えられる。
【０１０６】
　一方、埃センサ１６の検出結果が低い場合、即ち、室内の空気中に含まれている塵埃及
び花粉等の個数が少ない場合、第１送風態様は短送風時間だけ行なわれてから第２送風態
様に切り替えられ、第２送風態様は長送風時間だけ行なわれてから第１送風態様に切り替
えられる。
　つまり、室内の空気中に含まれている塵埃及び花粉等の多寡に応じて、第１送風態様で
送風される時間（以下、送風時間という）と第２送風態様の送風時間とが変更される。こ
の結果、室内の空気中に含まれている塵埃及び花粉等の個数が多い場合に、これらを効率
よく除去することができる。また、室内の空気中に含まれている塵埃及び花粉等の個数が
少ない場合には、これらの除去よりも、正負イオンによる空気清浄を重視することができ
る。
【０１０７】
　第１送風態様及び第２送風態様と長送風時間及び短送風時間との関連付けは、例えば図
７に示すシャワー運転処理のＳ３２の処理を実行する前に行なわれる。つまり、第１送風
態様での運転開始前に、制御部１０は、埃センサ１６の検出結果を取得する。
　取得した検出結果が所与の所定個数以上であれば、制御部１０は、第１送風態様と長送
風時間とを関連付け、また、第２送風態様と短送風時間とを関連付ける。この後、Ｓ３４
の処理において、制御部１０は、Ｓ３３で計時開始してから長送風時間が経過したか否か
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を判定し、Ｓ３８の処理において、Ｓ３７で計時開始してから短送風時間が経過したか否
かを判定する。
【０１０８】
　一方、取得した検出結果が所与の所定個数未満であれば、制御部１０は、第１送風態様
と短送風時間とを関連付け、また、第２送風態様と長送風時間とを関連付ける。この後、
Ｓ３４の処理において、制御部１０は、Ｓ３３で計時開始してから短送風時間が経過した
か否かを判定し、Ｓ３８の処理において、Ｓ３７で計時開始してから長送風時間が経過し
たか否かを判定する。
　そして、Ｓ３９の処理終了後、制御部１０は、再び埃センサ１６の検出結果を取得し、
第１送風態様及び第２送風態様と長送風時間及び短送風時間とを改めて関連付けてから、
Ｓ３２の処理を実行する。
【０１０９】
　なお、各送風時間は、室内の空気中に含まれている塵埃及び花粉等の個数が非常に多い
場合は第１送風態様の送風時間>>第２送風態様の送風時間となり、やや多い場合は第１送
風態様の送風時間＞第２送風態様の送風時間となる構成でもよい。このような構成におい
ては、室内の空気中に含まれている塵埃及び花粉等の個数が中程度である場合は第１送風
態様の送風時間＝第２送風態様の送風時間となる。同様に、やや少ない場合は第１送風態
様の送風時間＜第２送風態様の送風時間となり、非常に少ない場合は第１送風態様の送風
時間<<第２送風態様の送風時間となる。
　本実施の形態の埃センサ１６は、本発明の実施の形態における検出部として機能する。
【０１１０】
　ところで、空気清浄機１は、本発明の実施の形態における検出部として、図示しない温
度センサ又は湿度センサを備える構成でもよい。
　冬季のような乾燥した季節には、風邪又はインフルエンザ等のウィルスが活性化する。
このため、制御部１０は、温度センサ又は湿度センサの検出結果が低い場合、即ち冬であ
る場合又は室内が乾燥している場合に、第１送風態様の送風時間よりも第２送風態様の送
風時間が長くなるよう第１送風態様と第２送風態様とを切り替える。
【０１１１】
　或いは、夏季のような湿度の高い季節には、カビが活性化する。このため、制御部１０
は、温度センサ又は湿度センサの検出結果が高い場合、即ち夏である場合又は室内の湿度
が高い場合に、第１送風態様の送風時間よりも第２送風態様の送風時間が長くなるよう第
１送風態様と第２送風態様とを切り替える。
　一方、冬季のような乾燥した季節（或いは、夏季のような湿度の高い季節）ではない場
合、制御部１０は、第１送風態様の送風時間よりも第２送風態様の送風時間が短くなるよ
う第１送風態様と第２送風態様とを切り替えてもよく、第１送風態様と第２送風態様とを
所定送風時間毎に切り替えてもよい。
【０１１２】
　以上のような空気清浄機１は、空気清浄機１の外部（即ち室内）の環境に関する物理量
を検出し、検出結果に基づいて、第１送風態様と第２送風態様とを交互に切り替えること
ができる。つまり、空気清浄機１は、室内の環境に適応的に自身を制御することができる
。
【０１１３】
　今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、特許請求の範囲と均等の意
味及び特許請求の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
　また、本発明の効果がある限りにおいて、空気清浄機１に、実施の形態１，２に開示さ
れていない構成要素が含まれていてもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　　空気清浄機
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　１０　制御部（計時部）
　１１　空気浄化部
　１２　イオン発生部
　１３　第１送風機
　１４　第２送風機
　１６　埃センサ（検出部）
　２３　シャワーボタン（操作部）
　３　　第１通風路
　４　　第２通風路

【図１】 【図２】
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