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(57)【要約】
【課題】汚れている場所を正確に検知し清浄することを
目的とした空気清浄機を提供する。
【解決手段】空気を吸い込む吸気口２と、吸い込んだ空
気を清浄する清浄手段であるフィルター３と、このフィ
ルター３に通風する送風手段としてのファン４と、空気
を吹き出す排気口５と、この排気口５に吹き出し方向を
変化させるルーバーと、空気中のガス成分を検知するガ
スセンサを少なくとも２箇所設け、汚れを検知した方向
に排気口５のルーバーを変化させることを特徴とする空
気清浄機。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気を吸い込む吸気口と、吸い込んだ空気を清浄する清浄手段と、この清浄手段に通風す
る送風手段と、空気を吹き出す排気口と、排気口に吹き出し方向を変化させるルーバーと
、空気中のガス成分を検知するガスセンサを２箇所以上設け、汚れを検知した方向に排気
口のルーバーを変化させることを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口に検知結果に応じて左右に動くルーバーと、ル
ーバーの左右に位置する箇所にガスセンサを設けた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】
左右ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知したガスセンサの方向に排気口のルーバ
ーを向けることを特徴とした請求項２に記載の空気清浄機。
【請求項４】
左右ともにガスセンサが検知した場合、排気口のルーバーを左右にスウィングすることを
特徴とした請求項２に記載の空気清浄機。
【請求項５】
空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガスセンサの検知結果に応じて前後に動くル
ーバーと、ルーバーの前後に位置する箇所にガスセンサを設けたことを特徴とする請求項
１に記載の空気清浄機。
【請求項６】
前後ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知したガスセンサの方向に排気口のルーバ
ーを向けることを特徴とした請求項５に記載の空気清浄機。
【請求項７】
前後ともにガスセンサが検知した場合、排気口のルーバーを前後にスウィングすることを
特徴とした請求項５に記載の空気清浄機。
【請求項８】
空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガスセンサの検知結果に応じて左右・前後に
動くルーバーと、ルーバーの左前面と右前面に位置する箇所とルーバーの後部に位置する
箇所にガスセンサを設けたことを特徴とする請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項９】
左前面と右前面のガスセンサの一方が汚れを検知すると、排気口のルーバーを左右の一方
と前方に向けることを特徴とした請求項８に記載の空気清浄機。
【請求項１０】
左前面と右前面のガスセンサの一方と後部のガスセンサが汚れを検知すると、排気口のル
ーバーを左右の一方と後方に向けることを特徴とした請求項８に記載の空気清浄機。
【請求項１１】
後方のガスセンサが汚れを検知すると、ルーバーを後方に向けることを特徴とした請求項
８に記載の空気清浄機。
【請求項１２】
左前面と右前面のガスセンサと後部のガスセンサが汚れを検知すると、排気口のルーバー
を左右・前後にスウィングすることを特徴とした請求項８に記載の空気清浄機。
【請求項１３】
ガスセンサがなにも検知していない場合は排気口のルーバーを左右・前後でない中央に向
けることを特徴とした請求項２、請求項５、請求項８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、室内空間に浮遊する埃や煙草などの汚染物質を含んだ汚染空気を吸い込んで
清浄し、清浄後の空気を室内に吹きだす機能を備えた空気洗浄機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の空気清浄機は下記に記載されたものが知られている。
【０００３】
　以下、その空気清浄機について図を参照しながら説明する。
【０００４】
　図に示すように空気清浄機本体１０１には空気を吸い込む吸気口１０２と、空気を清浄
するフィルター１０３と、フィルターに通風するファン１０４と、このファンを運転制御
する制御部１０５と、排気口１０６と、空気のにおい汚れを検知するにおいセンサ１０７
と、表示部１０８を備え、空気が汚れていない状態になるとファン１０４を停止または最
も小さい回転数にし、センサに通電している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－７００５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来の空気清浄機では、室内の空気が汚れていることは検知できるが、空気
清浄機本体からみてどの辺が汚れているかわからないため、汚れている場所を正確に検知
し清浄することが要求されている。
【０００７】
　そこで本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、同じセンサを少なくと
も２箇所に設けることで汚れている場所を正確に検知し清浄することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そして、この目的を達成するために、本発明の空気清浄機は、空気を吸い込む吸気口と
、吸い込んだ空気を清浄する清浄手段と、この清浄手段に通風する送風手段と、空気を吹
き出す排気口と、排気口に吹き出し方向を変化させるルーバーと、空気中のガス成分を検
知するガスセンサを少なくとも２箇所に設けた空気清浄機において、汚れを検知した方向
に排気口のルーバーの向きを変化させる制御手段を備えたものであり、これにより所期の
目的を達成するものである。
【０００９】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００１０】
　また、本発明の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口に検知結果に
応じて左右に動くルーバーと、ルーバーの左右に位置する箇所にガスセンサを設けている
ものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【００１１】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００１２】
　また、本発明の空気清浄機は、ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知したガスセ
ンサの方向に排気口のルーバーを向けるものであり、これにより所期の目的を達成するも
のである。
【００１３】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００１４】
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　また、本発明の空気清浄機は、左右ともにガスセンサが検知した場合、排気口のルーバ
ーを左右にスウィングするものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【００１５】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００１６】
　また、本発明の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガスセンサ
の検知結果に応じて前後に動くルーバーと、ルーバーの前後に位置する箇所にガスセンサ
を設けたものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【００１７】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００１８】
　また、本発明の空気清浄機は、前後ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知したガ
スセンサの方向に排気口のルーバーを向けるものであり、これにより所期の目的を達成す
るものである。
【００１９】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００２０】
　また、本発明の空気清浄機は、前後ともにガスセンサが検知した場合、排気口のルーバ
ーを前後にスウィングするものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【００２１】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００２２】
　また、本発明の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガスセンサ
の検知結果に応じて左右・前後に動くルーバーと、ルーバーの左前面と右前面に位置する
箇所とルーバーの後部に位置する箇所にガスセンサを設けたものであり、これにより所期
の目的を達成するものである。
【００２３】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００２４】
　また、本発明の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサの一方が汚れを検知すると
、排気口のルーバーを左右の一方と前方に向けるものであり、これにより所期の目的を達
成するものである。
【００２５】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００２６】
　また、本発明の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサの一方と後部のガスセンサ
が汚れを検知すると、排気口のルーバーを左右の一方と後方に向けるものであり、これに
より所期の目的を達成するものである。
【００２７】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００２８】
　また、本発明の空気清浄機は、後方のガスセンサが汚れを検知すると、ルーバーを後方
に向けるものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
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【００２９】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００３０】
　また、本発明の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサと後部のガスセンサが汚れ
を検知すると、排気口のルーバーを左右・前後にスウィングするものであり、これにより
所期の目的を達成するものである。
【００３１】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【００３２】
　また、本発明の空気清浄機は、ガスセンサがなにも検知していない場合は排気口のルー
バーを左右・前後でない中央に向けるものであり、これにより所期の目的を達成するもの
である。
【００３３】
　この手段により、汚れている箇所を正確に検知し効率よく空気を清浄することができる
空気清浄機が得られる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、検知したセンサの方向にルーバーを変化させることで効率よく汚れを
検知する空気清浄機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態１の空気清浄機の構成を示す側面図
【図２】本発明の実施形態１の空気清浄機の構成を示す上面図
【図３】本発明の実施形態１のマイコン制御フローチャート
【図４】本発明の実施形態１の空気清浄機の気流図
【図５】本発明の実施形態２の空気清浄機の構成を示す上面図
【図６】本発明の実施形態２のマイコン制御フローチャート
【図７】本発明の実施形態２の空気清浄機の気流図
【図８】本発明の実施形態３の空気清浄機の構成を示す上面図
【図９】本発明の実施形態３のマイコン制御フローチャート
【図１０】本発明の実施形態３の空気清浄機の気流を示す図
【図１１】従来の空気清浄機の斜影図
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の請求項１記載の空気清浄機は、空気を吸い込む吸気口と、吸い込んだ空気を清
浄する清浄手段と、この清浄手段に通風する送風手段と、空気を吹き出す排気口と、排気
口に吹き出し方向を変化させるルーバーと、空気中のガス成分を検知するガスセンサを２
箇所以上設け、汚れを検知した方向に排気口のルーバーを変化させるという作用を有する
。
【００３７】
　また、請求項２記載の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口に検知
結果に応じて左右に動くルーバーと、ルーバーの左右に位置する箇所にガスセンサを設け
たものであり、汚れを検知した方向に排気口のルーバーを変化させ効率よく空気を清浄す
るという作用を有する。
【００３８】
　また、請求項３記載の空気清浄機は、左右ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知
したガスセンサの方向に排気口のルーバーを向けるものであり、効率よく空気を清浄する
という作用を有する。
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【００３９】
　また、請求項４記載の空気清浄機は、左右ともにガスセンサが検知した場合、排気口の
ルーバーを左右にスウィングすることを特徴とするものであり、効率よく空気を清浄する
という作用を有する。
【００４０】
　また、請求項５記載の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガス
センサの検知結果に応じて前後に動くルーバーと、ルーバーの前後に位置する箇所にガス
センサを設けたことを特徴とするものであり、汚れを検知した方向に排気口のルーバーを
変化させ効率よく空気を清浄するという作用を有する。
【００４１】
　また、請求項６記載の空気清浄機は、前後ガスセンサの一方が汚れを検知すると、検知
したガスセンサの方向に排気口のルーバーを向けることを特徴とするものであり、効率よ
く空気を清浄するという作用を有する。
【００４２】
　また、請求項７記載の空気清浄機は、前後ともにガスセンサが検知した場合、排気口の
ルーバーを前後にスウィングすることを特徴とするものであり、効率よく空気を清浄する
という作用を有する。
【００４３】
　また、請求項８記載の空気清浄機は、空気清浄機の上部に排気口を設け、排気口にガス
センサの検知結果に応じて左右・前後に動くルーバーと、ルーバーの左前面と右前面に位
置する箇所とルーバーの後部に位置する箇所にガスセンサを設けたものであり、汚れを検
知した方向に排気口のルーバーを変化させ効率よく空気を清浄するという作用を有する。
【００４４】
　また、請求項９記載の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサの一方が汚れを検知
すると、排気口のルーバーを左右の一方と前方に向けることを特徴とするものであり、効
率よく空気を清浄するという作用を有する。
【００４５】
　また、請求項１０記載の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサの一方と後部のガ
スセンサが汚れを検知すると、排気口のルーバーを左右の一方と後方に向けることを特徴
とするものであり、効率よく空気を清浄するという作用を有する。
【００４６】
　また、請求項１１記載の空気清浄機は、後方のガスセンサが汚れを検知すると、ルーバ
ーを後方に向けることを特徴としたものであり、効率よく空気を清浄するという作用を有
する。
【００４７】
　また、請求項１２記載の空気清浄機は、左前面と右前面のガスセンサと後部のガスセン
サが汚れを検知すると、排気口のルーバーを左右・前後にスウィングすることを特徴とす
るものであり、効率よく空気を清浄するという作用を有する。
【００４８】
　また、請求項１３記載の空気清浄機は、ガスセンサがなにも検知していない場合は排気
口のルーバーを左右・前後でない中央に向けることを特徴とするものであり、効率よく空
気を清浄するという作用を有する。
【００４９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００５０】
　（実施形態１）
　図１は本発明の実施の形態における空気清浄機の構成を示す側面図である。図１におい
て空気清浄機本体１前面下部に室内の空気を吸い込む、吸気口２を設け、この吸気口より
吸い込まれた空気を浄化する清浄手段としてフィルター３を設け、このフィルター３に通
風する手段としてファン４を設け、清浄した空気を天面から吹き出す排気口５を空気清浄
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機本体１の上部に設け構成する。
【００５１】
　図２は本発明の実施の形態における空気清浄機の構成を示す上面図である。図２におい
て排気口５に左右動く左右ルーバー６を設け、左右ルーバー６の両サイドに空気中のガス
成分を検知する左ガスセンサ７と右ガスセンサ８を設け、左ガスセンサ７と右ガスセンサ
８の検知結果に応じて左右ルーバー６を制御するマイコン９を設け構成する。
【００５２】
　そして、マイコン９は、左ガスセンサ７と右ガスセンサ８の検知結果に応じて左右ルー
バー６の向きを変化させるアルゴリズムを有する。
【００５３】
　上記構成において、図３のフローチャートに示すように、前記アルゴリズムは、左ガス
センサ７と右ガスセンサ８が汚れを検知するとマイコン９にて検知した汚れ検知の大きさ
により汚れの方向を検知し、その方向に左右ルーバー６の向きを変更し空気を清浄する。
【００５４】
　例えば、空気清浄機本体１を運転中に左ガスセンサ７が右ガスセンサ８に比べて汚れを
大きく検知すると左右ルーバー６を左に向ける。左右ルーバー６を左に向けることで図４
の気流図に示すように、汚れがある空気清浄機本体１の左側に向けて上方から汚れを包み
込むように気流をつくり効率よく空気を清浄することができる。
【００５５】
　また、左ガスセンサ７と右ガスセンサ８共に汚れを検知した場合、すなわち左ガスセン
サ７と右ガスセンサ８が検知した汚れの大きさがほぼ等しく検知された場合、左右ルーバ
ー６を左右にスウィングし空気を清浄する。左右ルーバー６をスウィングすることで汚れ
がある空気清浄機本体１の左右に気流をつくり効率よく空気を清浄することができる。
【００５６】
　また、左ガスセンサ７と右ガスセンサ８共に汚れを検知しないと左右ルーバー６を左で
も右でもない中央に変更し空気を清浄する。
【００５７】
　以上のように構成する空気清浄機本体１を室内に設置し、左右ルーバー６を汚れが検知
した方向に変化させることですることで効率良く汚れを清浄できる。
【００５８】
　（実施形態２）
　本実施の形態は前記実施の形態１と制御方法が異なるのみであり、同一構成のものは同
一番号を付して詳しい説明は省略する。
【００５９】
　図５は本発明の実施の形態における空気清浄機の構成を示す上面図である。図５におい
て排気口５に前後に動く前後ルーバー１０を設け、前後ルーバー１０の前後に位置する箇
所に空気中のガス成分を検知する前ガスセンサ１１と後ガスセンサ１２を設け構成する。
【００６０】
　そして、マイコン９は、前ガスセンサ１１と後ガスセンサ１２の検知結果に応じて前後
ルーバー１０を変化させるアルゴリズムを有する。
【００６１】
　つまり、本実施の形態では、空気清浄機本体１の天面に向けて空気を吹出す排気口５を
上部に設けて、そこに前後ルーバー１０を設ける。そして、前ガスセンサ１１と後ガスセ
ンサ１２は、それぞれ空気清浄機本体１の前面上部と背面上部に設けている。
【００６２】
　上記構成において、図６のフローチャートに示すように、前記アルゴリズムは、前ガス
センサ１１と後ガスセンサ１２が汚れを検知するとマイコン９にて検知した汚れ検知の大
きさにより汚れの方向を検知し、その方向に前後ルーバー１０の向きを変更し空気を清浄
する。
【００６３】
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　例えば、空気清浄機本体１を運転中に前ガスセンサ１１が後ガスセンサ１２に比べて汚
れを大きく検知すると前後ルーバー１０を前に向ける。前後ルーバー１０を前に向けるこ
とで図７の気流図に示すように、汚れのある空気清浄機本体１の前面に気流をつくり効率
よく空気を清浄することができる。
【００６４】
　また、前ガスセンサ１１と後ガスセンサ１２共に汚れを検知した場合、すなわち汚れの
大きさがほぼ等しく検知された場合、前後ルーバー１０を前後にスウィングし空気を清浄
する。汚れがある空気清浄機本体１の前後に気流をつくり効率よく空気を清浄することが
できる。
【００６５】
　また、前ガスセンサ１１と後ガスセンサ１２共に汚れを検知しないと前後ルーバー１０
を前でも後でもない中央に変更し空気を清浄する。
【００６６】
　以上のように構成する空気清浄機本体１を室内に設置し、前後ルーバー１０を汚れが検
知した方向に変化させることですることで効率良く汚れを清浄できる。
【００６７】
　（実施形態３）
　本実施の形態は前記実施の形態１と制御方法が異なるのみであり、同一構成のものは同
一番号を付して詳しい説明は省略する。
【００６８】
　図８は本発明の実施の形態における空気清浄機の構成を示す上面図である。図８におい
て排気口５に前後左右に動く左右前後ルーバー１３を設け、左右前後ルーバー１３の前方
左に位置する箇所に空気中のガス成分を検知する左前ガスセンサ１４と前方右に位置する
箇所に右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２を設け構成する。
【００６９】
　そして、マイコン９は、左前ガスセンサ１４と右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２
の検知した汚れの大きさの大小の結果に応じて、左右前後ルーバー１３を変化させるアル
ゴリズムを有する。
【００７０】
　上記構成において、図９のフローチャートに示すように、前記アルゴリズムは、左前ガ
スセンサ１４と右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２が汚れを検知するとマイコン９に
て検知した汚れの大きさによって汚れの方向を検知して、その方向に左右前後ルーバー１
３の向きを変更し空気を清浄する。
【００７１】
　例えば、空気清浄機本体１を運転中に左前ガスセンサ１４が右前ガスセンサ１５と後ガ
スセンサ１２に比べて大きく汚れを検知すると左右前後ルーバー１３を左前面に向ける。
左右前後ルーバー１３を左前面に向けることで図１０の気流図に示すように、汚れのある
空気清浄機本体１の左前面に向けて排気口５から上方から空気を送り、汚れを上方から包
み込むように気流をつくり効率よく空気を清浄することができる。
【００７２】
　また、左前ガスセンサ１４と右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２と共に汚れを検知
した場合、すなわち汚れの大きさがほぼ等しく検知された場合、左右前後ルーバー１３を
左右前面にスウィングし空気を清浄する。汚れがある空気清浄機本体１の左右前面に気流
をつくり効率よく空気を清浄することができる。
【００７３】
　また、左前ガスセンサ１４と右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２共に汚れを検知し
た場合、左右前後ルーバー１３を左右前後にスウィングし空気を清浄する。汚れがある空
気清浄機本体１の左右前後に気流をつくり効率よく空気を清浄することができる。
【００７４】
　また、左前ガスセンサ１４と右前ガスセンサ１５と後ガスセンサ１２共に汚れを検知し



(9) JP 2010-264378 A 2010.11.25

10

20

ないと左右前後ルーバー１３を左右でも前後でもない中央に変更し空気を清浄する。
【００７５】
　以上のように構成する空気清浄機本体１を室内に設置し、左右前後ルーバー１３を汚れ
が検知した方向に変化させることですることで効率良く汚れを清浄できる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明にかかる空気清浄機は、空気調和機でも同様の手段を用いることで、効率よく汚
れを清浄できる。
【符号の説明】
【００７７】
　１　　空気清浄機本体
　２　　吸気口
　３　　フィルター
　４　　ファン
　５　　排気口
　６　　左右ルーバー
　７　　左ガスセンサ
　８　　右ガスセンサ
　９　　マイコン
　１０　前後ルーバー
　１１　前ガスセンサ
　１２　後ガスセンサ
　１３　左右前後ルーバー
　１４　左前ガスセンサ
　１５　右前ガスセンサ
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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