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(57)【要約】
【課題】本発明は加湿装置に関するもので、加湿装置の
タンクへの給水性の向上ができるものである。
【解決手段】そしてこの目的を達成するために本発明は
、吸気口１と排気口２とを有する本体ケース３内で、吸
気口１から排気口２に送風する送風手段２２を設け、こ
の送風手段２２の送風路に加湿手段４を設け、この加湿
手段４は水槽５と、この水槽５に常に所定水位まで給水
する給水部８と、水槽５の水に一部が浸漬した加湿部６
とから形成し、給水部８を本体ケース３の前面側に設け
、給水部８を覆うように前面カバー１１を備え、この前
面カバー１１は、下部を中心に上部が開口するように本
体ケース３の前方側に回動する構成とし、本体ケース３
と前面カバー１１には、前面カバー１１の開口時に前面
カバー１１を支持する支持手段２３を設け、この支持手
段２３は、前面カバー１１に所定以上の力が開口する方
向に掛かると外れる構成としたものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸気口と排気口とを有する本体ケースと、この本体ケース内で、前記吸気口から前記排気
口に送風する送風手段を設け、この送風手段の送風路に加湿手段を設け、この加湿手段は
水槽と、この水槽に常に所定水位まで給水する給水部と、前記水槽の水に一部が浸漬した
加湿部とから形成し、前記給水部を前記本体ケースの前面側に設け、前記給水部を覆うよ
うに前面カバーを備え、この前面カバーは、下部を中心に上部が開口するように前記本体
ケースの前方側に回動する構成とし、前記本体ケースと前記前面カバーには、前記前面カ
バーの開口時に前記前面カバーを支持する支持手段を設け、この支持手段は、前記前面カ
バーに所定以上の力が開口する方向に掛かると外れる構成とした加湿装置。
【請求項２】
支持手段は、前記本体ケースに設けた本体支持部と、前記前面カバーに設けた前面カバー
支持部とから形成された請求項１に記載の加湿装置。
【請求項３】
支持手段である前記本体支持部は、前記本体ケースの下部から上方に延びた本体ケース平
板部と、この平板部から側方外側に延びた本体ケース当接部とから形成された請求項２に
記載の加湿装置。
【請求項４】
本体支持部である本体ケース当接部は、前記本体ケース平板部の前面側上部に位置した構
成とした請求項３に記載の加湿装置。
【請求項５】
前面カバーは略平板形状で、前記本体ケースの両側面側と天面側とに垂直断面形状がコの
字形状である壁部を備え、前記支持手段である前記前面カバー支持部を前記前面カバーの
前記壁部の下部に設け、前記前面カバー支持部は前記支持手段である前記本体支持部との
接触面が傾斜した傾斜面部を備えた請求項１～４のいずれかに記載の加湿装置。
【請求項６】
前面カバーの前記前面カバー支持部の近傍に開口部を設け、この開口部に樹脂板部を嵌め
込む構成とした請求項５に記載の加湿装置。
【請求項７】
前面カバーの前記開口部の周縁部に、前記開口部の内方に開口した凹部を設け、この凹部
に樹脂板部の端部を嵌める構成とした請求項６に記載の加湿装置。
【請求項８】
樹脂板部は、半透明の樹脂である請求項６または７のいずれかに記載の加湿装置。
【請求項９】
給水部は第１の給水タンクおよび第２の給水タンクとから構成され、第１の給水タンクと
第２の給水タンクとを左右方向に隣接して設けた請求項１～７のいずれかに記載の加湿装
置。
【請求項１０】
第１の給水タンクと第２の給水タンクとは同一形状である請求項８に記載の加湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給水した加湿フィルターに通風することにより、室内を加湿する加湿装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の加湿装置の構成は以下のようになっていた。
【０００３】
　すなわち、吸気口と排気口とを有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を設
け、この加湿手段は水槽と、この水槽に常に所定水位まで給水する給水部と、前記水槽の
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水中に位置する加湿部とから形成し、前記給水部を覆うように天面カバーを備え、この天
面カバーは、前記本体ケースを覆う蓋のような構成とした加湿装置。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平２－６２３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来例における課題は、加湿装置の給水時における使用感が悪いということであっ
た。
【０００６】
　すなわち、従来の物においては、給水部へ水を給水する場合には、本体ケースから天面
カバー外し、本体ケースから給水部を取り出し、次に、給水部に水道の蛇口から給水し、
最後に、給水部を本体ケースに装着し、天面カバーを本体ケースに取り付けるものである
。
【０００７】
　ここで、天面カバーが本体ケースと分離しているので、本体ケースから給水部を取り出
す場合に、天面カバーを外し、天面カバーを一旦、加湿装置の近くに置き、給水部を本体
ケースに装着する場合には、その置いてある天面カバーを本体ケースに取り付けるので、
手間がかかり、結果として加湿装置への給水に手間がかかっていた。
【０００８】
　そこで本発明は、加湿装置の給水時における使用感の向上を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そしてこの目的を達成するために本発明は、吸気口と排気口とを有する本体ケースと、
この本体ケース内で、前記吸気口から前記排気口に送風する送風手段を設け、この送風手
段の送風路に加湿手段を設け、この加湿手段は水槽と、この水槽に常に所定水位まで給水
する給水部と、前記水槽の水に一部が浸漬した加湿部とから形成し、前記給水部を前記本
体ケースの前面側に設け、前記給水部を覆うように前面カバーを備え、この前面カバーは
、下部を中心に上部が開口するように前記本体ケースの前方側に回動する構成とし、前記
本体ケースと前記前面カバーには、前記前面カバーの開口時に前記前面カバーを支持する
支持手段を設け、この支持手段は、前記前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛か
ると外れる構成としたものであり、これにより、初期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように本発明は、吸気口と排気口とを有する本体ケースと、この本体ケース内で
、前記吸気口から前記排気口に送風する送風手段を設け、この送風手段の送風路に加湿手
段を設け、この加湿手段は水槽と、この水槽に常に所定水位まで給水する給水部と、前記
水槽の水に一部が浸漬した加湿部とから形成し、前記給水部を前記本体ケースの前面側に
設け、前記給水部を覆うように前面カバーを備え、この前面カバーは、下部を中心に上部
が開口するように前記本体ケースの前方側に回動する構成とし、前記本体ケースと前記前
面カバーには、前記前面カバーの開口時に前記前面カバーを支持する支持手段を設け、こ
の支持手段は、前記前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると外れる構成とし
たものであり、加湿装置のタンクの使用感の向上をできるものである。
【００１１】
　すなわち、給水部を本体ケースの前面側に設け、給水部を覆うように前面カバーを備え
、この前面カバーは、下部を中心に上部が開口するように本体ケースの前方側に回動する
構成としているので、給水時に本体ケースから前面カバーが分離することがなく、前面カ
バーを一旦、加湿装置の近くに置く動作がなくなり、加湿装置の給水時における手間がは
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ぶかれるものである。
【００１２】
　更に、本体ケースと前面カバーには、前面カバーの開口時に前面カバーを支持する支持
手段を設け、この支持手段は、前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると外れ
る構成としたので、本体ケースから給水部を取り出す場合と本体ケースに給水部を装着す
る場合に、通常、本体ケースの背面側を部屋の壁側に向けて加湿装置を使用しており、部
屋の中央側から本体ケースの前面側の給水部の取り出し、および本体ケースへの給水部の
装着を容易に行うことができ、また、本体ケースに給水部を装着する時に、誤って給水部
を前面カバーに当てた場合にも、前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると、
前面カバーの支持手段が外れるので、前面カバーまたは本体ケースの破損を防止すること
が出来る。
【００１３】
　これらの結果により、加湿装置の給水時における使用感を向上することができるもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図２】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図３】本発明の実施の形態１の加湿装置の送風手段の概略図
【図４】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図５】本発明の実施の形態１の加湿装置の断面概略図
【図６】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図７】本発明の実施の形態１の加湿装置の拡大概略図
【図８】本発明の実施の形態１の加湿装置の前カバーの概略図
【図９】本発明の実施の形態１の加湿装置の前カバーの断面概略図（（ａ）樹脂板部の端
部を示す断面概略図、（ｂ）樹脂板部の端部の爪部を示す断面概略図）
【図１０】本発明の実施の形態１の加湿装置のタンク部の概略図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本実施形態を添付図面を用いて説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１および図２に示すように、本実施形態の加湿装置は、吸気口１と排気口２を有する
本体ケース３と、この本体ケース３内に加湿手段４を備えている。
【００１７】
　本体ケース３は略立方体形状で、背面側の側面に略横長四角形状の吸気口１を設け、天
面の背面側に略横長四角形状の排気口２を備えている。
【００１８】
　加湿手段４は、一定量の水が入った水槽５と、この水槽５の水に周縁の一部が浸漬され
た加湿部６である円筒形状の加湿フィルター６ａと、この加湿フィルター６ａを回転させ
る回転手段７と、水槽５に水を供給する給水部８である給水タンク８ａとから形成されて
いる。
【００１９】
　水槽５は天面が開口した略箱形状で、本体ケース３の下部に本体ケース３の背面側から
水平方向に引き出せるように摺動可能に設けられ、加湿フィルター６ａを装着する加湿フ
ィルター装着部９と、給水部８である給水タンク８ａを装着する給水タンク装着部１０と
を備えている。加湿フィルター装着部９は水槽５の背面側に設けられ、給水タンク装着部
１０は水槽５の前面側に設けられている。給水タンク８ａを覆うように前面カバー１１が
設けられ、この前面カバー１１は下部の回動手段１２を中心に上部が開口するように本体
ケース３の前方側に回動する構成である。具体的には、前面カバー１１および本体ケース
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３の下部に複数の回動手段１２を備えている。この回動手段１２は、回転軸部１３と軸受
部１４とから形成している。まず、回転軸部１３は、前面カバー１１の下端部から本体ケ
ース３の内方に延びた板形状の軸固定部１５と、この軸固定部１５から本体ケース３の両
側面方向に延びた略円柱形状の軸部１６とから形成している。次に、軸受部１４は本体ケ
ース３の下端部から本体ケース３の前方および両側面に延びた下端周縁部１７と、この下
端周縁部１７の上面に設けた、回転軸部１３の軸固定部１５が嵌り込む略四角形状の窪み
である軸固定溝部１８と、回転軸部１３の軸部１６が回動自在に嵌り込む略円柱形状の窪
みである軸受溝部１９とから形成している。すなわち、回動手段１２は、軸受部１４の軸
受溝部１９に、回転軸部１３の軸部１６が回動自在に嵌り込み、この回動手段１２を中心
に前面カバー１１上部が開口するように、前面カバー１１が本体ケース３の前方側に回動
するものである。
【００２０】
　加湿フィルター６ａは円筒形状で、水槽５の加湿フィルター装着部９に回転可能で、回
転軸方向が水平方向となるように装着されている。加湿フィルター６ａの円形状の側面部
の片側に歯車２０を設け、この歯車２０に回転手段７である電動機２１の回転力が伝わり
、加湿フィルター６ａが回転するものである。加湿フィルター６ａは、水槽の水に一部が
浸漬した状態で回転するので、加湿フィルター６ａが水を含み、この水を含んだ加湿フィ
ルター６ａへ本体ケース３の吸気口１から吸い込んだ空気を送風手段２２によって送風す
ることにより、この空気を湿らせる。そして、この湿った空気を排気口２から室内へ送風
し、加湿するものである。
【００２１】
　本実施形態における特徴点は、本体ケース３と前面カバー１１には、前面カバー１１の
開口時に前面カバー１１を支持する支持手段２３を設け、この支持手段２３は、前記前面
カバー１１に所定以上の力が開口する方向に掛かると外れる構成とした点である。
【００２２】
　すなわち、給水部８を本体ケース３の前面側に設け、給水部８を覆うように前面カバー
１１を備え、この前面カバー１１は、下部を中心に上部が開口するように本体ケース３の
前方側に回動する構成としているので、給水時に本体ケース３から前面カバー１１が分離
することがなく、前面カバー１１を一旦、加湿装置の近くに置く動作がなくなり、加湿装
置の給水時における手間がはぶかれるものである。
【００２３】
　更に、本体ケース３と前面カバー１１には、前面カバー１１の開口時に前面カバー１１
を支持する支持手段２３を設け、この支持手段２３は、前面カバー１１に所定以上の力が
開口する方向に掛かると外れる構成としたので、本体ケース３から給水部８を取り出す場
合と本体ケース３に給水部８を装着する場合に、通常、本体ケース３の背面側を部屋の壁
側に向けて加湿装置を使用しており、部屋の中央側から本体ケース３の前面側の給水部８
の取り出し、および本体ケース３への給水部８の装着を容易に行うことができ、また、本
体ケース３に給水部８を装着する時に、誤って給水部８を前面カバーに当てた場合にも、
前面カバー１１に所定以上の力が開口する方向に掛かると、前面カバー１１の支持手段２
３が外れるので、前面カバー１１または本体ケース３の破損を防止することが出来る。
【００２４】
　これらの結果により、加湿装置の給水時における使用感の向上ができるものである。
【００２５】
　また、支持手段２３は、本体ケース３に設けた本体支持部２４と、前面カバー１１に設
けた前面カバー支持部２５とから形成されたものである。すなわち、前面カバー１１の開
口時に前面カバー１１を支持する支持手段２３は、本体ケース３に設けた本体支持部２４
と、前面カバー１１に設けた前面カバー支持部２５とから形成され、本体ケース３に設け
た本体支持部２４に前面カバー１１に設けた前面カバー支持部２５が引掛り、開口時に前
面カバー１１を支持するものである。そこで、前面カバー１１に所定以上の力が開口する
方向に掛かると、本体ケース３に設けた本体支持部２４に前面カバー１１に設けた前面カ
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バー支持部２５とがはずれ、前面カバー１１または本体ケース３の破損を防止することが
出来る。
【００２６】
　また、支持手段２３である本体支持部２４は、本体ケース３の下部から上方に延びた本
体ケース平板部２６と、この本体ケース平板部２６から側方外側に延びた本体ケース当接
部２７とから形成している。この本体支持部２４である本体ケース当接部２７は、本体ケ
ース平板部２６の前面側上部に位置したものである。具体的には、支持手段２３である本
体支持部２４は、本体ケース３の下部の下端周縁部１７から上方に延びた平板形状の本体
ケース平板部２６と、この本体ケース平板部２６で本体ケース３の前面側上部から側方外
側に延びた平板形状の本体ケース当接部２７とから形成されたものである。この本体ケー
ス当接部２７と本体ケース平板部２６との連結を補強するために、本体ケース当接部の本
体ケース前面側と、本体ケース平板部の本体ケース側面側とを、略三角平板形状の複数の
三角平板リブ部２８で連結している。
【００２７】
　すなわち、本体ケース平板部２６は一端が本体ケースの下端周縁部１７に固定され、本
体ケース当接部２７が前面カバー支持部２５と引掛り、開口時に前面カバー１１を支持す
るものである。ここで、本体ケース３に給水部８を装着する時に、誤って給水部８を前面
カバー１１に当てた場合に、前面カバー１１に所定以上の力が開口する方向に掛かると、
本体ケース３に固定された一端を支点として、本体ケース平板部２６がしなり、本体ケー
ス当接部２７が前面カバー支持部２５から外れるので、前面カバー１１または本体ケース
３の破損を防止することが出来る。更に、本体支持部２４である本体ケース当接部２７は
、本体ケース平板部２６の前面側上部に位置しているので、本体ケース平板部２６が本体
ケース３の下端周縁部１７に固定された一端と、本体ケース当接部２７との距離が長くな
る。結果として、本体ケース平板部２６がしなり易くなり、本体ケース当接部２７が前面
カバー支持部２５から外れるので、前面カバー１１または本体ケース３の破損を防止する
ことが出来る。
【００２８】
　また、前面カバー１１は略平板形状で、本体ケース３の両側面側と天面側とに垂直断面
形状がコの字形状である壁部２９を備え、支持手段２３である前面カバー支持部２５を前
面カバー１１の壁部２９の下部に設け、前面カバー支持部２５は支持手段２３である本体
支持部２４との接触面が傾斜した傾斜面部３０を備えたものである。具体的には、前面カ
バー支持部２５の傾斜面部３０は、本体ケース３の前面側から背面側方向に、本体ケース
３の両側面側の前面カバー１１の壁部２９から、本体ケース３内方に傾斜した傾斜面であ
る。つまり、回動手段１２を中心に前面カバー１１上部が開口するように、前面カバー１
１を本体ケース３の前方側に回動すると、本体ケース３下部の本体支持部２４の他端が、
前面カバー支持部２５である傾斜面部に徐々に近づき、更に回動すると、本体ケース３に
設けた本体支持部２４の他端に前面カバーに設けた前面カバー支持部２５である傾斜面部
３０に引掛り、開口時に前面カバー１１を支持するものである。そこで、前面カバー１１
に所定以上の力が開口する方向に掛かると、本体ケース３に設けた本体支持部２４は、本
体ケース３に固定された一端を支点として、本体ケース平板部２６がしなり、前面カバー
１１に設けた前面カバー支持部２５である傾斜面部３０を滑りながらはずれ、前面カバー
１１または本体ケース３の破損を防止することが出来る。
【００２９】
　また、前面カバー１１の前面カバー支持部２５の近傍に開口部３１を設け、この開口部
３１に樹脂板部３２を嵌め込む構成としたものである。具体的には、前面カバー１１は略
平板形状で、本体ケースの両側面側と天面側とに垂直断面形状がコの字形状である壁部２
９を備え、前面カバー１１の前面カバー支持部２５近傍である、前面カバー１１と本体ケ
ース３の両側面側の壁部２９との繋ぎ目部分である角部に開口部３１を設け、この開口部
３１に断面形状が略Ｌ字形状の樹脂板部３２を嵌め込んだものである。
【００３０】
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　これにより、前面カバー１１に所定以上の力が開口する方向に掛かると、前面カバー１
１の前面カバー支持部２５のある壁部２９が前面カバー１１と本体ケース３の両側面側の
壁部２９との繋ぎ目部分である角部を支点としてしなるものである。つまり、支点となる
角部の面積が、開口部３１により小さくなり、そして、前面カバー１１の開口部３１の樹
脂板部３２は、前面カバー１１の開口部３１に完全に固定せず、嵌め込んでいるだけなの
で、前面カバー１１の壁部２９が容易にしなり、結果として、本体支持部２４の他端が前
面カバー支持部２５から外れるので、前面カバー１１または本体ケース３の破損を防止す
ることが出来る。
【００３１】
　また、前面カバー１１の開口部３１の周縁部に、開口部の内方に開口した凹部３３を設
け、この凹部３３に樹脂板部３２の端部を嵌める構成としたものである。具体的には、こ
の前面カバー１１の前面カバー支持部２５の近傍の開口部３１の左右側周縁部に、開口部
３１の内方に開口した略四角形状の凹部３３を設け、この凹部３３に半透明の断面形状が
略Ｌ字形状である樹脂板部３２の端部３２ａを嵌めることにより固定するものである。
【００３２】
　これにより、前面カバー１１の前面カバー支持部２５のある壁部２９が前面カバー１１
と本体ケース３の両側面側の壁部２９との繋ぎ目部分である角部を支点としてしなる場合
には、開口部３１の凹部３３から樹脂板部３２の端部３２ａが抜ける方向に、前面カバー
１１の本体ケース３の両側面側の壁部２９が動くものである。ここで、開口部３１の凹部
３３から樹脂板部３２の端部３２ａは嵌まり込んでいるだけで、摺動可能であるため、前
面カバー１１の壁部２９が容易にしなり、結果として、本体支持部２４の他端が前面カバ
ー支持部２５から外れるので、前面カバー１１または本体ケース３の破損を防止すること
が出来る。なお、樹脂板部３２の端部３２ａの先端に爪部３２ｂを備えているが、この爪
部３２ｂと、開口部３１の凹部３３との間には隙間が存在するので、この隙間分は、前面
カバー１１の前面カバー支持部２５のある壁部２９が前面カバー１１と本体ケース３の両
側面側の壁部２９との繋ぎ目部分である角部を支点としてしなる場合には、開口部３１の
凹部３３から樹脂板部３２の端部３２ａが抜ける方向に、前面カバー１１の本体ケース３
の両側面側の壁部２９が動くものである。
【００３３】
　また、樹脂板部３２は、半透明の樹脂である。すなわち、前面カバー１１を閉じた状態
で、前面カバー１１内に給水部８である給水タンク８ａがあるかを確認することができる
。
【００３４】
　また、給水部８は第１の給水タンク３４および第２の給水タンク３５とから構成され、
第１の給水タンク３４と第２の給水タンク３５とを左右方向に隣接して設けたものである
。具体的には、給水部８を本体ケース３の前面側に設け、この給水部８は、左右方向に隣
接した第１の給水タンク３４と第２の給水タンク３５とから形成されている。すなわち、
左右方向に隣接した第１の給水タンク３４と第２の給水タンク３５を本体ケース３から取
り出す場合や、装着する場合には、まず、通常は本体ケース３の背面側を部屋の壁側に向
けて加湿装置を使用しているので、給水部８を覆う前面カバー１１を下部の支持手段２３
を中心に上部が開口するように本体ケース３の前方側に回動し、第１の給水タンク３４お
よび第２の給水タンク３５のどちらとも前面カバー１１越しに、部屋の中央側より本体ケ
ース３からの取り出し、本体ケース３への装着を行うことができるので、第１の給水タン
ク３４および第２の給水タンク３５のどちらも容易に本体ケース３からの取り出し、本体
ケース３への装着を行うことができる。また、１つの給水タンクではなく、第１の給水タ
ンク３４および第２の給水タンク３５である２つの給水タンクで構成しているので、水を
入れて本体ケース３への装着する場合に、１つの給水タンクに比べ、約半分の重量となる
ので、容易に本体ケースへの装着を行うことができる。
【００３５】
　また、第１の給水タンク３４と第２の給水タンク３５とは同一形状である。具体的には
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、第１の給水タンク３４および第２の給水タンク３５は、略縦長箱形状のタンク部３６を
備え、このタンク部の天面には取っ手３７を設け、底面には第１の開口部３８を備え、こ
の第１の開口部３８に着脱可能な第１開口の蓋３９を設け、この第１開口の蓋３９の中央
部に第２の開口部４０を備え、この第２の開口部４０に開閉手段を設けたものである。こ
れにより、左右方向に隣接した第１の給水タンク３４と第２の給水タンク３５とを入れ替
えて装着することが可能になり、第１の給水タンク３４および第２の給水タンク３５のど
ちらも容易に本体ケース３への装着を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上のように本発明は、吸気口と排気口とを有する本体ケースと、この本体ケース内で
、前記吸気口から前記排気口に送風する送風手段を設け、この送風手段の送風路に加湿手
段を設け、この加湿手段は水槽と、この水槽に常に所定水位まで給水する給水部と、前記
水槽の水に一部が浸漬した加湿部とから形成し、前記給水部を前記本体ケースの前面側に
設け、前記給水部を覆うように前面カバーを備え、この前面カバーは、下部を中心に上部
が開口するように前記本体ケースの前方側に回動する構成とし、前記本体ケースと前記前
面カバーには、前記前面カバーの開口時に前記前面カバーを支持する支持手段を設け、こ
の支持手段は、前記前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると外れる構成とし
たものであり、加湿装置のタンクの使用感の向上をできるものである。
【００３７】
　すなわち、給水部を本体ケースの前面側に設け、給水部を覆うように前面カバーを備え
、この前面カバーは、下部を中心に上部が開口するように本体ケースの前方側に回動する
構成としているので、給水時に本体ケースから前面カバーが分離することがなく、前面カ
バーを一旦、加湿装置の近くに置く動作がなくなり、加湿装置の給水時における手間がは
ぶかれるものである。
【００３８】
　更に、本体ケースと前面カバーには、前面カバーの開口時に前面カバーを支持する支持
手段を設け、この支持手段は、前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると外れ
る構成としたので、本体ケースから給水部を取り出す場合と本体ケースに給水部を装着す
る場合に、通常、本体ケースの背面側を部屋の壁側に向けて加湿装置を使用しており、部
屋の中央側から本体ケースの前面側の給水部の取り出し、および本体ケースへの給水部の
装着を容易に行うことができ、また、本体ケースに給水部を装着する時に、誤って給水部
を前面カバーに当てた場合にも、前面カバーに所定以上の力が開口する方向に掛かると、
前面カバーの支持手段が外れるので、前面カバーまたは本体ケースの破損を防止すること
が出来る。
【００３９】
　これらの結果により、加湿装置の給水時における使用感の向上ができるものである。
【００４０】
　従って、家庭用や事務所用などの、加湿装置として活用が期待されるものである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　吸気口
　２　　　排気口
　３　　　本体ケース
　４　　　加湿手段
　５　　　水槽
　６　　　加湿部
　６ａ　　加湿フィルター
　７　　　回転手段
　８　　　給水部
　８ａ　　給水タンク
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　９　　　加湿フィルター装着部
　１０　　給水タンク装着部
　１１　　前面カバー
　１２　　回動手段
　１３　　回転軸部
　１４　　軸受部
　１５　　軸固定部
　１６　　軸部
　１７　　下端周縁部
　１８　　軸固定溝部
　１９　　軸受溝部
　２０　　歯車
　２１　　電動機
　２２　　送風手段
　２３　　支持手段
　２４　　本体支持部
　２５　　前面カバー支持部
　２６　　本体ケース平板部
　２７　　本体ケース当接部
　２８　　三角平板リブ部
　２９　　壁部
　３０　　傾斜面部
　３１　　開口部
　３２　　樹脂板部
　３２ａ　端部
　３２ｂ　爪部
　３３　　凹部
　３４　　第１の給水タンク
　３５　　第２の給水タンク
　３６　　タンク部
　３７　　取っ手
　３８　　第１の開口部
　３９　　第１開口の蓋
　４０　　第２の開口部



(10) JP 2011-33292 A 2011.2.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2011-33292 A 2011.2.17

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 2011-33292 A 2011.2.17

【図９】 【図１０】



(13) JP 2011-33292 A 2011.2.17

フロントページの続き

(72)発明者  上田　裕樹
            愛知県春日井市鷹来町字下仲田４０１７番　パナソニックエコシステムズ株式会社内
(72)発明者  濱田　大輔
            愛知県春日井市鷹来町字下仲田４０１７番　パナソニックエコシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 3L055 DA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

