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(57)【要約】
【課題】干された洗濯物が早く乾かせられ、洗濯物の乾
燥速度が向上でき、電気代が節約できる除湿機を提供す
る。
【解決手段】除湿機は、吸込口と吹出口とが形成された
筐体と、筐体の内部に設けられ、空気中の水分を除去す
る除湿手段と、吹出口に設けられ、除湿手段で水分を除
去された乾燥空気の吹き出す方向を調整する複数の風向
調整手段と、複数の上下風向調整手段の吹出範囲を別々
に異ならせて制御する制御手段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口と吹出口とが形成された筐体と、
　前記筐体の内部に設けられ、空気中の水分を除去する除湿手段と、
　前記吹出口に設けられ、前記除湿手段で水分を除去された乾燥空気の吹き出す方向を調
整する複数の上下風向調整手段と、
　複数の前記上下風向調整手段の吹出範囲を別々に異ならせて制御する制御手段と、
を備える除湿機。
【請求項２】
　前記制御手段は、複数の前記上下風向調整手段の前記吹出範囲を当該吹出範囲を超えた
除湿範囲の別々の部位で制御する請求項１に記載の除湿機。
【請求項３】
　前記吹出口に設けられ、前記乾燥空気の吹き出す左右吹出方向を調整する左右風向調整
手段を備える請求項１又は請求項２に記載の除湿機。
【請求項４】
　前記左右風向調整手段は、複数の前記上下風向調整手段のそれぞれに対応して複数設け
られる請求項３に記載の除湿機。
【請求項５】
　前記制御手段は、複数の前記左右風向調整手段を対応する複数の前記上下風向調整手段
のそれぞれと一緒に連動させる請求項４に記載の除湿機。
【請求項６】
　複数の前記上下風向調整手段のそれぞれに対応し、除湿範囲の表面温度を検出する複数
の表面温度検出手段を備える請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の除湿機。
【請求項７】
　複数の前記表面温度検出手段は、対応する複数の前記上下風向調整手段と一緒に配置さ
れる請求項６に記載の除湿機。
【請求項８】
　前記制御手段は、複数の前記表面温度検出手段が複数の前記上下風向調整手段の前記吹
出範囲を超えた前記除湿範囲を検出した場合に、複数の前記上下風向調整手段の前記吹出
範囲を前記除湿範囲の別々の部位で制御する請求項７に記載の除湿機。
【請求項９】
　複数の前記表面温度検出手段は、対応する複数の前記上下風向調整手段及びこれら複数
の前記上下風向調整手段のそれぞれに対応した前記左右風向調整手段と一緒に配置される
請求項４又は請求項５に従属する請求項６に記載の除湿機。
【請求項１０】
　前記制御手段は、複数の前記表面温度検出手段が複数の前記上下風向調整手段の前記吹
出範囲を超えた前記除湿範囲を検出した場合に、複数の前記上下風向調整手段の前記吹出
範囲を前記除湿範囲の別々の部位で制御すると共に、これら複数の前記上下風向調整手段
のそれぞれに対応した前記左右風向調整手段を別々に制御する請求項９に記載の除湿機。
【請求項１１】
　前記筐体は、複数の前記上下風向調整手段のそれぞれに対応した複数の風路を有し、
　複数の前記風路は、前記乾燥空気を前記吹出口に送風する送風手段をそれぞれ有し、
　前記制御手段は、複数の前記上下風向調整手段及び複数の前記送風手段を別々に制御す
る請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の除湿機。
【請求項１２】
　複数の前記上下風向調整手段は、前記筐体の左右方向に分けて２つ設けられる請求項１
～請求項１１のいずれか１項に記載の除湿機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、吹出口に設けられ、除湿手段で水分を除去された乾燥空気の吹き出す上下吹
出方向を調整する複数の上下風向調整手段を備える除湿機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、筐体の吹出口に第１上下風向調整手段及び第２上下風向調整手段が設
けられた除湿機が開示されている。そして、第１上下風向調整手段と第２上下風向調整手
段とがランダムの異なる動作速度に制御される。これにより、干された洗濯物に当たる風
の風向及び風速が連続的にランダムに変わり、洗濯物の揺れる作用が働き、洗濯物がムラ
なく乾燥され、洗濯物の乾燥速度が向上できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－７１７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、室内で干された洗濯物は、上の方から乾く。そして、重力の影響によって水分
が洗濯物の下の方に溜まり、洗濯物の下の方がより乾き難い特性がある。それゆえ、干さ
れた洗濯物を早く乾かすためには、洗濯物の下の方になるべく風を常に当てることが望ま
しい。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１では、第１上下風向調整手段と第２上下風向調整手段と
がランダムの異なる動作速度に制御されるのみである。このため、干された洗濯物が狭い
範囲に存在する場合にも、第１上下風向調整手段及び第２上下風向調整手段が広範囲に動
作する。つまり、第１上下風向調整手段及び第２上下風向調整手段の風の吹出範囲が広範
囲に動作する間に、ランダムに動作する第１上下風向調整手段及び第２上下風向調整手段
からの風が、洗濯物が干されていない範囲にも送風され、干された洗濯物の下の方に当た
らない時間帯ができてしまう。このため、干された洗濯物が早く乾かせない課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためのものであり、干された洗濯物が早く乾かせられ、
洗濯物の乾燥速度が向上でき、電気代が節約できる除湿機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る除湿機は、吸込口と吹出口とが形成された筐体と、前記筐体の内部に設け
られ、空気中の水分を除去する除湿手段と、前記吹出口に設けられ、前記除湿手段で水分
を除去された乾燥空気の吹き出す方向を調整する複数の上下風向調整手段と、複数の前記
上下風向調整手段の吹出範囲を別々に異ならせて制御する制御手段と、を備えるものであ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る除湿機によれば、複数の上下風向調整手段の吹出範囲を別々に異ならせて
制御する。これにより、干した洗濯物に合わせて複数の上下風向調整手段のそれぞれが多
様な送風範囲に選択できる。そして、狭い範囲に干された洗濯物に合わせて送風範囲を選
択することで、複数の上下風向調整手段のそれぞれからの風が、洗濯物が干されていない
範囲には送風されず、干された洗濯物の下の方に多く当たり、洗濯物が効率的に乾燥させ
られる。したがって、干された洗濯物が早く乾かせられ、洗濯物の乾燥速度が向上でき、
電気代が節約できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る除湿機の外観を示す斜視図である。
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【図２】本発明の実施の形態１に係る除湿機の内部構造を示す縦断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る第１風向変更部及び第２風向変更部を示す概略構成
図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る制御装置を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る制御装置のハードウェア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に係る第１風向変更部及び第２風向変更部の上下方向動作
を示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る第１風向変更部及び第２風向変更部の左右方向の動
作を示す説明図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る第１風向変更部及び第２風向変更部の別々の動作を
示す説明図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る除湿機の外観を示す斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る左センサ部及び右センサ部の外観を示す正面図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る左センサ部及び右センサ部の内部構造を図１０の
Ｃ－Ｃ断面で示す縦断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る表面温度検出部の検出領域を示す説明図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る除湿機の内部構造を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、同
一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文に
おいて共通している。また、断面図の図面においては、視認性に鑑みて適宜ハッチングを
省略している。さらに、明細書全文に示す構成要素の形態は、あくまで例示であってこれ
らの記載に限定されるものではない。
【００１１】
実施の形態１．
＜除湿機１００の構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る除湿機１００の外観を示す斜視図である。図２は
、本発明の実施の形態１に係る除湿機１００の内部構造を示す縦断面図である。ここで、
図面上では、除湿機１００の上方向がＵと表され、下方向がＤと表され、右方向がＲと表
され、左方向がＬと表され、正面方向がＦと表され、背面方向がＢと表されている。
【００１２】
　図１及び図２に示すように、除湿機１００は、筐体１を備える。筐体１は、除湿機１０
０の外殻となる部位である。筐体１は、自立可能な縦長の箱状の形状に形成されている。
図２に示すように、除湿機１００は、車輪２を備える。車輪２は、筐体１の下面に設けら
れている。除湿機１００は、車輪２を転がすことによって移動可能である。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、筐体１には、吸込口３が形成されている。吸込口３は、筐
体１の内部に空気を取り込む開口である。吸込口３は、筐体１の背面方向Ｂの背面に形成
されている。筐体１には、吹出口４が形成されている。吹出口４は、筐体１の内部から外
部に向かって空気を吹き出す開口である。吹出口４は、筐体１の正面方向Ｆの前面上部に
形成されている。吹出口４の形状は、筐体１の左右方向に伸びる長方形状である。
【００１４】
　図２に示すように、筐体１の内部には、風路５が形成されている。風路５は、吸込口３
から吹出口４へ至る空間である。除湿機１００は、送風手段の一例として、送風ファン６
ａ及びファンモータ６を備える。送風ファン６ａは、風路５内に、吸込口３から吹出口４
へと向かう気流を発生させる。送風ファン６ａには、ファンモータ６が接続されている。
ファンモータ６は、送風ファン６ａを回転させる。
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【００１５】
　送風ファン６ａ及びファンモータ６は、筐体１の内部に設けられている。送風ファン６
ａは、風路５内に配置されている。風路５内では、送風ファン６ａによって吸込口３から
吹出口４へ向かって空気が流れる。そして、風路５内を流れた空気が吹出口４から吹き出
される。ここで、風路５において、吸込口３がある側が上流側と定義され、吹出口４があ
る側が下流側と定義される。すなわち、吸込口３から吸い込まれた空気は、風路５内を上
流側から下流側へ向かって流れる。
【００１６】
　除湿機１００は、空気中に含まれる水分を除去する除湿手段の一例として、除湿部７を
備える。除湿部７は、空気中の水分を凝縮する装置である。除湿部７は、凝縮した水分を
排出する。除湿部７は、凝縮した水分を液体である水に変えて下方に滴下する。除湿部７
では、空気中の水分が除去される。すなわち、除湿部７では、空気が除湿される。除湿部
７によって除湿された空気が吹出口４から吹き出す乾燥空気Ｑになる。
【００１７】
　除湿部７は、ヒートポンプ回路を利用した装置である。除湿部７は、ヒートポンプ回路
中の蒸発器によって空気中の水分を凝縮させる。なお、除湿部７は、デシカント方式の装
置でも良い。デシカント方式の装置では、空気中の水分を吸着する吸着剤及び熱交換器を
有する。吸着剤に吸着された水分は、熱交換器によって凝縮される。
【００１８】
　除湿部７は、筐体１の内部に設けられている。除湿部７は、風路５内に配置されている
。除湿部７は、吸込口３と送風ファン６ａとの間に配置されている。すなわち、除湿部７
は、送風ファン６ａの上流側に配置されている。吸込口３、除湿部７、送風ファン６ａ及
び吹出口４が上流側から下流側に順に配置されている。
【００１９】
　除湿機１００は、貯水部８を備える。貯水部８は、除湿部７によって集められた水を貯
める部位である。貯水部８は、上部が開口した容器である。貯水部８は、筐体１の内部で
除湿部７の下方に設けられている。貯水部８は、筐体１から着脱可能に設けられている。
貯水部８は、除湿部７から滴下された水を上部の開口から受けて貯める。
【００２０】
　除湿機１００は、フィルター９を備える。フィルター９は、筐体１の内部に設けられて
いる。フィルター９は、吸込口３を筐体１の内部から覆って設けられている。フィルター
９は、筐体１の内部への塵及び埃の侵入を防止する。
【００２１】
＜第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ＞
　図３は、本発明の実施の形態１に係る第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ
を示す概略構成図である。
【００２２】
　図１～図３に示すように、除湿機１００は、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１
０ｂとを備える。第１風向変更部１０ａは、吹出口４の左方向Ｌの左半分の位置に配置さ
れている。第２風向変更部１０ｂは、吹出口４の右方向Ｒの右半分の位置に配置されてい
る。
【００２３】
　第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとは、吹出口４から空気が吹き出される
方向を調整する部位である。吹出口４から空気が吹き出される方向が吹出方向である。吹
出方向は、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとが動くことによって変更され
る。第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとは、吹出口４の近傍に配置されてい
る。第１風向変更部１０ａは、吹出口４の左半分からの吹出方向を変化させる。第２風向
変更部１０ｂは、吹出口４の右半分からの吹出方向を変化させる。
【００２４】
　第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとは、複数の上下風向調整手段及び複数
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の左右風向調整手段の一例である。すなわち、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１
０ｂとは、吹出口４に設けられ、除湿部７で水分を除去された乾燥空気の吹き出す上下方
向を調整する。ここで、上下風向調整手段が調整する上下方向とは、筐体１の正面方向Ｆ
から、上方向Ｕを経由し、背面方向Ｂに向かう方向を示し、後述する図６の矢印方向であ
る。第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとは、筐体１の左右方向に分けて２つ
設けられている。
【００２５】
＜上下方向ルーバー１１ａ＞
　図１及び図３に示すように、第１風向変更部１０ａは、上下方向ルーバー１１ａを有す
る。上下方向ルーバー１１ａは、吹出口４の形状に合わせた形に形成されている。上下方
向ルーバー１１ａは、筐体１の左右方向に伸びる長方形状の枠状の部位であり、吹出口４
の左半分を覆って配置されている。上下方向ルーバー１１ａは、左右方向に伸びる板状部
材を３枚有する。上下方向ルーバー１１ａは、左右方向に伸びる長方形状の開口を有する
。図３に示すように、上下方向ルーバー１１ａは、上下方向ルーバー１１ａの左右外側に
配置された軸３０ａを中心にして回動可能に形成されている。上下方向ルーバー１１ａの
回動範囲は、筐体１の前後にわたる上側の範囲であり、主に筐体１の正面方向Ｆから上方
向Ｕを経由し背面方向Ｂに向かうまでのおよそ１６０度の範囲である。
【００２６】
　第１風向変更部１０ａは、上下方向ルーバー１１ａを動かす第１上下用モータ１２ａを
有する。第１上下用モータ１２ａは、筐体１の内部に設けられている。第１上下用モータ
１２ａは、図示しない歯車を介して上下方向ルーバー１１ａを回動させる。上下方向ルー
バー１１ａが回動すると、上下方向ルーバー１１ａの開口の向きが左右に配置された軸３
０ａに垂直な面内で変更される。これにより、第１風向変更部１０ａの吹出方向が上下方
向に変更される。
【００２７】
＜上下方向ルーバー１１ｂ＞
　図１及び図３に示すように、第２風向変更部１０ｂは、上下方向ルーバー１１ｂを有す
る。上下方向ルーバー１１ｂは、吹出口４の形状に合わせた形に形成されている。上下方
向ルーバー１１ｂは、筐体１の左右方向に伸びる長方形状の枠状の部位であり、吹出口４
の右半分を覆って配置されている。上下方向ルーバー１１ｂは、左右方向に伸びる板状部
材を３枚有する。上下方向ルーバー１１ｂは、左右方向に伸びる長方形状の開口を有する
。図３に示すように、上下方向ルーバー１１ｂは、上下方向ルーバー１１ｂの左右外側に
配置された軸３０ｂを中心にして回動可能に形成されている。上下方向ルーバー１１ｂの
回動範囲は、筐体１の前後にわたる上側の範囲であり、主に筐体１の正面方向Ｆから上方
向Ｕを経由し背面方向Ｂに向かうまでのおよそ１６０度の範囲である。
【００２８】
　第２風向変更部１０ｂは、上下方向ルーバー１１ｂを動かす第２上下用モータ１２ｂを
有する。第２上下用モータ１２ｂは、筐体１の内部に設けられている。第２上下用モータ
１２ｂは、図示しない歯車を介して上下方向ルーバー１１ｂを回動させる。上下方向ルー
バー１１ｂが回動すると、上下方向ルーバー１１ｂの開口の向きが左右に配置された軸３
０ｂに垂直な面内で変更される。これにより、第２風向変更部１０ｂの吹出方向が上下方
向に変更される。
【００２９】
＜左右方向ルーバー１３ａ＞
　図１及び図３に示すように、第１風向変更部１０ａは、左右方向ルーバー１３ａを有す
る。左右方向ルーバー１３ａは、上下方向に伸びる板状部材を３枚有する。上下方向に伸
びる３枚の板状部材は、等間隔に配置されている。左右方向ルーバー１３ａは、上下の軸
を中心にして回動可能である。左右方向ルーバー１３ａは、上下方向ルーバー１１ａの内
側に配置されている。よって、左右方向ルーバー１３ａは、上下方向ルーバー１１ａが動
くと、上下方向ルーバー１１ａと共に動く。
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【００３０】
　図３に示すように、第１風向変更部１０ａは、左右方向ルーバー１３ａを動かす第１左
右用モータ１４ａを有する。第１左右用モータ１４ａは、筐体１の内部に設けられている
。第１風向変更部１０ａは、リンク１５ａを有する。リンク１５ａは、左右方向ルーバー
１３ａの背面方向Ｂである後部に接続されている。リンク１５ａは、第１左右用モータ１
４ａに接続されている。すなわち、左右方向ルーバー１３ａと第１左右用モータ１４ａと
は、リンク１５ａを介して接続されている。第１左右用モータ１４ａが駆動されると、リ
ンク１５ａを介して左右方向ルーバー１３ａが回動する。左右方向ルーバー１３ａが上下
の軸を中心にして回動することにより、第１風向変更部１０ａの吹出方向が左右方向に変
更される。
【００３１】
＜左右方向ルーバー１３ｂ＞
　図１及び図３に示すように、第２風向変更部１０ｂは、左右方向ルーバー１３ｂを有す
る。左右方向ルーバー１３ｂは、上下方向に伸びる板状部材を３枚有する。上下方向に伸
びる３枚の板状部材は、等間隔に配置されている。左右方向ルーバー１３ｂは、上下の軸
を中心にして回動可能である。左右方向ルーバー１３ｂは、上下方向ルーバー１１ｂの内
側に配置されている。よって、左右方向ルーバー１３ａは、上下方向ルーバー１１ａが動
くと、上下方向ルーバー１１ａと共に動く。
【００３２】
　図３に示すように、第２風向変更部１０ｂは、左右方向ルーバー１３ｂを動かす第２左
右用モータ１４ｂを有する。第２左右用モータ１４ｂは、筐体１の内部に設けられている
。第２風向変更部１０ｂは、リンク１５ｂを有する。リンク１５ｂは、左右方向ルーバー
１３ｂの背面方向Ｂである後部に接続されている。リンク１５ｂは、第２左右用モータ１
４ｂに接続されている。すなわち、左右方向ルーバー１３ｂと第２左右用モータ１４ｂと
は、リンク１５ｂを介して接続されている。第２左右用モータ１４ｂが駆動されると、リ
ンク１５ｂを介して左右方向ルーバー１３ｂが回動する。左右方向ルーバー１３ｂが上下
の軸を中心にして回動することにより、第２風向変更部１０ｂの吹出方向が左右方向に変
更される。
【００３３】
　左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとは、複数の左右風向調整手段の一
例である。すなわち、左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとは、吹出口４
に設けられ、乾燥空気の吹き出す左右吹出方向を調整する。左右方向ルーバー１３ａと左
右方向ルーバー１３ｂとは、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれ
に対応して設けられている。左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとは、対
応する第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれと一緒に連動する。
【００３４】
＜制御装置２０及び操作部２１＞
　除湿機１００は、制御装置２０及び操作部２１を備える。図２に示すように、制御装置
２０は、筐体１内の上部に設けられている。図１及び図２に示すように、操作部２１は、
筐体１の上面の背面方向Ｂである後側に設けられている。制御装置２０と操作部２１とは
、図示しない通信線を介して電気的に接続されている。
【００３５】
　制御装置２０は、除湿機１００に備えられた各機器に図示しない通信線を介して接続さ
れている。制御装置２０は、除湿機１００に備えられた各機器を制御する。制御装置２０
は、ファンモータ６、除湿部７、第１上下用モータ１２ａ、第２上下用モータ１２ｂ、第
１左右用モータ１４ａ及び第２左右用モータ１４ｂにそれぞれ電気的に接続されている。
制御装置２０は、ファンモータ６、除湿部７、第１上下用モータ１２ａ、第２上下用モー
タ１２ｂ、第１左右用モータ１４ａ及び第２左右用モータ１４ｂを別々に制御する。
【００３６】
　操作部２１は、使用者が除湿機１００を操作する部位である。図１に示すように、操作
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部２１は、運転ボタン２２、左ルーバー設定ボタン２３及び右ルーバー設定ボタン２４を
有する。図１に示すように、運転ボタン２２は、除湿機１００の運転を開始又は停止させ
るものである。
【００３７】
　図１に示すように、左ルーバー設定ボタン２３は、第１風向変更部１０ａの動作範囲を
選択するものである。左ルーバー設定ボタン２３は、第１風向変更部１０ａの上下方向の
駆動角度を選択する上下設定ボタン２３ａと、第１風向変更部１０ａの左右方向の駆動角
度を選択する左右設定ボタン２３ｂと、を有する。
【００３８】
　図１に示すように、右ルーバー設定ボタン２４は、第２風向変更部１０ｂの動作範囲を
選択するものである。右ルーバー設定ボタン２４は、第２風向変更部１０ｂの上下方向の
駆動角度を選択する上下設定ボタン２４ａと、第２風向変更部１０ｂの左右方向の駆動角
度を選択する左右設定ボタン２４ｂと、を有する。
【００３９】
　左ルーバー設定ボタン２３と右ルーバー設定ボタン２４とは、使用者からの操作に応じ
た信号を制御装置２０に送信する。
【００４０】
＜制御装置２０の詳細＞
　図４は、本発明の実施の形態１に係る制御装置２０を示すブロック図である。図４に示
すように、制御装置２０は、動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ、温度判定部２０ｃ及び設
定部２０ｄを有する。動作制御部２０ａは、除湿機１００に備えられた各機器を制御する
制御手段の一例である。
【００４１】
　記憶部２０ｂは、記憶手段の一例である。記憶部２０ｂには、予め複数の左ルーバー設
定角度と右ルーバー設定角度が設定されている。動作制御部２０ａは、左ルーバー設定ボ
タン２３と右ルーバー設定ボタン２４とからの信号に基づいて、記憶部２０ｂに設定され
た複数の設定角度の中から吹出方向を選択する。動作制御部２０ａは、選択した第１上下
用モータ１２ａ、第２上下用モータ１２ｂ、第１左右用モータ１４ａ及び第２左右用モー
タ１４ｂを別々に制御する。
【００４２】
　図５は、本発明の実施の形態１に係る制御装置２０のハードウェア構成を示すブロック
図である。図５に示すように、制御装置２０の動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ及び設定
部２０ｄの各機能は、処理回路によって実現されている。処理回路は、専用ハードウェア
２００を備える。処理回路は、プロセッサ２０１及びメモリ２０２を備える。ここでは、
処理回路は、一部に専用ハードウェア２００を構成し、その他にプロセッサ２０１及びメ
モリ２０２を構成している。
【００４３】
　一部が少なくとも１つの専用ハードウェア２００である処理回路には、たとえば、単一
回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ＡＳ
ＩＣ、ＦＰＧＡ、又はこれらを組み合わせたものが該当する。
【００４４】
　処理回路が少なくとも１つのプロセッサ２０１及び少なくとも１つのメモリ２０２を備
える場合には、制御装置２０の動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ及び設定部２０ｄの各機
能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わ
せによって実現されている。
【００４５】
　ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ２０２に格納
されている。プロセッサ２０１は、メモリ２０２に記憶されたプログラムを読み出して実
行することにより、各部の機能を実現する。プロセッサ２０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロ
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プロセッサ、マイクロコンピュータあるいはＤＳＰともいう。メモリ２０２には、たとえ
ば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリー、ＥＰＲＯＭ及びＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性
又は揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパ
クトディスク、ミニディスク及びＤＶＤなどが該当する。
【００４６】
　処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせ
によって、制御装置２０の動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ及び設定部２０ｄの各機能を
実現している。なお、除湿機１００は、単一の制御装置２０によって動作が制御される構
成に限定されるものではなく、複数の装置が連携することによって動作が制御される構成
でも良い。
【００４７】
＜除湿機１００の動作＞
　使用者は、除湿機１００を室内での洗濯物の乾燥のために使用する。除湿機１００は、
使用者の運転ボタン２２の押下によって、運転を開始する。使用者によって押下された運
転ボタン２２は、動作制御部２０ａに信号を送信する。動作制御部２０ａは、運転ボタン
２２から信号を受信すると、ファンモータ６及び除湿部７を駆動させる。
【００４８】
　ファンモータ６が駆動すると、送風ファン６ａが回転する。送風ファン６ａは、気流を
発生させる。図２に示すように、送風ファン６ａが発生させた気流により、室内空気Ｐが
吸込口３から筐体１の内部に取り込まれる。室内空気Ｐは、除湿部７によって除湿されて
、乾燥空気Ｑになる。乾燥空気Ｑは、送風ファン６ａの発生させた気流によって吹出口４
から室内に吹き出される。乾燥空気Ｑの吹出方向は、第１風向変更部１０ａと第２風向変
更部１０ｂによって決まる。後述するように、乾燥空気Ｑの吹出方向は、第１風向変更部
１０ａによって吹出方向の調整された乾燥空気Ｑａと、第２風向変更部１０ｂによって吹
出方向の調整された乾燥空気Ｑｂと、にそれぞれ変更できる。上記のようにして、除湿機
１００が運転を開始する。
【００４９】
＜使用者によるルーバー動作の選択及び選択されたルーバー動作＞
　図６は、本発明の実施の形態１に係る第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ
の上下方向動作を示す説明図である。図７は、本発明の実施の形態１に係る第１風向変更
部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの左右方向の動作を示す説明図である。図８は、本発
明の実施の形態１に係る第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの別々の動作を
示す説明図である。
【００５０】
　図６～図８に示すように、使用者は、室内で洗濯物に吹出口４からの乾燥空気Ｑを当て
るように、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれの吹出方向を設定
する。乾燥空気Ｑが洗濯物に良く当たると、洗濯物が早く乾く。特に、室内で干された洗
濯物は、上の方から乾く。そして、重力の影響によって水分が洗濯物の下の方に溜まり、
洗濯物の下の方がより乾き難い特性がある。それゆえ、干された洗濯物を早く乾かすため
には、洗濯物の下の方に多く風を常に当てることが望ましい。図８に示すように、干され
た洗濯物が除湿機１００の前後方向に存在する場合には、洗濯物が乾き難かった。
【００５１】
　そこで、制御装置２０は、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれ
の吹出方向によって定まる吹出範囲を筐体１の前後にわたる上側の上下方向ルーバー１１
ａ及び上下方向ルーバー１１ｂの回動範囲で別々に異ならせて制御する。ここで、上下方
向ルーバー１１ａ及び上下方向ルーバー１１ｂは、一定角度に設定されても良い。特に、
制御装置２０は、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれの吹出範囲
である上下方向ルーバー１１ａ及び上下方向ルーバー１１ｂの設定された回動範囲を、こ
の回動範囲を超えた上下方向ルーバー１１ａ及び上下方向ルーバー１１ｂの許容回動範囲
内のたとえば乾燥対象物である洗濯物が干された除湿範囲全体のうちの別々の部位で制御
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する。そして、制御装置２０は、左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとを
対応する第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれと一緒に連動させる
。このとき、左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとは、別々の左右方向に
回動範囲を有しても良い。第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれは
、上下方向ルーバー１１ａ及び上下方向ルーバー１１ｂの設定された回動範囲と、左右方
向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂの設定された回動範囲と、によって形成さ
れた別々の吹出範囲に乾燥空気Ｑａ及び乾燥空気Ｑｂを吹出させても良い。ここでは図８
を用い吹出範囲と除湿範囲との関係が示されている。つまり、第１風向変更部１０ａから
の乾燥空気Ｑａが第１風向変更部１０ａの吹出範囲に相当する。第２風向変更部１０ｂか
らの乾燥空気Ｑｂが第２風向変更部１０ｂの吹出範囲に相当する。乾燥空気Ｑａの範囲と
乾燥空気Ｑｂの範囲とを足した範囲が上記吹出範囲を超えた前後方向に広がる除湿範囲に
相当する。さらに、乾燥空気Ｑａが乾燥する洗濯物Ｃａであり、乾燥空気Ｑｂが乾燥する
洗濯物Ｃｂであり、洗濯物Ｃａの範囲と洗濯物Ｃｂの範囲とを足した範囲が除湿範囲に相
当する。第１風向変更部１０ａの吹出範囲の上部分と第２風向変更部１０ｂの吹出範囲の
下部分とが一部重複している。以下にこの内容を詳述する。
【００５２】
　使用者は、運転ボタン２２によって除湿機１００の運転を開始させた後、左ルーバー設
定ボタン２３を操作する。図６に示すように、使用者は、左ルーバー設定ボタン２３の上
下設定ボタン２３ａを操作し、「前方」、「上方」又は「ワイド」から、１つのモードを
選択する。「前方」を選択すると、筐体１の正面方向Ｆの約８０度の上下角度において往
復運動を行う。この往復運動の上下角度は、適宜狭くも広くもできる。「上方」を選択す
ると、筐体１の上方向Ｕの約８０度の上下角度において往復運動を行う。この往復運動の
上下角度は、適宜狭くも広くもできる。「ワイド」を選択すると、筐体１の正面方向Ｆか
ら上方向Ｕにかけて約１６０度の上下角度において往復運動を行う。この往復運動の上下
角度は、適宜狭くも広くもできる。
【００５３】
　図７に示すように、使用者は、左ルーバー設定ボタン２３の左右設定ボタン２３ｂを操
作し、「中央」、「左」又は「ワイド」から、１つのモードを選択する。「中央」を選択
すると、筐体１の中央の約３０度の左右角度において往復運動を行う。この往復運動の左
右角度は、適宜狭くも広くもできる。「左」を選択すると、筐体１の左方向Ｌの約３０度
の左右角度において往復運動を行う。この往復運動の左右角度は、適宜狭くも広くもでき
る。「ワイド」を選択すると、筐体１の中央から左側にかけて約６０度の左右角度におい
て往復運動を行う。この往復運動の左右角度は、適宜狭くも広くもできる。
【００５４】
　使用者によって押下された、左ルーバー設定ボタン２３の上下設定ボタン２３ａと左右
設定ボタン２３ｂとは、動作制御部２０ａに信号を送信する。動作制御部２０ａが上下設
定ボタン２３ａと左右設定ボタン２３ｂとから信号を受信すると、動作制御部２０ａが第
１上下用モータ１２ａ及び第１左右用モータ１４ａを制御する。第１上下用モータ１２ａ
が駆動されると、上下方向ルーバー１１ａが動く。第１左右用モータ１４ａが駆動される
と、左右方向ルーバー１３ａが動く。
【００５５】
　左ルーバー設定ボタン２３の上下設定ボタン２３ａを操作して「前方」が選択されると
、第１上下用モータ１２ａが動作制御部２０ａによって上下方向ルーバー１１ａを筐体１
の正面方向Ｆの約８０度の上下角度を往復運動させるように制御される。同様に、「上方
」が選択されると、第１上下用モータ１２ａが動作制御部２０ａによって上下方向ルーバ
ー１１ａを筐体１の上方向Ｕの約８０度の上下角度を往復運動させるように制御される。
「ワイド」が選択されると、第１上下用モータ１２ａが動作制御部２０ａによって上下方
向ルーバー１１ａを筐体１の正面方向Ｆから上方向Ｕにかけて約１６０度の上下角度を往
復運動させるように制御される。
【００５６】
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　左ルーバー設定ボタン２３の左右設定ボタン２３ｂを操作して「中央」が選択されると
、第１左右用モータ１４ａが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバー１３ａを筐体１
の中央の約３０度の左右角度を往復運動させるように制御される。同様に、「左」が選択
されると、第１左右用モータ１４ａが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバー１３ａ
を筐体１の左方向Ｌの約３０度の左右角度を往復運動させるように制御される。「ワイド
」が選択されると、第１左右用モータ１４ａが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバ
ー１３ａを筐体１の中央から左方向Ｌにかけて約６０度の左右角度を往復運動させるよう
に制御される。
【００５７】
　使用者は、左ルーバー設定ボタン２３を操作後に、右ルーバー設定ボタン２４を操作す
る。使用者は、右ルーバー設定ボタン２４の上下設定ボタン２４ａを操作し、「前方」、
「上方」又は「ワイド」から、１つのモードを選択する。使用者は、右ルーバー設定ボタ
ン２４の左右設定ボタン２４ｂを操作し、「中央」、「右」又は「ワイド」から、１つの
モードを選択する。
【００５８】
　使用者によって押下された、右ルーバー設定ボタン２４の上下設定ボタン２４ａと左右
設定ボタン２４ｂとは、動作制御部２０ａに信号を送信する。動作制御部２０ａが上下設
定ボタン２４ａと左右設定ボタン２４ｂとから信号を受信すると、動作制御部２０ａが第
２上下用モータ１２ｂ及び第２左右用モータ１４ｂを制御する。第２上下用モータ１２ｂ
が駆動されると、上下方向ルーバー１１ｂが動く。第２左右用モータ１４ｂが駆動される
と、左右方向ルーバー１３ｂが動く。
【００５９】
　右ルーバー設定ボタン２４の上下設定ボタン２４ａを操作して「前方」が選択されると
、第２上下用モータ１２ｂが動作制御部２０ａによって上下方向ルーバー１１ｂを筐体１
の正面方向Ｆの約８０度の上下角度を往復運動させるように制御される。同様に、「上方
」が選択されると、第２上下用モータ１２ｂが動作制御部２０ａによって上下方向ルーバ
ー１１ｂを筐体１の上方向Ｕの約８０度の上下角度を往復運動させるように制御される。
「ワイド」が選択されると、第２上下用モータ１２ｂが動作制御部２０ａによって上下方
向ルーバー１１ｂを筐体１の正面方向Ｆから上方向Ｕにかけて約１６０度の上下角度を往
復運動させるように制御される。
【００６０】
　右ルーバー設定ボタン２４の左右設定ボタン２４ｂを操作して「中央」が選択されると
、第２左右用モータ１４ｂが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバー１３ｂを筐体１
の中央の約３０度の左右角度を往復運動させるように制御される。同様に、「右」が選択
されると、第２左右用モータ１４ｂが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバー１３ｂ
を筐体１の右方向Ｒの約３０度の左右角度を往復運動させるように制御される。「ワイド
」が選択されると、第２左右用モータ１４ｂが動作制御部２０ａによって左右方向ルーバ
ー１３ｂを筐体１の中央から右方向Ｒにかけて約６０度の左右角度を往復運動させるよう
に制御される。
【００６１】
　図８に示すように、吹出口４に配置された第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０
ｂとのそれぞれの動作範囲が別々に設定されて別々の吹出範囲に乾燥空気Ｑａ及び乾燥空
気Ｑｂを吹き出せる。第１風向変更部１０ａの上下方向ルーバー１１ａと左右方向ルーバ
ー１３ａとの動作範囲をそれぞれ設定できる。これにより、乾燥空気Ｑａの吹出し範囲は
、上下角度及び左右角度を別々に設定できる。また、第２風向変更部１０ｂの上下方向ル
ーバー１１ｂと左右方向ルーバー１３ｂとの動作範囲をそれぞれ設定できる。これにより
、乾燥空気Ｑｂの吹出し範囲は、上下角度及び左右角度を別々に設定できる。よって、使
用者は、干した洗濯物の範囲に合わせて、多様な送風範囲を選択できる。ここでは、第１
風向変更部１０ａからの風を洗濯物Ｃａに当たるように設定し、第２風向変更部１０ｂか
らの風を洗濯物Ｃｂに当たるように設定する。そして、第１風向変更部１０ａと第２風向
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変更部１０ｂとのそれぞれからの風が、洗濯物Ｃａと洗濯物Ｃｂにあたり、洗濯物が干さ
れていない範囲には送風されず、干された洗濯物の下の方に多く当たり、洗濯物が効率的
に早く乾燥させられる。
【００６２】
＜実施の形態１の効果＞
　実施の形態１によれば、除湿機１００は、吸込口３と吹出口４とが形成された筐体１を
備える。除湿機１００は、筐体１の内部に設けられ、空気中の水分を除去する除湿手段と
しての除湿部７を備える。除湿機１００は、吹出口４に設けられ、除湿部７で水分を除去
された乾燥空気Ｑａ及び乾燥空気Ｑｂの吹き出す筐体１の上下吹出方向を調整する複数の
上下風向調整手段としての第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂを備える。除
湿機１００は、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を別々に異な
らせて制御する制御手段としての制御装置２０を備える。
【００６３】
　この構成によれば、干した洗濯物に合わせて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部
１０ｂのそれぞれが多様な送風範囲に選択できる。そして、第１風向変更部１０ａ及び第
２風向変更部１０ｂのそれぞれからの風が、洗濯物Ｃａと洗濯物Ｃｂにあたり、洗濯物が
干されていない範囲には送風されず、に干された洗濯物の下の方になるべく常に当たり、
洗濯物が効率的に乾燥させられる。したがって、干された洗濯物が早く乾かせられ、洗濯
物の乾燥速度が向上でき、電気代が節約できる。また、干された洗濯物が早く乾き、乾い
た洗濯物が室内干し特有の臭いを発生させない。
【００６４】
　実施の形態１によれば、制御装置２０は、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１
０ｂの吹出範囲をこの吹出範囲を超えた除湿範囲の別々の部位で制御する。
【００６５】
　仮に第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲をこの吹出範囲を超え
た除湿範囲で往復動作させると、除湿範囲を往復動作する第１風向変更部１０ａ及び第２
風向変更部１０ｂからの風が干された一部の洗濯物の下の方に当たらない時間帯ができて
しまう。しかしこの構成によれば、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそ
れぞれが除湿範囲内の別々の部位の吹出範囲で別々に制御される。そして、第１風向変更
部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂからの風が洗濯物が干されていない範囲には送風され
ず、干された洗濯物の下の方に多く当たり、洗濯物が効率的に乾燥させられる。
【００６６】
　実施の形態１によれば、除湿機１００は、吹出口４に設けられ、乾燥空気Ｑａ及び乾燥
空気Ｑｂの吹き出す左右吹出方向を調整する左右風向調整手段としての左右方向ルーバー
１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂを備える。
【００６７】
　この構成によれば、干した洗濯物に合わせて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部
１０ｂ並びに左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが多様な送
風範囲に選択できる。このため、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれ
ぞれの風の左右幅が限られる場合でも、左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１
３ｂが第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれの風の左右幅を多様に
変更できる。そして、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びに左右方向ル
ーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれからの風が干された洗濯物の下の方
に多く当たり、洗濯物が効率的に乾燥させられる。
【００６８】
　実施の形態１によれば、左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂは、第１
風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれに対応して複数である２つ設けら
れている。
【００６９】
　この構成によれば、干した洗濯物に合わせて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部
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１０ｂ並びに左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが多様な送
風範囲に選択できる。このため、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれ
ぞれの風の左右幅が限られる場合でも、対応する左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ル
ーバー１３ｂのそれぞれが第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれの
風の左右幅を別々に制御自在に変更できる。
【００７０】
　実施の形態１によれば、制御装置２０は、左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバ
ー１３ｂを対応する第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれと一緒に
連動させる。
【００７１】
　この構成によれば、干した洗濯物に合わせて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部
１０ｂ並びにこれらに対応して一緒に連動した左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルー
バー１３ｂのそれぞれが多様な送風範囲に選択できる。また、第１風向変更部１０ａ及び
第２風向変更部１０ｂ並びにこれらに対応して一緒に連動した左右方向ルーバー１３ａ及
び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが１組ごとに別々に制御できて制御し易い。
【００７２】
　実施の形態１によれば、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂは、筐体１の
左右方向に分けて２つ設けられている。
【００７３】
　この構成によれば、筐体１の左右方向に分けて２つ設けられた上下風向調整手段が別々
に干された洗濯物を乾燥できる。
【００７４】
実施の形態２．
＜左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂ＞
　図９は、本発明の実施の形態２に係る除湿機１００の外観を示す斜視図である。図１０
は、本発明の実施の形態２に係る左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂの外観を示す正
面図である。図１１は、本発明の実施の形態２に係る左センサ部１６ａ及び右センサ部１
６ｂの内部構造を図１０のＣ－Ｃ断面で示す縦断面図である。図１２は、本発明の実施の
形態２に係る表面温度検出部１８（図１１参照）の検出領域を示す説明図である。ここで
は、上記実施の形態と同様の事項を省略し、その特徴部分を説明する。図９において、紙
面上の上方向は左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂの上方向Ｕであり、紙面上の下方
向は下方向Ｄである。
【００７５】
　図９に示すように、除湿機１００は、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂを備える
。左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂは、表面温度検出手段の一例として、表面温度
検出部１８を有する。図１１に示された表面温度検出部１８は、対象領域の表面温度を非
接触の状態で検出する部位である。表面温度検出部１８は、第１風向変更部１０ａと第２
風向変更部１０ｂとのそれぞれに対応し、除湿範囲の表面温度を非接触状態で検出するよ
うに２つの左センサ部１６ａと右センサ部１６ｂとに対応してそれぞれ設けられている。
【００７６】
　左センサ部１６ａは、筐体１の左方向Ｌの対象領域の表面温度を測定する。左センサ部
１６ａは、第１風向変更部１０ａの上下方向ルーバー１１ａの内側に配置されている。左
センサ部１６ａは、上下方向ルーバー１１ａの左右方向の中央の位置に配置されている。
【００７７】
　右センサ部１６ｂは、筐体１の右方向Ｒの対象領域の表面温度を測定する。右センサ部
１６ｂは、第２風向変更部１０ｂの上下方向ルーバー１１ｂの内側に配置されている。右
センサ部１６ｂは、上下方向ルーバー１１ｂの左右方向の中央の位置に配置されている。
【００７８】
　このように、左センサ部１６ａと右センサ部１６ｂとは、対応する第１風向変更部１０
ａと第２風向変更部１０ｂとのそれぞれと一緒に配置されている。第１風向変更部１０ａ
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と第２風向変更部１０ｂとは、左右方向ルーバー１３ａと左右方向ルーバー１３ｂとをそ
れぞれ一緒に有する。このため、左センサ部１６ａと右センサ部１６ｂとは、対応する左
右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂと、これら左右方向ルーバー１３ａ及
び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれに対応した第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更
部１０ｂと、一緒に配置されている。
【００７９】
　図１０及び図１１に示すように、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂは、センサケ
ース１７を有する。センサケース１７は、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂの外枠
となる部位である。センサケース１７は、筒状形状のセンサ上ケース１７ａと、センサ上
ケース１７ａの開口を閉じる蓋形状のセンサ下ケース１７ｂと、で構成されている。セン
サケース１７は、上下の軸及び左右の軸を中心にして回動可能である。左センサ部１６ａ
及び右センサ部１６ｂは、同形状である。
【００８０】
　左センサ部１６ａは、上下方向ルーバー１１ａの左右方向の中央の位置でリンク１５ａ
に接続されている。左センサ部１６ａは、リンク１５ａを介して左右方向ルーバー１３ａ
に接続されている。なお、左センサ部１６ａは、リンク１５ａを介さずに左右方向ルーバ
ー１３ａに直接設けられても良い。
【００８１】
　右センサ部１６ｂは、上下方向ルーバー１１ｂの左右方向の中央の位置でリンク１５ｂ
に接続されている。右センサ部１６ｂは、リンク１５ｂを介して左右方向ルーバー１３ｂ
に接続されている。なお、右センサ部１６ｂは、リンク１５ｂを介さずに左右方向ルーバ
ー１３ｂに直接設けられても良い。
【００８２】
　左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂは、正面方向が吹出方向に向くように設けられ
ている。左センサ部１６ａは、左右方向ルーバー１３ａの動きに合わせて左右方向ルーバ
ー１３ａと共に動く。左センサ部１６ａは、左右方向ルーバー１３ａの動く方向と同じ方
向に動く。左センサ部１６ａの正面方向は、第１風向変更部１０ａの吹出方向が変更され
た場合には変更された吹出方向に向く。
【００８３】
　右センサ部１６ｂは、左右方向ルーバー１３ｂの動きに合わせて左右方向ルーバー１３
ｂと共に動く。右センサ部１６ｂは、左右方向ルーバー１３ｂの動く方向と同じ方向に動
く。右センサ部１６ｂの正面方向は、第２風向変更部１０ｂの吹出方向が変更された場合
には変更された吹出方向に向く。
【００８４】
　図１１に示すように、表面温度検出部１８は、センサケース１７の内部に設けられてい
る。センサケース１７は、正面にセンサ窓４２を有する。センサ窓４２は、センサケース
１７の開口に取り付けられている。センサ窓４２は、赤外線の透過率が高い材料によって
形成されている。センサ窓４２は、ポリエチレン樹脂の成形部品である。センサ窓４２は
、吹出口４からの吹き出し空気が当たる領域から放射された赤外線が透過するように形成
されている。
【００８５】
　表面温度検出部１８は、センサ窓４２の背面側に配置されている。表面温度検出部１８
には、熱起電力を利用したものが用いられる。表面温度検出部１８は、赤外線吸収膜及び
サーミスタを有する。表面温度検出部１８の赤外線吸収膜は、センサ窓４２を透過する赤
外線を吸収する。
【００８６】
　赤外線吸収膜は、感熱部分を有する。赤外線吸収膜の感熱部分は、センサ窓４２を透過
した赤外線を吸収することによって昇温する。赤外線吸収膜の感熱部分は、温接点になる
。サーミスタは、冷接点の一例である赤外線吸収膜の感熱部分ではない部位の温度を検出
する。表面温度検出部１８は、上記の温接点と冷接点との温度差から、赤外線吸収膜に吸
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収された赤外線を発した領域、すなわち吹出領域の表面温度を検出する。
【００８７】
　センサケース１７の正面に取り付けられた樹脂シート４０は、センサ窓４２の部分に開
口４０ｃを設けて貼り付けられている。
【００８８】
　制御装置２０は、温度判定部２０ｃを有し、温度判定部２０ｃが表面温度検出部１８に
接続されている。表面温度検出部１８は、検出した表面温度の情報を電圧などの電気信号
に変換する。表面温度検出部１８は、変換した電気信号を制御装置２０に出力する。制御
装置２０は、表面温度検出部１８からの電気信号に基づいて動作する。
【００８９】
　温度判定部２０ｃは、表面温度検出部１８によって出力された電気信号に基づいて、表
面温度の判定を行う部位である。記憶部２０ｂには、表面温度の基準値の情報が記憶され
ている。温度判定部２０ｃは、表面温度検出部１８からの電気信号と記憶部２０ｂに記憶
された基準値の情報とに基づいて、表面温度の判定を行う。
【００９０】
　左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂは、検出する物体の表面温度の差から、乾燥対
象物、たとえば濡れた洗濯物の位置、大きさ又は乾燥具合を見分けるために用いられる。
左センサ部１６ａは、第１風向変更部１０ａに配置され、除湿機１００の左方向Ｌに干さ
れた洗濯物の表面温度を検出する。右センサ部１６ｂは、第２風向変更部１０ｂに配置さ
れ、除湿機１００の右方向Ｒに干された洗濯物の表面温度を検出する。つまり、図１２に
示すように、左センサ部１６ａの検出範囲が図１２の左半分範囲であり、右センサ部１６
ｂの検出範囲が図１２の右半分範囲である。
【００９１】
　図１２に示すように、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂが検出可能な領域は、全
走査範囲３００になっている。全走査範囲３００は、横方向である水平方向と、縦方向で
ある鉛直方向と、に拡がる面状の範囲である。左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂは
、制御装置２０によって、全走査範囲３００を水平方向と鉛直方向とに対して、複数に分
割された分割エリアとなるブロック３０１毎に表面温度を検出するように制御される。こ
れにより、広範囲の検出可能領域に対して、詳細な温度マップが作成できる。
【００９２】
　記憶部２０ｂに記憶された基準温度Ｔ０の情報は、濡れた洗濯物の温度を元に予め設定
されている。表面温度検出部１８からの電気信号と記憶部２０ｂに記憶された基準温度Ｔ
０の情報とに基づいて乾燥対象物である洗濯物の表面温度の判定が行われ、洗濯物が濡れ
ているか乾いているかが判断される。図１２に示すように、吹出領域である全走査範囲３
００を複数に分割した分割エリアとなるブロック３０１毎に表面温度が検出され、検出し
た物体の表面温度と基準温度Ｔ０とを比較して濡れた洗濯物などの位置又は大きさが見分
けられる。
【００９３】
　つまり、第１風向変更部１０ａに配置された左センサ部１６ａは、除湿機１００の左方
向Ｌの表面温度を検出するように配置されている。このため、除湿機１００の左方向Ｌの
濡れた洗濯物が検出でき、制御装置２０が第１風向変更部１０ａを濡れた洗濯物の方向の
みに送風するように制御する。
【００９４】
　第２風向変更部１０ｂに配置された右センサ部１６ｂは、除湿機１００の右方向Ｒの表
面温度を検出するように配置されている。このため、除湿機１００の右方向Ｒの濡れた洗
濯物が検出でき、制御装置２０が第２風向変更部１０ｂを濡れた洗濯物の方向のみに送風
するように制御する。
【００９５】
　制御装置２０は、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂが第１風向変更部１０ａ及び
第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を超えた干された洗濯物の広がる除湿範囲を検出した場
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合に、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を除湿範囲の別々の部
位で制御する。より詳しくは、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞ
れには、左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが一緒に配置さ
れている。これにより、左センサ部１６ａ及び右センサ部１６ｂが第１風向変更部１０ａ
及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を超えた干された洗濯物の広がる除湿範囲を検出し
た場合に、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を除湿範囲の別々
の部位で制御する。それと共に、制御装置２０は、これら第１風向変更部１０ａ及び第２
風向変更部１０ｂのそれぞれに対応した左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１
３ｂを別々に制御する。
【００９６】
　このように、吹出口４に配置された第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの
それぞれが動作できる。そして、その他に、第１風向変更部１０ａに配置された左センサ
部１６ａと第２風向変更部１０ｂに配置された右センサ部１６ｂとのそれぞれが全走査範
囲３００をブロック３０１毎に検出する。これにより、広い範囲の濡れた洗濯物が検出で
き、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれを左右方向で別々に送風
方向を制御できる。よって、洗濯物が干されていない範囲には送風されず、効率良く早く
洗濯物が乾燥させられる。さらに、無駄な電気代が削減される。
【００９７】
＜実施の形態２の効果＞
　実施の形態２によれば、除湿機１００は、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１
０ｂのそれぞれに対応し、除湿範囲の表面温度を非接触状態で検出する複数の表面温度検
出手段としての表面温度検出部１８を備える。
【００９８】
　この構成によれば、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれに対応
した複数の表面温度検出部１８を備えるので、複数の表面温度検出部１８のそれぞれの検
出した除湿範囲の表面温度に合わせて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの
それぞれが多様な送風範囲に選択できる。
【００９９】
　実施の形態２によれば、複数の表面温度検出部１８は、対応する第１風向変更部１０ａ
及び第２風向変更部１０ｂと一緒に配置されている。
【０１００】
　この構成によれば、複数の表面温度検出部１８のそれぞれが対応する第１風向変更部１
０ａ及び第２風向変更部１０ｂと一緒に検出範囲を変更でき、複数の表面温度検出部１８
が効率的に除湿範囲の表面温度を検出できる。
【０１０１】
　実施の形態２によれば、制御装置２０は、複数の表面温度検出部１８が第１風向変更部
１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を超えた除湿範囲を検出した場合に、第１風
向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を除湿範囲の別々の部位で制御する
。
【０１０２】
　仮に第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲をこの吹出範囲を超え
た除湿範囲で往復動作させると、除湿範囲を往復動作する第１風向変更部１０ａ及び第２
風向変更部１０ｂからの風が干された一部の洗濯物の下の方に当たらない時間帯ができて
しまう。しかしこの構成によれば、複数の表面温度検出部１８が検出した除湿範囲に合わ
せて第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれが除湿範囲内の別々の部
位の吹出範囲で別々に制御される。そして、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１
０ｂからの風が洗濯物が干されていない範囲には送風されず、干された洗濯物の下の方に
なるべく常に当たり、洗濯物が効率的に乾燥させられる。
【０１０３】
　実施の形態２によれば、複数の表面温度検出部１８は、対応する第１風向変更部１０ａ
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及び第２風向変更部１０ｂ並びにこれら第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ
のそれぞれに対応した左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂと一緒に配置
されている。
【０１０４】
　この構成によれば、複数の表面温度検出部１８の検出した干した洗濯物に合わせて第１
風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びに左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向
ルーバー１３ｂのそれぞれが多様な送風範囲に選択できる。このため、第１風向変更部１
０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれの風の左右幅が限られる場合でも、対応する左
右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが第１風向変更部１０ａ及
び第２風向変更部１０ｂのそれぞれの風の左右幅を別々に制御自在に変更できる。
【０１０５】
　実施の形態２によれば、制御装置２０は、複数の表面温度検出部１８が第１風向変更部
１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を超えた除湿範囲を検出した場合に、第１風
向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの吹出範囲を除湿範囲の別々の部位で制御する
と共に、これら第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれに対応した左
右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂを別々に制御する。
【０１０６】
　この構成によれば、複数の表面温度検出部１８の検出した干した洗濯物に合わせて第１
風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びにこれらに対応して一緒に連動した左右
方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが多様な送風範囲に選択でき
る。また、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びにこれらに対応して一緒
に連動した左右方向ルーバー１３ａ及び左右方向ルーバー１３ｂのそれぞれが各表面温度
検出部１８に対して１組ごとに別々に制御できて制御し易い。
【０１０７】
実施の形態３．
　図１３は、本発明の実施の形態３に係る除湿機１００の内部構造を示す説明図である。
ここでは、上記実施の形態と同様の事項を省略し、その特徴部分を説明する。
【０１０８】
　筐体１内には、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれに対応した
２つの左風路５ａ及び右風路５ｂが形成されている。左風路５ａ及び右風路５ｂは、除湿
部７（図２参照）の配置された風路５の下流側にて筐体１内で左右方向に２つに分岐され
て吹出口４ａ及び吹出口４ｂにそれぞれ至っている。
【０１０９】
　左風路５ａ及び右風路５ｂは、乾燥空気を吹出口４ａ及び吹出口４ｂに送風する左送風
手段６０ａ及び右送風手段６０ｂをそれぞれ有する。左送風手段６０ａは、送風ファン６
ａ及び図示しないファンモータを有する。右送風手段６０ｂは、送風ファン６ｂ及び図示
しないファンモータを有する。左送風手段６０ａの下流側に形成された吹出口４ａには、
第１風向変更部１０ａが配置されている。右送風手段６０ｂの下流側に形成された吹出口
４ｂには、第２風向変更部１０ｂが配置されている。左送風手段６０ａ及び右送風手段６
０ｂは、制御装置２０によってそれぞれ回転数を別々に制御される。このため、制御装置
２０は、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びに左送風手段６０ａ及び右
送風手段６０ｂを別々に制御する。
【０１１０】
　このように、吹出口４ａ及び吹出口４ｂのそれぞれに配置された第１風向変更部１０ａ
及び第２風向変更部１０ｂが別々に動作できる。また、第１風向変更部１０ａに配置され
た左センサ部１６ａと第２風向変更部１０ｂに配置された右センサ部１６ｂとのそれぞれ
が全走査範囲３００のブロック３０１毎の温度を検出する。これにより、広い範囲の濡れ
た洗濯物が検出でき、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂのそれぞれが左右
方向別々に送風方向を制御できる。よって、効率良く早く洗濯物が乾燥できる。さらに、
左送風手段６０ａ及び右送風手段６０ｂのそれぞれは、制御装置２０によって回転数を別
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々に制御される。これにより、第１風向変更部１０ａと第２風向変更部１０ｂとからの風
量がそれぞれ別々に変更できる。よって、ムラ無く洗濯物が乾燥できる。また、左方向の
洗濯物が乾燥したら、制御装置２０が左方向に対応する左送風手段６０ａを停止させるな
どの制御により、無駄な電気代が更に削減できる。
【０１１１】
＜実施の形態３の効果＞
　実施の形態３によれば、筐体１は、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂの
それぞれに対応した複数である２つの左風路５ａ及び右風路５ｂを有する。２つの左風路
５ａ及び右風路５ｂは、乾燥空気Ｑａ及び乾燥空気Ｑｂを吹出口４ａ及び吹出口４ｂに送
風する左送風手段６０ａ及び右送風手段６０ｂをそれぞれ有する。制御装置２０は、第１
風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びに左送風手段６０ａ及び右送風手段６０
ｂを別々に制御する。
【０１１２】
　この構成によれば、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更部１０ｂ並びに左送風手段
６０ａ及び右送風手段６０ｂが別々に制御され、第１風向変更部１０ａ及び第２風向変更
部１０ｂのそれぞれが異なる風量で多様な送風範囲に選択できる。
【０１１３】
　なお、上記実施の形態は、いずれも可能な限り組み合わせて実施しても良い。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　筐体、２　車輪、３　吸込口、４、４ａ、４ｂ　吹出口、５　風路、５ａ　左風路
、５ｂ　右風路、６　ファンモータ、６ａ、６ｂ　送風ファン、７　除湿部、８　貯水部
、９　フィルター、１０ａ　第１風向変更部、１０ｂ　第２風向変更部、１１ａ　上下方
向ルーバー、１１ｂ　上下方向ルーバー、１２ａ　第１上下用モータ、１２ｂ　第２上下
用モータ、１３ａ　左右方向ルーバー、１３ｂ　左右方向ルーバー、１４ａ　第１左右用
モータ、１４ｂ　第２左右用モータ、１５ａ、１５ｂ　リンク、１６ａ　左センサ部、１
６ｂ　右センサ部、１７　センサケース、１７ａ　センサ上ケース、１７ｂ　センサ下ケ
ース、１８　表面温度検出部、２０　制御装置、２０ａ　動作制御部、２０ｂ　記憶部、
２０ｃ　温度判定部、２０ｄ　設定部、２１　操作部、２２　運転ボタン、２３　左ルー
バー設定ボタン、２３ａ　上下設定ボタン、２３ｂ　左右設定ボタン、２４　右ルーバー
設定ボタン、２４ａ　上下設定ボタン、２４ｂ　左右設定ボタン、３０ａ、３０ｂ　軸、
４０　樹脂シート、４０ｃ　開口、４２　センサ窓、６０ａ　左送風手段、６０ｂ　右送
風手段、１００　除湿機、２００　専用ハードウェア、２０１　プロセッサ、２０２　メ
モリ、３００　全走査範囲、３０１　ブロック。
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