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(57)【要約】
【課題】加湿機能が不要なときに、加湿機能とは異なる
機能を発揮させることができる加湿機能付き空気清浄機
を提供する。
【解決手段】本体１内に設けた送風装置８の吸気側に設
けられる空気清浄部１４と、この送風装置８の吐出側に
着脱自在に設けられるトレイ部６を備え、このトレイ部
６は加湿部１０６Ａに代えて、湿度または臭気を低減す
る第１空質改善手段１０を収納可能とすることにより、
乾燥する冬季には加湿機能を発揮し、季節や室内環境の
変化で高湿度または臭気が問題となる場合は、除湿機能
を追加することができ、または脱臭機能を強化すること
ができる加湿機能付き空気清浄機を提供できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体内に設けた送風装置の吸気側に設けられる空気清浄部と、この送風装置の吐出側に着
脱自在に設けられるトレイ部を備え、このトレイ部は加湿部に代えて、湿度または臭気を
低減する第１空質改善手段を収納可能とした加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項２】
第１空質改善手段の外観形状および構成する部品の形状を加湿部と略同一形状とした請求
項１記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項３】
第１空質改善手段は平板形状の複数の平行な処理基材となし、この処理基材を送風装置の
風向に対して略平行に配置した請求項１記載の加湿機能付き空気清浄機。
【請求項４】
第１空質改善手段は空気中の臭気成分を吸着する脱臭部とした請求項１～３のいずれかに
記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項５】
第１空質改善手段は空気中の水分を取り除く除湿部とした請求項１～３のいずれかに記載
の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項６】
送風装置の吐出側に加熱部を設け、第１空質改善手段を加熱して、再生可能とした請求項
１～５のいずれかに記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項７】
第１空質改善手段を横長の円筒形状に設けて、回転駆動手段により回転可能とした請求項
１～６のいずれかに記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項８】
トレイ部は加湿用の貯水を除菌するこの除菌ユニットに代えて、薬効成分を付加する第２
空質改善手段を収納可能とした請求項１記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項９】
第２空質改善手段は、トレイ部に設けた通水口に対応して閉鎖する閉鎖壁部を除菌フレー
ムに設けた請求項８記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項１０】
第２空質改善手段は芳香成分を含有する芳香部とした請求項８または９記載の加湿機能付
き空気清浄装置。
【請求項１１】
第２空質改善手段は防虫成分を含有する防虫部とした請求項８または９記載の加湿機能付
き空気清浄装置。
【請求項１２】
第１空質改善手段は除湿部、第２空質改善手段を芳香部、空気清浄部を集塵フィルターと
した請求項１０記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項１３】
第１空質改善手段を除湿部、第２空質改善手段を防虫部、空気清浄部を集塵フィルターと
した請求項１０記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気を浄化しながら加湿することのできる加湿機能付空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の加湿機能付空気清浄機の一例として空気清浄ユニットと加湿ユニットを
設けた加湿機能付空気清浄機が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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　以下、その加湿機能付空気清浄機について図８および図９を参照にしながら説明する。
【０００４】
　図に示すように、空気流路１０１内に配置されたフィルター１０２と、フィルター１０
２の下流側に設けられる送風手段１０３と、空気流路１０１の空気が選択的に取り込まれ
る加湿流路１０４と、加湿流路１０４に配置された加湿手段１０５とを設け、加湿手段１
０５の加湿フィルター１０６はトレー１０７内に配置され、トレー１０７内には水タンク
１０８からの水が供給され、加湿フィルター１０６を湿らせるように設け、また、加湿流
路１０４の断面積より加湿フィルター１０６の投影面積を小さく形成しており、加湿流路
１０４と加湿フィルター１０６の上方および側方面には隙間を設け構成している。　
【０００５】
　また、図１０に示すように、加湿フィルター１０６Ａを円筒形状にして、回転可能に支
持するとともに、除菌ユニット１０９をトレー１０７Ａの底面に備えた構成の加湿装置も
知られている。
【特許文献１】特開２００５－６１６５５号公報（［００２２］［００２５］図１、図２
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来の加湿機能付き空気清浄機では、室内が乾燥する冬季は加湿機能を利用
する機会は多いが、湿度の比較的高い夏場において加湿機能を利用することは少なく、こ
の場合、給水しない状態で加湿フィルターや除菌ユニットを本体のトレーに収納したまま
空気清浄運転するときに、加湿流路に通風するような不正規な使用となる可能性があり、
また加湿機能を使用しないシーズンも、加湿フィルターや水タンクが本体の余分なスペー
スを占有しているという課題があり、加湿機能が不要なときには、加湿機能とは異なる新
たな機能を発揮させて空気清浄機を有効に利用できるようにすることが要求されている。
【０００７】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、加湿機能が不要なときに、加
湿機能とは異なる機能を発揮させることができる加湿機能付き空気清浄機を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の加湿機能付き空気清浄機は、上記目的を達成するために、本体内に設けた送風
装置の吸気側に設けられる空気清浄部と、この送風装置の吐出側に着脱自在に設けられる
トレイ部を有し、このトレイ部は加湿部に代えて、湿度または臭気を低減する第１空質改
善手段を収納可能としたものである。
【０００９】
　また、他の手段は、第１空質改善手段の外観形状および構成する部品の形状を加湿部と
略同一形状としたものである。
【００１０】
　また、他の手段は、第１空質改善手段は平板形状の複数の平行な処理基材となし、この
処理基材を送風装置の風向に対して略平行に配置したものである。
【００１１】
　また、他の手段は、第１空質改善手段は空気中の臭気成分を吸着する脱臭部としたもの
である。
【００１２】
　また、他の手段は、第１空質改善手段は空気中の水分を取り除く除湿部としたものであ
る。
【００１３】
　また、他の手段は、送風装置の吐出側に加熱部を設け、第１空質改善手段を加熱して、
再生可能としたものである。
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【００１４】
　また、他の手段は、第１空質改善手段を横長の円筒形状に設けて、回転駆動手段により
回転可能としたものである。
【００１５】
　また、他の手段は、トレイ部は加湿用の貯水を除菌するこの除菌ユニットに代えて、薬
効成分を付加する第２空質改善手段を収納可能としたものである。
【００１６】
　また、他の手段は、第２空質改善手段は、トレイ部に設けた通水口に対応して閉鎖する
閉鎖壁部を除菌フレームに追加して設けたものである。
【００１７】
　また、他の手段は、第２空質改善手段は芳香成分を含有する芳香部としたものである。
【００１８】
　また、他の手段は、第２空質改善手段は防虫成分を含有する防虫部としたものである。
【００１９】
　また、他の手段は、第１空質改善手段は除湿部、第２空質改善手段を芳香部、空気清浄
部を集塵フィルターとしたものである。
【００２０】
　また、他の手段は、第１空質改善手段を除湿部、第２空質改善手段を防虫部、空気清浄
部を集塵フィルターとしたものである。
【００２１】
　これらの手段により、加湿機能が不要なときに、加湿機能とは異なる機能を発揮させる
ことができる加湿機能付き空気清浄機が得られる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、乾燥する冬季には加湿機能を発揮し、季節や室内環境の変化で高湿度
または臭気が問題となる場合は、除湿機能を追加することができ、または脱臭機能を強化
することができるという効果のある加湿機能付き空気清浄機を提供することができる。
【００２３】
　また、加湿部から第１空質改善手段への交換作業が簡単にできるとともに、部品点数を
少なくして、製造コストを抑制することができる。
【００２４】
　また、気流が処理基材の表面に沿って通過するときに、水分や臭気を効果的に除去する
とともに、空気抵抗を低減し、吹出口から風向を安定させて吹き出すことができる。
【００２５】
　また、加湿部に代えて、脱臭部をトレイ部に収納することにより、ペットなどの臭気が
気になる場合でも、空気清浄部の脱臭機能に加えて、トレイ部に収納した脱臭部により、
さらに強力に脱臭することができる。
【００２６】
　また、加湿部に代えて、除湿部をトレイ部に収納することにより、洗濯物を室内に干し
ている場合などに、洗濯物に除湿した空気浄化された風を送ることができ、また除湿部か
ら水分が漏出しても、トレイ部にて水分を貯えることができる。
【００２７】
　また、第１空質改善手段としての除湿部または脱臭部を長期使用すると劣化して機能が
低下するが、加熱することで水分または臭気成分を放出して再生することができ、本来の
機能を回復することができる。
【００２８】
　また、空質改善手段として円筒形状の除湿部または脱臭部を回転させることで、通風に
よる目詰まりや欠損などの劣化が特定部位に固定されることがなく、長寿命化を図ること
ができる。
【００２９】
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　また、除菌ユニットに代えて、薬効成分を付加する第２空質改善手段をトレイ部に組込
むことにより、気化した薬効成分を室内に放出することができる。
【００３０】
　また、第２空質改善手段は、トレイ部に設けた通水口に対応して閉鎖する閉鎖壁部を除
菌フレームに設けているので、通水口からのエアリークをなくすことができ、空気清浄機
能の低下を防止できる。
【００３１】
　また、芳香成分を含浸した芳香部を、除菌ユニットに代えてトレイ部に装着することに
より、気化した芳香成分を室内に広く放出することができる。
【００３２】
　また、防虫成分を含浸した防虫部を、除菌ユニットに代えてトレイ部に装着することに
より、気化した防虫成分を室内に広く放出することができる。
【００３３】
　また、梅雨時期に部屋干しした洗濯物の乾燥を促し、芳香部により部屋干しの嫌な臭い
を改善することができる。
【００３４】
　また、除湿と防虫の効果を得ることができるので、梅雨時期に害虫の発生しにくい乾燥
を促し、防虫部の防虫成分により害虫を室内に侵入するのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明の請求項１記載の加湿機能付き空気清浄機は、本体内に設けた送風装置の吸気側
に設けられる空気清浄部と、この送風装置の吐出側に着脱自在に設けられるトレイ部を有
し、このトレイ部は加湿部に代えて、湿度または臭気を低減する第１空質改善手段を収納
可能としたものであり、加湿部を除湿機能または脱臭機能を備えた第１空質改善手段に交
換できるようにすることにより、乾燥する冬季には加湿機能を発揮し、高湿度または臭気
が問題となる状況の場合は、加湿部の代わりに第１空質改善手段を収納することにより、
空気清浄機能だけでなく、除湿機能を追加することができ、または脱臭機能を強化するこ
とができるという作用を有する。
【００３６】
　また、第１空質改善手段の外観形状および構成する部品の形状を加湿部と略同一形状と
したものであり、第１空質改善手段の外観形状を加湿部と略同一形状にすることで、加湿
部から第１空質改善手段に入れ替えるときはトレイ部に容易に収納でき、交換作業が簡単
にできるとともに、加湿部の部品を一部共用することができるので、部品点数を少なくし
て、製造コストを抑制することができるという作用を有する。
【００３７】
　また、第１空質改善手段は平板形状の複数の平行な処理基材となし、この処理基材を送
風装置の風向に対して略平行に配置したものであり、第１空質改善手段として、平板形状
の複数の処理基材を平行に配置し、この処理基材を送風装置からの風向と略平行に配列し
ているので、送風装置からの気流が処理基材の表面に沿って通過するときに、水分や臭気
の除去を効果的に行なうとともに、風向と平行に配列しているので空気抵抗を低減し、さ
らに平行に配置した処理基材は整流効果を発揮して吹出口から安定した風向で吹き出すこ
とができるという作用を有する。
【００３８】
　また、第１空質改善手段は空気中の臭気成分を吸着する脱臭部としたものであり、本体
の吸気側に設けた空気清浄部に活性炭などの脱臭フィルターが備えつけられており、さら
に脱臭成分を脱臭部としてトレイ部に収納することで、二重の脱臭効果が得られるという
作用を有する。
【００３９】
　また、第１空質改善手段は空気中の水分を取り除く除湿部としたものであり、加湿部に
代えて、除湿部をトレイ部に収納することにより、室内湿度が高い場合や、洗濯物を室内
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に干している場合に、空気清浄部を通過した清浄空気を乾燥させて、室内に乾燥空気を送
り、洗濯物に除湿した風を送ることができ、除湿部から吸湿した水分が漏出しても、外部
に染み出さないようにトレイ部にて水分を貯えることができるという作用を有する。
【００４０】
　また、送風装置の吐出側に加熱手段１６を設け、第１空質改善手段を加熱して、再生可
能としたものであり、加湿運転時に利用する送風装置の吐出口に設けられた加熱手段１６
を利用して、除湿部または脱臭部に温風を当てることで、除湿部または脱臭部の劣化時に
再生が可能となるものであり、吸込口および吐出口の近傍に湿度センサーを設け、この湿
度センサーの検知湿度の差がなくなると、加熱手段１６を加熱し、除湿部または脱臭部の
再生が可能となるという作用を有する。
【００４１】
　また、第１空質改善手段を横長の円筒形状に設けて、回転駆動手段により回転可能とし
たものであり、除湿部または脱臭部に設けた受動ギアを、本体側に設けた駆動ギアに噛合
う位置に合わせわせて収納し、回転させることにより、円筒形状の除湿部または脱臭部に
は均一に通風され、長期間使用した場合も、通風による目詰まりや欠損などの劣化が特定
部位に固定されることがなく、長寿命化を図ることができるという作用を有する。
【００４２】
　また、トレイ部は加湿用の貯水を除菌するこの除菌ユニットに代えて、薬効成分を付加
する第２空質改善手段を収納可能としたものであり、除菌ユニットに代えて、薬効成分を
付加する第２空質改善手段をトレイ部に組込むことにより、空気清浄機能だけでなく、気
化した薬効成分を室内に放出して、薬効成分を室内に充満させることができるという作用
を有する。
【００４３】
　また、第２空質改善手段は、トレイ部に設けた通水口に対応して閉鎖する閉鎖壁部を除
菌フレームに設けたものであり、加湿部に給水せずに空気清浄運転を行なうと、トレイ部
に水がないため、トレイ部から給水タンクへの通水口からのエアリークによって、性能の
低下につながるが、第２空質改善手段はトレイ部に設けた通水口に対応して閉鎖する閉鎖
壁部を除菌フレームに設けて、収納時に通水口を覆う形状としているので、通水口からの
エアリークをなくすことができ、空気清浄機能の低下を防止できるという作用を有する。
【００４４】
　また、第２空質改善手段は芳香成分を含有する芳香部としたものであり、芳香成分を発
泡剤に含浸したものを除菌フレームに組込んだ芳香部を、除菌ユニットに代えてトレイ部
に装着することにより、芳香機能を付加することができ、気化した芳香成分を室内に広く
放出することができるという作用を有する。
【００４５】
　また、第２空質改善手段は防虫成分を含有する防虫部としたものであり、防虫成分を発
泡剤に含浸したものを除菌フレームに組込んだ防虫部を、除菌ユニットに代えてトレイ部
に装着することにより、防虫機能を付加することができ、気化した防虫成分を室内に広く
放出することができるという作用を有する。
【００４６】
　また、第１空質改善手段は除湿部、第２空質改善手段を芳香部、空気清浄部を集塵フィ
ルターとしたものであり、夏場などの湿度が高い状態で、洗濯物の乾燥に対応した運転が
可能となり、集塵フィルターによる空気浄化に加えて、湿度を下げるとともに、部屋干し
臭いを改善する芳香を発生することができるという作用を有する。
【００４７】
　また、第１空質改善手段を除湿部、第２空質改善手段を防虫部、空気清浄部を集塵フィ
ルターとしたものであり、夏場などの湿度が高い状態で、害虫が室内へ侵入するのを防ぐ
のに対応した運転が可能となり、集塵フィルターによる空気浄化に加えて、湿度を下げる
とともに、防虫成分を発生することができるという作用を有する。
【００４８】
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　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。
【００４９】
　（実施の形態１）
　図１～図３に示すように、加湿機能付き空気清浄機は本体１内に設けた送風装置８の吸
気側に空気清浄部１４を設け、送風装置８の吐出側に着脱可能に収納したトレイ部６を備
えている。トレイ部６は着脱可能に設けた加湿部１０６Ａに代えて、湿度または臭気を低
減する第１空質改善手段１０を収納可能としている。ここで、第１空質改善手段１０とし
て、空気中の臭気成分を吸着する脱臭部１０Ａまたは空気中の水分を取り除く除湿部１０
Ｂを設置している。
【００５０】
　また、脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂの外観形状および構成する部品の形状を加湿部
１０６Ａと略同一形状としている。すなわち脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂを加湿部１
０６Ａと同様の横長の円筒形状に設け、さらに回転駆動手段２０により回転可能としてい
る。
【００５１】
　また、送風装置８の吐出側に加熱手段１６Ａを設け、脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂ
を加熱して、再生可能としている。
【００５２】
　上記構成により、加湿部１０６Ａを脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂに交換できるよう
にすることにより、乾燥する冬季には加湿機能を発揮し、高湿度または臭気が問題となる
状況の場合は、加湿部１０６Ａの代わりに脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂを収納するこ
とにより、空気清浄機能だけでなく、除湿機能を追加することができ、または脱臭機能を
強化することができる。
【００５３】
　また、脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂの外観形状を加湿部１０６Ａと略同一形状にす
ることで、加湿部１０６Ａから脱臭部１０Ａまたは除湿部１０Ｂに入れ替えるときはトレ
イ部６に容易に収納でき、交換作業が簡単にできるとともに、加湿部１０６Ａの部品を一
部共用することができるので、部品点数を少なくして、製造コストを抑制することができ
る。
【００５４】
　すなわち第１空質改善手段１０として除湿部１０Ｂを利用するときは、フレーム１７か
ら加湿フィルターを取外し、加湿フィルターと同一形状の除湿フィルターをフレーム１７
に取付けることにより、除湿部１０Ｂを構成することができる。除湿部１０Ｂの基材は主
にウレタンを用い、除湿成分としては塩化カルシウム、シリカゲル、生石灰を用いる。
【００５５】
　これらの除湿成分を除湿部１０Ｂとしてトレイ部６に収納することで、本体１の吸気口
１３より吸込まれた空気が除湿成分により湿気を吸収する。
【００５６】
　除湿成分として塩化カルシウムをした場合、塩化カルシウムは湿気を吸収すると溶けて
水溶液になる。押入れ等に使うタンク型の除湿器は、湿度が高いときに長い間放置してい
ると容器の上部から水溶液が溢れる可能性があるが、トレイ部６前面に設けた水位窓によ
り、除湿して溜まった水位を確認することができる。
【００５７】
　また、加湿部１０６Ａを外して除湿部１０Ｂをトレイ部６に収納する場合は、室内湿度
が高い場合や、洗濯物を室内に干しているときに、空気清浄部１４を通過した清浄空気を
乾燥させて、室内に乾燥空気を送り、洗濯物に乾いた風を送ることができ、さらに除湿部
１０Ｂから吸湿した水分が漏出しても、外部に染み出さないようにトレイ部６にて水分を
貯えることができる。
【００５８】
　つぎに、第１空質改善手段１０として脱臭部１０Ａを利用するときは、脱臭フィルター
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１０ａをフレーム１７に取付けることにより、脱臭部１０Ａを構成することができる。
【００５９】
　脱臭部１０Ａの基材は硬質ウレタンを用い、脱臭成分としては活性炭、ゼオライト、セ
ラミックス、シリカゲルなどを用いる。これらの脱臭成分を脱臭部１０Ａとしてトレイ部
６に収納することで、本体１の吸気口より吸込まれた空気が脱臭成分により臭気成分が吸
着される。
【００６０】
　また、加湿部１０６Ａを外して脱臭部１０Ａをトレイ部６に収納する場合は、通常は本
体１の吸気側に設けた空気清浄部１４に活性炭などの脱臭フィルター（図示せず）が備え
つけられているので、さらに脱臭成分を脱臭部１０Ａとしてトレイ部６に収納することに
より、二重の脱臭効果が得られ、臭気大なるペット臭を素早く除去したいときに有効であ
る。
【００６１】
　また、加湿運転時に使用可能となる送風装置８の吐出口に設けられた加熱部１０６Ａを
利用して、除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａに温風を当てることで、除湿部１０Ｂまたは
脱臭部１０Ａの劣化時に再生が可能となるものであり、吸込口および吐出口の近傍に設け
た湿度センサーの検知湿度の差がなくなると、加熱部１０６Ａを加熱する運転モードに切
り換えることにより、除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａの再生が可能となる。
【００６２】
　また、除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａに設けた受動ギア１８ａを、本体１側に設けた
回転駆動手段２０の駆動ギア（図示せず）に噛合う位置に合わせて収納し、回転させるこ
とにより、円筒形状の除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａには均一に通風され、長期間使用
した場合も、通風による目詰まりや欠損などの劣化が特定部位に固定されることがなく、
長寿命化を図ることができる。さらに、除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａの再生時におい
ても、温風を均一に通風できるので、除湿部１０Ｂまたは脱臭部１０Ａの再生運転を安全
かつ効率よく行なうことができる。
【００６３】
　（実施の形態２）
　図４に示すように、第１空質改善手段１０は平板形状の複数の平行な処理基材１０Ｃを
有し、この処理基材１０Ｃを送風装置８の風向に対して略平行に配置した構成としている
。また、処理基材１０Ｃの形状は中心側に開口のあるリング形状としてよいものである。
【００６４】
　上記構成により、第１空質改善手段１０として、平板形状の複数の処理基材１０Ｃを平
行に配置し、この処理基材１０Ｃを送風装置８からの風向と略平行に配列しているので、
送風装置８からの気流が処理基材１０Ｃの表面に沿って通過するときに、水分や臭気の除
去を効果的に行なうとともに、風向と平行に配列しているので空気抵抗を低減し、さらに
平行に配置した処理基材１０Ｃは整流効果を発揮して吹出口７から安定した風向で吹き出
すことができる。
【００６５】
　このように本発明の実施の形態２の加湿機能付き空気清浄機によれば、気流が処理基材
１０Ｃの表面に沿って通過するときに、水分や臭気を効果的に除去するとともに、空気抵
抗を低減し、吹出口７から風向を安定させて吹き出すことができる。
【００６６】
　（実施の形態３）
　図５に示すように、トレイ部６は加湿用の貯水を除菌する除菌ユニットに代えて、第２
空質改善手段１１として薬効成分を付加した芳香部１１Ａまたは防虫部１１Ｂを設けてい
る。すなわち、芳香部１１Ａは薬効成分として芳香成分を含有するものであり、防虫部１
１Ｂは薬効成分として防虫成分を含有するものである。
【００６７】
　また、芳香部１１Ａまたは防虫部１１Ｂは、トレイ部６に設けた通水口２１に対応して
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閉鎖する閉鎖壁部１９ａを除菌フレーム１９に追加して設けた形状をなし、この閉鎖壁部
１９ａ以外は除菌ユニット１０９と略同一形状をなしている。
【００６８】
　上記構成により、除菌ユニット１０９に代えて、薬効成分を付加する第２空質改善手段
１１をトレイ部６に組込むことにより、空気清浄機能だけでなく、気化した薬効成分を室
内に放出して、薬効成分を室内に充満させることができるものである。
【００６９】
　芳香部１１Ａは、芳香成分を発泡剤に含浸したものを除菌フレーム１９に組込んだもの
であり、除菌ユニット１０９と略同一形状であり、トレイ部６に収納可能である。芳香部
１１Ａは、発泡性ウレタン基材に、芳香成分として窒素系消臭剤、香料、界面活性剤（非
イオン、陰イオン）、珪酸カルシウム、イソパラフィン系溶剤などを含浸させている。
【００７０】
　このように、芳香成分を除菌フレーム１９に組込んだ芳香部１１Ａを、除菌ユニット１
０９に代えてトレイ部６に装着することにより、芳香機能を付加することができ、気化し
た芳香成分を室内に広く放出することができる。
【００７１】
　また、防虫部１１Ｂを除菌ユニット１０９に代えてトレイ部６に装着することにより、
防虫機能を付加することができ、気化した防虫成分を室内に広く放出することができる。
【００７２】
　防虫部１１Ｂは、防虫成分を発泡剤に含浸したものを除菌フレーム１９に組込んだもの
であり、除菌ユニット１０９と略同一形状であり、トレイ部６に収納可能である。防虫部
１１Ｂの基材には発砲ウレタンを用い、防虫成分にはフィトンチッド、パラジクロロベン
ゼン、「ピレスロイド系」と言われる化学物質、天然唐辛子成分、発酵アルコール（酒精
）、緑茶ポリフェノールなどを用いることができる。
【００７３】
　また、加湿部１０６Ａに給水せずに空気清浄運転を行なう場合は、トレイ部６に水がな
いため、トレイ部６から給水タンク１２Ａへの通水口２１からのエアリークによって、性
能の低下につながるが、芳香部１１Ａまたは防虫部１１Ｂはトレイ部６に設けた通水口２
１に対応して閉鎖する閉鎖壁部１９ａを除菌フレーム１９に追加して設け、収納時に通水
口２１を覆う形状としているので、通水口２１からのエアリークをなくすことができ、空
気清浄機能の低下を防止することができる。
【００７４】
　（実施の形態４）
　図２、図３および図５に示すように、第１空質改善手段１０は除湿部１０Ｂ、第２空質
改善手段１１を芳香部１１Ａ、空気清浄部１４を集塵フィルター１４Ａとしている。
【００７５】
　上記構成により、夏場などの湿度が高い状態で、洗濯物の乾燥に対応した運転が可能と
なり、集塵フィルター１４Ａによる空気浄化に加えて、湿度を下げるとともに、部屋干し
臭いを改善する芳香を発生することができる。
【００７６】
　なお、第２空質改善手段１１として、芳香部１１Ａに代えて防虫部１１Ｂとしてもよく
、この場合は夏場などの湿度が高い状態で、害虫が室内へ侵入するのを防ぐのに対応した
運転が可能となり、集塵フィルター１４Ａによる空気浄化に加えて、湿度を下げるととも
に、防虫成分を発生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の実施の形態１の加湿機能付き空気清浄機の外観正面図
【図２】同、実施の形態１および４の断面図
【図３】（イ）同、実施の形態１および４の第１空質改善手段を示す分解斜視図、（ロ）
同、第１空質改善手段を示す外観斜視図
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【図４】（イ）同、実施の形態２の第１空質改善手段を示す外観斜視図、（ロ）同、実施
の形態２の他の第１空質改善手段を示す外観斜視図
【図５】同、実施の形態１および４の第１空質改善手段の取付状態を示す要部断面図
【図６】同、実施の形態３のトレー部を示す側断面図
【図７】同、実施の形態３および４のトレー部を示す正面断面図
【図８】従来の加湿機能付き空気清浄機を示す側断面図
【図９】同、正面断面図
【図１０】同、平面断面図
【符号の説明】
【００７８】
　１　　　　本体
　６　　　　トレイ部
　８　　　　送風装置
　１０　　　第１空質改善手段
　１０Ａ　　脱臭部
　１０Ｂ　　除湿部
　１０Ｃ　　処理基材
　１１　　　第２空質改善手段
　１１Ａ　　芳香部
　１１Ｂ　　防虫部
　１４　　　空気清浄部
　１４Ａ　　集塵フィルター
　１６　　　加熱手段
　１７　　　フレーム
　１９　　　除菌フレーム
　１９ａ　　閉鎖壁部
　２１　　　通水口
　１０６Ａ　加湿部
　１０９　　除菌ユニット
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