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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除湿機能部（３）および加湿機能部（４）を含む調湿機能部（３、４）を有する本体（
１０）と、
　平面視において少なくとも前記除湿機能部（３）と前記加湿機能部（４）との両方と重
なる部分を有する位置に配置され、当接部（５５）を有している水受け部（５０）と、
　天面に開口を有し、前記水受け部（５０）の下方位置に着脱可能に収容されるタンク（
４０）と、
　前記タンク（４０）が前記水受け部（５０）に対する所定位置以外の位置に位置して前
記当接部（５５）と前記タンク（４０）とが当接していないことにより第１水量の水を保
持可能な第１状態と、前記タンク（４０）が前記所定位置に位置して前記当接部（５５）
と前記タンク（４０）の一部とが当接していることにより前記水受け部（５０）に水を保
持させない第２状態とを、前記水受け部（５０）の傾斜角度を変えることにより切り替え
る切替機構（５１、５５、４０）と、
を備え、
　前記水受け部（５０）は、回動するための軸（５１）、前記軸（５１）の近傍に設けら
れた注ぎ口（５２）、前記除湿機能部（３）からの水を捕水する除湿水受け（５３）、お
よび、前記除湿水受け（５３）とは前記軸（５１）に対して反対側の端部に配置され前記
加湿機能部（４）からの水を捕水する加湿水受け（５４）を有している、
調湿装置（１）。
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【請求項２】
　前記加湿機能部（４）は、回転することによって前記タンク（４０）から送られてくる
水を蒸発させる略円形状の気化部材（４１）であり、
　前記加湿水受け（５４）は、平面視において少なくとも前記加湿機能部（４）の下端部
近傍部分において重なっている部分と、平面視において前記加湿機能部（４）と重なって
いない部分と、を有している、
請求項１に記載の調湿装置（１）。
【請求項３】
　前記当接部（５５）は、下面からさらに下方に突出したリブであり、前記タンク（４０
９）の挿入方向に行くにしたがって突出程度が増大するように形成されている、
請求項１または２に記載の調湿装置（１）。
【請求項４】
　前記第２状態では、前記調湿機能部（３、４）から落下する水の全ては、前記水受け部
（５０）を介して前記タンク（４０）に流れ込む、
請求項１から３のいずれか１項に記載の調湿装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調湿装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、除湿装置等のドレン水が生じる装置では、生じたドレン水を貯めるためのタンク
が設けられている。このタンクは、所定量の水を貯めることができるが、運転を続けてい
くうちに、満水状態となってしまうため、タンクを本体から抜き出して、貯まった水を捨
てる必要がある。この場合、タンクを本体から一時的に抜き出すことになるが、タンクが
本体から無い間は、タンクが存在していた場所に向けて本体内部に残存していたドレン水
や新たに生じたドレン水がしたたり落ちて、周囲に水が漏れ出すことがある。
【０００３】
　これに対して、例えば、以下に示す特許文献１に記載の除湿機では、タンクの抜き差し
に応じて、ドレン水を排水タンクに向けて導くドレン口を弁体によって開閉する機構の除
湿機が提案されている。ここでは、タンクが本体に差し込まれている状態では、ゴムパッ
キン等で形成された弁体はドレン口を塞ぐことのない場所に位置し、タンクが本体から抜
かれた状態で、ゴムパッキン等で形成された弁体がドレン口を塞ぐ場所に移動する機構が
採用されている。
【特許文献１】特開２００３－２１４６５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に記載の除湿機では、タンクの抜き差しに応じて、ドレン口を
塞いだり塞がなかったりするために、弁体としての新たな部材およびそれを動かす機構が
必要になっている。
【０００５】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、簡易な構成によ
ってタンクを抜き取った状態での捕水を行うことが可能な調湿装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１発明に係る調湿装置は、本体、水受け部、タンク、および、切替機構を備えている
。本体は、除湿機能部および加湿機能部を含む調湿機能部を有している。水受け部は、平
面視において少なくとも除湿機能部と加湿機能部との両方と重なる部分を有する位置に配
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置され、当接部を有している。タンクは、天面に開口を有し、水受け部の下方位置に着脱
可能に収容される。切替機構は、タンクが水受け部に対する所定位置以外の位置に位置し
て当接部とタンクとが当接していないことにより第１水量の水を保持可能な第１状態と、
タンクが所定位置に位置して当接部とタンクの一部とが当接していることにより水受け部
に水を保持させない第２状態とを、水受け部の傾斜角度を変えることにより切り替える。
水受け部は、回動するための軸、軸の近傍に設けられた注ぎ口、除湿機能部からの水を捕
水する除湿水受け、および、除湿水受けとは軸に対して反対側の端部に配置され加湿機能
部からの水を捕水する加湿水受けを有している。
【０００７】
　ここでは、調湿機能部から落ちてくる水を水受け部が一旦受けることができる。そして
、タンクが所定位置にいるか否かに起因して、切替機構が、水受け部の状態を第１状態と
第２状態とに切り替える。このため、タンクが水受け部の下方に位置している状態では、
切替機構は、水受け部を第２状態にして、調湿機能部から落ちてきて水受け部で受け止め
られた水をさらに下方のタンクまで開口内を目掛けて落とす。そして、タンクが水受け部
の下方に位置していない状態では、切替機構は、水受け部を第１状態にして、調湿機能部
から落ちてくる水をさらに下方のタンクに導くことなく、水受け部において少なくとも第
１水量の水を保持することができる。これにより、簡易な構成によって、タンクを本体か
ら抜き取った状態であっても、タンク外への水の落水を低減させることが可能になる。
【０００８】
　ここでは、タンクが本体に挿入されて所定位置に存在している第２状態では、水受け部
に水を捕水させない。したがって、水受け部を清潔に保つことが可能になる。例えば、タ
ンクが満水に至らない状態で運転停止され、タンク内の水の排水必要性が無い状態でタン
クが挿入されたまま長く放置されることがあっても、水受け部は捕水を行っていないため
、水受け部を清潔に保つことが可能になる。
【０００９】
　ここでは、タンクが所定位置に位置しているか否かに起因させて、水受け部の傾斜角度
を変更するだけの構造で、第１状態と第２状態とを切り替えることができる。これにより
、構成をより簡素化させることが可能になる。
【００１０】
　ここでは、タンクが所定位置に存在するか否かによる水受け部の傾斜状態の変化を、当
接部を介して行うことができる。これにより、切替機構を簡素な構成で実現することが可
能になる。
【００１１】
　ここでは、除湿機能だけでなく加湿機能をも有している調湿装置において、加湿および
除湿のいずれの機能を実行する場合であっても、各機能部から落ちる水を捕水することが
可能になる。
【００１２】
　第４発明に係る調湿装置は、第１発明から第３発明のいずれかの調湿装置において、第
２状態では、調湿機能部から落下する水の全ては、水受け部を介してタンクに流れ込む。
【００１３】
　ここでは、調湿機能部から落下する水の全ては、タンクに至る前に、水受け部で受け止
められる。
【００１４】
　したがって、タンクが所定位置に存在しない第１状態では、調湿機能部からの落水を全
て捕水できるため、周囲への水漏れをよりいっそう防止することが可能になる。
【発明の効果】
【００１５】
　第１発明の調湿装置では、簡易な構成によって、タンクを本体から抜き取った状態であ
っても、タンク外への水の落水を低減させることが可能になり、水受け部を清潔に保つこ
とが可能になり、構成をより簡素化させることが可能になり、切替機構を簡素な構成で実
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現することが可能になり、除湿機能だけでなく加湿機能をも有している調湿装置において
、加湿および除湿のいずれの機能を実行する場合であっても、各機能部から落ちる水を捕
水することが可能になる。
【００１６】
　第４発明の調湿装置では、タンクが所定位置に存在しない第１状態では、調湿機能部か
らの落水を全て捕水できるため、周囲への水漏れをよりいっそう防止することが可能にな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　＜調湿空気清浄装置の構成＞
　本発明の一実施形態に係る調湿空気清浄装置は、除湿機能、加湿機能および空気清浄機
能を有しており、除湿運転時は除湿機として、加湿運転時は加湿機として、空気清浄運転
時は空気清浄機として働く。また、本実施形態の調湿空気清浄装置では、単一機能だけで
なく、同時に複数の機能を組合せて稼働させることができる。例えば、本実施形態の調湿
空気清浄装置１は、空気清浄機能と除湿機能とを同時に発揮させたり、空気清浄機能と加
湿機能とを同時に発揮させたり、除湿機能と加湿機能とを同時に発揮させたりすることが
できる。
【００１８】
　以下、図面を参照しながら、本実施形態に係る調湿空気清浄装置１を説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る調湿空気清浄装置１の外観斜視図である。
【００２０】
　図１において、調湿空気清浄装置１は、本体ケーシング１０、送風機２、除湿ユニット
３、加湿ユニット４、空気清浄部５、制御部６、タンク４０および後述するドレンパン５
０（図２３参照）等を備えている。ここで、送風機２、除湿ユニット３、加湿ユニット４
、空気清浄部５、制御部６およびドレンパン５０等は、本体ケーシング１０の内部に収容
されている。
【００２１】
　以下、図１で示す矢印Ａの上流側を正面側とし、矢印Ａの下流側を背面側とし、以下説
明する。
【００２２】
　なお、側および方という語は、ある一つの向きを意味しているものとする。これに対し
て、方向という語は、ある一つの向きと、その向きとは反対側の向きと、の両方を含む意
味とする。
【００２３】
　ここで、挿入側とは、例えば、本体ケーシング１０とタンク４０とを同一床面（平面）
上に配置した場合において、タンク４０が本体ケーシング１０のタンク引出口１２に挿入
される際に、タンク４０が進む向きであり、相対的な向きを意味するものとする。
【００２４】
　本実施形態では、ユーザが容易に調湿空気清浄機１を移動させることができるように、
本体ケーシング１０の本体底面１５（室内の床面と対向する面）に、キャスター１９（図
１１等参照）が設けられている。
【００２５】
　本体ケーシング１０には、上方部分に制御部６が配置され、下方部分にタンク４０を挿
入するための挿入スペースＳが設けられており、制御部５と挿入空間Ｓとの間に除湿ユニ
ット３および加湿ユニット４が配置されている。さらに、図２３に示すように、除湿ユニ
ット３および加湿ユニット４と、挿入スペースＳもしくはタンク４０との間に、後述する
ドレンパン５０が配置されている。
【００２６】
　送風機２は、本体ケーシング１０内部の背面側に位置している。そして、調湿空気清浄
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装置１は、正面視において、正面側から背面側に向けて、空気清浄部５、除湿ユニット３
、加湿ユニット４、送風機２の順で並んで配置されている。送風機２が稼働されることに
より空気流路Ａが形成され、正面側から吸い込まれた被調和対象の空気は、空気清浄部５
を通過して清浄化され、除湿ユニット３を通過した後に加湿ユニット４を通過して送風機
２を介して再び被調和対象空間に送り出される。制御部６は、本体ケーシング１０内の上
方に位置しており、空気清浄部５、除湿ユニット３、加湿ユニット４および送風機２をそ
れぞれ制御する。
【００２７】
　図２は、除湿ユニットおよび加湿ユニットの斜視図である。
【００２８】
　図２において、加湿ユニット４は、除湿ユニット３に対して背面側に位置している。図
１、図２において、加湿ユニット４の一部である気化素子４１が加湿ユニット４から飛び
出ておりタンク４０および水車４２が取り出されているメンテナンス状態をそれぞれ示し
ているが、運転状態では気化素子４１は加湿ユニット４の所定位置に収容され、タンク４
０および水車４２は本体ケーシング１０の下方のスペースである挿入スペースＳに収容さ
れた状態となっている。
【００２９】
　＜除湿ユニット＞
　図３は、除湿ユニットの斜視図である。
【００３０】
　図３において、除湿ユニット３は、吸着素子３１、ヒータ３２、第２送風機３３、送風
管３４および熱交換部３５、排水口３８（図４参照）を有している。
【００３１】
　吸着素子３１は、ハニカム構造体であり、ゼオライト粉末、バインダーおよび膨張剤を
混合して練り上げた多孔質の材料によって円板状に成形されている。ここでのバインダー
としては、例えば、変性ＰＰＥ、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂などの熱可
塑性樹脂から選択されたものである。膨張剤は、ハニカム構造体の成形時に膨張すること
で、無数の気泡を形成させる。このため、吸着素子３１は、水分に対して高い吸着性を有
している。
【００３２】
　ヒータ３２は、吸着素子３１の背面側の一部に対向して配置されている。このヒータ３
２は、略扇形形状であって、吸着素子３１の背面側の６分の１程度を覆う位置に設けられ
ている。
【００３３】
　第２送風機３３は、吸着素子３１の上方部分から背面側に向けて突出するような形状を
有している。ヒータ３２と第２送風機３３とは空気の流通ができるように第１送風管３４
ａによって連絡されている。第２送風機３３が稼働することで、空気流れが形成され、第
１送風管３４ａを矢印で図示する方向へ流れる。そして、ヒータ３２近傍に流れてきた空
気は、そこで加熱されて高温空気となる。
【００３４】
　送風管３４は、第１送風管３４ａ、第２送風管３４ｂ、第３送風管３４ｃおよび第４送
風管３４ｄを有している。ヒータ３２によって加熱された高温空気は、対向する吸着素子
３１の背面側から吸着素子３１の厚み方向の正面側に向かって進み、吸着素子３１の正面
側からに流れ出る。ここで、吸着素子３１の領域のうち高温空気が通過した領域では、高
温空気によって暖められることで、保持していた水分が、第２送風機３３による空気流れ
にのって放出される。
【００３５】
　吸着素子３１を背面側から前面側に向けて通過した空気は、吸着素子３１から放出され
た水分を含むことにより、高温高湿空気となり、第２送風管３４ｂに進む。第２送風管３
４ｂは、吸着素子３１を通過してきた高温高湿空気の略全部を抵抗なく第３送風管３４ｃ
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に向かわせるために、吸着素子３１の一部を正面側から覆うようにして形成されている。
第２送風管３４ｂは、外形が正面視略扇形であって、上述したヒータ３２と共に吸着素子
３１の同一部分を挟むような位置に設けられ、吸着素子３１の正面側の６分の１程度を覆
っている。
【００３６】
　第３送風管３４ｃは、第２送風管３４ｂから流れてくる高温高湿空気を、吸着素子３１
の径方向外側の外周に沿って正面視右側に導く。第３送風管３４ｃには、前後方向に貫通
する複数の長孔３５ａが設けられており、空気流路Ａの一部となっている。第３送風管３
４ｃを流れる高温高湿空気は、長孔３５ａを形作っている壁面に接触しながら流れる。こ
のため、長孔３５ａを含む空気流路Ａを通過する空気は、第３送風管３４ｃを流れる高温
高湿空気との間で熱交換を行い、互いに混ざり合うことなく、第３送風管３４ｃ内を流れ
る空気から熱量を奪う。このため、長孔３５ａを形作っている壁面に接触した高温高湿空
気は冷却され、長孔３５ａを形作っている壁面の第３送風管３４ｃ内側では結露が生じる
。この結露水は、第３送風管３４Ｃ内において下方に流れ落ちつつ、図４に示す鉛直方向
に貫通した排水口３８を通じて、後述のドレンパン５０を介してタンク４０へ流れ込む。
【００３７】
　第４送風管３４ｄは、第３送風管３４ｃと第２送風機３３とを連絡している。第３送風
管３４ｃを通過する高温高湿空気は、複数の長孔３５ａを形作っている壁面に接触して熱
量と水分を奪われた後に、第４送風管３４ｄを通って第２送風機３３に吸い込まれる。
【００３８】
　長孔３５ａは、吸着素子３１の径方向外側の一部を囲むように設けられており、複数の
長孔３５ａによって熱交換部３５を形成している。除湿ユニット３は、厚み方向の寸法が
ほぼ同じ値に設定された平坦領域３ａが形成されており、第３送風管３４ｃと熱交換部３
５とは、この平坦領域３ａに含まれる。
【００３９】
　図４は、除湿ユニット３を背面側から視た正面図である。
【００４０】
　図４において、除湿ユニット３は、駆動モータ３６をさらに有している。駆動モータ３
６は、ピニオン歯車３６１を有している。そして、吸着素子３１の外周には、ピニオン歯
車３６１と噛み合う従動歯車３１１が設けられている。駆動モータ３６が稼働している間
、ピニオン歯車３６１と噛み合っている従動歯車３１１に動力を伝えることで、吸着素子
３１は回転する。そして、吸着素子３１が回転しながら、本体ケーシング１０に吸い込ま
れた空気が空気流路Ａを通過することで、吸着素子３１の一部を通過する。この空気が吸
着素子３１を通過する際に、吸着素子３１は通過しようとする空気中の水分を吸着して保
持し、通過後の空気の水分を低減させる。そして、吸着素子３１が回転を続けることで吸
着素子３１のうち水分を保持している部分が、ヒータ３２と対向する位置にまで移動し、
加熱される。これにより水分を保持していた吸着素子３１の一部は、保持していた水分を
その場で放出し、ほとんど水分を保持していない状態となる。そして、吸着素子３１は、
回転を続けることで、空気流路Ａを通過して来る新たな空気と接触し、この新たな空気か
ら水分を吸着して保持する。このようにして、吸着素子３１が回転することにより、水分
の吸着と放出を繰り返すことができる。
【００４１】
　図１において、本体ケーシング１０の最上面には、空気清浄運転、除湿運転および加湿
運転を選択入力可能な選択パネル１１が設けられている。この選択入力を受け付ける選択
パネル１１は、制御部６と通信可能に接続されている。選択パネル１１には、吸着素子３
１の回転と停止とを選択できる選択ボタン３７が含まれており、除湿運転時に選択ボタン
３７をオフ状態に切り替えると、吸着素子３１の回転が停止し、積極的な除湿運転が停止
される。このとき、ヒータ３２と第２送風機３３は依然として稼働し続けているので、高
温空気は送風管３４内を循環する。このため、空気流路Ａを流れる空気は、熱交換部３５
を通過するときに暖められ、調和対象空間に暖められた空気を放出することができるので
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、小規模な暖房を行うことができる。このときに後述する加湿ユニット４を同時に稼働さ
せることによって、暖房加湿運転を行うことができる。なお、本実施形態では、制御部６
に予め暖房加湿運転モードが設定されており、選択パネル１１から暖房加湿運転を選択で
きるようにしている。
【００４２】
　＜加湿ユニット＞
　図５は、加湿ユニットの斜視図である。
【００４３】
　図５において、加湿ユニット４は、本体内部除湿ユニット３の背面側に設けられており
、気化素子４１、水車４２および駆動部４３を有している。この加湿ユニット４は、タン
ク４０の中に貯留されている水が供給されることで、加湿を行う。このタンク４０は、空
気流路Ａを通る空気の加湿に用いる水源であり、本体ケーシング１０の挿入スペースＳに
対して脱着可能に収納されている。タンク４０内の水が不足している場合には、加湿用の
水を補充するために、ユーザは、本体ケーシング１０のタンク引出口１２からタンク４０
を引き出して、水の補充を行う。なお、本実施形態の調湿空気清浄装置１においては、除
湿ユニット３の機能を発揮させることで捕獲されてタンク４０に貯まった水を、加湿ユニ
ット４における加湿機能の発揮に利用することができるため、単に加湿のみを行う従来の
加湿器と比較して水の補充頻度を低減させることができている。
【００４４】
　気化素子４１は、不織布で円板状に成形され、回転することによってタンク４０から送
られてくる水を蒸発させる気化部材である。気化素子４１は外周に第１歯車４１１を有し
ており、第１歯車４１１は駆動部４３によって駆動歯車４３１が回転することによって回
転させられる。気化素子４１は、気化素子４１の下端がタンク４０の満水状態における水
位よりも上方に位置するように配置されているので、タンク４０内の水とは直接接触して
いない。
【００４５】
　図６は、背面側から見た加湿ユニット４およびタンク４０の斜視図である。
【００４６】
　図６において、水車４２は、その軸がタンク４０に設けられた軸受４０ａに指示される
ことで、タンク４０に対して回転可能に支持されている。そして、水車４２は、軸を中心
として回転することで、タンク４０内の水面下に位置する部分でタンク４０内の水を捕ら
え、気化素子４１と面している水面上の部分まで汲み上げ、水車４２が汲み上げた水が水
車４２から放たれるようにして、気化素子４１に対して水を供給する。ここで、加湿ユニ
ット４の厚み方向の寸法を小さくし、調湿空気清浄装置１自体の厚みをコンパクト化させ
るために、気化素子４１と水車４２は、各回転の軸が略並行の位置関係にあり、互い対向
して隣接配置されている。
【００４７】
　ここで、水車４２は、軸を中心として回転しつつ、タンク４０の水をより上方に位置す
る気化素子４１にまで運ぶために、水車４２の背面側の外周近傍には、軸方向に窪んで形
成された略台形状の凹部４２１ａが複数設けられている。
【００４８】
　図７は、水車４２の分解斜視図である。
【００４９】
　図７において、水車４２は、車輪４２１、車輪カバー４２２および第２歯車４２３等が
組み合わされて形成されている。
【００５０】
　車輪４２１には、背面側に向けて窪んだ複数の凹部４２１ａが円周を沿うように配置さ
れて形成されている。
【００５１】
　車輪カバー４２２には、軸方向に貫通した略台形状の複数の孔４２２ａが形成されてい
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る。そして、車輪４２１と車輪カバー４２２とは、車輪４２１の複数の凹部４２１ａが、
車輪カバー４２２の複数の孔４２２ａとそれぞれ対向する位置関係において組み合わされ
ている。そして、孔４２２ａの大きさは、凹部４２１ａの窪みの上方近傍を縁取る略台形
形状の略半分程度であり、車輪４２１と車輪カバー４２２とが組み合わされた状態で、凹
部４２１ａの上方近傍を縁取る略台形形状の略半分程度が覆われて、略半分が開口した状
態となっている。これにより、車輪４２１と車輪カバー４２２とが組み合わされた状態で
は、車輪４２１と車輪カバー４２２の間に回転位置によっては鉛直方向に窪んだ状態とな
る受け溝を形成することができ、水を上方に汲み上げることが可能になっている。
【００５２】
　第２歯車４２３は、図６に示すように、気化素子４１の第１歯車４１１と噛み合う歯車
であり、回転の中心には、車輪４２１、車輪カバー４２２および第２歯車４２３が共有す
る回転軸４２４が設けられている。回転軸４２４を同軸として、第２歯車４２３、車輪カ
バー４２２、車輪４２１が順に重ねて組み合わされている。
【００５３】
　水車４２は、回転することによって、凹部４２１ａが順次タンク４０の水中を通過して
水面を離れる動作を繰り返す。ここで、凹部４２１ａが浸水したとき、孔４２２ａを介し
て凹部４２１ａへ水が流れ込み、車輪４２１と車輪カバー４２２の間に鉛直方向に窪んだ
受け溝は、内部が水で満たされた状態で水中から出ていく。
【００５４】
　水車４２がさらに回転し、水で満たされた状態の受け溝が最上位置に近づくにしたがっ
て、受け溝内の水は孔４２２ａを介して背面側下方に向けて流出し、最上位置を通過した
ときにほぼ全ての水が流出する。水は、流出する際に重力によってある程度の勢いが付加
されているので、凹部４２１ａと近接している気化素子４１の前面側に到達するように、
背面側に向かって流出する。
【００５５】
　図６において、回転軸４２４は、タンク４０の軸受４０ａに回転可能に支持されている
。そして、この軸受４０ａのタンク４０の底の上表面から軸受４０ａの軸芯までの高さが
、水車４２が配置されたときにタンク４０が最低水位のときであっても、水車４２の最下
位置における凹部４２１ａが水没する高さとなるように設定されている。
【００５６】
　また、軸受４０ａは、上半分が開いているので、タンク４０が本体ケーシング１０から
引き出されたときに、ユーザは水車４２をタンク４０から取り出して洗浄することができ
る。
【００５７】
　＜除湿ユニットと加湿ユニットとの位置関係＞
　図８は、除湿ユニット３と加湿ユニット４とが組み合わされた状態の斜視図である。
【００５８】
　図８において、加湿ユニット４は、除湿ユニット３の第２送風機３３の下方に、平面視
において互いに重なるように、配置されている。加湿ユニット４の気化素子４１は、除湿
ユニット３の吸着素子３１および図８では不可視の熱交換部３５と対向している。そして
、水車４２は、気化素子４１と熱交換部３５とで前後方向から挟まれるように配置されて
いる。
【００５９】
　＜気化素子の取り付け／取り出し機構＞
　図５、図６で示すように、気化素子４１は、本体ケーシング１０からの取り出しを容易
にするために、回転軸を前後方向に突出させていない形状に成形されている。
【００６０】
　そして、気化素子４１は、第１歯車４１１が駆動歯車４３１および第２歯車４２３と噛
み合うことによって両歯車４３１、４２３によって支持されている。第１歯車４１１が、
安定した姿勢を維持するために、駆動歯車４３１および第２歯車４２３は、第１歯車４１
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１の回転軸よりも下方に位置し、且つ気化素子４１の鉛直中心線の面に対して互いに反対
側に位置している。このため、気化素子４１は、軸支持されていなくても、安定して回転
することができ、本体ケーシング１０から取り出されるときには、突出する軸がないので
、本体ケーシング１０内部に引っ掛かることなく容易に取り出される。
【００６１】
　ここで、図１に示すように、本体ケーシング１０には、回転式の気化部材扉１６を開け
ることによって、開口する気化素子取出口１３が設けられている。これにより、気化素子
４１は、気化部材扉１６を開けることにより、気化素子取出口１３を介して取り出すこと
ができる。これによって、ユーザは、気化素子４１を取り出して交換することができる。
【００６２】
　＜タンクの挿入／抜き出し機構＞
　（タンクの詳細構成）
　図９に、タンクと水車と加湿ユニットとの位置関係を示す背面図を、図１０に、挿入ス
ペースに対してタンクを挿入する状態を示す背面図を、それぞれ示す。
【００６３】
　また、図１１に、本体底面とタンクとの位置関係を示す底面斜視図を、図１２に、挿入
スペースに対してタンクを挿入する状態を示す正面図を、それぞれ示す。
【００６４】
　タンク４０は、図９～１２に示すように、透明の樹脂で成型された、タンク正面４０ｆ
と、タンク背面４０ｂと、タンク挿入面４０ｓと、タンク底面４６と、タンクリブ４４と
、タンク曲面４５と、凸部４０ｃと、非透明の樹脂で成型された、タンク取出面４７と、
タンク取手４８と、軸受４０ａと、を備えている。
【００６５】
　タンク正面４０ｆは、図１２、図１、図２および図５等において示すように、タンク４
０の正面側の側面を構成している。また、このタンク正面４０ｆは、図１に示すように、
その面の一部を構成している添え部４０ｗを有している。この添え部４０ｗは、タンク正
面４０ｆの挿入側端部近傍において背面側に窪んだ形状を有している。このため、ユーザ
は、タンク４０を両手で保持する際に、例えば、左手の指をこの添え部４０ｗの窪みに入
れて、下から支えるようにしてタンク４０を取り上げることができる。
【００６６】
　タンク背面４０ｂは、図９、図１０、図１１および図６等において示すように、タンク
４０の背面側の側面を構成している。
【００６７】
　タンク挿入面４０ｓは、図１２、図２等において示すように、タンク４０の正面視左側
の側面、すなわち、タンク４０を本体ケーシング１０の挿入スペースＳに挿入する際に最
初に挿入スペースＳ内に入る側面を構成している。
【００６８】
　タンク底面４６は、図９、図１０、図１１および図１２等に示すように、タンク４０の
底面を構成している。また、タンク底面４６は、図１０、図１１および図１２に示すよう
に、タンク挿入面４０ｓから所定距離離れた部分からタンク挿入面４０ｓから離れるに従
って下方に傾斜したタンクテーパ４６ａを有している。
【００６９】
　タンク取出面４７は、図１１および図１２等において示すように、タンク４０の正面視
右側の側面を構成しつつ、タンク４０を本体ケーシング１０の挿入スペースＳに挿入した
状態では、本体ケーシング１０の正面視右側の側面の一部を構成する。また、このタンク
取出面４７は、図１、図５等に示すように、タンク取出面４７を板厚方向に貫通したタン
ク窓部４７ａが設けられている。
【００７０】
　以上のタンク正面４０ｆ、タンク背面４０ｂ、タンク挿入面４０ｓ、タンク底面４６お
よびタンク取出面４７によって器形状が形成され、タンク４０はその器の内側に水を貯め
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ることができる。
【００７１】
　タンク取手４８は、図１、図１０、図１１および図１２等に示すように、タンク取出面
４７の下方にＶ字形状に窪んだ溝であり、下方から上方に向けて手を差し入れて掴むこと
ができる。ユーザは、このタンク取手４８を掴んで、本体ケーシング１０からタンク４０
を抜き出したり、本体ケーシング１０に対してタンク４０を挿入したりすることができる
。
【００７２】
　タンクリブ４４は、図１０、図１１および図１２に示すように、背面視においてタンク
底面４６とタンク挿入面４０ｓとによって形成されるコーナーを縁取るようにして突出し
たリブであって、正面側の正面タンクリブ４４ｆと、背面側の背面タンクリブ４４ｂとの
２つが互いに平行に伸びるようにして設けられている。この正面タンクリブ４４ｆおよび
背面側の背面タンクリブ４４ｂは、共に、タンク底面４６の下面側からさらに鉛直方向下
方に伸びており、タンク４０の最も低い位置を構成しているため、タンク４０を床上に置
いた状態で、床と接触し、タンク４０を支える。
【００７３】
　そして、正面タンクリブ４４ｆおよび背面側の背面タンクリブ４４ｂは、正面タンクリ
ブ４４ｆおよび背面側の背面タンクリブ４４ｂの下端から上方に上がるにつれて挿入側を
含む方向の幅が広がっていくような形状を有しており、床面Ｇと正面タンクリブ４４ｆお
よび背面側の背面タンクリブ４４ｂとの接触面積が小さくなっており、タンク４０を床面
Ｇに対して滑らせる際の摩擦抵抗を低く抑えることができる。そして、床面Ｇと接触して
いない部分は、各部分が、所定の曲率半径によって、湾曲して形成されている。
【００７４】
　このタンクリブ４４は、図１９に示すように、タンクリブ４４の下端から、本体ケーシ
ング１０のキャスター１９によって地面から離れている本体底面１５の上面の高さ（高さ
ｈ５と高さｈ４との和）の高さに至るまでの間の挿入側の縁が、下端から上方に上がるに
つれてより挿入側に位置するように形成されている。このため、途中で挿入側に傾斜して
いない部分が無いため、後述するタンク４０の挿入時にその傾斜していない部分で挿入に
対する抵抗が増大してしまうという事態を避けることができるようになっている。
【００７５】
　なお、タンクリブ４４は、図１９に示すように、タンク底面４６の挿入側の端部近傍に
位置している。そして、タンク底面４６の上面を超える高さ位置まで設けられている。こ
のため、タンク４０と本体ケーシング１０とを床面Ｇに置いた状態で、タンクリブ４４に
支えられたタンク底面４６の下面が本体底面１５の上面よりも低い位置にあったとしても
、タンクリブ４４がタンク底面１５の上面を超える高さまで設けられており、さらに、本
体ケーシング１０の本体底面１５の上面を超える高さまで設けられているため、タンク４
０の挿入負荷を低減させることができる。
【００７６】
　そして、このタンクリブ４４の長手方向は、挿入側と略平行に形成されている。このた
め、挿入側に対して垂直に上下挿入補助部の長手方向が形成される構成と比較して、摩擦
を少なくすることができる。
【００７７】
　タンク曲面４５は、図１１、図１０および図１２に示すように、正面タンク曲面４５ｆ
と、背面タンク曲面４５ｂと、を有している。正面タンク曲面４５ｆは、タンク挿入面４
０ｓとタンク正面４０ｄとによって形成されるコーナーを両面がなめらかにつながるＲ形
状として、このＲ形状が鉛直方向に続いている形状を有している。背面タンク曲面４５ｂ
は、タンク挿入面４０ｓとタンク背面４０ｂとによって形成されるコーナーを両面がなめ
らかにつながるＲ形状として、このＲ形状が鉛直方向に続いている形状を有している。こ
の正面タンク曲面４５ｆと、背面タンク曲面４５ｂと、によって、タンク４０の挿入側端
部近傍は、挿入側に向かうにつれて、挿入側に略垂直な水平成分の幅が狭くなっていく形
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状となっている。このため、タンク４０の形状として、挿入側に向かうにつれて水平方向
の幅が狭くなっていることから、タンク４０を挿入する際に、水平方向についてもタンク
引出口１２内に導きやすくなる。
【００７８】
　また、本体ケーシング１０は、図１３等において示すように、タンク取出口１２の縁の
うち、本体正面１０ｆや本体背面１０ｂによって構成されている縁の位置よりも、本体底
面１５によって構成されている縁の位置のほうが、所定窪み距離ｈ２だけ挿入側に窪むよ
うに形成されている。これに対して、図１３に示すように、上述した正面タンク曲面４５
ｆや背面タンク曲面４５ｂの挿入側とは反対側の端部から、正面タンクリブ４４ｆや背面
側の背面タンクリブ４４ｂの挿入側端部までの間の所定厚さｈ３のほうが、本体ケーシン
グ１０の窪みである所定窪み距離ｈ２よりも短くなるように形成されている。これにより
、タンク４０の挿入時には、先に、正面タンク曲面４５ｆもしくは背面タンク曲面４５ｂ
が本体ケーシング１０の本体正面１０ｆや本体背面１０ｂのタンク取出口１２側の端部に
当接して、水平方向の位置がガイドされ、その後に、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背
面タンクリブ４４ｂによって上下方向の位置がガイドされることになる。
【００７９】
　軸受４０ａは、図６、図９および図１２に示すように、タンク４０のタンク底面４６の
上面側から上方に伸びており、先端が下方にわずかに窪んだ形状を有しており、水車４２
の回転軸４２４を回転自在に支持する。
【００８０】
　凸部４０ｃは、図６および図９に示すように、タンク取出面４７のタンク窓部４７ａの
開口に対応するようにして、タンク４０の側面の一部が周囲方向に突出した形状を有して
いる透明樹脂成型部である。この凸部４０ｃは、タンク窓部４７ａに嵌合されることで、
本体ケーシング１０の側面の一部を構成するタンク取出面４７の一部であるタンク窓部４
７ａに嵌められた透明な凸部４０ｃを介して、タンク４０内の水位を、タンク４０装着状
態であっても視認することができる。
【００８１】
　なお、本体ケーシング１０は、図１、図９、図１０、図１１および図１２に示すように
、本体底面１５を有している。そして、本体底面１５の下面側の４つのコーナーには、さ
らに下方に設けられたキャスター１９がそれぞれ設けられており、本体ケーシング１０を
４点で支えている。さらに、本体ケーシング１０は、図１に示すように、本体ケーシング
１０の正面側を構成する本体正面１０ｆと、本体ケーシング１０の背面側を構成する本体
背面１０ｂとを備えている。ここで、本体ケーシング１０に、タンク４０を挿入するため
に設けられた挿入スペースＳは、本体底面１５の上面側の面と、本体正面１０ｆの背面側
の面と、本体背面１０ｂの正面側の面と、によって囲まれたスペースである。この挿入ス
ペースＳは、図１に示すように、略水平方向に開口したタンク引出口１２を有している。
【００８２】
　また、本体ケーシング１０は、後述する図１３に示すように、本体底面１５のタンク引
出口１２側端辺は、本体正面１０ｆや本体背面１０ｂのタンク引出口１２側端辺の位置よ
りも、挿入方向に所定窪み距離ｈ２だけ内側に位置している。
【００８３】
　さらに、本体ケーシング１０の本体底面１５は、後述する図１９に示すように、タンク
引出口１２側端辺を構成する底面開口側端辺１５ｐと、この底面開口側端辺１５ｐ近傍に
おいて下方に窪んだ底面凹部１５ｄとを有している。すなわち、正面タンクリブ４４ｆや
背面側の背面タンクリブ４４ｂの挿入側とは反対側の端部は、タンク４０の挿入側端部近
傍に位置している。本体底面１５のタンク取出口１２近傍の上面側に設けられた底面凹部
１５ｄは、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリブ４４ｂと接触した状態で挿入
側とは反対側に向けて正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリブ４４ｂを移動させ
る場合に抵抗として機能する。
【００８４】
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　以下、この本体ケーシング１０の挿入スペースＳに対して、タンク４０が挿入される様
子について説明する。
【００８５】
　（タンクの挿入）
　図１で示したように、タンク４０は、本体ケーシング１０の挿入スペースＳに対して着
脱可能に設けられているため、引き出し式のタンク取出面４７のタンク取手４８を掴んで
タンク４０を挿入することによって、本体ケーシング１０のタンク引出口１２を介して挿
入スペースＳに挿入することができる。
【００８６】
　ここで、調湿空気清浄装置１の上方から見た断面図である、タンク４０と本体ケーシン
グ１０との位置関係を示す平面断面図を、図１３、図１４、図１５、図１６、図１７およ
び図１８においてそれぞれ示す。
【００８７】
　また、調湿空気清浄装置１の正面側から見た断面図である、タンク４０と本体ケーシン
グ１０との位置関係を示す正面断面図を、図１９、図２０、図２１および図２２において
それぞれ示す。
【００８８】
　ここで、図１６で示す平面状態は図１９の正面状態に対応し、図１７で示す平面状態は
図２０の正面状態に対応し、図１８で示す平面状態は図２１の正面状態に対応している。
【００８９】
　まず、ユーザは、タンク取手４８を掴んで、タンク４０のタンク挿入面４０ｓが、本体
ケーシング１０のタンク引出口１２の枠内に納まる位置となるように、タンク４０の位置
を移動させる。
【００９０】
　ここで、図１３に示すように、タンク正面４０ｆの正面側の面が本体正面１０ｆの背面
側の面より内側に位置せず、ｈ１の距離だけずれて点Ｑ１で当接している状態から矢印で
示す方向に挿入されようとする場合がある。
【００９１】
　なお、ここで、本体ケーシング１０は、図１３等において示すように、タンク取出口１
２の縁のうち、本体正面１０ｆや本体背面１０ｂによって構成されている縁の位置よりも
、本体底面１５によって構成されている縁の位置のほうが、所定窪み距離ｈ２だけ挿入側
に窪むように形成されている。これに対して、図１３に示すように、上述した正面タンク
曲面４５ｆや背面タンク曲面４５ｂの挿入側とは反対側の端部から、正面タンクリブ４４
ｆや背面側の背面タンクリブ４４ｂの挿入側端部までの間の所定厚さｈ３のほうが、本体
ケーシング１０の窪みである所定窪み距離ｈ２よりも短くなるように形成されている。
【００９２】
　このため、タンク４０を挿入する際に、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリ
ブ４４ｂが本体底面１５の所定窪み距離ｈ２だけ窪んだ部分に到達して本体底面１５の上
下方向の位置のガイドが行われるよりも先に、正面タンク曲面４５ｆもしくは背面タンク
曲面４５ｂが本体ケーシング１０のタンク取出口１２の縁のうち本体正面１０ｆや本体背
面１０ｂによって構成されている縁に当接して、タンク４０は、まず最初に、左右方向の
位置がガイドされることになる。したがって、タンク４０の挿入時には、まず、タンク４
０のタンク取出口１２に対する左右方向の位置のガイド（正面側と背面側とのズレの修正
）が行われ、その後に、上下方向の位置のガイド（高さ方向のズレの修正）が行われる、
という順で挿入される。
【００９３】
　この場合、このように、タンク４０の左右方向端部の位置が、本体ケーシング１０のタ
ンク引出口１２の左右の幅と対応していない位置から挿入される場合であっても、図１４
に示すように、正面タンク曲面４５ｆが湾曲形状であることにより、図１３における矢印
の方向にユーザが力を加えても、タンク４０は、図１４に示す矢印の向きに容易に移動し
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ていく。このため、タンク正面４０ｆの挿入側先端は、本体正面１０ｆの内側に位置する
ように点Ｑ２で当接した状態となる。したがって、タンク４０は、図１５に示すように、
点Ｑ３を支点として回転させるように挿入させることができ、タンク挿入面４０ｓは、本
体ケーシング１０のタンク引出口１２の枠内に納まることが可能な位置に、特段挿入方向
をユーザに意識させることなく導かれる。以上のタンク４０の水平方向の位置の調節は、
背面タンク曲面４５ｂが始めに本体背面１０ｂに当接した場合であっても同様である。
【００９４】
　そして、ユーザは、タンク挿入面４０ｓが、本体ケーシング１０のタンク引出口１２の
枠内に納まった状態で、さらに、タンク４０を挿入スペースＳ内に挿入させる。
【００９５】
　そうすると、図１６に示すように、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂ
の少なくともいずれか一方（両方同時であってもよい）が点Ｐ１において本体底面１５の
タンク取出口１２側端辺に当接した状態となる。この状態は、上述したように、正面断面
図で示すと図１９で示すような位置関係になっている。ここで、上述した底面開口側端辺
１５ｐの上面は、本体底面１５の４角に設けられたキャスター１９の高さや本体底面１５
の形状により持ち上げられた分の高さ（ｈ５）と、底面開口側端辺１５ｐ自体の厚み高さ
（ｈ４）と、によって、床面Ｇから鉛直上方にｈ４＋ｈ５だけ離れて位置している（キャ
スター１９は、図１９において奥行き方向もしくは手前方向に存在しているため点線で示
している）。このため、床面Ｇに当接した状態の正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンク
リブ４４ｂは、その一部が、図１９の点Ｐ１で示す床面Ｇから離れた点において底面開口
側端辺１５ｐと当接している。
【００９６】
　ここでは、タンク４０の正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂには、下端
から上方に上がるにつれて縁がより挿入側に位置している傾斜縁部分が設けられている。
そして、タンク４０に設けられた正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂの高
さは、少なくともタンク引出口１２近傍における本体底面１５の厚さ（ｈ４）よりも長く
伸びている。具体的には、ここでは、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂ
は、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂの下端からｈ４＋ｈ５の高さを超
える高さに至るまでの間の挿入側の縁が、途中で挿入側に傾斜していない部分を有するこ
となく、なだらかに、下端から上方に上がるにつれてより挿入側に位置するように形成さ
れている。
【００９７】
　このため、挿入側にタンク４０が進むようにタンク４０を床面Ｇに対して滑らせて、タ
ンク引出口１２を通じて本体ケーシング１０の挿入スペースＳに挿入する場合に、挿入が
楽になる。すなわち、タンク４０は、本体底面１５の厚み分によって挿入が遮られること
なく、タンク４０の正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂの傾斜縁部分が、
タンク引出口１２の縁のうちタンク底面１５を構成している底面開口側端部１５ｐの上端
近傍部分を滑るようにして、タンク４０の挿入側が本体底面１５の上面側の上に、挿入抵
抗の増大を抑えつつ、楽に滑り上がる。
【００９８】
　このように、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂの湾曲傾斜部分が底面
開口側端辺１５ｐの上面の高さ位置を超えた部分まで伸びて存在しているため、さらにユ
ーザがタンク４０を挿入スペースＳに挿入させる方向に軽い力を加えると、図２０に示す
ように、底面開口側端辺１５ｐとの当接点Ｐ２において、正面タンクリブ４４ｆおよび背
面タンクリブ４４ｂの湾曲傾斜部分が順次スライドしていくことで、タンク４０のタンク
挿入面４０ｓ側が挿入方向に移動しながら鉛直上方に上昇する。この状態は、図１７の平
面断面図で示された状態である。
【００９９】
　そして、さらにユーザがタンク４０を挿入スペースＳに押し込むと、図２１に示すよう
に、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂが完全に本体底面１５の上面側に
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上がり、平面断面図としては図１８で示す位置関係となり、容易にタンク４０を挿入スペ
ースＳに挿入することができる。
【０１００】
　（タンクの抜き出し）
　図１で示したように、タンク４０は、本体ケーシング１０の挿入スペースＳに対して着
脱可能に設けられているため、引き出し式のタンク取出面４７のタンク取手４８を掴んで
タンク４０を抜き出すことによって、本体ケーシング１０のタンク引出口１２からタンク
４０を抜き出すことができる。
【０１０１】
　ここで、図２２に示すように、タンク４０の全体がタンク引出口１２から抜き出される
直前の状態となると、本体底面１５には、底面凹部１５ｄが底面開口側端辺１５ｐの近傍
に設けられているため、正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂの抜き出し方
向の端部が、底面凹部１５ｄの抜き出し方向の壁面と当接し、抜き出しに対する抵抗が一
気に増大する状態となる。
【０１０２】
　すなわち、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリブ４４ｂの挿入側とは反対側
の端部は、タンク４０の挿入側端部近傍に位置しているため、本体底面１５のタンク取出
口１２近傍の上面側に設けられた底面凹部１５ｄは、タンク４０の概ね全体が本体ケーシ
ング１０から取り出された状態になると、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリ
ブ４４ｂと接触した状態で挿入側とは反対側に向けて正面タンクリブ４４ｆや背面側の背
面タンクリブ４４ｂを移動させる場合に抵抗として機能する。
【０１０３】
　これにより、タンク４０が抜き出される際に、タンク４０の概ね全体が本体ケーシング
１０から取り出されつつある状態で、正面タンクリブ４４ｆや背面側の背面タンクリブ４
４ｂが本体底面１５の底面凹部１５ｄにより抜き出しに対する抵抗を受け始める。このた
め、タンク４０が本体ケーシング１０から取り出されて、本体底面１５から脱落する前に
、タンク４０を抜き出そうとするユーザに状態を把握させることができる。したがって、
ユーザは、タンク４０を挿入スペースＳから勢いよく抜き出す場合であっても、タンク４
０が完全に抜き出される前に、一旦負荷が増大することで、タンク４０が完全に抜き出さ
れる状態の手前の状態にあることを把握することができる。これにより、タンク４０の脱
落を防止できることで、タンク４０の本体底面１５からの脱落によるタンク４０の破損等
を未然に防止することができる。
【０１０４】
　これにより、ユーザが勢いよくタンク４０を抜き出すことにより、タンク４０のタンク
挿入面４０ｓの下端近傍や正面タンクリブ４４ｆおよび背面タンクリブ４４ｂが、勢いよ
く床面Ｇに叩き付けられて破損する等の問題を解決できている。
【０１０５】
　また、図２２で示す、タンク４０が完全に抜き出される前に一旦負荷が増大する状態は
、図１に示す状態において、タンク４０を抜き出そうとする場合の位置関係に等しく、こ
のタンク４０のほぼ全体が挿入スペースＳから取り出されている状態では、タンク４０の
タンク正面４０ｆの一部を構成している添え部４０ｗが本体ケーシング１０の外側に露出
する位置まで移動している。そして、この添え部４０ｗは、タンク正面４０ｆの挿入側端
部近傍において背面側に窪んだ形状を有しているため、右手でタンク取手４８を掴んでタ
ンク４０を挿入スペースＳから抜き出している状態において、ユーザは、余った左手を添
え部４０ｗに差し入れて、下からタンク４０を支持することで、両手でタンク４０を持ち
上げることができる。そして、このように、タンク４０を抜き出す際にタンク４０の添え
部４０ｗに左手を添えて両手で持ち上げるためのタイミングは、タンク４０が完全に抜き
出される前に一旦負荷が増大することによりユーザが把握することができる。このため、
ユーザは、タンク４０が本体ケーシング１０から脱落してしまう前の、この一旦負荷が増
大している状態で左手を添えることができるようになる。
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【０１０６】
　このようにして、ユーザは、タンク４０を本体ケーシング１０から取り出して、加湿の
ための水の補給および除湿の際の水の廃棄を行ったり、水車４２の洗浄等を行うことがで
きる。
【０１０７】
　以下、上述したタンク４０の挿入および抜き出しにより、傾斜状態が変化するドレンパ
ン５０について説明する。
【０１０８】
　＜タンクの挿入時および抜き出し時におけるドレンパンの状態＞
　（ドレンパンの詳細構成）
　図２３に、タンクが挿入されている状態におけるドレンパンおよびその近傍の構成配置
を示す斜視図を、図２４に、タンクが抜き出される途中の状態におけるドレンパンおよび
その近傍の構成配置を示す斜視図を、それぞれ示す。
【０１０９】
　図２５に、タンクが挿入されている状態におけるドレンパンの傾斜状態を示す背面図を
、図２６に、タンクが抜き出される途中の状態におけるドレンパンの傾斜状態を示す背面
図を、それぞれ示す。
【０１１０】
　ここで、ドレンパン５０は、図２３、図２４、図２５および図２６においてそれぞれ示
すように、遥動軸５１と、注ぎ口５２と、予備容器５３と、加湿水受け５４と、傾斜リブ
５５とを備えている。
【０１１１】
　遥動軸５１は、正面側から背面側に向かって伸びる軸である。この遥動軸５１は、この
軸を中心としてドレンパン５０を回転自在に、除湿ユニット３の下端部分に対して支持し
ている。
【０１１２】
　注ぎ口５２は、ドレンパン５０において捕水した水を、下方に配置されたタンク４０に
導くために、鉛直方向に貫通した開口であり、遥動軸５１の近傍に設けられている。これ
により、図２４および図２５に示すように、ドレンパン５０の傾斜状態が略水平状態であ
る場合に、捕水した水をタンク４０に向けて流れ落とす。
【０１１３】
　予備容器５３は、ドレンパン５０の水受けのうち、正面視左側、すなわち、タンク４０
の挿入側の水受けを構成しており、主に、除湿ユニット３で生じた凝縮水を捕水する。こ
こで、除湿ユニット３は、図２６に示すように、除湿ユニット３の下端に設けられた排水
口３８を介して、熱交換部３５において生じた凝縮水を予備容器５３上に滴下させること
ができる。
【０１１４】
　加湿水受け５４は、ドレンパン５０の水受けのうち、上述した予備容器５３とは、遥動
軸５１に対して反対側の端部の水受けを構成しており、主に、加湿ユニット４に対して水
車４２が給水する際に気化素子４１が保持しきれずに落下させる水を捕水する。
【０１１５】
　傾斜リブ５５は、正面視左側、すなわち、タンク４０の挿入側の下面からさらに下方に
突出したリブであり、挿入方向に行くにしたがって突出程度が増大するように形成されて
いる。
【０１１６】
　以上の構成で、ドレンパン５０は、遥動軸５１に対して、加湿水受け５４が設けられて
いる側よりも、予備容器５３や傾斜リブ５５が設けられている側のほうが大きく重くなっ
ている。そして、遥動軸５１は、ドレンパン５０の重心よりも加湿水受け５４側に配置さ
れている。このため、ドレンパン５０に何ら力が作用されていない状態では、ドレンパン
５０は、予備容器５３や傾斜リブ５５が設けられている側が下方に移動し、加湿水受け５
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４が設けられている側が持ち上げられるようにして、バランスが保たれる。
【０１１７】
　（ドレンパンの傾斜状態）
　　（タンク挿入時）
　タンク４０が挿入スペースＳに挿入された状態では、図２５に示すように、点Ｔにおい
て、タンク４０の上面部分がドレンパン５０の傾斜リブ５５と当接して持ち上げ、ドレン
パン５０は遥動軸５１を軸芯として回動し、ドレンパン５０の傾斜状態は略水平状態とな
る。このため、タンク４０が挿入された状態では、ドレンパン５０は、除湿ユニット３や
加湿ユニット４からの捕水を注ぎ口５２を介して、下方に存在しているタンク４０に導く
。
【０１１８】
　　（タンク抜き出し時）
　タンク４０が挿入スペースＳから傾斜リブ５５に触れない程度に抜き出された状態では
、図２６に示すように、点Ｕにおいて、タンク４０の上面部分がドレンパン５０の傾斜リ
ブ５５と当接していないため、ドレンパン５０を遥動軸５１を軸芯として回動し、ドレン
パン５０の傾斜状態は、予備容器５３や傾斜リブ５５が設けられている側が下方に移動し
、加湿水受け５４が設けられている側が持ち上げられるようにしてバランスが保たれた傾
斜状態となる。
【０１１９】
　これにより、たとえ、除湿ユニット３からの凝縮水によってタンク４が満水状態となり
、タンク４０を抜き出して排水作業を行う場合において、除湿ユニット３の下にタンク４
０が不在の状態となったとしても、除湿ユニット３の熱交換部３５等から落下する凝縮水
は、予備容器５３が傾斜して水受けとして機能することができるため、タンク４０の水が
排水されて再びタンク４０が装着されるまでの一時的な捕水を行うことができる。また、
ドレンパン５０の加湿水受け５４は、加湿ユニット４の気化素子４１の鉛直下方まで伸び
て設けられているため、タンク４０が本体ケーシング１０から抜き出された状態であって
も、気化素子４１からの落水を捕水することができる。これにより、タンク４０を抜き出
しても、除湿ユニット３からの凝縮水や、気化素子４１からの落水が、本体ケーシング１
の本体底面１５上に滴下してしまうことを回避できる。また、タンク４０が再度挿入され
た場合には、タンク４０がドレンパン５０の注ぎ口５２の下に存在する状態となった後に
、傾斜リブ５５に当接して、予備容器５３に貯まっている水をタンク４０に導く。このた
め、タンク４０の挿入動作に伴う水漏れも防ぐことができる。
【０１２０】
　なお、タンク４０が本体ケーシング１０から抜き出された状態では、図１等に示すよう
に、気化部材扉１６を開けることで気化素子４１を気化素子引出口１３を介して取り出す
ことができる。そして、この際、図２６で示すように、気化素子４１が本体ケーシング１
０内に収容されている状態では、ドレンパン５０の加湿水受け５４は、気化素子４１と当
接した状態にある。そして、気化素子４１が本体ケーシング１０から取り出されると、ド
レンパン５０は予備容器５３の位置が下降するようにさらに傾斜した状態となり、より多
くの水を保持することができる状態になる。
【０１２１】
　＜本実施形態に係る調湿空気清浄機１の特徴＞
　（１）
　従来、除湿ユニットによる除湿水を捕水するタンクを本体から抜くと、除湿水をタンク
に出す放出口から本体底部に水が落ちてしまう。そこで、この落水を防ぐために、タンク
が抜かれた場合には放出口が閉じられる構造を採るものがある。しかし、放出口のシール
性を確保して、落水を防止し続けることは困難である。
【０１２２】
　これに対して、本実施形態に係る調湿空気清浄機１では、除湿ユニット３や加湿ユニッ
ト４から落ちてくる水をドレンパン５０が一旦受け、タンク４０が挿入されているか否か
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に起因して、ドレンパン５０の傾斜状態を切り替えることができる。
【０１２３】
　このため、タンク４０が本体ケーシング１０内に挿入されて、ドレンパン５０の下方に
位置している状態では、図２５に示すように、タンク４０の挿入側上端がドレンパン５０
の傾斜リブ５５に当接して、ドレンパン５０の傾斜を無くし、除湿ユニット３や加湿ユニ
ット４から落ちてくる水をドレンパン５０で一旦受け止めても、さらに下方に位置してい
るタンク４０まで落として、タンク４０内に水を溜める。
【０１２４】
　そして、タンク４０が本体ケーシング１０から取り出されて、ドレンパン５０の下方に
位置していない状態では、図２６に示すように、タンク４０の挿入側上端がドレンパン５
０の傾斜リブ５５と当接しない状態となり、ドレンパン５０を傾斜した状態として、除湿
ユニット３や加湿ユニット４から落ちてくる水をタンク４０に導くことなく、ドレンパン
５０において捕水することができる。
【０１２５】
　これにより、このような簡易な構成によって、タンク４０を本体ケーシング４０から抜
き取った状態であっても、タンク４０外への水の落水や、本体ケーシング１０内の下方が
水浸しとなる状態を回避することができる。したがって、ユーザは、このドレンパン５０
が捕水可能な量の水を越える量の水を受け止めるまでの間に、タンク４０にたまった水を
廃棄する等して、周囲に対する水漏れを生じさせることなく、再び本体ケーシング１０に
空になったタンク４０を挿入することができる。
【０１２６】
　（２）
　本実施形態に係る調湿空気清浄機１では、タンク４０が本体ケーシング１０に挿入され
ている状態では、ドレンパン５０上に存在する水は注ぎ口５２からタンク４０に落水して
いき、ドレンパン５０には水が捕水されない。したがって、ドレンパン５０を清潔に保つ
ことができる。例えば、タンク４０が満水に至らない状態で運転停止され、タンク４０内
の水の排水必要性が無い状態でタンク４０が挿入されたまま長く放置されることがあって
も、ドレンパン５０は捕水を行っていないため、ドレンパン５０を清潔に保つことができ
る。
【０１２７】
　（３）
　本実施形態に係る調湿空気清浄機１では、ドレンパン５０の傾斜角度が変わるだけで、
ドレンパン５０が捕水できたり、できなかったりするように状態を変化させることができ
る。このため、捕水を行うための他の部材等が不要となり、簡素な構成によって切り替え
ができる。また、部品点数が少ないため、水の付着に伴って汚れが生じる箇所もすくない
。
【０１２８】
　（４）
　本実施形態に係る調湿空気清浄機１では、除湿ユニット３だけでなく加湿ユニット４も
備えており、ドレンパン５０は、いずれのユニット３、４からの落水についても捕水する
ことができる。すなわち、吸着素子３１から落ちる水だけでなく、水車４２を介して気化
素子４１に水を供給する際に気化素子４１が吸収しきれずに落ちる水についても、ドレン
パン５０が捕水することができる。したがって、除湿および加湿のいずれの機能を働かせ
ている場合であっても、タンク４０が抜かれた状態での周囲への水漏れを防ぐことができ
る。
【０１２９】
　＜調湿空気清浄機１の変形例＞
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【０１３０】
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　上記実施形態では、ドレンパン５０の傾斜をドレンパンリブ５５とタンク４０の一部と
の当接によって変化させる場合を例に挙げて説明した。
【０１３１】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、図２７に示すように、ドレンパン１５
０には、円形のドレンパン開口１５２が設けられており、ドレンパン１５０の上面を自在
に移動可能な球体１５２Ｂを設けている構造としてもよい。そして、タンク４０が挿入さ
れた状態では、球体１５２Ｂはドレンパン開口１５２に嵌ることなくドレンパン１５０上
面に存在し、ドレンパン１５０に落ちてきた水をドレンパン開口１５２を介して、下方の
タンク４０にまで導く。他方、タンク４０が取り出された状態では、球体１５２Ｂはドレ
ンパン開口１５２に嵌った状態となり、ドレンパン１５０に落ちてきた水は、ドレンパン
開口１５２がふさがれているため、落水することなく、周囲に対する水漏れを防止するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明を利用すれば、簡易な構成によってタンクを抜き取った状態での捕水を行うこと
が可能なため、特に、タンクを取り出して貯まった水を排水する、もしくは、タンクに水
を入れて本体に装着させる調湿装置において有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明の一実施形態に係る調湿空気清浄装置の斜視図。
【図２】除湿ユニットおよび加湿ユニットの斜視図。
【図３】除湿ユニットの斜視図。
【図４】除湿ユニットをヒータ側から視た正面図。
【図５】加湿ユニットの斜視図。
【図６】図５の空気流れの下流側から視た加湿ユニットの斜視図。
【図７】水車の分解斜視図。
【図８】除湿ユニットと加湿ユニットとが組み合わされた状態の斜視図。
【図９】タンクと水車と加湿ユニットとの位置関係を示す背面図。
【図１０】挿入スペースに対してタンクを挿入する状態を示す背面図。
【図１１】本体底面とタンクとの位置関係を示す底面斜視図。
【図１２】挿入スペースに対してタンクを挿入する状態を示す正面図。
【図１３】挿入スペースに対してタンクを挿入する直前の状態を示す平面視断面図。
【図１４】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクテーパの作用を示す平面視
断面図。
【図１５】挿入スペースに対してタンクを挿入する際の前後方向の位置が整った状態を示
す平面視断面図。
【図１６】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブが本体底面に当接した
状態を示す平面視断面図。
【図１７】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブの一部が本体底面上に
乗り上がった状態を示す平面視断面図。
【図１８】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブの全体が本体底面上に
乗り上がった状態を示す平面視断面図。
【図１９】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブが本体底面に当接した
状態を示す背面断面図。
【図２０】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブの一部が本体底面上に
乗り上がった状態を示す背面断面図。
【図２１】挿入スペースに対してタンクを挿入する際のタンクリブの全体が本体底面上に
乗り上がった状態を示す背面断面図。
【図２２】挿入スペースからタンクを抜き出す際の引っかかり状態を示す背面断面図。
【図２３】タンクが挿入されている状態におけるドレンパンおよびその近傍の構成配置を
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示す斜視図。
【図２４】タンクが抜き出される途中の状態におけるドレンパンおよびその近傍の構成配
置を示す斜視図。
【図２５】タンクが挿入されている状態におけるドレンパンの傾斜状態を示す背面図。
【図２６】タンクが抜き出される途中の状態におけるドレンパンの傾斜状態を示す背面図
。
【図２７】変形例に係るドレンパン開口と球体との関係を示す図。
【符号の説明】
【０１３４】
　　１　調湿空気清浄装置（調湿装置）
　　２　送風機
　　３　除湿ユニット
　３ａ　平坦領域
　　４　加湿ユニット
　４ａ　平坦領域
　　５　空気清浄部
　　６　制御部
　１０　本体
１０ｆ　本体正面
１０ｂ　本体背面
　１２　タンク引出口（本体開口）
　１３　気化素子引出口
　１５　本体底面（本体底面部）
１５ｄ　底面凹部（抵抗部）
１５ｐ　底面開口側端辺
　１９　キャスター
　３１　吸着素子
　３２　ヒータ
　３３　第２送風機
　３４　送風管
　３５　熱交換部
　４０　タンク（切替機構）
４０ｆ　タンク正面
４０ｂ　タンク背面
４０ｓ　タンク挿入面
４０ｗ　添え部
　４１　気化素子
　４２　水車
　４３　駆動部
４４ｆ　正面タンクリブ（上下挿入補助部）
４４ｂ　背面タンクリブ（上下挿入補助部）
４５ｆ　正面タンク曲面
４５ｂ　背面タンク曲面
　４６　タンク底面（タンク底面部）
４６ａ　タンクテーパ
　４７　タンク取出面
４７ａ　タンク窓部
　４８　タンク取手
　５０　ドレンパン
　５１　遥動軸（切替機構）
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　５２　注ぎ口
　５３　予備容器
　５４　加湿水受け
　５５　傾斜リブ（切替機構）
１５０　ドレンパン（水受け部）
１５２　ドレンパン開口（水受け開口）
１５２Ｂ　球体
　ｈ２　所定窪み距離
　ｈ３　所定厚さ
　　Ｐ１～４　鉛直接点
　　Ｑ１～３　水平接点
　　Ｓ　挿入スペース
　　Ｔ　ドレンパンリブ接点
　　Ｕドレンパン気化部材接点

【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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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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