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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口と吹出口とを有し、下ケースと本体カバーとを備えた本体と、
　空気を加湿する加湿手段と、
　この加湿に供給する水を貯留する給水タンクと、
　室内空気を前記吸込口から吸い込み、前記加湿手段により加湿された空気を前記吹出口
から室内へ吹き出す気流を生成する送風ファンと、
　前記吸込口から前記吹出口に至る風路が前記下ケース側の本体側風路と前記本体カバー
側の上部側風路とからなり、前記本体側風路と前記上部側風路とを接続する下ケース側の
開口部を開閉し、少なくとも一部が前記開口部の周縁の下側に配置されるシャッターとを
備え、
　前記シャッターは、前記下ケースから前記本体カバーが取り外されているときは前記開
口部を閉じ、前記下ケースに前記本体カバーを取り付けたときに前記開口部を開いて前記
本体側風路と前記上部側風路とを連通し、前記開口部を閉じるように付勢する付勢手段を
有し、
　前記付勢手段は前記シャッターを前記開口部の周縁を下方から付勢する加湿機。
【請求項２】
　前記本体カバー側に、前記本体カバーを前記下ケースに取り付ける際に前記付勢手段の
付勢力に抗して前記シャッターが前記開口部を開く開成部材を備えたことを特徴とする請
求項１に記載の加湿機。
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【請求項３】
　前記シャッターは一端側が回動自在に軸支され、
　前記付勢手段は前記シャッターの他端側を上方に回動するように付勢するバネであり、
　前記開成部材は、前記上部側風路側に設けられ前記シャッターを下方に押し下げるリブ
であることを特徴とする請求項２に記載の加湿機。
【請求項４】
　前記リブを前記上部側風路と一体に構成することを特徴とする請求項３に記載の加湿機
。
【請求項５】
　前記シャッターの上面に凸部を設け、前記本体カバーを前記下ケースに取り付けたとき
に前記シャッターの自由端側の先端部が前記本体側風路の内壁と接触するように前記リブ
が前記凸部を押し下げることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の加湿機。
【請求項６】
　前記リブは、前記凸部と接触する側を曲面形状に形成したことを特徴とする請求項５に
記載の加湿機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加湿空気を供給する加湿機に関し、詳しくは室内空気を吸込口から吸い込み
、加湿手段により加湿された空気を吹出口から室内へ吹き出す気流を生成する送風ファン
を有する加湿機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の加湿機は、水タンク２から蒸発皿４に供給される加湿用の水が加熱体５によって
加熱されると、蒸発皿４内の水が沸騰して蒸発する。この蒸気は蒸気案内筒６を通り、フ
ード７内の混合室に送り込まれる。一方、送風機１０により冷却風が冷却案内筒１１を通
ってフード７内の混合室に送り込まれ、蒸気と混合される。冷却風と混合された蒸気はフ
ード７上部の蒸気通路１６を通って蒸気吹出口９から外部へ放出される（例えば、特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０６－３４７０６７号公報（第２頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の加湿機は、混合室へ冷却風を供給するために、冷却案内筒１１に形
成される開口部が加湿機内部の上方に設けられる。これは、加湿機のメンテナンス時に、
開口部から冷却案内筒を経由して本体の内部に水が浸入して、冷却案内筒の下方に配置さ
れる送風ファンなどの電気部品が故障するのを抑制するためである。しかしながら、冷却
案内筒の風路が加湿機内部において上方まで突出するので、メンテナンス時に、例えば蒸
気案内筒を取外して清掃する際に冷却案内筒が干渉し、手やブラシが入りにくくなり、使
い勝手が悪いという課題があった。
【０００５】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、メンテナンス時に本体内部
への水の侵入を抑制し、安全で使い画手のよい加湿機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の加湿機は、吸込口と吹出口とを有し、下ケースと本体カバーとを備えた本体と
、空気を加湿する加湿手段と、この加湿に供給する水を貯留する給水タンクと、室内空気
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を吸込口から吸い込み、加湿手段により加湿された空気を吹出口から室内へ吹き出す気流
を生成する送風ファンと、吸込口から吹出口に至る風路が下ケース側の本体側風路と本体
カバー側の上部側風路とからなり、本体側風路と上部側風路とを接続する下ケース側の開
口部を開閉し、少なくとも一部が開口部の周縁の下側に配置されるシャッターとを備え、
シャッターは、下ケースから本体カバーが取り外されているときは開口部を閉じ、下ケー
スに本体カバーを取り付けたときに開口部を開いて本体側風路と上部側風路とを連通し、
開口部を閉じるように付勢する付勢手段を有し、付勢手段はシャッターを開口部の周縁を
下方から付勢するものである。

【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、本体側風路と上部側風路とを接続する下ケース側の開口部を開閉する
シャッターが、下ケースから本体カバーが取り外されているときは開口部を閉じ、下ケー
スに本体カバーを取り付けたときに開口部を開いて本体側風路と上部側風路とを連通する
ので、加湿機のメンテナンス時に本体側風路が手やブラシに干渉するのを抑制するととも
に、開口部から水が本体内部に侵入することが抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る加湿機の斜め前方から見た外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る加湿機の斜め後方から見た外観斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る加湿機の吸水タンクカバーを取り外し、本体カバー
を下ケースから取り外した状態を斜め後方から見た分解斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る加湿機の本体カバーと給水タンクを下ケースから取
り外した状態を斜め前方から見た外観斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る加湿機の本体カバーを下方から見た斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る加湿機を側方から見た断面図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る加湿機の本体カバーと給水タンクカバーとが一体と
なった状態の断面図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る加湿機のブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る加湿機の給水タンクカバーと給水タンクを取り外し
て本体カバーが下ケースから完全に離間した状態の側面断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る加湿機の給水タンクカバーと給水タンクを取り外
して本体カバーが下ケースに取り付けられた状態の側面断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの構成を説明する
断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明
する断面図（図８におけるＡ部の拡大図）である。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明
する断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明
する断面図である。
【図１５】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明
する断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明
する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１
　図１は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の斜め前方から見た外観斜視図である。図
２は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の斜め後方から見た外観斜視図である。図３は
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、本発明の実施の形態１に係る加湿機の吸水タンクカバーを取り外し、本体カバーを下ケ
ースから取り外した状態を斜め後方から見た分解斜視図である。図４は、本発明の実施の
形態１に係る加湿機の本体カバーと給水タンクを下ケースから取り外した状態を斜め前方
から見た外観斜視図である。図５は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の本体カバーを
下方から見た斜視図である。図６は、本発明の実施の形態１に係る加湿機を側方から見た
断面図である。図７は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の本体カバーと給水タンクカ
バーとが一体となった状態の断面図である。図８は、本発明の実施の形態１に係る加湿機
のブロック図である。図９は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の給水タンクカバーと
給水タンクを取り外して本体カバーが下ケースから完全に離間した状態の側面断面図であ
る。図１０は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の給水タンクカバーと給水タンクを取
り外して本体カバーが下ケースに取り付けられた状態の側面断面図である。図１１は、本
発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの構成を説明する断面図である
。図１２は、本発明の実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説
明する断面図であり、図９におけるＡ部の拡大図である。図１３から図１６は、本発明の
実施の形態１に係る加湿機の要部であるシャッターの開閉動作を説明する断面図である。
【００１０】
［加湿機の全体構成］
　図１から図１１を用いて、本発明の実施の形態１に係る加湿機の概略構成を説明する。
各図において同符号は同一部分又は相当部分を示しており、その重複説明は適宜に簡略化
又は省略する。
【００１１】
　本発明の実施の形態１に係る加湿機２００は、給水タンク４１が着脱自在に取り付けら
れる下ケース１に、外郭をなす本体カバー２及び本体カバー２の後面に給水タンクカバー
３を被せて構成されている。また、本体カバー２の前面の上部には、後述する吹出口２１
が設けられる。下ケース１の後面の下部には、下ケース１の外部から室内空気を内部に取
り込む吸込口１５が形成されている。下ケース１、本体カバー２及び給水タンクカバー３
をまとめて加湿機本体と称する。
【００１２】
　下ケース１の後面下部には、電源コード接続部１７が設けられ、加湿機２００に商用電
源を供給する電源コード（図示せず）が接続される（図３参照）。なお、電源コード接続
部１７が設けられる側が加湿機２００の後方であり、後述する吹出口２１が設けられる側
が加湿機２００の前方を指す。
【００１３】
　本体カバー２の前側は光が透過する樹脂材で形成されている。図４に示すように、下ケ
ース１の前側に設けられる表示操作部１１に配置される発光部１１６、発光部１１７ａか
ら１１７ｇ及び発光部１１８が発光すると、本体カバー２の外側から発光部の表示を視認
できる。発光部１１６、発光部１１７ａから１１７ｇ及び発光部１１８をまとめて表示部
１５０と称する。また、本体カバー２の上部には、後述する送出口５２と連通する吹出口
２１が形成される。本体カバー２の側面や後方も樹脂材で形成される。
【００１４】
　下ケース２の前側の表示操作部１１には、電源ボタン４ａと設定ボタン５ａが設けられ
る。本体カバー２には電源スイッチ４と設定スイッチ５が設けられる。下ケース２に本体
カバー２を被せたときに、電源スイッチ４の押圧により電源ボタン４ａが押圧され、設定
スイッチ５の押圧により設定ボタン５ａが押圧される。設定スイッチ５により、加湿機２
００の加湿動作が開始してから終了するまでの運転切時間や基準湿度の設定等の入力操作
ができるようになっている。電源ボタン４ａと設定ボタン５ａとをまとめて操作部１８０
と称する。
【００１５】
　下ケース２の前側には操作基板７が配置される。操作基板７には、電源ボタン４ａ、設
定ボタン５ａ用の機械式スイッチや、発光部１１６、発光部１１７ａから１１７ｇ及び発
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光部１１８を構成するＬＥＤなどが実装される。また、操作基板７の周辺には、室内空気
の湿度を検出する湿度検出手段である湿度センサー１６０が配置され（図示せず）、湿度
センサー１６０の検出信号は後述するマイコン１００へ出力される。
【００１６】
　また、下ケース２の前側には制御基板８が配置される。制御基板８は操作基板７と電気
的に接続され、加湿機２００の動作を制御するマイコン１００（制御手段）が実装される
。
【００１７】
　図８に示すように、マイコン１００は入力回路１１０、ＣＰＵ１２０、メモリ１３０及
び出力回路１４０を備える。入力回路１１０には、湿度センサー１６０、操作部１８０及
び後述する貯水量検知部１７０の出力信号が入力される。出力回路１４０からは、ヒータ
ー７２、後述する送風ファン６２（モーター６２ａ及びファン６２ｂ）のモーター６２ａ
、表示部（発光部１１６、発光部１１７ａから１１７ｇ及び発光部１１８）へ制御信号を
出力する。
【００１８】
　電源スイッチ４を押すと電源ボタン４ａが押され、交流電源から電源が供給され、マイ
コンが起動し、発光部１１６のＬＥＤを点灯させる。
【００１９】
　設定スイッチ５を操作すると、その押圧回数に対応して加湿機２００の加湿動作が開始
してから終了するまでの運転切時間を設定することができる。例えば、設定スイッチ５を
１回押すと運転切時間が１時間に設定され、２回押すと２時間が設定される。発光部１１
７ａから１１７ｇは、設定スイッチ５の押圧回数に応じて点灯数や点灯色を変えて、設定
された運転切時間を表示する。マイコンには、時間を計時するタイマー（計時手段、図示
せず）を備える。
【００２０】
　制御基板８の後方には加湿手段である蒸気生成装置７１が配置されている。蒸気生成装
置７１は上方が開口した金属部材からなる円形の皿形状をなし、その外周には蒸気生成用
のヒーター７２が巻かれている（図６参照）。
【００２１】
　蒸気生成装置７１には、給水タンク４１に貯留された加湿用の水が、給水経路７４を経
由して、水供給口７３から供給される。なお、給水タンク４１は、樹脂材で形成された給
水タンクカバー３により着脱自在に覆われる。
【００２２】
　また、給水タンク４１に貯留される水量を検知する貯水量検知部１７０が給水タンク４
１の周囲に設けられる（図示せず）。貯水量検知部１７０は、給水タンク４１内の水の水
位を光学的に検知するものである。なお、貯水量検知部１７０は、給水タンク４１の底部
に設けられ、給水タンク４１の重量を測定して貯水量を検知するようにしてもよい。
【００２３】
　蒸気生成装置７１に供給された水は、ヒーター７２を通電することにより加熱され、蒸
気が生成される。なお、蒸気生成手段としては、超音波により蒸気を生成するようにして
もよい。
【００２４】
　蒸気生成装置７１には、上方の開口を覆うように、蒸気の通気口を有する耐熱性の樹脂
材で形成された蒸気生成装置カバー７５が設けられている。蒸気生成装置カバー７５を覆
うようにして、その上方に送出口５２を備える耐熱性の樹脂材で形成された蒸気ダクト５
１が取り付けられる。
【００２５】
　蒸気生成装置７１により生成された蒸気は、蒸気ダクト５１の送出口５２から所定の距
離離れた位置まで送出するほどの風速がない。そのため、蒸気を所定の風速に付勢して送
出口５２から吹き出すようにする手段が必要となる。そこで、蒸気生成装置７１の後方に
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は、蒸気に空気を混合して送出口５２から吹き出すようにするための風を発生させる送風
ファン６２が設けられる。送風ファン６２は、ファン６２ｂとファン６２ｂを回転させる
モーター６２ａから構成され、室内空気を吸込口１５から吸い込み、加湿手段である蒸気
生成装置７１により加湿された空気を吹出口２１から室内へ吹き出す気流を生成する。ま
た、後述するように、送風ファン６２は、蒸気生成装置７１を経由しないで、送出口５２
から吹き出す気流をガイドして送出口５２から所定の距離離れた位置まで送出する気流も
生成する。
【００２６】
　ファン６２ｂの回転軸は下ケース１の前後方向と平行に配置される。ファン６２ｂはフ
ァン室６４内に配置され、ファン室６４は、その上方に形成された本体側風路１６と連通
している。本体側風路１６の上方には、本体カバー側風路２２（上部側風路）が本体カバ
ー２内に形成される。
【００２７】
　図７に示すように、本体カバー側風路２２は本体カバー２側に形成され、本体カバー２
と給水タンクカバー３とを一体で取り外すと、本体側風路１６と分離し、本体カバー２と
とともに下ケース１から外れるようになっている。また、本体カバー２の上部には可動３
１ダクトが設けられる。可動ダクト３１は前後方向にスライド可能に設けられる。可動ダ
クト３１を後方に移動させると、給水タンクカバー３は可動ダクト３１により上部を抑え
られることとなり、給水タンクカバー３が上方へ移動できない状態となって、本体カバー
２と一体の状態となる。したがって、給水タンクカバー３は本体カバー２と一体で取り外
せる状態となる。
【００２８】
　吸込口１５から吹出口２１に至る風路が下ケース１側の本体側風路１６と本体カバー２
側の本体カバー側風路２２（上部側風路）とからなり、図４に示すように、本体カバー側
風路２２と連通する本体側風路１６の最上端は、本体カバー側風路２２と通気可能に連通
する開口部１９ａ（図１１参照）を有する本体側連通部１９が配置される。本体側風路１
６と本体カバー２側の本体カバー側風路２２とを接続する本体側連通部１９の開口部１９
ａには、開口部１９ａを開閉するシャッター２０が設けられる。
【００２９】
　シャッター２０は、下ケース１から本体カバー２が取り外されているときは、開口部１
９ａを閉じ、下ケース１に本体カバー２を取り付けたときに開口部１９ａを開いて、本体
側風路１６と本体カバー側風路２２とを連通するものである。つまり、加湿機２００のメ
ンテナンス時に下ケース１から本体カバー２を取り外したときに、開口部１９ａから本体
側風路１６を経由してファン室６４へ異物や水が侵入するのを抑制するものである。
【００３０】
　シャッター２０は、少なくともその一部が開口部１９ａを形成する本体側連通部１９の
周縁１９ｂの下側に配置される。そして、シャッター２０は、一端側が、本体側連通部１
９に形成された軸支部１９ｃ（図４、図１１参照）により回動自在に軸支される。シャッ
ター２０の裏面には、開口部１９ａを下方から閉じるように、シャッター２０の他端側（
自由端側）を上方に付勢する付勢手段であるバネ２０ａが設けられる。他端側が上方に付
勢されたシャッター２０は、本体側連通部１９の周縁１９ｂの裏面と当接することにより
係止される。また、シャッター２０の上面には凸部２０ｂが形成される。
【００３１】
　図５に示すように、本体カバー側風路２２に隣接して分岐風路２５が形成される。本体
カバー側風路２２と分岐風路２５とは、下端にリブ２４が形成された仕切板２８により区
画される。リブ２４はシャッター２０を開く開成部材であり、本体カバー側風路２２と一
体に形成される。本体カバー側風路２２と分岐風路２５の下端の外周を囲むように本体カ
バー側連通部２３が形成され、下ケース１に本体カバー２を取り付けたときに、本体側連
通部１９と当接して本体側風路１６と本体カバー側風路２２及び分岐風路２５とを連通す
る。つまり、送風ファン６２により生成される風は本体側風路１６を経由し、本体カバー
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側風路２２と分岐風路２５とにそれぞれ送られる。
【００３２】
　後述するように、下ケース１に本体カバー２を取り付けると、リブ２４は、バネ２０ａ
の付勢力に抗して、シャッター２０の上面の凸部２０ｂを押し下げて開口部１９ａを開き
、本体側風路１６と本体カバー側風路２２とを連通する。また、リブ２４がシャッター２
０の上面の凸部２０ｂと接触する側は、曲面形状に成形された曲面部２４ａが形成されて
いる。また、リブ２４の下端は、曲面部２４ａと連なるように直線形状に成形された水平
部２４ｂが形成されている。さらに、リブ２４の側面は、曲面部２４ａと連なるように直
線形状に成形された垂直部２４ｃが形成されている。
【００３３】
　ここで、仕切板２８により本体カバー側風路２２と分岐風路２５に送られる風量は、加
湿機２００の出口である本体カバー側風路２２の送風口３２から吹き出される気流の流速
が、加湿機２００のもう一つの出口である分岐風路２５の吹出口２１から吹き出される気
流の流速よりも大きくなるように設定される。送風口３２から吹き出される気流の流速が
吹出口２１から吹き出される気流の流速よりも大きいので、ベルヌーイの定理により、前
者の気流は後者の気流よりも圧力が小さくなる。その結果、後者の気流が前者の気流に誘
引されてガイドされ、加湿空気を送出口５２から所定の距離離れた位置まで送出すること
ができる。
【００３４】
　分岐風路２５に送られた風は、連通口２９（図５、図７参照）により、下ケース１に本
体カバー２が取り付けられた状態で蒸気ダクト５１と連通する。つまり、この分岐風路２
５に送られた風が蒸気生成装置７１で生成される蒸気と混合し、加湿された空気を付勢し
て送出口５２から室内へ吹き出す。
【００３５】
　本体カバー２に設けられた本体カバー風路２２は、蒸気生成装置７１で生成される蒸気
と混合し、加湿された空気を送出口５２から付勢して吹出口２１から室内へ吹き出すため
の風とは別の、送出口５２から吹き出す気流をガイドして送出口５２から所定の距離離れ
た位置まで送出する気流を通過させるための風路である。
【００３６】
　本体カバー風路２２を通過した風は、加湿機２００の上部に設けられた可動ダクト３１
に送られ、加湿機２００の上部で可動ダクト３１の下方に形成された送風口３２から前方
へ向かって送風される。
【００３７】
　送風口３２には、風の向きを調節する風向調節板３３が設けられていて、斜め下方に向
いている。吹出口２１から吹き出された加湿空気を上から抑えるように送風される。これ
により、加湿機２００より所定の距離離れた位置まで、加湿空気を搬送できる。
【００３８】
　次に、加湿動作について説明する。
　電源コード接続部１７に電源コードを接続し、電源スイッチ４を押す。すると、電源ボ
タン４ａが押圧され、マイコン１００に電源が供給される。マイコン１００が起動すると
、マイコン１００は出力回路１４０を介して発光部１１６のＬＥＤを発光するように指令
し、設定スイッチ５の入力操作の受け付け待ち状態となる。設定スイッチ５を押すと設定
ボタン５ａが押圧され、入力回路１１０を介して、加湿機２００の加湿動作が開始してか
ら終了するまでの運転切時間や基準湿度の設定がなされる。そして、加湿運転が開始され
る。
【００３９】
　加湿運転が開始されると、ＣＰＵ１２０に備えられたタイマーが計時を開始し、設定さ
れた運転切時間が経過するまで加湿運転を継続する。そして、マイコン１００は、タイマ
ーによる計時時間が設定された運転切時間を経過すると、ヒーター７２と送風ファン６２
への通電を停止し、加湿運転を停止する。また、加湿運転中に湿度センサー１６０が検出
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する検出湿度が予め設定された所定の湿度（基準湿度）を超えた場合には、マイコン１０
０はヒーター７２への通電を停止し、加湿運転を停止する。これにより、部屋が過加湿と
なることを抑制し、窓等への結露やカビを抑制できる。
【００４０】
　ここで、マイコン１００は、加湿運転中に貯水量検知部１７０が給水タンク４１の貯水
量が所定値未満となったことを検知すると、設定された運転切時間が終了する前にヒータ
ー７２の通電を停止する。送風ファン６２については、モーター６２ａへの通電を停止す
る。なお、モーター６２ａへの通電を停止せず、送風のみを継続してもよい。
【００４１】
　次に、シャッター２０による開口部１９ａの開閉動作について、図１２から図１５を用
いて説明する。
　図１２は、下ケース１に本体カバー２を取り付ける前の状態を示す。リブ２４の下端の
水平部２４ｂと、シャッター２０の上面に形成された凸部２０ｂとは完全に離間した状態
となっている。シャッター２０はバネ２０ａにより軸支される側の他端側が上方に付勢さ
れ、開口部１９ａを下方から閉じた状態となっている。
【００４２】
　図１３は、下ケース１に本体カバー２を取り付けるために、両者を図１２の状態よりも
さらに接近させ、リブ２４の下端の水平部２４ｂがシャッター２０の上面に形成された凸
部２０ｂと当接している。
【００４３】
　図１４は、下ケース１に本体カバー２を取り付けるために、両者を図１３の状態よりも
さらに接近させ、リブ２４の下端が開口部１９ａより下方まで侵入した状態を示す。この
とき、リブ２４の下端の直線部２４ｂがシャッター２０の上面に形成された凸部２０の側
面と当接している。
【００４４】
　図１５は、下ケース１に本体カバー２を取り付けるために、両者を図１４の状態よりも
さらに接近させ、リブ２４の下端が開口部１９ａよりさらに下方まで侵入した状態を示す
。このとき、リブ２４の下端の曲面部２４ａがシャッター２０の上面に形成された凸部２
０の側面と当接している。また、シャッター２０は図１３の状態から時計方向に９０度回
転し、シャッター２０の自由端が下方に向いている。このように、シャッター２０が本体
側風路１６を流れる気流に対しシャッター２０が沿う姿勢となっているので、この気流に
対しシャッター２０が圧損となることを抑制できる。
【００４５】
　図１６は、下ケース１と本体カバー２との取り付けが完了した状態を示し、両者を図１
５の状態よりもさらに接近させ、リブ２４の下端が開口部１９ａよりさらに下方まで侵入
した状態を示す。このとき、リブ２４の下方の垂直部２４ｃがシャッター２０の上面に形
成された凸部２０の頂点付近と当接している。そして、シャッター２０の自由端側が、本
体側風路１６の軸支部１９ｃ側の内壁１６ａと当接している。このように、シャッター２
０の自由端側が、本体側風路１６の軸支部１９ｃ側の内壁１６ａと当接しているので、本
体カバー２を下ケース１に取り付けたときにシャッター２０の裏面側に気流が回り込むこ
とを抑制でき、シャッター２０が本体側風路１６の開口部１９ａにおいて圧損となるのを
効果的に抑制できる。
【００４６】
　もしも、シャッター２０の上面に凸部２０ｂが形成されていないと、リブ２４が開口部
１９ａより下方に侵入しても、シャッター２０の自由端側は、図１５に示すようにシャッ
ター２０の自由端が下方に向くまでしか回動されない。したがって、シャッター２０の裏
面側に気流が回り込むことを抑制できず、シャッター２０が本体側風路１６の開口部１９
ａにおいて圧損となるのを効果的に抑制することが困難となる。
【００４７】
　このように、実施の形態１の加湿機によれば、吸込口と吹出口とを有し、下ケースと本
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体カバーとを備えた本体と、空気を加湿する加湿手段と、この加湿に供給する水を貯留す
る給水タンクと、室内空気を吸込口から吸い込み、加湿手段により加湿された空気を吹出
口から室内へ吹き出す気流を生成する送風ファンと、吸込口から吹出口に至る風路が下ケ
ース側の本体側風路と本体カバー側の上部側風路とからなり、本体側風路と前記上部側風
路とを接続する下ケース側の開口部を開閉するシャターとを備え、シャッターは、下ケー
スから本体カバーが取り外されているときは開口部を閉じ、下ケースに本体カバーを取り
付けたときに開口部を開いて本体側風路と前記上部側風路とを連通するので、加湿機のメ
ンテナンス時に本体側風路が手やブラシに干渉することや、開口部から水が本体内部に侵
入することが抑制できる。
【００４８】
　また、シャッターは開口部を閉じるように付勢する付勢手段を有し、本体カバー側に、
本体カバーを下ケースに取り付ける際に付勢手段の付勢力に抗してシャッターが開口部を
開く開成部材を備えたので、本体カバーを下ケースから取り外したときにシャッターが開
口部を確実に閉じて開口部からの水の侵入を効果的に抑制できる。さらに、本体カバーを
下ケースに取り付けると開成部材が開口部を開くので、使い勝手がよい加湿機が得られる
。
【００４９】
　また、シャッターは、少なくともシャッターの一部が開口部の周縁の下側に配置され、
付勢部材はシャッターを開口部の周縁を下方から付勢するので、付勢されたシャッターを
係止する部材を別に設ける必要がなく、簡単な構成で開口部からの水の侵入を効果的に抑
制できる。
【００５０】
　また、シャッターは一端側が回動自在に軸支され、付勢手段はシャッターの他端側を上
方に回動するように付勢するバネあり、開成部材は、上部側風路側に設けられシャッター
を下方に押し下げるリブで構成するので、簡単な構成で開口部からの水の侵入を効果的に
抑制できる。さらに、下ケースに本体カバーを取り付けたときにシャッターが回動して開
口部が開くので、シャッターによる圧損が低減される効果がある。
【００５１】
　また、リブを上部側風路と一体に構成するので、リブを上部側風路に取り付ける工程が
不要となりコストが低減できる。
【００５２】
　また、シャッターの上面に凸部を設け、本体カバーを下ケースに取り付けたときにシャ
ッターの自由端側の先端部が本体側風路の内壁と接触するようにリブが凸部を押し下げる
ので、本体カバーを下ケースに取り付けたときにシャッターの裏面側に気流が回り込むこ
とを抑制でき、シャッターが本体側風路の開口部において圧損となるのを効果的に抑制で
きる。
【００５３】
　また、リブは、凸部と接触する側を曲面形状に形成したので、本体カバーを下ケースに
取り付ける際にリブの先端が凸部と接触してからリブの曲面形状に沿って摺動するように
凸部を押し下げ、シャッターを押し下げる動作がスムーズに行うことができる。
【００５４】
　なお、実施の形態１の加湿機において、シャッターの上面に凸部を設けたが、シャッタ
ーの上面を、自由端側に向けて上方に傾斜するように構成してもよい。本体カバーを下ケ
ースに取り付けるときにリブの下端がシャッター上面の傾斜面に沿って摺動しながら、シ
ャッターを押し下げる。そして、本体カバーの下ケースへの取り付けが完了したときに、
図１５と同様にシャッターの自由端側が本体側風路の軸支部側の内壁と当接することがで
きるので、シャッターの裏面側に気流が回り込むことを抑制でき、シャッターが本体側風
路の開口部において圧損となるのを効果的に抑制できる。
【符号の説明】
【００５５】
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　１　下ケース、２　本体カバー、３　給水タンクカバー、４　電源スイッチ、４ａ　電
源ボタン、５　設定スイッチ（設定手段）、５ａ　設定ボタン、７　操作基板、８　制御
基板、１１　表示操作部、１５　吸込口、１６　本体側風路、１７　電源コード接続部、
１９　本体側連通部、１９ａ　開口部、１９ｂ　周縁、１９ｃ　軸支部、２０　シャッタ
ー、２０ａ　バネ（付勢手段）、２０ｂ　凸部、２１　吹出口、２２　本体カバー側風路
（上部側風路）、２３　本体カバー側連通部、２４　リブ（開成部材）、２４ａ　曲面部
、２４ｂ　水平部、２４ｃ　垂直部、２８　仕切板、２９　連通口、３１　可動ダクト、
３２　送風口、３３　風向調節板、４１　給水タンク、５１　蒸気ダクト、５２　送出口
、６２　送風ファン、６２ａ　モーター、６２ｂ　ファン、６４　ファン室、７１　蒸気
生成装置（加湿手段）、７２　ヒーター、７３　水供給口、７４　給水経路、７５　蒸気
生成装置カバー、１００　マイコン（制御手段）、１１０　入力回路、１２０　ＣＰＵ、
１３０　メモリ、１４０　出力回路、１５０　表示部、１６０　湿度センサー（湿度検出
手段）、１７０　貯水量検知部、１８０　操作部、２００　加湿機。

【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１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】



(15) JP 6295889 B2 2018.3.20

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100148057
            弁理士　久野　淑己
(74)代理人  100115543
            弁理士　小泉　康男
(74)代理人  100154173
            弁理士　泉　治郎
(72)発明者  陸　茉莉花
            埼玉県深谷市小前田１７２８番地１　三菱電機ホーム機器株式会社内
(72)発明者  任田　保満
            埼玉県深谷市小前田１７２８番地１　三菱電機ホーム機器株式会社内
(72)発明者  小林　朋生
            埼玉県深谷市小前田１７２８番地１　三菱電機ホーム機器株式会社内
(72)発明者  高坂　勇
            埼玉県深谷市小前田１７２８番地１　三菱電機ホーム機器株式会社内
(72)発明者  柳内　敏行
            埼玉県深谷市小前田１７２８番地１　三菱電機ホーム機器株式会社内
(72)発明者  美寿見　奈穂
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  佐藤　正浩

(56)参考文献  実開昭５９－０９６５１８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－１２２６１１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　　６／００　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　６／０２　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　６／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

