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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】貯水室の空焚き状態を瞬時に検知することがで
きる加湿装置を提供する。
【解決手段】貯水室８より上流側に設置され吸い込み口
１７から吸い込んだ室内空気で、加湿空気発生手段１０
,１２,１３で発生した加湿空気を送風口２から室内へ送
風する送風ファン１４と、貯水室８より下流側で接続し
送風ファン１４により送風された加湿空気を送風口２ま
で案内する送風通路１５と、加湿空気発生手段１０,１
２,１３及び送風ファン１４の駆動を制御する制御手段
とを備え、室内の加湿を行うようにしたもので、貯水室
８には加熱ヒータ１８で加温される水の温度を検知する
温度サーミスタ２１を備え、この温度サーミスタ２１の
一定時間前後の温度勾配を算出することで、貯水室８内
の水の有無或いは水の量を検知して、加熱ヒータ１８の
加熱を停止する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器具本体と、該器具本体内にあり水を貯水し加熱ヒータで加温する貯水室と、該貯水室
内に設置され空気中に水分を含ませて加湿空気とする加湿空気発生手段と、前記貯水室よ
り上流側に設置され吸い込み口から吸い込んだ室内空気で、前記加湿空気発生手段で発生
した加湿空気を送風口から室内へ送風する送風ファンと、前記貯水室より下流側で接続し
前記送風ファンにより送風された加湿空気を送風口まで案内する送風通路と、前記加湿空
気発生手段及び送風ファンの駆動を制御する制御手段とを備え、室内の加湿を行うように
したものに於いて、前記貯水室には加熱ヒータで加温される水の温度を検知する温度サー
ミスタを備え、この温度サーミスタの一定時間前後の温度勾配を算出することで、貯水室
内の水の有無或いは水の量を検知して、加熱ヒータの加熱を停止することを特徴とする加
湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、加湿空気発生手段で発生した加湿空気を室内へ供給する加湿装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりこの種のものでは、貯水室内の水位は、該貯水室内に設置されたフロート式の
水位センサで制御されるもので、貯水室内の水位が低下して所定水位以下になったらＯＦ
Ｆ信号を出力して、給水弁を開弁させて給水し、そして水位が上昇して所定水位以上にな
ったらＯＮ信号を出力して、給水弁を閉弁させて給水停止し、常に一定水位を維持するよ
うに制御するものであり、更に水位が上昇して貯水室内が満水となったら満水信号を出力
して全運転を停止させて水漏れの危険を回避するものであった。（例えば、特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２０２３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでこの従来のものでは、フロート式の水位センサに塵などが詰まって作動不良と
なった場合、満水状態の不検知では、貯水室から水が漏れ出すことによる水濡れを見るこ
とで、不検知状態を知ることが出来るが、逆に渇水状態の不検知では、加熱ヒータの加熱
により空焚き状態となって、大変危険な状態となるので、これを防止するために、貯水室
の温度を検知する温度センサを備え、貯水室の温度が所定温度以上に達することで異常と
判断して加熱ヒータの通電を停止させて、異常時の安全を確保するものであるが、この温
度センサの異常判断温度は通常の運転状態との区別を明確にする必要から、異常判定温度
はかなり高温に設定されているので、貯水室周辺の部品の耐熱性が問題であり、耐熱性を
向上させると高価となる課題を有するものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明はこの点に着目し上記課題を解決する為、特にその構成を、器具本体と、該器
具本体内にあり水を貯水し加熱ヒータで加温する貯水室と、該貯水室内に設置され空気中
に水分を含ませて加湿空気とする加湿空気発生手段と、前記貯水室より上流側に設置され
吸い込み口から吸い込んだ室内空気で、前記加湿空気発生手段で発生した加湿空気を送風
口から室内へ送風する送風ファンと、前記貯水室より下流側で接続し前記送風ファンによ
り送風された加湿空気を送風口まで案内する送風通路と、前記加湿空気発生手段及び送風
ファンの駆動を制御する制御手段とを備え、室内の加湿を行うようにしたものに於いて、
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前記貯水室には加熱ヒータで加温される水の温度を検知する温度サーミスタを備え、この
温度サーミスタの一定時間前後の温度勾配を算出することで、貯水室内の水の有無或いは
水の量を検知して、加熱ヒータの加熱を停止するものである。
【発明の効果】
【０００６】
　以上のようにこの発明によれば、温度サーミスタによる貯水室の温度検知を、一定時間
前後の温度勾配として算出することで、空炊き状態を素早く検知することが出来、貯水室
が過熱される前に加熱ヒータの通電が停止されるので、貯水室近傍の部品の焼損の心配が
なく安心して使用出来るものであり、又この貯水室が過熱状態にならないから、貯水室近
傍の部品を耐熱性の向上させたものにする必要がなく、安価で済むと言う効果を有するも
のである。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】この発明の一実施形態の外観を説明する斜視図
【図２】同実施形態の概略構成図
【図３】同実施形態のカバーを説明する斜視図
【図４】同実施形態の貯水室周辺を説明する部分断面図
【図５】同実施形態の貯水室内を説明する部分断面図
【図６】同実施形態の制御ブロック図
【図７】同実施形態の操作部を説明する図
【図８】同実施形態の運転開始から終了までの動作を説明するフローチャート
【図９】同実施形態の乾燥運転のフローチャート
【図１０】同吸気温度と室内湿度とで決定される乾燥時間のマトリクス図
【図１１】同実施形態の空焚き運転状態のフローチャート
【図１２】通常状態の温度サーミスタの温度勾配の特性図
【図１３】空焚き状態の温度サーミスタの温度勾配の特性図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次にこの発明の一実施形態における加湿装置を図に基づいて説明する。
　１は器具本体、２は器具本体１上部に形成され複数のルーバー３が設置された送風口、
４は器具本体１の正面上部を構成する上面パネル、５は器具本体１の正面下部を構成する
下面パネル、６は複数のスイッチが備えられ各種操作指令を行う操作部、７は図示しない
ブレーカーを隠すブレーカーカバーである。
【０００９】
　８は上面パネル４内に設置され所定量の水を貯水する貯水室であり、この貯水室８内に
は、水に下端を水没させ駆動軸９に軸支された筒状の回転体１０が備えられている。
【００１０】
　前記回転体１０は、中空逆円錐形で上方に向かって径が徐々に拡大するものであり、駆
動軸９に接続され回転体１０を回転駆動させるミストモータ１１を駆動させ、回転体１０
が回転することによる回転の遠心力で貯水室８の水を汲み上げ、回転体１０の外壁および
内壁を伝わせて水を押し上げて、回転体１０の外壁を伝わせて押し上げた水を周囲に飛散
させると共に、回転体１０の内壁を伝わせて押し上げた水を回転体１０の上端に形成され
た複数の図示しない飛散口から周囲に飛散させる。
【００１１】
　１２は回転体１０の上部外周に所定間隔を離間させて位置し、回転体１０と共に回転す
る円筒状の多孔体で、該多孔体１２には、その全周壁に多数のスリットや金網やパンチン
グメタル等から成る衝突体としての多孔部１３が設置されており、前記回転体１０、多孔
体１２及び多孔部１３で加湿空気発生手段が形成されている。また、回転体１０の回転に
よる遠心力で貯水室８内の水を汲み上げると共に空気を飛散させ、多孔部１３を通過した
水滴が破砕されることで、水の粒子を微細化してナノメートル（ｎｍ）サイズのナノミス
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トが生成されると共に、水の粒子の微細化によるレナード効果でマイナスイオンを多量に
発生させ、更に多孔部１３で破砕された時に水滴が貯水室８内で気化して加湿空気の温度
を低下させる。
【００１２】
　１４は下面パネル５内に設置され所定の回転数で駆動することで室内空気を吸引して器
具本体１の上部の送風口２から吹き出す送風ファン、１５は貯水室８と送風口２との間に
設置され、貯水室８内で発生したナノミストとマイナスイオンを含む加湿空気を送風口２
まで流通させる送風通路、１６は前記送風通路１５途中に設置され貯水室８内で発生した
粒径の大きなミストの通過を阻止し、貯水室８へ落下させる２つの板状のフィルターであ
り、前記送風ファン１４が所定の回転数で駆動すると、器具本体１下部の吸い込み口１７
から吸い込んだ室内空気が器具本体１の上部へ向けて送風され、貯水室８に設置された回
転体１０の上部にある図示しない空気流入口から送風ファン１４によって送風された室内
空気が流入し、貯水室８内で流入した室内空気をナノミストとマイナスイオンとを含ませ
た加湿空気として前記送風通路１５を上部に向けて流動して、送風口２から室内へ送風さ
れることで加湿空気を室内に供給し、室内の湿度を上昇させる。
【００１３】
　１８は貯水室８内に設置され貯水を加熱することで室内へ送風される加湿空気の温度を
変化させる加熱ヒータであり、ＯＮ状態に切り替えることで貯水室８内の水を加熱し、Ｏ
ＦＦ状態に切り替えることで貯水室８内の水の加熱を停止して加熱量を変化させる。１９
は貯水室８の外壁に設置され貯水温度を検知する貯水温度センサである。
【００１４】
　２０は貯水室８内に設置されフロートが上下することで水位を検知する水位センサであ
り、貯水室８内の水位が低下して所定水位以下になったらＯＦＦ信号を出力し、水位が上
昇して所定水位以上になったらＯＮ信号を出力し、更に水位が上昇して貯水室８内が満水
となったら満水信号を出力する。
【００１５】
　２１は貯水室８の外壁に設置された水位センサ２０が故障し該貯水室８の空焚き状態を
検知する温度サーミスタで、この温度サーミスタ２１の一定時間前後の温度勾配を算出す
ることで、貯水室８内の水の有無或いは水の量を検知して、加熱ヒータ１８の加熱を瞬時
に停止させて空焚きを防止し、貯水室８及び該貯水室８の周辺部品の焼損を阻止すると共
に、該周辺部品の耐熱性も必要なく安価に調達出来るものである。
【００１６】
　２２は器具本体１内の送風ファン１４と貯水室８との間に位置し貯水室８に接続され貯
水室８内に水道水を給水する給水管であり、該給水管２２の配管途中には、電磁弁を開閉
して貯水室８内への給水を制御する給水弁２３と、給水圧を所定値まで減圧する減圧弁２
４とが備えられている。また、送風ファン１４が駆動すると器具本体１内に吸い込まれた
空気が給水管２２の表面と接触して通過した後、貯水室８の上部から貯水室８内へ流入す
る。
【００１７】
　２５は器具本体１内の送風ファン１４と貯水室８との間に位置し、貯水室８底部に接続
され貯水室８内の水を器具本体１外部に排水する硬質塩化ビニル管で構成された排水管で
あり、該排水管２５の配管途中には、電磁弁を開閉することで貯水室８内の水を排水管２
５へ流動させるかの有無を制御する排水弁２６が備えられている。また、２７は貯水室８
の壁面に形成された接続口２８を介して貯水室８内の水を排水可能なオーバーフロー管で
あり、前記排水管２５の排水弁２６より下流側で接続して排水を器具本体１外部へ案内す
ることができ、水位センサ２０が故障する等して貯水室８内の水位が異常に上昇してもオ
ーバーフロー管２７を介して排水することができるため、貯水室８から水が溢れ出ること
がない。
【００１８】
　２９は貯水室８の壁面に設置された平面視断面コの字状のカバーであり、給水管２２が
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貫通する開口３０と、該開口３０の下部に形成され給水管２２の端部を支持する舌部３１
と、オーバーフロー管２７の接続口２８の上面を覆うように設置された側面視断面略Ｌ字
状の蓋部材３２とがカバー２９に形成されており、前記カバー２９と前記蓋部材３２とで
遮蔽手段が構成されている。
【００１９】
　また、水位センサ２０がＯＮ信号を出力する水位の水が貯水室８内に存在する時、図４
で示すように前記カバー２９の下端が貯水室８の水中に水没した状態となることで、接続
口２８の対向面及び側面をカバー２９で包囲し上面を蓋部材３２で覆うことから、前記遮
蔽手段と貯水室８の壁面とで接続口２８に連通する流路が形成され、接続口２８はカバー
２９、蓋部材３２及び貯水室８内の水によって水封された状態となるため、送風ファン１
４が駆動した時にオーバーフロー管２７内へ流入する加湿空気量が減少する。
【００２０】
　また、図５で示すようにカバー２９を貯水室８の壁面と平行な位置にある平行面２９ａ
の幅が貯水室８に対して垂直な位置にある垂直面２９ｂの幅よりも長い平面視断面形状が
略扁平状のコの字形状にしたことで、貯水室８の底面積に対してカバー２９の設置面積が
小さいので、加湿空気中に含まれるナノミストとマイナスイオン量を向上させるために回
転体１０のサイズを大きくした時、貯水室８を大きくすることや接続口２８の位置をずら
して貯水室８内に形成する等せずとも、オーバーフロー管２７内へ加湿空気が流入するの
を防止することができるため、貯水室８の構造変更によるコストアップや接続口２８の位
置変更等が発生しない。また、カバー２９の平行面２９ａと垂直面２９ｂと貯水室８の壁
面とで形成する断面積が接続口２８の断面積よりも大きいことで排水能力が確保されるた
め、水位センサ２０が故障し満水検知ができなくなった時、貯水室８内の水を確実にオー
バーフロー管２７を介して排水することができる。
【００２１】
　なお、オーバーフロー管２７の接続口２８は水位センサ２０が満水信号を検知する位置
より所定距離だけ高い位置である貯水室８の壁面に形成し、万一水位センサ２０が故障し
て満水検知ができなかった時、貯水室８内の水をオーバーフロー管２７を介して排水する
ことで、貯水室８の上部から水が溢れ出し器具本体１周辺が濡れる事態を防止する。
【００２２】
　３３は送風口２の壁面に備えられ、送風口２から室内へ向けて送風される加湿空気の温
度を検知する送風温度センサ、３４は器具本体１の吸い込み口１７の近傍に備えられ送風
ファン１４で吸い込む室内空気の温度を検知する吸気温度センサ、３５は前記吸気温度セ
ンサ３４の近傍に備えられ送風ファン１４によって吸い込まれる室内空気の相対湿度を検
知する湿度センサであり、各センサで検知された温度や相対湿度に基づいてミストモータ
１１や送風ファン１４の回転数を変化させ、加熱ヒータ１８のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替
える。
【００２３】
　操作部６には、運転開始及び停止を指示する運転スイッチ３６と、加熱ヒータ１８のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態を切り替えることで加熱量を変化させ送風口２から室内に送風される加湿
空気の温度を変える３段階の加湿レベルと、湿度センサ３５で検知された相対湿度が予め
設定された相対湿度となるよう前記加湿レベルを変化させるオートモードとから選択可能
な加湿スイッチ３７と、ミストモータ１１の回転数と送風ファン１４の回転数とを一対に
設定値へ設定可能な三段階の風量レベルと、湿度センサ３５で設定された相対湿度が予め
設定された相対湿度となるよう前記風量レベルを変化させるオートモードとから選択可能
な風量スイッチ３８と、加湿空気を室内に供給するミスト運転の開始時間と停止時間とを
設定するタイマー切替スイッチ３９と、前記風量スイッチ３８で設定された各風量レベル
におけるミストモータ１１の回転数だけを所定値低下させて騒音レベルを低減した静音運
転が設定可能な静音スイッチ４０と、現在時刻を設定する時刻設定スイッチ４１と、スイ
ッチを操作することで運転停止以外の動作を禁止するチャイルドロックスイッチ４２とが
備えられている。



(6) JP 2017-116164 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

【００２４】
　また、操作部６の各スイッチ上部には各スイッチに対応したランプが備えられており、
運転スイッチ３６が操作されたら点灯する運転ランプ４３と、ミスト運転が所定時間以上
継続したら開始する除菌運転時に点灯する除菌ランプ４４と、加湿スイッチ３７で設定さ
れた加湿レベルを１から３の数値とオートモードを示すＡで表示する加湿レベルランプ４
５と、風量スイッチ３８で設定された風量レベルを１から３の数値とオートモードを示す
Ａで表示する風量レベルランプ４６と、タイマー切替スイッチ３９でミスト運転の開始及
び停止が設定されたら、それぞれのランプが点灯するタイマーランプ４７と、静音スイッ
チ４０が操作され静音運転が設定されたら点灯する静音ランプ４８と、時刻設定スイッチ
４１で設定された現在時刻を表示する時刻表示パネル４９と、チャイルドロックスイッチ
４２が操作されたら点灯するチャイルドロックランプ５０とが備えられている。
【００２５】
　５１は各センサで検知された検知値や操作部６上に備えられた各スイッチでの設定内容
に基づき運転内容や弁の開閉を制御するマイコンで構成された制御部であり、ミストモー
タ１１を所定の回転数で駆動させるミストモータ制御手段５２と、送風ファン１４を所定
の回転数で駆動させる送風ファン制御手段５３と、加熱ヒータ１８のＯＮ／ＯＦＦ状態を
切り替えて貯水室８内の水温を制御する加熱ヒータ制御手段５４とを備えている。
【００２６】
　５５は器具本体１の内部に設置されミストモータ１１や送風ファン１４の検知回転数が
指示回転数と異なることや水位センサ２０で検知された水位が異常である等のエラーが発
生した時にエラー音を鳴らすスピーカである。
【００２７】
　５６は給水管２２の途中に配置された給水管ヒータであり、吸気温度センサ３４で検知
された吸気温度が５℃未満であり給水管２２内の水が凍結する虞が高まった時、ＯＮ状態
に切り替わって給水管２２を加熱して、吸気温度センサ３４で検知された吸気温度が５℃
以上になったらＯＦＦ状態に切り替わることで、給水管２２内の水や給水管２２の途中に
設置された減圧弁２４が凍結する事態を防止する。
【００２８】
　次にこの実施形態での運転開始から終了までの動作について図５のフローチャートに基
づいて説明する。
　まず、操作部６の運転スイッチ３６が操作されたか、もしくはタイマー切替スイッチ３
９で設定された運転開始時刻になったら、制御部５１は、排水弁２６を開放して貯水室８
内の水を排水し、水位センサ２０でＯＦＦ信号が検知されたら、給水弁２３を開放して貯
水室８内を水で洗い流すクリーニング動作を行い、所定時間経過したら排水弁２６を閉止
することで給水弁２３から流入する水を貯水室８内に供給し、水位センサ２０でＯＮ信号
が検知されたら、所定量の水が貯水室８内に供給されたとして給水弁２３を閉止する水入
替モードを行う（ステップＳ１０１）。
【００２９】
　ステップＳ１０１の水入替モードが終了したら、制御部５１は、貯水温度センサ１９で
の検知値に基づき、加熱ヒータ１８をＯＮさせて貯水室８内の貯水温度が所定温度の範囲
内（例えば、６３℃から６５℃の間）となるよう加熱ヒータ制御手段５４で制御し、ミス
トモータ１１及び送風ファン１４が所定の回転数となるようミストモータ制御手段５２及
び送風ファン制御手段５３で制御する立ち上げモードを行う（ステップＳ１０２）。
【００３０】
　ステップＳ１０２の立ち上げモードが終了したら、制御部５１は、加湿スイッチ３７及
び風量スイッチ３８で設定された加湿レベルと風量レベルとに基づいて、ミストモータ１
１と送風ファン１４とが所定の回転数で駆動するようミストモータ制御手段５２と送風フ
ァン制御手段５３とで回転数を制御し、加熱ヒータ１８のＯＮ／ＯＦＦ状態を加熱ヒータ
制御手段５４で切り替えて制御することで、加湿レベルと風量レベルとに合わせた所定の
温度範囲内にするミスト運転を実行する通常運転モードを行う（ステップＳ１０３）。こ
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のミスト運転を実行することで、吸い込み口１７から吸い込まれた空気が送風ファン１４
によって器具本体１の上部方向へ送風され、送風された空気が給水管２２及び排水管２５
の表面と接触しつつ貯水室８の上部から流入し、流入した空気が多孔部１３で発生したナ
ノミストとマイナスイオンを含んだ加湿空気として送風通路１５内を上昇し、送風口２か
ら室内へ送風されることで、ナノミストとマイナスイオンを含んだ加湿空気を室内へ供給
することができる。また、ミスト運転中に貯水室８内の水量が減少して水位が低下したこ
とにより水位センサ２０でＯＦＦ信号が検知されたら、 制御部５１は、給水弁２３を開
放して給水管２２内の水を貯水室８内へ供給し、水位センサ２０でＯＮ信号が検知された
ら給水弁２３を閉止して水の供給を停止させることで、貯水室８内の水位が常に所定水位
以上であるようにした。
【００３１】
　ステップＳ１０３の通常運転モードの終了条件を満たしたら、制御部５１は、ミストモ
ータ１１を停止させてから排水弁２６を開弁して貯水室８内の水を排水し、所定時間経過
したら給水弁２３を開放して貯水室８内を洗浄してから排水弁２６を閉止して貯水室８内
に所定量だけ貯水する水入替運転を行い、加熱ヒータ１８をＯＮ状態にして水を加熱する
ことで除菌を行う除菌運転を所定時間行い、所定時間経過後に貯水室８内を冷却して貯水
室８内の水を排水する冷却運転を実行するクリーニングモードを行う（ステップＳ１０４
）。
【００３２】
　ステップＳ１０４のクリーニングモードが終了したら、制御部５１は、送風ファン１４
が所定の回転数（例えば、８００ｒｐｍ）で駆動するよう送風ファン制御手段５３で制御
し、貯水室８や送風通路１５に送風して乾燥させることで菌の増殖を防止する乾燥運転（
Ｔ乾燥モード）を行い（ステップＳ１０５）、運転を終了させるものである。
【００３３】
　このステップＳ１０４の乾燥運転は、送風ファン１４を例えば、８００ｒｐｍで一定時
間駆動させるものであり、この一定時間は吸気温度センサ３４で検知された吸気温度と、
湿度センサ３５で検知される室内空気の湿度で決定されるもので、図１０のマトリクス図
に示されるように、室温５℃～４０℃以上と、湿度３０％～９０％の範囲で、一定時間が
１時間～３時間半の範囲で選択可変されるものであり、即ち、図９の乾燥運転のフローチ
ャートで説明すれば、運転スイッチ３６が停止操作されたか、もしくはタイマー切替スイ
ッチ３９で設定された運転停止時刻或いは、連続使用時間１９時間を制御部５１が検知し
（ステップＳ１０６）、ステップＳ１０７に進んで吸気温度センサ３４の検知温度と、湿
度センサ３５の検知湿度から、制御部５１が図１０のマトリクス図の一定時間を選択決定
して、ステップＳ１０８で送風ファン制御手段５３に選択された時間送風ファン１４を駆
動させて乾燥運転を終了させるものである。
【００３４】
　これによって、現在の室内の温度及び湿度に適した乾燥時間が自動的に設定されるので
、無駄な乾燥時間がなくなり、環境に応じた最適な乾燥時間で確実に器具本体内の乾燥が
行われ、消費電力の無駄もなくなり、最短の乾燥時間で使用勝手も良いものである。
　更に連続運転が行われてたとしても、１９時間後には必ず強制的に乾燥運転が行われる
ので、菌やカビの発生を確実に阻止することが出来、衛生的な環境を維持出来るものであ
る。
【００３５】
　次に貯水室８の外壁に設置され水位センサ２０が故障し、加熱ヒータ１８が通電され貯
水室８が空焚き状態となった場合には、通常運転モードでスタートしてステップＳ１０９
で加熱ヒータ１８が通電開始するが、この時、貯水室８の温度を検知する温度サーミスタ
２１が、ステップＳ１１０で通常の水有りでは図１２の緩やかな温度勾配（Ｔ２－Ｔ１）
÷（ｔ２－ｔ１）を加熱ヒータ制御手段５３が演算して算出したものと、空焚きの水無し
では図１３の急激な温度勾配（Ｔ２－Ｔ１）÷（ｔ２－ｔ１）を演算して算出したものと
を比較して、通常ではＹＥＳでステップＳ１１１で運転を継続し、空焚記きの異常ではＮ
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ＯでステップＳ１１２に進んで加熱ヒータ１８の通電を停止して、異常加熱状態を瞬時に
停止させることができるので、貯水室８及び該貯水室８の周辺部品の焼損を阻止すると共
に、該周辺部品の耐熱性も必要なく安価に調達出来るものである。
　又運転停止の異常状態をランプ等の点滅で報知するようにしても良いものである。
【００３６】
　１　器具本体
　２　送風口
　８　貯水室
１０　回転体（加湿空気発生手段）
１２　多孔体（加湿空気発生手段）
１３　多孔部（加湿空気発生手段）
１４　送風ファン
１５　送風通路
１７　吸い込み口
１８　加熱ヒータ
２１　温度サーミスタ
５１　制御部
５３　加熱ヒータ制御手段

【図１】 【図２】
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