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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケーシング(１０)と、
　上記本体ケーシング(１０)内に配置され、空気清浄用フィルタ(２３,２４)と、吸込口(
１,３,４,５)から吸い込んだ空気を上記空気清浄用フィルタ(２３,２４)を介して吹き出
す送風ファン(２５)とを有する空気清浄部(２０)と、
　上記本体ケーシング(１０)内の上記空気清浄部(２０)の後面側に配置され、水タンク(
３１,５１)を有する加湿部(３０,５０)とを備え、
　上記空気清浄部(２０)の上記吸込口(１,３,４,５)が上記本体ケーシング(１０)の前面
側に設けられており、
　上記空気清浄部(２０)の上記吸込口(５)が上記本体ケーシング(１０)の前面および上面
の前面側に設けられていることを特徴とする加湿機能付き空気清浄機。
【請求項２】
　請求項１に記載の加湿機能付き空気清浄機において、
　上記空気清浄部(２０)の上記吸込口(３,４)が上記本体ケーシング(１０)の前面および
側面の前面側に設けられていることを特徴とする加湿機能付き空気清浄機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の加湿機能付き空気清浄機において、
　上記空気清浄部(２０)の吹出口(２)が上記本体ケーシング(１０)の上面側に設けられて
いることを特徴とする加湿機能付き空気清浄機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、加湿機能付き空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、加湿機能付き空気清浄機としては、本体ケーシング内に加湿部を備えたものがあ
る(例えば、特開２０００－３５６３７４号公報(特許文献１)参照)。この加湿機能付き空
気清浄機は、本体ケーシング内の左側方に空気清浄部を配置すると共に、本体ケーシング
内の右側方に加湿部を配置している。上記加湿機能付き空気清浄機は、空気清浄部の背面
側から空気を吸い込んで清浄化した後、上面に設けられた吹出口から上方に向かって吹き
出す。このとき、上記加湿部の上方から蒸気を吹き出して、清浄化された空気と共に室内
に供給される。
【０００３】
　ところで、上記加湿機能付き空気清浄機では、本体ケーシング内の右側方に加湿部が配
置されているため、本体ケーシングの奥行き寸法に制限されて水タンクの収納スペースが
十分に得られず、加湿能力が小さいという問題がある。また、上記加湿機能付き空気清浄
機では、吸込口が室内壁面に対向する背面側にしかなく、室内に供給した清浄空気を効率
よく循環させることができないという問題がある。例え、吸込口を背面側と一方の側面(
加湿部と反対側)に設けたとして、吸い込み空気の流れが偏ってしまう。
【特許文献１】特開２０００－３５６３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、この発明の目的は、空気清浄能力を損なうことなく、水タンク用の大きな収納
スペースを確保して加湿能力を大幅に向上できる加湿機能付き空気清浄機を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、この発明の加湿機能付き空気清浄機は、本体ケーシングと、
上記本体ケーシング内に配置され、空気清浄用フィルタと、吸込口から吸い込んだ空気を
上記空気清浄用フィルタを介して吹き出す送風ファンとを有する空気清浄部と、上記本体
ケーシング内の上記空気清浄部の後面側に配置され、水タンクを有する加湿部とを備え、
上記空気清浄部の上記吸込口が上記本体ケーシングの前面側に設けられており、上記空気
清浄部の上記吸込口が上記本体ケーシングの前面および上面の前面側に設けられているこ
とを特徴とする。ここで、空気浄化用フィルタとは、集塵、脱臭、除菌機能を有するフィ
ルタである(例えば、光触媒フィルタやバイオフィルタなどを含む)。
【０００６】
　上記構成の加湿機能付き空気清浄機によれば、空気清浄用フィルタと送風ファンとを有
する空気清浄部の吸込口を本体ケーシングの前面側に設け、本体ケーシング内の空気清浄
部の後面側に、水タンクを有する加湿部を配置することによって、本体ケーシング内の空
気清浄部の側方に加湿部を配置するよりも、前面側から効率よく空気を吸い込む風通路を
設けることができ、室内に清浄空気を効率よく循環させることができる。このように、少
なくとも本体ケーシングの前面側から室内空気を吸い込む構造にすることにより、十分な
空気浄化能力が得られる風通路を確保することが可能になる。また、一般に奥行きよりも
横幅が広い本体ケーシング内の後面側の幅広のスペースを水タンクの収納に割り当てて、
水タンクの容量を大きくすることが可能となる。したがって、空気清浄能力を損なうこと
なく、水タンク用の大きな収納スペースを確保して加湿能力を大幅に向上できる。また、
少なくとも本体ケーシングの前面の吸込口および上面の前面側の吸込口から室内空気を吸
い込む構造にすることにより、前方の広い空間から空気を吸い込む風通路を確保すること
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ができる。
【０００７】
　また、一実施形態の加湿機能付き空気清浄機は、上記空気清浄部の上記吸込口が上記本
体ケーシングの前面および側面の前面側に設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　上記実施形態の加湿機能付き空気清浄機によれば、少なくとも本体ケーシングの前面の
吸込口および側面の前面側の吸込口から室内空気を吸い込む構造にすることにより、前方
の広い空間から空気を吸い込む風通路を確保することができる。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
　また、一実施形態の加湿機能付き空気清浄機は、上記空気清浄部の吹出口が上記本体ケ
ーシングの上面側に設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　上記実施形態の加湿機能付き空気清浄機によれば、本体ケーシングの上面側から空気清
浄化された空気を吹き出す構造にすることによって、本体ケーシング内の空気清浄部の後
面側への加湿部の配置が容易にできる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上より明らかなように、この発明の加湿機能付き空気清浄機によれば、空気清浄部の
吸込口を本体ケーシングの前面側に設け、本体ケーシング内の空気清浄部の後面側に加湿
部を配置することによって、空気清浄能力を損なうことなく、水タンク用の大きな収納ス
ペースを確保して加湿能力を大幅に向上できる。また、少なくとも本体ケーシングの前面
の吸込口上面の前面側の吸込口から室内空気を吸い込む構造にすることによって、前方の
広い空間から空気を吸い込む風通路を確保することができる。
【００１４】
　また、一実施形態の加湿機能付き空気清浄機によれば、少なくとも本体ケーシングの前
面の吸込口および側面の前面側の吸込口から室内空気を吸い込む構造にすることによって
、前方の広い空間から空気を吸い込む風通路を確保することができる。
【００１５】
【００１６】
　また、一実施形態の加湿機能付き空気清浄機によれば、空気清浄部の上面側から空気清
浄化された空気を吹き出す構造にすることによって、本体ケーシング内の空気清浄部の後
面側への加湿部の配置が容易にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明の加湿機能付き空気清浄機を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００１８】
　(第１実施形態)
　図１(a)はこの発明の第１実施形態の加湿機能付き空気清浄機の正面図であり、図１(b)
は上記加湿機能付き空気清浄機の側面図であり、図１(c)は上記加湿機能付き空気清浄機
の上面図である。図１(a)～(c)に示すように、この加湿機能付き空気清浄機は、奥行きよ
りも横幅が広い略直方体形状の本体ケーシング１０を備え、その本体ケーシング１０の前
面に、正面吸込口１を有するフロントパネル１１を着脱自在に取り付けている。上記本体
ケーシング１０の左右側面(フロントパネル１１近傍)に縦長の側面吸込口３,４を夫々設
けている。また、上記本体ケーシング１０の上面(フロントパネル１１近傍)に、長手方向
が左右方向の上面吸込口５を夫々設けている。
【００１９】
　また、図２(a)は上記加湿機能付き空気清浄機の正面側から見た模式図であり、図２(b)
は上記加湿機能付き空気清浄機の側面側から見た構成を示す模式図であり、図２(c)は上
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記加湿機能付き空気清浄機の背面側から見た構成を示す模式図である。
【００２０】
　上記加湿機能付き空気清浄機は、図２(b)に示すように、前面側(図２中左側)から順に
、プレフィルタ２１,電気集塵部２２,第１空気清浄用フィルタ２３,第２空気清浄用フィ
ルタ２４および送風ファンの一例としての遠心ファン２５を配置している。このプレフィ
ルタ２１,電気集塵部２２,第１空気清浄用フィルタ２３,第２空気清浄用フィルタ２４お
よび遠心ファン２５で空気清浄部２０を構成している。なお、第１空気清浄用フィルタ２
３,第２空気清浄用フィルタ２４には、光触媒フィルタやバイオフィルタなどの空気清浄
用フィルタを用いる。
【００２１】
　上記空気清浄部２０において、本体ケーシング１０の前後方向に沿って回転軸が配置さ
れた遠心ファン２５は、正面吸込口１から吸い込んだ空気をプレフィルタ２１,電気集塵
部２２,第１空気清浄用フィルタ２３,第２空気清浄用フィルタ２４および吹き出し通路２
６を介して吹出口２から吹き出す。このとき、正面吸込口１だけでなく、図１に示す側面
吸込口３,４および上面吸込口５からも室内空気を吸い込む。
【００２２】
　また、上記遠心ファン２５の後面側には、仕切板４０を隔てて、図２(c)に示すように
、水タンク３１と、上記水タンク３１を受けるタンク受皿部３２を配置している。上記タ
ンク受皿部３２の下端に配管３３の一端を接続し、配管３３の他端をヒータ部３４の下部
に接続している。上記ヒータ部３４の上側に先細りした円錐形状のダクト３５を取り付け
、ダクト３５の上端と空気清浄部２０の吹き出し通路２６を蒸気吹出管３６を介して接続
している。上記水タンク３１,タンク受皿部３２,配管３３,ヒータ部３４,ダクト３５およ
び蒸気吹出管３６で加湿部３０を構成している。
【００２３】
　上記加湿部３０において、水タンク３１内の水は、タンク受皿部３２,配管３３を介し
てヒータ部３４に供給される。そして、ヒータ部３４により加熱されて蒸発した蒸気は、
ダクト３５,蒸気吹出管３６を介して空気清浄部２０の吹き出し通路２６内に吹き出す。
そうして、上記加湿部３０からの蒸気が空気清浄部２０により清浄化された空気と共に吹
出口２から室内に吹き出す。
【００２４】
　上記構成の加湿機能付き空気清浄機によれば、空気清浄部２０の吸込口を本体ケーシン
グ１０の前面側に設け、本体ケーシング１０内の空気清浄部２０の後面側に、水タンク３
１を有する加湿部３０を配置して、本体ケーシング１０の前面側から室内空気を吸い込む
構造にすることによって、十分な空気浄化能力が得られる風通路を確保することが可能に
なる。また、奥行きよりも横幅が広い本体ケーシング１０内の後面側の幅広のスペースを
水タンク３１の収納に割り当てて、水タンク３１の容量を大きくすることが可能となる。
したがって、空気清浄能力を損なうことなく、水タンク３１用の大きな収納スペースを確
保して加湿能力を大幅に向上できる。
【００２５】
　また、上記本体ケーシング１０の前面吸込口１と側面吸込口３,４および上面吸込口５
から室内空気を吸い込む構造にすることにより、前方の広い空間から空気を吸い込む風通
路を確保することができる。
【００２６】
　また、上記空気清浄部２０の上側に設けられた吹出口２から空気清浄化された空気を吹
き出す構造にすることによって、本体ケーシング１０内の空気清浄部２０の後面側への加
湿部３０の配置が容易にできる。
【００２７】
　(第２実施形態)
　図３(a)はこの発明の第２実施形態の加湿機能付き空気清浄機の正面側から見た模式図
であり、図３(b)は上記加湿機能付き空気清浄機の側面側から見た構成を示す模式図であ
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り、図３(c)は上記加湿機能付き空気清浄機の背面側から見た構成を示す模式図である。
また、図４は図３(c)のIV－IV線から見た加湿機能付き空気清浄機の加熱部を含む要部の
断面図である。この第２実施形態の加湿機能付き空気清浄機は、加湿部を除いて第１実施
形態の加湿機能付き空気清浄機と同一の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付
して説明を省略する。
【００２８】
　上記第２実施形態の加湿機能付き空気清浄機は、本体ケーシング１０内の遠心ファン２
５の後面側に、仕切板４０を隔てて、図３(c)に示すように、水タンク５１を配置し、そ
の水タンク５１の下側に、横方向(左右方向)が長い蒸発皿５２を配置している。上記蒸発
皿５２の上側かつ水タンク５１の下側に加熱部５３を配置している。この加熱部５３は、
ランプヒータ５４と、そのランプヒータ５４の上側を配置された反射板５５と、ランプヒ
ータ５４,反射板５５を覆うように配置された反射板カバー６０(図４参照)を有している
。上記蒸発皿５２の後面側かつ略中央に水受け部５６を配置し、蒸発皿５２の底部と水受
け部５６の底部を配管５９(図４参照)を介して接続している。上記水タンク５１の後面側
の側面に、上端から下方に延びる給水部５１aを設けている。上記給水部５１aの下端の給
水口が水受け部５６と接続されている。また、上記本体ケーシング１０内の水タンク５１
の側方かつ加熱部５３の上側に、上側が先細りした円錐形状のダクト５７を取り付け、ダ
クト５７の上端の蒸気吹出口５８は、本体ケーシング１０の上面に開口している。上記水
タンク５１,蒸発皿５２,加熱部５３,水受け部５６,ダクト５７および配管５９で加湿部３
０を構成している。
【００２９】
　上記加湿部５０において、水タンク５１内の水は、水受け部５６,配管５９を介して蒸
発皿５２に供給される。そして、加熱部５３のランプヒータ５４により加熱されて蒸発し
た蒸気は、ダクト５７,蒸気吹出口５８を介して室内に吹き出す。そうして、上記加湿部
５０からの蒸気は、空気清浄部２０の吹出口２からの清浄化空気と共に室内に供給される
。
【００３０】
　上記第２実施形態の蒸気加湿機能付き空気清浄機は、第１実施形態の蒸気加湿機能付き
空気清浄機と同様の効果を有する。また、上記第２実施形態の蒸気加湿機能付き空気清浄
機では、ランプヒータ５４を用いた間接加熱方式を採用しており、ランプヒータ５４から
の熱と反射板５５から反射した熱により蒸発皿５２の水を加熱する。このランプヒータ５
４は、本体ケーシング１０の横方向に沿って容易に配置でき、ヒータ入力を大きくするた
めの長手方向のスペースを確保することができる。また、このようなランプヒータ５４の
構造により水タンク５２の下側に横たわらせて配置することが可能となり、空間を有効に
利用できる。
【００３１】
　上記第１,第２実施形態では、遠心ファン２５を用いた加湿機能付き空気清浄機につい
て説明したが、送風ファンはこれに限らず、シロッコファンなどの他の送風装置であって
もよい。
【００３２】
　また、上記第１,第２形態では、ヒータ部３４,ランプヒータ５４を用いた加湿部３０,
５０を備えた加湿機能付き空気清浄機について説明したが、超音波式や気化式の加湿部な
どを備えたものでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１(a)はこの発明の第１実施形態の加湿機能付き空気清浄機の正面図であり、
図１(b)は上記加湿機能付き空気清浄機の側面図であり、図１(c)は上記加湿機能付き空気
清浄機の上面図である。
【図２】図２(a)は上記加湿機能付き空気清浄機の正面側から見た模式図であり、図２(b)
は上記加湿機能付き空気清浄機の側面側から見た構成を示す模式図であり、図２(c)は上
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記加湿機能付き空気清浄機の背面側から見た構成を示す模式図である。
【図３】図３(a)はこの発明の第２実施形態の加湿機能付き空気清浄機の正面側から見た
模式図であり、図３(b)は上記加湿機能付き空気清浄機の側面側から見た構成を示す模式
図であり、図３(c)は上記加湿機能付き空気清浄機の背面側から見た構成を示す模式図で
ある。
【図４】図４は図３(c)のIV－IV線から見た加湿機能付き空気清浄機の加熱部を含む要部
の断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１…正面吸込口
　２…吹出口
　３,４…側面吸込口
　５…上面吸込口
　１０…本体ケーシング
　１１…フロントパネル
　２０…空気清浄部
　２１…プレフィルタ
　２２…電気集塵部
　２３…第１空気清浄用フィルタ
　２４…第２空気清浄用フィルタ
　２５…遠心ファン
　２６…吹き出し通路
　３０…加湿部
　３１…水タンク
　３２…タンク受皿部
　３３…配管
　３４…ヒータ部
　３５…ダクト
　４０…仕切板
　５０…加湿部
　５１…水タンク
　５１a…給水部
　５２…蒸発皿
　５３…加熱部
　５４…ランプヒータ
　５５…反射板
　５６…水受け部
　５７…ダクト
　５８…蒸気吹出口
　５９…配管
　６０…反射板カバー
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