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(57)【要約】
　除湿機（１００）は、空気中の水を除去する除湿手段
と、除湿手段によって水が除去された空気を吹出口４を
介して送る送風手段と、表面温度を検出する表面温度検
出部（１８）と、対象物の一例である衣服（３１）に向
けて可視光を照射する照射部（１９）と、表面温度検出
部（１８）によって検出された表面温度に基づいて照射
部（１９）を制御する制御手段と、を備える。このため
、除湿機（１００）は、衣服（３１）の乾燥状態を使用
者に対して容易に視認させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気中の水を除去する除湿手段と、
　前記除湿手段によって水が除去された空気を吹出口を介して送る送風手段と、
　表面温度を検出する表面温度検出手段と、
　対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、
　前記表面温度検出手段によって検出された表面温度に基づいて前記照射手段を制御する
制御手段と、
　を備える除湿機。
【請求項２】
　前記表面温度検出手段は、基準位置に対して、前記照射手段によって可視光が照射され
る方向にある対象物の表面温度を検出する請求項１に記載の除湿機。
【請求項３】
　前記照射手段は、前記吹出口から空気が送られる方向へ可視光を照射する請求項１また
は請求項２に記載の除湿機。
【請求項４】
　前記吹出口から空気が送られる方向を決める風向決定手段を備え、
　前記照射手段は、前記吹出口から空気が送られる方向へ可視光を照射し、
　前記風向決定手段は、動くことによって前記吹出口から空気が送られる方向を変更し、
　前記表面温度検出手段及び前記照射手段は、前記風向決定手段に接続され、前記風向決
定手段が動くと前記風向決定手段と共に前記風向決定手段が動く方向へ動く請求項２に記
載の除湿機。
【請求項５】
　前記風向決定手段は、前記吹出口から空気が送られる方向を上下方向に変更する第１変
更部及び前記吹出口から空気が送られる方向を左右方向に変更する第２変更部を有し、
　前記第２変更部は、前記第１変更部が動くと前記第１変更部と共に前記第１変更部が動
く方向と同じ方向へ動き、
　前記表面温度検出手段及び前記照射手段は、前記第２変更部に接続され、前記第２変更
部が動くと前記第２変更部と共に前記第２変更部が動く方向へ動く請求項４に記載の除湿
機。
【請求項６】
　基準温度が記憶された記憶手段を備え、
　前記制御手段は、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記基準温度以
下である場合には第１制御を行い、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が
前記基準温度を超えた場合には前記第１制御と異なる第２制御を行う請求項１から請求項
５の何れか１項に記載の除湿機。
【請求項７】
　前記照射手段は、前記制御手段によって前記第１制御が行われると可視光を照射し、前
記制御手段によって前記第２制御が行われると可視光の照射を停止する請求項６に記載の
除湿機。
【請求項８】
　前記照射手段は、第１の色の可視光及び前記第１の色と異なる第２の色の可視光を選択
的に照射可能であり、前記制御手段によって前記第１制御が行われると前記第１の色の可
視光を照射し、前記制御手段によって前記第２制御が行われると前記第２の色の可視光を
照射する請求項６に記載の除湿機。
【請求項９】
　第１基準温度及び前記第１基準温度より高い第２基準温度が記憶された記憶手段を備え
、
　前記制御手段は、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記第１基準温
度以下である場合には第１制御を行い、前記表面温度検出手段によって検出された表面温



(3) JP WO2018/008234 A1 2018.1.11

10

20

30

40

50

度が前記第１基準温度を超えて且つ前記第２基準温度以下である場合には第２制御を行い
、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記第２基準温度を超えた場合に
は第３制御を行い、
　前記照射手段は、第１の色の可視光及び前記第１の色と異なる第２の色の可視光を選択
的に照射可能であり、前記制御手段によって前記第１制御が行われると前記第１の色の可
視光を照射し、前記制御手段によって前記第２制御が行われると前記第２の色の可視光を
照射し、前記制御手段によって前記第３制御が行われると可視光の照射を停止する請求項
１から請求項５の何れか１項に記載の除湿機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、除湿機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、被乾燥物を乾燥させる除湿機が記載されている。この除湿機は、表面温
度検出手段及び表示手段を備える。表示手段は、被乾燥物が置かれているエリアを表示す
るものである。特許文献１において被乾燥物の乾燥状態は、表面温度検出手段によって検
出された被乾燥物の表面温度に基づいて判定される。表示手段は、判定された乾燥状態に
応じて、エリア毎に表示を変更する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本特許第５８３９０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載された除湿機においては、被乾燥物の乾燥状態は、表示手段によ
って表示される。使用者は、表示手段を見ることによって、被乾燥物の乾燥状態を認識す
る。使用者は、被乾燥物の乾燥状態と被乾燥物自体とを直接対比して視認することが難し
い。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、
対象物の乾燥状態を使用者に対してより容易に視認させることが可能な除湿機を得ること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る除湿機は、空気中の水を除去する除湿手段と、除湿手段によって水が除去
された空気を吹出口を介して送る送風手段と、表面温度を検出する表面温度検出手段と、
対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、表面温度検出手段によって検出された表面
温度に基づいて照射手段を制御する制御手段と、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る除湿機は、対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、表面温度検出手
段によって検出された表面温度に基づいて照射手段を制御する制御手段と、を備える。こ
のため、本発明に係る除湿機であれば、対象物の乾燥状態を使用者に対してより容易に視
認させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１の除湿機の外観を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１の除湿機の内部の構造を示す縦断面図である。
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【図３】実施の形態１の風向変更部の構成を示す断面図である。
【図４】実施の形態１のセンサ部を正面から見た図である。
【図５】実施の形態１のセンサ部の構造を示す断面図である。
【図６】実施の形態１の制御装置を示す図である。
【図７】実施の形態１の除湿機の動作を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態１の動作時の除湿機を示す図である。
【図９】実施の形態２の動作時の除湿機を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付の図面を参照して、実施の形態について説明する。各図における同一部分ま
たは相当部分には、同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１の除湿機１００の外観を示す斜視図である。図２は、実施の形態
１の除湿機１００の内部の構造を示す縦断面図である。以下、除湿機１００が水平面上に
置かれた状態を基準として、実施の形態を説明する。以下の説明では、便宜上、図２にお
ける紙面上の左右方向を、除湿機１００の前後方向とする。図２における紙面上の上下方
向を、除湿機１００の上下方向とする。また図２における紙面に垂直な方向を、左右方向
とする。
【００１１】
　除湿機１００は、筐体１を備える。筐体１は、除湿機１００の外殻を形成する。筐体１
は、例えば自立可能な縦長の箱状に形成される。また除湿機１００は、例えば車輪２を備
えてもよい。車輪２は、例えば筐体１の底に設けられる。この車輪２によって、除湿機１
００は移動可能となる。
【００１２】
　筐体１には、吸込口３が形成される。吸込口３は、筐体１の内部に空気を取り込むため
の開口である。吸込口３は、例えば筐体１の後面に形成される。筐体１の内部には、例え
ば室内空気Ｐが吸込口３から取り込まれる。また筐体１には、吹出口４が形成される。吹
出口４は、筐体１の内部から外部へ空気を吹き出すための開口である。例えば乾燥空気Ｑ
が、吹出口４から吹き出される。吹出口４は、例えば筐体１の前面の上部に形成される。
吹出口４の形状は、例えば筐体１の左右方向に伸びる長方形状である。
【００１３】
　筐体１の内部には、風路５が形成される。風路５は、吸込口３から吹出口４へ至る空間
である。本実施の形態の除湿機１００は、乾燥空気Ｑを吹出口を介して送る送風手段の一
例として、ファンモータ６及び送風ファン６ａを備える。ファンモータ６及び送風ファン
６ａは、例えば筐体１の内部に設けられる。ファンモータ６及び送風ファン６ａは、例え
ば風路５内に配置される。
【００１４】
　ファンモータ６は、送風ファン６ａに接続される。ファンモータ６は、送風ファン６ａ
を回転させる。送風ファン６ａは、回転することによって、吸込口３から吹出口４へと向
かう気流を風路５内に発生させる。送風ファン６ａによって気流が発生させられると、吸
込口３から吹出口４へ向かって風路５内に空気が流れる。送風ファン６ａは、吹出口４を
介して外部へ空気を送る。このようにして、吹出口４から空気が吹き出される。
【００１５】
　ここで、風路５において、吸込口３がある側を上流側、吹出口４がある側を下流側とす
る。本実施の形態において空気は、一例として風路５内を上流側から下流側へと向かって
流れる。
【００１６】
　除湿機１００は、空気中に含まれる水を除去する除湿手段の一例として、除湿部７を備
える。除湿部７は、例えば空気中の水分を凝縮する装置である。除湿部７は、凝縮した水
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分を排出する。一例として除湿部７は、凝縮した水分を、液体の水として下方に滴下する
。除湿部７は、空気中の水分の除去、すなわち空気の除湿を行う。除湿部７によって除湿
された空気は、乾燥した空気となる。一例として除湿部７は、室内空気Ｐを除湿して、乾
燥空気Ｑを生成する。
【００１７】
　除湿部７は、例えばヒートポンプ回路を利用した装置である。除湿部７は、例えばヒー
トポンプ回路中の蒸発器によって、空気中の水分を凝縮させる。また除湿部７は、例えば
デシカント方式の装置であってもよい。デシカント方式の装置は、空気中の水分を吸着す
る吸着剤及び熱交換器を有する。デシカント方式の装置は、吸着剤によって吸着した水分
を、熱交換器によって凝縮する。
【００１８】
　除湿部７は、例えば筐体１の内部に設けられる。除湿部７は、例えば風路５内に配置さ
れる。除湿部７は、例えば吸込口３と送風ファン６ａとの間に配置される。すなわち本実
施の形態において除湿部７は、送風ファン６ａの上流側に配置される。本実施の形態では
、吸込口３、除湿部７、送風ファン６ａ及び吹出口４が、上流側から下流側へ順に配置さ
れる。
【００１９】
　除湿機１００は、例えば貯水部８を備える。貯水部８は、除湿部７によって排出された
水を貯める部位である。貯水部８は、例えば図２に示すように、上部が開口した容器状で
ある。貯水部８は、筐体１の内部で、除湿部７の下方に設けられる。貯水部８は、除湿部
７から滴下された水を、上部の開口から受けて貯める。また貯水部８は、例えば筐体１か
ら着脱可能に設けられる。
【００２０】
　除湿機１００は、例えばフィルター９を備えてもよい。フィルター９は、筐体１の内部
に設けられる。フィルター９は、吸込口３を筐体１の内部から覆うように設けられる。フ
ィルター９は、筐体１の内部への塵及び埃の侵入を防止する。
【００２１】
　また除湿機１００は、風向変更部１０を備える。図３は、実施の形態１の風向変更部１
０の構成を示す断面図である。図３の紙面上の上下左右方向は、本実施の形態の除湿機１
００の上下左右方向に対応する。
【００２２】
　風向変更部１０は、吹出口４から空気が送られる方向を決める部位である。吹出口４か
ら空気が送られる方向を、以下では送風方向と呼称する。風向変更部１０が動くことによ
り、送風方向は変更される。風向変更部１０は、例えば吹出口４の近傍に配置される。風
向変更部１０は、風向決定手段の一例である。
【００２３】
　風向変更部１０は、例えば図１及び図３に示すように、第１変更部の一例として上下方
向ルーバー１１を有する。上下方向ルーバー１１は、例えば吹出口４の形状に合わせて形
成される。本実施の形態の上下方向ルーバー１１は、左右方向に伸びる長方形状の枠状の
部位である。一例として上下方向ルーバー１１は、図３に示すように、左右方向に伸びる
板状の部位を３枚有する。上下方向ルーバー１１は、左右方向に伸びる長方形状の開口を
有する。上下方向ルーバー１１は、左右方向の軸を中心にして回動可能に形成される。
【００２４】
　風向変更部１０は、上下方向ルーバー１１を動かすための第１モータ１２を有する。第
１モータ１２は、例えば筐体１の内部に設けられる。第１モータ１２は、例えば歯車１２
ａ、歯車１２ｂ及び歯車１２ｃを介して、上下方向ルーバー１１を回動させる。上下方向
ルーバー１１が回動すると、上下方向ルーバー１１の開口の向きは、左右方向の軸に垂直
な面内で変更される。これにより、送風方向が上下方向に変更される。
【００２５】
　また風向変更部１０は、例えば図１及び図３に示すように、第２変更部の一例として左
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右方向ルーバー１３を有する。左右方向ルーバー１３は、上下方向に伸びる板状の部位を
有する。一例として左右方向ルーバー１３は、上下方向に伸びる板状の部位を６枚有する
。上下方向に伸びる６枚の板状の部位は、例えば等間隔に配置される。左右方向ルーバー
１３は、上下方向の軸を中心にして回動可能に形成される。左右方向ルーバー１３は、例
えば上下方向ルーバー１１の内側に配置される。上下方向ルーバー１１と左右方向ルーバ
ー１３とは、例えば左右方向の中央の位置が一致するように配置される。
【００２６】
　風向変更部１０は左右方向ルーバー１３を動かすための第２モータ１４を有する。第２
モータ１４は、例えば筐体１の内部に設けられる。また風向変更部１０はリンク１５を有
する。リンク１５は、例えば左右方向ルーバー１３の後部に接続される。リンク１５は、
第２モータ１４に接続される。すなわち左右方向ルーバー１３と第２モータ１４とは、リ
ンク１５を介して接続される。第２モータ１４が駆動すると、リンク１５を介して左右方
向ルーバー１３が回動する。左右方向ルーバー１３が上下方向の軸を中心にして回動する
ことにより、送風方向が左右方向に変更される。
【００２７】
　またリンク１５は、上下方向ルーバー１１に接続される。リンク１５は、上下方向ルー
バー１１が動くと、上下方向ルーバー１１と共に動く。本実施の形態において左右方向ル
ーバー１３は、左右方向の軸を中心にして回動可能に形成されている。左右方向ルーバー
１３は、リンク１５が動くと、リンク１５と共に動く。すなわち本実施の形態の左右方向
ルーバー１３は、上下方向ルーバー１１が動くと、上下方向ルーバー１１と共に動く。左
右方向ルーバー１３は、上下方向ルーバー１１が動く方向と同じ方向へ動く。
【００２８】
　本実施の形態の除湿機１００は、センサ部１６を備える。センサ部１６は、例えば上下
方向ルーバー１１の内側に配置される。センサ部１６は、例えば上下方向ルーバー１１の
左右方向の中央の位置に配置される。
【００２９】
　図４は、実施の形態１のセンサ部１６を正面から見た図である。図５は、実施の形態１
のセンサ部１６の構造を示す断面図である。図４の紙面の手前方向を、センサ部１６の正
面方向とする。図４の紙面上の上下方向を、センサ部１６の上下方向とする。図５におい
て、紙面上の右方向はセンサ部１６の正面方向、紙面上の左方向はセンサ部１６の背面方
向である。図５の紙面上の上下方向は、センサ部１６の上下方向である。
【００３０】
　センサ部１６は、例えば図１、図３、図４及び図５に示すように、センサケース１７を
有する。センサケース１７は、センサ部１６の外枠となる部位である。センサケース１７
の形状は、一例として筒状である。センサケース１７は、上下方向の軸及び左右方向の軸
を中心にして回動可能に形成される。
【００３１】
　センサケース１７は、例えば上下方向ルーバー１１の左右方向の中央の位置で、リンク
１５に接続される。センサケース１７は、リンク１５を介して、左右方向ルーバー１３に
接続される。なおセンサケース１７は、例えばリンク１５を介さずに左右方向ルーバー１
３に直接接続されてもよい。
【００３２】
　センサケース１７は、その正面方向が送風方向を向くように設けられる。センサケース
１７は、左右方向ルーバー１３が動くと、左右方向ルーバー１３と共に動く。センサケー
ス１７は、左右方向ルーバー１３が動く方向と同じ方向へ動く。センサケース１７の正面
方向は、送風方向が変更された場合においても、変更された後の送風方向へ向く。
【００３３】
　センサケース１７は、例えば正面側にセンサ窓１７ａを有する。センサ窓１７ａは、赤
外線の透過率が高い材料によって形成される。赤外線の透過率が高い材料は、例えばシリ
コンウエハである。なおセンサ窓１７ａは、センサケース１７に形成された開口であって
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もよい。
【００３４】
　センサ窓１７ａは、例えば吹出口４から吹き出された空気が当たる領域から放射される
赤外線が透過するように、配置及び形成される。すなわちセンサ窓１７ａは、センサケー
ス１７から見て、センサケース１７の正面方向にある物体から放射される赤外線が透過す
るように、配置及び形成される。なお、吹出口４から送られた空気が当たる領域を、以下
では送風領域と呼称する。
【００３５】
　センサ部１６は、表面温度検出手段の一例として、表面温度検出部１８を有する。表面
温度検出部１８は、対象物の表面温度Ｔｄを、非接触の状態で検出することができる装置
である。本実施の形態の表面温度検出部１８は、基準位置に対して一定方向にある対象物
の表面温度Ｔｄを検出する。基準位置は、例えばセンサ窓１７ａの位置またはセンサケー
ス１７の中心等など、任意の位置として予め設定される。一例として表面温度検出部１８
は、基準位置に対して送風方向にある対象物の表面温度Ｔｄを検出できるように構成され
る。表面温度検出部１８は、例えば送風領域にある対象物の表面温度Ｔｄを検出できるよ
うに構成される。
【００３６】
　表面温度検出部１８は、例えばセンサケース１７の内部に設けられる。表面温度検出部
１８は、センサ窓１７ａの背面側に配置される。表面温度検出部１８には、例えば熱起電
力を利用したものが用いられる。表面温度検出部１８は、例えば赤外線吸収膜及びサーミ
スタを有する。表面温度検出部１８の赤外線吸収膜は、センサ窓１７ａを透過した赤外線
を吸収する。
【００３７】
　表面温度検出部１８の赤外線吸収膜は、感熱部分を有する。この感熱部分は、センサ窓
１７ａを透過した赤外線を吸収することによって昇温する。本実施の形態において赤外線
吸収膜の感熱部分は、温接点となる。また表面温度検出部１８のサーミスタは、赤外線吸
収膜のうちの感熱部分ではない部位の温度を検出する。本実施の形態において赤外線吸収
膜のうちの感熱部分ではない部位は、冷接点の一例である。表面温度検出部１８は、上記
の温接点と冷接点との温度差から、赤外線吸収膜に吸収された赤外線を発した物の表面温
度Ｔｄを検出する。
【００３８】
　送風領域は、送風方向と共に変更される。センサケース１７の内部に設けられた表面温
度検出部１８は、センサケース１７と共に動く。すなわち表面温度検出部１８は、左右方
向ルーバー１３と共に動く。表面温度検出部１８は、例えば送風方向が変更された場合に
おいても、基準位置に対して変更された後の送風方向になる対象物の表面温度を検出する
ことができる。同様に表面温度検出部１８は、送風領域が変更された場合においても、変
更された後の送風領域にある対象物の表面温度Ｔｄを検出することができる。なお表面温
度検出部１８は、表面温度Ｔｄを検出することができるものであれば、本実施の形態に例
示されるものでなくてもよい。センサ窓１７ａ及び表面温度検出部１８の構成は、本実施
の形態に限定されるものではない。
【００３９】
　またセンサ部１６は、衣服などの対象物に向けて可視光を照射する照射手段の一例とし
て、照射部１９を有する。照射部１９は、例えば光源部１９ａ及び集光レンズ１９ｂを有
する。集光レンズ１９ｂは、センサケース１７の正面部分に設けられる。集光レンズ１９
ｂは、例えばセンサ窓１７ａよりも下方に配置される。光源部１９ａは、例えばセンサケ
ース１７の内部に設けられる。光源部１９ａは、例えば集光レンズ１９ｂの背面側に配置
される。
【００４０】
　光源部１９ａは、可視光を発するものである。光源部１９ａには、例えばＬＥＤが含ま
れる。また光源部１９ａには、例えば複数個のＬＥＤが含まれても良い。光源部１９ａに
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は、例えばレーザーダイオードが含まれてもよい。光源部１９ａは、例えば光度が１００
０ｍｃｄ以上の可視光を発する。
【００４１】
　集光レンズ１９ｂは、光源部１９ａが発した可視光を集光するものである。集光レンズ
１９ｂは、例えばアクリル樹脂の両凸レンズである。なお集光レンズ１９ｂの材質は、例
えばポリカーボネイト樹脂またはガラスでもよい。また集光レンズ１９ｂは、フレネルレ
ンズでもよい。
【００４２】
　センサケース１７のうちの光源部１９ａと集光レンズ１９ｂとの間の部位は、例えば光
源部１９ａが発した可視光が透過する部材で形成される。またセンサケース１７のうち、
光源部１９ａと集光レンズ１９ｂとの間の部位は、例えば開口していてもよい。光源部１
９ａが発した可視光は、集光レンズ１９ｂへ照射される。
【００４３】
　集光レンズ１９ｂは、光源部１９ａが発した可視光を集光する。集光レンズ１９ｂによ
って集光された可視光は、例えば室内で容易に視認される状態となる。光源部１９ａ及び
集光レンズ１９ｂは、集光レンズ１９ｂによって集光された可視光がセンサケース１７の
正面方向に照射されるように設けられる。すなわち、集光レンズ１９ｂによって集光され
た可視光は、送風方向へ照射される。
【００４４】
　集光レンズ１９ｂによって集光された可視光は、筐体１の外部へ照射される。ここで、
集光レンズ１９ｂによって集光された可視光が照射される領域を、照射領域３０とする。
光源部１９ａ及び集光レンズ１９ｂは、例えば筐体１から１ｍ離れた位置での照射領域３
０が直径６０ｍｍの円となるように設けられる。なお照射領域３０の大きさ及び形状は本
例に限定されない。照射領域３０の形状は、例えば長方形状等であってもよい。
【００４５】
　光源部１９ａ及び集光レンズ１９ｂは、センサケース１７に設けられる。光源部１９ａ
及び集光レンズ１９ｂは、センサケース１７と共に動く。すなわち、集光レンズ１９ｂに
よって集光された可視光は、例えば送風方向が変更された場合においても、変更された送
風方向へ照射される。
【００４６】
　本実施の形態の照射部１９は、一例として複数色の可視光を照射可能に形成される。光
源部１９ａには、例えば緑色の可視光を発するＬＥＤと青色の可視光を発するＬＥＤとが
含まれる。緑色は、第１の色の一例である。青色は、この第１の色と異なる第２の色の一
例である。本実施の形態の照射部１９は、青色の可視光及び緑色の可視光を選択的に照射
することができる。
【００４７】
　なお照射部１９によって照射される可視光の色は本実施の形態以外にも、例えば橙色ま
たは赤色等であってもよい。照射部１９によって照射される可視光の色の組み合わせは、
例えば緑色と橙色等であってもよい。また照射部１９は、例えば集光レンズ１９ｂによっ
て照射する可視光の色が変更されるものであってもよい。照射部１９は、例えば照射する
可視光の光量を変更可能に構成されてもよい。
【００４８】
　また本実施の形態の除湿機１００は、制御装置２０及び操作部２１を備える。制御装置
２０は、例えば図２に示すように、筐体１の内部に設けられる。操作部２１は、例えば図
１及び図２に示すように、筐体１の上面の後面側に設けられる。制御装置２０と操作部２
１とは接続される。
【００４９】
　制御装置２０は、除湿機１００に備えられる各機器に接続される。制御装置２０は、除
湿機１００に備えられる各機器を制御する。制御装置２０は、例えばファンモータ６、除
湿部７、第１モータ１２、第２モータ１４及び照射部１９に接続される。制御装置２０は
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、例えばファンモータ６、除湿部７、第１モータ１２、第２モータ１４及び照射部１９を
制御する。
【００５０】
　また制御装置２０は、表面温度検出部１８に接続される。表面温度検出部１８は、検出
した表面温度Ｔｄの情報を、電圧等の電気信号に変換する。表面温度検出部１８は、変換
した電気信号を、制御装置２０へ出力する。制御装置２０は、例えば表面温度検出部１８
からの電気信号に基づいて動作する。
【００５１】
　操作部２１は、使用者が除湿機１００を操作するための部位である。操作部２１は、例
えば運転ボタン２１ａ、モード選択ボタン２１ｂ、設定ボタン２１ｃ及び操作キー２１ｄ
を有する。運転ボタン２１ａは、除湿機１００の運転を開始及び停止させるためのもので
ある。
【００５２】
　モード選択ボタン２１ｂは、除湿機１００の運転モードを選択するためのものである。
モード選択ボタン２１ｂは、例えば使用者からの操作に応じた信号を制御装置２０へ送信
する。また設定ボタン２１ｃは、除湿機１００の設定を行うためのものである。設定ボタ
ン２１ｃは、例えば使用者からの操作に応じた信号を制御装置２０へ送信する。
【００５３】
　操作キー２１ｄは、操作指示を送信する操作手段の一例である。操作キー２１ｄは、風
向変更部１０を動かすためのものである。操作キー２１ｄは、例えば十字キーである。操
作キー２１ｄは、使用者からの操作に応じた操作指示を制御装置２０へ送信する。制御装
置２０は、操作指示を受信すると、受信した操作指示に基づいて動作する。なお操作キー
２１ｄは、十字キー以外のものでもよい。
【００５４】
　図６は、実施の形態１の制御装置２０を示す図である。図６（ａ）は、制御装置２０の
機能ブロック図の一例である。一例として制御装置２０は、動作制御部２０ａ、記憶部２
０ｂ、乾燥度判定部２０ｃ及び設定部２０ｄを有する。動作制御部２０ａは、除湿機１０
０に備えられた各機器を制御するための部位である。動作制御部２０ａは、例えば操作キ
ー２１ｄからの操作指示に基づいて、第１モータ１２及び第２モータ１４を制御する。
【００５５】
　記憶部２０ｂは、記憶手段の一例である。記憶部２０ｂには、例えば予め複数の運転モ
ードが設定されている。動作制御部２０ａは、例えばモード選択ボタン２１ｂからの信号
に基づいて、記憶部２０ｂに設定された複数の運転モードの中から１つの運転モードを選
択する。動作制御部２０ａは、例えば選択した運転モードに基づいて、ファンモータ６、
除湿部７、第１モータ１２、第２モータ１４及び照射部１９を制御する。
【００５６】
　本実施の形態の記憶部２０ｂには、複数の運転モードのうちの１つとして固定集中モー
ドが記憶されている。固定集中モードは、例えば除湿機１００によって靴あるいは少量の
衣服３１等を集中して乾燥させる時に使用される運転モードである。靴及び衣服は、除湿
機１００が乾燥または除湿を行う対象物の一例である。
【００５７】
　乾燥度判定部２０ｃは、表面温度検出部１８によって出力された電気信号に基づいて、
対象物の乾燥状態の判定を行う部位である。記憶部２０ｂには、一例として、基準温度Ｔ
ｒが予め記憶される。乾燥度判定部２０ｃは、例えば表面温度検出部１８からの電気信号
と記憶部２０ｂに記憶された基準温度Ｔｒとに基づいて、対象物の乾燥状態を判定する。
【００５８】
　乾燥度判定部２０ｃは、一例として乾燥度ｄｒ（％）を算出する機能を有する。乾燥度
ｄｒ（％）は、基準温度Ｔｒに対する表面温度Ｔｄの百分率として表される。乾燥度ｄｒ
（％）は、表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒに達すると、１００（％）になる。乾燥度判定部
２０ｃは、例えば乾燥度ｄｒ（％）が１００（％）を超えると、対象物の乾燥が完了した
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と判定する。すなわち本実施の形態の乾燥度判定部２０ｃは、表面温度検出部１８によっ
て検出された表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒを超えると、対象物の乾燥が完了したと判定す
る。
【００５９】
　本実施の形態の動作制御部２０ａは、この乾燥度判定部２０ｃの判定結果に基づいて、
照射部１９を制御する。すなわち動作制御部２０ａ及び乾燥度判定部２０ｃは、表面温度
検出部１８によって検出された表面温度Ｔｄに基づいて照射部１９を制御する。動作制御
部２０ａ及び乾燥度判定部２０ｃは、表面温度検出によって検出された表面温度Ｔｄに基
づいて照射手段を制御する制御手段の一例である。
【００６０】
　設定部２０ｄは、設定ボタン２１ｃからの信号に応じて、記憶部２０ｂに設定方向を設
定する部位である。設定ボタン２１ｃは、例えば照射部１９によって可視光が照射されて
いる時に押されると、設定部２０ｄへ信号を送信する。設定部２０ｄは、設定ボタン２１
ｃから信号を受信すると、照射部１９によって可視光が照射されている方向を設定方向と
して記憶部２０ｂに設定する。設定ボタン２１ｃ及び設定部２０ｄは、設定方向を設定す
る設定手段の一例である。
【００６１】
　また図６（ｂ）は、制御装置２０の構成の一例を示す図である。制御装置２０の動作制
御部２０ａ、記憶部２０ｂ、乾燥度判定部２０ｃ及び設定部２０ｄの各機能は、例えば処
理回路により実現される。処理回路は、専用ハードウェア２００であってもよい。処理回
路は、プロセッサ２０１及びメモリ２０２を備えていてもよい。処理回路は、一部が専用
ハードウェア２００として形成され、更にプロセッサ２０１及びメモリ２０２を備えてい
てもよい。図６（ｂ）は、処理回路が、その一部が専用ハードウェア２００として形成さ
れ、プロセッサ２０１及びメモリ２０２を備えている場合の例を示している。
【００６２】
　一部が少なくとも１つの専用ハードウェア２００である処理回路には、例えば、単一回
路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ＡＳＩ
Ｃ、ＦＰＧＡ、またはこれらを組み合わせたものが該当する。
【００６３】
　処理回路が少なくとも１つのプロセッサ２０１及び少なくとも１つのメモリ２０２を備
える場合、制御装置２０の動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ、乾燥度判定部２０ｃ及び設
定部２０ｄの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファーム
ウェアとの組み合わせにより実現される。
【００６４】
　ソフトウェア及びファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ２０２に格納さ
れる。プロセッサ２０１は、メモリ２０２に記憶されたプログラムを読み出して実行する
ことにより、各部の機能を実現する。プロセッサ２０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセ
ッサ、マイクロコンピュータあるいはＤＳＰともいう。メモリ２０２には、例えば、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、フラッシュメモリー、ＥＰＲＯＭ及びＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性または揮発
性の半導体メモリ、又は磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクト
ディスク、ミニディスク及びＤＶＤ等が該当する。
【００６５】
　このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれ
らの組み合わせによって、制御装置２０の動作制御部２０ａ、記憶部２０ｂ、乾燥度判定
部２０ｃ及び設定部２０ｄの各機能を実現することができる。また除湿機１００の構成は
、単一の制御装置２０により動作が制御される構成に限定されるものではなく、複数の装
置が連携することにより動作が制御される構成でも良い。
【００６６】
　次に、除湿機１００の動作の例について説明する。除湿機１００は、例えば室内で使用
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される。本実施の形態では除湿機１００の動作の一例として、使用者によって固定集中モ
ードが選択された場合の動作について説明する。
【００６７】
　図７は、実施の形態１の除湿機１００の動作を示すフローチャートである。除湿機１０
０を使用する使用者は、まず運転ボタン２１ａを押す。使用者によって押された運転ボタ
ン２１ａは、動作制御部２０ａへ信号を送信する。動作制御部２０ａは、運転ボタン２１
ａから信号を受信すると、ファンモータ６及び除湿部７を駆動させる。
【００６８】
　ファンモータ６が駆動すると、送風ファン６ａが回転する。送風ファン６ａは、気流を
発生させる。送風ファン６ａが発生させた気流によって、例えば図２に示すように、室内
空気Ｐが吸込口３から筐体１の内部へ取り込まれる。室内空気Ｐは、除湿部７によって除
湿されて、乾燥空気Ｑとなる。乾燥空気Ｑは、送風ファン６ａが発生させた気流によって
、吹出口４から室内へ送られる。乾燥空気Ｑの送風方向は、風向変更部１０によって決ま
る。上記のようにして、除湿機１００は運転を開始する（ステップＳ１０１）。
【００６９】
　使用者は、運転ボタン２１ａによって除湿機１００の運転を開始させた後、モード選択
ボタン２１ｂを操作する。上述のように、本実施の形態において使用者は、固定集中モー
ドを選択するものとする。動作制御部２０ａは、モード選択ボタン２１ｂからの信号に基
づいて、記憶部２０ｂに設定された固定集中モードを選択する。
【００７０】
　動作制御部２０ａは、固定集中モードを選択すると、照射部１９の光源部１９ａに可視
光を発させる。光源部１９ａが発した可視光は、集光レンズ１９ｂに集光される。集光レ
ンズ１９ｂに集光された可視光は、乾燥空気Ｑの送風方向へ照射される（ステップＳ１０
２）。図８は、実施の形態１の動作時の除湿機１００を示す図である。図８に示すように
、乾燥空気Ｑの送風方向へ照射された可視光は、照射領域３０を照らす。
【００７１】
　ここで使用者は、例えば照射領域３０を見ながら操作キー２１ｄを操作してもよい。操
作キー２１ｄは、使用者からの操作に基づいた操作指示を動作制御部２０ａへ送信する。
動作制御部２０ａは、受信した操作指示に基づいて、第１モータ１２及び第２モータ１４
を制御する。これにより、上下方向ルーバー１１及び左右方向ルーバー１３が動く。上下
方向ルーバー１１及び左右方向ルーバー１３が動くことにより、送風方向が変更される。
【００７２】
　上下方向ルーバー１１及び左右方向ルーバー１３が動くと、センサケース１７も共に動
く。またセンサケース１７に設けられた表面温度検出部１８及び照射部１９も動く。動い
た表面温度検出部１８は、基準位置に対して変更された後の送風方向にある対象物の表面
温度Ｔｄを検出可能な状態になる。
【００７３】
　また照射部１９は、変更された後の送風方向へ光を照射するように動く。照射領域３０
は、送風方向の変更に合わせて動く。使用者は、照射領域３０を見ながら、例えば図８に
示すように、予め設置しておいた衣服３１が照らされるように操作キー２１ｄを操作する
。これにより、衣服３１に乾燥空気Ｑが集中する。
【００７４】
　照射部１９によって可視光が照射されると、表面温度検出部１８は、衣服３１の表面温
度Ｔｄを検出する（ステップＳ１０３）。表面温度検出部１８は、検出した表面温度Ｔｄ
の情報を電気信号に変換する。表面温度検出部１８は、変換した電気信号を、制御装置２
０の乾燥度判定部２０ｃへ送信する。
【００７５】
　乾燥度判定部２０ｃは、受信した電気信号と記憶部２０ｂに予め記憶された基準温度Ｔ
ｒとに基づいて、衣服３１の乾燥状態の判定を行う（ステップＳ１０４）。乾燥度判定部
２０ｃは、衣服３１の表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒを超えると、衣服３１の乾燥が完了し
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たと判定する。また乾燥度判定部２０ｃは、衣服３１の表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒ以下
である場合には、衣服３１の乾燥が完了していないと判定する。
【００７６】
　動作制御部２０ａは、乾燥度判定部２０ｃの判定結果に基づいて、照射部１９を制御す
る。動作制御部２０ａは、衣服３１の乾燥が完了していないと乾燥度判定部２０ｃによっ
て判定された場合には、照射部１９に対して第１制御を行う。また動作制御部２０ａは、
衣服３１の乾燥が完了したと乾燥度判定部２０ｃによって判定された場合には、照射部１
９に対して第２制御を行う。第２制御は第１制御と異なる制御である。動作制御部２０ａ
は、第１制御または第２制御を行うことによって、照射部１９に可視光の照射状態を調整
させる（ステップＳ１０５）。
【００７７】
　本実施の形態において照射部１９は、動作制御部２０ａによって第１制御が行われると
緑色の可視光を照射する。また照射部１９は、動作制御部２０ａによって第２制御が行わ
れると青色の可視光を照射する。すなわち本実施の形態の照射部１９は、衣服３１の表面
温度Ｔｄが基準温度Ｔｒを超えた場合と衣服３１の表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒ以下であ
る場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
【００７８】
　動作制御部２０ａは、照射部１９に可視光の照射状態を調整させると、ステップＳ１０
１で運転が開始されてから一定時間だけ経過したか判定する（ステップＳ１０６）。この
一定時間は例えば予め記憶部２０ｂに設定される。またこの一定時間は、例えば使用者が
操作部２１を操作することによって設定されるものでもよい。
【００７９】
　ステップＳ１０６で一定時間が経過していないと動作制御部２０ａによって判定される
と、上記のステップＳ１０３からステップＳ１０５の動作が継続される。また動作制御部
２０ａは、ステップＳ１０６で一定時間が経過したと判定すると、ファンモータ６、除湿
部７及び照射部１９を停止させる。これにより、除湿機１００の運転が終了する。
【００８０】
　なお除湿機１００の動作は、上記のステップＳ１０１からステップＳ１０６に限定され
るものではない。例えば動作制御部２０ａは、衣服３１の乾燥が完了したと乾燥度判定部
２０ｃによって判定された時点でファンモータ６、除湿部７及び照射部１９を停止させて
もよい。このようにして、除湿機１００の運転が終了してもよい。
【００８１】
　また使用者は、衣服３１が可視光によって照らされている状態で、例えば設定ボタン２
１ｃを押してもよい。使用者によって押された設定ボタン２１ｃは、設定部２０ｄへ信号
を送信する。設定部２０ｄは、設定ボタン２１ｃから信号を受信すると、照射部１９によ
って可視光が照射されている方向を設定方向として記憶部２０ｂに設定する。設定方向が
記憶部２０ｂに設定されると、動作制御部２０ａは、送風方向が設定方向へ固定されるよ
うに第１モータ１２及び第２モータ１４を制御する。動作制御部２０ａは、送風方向が設
定方向へ固定されてから一定時間が経過した時点でファンモータ６、除湿部７及び照射部
１９を停止させてもよい。このようにして、除湿機１００の運転が終了してもよい。
【００８２】
　上記の実施の形態において照射部１９の光源部１９ａは、固定集中モードが選択される
と可視光を照射する。光源部１９ａは、例えば除湿機１００の運転が開始すると同時に可
視光の照射を開始してもよい。また光源部１９ａは、例えば設定ボタン２１ｃが押された
と同時、あるいは設定ボタン２１ｃが押されてから一定時間経過後に、可視光の照射を停
止してもよい。
【００８３】
　上記の実施の形態において動作制御部２０ａ及び乾燥度判定部２０ｃは、表面温度検出
部１８によって検出された表面温度Ｔｄに基づいて照射部１９を制御する。照射部１９は
、例えば衣服３１の表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒを超えた場合と衣服３１の表面温度Ｔｄ
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が基準温度Ｔｒ以下である場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
【００８４】
　照射部１９は、乾燥が完了していない、言い換えると濡れている衣服３１に対しては、
例えば緑色の可視光を照射する。照射部１９は、乾燥が完了した衣服３１に対しては、青
色の可視光を照射する。緑色は、上述のように第１の色の一例である。青色は、上述のよ
うに第２の色の一例である。照射部１９は、衣服３１の乾燥が完了した場合と衣服３１が
濡れている場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
【００８５】
　上記の実施の形態であれば、除湿機１００の使用者は、照射領域３０の色を見ることに
よって、衣服３１の乾燥状態を容易に視認することができる。使用者は、照射部１９によ
り照射された可視光の色によって、衣服３１が乾いたかどうかを容易に判断することがで
きる。使用者は、例えば衣服３１が乾いた時点で当該衣服３１を取り込んで、除湿機１０
０の運転を終了させることができる。
【００８６】
　照射部１９は、例えば衣服３１の乾燥が完了した場合には可視光の照射を停止してもよ
い。照射部１９は、動作制御部２０ａによって第２制御が行われると可視光の照射を停止
する。除湿機１００は、照射部１９による可視光の点灯と消灯との組み合わせによって、
衣服３１の乾燥状態を使用者に示すように構成されてもよい。
【００８７】
　同様に、除湿機１００は、照射部１９による可視光の点灯と点滅との組み合わせによっ
て、衣服３１の乾燥状態を使用者に示すように構成されてもよい。除湿機１００は、照射
部１９による可視光の点滅と消灯との組み合わせによって、衣服３１の乾燥状態を使用者
に示すように構成されてもよい。
【００８８】
　動作制御部２０ａは、例えば乾燥度ｄｒ（％）に応じて照射部１９を制御してもよい。
また照射部１９は、乾燥度判定部２０ｃによって算出された乾燥度ｄｒ（％）に応じた光
量の可視光を照射してもよい。乾燥度ｄｒ（％）は、表面温度Ｔｄに基づいて算出される
値である。すなわち照射部１９は、表面温度Ｔｄに基づいた光量の可視光を照射してもよ
い。除湿機１００は、表面温度Ｔｄに基づいた光量の可視光を照射することによって、対
象物の乾燥状態を使用者に視認させるように構成されてもよい。
【００８９】
　上記の実施の形態の表面温度検出部１８は、照射部１９と共にセンサケース１７の内部
に設けられる。センサケース１７の内部に設けられた表面温度検出部１８と照射部１９と
は、左右方向ルーバー１３と共に動く。すなわち表面温度検出部１８は、照射部１９とと
もに動く。このような構成により、表面温度検出部１８は、基準位置に対して送風定方向
にある対象物の表面温度Ｔｄを検出することができる。また照射部１９は、表面温度検出
部１８によって表面温度Ｔｄの検出が行われた対象物に向かって可視光を照射することが
できる。上記の実施の形態であれば使用者は、表面温度Ｔｄの検出が行われた対象物の乾
燥状態を容易に視認することができる。
【００９０】
　なお風向決定手段の一例である風向変更部１０は、上下方向ルーバー１１及び左右方向
ルーバー１３を有していなくてもよい。例えば上下左右方向へ動くことができるノズル状
の構造であってもよい。
【００９１】
　上記の実施の形態において照射部１９は、乾燥空気Ｑの送風方向に可視光を照射する。
使用者は、照射領域３０を見ることによって、乾燥空気Ｑの送風方向を容易に認識するこ
とができる。
【００９２】
　また使用者は、操作キー２１ｄによって乾燥空気Ｑの送風方向を任意の方向へ容易に変
更することができる。使用者は、照射領域３０を見ることによって、分かりやすい状態で
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乾燥空気Ｑの送風方向を変更することができる。使用者は、除湿機１００に合わせて乾か
したい衣服３１を動かすことなく、予め干しておいた衣服３１を集中して乾燥させること
ができる。
【００９３】
　上記の実施の形態において使用者は、設定ボタン２１ｃを操作することにより、任意の
方向に乾燥空気Ｑを集中させることができる。乾燥空気Ｑは、衣服３１へ向かって無駄な
く確実に送られる。これにより、例えば乾燥させる必要のない物への送風による無駄な電
気代が削減される。また動作制御部２０ａは、一例として表面温度検出部１８の検出結果
に基づいてファンモータ６を停止させる。これにより、無駄な電気代がより削減される。
【００９４】
　操作部２１の操作キー２１ｄは、筐体１に設けられる。使用者は、筐体１上の操作キー
２１ｄを操作するという容易な動作によって、乾燥空気Ｑの送風方向を変更することがで
きる。なお除湿機１００は、例えば操作部２１の代わりに、操作キー２１ｄを有するリモ
ートコントローラーを備えていてもよい。本例であれば使用者は、筐体１から離れた位置
で、除湿機１００を操作できる。また除湿機１００は、例えば操作部２１とリモートコン
トローラーとの両方を備えていてもよい。
【００９５】
　また上記の実施の形態の変形例として、記憶部２０ｂには、基準温度Ｔｒの代わりに、
第１基準温度Ｔｒ１と第２基準温度Ｔｒ２とが予め記憶されていてもよい。第１基準温度
Ｔｒ１は、第２基準温度Ｔｒ２よりも低い温度として設定される。また第２基準温度Ｔｒ
２は、例えば上記の実施の形態の基準温度Ｔｒと同じ温度として設定される。
【００９６】
　本変形例において乾燥度判定部２０ｃは、表面温度検出部１８によって検出された表面
温度Ｔｄが第１基準温度Ｔｒ１以下である場合、対象物の乾燥状態は第１状態であると判
定する。本変形例の乾燥度判定部２０ｃは、表面温度Ｔｄが第１基準温度Ｔｒ１を超えて
且つ第２基準温度Ｔｒ２以下である場合、対象物の乾燥状態は第２状態であると判定する
。本変形例の乾燥度判定部２０ｃは、表面温度Ｔｄが第２基準温度Ｔｒ２を超えた場合に
は、対象物の乾燥が完了したと判定する。
【００９７】
　第１状態とは、対象物の乾燥が完了するまでに必要な時間が長いことを意味する状態で
ある。第２状態とは、対象物の乾燥が完了するまでに必要な時間が第１状態に比べて短い
ことを意味する状態である。
【００９８】
　本変形例の動作制御部２０ａは、対象物の乾燥状態が第１状態であると乾燥度判定部２
０ｃによって判定されると照射部１９に対して第１制御を行う。また本変形例の動作制御
部２０ａは、対象物の乾燥状態は第２状態であると乾燥度判定部２０ｃによって判定され
ると第２制御を行う。本変形例の動作制御部２０ａは、対象物の乾燥が完了したと乾燥度
判定部２０ｃによって判定されると第３制御を行う。
【００９９】
　本変形例の照射部１９は、動作制御部２０ａによって第１制御が行われると、上記の実
施の形態と同様に第１の色の一例である緑色の可視光を照射する。本変形例の照射部１９
は、動作制御部２０ａによって第２制御が行われると第２の色の一例である青色の可視光
を照射する。また本変形例の照射部１９は、動作制御部２０ａによって第３制御が行われ
ると可視光の照射を停止する。本変形例の除湿機１００でれば、対象物のより詳細な乾燥
状態を使用者に対して視認させることができる。
【０１００】
　なお本変形例の除湿機１００は、例えば第３制御が行われている際には、第３の色の可
視光を照射するように構成されてもよい。また本変形例の除湿機１００は、第１制御が行
われた場合と第２制御が行われた場合と第３制御が行われた場合とで、それぞれ異なる光
量の可視光を照射するように構成されてもよい。本変形例の除湿機１００は、第１制御が
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行われた場合と第２制御が行われた場合と第３制御が行われた場合とで、それぞれ異なる
状態の動作をするものであればよい。
【０１０１】
　上記の実施の形態及びその変形例によれば、乾燥空気Ｑの送風方向をより容易に認識さ
せることができ、かつ乾燥空気Ｑの送風方向を任意の方向へ容易に変更することができ、
対象物の乾燥状態を容易に視認させることができる除湿機１００が得られる。この除湿機
１００は、室内の除湿及び衣類の乾燥に好適である。なお上記の実施の形態においては対
象物の一例として衣服３１を乾燥させる例を示したが、乾燥空気Ｑが送られる対象物は衣
服３１に限られない。例えば除湿機１００は、浴室の壁及び床等の、屋内の濡れた場所を
乾燥させてもよい。
【０１０２】
　なお照射部１９は、例えばセンサケース１７に設けられていなくてもよい。あるいはセ
ンサケース１７は、リンク１５に接続されていなくてもよい。例えば除湿機１００は、照
射部１９と風向変更部１０とが独立して動くことが可能な構成であってもよい。照射部１
９は、例えば風向変更部１０の動きに合わせて、制御装置２０によって動かされるもので
あってもよい。
【０１０３】
　同様に除湿機１００は、例えば表面温度検出部１８と照射部１９とが独立して動くこと
が可能な構成であってもよい。照射部１９は、例えば表面温度検出部１８によって表面温
度Ｔｄの検出が行われた対象物に向けて可視光を照射するように、制御装置２０によって
動かされるものであってもよい。また除湿機１００は、対象物の乾燥状態を示す可視光を
照射する照射部１９とは別に、送風方向を示す可視光を示す装置を備えていてもよい。
【０１０４】
実施の形態２．
　次に、実施の形態２について説明する。本実施の形態の除湿機１００の構成は、実施の
形態１と同様に、図１から図６によって示される。実施の形態１と同様の構成及び動作に
ついては、説明を省略する。本実施の形態の記憶部２０ｂには、複数の運転モードのうち
の１つとしてスイング集中モードが設定されている。また本実施の形態において可視光が
照射される領域は、照射領域３０ａとする。
【０１０５】
　スイング集中モードとは、例えば複数の衣服３１ａを乾燥させたい時に使用される運転
モードである。スイング集中モードとは、乾燥空気Ｑの送風方向が変更されつつ、吹出口
４から乾燥空気Ｑが送られる運転モードである。以下、本実施の形態では、このスイング
集中モードの動作について説明する。
【０１０６】
　使用者は、例えば実施の形態１と同様に、運転ボタン２１ａによって除湿機１００の運
転を開始させる。除湿機１００は、実施の形態１の図７のフローチャートと同様に動作す
る。使用者は、除湿機１００の運転を開始させた後、モード選択ボタン２１ｂを操作する
。本実施の形態において使用者は、スイング集中モードを選択するものとする。
【０１０７】
　動作制御部２０ａは、モード選択ボタン２１ｂからの信号に基づいて、記憶部２０ｂに
設定されたスイング集中モードを選択する。動作制御部２０ａは、スイング集中モードを
選択すると、照射部１９の光源部１９ａに可視光を発させる。これにより、乾燥空気Ｑの
送風方向へ可視光が照射される。なお光源部１９ａは、例えば除湿機１００の運転が開始
すると同時に可視光の照射を開始してもよい。
【０１０８】
　図９は、実施の形態２の動作時の除湿機１００を示す図である。使用者は、操作キー２
１ｄを操作することにより、照射部１９から照射される可視光によって照らされる照射領
域３０ａを動かす。使用者は、例えば図９に示すように、左端の衣服３１ａが可視光によ
って照らされた状態で設定ボタン２１ｃを押す。設定ボタン２１ｃが押された時に照射部
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１９によって可視光が照射されている方向が、第１の設定方向として記憶部２０ｂに設定
される。
【０１０９】
　次に使用者は、例えば図９に示すように、右端の衣服３１ａが可視光によって照らされ
た状態で設定ボタン２１ｃを押す。設定ボタン２１ｃが押された時に照射部１９によって
可視光が照射されている方向が、第２の設定方向として記憶部２０ｂに設定される。
【０１１０】
　第１の設定方向及び第２の設定方向が記憶部２０ｂに設定されると、動作制御部２０ａ
は、この第１の設定方向と第２の設定方向との間の範囲で送風方向を変更させるように、
第１モータ１２及び第２モータ１４を制御する。上下方向ルーバー１１及び左右方向ルー
バー１３がスイングしながら、乾燥空気Ｑが吹き出される。乾燥空気Ｑは、例えば送風領
域にある衣服３１ａの表面温度Ｔｄが基準温度Ｔｒを超えるまで、第１の設定方向と第２
の設定方向との間の範囲に送られる。
【０１１１】
　本実施の形態であれば、乾燥空気Ｑは、任意かつ広い範囲に吹き出される。乾燥空気Ｑ
は、送風方向が変更されながら吹き出される。これにより、より広範囲かつ任意の対象に
向かって、まんべんなく乾燥空気Ｑが吹き出される。また実施の形態１と同様に、使用者
は乾燥空気Ｑの送風方向を容易に認識することができる。使用者は、分かりやすい状態で
、乾燥空気Ｑが吹き出される範囲を指定することができる。
【０１１２】
　本実施の形態の除湿機１００は、例えば乾燥が完了したと判定された衣服３１ａと乾燥
が完了していないと判定された衣服３１ａとに対して、それぞれ異なる色の可視光を照射
させる。また本実施の形態の除湿機１００は、乾燥が完了したと判定された衣服３１ａに
対しては、可視光の照射を停止してもよい。本実施の形態の除湿機１００は、乾燥が完了
していない衣服３１ａに対してのみ可視光を照射してもよい。本実施の形態の除湿機１０
０の使用者は、複数の衣服３１ａの中から特定の衣服３１ａが乾いたかどうかを容易に視
認することができる。使用者は、例えば乾いた衣服３１ａだけを先に取り込むことができ
る。
【０１１３】
　本開示は、上記の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆ
る組み合わせを含み得るものである。除湿機１００は、上記の実施の形態１と実施の形態
２とを組み合わせたものであってもよい。除湿機１００は、実施の形態１に示す固定集中
モードと実施の形態２に示すスイング集中モードとの、両方の運転を行うように構成され
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明に係る除湿機は、例えば室内の空気を除湿するために利用される。
【符号の説明】
【０１１５】
　１　筐体、　２　車輪、　３　吸込口、　４　吹出口、　５　風路、　６　ファンモー
タ、　６ａ　送風ファン、　７　除湿部、　８　貯水部、　９　フィルター、　１０　風
向変更部、　１１　上下方向ルーバー、　１２　第１モータ、　１２ａ　歯車、　１２ｂ
　歯車、　１２ｃ　歯車、　１３　左右方向ルーバー、　１４　第２モータ、　１５　リ
ンク、　１６　センサ部、　１７　センサケース、　１７ａ　センサ窓、　１８　表面温
度検出部、　１９　照射部、　１９ａ　光源部、　１９ｂ　集光レンズ、　２０　制御装
置、　２０ａ　動作制御部、　２０ｂ　記憶部、　２０ｃ　乾燥度判定部、　２０ｄ　設
定部、　２１　操作部、　２１ａ　運転ボタン、　２１ｂ　モード選択ボタン、　２１ｃ
　設定ボタン、　２１ｄ　操作キー、　３０　照射領域、　３０ａ　照射領域、　３１　
衣服、　３１ａ　衣服、　１００　除湿機、　２００　専用ハードウェア、　２０１　プ
ロセッサ、　２０２　メモリ
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