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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給水タンクと、
　前記給水タンクから供給された水から高湿空気を生成する高湿空気生成部と、
　前記高湿空気と混合して高湿風を生成する搬送風を送り出す搬送風送風部と、
　外部に吹き出した前記高湿風を案内する案内風を送り出す案内風送風部と、
　前記高湿空気と前記搬送風を混合して高湿風を生成する高湿風ダクトと、
　前記高湿風を前方に吹き出す高湿風吹出口と、
　前記案内風を吹き出す案内風吹出口が形成された案内風ダクトと、
を有し、
　前記案内風ダクトは前後方向に移動可能であり、該案内風ダクトを前方に動かすことに
より前記案内風吹出口は前記高湿風吹出口より前側に位置し、
　前記案内風吹出口は、前記案内風が、前記高湿風吹出口から吹き出た前記高湿風の流れ
に向けて吹き出るように構成されたことを特徴とする加湿器。
【請求項２】
　給水タンクと、
　前記給水タンクから供給された水から高湿空気を生成する高湿空気生成部と、
　前記高湿空気と混合して高湿風を生成する搬送風を送り出す搬送風送風部と、
　外部に吹き出した前記高湿風を案内する案内風を送り出す案内風送風部と、
　前記高湿空気と前記搬送風を混合して高湿風を生成する高湿風ダクトと、



(2) JP 6256256 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

　前記高湿風を前方に吹き出す高湿風吹出口と、
　前記案内風を吹き出す案内風吹出口が形成された案内風ダクトと、
を有し、
　前記案内風吹出口は、前記高湿風吹出口より前側に位置し、
　前記案内風吹出口は、前記案内風が、前記高湿風吹出口から吹き出た前記高湿風の流れ
に向けて吹き出るように構成され、
　前記案内風吹出口の開口上部には、扇形状とした案内風調節手段を設けたことを特徴と
する加湿器。
【請求項３】
　前記案内風吹出口は斜め下方向に向けて開口すると共に、前記高湿風吹出口の上方に位
置することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の加湿器。
【請求項４】
　前記給水タンクを保持する本体と、外殻を形成するカバーと、を有し、
　前記カバーは、前記高湿風吹出口が形成された前カバーと前記給水タンクを覆う後カバ
ーとを有し、上方には前記案内風ダクトが設けられ、
　前記案内風ダクトが前記前カバーと前記後カバーを跨る位置から前方に動かされること
により、該案内風ダクトは前記後カバーと上下に重ならない位置となり、前記後カバーが
前記前カバーに対して着脱自在となることを特徴とする請求項１に記載の加湿器。
【請求項５】
　前記案内風送風部と前記案内風ダクトに接続し、該案内風ダクトに案内風を導く案内風
接続ダクトを有し、
　前記案内風ダクトにおいて、前記案内風接続ダクトより後側の位置の断面は、前記案内
風接続ダクトより前側の位置の断面より小さく構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の加湿器。
【請求項６】
　前記案内風送風部と前記案内風ダクトに連結し、該案内風ダクトに案内風を導く案内風
接続ダクトを有し、
　前記案内風接続ダクトに、前記案内風ダクトの前後移動用ガイドを設けたことを特徴と
する請求項１に記載の加湿器。
【請求項７】
　前記案内風送風部と前記案内風ダクトに連結し、該案内風ダクトに案内風を導く案内風
接続ダクトと、
　前記搬送風送風部と前記高湿風ダクトに連結し、該高湿風ダクトに搬送風を導く搬送風
接続ダクトと、
　を有し、
　前記案内風接続ダクトと前記搬送風接続ダクトは、前記カバー側に設けられたことを特
徴とする請求項４に記載の加湿器。
【請求項８】
　前記搬送風送風部と前記案内風送風部は、共通の送風部であることを特徴とする請求項
１から請求項７の何れか１項に記載の加湿器。
【請求項９】
　前記高湿空気生成部は、加熱蒸気式であることを特徴とする請求項１から請求項８の何
れか１項に記載の加湿器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、狙った位置に向けて高湿空気を供給する加湿器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、機器内部において、ファンにより発生させた風に、水を霧化する霧化装置に
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より生成された霧を含む高湿空気を混合させて高湿風を生成し、この高湿空気を供給した
い位置に空気吹出口を向けることで、当該位置に向けて高湿風を放出して、高湿空気を供
給する加湿器がある（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７－４７２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら従来の構成では、高湿風が吹き出されてから狙った位置に至るまでに拡散
してしまい、高湿空気の搬送距離が短くなり、狙った位置に高湿空気を送ることが難しく
なるという課題がある。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決する為になされたもので、高湿風が吹き出されてか
ら狙った位置に至るまでに拡散しにくく、高湿空気の搬送距離をより長くすることが可能
な加湿器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するためには、加湿器において、給水タンクと、給水タンクから供給
された水から高湿空気を生成する高湿空気生成部と、高湿空気と混合して高湿風を生成す
る搬送風を送り出す搬送風送風部と、外部に吹き出した高湿風を案内する案内風を送り出
す案内風送風部と、高湿空気と搬送風を混合して高湿風を生成する高湿風ダクトと、高湿
風を前方に吹き出す高湿風吹出口と、案内風を吹き出す案内風吹出口が形成された案内風
ダクトと、を有し、案内風ダクトは前後方向に移動可能であり、該案内風ダクトを前方に
動かすことにより案内風吹出口は高湿風吹出口より前側に位置し、案内風吹出口は、案内
風が、高湿風吹出口から吹き出た高湿風の流れに向けて吹き出るようにするように構成す
ればよい。
　また、上記の課題を解決するためには、加湿器において、給水タンクと、給水タンクか
ら供給された水から高湿空気を生成する高湿空気生成部と、高湿空気と混合して高湿風を
生成する搬送風を送り出す搬送風送風部と、外部に吹き出した高湿風を案内する案内風を
送り出す案内風送風部と、高湿空気と搬送風を混合して高湿風を生成する高湿風ダクトと
、高湿風を前方に吹き出す高湿風吹出口と、案内風を吹き出す案内風吹出口が形成された
案内風ダクトと、を有し、案内風吹出口は高湿風吹出口より前側に位置し、案内風吹出口
は、案内風が高湿風吹出口から吹き出た高湿風の流れに向けて吹き出るように構成され、
案内風吹出口の開口上部には、扇形状とした案内風調節手段が設けられればよい。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、高湿風が吹き出されてから狙った位置に至るまでに拡散しにくく、高
湿空気の搬送距離をより長くすることが可能な加湿器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】加湿器Ａの側面図（案内風ダクトが収納されている状態）
【図２】加湿器Ａの前方から見た斜視図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図３】（ａ）加湿器Ａの前上方から見た斜視図、（ｂ）加湿器Ａの上面図、（ｃ）加湿
器Ａの後上方から見た斜視図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図４】（ａ）加湿器Ａの正面図、（ｂ）加湿器Ａの側面図、（ｃ）加湿器Ａの背面図（
案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図５】（ａ）加湿器Ａの前下方から見た斜視図、（ｂ）加湿器Ａの下面図、（ｃ）加湿
器Ａの後下方から見た斜視図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
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【図６】加湿器Ａの分解斜視図
【図７】図６の本体１０を上方から見た図
【図８】図６の本体１０を後方から見た斜視図　（ａ）通路蓋１７ａが取り付けられた状
態　（ｂ）通路蓋１７ｂが外れた状態
【図９】（ａ）加湿器Ａの案内風ダクト６０の分解斜視図１、（ｂ）加湿器Ａの案内風ダ
クト６０の分解斜視図１
【図１０】（ａ）加湿器Ａの正面図、（ｂ）（ａ）のＡ－Ａ断面図
【図１１】加湿器Ａの前方から見た斜視図であって内部構造を説明するため一部をカット
した図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図１２】加湿器Ａの後方から見た斜視図であって内部構造を説明するため一部をカット
した図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図１３】加湿器Ａの前下方から見た斜視図であって内部構造を説明するため内部が透け
た状態で見えるように表現した図（案内風ダクトが前方に位置している状態）
【図１４】給水タンクの着脱過程を示す（ａ）加湿器Ａの正面図、（ｂ）（ａ）のＡ－Ａ
断面図
【図１５】給水タンクの着脱過程を示す分解斜視図
【図１６】加湿器Ａの後方から見た分解斜視図１（ロック部１８が高湿風ダクト３０を固
定した状態）
【図１７】加湿器Ａの後方から見た分解斜視図２（ロック部１８が高湿風ダクト３０の固
定を解除した状態）
【図１８】（ａ）本体１０から前カバー４０を外した状態を示す後上からみた斜視図、（
ｂ）（ａ）のロック部１８の位置の拡大図、（ｃ）本体１０から前カバー４０を外した状
態を示す横斜め上からみた斜視図
【図１９】ロック部１８（ロック片１８ｂ）の斜視図
【図２０】（ａ）ロック部１８が高湿風ダクト３０の固定を解除した状態を示す斜視図、
（ｂ）ロック部１８が高湿風ダクト３０を固定した状態を示す斜視図
【図２１】（ａ）高湿風ダクト３０の上面図、（ｂ）高湿風ダクト３０の側面図
【図２２】前カバー４０及びこの前カバー４０に各部が取り付けられた状態の断面図１（
案内風ダクト収納状態）（断面位置は図７（ａ）のＡ－Ａと同じ）
【図２３】前カバー４０及びこの前カバー４０に各部が取り付けられた状態の断面図２（
案内風ダクトが前方に出た状態）（断面位置は図７（ａ）のＡ－Ａと同じ）
【図２４】前カバー４０、後カバー５０及び案内風ダクト６０が接続した状態の後方から
見た斜視図
【図２５】図１９の分解斜視図
【図２６】図２０の拡大図
【図２７】前カバー４０及びこの前カバー４０に各部が取り付けられた状態の断面図３（
案内風ダクトが前方に出た状態）（断面位置は爪部４４を通る位置）
【図２８】図２２の拡大図
【図２９】加湿器Ａの動作を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態．
　図１～図２９を参照して、実施の形態に係る加湿器Ａを説明する。
　加湿器Ａは、各部が設けられる本体１０と、この本体１０に水を供給する給水タンク２
０と、本体１０で生成された高湿空気Ｐと搬送風Ｑから高湿風Ｒを生成する高湿風ダクト
３０と、本体１０及び本体１０に設けられた各部を覆い前方に向けて高湿風吹出口４１が
開口する前カバー４０と、本体１０に設けられた給水タンク２０の外側を覆う後カバー５
０と、前カバー４０の上面部４０ａに設けられ本体１０で生成された案内風Ｓの流路とな
る案内風ダクト６０を有する。
【００１０】
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（本体）
　主に図１～図１３を参照すると、本体１０は、上方から見た形状が前後方向に長い楕円
形状を成しており、高湿風吹出口４１が開口する前面側に操作表示部１１が配置され、操
作表示部１１の後方に制御部１２が配置され、制御部１２の後方に高湿空気生成部１３が
配置され、高湿空気生成部１３の後方に送風部１４が配置され、送風部１４の後方に給水
タンク装着部１５が配置され、後端に電源コード接続部１６が配置されている。
　つまり、高湿風吹出口４１から高湿風Ｒが吹き出す方向と、制御部１２と高湿空気生成
部１３と送風部１４と給水タンク装着部１５が並ぶ方向が、同じ方向となっている。
【００１１】
　次に、操作表示部１１は、加湿器の電源スイッチや各種の操作及び設定を行うスイッチ
等の操作手段１１ａと、加湿器の状態を示すランプやＬＥＤ等の表示手段１１ｂを備えて
おり、制御部１２と通信可能に接続されている。
【００１２】
　次に、制御部１２は、加湿器Ｓの各部に設けられた電気部品を制御するものであり、前
面側であって、本体１０の外壁１０ａの曲率が大きい領域の内側に位置している。
　また制御部１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ等を有する記憶回路と、記憶回路
に記憶された各種の制御プログラムを実行する演算処理部（ＣＰＵ）と、演算処理部に対
して信号を入出力する入出力回路と、時間を計測するタイマー回路とを備えている。
【００１３】
　制御部１２の入力側には、加湿器Ａの各部制御に必要な情報を取得するセンサ系統（図
示せず）が接続されている。センサ系統には、例えば、給水タンク２０内の水位を検出す
る水位検出部、後述する高湿風Ｒの温度を検出する温度検出部、加湿器Ａ周辺の湿度を検
出する湿度検出部、加湿器Ａの周囲に存在する人を検出する人体検出部、後述する高湿風
吹出口４１に人が接近したことを検出する近接センサ等が含まれている。
　また、制御部１２の出力側には、表示手段１１ｂ、後述する高湿空気生成部１３を構成
するヒータ１３ｂや、送風部１４を構成する送風ファン１４ａが接続されている。
　尚、制御部１２は、高湿風吹出口４１の下部であって、本体１０の底面１０ｂから高湿
空気生成部１３までの高さより高い位置に至る部分に配置される。
【００１４】
　次に、高湿空気生成部１３は、給水タンク２０から供給される水から高湿空気Ｐを生成
する部位であり、加熱用貯水部１３ａ及びヒータ１３ｂを有する。
　加熱用貯水部１３ａは、給水タンク２０から供給された加熱用の水を貯めておく部位で
あり、例えば、垂直方向に延びた円筒状に形成され、上方に向いて開口している（上面開
口１３１ａ）。加熱用貯水部１３ａの下面には、給水タンク装着部１５とつながり、給水
タンク２０から供給された水の経路となる給水通路１７が接続されている。
【００１５】
　加熱用貯水部１３ａの上部には、垂直方向に延びた円筒状の高湿空気ダクト１３ｃが設
けられている。高湿空気ダクト１３ｃは、加熱用貯水部１３ａで生成された高湿空気Ｐ（
蒸気）を高湿風ダクト３０に導くものである。
　高湿空気ダクト１３ｃの加熱貯水部１３ａ側となる下開口１３１ｃは、加熱用貯水部１
３ａの上面開口１３１ａと、ほぼ同じ形状である。高湿風ダクト３０側の上開口１３２ｃ
は、下開口１３１ｃより小さく前後方向に細長い形状を成している。
【００１６】
　また、高湿空気ダクト１３ｃの上端周縁は、外形を上方に延長するように突出する突出
リブ１３３ｃが形成されている。更に、高湿空気ダクト１３ｃの側面には、側面を囲むよ
うに、側面方向に突出するフランジ１３４ｃが形成されている。
　このフランジ１３４ｃは、加熱貯水部１３ａに高湿空気ダクト１３ｃを取り付ける際に
、高湿空気ダクト１３ｃの下方向の位置を決めるためのものである。
【００１７】
　更に、このフランジ１３４ｃと下開口１３１ｃの間には、パッキン１３５ｃが設けられ
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ている。このパッキン１３５ｃは、高湿空気ダクト１３ｃを加熱貯水部１３ａに取り付け
た状態において、両部位の間の隙間を埋めるものであり、加熱貯水部１３ａと高湿空気ダ
クト１３ｃの間から蒸気が漏れるのを防止するためのものである。
【００１８】
　次に、ヒータ１３ｂは、加熱用貯水部１３ａ内の水を加熱して蒸気（高湿空気Ｐ）を生
成するものである。ヒータ１３ａは、例えば略環状に形成され、加熱用貯水部１３ａの外
周側を取囲んでいる。　
【００１９】
　次に、主に図１６～図２０を参照すると、本体上面１０ａであって高湿空気生成部１３
と送風部１４（送風ダクト１４ｂ）に囲まれた位置には、後述する高湿風ダクト３０を本
体１０に取り付けた際に、この高湿風ダクト３０を本体１０に固定するロック部１８が設
けられている。
　このロック部１８は、本体上面１０ａに上方に向けて突出した軸１８ａと、この軸１８
ａに回動自在に軸支されるロック片１８ｂにより構成されている。ロック片１８ｂは、平
面形状が扇形状を成しており、扇形状の中心となる位置に軸１８ａが配置されている。
　ロック片１８ｂは、高湿風ダクト３０を固定する状態では、本体１０を上方から見て本
体１０の内部に位置し、高湿風ダクト３０の固定を解除した状態では、少なくとも一部が
本体１０の外部に突出する。
【００２０】
　次に、主に図６～図１３を参照すると、送風部１４は、遠心ファンである送風ファン１
４ａと送風ダクト１４ｂを有する。送風ファン１４ａは、加湿器Ａの内部から外部に向け
て流れる気流を発生させるものであり、加湿器Ａから吹き出される高湿風Ｒを案内する案
内風Ｓと、高湿風ダクト３０の内部において高湿空気Ｐと混合して高湿風Ｒとなる搬送風
Ｑを発生させる。
【００２１】
　送風ファン１４ａは、モータ１４１ａと、このモータ１４１ａの回転軸１４１ｃに取り
付けられて気流を生じさせる翼部１４１ｂと、翼部１４１ｂを囲むケーシング１４１ｄか
らなる。この送風ファン１４ａは、モータ１４１ａを後側に、翼部１４１ｂを前側となり
、回転軸１４１ｃが前後方向を向くように本体１０の内部に取り付けられる。
　つまり、この様に配置されることで、翼部１４１ｂは、モータ１４１ａにより回転され
ることにより、前方向及び後方向から空気を吸い込み、ケーシング１４１ｄの側面に沿っ
て、上方を含む遠心方向に空気を排出して気流を生み出す。尚、モータ１４１ａは、給水
タンク２０の下方に位置する。ケーシング１４１ｄの下部には、水抜き穴１４１ｅを形成
する。
【００２２】
　次に、本体１０の底面１０ｂには、送風ファン１４ａが吸引する空気を本体１０の内部
に取り入れる空気取り入れ口１０１ｂ（図５参照）と、水抜き穴１４１ｅから流れでる水
を本体外部に排出する底面水抜き穴１０１ｃが開口している。この空気取り入れ口１０１
ｂは、送風部１４と前方と後方にそれぞれ開口している。
　送風部１４の前方に位置する空気取り入れ口１０１ｂから取り込まれた空気は、制御部
１２で生じた熱と共に翼部１４１ｂへと流下する。つまり、前方に空気取り入れ口１０１
ｂを設けることで、制御部１２の冷却を促進することができる。
　底面水抜き穴１０１ｃは、水抜き穴１４１ｅの下側の本体底面１０ｂに開口している。
【００２３】
　また、送風部１４の後方に位置する空気取り入れ口１０１ｂから取り込まれた空気は、
モータ１４１ａの近傍を流下して、モータ１４１ａで生じた熱と共に翼部１４１ｂへと流
下する。つまり、後方に空気取り入れ口１０１ｂを設けることで、モータ１４１ａの冷却
を促進することができる。
　また、送風部１４の下方に位置する空気取り入れ口１０１ｂは、送風ファン１４ａが吸
引する空気を本体１０の内部に取り入れる開口であると共に、使用者の誤った使用により
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送風部１４に水が流入してしまった場合でも、水抜き穴１４１ｅを介して送風ファン１４
ａの外部に水を排出し、更に、送風ファン１４ａから排出された水は、底面水抜き穴１０
１ｃを介して、本体１０の外部に排出される。
　なお、水抜き穴１４１ｅは直径７ｍｍであり、ケーシング１４１ｄ内の空気の流れを乱
さず、かつ、水が十分抜けやすい大きさに形成している。
【００２４】
　次に、送風ダクト１４ｂは、本体１０の内部から外部に、送風ファン１４ａからの気流
を導く流路となるもので、本体上面１０ａから突出した筒状の部材であり、上方に向けて
矩形状の送風ダクト開口１４ｃが開口している。
　この送風ダクト開口１４ｃには、開口を開閉する蓋体１４ｄが設けられている。蓋体１
４ｄは、送風ダクト開口１４ｃに何も接続されていない状態では開口を閉じ、後述する搬
送風接続ダクト４２と案内風接続ダクト４３と接続した状態で開口を開くように構成され
ており、これらダクトと送風ダクト１４ｂが連通した状態となる。
【００２５】
　尚、後述する搬送風接続ダクト４２は、送風ダクト１４ｂと高湿風ダクト３０に接続し
て、搬送風Ｑを送風ダクト１４ｂから高湿風ダクト３０へと導く風路である。また、案内
風接続ダクト４３は、送風ダクト１４ｂと案内風ダクト６０に接続して、案内風Ｓを送風
ダクト１４ｂから案内風ダクト６０へと導く風路である。
【００２６】
　次に、送風ダクト１４ｂは、高湿空気生成部１３と給水タンク装着部１５の間であって
、本体１０の左右中心から側方（本実施の形態の場合、右側）に偏った部位に位置してい
る（図７、図８）。そして、送風ダクト１４ｂの左側のスペースには、高湿空気生成部１
３の下部よりつながる給水通路１７が通っている。このような送風部１４は、搬送風Ｑを
送り出す搬送風送風部と、搬送風Ｑと高湿空気Ｐにより生成された高湿風Ｒを案内する案
内風Ｓを送り出す案内風送風部を兼ねている。
　尚、本実施の形態では、１つの送風部で搬送風送風部と案内風送風部を兼ねているが、
搬送風Ｑを作り出す送風部と案内風Ｓを作り出す送風部を、それぞれ別々に分けて設けて
もよい。
【００２７】
　図６～図１３を参照すると、給水タンク装着部１５は、給水タンク２０が装着されるこ
とで、給水タンク２０から水が供給される給水部となる部位である。
　給水タンク装着部１５は、本体１０の上面に開口する凹形状を成しており、中央には上
方に向けて突出する給水タンク２０を装着した時に給水弁２０ａを開く弁開放凸部１５ａ
が設けられている。
　また、給水タンク装着部１５には、水位を検知する水位検知部（図示せず）が設けられ
ている。水位検知部は、当該位置に水があるか否かを検知するもので、検知信号は制御部
１２に向けて出力される。
【００２８】
　ここで、給水タンク装着部１５と高湿空気生成部１３は、給水タンク２０から供給され
た水の水路となる給水通路１７により接続されている。給水通路１７は、本体１０の上面
１０ａを前方に向けて伸び、上述の通り、送風ダクト１４ｂの側方を通り、上面１０ａか
ら下方に伸びて、加熱用貯水部１３ａの下側から接続する。
【００２９】
　尚、給水通路１７の上方向く部分には、当該位置を覆う通路蓋１７ａが設けられる。こ
のように通路蓋１７ａを設けることで、加湿器Ａが転倒や傾いた場合、給水通路１７から
の水の流出を低減することができる。
　また、通路蓋１７ａを給水通路１７から取り外すことができるように構成することで、
給水通路１７の内部を容易に清掃することが可能となる。
【００３０】
　次に、図３～図５を参照して、電源コード接続部１６について説明する。
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　電源コード接続部１６は、商用電源から電力を得るための電源コードと接続する位置で
あり、本体１０の後端下部に設けられている。この電源コードの接続端と電源コード接続
部１６は、磁石により容易に着脱自在に構成されており、電源コードが引っ張られても、
電源コードが電源コード接続部１６から外れることで、加湿器Ａが転倒しにくく構成され
ている。
【００３１】
　特に、加湿器Ａは、水を保持した給水タンク２０が設けられた状態では、設置位置に対
して本体１０の後ろ側の部分に荷重が大きくかかる。
　従って、電源コード接続部１６は、荷重が大きくかかる位置の近くである本体１０の後
端下部に位置しているので、電源コードが引っ張られた場合、加湿器Ａが大きくずれ動く
ことなく、電源コードが電源コード接続部１６から外れる。
【００３２】
（給水タンク）
　次に、図１０～図１５を参照して給水タンク２０について説明する。
　給水タンク２０は、加湿器Ａから取出して水の補充が可能となるように、給水タンク装
着部１５に着脱可能に連結される。給水タンク２０の下面部には、給水タンク装着部１５
に連結されたときに開弁し、当該位置から取外されたときに閉弁する給水弁２０ａが設け
られている。
【００３３】
（高湿風ダクト）
　次に図１０～図１２、図２１を参照して高湿風ダクト３０について説明する。
　高湿風ダクト３０は、高湿空気ダクト１３ｃから流入する高湿空気Ｐと、搬送風接続ダ
クト４２から流入する搬送風Ｑとを混合して高湿風Ｒを生成し、この高湿風Ｒを高湿風吹
出口４１に導く風路となる部位である。
　高湿ダクト３０は、上下に円筒を重ねた形状を成しており、下側の円筒部分である下層
部３１と、上側の円筒部分である上層部３２を有する。
【００３４】
　下層部３１は下方に向けて開口（下開口３１ａ）しており、下層部３１と上層部３２の
内部空間は、連通開口３２ａで上下に連通している。この連通開口３２ａには、開口縁か
ら下方向に伸びる開口リブ３２１ａが形成されている。
　また、下層部３１には、内方に凹むロック受部３１ｂが形成されている。このロック受
部３１ｂは、ロック部１８のロック片１８ｂが嵌り込むことにより、高湿風ダクト３０を
本体１０に固定するためのものである。
【００３５】
　次に、上層部３２について説明する。
　上層部３２は、下層部３１と連通開口３２ａを通して上下に連通している。また、上層
部３２の上側には、前方を向く前開口３２ｂが開口している。この前開口３２ｂは、高湿
風Ｒを高湿風ダクト３０の内部から外部へ排出する開口であり、前カバー４０の高湿風吹
出口４１と対向する。
【００３６】
　更に、上層部３２の下側には、後方を向く後開口３２ｃが開口している。この後開口３
２ｃは、搬送風接続ダクト４２と接続して、搬送風Ｑを高湿風ダクト３０の内部に導入す
る開口である。　
【００３７】
　次に、前開口３２ｂの下側には、扇形状の露受部３３が設けられている。この露受部３
３は、扇形状の中心に向かって傾斜し、この扇形状の中心となる位置には露逃し開口３３
ａが開口している。そして、露逃し開口３３ａの下には、露保持部３３ｂが形成されてい
る。露保持部３３ｂは、下層部３１の上面に形成されている。
　下層部３１の上面は、水を熱することで生じた高湿空気Ｐで温められるので、これに伴
い露保持部３３ｂも温度が上がるので、露保持部３３ｂに溜まる露が蒸発しやすい。
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【００３８】
　また、露受部３３の表面は、親水処理が施されており、露逃し開口３３ａに向かって露
が流れやすく構成されている。更に、露受部３３の扇形状は、前カバー４０の高湿風吹出
口４１の下部の内面形状と一致している。
　そして、この様に構成された露受部３３は、下層部３１の上面にねじ止めにより固定さ
れている。
【００３９】
　次に、図１～図６、図２２～図２８を参照して、加湿器Ａの外殻を構成する前カバー４
０と後カバー５０と案内風ダクト６０について説明する。
　前カバー４０は、本体１０及び本体１０に設けられた各部を覆うものであり、上面部４
０ａと、左面部４０ｂと、右面部４０ｃと、左面部４０ｂと右面部４０ｃを前側で滑らか
につなぐ前面部４０ｄと、後方を向く後開口４０ｆを残して左面部４０ｂと右面部４０ｃ
を繋ぐ接続部４０ｅからなる。尚、前カバー４０の下面は、開口している。
【００４０】
　前面部４０ｄには、前方に向けて高湿風吹出口４１が開口している。また、上面部４０
ａには、上面開口４０１ａが開口しており、この上面開口４０１ａより前側の上面部４０
ａ（前側上面部４０２ａ）は後側の上面部４０ａ（後側上面部４０３ａ）より一段低く構
成されている。
　更に、上面部４０ａの後端から後方に向けて、複数の爪部４４が突出して設けられてい
る。また、接続部４０ｅは、前カバー４０内側に、後カバー５０の厚さ分ずれた位置に接
続している。
【００４１】
　次に、前カバー４０の内部には、搬送風接続ダクト４２と案内風接続ダクト４３が固定
して設けられる。
　搬送風接続ダクト４２は、一端に搬送風Ｑとなる気流を送風部１４から導入する搬送風
入口４２ａとなる開口と、他端に高湿風ダクト３０へと搬送風Ｑを吹き出す搬送風出口４
２ｂとなる開口が形成されている。
【００４２】
　この搬送風接続ダクト４２は、一端から他端の間を曲がった形状に構成することで、搬
送風入口４２ａは下方を向いて開口し、搬送風出口４２ｂは前方を向いて開口している。
また、搬送風出口４２ｂの開口縁は前方に傾きく斜めとなる形状に構成されており、パッ
キン４２１ｂが設けられている。
【００４３】
　案内風接続ダクト４３は、一端に案内風Ｓとなる気流を送風部１４から導入する案内風
入口４３ａとなる開口と、他端に案内風ダクト６０の内部に案内風Ｓを吹き出す案内風出
口４３ｂとなる開口が形成されている。
　この案内風接続ダクト４３は、一端から他端にかけて曲がった形状に構成することで、
案内風入口４３ａは下方向を向いて開口し、案内風出口４３ｂは前方を向いて開口してい
る。
【００４４】
　また、案内風接続ダクト４３は、案内風出口４３ｂ側が上面開口４０１ａから前カバー
４０の外部に出ている。つまり、案内風出口４３ｂは、前側上面部４０２ａの上側に位置
している。
　更に、案内風接続ダクト４３の上面開口４０１ａから前カバー４０の外部に出ている部
分の側面には、左右方向にそれぞれ突出し前後方向に伸びるレール受部４３ｃが形成され
ている。更に、案内風接続ダクト４３の上面開口４０１ａの下部には、下方向に突出し前
方向に伸びるＬ字形状の脚部４３ｄが設けられている。
【００４５】
　この様に構成された搬送風接続ダクト４２と案内風接続ダクト４３は、搬送風入口４２
ａと案内風入口４３ａの位置で隣り合わせとなるように配置されている。この隣り合わせ
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に配置されている搬送風入口４２ａと案内風入口４３ａの間には、下方向に突出する押圧
レバー４５が設けられている。
　この押圧レバー４５は、搬送風入口４２ａと案内風入口４３ａの開口を遮らないよう、
板状に形成されており、前側が前方に傾く傾斜した形状となっている。
【００４６】
　次に、主に図９～図１２、図２２～図２３を参照して、案内風ダクト６０について説明
する。案内風ダクト６０は、案内風接続ダクト４３から吹き出された案内風Ｓの流路を形
成する案内風ダクトベース６１と、蓋６２と、上面が平らな長い板状を成しているレール
６３から構成されている。
【００４７】
　案内風ダクトベース６１は、前方に向いて開口する案内風吹出口６１ａと、下方を向き
前後方向に長く開口する下開口６１ｂと、上方に開口する上開口６１ｃと、内側に向けて
突出して設けられるネジ受部６１ｄと、案内風の向きを調整する案内風調整手段６１ｅが
設けられている。
　蓋６２は、案内風ダクトベース６１と接続する蓋ベース６２ａと、蓋ベース６２ａの上
面を覆い意匠面を形成する蓋カバー６２ｂからなる。
【００４８】
　レール６３は、一対の直線部６３ａと、この直線部６３ａを接続する接続部６３ｂとを
有し、ネジ穴６３ｃが形成されている。一対の直線部６３ａは互いに平行となる様に対向
して接続部６３ｂで接続されており、表面が平らな面となっている。また、対向する直線
部６３ａの間隔は、案内風接続ダクト４３の左右幅とほぼ同程度の隙間となっている。
【００４９】
　そして、レール６３は、向かい合う直線部５３ａの間に、案内風接続ダクト４３を挟み
込むように、案内風接続ダクト４３に取り付けられる。この状態においてレール６３は、
案内風接続ダクト４３の左右の面から側方に向けて突出するレール受部４３ｃの下側に位
置している。
　この様に構成することで、レール受部４３ｃが上方向へのレール６３の脱落を防止する
と共に、案内風接続ダクト４３の左右側面とレール受部４３ｃがレール６３を受けて、レ
ール６３が、案内風接続ダクト４３に対して前後方向にスライド可能に取り付けられる。
【００５０】
　次に、上記のように案内風接続ダクト４３に取り付けられたレール６３には、ネジ受部
６１ｄにネジ６４を通して、レール６３のネジ穴に６３ｃにネジ止めすることにより、案
内風ダクトベース６１が取り付けられる。
　そして、レール６３に取り付けられた案内風ダクトベース６１に、上開口６１ｃを閉鎖
するように蓋６２を取り付けられる。
【００５１】
　これにより、案内風接続ダクトベース６１は、前カバー４０の上面部４０ａであって、
前側上面部４０２ａから後側上面部４０３ａに跨って配置され、案内風ダクト６０と前カ
バー４０の前側上面部４０２ａで囲まれる空間が形成され、案内風Ｓの風路を内部に形成
される。
　つまり、案内風接続ダクトベース６１が上面部４０ａに配置された状態において、内部
には、下開口６１ｂから案内風接続ダクト４３が入り込んだ状態となり、案内風ダクト６
０がレール６３を介してレール受部４３ｃにガイドされて、前カバー４０の上面部４０ａ
の上方を前後方向にスライド可能となる。
【００５２】
　ここで、ダクトベース６１は、前カバー４０の上面部４０ａであって、前側上面部４０
２ａから後側上面部４０３ａに跨って配置され、蓋６２を取り付けることにより、上開口
６１ｃが閉鎖され、案内風Ｓの流路となる案内風ダクト６０と前カバー４０の前側上面部
４０２ａで囲まれる空間が形成され、案内風ダクト６０が構成される。
　また、案内風ダクト６０の内部へ、前側上面部４０２ａと後側上面部４０３ａの間に開
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口する上面開口４０１ａから案内風接続ダクト４３が入り込み、案内風ダクト６０の内部
で案内風接続ダクト４３と連通して連結する。
【００５３】
　従って、案内風ダクト６０において、上面開口４０１ａより後方の部分の位置Ｍ１での
断面は、案内風接続ダクト４３の案内風出口４３ｂから、案内風ダクト６０の案内風開口
６１ａまでの位置Ｍ２での断面より小さくなる。つまり、案内風ダクト６０は、案内風接
続ダクト４３の前後で、左右方向に切断した断面積が異なっている。
【００５４】
　これは、後側上面部４０３ａは前側上面部４０２ａより高い位置で上面を構成している
為であり、断面位置Ｍ２となる部分で案内風Ｓの風路をより広く確保しつつ、断面位置Ｍ
１の断面積を小さくすることで、案内風ダクト６０の容積を小さくして、案内風接続ダク
ト４３より後方の空間をより大きく確保し、給水タンク２０を上方により大きく構成する
ことができる。
【００５５】
　次に、図２４～図２８を参照して、後カバー５０について説明する。
　後カバー５０は、前カバー４０と同じ高さであり、前方と下方が開口し、上面に取り外
しの際に指をかける凹部５１が形成されている。そして、前カバー４０に取り付けられる
ことで、一体となって加湿器Ａの外観を形成する。
【００５６】
　以上の各部は、次のように本体１０に取り付けられる。
　図１０～図１２、図２１を参照すると、高湿空気ダクト１３ｃは、下開口１３１ｃを加
熱貯水部１３ａの内部に入り込ませることにより、加熱貯水部１３ａに取り付けられる。
この時、加湿空気ダクト１３ｃのフランジ１３４ｃが、加熱貯水部１３ａの上開口１３２
の周縁に当接することで、加湿空気ダクト１３ｃの位置が決まる。また、パッキン１３５
ｃにより、加湿空気ダクト１３ｃと加熱貯水部１３ａの隙間が埋められる。
　尚、加湿空気ダクト１３ｃは、加熱貯水部１３ａに対して、着脱自在となっている。
【００５７】
　次に、図６～図２０を参照すると、高湿風ダクト３０は、ロック部１８のロック片１８
ｂが、本体１０の高湿ダクト３０の取り付け領域の外に位置しているときに、本体１０に
取り付けることができる。
　高湿風ダクト３０は、下層部３１が高湿空気ダクト１３ｃを覆うように、本体上面１０
ａに形成された取り付け位置に設けられる。
【００５８】
　この時、高湿風ダクト３０の突出リブ１３３ｃにより形成されている円環内側に、高湿
風ダクト３０の開口リブ３２１ａにより形成される円環が嵌り込む。そして、高湿空気ダ
クト１３ｃの上開口１３２ｃが、高湿風ダクト３０の上層部３２の連通開口３２ａと対向
する。
　つまり、高湿空気Ｐは、高湿空気ダクト１３ｃから、直接、高湿風ダクト３０の上層部
３２の内部空間に流入するように構成される。
【００５９】
　また、このように高湿風ダクト３０が本体上面１０ａに取り付けられた状態において、
高湿風ダクト３０の前開口３２ｂは加湿器Ａの前方を向く。
　更に、高湿風ダクト３０が本体上面１０ａに正しく取り付けられることで、高湿風ダク
ト３０に設けられたロック受部３１ｂは、ロック部１８と対向した位置となる。そして、
この状態において、ロック部１８のロック片１８ｂを回動させることで、ロック片１８ｂ
がロック受部３１ｂに嵌り込み、高湿風ダクト３０が本体１０に固定される。
　尚、ロック片１８ｂがロック受部３１ｂに嵌り込んだ状態では、上方から見ると、ロッ
ク片１８ｂは、本体１０の内側に位置する。
【００６０】
　次に、図１０、図２３を参照すると、案内風ダクト６０及び案内風ダクト４３及び搬送
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風ダクト４２が取り付けられた前カバー４０は、本体１０に上方より取り付けられ、本体
１０に取り付けられた各部を覆う。
　本体１０に前カバー４０が取り付けられる過程において、押圧レバー４５が送風ダクト
１４ｂの開口を閉じている蓋体１４ｄを下方向に押して送風ダクト１４ｂの開口を開き、
案内風ダクト４３と搬送風ダクト４２が、送風ダクト１４ｂと連通した状態で接続する。
　尚、図６、図７、図８、図１０を参照すると、送風ダクト１４ｂの蓋体１４ｄは、送風
ダクト１４ｂの開口にヒンジバネを介して軸支されており、前カバー４０を本体１０から
外すことで、押圧レバー４５の押圧状態が無くなり、ヒンジバネの力で再び送風ダクト１
４ｂの開口を閉じる。
【００６１】
　このように、本体１０に正しく前カバー４０が取り付けられると、高湿風吹出口４１と
高湿風ダクト３０の前開口３２ｂが対向した位置関係となり、案内風接続ダクト４３の下
部に設けられた脚部４３ｄが、高湿風ダクト３０の上面を上方より押える。
　尚、高湿風ダクト３０が本体１０に正しく取り付けられておらず、ロック片１８ｂが、
ロック受部３１ｂに嵌り込まずに、本体１０の高湿ダクト３０の取り付け領域の外に位置
しているときは、ロック片１８ｂが少なくとも一部が本体１０の外部に突出する。
【００６２】
　これにより、この様な状態で本体１０に前カバー４０を取り付けようとすると、前カバ
ー４０の下端がロック片１８ｂと接触することで、前カバー４０を本体１０に取り付ける
ことができない。
　また、高湿風ダクト３０が本体１０に正しく取り付けられて、ロック片１８ｂが、ロッ
ク受部３１ｂに嵌り込んだ状態では、ロック片１８ｂが本体１０の内部に位置する。これ
により、本体１０に前カバー４０を取り付ける際に、ロック片１８ｂが前カバー４０に干
渉することがなく、前カバー４０を本体１０に取り付けることが可能な状態となる。
【００６３】
　次に、図１４、図１５を参照すると、水タンク２０は、本体１０に前カバー４０が取り
付けられた状態において、案内風ダクト６０が前方にスライドさせることで、案内風ダク
ト６０が後開口４０ｆを遮らなくなり、後開口４０ｆを通して、本体１０に取り付けるこ
とが可能である。
　水タンク２０は、給水弁２０ａを給水タンク装着部１５に挿入することにより、給水弁
が弁開放凸部１５ａに押される。これにより、水タンク２０内部から水が本体１０に供給
される。
【００６４】
　次に、図２２～図２８を参照すると、後カバー５０は、本体１０に前カバー４０が取り
付けられた状態において、案内風ダクト６０が前方にスライドさせることで、案内風ダク
ト６０が後開口４０ｆを遮らない状態とすることで、前カバー４０の後開口４０ｆを塞ぐ
ように取り付けることが可能である。
　この後カバー５０は、前カバー４０の爪部４４に、下面５０ｂに形成された凹部５０１
ｂを引っかけて前カバー４０に取り付けられる。
　尚、後カバー５０を本体１０から取り外す場合、同様に、案内風ダクト６０を、前カバ
ー４０と後カバー５０を跨る位置から、前方にスライドして動かすことにより、後カバー
５０と上下に重ならない位置となり、後カバー５０が前カバー４０に対して着脱自在とな
る。
【００６５】
　また、後カバー５０の上面部５０ａは、前カバーの後側上面部４０３ａと同じ高さとな
るように構成されている。つまり、後カバー５０は、案内風ダクト６０を前後方向にスラ
イドさせ際に、案内風ダクト６０のスライド動作を妨げない位置となると共に、給水タン
ク２０の領域が最大となるように構成され、前カバー４０に対して取り付けられる。
　更に、後カバー５０は前カバー４０に取り付けるので、前カバー１０に取り付けた状態
で本体１０から取り外すことが可能である。
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【００６６】
　ここで、案内風ダクト６０は、案内風Ｓの風路を形成した状態で、前後方向にスライド
移動可能に取り付けられているが、案内風ダクト６０の位置ごとの各部との位置関係につ
いて説明する。
【００６７】
（１）案内風ダクト６０が最も後退した位置である場合（収納された状態）
　最も後退した位置である収納位置に案内風ダクト６０が位置する場合、加湿器Ａを上方
から見ると、案内風ダクト６０は、前カバー４０の上面部４０ａ（前側上面部４０２ａ、
後側上面部４０３ａ）の内側に位置する。
　この状態では案内風ダクト６０は、前カバー４０と後カバー５０とに跨る位置となり、
後カバー５０が案内風ダクト６０と前カバー４０の爪部４４に上下に挟まれ、後カバー５
０が前カバー４０から外れにくい状態となる。
　これにより、案内風ダクト６０が収納状態であれば、前カバー４０と後カバー５０を本
体１０から一体に取り外しやすくなり、取り外した後もバラバラになりにくく管理しやす
い。
【００６８】
（２）案内風ダクト６０が前進した位置である場合（運転状態）
　最も前進した位置に案内風ダクト６０が位置する場合、案内風Ｓの風路は、案内風ダク
ト６０と前カバー４０の前側上面部４０２ａにより形成され、案内風開口６１ａは、高湿
風吹出口４１より前側に位置する。
　案内風開口６１ａから吹き出る案内風Ｓは、高湿風吹出口４１から前方に吹き出される
高湿風Ｒの流れに向けて、斜め下方向に向いて吹き出る。
　尚、案内風ダクト６０は、最も後退した位置（収納状態）から、最も前進した位置の間
であれば、任意の位置に保持することができる。
【００６９】
（加湿器Ａの動作）
　以上のように構成された加湿器Ａは、次のように動作する。
　図２９を参照すると、この図に示すルーチンでは、ステップＳ１において、操作部１１
に設けられた電源スイッチが押されると、加湿器Ａの電源がＯＮとなり、加湿運転が開始
される。
　次に、ステップＳ２では、制御部１２によりヒータ１３ｂが起動（ＯＮ）される。この
結果、加熱用貯水部１３ａ内の水は、ヒータ１３ｂにより加熱され、蒸気を含む高湿空気
Ｐを発生させる。
【００７０】
　発生した高湿空気Ｐは、温度が高くて軽いので、図９、図１０に示すように、高湿空気
ダクト１３ｃ内を垂直に上昇し、上開口１３２ａを通って高湿風ダクト３０に流入する。
　このように、加熱用貯水部１３ａの真上に高湿空気ダクト１３ｃを配置し、更に、高湿
風空気ダクト１３ａの真上に高湿風ダクト３０を配置したので、加熱用貯水部１３ａで発
生した高湿空気Ｐを高湿風ダクト３０内に円滑に導入することができる。
【００７１】
　次に、ヒータ１３ｂが起動されてから十分な時間が経過し、高湿空気Ｐが安定的に生成
される状態になると、ステップＳ３では、制御部１２により送風ファン１４ａが起動（Ｏ
Ｎ）される。
　これにより、送風ファン１４ａは、送風ダクト１４ｂを介して搬送風接続ダクト４２に
搬送風Ｑを送り込むと共に、案内風接続ダクト４３に案内風Ｓを送り込む。
【００７２】
　搬送風Ｑは、後開口（搬送風導入開口）３２ｃから高湿風ダクト３０の内部に流入し、
高湿空気Ｐと衝突して混ざり合う。
　ここで、後開口３２ｃは、高湿風ダクト３０を後方から見た場合の左右中心から、右側
にずれた位置に開口している。従って、後開口３２ｃから流入した搬送風Ｑは、円筒形状
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である高湿風ダクト３０の内壁面に沿って、らせん状に回転しながら上昇していく。
【００７３】
　高湿空気Ｐは、回転中心となる位置から高湿風ダクト３０内部に侵入し、らせん状に回
転する搬送風Ｑの気流に混ざり合う。
　このように、高湿風ダクト３０の内部でらせん状に搬送風Ｑを流下させ、これに対して
高湿空気Ｐを混ぜ合わせることで、混ざりムラを低減することができる。
　以上のように、高湿空気Ｐ及び搬送風Ｑは混ざり合って高湿風Ｒとなり、前開口（高湿
風吹出開口３２ｂ）から前方へと水平に吹き出し、前カバー４０の高湿風吹出口４１から
ユーザ等の加湿目標に向けて搬送される。
【００７４】
　一方、案内風Ｓは、案内風接続ダクト４３から案内風ダクト６０に流入し、案内風開口
６１ａに向けて流通する。そして、案内風開口６１ａでは、案内風の向きを調整する案内
風調整手段６１ｅにより案内風Ｓの風向が斜め下向きに変更される。
　ここで、案内風調整手段６１ｅの形状は、扇形状に形成されている。これにより、案内
風Ｓは、案内風吹出口３１から斜め下向きに強く吹き出しながら、高湿風Ｒに上側から覆
い被さるように略扇形状の範囲に広がり、高湿風Ｒを上側から抑え込む。この結果、高湿
風Ｒの上昇を抑制することができる。
【００７５】
　次に、ステップＳ４では、まず、センサ系統により人体の検出、人体との距離の検出、
室内の湿度の検出を実行する。そして、例えば、センサ系統による検出結果と、ユーザに
よる運転条件の設定とに基づいて、加湿器の運転状態を調整する。
　具体例を挙げると、制御部４０には、例えば加湿器の位置での湿度と、ユーザまでの距
離との関係と、ユーザの位置での湿度との関係を示す特性データが予め記憶されている。
制御部１２は、センサ系統により実際に検出した湿度及び距離に基づいて、前記特性デー
タからユーザの位置の湿度を推定する。
【００７６】
　そして、推定した湿度に基づいて、例えばヒータ１３ｂ、送風ファン１４ａ等を間欠運
転することにより、加湿器の運転状態を調整する。
　一例を挙げると、制御部１２は、推定した湿度が適切な湿度範囲を下回る場合に、ヒー
タ１３ｂをＯＮ状態とし、推定した湿度が前記湿度範囲を上回る場合に、ヒータ１３ｂを
ＯＦＦ状態とする構成としてもよい。
【００７７】
　次に、ステップＳ５では、予め設定された各種の条件に基づいて加湿器の電源をＯＦＦ
するか否かを判定する。
　具体例を挙げると、下記の条件（１）～（５）の少なくとも１つが成立した場合には、
ステップＳ６に移行し、加湿器の電源をＯＦＦする。一方、条件（１）～（５）の全てが
不成立である場合には、ステップＳ４，Ｓ５の処理を繰り返す。
【００７８】
（１）ユーザにより電源スイッチがＯＦＦされたか？
（２）タイマーに設定された時間が経過したか？
（３）給水タンク２０から水が無くなったか？
（４）高湿風ダクト３０内の温度が許容範囲を超えて上昇したか？
（５）高湿風吹出口４１等に人体が接触したか？
【００７９】
　以上の通り加湿器Ａを構成することにより、次の効果を得ることができる。
　まず、加湿器Ａの案内風吹出口６１ａは高湿風吹出口４１より前側に位置し、案内風吹
出口６１ａは、案内風Ｓが、高湿風吹出口４１から吹き出た高湿風Ｒの流れに向けて吹き
出るように構成されているので、案内風Ｓの流れに乗って高湿風Ｒをより遠くに流すこと
ができる。
【００８０】
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　また、加湿器Ａの案内風ダクト６０は前後方向に移動可能であり、この案内風ダクト６
０を前方に動かすことにより、案内風吹出口６１ａは高湿風吹出口４１より前側に位置す
るように構成されているので、使用時は案内風ダクト６０を前方に移動することにより高
湿風Ｒをより遠くに流すことができ、使用していない時には案内風ダクト６０を収納する
ことができる。
【００８１】
　また、加湿器Ａの案内風吹出口６１ａは斜め下方向に向けて開口すると共に、高湿風吹
出口４１の上方に位置しているので、案内風Ｓは、高湿風Ｒの上側から斜め下向きに吹き
出され、案内風Ｓにより高湿風Ｒの上昇を上側から抑え込むことができる。
　これにより、案内風Ｓを利用して高湿風Ｒの上昇を抑制し、高湿風Ｒに所望の指向性を
与えることができる。
　従って、加湿器Ａは、加湿器Ａから見て前方水平方向及び斜め下方に位置する加湿目標
に向けて高湿風Ｒを効率よく搬送することができ、加湿目標であるユーザの近傍を安定し
て加湿することができる。
【００８２】
　また、加湿器Ａの高湿空気生成部１３は、水を加熱して水蒸気を得る加熱蒸気式である
ので、高湿風Ｒを温かく生成することができる。これにより、搬送された高湿風Ｒは、ユ
ーザの下方に到達した後に、ユーザに向けて徐々に上昇する。
　これにより、緩やかな流れの高湿風Ｒを用いてユーザの周囲を加湿することができ、ユ
ーザに直接高湿風Ｒが当たることで感じる風に吹かれる感覚や、低温の高湿風に吹かれる
ことが無いので寒さによる不快感等を低減することができる。
　更に、暖かい高湿空気Ｐの上昇力を利用して、高湿空気Ｐと搬送風Ｑとを容易に混合す
ることができる。
【００８３】
　また、案内風吹出口６１ａの開口上部には、案内風調整手段６１ｅを設けたので、案内
風Ｓの風向を調整することができ、容易に高湿風Ｒを加湿目標に合わせることができる。
　また、案内風調整手段６１ｅの前端の形状を扇形状としたので、案内風Ｓは、案内風吹
出口３１から斜め下向きに吹き出しながら、高湿風Ｒに上側から覆い被さるように略扇形
状の範囲に広がり、高湿風Ｒを上側から抑え込むことができる。この結果、高湿風Ｒの上
昇を抑制することができる。
【００８４】
　また、後カバー５０を本体１０から取り外す場合、案内風ダクト６０を、前カバー４０
と後カバー５０を跨る位置から、前方にスライドして動かすことにより、案内風ダクト６
０が後カバー５０と上下に重ならない位置となり、後カバー５０が前カバー４０に対して
着脱自在となる。
　ここで、案内風ダクト６０が後カバー５０と上下に重ならない位置となるとあるが、後
カバー５０が前カバー４０に対する着脱を邪魔しない程度に、案内風ダクト６０が後カバ
ー５０と上下に重ならない状態となればよく、案内風ダクト６０が後カバー５０と多少上
下に重なる部分があってもよい。
　このように案内風ダクト６０を前カバー４０と後カバー５０を跨る位置にすることで、
前カバー４０から後カバー５０が外れないので、収納時や持ち運びの際に管理しやすく、
更に、本体１０から前カバー４０から後カバー５０を一体のカバーとして取り外すことが
できと共に、案内風ダクト６０を、前カバー４０と後カバー５０を跨る位置から、前方に
スライドして動かすことにより、案内風ダクト６０が後カバー５０と上下に重ならない位
置となり、後カバー５０が前カバー４０に対して着脱自在に構成できる。
【００８５】
　また、案内風ダクト６０において、案内風接続ダクト４３より後側の位置の断面は、案
内風接続ダクト４３より前側の位置の断面より小さく構成されている。このように構成す
ることで、案内風接続ダクト４３より後方の空間をより大きく確保し、給水タンク２０を
上方により大きく構成することができる。
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　また、案内風接続ダクト４３に、案内風ダクト６０の移動用ガイドとなるレール受部４
３ｃを設けたので、部品数を減らすことができ、軽量・小型化を実現することができる。
　また、案内風接続ダクト４３と搬送風接続ダクト４２は、カバー側となる前カバー４０
に設けたので、カバー４０を本体１０から取り外した際に、一緒に案内風接続ダクト４３
と搬送風接続ダクト４２を外すことができ、本体１０のメンテナンス性を向上させること
ができる。
　また、搬送風送風部と案内風送風部を、共通の送風部１４としたことで、部品数を減ら
すことができ、軽量・小型化を実現することができる。
【００８７】
　以上のように本実施の形態の加湿器Ａを説明したが、この様な加湿器Ａは、高湿空気生
成部１３が生成する高湿空気Ｐとなる蒸気の量が、約１８０～３００［ｍｌ／ｈ］で、案
内風Ｓ（アシスト風）を高湿風Ｒ（スチーム風）の風速に対して１．２倍～１．６倍、又
は、案内風Ｓ（アシスト風）を高湿風Ｒ（スチーム風）の風量に対して２倍～４倍、にす
ることで、加湿する対象領域を効率よく加湿することができることが実験的に示されてい
る。
　ここでいう対象領域とは、使用者の顔が位置する領域など、スポット的な領域を想定し
ている。
【００８８】
　また、高湿風吹出口４１から約０．５～１．０［ｍ］離れた範囲の案内風Ｓと高湿風Ｒ
から成る風の風速を０．５［ｍ／ｓ］以下とすると良い。これにより、使用者が風に吹か
れた時に感じる吹かれ感のない快適な風速の領域をつくることができる。
　例えば、就寝の際に就寝位置（ベットやふとんの位置）の近傍に置いて使用者の顔に向
けて使用する加湿器の仕様として、高湿風吹出口４１から０．７５［ｍ］先での風速を０
．２５［ｍ／ｓ］となるように、高湿風Ｒの高湿風吹出口４１の出口風速を約０．７［ｍ
／ｓ］とし、案内風Ｓの案内風吹出口６１ａの出口風速を約１．０［ｍ／ｓ］とするとよ
い。
【符号の説明】
【００８９】
Ａ　加湿器、１０　本体、１０ａ　本体上面、１１　操作表示部、１１ａ　操作手段、１
１ｂ　表示手段、１２　制御部、１３　高湿空気生成部、１３ａ　加熱用貯水部、１３１
ａ　上面開口、１３ｂ　ヒータ、１３ｃ　高湿空気ダクト、１３１ｃ　下開口、１３２ｃ
　上開口、１３３ｃ　突出リブ、１３４ｃ　フランジ、１３５ｃ　パッキン、１４　送風
部、１４ａ　送風ファン、１４ｂ　送風ダクト、１４ｃ　送風ダクト開口、１４ｄ　蓋体
、１４１ｂ　吸込み口、１４２ｂ　送風口、１５　給水タンク装着部、１５ａ　弁開放凸
部、１６　電源コード接続部、１７　給水通路、１７ａ　通路蓋、１８　ロック部、１８
ａ　軸、１８ｂ　ロック片、２０　給水タンク、　２０ａ　給水弁、３０　高湿風ダクト
、３１　下層部、３１ａ　下開口、３１ｂ　ロック受部、３２　上層部、３２ａ　連通開
口、３２１ａ　開口リブ、３２ｂ　前開口（高湿風吹出開口）、３２ｃ　後開口（搬送風
導入開口）、３３　露受部、３３ａ　露逃し開口、３３ｂ　露保持部、４０　前カバー、
４０ａ　上面部、４０２ａ　前側上面部、４０３ａ　後側上面部、４０１ａ　上面開口、
４０ｂ　左面部、４０ｃ　右面部、４０ｄ　前面部、４０ｅ　接続部、４０ｆ　後開口、
４１　高湿風吹出口、４２　搬送風接続ダクト、４２ａ　搬送風入口、４２ｂ　搬送風出
口、４２１ｂ　パッキン、４３　案内風接続ダクト、４３ａ　案内風入口、４３ｂ　案内
風出口、４３ｃ　レール受部（前後移動用ガイド）、４３ｄ　脚部、４４　爪部、４５　
押圧レバー、５０　後カバー、５０ａ　上面部、５０ｂ　下面部、６０　案内風ダクト、
６１　案内風ダクトベース、６１ａ　案内風吹出口、６１ｂ　下開口、６１ｃ　上開口、
６１ｄ　ネジ受部、６１ｅ　案内風調整手段、６２　蓋、６３　レール、６４　ネジ
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