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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファン組立体であって、
　第１のケーシングセクション、第２のケーシングセクション、少なくとも１つの空気入
口、少なくとも１つの空気出口、及び前記少なくとも１つの空気入口から前記少なくとも
１つの空気出口に空気を送る内部通路を有するノズルであって、該ノズルから放出された
空気によって前記ファン組立体の外側からの空気が通って引き込まれるボアを規定するノ
ズルと、
　前記ノズルが取り外し可能に取り付けられ、前記内部通路を通る空気流を発生する流れ
発生手段と、前記空気流が前記内部通路に入る前に該空気流の湿度を変更する手段とを含
む本体と、
を備え、
　前記第１のケーシングセクションは、前記第２のケーシングセクションから取り外し可
能であり、前記第１のケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記内部通路を規定
する、ファン組立体。
【請求項２】
　ファン組立体であって、
　第１のケーシングセクション、第２のケーシングセクション、少なくとも１つの空気入
口、少なくとも１つの空気出口、及び前記少なくとも１つの空気入口から前記少なくとも
１つの空気出口に空気を送る内部通路を有するノズルであって、該ノズルから放出された
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空気によって前記ファン組立体の外側からの空気が通って引き込まれるボアを規定するノ
ズルと、
　前記ノズルが取り外し可能に取り付けられ、前記内部通路を通る空気流を発生する流れ
発生手段を含む本体と、
を備え、
　前記第１のケーシングセクションは、前記第２のケーシングセクションから取り外し可
能であり、前記第１のケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記内部通路を規定
し、前記第１のケーシングセクションは、前記ノズルが前記本体から取り外された場合に
のみ前記第２のケーシングセクションから取り外し可能である、ファン組立体。
【請求項３】
　前記第１のケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの空気出
口を規定するように構成される、請求項１又は２に記載のファン組立体。
【請求項４】
　前記第１のケーシングセクションは、前記少なくとも１つの空気入口を備える、請求項
１から３のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項５】
　前記第１のケーシングセクションは、環状形状である、請求項１から４のいずれかに記
載のファン組立体。
【請求項６】
　前記第１のケーシングセクション及び前記第２のケーシングセクションは、前記ボアを
規定する、請求項１から５のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの空気出口は、前記第１のケーシングの少なくとも一部にわたって
空気を放出するように構成される、請求項１から６のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項８】
　前記第１のケーシングセクションは、スナップ式結合により前記第２のケーシングセク
ションに取り外し可能に取り付けられる、請求項１から７のいずれかに記載のファン組立
体。
【請求項９】
　前記第２のケーシングセクションは、前記第１のケーシングセクションと共に前記少な
くとも１つの空気出口を規定する、請求項１から８のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項１０】
　前記第２のケーシングセクションは、環状形状である、請求項１から９のいずれかに記
載のファン組立体。
【請求項１１】
　ファン組立体であって、
　少なくとも１つの第１の空気入口、少なくとも１つの第１の空気出口、及び前記少なく
とも１つの第１の空気入口から前記少なくとも１つの第１の空気出口に空気を送る第１の
内部通路を有する第１のセクションと、少なくとも１つの第２の空気入口、少なくとも１
つの第２の空気出口、及び前記少なくとも１つの第２の空気入口から前記少なくとも１つ
の第２の空気出口に空気を送る第２の内部通路を有する第２のセクションとを有するノズ
ルであって、該ノズルの前記第１のセクション及び第２のセクションの少なくとも一方は
、該ノズルから放出された空気によって前記ファン組立体の外側からの空気が通って引き
込まれるボアを規定する、前記ノズルと、
　前記ノズルが取り付けられ、前記第１の内部通路を通る第１の空気流及び前記第２の内
部通路を通る第２の空気流を発生する流れ発生手段と、前記第２の空気流が前記第２の内
部通路に入る前に該第２の空気流の湿度を変更する手段と含む本体と、
を備え、
　前記ノズルの前記第２のセクションは、少なくとも部分的に前記第２の内部通路を規定
する取り外し可能なケーシングセクションを備える、ファン組立体。
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【請求項１２】
　前記取り外し可能なケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つ
の第２の空気出口を規定するように構成される、請求項１１に記載のファン組立体。
【請求項１３】
　前記取り外し可能なケーシングセクションは、前記少なくとも１つの第２の空気入口を
備える、請求項１１又は１２に記載のファン組立体。
【請求項１４】
　前記取り外し可能なケーシングセクションは、環状形状である、請求項１１から１３の
いずれかに記載のファン組立体。
【請求項１５】
　前記ノズルの前記第１のセクション及び前記第２のセクションは、前記ノズルを規定す
る、請求項１１から１４のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの第１の空気出口及び前記少なくとも１つの第２の空気出口の各々
は、前記取り外し可能なケーシングセクションの少なくとも一部にわたって空気を放出す
るように構成される、請求項１１から１５のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項１７】
　前記ノズルは、前記取り外し可能なケーシングセクションと共に前記第２の内部通路を
規定する第２のケーシングセクションを備え、前記取り外し可能なケーシングセクション
は、この第２のケーシングセクションに取り外し可能に取り付けられる、前記請求項１１
から１６のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項１８】
　前記取り外し可能なケーシングセクションは、スナップ式結合により前記第２のケーシ
ングセクションに取り外し可能に取り付けられる、請求項１７に記載のファン組立体。
【請求項１９】
　前記第２のケーシングセクションは、前記取り外し可能なケーシングセクションと共に
前記少なくとも１つの第２の空気出口を規定する、請求項１７又は１８に記載のファン組
立体。
【請求項２０】
　前記第２のケーシングセクションは、環状形状である、請求項１７から１９のいずれか
に記載のファン組立体。
【請求項２１】
　前記第２のケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記第１の内部通路を規定す
る、請求項１７から２０のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項２２】
　前記第２のケーシングセクションは、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの第１の
空気出口を規定する、請求項２１に記載のファン組立体。
【請求項２３】
　前記ノズルは、前記少なくとも１つの第１の空気出口の下流に配置された拡散器を備え
、前記第２のケーシングセクションは、前記拡散器の第１の部分を備え、前記取り外し可
能なケーシングセクションは、前記拡散器の第２の部分を備える、請求項１７から２２の
いずれかに記載のファン組立体。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの第２の空気出口は、前記拡散器の前記第１の部分と前記拡散器の
前記第２の部分との間に配置される、請求項２３に記載のファン組立体。
【請求項２５】
　前記ノズルは、前記本体から取り外し可能であり、前記取り外し可能なケーシングセク
ションは、前記ノズルが前記本体から取り外された場合にのみ前記第２のケーシングセク
ションから取り外し可能である、請求項１７から２４のいずれかに記載のファン組立体。
【請求項２６】
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　前記取り外し可能なケーシングセクションは、前記第２の空気流を受け入れる基部を備
え、該基部は、前記取り外し可能なケーシングセクションを前記第２のケーシングセクシ
ョンから取り外すためにユーザが把持することができる、請求項１７から２５のいずれか
に記載のファン組立体。
【請求項２７】
　前記ノズルは、前記第２のケーシングセクションと共に前記第１の内部通路を規定する
第３のケーシングセクションを備える、請求項１７から２６のいずれかに記載のファン組
立体。
【請求項２８】
　前記第３のケーシングセクションは、前記第２のケーシングセクションと共に前記少な
くとも１つの第１の空気出口を規定する、請求項２７に記載のファン組立体。
【請求項２９】
　前記本体は、前記第１の空気流を前記ノズルの前記第１のセクションに送る第１の空気
通路と、前記第２の空気流を前記ノズルの前記第２のセクションに送る第２の空気通路と
を備える、請求項１１から２８のいずれかに記載のファン組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファン組立体に関する。本発明は、好ましい実施形態において、湿り空気流
及び空気流を生成し、湿り空気を部屋やオフィス等の家庭環境に分散させる加湿装置を提
供する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、家庭用加湿装置は、所定量の水を貯留する水タンクを備えるケーシングと、
ケーシングの空気ダクトを通る空気流を生成するファンとを有する携帯式電気器具の形態
である。通常、貯溜水は重力の作用で霧化装置に運ばれ、霧化装置は、受け取った水から
水滴を生成する。この霧化装置は、トランスデューサといったヒータ又は高周波振動装置
の形態とすることができる。水滴は、空気ダクトを通過する空気流に入り、環境内へのミ
ストの放出がもたらされる。この電気器具は、環境内の空気の相対湿度を検出するセンサ
を含むことができる。センサは、検出された相対湿度を表わす信号を駆動回路へ出力し、
この駆動回路は、トランスデューサを制御して環境内の空気の相対湿度をほぼ所望レベル
に維持する。一般に、トランスデューサの作動は、検出された相対湿度が所望レベルより
も約５％高い場合に停止され、検出された相対湿度が所望レベルよりも約５％低い場合に
再開される。
【０００３】
　このような加湿器から放出される空気流量は、例えば１秒当たり１から２リットルの範
囲で比較的小さいので、湿った空気が部屋内に分散する量は非常に少ない可能性がある。
さらに、加湿器の局所環境での空気の相対湿度は、ユーザの局所環境での相対湿度に比べ
て相対的に急速に上昇するので、センサで検出した相対湿度は、少なくとも最初はユーザ
の近くの空気の相対湿度を示さない場合がある。その結果、ユーザの局所環境での空気の
相対湿度が所望レベルよりも相当低い場合、トランスデューサの作動が停止する可能性が
ある。湿った空気が部屋内に分散する量が比較的少ないことに起因して、検出される相対
湿度がトランスデューサの作動を再開するレベルになるまでに少し時間がかかる可能性が
ある。その結果、ユーザの局所環境での空気の相対湿度が所望レベルで達するまでに長い
時間がかかる場合がある。
【０００４】
　国際公開特許第２０１０／１００４６２号公報には、前方にはファン組立体が配置され
て湿り空気を環境に放出する加湿器を備える加湿装置が開示されており、ファン組立体は
、空気流を発生するモータ駆動式インペラを収納する本体と、この本体に取り付けられ空
気流を受け入れる内部通路及び空気流を放出する空気出口を備える環状ノズルとを備える
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。ノズルは、マウス部から放出された空気流によってノズルの外側からの空気及び加湿器
から放出された湿り空気の両方が通って引き込まれるボアを規定する。加湿器の出口は、
ノズルのボアの最下部と同じ高さに配置される。加湿器から放出される湿り空気をファン
組立体から発生する空気の流れに取り込むことにより、湿り空気は、加湿器から数メート
ル先の距離まで速やかに送ることができる。これにより、加湿器からこの距離にいるユー
ザは、局所環境の空気の相対湿度が速やかに上昇するのを体験できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開特許第２０１０／１００４６２号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様において、本発明は、
　少なくとも１つの第１の空気入口、少なくとも１つの第１の空気出口、及び少なくとも
１つの第１の空気入口から少なくとも１つの第１の空気出口に空気を送る第１の内部通路
を有する第１のセクションと、少なくとも１つの第２の空気入口、少なくとも１つの第２
の空気出口、及び少なくとも１つの第２の空気入口から少なくとも１つの第２の空気出口
に空気を送る第２の内部通路を有する第２のセクションとを有するノズルであって、この
ノズルの第１のセクション及び第２のセクションの少なくとも一方は、このノズルから放
出された空気によってファン組立体の外側からの空気が通って引き込まれるボアを規定す
るノズルと、
　ノズルが取り付けられ、第１の内部通路を通る第１の空気流及び第２の内部通路を通る
第２の空気流を発生する流れ発生手段と、第２の空気流が第２の内部通路に入る前に第２
の空気流の湿度を変更する手段とを含む本体と、
を備え、
　ノズルの第２のセクションは、少なくとも部分的に第２の内部通路を規定する取り外し
可能なケーシングセクションを備えるファン組立体を提供する。
【０００７】
　例示した実施形態において、ファン組立体は、第２の空気流を加湿する加湿器を含むが
、ファン組立体は、代替的に、第２の空気流の別のパラメータを変更するためのヒータ、
冷却装置、空気清浄器、及びイオン化装置の１つを備えることができる。
【０００８】
　湿った空気の流れを放出するために使用された場合の本発明のファン組立体と国際公開
第２０１０／１００４６２号公報に記載された加湿装置との間の相違点は、本発明では、
ファン組立体のノズルは、湿った第２の空気流と、この湿った空気を環境内に送る第１の
空気流との両方を放出するように構成される点にある。対照的に、国際公開第２０１０／
１００４６２号公報では、湿った空気流は、ファン組立体の後方に設けられた加湿装置の
出口から放出され、ファン組立体から発生した空気流の下方部分に取り込まれる。従って
、本発明では、湿り空気流をノズルの１つ又はそれ以上の異なる空気出口から放出するこ
とができる。これらの空気出口は、湿った空気流が第１の空気流内に比較的均一に分散す
るように、例えばノズルのボアの周りに設けることができる。第２の空気流の湿度を変更
する構成要素を本体内に設けることにより、ノズルの第２のセクションは、ノズルの第１
のセクションに比べて相対的にサイズを小さくすることができる。従って、本発明によれ
ば、加湿装置は、コンパクトな外観とすることができ、更に構成部品数が少なくなるので
製造コストを安価にすることができる。
【０００９】
　ノズルの第２のセクションは、少なくとも部分的に第２の内部通路を規定する取り外し
可能なケーシングセクションを備える。取り外し可能なケーシングセクションをノズルの
残余部から取り外すことにより、ノズルの第２の内部通路は掃除のためにユーザが定期的
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にアクセスして、ファン組立体の電源をオフした場合に第２の内部通路内に残存する可能
性がある何らかの水滴及び他の物質を取り除くことができる。
【００１０】
　取り外し可能なケーシングセクションは、少なくとも部分的に第２の空気出口を規定す
るように構成されることが好ましい。従って、取り外し可能なケーシングセクションを取
り外すことにより、第２の空気出口はユーザによる掃除が容易になる。取り外し可能なケ
ーシングセクションは、第２の空気入口を備えることが好ましい。
【００１１】
　ボアは、ノズルの第１のセクション及び第２のセクションの両方により規定することが
好ましい。取り外し可能なケーシングセクションは、環状形状であることが好ましい。取
り外し可能なケーシングセクションは、複数の構成要素を備えることができるが、好まし
い実施形態では、取り外し可能なケーシングセクションは、環状形状の単一の構成要素を
備える。ノズルの第２のセクションは、ノズルの前側セクションであることが好ましく、
ノズルの第１の部分は、ノズルの後側セクションであることが好ましい。
【００１２】
　好ましい実施形態では、取り外し可能なケーシングセクションは、ノズルの前側ケーシ
ングセクションであり、これはノズルの環状の前端部を規定する。第１の空気出口及び第
２の空気出口の各々は、取り外し可能なケーシングセクションの少なくとも一部にわたっ
て空気を放出し、ノズルから放出された空気によってボアを通って引き込まれる空気の容
積が最大になるように構成される。取り外し可能なケーシングセクションは、空気を放出
する第１の空気出口及び第２の空気出口の各々が配置される拡散面を備えることが好まし
い。
【００１３】
　ノズルは、取り外し可能なケーシングセクションと共に第２の内部通路を規定する第２
のケーシングセクションを備えることが好ましく、第２のケーシングセクションには取り
外し可能なケーシングセクションが取り外し可能に取り付けられる。従って、取り外し可
能なケーシングセクションは、ノズルの第１のケーシングセクションと呼ぶことができる
。取り外し可能なケーシングセクションは、第２のケーシングセクションに直接取り付け
ることができる。代替的に、取り外し可能なケーシングセクションは、第３のケーシング
セクション又は第２のケーシングセクションが結合されるノズルの他の部分に直接取り付
けることができる。
【００１４】
　第２のケーシングセクションからの取り外し可能なケーシングセクションの取り外し、
及び引き続いて行う第２のケーシングセクションへの再取り付けは、手動で行うことが好
ましく、ユーザは、取り外し可能なケーシングセクションの取り外し及び再取り付けに道
具又は器具を必要としない。好ましい実施形態では、取り外し可能なケーシングセクショ
ンは、スナップ式結合により第２のケーシングセクションに取り外し可能に取り付けられ
るが、取り外し可能なケーシングセクションを第２のケーシングセクションに取り外し可
能に取り付ける他の手段を使用できる。例えば、取り外し可能なケーシングセクションは
、第２のケーシングセクションに取り外し可能に取り付けるために、磁石、クリップ、又
は他の手動操作可能な締結具を備えることができる。
【００１５】
　取り外し可能なケーシングセクションを第２のケーシングセクションから取り外すため
に、ユーザは、取り外し可能なケーシングセクションを第２のケーシングセクションから
引き抜くことができる。取り付けがスナップ式結合で行われている場合、各ケーシングセ
クションは、取り外し可能なケーシングセクションに設けられた第１の相互結合部材セッ
ト、及び第２のケーシングセクションに設けられた第２の相互結合部材セットを備えるこ
とが好ましい。相互結合部材セットの一方は、複数の突起を備えることができ、相互結合
部材セットの他方は複数の凹部を備えることができ、各凹部がそれぞれの突起を受け入れ
てケーシングセクションが結合される。第１の相互結合部材セットは、取り外し可能なケ
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ーシングセクションの弾性壁部に配置されることが好ましく、これによりユーザが各ケー
シングセクションを分離するために取り外し可能なケーシングセクションを引っ張る場合
、突起が凹部から外れる。
【００１６】
　第２のセクションは、ノズルの前端部の周りに延在することができる単一の連続した空
気出口を備えることができる。代替的に、第２のセクションは、ボアの周りに配置するこ
とができる複数の空気出口を備えることができる。例えば、第２の空気出口は、ノズルの
前端部の反対側に配置することができる。第２の空気出口の各々は、１つ又はそれ以上の
開口、例えばスロット、直線状に整列した複数のスロット、又は複数の開口を備えること
ができる。
【００１７】
　第２のケーシングセクションは、取り外し可能なケーシングセクションと共に第２の空
気出口を規定することが好ましい。第２の空気出口は、取り外し可能なケーシングセクシ
ョンの外面及び第２のケーシングセクションの内面で規定することが好ましい。これらの
表面の一方は、表面に沿って間隔を置いて配置され、他方の表面に係合する複数のスペー
サを備えることができ、出口サイズを第２の空気出口の長さに沿って比較的一定に維持す
るようになっている。
【００１８】
　第２のケーシングセクションは、環状形状であることが好ましい。第２のケーシングセ
クションは、ノズルのボアの一部を規定することが好ましい。第２のケーシングセクショ
ンは、少なくとも部分的に第１の内部通路を規定することが好ましい。第１の内部通路は
、第２のケーシングセクションの壁部により第２の内部通路から分離されることが好まし
いが、第２の空気出口を通る第２の空気流を付勢するために、比較的少量の空気を第１の
内部通路から第２の内部通路に抽気することができる。
【００１９】
　第２のケーシングセクションは、少なくも部分的に第１の空気出口を規定することが好
ましい。ノズルの第１のセクションは、単一の空気出口を備えることができ、単一の空気
出口は、ノズルのボアの周りに延びることが好ましく、ボアの軸線を中心とすることが好
ましい。代替的に、ノズルの第１のセクションは、ノズルのボアの周りに配置された複数
の空気出口を備えることができる。例えば、第１の空気出口は、ボアの反対側に配置でき
る。第１の空気出口は、ボアの少なくとも前側部分から空気を放出するように配置するこ
とが好ましい。ノズルは、第１の空気出口の下流に配置される拡散器を備えることが好ま
しい。第２のケーシングセクションは、拡散器の第１の部分を備えることができ、取り外
し可能なケーシングセクションは、第１の部分の下流に配置される拡散器の第２の部分を
備えることができる。拡散器のこれら２つの部分は、第２の空気出口によって隔てること
ができる。
【００２０】
　ノズルは、本体から取り外し可能であることが好ましい。取り外し可能なケーシングセ
クションは、ノズルが本体から取り外された場合にのみ、第２のケーシングセクションか
ら取り外し可能であることが好ましい。これにより、ファン組立体の使用中に、取り外し
可能なケーシングセクションが不注意で取り外されることが防止される。取り外し可能な
ケーシングセクションは、第２の空気流を受け入れる基部を備えることが好ましく、この
基部は、取り外し可能なケーシングセクションを第２のケーシングセクションから取り外
すためにユーザが把持することができる。取り外し可能なケーシングセクションの基部は
、ノズルを本体に取り付けた場合、本体内に実質的に完全に配置されることが好ましい。
【００２１】
　ファン組立体は、ノズルを本体に取り付けるノズル保持手段を備えることが好ましい。
ノズル保持手段は、ノズルは本体から取り外すことができるように、ノズル及び本体の両
方に対して移動可能であることが好ましい。本体は、ハウジング又は空洞を備えることが
好ましく、そこにノズル保持手段がノズル及び本体の両方に対して移動できるように配置
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される。本体は、ノズル保持手段を移動させるユーザ操作可能部材を備えることが好まし
い。好ましい実施形態では、本体は、ユーザが押し下げ可能であることが好ましいユーザ
操作可能ボタンを備え、ノズル保持手段は、本体にノズルを取り付ける保持位置から、本
体からノズルを取り外す解放位置へ移動するようになっている。ノズル保持手段は、例え
ば、本体とノズル保持手段との間に設けられた１つ又はそれ以上のバネにより、保持位置
に向かって付勢されることが好ましい。
【００２２】
　ノズル保持手段は、ノズルを本体に保持するためにノズルの第２のセクションの基部に
係合するように構成されることが好ましい。ノズル保持手段は、移動可能な複数の回り止
め部を備え、ノズルは、回り止め部を受け入れる手段を備える。回り止め部は、環帯又は
リングの形態であることが好ましい支持部材に結合することができ、環帯又はリングは、
ノズルが本体に取り付けられた場合にノズルの基部の周りを延びる。本体は、回り止め部
が貫通して回り止め部の受け入れ手段に係合するように突出する、複数の開口を備えるこ
とが好ましく、開口は、ノズルの外面に形成された複数の溝の形態とすることができる。
【００２３】
　ノズルは、第２のケーシングセクションと共に第１の内部通路を規定する第３のケーシ
ングセクションを備えることが好ましい。第３のケーシングセクションは、ノズルの外側
ケーシングセクションの形態であることが好ましく、第２のケーシングセクションは、ノ
ズルの内側ケーシングセクションの形態であることが好ましい。第３のケーシングセクシ
ョンは、第２の部分と共に第１の空気出口を規定する。第１の空気出口は、第２のケーシ
ングセクションの外面及び第３のケーシングセクションの内面により規定することが好ま
しい。これらの表面の一方は、表面に沿って間隔を置いて配置され、他方の表面に係合す
る複数のスペーサを備えることができ、出口サイズを第１の空気出口の長さに沿って比較
的一定に維持するようになっている。第３のケーシングセクションは、ノズルの第２のセ
クションの基部を規定することが好ましい。ノズルの第２のセクションの基部は、ノズル
の第１の空気入口を備えることが好ましい。ノズルの第２のセクションの基部は、取り外
し可能なケーシングセクションの基部をユーザが把持し易いように、取り外し可能なケー
シングセクションの基部から間隔を置いて配置されることが好ましい。
【００２４】
　本体は、少なくとも第１の空気流がファン組立体に流入するのを可能にする空気流入口
を備えることができる。空気流入口は、単一の開口を備えることができるが、空気流入口
は、複数の開口を備えることが好ましい。これらの開口は、本体の外面の一部を形成する
メッシュ、グリル、又は他の成形構成要素によって形成することができる。
【００２５】
　本体は、第１の空気流をノズルの第１のセクションに送る第１の空気通路と、第２の空
気流をノズルの第２のセクションに送る第２の空気通路とを備える。第１の空気通路は、
空気流入口からノズルの第１のセクションに延びることが好ましい。第２の空気通路は、
空気を空気流入口から直接受け入れるように配置することができる。代替的に、第２の空
気通路は、空気を第１の空気通路から受け入れるように配置することができる。この場合
、両空気通路の間の接続部は、流れ発生手段の下流又は上流に配置することができる。接
続部を流れ発生手段の下流に配置する利点は、流れ発生手段が、インペラの下流で第１及
び第２の空気流に分割される空気流を発生するための単一のインペラ及びモータを備える
ことができる点にある。
【００２６】
　第１の空気流は、第１の空気流量で放出され、第２の空気流は、第１の空気流量よりも
少ない第２の空気流量で放出されることが好ましい。
【００２７】
　好ましい実施形態において、ファン組立体は、第２の空気流がノズルから放出される前
にその湿度を上昇させるように構成された加湿システムを備える。外観がコンパクトで構
成部品の数が少ない加湿装置を提供するために、加湿システムの少なくとも一部は、ノズ
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ルの下側に配置することができる。また、加湿システムの少なくとも一部は、インペラ及
びモータの下側に配置することができる。例えば、水を霧化するトランスデューサは、ノ
ズルの下側に配置することができる。このトランスデューサは、モータを制御するコント
ローラで制御することができる。本体は、加湿システムに水を供給する取り外し可能な水
タンクを備えることができる。本体は、空気入口及び空気流発生手段を含む基部を備える
ことができ、水タンクは、基部に取り付けることができる。好ましくは、基部及び水タン
クの各々は、湾曲した外側面を有し、基部及び水タンクの外側面は実質的に同じ半径を有
する。これにより、ファン組立体の外観がさらにコンパクトになる。
【００２８】
　第２の態様において、本発明は、ファン組立体用ノズルを提供し、ノズルは、少なくと
も１つの第１の空気入口、少なくとも１つの第１の空気出口、及び少なくとも１つの第１
の空気入口から少なくとも１つの第１の空気出口に空気を送る第１の内部通路を有する第
１のセクションと、少なくとも１つの第２の空気入口、少なくとも１つの第２の空気出口
、及び少なくとも１つの第２の空気入口から少なくとも１つの第２の空気出口に空気を送
る第２の内部通路を有する第２のセクションとを備え、ノズルの第１のセクション及び第
２のセクションの少なくとも一方は、ノズルから放出された空気によってファン組立体の
外側からの空気が通って引き込まれるボアを規定し、ノズルの第２のセクションは、少な
くとも部分的に第２の内部通路を規定する取り外し可能なケーシングセクションを備える
。
【００２９】
　前述したように、単一のノズルは、空気流を空気出口に送る各内部通路の両方を備える
ことができる。しかしながら、ファン組立体は、実質的に同軸の２つのノズルを備えるこ
とができ、一方のノズルはノズルの第１のセクションの特徴を備え、他方のノズルはノズ
ルの第２のセクションの特徴を備える。この場合、ファン組立体は、第１のケーシングセ
クション、第２のケーシングセクション、少なくとも１つの空気入口、少なくとも１つの
空気出口、及び少なくとも１つの空気入口から少なくとも１つの空気出口に空気を送る内
部通路を有するノズルを備え、ノズルは、このノズルから放出された空気によってファン
組立体の外側からの空気がそこ通って引き込まれボアを規定し、第１のケーシングセクシ
ョンは、第２のケーシングセクションから取り外し可能であり、第１のケーシングセクシ
ョンは、少なくとも部分的に内部通路を規定する。
【００３０】
　第３の態様において、本発明は、
　第１のケーシングセクション、第２のケーシングセクション、少なくとも１つの空気入
口、少なくとも１つの空気出口、及び少なくとも１つの空気入口から少なくとも１つの空
気出口に空気を送る内部通路を有するノズルであって、このノズルから放出された空気に
よってファン組立体の外側からの空気がそこを通って引き込まれるボアを規定するノズル
と、
　ノズルが取り外し可能に取り付けられ、内部通路を通る空気流を発生する流れ発生手段
と、空気流が内部通路に入る前にこの空気流の湿度を変更する手段とを備える本体と、
を備え、
　第１のケーシングセクションは、第２のケーシングセクションから取り外し可能であり
、第１のケーシングセクションは、少なくとも部分的に内部通路を規定するファン組立体
を提供する。
【００３１】
　第４の態様において、本発明は、
　第１のケーシングセクション、第２のケーシングセクション、少なくとも１つの空気入
口、少なくとも１つの空気出口、及び少なくとも１つの空気入口から少なくとも１つの空
気出口に空気を送る内部通路を有するノズルであって、このノズルから放出された空気に
よってファン組立体の外側からの空気がそこを通って引き込まれるボアを規定するノズル
と、
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　ノズルが取り外し可能に取り付けられ、内部通路を通る空気流を発生する流れ発生手段
を備える本体と、
を備え、
　第１のケーシングセクションは、第２のケーシングセクションから取り外し可能であり
、第１のケーシングセクションは、少なくとも部分的に内部通路を規定し、第１のケーシ
ングセクションは、ノズルが本体から取り外された場合にのみ第２のケーシングセクショ
ンから取り外し可能であるファン組立体を提供する。
【００３２】
　本発明の第１の態様に関連して前述した特徴は、本発明の第２から第４の態様の各々に
も同様に適用可能であり、その逆も同様である。
　本発明の実施形態は、添付図面を参照して単に例示的に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】加湿装置の正面斜視図である
【図２】加湿装置の正面図である。
【図３】加湿装置の側面図である。
【図４】加湿装置の後面図である。
【図５ａ】加湿装置のノズルの上面図である。
【図５ｂ】ノズルの下面図である。
【図６ａ】図２の線Ｂ－Ｂに沿った上面断面図である。
【図６ｂ】図６ａに示す領域Ｋの拡大図である。
【図７ａ】図５ａの線Ｅ－Ｅに沿った側面断面図である。
【図７ｂ】図７ａに示す領域Ｌの拡大図である。
【図７ｃ】図７ａに示す領域Ｍの拡大図である。
【図８】ノズルの正面斜視図であり、ノズルの前側ケーシングセクションはノズルの残余
部から取り外されている。
【図９ａ】加湿装置の基部を上方から見た斜視図である。
【図９ｂ】基部を部分的に回転した図９ａと同様の図であり、基部の外壁は部分的に取り
除かれている。
【図９ｃ】基部をさらに部分的に回転した図９ａと同様の図であり、基部の大部分の外壁
は取り除かれている。
【図９ｄ】図９ｃに示す領域Ｒの拡大図である。
【図１０】基部の上面図である。
【図１１】図２の線Ａ－Ａに沿った側面断面図である。
【図１２】基部に取り付けられた水タンクを上方から見た斜視図であり、ハンドルは展開
位置にある。
【図１３ａ】水タンクの後面図である。
【図１３ｂ】水タンクの上面図である。
【図１３ｃ】水タンクの下面図である。
【図１４ａ】基部に取り付けられた水タンクの上面図である。
【図１４ｂ】図１４ａの線Ｄ－Ｄに沿った前面断面図である。
【図１５】基部の水リザーバの斜視図である。
【図１６ａ】水リザーバの上面図である。
【図１６ｂ】図１６ａの線Ｃ－Ｃに沿った側面断面図である。
【図１７】加湿装置の上部の正面斜視図であり、加湿装置のノズルは本体から取り外され
ている。
【図１８ａ】ノズルの前面図である。
【図１８ｂ】図１８ａに示す領域Ｎの拡大図である。
【図１９ａ】加湿装置の上面図である。
【図１９ｂ】図１９ａの線Ｆ－Ｆに沿った断面図である。
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【図１９ｃ】図１９ａの線Ｇ－Ｇに沿った断面図である。
【図２０】図４の線Ｈ－Ｈに沿った下面断面図である。
【図２１ａ】基部の環帯の斜視図である。
【図２１ｂ】図２１ａに示す領域Ｐの拡大図である。
【図２２】加湿装置の制御システムの概略図である。
【図２３】加湿装置の作動のステップを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１から図４は、ファン組立体の外観図である。本実施例において、ファン組立体は加
湿装置１０の形態である。全体的には、加湿装置１０は、該加湿装置１０に流入する空気
が通る空気入口を備える本体１２と、該本体１２に取り付けられた環状ケーシングの形態
であり、加湿装置１０から空気を放出する複数の空気出口を備えるノズル１４とを備える
。
【００３５】
　ノズル１４は、異なる２つの空気流を放出するように構成される。ノズル１４は、後方
セクション１６と、この後方セクション１６に結合された前方セクション１８とを備える
。各セクション１６、１８は環状形状であり、本体１２のボア２０の周りに延びる。ボア
２０は、各セクション１６、１８の中心がボア２０の軸線Ｘ上に位置付けられるようにノ
ズル１４の中心を通って延びる。
【００３６】
　本実施例において、各セクション１６、１８は、「レーストラック」形状を有し、各セ
クション１６、１８は、ボア２０の両側に配置される２つの略直線セクションと、直線セ
クションの上端部に連結される湾曲した上方セクションと、直線セクションの下端部に連
結された湾曲した下方セクションとを備える。しかしながら、セクション１６、１８は、
任意の所望の形状とすることができ、例えば、セクション１６、１８は、円形又は卵形と
することができる。本実施形態において、ノズル１４の高さはノズルの幅よりも大きいが
、ノズル１４は、幅が高さよりも大きくなるように構成することができる。
【００３７】
　ノズル１４の各セクション１６、１８は、各空気流のそれぞれの１つが沿って流れる流
路を規定する。本実施形態において、ノズル１４の後方セクション１６は、ノズル１４を
通る第１の空気流が沿って流れる第１の空気流路を規定し、ノズル１４の前方セクション
１８は、ノズル１４を通る第２の空気流が沿って流れる第２の空気流路を規定する。
【００３８】
　また、図５から図８を参照すると、ノズル１４の後方セクション１６は、環状の内側ケ
ーシングセクション２４に結合されてその周りに延びる環状の外側ケーシングセクション
２２を備える。各ケーシングセクション２２、２４は、ボア軸線Ｘの周りに延びる。各ケ
ーシングセクションは、結合された複数の部品から形成できるが、本実施形態では、各ケ
ーシングセクション２２、２４は、それぞれ単一の成形部品で形成される。各ケーシング
セクション２２、２４は、プラスチック材料で形成することが好ましい。図６ｂに示すよ
うに、内側ケーシングセクション２４の前部は、ボア軸線Ｘに略平行に延びる環状の外壁
２４ａと、前端壁２４ｂと、ボア軸線Ｘに略直交して延びて、前端壁２４ｂが中間壁２４
ｃを超えて前方に突出するように外壁２４ａと前端壁２４ｂとを連結する環状の中間壁２
４ｃとを有する。組立時に、外壁２４ａの外面は、例えば接着剤を用いて、外側ケーシン
グセクション２２の前端部の内面に結合される。
【００３９】
　外側ケーシングセクション２２は、ノズル１４の第１の空気入口２８を規定する管状の
基部２６を備える。外側ケーシングセクション２２及び内側ケーシングセクション２４は
、ノズル１４の第１の空気出口３０を規定する。第１の空気出口３０は、外側ケーシング
セクション２２の内面３２及び内側ケーシングセクション２４の外面３４の各部分を重ね
合わせること又は対向させることにより規定される。第１の空気出口３０は、スロットの
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形態である。スロットは、０．５から５ｍｍの範囲の比較的一定の幅を有する。本実施例
では、第１の空気出口の幅は約１ｍｍである。スペーサ３６は、第１の空気出口３０の周
りに間隔を置いて配置することができ、外側ケーシングセクション２２及び内側ケーシン
グセクション２４の重なり部が離れるように付勢し、第１の空気出口３０の幅を制御する
ようになっている。これらのスペーサは、ケーシングセクション２２、２４の何れかと一
体とすることができる。
【００４０】
　本実施形態において、第１の空気出口３０は、ボア２０の周りに部分的に延びる。第１
の空気出口３０は、ノズル１４の湾曲した上方セクション及び直線セクションに沿って延
びる。しかしながら、第１の空気出口３０は、ボア２０の全周に延びることもできる。ノ
ズル１４は、このノズル１４の湾曲した下方セクションから第１の空気流の放出を妨げる
第１のシール部材３８を含む。本実施形態において、第１のシール部材３８は、内側ケー
シングセクション２４に配置され、好ましくはこれと一体となっている。第１のシール部
材３８は、略Ｕ字形である。第１のシール部材３８は、内側ケーシングセクション２４の
後端部に配置され、軸線Ｘに対して実質的に直交する平面内にある。第１のシール部材３
８の端部は、外側ケーシングセクション２２の湾曲した下方セクションの後端部から前方
に延びるＵ字形の突起３９と係合してシールを形成するようになっている。
【００４１】
　第１の空気出口３０は、ノズル１４のボア２０の前方セクションから空気を放出するよ
うに構成される。第１の空気出口３０は、ノズル１４の外面上に空気を向かわせるように
形作られる。本実施形態において、内側ケーシングセクション２４の外面３４はコアンダ
面４０を備え、第１の空気出口３０は第１の空気流をコアンダ面４０の上に向かわせるよ
うに構成される。コアンダ面４０は環状であり中心軸線Ｘの周りで連続している。また、
内側ケーシングセクション２４の外面３４は、ノズル１４の第１の空気出口３０から前端
部４４に延びる方向で軸線Ｘから離れるようにテーパー付けされた拡散部４２を含む。
【００４２】
　ケーシングセクション２２、２４は、一緒になって第１の空気入口２８から第１の空気
出口３０に第１の空気流を送る環状の第１の内部通路４６を規定する。第１の内部通路４
６は、外側ケーシングセクション２２の内面及び内側ケーシングセクション２４の内面で
規定される。ノズル１４の後方セクション１６のテーパー付けされた環状のマウス部４８
は、第１の空気流を第１の空気出口３０に案内する。従って、第１の空気入口２８、第１
の内部通路４６、マウス部４８、及び第１の空気出口３０からノズル１４を通る第１の空
気流路が形成されると考えることができる。
【００４３】
　ノズル１４の前方セクション１８は、環状の前側ケーシングセクション５０を備える。
前側ケーシングセクション５０はボア軸線Ｘの周りに延び、ノズル１４の他のケーシング
セクション２２、２４と同様の「トラックレース」形状を有する。ケーシングセクション
２２、２４と同様に、前側ケーシングセクション５０は、結合された複数の部品から形成
できるが、本実施形態では、前側ケーシングセクション５０は単一の成形部品から形成さ
れる。前側ケーシングセクション５０は、プラスチック材料から形成することが好ましい
。以下で詳述するように、前側ケーシングセクション５０は、ノズル１４の残余部に取り
外し可能に取り付けられる。本実施形態において、前側ケーシングセクション５０は、内
側ケーシングセクション２４に取り外し可能に取り付けられるが、外側ケーシングセクシ
ョン２２及び内側ケーシングセクション２４の構成に応じて、前側ケーシングセクション
５０は、外側ケーシングセクション２２に取り外し可能に取り付けることができる。本実
施形態において、前側ケーシングセクション５０をノズル１４の残余部に結合するために
スナップ式結合を使用するが、前側ケーシングセクション５０を結合する他の手段を使用
することができる。例えば、１つ又はそれ以上の磁石が使用して前側ケーシングセクショ
ン５０をノズル１４の残余部に取り付けることができる。
【００４４】
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　前側ケーシングセクション５０は、ボア軸線Ｘと略平行に延びる環状の外壁５０ａと、
環状の内壁と、外壁５０ａを内壁に結合する環状の前壁５０ｂとを備える。内壁は、内側
ケーシングセクション２４の前端壁２４ｂと略平行に延びる前方セクション５０ｃと、ノ
ズル１４の第１の空気出口３０から前端部４４に延びる方向で軸線Ｘに向かってテーパー
付けされるように前方セクション５０ｃに対して角度がついた後方セクション５０ｄとを
備える。
【００４５】
　前側ケーシングセクション５０は、外壁５０ａの内面から内向きに延びる複数のキャッ
チ５２を備える。各キャッチ５２は略立方形である。キャッチ５２は、ボア軸線Ｘの周り
で規則的に間隔を置いて配置されことが好ましい。内側ケーシングセクション２４の外壁
２４ａは、ボア軸線Ｘの周りで同様に間隔を置いて配置されてキャッチ５２を受け入れる
複数の凹部５４を備える。組立時に、前側ケーシングセクション５０は、内側ケーシング
セクション２４の前部に押し込まれる。外壁５０ａは、各キャッチ５２が外壁２４ａ上を
摺動してそれぞれの凹部５４に入る際に外側へ弾性的に撓む。外壁５０ａは、キャッチ５
２が凹部５４に入ると元に戻るので、キャッチ５２が凹部５４から容易に外れることが防
止され、結果的に前側ケーシングセクション５０が内側ケーシングセクション２４に取り
付く。
【００４６】
　前側ケーシングセクション５０の下端部は管状の基部５６を備える。その後、内側ケー
シングセクション２４から前側ケーシングセクション５０を引き離すために、ユーザは、
前側ケーシングセクション５０の基部５６を把持し、前側ケーシングセクション５０を内
側ケーシングセクション２４から離すように引っ張る。キャッチ５２が凹部５４の壁部に
当接することに起因して、前側ケーシングセクション５０に作用する力によって、外壁５
０ａは弾性変形する。ユーザが前側ケーシングセクション５０に十分な引張力を加えると
、外壁５０ａは十分に変形してキャッチ５２が凹部５４から抜け出すので、前側ケーシン
グセクション５０は内側ケーシングセクション２４から離れることができる。
【００４７】
　基部５６は、ノズル１４の複数の第２の空気入口５８を規定する。本実施形態において
、基部５６は、２つの第２の空気入口５８を備える。代替的に、基部５６は、単一の空気
入口５８を備えることができる。前側ケーシングセクション５０は、内側ケーシングセク
ション２４と共にノズル１４の第２の空気出口６０を規定する。本実施形態において、第
２の空気出口６０は、ノズル１４の湾曲した上方セクション及び直線セクションに沿って
部分的にボア２０の周りに延びる。代替的に、第２の空気出口６０は、ボア２０の全周に
延びることができる。第２の空気出口６０は、０．５から５ｍｍの範囲の比較的一定の幅
を有するスロットの形態である。本実施例において、第２の空気出口６０の幅は、約１ｍ
ｍである。第２の空気出口６０は、内側ケーシングセクション２４の前端壁２４ｂの内面
と、前側ケーシングセクション５０の内壁の後方セクション５０ｄの外面との間に配置さ
れる。スペーサ６２は、第２の空気出口６０に沿ってが間隔を置いて配置することができ
、内側ケーシングセクション２４及び前側ケーシングセクション５０の重なり部が離れる
ように付勢し、第２の空気出口６０の幅を管理するようになっている。これらのスペーサ
は、ケーシングセクション２４、５０の何れかと一体とすることができる。
【００４８】
　第２の空気出口６０は、前側ケーシングセクション５０の内壁の後方セクション５０ｄ
の外面上に第２の空気流を放出するように構成される。従って、この表面はコアンダ面を
提供し、第２の空気出口６０の各々は、コアンダ面上に第２の空気流のそれぞれの部分を
向かわせるように構成される。コアンダ面は同様に軸線Ｘの周りで連続するが、空気出口
６０がボア２０の一部の周りにだけ延びる場合、コアンダ面は、同様にボア２０の一部の
周りに延びる。前側ケーシングセクション５０の前方セクション５０ｃの外面は、ノズル
１４の第２の空気出口６０から前端部４４に延びる方向で軸線Ｘから離れるようにテーパ
ー付けされた拡散部を備える。
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【００４９】
　図７ｂ及び図８を参照すると、ノズル１４は、該ノズル１４の湾曲した下方セクション
からの空気の放出を妨げる第２のシール部材６４を備える。本実施形態において、第２の
シール部材６４は、前側ケーシングセクション５０に配置され、好ましくはこれと一体で
ある。第２のシール部材６４は略Ｕ字形である。第２のシール部材６４は、前側ケーシン
グセクション５０の湾曲した下方セクションに配置され、内壁の後方セクション５０ｄか
ら後向きに延びる。前側ケーシングセクション５０が内側ケーシングセクション２４に取
り付けられる場合、第２のシール部材６４の端部は、内側ケーシングセクション２４の前
端壁２４ｂと中間壁２４ｃとの間に配置されるＵ字形溝内に位置し、内側ケーシングセク
ション２４と共にシールを形成する。
【００５０】
　ケーシングセクション２４、５０は、一緒になって第２の空気入口５８から第２の空気
出口６０に第２の空気流を送る環状の第２の内部通路６８を規定する。第２の内部通路６
８は、内側ケーシングセクション２４の内面及び前側ケーシングセクション５０の内面で
規定される。従って、第２の空気入口５８、内部通路６８、及び第２の空気出口６０から
ノズル１４を通る第２の空気流路が形成されると考えることができる。
【００５１】
　図１から図４に戻って、本体１２は、略円筒形状である。本体１２は、基部７０を備え
る。図９及び図１０は基部７０の外観図である。基部７０は、円筒形状で空気入口７４を
含む外部の外壁７２を備える。本実施例において、空気入口７４は、基部７０の外壁７２
に形成された複数の開口を備える。基部７０の前部は、加湿装置１０のユーザインターフ
ェースを備えることができる。ユーザインターフェースは、図２２に概略的に示されてお
り、以下に詳細に説明する。加湿装置１０に電力を供給する主電源ケーブル（図示せず）
は、基部７０に形成された開口を通って延びる。
【００５２】
　また、図１１を参照すると、基部７０は、ノズル１４を通る第１の空気流路に第１の空
気流を送る第１の空気通路７６と、ノズル１４を通る第２の空気流路に第２の空気流を送
る第２の空気通路７８とを備える。第１の空気通路７６は、基部７０を通り空気入口７４
からノズル１４の第１の空気入口２８に進む。基部７０は、外壁７２の下端部に結合され
た平坦な底壁８０を備える。管状の中央壁８２は、直径が外壁７２よりも小さく、弓形の
支持壁８４で外壁７２に結合される。中央壁８２は、外壁７２と実質的に同軸である。支
持壁８４は、底壁８０の上方に位置付けられ、これと略平行である。以下に詳細に説明す
るように、支持壁８４は中央壁８２の周りに部分的に広がり、基部７０の水リザーバ１６
０を収容する開口部を規定する。中央壁８２は、支持壁８４から離れる方向に上向きに延
びる。本実施例において、外壁７２、中央壁８２、及び支持壁８４は、基部７０の単一の
部品として形成されるが、代替的に、これらの壁部の２つ又はそれ以上は、基部７０のぞ
れぞれの部品として形成することができる。基部７０の上壁は、中央壁８２の上端部に結
合される。上壁は、下側の切頭円錐部分８６と、ノズル１４の基部２６が挿入される上側
の円筒セクション８８とを有する。
【００５３】
　中央壁８２は、第１の空気通路７６を通る第１の空気流を発生するインペラ９０の周り
に延びる。本実施例において、インペラ９０は混成流インペラの形態である。インペラ９
０は、モータ９２から外側に延びてインペラ９０を駆動する回転軸に固定される。本実施
例において、モータ９２は、ユーザによる速度選択に応答して駆動回路９４によって速度
が可変とされた直流ブラシレスモータである。モータ９２の最大速度は、好ましくは、５
，０００から１０，０００ｒｐｍの範囲である。モータ９２は、下部９８に結合された上
部９６を備えるモータバケットに収納される。モータバケットの上部９６は、湾曲ブレー
ドを有する静止円板の形態の拡散器１００を備える。上壁は、拡散器１００から放出され
る空気をノズル１４の第１の空気入口２８に向けて案内する複数の静止ガイドベーン１０
２の周りを延びる。ガイドベーン１０２は、基部７０の上壁に結合された単一の成形部品
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の一部を形成することが好ましい。
【００５４】
　モータバケットは、略切頭円錐形のインペラハウジング１０４内に配置され、これに取
り付けられる。一方でインペラハウジング１０４は、中央壁８２から内向きに延びる環状
プラットホーム１０６に取り付けられる。インペラハウジング１０４の底部には、空気流
をインペラハウジング１０４内に案内する環状の入口部材１０８が結合される。インペラ
ハウジング１０４とプラットホーム１０６との間には環状のシール部材１１０が設けられ
ており、空気がインペラハウジング１０４の外面の周りを通って入口部材１０８に流れる
のを防止するようになっている。プラットホーム１０６は、駆動回路９４からモータ９２
へ電気ケーブルを案内する案内部を備えることが好ましい。
【００５５】
　第１の空気通路７６は、空気入口７４から入口部材１０８に延びる。次に、第１の空気
通路７６は、入口部材１０８から、インペラハウジング１０４、中央壁８２の上端部、及
び上壁のセクション８６、８８を通って延びる。
【００５６】
　第２の空気通路７８は、第１の空気通路７６から空気を受け入れるように構成される。
第２の空気通路７８は、第１の空気通路７６に隣接して配置される。第２の空気通路７８
は、第１の空気通路７６から空気を受け入れる入口ダクトを備える。図１１を参照すると
、入口ダクトは、基部７０の中央壁８２で規定される第１のセクション１１０を備える。
入口ダクト１１０の第１のセクションは、第１の空気通路７６の一部に隣接して、本実施
例ではその半径方向外側に配置される。入口ダクトの第１のセクション１１０は、拡散器
１００の下流側でその半径方向外側に位置する入口ポート１１２を有し、拡散器１００か
ら放出される空気流の一部を受け取るようになっており、この空気流は、第２の空気流を
形成する。図９ｃ及び図９ｄを特に参照すると、入口ダクトの第２のセクションは、可撓
管１１４で形成される。可撓性管体１１４は、入口ダクトの第１のセクション１１０から
空気を受け取る管状コネクタ１１６とマニホールド１１８との間に延びる。マニホールド
１１８は、出口ポート１２０を有する。随意的に、マニホールド１１８は、出口ポート１
２４を有する第２のマニホールド１２２へ第２の可撓性管体（図示しない）で結合するこ
とができる。各マニホールド１１８、１２２には第２の可撓性管体の１つが配置され、マ
ニホールド１１８、１２２を流体連通させるようになっている。
【００５７】
　第２の空気通路７８は、ノズル１４の第２の空気入口５８に第２の空気流を送るように
構成された出口ダクト１２６をさらに備える。出口ダクト１２６は、該出口ダクト１２６
の側壁にその下端部の方に配置される２つの入口ポート１２８を備える。入口ポート１２
８は、出口ポート１２０、１２４と実質的に同じ形状を有する。また、出口ダクト１２６
は、上端部に配置される２つの出口ポート１３０を有する。ノズル１４の第２の空気入口
５８の各々は、出口ポート１３０のそれぞれから空気を受け入れるように構成される。
【００５８】
　加湿装置１０は、ノズル１４に入る前に第２の空気流の湿度を高めるように構成される
。図１から図４及び図１１から図１４を参照すると、加湿装置１０は、本体１２の基部７
０に取り外し可能に取り付けることができる水タンク１４０を備える。水タンク１４０は
、本体１２の基部７０の外壁７２と同じ半径の円筒状の外壁１４２を有し、水タンク１４
０を基部７０に取り付けた場合、本体１２は円筒状の外観を有する。水タンク１４０は、
該水タンク１４０が基部７０に取り付けた場合、基部７０の壁部８２、８６、８８を取り
囲む管状の内壁１４４を有する。外壁１４２及び内壁１４４は、水タンク１４０の環状の
上壁１４６及び環状の下壁１４８と共に水を貯溜する環状容積を規定する。従って、水タ
ンク１４０を基部７０に取り付けた場合、水タンク１４０は、インペラ９０及びモータ９
２、結果的には第１の空気通路７６の少なくとも一部を取り囲む。水タンク１４０を基部
７０に取り付けた場合、水タンク１４０の下壁１４８は、基部７０の支持壁８４に係合し
、これによって支持される。
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【００５９】
　出口ダクト１２６は、水タンク１４０を貫通する。出口ダクト１２６の下部は、水タン
ク１４０の下壁１４８から突出し、入口ポート１２８は、この出口ダクト１２６の下部の
側壁に配置される。出口ポート１３０は、水タンク１４０の上壁１４６の凹部１４９に配
置される。
【００６０】
　水タンク１４０は、２から４リットルの範囲の容量を有することが好ましい。図９を参
照すると、水タンク１４０の下壁１４８には、注水部（ｓｐｏｕｔ）１５０が例えば協働
ねじ結合によって取り外し可能に結合される。本実施例において、水タンク１４０を満た
すために、基部７０から水タンク１４０を取り外し、注水部１５０が上方へ突出するよう
に水タンク１４０を反転する。次に、注水部１５０を回して水タンク１４０から外し、注
水部１５０を水タンク１４０から取り外した場合に露出する開口から、水を水タンク１４
０に注入する。水タンク１４０が満水になると、ユーザは、水タンク１４０に注水部１５
０を再度結合し、水タンク１４０を非反転の向きに戻し、水タンク１４０を基部７０の元
の位置に戻す。注水部１５０の内部にバネ付勢の弁１５２が設けられており、水タンク１
４０を再度反転した場合に注水部１５０の水出口から漏水するのを防止する。弁１５２は
、スカート部が注水部１５０の上面に係合する位置に向けて付勢され、水タンク１４０か
ら注水部１５０への水の流入を防止するようになっている。
【００６１】
　水タンク１４０の上壁１４６は、反転した水タンク１４０を作業面、カウンター面、又
は他の支持面上に支持する１つ又はそれ以上の支持体１５４を備える。本実施例において
、２つの平行な支持部１５４が上壁１４６の周囲に形成され、反転された水タンク１４０
を支持するようになっている。
【００６２】
　ここで、図９から図１１、及び図１４から図１６を参照すると、基部７０は、水タンク
１４０から水を受け入れる水リザーバ１６０を備える。水リザーバ１６０は、基部７０の
支持壁８４の端部の間に挿入される別個の部品である。水リザーバ１６０は、水タンク１
４０からの水を受け入れる入口チャンバ１６２と、入口チャンバ１６２からの水を受け入
れる出口チャンバ１６４とを備え、水は、出口チャンバ１６４で霧化されて第２の空気流
内に取り込まれる。入口チャンバ１６２は、水リザーバ１６０の一方側に位置し、出口チ
ャンバ１６４は、水リザーバ１６０の他方側に位置する。水リザーバ１６０は、基部１６
６と、この基部１６６の外周の周りに延びてこれから直立した側壁１６８とを備える。基
部１６６は、出口チャンバ１６４の深さが入口チャンバ１６２の深さよりも深くなるよう
に形作られる。各チャンバ１６２、１６４内に位置する基部１６６の各セクションは、実
質的に平行であることが好ましく、加湿装置１０が水平な支持面に置かれた場合に基部１
６６の各セクションが実質的に水平となるように、基部７０の底壁８０と平行であること
が好ましい。入口ダクトの可撓性管体１１４の一端を受け入れるコネクタ１１６は、水リ
ザーバ１６０の側壁１６８に結合され、好ましくは一体化される。組立時に、水リザーバ
１６０は、コネクタ１１６の上端が入口ダクトの第１のセクション１１０の下端と位置合
わせされて当接するように、基部７０に結合される。
【００６３】
　水リザーバ１６０は、側壁１６８の内周縁から水リザーバ１６０を部分的に横切って延
びる分割壁１７０によって、入口チャンバ１６２と出口チャンバ１６４とに分割される。
分割壁１７０の端部と側壁１６８との間に設けられる開口１７２によって、水は入口チャ
ンバ１６２から出口チャンバ１６４に移動することができる。
【００６４】
　分割壁１７０は、第２のマニホールド１２２を部分的に規定する。分割壁１７０に出口
ポート１２４が形成され、第２の空気流の一部を出口チャンバ１６４内に放出するように
なっている。マニホールド１１８は、マニホールド１２２に対して反対側の出口チャンバ
１６４に配置され、側壁１６８に結合されて好ましくは一体化される。出口ポート１２０
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は側壁１６８に形成され、第２の空気流の少なくとも一部を出口チャンバ１６４内に放出
するようになっており、この場合、マニホールド１２２はマニホールド１１８と結合され
ないので、出口ポート１２０は全ての第２の空気流を出口チャンバ１６４内に放出するこ
とになるが、そうでなければ、出口ポート１２０、１２４の各々は、第２の空気流の一部
を出口チャンバ１６４に放出することになる。出口ポート１２０、１２４の各々は、それ
ぞれの面Ｐ１、Ｐ２内に位置する。面Ｐ１、Ｐ２の各々は、出口チャンバ１６４を規定す
る基部１６６のセクションに実質的に直交する。面Ｐ１、Ｐ２は、面Ｐ１が面Ｐ２に対し
て鋭角で傾斜するように配置される。本実施形態において、面Ｐ１と面Ｐ２との間の範囲
を定める角度αは、３０度から７０度の範囲とされる。出口ポート１２０、１２４は、実
質的に同じ形状であり、出口チャンバ１６４を規定する基部１６６のセクションから同じ
垂直距離で配置される。
【００６５】
　図１４ａ及び図１４ｂを参照すると、水タンク１４０を基部７０に取り付けた場合、出
口ダクト１２６の下部は、出口チャンバ１６４内に延びる。出口ダクト１２６の下部は、
出口ダクト１２６の各入口ポート１２８が入口ダクトのそれぞれの出口ポート１２０、１
２４と整列するように形作られ、各出口ポート１２０、１２４から放出される空気は、出
口ダクト１２６のそれぞれの入口ポート１２８を直接通って出口ダクト１２６に流入する
ようになっている。
【００６６】
　図１５及び図１６に戻ると、ピン１７４は、入口チャンバ１６２を規定する基部１６６
のセクションから上向きに延びる。水タンク１４０を基部７０に取り付けた場合、ピン１
７４は、注水部１５０内に延びて弁１５２を上向きに押して注水部１５０を開くので、水
が重力により入口チャンバ１６２に入る。入口チャンバ１６２が水で満たされると、水は
、開口１７２を通って出口チャンバ１６４に流入する。水が水タンク１４０から流出する
と、水は、水タンク１４０内で注水部１５０の側壁に設けられたスロット１７５から水タ
ンク１４０に入る空気と置き換わる。チャンバ１６２、１６４が水で満たされると、チャ
ンバ１６２、１６４内の水位が等しくなる。注水部１５０は、水リザーバ１６０が注水部
１５０の側壁に設けられるスロット１７５の上端部と同一平面にある最高水位まで水で満
たされるように構成され、この水位以上では、空気が水タンク１４０内に流入して水タン
ク１４０から流出する水と置き換わることができない。この最高水位は、入口ダクトの各
出口ポート１２０、１２４の少なくとも一部がこの最高水位より上に位置するように選択
されることが好ましい。その結果、第２の空気流は、水リザーバ１６０の出口チャンバ１
６４内にある水の表面の真上で水リザーバ１６０に入る。
【００６７】
　出口チャンバ１６４を規定する基部１６６のセクションは、圧電トランスデューサ１７
６を露出させる円形開口を備える。駆動回路９４は、トランスデューサ１７６の振動を霧
化モードで作動させて、出口チャンバ１６４内の水を霧化するように構成される。霧化モ
ードにおいて、トランスデューサ１７６は、周波数ｆ1の超音波振動することができ、周
波数ｆ1は、１から２ＭＨｚの範囲とすることができる。
【００６８】
　また、水リザーバ１６０は、その中の水に紫外線を照射する紫外線（ＵＶ）発生器を含
む。本実施形態において、ＵＶ発生器は、水リザーバ１６０の出口チャンバ１６４内の水
に照射するように構成される。ＵＶ発生器は、ＵＶ透過性管体１８２内に配置されたＵＶ
ランプ１８０の形態である。また、管体１８２は、出口チャンバ１６４内に配置すること
ができる。管体１８２は、完全に出口チャンバ１６４内に配置することができる。好まし
くは、管体１８２の一端は、水リザーバ１６０の側壁１６８に形成された開口を貫通して
突出して１つ又はそれ以上の電気コネクタ１８４を露出させることができ、これにより、
駆動回路９４とＵＶランプ１８０との間の電気接続が可能になる。管体１８２と側壁１６
８に形成された開口との間にＯリングシール部材を設けて、開口からの漏水を防止するよ
うになっている。ＵＶ発生器は、出口チャンバ１６４に流入する水が通る開口１７２に隣
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接して配置される側壁１６８の一部に沿って、出口チャンバ１６４内に配置される。
【００６９】
　水リザーバ１６０は、出口チャンバ１６４に流入する水を管体１８２に沿って案内する
バッフル板１８６を備える。バッフル板１８６は、出口チャンバ１６４を横切って分割壁
１７０から出口ポート１２０が形成される側壁１６８の部分まで延び、出口チャンバ１６
４を、入口チャンバ１６２から水を受け入れる入口セクション１６４ａと、水がトランス
デューサ１７６で霧化される出口セクション１６４ｂとに分割するように機能する。バッ
フル板１８６は、下縁が管体１８２に長さに沿って係合するように形作られる。従って、
バッフル板１８６の下縁は、管体１８２の外面を、入口セクション１６４ａ内でバッフル
板１８６の一方側に位置する上部と、出口セクション１６４ｂ内でバッフル板１８６の他
方側に位置する下部とに分割する。管体１８２の上部は、出口チャンバ１６４の入口セク
ション１６４ａの下面の境界を定め、管体１８２の下部は、出口チャンバ１６４の出口セ
クション１６４ｂの側面の一部の境界を定める。水は、出口チャンバ１６４に流入する際
にバッフル板１８６で案内され、入口セクション１６４ａに沿って管体１８２の上部に隣
接して流れる。バッフル板１８６の下縁に形成されたノッチは、管体１８２と一緒になっ
て、入口セクション１６４ａから出口セクション１６４ｂに流れる水が通る開口１８８を
規定する。
【００７０】
　バッフル板１８６の上縁は、水リザーバ１６０の最高水位よりも上方に位置する。水リ
ザーバ１６０内には水位センサ１９０（図２２に示す）が配置され、水リザーバ１６０の
水位を検出する。また、基部７０は、水タンク１４０が取り付けられたことを検出する近
接センサ１９２も含むことができる。近接センサ１９２は、リードスイッチの形態とする
ことができ、水タンク１４０の下壁１４８に設けられた磁石（図示せず）と相互作用して
、基部７０上での水タンク１４０の有無を検出する。
【００７１】
　図１２に示すように、水タンク１４０を基部７０に取り付けた場合、内壁１４４は基部
７０の上壁を取り囲み、上壁の上側円筒セクション８８の開放上端部が露出する。水タン
ク１４０は、水タンク１４０の基部７０からの取り外しを容易にするハンドル１９４を含
む。ハンドル１９４は、水タンク１４０に枢動自在に連結され、水タンク１４０の上壁１
４６の凹型セクション１９６内にハンドル１９４が収容される収容位置と、水タンク１４
０の上壁１４６の上方にハンドル１９４が持ち上げられる展開位置との間で、水タンク１
４０に対して移動可能である。図１２に示すように、上壁１４６の凹型セクション１９６
内に１つ又はそれ以上のトーションバネ等の弾性要素を設けることができ、ハンドル１９
４は、展開位置に向かって付勢される。
【００７２】
　図１７を参照すると、ノズル１４を本体１２に取り付けた場合、ノズル１４の外側ケー
シングセクション２２の基部２６は、基部７０の上壁の上側円筒セクション８８の開放端
の上に位置付けられ、ノズル１４の前側ケーシングセクション５２の基部５６は、水タン
ク１４０の上壁１４６の凹型セクション１４９の上に位置付けられる。次に、ユーザは、
基部２６が基部７０の上壁の上側円筒部８８に入るようにノズル１４を本体１２に向かっ
て押し付ける。同時に、外側ケーシングセクション２２の下側外面が、弾性要素の付勢力
に抗してハンドル１９４を収容位置に押す。外側ケーシングセクション２２の下側外面に
は、ノズル１４が本体１２に押し付けられ際にハンドル１９４に係合する突起を設けるこ
とができる。
【００７３】
　ノズル１４の基部２６、５６が本体１２に完全に挿入された場合、第１の環状シール部
材１９８は、基部２６の下端部と、基部７０の上壁の円筒セクション８８から半径方向内
向きに延びる環状棚部２００との間に気密シールを形成する。水タンク１４０の上壁１４
６の凹型セクション１４９に設けられた第２のシール部材２０２は、基部５６の下端部と
出口ポート１３０の外周部との間に気密シールを形成する。水タンク１４０の上壁１４６
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は凹面状なので、ノズル１４を本体１２に取り付けた場合、水タンク１４０はノズル１４
の下部を取り囲む。これにより、水タンク１４０の容量が増加するのみならず、コンパク
トな外観の加湿装置１０が可能になる。
【００７４】
　ノズル１４を本体１２上に解放可能に保持するための機構が設けられる。図１７から図
２１を参照すると、本実施形態において、本体１２の基部７０は、ノズル１４を本体１２
上に解放可能に保持する機構を備える。ノズル１４を本体１２上に解放可能に保持する機
構は、基部７０の上壁の円筒セクション８８によって規定される空洞２１２内に設けられ
た環帯２１０を備える。空洞２１２は、基部７０の上壁の円筒セクション８８の内側セク
ション２１４と外側セクション２１６との間に設けられる。内側セクション２１４は、角
度方向に間隔を置いて配置され、同一平面上にある複数のスロット２１８を備える。本実
施形態において、内側セクション２１４は、３つのスロット２１８を備える。環帯２１０
は、その内面から半径方向内向きに延びる複数の回り止め部２２０を備える。各回り止め
部２２０は、それぞれ１つのスロット２１８を貫通して突出する。環帯２１０は空洞２１
２内で回転可能であり、回り止め部２２０がスロット２１８に沿って移動できるようにな
っている。各回り止め部２２０は、ノズル１４を本体１２上に保持するための第１の保持
位置と、ノズル１４を本体１２から取り外すことを可能にする第２の解放位置との間で移
動可能である。回り止め部２２０をその保持位置に付勢する弾性要素が設けられる。本実
施例において、弾性要素は、らせん引張バネ２２２の形態である。各バネ２２２は、環帯
２１０の下端部から下向きに垂下するそれぞれのピン２２４に結合される一端部と、基部
７０の上壁の円筒セクション８８の外側セクション２１６から下向きに垂下するそれぞれ
のピン２２６に結合される他端部とを有する。
【００７５】
　ノズル１４の基部２６の外面は、それぞれの回り止め部２２０の遠位端を受け入れる複
数の凹部２２８を備える。各凹部２２８は、下側の開放端部２３０と、上側の閉鎖端部２
３２と、下側端部２３０から延びる傾斜部２３４及び傾斜部２３４から閉鎖端部２３２に
延びる水平部２３６を有する第１の側壁と、第１の側壁と反対側の略垂直の第２の側壁２
３８とを有するように形作られる。
【００７６】
　ノズル１４を本体１２に取り付ける際に、各回り止め部２２０は、それぞれの凹部２２
８の側壁の傾斜部２３４の下端部に係合する。ノズル１４を本体１２に更に押し付けると
、凹部２２８の側壁から回り止め部２２０に加わる力によって、環帯２１０はバネ２２２
から加わる力に抗してノズル１４に対して回転するので、回り止め部２２０は、保持位置
から凹部２２８の傾斜部２３４に沿って移動することができる。回り止め部２２０が凹部
２２８の傾斜部２３４の上端部に到達すると、凹部２２８の側壁から回り止め部２２０に
加わる力は取り除かれる。バネ２２２は元の位置に戻り、環帯２１０を付勢して空洞２１
２内で回転させ、回り止め部２２０をその保持位置に速やかに戻す。従って、回り止め部
２２０は、凹部２２８の閉鎖端部２３２に位置付けられるようになる。バネ２２２から環
帯２１０に加わる付勢力は、回り止め部２２０を保持位置に維持する。ユーザがノズル１
４を把持してノズル１４を上方に引っ張って加湿装置１０を持ち上げようとする場合、凹
部２２８の水平部２３６と回り止め部２２０との係合は、ノズル１４が本体１２から外れ
るのを防ぐ。
【００７７】
　本体１２は、回り止め部２２０を保持位置から解放位置に移動させてノズル１４を本体
１２から取り外すことを可能とする、押し下げ可能なボタン２４０を備える。本実施例で
は、ボタン２４０は基部７０上に配置され、基部７０の上壁によって規定されるハウジン
グ２４２内で移動可能である。水タンク１４０は、該水タンク１４０が基部７０上に取り
付けられてボタン２４０が上昇位置にある場合に、ボタン２４０の上面が水タンク１４０
の上壁１４６と実質的に同一面となるように形作られる。
【００７８】
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　傾斜面２２４を有するノッチは、ボタン２４０の下端部に形成される。環帯２１０の外
面に設けられた指状部２４６は、該指状部２４６がノッチの傾斜面２４４の下端部に係合
するようにノッチ内に延びる。ユーザがボタン２４０を押し下げると、ノッチの傾斜面２
４４が指状部２４６へ力を加え、次に、この力により、バネ２２２から加わる付勢力に抗
して、環帯２１０がノズル１４に対して回転する。この環帯２１０の回転により、回り止
め部２２０は、凹部２２８の水平部２３６に沿って保持位置から解放位置に移動し、解放
位置において回り止め部２２０は、凹部２２８の第２の側壁２３８に隣接して配置される
。回り止め部２２０が解放位置に維持される間に、ユーザは、ボタン２４０を押し下げる
ことで、本体１２からノズル１４を引き抜くことができる。このノズル１４と本体１２と
の間の相対運動によって、凹部２２８の第２の側壁２３８は回り止め部２２０に沿って摺
動して、回り止め部２２０が凹部２２８から離脱するので、本体１２からノズル１４を解
放する。ノズル１４を本体１２から持ち上げた状態で、ユーザはボタン２４０を解放する
ことができる。バネ２２２は、環帯２１０を付勢して空洞２１２内で回転させ、回り止め
部２２０をその保持位置に戻す。ボタン２４０の真下に別のバネを設けて、ボタン２４０
が上昇位置に戻るように付勢することができる。
【００７９】
　ノズル１４を本体１２から持ち上げる場合、水タンク１４０内の弾性要素はハンドル１
９４を収容位置に付勢する。ユーザは、必要に応じてハンドル１９４を用いて基部７０か
ら水タンク１４０を持ち上げて、水タンク１４０を満たすこと又は掃除することができる
。水タンク１４０の１つ又はそれ以上のセクションは、水タンク１４０の掃除を容易にす
るために取り外し可能であることが好ましい。例えば、出口ダクト１２６の内面を掃除す
るために、出口ダクト１２６のセクション２５０を水タンク１４０から取り外すことがで
きる。ノズル１４を本体１２から取り外した状態で、ユーザは、ノズル１４の前方セクシ
ョン５０をノズル１４の内側ケーシングセクション２４から取り外して第２の内部通路６
８の内面を露出させることで、ノズル１４の第２の内部通路６８の内面を掃除することが
できる。水タンク１４０を満たすか又は掃除した状態で、ユーザは、水タンク１４０を基
部７０の元の位置に戻し、次に、ノズル１４を本体１２の元の位置に戻す。
【００８０】
　加湿装置の作動を制御するためのユーザインターフェース（図示せず）は、本体１２の
基部７０の外壁７２上に設けることができる。代替的に又は追加的に、加湿装置１０は、
ユーザインターフェース回路２６２に制御信号を送信する遠隔制御部２６０を備えること
ができる。図２２には、遠隔制御部２６０、ユーザインターフェース回路２６２、及び加
湿装置１０の他の電気構成要素を含む加湿装置１０に関する制御システムが概略的に示さ
れている。全体的に、遠隔制御部２６０は、ユーザが押し下げ可能な複数のボタンと、ボ
タンの１つの押し下げに応答して赤外線信号を発生及び送信する制御ユニットとを備える
。赤外線信号は、遠隔制御部２６０の一端に配置される窓から放出される。制御ユニット
は、遠隔制御部２６０のバッテリハウジング内のバッテリから電力が供給される。
【００８１】
　第１のボタンは、モータ９２を作動及び不作動にするために使用され、第２のボタンは
、モータ９２の速度、結果的にインペラ９０の回転速度を設定するために使用される。制
御システムは、ユーザ選択可能な不連続な多数の設定値を有することができ、各設定値は
モータ９２のそれぞれの異なる回転速度に対応する。第３のボタンは、部屋、事務所、又
は他の家庭環境といった加湿装置１０が設置される環境の相対湿度に関する所望レベルを
設定するために使用される。例えば、所望の相対湿度レベルは、第３のボタンの反復操作
により２０℃において３０から８０％の範囲で選択可能である。
【００８２】
　ユーザインターフェース回路２６２は、遠隔制御部２６０から送信される信号を受信す
るセンサ又は受信器２６４と、加湿装置１０の現在の作動設定値を表示するディスプレイ
２６６とを備える。例えば、ディスプレイ２６６は、通常、現在選択されている相対湿度
レベルを表示することができる。ユーザが９２の回転速度を変更する場合、ディスプレイ
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２６６は、現在選択されている速度設定値を一時的に表示することができる。受信器２６
４及びディスプレイ２６６は、基部７０の外壁７２の透明部又は半透明部のすぐ後に配置
することができる。
【００８３】
　ユーザインターフェース回路２６２は、駆動回路９４に接続される。駆動回路９４は、
マイクロプロセッサ及びモータ９２を駆動するモータ駆動部を備える。加湿装置１０に電
力を供給する主電源ケーブルは（図示せず）、基部７０に形成された開口を貫通して延び
る。ケーブルは、プラグに接続される。駆動回路９４は、ケーブルに接続された電力供給
ユニットを備える。また、ユーザインターフェースは、加湿装置１０の状態に応じて可視
警報をもたらす１つ又はそれ以上のＬＥＤを備えることができる。例えば、第１のＬＥＤ
２６８は、駆動回路９４が受信したレベルセンサ１９０からの信号により表される水タン
ク１４０の水を使い切ったことを示すために点灯する。
【００８４】
　また、湿度センサ２７０が設けられており、外部環境の空気の相対湿度を検出すると共
に検出した相対湿度を表わす信号を駆動回路９４へ供給するようになっている。本実施例
において、湿度センサ２７０は、加湿装置１０に引き込まれた空気流の相対湿度を検出す
るために、空気入口７４のすぐ後ろに設けることができる。ユーザインターフェースは、
湿度センサ２７０からの出力が加湿装置１０に流入する空気流の相対湿度ＨDがユーザが
設定した所望の相対湿度レベルＨSであるか又はそれを超えることを示す場合に、駆動回
路９４によって点灯される第２のＬＥＤ２７２を備えることができる。
【００８５】
　また、図２３を参照すると、加湿装置１０を作動させるために、ユーザは遠隔制御器の
第１のボタンを作動させ、これに応答して、遠隔制御器２６０は、第１のボタンの作動を
表わすデータを含む信号を発生する。ユーザインターフェース回路２６２の受信器２６４
はこの信号を受信する。ボタンの作動は、ユーザインターフェース回路２６２により駆動
回路９４に伝達され、これに応答して、駆動回路９４は、ＵＶランプ１８０を駆動して水
リザーバ１６０の出口チャンバ１６４に貯留された水に紫外線を照射する。本実施例にお
いて、駆動回路９４は、同時にモータ９２を駆動してインペラ９０を回転させる。インペ
ラ９０の回転により、空気が空気入口７４を通って本体１２に引き込まれる。空気流は、
インペラハウジング１０４及び拡散器１００を通って流れる。拡散器１００の下流におい
て、拡散器１００から放出される空気の一部は、入口ポート１１２を通って入口ダクトに
流入するが、拡散器１００から放出される空気の残余部は、第１の空気通路７６に沿って
ノズル１４の第１の空気入口２８に送られる。従って、インペラ９０及びモータ９２は、
第１の空気通路７６によってノズル１４に送られ、第１の空気入口２８を通ってノズル１
４に流入する第１の空気流を発生すると考えることができる。
【００８６】
　第１の空気流は、第１の内部通路４６に下端部から流入する。第１の空気流は、ノズル
１４のボア２０の周りを反対方向に流れる２つの空気ストリームに分割される。空気スト
リームが第１の内部通路４６を通過する際に、空気は、ノズル１４のマウス部４８に流入
する。マウス部４８に入る空気流量は、ノズル１４のボア２０の周りで実質的に均一であ
ることが好ましい。マウス部４８は、ノズル１４の第１の空気出口３０に向かって空気流
を案内し、空気流は、第１の空気出口３０から加湿装置１０から放出される。
【００８７】
　第１の空気出口３０から放出される空気流は、外部環境からの、詳細には第１の空気出
口３０の周り及びノズル１４の後部の周りの領域からの空気を同伴することで発生するこ
とになる二次空気流をもたらす。二次空気流の一部は、ノズル１４のボア２０を通って流
れるが、二次空気流の残余部は、ノズル１４の前方で、第１の空気出口３０から放出され
た空気流内に同伴される。
【００８８】
　前述したように、インペラ９０の回転により、空気は入口ダクトの入口ポート１１２を
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通って第２の空気通路７８に流入して第２の空気流を形成する。第２の空気流は、入口ダ
クトを通り、出口チャンバ１６４の出口セクション１６４ｂに貯留された水の上の出口ポ
ート１２０、１２４から放出される。出口ポート１２０、１２４から第２の空気流を放出
すると、出口チャンバ１６４の出口セクション１６４ｂに貯留された水が撹拌される。こ
れにより、水がＵＶ発生器の管体１８２の下部の前方に移動し、トランスデューサ１７６
を作動させる前にＵＶランプ１８０によって紫外線を照射される水の容積が増加する。出
口ポート１２０、１２４の相対的傾斜により、第２の空気流は、出口チャンバ１６４の出
口セクション１６４ｂ内の水の旋回運動を引き起こして、水を管体１８２の下部に沿って
送るようになっている。
【００８９】
　出口チャンバ１６４に貯留された水の第２空気流による撹拌に加えて、撹拌は、貯留さ
れた水を霧化するには不十分である、トランスデューサ１７６の撹拌モードでの振動によ
って行うこともできる。例えば、トランスデューサ１７６のサイズ及び個数に応じて、貯
留された水の撹拌は、低い第２周波数ｆ2、及び／又は小さな振幅、又は異なるデューテ
ィサイクルによるトランスデューサ１７６の振動だけによって行うことができる。この場
合、駆動回路９４は、貯留された水のＵＶランプ１８０による照射と同時に、この撹拌モ
ードでのトランスデューサ１７６の振動を作動させるように構成することができる。
【００９０】
　貯留された水の撹拌及び照射は、水リザーバ１６０の出口チャンバ１６４内のバクテリ
アのレベルを所望量だけ低減するのに十分な時間継続する。本実施例において、水リザー
バ１６０の最大容量は２００ｍｌであるので、貯留された水の撹拌及び照射は、貯留され
た水の霧化が始まる前に１２０秒間だけ継続する。この持続期間、例えば貯留された水の
撹拌の程度、水リザーバ１６０の出口チャンバ１６４の容量、及び貯留された水への紫外
線照射の強度に応じて長くすること又は短くすることができ、これらの変数に応じて、持
続期間は、貯留された水内のバクテリアの所望数の低減を達成するために１０から３００
秒の範囲の任意の値とすることができる。
【００９１】
　この持続期間の終わりに、駆動回路９４は、トランスデューサ１７６の振動を霧化モー
ドで作動させて、水リザーバ１６０の出口チャンバ１６４の出口セクション１６４ｂに貯
留された水を霧化する。これにより、水リザーバ１６０の出口チャンバ１６４内の水の上
方に空中水滴が発生する。貯留された水が事前にトランスデューサ１７６の振動だけで撹
拌される場合、持続期間の終わりにモータ９２も作動される。
【００９２】
　水リザーバ１６０内の水が霧化される場合、水リザーバ１６０は、水タンク１４０から
入口チャンバ１６２を経由して受け入れる水で常に満たされるので、水リザーバ１６０の
水位は実質的に一定のままであるが水タンク１４０内の水位は次第に低くなる。水は、入
口チャンバ１６２から出口チャンバ１６４に入る際に、バッフル板１８６で案内されて管
体１８２の上部に沿って流れるので、水は、管体１８２とバッフル板１８６との間に設け
られた開口１８８を通って流れる前に、管体１８２の上部から放射される紫外線を照射さ
れる。次に、この水は、さらに、トランスデューサ１７６で霧化される前に、管体１８２
の下部から放射される紫外線を照射される。第２の空気流及び／又はトランスデューサ１
７６の振動で引き起こされる出口チャンバ１６４内の水の移動方向は、トランスデューサ
１７６で霧化される前に、水が開口１８８から管体１８２の下部に沿って流れる方向であ
り、ほぼ反対の方向では水が管体１８２の上部に沿って流れる方向であることが好ましい
。
【００９３】
　インペラ９０の回転により、空中水滴は、入口ダクトの出口ポート１２０、１２４から
放出される第２の空気流に取り込まれる。こうして霧化された第２の空気流は、第２の空
気通路７８の出口ダクト１２６を通ってノズル１４の第２の空気入口５０に向かって上向
きに流れ、ノズル１４の前方セクション１８内の第２の内部通路６８に流入する。
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【００９４】
　第２の空気流は、第２の内部通路６８の基部において、ノズル１４のボア２０の周りを
反対方向に流れる２つの空気ストリームに分割される。空気ストリームが第２の内部通路
６８を通って流れる際に、各空気ストリームは、第２の空気出口６０から放出される。放
出された第２の空気流は、ノズル１４からの第１の空気流の放出で発生した空気流内で加
湿装置１０から離れる方向に送られるので、加湿装置１０から数メートル離れた距離で湿
り空気流を速やかに体感できる。
【００９５】
　ノズル１４からの湿り空気流の放出は、湿度センサ２７０で検出した、加湿装置１０に
流入する空気流の相対湿度ＨDが、遠隔制御器２６０の第３のボタンを利用してユーザが
選択した相対湿度レベルＨSよりも２０℃で１％高くなるまで継続する。次に、ノズル１
４からの湿潤空気の放出は、駆動回路９４によって、好ましくはトランスデューサ１７６
の振動モードを切り替えによって終了することができる。トランスデューサ１７６の振動
周波数は、ｆ1＞ｆ3≧０である周波数ｆ3に低下させることができ、これよりも低いと貯
留された水が霧化しない。代替的に、トランスデューサ１７６の振動振幅を小さくするこ
とができる。随意的に、空気流がノズル１４から放出しないようにモータ９２を停止する
こともできる。しかしながら、湿度センサ２７０をモータ９２の至近距離に設けた場合、
モータ９２を連続作動させて、局所環境での湿度センサ２７０の望ましくない温度変動を
避けることが好ましい。また、モータ９２の作動を継続して、水リザーバ１６０の出口チ
ャンバ１６４の出口セクション１６４ｂに貯留された水の撹拌を継続することが好ましい
。また、ＵＶランプ１８０の作動を継続する。
【００９６】
　加湿装置１０からの湿った空気の放出が終了すると、湿度センサ２７０で検出される相
対湿度ＨDは低下を始めるはずである。湿度センサ２７０の局所環境における空気の相対
湿度が、ユーザが選択した相対湿度ＨSよりも２０℃で１％低下すると、駆動回路９４は
、トランスデューサ１７６の振動を霧化モードで再開させる。モータ９２が停止していな
い場合、駆動回路９４は、同時にモータ９２再開させる。前述のように、湿り空気は、湿
度センサ２７０が検出した相対湿度ＨDが、ユーザが選択した相対湿度レベルＨSよりも２
０℃で１％高くなるまで、ノズル１４から放出される。
【００９７】
　検出した湿度レベルをユーザが選択したレベル付近に維持するトランスデューサ１７０
（及び随意的にモータ９２）の作動シーケンスは、第１のボタンが再度作動されるまで、
又は水リザーバ１６０内の水位が最低水位を下回るまで低下したことを表わす信号を水位
センサ１９０から受信するまで継続する。第１のボタンが作動されると、又はこの信号を
水位センサ１９０から受信すると、駆動回路９４は、モータ９２、トランスデューサ１７
６、及びＵＶ発生器を不作動として加湿装置１０の電源を切る。また、駆動回路９４は、
近接センサ１９２から受信した水タンク１４０が基部７０から取り外されたことを表わす
信号に応答して、加湿装置１０の各構成要素を停止させる。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　ファン組立体
　１２　本体
　１４　ノズル
　２０　ボア
　２２　外側ケーシングセクション
　２４　内側ケーシングセクション
　２８　第１の空気入口
　３０　第１の空気出口
　５０　前側ケーシングセクション
　５８　第２の空気入口
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　６０　第２の空気出口
　９０　インペラ
　９２　モータ
　１７６　トランスデューサ

【図２３】
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