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(57)【要約】
　空気清浄装置の意匠性を向上する。空気清浄装置１０
は、外部の空気を下部より取り入れ、フィルタユニット
４０にてフィルタリングした後、外部に排出する。本体
ケーシング１２の下部において貫通するトンネル状の通
路として形成される吸気通路１６と、吸気通路１６に上
方から接続され本体ケーシングの内部において上方に伸
びる空気通路４２と、吸気通路１６の後方の上部に設け
られ、吸気通路の横幅ほぼ全幅から光を下方および前方
側に向けて照射する照明部３４と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の空気を下部より取り入れ、フィルタユニットにてフィルタリングした後、外部に
排出する空気清浄装置であって、
　本体ケーシングの下部において貫通するトンネル状の通路として形成される吸気通路と
、
　本体ケーシングの前面下部に設けられた前面吸気開口から、本体ケーシングの背面下部
に設けられた背面吸気開口まで貫通するトンネル状の吸気通路と、
　吸気通路に上方から接続され本体ケーシングの内部において上方に伸びる空気通路と、
　吸気通路の後方の上部に設けられ、吸気通路の横幅ほぼ全幅から光を下方および前方側
に向けて照射する照明部と、
　を含む、
　空気清浄装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気清浄装置であって、
　空気通路は、断面が四角形状である、
　空気清浄装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の空気清浄装置であって、
　本体ケーシングは、四角柱状であり、吸気通路は前面から背面まで貫通する通路である
、
　空気清浄装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の空気清浄装置であって、
　照明部を点灯したとき、照明部への電力供給を制御して、照明部を徐々に明るくするこ
とで、後方から前方に照明部からの光が移動することを模擬する、
　空気清浄装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の空気清浄装置であって、
　送風モードは、送風強度に応じて少なくとも３種類あり、送風強度が大きいほど照明部
の発光強度が大きく制御され、
　送風モードが変更された際に、一旦発光強度が弱くなった後、そのモードに対応する発
光強度に設定される、
　空気清浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルタユニットにより空気を清浄化する空気清浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、各種の空気清浄装置が販売されている。これらの空気清浄装置は、室内の空
気中のハウスダスト、カビ、花粉、細菌、ウィルスなどの除去を主な目的としており、紫
外線、光触媒、マイナスイオンを利用する空気清浄装置も知られているが、フィルタを用
いて微粒子等を除去するものが主流である。
【０００３】
　特許文献１では、２つのファンを用いフィルタを通過しない空気も取り入れて循環する
ことで、サーキュレータとしての機能も付加し、より広範囲の空気を清浄化することの提
案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２１７５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、空気清浄機は、室内に人目につく場所におかれる場合が多く、機能的に優れた
ものであるだけでなく、意匠的にも美しいものであることが好ましい。また、空気中のほ
こりの状態を視認できることも好ましいと考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、外部の空気を下部より取り入れ、フィルタユニットにてフィルタリングした
後、外部に排出する空気清浄装置であって、本体ケーシングの下部において貫通するトン
ネル状の通路として形成される吸気通路と、吸気通路に上方から接続され本体ケーシング
の内部において上方に伸びる空気通路と、吸気通路の後方の上部に設けられ、吸気通路の
横幅ほぼ全幅から光を下方および前方側に向けて照射する照明部と、を含む。
【０００７】
　空気通路は、断面が四角形状であるとよい。
【０００８】
　本体ケーシングは、四角柱状であり、吸気通路は前面から背面まで貫通する通路である
とよい。
【０００９】
　照明部を点灯したとき、照明部への電力供給を制御して、照明部を徐々に明るくするこ
とで、後方から前方に照明部からの光が移動することを模擬するとよい。
【００１０】
　送風モードは、送風強度に応じて少なくとも３種類あり、送風強度が大きいほど照明部
の発光強度が大きく制御され、送風モードが変更された際に、一旦発光強度が弱くなった
後、そのモードに対応する発光強度に設定されるとよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、貫通する吸気通路に対し、照明部によって光を供給することができ、
空気清浄装置の意匠性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態に係る空気清浄装置の外観が示す図である。
【図２】空気清浄装置の内部構造を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）にお
いて一点鎖線（前後方向）を通る面で切った場合の正面図、（ｃ）、（ｄ）は同斜視図で
ある。
【図３】空気清浄装置の内部構造を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）にお
いて一点鎖線（左右方向）を通る面で切った場合の正面図、（ｃ）、（ｄ）は同斜視図で
ある。
【図４】空気清浄装置内の空気の流れ（空気流路）を示す図である。
【図５】照明部３４の構成を示す図であり、（ａ）は前方から見た図、（ｂ）は吸気通路
１６内から後上方を見た図（照明部の一部を示す）、（ｃ）は前後方向の面で切った断面
を示す図である。
【図６】照明部３４による照明状態が示す図であり、（ａ）は消灯状態、（ｂ）は点灯直
後、（ｃ）点灯後、少し経過した状態、（ｄ）はフル点灯した（最大照度）状態を示す。
【図７】フィルタユニット４０を取り出した状態を示す図であり、（ａ）は取り出したま
まの状態、（ｂ）はフィルタユニットを分解した状態を示す。
【図８】フィルタユニット４０の挿入部分および支持ユニット１２０の構成を示す図であ
り、（ａ）は本体ケーシング１２内にフィルタユニット４０が挿入された内部状態、（ｂ
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）は本体ケーシング１２内からフィルタユニット４０が取り出された内部状態、（ｃ）は
本体ケーシング１２内からフィルタユニット４０が取り出された状態、（ｄ）は支持ユニ
ットの内部構造を示す図である。
【図９】回転羽根５４の構成例を示す図である。
【図１０】静翼６０の構成を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
【図１１】空気流の流線（解析結果）について示す図であり、（ａ）は静翼６０がある場
合、（ｂ）は静翼６０がない場合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。なお、本発明は、ここに
記載される実施形態に限定されるものではない。
【００１４】
「全体構成」
　図１は、一実施形態に係る空気清浄装置の外観が示してある。空気清浄装置１０は、全
体として四角柱状の形状を有する。本体ケーシング１２は、側面および上面の周辺部分を
覆う。
【００１５】
　本体ケーシング１２の前面下部には、前面吸気開口１４が形成されている。後述するよ
うにこの前面吸気開口１４は、断面四角形のトンネル状の吸気通路１６の前面の開口であ
り、吸気通路１６は背面まで貫通しており、背面側（後方）には背面の背面吸気開口３０
（図２参照）が形成されている。
【００１６】
　本体ケーシング１２の上面には、円形のファンガード１８が着脱可能に設けられており
、ここが排気開口２０を構成する。
【００１７】
　なお、本体ケーシング１２の左右側面の縦方向の中間部には、ユーザが手を掛けて持ち
上げるための手掛け用の凹部２２（図１では右側面のみ表示）が形成されている。また、
本体ケーシング１２の上面の前面側角部には、複数の操作用のスイッチボタン２４が設け
られている。
【００１８】
　図２、３は空気清浄装置の内部構造を示す図であり、図２（ａ）は平面図、（ｂ）は（
ａ）において一点鎖線（前後方向）を通る面で切った場合の正面図、（ｃ）、（ｄ）は同
斜視図、図３（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）において一点鎖線（左右方向）を通る面で
切った場合の正面図、（ｃ）、（ｄ）は同斜視図である。
【００１９】
　このように、吸気通路１６の背面側には背面吸気開口３０が形成されている。また、吸
気通路１６の上側は大きく開口しており、ここに縦方向の空気通路３２が形成されている
。また、吸気通路１６の背面側上側には、照明部３４が設けられている。この照明部３４
は、複数のＬＥＤを左右幅方向ほぼほぼ全幅に渡って配置しており、斜め前方に向けて光
を照射することで吸気通路１６のほぼ全体に光を供給する。
【００２０】
　空気通路３２の上には、フィルタユニット４０が配置されている。このフィルタユニッ
ト４０は、空気通路３２を塞ぐように設けられており、空気通路３２からの空気はフィル
タユニット４０を通過することでフィルタリングされて浄化される。フィルタユニット４
０は、長尺の薄いフィルタ材を折り畳んで構成されたプリーツ状の集塵フィルタ（塵、ほ
こり等を除去するフィルタ）と、繊維材に活性炭や触媒物質など付着させた脱臭フィルタ
（臭気発生物質を吸着するフィルタ）の２段構成になっており、両者が一体となって、取
り外し可能になっている。すなわち、背面側の本体ケーシング１２のフィルタユニット４
０に対応する部分は取り外し可能になっており（図２には、この部分を取り外した状態が
示してある）、フィルタユニット４０は背面側に引き出し可能である。なお、フィルタユ
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ニット４０の最下部に簡易なフィルタリングを行うプレフィルタを設けることも好適であ
る。
【００２１】
　フィルタユニット４０の上方（下流側）は、空気通路４２となっているが、この空気通
路４２は、上方に向けてテーパ状に断面積が小さくなっている。すなわち、空気通路４２
を形成するパイプ状の壁４４は、本体ケーシング１２の内側で、段々に内側によっている
。そして、狭くなったところ（小径部分）に、ファンガード４８が設けられている。この
ファンガード４８は、同心円状の板材を放射状の板材でつないだもので、空間を仕切るこ
とで人の手などが下方から侵入しないようにガードする。
【００２２】
　また、壁４４と本体ケーシング１２との間の空間には、回路基板４６が配置されている
。この回路基板４６には、スイッチボタン２４の操作に応じてファンモータ５０への電力
供給を制御する回路や、照明部３４の照明を制御する回路が搭載される。また、この回路
基板４６には、ほこりセンサ、ガスセンサが取り付けられており、これらセンサの検出結
果に応じてもファンモータ５０や、照明部３４を制御する。なお、本実施形態では、周辺
の明るさを検出する照度センサも有しており、周辺が暗いときに、ファンモータの回転数
を低めとして、静音化を図ることもできる。照度センサは、本体ケーシング１２の上面に
設けるとよい。
【００２３】
　ファンガード４８の上方の空気通路４２はテーパ状に拡がっており、その上部には、フ
ァンモータ５０が設けられている。このファンモータ５０は支持材５２によって空気通路
４２の中心部に固定されている。なお、支持材５２は開口を有し、基本的に空気の流通を
妨げない。
【００２４】
　ファンモータ５０は、回転羽根５４を回転させて空気流を生起する。ファンモータ５０
および回転羽根５４とで、送風ファン５６が構成される。回転羽根５４は軸流型であり、
送風ファン５６は軸流ファンである。送風ファン５６は、空気通路４２からの空気を吸い
込んで上方に供給する。すなわち、吸気通路１６からの空気を、フィルタユニット４０を
通過させて上方に送風する。
【００２５】
　回転羽根５４の上方には、送風ファン５６からの空気流を整流する静翼６０が配置され
ている。この静翼６０は、中心に上方に向けて膨出するドーム体と、このドーム体から放
射方向に伸びる複数の羽根からなり、回転羽根５４によって送られて来る空気流を中心方
向に集中させる。
【００２６】
　静翼６０の上方の本体ケーシング１２の上面には、ファンガード１８が配置されている
。このファンガード１８は、全体形状が円形で、放射状のバーが多数設けられて、手や各
種物体などが進入することを防止している。
【００２７】
　このような空気清浄装置１０において、ファンモータ５０を駆動することで、回転羽根
５４が回転し、上方に向けた空気流が形成される。本体ケーシング１２内には、吸気通路
１６、空気通路３２、フィルタユニット４０、回転羽根５４、静翼６０、ファンガード１
８を通る空気流路が形成されており、図４に示すように、前面吸気開口１４、背面吸気開
口３０から吸い込まれた室内の空気が空気流路を通り、上方に向けて送出される。
【００２８】
「照明部３４の構成」
　図５には、照明部３４の構成を示してある。図５（ａ）は前方から見た図、（ｂ）は吸
気通路１６内から後上方を見た図（照明部の一部を示す）、（ｃ）は前後方向の面で切っ
た断面を示す図である。
【００２９】
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　照明部３４は、半円筒状の透明カバー１００を有し、これが吸気通路１６の後上部にお
いて本体ケーシング１２の背面部の固定されている。透明カバー１００の内部空間には、
板状のＬＥＤ基板１０２が左右方向に伸びるように配置されている。このＬＥＤ基板１０
２はその表面が斜め前下方に向いている。そして、このＬＥＤ基板１０２に複数のＬＥＤ
素子１０４が横方向に間隔をおいて配置されている。従って、複数のＬＥＤ素子１０４を
発光させることで、その下方および前方側に光が射出され、吸気通路１６のほぼ全体に光
を供給することができる。なお、このＬＥＤ素子１０４には、回路基板４６から電力が供
給される。
【００３０】
「照明部３４における照度制御」
　照明部３４は、回路基板４６からの信号によって、ＬＥＤ素子１０４の発光強度が調整
可能になっている。すなわち、吸気通路１６に対する照明の明るさが変更できる。
【００３１】
　図６（ａ）～（ｄ）には、照明部３４による照明状態が示してある。（ａ）は消灯状態
、（ｂ）は点灯直後、（ｃ）点灯後、少し経過した状態、（ｄ）はフル点灯した（最大照
度）状態である。従って、（ａ）～（ｄ）のように、照明強度を徐々に強めることによっ
て、後方から前方に掛けて照明が移動しているような状態を模擬することができる。この
ように、機械的な移動手段を用いずに移動を模擬できるため、不要な音を発することなく
、摩耗などの問題も生じない。そして、意匠としても優れたものとなる。
【００３２】
　また、照明強度を徐々に変化させ、所定以上の照明範囲エリアを変動させることで、変
動させた中の所定の明るさで吸気通路１６内における空気中のほこりが視認しやすくなる
。このため、ユーザにおいて、ほこりの状態を認識することが容易になる。
【００３３】
　例えば、電源スイッチのオンによって、空気清浄装置１０が起動された直後より照明部
３４の照明が開始され、消灯状態から最大照度までの照明状態の変動を１回または所定の
複数回繰り返すとよい。
【００３４】
　その後、ユーザの操作によって設定された送風ファンの送風強度（ファン強度）に応じ
た照度にて、動作中は継続して照明が継続される。
【００３５】
　後述するようにファン強度は複数（少なくとも３つ）あり、ファン強度に応じて、ファ
ン強度が大きいほど照明部３４の照明強度が大きくするとよい。
【００３６】
　また、送風モードが変更された際に、一旦発光強度が弱くなった後、そのモードに対応
する発光強度に設定される。これによって、操作が行われたことを確実に認識できる。
【００３７】
　なお、所定の点灯状態に留まっている状態が所定時間経過した場合に、上述したような
照度変更を行ってもよい。さらに、所定時間運転を継続した場合には、消灯してもよく、
消灯時間が所定時間経過した場合に、所定の強度で点灯したり、上述したような照度の変
更を行ってもよい。
【００３８】
　ここで、後述するように、送風モードについては、手動による「強」「中」「弱」とい
うようなファン強度の設定の他、ファン強度を自動的で変更する「オートモード」がある
。このオートモードにおいても、ファン強度が変更された場合に、一旦照明強度を下げた
後、設定されたファン強度に対応する照明強度とするとよい。これによって、自動的にフ
ァン強度が変更されたことをユーザが容易に認識できる。ユーザが変化を楽しむことがで
きる。
【００３９】
「フィルタユニット４０の構成」
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　フィルタユニット４０は、上述したように、外部へ取り出し可能になっている。図７に
は、フィルタユニット４０を取り出した状態を示してあり、（ａ）は取り出したままの状
態、（ｂ）はフィルタユニット４０から脱臭フィルタを取り出す動作を示す。
【００４０】
　このように、集塵フィルタ１１０および脱臭フィルタ１１４は、フィルタ枠１１２内に
収容される。そして、図７（ａ）に示すように、本体ケーシング１２のフィルタユニット
４０に対応する背面部は、取り外し可能な蓋１１８となっており、この蓋１１８を取り外
すことで、フィルタユニット４０は一体として、本体ケーシング１２内外に出し入れする
ことができる。従って、必要に応じてフィルタユニット４０を取り外し、フィルタを清掃
して戻したり、フィルタを交換することができる。ここで、図７（ｂ）に示すように、脱
臭フィルタ１１４は、その周辺がフィルタ枠１１２内壁の段差に支持される。そして、フ
ィルタ枠１１２の手前側壁の上端部には、ストッパ１１６が回動自在に取り付けられてい
る。ストッパ１１６を手前側から奥側に向けて回転することでその先端部が脱臭フィルタ
１１４の手前側の上面に掛かり脱臭フィルタ１１４を挟み込む。一方、ストッパ１１６を
奥側から手前側に回動させることで、ストッパ１１６の先端が脱臭フィルタ１１４から外
れて、脱臭フィルタ１１４をフィルタ枠１１２内から取り出すことができる。
【００４１】
「フィルタユニット４０の挿入部分の構成」
　図８（ａ）～（ｄ）には、フィルタユニット４０の挿入部分の構成を示してある。（ａ
）は本体ケーシング１２内にフィルタユニット４０が挿入された内部状態、（ｂ）は本体
ケーシング１２内からフィルタユニット４０が取り出された内部状態、（ｃ）は本体ケー
シング１２内からフィルタユニット４０が取り出された状態の斜視図、（ｄ）は支持ユニ
ットの内部構造を示す図である。
【００４２】
　フィルタユニット４０が挿入される本体ケーシング１２内のスペースは、フィルタユニ
ット４０に比べ若干大きくなっている。そして、フィルタユニット４０の枠状の上端面（
フィルタ枠１１２の上端）を上に押し付けることで、上方の空気通路４２に対し気密に接
続（シール）することができる。
【００４３】
　このために、フィルタユニット４０が挿入される本体ケーシング１２内のスペースの下
側の左右両端部には、支持ユニット１２０が配置されている。この支持ユニット１２０は
、内部に上下方向のバネを含む一対のバネユニット１２２と、上下方向の移動を所定値以
下に抑える一対の支持体１２４と、上面を形成する上面板１２６を含んでいる。
【００４４】
　上面板１２６は、手前側および奥側において傾斜部となり、中間部が平坦部になってい
る。そこで、背面側からフィルタユニット４０を挿入する場合に最初にフィルタユニット
４０の前部下端が上面板１２６の傾斜部に接し、その後フィルタユニット４０を押し入れ
ることで、支持ユニット１２０がバネ力に抗して下方に移動する。そこで、その状態でフ
ィルタユニット４０を前方側に押し入れることでフィルタユニット４０の挿入が完了した
場合に、フィルタユニット４０を離すことで支持ユニット１２０のバネ力によってフィル
タユニット４０が上方に押し付けられることになる。
【００４５】
　また、フィルタユニット４０を取り出すときも、支持ユニット１２０が下に移動するこ
とができるため、容易に取り出すことができる。なお、フィルタユニット４０の下方が吸
気通路１６に接続する外気の取り入れ口であり、シールする必要はない。
【００４６】
「回転羽根５４および静翼６０の構成」
　図９には、回転羽根５４の構成例を示してある。このように、中心の円筒状のコア材１
３０の周縁に複数の羽根１３２が取り付けてある。羽根１３２は、内側端において、上端
から斜め下に向かって伸び、外側端は円筒状通路の内周に対し、若干の間隙をおいて位置
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する。コア材１３０の中心部がファンモータ５０の回転軸に固定される。この回転羽根５
４は軸流型であり、回転羽根５４が回転することで、軸方向の空気流が生起される。
【００４７】
　図１０には、静翼６０の構成を示してあり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は平面図である。
円筒状の外壁１４０の中心に上方に向けて膨出する形状のドーム部１４２が配置され、外
壁１４０とドーム部１４２の間に半径方向に伸びる複数の板材１４４が配置されている。
各板材１４４の面は軸方向に対し所定角度傾斜（同方向に傾斜）して若干斜めになってい
る。これによって、回転羽根５４の回転によって生じた回転流れを含む空気流は、静翼６
０によって回転流れが矯正され、直線的な流れになって上方に送られる。
【００４８】
　図１１には、静翼６０がある場合と、ない場合における空気流の流線（解析結果）につ
いて示してある。静翼６０によって円周方向の空気流れが抑制され、これによって上方に
向けて、比較的真っ直ぐな空気流が生起される。
【００４９】
　このように、回転流れを整流することにより、空気清浄機の送風量が増加し、より効率
的な室内空気の清浄が行える。
【００５０】
「オートモード」
　実施形態に係る空気清浄装置１０では、オートモードを有している。このオートモード
では、各種センサの検出結果などに基づき、回転羽根５４の回転数などを制御する。
【００５１】
　ほこりセンサによって検出した周囲のほこり量が多い場合には、送風ファンの強度を大
きくしたり、ガスセンサによって検出した所定のガス量（臭いの強さに対応）が多い場合
には、送風ファンの強度を大きくしたりすることができる。
【００５２】
　また、照度センサによって周囲が暗いことを検出した場合、就寝中と判断し、動作音低
減のために、ファン強度に制限を掛ける（例えば、ファン強度が強になるのを禁止する）
。
【００５３】
　なお、マニュアルモードでは、ユーザはボタン操作によってファン強度を選択すること
ができる。
【００５４】
　ここで、ほこりセンサおよびガスセンサの検出値をそれぞれ得た場合、両方のセンサの
検出値から得られるファン強度のうちの強度の高い方を採用するとよい。
【００５５】
　また、脱臭フィルタ１１４は、ガスセンサに反応する全種類のにおいを脱臭できるわけ
ではない。そこで、ガスセンサによる検出値が高く、ファン強度が高く設定される場合、
一定時間経過した場合には、ファン強度を順次下げることが好適である。例えば、ガスセ
ンサの検出値に対応するファン強度レベルが強であった場合に、所定時間毎に中、弱、ア
イドリングレベルなどに順次弱めることができる。
【００５６】
　ファン強度は、例えば、強、中、弱の３レベルを設けることができる。
【００５７】
　短時間で部屋の空気を清浄したい際には、ユーザの操作により、ジェットクリーニング
モードを選択して、ファンを高速で所定時間動作させることも好適である。
【符号の説明】
【００５８】
　１０　空気清浄装置、１２　本体ケーシング、１４　前面吸気開口、１６　吸気通路、
１８，４８　ファンガード、２０　排気開口、２２　凹部、２４　スイッチボタン、３０
　背面吸気開口、３２　空気通路、３４　照明部、４０　フィルタユニット、４２　空気
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通路、４４　壁、４６　回路基板、５０　ファンモータ、５２　支持材、５４　回転羽根
、５６　送風ファン、６０　静翼、１００　透明カバー、１０２　基板、１０４　ＬＥＤ
素子、１１０　集塵フィルタ、１１２　フィルタ枠、１１４　脱臭フィルタ、１１６　ス
トッパ、１１８　蓋、１２０　支持ユニット、１２２　バネユニット、１２４　支持体、
１２６　上面板、１３０　コア材、１３２　羽根、１４０　外壁、１４２　ドーム部、１
４４　板材。
 
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月19日(2019.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の空気を下部より取り入れ、フィルタユニットにてフィルタリングした後、外部に
排出する空気清浄装置であって、
　本体ケーシングの下部において貫通するトンネル状の通路として形成される吸気通路と
、
　本体ケーシングの前面下部に設けられた前面吸気開口から、本体ケーシングの背面下部
に設けられた背面吸気開口まで貫通するトンネル状の吸気通路と、
　吸気通路に上方から接続され本体ケーシングの内部において上方に伸びる空気通路と、
　吸気通路の後方の上部に設けられ、吸気通路の横幅ほぼ全幅から光を下方および前方側
に向けて照射する照明部と、
　を含む、
　空気清浄装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気清浄装置であって、
　吸気通路は、断面が四角形状である、
　空気清浄装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の空気清浄装置であって、
　本体ケーシングは、四角柱状であり、吸気通路は前面から背面まで貫通する通路である
、
　空気清浄装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の空気清浄装置であって、
　照明部を点灯したとき、照明部への電力供給を制御して、照明部を徐々に明るくするこ
とで、後方から前方に照明部からの光が移動することを模擬する、
　空気清浄装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の空気清浄装置であって、
　送風モードは、送風強度に応じて少なくとも３種類あり、送風強度が大きいほど照明部
の発光強度が大きく制御され、
　送風モードが変更された際に、一旦発光強度が弱くなった後、そのモードに対応する発
光強度に設定される、
　空気清浄装置。
【手続補正書】
【提出日】令和3年1月5日(2021.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気清浄装置であって、
　本体ケーシングと、
　前記本体ケーシングの下側に形成された吸気通路と、
　前記吸気通路の上側に形成された開口から前記本体ケーシングの内部において上方に伸
び、前記本体ケーシングの上面において開口する縦方向の空気通路と、
　を含み、
　前記空気通路内には、
　前記空気通路を塞ぐように設けられ、流通する空気をフィルタリングするフィルタユニ
ットと、
　前記フィルタユニットの下流側に配置され、上方に向けて送風する送風ファンと、
　が配置され、
　前記吸気通路は、前記本体ケーシングの前面下部に設けられた前面吸気開口から、前記
本体ケーシングの背面下部に設けられた背面吸気口まで貫通するトンネル状の通路であり
、
　前記前面吸気開口及び前記背面吸気開口から取り入れた外部の空気を前記フィルタユニ
ットでフィルタリングした後、前記開口より外部に排出する、
　空気清浄装置。
【請求項２】
　請求項１記載の空気清浄装置であって、
　前記送風ファンの下流側に前記送風ファンからの空気を整流する静翼が配置されている
、
　空気清浄装置。
【請求項３】
　請求項２記載の空気清浄装置であって、
　前記静翼は、前記送風ファンからの空気流を中心方向に集め、流れ断面の広がりの小さ
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な空気流とする、
　空気清浄装置。
【請求項４】
　請求項１記載の空気清浄装置であって、
　前記フィルタユニットと前記送風ファンとの間の空気通路を囲む壁と、前記本体ケーシ
ングとの間の空間に、前記送風ファンの駆動を制御する回路基板が収容されている、
　空気清浄装置。
【請求項５】
　請求項４記載の空気清浄装置であって、
　前記壁はパイプ状であり、前記本体ケーシングは四角柱状である、
　空気清浄装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の空気清浄装置であって、
　前記吸気通路を照らす照明部を設けた、
　空気清浄装置。
【請求項７】
　請求項６記載の空気清浄装置であって、
　前記照明部は、前記吸気通路の後方上部に設けられ、前記吸気通路の横幅ほぼ全幅から
光を下方及び前方側に向けて照射する、
　空気清浄装置。
【請求項８】
　請求項７記載の空気清浄装置であって、
前記照明部の発光強度を徐々に強くすることで、前記吸気通路の後方から前方に光が移動
することを模擬する、
　空気清浄装置。
【請求項９】
　請求項１記載の空気清浄装置であって、
　前記吸気通路は、断面が四角形状である、
　空気清浄装置。
【請求項１０】
　請求項６記載の空気清浄装置であって、
　前記送風ファンの送風モードは、送風強度により少なくとも３種類あり、送風モードが
変更された際に、前記照明部は、一旦、発光強度を下げた後に、前記変更された送風モー
ドに対応する発光強度に設定される、
　空気清浄装置。
【請求項１１】
　請求項６記載の空気清浄装置であって、
　前記送風強度が大きいほど前記照明部の発光強度が大きくなるように制御される、
　空気清浄装置。
【請求項１２】
　請求項１０記載の空気清浄装置であって、
　前記変更された送風モードが所定時間継続された場合に、前記照明部は消灯する、
　空気清浄装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の空気清浄装置であって、
　前記フィルタユニットは、前記本体ケーシングに対して挿脱可能であり、
　前記本体ケーシングには、前記フィルタユニットを支持するための支持ユニットが設け
られ、
　前記支持ユニットは、前記フィルタユニットが挿入された際に、前記フィルタユニット
を上方へ付勢するためのバネユニットを備えた、



(15) JP WO2020/079790 A1 2020.4.23

　空気清浄装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の空気清浄装置であって、
　集塵フィルタ及びに脱臭フィルタが前記フィルタユニットに収納可能であり、
ほこりセンサ及びガスセンサの検出値により前記送風ファンの強度を制御する、
　空気清浄装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の空気清浄装置であって、
前記ガスセンサによる検出値が高い状態が一定時間経過した場合、前記送風ファンの強度
を弱める、
　空気清浄装置。
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   　　　　                                Ｆ２４Ｆ   13/20     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｆ２４Ｆ   11/52     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ａ６１Ｌ    9/014    　　　　        　　　　　

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

