
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ヒータ配線を 複数のＬＥＤ
の中央から配線した芳香器。
【請求項２】
　 点灯タイミングをずらせた請求項 記載の芳香器。
【請求項３】
　ヒータ配線は保持パイプで束ねた請求項 または に記載の芳香器。
【請求項４】
　保持パイプはＬＥＤの発光色と同系色とした請求項 に記載の芳香器。
【請求項５】
　ヒータとしてＰＴＣヒータを用いた請求項１～ のいずれか１項に記載の芳香器。
【請求項６】
　ヒータにより加熱する被加熱材料を加熱する加熱面の表面最高温度を１６０～３００℃
とした請求項１ に記載の芳香器。
【請求項７】
　第二のカバーの内側に設けた透明な樹脂からなる固定材により第二のカバーの上下方向
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光源としての複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤを覆い光を拡散及び透過する第一のカバーと
、前記第一のカバーの外側に設け少なくとも側面の一部または全部が光を拡散及び透過す
る第二のカバーと、前記ＬＥＤの上方に配置され、香りを発する被加熱材料を加熱するヒ
ータと、前記ヒータに接続されるヒータ配線を備え、前記 前記

複数のＬＥＤの １に

１ ２

３

４

～５のいずれか１項



の保持をした請求項１～ のいずれか１項に記載の芳香器。
【請求項８】
　固定材は少なくともＬＥＤの取り付け位置にあたる部分の形状を略円筒形状とした請求
項 に記載の芳香器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、香りを発する被加熱材料を加熱する熱源と光を発する光源を備え、光源の光
を演出する芳香器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、芳香器には熱源と光源を備え、香りを出す機能に加えて、光を演出するものが知
られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、このタイプには、光源にロウソクや電球を用いるために、光源の交換が必要で
あり、長時間の使用が出来ないという問題があった。特に光源として、ロウソクを用いた
ものでは、光にゆらぎがあり、電球の光より視覚的には好まれるものの、長時間の使用で
は火事を引き起こす恐れが高いという課題があった。
【０００４】
　本発明は、上記のような従来の課題を解決するものであり、光源の交換を不要とし、ま
た光源が高温になることを防止すると共に、長時間快適で安心して光及び香りを楽しむこ
とが出来る芳香器を提供することを目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の芳香器は、

芳香器とするもので
ある。
【０００６】
　これにより、光源の交換を不要とし、また光源が高温になることを防止すると共に、長
時間快適で安心して光及び香りを楽しむことが出来るものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　請求項１に記載の発明は、光源としての ＬＥＤと、 ＬＥＤを覆い光を拡散及
び透過する第一のカバーと、前記第一のカバーの外側に設け少なくとも側面の一部または
全部が光を拡散及び透過する第二のカバーと、 香りを発す
る被加熱材料を加熱するヒータ

芳香器とすることにより、光源の交換を不
要とし、また光源が高温になることを防止すると共に、拡散及び透過する第一、第二のカ
バーによりＬＥＤの光を演出することで、長期間快適で安心して光及び香りを楽しむこと
が出来るものである。
【０００８】
　 配線を複数のＬＥＤの中央から配線 により、ＬＥＤの光をヒータ
配線が遮ることなく、光を演出 が出来る。
【０００９】
　請求項 に記載の発明は、ＬＥＤは複数個有し、その点灯タイミングをずらせた請求項

に記載の芳香器とすることにより、第一のカバー内で光が拡散され、さらに第二のカバ
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光源としての複数のＬＥＤと、前記Ｌ
ＥＤを覆い光を拡散及び透過する第一のカバーと、前記第一のカバーの外側に設け少なく
とも側面の一部または全部が光を拡散及び透過する第二のカバーと、前記ＬＥＤの上方に
配置され、香りを発する被加熱材料を加熱するヒータと、前記ヒータに接続されるヒータ
配線を備え、前記ヒータ配線を前記複数のＬＥＤの中央から配線した

複数の 前記

前記ＬＥＤの上方に配置され、
と、前記ヒータに接続されるヒータ配線を備え、前記ヒー

タ配線を前記複数のＬＥＤの中央から配線した

また、ヒータ したこと
すること

２
１



ー越しに拡散した光をさらに拡散して見えることで、次々と点灯されるＬＥＤの光をぼん
やりとした仄かな光として見ることが可能となる。
【００１０】
　請求項 に記載の発明は、ヒータ配線は保持パイプで束ねた請求項 または に記載の
芳香器とすることにより、ヒータ配線をコンパクトにまとめることで、ヒータ配線による
陰を最小限化することが出来る。
【００１１】
　請求項 に記載の発明は、保持パイプはＬＥＤの発光色と同系色とした請求項 に記載
の芳香器とすることにより、ヒータ配線による陰をさらに最小限化することが出来る。
【００１２】
　請求項 に記載の発明は、ヒータとしてＰＴＣヒータを用いた請求項１～ のいずれか
１項に記載の芳香器とすることにより、ヒータ素子のキュリー温度以下に温度を抑えるこ
とが可能となる。また、交換することなく使用出来るようになる。
【００１３】
　請求項 に記載の発明は、ヒータにより加熱する被加熱材料を加熱する加熱面の表面最
高温度を１６０～３００℃とした請求項１ に記載の芳香器とすること
により、焦げくさい臭いの発生を抑えながら、煎茶や焙じ茶などから香気成分を発生させ
ることが可能となる。
【００１４】
　請求項 に記載の発明は、第二のカバーの内側に設けた透明な樹脂からなる固定材によ
り第二のカバーの上下方向の保持をした請求項１～ のいずれか１項に記載の芳香器とす
ることにより、第二のカバー自体に上下方向の力がかかることを抑えることが可能となり
、サンドブラストあるいはフッ酸等によりシボ加工を施し、ガラスの強度が低下した場合
でも固定材により強度を確保することが可能となる。
【００１５】
　請求項 に記載の発明は、固定材は少なくともＬＥＤの取り付け位置にあたる部分の形
状を略円筒形状とした請求項 に記載の芳香器とすることにより、第二カバーの側面から
光がムラ無く透過するすることが可能となる。
【００１６】
【実施例】
　以下、本発明の芳香器の実施例について、図面を参照して説明する。
【００１７】
　（ 例１）
　図１は 例１における芳香器を示すものである。
【００１８】
　図において、１は光源としてのＬＥＤであり、ＬＥＤ４個が９０°間隔で、ＬＥＤ基板
２上に取り付けられている。３はＬＥＤ１を覆い光を拡散及び透過する第一のカバーであ
る。４は第一のカバー３の外側に設け少なくとも側面の一部または全部が光を拡散及び透
過する第二のカバーで、上下方向の両方に開口部を有している。
【００１９】
　ＬＥＤ１の上方で、第二のカバー４の上方開口部には、ヒータ５が設けられ、香りを発
する被加熱材料１０を加熱することが出来るようになっている。
すなわち、ヒータ５上にはアルミナからなる加熱板６が設けられている。そして、第二の
カバー４の上方開口部に施す蓋７は、被加熱材料１０を加熱板６上に置くための開口部を
設けてあり、ヒータ５及び加熱板６を上方から抑えて第二のカバー４側に固定する。具体
的には、第二のカバー４にこれと一体または別体の部材が取付けられており、ヒータ５及
び加熱板６はこの部材に抑えつけられている。このヒータ５及び加熱板６が抑えつけられ
ている部材は、第二のカバー４に取付けるのではなく、蓋７と一体であってもよく、その
構成は特に限定されるものではない。
【００２０】
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　また、バネ８はヒータ５及び加熱板６を蓋７側、すなわち前記部材とヒータ５間に設け
てヒータ５及び加熱板６を上方に抑えつけている。なお、９はＬＥＤ１の制御基板である
。１１はヒータ５と制御基板９を接続するヒータ配線である。
【００２１】
　以上のように構成された芳香器において、その動作を説明する。
【００２２】
　電源を入れると、ＬＥＤ１の制御基板９により交流１００Ｖを直流５Ｖに変換し、基板
２に取り付けられた各ＬＥＤ１がそれそれ点灯する。また、予め被加熱材料１０を加熱板
６上に置くことで、被加熱材料１０が加熱され、被加熱材料から出た香りが発生する。
【００２３】
　このように準備した芳香器は、ヒータ４及びＬＥＤ１を使用することで、熱源及び光源
の交換を不要とし、また光源が高温になることを防止することが可能となる。さらに、Ｌ
ＥＤ１の光を拡散及び透過する第一のカバー３の外側に第一のカバー３からの光を拡散及
び透過する第二のカバー４を設ける構成とすることにより、ＬＥＤ１からの光をぼんやり
と炎のように演出することが可能となると同時に炎による火事の発生を防止出来る。
【００２４】
　図に矢印で示しているように、外気は芳香器の下方から第二のカバー４内に入り、上方
の周縁より放出されるもので、第二のカバー４内は常に室温程度に保たれている。
【００２５】
　なお、 １では加熱板６にアルミナを使用したが、熱伝導がよく電気絶縁性に優れた
材料であれば他の材料でもよいが、アルミナの被加熱材料１０を置く側の表面に釉薬ある
いはガラス処理をしたもの、あるいは被加熱材料１０を置く側の面に金属材料を用い、下
にアルミナを用いた二重構造としたものは、防汚性及び外観品位が特に優れている。
【００２６】
　また、 例１では加熱板６の上に直接被加熱材料１０を置いたが、セラミックあるい
は金属製の容器に入れて使用すると、被加熱材料１０を入れ易くかつ取り出し易くなる。
また、前記容器の底に穴を開けたり、編み目状や格子状にすると空気の対流が発生しやす
くなり、香気が発生しやすくなる。
さらに、ヒータ５との接触部材にはコンパウンドを使用し、熱伝導を良くした方が望まし
い。
【００２７】
　なおまた、ＬＥＤ１の個数、ＬＥＤ１の電圧及びヒータ５の電圧は特に限定されるもの
ではない。また、ＬＥＤ１を複数個使用し、 例１では単にそれぞれを点灯したが、各
々の点灯タイミングをずらすことにより、ＬＥＤ１からの光をよりぼんやりと炎のように
演出することが可能となる。
【００２８】
　（実施例 ）
　図２は実施例 における芳香器を示す。基本構成は 例１と同じであるので、同一部
分に同一符号を付して説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【００２９】
　ＬＥＤ１はこの実施例では３個を１２０°間隔で基板２上に設けられている。また、Ｌ
ＥＤ１の光を拡散及び透過する第一のカバー３上部及びＬＥＤ１の基板２には各φ４ｍｍ
の孔がそれぞれ設けられており、ヒータ配線１２が通っている。ヒータ配線１２はＬＥＤ
１の各々の中央から立ち上げた構成としている。ヒータ５はＬＥＤ１の上方に配置されて
いて、ヒータ配線１２と接続されている。
【００３０】
　上記構成の芳香器の動作は 例１と同様であるが、ヒータ配線１２をＬＥＤ１の各々
の中央から立ち上げたことによって、どの方向に対してもＬＥＤ１の光は、ヒータ配線１
２の陰にならずに直接に第一のカバー３に発光されることにより、第一のカバー３の光か
らヒータ配線１２の陰を消すことが出来る。
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【００３１】
　また、上記ヒータ配線１２とすることにより、ヒータ配線１２はヒータ５まで最短とな
り、さらに、第二のカバー４から最長にヒータ配線１２を配置することが出来、ヒータ配
線１２による陰を見えなくすることが出来る。
【００３２】
　なお、第一のカバー３上部及びＬＥＤの基板２の孔は、ヒータ配線１２を通すことが出
来る大きさであれば良く、特別な加工は不要である。
【００３３】
　（実施例 ）
　図３は実施例 における芳香器を示す。基本構成は と同じであるの
で、同一部分に同一符号を付して説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【００３４】
　ＬＥＤ１の各々の中央から立ち上げたヒータ配線１２は保持パイプ１３で束ねられてい
る。また、ヒータ５は、ＰＴＣヒータを用いている。
【００３５】
　上記構成の芳香器は、ヒータ配線１２を保持パイプ１３で束ねることにより、ヒータ配
線１２を一本化すること、及びより垂直に立ち上げることが出来、ヒータ配線１２による
陰を見えなくすることができる。
【００３６】
　なお、保持パイプ１３の色調をＬＥＤ１の発光色と同系色でより薄い色調とすることに
より、ヒータ配線１２による陰をさらに見えなくすることが出来る。
【００３７】
　また、ヒータ５にＰＴＣヒータを用いたことにより、キュリー温度以上の温度になるこ
とを防止出来るようになり、芳香器をより安全に使用することが可能となる。ロウソクタ
イプでは、ロウソクと加熱面との距離が毎回あるいは使用中に変わるために、最適な表面
最高温度にすることが容易ではないが、本実施例のように加熱板６の被加熱材料１０を加
熱する加熱面の表面最高温度を、ＰＴＣヒータのキュリー温度を選ぶこと及び加熱板２８
の厚みや材質を選ぶことにより１６０℃以上とすることで、煎茶あるいは焙じ茶を加熱し
、香気成分を楽しむことが可能となる。
【００３８】
　一方、ＰＴＣヒータのキュリー温度を選ぶこと及び加熱板６の厚みや材質を選ぶことに
より、３００℃以下とすることで、香気成分と共に発生する焦げくさい臭いの発生を抑え
ることが出来るようになる。
【００３９】
　なお、さらに加熱板６の加熱面の表面最高温度を１６０℃～２４０℃の温度範囲とする
ことで、長時間、香気成分を発生させることが可能となるので、加熱面の表面最高温度と
しては１６０℃～２４０℃が最も望ましい。
【００４０】
　（実施例 ）
　図４は実施例 における芳香器を示す。基本構成は と同じであ
るので、同一部分に同一符号を付して説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【００４１】
　この実施例は、第二のカバー４の内側に設けた透明なポリカ樹脂からなる固定材１４に
より第二のカバーの４上下方向にかかる荷重の保持をした構成としている。そして、固定
材１４は少なくともＬＥＤ１の取り付け位置にあたる部分の形状を略円筒形状としたもの
である。この略円筒形状部は、図に示した略円筒形状部よりも高くすることが望ましい。
【００４２】
　このような芳香器は、ガラスからなる第二のカバー４の上下方向の保持に透明なポリカ
樹脂からなる固定材１４を用いることにより、ＬＥＤ１の光に悪影響を与えることなく、
ガラスにかかる力を低減することが可能となる。
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【００４３】
　なお、固定材１４は、ガラスの上下方向の保持が可能で透明であればどのような材料で
もよいが、ヒータ５近傍であるために耐熱性が高いポリカ樹脂が望ましい。
【００４４】
　また、固定材１４の形状は、固定材による光の屈折がＬＥＤ１の光に悪影響を与えるこ
とがなければどのような形状でもよいが、第一のカバー３の光が均等に透過出来る略円筒
形状が最適である。また、固定材１４に内部構成材として保持機能以外を付与することが
可能であるが、少なくともＬＥＤ１の取り付け位置にあたる部分を略円筒形状とすると、
第二カバー４の側面から光がムラ無く透過するすることが可能となるので望ましい。
【００４５】
　上記各実施例１～ の構成は、それぞれ単独構成に限られるものではなく、適宜組み合
わせて構成することが可能であることは、言うまでもない。
【００４６】
【発明の効果】
　上記実施例から明らかなように、本発明の芳香器によれば、光源の交換を不要とし、ま
た光源が高温になることを防止すると共に、拡散及び透過する第一、第二のカバーにより
ＬＥＤの光を演出することで、長時間快適で安心して光及び香りを楽しむことが出来るも
のである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の 例１における芳香器の破断面図
【図２】　本発明の実施例 における芳香器の破断面図
【図３】　本発明の実施例 における芳香器の破断面図
【図４】　本発明の実施例 における芳香器の破断面図
【符号の説明】
　１　ＬＥＤ
　３　第一のカバー
　４　第二のカバー
　５　ヒータ
　１１、１２　ヒータ配線
　１３　保持パイプ
　１４　固定材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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