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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、
　室内の空気を吸気し、前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送
風手段と、
　乾燥空気の送風方向を可変する風向可変手段と、
　室内空気の温度を検出する温度検出手段と、
　室内の表面温度を検出する表面温度検出手段と、
　前記温度検出手段及び前記表面温度検出手段の検出結果に基づいて、前記除湿手段、前
記送風手段及び前記風向可変手段を制御する制御手段と、
　情報を表示するための表示手段と、を備え、
　前記表面温度検出手段により検出された表面温度から被乾燥物があることを判定し、前
記被乾燥物が配置されている位置を前記表示手段に表示し、
　前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検出可能であり、
　前記表示手段は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに分けて表示で
き、前記被乾燥物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記エリア毎に状
況に合わせて異なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段により検出され
た前記被乾燥物の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示手段はその乾
燥状態に応じて前記エリア毎に表示を変更することを特徴とする除湿機。
【請求項２】
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　空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、
　室内の空気を吸気し、前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送
風手段と、
　乾燥空気の送風方向を可変する風向可変手段と、
　室内空気の温度を検出する温度検出手段と、
　室内の表面温度を検出する表面温度検出手段と、
　前記温度検出手段及び前記表面温度検出手段の検出結果に基づいて、前記除湿手段、前
記送風手段及び前記風向可変手段を制御する制御手段と、
　情報を表示するための表示手段と、を備え、
　前記表面温度検出手段により検出された表面温度から被乾燥物があることを判定し、前
記被乾燥物が配置されている位置へ向け乾燥空気の送風方向を変更し、前記表示手段は前
記被乾燥物が配置されている位置を表示し、
　前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検出可能であり、
　前記表示手段は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに分けて表示で
き、前記被乾燥物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記エリア毎に状
況に合わせて異なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段により検出され
た前記被乾燥物の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示手段はその乾
燥状態に応じて前記エリア毎に表示を変更することを特徴とする除湿機。
【請求項３】
　空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、
　室内の空気を吸気し、前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送
風手段と、
　乾燥空気の送風方向を可変する風向可変手段と、
　室内空気の温度を検出する温度検出手段と、
　室内の表面温度を検出する表面温度検出手段と、
　前記温度検出手段及び前記表面温度検出手段の検出結果に基づいて、前記除湿手段、前
記送風手段及び前記風向可変手段を制御する制御手段と、
　情報を表示するための表示手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記温度検出手段が検出した室内空気の温度と前記表面温度検出手段
により検出された表面温度を比較して、表面温度が所定の温度以上低いときは被乾燥物が
あると判定し、前記被乾燥物が配置されている位置へ向け乾燥空気の送風方向を変更し、
前記表示手段は前記被乾燥物が配置されている位置を表示し、
　前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検出可能であり、
　前記表示手段は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに分けて表示で
き、前記被乾燥物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記エリア毎に状
況に合わせて異なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段により検出され
た前記被乾燥物の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示手段はその乾
燥状態に応じて前記エリア毎に表示を変更することを特徴とする除湿機。
【請求項４】
　前記表面温度検出手段は、前記風向可変手段が送風可能な範囲の表面温度を検出可能で
あることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項５】
　前記表面温度検出手段は、前記風向可変手段が送風可能な範囲の表面温度を検出可能で
あり、かつ、前記風向可変手段により可変する送風方向に合わせて検出方向を変化させる
ことが可能であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の除湿機
。
【請求項６】
　被乾燥物を乾燥させる乾燥モードを選択するための操作部を備え、
　前記表示手段は、前記乾燥モードが選択された時に前記被乾燥物が配置されているエリ
アを表示することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の除湿機。
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【請求項７】
　前記表面温度検出手段により検出された前記被乾燥物の表面温度が、所定時間経過後に
所定温度以上の差となった場合は前記被乾燥物の乾燥状態が変化したと判定し、前記表示
手段はその乾燥状態の変化に応じて、前記エリア個別に段階的に表示を変更することを特
徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項８】
　室内の湿度を検出する湿度検出手段を備え、
　室内の湿度が所定の湿度まで低下した場合、前記被乾燥物の乾燥状態が変化したと判定
し、前記表示手段はその乾燥状態の変化に応じて、前記エリア個別に段階的に表示を変更
することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項９】
　室内の湿度を検出する湿度検出手段と、
　室内の湿度が所定の湿度まで低下するまでの時間を計測する計時手段と、を備え、
　室内の湿度が所定の湿度まで低下した場合、前記被乾燥物の乾燥状態が変化したと判定
し、前記表示手段はその乾燥状態の変化に応じて、前記エリア個別に段階的に表示を変更
し、
　前記制御手段により、前記計時手段で計測された室内の湿度が所定の湿度まで低下する
までの時間と所定の係数から乾燥が終了するまでの時間を推計し、その時間を前記表示手
段に表示することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項１０】
　前記表示手段は、図形または文字または色彩または何れかの組合せにより表示すること
を特徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項１１】
　前記表示手段は、前記被乾燥物の乾燥状態の変化に応じて図形の形状変更または文字の
変更または同じ表示色での濃淡変更または異なる表示色への変更または表示の点滅により
段階的に表示を変更することを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載
の除湿機。
【請求項１２】
　前記表示手段に表示される前記エリア上に、表示が透過可能に設けられた前記エリアを
選択するための入力手段を備え、
　前記制御手段は前記風向可変手段を制御し、前記入力手段で選択された前記エリアで表
示される室内の範囲へ向けて乾燥空気の送風方向を変更することを特徴とする請求項１か
ら請求項９のいずれか一項に記載の除湿機。
【請求項１３】
　前記入力手段は前記エリアが個別に複数選択可能であることを特徴とする請求項１２に
記載の除湿機。
【請求項１４】
　前記入力手段は前記エリアが複数連続して表示されている場合、それら前記エリア上を
連続的に摺動させて選択できることを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載の除
湿機。
【請求項１５】
　前記入力手段は前記エリアの内、表示がある前記エリア上からの入力を受付け、表示が
ない前記エリア上からの入力を受付けないことを特徴とする請求項１２から請求項１４の
いずれか一項に記載の除湿機。
【請求項１６】
　前記エリアを一括で選択する特定エリア選択スイッチを備え、
　前記特定エリア選択スイッチの操作により所定の数の前記エリアの内、所定の乾燥状態
で同一表示となっている前記エリアを一括選択し、
　前記制御手段は前記風向可変手段を制御し、一括選択された前記エリアで表示される室
内の範囲へ向けて乾燥空気の送風方向を変更することを特徴とする請求項１から請求項９
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のいずれか一項に記載の除湿機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の湿気を除湿する除湿機、特に室内に干された被乾燥物である洗濯物を
乾燥する機能を有する除湿機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の除湿機として、赤外線検出手段による温度検出結果と、温度検出手段による室内
雰囲気温度検出結果を制御手段が比較することで、被乾燥物の吸収した水分蒸発による顕
熱低下を認識し、被乾燥物の顕熱低下による室内温度より低い温度分布の所在を被乾燥物
の配置範囲と判断するものがある（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】日本特開２００７－２４０１００号公報（特許請求の範囲、図３乃至図５
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した従来の除湿機においては、被乾燥物の配置範囲をきちんと検知、認識できてい
るのかが使用者には分からない、という課題があった。
【０００５】
　本発明は、前述のような課題を解決するためになされたものであり、被乾燥物の配置範
囲を表示することにより、被乾燥物の配置範囲を検出、認識できていることを使用者が確
認できる除湿機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る除湿機は、空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、室内の空
気を吸気し、前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送風手段と、
乾燥空気の送風方向を可変する風向可変手段と、室内空気の温度を検出する温度検出手段
と、室内の表面温度を検出する表面温度検出手段と、前記温度検出手段及び前記表面温度
検出手段の検出結果に基づいて、前記除湿手段、前記送風手段及び前記風向可変手段を制
御する制御手段と、情報を表示するための表示手段と、を備え、前記表面温度検出手段に
より検出された表面温度から被乾燥物があることを判定し、前記被乾燥物が配置されてい
る位置を前記表示手段に表示し、前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検
出可能であり、前記表示手段は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに
分けて表示でき、前記被乾燥物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記
エリア毎に状況に合わせて異なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段に
より検出された前記被乾燥物の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示
手段はその乾燥状態に応じて前記エリア毎に表示を変更するものである。
【０００７】
　あるいは、空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、室内の空気を吸気し、
前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送風手段と、乾燥空気の送
風方向を可変する風向可変手段と、室内空気の温度を検出する温度検出手段と、室内の表
面温度を検出する表面温度検出手段と、前記温度検出手段及び前記表面温度検出手段の検
出結果に基づいて、前記除湿手段、前記送風手段及び前記風向可変手段を制御する制御手
段と、情報を表示するための表示手段と、を備え、前記表面温度検出手段により検出され
た表面温度から被乾燥物があることを判定し、前記被乾燥物が配置されている位置へ向け
乾燥空気の送風方向を変更し、前記表示手段は前記被乾燥物が配置されている位置を表示
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し、前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検出可能であり、前記表示手段
は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに分けて表示でき、前記被乾燥
物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記エリア毎に状況に合わせて異
なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段により検出された前記被乾燥物
の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示手段はその乾燥状態に応じて
前記エリア毎に表示を変更するものである。
【０００８】
　さらにあるいは、空気中に含まれる水分を除去するための除湿手段と、室内の空気を吸
気し、前記除湿手段に通過させて得られた乾燥空気を室内に吹き出す送風手段と、乾燥空
気の送風方向を可変する風向可変手段と、室内空気の温度を検出する温度検出手段と、室
内の表面温度を検出する表面温度検出手段と、前記温度検出手段及び前記表面温度検出手
段の検出結果に基づいて、前記除湿手段、前記送風手段及び前記風向可変手段を制御する
制御手段と、情報を表示するための表示手段と、を備え、前記制御手段は、前記温度検出
手段が検出した室内空気の温度と前記表面温度検出手段により検出された表面温度を比較
して、表面温度が所定の温度以上低いときは被乾燥物があると判定し、前記被乾燥物が配
置されている位置へ向け乾燥空気の送風方向を変更し、前記表示手段は前記被乾燥物が配
置されている位置を表示し、前記表面温度検出手段は室内の所定範囲の表面温度が検出可
能であり、前記表示手段は、表面温度が検出可能な室内の所定範囲を複数のエリアに分け
て表示でき、前記被乾燥物が配置されている位置をエリアで表示するとともに、前記エリ
ア毎に状況に合わせて異なる表示をすることが可能であり、前記表面温度検出手段により
検出された前記被乾燥物の表面温度から前記被乾燥物の乾燥状態を判定し、前記表示手段
はその乾燥状態に応じて前記エリア毎に表示を変更するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、表面温度検出手段により検出された表面温度から被乾燥物があること
を判定し、被乾燥物が配置されている位置を表示手段に表示するようにしたので、除湿機
が被乾燥物を検出、認識していることを可視化でき、使用者は表示を見るだけで簡単に被
乾燥物が認識されていることを確認できるようになり使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る除湿機を示す外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る除湿機の操作部を上方からみた上面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る除湿機の内部を示す概略構成図である。
【図４】図１の風向変更手段を拡大して示す概略斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る除湿機の赤外線センサーの検出範囲を示す概念図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態１に係る除湿機における乾燥モードのときの動作を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の実施の形態１に係る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す概
略表示図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る除湿機における乾燥モードのときの動作を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の実施の形態２に係る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す概
略表示図である。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る除湿機における乾燥モードのときの動作を示すフ
ローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す
概略表示図である。
【図１２】本発明の実施の形態４に係る除湿機の表示手段と入力手段の模式断面図である
。
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【図１３】本発明の実施の形態４に係る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す
概略表示図である。
【図１４】本発明の実施の形態５に係る除湿機の操作部を上方からみた上面図である。
【図１５】本発明の実施の形態５に係る除湿機の概略表示図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る除湿機を示す外観斜視図、図２は本発明の実施の形
態１に係る除湿機を上方からみた上面図、図３は本発明の実施の形態１に係る除湿機の内
部を示す概略構成図、図４は図１の風向変更手段を拡大して示す概略斜視図、図５は本発
明の実施の形態１に係る除湿機の赤外線センサーの検出範囲を示す概念図である。
【００１２】
　本発明の実施の形態１の除湿機は、図１に示すように、自立可能に構成された除湿機筐
体１００と、除湿機筐体１００内に室内空気Ａを取り込むための吸込口１０１と、吸込口
１０１に取り込まれた空気から除去された水分を溜める貯水タンク１０２と、水分が除去
された乾燥空気Ｂを除湿機筐体１００から室内へ排出する排気口１０３とで構成されてい
る。
【００１３】
　排気口１０３は、乾燥空気Ｂの風向を可変可能な風向可変手段１により構成されている
。風向可変手段１は、鉛直方向の風向を可変する縦方向ルーバー１ａと、水平方向の風向
を可変する横方向ルーバー１ｂとによって構成されている。貯水タンク１０２は、除湿機
筐体１００に着脱可能に取り付けられている。
【００１４】
　さらに、図２に示すように除湿機筐体１００の上面には表示手段８と、操作部１０が設
けられており、操作部１０には電源スイッチ１１と、除湿モードスイッチ１２、乾燥モー
ドスイッチ１３が備えられている。
【００１５】
　また、前述の除湿機には、図３に示すように、吸込口１０１から室内空気Ａを吸い込ん
で排気口１０３から乾燥空気Ｂを排出するという気流を発生させる送風ファン２と、送風
ファン２を回転させるファンモーター２ａと、吸込口１０１から吸引された室内空気Ａの
温度を検出する温度センサー３（温度検出手段）と、室内空気Ａの湿度を検出する湿度セ
ンサー４（湿度検出手段）と、室内空気Ａに含まれる水分を除去して乾燥空気Ｂを生成す
る除湿手段５が備えられている。
【００１６】
　さらに、風向可変手段１を構成する縦方向ルーバー１ａを鉛直方向に可変する縦方向可
変モーター１ｃと、風向可変手段１を構成する横方向ルーバー１ｂを水平方向に可変する
横方向可変モーター１ｄと、表面温度検出手段である赤外線センサー６と、風向可変手段
１を制御する制御手段を内包し、表面温度検出手段である赤外線センサー６などを制御す
る制御回路７とが備えられている。
【００１７】
　除湿手段５は、空気中の水分を除去して凝縮させることができるものであれば良く、例
えば、最も一般的なものとして、ヒートポンプ回路を構成し蒸発器において空気中の水分
を凝縮させる方式や、吸着剤によって除去された空気中の水分を熱交換器で凝縮させるデ
シカント方式などが用いられている。除湿手段５によって室内空気Ａから除去された水分
は、凝縮水Ｃとして貯水タンク１０２に貯留される。
【００１８】
　縦方向ルーバー１ａは、図３に示すように、除湿機筐体１００の幅方向に延びる長方形
状の開口を有し、前述した縦方向可変モーター１ｃの回転軸をほぼ軸として鉛直方向に可
変可能に構成されている。横方向ルーバー１ｂは、縦方向ルーバー１ａ内に等間隔に配置
され、縦方向ルーバー１ａの開口の反対側の奧に水平方向に可変可能に軸支され、前述し
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た横方向可変モーター１ｄの駆動に連動するように構成されている。
【００１９】
　赤外線センサー６は、縦方向ルーバー１ａ内に配置されたほぼ中央の横方向ルーバー１
ｂの片面に取り付けられている。これにより、赤外線センサー６による表面温度の検出範
囲は、風向可変手段１によって可変される乾燥空気Ｂの方向とほぼ同一となる。つまり、
赤外線センサー６は、風向可変手段１が送風可能な範囲内の全領域にある物体、例えば洗
濯後の濡れた衣類やタオル等（以下、これらを総称して「被乾燥物」という）の表面温度
を検出することができる。
【００２０】
　前述の赤外線センサー６は、例えば熱起電力効果を利用したものが用いられており、所
定領域の表面から発せられる熱放射（赤外線）を受ける赤外線吸収膜６ａと、赤外線吸収
膜６ａの温度を検出するサーミスタ６ｂとで構成されている（図２、図３参照）。この赤
外線センサー６は、熱放射を吸収することによって昇温する赤外線吸収膜６ａの感熱部分
の温度（温接点）と、サーミスタ６ｂによって検出される赤外線吸収膜６ａの温度（冷接
点）との差を電圧等の電気信号に変換し、制御回路７に入力する。この電気信号の大きさ
から所定領域の表面温度を判別できる。
【００２１】
　ここで、所定領域の表面温度の検出方法について図５を用いて説明する。
　図５に示すように、赤外線センサー６が検出可能な全領域を全走査範囲２００とした場
合、全走査範囲２００は、横方向（水平方向）、縦方向（鉛直方向）に拡がる面状の範囲
となる。この赤外線センサー６は、全走査範囲２００を水平方向と鉛直方向に対して、複
数に分割されたエリア（例えば一区画のエリアが２０１）毎に表面温度を検出するように
制御される。これにより、広範囲の領域に対して詳細な温度マップを作成することができ
る。
【００２２】
　制御回路７は、図２に示す操作部１０の除湿モードスイッチ１２が操作されることによ
り、除湿モードが選択されたことを検知した場合には、室内の湿度が最適湿度となるよう
に、風向可変手段１を駆動して排気口１０３から送風可能にし、ファンモーター２ａを駆
動して送風ファン２を回転させ、除湿手段５を駆動する。
【００２３】
　また、制御回路７は、室内の所望領域の方向に送風されるように、風向可変手段１の縦
方向可変モーター１ｃと横方向可変モーター１ｄを駆動する。これにより、室内空気Ａは
、吸込口１０１から除湿機筐体１００内に取り込まれ、温度センサー３及び湿度センサー
４によりそれぞれ室内の温度と湿度が検出された後、除湿手段５により除湿されて乾燥空
気Ｂとなり、排気口１０３から室内に吹き出される。
【００２４】
　さらに、制御回路７は、図２に示す操作部１０の乾燥モードスイッチ１３が操作される
ことにより、例えば衣類等の洗濯物に代表される被乾燥物の乾燥モードが選択されたこと
を検知した場合には、風向可変手段１を駆動して排気口１０３から送風可能にし、ファン
モーター２ａを駆動して送風ファン２を回転させ、除湿手段５を駆動する。
【００２５】
　その後、制御回路７は、赤外線センサー６を用いて前述の複数に分割されたエリア毎に
表面温度を検出し、表面温度の検出結果から被乾燥物が配置されている範囲を特定し、そ
の範囲に乾燥空気Ｂが当たるように縦方向可変モーター１ｃと横方向可変モーター１ｄを
制御し、各ルーバー１ａ、１ｂを被乾燥物の方向に向ける。
【００２６】
　次に、乾燥モードが選択されたときの動作について図６を用いて説明する。
　図６は本発明の実施の形態１に係る除湿機における乾燥モードのときの動作を示すフロ
ーチャートである。
【００２７】
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　除湿機の制御回路７は、洗濯物の乾燥モードが選択されたことを検知すると（Ｓ１）、
風向可変手段１を駆動して排気口１０３から送風可能にし（Ｓ２）、ファンモーター２ａ
を駆動して送風ファン２を回転させ（Ｓ３）、除湿手段５を駆動する（Ｓ４）。
【００２８】
　送風ファン２の回転により室内空気Ａが吸込口１０１から除湿機筐体１００内に取り込
まれ、除湿手段５によって室内空気Ａに含まれる水分が除去され、排気口１０３から乾燥
空気Ｂが吹き出される。この時、制御回路７は、温度センサー３により検出された室内空
気Ａの温度から室内の温度（ｒｔ１）を読み込む（Ｓ５）。
【００２９】
　その後、制御回路７は赤外線センサー６を作動する（Ｓ６）。赤外線センサー６による
表面温度（ｓｔ）の検出範囲（全走査範囲２００）は、前述したように、縦方向ルーバー
１ａと横方向ルーバー１ｂによって可変される乾燥空気Ｂの方向とほぼ同一で、各ルーバ
ー１ａ、１ｂが送風可能な範囲内の全領域の表面温度を検出でき、赤外線センサー６の全
走査範囲２００に対して複数に分割されたエリア（例えば一区画のエリアが２０１）毎の
表面温度（ｓｔ１）を検出する（Ｓ７）。
【００３０】
　そして、制御回路７はＳ５で読み込んだ室内の温度（ｒｔ１）と前述の赤外線センサー
６により検出される分割されたエリア毎の表面温度（ｓｔ１）から、被乾燥物が置かれて
いるエリアを検出したかどうかを判定する（Ｓ８）。被乾燥物か否かの判定は、検出され
た表面温度（ｓｔ１）をＳ５で測定された室内の温度（ｒｔ１）と比較し行っている。
【００３１】
　湿気を帯びていない物の場合、表面温度（ｓｔ１）はほぼ室内の温度（ｒｔ１）と同じ
となるが、被乾燥物のように湿気を帯びている物は表面温度（ｓｔ１）が室内の温度（ｒ
ｔ１）より低い温度となる。よって、例えば室内の温度（ｒｔ１）が２５度であるときに
、検出された表面温度（ｓｔ１）が２２度のエリアがある場合はそのエリアに被乾燥物が
置かれていると判定している。
【００３２】
　制御回路７は、Ｓ８で赤外線センサー６の全走査範囲２００に対して複数に分割された
エリアから被乾燥物が置かれているエリアを検出したと判定すると、被乾燥物が置かれて
いるエリアに送風方向が向くように縦方向可変モーター１ｃ及び横方向可変モーター１ｄ
をそれぞれ制御し、縦方向ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂの向きを変更させる（Ｓ９
）。これにより、排気口１０３からの乾燥空気Ｂは被乾燥物が置かれている方向に吹き出
される。
【００３３】
　その後、Ｓ８で検出された被乾燥物が置かれているエリアを表示手段８に表示する（Ｓ
１０）。なお、本実施の形態では表示手段８を除湿機筐体１００の上面に設けたが、除湿
機筐体１００の前面などの外部から視認できる位置であればよく、使い勝手により適宜設
定可能である。また、筐体ではなくリモコンなどの外部操作手段に設けても視認可能であ
る。
【００３４】
　表示手段８には図７に示すように、全走査範囲２００を複数に分割したエリアが表示で
きるエリア表示部９が設けられている。エリア表示部９は、前述の全走査範囲２００を複
数に分割したエリアに相当する分割したエリア表示がされるようになっている。なお、分
割したエリア表示は全走査範囲２００を複数に分割したエリアと１対１の関係であっても
よいし、全走査範囲２００を複数に分割したエリアを数エリアまとめて１つの表示エリア
に表示してもよい。
【００３５】
　図７に示すように、被乾燥物が置かれていると判定されたエリアは、エリア表示部９の
例えば９ａ～９ｆのようにエリア毎に表示マーク１４が表示される。なお、本発明の実施
の形態では衣類の図形で表示しているが、他の図形や文字（例えば、衣類や洗濯物など）
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で表示してもよく、エリア内を色付けしたり発光させてもよい。
【００３６】
　また、本発明の実施の形態では被乾燥物が置かれているとの判定が確定してから該当エ
リアを表示するようにしているが、表面温度検出中はエリア内全てに表示マーク１４を表
示し点滅させることで、表面温度検出中であることを使用者に視認させることも可能であ
る。
【００３７】
　その後、制御回路７は、赤外線センサー６を作動し（Ｓ１１）、赤外線センサー６の全
走査範囲２００に対して複数に分割されたエリア毎の表面温度（ｓｔ２）を検出する（Ｓ
１２）。
【００３８】
　その後、制御回路７は、検出された表面温度（ｓｔ２）により被乾燥物の乾燥具合が進
んでいるか判定する（Ｓ１３）。乾燥具合が進んでいるかの判定は、Ｓ７で検出した表面
温度（ｓｔ１）とＳ１３で検出した表面温度（ｓｔ２）を比較し、ｓｔ１＞ｓｔ２となっ
ていたら乾燥具合が進んだとしている。
【００３９】
　なお、本発明の実施の形態では乾燥具合が進んだか否かの判定を、表面温度を比較する
ことでしているが、室内の温度と赤外線センサー作動毎の表面温度との差によって判定し
てもよく、この判定方法に限定されない。
【００４０】
　Ｓ１３で被乾燥物の乾燥具合が進んだと判定されると、表示手段８のエリア表示部９に
衣類の図形で表示された表示マーク１４の表示色や濃淡を変更したり、表示マーク１４を
別の図形にする、点滅させるなどして乾燥状態が変化、進行していることを表示する（Ｓ
１４）。
【００４１】
　その後、制御回路７は、室内の温度（ｒｔ２）を読み込む（Ｓ１５）。さらに赤外線セ
ンサー６を作動し（Ｓ１６）、赤外線センサー６の全走査範囲２００に対して複数に分割
されたエリア毎の表面温度（ｓｔ３）を検出する（Ｓ１７）。
【００４２】
　その後、制御回路７は、Ｓ１５で検出した室内の温度（ｒｔ２）とＳ１７で検出した表
面温度（ｓｔ３）を比較し、被乾燥物が置かれているエリアにおいてｒｔ２≒ｓｔ３のエ
リアがあるか判定する（Ｓ１８）。
【００４３】
　Ｓ１８でｒｔ２≒ｓｔ３のエリアがあった場合、被乾燥物が置かれているエリアの全て
がｒｔ２≒ｓｔ３となっているか判定する（Ｓ１９）。ｒｔ２≒ｓｔ３となっていないエ
リアがある場合、Ｓ２０に進みｒｔ２≒ｓｔ３となっているエリアのみ表示マーク１４を
消灯する。
【００４４】
　被乾燥物が置かれているエリアの全てがｒｔ２≒ｓｔ３となっている場合、Ｓ２１へ進
み全ての表示マーク１４を消灯し、除湿手段５の駆動を停止、ファンモーター２ａの駆動
を停止、風向可変手段１の駆動を停止して、その状態を図示しない例えばブザー等で報知
して乾燥モードを終了する（Ｓ２２）。
【００４５】
　以上のように本発明の実施の形態１によれば、乾燥モードのとき被乾燥物が置かれてい
るエリアを検出し、検出したエリアを表示手段に表示するようにしたので、表示をみるこ
とで除湿機が被乾燥物を検出、認識していることを使用者が簡単に確認できるという効果
が得られる。
【００４６】
　また、表示を変更することで乾燥具合が進んだことを表示するようにしたので、使用者
が被乾燥物の置いてある位置まで移動し被乾燥物に触らなくても乾燥具合が進んだことを
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確認でき、利便性が向上する。
【００４７】
実施の形態２．
　本発明の実施の形態２の除湿機は、図１から図５で説明した構成や表面温度の検出方法
、及び図７で説明した表示は本発明の実施の形態１の除湿機と同様で、乾燥モードのとき
の動作が異なるだけであるので、当該部分以外の説明は省略し、乾燥モードが選択された
ときの動作について図８を用いて説明する。図８は本発明の実施の形態２に係る除湿機に
おける乾燥モードのときの動作を示すフローチャート、図９は本発明の実施の形態２に係
る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す概略表示図である。
【００４８】
　除湿機の制御回路７は、洗濯物の乾燥モードが選択されたことを検知すると（Ｓ３１）
、風向可変手段１を駆動して排気口１０３から送風可能にし（Ｓ３２）、ファンモーター
２ａを駆動して送風ファン２を回転させ（Ｓ３３）、除湿手段５を駆動する（Ｓ３４）。
【００４９】
　送風ファン２の回転により室内空気Ａが吸込口１０１から除湿機筐体１００内に取り込
まれ、除湿手段５によって室内空気Ａに含まれる水分が除去され、排気口１０３から乾燥
空気Ｂが吹き出される。この時、制御回路７は、温度センサー３により検出された室内空
気Ａの温度から室内の温度を読み込み（Ｓ３５）、湿度センサー４により検出された室内
の湿度（ｒｈ１）を読み込む（Ｓ３６）。
【００５０】
　その後、制御回路７は赤外線センサー６を作動する（Ｓ３７）。赤外線センサー６によ
る表面温度の検出範囲（全走査範囲２００）は、実施の形態１で説明したように、縦方向
ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂによって可変される乾燥空気Ｂの方向とほぼ同一で、
各ルーバー１ａ、１ｂが送風可能な範囲内の全領域の表面温度を検出でき、赤外線センサ
ー６の全走査範囲２００に対して複数に分割されたエリア（例えば一区画のエリアが２０
１）毎の表面温度を検出する（Ｓ３８）。
【００５１】
　そして、制御回路７はＳ３５で読み込んだ室内の温度と赤外線センサー６により検出さ
れる分割されたエリア毎の表面温度から、被乾燥物が置かれているエリアを検出したかど
うかを判定する（Ｓ３９）。被乾燥物か否かの判定は、検出された表面温度をＳ３５で測
定された室内の温度と比較し行っている。
【００５２】
　制御回路７は、Ｓ３９で赤外線センサー６の全走査範囲２００に対して複数に分割され
たエリアから被乾燥物が置かれているエリアを検出したと判定すると、被乾燥物が置かれ
ているエリアに送風方向が向くように縦方向可変モーター１ｃ及び横方向可変モーター１
ｄをそれぞれ制御し、縦方向ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂの向きを変更させる（Ｓ
４０）。これにより、排気口１０３からの乾燥空気Ｂは被乾燥物が置かれている方向に吹
き出される。
【００５３】
　その後、Ｓ３９で検出された被乾燥物が置かれているエリアを表示手段８に表示する（
Ｓ４１）。表示手段８には実施の形態１と同様図７に示すように、全走査範囲２００を複
数に分割したエリアが表示できるエリア表示部９が設けられている。
【００５４】
　エリア表示部９は、前述の全走査範囲２００を複数に分割したエリアに相当する分割し
たエリア表示がされるようになっていて、被乾燥物が置かれていると判定されたエリアは
、エリア表示部９の例えば９ａ～９ｆのようにエリア毎に表示マーク１４が表示される。
【００５５】
　その後、制御回路７は、湿度センサー４により検出された室内の湿度（ｒｈ２）を読み
込み（Ｓ４２）、検出された室内の湿度（ｒｈ２）があらかじめ設定されている第１の所
定の湿度（ｒｈＸ１）以下となっているか判定する（Ｓ４３）。
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【００５６】
　Ｓ４３でｒｈ２≦ｒｈＸ１となっていた場合、被乾燥物の乾燥具合が進んでいるとして
、図９に示すように表示手段８のエリア表示部９に衣類の図形で表示された表示マーク１
４の表示色や濃淡を変更したり、表示マーク１４を別の図形にする、点滅させるなどして
乾燥状態が変化、進行していることを表示する（Ｓ４４）。
【００５７】
　その後、制御回路７は、湿度センサー４により検出された室内の湿度（ｒｈ３）を読み
込み（Ｓ４５）、検出された室内の湿度（ｒｈ３）があらかじめ設定されている第２の所
定の湿度（ｒｈＸ２）以下となっているか判定する（Ｓ４６）。
【００５８】
　その後、制御回路７は、Ｓ４６でｒｈ３≦ｒｈＸ２となっていた場合、被乾燥物が乾燥
されたと判断しＳ４７へ進み、全ての表示マーク１４を消灯し、除湿手段５の駆動を停止
、ファンモーター２ａの駆動を停止、風向可変手段１の駆動を停止して、その状態を図示
しない例えばブザー等で報知して乾燥モードを終了する（Ｓ４８）。
【００５９】
　以上のように本発明の実施の形態２によれば、本発明の実施の形態１同様、乾燥モード
のとき被乾燥物が置かれているエリアを検出し、検出したエリアを表示手段に表示するよ
うにしたので、表示をみることで除湿機が被乾燥物を検出、認識していることを使用者が
簡単に確認できるという効果が得られる。
【００６０】
　また、表示を変更することで乾燥具合が進んだことを表示するようにしたので、使用者
が被乾燥物の置いてある位置まで移動し被乾燥物に触らなくても乾燥具合が進んだことを
確認でき、利便性が向上する。
【００６１】
実施の形態３．
　本発明の実施の形態３の除湿機は、実施の形態２と乾燥モードのときの動作と後述する
時間の表示が追加されることが異なるだけであるので、当該部分以外の説明は省略し、乾
燥モードが選択されたときの動作について図１０を用いて説明する。図１０は本発明の実
施の形態３に係る除湿機における乾燥モードのときの動作を示すフローチャートである。
【００６２】
　除湿機の制御回路７は、洗濯物の乾燥モードが選択されたことを検知すると（Ｓ５１）
、風向可変手段１を駆動して排気口１０３から送風可能にし（Ｓ５２）、ファンモーター
２ａを駆動して送風ファン２を回転させ（Ｓ５３）、除湿手段５を駆動する（Ｓ５４）。
【００６３】
　送風ファン２の回転により室内空気Ａが吸込口１０１から除湿機筐体１００内に取り込
まれ、除湿手段５によって室内空気Ａに含まれる水分が除去され、排気口１０３から乾燥
空気Ｂが吹き出される。この時、制御回路７は、温度センサー３により検出された室内空
気Ａの温度から室内の温度を読み込み（Ｓ５５）、湿度センサー４により検出された室内
の湿度（ｒｈ１）を読み込み（Ｓ５６）、室内の湿度（ｒｈ１）を読み込んだ時点から計
時手段１７が計時をスタートする。
【００６４】
　その後、制御回路７は赤外線センサー６を作動する（Ｓ５８）。赤外線センサー６によ
る表面温度の検出範囲（全走査範囲２００）は、実施の形態１で説明したように、縦方向
ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂによって可変される乾燥空気Ｂの方向とほぼ同一で、
各ルーバー１ａ、１ｂが送風可能な範囲内の全領域の表面温度を検出でき、赤外線センサ
ー６の全走査範囲２００に対して複数に分割されたエリア（例えば一区画のエリアが２０
１）毎の表面温度を検出する（Ｓ５９）。
【００６５】
　そして、制御回路７はＳ５５で読み込んだ室内の温度と赤外線センサー６により検出さ
れる分割されたエリア毎の表面温度から、被乾燥物が置かれているエリアを検出したかど
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うかを判定する（Ｓ６０）。被乾燥物か否かの判定は、検出された表面温度をＳ５５で測
定された室内の温度と比較し行っている。
【００６６】
　制御回路７は、Ｓ６０で赤外線センサー６の全走査範囲２００に対して複数に分割され
たエリアから被乾燥物が置かれているエリアを検出したと判定すると、被乾燥物が置かれ
ているエリアに送風方向が向くように縦方向可変モーター１ｃ及び横方向可変モーター１
ｄをそれぞれ制御し、縦方向ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂの向きを変更させる（Ｓ
６１）。これにより、排気口１０３からの乾燥空気Ｂは被乾燥物が置かれている方向に吹
き出される。
【００６７】
　その後、Ｓ６０で検出された被乾燥物が置かれているエリアを表示手段８に表示する（
Ｓ６２）。表示手段８には実施の形態１及び実施の形態２と同様図７に示すように、全走
査範囲２００を複数に分割したエリアが表示できるエリア表示部９が設けられている。エ
リア表示部９は、前述の全走査範囲２００を複数に分割したエリアに相当する分割したエ
リア表示がされるようになっていて、被乾燥物が置かれていると判定されたエリアは、エ
リア表示部９の例えば９ａ～９ｆのようにエリア毎に表示マーク１４が表示される。
【００６８】
　その後、制御回路７は、湿度センサー４により検出された室内の湿度（ｒｈ２）を読み
込み（Ｓ６３）、検出された室内の湿度（ｒｈ２）があらかじめ設定されている第１の所
定の湿度（ｒｈＸ１）以下となっているか判定する（Ｓ６４）。
【００６９】
　Ｓ６４でｒｈ２≦ｒｈＸ１となっていた場合、被乾燥物の乾燥具合が進んでいるとして
、図１１に示すように表示手段８のエリア表示部９に衣類の図形で表示された表示マーク
１４の表示色や濃淡を変更したり、表示マーク１４を別の図形にする、点滅させるなどし
て乾燥状態が変化、進行していることを表示し（Ｓ６５）、ｒｈ２≦ｒｈＸ１となるまで
の経過時間Ｔｒｈを確定する（Ｓ６６）。
【００７０】
　その後、制御回路７は、Ｔｒｈと室内の温度等のパラメータから設定された所定の係数
から被乾燥物の乾燥が完了する目安の残り時間を算出（Ｓ６７）し、表示手段８に表示す
る（Ｓ６８）。なお、目安の残り時間は終了までカウントダウンするように表示を変更し
てもよい。
【００７１】
　その後、制御回路７は、湿度センサー４により検出された室内の湿度（ｒｈ３）を読み
込み（Ｓ６９）、検出された室内の湿度（ｒｈ３）があらかじめ設定されている第２の所
定の湿度（ｒｈＸ２）以下となっているか判定する（Ｓ７０）。
【００７２】
　その後、制御回路７は、Ｓ７０でｒｈ３≦ｒｈＸ２となっていた場合、被乾燥物が乾燥
されたと判断しＳ７１へ進み、全ての表示を消灯し、除湿手段５の駆動を停止、ファンモ
ーター２ａの駆動を停止、風向可変手段１の駆動を停止して、その状態を図示しない例え
ばブザー等で報知して乾燥モードを終了する（Ｓ７２）。
【００７３】
　以上のように本発明の実施の形態３によれば、本発明の実施の形態１及び本発明の実施
の形態２同様、乾燥モードのとき被乾燥物が置かれているエリアを検出し、検出したエリ
アを表示手段に表示するようにしたので、表示をみることで除湿機が被乾燥物を検出、認
識していることを使用者が簡単に確認できるという効果が得られる。
【００７４】
　また、表示を変更することで乾燥具合が進んだことを表示するようにしたので、使用者
が被乾燥物の置いてある位置まで移動し被乾燥物に触らなくても乾燥具合が進んだことを
確認でき、利便性が向上する。
【００７５】
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　さらに被乾燥物の乾燥が完了する目安時間を表示するようにしたので、使用者が他の用
事をする上で時間のめどがつけやすくなり、利便性が向上する。
【００７６】
実施の形態４．
　本発明の実施の形態４の除湿機は、本発明の実施の形態１の表示手段の表面に、入力手
段を設けている点で異なり、それ以外の構成等は本発明の実施の形態１と同様であるので
図１２、図１３を用い入力手段の動作について説明し、その他は省略する。また、前述の
本発明の実施の形態で説明した図及び内容を一部引用して説明する。
【００７７】
　図１２は本発明の実施の形態４に係る除湿機の表示手段及び入力手段の模式断面図、図
１３は本発明の実施の形態４に係る除湿機の被乾燥物が配置されているエリアを示す概略
表示図である。
【００７８】
　図１２に示すように、表示手段８の表面側に入力手段１５が設けられている。入力手段
１５は、例えば静電容量の変化で入力するタッチパネルのような入力手段であり、表示手
段８の表示内容を透過して視認できる透過性を有するものである。
【００７９】
　図７に示すように、本発明の実施の形態１と同様、被乾燥物が置かれているエリアを表
示手段８に表示しエリア表示部９の例えば９ａ～９ｆのようにエリア毎に表示マーク１４
が表示される。そして被乾燥物の乾燥具合が進むと、図１３に示すように表示手段８のエ
リア表示部９に衣類の図形で表示された表示マーク１４の表示色や濃淡を変更したり、表
示マーク１４を別の図形にする、点滅させるなどして乾燥状態が変化、進行していること
を表示する。
【００８０】
　乾燥状態が変化、進行がエリアによって異なる場合、図１３に示すようにエリア毎に異
なる表示（この場合はエリア表示色の濃淡）で表される。図１３では９ａから９ｃの乾燥
具合が９ｄから９ｆよりも悪いことが表されている。
【００８１】
　このような状況において９ａから９ｃの乾燥具合を改善したい場合、９ａから９ｃエリ
ア上の入力手段１５をタッチすると９ａから９ｃエリアを選択したという情報が制御回路
７に伝達される。なお、入力手段１５はタッチパネルのような入力手段であるのでエリア
毎にタッチしても、連続するエリアを指でなぞっても入力が可能である。また、このとき
選択されたエリアの表示を、選択されたことを示す表示に変更するようにしてもよい。
【００８２】
　この入力されたエリア情報に基づいて制御回路７は、選択されたエリアに送風方向が向
くように縦方向可変モーター１ｃ及び横方向可変モーター１ｄをそれぞれ制御し、縦方向
ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂの向きを変更させる。これにより乾燥具合を改善した
いエリアに風向を変えることができ乾燥具合を改善することができる。
【００８３】
　以上のように本発明の実施の形態４によれば、乾燥モードのとき被乾燥物が置かれてい
るエリアを検出し、検出したエリアを表示手段に表示するようにして、表示手段の表面に
設けられた入力手段から乾燥具合を改善したいエリアを選択することで被乾燥物の乾燥具
合を改善したいエリアに風向を変更できるようにしたので、被乾燥物の乾燥具合が促進さ
れ、使用者の利便性が向上する。
【００８４】
実施の形態５．
　本発明の実施の形態５の除湿機は、本発明の実施の形態１の表示手段の近傍に、エリア
一括選択スイッチを設けている点で異なり、それ以外の構成等は本発明の実施の形態１と
同様であるので図１４、図１５を用いエリア一括選択スイッチの動作について説明し、そ
の他は省略する。また、前述の本発明の実施の形態で説明した図及び内容を一部引用して
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【００８５】
　図１４は本発明の実施の形態５に係る除湿機の操作部を上方からみた上面図、図１５は
本発明の実施の形態５に係る除湿機の概略表示図である。である。図１４に示すように、
表示手段８の側方にエリア一括選択スイッチ１６が設けられている。エリア一括選択スイ
ッチ１６は、例えば静電容量の変化で入力するタッチパネルのようなものでも、機械式の
スイッチでもよい。
【００８６】
　本発明の実施の形態１と同様、図１４に示すように被乾燥物が置かれているエリアを表
示手段８に表示しエリア表示部９の例えば９ａ～９ｆのようにエリア毎に表示マーク１４
が表示される。そして被乾燥物の乾燥具合が進むと、表示手段８のエリア表示部９に衣類
の図形で表示された表示マーク１４の表示色や濃淡を変更したり、表示マーク１４を別の
図形にする、点滅させるなどして乾燥状態が変化、進行していることを表示する。
【００８７】
　乾燥状態が変化、進行がエリアによって異なる場合、図１５に示すようにエリア毎に異
なる表示（この場合はエリア表示色の濃淡）で表される。図１５では９ａから９ｃの乾燥
具合が９ｄから９ｆよりも悪いことが表されている。
【００８８】
　このような状況において９ａから９ｃの乾燥具合を改善したい場合、エリア一括選択ス
イッチ１６を押下すると乾燥具合が悪い９ａから９ｃエリアを一括して選択したという情
報が制御回路７に伝達される。このとき選択されたエリアの表示を、選択されたことを示
す表示に変更するようにしてもよい。
【００８９】
　この入力されたエリア情報に基づいて制御回路７は、選択されたエリアに送風方向が向
くように縦方向可変モーター１ｃ及び横方向可変モーター１ｄをそれぞれ制御し、縦方向
ルーバー１ａと横方向ルーバー１ｂの向きを変更させる。これにより乾燥具合を改善した
いエリアに風向を変えることができ乾燥具合を改善することができる。
【００９０】
　以上のように本発明の実施の形態５によれば、乾燥モードのとき被乾燥物が置かれてい
るエリアを検出し、検出したエリアを表示手段に表示するようにして、エリア一括選択ス
イッチで特定の乾燥具合を改善したいエリアを一括選択することで被乾燥物の乾燥具合を
改善したいエリアに風向を変更できるようにしたので、被乾燥物の乾燥具合が促進され、
使用者の利便性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　この発明は、室内の湿気を除湿する除湿機、特に室内に干された被乾燥物である洗濯物
を乾燥する機能を有する除湿機に利用することができる。
【符号の説明】
【００９２】
　１　風向可変手段、１ａ　縦方向ルーバー、１ｂ　横方向ルーバー、１ｃ　縦方向可変
モーター、１ｄ　横方向可変モーター、２　送風ファン、２ａ　ファンモーター、３　温
度センサー、４　湿度センサー、５　除湿手段、６　赤外線センサー、６ａ　赤外線吸収
膜、６ｂ　サーミスタ、７　制御回路、８　表示手段、９　エリア表示部、９ａ～ｆ　表
示エリア、１０　操作部、１１　電源スイッチ、１２　除湿モードスイッチ、１３　乾燥
モードスイッチ、１４　表示マーク、１５　入力手段、１６　エリア一括選択スイッチ、
１７　計時手段、１００　除湿機筐体、１０１　吸込口、１０２　貯水タンク、１０３　
排気口、２００　全走査範囲、２０１　分割エリア、Ａ　室内空気、Ｂ　乾燥空気。
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