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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面上に設置される筐体と、
　前記筐体の下部の周面に開口する吸込口と、
　前記筐体の上部の両側部にそれぞれ開口する第１吹出口及び第２吹出口と、
　前記筐体の一側部に上下に延びて配されて前記吸込口と第１吹出口とを連通する第１分
岐路と、前記筐体の他側部に上下に延びて配されて前記吸込口と第２吹出口とを連通する
第２分岐路とを有した送風通路と、
　前記送風通路に配されて空気中の塵埃を捕集する集塵部と、
　第１分岐路に気流を流通させる第１送風機と、
　第２分岐路に気流を流通させる第２送風機と、
　を備え、
　前記集塵部は前記吸込口に面して塵埃を捕集するプレフィルタと、前記筐体内の前記吸
込口と第１送風機との間に立設して前記プレフィルタよりも小さい塵埃を捕集する第１集
塵フィルタと、前記筐体内の前記吸込口と第２送風機との間に立設して前記プレフィルタ
よりも小さい塵埃を捕集する第２集塵フィルタとから成ることを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
　前記送風通路の外側の第１分岐路と第２分岐路との間の空間に配置されて前記プレフィ
ルタの除塵を行う除塵部を設けたことを特徴とする請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項３】
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　第１集塵フィルタ及び第２集塵フィルタの吸気面が前記吸込口に近づくほど互いに離れ
るように傾斜して対向することを特徴とする請求項２に記載の空気清浄機。
【請求項４】
　室内の照度を検知する照度センサと、室内の人体を検知する人体センサとを備え、
　室内の照度が所定の開始照度よりも大きく人体が検知されないときに前記除塵部を駆動
させる第１清掃モードと、室内の照度が前記開始照度よりも小さく人体が検知されないと
きに前記除塵部を駆動させる第２清掃モードとを有することを特徴とする請求項２または
３に記載の空気清浄機。
【請求項５】
　空気中の臭気成分又は塵埃の濃度を検知する汚れセンサと、室内の照度を検知する照度
センサと、室内の人体を検知する人体センサとを備え、臭気成分又は塵埃の濃度に応じて
複数の汚れ度にランク分けし、前記汚れ度の大きい時に小さい時よりも第１送風機及び第
２送風機の回転数を大きくするとともに、前記汚れ度を所定の境界値でランク分けする第
１感度モードと、前記汚れ度を第１感度モードよりも高感度で判定して第１感度モードに
対して同じ又は大きい前記汚れ度にランク分けする第２感度モードとを設定可能にし、第
１感度モードの際に室内の照度が所定のモード切替照度よりも大きく人体が検知されない
ときに第１感度モードの設定に拘わらず第２感度モードに切り換えることを特徴とする請
求項２または請求項３に記載の空気清浄機。
【請求項６】
　所定時間毎に判定された前記汚れ度の積算値が所定値を超えたときに前記除塵部を駆動
させることを特徴とする請求項５に記載の空気清浄機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気中の塵埃を捕集する集塵部を備えた空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には従来の空気清浄機が開示されている。この空気清浄機は室内の床面等に
設置される筐体に吸込口及び吹出口を開口し、筐体内に吸込口と吹出口とを連結する送風
通路が設けられる。吸込口は筐体の前面に開口し、吹出口は筐体の上面後部の左端部から
右端部に渡って開口している。送風通路内には送風機が配され、送風通路の送風機の上流
側には空気中の塵埃を捕集するプレフィルタ（集塵部）が立設される。
【０００３】
　上記構成の空気清浄機において、運転が開始されると、送風機が駆動されて吸込口から
空気が吸い込まれる。吸込口から吸い込まれた空気はプレフィルタにより塵埃が捕集され
た後に吹出口から室内に送出される。これにより、室内の空気を清浄することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２８９２３５号公報（第３頁～第５頁、第１図、第３図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の空気清浄機を設置する部屋が広くなると、吹出口から送出される気流が室内
全体に行き渡らなくなる。これにより、室内を十分に攪拌することができず、空気清浄機
から離れた空気が筐体内に流入しないため室内の空気の清浄が不十分になる問題があった
。一方で送風機を大型にすると、空気清浄機が大型になる問題がある。
【０００６】
　本発明は、大型化を抑制して広い室内の空気を清浄できる空気清浄機を提供することを
目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は、
　床面上に設置される筐体と、
　前記筐体の下部の周面に開口する吸込口と、
　前記筐体の上部の両側部にそれぞれ開口する第１吹出口及び第２吹出口と、
　前記筐体の一側部に上下に延びて配されて前記吸込口と第１吹出口とを連通する第１分
岐路と、前記筐体の他側部に上下に延びて配されて前記吸込口と第２吹出口とを連通する
第２分岐路とを有した送風通路と、
　前記送風通路に配されて空気中の塵埃を捕集する集塵部と、
　を備えたことを特徴としている。
【０００８】
　この構成によると、筐体の下部の吸込口から送風通路内に空気が流入し、空気中の塵埃
は集塵部により捕集される。塵埃が捕集された空気は第１分岐路及び第２分岐路を流通し
てそれぞれ第１吹出口及び第２吹出口から送出される。
【０００９】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、第１吹出口及び第２吹出口は縦長に開
口していると好ましい。
【００１０】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、第１分岐路に気流を流通させる第１送
風機と、第２分岐路に気流を流通させる第２送風機と、を備え、前記集塵部は前記吸込口
に面して塵埃を捕集するプレフィルタと、前記筐体内の前記吸込口と第１送風機との間に
立設して前記プレフィルタよりも小さい塵埃を捕集する第１集塵フィルタと、前記筐体内
の前記吸込口と第２送風機との間に立設して前記プレフィルタよりも小さい塵埃を捕集す
る第２集塵フィルタとから成り、前記送風通路の外側の第１分岐路と第２分岐路との間の
空間に配置されて前記プレフィルタの除塵を行う除塵部を設けると好ましい。
【００１１】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、前記除塵部は第１集塵フィルタ及び第
２集塵フィルタの上方に配置され、前記プレフィルタを上方に移動させて除塵を行うと好
ましい。
【００１２】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、前記除塵部は第１集塵フィルタ及び第
２集塵フィルタの上方に配置され、前記プレフィルタの吸気面に沿って移動して除塵を行
うと好ましい。
【００１３】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、第１集塵フィルタ及び第２集塵フィル
タの吸気面が前記吸込口に近づくほど互いに離れるように傾斜して対向すると好ましい。
【００１４】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、室内の照度を検知する照度センサと、
室内の人体を検知する人体センサとを備え、室内の照度が所定の開始照度よりも大きく人
体が検知されないときに前記除塵部を駆動させる第１清掃モードと、室内の照度が前記開
始照度よりも小さく人体が検知されないときに前記除塵部を駆動させる第２清掃モードと
を有すると好ましい。
【００１５】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、空気中の臭気成分又は塵埃の濃度を検
知する汚れセンサと、室内の照度を検知する照度センサと、室内の人体を検知する人体セ
ンサとを備え、臭気成分又は塵埃の濃度に応じて複数の汚れ度にランク分けし、前記汚れ
度の大きい時に小さい時よりも第１送風機及び第２送風機の回転数を大きくするとともに
、前記汚れ度を所定の境界値でランク分けする第１感度モードと、前記汚れ度を第１感度
モードよりも高感度で判定して第１感度モードに対して同じ又は大きい前記汚れ度にラン
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ク分けする第２感度モードとを設定可能にし、第１感度モードの際に室内の照度が所定の
モード切替照度よりも大きく人体が検知されないときに第１感度モードの設定に拘わらず
第２感度モードに切り換えると好ましい。
【００１６】
　また本発明は、上記構成の空気清浄機において、所定時間毎に判定された前記汚れ度の
積算値が所定値を超えたときに前記除塵部を駆動させると好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、筐体の一側部に上下に延びて配されて吸込口と第１吹出口とを連通す
る第１分岐路と、筐体の他側部に上下に延びて配されて吸込口と第２吹出口とを連通する
第２分岐路とを有する。これにより、第１吹出口及び第２吹出口から送出された空気の気
流が筐体の外部で第１吹出口と第２吹出口との間の空気を巻き込むため、前方に送出され
る空気の量が増加する。したがって、大型化を抑制して広い室内の空気を清浄することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態の空気清浄機を示す正面図
【図２】本発明の第１実施形態の空気清浄機を示す背面図
【図３】本発明の第１実施形態の空気清浄機を示す上面断面図
【図４】本発明の第１実施形態の空気清浄機を示す側面断面図
【図５】本発明の第１実施形態の空気清浄機を示す上面図
【図６】本発明の第１実施形態の空気清浄機の構成を示すブロック図
【図７】本発明の第１実施形態の空気清浄機の動作を示すフローチャート
【図８】本発明の第１実施形態の空気清浄機の除塵動作を示すフローチャート
【図９】本発明の第２実施形態の空気清浄機を示す正面図
【図１０】本発明の第２実施形態の空気清浄機を示す側面断面図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　＜第１実施形態＞
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１及び図２は第１実施形態の空
気清浄機のそれぞれ正面図及び背面図を示している。図１の白抜き矢印は空気の流れを示
している。空気清浄機１は吸込口４及び吹出口５１、５２（第１吹出口、第２吹出口）を
開口して室内の床面等に設置される筐体２を有する。筐体２内には後述する送風機１１（
第１送風機）、送風機１２（第２送風機）、プレフィルタ８、集塵フィルタ９１（第１集
塵フィルタ）、集塵フィルタ９２（第２集塵フィルタ）及び除塵部２０が設けられる。プ
レフィルタ８、集塵フィルタ９１、９２により集塵部が構成される。
【００２０】
　吸込口４は筐体２の背面の下部に開口し、吹出口５１、５２は筐体２の前面上部のそれ
ぞれ左側部及び右側部に開口する。吹出口５１、５２はそれぞれ縦長に開口している。吸
込口４には格子状のグリルが設けられたカバー部材（不図示）が筐体２に対して着脱可能
に取り付けられる。吹出口５１、５２にはそれぞれ格子状のグリル５１ａ、５２ａが設け
られる。
【００２１】
　筐体２の前面の上端部の中央部には人体センサ１４が設けられる。人体センサ１４は例
えば赤外線センサからなり、室内の人体を検知する。
【００２２】
　図３は空気清浄機１の上面断面図を示している。なお、図３において白抜き矢印は空気
の流れを示している。筐体２内には吸込口４と吹出口５１、５２とを連通させる送風通路
７が設けられる。送風通路７内には吸込口４に面してプレフィルタ８が配され、送風通路
７はプレフィルタ８の下流で分岐して筐体２の左側部及び右側部をそれぞれ上下方向に延
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びて形成される分岐路７１（第１分岐路）及び分岐路７２（第２分岐路）を有する。分岐
路７１、７２はそれぞれ吹出口５１、５２に連通している。
【００２３】
　分岐路７１内には吸込口４から吹出口５１に向かって（気流の上流から下流に向かって
）集塵フィルタ９１、送風機１１、イオン発生装置１７（図１参照）が順に配置される。
また、分岐路７２内には吸込口４から吹出口５２に向かって集塵フィルタ９２、送風機１
２、イオン発生装置１７（図１参照）が順に配置される。
【００２４】
　これにより、送風機１１、１２はそれぞれ筐体２の左側部及び右側部に配置される。送
風機１１、１２はそれぞれモータ１１ａ、１２ａにより駆動されるシロッコファンにより
形成され、軸方向に吸気して周方向に排気する。送風機１１、１２の駆動により吸込口４
から空気が吸い込まれ、それぞれ分岐路７１、７２に気流が流通する。
【００２５】
　プレフィルタ８は吸込口４に面して立設される。プレフィルタ８はＡＢＳ等の合成樹脂
で形成された複数段複数列の窓を有する矩形の枠８ａ（図２参照）にポリプロピレン製の
メッシュ８ｂ（図２参照）を溶着して形成される。プレフィルタ８によって空気中の大き
な塵埃を捕集することができる。
【００２６】
　集塵フィルタ９１、９２はＨＥＰＡフィルタから成り、それぞれ濾材９１ｂ、９２ｂを
覆うように枠材９１ｃ、９２ｃがホットメルトにより溶着されている。濾材９１ｂ、９２
ｂはそれぞれプリーツ加工されると好ましい。これにより、濾材９１ｂ、９２ｂの濾過面
積を大きくすることができる。集塵フィルタ９１、９２によって、プレフィルタ８の捕集
する塵埃よりも小さいＰＭ２．５（微小粒子状物質）等を含む微細な塵埃を捕集すること
ができる。
【００２７】
　集塵フィルタ９１、９２は送風機１１、１２に挟まれるように筐体２の左右方向の中央
部に配置される。また、集塵フィルタ９１、９２の吸気面９１ａ、９２ａは吸込口４に近
づくほど互いに離れるように傾斜して対向する。
【００２８】
　また、プレフィルタ８と集塵フィルタ９１、９２との間には活性炭等の吸着材を有する
脱臭フィルタ（不図示）が配置される。これにより、空気中の臭気成分を吸着して空気を
脱臭することができる。
【００２９】
　イオン発生装置１７（図１参照）は分岐路７１、７２にそれぞれ配され、分岐路７１、
７２に臨む電極（不図示）を有する。電極には交流波形またはインパルス波形から成る電
圧が印加される。電極の印加電圧が正電圧の場合は主としてＨ+（Ｈ2Ｏ）ｍから成るプラ
スイオンを発生し、負電圧の場合は主としてＯ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎから成るマイナスイオンを
発生する。ここで、ｍ、ｎは整数である。Ｈ+（Ｈ2Ｏ）ｍ及びＯ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎは空気中
の浮遊菌や臭気成分の表面で凝集してこれらを取り囲む。
【００３０】
　そして、式（１）～（３）に示すように、衝突により活性種である［・ＯＨ］（水酸基
ラジカル）やＨ2Ｏ2（過酸化水素）を微生物等の表面上で凝集生成して浮遊菌等を破壊す
る。ここで、ｍ’、ｎ’は整数である。したがって、空気清浄機１はプラスイオン及びマ
イナスイオンを発生して吹出口５１、５２から送出することにより室内の除菌及び臭い除
去を行うことができる。
【００３１】
　Ｈ+(Ｈ2Ｏ)ｍ＋Ｏ2

-(Ｈ2Ｏ)ｎ→・ＯＨ＋1/2Ｏ2＋(ｍ＋ｎ)Ｈ2Ｏ ・・・（１）
　Ｈ+(Ｈ2Ｏ)ｍ＋Ｈ+(Ｈ2Ｏ)ｍ’＋Ｏ2

-(Ｈ2Ｏ)ｎ＋Ｏ2
-(Ｈ2Ｏ)ｎ’

　　　　　　　　　　　　→ 2・ＯＨ＋Ｏ2＋(ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ')Ｈ2Ｏ ・・・（２）
　Ｈ+(Ｈ2Ｏ)ｍ＋Ｈ+(Ｈ2Ｏ)ｍ’＋Ｏ2

-(Ｈ2Ｏ)ｎ＋Ｏ2
-(Ｈ2Ｏ)ｎ’
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　　　　　　　　　　　　→ Ｈ2Ｏ2＋Ｏ2＋(ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ')Ｈ2Ｏ ・・・（３）
【００３２】
　吸込口４の近傍には空気中の臭気成分の濃度（臭気濃度）を検知するニオイセンサ１８
（汚れセンサ、図６参照）が設けられる。ニオイセンサ１８は例えば金属酸化物半導体を
有する回路を備え、臭気成分が吸着した際の金属酸化物半導体の抵抗値の変化に基づいて
臭気濃度を検知する。
【００３３】
　図４は空気清浄機１の側面断面図を示している。白抜き矢印は空気の流れを示している
。図１に示すように、送風通路７の外側で集塵フィルタ９１、９２の上方の分岐路７１と
分岐路７２との間の空間Ｓにはプレフィルタ８を除塵する除塵部２０が配置される。除塵
部２０は回転ブラシ２１、ダストボックス２２、ガイドフレーム２３及びピニオン２４を
有する。
【００３４】
　ピニオン２４はプレフィルタ８の両側端に設けられたラック（不図示）に噛合し、フィ
ルタモータ２７（図６参照）に連結される。フィルタモータ２７の駆動によりピニオン２
４が回転すると、プレフィルタ８は吸込口４に対向した捕集位置Ａと捕集位置Ａから退避
した退避位置Ｂとの間を往復移動する。この時、プレフィルタ８は空間Ｓに配されるガイ
ドフレーム２３により案内される。
【００３５】
　ダストボックス２２はガイドフレーム２３に沿って配置され、筐体２に対して着脱可能
になっている。筐体２の背面の開口部２９（図２参照）を介してダストボックス２２を筐
体２に対して着脱できる。
【００３６】
　回転ブラシ２１はダストボックス２２内に配され、ブラシ用モータ２８（図６参照）に
より回転駆動される。回転ブラシ２１は筐体２の左右方向に延びる回転軸部２１ａと、ナ
イロン製のブラシ毛（不図示）とを有する。ブラシ毛は回転軸部２１ａの外周に直立し、
複数列に装着される。回転軸部２１ａの両端部にはギア（不図示）が設けられ、回転ブラ
シ２１はギアを介して連結されるブラシ用モータ２８に対して着脱可能になっている。ブ
ラシ用モータ２８はギアを介して回転ブラシ２１を図４において反時計回りに回転させる
。後述のように、回転ブラシ２１により除去されたプレフィルタ８上の塵埃はダストボッ
クス２２内に溜められる。
【００３７】
　図５は空気清浄機１の上面図を示している。白抜き矢印は空気の流れを示している。筐
体２の上面前部には操作部６が設けられる。操作部６は複数のボタン６ａを有し、各ボタ
ン６ａの操作によって空気清浄機１の動作設定を行う。各ボタン６ａの操作によって送風
装置１の駆動オンオフ、送風機１１、１２の風量の変更、イオン発生装置１７のオンオフ
、後述する各感度モードの設定、後述する通常清掃モードとオフィス清掃モードとの切換
等を指示することができる。
【００３８】
　また、筐体２の上面には室内の照度を検知する照度センサ１５が設けられるとともに、
例えばＬＥＤ等から成る報知部３０が設けられる。なお、スピーカにより報知部を構成し
てもよい。
【００３９】
　図６は空気清浄機１の構成を示すブロック図である。空気清浄機１は各部を制御する制
御部１００を有している。制御部１００には操作部６、送風機１１、１２、イオン発生装
置１７、照度センサ１５、報知部３０、人体センサ１４、ニオイセンサ１８、記憶部１９
、フィルタモータ２７及びブラシ用モータ２８が接続される。記憶部１９は空気清浄機１
の制御プログラムを格納するとともに、制御部１００による演算結果やニオイセンサ１８
等の検知結果を記憶する。
【００４０】
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　また、空気清浄機１は低感度モード（第１感度モード）、標準感度モード（第１感度モ
ード）及び高感度モード（第２感度モード）を有する。なお、以下の説明において、低感
度モード、標準感度モード及び高感度モードを総称して「感度モード」と呼ぶ場合がある
。前述のように、使用者は操作部６の操作により各感度モードを設定することができる。
【００４１】
　表１は臭気濃度に応じてランク分けされる汚れ度及び送風機１１、１２の風量を示して
いる。ニオイセンサ１８により検知される臭気濃度は正規化され、検知範囲内で臭気濃度
が最も低い場合を１として最も高い場合を０としている。汚れ度は臭気濃度に応じて０～
３の４ランクにランク分けされ、汚れ度が大きいほど送風機１１、１２の風量（回転数）
が高く設定される。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　汚れ度は各感度モードによって対応する臭気濃度が異なる。すなわち、汚れ度のランク
に対する正規化された臭気濃度の境界値が低感度モードよりも標準感度モードの方が大き
く、標準感度モードよりも高感度モードの方が大きくなっている。これにより、高感度モ
ードは標準感度モードよりも高感度で汚れ度が大きいと判定し、標準感度モードは低感度
モードよりも高感度で汚れ度が大きいと判定する。
【００４４】
　送風機１１、１２は汚れ度に基づいて「微」、「弱」、「中」及び「強」の複数の送風
レベルに可変される。「微」、「弱」、「中」及び「強」の順で送風機１１、１２の回転
数は大きくなる。すなわち、送風機１１、１２は汚れ度が大きい時に小さい時よりも回転
数の大きい送風レベルで駆動される。これにより、臭気濃度が低い場合には送風機１１、
１２の回転数を小さくするため、騒音や消費電力の増大を防止できる。一方、臭気濃度が
高い場合には送風機１１、１２の回転数を大きくするため、室内の多量の空気が迅速に脱
臭フィルタを通過するとともに室内のイオンの量が迅速に増加する。これにより、迅速に
空気中から臭気成分を除去することができる。
【００４５】
　例えば、正規化した臭気濃度の値が０．８６の場合には低感度モード、標準感度モード
及び高感度モードでは、汚れ度はそれぞれ「０」、「１」、「２」と判定され、それぞれ
「微」、「弱」、「中」の送風レベルで送風機１１、１２が駆動される。
【００４６】
　また、空気清浄機１はプレフィルタ８の除塵に関して、通常清掃モード（第１清掃モー
ド）とオフィス清掃モード（第２清掃モード）とを有する。操作部６の操作により通常清
掃モードとオフィス清掃モードとが切り換えられる。通常清掃モードは空気清浄機１が一
般家庭等のように夜間に人がいることの多い場所に設置された場合に選択される。オフィ
ス清掃モードは空気清浄機１がオフィス等のように夜間に人がいないことの多い場所に設
置された場合に選択される。なお、通常清掃モード及びオフィス清掃モードの詳細につい
ては後述する。
【００４７】
　図７は空気清浄機１の動作を示すフローチャートである。操作部６の操作により空気清
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浄機１の運転が指示されると、ステップ＃１１では人体センサ１４、照度センサ１５及び
ニオイセンサ１８が駆動される。ステップ＃１２では送風機１１、１２が駆動される。こ
れにより、空気清浄機１の送風動作が実行され、室内の空気が吸込口４から吸い込まれて
分岐路７１、７２内を流通する。この時、プレフィルタ８により空気中の大きな塵埃が捕
集されるとともに、集塵フィルタ９１、９２により空気中の微細な塵埃が捕集される。
【００４８】
　ステップ＃１３では、イオン発生装置１７が駆動される。これにより、分岐路７１、７
２内の送風機１１、１２の下流側を流通する空気にイオンが含まれる。イオンを含んだ空
気は吹出口５１、５２から室内へ送出される。これにより、室内の空気を清浄することが
できる。
【００４９】
　この時、吹出口５１、５２から送出された空気の気流は筐体２の前面の近傍で吹出口５
１と吹出口５２との間の空気を巻き込むため、前方に送出される空気の量が増加する。こ
れにより、部屋が広くなっても室内の空気を十分に攪拌することができ、空気清浄機１か
ら離れた空気が吸込口４を介して筐体２内に流入する。したがって、空気清浄機１の大型
化を抑制して広い室内の空気を清浄することができる。
【００５０】
　ステップ＃１４では高感度モードに設定されているか否かが判断される。高感度モード
に設定されている場合にはステップ＃１８に移行し、設定されていない場合にはステップ
＃１５に移行する。
【００５１】
　ステップ＃１５では室内の照度Ｉが所定のモード切替照度Ｉｔよりも高いか否かが判断
される。ここで、モード切替照度Ｉｔは例えば夜間に部屋の室内照明装置（不図示）を消
灯したときの照度に設定される。室内の照度Ｉがモード切替照度Ｉｔよりも高い場合には
ステップ＃１６に移行し、高くない場合にはステップ＃１７に移行する。
【００５２】
　ステップ＃１６では室内の人体の存否が検知される。人がいる場合にはステップ＃１７
に移行し、人がいない場合にはステップ＃１８に移行する。ステップ＃１８では高感度モ
ードが実行される。高感度モードは標準感度モードや低感度モードよりも高感度で汚れ度
が大きいと判定するため、高感度モードでは標準感度モードや低感度モードの場合よりも
送風機１１、１２の回転数が大きくなる可能性が高い。このため、高感度モードでは標準
感度モードや低感度モードの場合よりも室内の空気を迅速に清浄することができる。
【００５３】
　また、室内に人がいないときに高感度モードに切り換わるため、送風機１１、１２の騒
音や吹出口５１、５２からの送風による不快感を低減することができる。また、照度Ｉが
モード切替照度Ｉｔよりも高いときに高感度モードに切り換わるため、例えば夜間に就寝
中の使用者に対して送風機１１、１２の騒音や吹出口５１、５２からの送風による不快感
を低減することができる。
【００５４】
　ステップ＃１７では標準感度モードに設定されているか否かが判断される。標準感度モ
ードに設定されている場合にはステップ＃１９に移行し、設定されていない場合（低感度
モードに設定されている場合）にはステップ＃２０に移行する。
【００５５】
　ステップ＃１９では標準感度モードが実行される。標準感度モードは高感度モードより
も低感度で汚れ度が大きいと判定するため、標準感度モードでは高感度モードの場合より
も送風機１１、１２の回転数が小さくなる可能性が高い。これにより、室内に人がいる場
合でも送風機１１、１２の騒音や吹出口５１、５２からの送風による不快感を低減するこ
とができる。また、室内の照度Ｉがモード切替照度Ｉｔよりも高くない場合に標準感度モ
ードが実行されるため、例えば夜間に就寝中の使用者に対して送風機１１、１２の騒音や
吹出口５１、５２からの送風による不快感を低減することができる。
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【００５６】
　ステップ＃２０では低感度モードが実行される。低感度モードは標準感度モードよりも
低感度で汚れ度が大きいと判定するため、低感度モードでは標準感度モードの場合よりも
送風機１１、１２の回転数が小さくなる可能性が高い。これにより、室内に人がいる場合
でも送風機１１、１２の騒音や吹出口５１、５２からの送風による不快感を一層低減する
ことができる。また、室内の照度Ｉがモード切替照度Ｉｔよりも高くない場合に低感度モ
ードが実行されるため、例えば夜間に就寝中の使用者に対して送風機１１、１２の騒音や
吹出口５１、５２からの送風による不快感を一層低減することができる。
【００５７】
　ステップ＃１８～ステップ＃２０の後はステップ＃２１に移行する。ステップ＃２１で
は空気清浄機１の送風動作の終了の指示があったか否かが判断される。終了の指示があっ
た場合にはステップ＃２２に移行し、終了の指示がない場合にはステップ＃１４に戻り、
ステップ＃１４～ステップ＃２１が繰り返される。
【００５８】
　ステップ＃２２では送風機１１、１２が停止される。ステップ＃２３ではイオン発生装
置１７が停止される。
【００５９】
　ステップ＃２４では送風機１１、１２の駆動の際に所定時間（例えば１時間）毎に判定
された汚れ度の積算値Ｄが所定の上限値Ｄｕ（例えば「２０」）を超えたか否かが判断さ
れる。積算値Ｄが上限値Ｄｕを超えた場合にはステップ＃２５に移行し、上限値Ｄｕを超
えていない場合には、ステップ＃２６で人体センサ１４、照度センサ１５及びニオイセン
サ１８が停止されて空気清浄機１の動作は終了する。
【００６０】
　高感度モードでは汚れ度を標準感度モードよりも高感度で判定して標準感度モードに対
して同じ又は大きい汚れ度にランク分けする。このため、高感度モードでは標準感度モー
ドよりも積算値Ｄが大きくなりやすい。高感度モードでは標準感度モードよりも送風機１
１、１２の回転数が大きくなることが多いため、プレフィルタ８上の塵埃が多くなってい
る可能性が高い。したがって、積算値Ｄが大きい場合にはプレフィルタ８上の塵埃も多い
可能性が高い。
【００６１】
　図８は図７のステップ＃２５の除塵動作を示すフローチャートである。ステップ＃３１
では送風動作の開始の指示があったか否かが判断される。送風動作の開始の指示があった
場合には図７のステップ＃１２に移行し、指示がない場合にはステップ＃３２に移行する
。
【００６２】
　ステップ＃３２では所定時間（例えば５分間）が経過したか否かが判断される。所定時
間が経過していない場合にはステップ＃３３に移行し、所定時間が経過した場合には図７
のステップ＃２６に移行して空気清浄機１の動作が終了する。
【００６３】
　ステップ＃３３では、室内の人の存否が判断される。室内に人がいない場合にはステッ
プ＃３４に移行し、人がいる場合にはステップ＃３１に戻る。
【００６４】
　ステップ＃３４では室内の照度Ｉが所定の開始照度Ｉｕよりも低いか否かが判断される
。開始照度Ｉｕは例えば夜間に部屋の室内照明装置（不図示）を消灯したときの照度に設
定され、モード切替照度Ｉｔ（図７参照）と同じ値でも異なる値でもよい。照度Ｉが開始
照度Ｉｕよりも低い場合にはステップ＃３５に移行し、開始照度Ｉｕよりも低くない場合
にはステップ＃３６に移行する。
【００６５】
　ステップ＃３５では通常清掃モードに設定されているか否かが判断される。通常清掃モ
ードに設定されていない場合にはステップ＃３７に移行し、通常清掃モードに設定されて
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いる場合にはステップ＃３１に戻る。すなわち、室内の照度Ｉが開始照度Ｉｕよりも低く
オフィス清掃モードに設定されている場合にステップ＃３７以下が行われる。
【００６６】
　ステップ＃３６では通常清掃モードに設定されているか否かが判断される。通常清掃モ
ードに設定されている場合にはステップ＃３７に移行し、通常清掃モードに設定されてい
ない場合にはステップ＃３１に戻る。すなわち、室内の照度Ｉが開始照度Ｉｕよりも高く
通常清掃モードに設定されている場合にステップ＃３７以下が行われる。
【００６７】
　ステップ＃３７ではブラシ用モータ２８が駆動され、回転ブラシ２１が図４において反
時計回りに回転する。ステップ＃３８ではフィルタモータ２７が駆動され、プレフィルタ
８のラックに噛合するピニオン２４が回転する。これにより、除塵部２０が駆動され、プ
レフィルタ８は塵埃を捕集する捕集位置Ａ（図４参照）から上方へスライド移動する。
【００６８】
　捕集位置Ａから上方に移動するプレフィルタ８は回転ブラシ２１を通過する際にブラシ
毛により塵埃が除去される。プレフィルタ８から除去された塵埃はダストボックス２２内
に溜められる。
【００６９】
　プレフィルタ８の退避位置Ｂ（図４参照）への到達がセンサ（不図示）により検知され
ると、ステップ＃３９に移行し、ブラシ用モータ２８が停止される。
【００７０】
　ステップ＃４０では、フィルタモータ２７が逆回転してプレフィルタ８は退避位置Ｂか
ら捕集位置Ａに戻る。プレフィルタ８の捕集位置Ａへの到達がセンサ（不図示）により検
知されると、フィルタモータ２７が停止される。これにより、除塵部２０の駆動が停止さ
れる。
【００７１】
　なお、プレフィルタ８は捕集位置Ａと退避位置Ｂとの間を一往復し、その所要時間は約
５分間となっている。このため、センサを省いて所定時間が経過した後にフィルタモータ
２７の反転や停止を行ってもよい。また、プレフィルタ８が退避位置Ｂから捕集位置Ａへ
戻る際にブラシ用モータ２８を逆回転させてもよい。これにより、プレフィルタ８上の塵
埃を一層確実に除去することができる。
【００７２】
　ステップ＃４１では、積算値Ｄがリセットされる。ステップ＃４２ではブラシ用モータ
２８の駆動回数Ｎ（清掃回数）が所定の上限回数Ｎｃを超えたか否かが判断される。駆動
回数Ｎが上限回数Ｎｃを超えた場合にはステップ＃４３に移行し、超えていない場合には
図７のステップ＃２６に戻り、空気清浄機１の動作は終了する。
【００７３】
　ステップ＃４３では報知部３０により報知が行われる。これにより、使用者はダストボ
ックス２２内の塵埃の廃棄時期を容易に認識することができる。ステップ＃４３の後に図
７のステップ＃２６に戻り、空気清浄機１の動作は終了する。
【００７４】
　以上のように、通常清掃モードでは室内の照度Ｉが開始照度Ｉｕよりも大きく人体が検
知されないときに除塵部２０を駆動させてプレフィルタ８が除塵される。これにより、空
気清浄機１を例えば家庭の寝室等に設置して使用者が通常清掃モードに切り換えた場合に
、積算値Ｄが上限値Ｄｕを超えて（清掃開始条件を満たして）室内が明るく人体を検知し
ないときに除塵部２０が駆動される。したがって、夜間就寝中の使用者に対する除塵部２
０の騒音による不快感を低減することができる。
【００７５】
　また、オフィス清掃モードでは室内の照度Ｉが開始照度Ｉｕよりも小さく人体が検知さ
れないときに除塵部２０を駆動させてプレフィルタ８が除塵される。これにより、空気清
浄機１を例えば夜間に人がいる可能性が低いオフィス等に設置して使用者がオフィス清掃
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モードに切り換えた場合に、清掃開始条件を満たして室内が暗く人体を検知しないときに
除塵部２０が駆動される。したがって、昼間にオフィス等で就業中の使用者に対する除塵
部２０の騒音による不快感を低減することができる。
【００７６】
　本実施形態によると、筐体２の一側部に上下に延びて配されて吸込口４と吹出口５１と
を連通する分岐路７１（第１分岐路）と、筐体２の他側部に上下に延びて配されて吸込口
４と吹出口５２とを連通する分岐路７２（第２分岐路）とを有する。これにより、吹出口
５１、５２から送出された空気の気流は筐体２の前面の近傍で吹出口５１と吹出口５２と
の間の空気を巻き込むため、前方に送出される空気の量が増加する。したがって、部屋が
広くなっても室内の空気を十分に攪拌することができ、空気清浄機１から離れた空気が吸
込口４を介して筐体２内に流入する。その結果、空気清浄機１の大型化を抑制して広い室
内の空気を清浄することができる。
【００７７】
　また、吹出口５１、５２をそれぞれ縦長に形成しているため、筐体２の前面で吹出口５
１と吹出口５２との間の距離を長くすることができる。これにより、吹出口５１、５２か
ら送出された空気の気流が筐体２の前面の近傍でより多くの空気を巻き込むことができる
。
【００７８】
　また、分岐路７１及び分岐路７２にそれぞれ気流を流通させる送風機１１（第１送風機
）及び送風機１２（第２送風機）を備え、吸込口４と送風機７１との間及び吸込口４と送
風機７２との間にはそれぞれ集塵フィルタ９１（第１集塵フィルタ）及び集塵フィルタ９
２（第２集塵フィルタ）が配される。これにより、室内に多量の清浄空気を迅速に送出す
ることができる。
【００７９】
　また、集塵フィルタ９１、９２の上方の分岐路７１と分岐路７２との間の空間Ｓに除塵
部２０を配置している。これにより、プレフィルタ８の目詰まりによる風量の低下を防止
することができる。また、送風通路７内に除塵部２０を配置しないため、除塵部２０によ
る空気流通抵抗を防止して送風効率の低下を防止することができる。また、空気清浄機１
の設置に必要な床面積を小さくすることができる。したがって、空気清浄機１の設置面積
を小さくして送風効率の低下を防止することができる。
【００８０】
　また、集塵フィルタ９１、９２の吸気面９１ａ、９２ａが吸込口４に近づくほど互いに
離れるように傾斜して対向する。これにより、吸込口４から流入した空気を円滑に集塵フ
ィルタ９１、９２の吸気面９１ａ、９２ａに導くことができる。したがって、空気清浄機
１の圧力損失を低減することができる。
【００８１】
　また、標準感度モード（第１感度モード）や低感度モード（第１感度モード）の際に室
内の照度Ｉが所定のモード切替照度Ｉｔよりも大きく人体が検知されないときに、標準感
度モードや低感度モードの設定に拘わらず高感度モード（第２感度モード）に切り換える
。これにより、室内の空気を迅速に清浄しながら、送風機１１、１２の騒音や吹出口５か
らの送風による不快感を低減することができる。したがって、空気清浄機１の快適性を向
上させることができる。
【００８２】
　また、室内の照度Ｉが所定の開始照度Ｉｕよりも大きく人体が検知されないときに除塵
部２０を駆動させる通常清掃モード（第１清掃モード）と、室内の照度Ｉが開始照度Ｉｕ
よりも小さく人体が検知されないときに除塵部２０を駆動させるオフィス清掃モード（第
２清掃モード）とを有する。これにより、空気清浄機１を例えば家庭の寝室等に設置して
使用者が通常清掃モードに切り換えた場合に、清掃開始条件を満たして室内が明るく人体
を検知しないときに除塵部２０が駆動される。したがって、夜間就寝中の使用者に対する
除塵部２０の騒音による不快感を低減することができる。
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【００８３】
　一方、空気清浄機１を例えば夜間に人がいる可能性が低いオフィス等に設置して使用者
がオフィス清掃モードに切り換えた場合に、清掃開始条件を満たして室内が暗く人体を検
知しないときに除塵部２０が駆動される。これにより、昼間にオフィス等で就業中の使用
者に対する除塵部２０の騒音による不快感を低減することができる。
【００８４】
　従来のように空気清浄機１の運転時間の積算時間が所定時間に到達した場合に除塵部を
駆動させる構成では、プレフィルタに付着した塵埃の量が少ない場合でも除塵部を駆動さ
せる場合がある。このため、除塵部の無駄な駆動を招き、除塵部やプレフィルタの損耗が
増大するおそれがある。
【００８５】
　本実施形態では、所定時間毎に判定された汚れ度の積算値Ｄが上限値Ｄｕを超えたとき
に除塵部２０を駆動させる。これにより、除塵部２０の無駄な駆動を抑えることができる
。したがって、除塵部２０やプレフィルタ８の損耗を抑制し、空気清浄機１の長寿命化を
図ることができる。
【００８６】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図９及び図１０は本実施形態の空気清
浄機のそれぞれ正面図及び側面断面図を示している。説明の便宜上、前述の図１～図８に
示した第１実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態では、除塵部
２０の構成が第１実施形態とは異なっている。また、図８のステップ＃３８及びステップ
＃４０が第１実施形態とは異なっている。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【００８７】
　除塵部２０は送風通路７の外側の空間Ｓに配置され、回転ブラシ２１、ダストボックス
２２及び移動モータ（不図示）を有する。移動モータはダストボックス２２に設置され、
筐体２に設けられたラック（不図示）に噛合するギア（不図示）に連結される。また、ブ
ラシ用モータ２８はダストボックス２２に設置される。
【００８８】
　図８のステップ＃３８では移動モータが駆動され、筐体２のラックに噛合するギアが回
転する。これにより、除塵部２０が駆動され、ダストボックス２２はプレフィルタ８から
退避した収納位置Ｃ（図１０参照）から下方へプレフィルタ８の吸気面に沿って移動する
。
【００８９】
　この時、回転ブラシ２１のブラシ毛によりプレフィルタ８上の塵埃が除去される。プレ
フィルタ８から除去された塵埃はダストボックス２２内に溜められる。
【００９０】
　ダストボックス２２のプレフィルタ８の下端位置への到達がセンサ（不図示）により検
知されると、ステップ＃３９に移行する。
【００９１】
　ステップ＃４０では、移動モータが逆回転してダストボックス２２はプレフィルタ８の
下端位置から収納位置Ｃに戻る。プレフィルタ８の収納位置Ｃへの到達がセンサ（不図示
）により検知されると、移動モータが停止される。これにより、除塵部２０の駆動が停止
される。
【００９２】
　なお、ダストボックス２２は収納位置Ｃとプレフィルタ８の下端位置との間を一往復し
、その所要時間は約５分間となっている。このため、センサを省いて所定時間が経過した
後に移動モータの反転や停止を行ってもよい。また、ダストボックス２２がプレフィルタ
の下端位置から収納位置Ｃへ戻る際にブラシ用モータ２８を逆回転させてもよい。これに
より、プレフィルタ８上の塵埃を一層確実に除去することができる。
【００９３】
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　本実施形態でも第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、プレフィルタ８
を移動させないため、プレフィルタ８の損耗を低減することができる。
【００９４】
　＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態では、ニオイセンサ１８に
替えて塵埃センサ（汚れセンサ）を設けている点で第１実施形態とは異なっている。その
他の部分は第１実施形態と同様である。
【００９５】
　吸込口４の近傍には塵埃センサ（不図示）が設けられる。塵埃センサは発光素子及び受
光素子を有する光学センサにより構成され、受光素子から出力される出力パルス幅に基づ
いて空気中の塵埃の濃度（塵埃濃度）を検知する。
【００９６】
　表１と同様に、塵埃センサにより検知される塵埃濃度は正規化され、検知範囲内で塵埃
濃度が最も低い場合を１として最も高い場合を０としている。汚れ度は塵埃濃度に応じて
０～３の４ランクにランク分けされ、汚れ度が大きいほど送風機１１、１２の風量（回転
数）が高く設定される。
【００９７】
　汚れ度は各感度モードによって対応する塵埃濃度が異なる。すなわち、汚れ度のランク
に対する正規化された塵埃濃度の境界値が低感度モードよりも標準感度モードの方が大き
く、標準感度モードよりも高感度モードの方が大きくなっている。これにより、高感度モ
ードは標準感度モードよりも高感度で汚れ度が大きいと判定し、標準感度モードは低感度
モードよりも高感度で汚れ度が大きいと判定する。
【００９８】
　高感度モードでは、図７のステップ＃２４において、標準感度モードや低感度モードよ
りも積算値Ｄが上限値Ｄｕを超えやすくなる。すなわち、高感度モードの回数が多くなる
と空気清浄機１の除塵動作の回数は増加する。しかし、高感度モードでは標準感度モード
や低感度モードよりも送風機１１、１２の回転数が大きくなりやすく、プレフィルタ８上
の塵埃の量が多くなりやすい。
【００９９】
　このため、本実施形態によれば、従来のように空気清浄機の運転時間の積算時間が所定
時間に到達したときに除塵動作を行う構成よりも、プレフィルタ８上の塵埃量が少ない状
態での除塵部２０の駆動を抑えることができる。
【０１００】
　一方、標準感度モードや低感度モードでは、図７のステップ＃２４において、高感度モ
ードよりも積算値Ｄは上限値Ｄｕを超えにくくなる。すなわち、標準感度モードや低感度
モードではプレフィルタ８上の塵埃量が多い場合でも高感度モードよりも空気清浄機１の
除塵動作の回数は少なくなる。このため、標準感度モードや低感度モードで送風動作を停
止して図７のステップ＃２４でＹＥＳの場合には、図７のステップ＃２５の除塵動作の後
に、除塵動作をさらに１回実行する。これにより、プレフィルタ８上の塵埃をより確実に
除去することができる。
【０１０１】
　本実施形態でも第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、空気中の塵埃濃
度に応じて複数の汚れ度にランク分けし、汚れ度の大きい時に小さい時よりも送風機１１
、１２の回転数の大きくする。これにより、塵埃濃度が低い場合には送風機１１、１２の
回転数を小さくして騒音や消費電力の増大を防止でき、塵埃濃度が高い場合には送風機１
１、１２の回転数を大きくして迅速に空気中から塵埃を除去することができる。
【０１０２】
　なお、本実施形態において、第１実施形態と同様のニオイセンサ１８を設け、空気中の
臭気濃度及び塵埃濃度に応じて複数の汚れ度にランク分けしてもよい。
【０１０３】
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　＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態では低感度モードへの移行
の判断が第１実施形態とは異なっている。また、各感度モードでのイオン発生量が異なっ
ている。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【０１０４】
　本実施形態では、図７のステップ＃１７において、標準感度モードに設定されているか
否かを判断するのではなく、例えば午後１１時～午前５時の深夜早朝時間帯であるか否か
が判断される。深夜早朝時間帯である場合にはステップ＃２０に移行し、深夜早朝時間帯
でない場合にはステップ＃１９に移行する。
【０１０５】
　これにより、使用者が就寝中である可能性が高い深夜早朝時間帯には低感度モードに移
行するため、騒音や使用者への送風による不快感を一層低減することができる。
【０１０６】
　また、図７のステップ＃１８の高感度モード、ステップ＃１９の標準感度モード及びス
テップ＃２０の低感度モードにおいて、例えばイオン発生装置１７の放電回数をそれぞれ
５０回／秒、７０回／秒及び１００回／秒に設定する。
【０１０７】
　これにより、ステップ＃１８の高感度モード時のイオン発生量よりもステップ＃１９の
標準感度モード時及びステップ＃２０の低感度モード時のイオン発生量を大きくすること
ができる。したがって、室内に人がいる場合や夜間等に騒音及び使用者への送風を抑制し
ながら室内の空気を迅速に清浄することができる。なお、低感度モード時のイオン発生量
と標準感度モード時のイオン発生量とを同じにしてもよい。
【０１０８】
　本実施形態においても第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０９】
　＜第５実施形態＞
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。本実施形態では風速センサを設けてい
る点で第１実施形態とは異なる。その他の部分は第１実施形態と同様である。
【０１１０】
　吸込口４の近傍の送風通路７内には風速を検知する風速センサが設けられる。図７のス
テップ＃２４のＮＯの場合に風速センサにより吸込口４の近傍の風速が所定の下限速度よ
りも低いか否かを判断する。風速が下限速度よりも低い場合にステップ＃２５に移行し、
低くない場合にはステップ＃２６に移行して空気清浄機１の動作を終了する。
【０１１１】
　本実施形態でも第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、吸込口４の近傍
の送風通路７内に風速センサを設け、吸込口４の近傍の風速が所定の下限速度よりも低い
場合に除塵部２０を駆動させる。これにより、プレフィルタ８上の塵埃を確実に除去する
ことができる。
【０１１２】
　なお、本実施形態において、第４実施形態と同様に、深夜早朝時間帯である場合には図
７のステップ＃２０に移行し、深夜早朝時間帯でない場合には図７のステップ＃１９に移
行してもよい。また、本実施形態において、第４実施形態と同様に、図７のステップ＃１
８の高感度モード時のイオン発生量よりも図７のステップ＃１９の標準感度モード時や図
７のステップ＃２０の低感度モード時のイオン発生量を大きくしてもよい。
【０１１３】
　また、第４実施形態及び第５実施形態において、第３実施形態と同様にニオイセンサ１
８に替えて塵埃センサ（汚れセンサ）を設けてもよく、ニオイセンサ１８及び塵埃センサ
の両方を設けてもよい。
【０１１４】
　また、第３実施形態～第５実施形態において、第１実施形態の除塵部２０に替えて第２
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実施形態と同様の除塵部２０を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は空気中の塵埃を捕集する集塵部を備えた空気清浄機に利用することができる。
【符号の説明】
【０１１６】
　　　１　　空気清浄機
　　　２　　筐体
　　　４　　吸込口
　　　６　　操作部
　　　７　　送風通路
　　　１１　　送風機（第１送風機）
　　　１２　　送風機（第２送風機）
　　　１４　　人体センサ
　　　１５　　照度センサ
　　　１７　　イオン発生装置
　　　１８　　ニオイセンサ（汚れセンサ）
　　　１９　　記憶部
　　　２０　　除塵部
　　　２１　　回転ブラシ
　　　２２　　ダストボックス
　　　２３　　ガイドフレーム
　　　２４　　ピニオン
　　　３０　　報知部
　　　５１　　吹出口（第１吹出口）
　　　５２　　吹出口（第２吹出口）
　　　７１　　分岐路（第１分岐路）
　　　７２　　分岐路（第２分岐路）
　　　９１　　集塵フィルタ（第１集塵フィルタ）
　　　９２　　集塵フィルタ（第２集塵フィルタ）



(16) JP 6725213 B2 2020.7.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 6725213 B2 2020.7.15

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 6725213 B2 2020.7.15

【図９】 【図１０】



(19) JP 6725213 B2 2020.7.15

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  西野　真史
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  押鐘　倫明
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内

    審査官  中村　泰三

(56)参考文献  特開２００２－０３９５６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              韓国登録特許第１０－０８４４３４１（ＫＲ，Ｂ１）　　
              特開２００３－３４３８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１４２６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１９２４３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０５８４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４４０４９４８（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特表２０１３－５３５３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１４８２０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－０３０３５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｄ　　４６／００－４２　　　　
              Ｆ２４Ｆ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

