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(57)【要約】
　本明細書は、周囲ボリューム内に存在する空気を処理
するように構成された空気処理装置内に配置されたフィ
ルターの利用能力を決定する方法に関し、本方法は、フ
ィルター内の総蓄積汚染物質量を決定するステップと、
決定した前記総蓄積汚染物質量を基準汚染物質量と比較
して前記利用能力の程度を測定するステップを有し、前
記基準汚染物質量は、前記空気処理装置が所定の清浄空
気流を生成するときに前記フィルター内に存在する汚染
物質量である。前記フィルター内の前記蓄積汚染物質量
は、前記周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を則定
するように構成されたセンサーから取得したデータおよ
び／または前記周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度
を示す汚染物質濃度データと、前記空気処理装置によっ
て処理される空気の推定ボリュームに基づいて決定され
、前記ボリュームは、前記フィルターを通る現在の空気
流に基づいて推定される。本明細書はさらに、空気処理
装置と、空気処理装置とサーバーとを有しているシステ
ムに関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲ボリューム（ＡＶ）内に存在する空気を処理するように構成された空気処理装置（
１００）に配置されたフィルターの利用能力を決定するための方法であって、前記空気処
理装置は、前記周囲ボリュームから前記フィルターを通って引き込まれる空気流を誘導す
るように構成されたファンを有しており、前記方法は、
　前記フィルター内の総蓄積汚染物質量を決定するステップと、
　決定した前記総蓄積汚染物質量を基準汚染物質量と比較して、利用能力の程度を決定す
るステップとを有しており、前記基準汚染物質量は、前記空気処理装置が所定の清浄な空
気流を生成するときに前記フィルターに存在する汚染物質量であり、
　前記フィルター内の蓄積汚染物質量は、
　　前記周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を測定するように構成されたセンサーか
ら取得したデータおよび／または前記周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す汚染
物質濃度データと、
　　前記空気処理装置によって処理される推定ボリュームとに基づいて決定され、前記推
定ボリュームは、前記フィルターを通る現在の空気流を示す値に基づいて推定される、方
法。
【請求項２】
　前記基準汚染物質量は、前記フィルターの加速汚染物質詰まり試験によって取得された
汚染物質量である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フィルターを通る空気流を示す値は、前記フィルター内の現在の蓄積汚染物質量を
示す値に少なくとも部分的に依存する推定値によって取得される、請求項１又は２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記フィルターを通る空気流を示す値は、前記ファンの性能を示すデータによって取得
される、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記フィルターを通る空気流を示す値は、前記空気流を測定するように構成されたセン
サーからのデータによって取得される、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記汚染物質量は、粒子量とガス分子量の少なくとも１つを有している、請求項１から
５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記現在の平均汚染物質濃度を示す値は、粒子状物質濃度値とＶＯＣ濃度値の少なくと
も１つである、請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　処理された空気の前記推定ボリュームは、前記フィルターを通る現在の空気流を示す値
と時間期間の長さとの乗算によって特定の時間期間にわたって推定される、請求項１から
７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　残存フィルター寿命を決定するステップをさらに有しており、残存寿命の決定は、前記
現在の平均汚染物質濃度レベルが、推定された前記残存寿命のあいだ、実質的に一定のま
まであるという仮定に基づいている、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す前記汚染物質濃度データは、前記空
気処理装置（１００）が配置された地理的エリアについての室外濃度データである、請求
項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記濃度データは、外部情報提供者によって収集され、前記空気処理装置（１００）に
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転送される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１２】
　周囲ボリューム内に存在する空気を処理するように構成され、さらにフィルターを収容
するように構成された空気処理装置であって、
　・前記周囲ボリュームから前記フィルターを通って引き込まれた空気流を誘導するよう
に構成されたファンと、
　・電気回路を有しており、
　前記電気回路は、請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法の少なくとも１つのス
テップを実行するように構成されている、空気処理装置。
【請求項１３】
　周囲ボリュームに存在する空気を処理するように構成され、さらにフィルターを収容す
るように構成された空気処理装置であって、
　　・前記周囲ボリュームから前記フィルターを通って引き込まれた空気流を誘導するよ
うに構成されたファンと、
　　・電気回路と、を有している空気処理装置と、
　サーバーと、を備えるシステムであり、
　前記電気回路と前記サーバーの少なくとも１つは、請求項１ないし１２のいずれか１項
に記載の方法の少なくとも１つのステップを実行するように構成されている、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、一般に、空気処理装置の分野に関し、特に、空気処理装置内に配置された
フィルターの利用能力の程度を決定する方法を開示する。本明細書はまた、空気処理装置
と、空気処理装置とサーバーとを有しているシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気処理装置は、室内空気の処理、たとえば室内空気の清浄化に使用される。従来の空
気処理装置は、通常、装置に導かれる空気流から汚染物質を除去するように構成された空
気処理セクションを有している。
【０００３】
　空気処理セクションは、一般に空気フィルターまたは空気処理フィルターと呼ばれる、
１つ以上の適切なタイプのフィルターを有しており、それらの例は、気体汚染物質を除去
するように構成されたフィルターに加えて、粒子から空気流をフィルタリングするように
構成されたフィルターを有している。フィルターの第１のグループの一例は、不織ポリプ
ロピレン粒子フィルターであり、様々なサイズの粒子状物質をフィルタリングする。後者
のグループの一例は、いわゆる活性炭フィルターであり、ガス状汚染物質をフィルタリン
グするために活性炭ペレットを有している。さらに、上述の両方の技術を利用する組み合
わせフィルターが知られている。たとえば、組み合わせフィルターは、活性炭ペレットと
、たとえば上述した粒子フィルターなどの粒子フィルター媒体とを有している。
【０００４】
　一般に、このような装置内の空気処理セクションはさらに、空気処理セクションによっ
て処理される空気流を生成するためのファンを有しており、この空気流は、フィルターを
通して誘起され、または押し出され、フィルターが、上記のケースの粒子または気体汚染
物質を除去することを可能にする。
【０００５】
　空気処理装置が使用されるにつれて、フィルターは、空気処理装置の生成効率すなわち
清浄空気生成効率を低下させる汚染物質で詰まるようになる。したがって、満足できる清
浄空気供給率を保証するために、定期的なフィルター交換が必要である。
【０００６】
　この問題に対するこの分野で知られている解決法のひとつは、定期的な間隔で、たとえ
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ば６ヶ月ごとに、フィルターを交換するために、いつ空気処理装置および／またはフィル
ターをいつ購入するかの情報をユーザーに提供することである。しかし、これは、ユーザ
ーに容易に忘れられたり、見過ごされたりする可能性があり、不満足な室内環境が生じ、
たとえば、空気が、望まれるよりも高い汚染物質濃度になることがある。
【０００７】
　これらの欠点のいくつかを軽減するため、空気処理装置内に配置されたタイマーを、好
ましくはフィルター交換の必要性をユーザーに示すように構成された手段と組み合わせて
、使用する試みがなされた。このような装置は、たとえば、上述した例のケースのように
所定の期間たとえば６ヶ月の期間の後に点灯するライトを有している。
【０００８】
　しかしながら、空気処理装置が使用される環境によっては、所定の時間期間は、ひどく
汚染された空気を有する作業環境のケースでは長すぎることがあり、また、ケースによっ
ては、並外れて清浄な空気を有する作業環境のケースでは短すぎることもある。したがっ
て、予期されたよりも清浄な空気のケースでは不必要なコストを生じさせ、反対に空気ひ
どく汚染されている環境のケースでは不満足な空気の質を提供するため、フィルターの交
換は、作業実情に応じて、早すぎず遅すぎずおこなわれるとよい。
【発明の概要】
【０００９】
　したがって、フィルターをより正確に交換するときの情報をユーザーに提供できるよう
に、フィルター寿命予測の精度を高める方法を提供することが望ましい。特に、フィルタ
ーの能力を適切な程度まで利用できるように、フィルターの変化を予測する方法を提供す
ることが望ましい。これらの問題の１つ以上をより良く解決するために、独立請求項に記
述されている方法と空気処理装置とシステムが提供される。好ましい実施形態は、従属請
求項に記述されている。
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、周囲ボリューム内に存在する空気を処理するように構成
された空気処理装置内に配置されたフィルターの利用能力を決定する方法が提供される。
空気処理装置は、周囲ボリュームから前記フィルターを通って引き込まれた空気流を誘導
するように構成されたファンを有している。本方法は、前記フィルター内の総蓄積汚染物
質量を決定するステップと、決定した総蓄積汚染物質量を基準汚染物質量と比較して、利
用能力の程度を決定するステップを有している。フィルター内の蓄積汚染物質量は、周囲
ボリューム内の現在の汚染物質濃度を則定するように構成されたセンサーから取得したデ
ータまたは周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す汚染物質濃度データと、空気処
理装置によって処理される空気の推定ボリュームに基づいて決定され、ボリュームは、フ
ィルターを通る現在の空気流に基づいて推定される。
【００１１】
　第１の態様によれば、本方法は、少なくとも前記フィルターに存在する汚染物質量を決
定するステップと、その値を基準汚染物質量と比較するステップとによって、上述の問題
に対する本発明の解決策を提供する。そのような基準汚染物質量または数量は、たとえば
、フィルターが交換されなければならない前に、空気処理装置および／またはフィルター
の性能が最小許容性能レベル、すなわち許容可能と考えられる最小レベルに到達したとき
のフィルター内に存在し得る汚染物質の量で表してよい。従って、結果として得られる決
定または推定は、たとえば汚染物質の詰まりレベル、すなわちフィルターが交換されなけ
ればならないときにフィルター内に存在する汚染物質の量または数量を表す基準レベルに
関して利用される能力の比または程度を与える。ここで、そのような量または数量の一例
は、汚染物質の質量である。その結果、前記フィルター内の汚染物質の量は基準値に近づ
くにつれて、程度または比は、１すなわち１００％程度に近づく。この基準値は、空気処
理装置が利用される用途および／または環境によって異なり得る。たとえば、フィルター
内に存在するより少ない汚染物質量に対応するより早い段階でフィルターが交換されるこ
とを必要とする特定の環境では、より高い要求が存在し得るが、他の環境では、コスト効
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率がより高い優先度を有し、フィルター交換が必要になる前に、フィルターが、より長い
期間利用されてよく、すなわち、より多くの量の汚染物質を蓄積することが許されてよい
。
【００１２】
　これは、フィルターの実際の動作条件に基づいて、さらにはたとえば変わりやすい動作
条件の効果を考慮して、フィルターの現在の利用能力を確実に予測する可能性を提供する
ことができるようにするために特に有意義である。
【００１３】
　たとえば、公知の従来技術の解決策に関して、フィルターを交換する時期をユーザーに
通知する大部分の空気処理装置は、タイマーを使用してユーザーに通知する時間を決定す
る。しかしながら、これは、寿命時間は実際には供給時に必ずしも容易に予見されない動
作条件に依存しているため、寿命時間を決定するむしろ鈍い方法である。
【００１４】
　さらに、タイマーが使用されるか否かに関わらず、推奨されるフィルター交換間隔は、
空気処理装置のタイプおよび／または製造業者によって著しく異なる。寿命は、システム
および／またはフィルタータイプの種類に依存するが、フィルターが過度に詰まったとき
の認識は製造業者によって大きく異なる。これらの見解の差異は、製造業者の主観的意見
に基づくものであっても、いくつかのケースでは知識の不足によるものであっても、フィ
ルターの寿命推定の分野に不確実性をもたらす。
【００１５】
　しかしながら、実際の動作条件または周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す汚
染物質濃度データと慎重に選択された基準データに関する本発明のセンサーデータの利用
により、主観的な見解に基づく推定の必要性に加えて、これらの不確実性の要因は除去さ
れる。したがって、本発明は、フィルター寿命予測の精度を大幅に向上させることができ
、さらに、フィルターの実際の動作条件を考慮に入れることができるという利点を有する
。したがって、既知の問題は、不十分な事実および／または主観的見解に基づく推定に関
し、それにより、フィルターの能力が可能な限り大きく利用されることを保証する。
【００１６】
　上記第１の態様において言及されるフィルターは、たとえば、粒子から空気流をフィル
タリングするように構成された１つ以上のフィルター、気体汚染物質を除去するように構
成された１つ以上のフィルター、またはその両方であってもよい。例としては、様々なサ
イズの粒子状物質をフィルタリングする不織ポリプロピレン粒子フィルター、一般的なタ
イプを表すＨＥＰＡフィルター、いわゆる活性炭フィルターおよび両方の技術を利用する
組み合わせフィルターがあげられる。しかしながら、提示された態様の範囲内において他
の適切なフィルターも考えられる。
【００１７】
　不織ポリプロピレン粒子フィルターは、繊維状フィルターとして知られている埃や花粉
などの粒子状物質を除去するように構成された一般的なタイプのフィルター、すなわち粒
子が捕捉され空気から除去される繊維状物質を有しているフィルターに属する。繊維はラ
ンダムに配列されていてよい。空気流がフィルターを通って流れるとき、粒子は繊維に捕
捉されるか付着する。その結果、空気処理装置が使用されると、最終的に寿命時間に達す
るまで、フィルターには粒子が詰まる。
【００１８】
　しかしながら、このようなフィルターは、たとえば、気体または他の小さい分子たとえ
ばいわゆる揮発性有機化合物（ＶＯＣ）をフィルタリングするようには設計されておらず
、屋内環境に存在するＶＯＣの例としては、トルエン、ホルムアルデヒド、キシレン、ベ
ンゼン分子がある。ＶＯＣは、粒子とは異なり、サイズが小さく、したがって、それらを
収集するためには他のフィルター方法が必要である。活性炭フィルターは、活性炭粒状物
を利用した、このようなフィルタリングを提供する１つの一般的な手法を構成しており、
ＶＯＣの吸着に必要な物質移動および拡散を達成する。
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【００１９】
　フィルターが十分なＶＯＣを捕捉すると、その効率は最終的に低下し、これによりフィ
ルターの寿命が決まる。これはしばしば飽和と呼ばれる。
【００２０】
　基準汚染物質量値は、ある実施形態では、最大汚染物質量、すなわち、フィルターに存
在することが許される汚染物質量、すなわち、空気から捕捉されたすなわち除去されたと
きの寿命にフィルターが達したとみなされる汚染物質量、特定量であってよい。
【００２１】
　基準汚染物質量値は、試験から取得した値またはフィルター供給者または製造業者から
取得した値、たとえば、フィルター詰まりスペック値および／または標準化試験から取得
した値であってよい。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、基準値を設定または調整するステップを有
している。
【００２３】
　センサーデータは、空気処理装置が空気を処理するように構成された周囲ボリューム内
の汚染物質濃度を測定するように構成された１つ以上のセンサーから受信してよい。汚染
物質濃度は、いくつかの実施形態では、平均汚染物質濃度であってよい。センサーは、い
くつかの実施形態では、空気処理装置の中または上に配置されてよい。いくつかの実施形
態では、センサーは、空気処理装置の入口、すなわち空気が空気処理装置に入る場所に配
置される。いくつかの実施形態では、センサーは、空気処理装置の出口に配置される。セ
ンサーは、一般に、フィルターに対して上流に配置されるが、いくつかの実施形態では下
流に配置されてもよい。いくつかの実施形態は、外部に配置されたセンサーを有しており
、そのようなセンサーは、有線接続または無線接続によって空気処理装置と通信してよい
。
【００２４】
　平均汚染物質濃度を測定するように構成されたセンサーは、この分野で一般的に知られ
ており、詳細には説明しない。しかしながら、センサーは、粒子センサーなどの汚染物質
を測定するように構成された任意の種類のセンサーであってよく、それらの例としては、
たとえばＶＯＣ濃度を測定するように構成された赤外線放射ダイオード等を有している光
センサーおよび／またはガスセンサーがある。
【００２５】
　センサーデータを使用する代わりに、地理的エリアについての現在の汚染物質濃度を示
す汚染物質濃度データ、すなわち空気清浄機が配置されている周囲ボリュームを取り囲む
屋外条件を表す汚染物質濃度データを本方法で使用することが可能である。汚染物質濃度
データは、多数の異なる地理的エリアについての汚染物質濃度データを収集して記憶し、
その情報を本発明による方法で使用される空気処理装置に転送する外部情報提供者から提
供されることが可能である。
【００２６】
　さらに、本方法は、周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を測定するように構成され
たセンサーから取得したデータと、周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す汚染物
質濃度データの両方を使用して、フィルターに存在する実際の汚染物質量を決定すること
を含む。センサーからのデータと周囲ボリュームを取り囲む屋外条件を表す汚染物質濃度
データの組み合わせは、本方法の精度をさらに改善する。
【００２７】
　空気処理装置はさらに、ファンまたはファンユニットを有しており、好適なタイプのフ
ァンは、ラジアルファンおよび軸ファンを有している。しかしながら、ファンは、この分
野においてしられており、その詳細は説明されない。しかしながら、特に空気フィルター
を通る空気の流れを生成または誘導するように構成された他の適切な手段は、本発明の範
囲内で考えられる。さらに、空気の処理のための他の例示的な手段は、静電効果を用いて
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粒子を引き付ける空気処理のための電気手段を有する空気処理装置と、紫外線および／ま
たはイオン化を使用する装置で構成され得る。いくつかの実施形態は、空気の加湿手段を
有していてよい。
【００２８】
　一般に、本方法は、現在の平均汚染物質濃度を測定するように構成されたセンサーから
のデータおよび／または外部ソースから提供される汚染物質濃度データと、空気の処理さ
れたボリュームの推定を使用して、フィルター内の蓄積粒子量を決定し、この蓄積粒子量
を基準汚染物質量と比較してフィルターの利用能力の程度を推定してよい。
【００２９】
　一実施形態では、空気の量は、前記フィルターを通る現在の清浄な空気流を示す値に基
づいて推定される。
【００３０】
　一実施形態では、本方法は、経時的な反復プロセスによって実行されてよい。いくつか
の実施形態では、このような反復方法として、本発明の第１の態様によるステップの少な
くとも１つが、複数のサンプル期間にわたっておこなわれてよい。
【００３１】
　たとえば、一実施形態によれば、処理された空気の推定ボリュームは、前記フィルター
を通る現在の空気流を示す前記値と前記期間の長さとの乗算によって特定の期間にわたり
推定されてよい。
【００３２】
　一実施形態では、そのようなサンプル期間の時間期間は、既知の現在の時間から前のサ
ンプルの時間を差し引くことによって計算されてよい。さらに、このようなサンプル時間
の間の蓄積汚染物質量は、いくつかの実施形態では、現在の平均汚染物質濃度に、空気処
理装置のサンプル時間と現在の空気流を掛け合わせることによって計算されてよい。
【００３３】
　したがって、多数のサンプル期間にわたるフィルター内の蓄積汚染物質量は、すべての
サンプル期間にわたるそれぞれの蓄積汚染物質量の加算によって決定されてよい。
【００３４】
　言い換えれば、いくつかの実施形態では、サンプル期間にわたる蓄積粒子質量を決定す
るステップは、第１のサンプリング期間の長さを取得し、第１のサンプル期間に属する時
間ｔにおける現在の平均粒子濃度を示す第１の値を取得し、時間ｔにおいてフィルターを
通る現在の空気流を示す第２の値を取得し、取得した値を掛け合わせるステップを有する
。
【００３５】
　さらに、総蓄積粒子質量を決定するステップは、いくつかの実施形態では、複数のサン
プル期間にわたる複数の蓄積汚染物質量を加算するステップを有していてよい。
【００３６】
　したがって、時間Ｔとサンプリング期間ｔにおいて、いくつかの実施形態では、時間Ｔ
において周囲ボリューム内に存在する空気を処理するように構成された空気処理装置内に
配置されたフィルターの利用能力の程度を決定する方法が提供され、空気処理装置は、周
囲ボリュームからフィルターを通って引き込まれた空気流を誘導するように構成されたフ
ァンを有している。本方法は、第１のサンプリング期間ｔにわたってフィルター内に蓄積
された第１の粒子質量を決定することによって時間Ｔまでのフィルター内の総蓄積粒子質
量を決定するステップと、決定した前記第１の粒子質量と、時間期間Ｔ－ｔにわたってフ
ィルター内に蓄積された既知の粒子質量を加算するステップを有し、ｔはＴ以下であり、
決定した蓄積粒子質量は、少なくとも１つのサンプリング期間にわたって決定された蓄積
質量であり、前記サンプリング期間はＴ－ｔ以下であり、決定した総蓄積粒子質量を基準
値と比較して、利用能力の程度を決定するステップを有し、サンプリング期間にわたって
蓄積粒子質量を決定するステップは、サンプリング期間の長さを取得するステップと、時
間ｔｓにおける現在の平均粒子濃度を取得するステップを有し、ｔｓはサンプリング周期
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に属しており、時間ｔｓにおいてフィルターを通る現在の空気流を示す第２の値を取得す
るステップと、取得した値を乗算するステップを有する。
【００３７】
　一実施形態によれば、基準汚染物質量は、空気処理装置が清浄な空気の生成の所定の速
度で空気を処理するときにフィルター内に存在する汚染物質量である。所定の速度は、い
くつかの実施形態では、清浄な空気の生成の所定の最低速度であってよい。
【００３８】
　言い換えれば、一実施形態によれば、基準汚染物質量は、空気処理装置が所定の清浄な
空気流を生成するときにフィルターに存在する汚染物質量、すなわち所定の清浄な空気流
速度である。いくつかの実施形態では、清浄な空気流は、フィルターを通る清浄な空気流
である。これは、いくつかの実施形態では、空気処理装置がフィルターを通って所定量の
清浄な空気を誘導するときに前記フィルター内に存在する量と言ってよい。
【００３９】
　一実施形態によれば、基準汚染物質量は、空気処理装置が所定の最低の清浄空気供給率
レベルで空気を処理するときに前記フィルター内に存在する汚染物質量である。
【００４０】
　清浄空気供給率（ＣＡＤＲ）、すなわち処理装置が清浄な空気を生成する速度は、空気
処理装置のために一般的に使用される性能測定値である。より具体的には、前記ＣＡＤＲ
は、所与のサイズ分布の粒子の所与の程度またはパーセンテージが除去された空気量の測
定値であり、したがって、空気処理装置を通る空気流とフィルター効率の両方に関する空
気処理装置の組み合わせ効果についての情報を提供する。言い換えれば、前記ＣＡＤＲは
、特定の試験チャンバ内の空気中に浮遊している粒子状物質の空気清浄機による相対的な
減少である。この性能測定は、ＡＨＡＭ（Association of Home Appliance Manufacturer
s）によって米国規格；ＡＮＳＩ／ＡＨＡＭ ＡＣ－１で定義されている。この規格は、粒
子状物質、すなわち、たとえばほこりや花粉粒子などの粒子について前記ＣＡＤＲを定義
している。
【００４１】
　ＣＡＤＲは、新中国規格ＧＢ／Ｔ １８８０１でも使用されており、それは、ＡＣ－１
の後にモデル化されたものであり、ＶＯＣを表すホルムアルデヒドのＣＡＤＲ測定も追加
している。
【００４２】
　一実施形態によれば、基準汚染物質量値は、フィルターの詰まり試験によって取得され
る汚染物質量値である。そのような詰まり試験は、たとえば、汚染物質がフィルター内に
蓄積するにつれて、フィルターおよび／または空気処理装置の性能を経時的に試験するよ
うに設計されてよい。
【００４３】
　一実施形態によれば、基準汚染物質量値は、フィルターの加速汚染物質詰まり試験によ
って取得される汚染物質量値である。そのような試験は、加速される手法でフィルターの
性能を試験するように設計されており、したがって、たとえば、結果が短時間で得られ得
るという点で特に有利であり得る。例には、空気が異常に高い汚染物質含有量を有する環
境において、フィルターを有している空気処理装置および／またはフィルターを試験する
ことが含まれる。
【００４４】
　加速汚染物質詰まり試験の１つの具体例は、上記の中国規格ＧＢ／Ｔ　１８８０１で定
義されている蓄積清浄質量（ＣＣＭ）と呼ばれる新しい測定値である。この試験の間、空
気処理装置は、タバコの煙またはホルムアルデヒドのいずれかが加速された速度で詰まる
。一方、ＣＡＤＲ測定は一定の速度で行われ、ＣＣＭが計算される。したがって、ＣＣＭ
値は、空気処理装置の特定のＣＡＤＲレベルが与えられている場合に、フィルター内に存
在し得る汚染物質量として説明され得る。
【００４５】
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　一実施形態によれば、基準汚染物質量値はＣＣＭ汚染物質量値である。さらに、一実施
形態によれば、基準汚染物質量値は、指定されたＣＡＤＲレベルにおけるＣＣＭ汚染物質
量値である。ＣＣＭ値は、特定の空気処理装置と特定のフィルターのＣＣＭ値であってよ
い。
【００４６】
　一実施形態によれば、基準汚染物質量値は、フィルターの長時間汚染物質詰まり試験に
よって取得される汚染物質量値である。長時間の試験は、いくつかのケースでは、たとえ
ば、試験条件を実際の動作条件により近づけてモデル化し得るという点で有利である。
【００４７】
　フィルターを通る空気流を示す値は、フィルター内の現在の蓄積汚染物質量を示す値に
少なくとも部分的に依存する推定値によって取得される、先行請求項のいずれかに記載の
方法である。
【００４８】
　そのような１つの例は、フィルター詰まりの間の空気流を近似するために使用される流
れデータがＣＣＭ試験から取り、流れデータが現在の蓄積汚染物質量に対応する推定を有
している。言い換えれば、いくつかの実施形態では、ＣＡＤＲ値がこの目的のために使用
され得る。他のテストデータの使用も同様に可能である。
【００４９】
　一実施形態によれば、フィルターを通る現在の空気流を示す値は、フィルターを通る基
準空気流に基づく推定によって取得され、基準流は、フィルター内に実質的に粒子が存在
しないときにフィルターを通る流れであり、空気流減少ファクターは、フィルター内の現
在蓄積粒子質量に対応し、空気流減少ファクターは、たとえば粒子質量として表現される
フィルター内に存在する粒子の量または数量による前記フィルターを通る空気流の減少を
示す係数である。
【００５０】
　空気流減少ファクターは、いくつかの実施形態では、各空気処理装置およびフィルター
についての特定の式を使用して計算し得る。この式は、フィルターが粒子で詰まるときの
流れの減少を表すデータに対するカーブフィットによって取得され、それらの例は二次ま
たは三次のフィットを含む。したがって、空気流減少ファクターは、式値であってよい。
【００５１】
　一実施形態によれば、フィルターを通る現在の空気流を示す値は、ファン速度に基づく
推定によって取得される。
【００５２】
　一実施形態によれば、フィルターを通る空気流を示す値は、空気流を測定するように構
成されたセンサーからのデータによって取得される。このようなセンサーは、現在の空気
流の有利な正確な測定を提供し得る。空気流センサーの例は、適合した質量流量計を含む
。センサーは、いくつかの実施形態では、フィルターの上流に配置されてよく、いくつか
の実施形態では、センサーは、フィルターの下流に配置されてよい。
【００５３】
　一実施形態によれば、フィルターを通る空気流を示す値は、ファンの性能を示すデータ
によって取得される。そのようなデータの例は、ファンの角速度データ、ＲＰＭデータ、
エネルギー消費量を含むが、これらに限定されない。
【００５４】
　一実施形態によれば、汚染物質量は粒子量である。例としては、ほこりと花粉があげら
れる。一実施形態によれば、汚染物質量は気体汚染物質量である。例としては、ＶＯＣが
あげられる。
【００５５】
　一実施形態によれば、汚染物質量は、粒子量と気体分子量の少なくとも１つを有してい
る。
【００５６】
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　一実施形態によれば、現在の平均汚染物質濃度を示す値は、粒子状物質濃度値である。
１つの例はＰＭ２．５値である。一実施形態によれば、現在の平均汚染物質濃度を示す値
は、ＶＯＣ濃度値である。一実施形態によれば、現在の平均汚染物質濃度を示す値は、粒
子状物質濃度値とＶＯＣ濃度値の少なくとも１つである。
【００５７】
　ＰＭおよびＶＯＣ値は、室内空気品質を決定するための重要な測定値である。ＰＭにつ
いて最も良く知られた一般的に使用される測定値はＰＭ２．５、すなわち、直径が２．５
μｍ未満の全ての収集粒子の質量である。一方、ＶＯＣ測定は、傘指定の下に非常に多く
の汚染物質が存在し、汚染物質が異なる方法で測定され、異なる濃度で存在するため、よ
り複雑である。一般的なＶＯＣ、ホルムアルデヒドが、試験でＶＯＣを表すためにしばし
ば使用される。
【００５８】
　一実施形態によれば、本方法はさらに、残存フィルター寿命、すなわちフィルター交換
前の残り日数を決定するステップを有しており、残存寿命の決定は、推定残存寿命のあい
だ、現在平均汚染物質濃度レベルが実質的に一定のままであるとの仮定に基づいている。
【００５９】
　利用能力の程度は、基準値に対する総蓄積質量の比較、たとえば特定のフィルターと空
気処理装置のＣＣＭ値から既知であるので、残存フィルター寿命は、汚染物質濃度が一定
のままであるとの仮定に基づいて決定されてよい。一実施形態では、この決定は、現在の
動作時間と、基準値に対する総蓄積質量の比の逆数との乗算に続いて、現在の動作時間を
減算することによって、残存フィルター寿命を推定するステップを有している。
【００６０】
　第１の態様の実施形態のいずれかによる方法はさらに、利用能力の程度および／または
残存フィルター寿命をユーザーに通知するさらなるステップを有していてよい。これによ
り、ユーザーは、フィルターを交換するように、および／または、前もってフィルター交
換の準備をするために知らされ得る。これは、いくつかの実施形態では、適切なユーザー
インターフェースを利用して、空気処理装置の指示器によっておこなわれ得る。他の実施
形態では、指示は、スマートフォンなどの空気処理装置と通信する遠隔手段によって提供
されてよい。
【００６１】
　他の実施形態では、利用能力の程度および／または残存フィルター寿命が代わりに、空
気処理装置および／またはフィルターのプロバイダーに通知されてよく、たとえば、フィ
ルター交換が近づいたときに新しいフィルターがユーザーに送られてもよい。
【００６２】
　一実施形態によれば、周囲ボリューム内の現在の汚染物質濃度を示す汚染物質濃度デー
タは、空気処理装置が配置されている地理的エリアについての濃度データである。空気処
理装置が使用されることが意図されている地理的エリアに関する汚染物質濃度データに関
する入手可能な情報が高精度であるならば、この実施形態は、装置の複雑さと最終的に装
置の全体的な価格を決定する空気処理装置内のセンサーの必要性がなくなるので好ましい
。
【００６３】
　一実施形態によれば、濃度データは、外部情報提供者によって収集され、空気処理装置
に転送されるか、あるいは手動で空気処理装置に提供される。
【００６４】
　本発明の第２の態様によれば、周囲ボリューム内に存在する空気を処理し、さらにフィ
ルターを収容するように構成された空気処理装置が提供される。空気処理装置は、周囲ボ
リュームから前記フィルターを通って引き込まれた空気流を誘導するように構成されたフ
ァンと、電気回路とを有しており、電気回路は、前述の実施形態のいずれかによる方法の
少なくとも１つのステップを実行するように構成されている。
【００６５】
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　そのような電気回路は、前述の実施形態のいずれかによる方法を実行するように構成さ
れたコントローラー、たとえば、いわゆるマイクロコントローラユニット（ＭＣＵ）を有
していてよい。
【００６６】
　一実施形態では、空気処理装置はさらに、周囲ボリューム内の平均汚染物質濃度を測定
するように構成されたセンサーを有している。一実施形態では、空気処理装置はさらに、
周囲ボリューム内の平均汚染物質濃度を測定するように構成された外部構成センサーから
データを受信するための手段を有している。
【００６７】
　空気処理装置はさらに、グラフィカルユーザーインターフェースなどのユーザーインタ
ーフェース、たとえば液晶（ＬＣＤ）ディスプレイなどの表示装置を、または、よりシン
プルな実施形態では、たとえば、次のフィルター交換の必要性、やがて来るフィルター交
換を示して、および／または、残存フィルター寿命、たとえばフィルター交換までの残り
の日数を表示して、ユーザーに教えるたとえばＬＥＤを有していてよい。ユーザーによる
任意の選択または調整は、ユーザーによって操作されるボタン、ノブまたは接触ボタンな
どの従来の手段を使用しておこなわれてよい。他の実施形態は、インターフェースまたは
スクリーンの接触または圧力感知領域を備えたユーザーインタラクティングを有していて
よい。さらに他の実施形態は、選択または調整のための非接触感知手段を有していてよい
。
【００６８】
　本発明の第２の態様の範囲内で考えられ得る空気処理装置のさらなる目的、利点および
特徴は、本発明の第１の態様を参照して、上述した考察によって容易に理解される。
【００６９】
　本発明のさらに別の態様によれば、空気処理装置とサーバーとを有しているシステムが
提供される。空気処理装置は、周囲ボリューム内に存在する空気を処理し、フィルターを
収容するように構成されており、周囲ボリュームから前記フィルターを通って引き込まれ
た空気流を誘導するように構成されたファンと、電気回路とを有している。電気回路とサ
ーバーの少なくとも１つは、上述した実施形態のいずれかによる方法の少なくとも１つの
ステップを実行するように構成されている。
【００７０】
　したがって、必要となるあらゆる計算等は、空気処理装置の電気回路および／またはサ
ーバーによっておこなわれてよい。さらに、いくつかの実施形態では、前の実施形態の方
法のための入力データがサーバーに記憶される。そのようなデータは、時間に関する他の
データのうち、特定のフィルター等に対するＣＣＭデータなどを有している。他の実施形
態では、そのようなデータは、空気処理装置内に記憶されてよい。
【００７１】
　一実施形態では、空気処理装置はさらに、周囲ボリューム内の平均汚染物質濃度を測定
するように構成されたセンサーを有している。一実施形態では、前記システムはさらに、
周囲ボリューム内の平均汚染物質濃度を測定するように構成されたセンサーを有しており
、空気処理装置はさらに、センサーからデータを受信するための手段を有している。
【００７２】
　本発明の第３の態様の範囲内で考えられ得るシステムのさらなる目的、利点および特徴
は、本発明の第１および第２の態様を参照して、前述の考察によって容易に理解される。
【００７３】
　本発明のさらなる目的、特徴および利点は、以下の詳細な開示、図面および添付の特許
請求の範囲を検討するときに明らかになるであろう。この分野の当業者であれば、本発明
の異なる特徴を組み合わせて、以下に説明するもの以外の実施形態を作り出すことができ
ることを理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
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　本発明は、添付の図面を参照して、好ましい実施形態の以下の例証的かつ非限定的な詳
細な説明により、より良く理解されるであろう。
【００７５】
【図１】図１は、本発明の一態様に係るシステムの概略図である。
【図２】図２は、一実施形態に係る方法の多数のステップを概略的に示すフローチャート
である。
【００７６】
　全ての図は概略図であり、必ずしも縮尺通りではなく、一般に、本発明を説明するため
に必要な部分のみを示しており、他の部分は省略されてもよいし、単に示唆されてもよい
。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　図１は、空気処理装置１００とサーバー２００を有している本発明の一態様に係るシス
テムの概略図であり、フィルター３００（図示せず）は空気処理装置１００内に配置され
ている。空気処理装置は、周囲ボリュームＡＶ内に存在する空気を処理するように構成さ
れており、周囲ボリュームＡＶから前記フィルター３００を通って引き込まれる空気流Ａ
Ｆを誘導するように構成されたファン１１０と、電気回路１２０（いずれも図示せず）と
を有している。センサー（図示せず）が、周囲ボリュームＡＶ内の現在の平均汚染物質濃
度を測定するために配置されている。あるいは、空気処理装置は、装置が使用される地理
的エリアについての汚染物質濃度データに関する情報を送信するように構成された外部ユ
ニットと通信するための手段を有している。その情報は、たとえばＷＩＦＩによって空気
処理装置に送信することができる。
【００７８】
　空気処理装置のさらなる実施形態は、製品の複雑さをさらに低減するために空気処理装
置が配置される特定の場所の汚染物質濃度データに関する所望の情報を手動で提供するこ
とを可能にするユーザーインターフェースを有している。電気回路および／またはサーバ
ーは、フィルターの利用能力を推定するための方法の少なくとも１つのステップを実行し
、さらに利用能力に基づいて残存フィルター寿命を推定するように構成されている。
【００７９】
　本方法は、図２を参照して、以下に詳細に説明される。本明細書に記載される例示的な
実施形態では、現在の汚染物質濃度は、粒子センサーからのＰＭ２．５値によって提供さ
れる粒子濃度であり、推定ボリュームは空気流に基づいて推定され、基準値はＣＣＭ粒子
質量値である。
【００８０】
　しかしながら、当業者であれば、現在の平均汚染物質濃度は、たとえばガスセンサーか
らの現在の平均ＶＯＣ濃度によって容易に提供されてよいこと、この場合、基準値はＶＯ
Ｃ濃度値であってよいことを理解する。
【００８１】
　フィルターの利用能力は、フィルター内の総蓄積汚染物質量を決定するステップ４００
と、決定された蓄積汚染物質総量を基準汚染物質量と比較して利用能力を決定するステッ
プ５００をおこなうことによって決定される。ステップ４００において、フィルター内の
蓄積汚染物質量は、周囲ボリューム内の現在の平均汚染物質濃度を測定するように構成さ
れたセンサーから取得したデータと、空気処理装置によって処理される推定空気量とに基
づいて決定され、ボリュームはフィルターを通る現在の空気流に基づいて推定される。
【００８２】
　説明される例示的なケースにおいて、本方法はさらに、経時的な反復プロセスによって
実行される。したがって、ステップ４００は、複数のサンプル期間にわたって繰り返し実
行され、その結果、時間Ｔにわたる総蓄積粒子質量は、多数のサンプル期間ｔにわたる合
計によって決定されてよく、ｔは一般にＴよりも小さい。
【００８３】
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　図２に示すように、ステップ４００はさらに、以下で説明する多くのサブステップを有
している。
【００８４】
　第１のサブステップ４１０において、サンプル時間ｔが、現在の時刻から前のサンプル
の時刻を減算することによって計算される。この値は時間に変換される。
【００８５】
　第２のサブステップ４２０において、現在の平均粒子濃度を表すＰＭ２．５値が粒子セ
ンサーから取得される。現在の粒子濃度とは、現在のサンプル期間中に取得される粒子濃
度であると理解してよい。
【００８６】
　第３のサブステップ４３０において、各空気処理装置およびフィルターについての特定
の式によって取得される空気流減少ファクターを使用して現在の空気流が推定される。こ
の式は、たとえば２次または３次のフィットによって、フィルターが粒子で詰まるにつれ
た流れ減少を表すデータにフィットされ、これにより、粒子がフィルターに捕捉されるこ
とによる空気流の減少を表す。このファクターまたは式の値は、本質的に粒子を捕捉して
いない新しいフィルターを通る初期流量と乗算される。
【００８７】
　サブステップ４１０～４３０は、どの順番でおこなわれてもよい。
【００８８】
　第４のサブステップ４４０において、ステップ４１０で取得したサンプル時間と、ステ
ップ４２０で取得したＰＭ２，５値と、ステップ４３０から取得した空気流すなわち清浄
な空気流とを乗算することによって、サンプルの間の蓄積粒子質量が計算される。サンプ
ル期間にわたる蓄積質量を表すこの値は、必要に応じて記憶されてよい。
【００８９】
　ステップ５００において、サンプル期間にわたって蓄積された総質量と、もしあれば、
前のサンプル期間にわたって蓄積された質量を表す記憶値との合計によって、時間Ｔにわ
たる総蓄積粒子質量が決定され得る。
【００９０】
　ステップ６００において、取得した総蓄積粒子質量は、フィルターの利用能力を決定す
るために、フィルター詰まり試験からの基準値、図示のケースではＣＣＭ値と比較される
。ＣＣＭ値は、図示のケースでは、許容可能なＣＡＤＲレベルに基づいて選択され、例示
的なケースでは、フィルターを交換しなければならなくなる前に、例示的な許容可能なレ
ベルを示すために１０％減少が選択されている。言い換えれば、ＣＣＭ値は、粒子の質量
、すなわちＣＡＤＲレベルが１０％低下したときにフィルター内に存在する量を表す。し
たがって、結果の推定値は、フィルターを交換しなければならなくなる前に利用される容
量の比または程度を与える。
【００９１】
　残存フィルター寿命時間の推定値を提供するために、追加のステップ７００において、
先ず、現在時間から第１のサンプルの時間を減算することによって、使用された総日数が
計算される。次に、使用された日数と、基準値に対する総蓄積質量の比の逆数との乗算に
続いて、使用された日を減算するによって、残存フィルター寿命が推定される。したがっ
て、フィルター交換前の残りの時間は、残りの使用期間が、動作条件下にある、すなわち
同じ平均ＰＭ２．５濃度を有する環境下にあると仮定して計算される。
【００９２】
　上述のステップのいずれかは、空気処理装置１００の電気回路１２０および／またはサ
ーバー２００によっておこなわれてよい。同様に、入力、パラメーター等の形態の記憶デ
ータは、最初に空気処理装置および／またはサーバーに記憶されてもよい。
【００９３】
　図面および前述の説明において本発明が詳細に図示および説明されたが、そのような図
示および説明は、例証的または例示的であって非限定的であるとみなされるべきであり、
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本発明は、開示された実施形態に限定されない。当業者であれば、添付の特許請求の範囲
に規定される範囲内において、多くの修正と変形と代替が考えられ得ることを理解する。
【００９４】
　さらに、開示された実施形態に対する変形は、図面と開示と添付の特許請求の範囲の研
究から、特許請求の範囲に記載の発明を実施する際に、当業者によって理解され得、達成
され得る。特許請求の範囲において、「有しており」との用語は、他の要素やステップを
排除するものではなく、不定冠詞「１つの」は複数を除外するものではない。ある手段が
、相互に異なる従属請求項に明記されているという単なる事実は、これらの手段の組み合
わせが有利に使用できないことを示すものではない。特許請求の範囲の参照符号は、特許
請求の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】
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