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(57)【要約】
【課題】使用者による給水の手間を省き、使い勝手を向
上できるようにし、さらには、スケールの付着を少なく
し、気液接触部材を長期にわたって使用できるようにす
るとともに、装置のメンテナンスを容易にすること。
【解決手段】循環水を貯留する貯水槽４２と、この貯水
槽に貯留された循環水を電気分解して活性酸素種を含む
電解水を生成する電解装置４６と、この電解装置４６に
よって生成された電解水が供給される気液接触部材５３
と、この気液接触部材５３に空気を送る送風ファン３１
と、前記気液接触部材５３の電解水を前記貯水槽に回収
する電解水回収装置４２Ａとを備え、前記気液接触部材
５３にて活性酸素種を含む電解水と空気を接触させ当該
空気を除菌するようにした空気除菌装置において、前記
貯水槽４２に貯留する循環水には液体吸湿剤である塩化
リチウムを含ませている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　循環水を貯留する貯水槽と、この貯水槽に貯留された循環水を電気分解して活性酸素種
を含む電解水を生成する電解装置と、この電解装置によって生成された電解水が供給され
る気液接触部材と、この気液接触部材に空気を送る送風機と、前記気液接触部材の電解水
を前記貯水槽に回収する電解水回収装置とを備え、前記気液接触部材にて活性酸素種を含
む電解水と空気を接触させ当該空気を除菌するようにした空気除菌装置において、前記貯
水槽に貯留する循環水には液体吸湿剤を含ませてあることを特徴とする空気除菌装置。
【請求項２】
　前記液体吸湿剤が無機物の液体吸湿剤であることを特徴とする請求項１に記載の空気除
菌装置。
【請求項３】
　前記液体吸湿剤が中性の液体吸湿剤であることを特徴とする請求項１に記載の空気除菌
装置。
【請求項４】
　前記液体吸湿剤が塩化リチウムであることを特徴とする請求項１に記載の空気除菌装置
。
【請求項５】
　液体吸湿剤を含ませた循環水を貯留する貯水槽と、この貯水槽に貯留された循環水を電
気分解して活性酸素種を含む電解水を生成する電解装置と、この電解装置によって生成さ
れた電解水が供給される気液接触部材と、この気液接触部材に空気を送る送風機と、前記
気液接触部材の電解水を前記貯水槽に回収する電解水回収装置と、前記液体吸湿剤が吸収
した水分により前記貯水槽の水位が所定以上に上昇したときに前記貯水槽の循環水の水位
を調整する水位調整手段とを備えたことを特徴とする空気除菌装置。
【請求項６】
　前記水位調整手段は、前記貯水槽の水位を検出する水位センサと、リザーバータンクと
、前記水位センサの検出出力に応じて前記貯水槽の循環水を前記リザーバータンクに移送
する循環水移送手段とからなることを特徴とする請求項５に記載の空気除菌装置。
【請求項７】
　前記循環水移送手段は、前記貯水槽と前記リザーバータンクとの連絡通路に設けられた
ポンプ及び弁と、これらポンプ及び弁を制御する制御手段とからなることを特徴とする請
求項６に記載の空気除菌装置。
【請求項８】
　前記循環水移送手段は、前記リザーバータンクに設けられ該リザーバータンク内部の空
気を排出するエアポンプと、このエアポンプを制御する制御手段とからなることを特徴と
する請求項６に記載の空気除菌装置。
【請求項９】
　前記水位調整手段は、前記貯水槽を深絞りとすることにより該貯水槽と一体に設けられ
た水位調整用の貯水部であることを特徴とする請求項５に記載の空気除菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細菌、ウィルス、真菌等の空中浮遊微生物（以下、単に「ウィルス等」とい
う）の除去が可能な空気除菌装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水道水等を電気分解して活性酸素種を含む電解水を生成させ、この電解水を用い
て空気中に浮遊するウィルス等の除去を図った除菌装置が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。この除菌装置は、循環水を貯留する貯水槽と、この貯水槽に貯留された循
環水を電気分解して活性酸素種を含む電解水を生成する電解装置と、この電解装置によっ
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て生成された電解水が供給される気液接触部材と、この気液接触部材に空気を送る送風フ
ァンと、気液接触部材の電解水を前記貯水槽に回収する電解水回収装置とを備え、気液接
触部材にて活性酸素種を含む電解水と空気を接触させ、ウィルス等を不活化することによ
り、空気を除菌しようとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０６７０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した空気除菌装置では水道水等を循環水として貯水槽に貯留し、貯水槽に貯留され
た循環水を電気分解して次亜塩素酸等の活性酸素種を含む電解水を生成し、この電解水を
不織布等からなる気液接触部材に供給して電解水と空気を接触させるとともに、気液接触
部材の電解水を前記貯水槽に回収するものであるから、除菌運転を継続することによって
気液接触部材から水分が蒸発して貯水槽の循環水が少なくなる。このため、貯水槽に自動
的に循環水を補給する給水タンクを設け、貯水槽の水位をほぼ一定に保つようにしている
。また、貯水槽の循環水を定期的に排水タンクに排出させることにより、給水タンクから
新たな水道水等を貯水槽に供給し、循環水の濃縮が進みすぎないようにしていた。
【０００５】
　しかしながら、給水タンクが空になると除菌運転が継続できなくなるため、使用者が給
水タンクに頻繁に水を補給する必要があり、給水タンクへの頻繁な給水や排水タンクに溜
まった循環水の排水が使用者にとって大変面倒な作業になっていた。勿論、水道管に直結
した自動給水機能や排水管に連結した自動排水機能を付加することも可能であるが、その
場合には装置がコスト高になるばかりでなく、給水・排水工事費用が嵩み、特に既設の建
物に設置することが困難となる問題があった。また、水を頻繁に補給することによって水
道水等に含まれる不純物が装置内にスケールとなって付着・蓄積され、気液接触部材の交
換時期が早まるとともに、装置のメンテナンスが大掛かりになる欠点もあった。
【０００６】
　そこで本発明は、使用者による給水の手間を省き、使い勝手を向上できるようにし、更
にはスケールの付着を少なくし、気液接触部材を長期にわたって使用できるようにすると
ともに、装置のメンテナンスを容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、循環水を貯留する貯水槽と、この貯水槽に貯留された循環水を電気分解
して活性酸素種を含む電解水を生成する電解装置と、この電解装置によって生成された電
解水が供給される気液接触部材と、この気液接触部材に空気を送る送風機と、前記気液接
触部材の電解水を前記貯水槽に回収する電解水回収装置とを備え、前記気液接触部材にて
活性酸素種を含む電解水と空気を接触させ当該空気を除菌するようにした空気除菌装置に
おいて、前記貯水槽に貯留する循環水には液体吸湿剤を含ませてあることを特徴とする。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、前記液体吸湿剤が無機物の液体吸湿剤であること
を特徴とする。
【０００９】
　第３の発明は、第１の発明において、前記液体吸湿剤が中性の液体吸湿剤であることを
特徴とする。
【００１０】
　第４の発明は、第１の発明において、前記液体吸湿剤が塩化リチウムであることを特徴
とする。
【００１１】
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　また第５の発明は、液体吸湿剤を含ませた循環水を貯留する貯水槽と、この貯水槽に貯
留された循環水を電気分解して活性酸素種を含む電解水を生成する電解装置と、この電解
装置によって生成された電解水が供給される気液接触部材と、この気液接触部材に空気を
送る送風機と、前記気液接触部材の電解水を前記貯水槽に回収する電解水回収装置と、前
記液体吸湿剤が吸収した水分により前記貯水槽の水位が所定以上に上昇したときに前記貯
水槽の循環水の水位を調整する水位調整手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　第６の発明は、第５の発明において、前記水位調整手段は、前記貯水槽の水位を検出す
る水位センサと、リザーバータンクと、前記水位センサの検出出力に応じて前記貯水槽の
循環水を前記リザーバータンクに移送する循環水移送手段とからなることを特徴とする。
【００１３】
　第７の発明は、第６の発明において、前記循環水移送手段は、前記貯水槽と前記リザー
バータンクとの連絡通路に設けられたポンプ及び弁と、これらポンプ及び弁を制御する制
御手段とからなることを特徴とする。
【００１４】
　第８の発明は、第６の発明において、前記循環水移送手段は、前記リザーバータンクに
設けられ該リザーバータンク内部の空気を排出するエアポンプと、このエアポンプを制御
する制御手段とからなることを特徴とする。
【００１５】
　第９の発明は、第５の発明において、前記水位調整手段は、前記貯水槽を深絞りとする
ことにより該貯水槽と一体に設けられた水位調整用の貯水部であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、液体吸湿剤の溶液が電解水とともに気液接触部材に供給され、気液接
触部材では空気との接触による水分の蒸発と液体吸湿剤による水分の吸収とが行われるた
め、貯水槽に貯留される循環水が減少しないようにできる。このため、使用者が給水を頻
繁に行う必要がなく、使い勝手を向上できる。また、循環水が濃縮しすぎないようにでき
ると共に水道水等を頻繁に補給しなくて良いので、気液接触部材や貯水槽等にスケールが
付着しにくくなり、気液接触部材を長期にわたって使用できるとともに、装置のメンテナ
ンスも容易になる。
【００１７】
　また、液体吸湿剤としては種々利用できるが、第２の発明のように、液体吸湿剤が無機
物の液体吸湿剤の水溶液であるものでは、室内の湿度変化に対して優れた水分吸収特性が
あるため、気液接触部材での空気との接触による水分の蒸発と液体吸湿剤による水分の吸
収とが室内湿度に応じた平衡状態となり、空気除菌装置に特別な装置を付加することなく
湿度調整機能を高めることができる。また第３の発明のような前記液体吸湿剤が中性の液
体吸湿剤であれば、アルカリ性のように次亜塩素酸の効果が低いものではなく、酸性のよ
うな塩素ガスが発生するものではないので、次亜塩素酸の効果が高く、安心して使用でき
る。
【００１８】
　特に、第４の発明のような塩化リチウムの水溶液では塩化物イオンを含むため、水道水
を使用しなくても次亜塩素酸等の活性酸素種を生成して、除菌効果を十分に発揮させるこ
とができるとともに、水道水に含まれる成分によりスケールが蓄積されるのを防止できる
。
【００１９】
　また、第５の発明では、液体吸湿剤が吸収した水分により前記貯水槽の水位が上昇した
ときに貯水槽の循環水を保管する水位調整手段を備えているので、液体吸湿剤の吸水によ
り貯水槽の水位が上昇したときに余剰の循環水を保管し、これを不足するときに活用して
給水の頻度をさらに減らすことができる。
【００２０】
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　また、第６の発明では、水位調整手段を貯水槽の水位を検出する水位センサと、リザー
バータンクと、水位センサの検出出力に応じて貯水槽の循環水をリザーバータンクに移送
する循環水移送手段とで構成しているので、第７又は第８の発明のように、例えば循環水
移送手段をポンプ及び弁とそれらの制御手段や、エアポンプとそれらの制御手段で構成し
、貯水槽の水位に応じてポンプ及び弁や、エアポンプを作動させて、貯水槽の循環水をリ
ザーバータンクに移送することにより貯水槽の水位を簡単、かつ確実に調整できる。
【００２１】
　更にまた、第９の発明では、水位調整手段を貯水槽を深絞りとすることにより貯水槽と
一体に設けられた水位調整用の貯水部としているので、構造を複雑にすることなく貯水槽
の余剰の循環水の保管が可能であり、安価に構成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係る空気除菌装置の外観斜視図である。
【図２】同じく空気除菌装置の内部構成を示す斜視図である。
【図３】同じく空気除菌装置の内部構成を示す右側断面視図である。
【図４】同じく空気除菌装置の電解水を生成し循環させる要部の構成を示す斜視図である
。
【図５】各種吸収剤の相対湿度と水分吸収量との関係図である。
【図６】同じく空気除菌装置の電解水の循環経路を示す概略図である。
【図７】同じく空気除菌装置の制御例を示すフローチャートである。
【図８】空気除菌装置の電解水の循環経路の他の実施形態を示す概略図である。
【図９】空気除菌装置の電解水の循環経路の他の実施形態に係る制御例を示すフローチャ
ートである。
【図１０】空気除菌装置の電解水の循環経路のその他の実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の実施の形
態に係る空気除菌装置１の外観斜視図であり、図１に示すように、空気除菌装置１は縦長
に形成された箱形の筐体１１を有し、例えば床置状態で設置される。前記筐体１１の両側
面の下部には吸込グリル１２が形成されると共に、筐体１１の前面の下端部には吸込口１
５が形成されている。
【００２４】
　また、筐体１１の上面には吹出口１３が形成され、吹出口１３には空気を吹き出す方向
を変化させるためのルーバー２０が設けられている。このルーバー２０は、運転停止時に
は上記吹出口１３を閉塞するように構成されている。
【００２５】
　即ち、空気除菌装置１は吸込グリル１２及び吸込口１５を介して設置室内の空気を吸い
込んで除菌し、この除菌された空気を吹出口１３から排出することで、室内空気を清浄化
させる装置である。
【００２６】
　そして、筐体１１の上面には、吹出口１３の前面側に配置された操作蓋１６Ａと、この
操作蓋１６Ａに横並びに配置されたタンク用開閉蓋１４Ａとが形成されている。空気除菌
装置１の内部構成を示す斜視図である図２に示すように、操作蓋１６Ａを開くと空気除菌
装置１の各種操作を行う操作パネル１６が露出し、タンク用開閉蓋１４Ａを開くとタンク
取出口１４を介して後述するリザーバータンクを兼ねる給水タンク４１を出し入れ可能と
なっている。
【００２７】
　また、筐体１１の両側面の上部にはそれぞれ把持部１７が形成されている。これら把持
部１７は筐体１１を手持ちする際に、手を掛けるための凹部であり、運搬時に空気除菌装
置１を一人で持ち上げて移動できるようになっている。
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【００２８】
　また、筐体１１の前面（一側面）には、上下方向に並べられた上側カバー部材１８及び
下側カバー部材１９がそれぞれ着脱自在に配置されており、これら上側カバー部材１８及
び下側カバー部材１９を取り外すと筐体１１の内部構成が露出するようになっている。ま
た、下側カバー部材１９の下端部には、筐体１１の背面側に向けて湾曲した円弧部１９Ａ
を備え、この円弧部１９Ａに上記吸込口１５が形成されている。
【００２９】
　図２に示すように、筐体１１にはこの筐体１１の内部を上下に仕切る支持板２１が設け
られ、上側の室２２と下側の室２３とに区分けされている。この下側の室２３には送風機
を構成する送風ファン３１及びファンモータ３２が配置されると共に、仕切板２４を介し
て把手部５７Ａを有する排水タンク５７が筐体１１の前面側に引き出し可能に収容されて
いる。これら送風ファン３１及びファンモータ３２と排水タンク５７とは横並びに配置さ
れている。
【００３０】
　また、送風ファン３１と吸込口１５との間、即ち下側の室２３における下側カバー部材
１９（図１）と対向する位置にプレフィルタ３４が着脱自在に配置されている。このプレ
フィルタ３４は、吸込グリル１２及び吸込口１５を通じて吸い込まれた空気中の塵埃など
粒径の大きなものを捕集する第１フィルタ２５と、この第１フィルタ２５を通過する、例
えば粒径１０（μｍ）以上の物を捕集する第２フィルタ２６とを備えて構成される。この
プレフィルタ３４によって空気中に浮遊する花粉や塵埃等が除去され、この除去された空
気が送風ファン３１を介して上側の室２２に供給される。
【００３１】
　一方、上側の室２２には、送風ファン３１及びファンモータ３２の上方に電装ボックス
３９が配置され、この電装ボックス３９内には空気除菌装置１を制御するマイクロコンピ
ュータ等から構成される制御部６０（図６）を構成する各種デバイスが実装された制御基
板や、ファンモータ３２に電源電圧を供給する電源回路等の各種電装部品が収容されてい
る。
【００３２】
　そして、電装ボックス３９の上方には、通過する空気を電解水に接触させて空気を除菌
する気液接触部材５３が配置されている。この気液接触部材５３の下方には、気液接触部
材５３から滴下した電解水を受ける水受け部（電解水回収装置）４２Ａを備えた循環水貯
留用の貯水槽４２が配置されている。この貯水槽４２は、深底に形成された貯留部４２Ｂ
を備えており、この貯留部４２Ｂは循環水を貯留できる。この貯留部４２Ｂは水受け部４
２Ａに滴下した電解水が流入するように構成され、電解水が貯留部４２Ｂに貯留される。
また、貯留部４２Ｂは上記排水タンク５７の上方に延在している。更に、貯留部４２Ｂの
上には給水タンク４１が配設され、給水タンク４１から貯留部４２Ｂに循環水を供給可能
な構成となっている。
【００３３】
　次に、空気除菌装置１における空気の流れを説明する。図３は空気除菌装置１の内部構
成を示す右側断面視図であり、上述のように、筐体１１の下側の室２３には送風ファン３
１が設けられている。送風ファン３１の送風口３１Ａは、図３に示すように、筐体１１の
背面側部分において上向きに設けられ、上側の室２２の背面側において上下に延びる風路
としての空間１Ａに連通する。この空間１Ａは、筐体１１の背面側に配置される第１導風
部材８１と、この第１導風部材８１に対向配置され、支持板２１から貯水槽４２まで延在
する導風板８４とにより形成されている。送風ファン３１の送風口３１Ａから吹き出され
た空気は、上昇して、図３において矢印で示すように空間１Ａを通り、前方へ向けられ気
液接触部材５３の背面に吹き付けられる。
【００３４】
　一方、気液接触部材５３を介する上記空間１Ａと反対側（本実施形態では筐体１１の前
面側）の空間１Ｂには、図３に示すように、気液接触部材５３を通過した空気を吹出口１
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３に導く第２導風部材８３が配置されている。この第２導風部材８３は、上面部と背面部
とを開口された略箱状に形成されている。
【００３５】
　この第２導風部材８３は、空間１Ｂ内の空気を吹出口１３に導く機能に加えて、気液接
触部材５３から空気とともにこの空間１Ｂに吹き出された水（いわゆる飛び水）を受ける
機能を有する。具体的には、第２導風部材８３の内側の底面８３Ａは、気液接触部材５３
に向けて低く傾斜しており、第２導風部材８３に飛び出した水を貯水槽４２に導くように
形成されている。そして、気液接触部材５３を通過した空気は、第２導風部材８３の内側
の面８３Ｂに導かれて吹出口１３の下方に配設された吹出口フィルタ３６を通って排気さ
れる。
【００３６】
　図４は電解水を生成し循環させる要部の構成を示す斜視図であり、本実施の形態では、
空気を除菌する電解水は、循環されて繰り返し使用される。
【００３７】
　循環の概略を説明すると、電解水の原料として貯留部４２Ｂに供給された循環水は、電
解水を循環させるための循環ポンプ４４により電解槽（電解装置）４６に供給され、電解
槽４６により循環水が電解されて生成された電解水は、貯留部４２Ｂに再び戻り貯留され
、その後、循環ポンプ４４により気液接触部材５３に供給され、次いで、除菌に使用され
た電解水が水受け部４２Ａに流下し、水受け部４２Ａから貯留部４２Ｂに流れた電解水が
再び循環ポンプ４４により電解槽４６に供給されて電解水の循環が繰り返されるというも
のである。このように、本実施形態における構成では電解水が循環式となっており、少量
の水を有効に利用することで、長時間にわたって効率良く空気の除菌ができる。
【００３８】
　貯水槽４２は、その水受け部４２Ａと貯留部４２Ｂとが一体に成形されて構成される。
水受け部４２Ａは貯留部４２Ｂより一段高く形成されており、気液接触部材５３から水受
け部４２Ａに流下した電解水は、貯留部４２Ｂに流れるようになっている。また、水受け
部４２Ａから貯留部４２Ｂに至る電解水の流路には、気液接触部材５３から流れ落ちた水
に含まれる固形物（スケール）を捕集するフィルタ７６が配設されている。
【００３９】
　循環ポンプ４４は、その吸入口が貯留部４２Ｂの水面より下になるように配設され、循
環ポンプ４４の吐出口に接続された配水管７１を通じて循環水を吐出する。この配水管７
１は３つの経路に分岐し、一方の経路では、循環ポンプ４４が配水管７１と分岐して接続
される分岐管７２を介して電解槽４６に接続され、もう一方の経路では、配水管７１が気
液接触部材５３の上に設置された散水ボックス５１に接続され、更にもう一方の経路では
、循環ポンプ４４が配水管７１と分岐して接続され、且つ、後述するように電磁弁７３が
挿入された分岐管７４を介して給水タンク４１に接続されるようにしてある。
【００４０】
　一方の経路において、分岐管７２を通って電解槽４６に供給された循環水は、電解槽４
６により電解される。この電解槽４６は、後述するように複数の電極を内蔵し、これら電
極間に、制御部６０から供給される電圧を印加することにより、水を電解して次亜塩素酸
などを含む電解水を生成する。
【００４１】
　電解槽４６の上面にはこの電解槽４６で生成した電解水を排出する排出口４６Ａが形成
され、この排出口４６Ａには電解水を貯留部４２Ｂに送出する返送管７５が接続されてい
る。この返送管７５は、排出口４６Ａから横方向に延びた後、下方向に向きを変え、返送
管７５の下端は、フィルタ７６の上方に位置している。　
【００４２】
　そして、電解水は、返送管７５の下端から直接、フィルタ７６に注がれるようにして還
流され、フィルタ７６を通過する際にスケール等は取り除かれて、貯留部４２Ｂに貯留さ
れる。なお、返送管７５から流れ出る電解水が、フィルタ７６の上流である水受け部４２
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Ａに還流される構成としても良い。この場合、返送管７５から水受け部４２Ａに注がれた
電解水は、上述の場合と同様に、フィルタ７６を介して貯留部４２Ｂに流れるため、スケ
ールを取り除くことができる。
【００４３】
　そして、次亜塩素酸などを含んだ電解水が供給された気液接触部材５３が送風ファン３
１により空気を送られると、空気が気液接触部材５３を通過する際に、空気中に浮遊する
ウィルス等と電解水とが接触してウィルス等が不活化されるため、空気を除菌することが
でき、さらに気液接触部材５３自体における雑菌の繁殖を防止できる。また、臭気が気液
接触部材５３を通過する際に、電解水中の次亜塩素酸などと反応し、イオン化して電解水
に溶解することにより、空気中から除去されるため、脱臭をすることもできる。
【００４４】
　気液接触部材５３は、水受け部４２Ａの上方に配設され、除菌に使用されて気液接触部
材５３から流下する電解水は、水受け部４２Ａにより受けられて、その後、貯留部４２Ｂ
に還流される。
【００４５】
　ここで、気液接触部材５３の各部（フレーム、エレメント部、及び分流シートを含む）
には、電解水による劣化が少ない素材、例えば、ポリオレフィン系樹脂（ポリエチレン樹
脂、ポリプロピレン樹脂等）、ＰＥＴ（ポリエチレン・テレフタレート）樹脂、塩化ビニ
ル樹脂、フッ素系樹脂（ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＥＴＦＥ等）又はセラミックス系材料等の素
材が使用され、本構成では、ＰＥＴ樹脂を用いるものとする。
【００４６】
　また、気液接触部材５３の各部には親水性処理が施され、電解水に対する親和性が高め
られており、これによって、気液接触部材５３の電解水の保水性（湿潤性）が保たれ、後
述する活性酸素種（活性酸素物質）と室内空気との接触が長時間持続される。
【００４７】
　本実施の形態では、液体吸湿剤として塩化リチウムを含む水溶液を循環水として貯水槽
４２に貯留させており、この循環水が電解層４６で電解されることで、除菌成分としての
次亜塩素酸を含む電解水が生成され、電解水は上述したように気液接触部材５３での空気
との接触により空気との除菌に使用されるとともに、液体吸湿剤としての塩化リチウムは
気液接触部材５３での空気との接触により空気中に含まれる水分を吸収し、吸収された水
分は電解水回収装置としての水受け部４２Ａを経て貯水槽４２の貯留部４２Ｂに電解水と
一緒に回収され、循環水として貯留される。
【００４８】
　液体吸湿剤としては種々のものがあり、例えば各種吸収剤の相対湿度と水分吸収量との
関係図である図５（参照文献：空気調和・衛生工学　２００２年１０月号　ｐｐ.　９８
７　加湿と除湿（５）　榊　武文）に示すように、塩化リチウムの他には塩化カルシウム
、硫酸、グリセリン、トリエチレングリコールが広範囲の空気中の湿度変化に対して良好
な水分吸収特性を有している。このうち、塩化リチウムは室内の湿度変化に対して最も優
れた水分吸収特性を有しているため、気液接触部材５３での空気との接触による水分の蒸
発と液体吸湿剤による水分の吸収とが室内湿度に応じた平衡状態となり、空気除菌装置１
に特別な装置を付加することなく湿度調整機能を高めることができる。特に、塩化リチウ
ムの水溶液では塩化物イオンを含むため、水道水を使用しなくても次亜塩素酸を生成して
、除菌効果を十分に発揮させることができるとともに、水道水に含まれる成分によりスケ
ールが蓄積されるのを防止できる。
【００４９】
　これに対して塩化カルシウムは空気中の炭酸ガスが水溶液に溶け込むことにより炭酸カ
ルシウムなどのスケールを析出することがあり、硫酸はｐＨ（ペーハー）が低いため装置
に対する腐食性が高い点で難があり、グリセリンやトリエチレングリコールのように有機
系のものは電解の際に次亜塩素酸と反応して次亜塩素酸の効果を弱める欠点があるため、
液体吸湿剤としてはスケールを析出したり、次亜塩素酸に影響を与えることが少ない中性
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の無機物塩化物や臭化物、特に塩化リチウムの水溶液が適している。ここで、中性とは、
ｐＨが５～９の範囲、さらに望ましくはｐＨが６～８の範囲である。
【００５０】
　電解水の循環経路を示す概略図である図６において、前記貯留部４２Ｂにはリザーバー
タンクを兼ねる給水タンク４１がその給水口を貯留部４２Ｂの底に向けられて配設されて
おり、この給水口にはフロートバルブが設けられ、貯留部４２Ｂの水面が給水口よりも下
になると、このフロートバルブが開放されることにより、給水タンク４１から必要量の水
が供給され、貯留部４２Ｂの水位が一定に保たれる仕組みとなっている。
【００５１】
　また、循環ポンプ４４は配水管７１と接続され、且つ電磁弁７３が挿入された分岐管７
４を介して給水タンク４１に接続されている。従って、液体吸湿剤としての塩化リチウム
が空気中の水分を吸収することにより、貯水槽４２の貯留部４２Ｂに設けられた水位セン
サ７７が貯留部４２Ｂの水位上昇を検出すると、制御部６０は電磁弁７３を開くと共に循
環ポンプ４４を駆動させて、貯留部４２Ｂの循環水を循環ポンプ４４及び分岐管７４を介
して給水タンク４１に移送し、貯留部４２Ｂの水位が一定以上に上昇しないようにしてい
る。そして、逆に貯留部４２Ｂの水位が一定以下に低下したときには、前述したように、
フロートバルブが開放し、給水タンク４１に保管された循環水はその給水口から貯留部４
２Ｂに戻される。
【００５２】
　また、貯留部４２Ｂの底部には、排水された電解水を貯留する排水タンク５７と貯留部
４２Ｂとを接続する排水管５５が配設されており、排水管５５には貯留部４２Ｂの排水を
制御する排水バルブ５６が取り付けられている。この排水バルブ５６が開かれると貯留部
４２Ｂから排水タンク５７に電解水が排水されると共に、給水タンク４１のフロートバル
ブが作動して新しい水若しくは保管されていた循環水が貯留部４２Ｂに供給される。
【００５３】
　即ち、図６中に破線で示すように、電磁弁７３、水位センサ７７、電解槽４６、循環ポ
ンプ４４及び排水バルブ５６は、それぞれ制御部６０に接続され、制御部６０の制御に従
って図７に示すように動作する。
【００５４】
　先ず、空気除菌装置１の電源がＯＮ（オン）になると（ステップＳ１）、水位センサ７
７により貯留部４２Ｂの水位検出が行われ（ステップＳ２）、水位センサ７７の検出出力
に基づいて制御部６０が水位が正常であると判断すると電解槽４６で循環水が電気分解さ
れる電解制御を開始させて（ステップＳ３）、電解水を生成する。また、電解制御が開始
されると、制御部６０は循環ポンプ４４を運転させると共に送風ファン３１による送風を
開始させ（ステップＳ４）、気液接触部材５３での次亜塩素酸などを含む電解水と空気と
の接触により空気の除菌を行わせると共に、電解水に含まれる液体吸湿剤（塩化リチウム
）により空気中の水分が吸収される。
【００５５】
　この除菌運転中に水位センサ７７による水位検出が定期的に行われ（ステップＳ５）、
液体吸湿剤（塩化リチウム）の水分吸収により貯留部４２Ｂでの水位が所定量以上に上昇
すると、制御部６０により水位センサ７７からの検出出力により貯留部４２Ｂの水量が過
剰であると判断され、この場合には、循環ポンプ４４を運転させながら電磁弁７３を開と
し（ステップＳ６）、貯留部４２Ｂの循環水は給水タンク４１に移送され、保管される。
【００５６】
　逆に、室内が極度に乾燥して液体吸湿剤（塩化リチウム）の水分吸収よりも気液接触部
材５３での水分蒸発が上回る場合には貯留部４２Ｂでの水位が低下し、水位センサ７７か
らの検出出力により貯留部４２Ｂの水量が過少であると制御部６０が判断すると、空気除
菌装置１の運転を停止させ（ステップＳ７）、報知手段である渇水アラーム灯を点灯させ
る（ステップＳ８）。この貯留部４２Ｂの水量が過少である場合には、循環水の塩化リチ
ウムの濃度が濃過ぎて、好ましくない。



(10) JP 2011-10702 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

【００５７】
　この実施形態では循環水移送用のポンプとして循環ポンプ４４を共用したが、循環水移
送専用のポンプと電磁弁を有する循環水移送手段を設けても良い。また、水位センサ７７
からの検出出力により貯留部４２Ｂの循環水の塩化リチウムの濃度を推定できるため、電
解槽４６での電解制御を調整し、次亜塩素酸を含む電解水を過度に生成させないようにす
ることもできる。
【００５８】
　その場合、塩化リチウムの濃度は４０％～１０％（Ｗ／Ｖ）、望ましくは３０％～１０
％、更に望ましくは２５％～１０％の範囲となるように制御し、濃度がそれ以外の範囲に
なる場合にはエラーとし、運転を停止するようにすれば、貯留部４２Ｂの循環水が必要以
上に増加しないようにできる。
【００５９】
　また、本実施形態のように、リザーバータンクを兼ねる給水タンク４１を用いるもので
は過剰な循環水は給水タンク４１に移送・保管し、万一渇水状態になる場合は給水タンク
４１に水を補給することにより運転を再開することができる。このため、給水タンク４１
に水を頻繁に補給する必要がなく、使用者の使い勝手を向上できる。また、水道水等を頻
繁に補給しなくて良いので、気液接触部材５３や貯留部４２Ｂへのスケールの付着が少な
く、気液接触部材５３を長期にわたって使用できるとともに、装置のメンテナンスが容易
となる。なお、循環水として補給する水は脱塩水が好ましいが、補給回数が少なくなるの
で、水道水でも問題はない。
【００６０】
　なお、前述したように、配水管７１を分岐して電磁弁７３が挿入された分岐管７４を設
けて循環ポンプ４４と給水タンク４１とを接続して、循環ポンプ４４を運転させながら電
磁弁７３を開として、過剰な貯留部４２Ｂ内の循環水を給水タンク４１に移送・保管する
代わりに、図８に示すように、給水タンク４１にエアポンプ７８を設けて、同様に過剰な
貯留部４２Ｂ内の循環水を給水タンク４１に移送・保管してもよい。
【００６１】
　即ち、水位センサ７７からの検出出力に基づいて、制御部６０が貯留部４２Ｂの水量が
過剰であると判断した場合に、エアポンプ７８を作動させ、給水タンク４１の内部を負圧
にすることにより、貯留部４２Ｂの循環水を給水タンク４１に移送・保管する。この場合
には、循環水移送用のための分岐管、ポンプ及び電磁弁は不要となる。
【００６２】
　図９及び図１０はその他の実施形態を示すものであり、貯留部４２Ｂを深絞りとして貯
水部７９を設けることにより、貯留部４２Ｂの基準となる水位に対して数倍（例えば、４
倍程度）まで液体吸湿剤の吸水により水位が上昇しても循環水を貯水部７９で保管してオ
ーバーフローしないようにしてある。また、循環ポンプ４４は水位が変化しても給水が可
能になるように、その下端部が貯水部７９底面近くまで延びるように、給水パイプ８０を
長くする。また、湿度が高いと吸水量も増えてしまうので、湿度センサを設置して、一定
湿度、例えば湿度８０％以上では、装置を停止させるような制御を行ってもよい。
【００６３】
　この場合、給水タンクやポンプ等の循環水移送手段が不要となり、図１０に示すように
、先ず空気除菌装置１の電源がＯＮ（オン）になると（ステップＳ１１）、水位センサ７
７により貯留部４２Ｂの水位検出が行われ（ステップＳ１２）、水位センサ７７の検出出
力に基づいて制御部６０が水位が正常であると判断すると電解槽４６で循環水が電気分解
される電解制御を開始させて（ステップＳ１３）、電解水を生成する。また、電解制御が
開始されると、制御部６０は循環ポンプ４４を運転させると共に送風ファン３１による送
風を開始させ（ステップＳ１４）、気液接触部材５３での次亜塩素酸などを含む電解水と
空気との接触により空気の除菌を行わせると共に、電解水に含まれる液体吸湿剤（塩化リ
チウム）により空気中の水分が吸収される。
【００６４】
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　この除菌運転中に水位センサ７７による水位検出が定期的に行われ（ステップＳ１５）
、室内が極度に乾燥して液体吸湿剤（塩化リチウム）の水分吸収よりも気液接触部材５３
での水分蒸発が上回る場合には貯留部４２Ｂでの水位が低下して、水位センサ７７からの
検出出力により貯留部４２Ｂの水量が過少であると制御部６０が判断すると、空気除菌装
置１の運転を停止させ（ステップＳ１６）、報知手段である渇水アラーム灯を点灯させる
（ステップＳ１７）。
【００６５】
　逆に、過剰の水分吸収により水位が上限に達した場合は、水位センサ７７からの検出出
力により貯留部４２Ｂの水量が過剰であると制御部６０が判断し、空気除菌装置１の運転
を停止させ（ステップＳ１８）、報知手段である満水アラーム灯を点灯させる（ステップ
Ｓ１９）。
【００６６】
　なお、上述した実施形態において、電解槽４６は一方が正、他方が負となる対の電極を
備え、これら電極間に電圧を印加することにより、電解槽４６に流入した循環水が電気分
解されて次亜塩素酸等を含む電解水が生成される。
【００６７】
　この次亜塩素酸は広義の活性酸素種に含まれるもので、強力な酸化作用や漂白作用を有
する。次亜塩素酸が溶解した水溶液、すなわち空気除菌装置１により生成される電解水は
、ウィルス等の不活化、殺菌、有機化合物の分解等、種々の空気清浄効果を発揮する。こ
こで、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素と、その関連物質のこ
とであり、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシルラジカル、或いは過酸
化水素といった、いわゆる狭義の活性酸素に、オゾン、次亜ハロゲン酸等といった、いわ
ゆる広義の活性酸素を含めたものであり、電極等の選択により種々利用可能である。
【００６８】
　また、前記電極には、例えば、白金イリジウム電極や白金ルテニウム電極などの塩素発
生電極、白金電極、炭素繊維電極、オゾン発生電極などを利用することができる。
【００６９】
　　以上のように本発明の実施形態について説明したが、上述の説明に基づいて当業者に
とって種々の代替例、修正又は変形が可能であり、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で
前述の種々の代替例、修正又は変形を包含するものである。
【符号の説明】
【００７０】
１　　　空気除菌装置
３１　　送風ファン
４１　　給水タンク（リザーバータンク）
４２　　貯水槽
４２Ａ　水受け部（電解水回収装置）
４２Ｂ　貯留部
４４　　循環ポンプ
４６　　電解槽（電解装置）
５３　　気液接触部材
６０　　制御部（制御手段）
７３　　電磁弁
７４　　分岐管（連絡通路）
７７　　水位センサ
７８　　エアポンプ
７９　　貯水部
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