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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高電圧を発生するための高電圧発生装置と、この高電圧発生装置によって高電圧が印加
されることで微細な水を放出する静電霧化装置を備えた空気調和機において、
　前記静電霧化装置は、空気中の水分を凝縮させる低温部を有するペルチェ素子と、微細
な水を放出する霧化部及び前記低温部で凝縮された水分を前記霧化部へ導く導水部を有す
る霧化電極と、を備え、
　前記霧化部は、送風ファンの吹出し風路の側壁から前記吹出し風路に突出して配設され
、
　前記低温部は、前記霧化部が位置する前記吹出し風路と前記側壁を介して配設されるこ
とを特徴とする静電霧化装置を備えた空気調和機。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記霧化電極と対を成す接地側の電極を空気調和機内に有さないことを特徴とする空気
調和機。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記静電霧化装置が、前記高電圧発生装置に接続された導電性を有する針状部を持つ吹
出しイオン電極を備えることを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
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　請求項３において、
　前記霧化部と針状部の先端位置の、前記側壁からの突出寸法が異なっていることを特徴
とする空気調和機。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記霧化部と針状部の先端位置との間を流れに沿って仕切る仕切部材を配設したことを
特徴とする空気調和機。
【請求項６】
　請求項３において、
　前記霧化部と針状部の先端位置の間に隔壁を配設したことを特徴とする空気調和機。
【請求項７】
　請求項３において、
　前記霧化電極および／または前記吹出しイオン電極に印加する電圧が－３ｋＶ～－６ｋ
Ｖであることを特徴とする空気調和機。
【請求項８】
　請求項３において、
　前記吹出し風路に配置した前記霧化部を前記針状部よりも風下に配置することを特徴と
する空気調和機。
【請求項９】
　請求項１において、
　前記高電圧発生装置と導通する導電性を有する針状部を持つ吸込みイオン電極を、室内
の空気を室内機本体に吸込む空気吸込み部に配置し、前記吸込みイオン電極と前記静電霧
化装置へ、同時に高電圧を印加することを特徴とする空気調和機。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記空気吸込み部に配置した吸込みイオン電極と、室内機本体から室内に空気を吹き出
す空気吹出し部に配置した静電霧化装置の放出部とを、前記送風ファンの軸方向の略同一
位置からずらして配置したことを特徴とする空気調和機。
【請求項１１】
　請求項１において、
　前記導水部が多孔質体であることを特徴とする空気調和機。
【請求項１２】
　請求項１において、
　前記ペルチェ素子の高温側の放熱を、室外空気の強制通風で行うことを特徴とする空気
調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機に係り、特に静電霧化方式での水分の放出に好適な空気調和機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機は室内空気を熱交換器に循環させて、加熱，冷却，除湿機能などにより調和
空気にし、これを室内に吹出すことにより室内を空気調和する。このとき、温度，湿度の
調節以外にも様々な機能を付加し、室内を清浄で、快適な空間にすることが行われている
。
【０００３】
　室内には、生活に付随して種々の臭いの発生源が生じ、そのあるものは鼻の臭気細胞を
刺激し、臭いとして感知される。これらの臭い発生源は、気体，小液滴，微細な塵埃など
であり、いずれも、放置しておくと宇宙線などにより電離した空気中のイオンなどと衝突
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して帯電したり、重力のため沈降したり、気流により壁に衝突したりして、室内の壁，家
具，床，天井などの固定物に吸着され室内の空気中から取り除かれ、または、活性物質と
遭遇し分解，変成されて、臭いは消えてしまう。
【０００４】
　しかし、分解されないで、部屋の壁や床などに吸着，沈降した臭いの発生源は、温度が
上がったり，風が当ったり，掃除で舞い上がったりすると、また、室内空気に浮遊するこ
とになり、臭いとして感知されるようになる。
【０００５】
　このように、吸着などにより室内の壁などに付着している臭いの発生源を分解，変成す
るため、ＯＨラジカルなどの活性物質を微細な水滴に付与して、長寿命化し、臭いの発生
源に遭遇させ、脱臭する試みが行われている。
【０００６】
　そのひとつとして、室内に吹出す空気に静電霧化方式により帯電した微細な水を放出し
、室内を脱臭する方法が考えられ、これを具現化するために種々の工夫が凝らされている
。この種の従来技術として、特許文献１～特許文献５が知られている。
【０００７】
　特許文献１は放電電極，対向電極，高電圧印加手段，水発生手段を有する浄化装置を搭
載した室内機を備え、室内温度検出手段，室内湿度検出手段，吹出温度検出手段を有し、
検出された各情報と、運転情報とに基づいて、水発生手段，高電圧印加手段の出力を制御
する。これにより、長寿命な酸化力の高いラジカルやイオン等、およびそれらを含んだ微
細な水を生成し、脱臭，殺菌，有害物質除去を行う空気調和機について述べている。
【０００８】
　特許文献２は送風手段と、熱交換器と、水溜め部と、水の搬送部と、搬送先端部に対向
する対向電極部と、搬送経路中の水印加電極部と、を備えて、水印加電極部と対向電極部
間に高電圧を印加する静電霧化装置を具備する。また、該静電霧化装置を送風経路の熱交
換器よりも下流側に設ける。これにより、微細な水を放出して、室内にある空気中の臭気
成分、特にカーテンや壁等に付着した臭気成分を効率良く除去する、低コストで設置スペ
ースの小さい空気調和機について述べている。
【０００９】
　特許文献３は空気調和機において、放電電極と対向電極と水供給手段とからなると共に
、放電電極と対向電極との間に高電圧を印加する静電霧化手段を有する。この静電霧化手
段の水供給手段として空気中の水分を凝縮させるための冷却源の冷却部側に放電電極を設
ける。これにより、静電ミスト（微細な水）を含んだ空気を室内に吹き出して、室内にあ
る空気中の臭気成分、特にカーテンや壁等に付着した臭気成分を効率よく除去する空気清
浄機能付き空気調和機について述べている。
【００１０】
　特許文献４は静電霧化ユニットと、ペルチェ素子と、ペルチェ素子駆動電源と、高電圧
電源ユニットと、吸込み温度検出手段と、吸込み湿度検出手段と、ペルチェ冷却面温度測
定手段と、高電圧電極と、対向電極と、静電霧化状態検出手段を有し、吸込み温度検出手
段と湿度検出手段の検出結果に基づいて、ペルチェ素子駆動電源及び高電圧電源を制御す
る。これにより、人が給水することなく無給水で微細な水を放出し、静電霧化による脱臭
機能を有する空気浄化装置を提供する空気調和機の空気清浄装置について述べている。
【００１１】
　特許文献５は吸放湿材層に空気中の水分を吸着させる吸湿サイクルと吸放湿材層に加熱
空気を送り込んで吸着された水分を脱離させる放湿サイクルを交互に動作させる水生成手
段と、第１，第２の電極間に高電圧を印加して水を霧化してミストを発生させる静電霧化
手段と、それらの制御手段とからなる。これにより、無給水で静電霧化によって微細な水
を放出し、脱臭機能を有する空気浄化装置を提供する空気浄化装置及び空気調和機につい
て述べている。
【００１２】
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【特許文献１】特開２００６－０２９６６３号公報
【特許文献２】特開２００５－２８２８７３号公報
【特許文献３】特開２００６－２３４２４５号公報
【特許文献４】特開２００６－１４９５３８号公報
【特許文献５】特開２００６－１５０１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　現在、家庭用の空気調和機は、その静音性，気流の到達性などから、横流ファンを用い
るものが多く、前述の静電霧化装置を導入するに当たってもこれらのことに留意して、そ
の取付け姿勢や取付け位置を決定する必要がある。
【００１４】
　特許文献１～特許文献５では、数多く普及している、横流ファンを使用した壁掛型の空
気調和機に静電霧化装置を装着する場合の具体的な設置位置，設置姿勢などについては言
及されていない。
【００１５】
　本発明の目的は、帯電した微細な水が有する脱臭作用を部屋の広い範囲で発揮させる静
電霧化装置を搭載した空気調和機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の目的は、高電圧を発生するための高電圧発生装置と、この高電圧発生装置によ
って高電圧が印加されることで微細な水を放出する静電霧化装置を備えた空気調和機にお
いて、静電霧化装置は、空気中の水分を凝縮させる低温部を有するペルチェ素子と、微細
な水を放出する霧化部及び低温部で凝縮された水分を霧化部へ導く導水部を有する霧化電
極と、を備え、霧化部は、送風ファンの吹出し風路の側壁から吹出し風路に突出して配設
され、低温部は、霧化部が位置する吹出し風路と側壁を介して配設されることにより達成
される。

【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、脱臭作用を部屋の広い範囲で発揮させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施例について図１から図２６を用いて説明する。図における同一符号
は同一物または相当物を示す。
【００１９】
　まず、空気調和機の全体構成を、図１，図２を用いて説明する。図１は本発明の実施例
の空気調和機の構成図、図２は図１の室内機の側断面図である。
【００２０】
　空気調和機１は、室内機２と室外機６とを接続配管８で繋ぎ、室内を空気調和する。室
内機２は、筐体ベース２１の中央部に室内熱交換器３３を置き、熱交換器３３の下に熱交
換器３３の幅と略等しい長さの横流ファン方式の送風ファン３１１を配置し、露受皿３５
等を取付け、これらを化粧枠２３で覆い、化粧枠２３の前面に前面パネル２５を取付けて
いる。この化粧枠２３には、室内空気を吸い込む空気吸込み口２７と、温湿度が調和され
た空気を吹出す空気吹出し口２９とが上下に設けられている。送風ファン３１１からの吹
出し気流を送風ファン３１１の長さに略等しい幅を持つ吹出し風路２９０に流し、吹出し
風路２９０途中に配した左右風向板２９５で気流の左右方向を偏向し、更に、吹出し口
２９に配した上下風向板２９１で気流の上下方向を偏向して室内に吹出すことができるよ
うになっている。
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【００２１】
　室内熱交換器３３は、アルミニウム製の複数枚のフィンと、これらフィンにあけられた
穴に挿入された銅製の冷媒管により形成されている。フィンとフィンとの間隔は微小隙間
となっており、この間を室内の空気流が通風することで冷媒と空気との間で熱交換が行わ
れる。この室内熱交換器３３の空気流下流には送風ファン３１１が設けられている。送風
ファン３１１が回転すると室内空気が室内機２に設けられた空気吸込み口２７から室内熱
交換器３３，送風ファン３１１を通って空気吹出し口２９から吹出される。
【００２２】
　筐体ベース２１には、送風ファン３１１，フィルター２３１，２３１′，室内熱交換器
３３，露受皿３５，上下風向板２９１，左右風向板２９５等の基本的な内部構造体が取付
けられる。そして、これらの基本的な内部構造体は、筐体ベース２１，化粧枠２３，前面
パネル２５からなる筐体２０に内包され室内機２を構成する。
【００２３】
　また、前面パネル２５の下部一側には、運転状況を表示する表示部３９７と、別体のリ
モコン５からの赤外線の操作信号を受ける受光部３９６とが配置されている。
【００２４】
　化粧枠２３の下面に形成される空気吹出し口２９は、前面パネル２５との分割部に隣接
して配置され、奥の吹出し風路２９０に連通している。２枚の上下風向板２９１は、閉鎖
状態で、吹出し風路２９０をほぼ隠蔽して室内機２の底面に連続する大きな曲面を有する
ように構成されている。これらの上下風向板２９１は、両端部に設けた回動軸を支点にし
て、リモコン５からの指示に応じて、駆動モータにより空気調和機１の運転時に所要の角
度回動して空気吹出し口２９を開き、その状態に保持される。空気調和機１の運転停止時
には、これらの上下風向板２９１は空気吹出し口２９を閉じるように制御される。
【００２５】
　左右風向板２９５は、下端部に設けた回動軸を支点にして駆動モータにより回動され、
リモコン５からの指示に応じて回動されてその状態に保持される。これによって、吹出し
空気が左右の所望の方向に吹出される。なお、リモコン５から指示することにより、空気
調和機１の運転中に上下風向板２９１，左右風向板２９５を周期的に揺動させ、室内の広
範囲に周期的に吹出し空気を送ることもできる。
【００２６】
　可動パネル２５１は、下部に設けた回動軸を支点として駆動モータにより回動され、空
気調和機１の運転時に前側空気吸込み部２３０′を開くように構成されている。これによ
って、室内空気は、運転時に上側空気吸込み部２３０からだけでなく、前側空気吸込み部
２３０′からも室内機２内に吸引される。空気調和機１の停止時には、前側空気吸込み部
２３０′を閉じるように制御される。
【００２７】
　空気調和機１を運転するときには、電源に接続してリモコン５を操作し、所望の冷房，
除湿，暖房等の運転を行う。冷房等の運転の場合、送風ファン３１１の前方の部分の室内
熱交換器３３に室内空気を通すため、図２の如く、前面パネル２５の一部を構成する可動
パネル２５１を回動させて開く。上側空気吸込み部２３０及び開いた可動パネル２５１の
奥の前面パネル２５の前側空気吸込み部２３０′を通して室内熱交換器３３に室内空気を
流通させる。
【００２８】
　室内機２は、内部の電装品ボックスに制御基板を備え、この制御基板にマイコンが設け
られる。このマイコンは、室内温度センサー，室内湿度センサー等の各種のセンサーから
の信号を受けると共に、リモコン５からの操作信号を受光部３９６で受ける。このマイコ
ンは、これらの信号に基づいて、室内送風ファン３１１，可動パネル駆動モータ，上下風
向板駆動モータ，左右風向板駆動モータ等を制御すると共に、室外機６との通信を司り、
室内機２を統括して制御する。
【００２９】
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　また、特に説明しないが、それぞれの運転モードの切り換えは、リモコン５の操作部で
行うか、室内機２の操作部で行う。また、図示しない制御装置からの指令により、周囲の
環境条件や空気調和機１の運転経過などに応じて自動的に運転モードの切り換えを行うこ
ともできる。
【００３０】
　運転停止状態で、マイコンは、リモコン５からの運転操作信号または自動運転が設定さ
れていれば各種センサーからの情報に基づいて、冷房，暖房，除湿等の運転モードを決定
する。この決定に基づいて可動パネル２５１及び上下風向板２９１を動作させて、気流の
通路を開放状態にする。つまり、マイコンは、駆動モータを動作させ、上下風向板２９１
，左右風向板２９５をリモコン５からの指示に対応した吹出し角度まで回動する。また、
マイコンは、上下風向板２９１の動作に連動して、可動パネル２５１を開く可動パネル駆
動モータを動作させる。
【００３１】
　次に、マイコンは、室内送風ファン３１１を回転させ、上側空気吸込み部２３０及び前
側空気吸込み部２３０′から室内空気を吸込む。吸込んだ室内空気を室内熱交換器３３で
温風または冷風にし、あるいは熱交換しないで上下風向板２９１、左右風向板２９５に沿
って空気吹出し口２９から吹出させるように制御する。一方、運転を停止する際は、室内
送風ファン３１１を停止した後に、可動パネル２５１の駆動モータ及び上下風向板２９１
の駆動モータを逆回転させる。このようにして、開の状態から閉の状態に戻すように制御
する。
【００３２】
　フィルター２３１，２３１′は、吸い込まれた室内空気中に含まれる塵埃を取り除くた
めのものであり、室内熱交換器３３の吸込側を覆うように配置されている。送風ファン
３１１は横長の横流ファンで構成され、室内空気を空気吸込み口２７から吸い込んで空気
吹出し口２９から吹出すように室内機２内の中央に配置されている。室内熱交換器３３は
、送風ファン３１１の吸込側に配置され、略逆Ｖ字状に形成されている。
【００３３】
　露受皿３５は、室内熱交換器３３の前後両側の下端部下方に配置され、冷房運転時や除
湿運転時に室内熱交換器３３に発生する凝縮水を受けるために設けられている。受けて集
められた凝縮水はドレン配管３７を通して室外に排出される。
【００３４】
　これらによって、空調される室内空気を流す主風路が形成される。即ち、送風ファン
３１１を運転することで、室内空気は空気吸込み口２７から吸い込まれ、フィルター231
，２３１′を介し、室内熱交換器３３にて熱交換された後、空気吹出し口２９から室内に
吹出される。
【００３５】
　次に、静電霧化装置について図３～図１２を用いて説明する。図３は静電霧化装置の構
成を示す模式図である。図４は室内機の前面パネルを取外した斜視図である。図５は霧化
ユニットの吹出し風路への取付部斜視図である。図６は吹出し風路を除外した霧化ユニッ
ト部の斜視図である。図７は放電部でイオン流を分離する説明図である。図８は静電霧化
装置の放電電流特性図である。図９は付着臭の除去効果を示すグラフである。図１０は安
全環の取付けを示す斜視図である。図１１は安全環の斜視図である。図１２は室内機の化
粧枠を取外し、左方向から見た斜視図である。
【００３６】
　静電霧化装置４２は、高電圧発生装置４５０と、高電圧発生装置４５０の高電圧端子
４５１から伸びる導電体４２９と、吸水時に導電体４２９と霧化接続部４２４で電気的に
接触する霧化電極４２２及びイオン電極４２８と、霧化電極４２２に供給する水の水源部
４４０などで構成される。
【００３７】
　この高電圧発生装置４５０で発生させた－３ｋＶ～－６ｋＶの高電圧を霧化電極４２２
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及びイオン電極４２８に印加し、霧化電極４２２に水源部４４０から水分を供給すること
で霧化電極４２２先端から帯電した微細粒の水を放出させ、また、イオン電極４２８から
イオンを放出させる。
【００３８】
　実施例では空気調和機１の室内機２の吹出し風路側壁２９０ｃから吹出し風路２９０に
突出させて、上記の帯電した微細粒の水及びイオンの双方を放出する放出部４３０を設け
てある。
【００３９】
　放出部４３０は霧化ハウジング４３１内に形成され、仕切部材４３２ａで霧化室４３２
とイオン化室４２７に分けられ、霧化室４３２には霧化部４２２ａと棒状の導水部422ｂ
から成る霧化電極４２２が収納され、イオン化室４２７には針状部４２８ａとベース部
４２８ｂから成るイオン電極４２８が収納されている。
【００４０】
　霧化室４３２部分の霧化ハウジング４３１には側部開口４３２ｃ，後部開口４３２ｄが
設けられている。また、イオン化室４２７の部分の霧化ハウジング４３１には、イオン開
口４２７ａが設けられている。
【００４１】
　イオン電極４２８は先端を針状に形成された金属，炭素繊維，導電性セラミックや導電
性樹脂等導電性を有する針状部４２８ａを有している。好ましくは炭素繊維を使用し、先
端形状を極細にするのが良い。先端形状を針状（極細）にすることにより、電極に電圧を
印加したときに、先端部に強い電界が形成され、低い印加電圧でコロナ放電を起こすこと
ができる。
【００４２】
　霧化電極４２２は先端に丸みを帯びた円錐状の霧化部４２２ａと棒状の導水部４２２ｂ
を形成した多孔質体であり、例えば、ポリエステル樹脂繊維等を含有させて形成する。こ
のように、多孔質体とすることで、水源部４４０からの水を吸収し、霧化部４２２ａまで
毛管現象によって無動力で水を運搬でき、また、数多くの導水経路が得られるので実質的
に導水経路の詰りを懸念する必要がなくなる。
【００４３】
　導水部４２２ｂとベース部４２８ｂは霧化ハウジング４３１に支持され、且つ、霧化接
続部４２４で導電体４２９と電気的に接触している。従って、霧化接続部４２４に電圧を
印加することで、霧化部４２２ａに到達した水に静電気を与え、静電気の反発力で帯電し
た水を霧化部４２２ａの先端から空気中に放出させ、所謂、静電霧化を起こさせる。
【００４４】
　このとき、吹出し風路２９０の側壁から（機能的には水源部４４０から）突出させた霧
化部４２２ａ迄の導水部４２２ｂを細い棒状の導水部４２２ｂで接続しているので、その
吸水体積を小さくできる。吸水体積が小さくなるので、ここに保持する水の量も少なくで
き、霧化部４２２ａまで速く水を伝達することができる。従って運転初期段階で、運転開
始から実際に微細粒の水を放出するまでの時間を短縮できる。このため、静電霧化機能の
使い勝手を良くすることができる。
【００４５】
　実施例では、ペルチェ素子を利用して室内の空気から水分を凝縮させる方式の水源部
４４０を構成しており、ペルチェ素子４４１の低温部４４２に室内空気の水分を凝縮させ
る冷却板４２５を、高温部４４４に外気で冷却される放熱板３３８を設けてある。
【００４６】
　ペルチェ素子４４１は、直流電流を印加すると、低温部４４２と高温部４４４を得るこ
とができる素子である。この性質を利用して、低温部４４２の温度が、接する空気の露点
温度以下になるようにペルチェ素子４４１に電圧を印加する。このとき低温部４４２に接
するのは室内から導いた空気である。可能であれば室外から導入した空気でも良い。する
と、低温部４４２に接する空気に含まれている水分を結露させることができる。
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【００４７】
　こうすることによって、外部から水を補給すること無く使用者の手を煩わせずに、自動
的に霧化部４２２ａへ水の供給を行うことができる。低温部４４２から霧化部４２２ａへ
の水の供給は、結露水を受ける保水部材４２３から導水部４２２ｂにより霧化部４２２ａ
まで運搬する。
【００４８】
　冷却板４２５の下部は保水部材４２３で覆われ、冷却板４２５上に結露した室内空気の
水分を受け、保持する。保水部材４２３の下部には前記の霧化電極４２２の根元にあたる
導水部４２２ｂを挿入する孔があり、導水部４２２ｂが挿入され、保水部材４２３に保持
された水分が毛管現象で導水部４２２ｂを通して霧化部４２２ａに供給されるようになっ
ている。
【００４９】
　送風ファン３１１を駆動し、静電霧化装置４２を運転して、高電圧発生装置４５０から
の負の高電圧を霧化電極４２２及びイオン電極４２８に印加する。
【００５０】
　このとき、イオン電極４２８から周辺の大気に向けてコロナ放電が起こり、電子が放出
され、イオンが発生する。このイオンは吹出し風路２９０に放出され、吹出し気流に乗っ
て室内に吹出し、室内空気の質を向上させるなどの効果を発現する。
【００５１】
　前記の静電霧化装置４２の運転に連動して、水源部４４０のペルチェ素子４４１への通
電が行われ、ペルチェ素子４４１の低温部４４２が冷却され、絶縁シート４４３を挟んで
、冷却板４２５が冷たくなり、その温度が周辺の室内空気の露点温度より下がると、周辺
の室内空気の水分が冷却板４２５の上に結露してくる。
【００５２】
　この結露を冷却板４２５の下部の保水部材４２３で受け、導水部４２２ｂを介して、霧
化部４２２ａまで毛管現象で運搬する。水が霧化部４２２ａまで到達すると霧化接続部
４２４に印加されている高電圧により、静電霧化が始まり、帯電した微細粒の水が吹出し
風路２９０に放出され、吹出し気流に乗って室内に吹出される。
【００５３】
　実施例では、イオン電極４２８と霧化電極４２２の吹出し風路側壁２９０ｃからの突出
長さを変え、霧化部４２２ａと針状部４２８ａの先端位置を敢えて異ならせてある。即ち
、風路側壁からの突出寸法を異ならせており、イオン電極４２８の突出寸法を長く、霧化
電極４２２の突出寸法を短くしている。つまり、霧化部４２２ａの先端位置と、針状部
４２８ａの先端位置とが、吹出し気流の中の異なる流路に分けて置かれることになる。
【００５４】
　このため、各々の電極から放出された帯電した微細粒の水またはイオンは、この異なる
流路に分かれた吹出し気流に乗って移動する。これらの粒子は同極性に帯電しているので
、互いに他の電極あるいは他の流れに近づかないように流され、他の電極からの帯電した
微細粒の水またはイオンの放出を妨げることを低減できる。
【００５５】
　なお、それら粒子が同極性であるのは、導電体４２９に接続された霧化接続部４２４周
辺の構成によるものであり、霧化電極４２２もイオン電極４２８も霧化接続部４２４の電
位が印加されるからである。実際には、電極までの抵抗等が異なるであろうから、同電位
であるとは限らない。
【００５６】
　一般に、帯電微粒子の電極からの放出は、付近に同極性の帯電微粒子が存在すると抑制
されて放出され難くなるが、このように電極同士を離し、仮想的な流路を分けて構成する
ことで、帯電した微細粒の水と此れと同極性のイオンの双方をスムーズに放出することが
できる。
【００５７】
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　また、突出寸法の長い方の電極先端の電界の方が強くなり、イオンや帯電した微細粒の
水の放出が起きやすくなる。一旦これらのイオンや帯電した微細粒の水の放出が始まると
、電極周辺の空気中に放出したのとは反対極性のイオンが寄っていくことになる。従って
、霧化電極４２２の周辺にも放出しようとしている微細粒の水とは反対極性のイオンが漂
っていることになる。これに誘引されて突出寸法の短い方の電極からもイオンや帯電した
微細粒の水の放出が始まる。
【００５８】
　このときの印加電圧を調べてみると、二つの電極を同じ長さで並べたときよりも低い印
加電圧でイオンや帯電した微細粒の水の放出が開始されることが分かった。従って、高電
圧回路の出力電圧を低く抑えることができ、消費電力を抑えることができる。
【００５９】
　また上記のように、針状部４２８ａより霧化部４２２ａの突出寸法を短くした場合は、
上述した棒状にすることと相俟って導水部４２２ｂの体積をより小さくでき、速く或いは
水源部４４０からの水の供給が少なくても、霧化部４２２ａまで水を供給することができ
る。従って、霧化部４２２ａが乾燥状態であっても、運転開始から実際に微細粒の水を放
出するまでの時間を短縮でき、静電霧化機能の使い勝手を良くすることができる。また、
微細粒の水が放出されるまでの間も、針状部４２８ａからイオンの放出が行われるので、
室内空気の質の向上を図ることができる。
【００６０】
　霧化部４２２ａと針状部４２８ａの先端位置との間には、これらを仕切る仕切部材432a
を配設する。この仕切部材４３２ａによって、風路側壁からの突出寸法が大きい側の電極
と突出寸法が小さい側の電極との間が区切られるので、各々の電極から放出されたイオン
または帯電した微細粒の水は、夫々異なる流路の吹出し気流に乗って移動する。つまり、
仕切部材４３２ａによって、流れが他方の電極に近づくことがないので、他の電極からの
放出を妨げることが更に少なくでき、帯電した微細粒の水とこれと同極性のイオンの双方
の放出を阻害することなく放出できる。
【００６１】
　この場合、仕切部材４３２ａは両電極間を完全に遮断するものである必要は無く、突出
寸法が異なっている両電極の先端位置を、より明確に吹出し気流の中の異なる流路に区切
るものであれば良い。また、仕切部材４３２ａは、霧化部４２２ａと針状部４２８ａとに
直角に設けられているが、傾けてあったとしても流れに沿っており、イオン電極４２８側
の流れと霧化電極４２２側の流れを仕切っていれば必ずしも直角である必要はない。図７
の場合、仕切部材４３２ａが右に傾いており、イオン電極４２８側の流れを霧化電極422
側の流れに合流させてしまうようだと最早仕切部材とは呼べないが、左に傾いている分に
は特に仕切部材４３２ａとしての機能を失うわけではない。
【００６２】
　また、イオン電極４２８を霧化電極４２２より、吹出し気流の上流に配置している。こ
れにより、霧化ハウジング４３１の吹出し気流の上流側外壁を霧化電極４２２の乾燥を防
ぐ遮風壁４３７とすることができ、放出部４３０の構造が単純化される。なお、損傷しや
すい針状部４２８ａは霧化ハウジング４３１で外力から保護される。
【００６３】
　この場合、図７に二点鎖線で示す如く、仕切部材４３２ａを図中左方に伸ばして、霧化
電極４２２とイオン電極４２８とを区画する隔壁４３２ｂとするのも良い。隔壁４３２ｂ
は、霧化部４２２ａの先端位置と、針状部４２８ａの先端位置との間に設けられている。
【００６４】
　これにより、霧化部４２２ａを通る気流の量を、針状部４２８ａを通る気流の量に影響
されずに設定できる。この設定は、側部開口４３２ｃ，後部開口４３２ｄの位置・大きさ
を変更すること等により行うことができる。霧化電極４２２となる導水部４２２ｂ，霧化
部４２２ａが、霧化部４２２ａを通る気流で乾燥しないように気流の量を押え、放出され
る帯電した微細粒の水で放出部４３０周辺が濡れないようにすることができる。また、仕
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切部材４３２ａと相俟って、各電極から放出されたイオンまたは帯電した微細粒の水が、
互いに、他の電極の近傍に近づくことがなくなる。つまり、他の電極からの放出に影響を
及ぼすことが殆ど無く、各電極から、帯電した微細粒の水と此れと同極性のイオンとの双
方を確実に放出することができる。
【００６５】
　なお、霧化部４２２ａを、針状部４２８ａよりも風下に配置する。更には、隔壁432ｂ
の風下に配置する。
【００６６】
　導水部４２２ｂを吹出し風路２９０に置いた場合、暖房運転時の高温の吹出し気流に曝
されて、内部に蓄えられた水が蒸発，乾燥し、帯電した微細粒の水を放出できなくなるこ
とがあるが、これを防ぐため、上流側に、導水部４２２ｂの乾燥を防ぐことができる隔壁
４３２ｂや遮風壁４３７を設けて、導水部４２２ｂの周囲を囲って導水部４２２ｂに当た
る吹出し気流を適度な量に抑える。他方、針状部４２８ａは、霧化部４２２ａより吹出し
気流の風上に曝して、放出されたイオンを速やかに室内に拡散させる。
【００６７】
　帯電した微細粒の水及びイオンの放出に伴う高電圧電流値の変化は図８に示すようにな
る。
【００６８】
　－２.５ｋＶ 位から放電が始まり、安定して放電する領域を経て、高電圧電流値が急増
する経過を辿る。電荷によりラジカルが生じるなどして脱臭作用を示す帯電した微細粒の
水を、霧化部４２２ａから静電霧化により生成し、針状部４２８ａから室内の空気の質を
向上させる効果を期待できるマイナスイオンを放出させて室内に浮遊させることができる
。
【００６９】
　また、一般に、電極に高電圧を印加してイオンを放出させると、同時にオゾンが発生す
ることがある。図８において高電圧電流値が急増する領域はオゾンの発生が多く、避けな
ければならない領域である。また、印加する電圧（の絶対値）が高いほどオゾンの発生が
多く、これを抑制するためには印加する電圧をできるだけ下げることが必要になる。
【００７０】
　電極の形状を針状にするとイオンの放出開始電圧を下げることができるので、針状の電
極としたときに発生するオゾンの濃度を０.０５ＰＰＭ 以下に抑制できれば、法律の規制
値を満たすことができる。従って、実験（図８）から、帯電した微細粒の水とイオンとの
双方を安定的に、同時に発生させることができるよう霧化接続部４２４への印加電圧を－
３ｋＶ以上とし、オゾンの発生量を規制値以下に抑制するよう－６ｋＶ以下とする（つま
り、－３ｋＶ～－６ｋＶ）。
【００７１】
　印加電圧を－３ｋＶからとすることで水やイオンの放出を余裕をもって開始できると共
に、電流値が急増する領域を避けることができる。また、－６ｋＶ以下とすることでオゾ
ンの発生量を規制値以下に抑制できると共に、電流値が急増する領域を避けることができ
る。
【００７２】
　実施例での帯電した微細粒の水による脱臭効果を図９に示す。
【００７３】
　試験片とする乾燥したガーゼ（３００mm×２５０mm）一枚を１ｍ3 ボックスに入れ、タ
バコ１０本を燃焼させ、一時間放置する。
【００７４】
　試験片を６畳の和室に干し、静電霧化装置を運転する。又は、静電霧化装置を運転しな
い。
【００７５】
　１時間ごとに、試験片を無臭のにおい袋に入れ、臭気を測定する（測定器：双葉製作所
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製　においセンサー　ＯＭＵ－ｓｎ）。
【００７６】
　図９に示すように、明らかに脱臭効果が認められ、官能比較でも明らかに確認できる差
があった。
【００７７】
　４３８は霧化ハウジング４３１の吹出し風路側壁２９０ｃ貫通部に、霧化ハウジング
４３１の外壁に接するように取付けられた導電性の安全環であり、熱交換器３３に接地さ
れている。
【００７８】
　一般に、空気調和機１の室内吹出し口では、冷房運転時、吹出し風路２９０内の部品は
熱交換器で冷却された吹出し空気によって、低温になっている。このとき、予期しない条
件で逆流が起こると、冷却されていない室内の空気が吹出し口から逆流し、吹出し風路
２９０内の部品に接触する。冷却されていない室内の空気は露点温度が高いので、吹出し
風路２９０内の低温になっている部品に触れると、そこに結露を生ずる。
【００７９】
　高電圧が印加されている静電霧化装置４２に、万が一このようなことが起こると、使用
者が吹出し風路２９０の静電霧化装置４２に触れたときに、電撃を受ける虞がある。これ
を避ける為、吹出し風路２９０に設置した静電霧化装置４２の人が触れる虞のある外壁に
結露が生じても、その結露を伝わって、導電部となる何れかの部分、例えば安全環４３８
に続く接地回路が形成されるようにしておく。そうすれば、霧化ハウジング４３１の外壁
が接地の電位になるので、万が一この部に触れても電撃を感ずることがなく、使用者に無
用の不安を与えることがない。
【００８０】
　なお、人が触れても流れる電流が人体に危険のない電流以下に制御されていたとしても
、冬から春の乾燥時期に静電気の溜ったドアノブに触れた時のような軽い電撃を受けるこ
とは避けられない。人体に危険のない電撃とは言え、このような現象は空気調和機１のよ
うに一般家庭用に使用される機器においては、使用者に無用の不安を与えるので好ましい
ことではない。
【００８１】
　ペルチェ素子４４１は、直流電圧を印加すると、低温部４４２と高温部４４４とに分か
れる。低温部４４２は高音部４４４での放熱量が大きくならなければ冷え難いという性質
があり、逆に、高温部４４４での放熱量が大きければ低温部４４２は冷え易いという性質
がある。従って、高温部４４４での放熱量が大きければ、低温部４４２で更に低温を得る
ことができる。
【００８２】
　この性質を利用するため、ペルチェ素子４４１を冷却する放熱板３３８を外気導入機構
３２の外気吸込み風路３２８ｂに面して配設している。つまり、ペルチェ素子４４１の高
温側の放熱を、室外空気で強制通風するのである。可能であれば、室内空気でこれを行う
ように構成しても良い。
【００８３】
　これにより、ペルチェ素子４４１の高温側の冷却に、温度範囲の予測ができる室内又は
室外の空気を使用し、放熱板３３８が導入外気で強制的に冷却され、ペルチェ素子４４１
の高温側の放熱が確実に行われる。温度範囲の予測ができるのは、室内温度センサー，外
気温センサーの値を用いるからである。ペルチェ素子４４１の低温側を十分冷却し、冷却
板４２５を確実に周辺の室内空気の露点温度以下に制御することができる。
【００８４】
　この結果、ペルチェ素子４４１の低温側の結露が支障なく進行し、霧化部４２２ａへの
水の供給がスムーズに行われる。つまり、ペルチェ素子４４１への印加電圧と、高温部
４４４での放熱量を制御することにより、適切な量の結露水を得ることができ、メンテナ
ンスフリーで静電霧化機能のための水を得ることができる。
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【００８５】
　また、ペルチェ素子４４１，換気装置，保水部材４２３は互いに近くに設けるのが良い
。これにより、ペルチェ素子４４１の高温部４４４の放熱を換気装置で簡易に行うことが
でき、低温部４４２で得られた水を保水部材４２３で簡易に保持することができる。以上
によって、得られた適量の水を霧化部４２２ａに簡易に導くことができる。
【００８６】
　また、実施例では、図４に示すように室内機２の空気吸込み側で、空気吹出し部に配置
した静電霧化装置４２の放出部４３０と、送風ファン３１１の軸方向の中心線を挟んで反
対側の位置に吸込みイオン電極４１２を設ける。つまり、空気吸込み部２３０′に配置し
た吸込みイオン電極４１２と、空気吹出し部に配置した静電霧化装置４２の放出部４３０
とを、送風ファン３１１の軸方向で互いに反対側（一端側と他端側と）に配置する。
【００８７】
　吸込みイオン電極４１２からイオンを吹出すと、前述のように、塵埃は効果的に捕集さ
れる。しかし、全ての塵埃が捕集される訳ではない。フィルター２３１，２３１′に捕集
されなかったイオン付きの塵埃は、熱交換器３３を通過するうちに大半が熱交換器３３に
接触して其の電荷を失ってしまうが、一部のイオン付きの塵埃は、熱交換器３３も通過し
、吹出し風路２９０に到達する。
【００８８】
　横流ファン３１１は、軸方向にほぼ一様な速度で吹出す特性を有し、軸方向の風の乱れ
が少ないため、気流の吸込みと吹出しは横流ファンの軸方向に亘ってほぼ一定である。こ
れは、空気吸込み部２３０′の吸込みイオン電極４１２から放出されたイオンについても
、同様である。
【００８９】
　つまり、吸込みイオン電極４１２から放出され、吹出し風路２９０に到達したイオンは
、静電霧化装置４２の放出部４３０とは離れた位置、送風ファン３１１の反対側の端部近
傍に吹出すことになり、静電霧化装置４２の放出部４３０からの帯電した微細粒の水やイ
オンの放出を妨げることが殆どない。
【００９０】
　更に、吸込みイオン電極４１２と、吹出しイオン電極４２８および霧化電極４２２とを
同極にして、吸込みイオン電極４１２と静電霧化装置４２へ同時に高電圧を印加する。実
施例では図３に示すように霧化接続部４２４，吸い込みイオン電極４１２には、導電体
４２９の同電位が印加される。
【００９１】
　放出するイオンとしては、プラスイオン，マイナスイオンの双方のイオンを放出するこ
とが可能であるが、一般家庭用には室内の空気の質を向上させる効果を期待できるマイナ
スイオンを放出する機能が望ましい。
【００９２】
　これにより、吹出し気流中に設けた静電霧化装置４２の放出部４３０、つまり、霧化部
４２２ａからは、帯電した微細粒の水が、針状部４２８ａからは、霧化部４２２ａから放
出される帯電した微細粒の水と同極性のイオンが放出される。このイオンは霧化部422ａ
から放出される帯電した微細粒の水と同様に空気調和機１の吹出し気流に乗って室内に運
搬され、反対極性に帯電した塵埃などの微粒子と遭遇し結合する。そして極性を中和し、
室内の反対極性の微粒子を減少させる。このようにして室内の空気の質を向上させる。ま
た、霧化部４２２ａから放出される帯電した微細粒の水も吹出しイオン電極４２８から放
出されるイオンと同様の挙動を示すが、更に、その電荷によりラジカルが生じるなどして
脱臭作用を奏する。
【００９３】
　このとき、吹出しイオン電極４２８から放出されるイオンが室内の反対極性の微粒子を
減少させる分、霧化部４２２ａから放出される帯電した微細粒の水が反対極性の微粒子と
遭遇する機会が減少する。従って、霧化部４２２ａから放出される帯電した微細粒の水が
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広く室内に行き渡り、室内の広い範囲で脱臭効果を発揮する。また、空気調和機１の吸込
み気流にイオンが供給され、吸込み気流中の塵埃を凝集し、吸込み風路に設けられている
フィルター２３１，２３１′で捕集され易くなる。このようにして塵埃は効果的に捕集さ
れる。
【００９４】
　吹出し気流に放出される霧化部４２２ａからの帯電した微細粒の水および針状部428ａ
からのイオンは、吸込みイオン電極４１２からのイオンと同極性である。つまり、吸込み
イオン電極４１２からのイオンと反発するので、それら微細粒の水および（針状部428ａ
からの）イオンは、空気調和機１から吹出して直ぐに空気吸込み部２３０，２３０′に吸
込まれることが抑制される（ショートサーキットが抑制される）。従って、霧化部422ａ
からの帯電した微細粒の水および針状部４２８ａからのイオンは、室内に広く運搬され、
広範囲で脱臭作用等を発揮する。
【００９５】
　次に、フィルター２３１′について図１３から図１５を参照しながら説明する。図１３
はフィルターの樹脂繊維網にスパッタリング加工を施した状態を表す図である。図１４は
フィルターの樹脂繊維網にスパッタリング加工を施し、更にカレンダーロール加工を施し
た状態の説明図である。図１５はスパッタリング加工を施したフィルターの樹脂繊維網の
抗菌試験結果である。
【００９６】
　フィルター２３１′に埃が多く付着すると空気の流れの抵抗となり熱交換器３３の熱交
換性能が低下するため冷凍サイクルの能力が低下してしまう。また、横流ファンを使用し
た空気調和機１では横流ファンの軸方向の両端吹出し部からの逆流が起き易くなり、騒音
が大きくなる。このため、定期的にフィルター２３１′を清掃する必要がある。
【００９７】
　従来の一般的なフィルターの網は、ＰＰ，ＰＥＴ，ＡＢＳ等樹脂が露出した表面を有し
ている。このフィルターを構成する網の成型方法は、溶解した樹脂をノズルから射出し、
冷却硬化する手法である。このため、樹脂が露出した網表面は、平滑に見えても細孔が沢
山存在する。これらの細孔に空気中を浮遊する粉塵やタバコの煙等が付着し、細孔に入り
込むため、フィルターを定期的に洗浄しても細孔に入ってしまった粉塵等の汚れは容易に
落とすことができない。
【００９８】
　このため、弱い力で簡単にフィルター２３１′を掃いて、フィルター２３１′に付いた
汚れを剥離させ、容易に汚れを落とすことができるフィルター２３１′が求められる。
【００９９】
　樹脂繊維網２３１ａ′は、縦繊維２３１ｂ′と横繊維２３１ｃ′とで構成され、その表
面にステンレスなどの金属皮膜２３１ｄ′を形成している。金属皮膜２３１ｄ′は、真空
中でイオン化したアルゴンガスなどの不活性ガスをステンレスに衝突させ、はじき飛ばさ
れた金属粒子を樹脂繊維網２３１ａ′に成膜させるスパッタリング加工により、樹脂繊維
網２３１ａ′表面に形成されている。これにより樹脂繊維網２３１ａ′表面の細孔を埋め
、表面をナノサイズで平滑化することで、埃、汚れが剥離しやすく、汚れの浸透を防ぐこ
とができる。本実施形態では、樹脂の線材にステンレスをスパッタリングしているので、
安価な構成で、フィルターに捕集された塵埃を容易に除去できる。
【０１００】
　ここで、スパッタリング加工を施す面は、室内空気の吸気気流に対し上流側への加工の
みとして、低コスト化を図っている。なお、室内空気の吸気気流に対し、上流，下流の両
面となる樹脂繊維網２３１ａ′表面全体に施すことで、より埃の剥離性向上，汚れの浸透
性を抑えることができる。
【０１０１】
　更に、図１４のように、樹脂繊維網２３１ａ′に熱を掛けながらローラで潰すカレンダ
ーロール加工を施すことにより、縦繊維２３１ｂ′と横繊維２３１ｃ′の交差部分に平面
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部を形成してもよい。このようにすれば、樹脂繊維網２３１ａ′を更に平滑にすることが
でき、埃を剥離させやすくできる。
【０１０２】
　なお、スパッタリング加工及びカレンダーロール加工は、樹脂繊維網２３１ａ′の一般
的な構造であるハニカム織り、平織りの何れに施してもよい。
【０１０３】
　ここで、樹脂繊維網２３１ａ′の構造が立体的に織ったハニカム構造である場合には、
埃が樹脂繊維にぶつかりやすく埃の捕集効率が高いが、平滑ではないため清掃用刷毛
２６７′で汚れを拭き取る際に凹凸部分の凹部分に埃が残る可能性がある。そこで、フィ
ルター２３１′の構造を平織り構造にすることで、フィルター２３１′の表面をより平滑
にすることができ、清掃しやすくなる。
【０１０４】
　また、フィルター枠２３２′に対する樹脂繊維網２３１ａ′の取付面は、室内空気の吸
気流に対して上流側，下流側のどちら側に取付けてもよい。但し、フィルター枠２３２′
を室内空気の吸気気流の下流側に配置することにより、埃が付着する面にフィルター枠
２３２′による凹凸が無くなり掃除がしやすくなるというメリットがある。
【０１０５】
　図１５は、ＪＩＳＺ２８０１の規定に基づきステンレス材をスパッタリング加工した樹
脂繊維網２３１ａ′とスパッタリング加工なしの樹脂繊維網の抗菌性能評価の結果である
。
【０１０６】
　この評価結果によれば、黄色ブドウ球菌及び大腸菌の抗菌活性値である基準値２.０ 以
上を満たし、記菌の繁殖を抑制する効果が得られることが分かった。これにより、樹脂繊
維網２３１ａ′の表面にステンレス材の金属皮膜２３１ｄ′をスパッタリング加工で形成
することで抗菌効果を得ることができ、近年の安全志向に対する抗菌ニーズに対応し快適
で衛生的な生活環境を実現する空気調和機１を提供することができる。
【０１０７】
　また、樹脂網にステンレスをスパッタリング加工を施す。これにより、塵埃が付着する
フィルター２３１，２３１′の面が、ステンレスのスパッタリング面で覆われるので、付
着した塵埃は樹脂繊維網２３１ａ′の母材には接触できない。つまり、塵埃が樹脂繊維網
２３１ａ′母材の細孔に入り込むことがなく、付着面から剥離し易い状態に保持され、付
着した塵埃が簡単に剥離するようになる。つまり、汚れが落ちやすく、フィルター２３１
，２３１′の掃除が簡単になる。また、塵埃が付き難いので、通風抵抗が増加し難くなる
。従って、熱交換器での熱交換性能の悪化や、横流ファン吹出し口での逆流の発生が抑え
られる。
【０１０８】
　次に、実施例の如く、上述のステンレスをスパッタリング加工を施したフィルター
２３１′の前面に前述の吸込みイオン電極４１２を設けた場合に関して図４，図１２，図
１６，図１７を用いて説明する。図１６は図１の室内機のイオンの流れを模式的に示した
説明図、図１７は図１の室内機のフィルターの帯電量残存率を示すグラフである。
【０１０９】
　吸込みイオン電極４１２は、網目状のカバーに覆われた針状部４１２ａを備え、フィル
ター２３１′の上流側に設置されている。なお、吸込みイオン電極４１２とは反対側に静
電霧化装置４２を備えている。これらは互いに送風ファン３１１の反対側に配置されてい
る。
【０１１０】
　不導体である樹脂製のフィルター２３１，２３１′に導体であるステンレスをスパッタ
リングすると、スパッタリング部の極限られた表層の数μｍだけが導体となり、全体で見
ると、半導体的な導通性を有するようになる。この状態でフィルター２３１，２３１′上
流に隣接したイオン発生装置(４１２)を作動させると、イオン発生装置で発生したイオン
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の大半が気流に乗って図１６のように吸込みイオン電極４１２に近いフィルター２３１′
のステンレススパッタリング面にシャワーのように降り注ぎ、スパッタリング面に到達し
て、ここに電荷を与える。上述のようにステンレスのスパッタリング面は半導体様の導通
性を有するため、与えられた電荷は、全面に移動し、周辺から接地部に向けて放散してゆ
く。このため、フィルター２３１′のステンレスのスパッタリング面全体はイオン発生装
置から発生するイオンとほぼ同電位に保たれる。従って、気流に乗って運ばれてくる室内
の塵埃で、吸込みイオン電極と反対極性（逆極性）に帯電している塵埃を吸着できる。こ
のように、イオン発生装置の下流に置かれたフィルター２３１′は、静電フィルターと同
様の働きをする。
【０１１１】
　なお、本実施形態では、吸込みイオン電極４１２としてマイナスイオンを発生するもの
を採用したが、プラスイオンを発生するものを使用しても良い。つまり、吸込みイオン電
極４１２を陽極としても良い。これには、吸込みイオン電極４１２を静電霧化装置４２と
逆極性の高電圧を印加する。図示していないが、図３の導電体４２９から分岐した部分に
電圧を反転させる回路等を設ければ良い。一般に、正イオン（プラスイオン）の放出時に
は、負イオン（マイナスイオン）の放出時に比べてオゾンの発生量が少ないことが知られ
ている。吸込みイオン電極４１２に正の高電圧を印加すると、正のイオンが放出されるが
、この場合はオゾンの発生量が少なくなる。
【０１１２】
　放出部４３０を空気吹出し口２９に設けた静電霧化装置４２を負の高電圧で駆動し、フ
ィルター２３１′の吸込み側に設けたイオン発生装置（４１２）を正の高電圧で駆動する
場合、吹出し気流に放出される霧化部４２２ａからの帯電した微細粒の水および針状部
４２８ａからのイオンと、イオン発生装置（４１２）からのイオンとは異極性である。す
ると互いに吸引し合ってイオン等の粒子が遠くまで広がらない心配がある。
【０１１３】
　しかし、フィルター２３１′の吸込み側に備えるイオン発生装置（４１２）から放出さ
れ、フィルター２３１，２３１′、熱交換器３３に捕捉されずに吹出し風路２９０に到達
したイオンは、静電霧化装置４２の放出部４３０から最も離れた部分に吹出すことになる
。静電霧化装置４２から放出される帯電した微細粒の水やイオンに付着するのはほんの一
部に過ぎず、これらの帯電した微細粒の水やイオンを消費することは殆どない。また、両
装置の電極は空間的にも離れて設置されている（送風ファン３１１の反対側）ので、双方
の電極から放出される粒子が他方の電極に吸引される力は弱く、吸引されにくい。このた
め、電極から放出されて直ぐに他方の電極に向かう粒子は少なく、大半の粒子はそれぞれ
の気流に乗って空気調和機１から吹出し、または空気調和機１に吸込まれる。換言すれば
、それだけ風量が多いともいえる。
【０１１４】
　従って、さほど集塵，脱臭等の効果を減殺することなく、各装置を機能させることがで
きる。
【０１１５】
　また、フィルター２３１′の吸込み側に設けたイオン発生装置（４１２）をフィルター
２３１′の端部に配置し、装置の大部分を吸込み気流の通路の外に置くと、吸込み気流の
抵抗にならず、気流の乱れが少ないので騒音増加を防止できる。
【０１１６】
　更にまた、吸込みイオン電極４１２を霧化装置の放出部４３０と対角に配置、または、
吸込みイオン電極４１２と放出部４３０とを送風ファンの軸方向の略同一位置からずらし
て、つまり双方が軸線上に乗らないように配置すると、自動清掃機構の除塵ブラシ２７０
，２７０′の位置と吸込みイオン電極４１２の位置が干渉せずに配置できる。
【０１１７】
　清掃手段をフィルター２３１′に摺動接触させて、付着した塵埃を掃き取るときには、
摺動接触の動作に先立って空気調和機１の運転を停止し、高電圧発生装置４５０からの通
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電をオフ、つまりイオン発生装置（４１２）を停止する。イオン発生装置を停止するとフ
ィルター２３１′のスパッタリング面の電位は速やかに減少し、数秒でほぼ消滅する。
【０１１８】
　この減衰の状態を調べると、図１７の如くとなり、フィルター２３１′にステンレスの
スパッタリングを施さなかったときには、長時間を要していた低減時間が、フィルター
２３１′にステンレスのスパッタリングを施したときには短時間となり、おおよそ１０分
の１の時間で速やかに減衰することが判った。ステンレスをスパッタリングしていないフ
ィルターの場合は、フィルターが不導体であるので、フィルターに付着した電荷は移動し
ないでその場に留まり、電位の低下がなかなか進まない。
【０１１９】
　これに対して、ステンレスをスパッタリングしたフィルター２３１′では、ステンレス
のスパッタリング面が半導電性を有するため、付着した電荷が、フィルター２３１′の全
面に速やかに移動し、図１４の構成のフィルター２３１′の場合にはステンレススパッタ
リング面の約１０μｍ位の薄い層のエッジ部に集まる。このエッジ部はフィルター231′
の網目の開口内周となる部分であり、その長さはフィルター２３１′全体で数百メートル
になるので、この長くて薄いシャープなエッジから自然放電することで、電荷が速やかに
失われ、電位が低下するためと考えられる。
【０１２０】
　このように、電位が消滅した状態になると、付着していた塵埃は最早フィルター231′
からの吸着力を受けないため拘束が解かれ、フィルター２３１′から剥離し易くなるので
、清掃手段で容易に掃き取ることができる。このように、塵埃の捕捉時はステンレスのス
パッタリング面の帯電面で捕捉し、刷毛による清掃時は自然放電で帯電を速やかに消滅さ
せ、付着塵埃を拘束しない。
【０１２１】
　上記の空気調和機１は、塵埃の捕捉性が良好である上に、塵埃の剥離性も良い。従って
、フィルター２３１′を簡単に清掃することができる。また、汚れによって増加されたフ
ィルター２３１′の通風抵抗を、容易く低減して、初期の状態等に回復できる。
【０１２２】
　横流ファンはその特性上、通風抵抗の少ない状態で運転すると、軸方向にほぼ一様な、
乱れの少ない気流を生じ、遠方まで気流を到達させることができる。他方、特に吸込み側
の通風抵抗が大きい状態で運転すると、軸方向の終端周辺の吹出し風路２９０で逆流が起
きやすくなる。このような逆流が起きると、気流が乱れて、気流の軸方向の一様性が損な
われ、気流が遠方まで到達し難くなる。
【０１２３】
　しかし、上述のようにフィルター２３１′の通風抵抗を容易く低減できるので、横流フ
ァンを通風抵抗の少ない状態で運転することができる。これにより、逆流を防止し、軸方
向にほぼ一様な乱れの少ない気流を得て、帯電した微細粒の水を横流ファンの略一様な流
れに乗せて、室内の広い範囲に到達させることができる。
【０１２４】
　特に、フィルター２３１，２３１′の自動清掃機構を採用すると、フィルター２３１，
２３１′を自動で定期的に清掃し、フィルター２３１，２３１′の汚れの少ないうちにフ
ィルター２３１，２３１′の清掃をすることができる。従って、ユーザーはフィルター
２３１，２３１′の清掃を意識すること無しに、横流ファンを、通風抵抗の少ない状態で
運転でき、室内を快適な環境に維持することができる。
【０１２５】
　なお、この吸込みイオン電極４１２の設置位置はフィルター２３１′の端部に臨む位置
にし、針状部４１２ａを吸込み気流に向けているのが良い。これは、この吸込みイオン電
極４１２から放出されたイオンは、フィルター２３１′にシャワーのように降り注ぎ、降
り注いだイオンの電荷はステンレスのスパッタリング面を伝わってフィルター２３１′全
体に拡がるため、フィルター２３１′全体の形状にとらわれずに、フィルター２３１′の
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ある程度の広がりを持った一部が発生イオンの吸収部になっていれば良いためである。
【０１２６】
　このように、室内機２の吸込み気流の通路の外であるフィルター２３１′の端部に吸込
みイオン電極４１２を設置し、吸込み気流に向かってイオンを放出する。これにより、放
出されたイオンは気流に乗ってフィルター２３１′のステンレスのスパッタリング面の一
点に集中せずに、ある程度の広がりを持って到達する。従って、一点に集中した場合のよ
うに、ステンレスのスパッタリング層の導体断面積がネックになって電荷の拡散が阻害さ
れることもなく、フィルター２３１′全面に速やかに拡散し、静電フィルターの機能を発
揮するようになる。また、吸込み気流の抵抗にならず、気流が乱れないので騒音が増加す
ることもない。
【０１２７】
　次に、実施例が備えているフィルターの自動清掃装置２４０について、図４，図１２，
図２２，図１８～図２０を参照しながら説明をする。図１８は図１の室内機の清掃装置の
斜視図である。図１９は図１の室内機の清掃装置の全体動作を示す説明図である。図２０
は図１の室内機に用いる除塵ブラシを示す図である。図２２はペルチェ素子放熱部の分解
斜視図である。
【０１２８】
　室内熱交換器３３の上流に上側吸込み部２３０及び前側吸込み部２３０′が形成されて
いる。上側吸込み部２３０は略水平に配置され、前側吸込み部２３０′は略垂直に配置さ
れ、これらは室内機２の直交する二面を構成している。上側吸込み部２３０及び前側吸込
み部２３０′に平面状のフィルター２３１，２３１′を設けている。フィルター２３１，
２３１′は案内枠２３４に係着されている。案内枠２３４は、上側後部と前側下部にレー
ル２３５，２３５′を備え、フィルター２３１，２３１′の交叉部に推進軸２４３を備え
ている。
【０１２９】
　なお、同一の機能を有する部分が上側フィルター２３１用と、前側フィルター２３１′
用にある場合は、前側フィルター２３１′用の部分に上側フィルター２３１用の部分の符
号に「′」をつけて区別する。
【０１３０】
　以下、フィルター２３１，２３１′の清掃装置２４０の動作を前面のフィルター231′
を例にとって説明する。
【０１３１】
　フィルター２３１′を清掃するときは推進軸２４３を回転させ、キャリッジ２６１を推
進軸２４３の軸方向に移動させ、キャリッジ２６１に固定した刷毛支持枠２６２′を介し
て、刷毛支持枠２６２′に取付けられた軟毛の掃除用刷毛２６７′でフィルター２３１′
の全面を掃く。
【０１３２】
　このとき、刷毛支持枠２６２′は待機位置である図１９のＦの位置から図１９の左方向
に記号Ｄ、Ｃの如くに移動し、フィルター２３１′上の塵埃を掃除用刷毛２６７′で掃き
とる。
【０１３３】
　このとき、空気調和機１は運転を停止し、吸込みイオン電極４１２からのイオンも発生
していないので、ステンレスのスパッタリング加工を施したフィルター２３１′の帯電は
速やかに消散し、フィルター２３１′上の塵埃は掃き取られやすくなっていて、軟毛を使
用した掃除用刷毛２６７′に容易に掃きとられる。
【０１３４】
　掃除用刷毛２６７′はフィルター２３１′を片側から掃くだけでよく、その上、軟毛を
使用しているので、フィルター２３１′を変形させる力が小さく、フィルター２３１′を
裏側から支えなくてもフィルター２３１′上の塵埃を掃き取ることができる。このため、
掃除用刷毛２６７′でフィルター２３１′を掃引するときの駆動機構をフィルター231′
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の片側だけに設ければ良くなるので駆動機構が大幅に簡略化される。
【０１３５】
　このとき、清掃動作の開始を、予め定めたフィルター清掃動作の条件、例えば、送風フ
ァン３１１の累計運転時間が前回の清掃実行時から３０時間を超え、且つ、直前の運転で
送風ファン３１１の運転が１０分以上である等の条件を満たしていれば、清掃動作を開始
する。
【０１３６】
　このように制御することにより、フィルター２３１′が常に塵埃の少ない状態に保たれ
るので、フィルター２３１′の汚れに起因する熱交換器３３の性能低下や、横流ファン吹
出し部の逆流が防止できる。これにより、静電霧化装置４２で発生させた帯電した微細粒
の水を横流ファンの整流された気流に乗せて室内の遠方まで運搬し、帯電した微細粒の水
の脱臭作用を室内の広範囲で発現させることができる。
【０１３７】
　除去ブラシ２７１′は、フィルター２３１′の側方に設けられ、ブラシホルダー276′
に回動可能に軸支され、半円筒状をなしている。ブラシホルダー２７６′の半円筒面の一
側の約半分の部分は傾斜植毛されたブラシ面２７１ａ′となっており、他側の約半分の部
分は非ブラシ面２７１ｂ′となっている。ブラシ面２７１ａ′の傾斜植毛の方向は、図
２０に示すように除去ブラシ２７１′を回動させてブラシ面２７１ａ′を露出させた状態
で、フィルター２３１′の方向を向くように傾斜されている。
【０１３８】
　フィルター２３１′上の塵埃を掃きとって図１９の記号Ｂの位置に達した刷毛支持枠
２６２′は更に左方向に移動し、フィルター２３１′に摺接して掃除用刷毛２６７′が掃
き集めたフィルター２３１′上の塵埃をブラシ面２７１ａ′に擦り付ける。この際に、掃
除用刷毛２６７′の移動方向とブラシ面２７１ａ′の傾斜植毛の方向が逆方向になるので
、ブラシ面２７１ａ′は掃除用刷毛２６７′が運んできた塵埃を確実に掻き取り、ブラシ
面２７１ａ′に保持する。
【０１３９】
　このように、刷毛支持枠２６２′は除塵ブラシ２７０′の除去ブラシ２７１′に掃除用
刷毛２６７′を摺り付け、掃除用刷毛２６７′が掃きとった塵埃を除去ブラシ２７１′に
移載する。
【０１４０】
　塵埃を除去ブラシ２７１′に移載した刷毛支持枠２６２′は移動の終端である図１９の
記号Ａの位置で移動方向を反転させ、待機位置である記号Ｆに向かって戻ってゆく。この
とき、刷毛支持枠２６２′は除塵ブラシ２７０′の回動レバー２７１ｃ′を押して除去ブ
ラシ２７１′を回動させる。
【０１４１】
　除去ブラシ２７１′の回動に伴い、除去ブラシ面２７１ａ′が塵埃戻り防止ブラシ
２７３′の塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ′に摺接しながらブラシホルダー２７６′の内
部に潜り込む。このとき、塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ′は押圧ばね２７８′で除去ブ
ラシ面２７１ａ′に押圧されているので、除去ブラシ面２７１ａ′と塵埃戻り防止ブラシ
面２７３ａ′の摺接状態が常に保たれている。塵埃戻り防止ブラシ２７３′の塵埃戻り防
止ブラシ面２７３ａ′には除去ブラシ面２７１ａ′と摺接する位置で除去ブラシ面271a′
の傾斜植毛の傾斜方向と同じ向きに傾斜植毛が施されている。このため、除去ブラシ面
２７１ａ′がブラシホルダー２７６′の内部に潜り込むときに、除去ブラシ面２７１ａ′
に保持された塵埃も、塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ′の傾斜植毛に妨げられることなく
ブラシホルダー２７６′の内部に潜り込む。
【０１４２】
　刷毛支持枠２６２′が回動レバー２７１ｃ′を乗り越えると、ばね力により、回動レバ
ー２７１ｃ′、除去ブラシ２７１′は反時計方向に回動し、元の位置に戻り、再び、刷毛
支持枠２６２′の掃除用刷毛２６７′が塵埃を掃き取ってくるのに備える。
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【０１４３】
　除去ブラシ２７１′が反時計方向に回動するときに、塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ′
の傾斜植毛の方向が除去ブラシ２７１′の回動方向と逆になるので、除去ブラシ２７１′
に保持されていた塵埃は、塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａに掻き取られる。
【０１４４】
　このように、除去ブラシ面２７１ａ′に保持されていた塵埃は塵埃戻り防止ブラシ273
の塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ′に掻き取られブラシホルダー２７６′の内部に留まり
、外部に戻ることはない。
【０１４５】
　ブラシホルダー２７６′内に留まった塵埃は、掃除用刷毛２６７′の往復に伴う、除去
ブラシ２７１′の回動毎に、ブラシホルダー２７６′の内部に落下する。ブラシホルダー
２７６′は底部が開口していて、この底部開口は除去塵埃ホッパー２８１のホッパー開口
２８１ａ′に対向している。
【０１４６】
　実施例では、除去ブラシ２７１，２７１′はフィルター２３１，２３１′の各々の側方
に設けられている。上側フィルター２３１及び前側フィルター２３１′の左方に上側除去
ブラシ２７１及び前側除去ブラシ２７１′が各々のフィルター面に平行に設けられている
。上側除去ブラシ２７１の下方、前側除去ブラシ２７１′の後方には、除去塵埃ホッパー
２８１が置かれている。除去塵埃ホッパー２８１には、上側除去ブラシ２７１及び前側除
去ブラシ２７１′が回動してブラシホルダー２７６，２７６′の内部に潜り込んだときに
、その各々に対向するホッパー開口２８１ａ，２８１ａ′が除去塵埃ホッパー２８１の上
面及び前面に位置して開設されている。
【０１４７】
　このため、塵埃戻り防止ブラシ面２７３ａ，２７３ａ′から離れた塵埃は、ホッパー開
口２８１ａ，２８１ａ′を通り、除去塵埃ホッパー２８１内を落下し、集塵ボックス284
の除去塵埃貯留部２８４ａに集塵される。除去塵埃ホッパー２８１の下部前面には除去塵
埃排出口２８１ｂが設けられている。除去塵埃排出口２８１ｂの中には集塵ボックス284
が着脱可能に設置され、通常の使用時には集塵ボックス２８４で除去塵埃排出口２８１ｂ
が閉じられ、集塵ボックス２８４内の塵埃が周囲に飛散しないようになっている。
【０１４８】
　集塵ボックス２８４内の塵埃を捨てる場合は、集塵ボックス２８４を外し、内部の塵埃
を掻き出す。
【０１４９】
　次に、外気導入機構３２について図２１，図２２を参照しながら説明する。図２１は室
内機の外気導入機構部断面図である。
【０１５０】
　外気導入機構３２は、室内機２内の一側部に配置される。具体的には、外気導入機構
３２は、送風ファン３１１用の送風モータ３１３と反対側部に組み込まれている。
【０１５１】
　外気導入機構３２は、新鮮な室外空気を取込む外気導入機構の吸込み口３２５を後部に
有している。そして、外気導入機構の吸込み口３２５には外気風路３９が接続され、この
外気風路３９が室内機２と室外機６を接続する接続配管８と一緒に家屋の配管穴を貫通し
て室外に引き出され、外気風路３９の先端が外気に開放され、接続配管８は室外機６に接
続される。
【０１５２】
　外気導入機構３２には給気運転と運転停止の状態がある。そして、給気運転では、外気
導入機構の吸込み口３２５から室外空気を吸込み、室内へ吹出す。なお、室内への吹出し
については必ずしも直接室内に吹出す外気吹出し口を設ける必要はなく、循環気流の循環
経路の適所に吹出し口を設けても良く、また、明確な吹出し経路を備えなくても、結果的
に室内に吹出していれば、給気の目的を達成できる。なお、運転停止の状態では当然であ
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るが風は流れることはない。
【０１５３】
　外気導入機構３２の運転は室内機２の冷暖房運転と併用して運転することもできれば、
外気導入機構３２単独で運転することもできる。更に、外気導入機構３２にタイマーを設
けて一定時間運転後、自動的に運転を停止させることも可能である。
【０１５４】
　即ち、給気運転では室外空気が吸込まれ、外気吸込み風路３２８ｂの途中に置かれた外
気フィルター３２７ｂで粒径１０μｍ以上の塵埃を９９.９％ に近い高効率で捕集し、清
浄な空気として室内に吹出す。このような外気フィルター３２７ｂとしては、例えば、帯
電フィルターに脱臭機能も付加したものが知られている。このように、外気フィルター
３２７ｂで空気中に含まれている微小な塵埃と臭気とが取り除かれ、外気導入ファン321
に吸込まれる。また、運転停止時には、外気導入ファン３２１が停止し、給気運転が止ま
る。
【０１５５】
　このとき、図２１に示す如く、外気導入機構３２を室内機２の背部，下部に置き、前述
の除去塵埃ホッパー２８１を外気導入機構３２の前部，上部に置く。このように配置する
ことにより、接続配管８やドレン配管３７と同様に室内機２の背面，下部から導入される
ことの多い給気用の外気風路３９の経路を単純化でき、曲がりが少なく、抵抗の少ない風
路とすることができる。当然のことながら抵抗の少ない風路とすることで外気導入機構
３２の運転騒音や導入風量などの性能を向上させることができる。
【０１５６】
　この外気フィルター３２７ｂの収納部２８４ｂは図２２に示すように、前述の集塵ボッ
クス２８４の後ろ半分に設けられ、前部の除去塵埃貯留部２８４ａとの間は仕切り284ｋ
で仕切られ、且つ、仕切りシール２８４ｍが除去塵埃ホッパー２８１の仕切り開口281ｃ
に密着することで、外気フィルター３２７ｂの収納部２８４ｂと除去塵埃貯留部２８４ａ
は完全に遮断されている。
【０１５７】
　集塵ボックス２８４は後ろ半分に上述のように外気フィルター３２７ｂの収納部284ｂ
を設け、前半分は除去塵埃の貯留部２８４ａとなっている。貯留部２８４ａの前壁は室内
との通気を遮断する蓋部２８４ｎになっていて、その周囲は蓋部シール２８４ｐで除去塵
埃排出口２８１ｂと密着し、除去塵埃貯留部２８４ａの塵埃が室内に飛散するのを防いで
いる。
【０１５８】
　外気フィルター３２７ｂの収納部２８４ｂは除去塵埃の貯留部２８４ａの後方に設けら
れ、外気吸込み風路３２８ｂが後方から前方に伸び、屈曲して上方の外気導入ファン321
に向かう途中の部分に、挿入されるようになっている。外気吸込み風路３２８ｂの屈曲部
の風路壁は前述したペルチェ素子４４１の放熱板３３８で構成され、ペルチェ素子４４１
の高温部４４４の熱を導入外気に放熱する構造となっている。
【０１５９】
　外気フィルター３２７ｂは樹脂製フィルターに永久帯電させたもので、導入する外気中
の塵埃を除去し、清浄にして室内に供給する。
【０１６０】
　３２８ｃは外気導入機構吸込み口３２５に外気風路３９を接続するための外気風路接続
部であり、外気風路３９をホースバンドなどにより、外気の漏れがないように接続する。
【０１６１】
　また、外気導入機構３２と静電霧化装置４２の放出部４３０は図４に示すように、室内
機２の送風ファン３１１の軸方向で同じ側に配置され、ペルチェ素子４４１と近接して設
けられている。このため、放熱板３３８や導水部４２２ｂをコンパクトに配置でき、放熱
板３３８内の温度差を小さくでき、放熱板３３８を小さくできる。また、導水部４２２ｂ
での吸水容積を小さくでき、導水部４２２ｂが乾燥している初期運転開始時に、結露から
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霧化部４２２ａまで水が行き渡る時間を短くでき、使い勝手が良い。
【０１６２】
　また、放熱板３３８を図２２に示すように、外気導入機構３２の外気吸込み風路328ｂ
の屈曲部に設ける。これにより、導入気流の乱れが大きい屈曲部で放熱することになり、
放熱が良くなる。
【０１６３】
　なお、放熱板３３８を吹出し風路２９０の側壁２９０ｃ、または、上下の壁に取付けて
も良い。このようにすることにより、放熱板３３８が室内機２の吹出し空気で強制的に冷
却され、冷却板４２５を確実に周辺の室内空気の露点温度以下に制御することができる。
【０１６４】
　次に、除去塵埃貯留部２８４ａの清掃と外気フィルター３２７ｂの清掃，交換について
図２１，図２２を用いて説明する。
【０１６５】
　空気調和機を運転し、長い時間が経過すると、繰返しフィルター２３１，２３１′の清
掃が行われ、除去塵埃貯留部２８４ａに除去した塵埃が溜ってくる。また、外気導入運転
を長時間行うと外気フィルター３２７ｂに塵埃が溜ると同時に、帯電量が減少して集塵効
果が低下してくる。
【０１６６】
　このため、塵埃の多い環境で使用すると短ければ２～３年に一度、除去塵埃貯留部284a
の清掃，外気フィルター３２７ｂの清掃，交換が必要になる。実施例では、除去塵埃貯留
部２８４ａ，外気フィルター３２７ｂの収納部２８４ｂを一体で構成し、前面パネル２５
を図２１の点線の如く開いて、蓋部２８４ｎのツマミ部２８４ｃをつまんで除去塵埃排出
口２８１ｂから引出し，取外す。取外した集塵ボックス２８４の除去塵埃貯留部２８４ａ
を清掃し、同時に収納部２８４ｂの外気フィルター３２７ｂを点検し、清掃または交換を
行う。
【０１６７】
　次に、集塵ボックス２８４を除去塵埃排出口２８１ｂから挿入し、取付け、前面パネル
２５を閉じて、除去塵埃貯留部２８４ａと外気フィルター３２７ｂのメンテナンスを終了
する。このように、外気導入機構３２の外気フィルター３２７ｂの収納部２８４ｂと清掃
装置２４０の除去塵埃貯留部２８４ａという異なる２つの機能の構成部を一体化すること
で、メンテナンス用の開口を共用化でき、省スペース化が可能となる。また、当該一体化
した部品を清掃することで当該異なる２つの機能を同時にメンテナンスすることが可能と
なる。
【０１６８】
　このように、静電霧化装置４２の放出部４３０と吸込みイオン電極４１２の配置を吹出
し風路２９０と空気吸込み口２７に分け、更に送風ファン３１１を挟んで軸方向の反対側
に置くことにより、吸込みイオン電極４１２を清掃装置２４０の刷毛支持枠２６２′の待
機位置に置いて、移動の邪魔になら無いようにすることができる。
【０１６９】
　また、清掃装置２４０の除去塵埃貯留部２８４ａは必然的に刷毛支持枠２６２′の待機
位置の反対側となり、静電霧化装置４２の放出部４３０と同じ側となる。このため、外気
導入機構３２を除去塵埃ホッパー２８１の後側に置くことにより、外気フィルター327ｂ
の交換と除去塵埃貯留部２８４ａの清掃を集塵ボックス２８４だけの着脱で行なうことが
できると共に、静電霧化装置４２のペルチェ素子４４１の高温部４４４と外気導入機構
３２との距離が近くなり、ペルチェ素子４４１の放熱板３３８を外気導入機構３２の導入
外気で容易に冷却することができる。
【０１７０】
　また、実施例では、水源をペルチェ素子４４１の吸熱部への結露に求めているが、これ
を、冷凍サイクルの低圧配管を利用し、そこに結露する水を霧化電極４２２に供給するよ
うにしても良い。これを、図２３～図２５を用いて説明する。図２３は水源部を空気調和
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機の冷凍サイクルの低温部で構成する場合の暖房霧化運転時の冷凍サイクル図である。図
２４は水源部を空気調和機の冷凍サイクルの低温部で構成する場合の冷房霧化運転時の冷
凍サイクル図である。図２５は水源部を空気調和機の冷凍サイクルの低温部で構成する場
合の除湿霧化運転時の冷凍サイクル図である。
【０１７１】
　図２３において、７５は圧縮機、７２は冷媒流路切換弁、３３ａは室内側に設置され、
暖房時に加熱器となり、冷房時，除湿時に冷却器となる第一熱交換器、３４は除湿絞り装
置、３３ｂは室内側に設置され、暖房時，除湿時に加熱器となり、冷房時に冷却器となる
第二熱交換器、７４は冷暖房絞り装置、７３は室外熱交換器である。７７８，７７９は第
一熱交換器３３ａと除湿絞り装置３４の途中から分岐し、冷却管７７７に接続される霧化
絞り装置、及び、逆止弁である。逆止弁７７９は冷却管７７７から第一熱交換器３３ａ方
向に冷媒が流れる場合にこれを許容し、逆方向に流れる場合はこれを許容しない。冷却管
７７７の適宜な位置に結露板７７７ａが取付けられ、結露板７７７ａの下部が前述の保水
部材４２３に接触している。７７６は冷暖房絞り装置７４と室外熱交換器７３の途中から
分岐し、冷却管７７７に至る途上に設けられた霧化弁であり、絞り機能を有している。
【０１７２】
　暖房霧化運転時は、冷媒流路切換弁７２を図２３のように暖房側にし、除湿絞り装置
３４と霧化弁７７６を全開にし、冷暖房絞り装置７４で主回路の冷媒を制御する。圧縮機
７５を運転すると、冷媒は図２３の矢印の如く流れ、室内を暖房すると共に、霧化絞り装
置７７８で低圧になった冷媒が冷却管７７７に取付けられた結露板７７７ａを冷却し周辺
の室内空気の水分を結露させる。これにより、前述と同様に結露板７７７ａに結露した水
が保水部材４２３を介して霧化電極４２２に供給される。
【０１７３】
　冷房霧化運転時は図２４のように、冷媒流路切換弁７２を冷房側にし、除湿絞り装置
３４を全開にし、霧化弁７７６を絞って、冷却管７７７に流れる冷媒を制御し、冷暖房絞
り装置７４で主回路の冷媒を制御する。圧縮機７５を運転すると、冷媒は図２４の矢印の
如く流れ、室内を冷房すると共に、霧化弁７７６で低圧になった冷媒が冷却管７７７に取
付けられた結露板７７７ａを冷却する。これにより、前述と同様に結露板７７７ａに結露
した水が保水部材４２３を介して霧化電極４２２に供給される。
【０１７４】
　除湿霧化運転時は図２５のように、冷媒流路切換弁７２を冷房側にし、冷暖房絞り装置
７４を全開にし、霧化弁７７６を絞って、冷却管７７７に流れる冷媒を制御し、除湿絞り
装置３４で主回路の冷媒を制御する。圧縮機７５を運転すると、冷媒は図２５の矢印の如
く流れ、室内を除湿すると共に、霧化弁７７６で低圧になった冷媒が冷却管７７７に取付
けられた結露板７７７ａを冷却する。これにより、前述と同様に結露板７７７ａに結露し
た水が保水部材４２３を介して霧化電極４２２に供給される。
【０１７５】
　このように、空気調和機１の冷凍サイクルを使用して、外部から水を供給すること無し
に、静電霧化運転が可能になる。
【０１７６】
　このように、冷房，暖房，除湿等の冷凍サイクルを運転する場合は、冷凍サイクルの低
温側の配管の適宜な位置に保水部材４２３を接触させておき、冷凍サイクルの低圧部への
結露水が、水源部４４０の水源となるようにしている。冷凍サイクルを用いることによっ
て、結露板７７７ａに接する空気に含まれている水分を結露させることができ、保水部材
４２３で結露水を受け、受けた結露水を導水部４２２ｂにより霧化部４２２ａまで運搬す
る。このため、ペルチェ素子４４１を用いずとも、外部からの水の補給無しに帯電した微
細粒の水を発生させることができる。
【０１７７】
　以上本実施例では、静電霧化装置４２の霧化部４２２ａを吹出し風路２９０の側壁から
突出して配設し、他方、霧化部４２２ａに対向するように設ける接地側の電極（霧化部
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４２２ａと対を成す接地側の電極）である導電部（いわゆる対向電極を含む広い概念）を
風路２９０内、空気調和機１内に配設しない構成とした。霧化部４２２ａからは、帯電し
た微細粒の水を横流ファンの整流された流れに乗せて、室内の遠方まで運搬することがで
き、帯電した微細粒の水が有する脱臭作用を部屋の広い範囲で発揮させることができる。
【０１７８】
　また、帯電した微細粒の水を吸い寄せて中和する接地側の電極が無いので、この微細粒
の水の消耗を抑えて、室内に有効に吹出させることができる。また、接地側の電極に吸い
寄せられて付着した水滴が段々大きくなって室内機内、延いては室内に滴下するなどの虞
も無くなる。
【０１７９】
　また、室内機本体の吸込み側にはフィルターが設けられ、室内機に吸込まれる室内空気
から塵埃を捕集しているので、運転し続けると、フィルターに塵埃が堆積し、徐々に吸込
み側の通風抵抗が大きくなる。吸込み側の通風抵抗が大きくなると、前述の逆流減少が徐
々に始まり、最初は極小さい逆流だったものが、吸込み側の通風抵抗が大きくなるにつれ
、どんどん大きくなる。終りには、吹出し風路の両脇から生じた逆流が次々と吹出し風路
の中央部に移動し、吹出し気流に脈動を生じて騒音の増大や、通風量の低下をもたらすよ
うになる。
【０１８０】
　しかし、清掃機構を備えると共に、静電霧化装置４２の吹出し風路の側壁から突出して
設けた部分が、横流形の送風ファンの逆流を抑制する邪魔板となって、逆流を起こし難く
する。従って、清掃機構によりフィルター部分での通風抵抗を低減し、逆流を抑制するこ
とによって、吹出し風路２９０内での通風抵抗の増加が抑制される。
【０１８１】
　なお、初期段階の小規模な逆流の場合は、逆流が生じている領域は吹出し風路の両端の
限られた範囲になるので、この範囲を越えて横流形の送風ファン３１１の中央寄りに霧化
部４２２ａを突出させることで、逆流による気流の乱れの影響を受け難くすることができ
る。このように、吹出し風路の気流の乱れの少ない部分（横流形の送風ファン３１１の中
心寄り）から微細粒の水を帯電させて霧化した状態で放出できる。従って、横流形の送風
ファンの略一様な流れに乗せて、室内の広い範囲に、帯電させた微細粒の水を到達させる
ことができる。
【０１８２】
　尚、これまで実施例としてセパレートタイプ壁掛形の空気調和機を例にとって述べてき
たが、横流ファンを縦方向に設置した図２６に示すような空気調和機にも適用でき、また
、横流ファンを使用した天井埋め込み型の空気調和機にも有効に適用でき、室内空気の循
環を横流ファンで行う空気調和機であれば同様の効果を発揮できることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】空気調和機の構成図。
【図２】室内機の側断面図。
【図３】静電霧化装置の構成を示す模式図。
【図４】室内機の前面パネルを取外した斜視図。
【図５】霧化ユニットの吹出し風路への取付部斜視図。
【図６】吹出し風路を除去した霧化ユニット部の斜視図。
【図７】放電部でイオン流を分離する説明図。
【図８】静電霧化装置の放電電流特性図。
【図９】付着臭の除去効果を示すグラフ。
【図１０】安全環の取付けを示す斜視図。
【図１１】安全環の斜視図。
【図１２】室内機の化粧枠を取外し、左方向から見た斜視図。
【図１３】フィルターの樹脂繊維網にスパッタリング加工を施した状態を表す図。
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【図１４】フィルターの樹脂繊維網にスパッタリング加工を施し、更にカレンダーロール
加工を施した状態の説明図。
【図１５】スパッタリング加工を施したフィルターの樹脂繊維網の抗菌試験結果。
【図１６】吸込み部のイオンの流れを模式的に示した説明図。
【図１７】フィルターの帯電量残存率を示すグラフ。
【図１８】図１の室内機の清掃装置の斜視図。
【図１９】図１の室内機の清掃装置の全体動作を示す説明図。
【図２０】図１の室内機に用いる除塵ブラシを示す図。
【図２１】室内機の外気導入機構部断面図。
【図２２】ペルチェ素子放熱部の分解斜視図。
【図２３】水源部を空気調和機の冷凍サイクルの低温部で構成する場合の暖房霧化運転時
の冷凍サイクル図。
【図２４】水源部を空気調和機の冷凍サイクルの低温部で構成する場合の冷房霧化運転時
の冷凍サイクル図。
【図２５】水源部を空気調和機の冷凍サイクルの低温部で構成する場合の除湿霧化運転時
の冷凍サイクル図。
【図２６】縦型空気調和機の外観斜視図と平面図。
【符号の説明】
【０１８４】
１　空気調和機
２　室内機
５　リモコン
６　室外機
８　接続配管
２０　筐体
２１　筐体ベース
２３　化粧枠
２５　前面パネル
２７　空気吸込み口
２９　空気吹出し口
３２　外気導入機構
３３　室内熱交換器
３３ａ　第一熱交換器
３３ｂ　第二熱交換器
３４　除湿絞り装置
３５　露受皿
３７　ドレン配管
３９　外気風路
４２　静電霧化装置
７２　冷媒流路切換弁
７３　室外熱交換器
７４　冷暖房絞り装置
７５　圧縮機
７６　アキュムレータ
２３０，２３０′　空気吸込み部
２３１，２３１′　フィルター
２３１ａ′　樹脂繊維網
２３１ｂ′　縦繊維
２３１ｃ′　横繊維
２３１ｄ′　金属皮膜
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２３２，２３２′　フィルター枠
２３４　案内枠
２３５，２３５′　レール
２４０　清掃装置
２４３　推進軸
２５１　可動パネル
２６１　キャリッジ
２６２，２６２′　刷毛支持枠
２６７′　掃除用刷毛
２７０，２７０′　除塵ブラシ
２７１，２７１′　除去ブラシ
２７１ａ′　除去ブラシ面
２７１ｂ′　非ブラシ面
２７１ｃ′　回動レバー
２７３′　塵埃戻り防止ブラシ
２７３ａ′　塵埃戻り防止ブラシ面
２７６，２７６′　ブラシホルダー
２７８′　押圧ばね
２８１　除去塵埃ホッパー
２８１ａ，２８１ａ′　ホッパー開口
２８１ｂ　除去塵埃排出口
２８１ｃ　ホッパー仕切り開口
２８４　集塵ボックス
２８４ａ　除去塵埃貯留部
２８４ｂ　外気フィルター収納部
２８４ｃ　ツマミ部
２８４ｋ　仕切り
２８４ｍ　仕切りシール
２８４ｎ　蓋部
２８４ｐ　蓋部シール
２９０　吹出し風路
２９０ｃ　吹出し風路側壁
２９１　上下風向板
２９５　左右風向板
３１１　送風ファン
３１３　送風モータ
３２１　外気導入ファン
３２５　外気導入機構吸込み口
３２６　外気導入機構吹出し口
３２７ｂ　外気フィルター
３２８ｂ　外気吸込み風路
３２８ｃ　外気風路接続部
３３８　外気風路放熱板
３９６　受光部
３９７　表示部
４１２　吸込みイオン電極
４１２ａ　針状部
４２２　霧化電極
４２２ａ　霧化部
４２２ｂ　導水部
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４２３　保水部材
４２４　霧化接続部
４２５　冷却板
４２７　イオン化室
４２７ａ　イオン開口
４２８　吹出しイオン電極
４２８ａ　針状部
４２８ｂ　ベース部
４２９　導電体
４３０　放出部
４３１　霧化ハウジング
４３２　霧化室
４３２ａ　仕切部材
４３２ｂ　隔壁
４３２ｃ　側部開口
４３２ｄ　後部開口
４３７　遮風壁
４３８　安全環
４４０　水源部
４４１　ペルチェ素子
４４２　低温部
４４３　絶縁シート
４４４　高温部
４５０　高電圧発生装置
４５１　高電圧端子
４５２　接地端子
７７６　霧化弁
７７７　冷却管
７７７ａ　結露板
７７８　霧化絞り装置
７７９　逆止弁
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