
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
イオンを発生するイオン発生手段と、
室内の温度と湿度とを検出する温湿度検出手段と、
前記温湿度検出手段により検出された室内の状態が所定の状態にあるときに、前記イオン
発生手段を制御して通常状態より多くのイオンを発生させる制御手段とを備え

イオ
ン発生装置。
【請求項２】
前記温度検出結果および／または前記湿度検出結果を告知する状態告知手段と、
前記イオン発生手段の制御を開始する指示を受付ける指示受付手段とをさらに備え、
前記イオン発生手段は、前記指示受付手段による指示受付に応じて、制御を開始すること
を特徴とする、請求項１に記載のイオン発生装置。
【請求項３】
前記イオン発生手段は、正イオンと負イオンとを発生することを特徴とする請求項１に記
載のイオン発生装置。
【請求項４】

の状態は、前記温度検出手段により検出された温度が２５℃以上、前記湿度検出
手段により検出された湿度が７０％以上であ
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、
前記所定の状態は、第１温度以上かつ第１湿度以上の第１の状態と、前記第１温度よりも
低い第２温度以下かつ前記第１湿度よりも低い第２湿度以下の第２の状態とを含む、

前記第１
り、



ことを特徴とする請求項１記載のイオン発
生装置。
【請求項５】
室内の汚れを検出するための汚れ検出手段をさらに備え、
前記制御手段は、前記温湿度検出手段により検出された室内の状態が前記所定の状態にな
く、かつ、前記汚れ検出手段により所定の汚れ度が検出されていないときは、前記イオン
発生手段に正イオンよりも負イオンを多く発生させる、請求項１に記載のイオン発生装置
。
【請求項６】
前記汚れ検出手段は、ホコリセンサを含む、請求項 に記載のイオン発生装置。
【請求項７】
前記汚れ検出手段は、ニオイセンサを含む、請求項 に記載のイオン発生装置。
【請求項８】
イオンを発生するイオン発生手段と、
室内の汚れを検出するための汚れ検出手段と、
室内の温度と湿度とを検出する温湿度検出手段とを備え、
前記汚れ検出手段、前記温湿度検出手段により検出された室内の状態が所定の状態にある
ときは、前記イオン発生手段より発生するイオン量を制御

イオ
ン発生装置。
【請求項９】
前記制御手段は、前記汚れ検出手段により検出された汚れ度が所定の値になく、かつ、前
記温湿度検出手段により検出された室内の状態が前記所定の状態にないときは、前記イオ
ン発生手段に正イオンよりも負イオンを多く発生させる、請求項 に記載のイオン発生装
置。
【請求項１０】
前記汚れ検出手段は、ホコリセンサを含む、請求項 に記載のイオン発生装置。
【請求項１１】
前記汚れ検出手段は、ニオイセンサを含む、請求項 に記載のイオン発生装置
。
【請求項１２】
室内の汚れ度を低減するための清浄手段と、
請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備えた、空気調節装置。
【請求項１３】
室内の湿度を調節するための除加湿手段と、
請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備えた、空気調節装置。
【請求項１４】
室内の温度を調節するための冷暖房手段と、
請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備えた、空気調節装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、イオン発生装置および空気調節装置に関し、特に、室内の空気を殺菌するた
めのイオン発生装置および空気調節装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、空間中に存在する水蒸気をイオン化するイオン発生装置が知られている。このイオ
ン発生装置には、沿面放電法を用いたものがある。従来のイオン発生装置では、イオン発
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前記第２の状態は、前記温度検出手段により検出された温度が１８℃以下、前記湿度検出
手段により検出された湿度が４０％以下である

５

５

し、
前記所定の状態は、第１温度以上かつ第１湿度以上の第１の状態と、前記第１温度よりも
低い第２温度以下かつ前記第１湿度よりも低い第２湿度以下の第２の状態とを含む、

８

８

８または１０

１１

１１

１１



生素子に交流の電圧を印加すると、正イオンと負イオンとが交互に発生する。この発生す
る正負イオンが空気中のカビ、浮遊菌またはウィルスを除去することが知られている。
【０００３】
このイオン発生装置を空気調和機に適用して、カビを抑制する技術が特開２００３－８３
５９３号公報（特許文献１）に記載されている。特開２００３－８３５９３号公報に記載
の空気調和機は、イオン発生装置より正負イオンを発生させるとともに、検知した室内の
温度または湿度に応じて除湿するか否か、または冷暖房をするか否かを決定するものであ
る。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００３－８３５９３号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
特開２００３－８３５９３号公報に記載の空気調和機は、駆動している間は常にイオン発
生装置から正負イオンを発生させるものである。このため、室内の温度または湿度にかか
わらず、一定量の正負イオンを発生する。正負イオンを発生させるためには、所定の電力
が消費されることになる。
【０００６】
一般的に、カビは高温かつ高湿度の環境で発生することが知られており、また、ウィルス
でもインフルエンザウィルスは低温かつ低湿度での生存率が高いことが知られている。し
たがって、カビやインフルエンザウィルス等の菌が繁殖しにくい環境にあっては、正負イ
オンの空気中の濃度をそれほど多くする必要はない。
【０００７】
また、負イオンが多い雰囲気は、人間に対して心地よい環境であることが知られており、
人をリフレッシュさせる効果があると言われている。しかしながら、室内の空気の状態を
、正負イオンが多い状態と、負イオンが多い状態とを同時に実現することはできない。
【０００８】
この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の１つは、
室内の浮遊細菌を効率的に殺菌することが可能なイオン発生装置を提供することである。
【０００９】
この発明の他の目的は、カビ菌やインフルエンザウィルスが繁殖するのを防止することが
可能なイオン発生装置を提供することである。
【００１０】
この発明のさらに他の目的は、消費電力を少なくしたイオン発生装置を提供することであ
る。
【００１１】
この発明のさらに他の目的は、室内の浮遊細菌を殺菌するとともに、人に快適な環境を作
り出すことが可能なイオン発生装置を提供することである。
【００１２】
この発明のさらに他の目的は、浮遊細菌を効率的に殺菌することが可能な空気調節装置を
提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
上述した目的を達成するためにこの発明のある局面によれば、イオンを発生するイオン発
生手段と、室内の温度と湿度とを検出する温湿度検出手段と、温湿度検出手段により検出
された室内の状態が所定の状態にあるときに、イオン発生手段を制御して通常状態より多
くイオンを発生させる制御手段とを備え

。
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、所定の状態は、第１温度以上かつ第１湿度以上
の第１の状態と、第１温度よりも低い第２温度以下かつ第１湿度よりも低い第２湿度以下
の第２の状態とを含む



【００１９】
この発明に従えば、室内の状態が

にあるときに、イオン発生手段から通常状態よ
り多くのイオンが発生される。イオンは、空気中に浮遊する細菌を殺菌する効果を有する
。

【００２０】
また、所定の状態にないときは、イオン発生手段に通常状態における量のイオンを発生さ
せる。このため、通常状態であっても、浮遊菌を殺菌することができるので、浮遊菌を殺
菌することができる。また、イオン発生手段に供給される電力は、発生するイオンの量が
多いほど増加する。このため、通常状態の場合には、少ない消費電力でイオンを発生させ
るため、消費電力を極力少なくすることができる。その結果、消費電力を少なくしたイオ
ン発生装置を提供することができる。

【００２１】
好ましくは、イオン発生手段は、正イオンと負イオンとを発生することを特徴とする。
【００２３】
好ましくは、 の状態は、温度検出手段により検出された温度が２５℃以上、湿度検出
手段により検出された湿度が７０％以上であ

ことを
特徴とする。

【００２５】
好ましくは、室内の汚れを検出するための汚れ検出手段をさらに備え、制御手段は、温湿
度検出手段により検出された室内の状態が所定の状態になく、かつ、汚れ検出手段により
所定の汚れ度が検出されていないときは、イオン発生手段に正イオンよりも負イオンを多
く発生させる。
【００２６】
この発明に従えば、室内の状態が所定の状態になく、かつ、所定の汚れ度が検出されてい
ないときは、正イオンよりも負イオンが多く発生される。空気中に正イオンよりも負イオ
ンが多く含まれると、人をリフレッシュさせる効果がある。このため、室内がたとえば浮
遊細菌が繁殖しやすい環境になく、かつ、汚れていないときは、人に快適な環境を作り出
すことが可能なイオン発生装置を提供することができる。
【００２７】
好ましくは、汚れ検出手段は、ホコリセンサを含む。
好ましくは、汚れ検出手段は、ニオイセンサを含む。
【００２８】
この発明の他の局面によれば、イオン発生装置は、イオンを発生するイオン発生手段と、
室内の汚れを検出するための汚れ検出手段と、室内の温度と湿度とを検出する温湿度検出
手段とを備え、汚れ検出手段、温湿度検出手段により検出された室内の状態が所定の状態
にあるときは、イオン発生手段より発生するイオン量を制御

ことを特徴とする。
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カビ菌の繁殖しやすい環境である第１の状態と、ウィル
スの繁殖しやすい環境である第２の状態と

このため、通常より多くのイオンを、カビ菌やウィルスが繁殖するのを防止することが
可能なイオン発生装置を提供することができる。

好ましくは、温度検出結果および／または湿度検出結果を告知する状態告知手段と、イオ
ン発生手段の制御を開始する指示を受付ける指示受付手段とをさらに備え、イオン発生手
段は、指示受付手段による指示受付に応じて、制御を開始することを特徴とする。
この発明に従えば、イオン発生手段は、指示受付手段による指示受付に応じて、制御を開
始するので、ユーザが所望する場合に、イオン発生手段を制御させることができる。

第１
り、第２の状態は、温度検出手段により検出

された温度が１８℃以下、湿度検出手段により検出された湿度が４０％以下である

第１の状態ではカビ菌が繁殖しやすく、第２の状態ではウイルスが繁殖しやすい。イオン
は、空気中の浮遊細菌を殺菌する効果を有する。このため、カビ菌やウイルスが繁殖しや
すい状態において、カビ菌やウイルスが繁殖するのを防止することが可能なイオン発生装
置を提供することができる。

し、所定の状態は、第１温度
以上かつ第１湿度以上の第１の状態と、第１温度よりも低い第２温度以下かつ第１湿度よ
りも低い第２湿度以下の第２の状態とを含む



【００２９】
この発明に従えば、汚れ検出手段、温湿度検出手段により検出された室内の状態が

にあるとき

空気が汚れている場合には、浮遊細菌が含まれている
可能性が高い。たとえば、室内の空気が汚れており、浮遊細菌が繁殖しやすい環境にある
ときに、イオンの発生量を増加させれば、浮遊細菌が繁殖するのを効率的に防止すること
ができる。
【００３２】
好ましくは、制御手段は、汚れ検出手段により検出された汚れ度が所定の値になく、かつ
、温湿度検出手段により検出された室内の状態が所定の状態にないときは、イオン発生手
段に正イオンよりも負イオンを多く発生させる。
【００３３】
この発明に従えば、汚れ度が所定の値になく、かつ、室内の状態が所定の状態にないとき
は、正イオンよりも負イオンが多く発生される。空気中に正イオンよりも負イオンが多く
含まれると、人をリフレッシュさせる効果がある。このため、室内に浮遊菌が少なく、繁
殖しやすい環境にない場合には、人に快適な環境を作り出すことができる。
【００３４】
好ましくは、汚れ検出手段は、ホコリセンサを含む。
好ましくは、汚れ検出手段は、ニオイセンサを含む。
【００３５】
この発明の他の局面によれば、空気調節装置は、室内の汚れ度を低減するための清浄手段
と、請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備える。
【００３６】
この発明に従えば、室内の汚れが低減されるので、浮遊細菌の繁殖しにくい環境を作り出
すことができる。このため、浮遊細菌を効率的に殺菌することが可能な空気調節装置を提
供することができる。
【００３７】
この発明のさらに他の局面によれば、空気調節装置は、室内の湿度を調節するための除加
湿手段と、請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備える。
【００３８】
この発明に従えば、室内の湿度が調節されるので、浮遊細菌の繁殖しにくい環境を作り出
すことができる。このため、浮遊細菌を効率的に殺菌することが可能な空気調節装置を提
供することができる。
【００３９】
この発明のさらに他の局面によれば、空気調節装置は、室内の温度を調節するための冷暖
房手段と、請求項１～ のいずれかに記載のイオン発生装置とを備える。
【００４０】
この発明に従えば、室内の温度が調整されるので、浮遊細菌の繁殖しにくい環境を作り出
すことができる。このため、浮遊細菌を効率的に殺菌することが可能な空気調節装置を提
供することができる。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。以下の説明では、同一の部
品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれ
らについての詳細な説明は繰返さない。
【００４２】
［第１の実施の形態］
まず、第１の実施の形態における空気調節装置について説明する。図１は、第１の発明の
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カビ菌
の繁殖しやすい環境である第１の状態と、ウィルスの繁殖しやすい環境である第２の状態
と とないときとで、イオン発生手段から発生するイオン量を異ならせることが
できる。このため、カビ菌やウィルスが繁殖するのを防止することが可能なイオン発生装
置を提供することができる。また、

１１

１１

１１



実施の形態の１つにおける空気調節装置の外観を示す図である。図１（Ａ）は正面図であ
り、図１（Ｂ）は平面図である。図１を参照して、空気調節装置１００は、本体１１０の
前面に前面パネル１０１を有する。前面パネル１０１は、空気を取入れるために本体１１
０の前方に所定の間隔を設けて取付けられている。また、前面パネル１０１は、その中央
部分に外部から本体１１０の内部に空気を取入れるための開口部を有する。
【００４３】
前面パネル１０１の開口部後方には、中央パネル１０２が本体１１０に取りつけられてい
る。このため、前面パネル１０１および中央パネル１０２により視界が遮られるため、前
方から本体内部を視認することはできない。前面パネル１０１の上方には、表示部１０３
が設けられている。なお、この表示部１０３の一部は、中央パネル１０２の上方部分も含
む。
【００４４】
本体１１０の上面には上面パネル１０４が設けられる。上面パネル１０４は、電源スイッ
チ１０６を有する。また、上面パネル１０４は、その中央部分に清浄した空気を排出する
ための排出口１０５を有する。
【００４５】
空気調節装置１００は、前面パネル１０１の後方で、本体１１０の内部に温度センサ１５
１と、湿度センサ１５２と、ホコリセンサ１５３と、ニオイセンサ１５４とを備える。
【００４６】
図２は、図１のＡ－Ａ線断面図である。なお、図中の矢印は、空気の流れを示す。図２を
参照して、空気調節装置１００は、本体１１０の内部に温度センサ１５１と、湿度センサ
１５２と、ホコリセンサ１５３と、ニオイセンサ１５４とを備える。前面パネル１０１は
、本体１１０と空気を取入れるための隙間をあけて本体１１０に取りつけられる。この隙
間が空気取入口である。また、前面パネル１０１の中央部分の開口部後方に、中央パネル
１０２が本体１１０に取りつけられる。この開口部もまた室内の空気を本体１１０内部に
取り入れるための空気取入口である。
【００４７】
また、上面パネル１０４の下方で、本体１１０の内部にイオン発生装置１０を備える。さ
らに、図示はしないが、空気取入口と排出口１０５との間に空気を清浄するための空気清
浄フィルタと、空気を流動させるためのファンモータおよびファンを備えている。
【００４８】
空気調節装置１００は、内臓のファンモータを駆動することによりファンを回転させ、空
気の流れを発生させる。この空気の流れは、空気取入口から排出口１０５に向かう方向で
ある。これにより、空気取入口から本体１１０内部に空気が侵入し、温度センサ１５１、
湿度センサ１５２、ホコリセンサ１５３およびニオイセンサ１５４に運ばれる。さらに、
脱臭フィルタを通過して排出口１０５に向かい、排出口１０５から室内に送り出される。
脱臭フィルタから排出口１０５に向かう間に、イオン発生装置１０が設けられているので
、イオン発生装置１０近傍を空気が流れる際に、その空気がイオン化される。したがって
、排出口１０５から吹出される空気には、イオンが含まれることになる。
【００４９】
本実施の形態における空気調節装置１００は、温度センサ１５１、湿度センサ１５２、ホ
コリセンサ１５３、ニオイセンサ１５４が空気取入口の近傍に配置されるため、室内の温
度および湿度、ホコリの量およびニオイの量とを、正確に検出することができる。
【００５０】
なお、温度センサ１５１、湿度センサ１５２、ホコリセンサ１５３およびニオイセンサ１
５４の取付け位置は、これに限定されることなく、空気調節装置１００で空気を取入れる
口付近に設置されるのであれば、その位置は限定されない。
【００５１】
図３は、第１の実施の形態における空気調節装置の表示部を示す図である。図３を参照し
て、表示部１０３は、空気調節装置１００を遠隔操作するためのリモートコントローラか
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らの赤外線を受光するための受光部１１１と、空気調節装置１００が備える脱臭フィルタ
の洗浄が必要な時期をユーザに報知するための脱臭フィルタ洗浄ランプ１１２と、空気調
節装置１００の運転モードが予測浄化モードにあるか否かを示すための予測浄化中ランプ
１１３と、室内の空気の汚れ度を示すクリーンサインランプ１１４と、イオン発生装置１
０の駆動モードを示すクラスタイオンランプ１１５と、空気調節装置１００の運転モード
を示すための自動ランプ１１６、お急ぎランプ１１７および花粉ランプ１１８と、運転モ
ードが手動モードにある場合のファンモータの駆動状態を示す３つの手動状態ランプ１１
９と、切タイマの設定時間を示す切タイマ時間ランプ１２０とを含む。
【００５２】
脱臭フィルタ洗浄ランプ１１２は、空気調節装置１００の稼働時間の積算値が、予め定め
られた脱臭フィルタ洗浄時間を超えているときに点灯し、そうでないときは消灯する。こ
れにより、空気調節装置１００が備える脱臭フィルタを洗浄するタイミングを、ユーザに
知らせることができる。
【００５３】
空気調節装置１００の運転モードには、自動モード、お急ぎモード、花粉モード、手動モ
ードがある。自動運転モードとは、ホコリセンサ１５３およびニオイセンサ１５４の出力
により定まる汚れ度に応じてファンモータの風量およびイオン発生装置１０のイオン発生
量を自動的に制御する運転モードである。空気調節装置１００がこの自動運転モードにあ
る場合には、自動ランプ１１６が点灯する。お急ぎモードとは、ファンモータおよびイオ
ン発生装置１０が最大の出力で駆動されるモードをいう。空気調節装置１００がお急ぎモ
ードにあるときは、お急ぎランプ１１７が点灯する。花粉モードとは、ファンモータおよ
びイオン発生装置が花粉を除去するのに適した出力で駆動されるモードである。花粉を除
去するのに適したファンモータおよびイオン発生装置１０の出力は、予め定められて記憶
されている。空気調節装置１００がこの花粉モードにある場合には、花粉ランプ１１８が
点灯する。手動モードは、ファンモータおよびイオン発生装置１０がユーザにより指定さ
れた出力で駆動されるモードをいう。空気調節装置１００が、手動モードにある場合には
、ファンモータの駆動状態は、ユーザにより指定された出力に応じて静音、標準、急速の
３つの手動状態ランプ１１９のいずれかが点灯する。イオン発生装置１０については、ユ
ーザにより指定された出力に応じてクラスタイオンランプ１１５が後述する色で点灯する
。
【００５４】
切タイマ時間ランプ１２０は、ユーザにより指定されたタイマの時間を表示するためのラ
ンプであり、３つの切タイマ時間ランプ１２０のいずれかが点灯する。
【００５５】
クリーンサインランプ１１４は、室内の空気の汚れ度を示す。汚れ度は、本実施の形態に
おいては３レベル設定されており、ホコリセンサ１５３およびニオイセンサ１５４の出力
により定まる。クリーンサインランプ１１４は、この汚れ度に応じてそれぞれ緑、橙、赤
の３色を表示する。クリーンサインランプ１１４は、最も汚れていない汚れ度「０」に対
して緑色で点灯し、中程度の汚れを示す汚れ度「１」に対して橙で点灯し、最も汚れがひ
どい汚れ度「２」に対して赤色で点灯する。
【００５６】
クラスタイオンランプ１１５は、イオン発生装置１０の駆動モードを示すためのランプで
ある。イオン発生装置１０の駆動モードには、イオンコントロールモードと、クリーンモ
ードとがある。イオンコントロールモードとは、イオン発生装置１０から負イオンを正イ
オンよりも多く発生させるモード、または、負イオンのみを発生させるモードをいう。ク
リーンモードとは、イオン発生装置１０からほぼ同程度の量の正負イオンを発生させるモ
ードをいう。クラスタイオンランプ１１５は、イオン発生装置１０がイオンコントロール
モードにあるときは緑色で点灯し、クリーンモードにあるときは青色で点灯する。イオン
発生装置１０が駆動していない場合には、クラスタイオンランプ１１５は消灯する。
【００５７】
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また、空気調節装置１００の運転モードには予測浄化モードがある。予測浄化モードは、
室内の温度と湿度が所定の状態にあるときの運転モードをいう。所定の状態とは、温度が
２５℃以上でかつ湿度が７０％以上の第１の状態、または、温度が１８℃以下でかつ湿度
が４０％以下の第２の状態をいう。予測浄化中ランプ１１３は、空気調節装置１００が予
測浄化モードにあるか否か、換言すれば、室内の空気の状態が所定の状態にあるか否かを
表示するためのランプである。予測浄化中ランプ１１３は、空気調節装置１００が予測浄
化モードにあるときは点灯し、そうでないときは消灯する。
【００５８】
空気調節装置１００が、予測浄化モードにあるときは、イオン発生装置１０は、クリーン
モードで駆動されるが、予測浄化モードにないときと比較して正負イオンの発生量が多く
なる。予測浄化モードにないときは、通常状態である。すなわち、イオン発生装置１０は
、予測浄化モードにあるときは、通常状態よりも多くの量のイオンを発生するように駆動
制御される。これについては、後で詳しく説明する。
【００５９】
図４は、第１の実施の形態における空気調節装置１００の運転モードと表示部１０３の表
示内容との関係を示す図である。図４を参照して、予測浄化中ランプが消灯している場合
には、クリーンサインランプ１１４は、汚れ度に応じて、緑色、橙色、赤色のいずれかの
表示となる。空気調節装置１００の電源スイッチ１０６がオンにされてから、ホコリセン
サ１５３およびニオイセンサ１５４の出力が安定するまでに所定の時間を要する。この電
源が投入されてからホコリセンサ１５３およびニオイセンサ１５４の出力が安定するまで
の間は、汚れ度が定まらない。したがって、この間は、クリーンサインランプ１１４は、
緑色、橙色、赤色それぞれの色で１秒間順に点灯する。したがって、ユーザは、このクリ
ーンサインランプ１１４が、色を変えて点灯していることを見れば、未だ汚れ度が検出さ
れていないことを知ることができる。
【００６０】
汚れ度が「０」の場合には、イオン発生装置１０はイオンコントロールモードで駆動され
るる。したがってこの場合には、クラスタイオンランプ１１５は、緑色に点灯する。また
、汚れ度が「１」または「２」の場合には、イオン発生装置１０はクリーンモードで駆動
される。この場合には、クラスタイオンランプ１１５は青色で点灯する。また、汚れ度が
算出されるまでの所定の時間においては、イオン発生装置はクリーンモードで駆動され、
その間クラスタイオンランプ１１５は青色で点灯する。
【００６１】
予測浄化中ランプ１１３が点灯している場合には、クリーンサインランプ１１４は、予測
浄化中ランプ１１３が消灯している場合と同様に、汚れ度に応じて点灯する。一方、イオ
ン発生装置１０は予測浄化モードにある場合には、クリーンモードで駆動される。また、
このクリーンモードにおいては、イオン発生装置が発生する正負イオンは、予測浄化モー
ドにない場合に発生する正負イオンよりも多くの量の正負イオンを発生するように駆動さ
れる。この場合であっても、クラスタイオンランプ１１５は青色で点灯する。したがって
、クラスタイオンランプ１１５が青色で点灯し、かつ、予測浄化中ランプ１１３が点灯し
ている場合には、イオン発生装置１０の運転モードはクリーンモードであり、かつそのク
リーンモードにおいて、イオン発生装置１０は予測浄化モードにない場合に比較して正負
イオンを多く発生することになる。
【００６２】
図５は、第１の実施の形態における空気調節装置１００のリモートコントローラ１３０の
平面図である。リモートコントローラ１３０は、空気調節装置１００の電源のオンオフを
切換えるための電源スイッチ１０６Ａと、脱臭フィルタを洗浄した後に運転積算時間をリ
セットするためのフィルタリセットボタン１２９と、空気調節装置１００の運転モードを
自動モードに指定するための自動ボタン１１６Ａと、手動モードに切換えファンモータの
風量を指定するための風量ボタン１１９Ａと、花粉モードに設定するための花粉ボタン１
１８Ａと、切タイマ時間を設定するための切タイマボタン１２２Ａと、毎日モードに設定
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するための毎日モードボタン１２１と、お休み自動モードに設定するためのお休み自動ボ
タン１２２と、お急ぎモードに設定するためのお急ぎボタン１２３と、表示部１０３の表
示のオンオフを切換えるための表示切換スイッチ１２４と、イオン発生装置１０の駆動モ
ードを手動で設定するための設定ボタン１２５～１２８とを備える。
【００６３】
リモートコントローラ１３０は、押下されたスイッチに応じた赤外光の信号を出力する。
空気調節装置１００でその赤外光の信号が受光部１１１で受光されると、受光した赤外光
の信号に応じて駆動する。
【００６４】
なお、第１の実施の形態においては、赤外光を利用したリモートコントローラ１３０を例
に説明するが、リモートコントローラ１３０と空気調節装置１００との間の通信は、赤外
光を用いるものに限られず、たとえば、電磁波、音波などを用いることができ、無線によ
り通信を行なうことができるものであれば、赤外光に限られるものではない。
【００６５】
自動ボタン１１６Ａが押下されると、空気調節装置１００は、運転モードを自動モードに
設定して駆動する。風量ボタン１１９Ａが押下されると、空気調節装置１００は、風量ボ
タン１１９Ａが押下される毎にファンモータの回転数を、静音、標準、急速の順に風量を
変更する。花粉ボタン１１８Ａが押下されると、空気調節装置１００は、運転モードを花
粉モードに設定して運転する。切タイマボタン１２２Ａが押下されるごとに、切タイマ時
間が１、４、８時間の順に切タイマ時間が設定される。
【００６６】
毎日モードボタン１２１が押下されると、空気調節装置１００は、運転モードを毎日モー
ドにして運転する。お休み自動ボタン１２２が押下されると、空気調節装置１００は、フ
ァンモータの回転数を静音モードにして回転する。
【００６７】
お急ぎボタン１２３が押下されると、空気調節装置１００は、運転モードをお急ぎモード
にして運転する。
【００６８】
設定ボタン１２５～１２８のいずれかが押下されると、イオン発生装置１０の駆動モード
が切換えられる。設定ボタン１２６が押下されると、イオン発生装置１０に印加される電
圧が停止され、イオン発生装置１０の駆動が停止される。空気調節装置１００では、クラ
スタイオンランプ１１５を消灯する。設定ボタン１２５が押下されると、イオン発生装置
１０がクリーンモードで駆動される。空気調節装置１００では、クラスタイオンランプ１
１５を青色に点灯する。
【００６９】
設定ボタン１２７が押下されると、空気調節装置１００では、イオン発生装置１０をイオ
ンコントロールモードで駆動し、クラスタイオンランプ１１５を緑色で点灯する。
【００７０】
設定ボタン１２８が押下されると、空気調節装置１００は、イオン発生装置１０を自動モ
ードで駆動する。この自動モードは、温度センサ１５１、湿度センサ１５２、ホコリセン
サ１５３およびニオイセンサ１５４の出力に基づき定められる。この自動モードにおける
イオン発生装置１０の駆動状態の制御については後で詳しく説明する。
【００７１】
図６は、第１の実施の形態における空気調節装置１００の回路ブロック図である。図６を
参照して、イオン発生装置１０は、イオン発生装置１０の全体を制御するための制御部１
５０と、制御部１５０にそれぞれ接続され、温度を検出するための温度センサ１５１と、
湿度を検出するための湿度センサ１５２と、埃を検出するためのホコリセンサ１５３と、
臭いを検出するためのニオイセンサ１５４と、温度を設定するための温度設定手段１５５
と、湿度を設定するための湿度設定手段１５６と、イオン発生装置１０に電圧を印加する
ための電圧駆動回路２０とを含む。また、イオン発生装置１０は、電圧駆動回路２０に接
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続されている。
【００７２】
上述したように、空気調節装置１００は、運転モードに予測浄化モードがあった。この予
測浄化モードは、室内の温度と湿度が所定の状態にあるときに設定される運転モードであ
った。温度設定手段１５５および湿度設定手段１５６は、この所定の状態を判断するため
のしきい値を設定するための手段である。この温度設定手段１５５および湿度設定手段１
５６は、本体１１０の内部に設けられたボタンスイッチ、あるいはスライドスイッチであ
り、温度と湿度とを設定するものである。また、リモートコントローラ１３０に温度設定
手段１５５および湿度設定手段１５６を設けるようにし、設定された温度と湿度とをリモ
ートコントローラ１３０から空気調節装置１００に送信するようにしてもよい。
【００７３】
図７は、第１の実施の形態におけるイオン発生装置の概略構成を示す図である。図７（Ａ
）は、イオン発生装置１０の概略の構成を示す平面図であり、図７（Ｂ）は、イオン発生
装置１０の側面図である。イオン発生装置１０は、誘電体１１と、放電電極１２ａと、誘
導電極１２ｂと、コーティング層１３とを備える。放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとに
電圧が印加されると、放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間で生じる放電により、正負
両イオンまたは負イオンを発生させる。
【００７４】
誘電体１１は、上部誘電体１１ａと下部誘電体１１ｂとを張り合わせた平板状で構成され
ている。放電電極１２ａは、上部誘電体１１ａの表面に上部誘電体１１ａと一体的に形成
されている。誘導電極１２ｂは、上部誘電体１１ａと下部誘電体１１ｂとの間に形成され
、放電電極１２ａと対向して配置される。放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間の絶縁
抵抗は、均一であることが望ましく、放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとは平行であるこ
とが望ましい。
【００７５】
イオン発生装置１０において、放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとを上部誘電体１１ａの
表裏面に対向して配置することにより、放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間の距離を
一定とすることができる。このため、放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間の放電状態
が安定し、正負両イオンまたは負イオンを好適に発生することが可能となる。
【００７６】
放電電極接点１２ｅは、放電電極１２ａと同一形成面に設けられた接続端子１２ｃを介し
て、放電電極１２ａと導通する接点である。導通可能なリード線の一端を放電電極接点１
２ｅに接続し、他端を電圧印加回路２０と接続することにより、放電電極１２ａと電圧印
加回路２０とを導通させることができる。誘導電極接点１２ｆは、誘導電極１２ｂと同一
形成面に設けられた接続端子１２ｄを介して、誘導電極１２ｂと導通する接点である。銅
線からなるリード線の一端を誘導電極接点１２ｆに接続し、他端を電圧印加回路２０と接
続することにより、誘導電極１２ｂと電圧印加回路２０とを導通させることができる。
【００７７】
図８は、第１の実施の形態における電圧印加回路２０の回路図である。図８を参照して、
電圧印加回路２０は、交流電源２０１と、スイッチングトランス２０２と、切換リレー２
０３と、抵抗２０４と、ダイオード２０５ａ～２０５ｄと、コンデンサ２０６と、サイダ
ック（Ｒ）２０７とを含む。サイダック（Ｒ）２０７は、シリコン制御整流素子ＳＣＲ（
Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｃｔｉｆｉｅｒ）の一種であり、新電元工業株式
会社の製品である。
【００７８】
交流電源２０１の一端は、ダイオード２０５ａのアノードとダイオード２０５ｃのカソー
ドに各々接続されており、他端は切換リレー２０３の共通端子２０３ａに接続されている
。ダイオード２０５ａのカソードは、抵抗２０４の一端とダイオード２０５ｄのカソード
に各々接続されている。抵抗２０４の他端は、トランス２０２の１次コイルＬ１の一端と
コンデンサ２０６の一端にそれぞれ接続されている。１次コイルＬ１の他端は、サイダッ
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ク（Ｒ）２０７のアノードに接続されている。コンデンサ２０６の他端とサイダック（Ｒ
）２０７のカソードは互いに接続されており、その接続ノードは、切換リレー２０３の一
選択端子２０３ｂと、ダイオード２０５ｂ、２０５ｃの各アノードとにそれぞれ接続され
ている。ダイオード２０５ｂのカソードとダイオード２０５ｄのアノードは互いに接続さ
れており、その接続ノードは切換リレー２０３の他選択端子２０３ｃに接続されている。
トランス２０２の２次コイルＬ２の一端は、イオン発生装置１０の放電電極接点１２ｅに
接続されている。２次コイルＬ２の他端は、リレー２０８の共通端子２０８ａに接続され
ている。リレー２０８の一方の選択端子２０３ｃはダイオード２０９のアノードに接続さ
れており、ダイオード２０９のカソードは誘電電極接点１２ｆに接続されている。イオン
発生装置１０の誘電電極接点１２ｆは、リレー２０８の他方の選択端子２０８ｂと、ダイ
オード２０９のアノードとに接続されている。
【００７９】
このように構成してなる電圧印加回路２０は、空気調節装置１００が予測浄化モードでな
く、かつ、イオン発生装置１０の駆動モードがクリーンモードにあるとき、切換リレー２
０３は選択端子２０３ｂが選択され、切替リレー２０８は選択端子２０８ｂが選択される
。
【００８０】
このとき、交流電源２０１の出力電圧は、ダイオード２０５ａで半波整流された後、抵抗
２０４で電圧降下され、コンデンサ２０６に印加される。コンデンサ２０６の充電が進ん
で両端電圧が所定しきい値に達すると、サイダック（Ｒ）２０７がオン状態となり、コン
デンサ２０６の充電電圧が放電される。したがって、トランス２０２の１次コイルＬ１に
電流が流れて２次コイルＬ２にエネルギが伝達され、イオン発生装置１０にパルス電圧が
印加される。その直後、サイダック（Ｒ）２０７はオフ状態となり、再びコンデンサ２０
６の充電が開始される。
【００８１】
上記の充放電を繰返すことによって、イオン発生装置１０の放電電極１２ａと誘導電極１
２ｂとの間には、図９（Ａ）の交流インパルス電圧（たとえばｐｐ（Ｐｅａｋ－ｔｏ－Ｐ
ｅａｋ）値：３．５［ｋＶ］、放電回数：１２０［回／秒］）が印加される。このとき、
イオン発生装置１０の近傍ではコロナ放電が生じて周辺の空気がイオン化され、正電圧印
加時はプラスイオンであるＨ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ が発生し、負電圧印加時はマイナスイオンで
あるＯ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ （ｍ、ｎは０または任意の自然数）が発生する。より具体的に説
明すると、イオン発生装置１０の放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間に交流電圧を印
加することにより、空気中の酸素ないしは水分が電離によりエネルギを受けてイオン化し
、Ｈ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ （ｍは０または任意の自然数）とＯ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ （ｎは０または
任意の自然数）を主体としたイオンを生成する。これらＨ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ およびＯ２

－ （
Ｈ２ Ｏ）ｎ は、ファン等により空間に放出され、浮遊菌の表面に付着し、化学反応して活
性種であるＨ２ Ｏ２ または・ＯＨを生成する。Ｈ２ Ｏ２ または・ＯＨは、極めて強力な活
性を示すため、これらにより、空気中の浮遊細菌を取り囲んで不活化することができる。
ここで、・ＯＨは活性種の一種であり、ラジカルのＯＨを示している。
【００８２】
正負のイオンは浮遊最近の細胞表面で式（１）～式（３）に示すように化学反応して、活
性種である過酸化水素（Ｈ２ Ｏ２ ）または水酸基ラジカル（・ＯＨ）を生成する。ここで
、式（１）～式（３）において、ｍ、ｍ′、ｎ、ｎ′は０または任意の自然数である。
【００８３】
これにより、活性種の分解作用によって浮遊細菌が破棄される。したがって、効率的に空
気中の浮遊細菌を不活化、除去することができる。
【００８４】
Ｈ３ Ｏ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ ＋Ｏ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ →・ＯＨ＋１／２Ｏ２ ＋（ｍ＋ｎ＋１）Ｈ２

Ｏ　・・・（１）
Ｈ３ Ｏ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ ＋Ｈ３ Ｏ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ ’ ＋Ｏ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ ＋Ｏ２
－ （Ｈ２ Ｏ
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）ｎ ’ →２・ＯＨ＋Ｏ２ ＋（ｍ＋ｍ´＋ｎ＋ｎ´＋２）Ｈ２ Ｏ　・・・（２）
Ｈ３ Ｏ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ ＋Ｈ３ Ｏ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ ’ ＋Ｏ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ ＋Ｏ２
－ （Ｈ２ Ｏ

）ｎ ’ →Ｈ２ Ｏ２ ＋Ｏ２ ＋（ｍ＋ｍ´＋ｎ＋ｎ´＋２）Ｈ２ Ｏ　・・・（３）
以上のメカニズムにより、上記正負イオンの放出により、浮遊細菌等の不活化効果を得る
ことができる。
【００８５】
また、上記式（１）～式（３）は、空気中の有害物質表面でも同様の作用を生じさせるこ
とができるため、活性種である過酸化水素（Ｈ２ Ｏ２ ）または水酸基ラジカル（・ＯＨ）
が、有害物質を酸化もしくは分解してホルムアルデヒドやアンモニアなどの化学物質を二
酸化炭素、水、窒素などの無害な物質に変換することにより、実質的に無害化することが
可能である。
【００８６】
したがって、送風ファンを駆動することにより、イオン発生装置１０によって発生させた
正イオンと負イオンを本体外に送り出すことができる。そして、これらの正イオンと負イ
オンの作用により空気中のカビや菌を不活化し、その増殖を抑制することができる。
【００８７】
その他、正イオンと負イオンには、コクサッキーウィルス、ポリオウィルス、などのウィ
ルス類も不活化する働きがあり、これらウィルスの混入による汚染が防止できる。また正
イオンと負イオンには、臭いのもととなる分子を分解する働きがあることも確かめられて
おり、空間の脱臭にも利用できる。
【００８８】
また、図示しないファンからイオン発生装置１０に向けて風を送り、約２５ｃｍ離れたと
ころのイオンカウンタに到着したプラスイオンおよびマイナスイオンの量をそれぞれ計測
した結果、イオンカウンタでは、プラスイオンとマイナスイオンが約３０（万個／ｃｃ）
ずつ計測された。
【００８９】
一方、空気調節装置１００が予測浄化モードにある場合には、イオン発生装置１０の駆動
モードは必ずクリーンモードとなる。このとき、切換リレー２０３は選択端子２０３ｃが
選択され、切替リレー２０８は選択端子２０８ｂが選択される。
【００９０】
これにより、交流電源２０１の出力電圧は、ダイオード２０５ａ～２０５ｄからなるダイ
オードブリッジで全波整流された後、抵抗２０４で電圧降下され、コンデンサ２０６に印
加される。したがって、イオン発生装置１０の放電電極１２ａと誘導電極１２ｂとの間に
は、図９（Ｂ）に示すように、予測浄化モードにない時よりも放電頻度の高い交流インパ
ルス電圧（たとえばｐｐ値：３．５［ｋＶ］、放電回数：２４０［回／秒］）が印加され
る。
【００９１】
このとき、前述の条件でイオン量を計測した結果、イオンカウンタでは、プラスイオンと
マイナスイオンが約５０万個／ｃｃずつ計測された。すなわち、予測浄化モードにない時
と比べて約１．７倍のイオン量が計測された。
【００９２】
なお、切換リレー２０３に代えて、ダイオード２０５ｂのカソードとダイオード２０５ｄ
のアノードとの接続ノードを交流電源２０１の他端に接続するとともに、ダイオード２０
５ｃまたはダイオード２０５ｄのアノードまたはカソードに開閉スイッチを直列接続し、
該開閉スイッチを駆動モードに応じて制御する構成としても、上記と同様の動作を実現す
ることが可能である。
【００９３】
さらに、イオン発生装置１０がイオンコントロールモードにある場合には、切換リレー２
０３は選択端子２０３ｂが選択され、切替リレー２０８は選択端子２０８ｃが選択される
。
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【００９４】
これにより、ダイオード２０９により半波整流されることにより、イオン発生装置１０に
は、図９（Ａ）に示した電圧印加パルスのうち、負電圧のパルスのみが印加されることに
なる。その結果、イオン発生装置１０の近傍ではコロナ放電が生じて周辺の空気がイオン
化されるが、負電圧のみが印加されるため、マイナスイオンであるＯ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ が
発生する。
【００９５】
＜電圧印加回路の第１の変形例＞
図１０は、電圧印加回路の変形例の回路図を示す図である。図１０を参照して、図８に示
した電圧印加回路２０と異なるところは、交流電源２０１とスイッチングトランス２０２
の１次コイルＬ１との間の回路が異なる。その他の回路は同一であるのでここでは説明を
繰返さない。交流電源２０１の一端は、抵抗２１４の一端と接続されており、抵抗２１４
の他端はコンデンサ２１５のアノードと接続されている。交流電源２０１の他端は、サイ
ダック（Ｒ）２０７のカソードと、コンデンサ１０６ａの一端と、スイッチ２１３の一端
に接続されている。ダイオード２１５のカソードは、コンデンサ２０６ａ，２０６ｂ、お
よび１次コイルＬ１の一端と接続されている。コンデンサ２０６ｂの他端は、スイッチ２
１３の他端と接続されている。
【００９６】
このように構成してなる変形された電圧印加回路２０ａは、空気調節装置１００が予測浄
化モードでない場合は、リレー２１３が閉じる。交流電源２０１の出力電圧は、ダイオー
ド２１５で半波整流された後、コンデンサ２０６ａおよび２０６ｂに印加される。コンデ
ンサ２０６ａおよび２０６ｂの充電が進んで両端電圧が所定しきい値に達すると、サイダ
ック（Ｒ）２０７がオン状態となり、コンデンサ２０６ａおよび２０６ｂの充電電圧が放
電される。したがって、トランス２０２の１次コイルＬ１に電流が流れて２次コイルＬ２
にエネルギが伝達され、イオン発生装置１０にパルス電圧が印加される。その直後、サイ
ダック（Ｒ）２０７はオフ状態となり、再びコンデンサ２０６ａおよび２０６ｂの充電が
開始される。
【００９７】
一方、空気調節装置１００が予測浄化モードにある場合は、リレー２１３が開く。交流電
源２０１の出力電圧は、ダイオード２１５で半波整流された後、コンデンサ２０６ａのみ
に印加される。コンデンサ２０６ａの充電が進んで両端電圧が所定しきい値に達すると、
サイダック（Ｒ）２０７がオン状態となり、コンデンサ２０６ａ充電電圧が放電される。
したがって、トランス２０２の１次コイルＬ１に電流が流れて２次コイルＬ２にエネルギ
が伝達され、イオン発生装置１０にパルス電圧が印加される。その直後、サイダック（Ｒ
）２０７はオフ状態となり、再びコンデンサ２０６ａの充電が開始される。
【００９８】
スイッチ２１３が開いている場合には、閉じている場合に比べてサイダック（Ｒ）２０７
に印加される電圧が早くしきい値に達する。このため、スイッチ２１３が開いた場合の方
が、閉じた場合に比べて、イオン発生装置１０に印加する電圧パルスの放電頻度が高くな
る。イオン発生装置１０に印加されるパルスの放電頻度が高いほど、発生するイオン量が
多くなるため、スイッチ２１３を切換えるだけで、イオン発生装置１０から発生するイオ
ンの量を切換えることができる。
【００９９】
図１１は、変形された電圧印加回路２０ａから出力される電圧波形を示す図である。図１
１（Ａ）は、スイッチ２１３が閉じた場合における波形を示し、ダイオード２１５で半波
整流された電圧波形と、イオン発生装置１０に印加される電圧パルス波形を示している。
図１１（Ｂ）は、スイッチ２１３が開いた場合における半波整流された電圧波形とイオン
発生装置１０に印加される電圧パルスの波形を示している。
【０１００】
なお、上述した電圧印加回路２０では、スイッチ２０３を切換えることにより、半波整流
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と全波整流とを切換えるようにした。変形された電圧印加回路２０ａにおいては、半波整
流のみを用いるものを説明したが、全波整流と半波整流との切換を組合せるようにしても
よい。この場合には、イオン発生装置１０に放電頻度の低い電圧パルスを印加する場合に
は、半波整流された電圧とスイッチ２１３を閉じた状態にすればよく、放電頻度の高い電
圧パルスを印加する場合には、全波整流を用いてスイッチ２１３を開いた状態にすればよ
い。
【０１０１】
＜イオン発生装置および電圧印加回路の第２の変形例＞
図１２は、第１の実施の形態におけるイオン発生装置の変形例を示す図である。図１２を
参照して、変形例におけるイオン発生装置１０Ａは、上述したイオン発生装置１０と異な
るところは、放電電極２１ａと誘導電極２１ｂとからなる第１放電部２１と、放電電極２
２ａと誘導電極２２ｂとを有する第２放電部２２とを有することである。すなわち、変形
されたイオン発生装置１０Ａでは、２つの放電部２１，２２を有する点が異なる。
【０１０２】
変形されたイオン発生装置１０Ａは、下部誘電体１１ｂの表面に誘導電極２１ｂおよび２
２ｂとが形成される。また、上部誘電体１１ａの表面に放電電極２１ａと放電電極２２ａ
とが形成される。上部誘電体１１ａの表面は、コーティング層１３で覆われている。また
、上部誘電体１１ａは、下部誘電体１１ｂの誘導電極２１ｂ，２２ｂが形成された面に積
層される。また、第１放電部２１の放電電極２１ａと誘導電極２１ｂとは対向する位置に
配置され、第２放電部の放電電極２２ａと誘導電極２２ｂとは対向する位置に配置される
。
【０１０３】
第１放電部において、放電電極２１ａの接続端子２１ｅは、放電電極接点２１ｅと接続さ
れる。放電電極接点２１ｅは、リード線で電圧印加回路２０Ｂと接続される。また、誘導
電極２１ｂの接続端子２１ｄは、誘導電極接点２１ｆと接続されており、誘導電極接点２
１ｆは電圧印加回路２０Ｂとリード線で接続されている。
【０１０４】
同様にして、第２放電部２２においては、放電電極２２ａの接続端子２２ｃは、放電電極
接点２２ｅと接続されており、放電電極接点２２ｅは、電圧印加回路２０Ｂとリード線で
接続されている。誘導電極２２ｂの接続端子２２ｄは、誘導電極接点２２ｆと接続されて
おり、誘導電極接点２２ｆは電圧印加回路２０Ｂとリード線で接続されている。
【０１０５】
図１３は、変形されたイオン発生装置１０Ａに接続される電圧印加回路２０Ｂの回路図で
ある。図１３を参照して、電圧印加回路２０Ｂは、交流電源２０１とトランス２２２と、
切換リレー２３３と、抵抗２２４，２２５と、ダイオード２２６～２３０と、コンデンサ
２３１ａ，２３１ｂと、サイダック（Ｒ）２３２とを含む。
【０１０６】
交流電源２０１の一端は、抵抗２２４を介して、ダイオード２２６のアノードに接続され
ている。ダイオード２２６のカソードは、トランス２２２の１次側を構成する第１コイル
２２２ａの一端と、ダイオード２２７のアノードと、サイダック（Ｒ）２３２のアノード
にそれぞれ接続されている。第１コイル２２２ａの他端とダイオード２２７のカソードは
互いに接続されており、その接続ノードはコンデンサ２３１ａおよび２３１ｂそれぞれの
一端に接続されている。サイダック（Ｒ）２３２のカソードと、コンデンサ２３１ａの他
端と、スイッチ２３３の一端２３３ａとは互いに接続されており、その接続ノードは交流
電源２０１の他端に接続されている。スイッチ２３３の他端２３３ｂは、コンデンサ２３
１ｂの他端と接続されている。
【０１０７】
トランス２２２の２次側を構成する第２コイル２２２ｂの一端は、第１放電部２１の放電
電極接点２１ｅに接続されており、第２コイル２２２ｂの他端は、第１放電部２１の誘導
電極接点２１ｆと、ダイオード２２９のカソードと、ダイオード２３０のアノードにそれ

10

20

30

40

50

(14) JP 3634855 B2 2005.3.30



ぞれ接続されている。ダイオード２２９のアノードは、切換リレー２２３の一方の選択端
子２２３ａに接続されており、ダイオード２３０のカソードは、切換リレー２２３の他方
の選択端子２２３ｂに接続されている。トランス２２２の２次側を構成する第３コイル２
２２ｃの一端は、第２放電部２２の放電電極接点２２ｅに接続されており、第３コイル２
２２ｃの他端は、第２放電部２２の誘導電極接点２２ｆと、ダイオード２２８のアノード
にそれぞれ接続されている。切換リレー２２３の共通端子２２３ｃとダイオード２２８の
カソードが互いに接続されており、その接続ノードは、抵抗２２５を介して、交流電源２
０１の他端に接続されている。
【０１０８】
このように構成してなる電圧印加回路２０Ｂにおいて、空気調節装置１００が予測浄化モ
ードでなく、かつ、イオン発生装置１０の駆動モードがクリーンモードにあるとき、スイ
ッチ２３３は閉じられ、切替リレー２２３は選択端子２２３ａが選択される。この場合、
第１放電部２１の放電電極２１ａと誘導電極２１ｂとの間には、正の直流インパルス電圧
が印加され、第２放電部２２の放電電極２２ａと誘導電極接点２２ｂとの間には、負の直
流インパルス電圧が印加される。このような電圧を印加することによって、第１放電部２
１と第２放電部２２との近傍では、コロナ放電が生じ、周辺の空気がイオン化される。こ
のとき、正の直流インパルスが印加された第１放電部２１の近傍では、プラスイオンであ
るＨ＋ （Ｈ２ Ｏ）ｍ が発生し、負の直流インパルスが印加された第２放電部２２の近傍で
は、マイナスイオンであるＯ２

－ （Ｈ２ Ｏ）ｎ （ｍ，ｎは０または任意の自然数）が発生
する。
【０１０９】
このように、切換リレー２２３で選択端子２２３ａを選択すれば、第１放電部２１からプ
ラスイオンを、第２放電部２２からマイナスイオンを、ほぼ同等量発生させることができ
る。したがって、正負イオンを空気中の浮遊細菌等に付着させ、その際に生成される活性
種の過酸化水素（Ｈ２ Ｏ２ ）および／または水酸基ラジカル（・ＯＨ）の分解作用をもっ
て、浮遊細菌を除去することが可能となる。
【０１１０】
一方、空気調節装置１００が予測浄化モードにある場合には、スイッチ２３３は開かれ、
切替リレー２２３は選択端子２２３ａが選択される。この場合、コンデンサ２３１ａにの
み蓄電されるため、サイダック（Ｒ）２３２に印加される電圧が所定のしきい値に達する
までの時間が早くなる。このため、第１放電部２１に印加される正の直流インパルス電圧
と、第２放電部２２に印加される負の直流インパルス電圧の放電頻度が上昇する。このた
め、第１放電部２１ではより多くの正イオンが生成され、第２放電部２２ではより多くの
負イオンが生成される。
【０１１１】
空気調節装置１００が予測浄化モードでなく、かつ、イオン発生装置１０の駆動モードが
イオンコントロールモードにあるとき、スイッチ２３３は閉じられ、切替リレー２２３は
選択端子２２３ｂが選択される。
【０１１２】
この場合、第１放電部２１および第２放電部２２には、いずれも負の直流インパルス電圧
が印加されることになる。このような負の直流インパルス電圧が印加されると、第１放電
部２１および第２放電部２２の近傍では、いずれもマイナスイオンであるＯ２

－ （Ｈ２ Ｏ
）ｎ （ｎは０または任意の自然数）が発生する。
【０１１３】
このように、切換リレー２２３で選択端子２２３ｂを選択すれば、第１放電部２１および
第２放電部２２の双方から、マイナスイオンのみを発生させることができる。したがって
、イオンバランスを調整してマイナスイオンが多価である状態を作り出し、リラクゼーシ
ョン効果を高めることが可能となる。
【０１１４】
次に、汚れ度について説明する。図１４は、第１の実施の形態における空気調節装置１０
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０で用いられる汚れ度評価テーブルの一例を示す図である。この汚れ度評価テーブルは、
空気調節装置１００の制御部１５０が有する読出専用メモリ（ＲＯＭ）に予め記憶されて
いるものである。
【０１１５】
図１４を参照して、汚れ度評価テーブルは、ニオイセンサ出力レベル、ホコリセンサ出力
レベル、両センサ加算値および汚れ度を対応付けて記憶するテーブルである。本実施の形
態においては、ニオイセンサ１５４の出力レベルを０～３とし、ホコリセンサ１５３の出
力レベルを０～３としている。それぞれ４段階でニオイの量およびホコリの量を出力する
。ニオイセンサ出力レベルは、値が大きいほど空気中のニオイを発生する物質量が多いこ
とを示し、ホコリセンサ出力レベルは、値が大きいほど空気中のホコリの量が多いことを
示す値である。加算値は、ニオイセンサ出力レベルとホコリセンサ出力レベルとの和であ
る。加算値は、０～６の間の値である。
【０１１６】
ニオイセンサ出力レベルとホコリセンサ出力レベルとに汚れ度が対応付けられている。加
算値が同じ値であっても、汚れ度が異なる場合がある。たとえば、ニオイセンサ出力レベ
ルが１で、ホコリセンサ出力レベルが２の場合に加算値は３となり、汚れ度は１が対応付
けられている。一方、ニオイセンサ出力レベルが３でホコリセンサ出力レベルが０のとき
は、加算値は３となるにもかかわらず、汚れ度は２が対応付けられている。これは、ニオ
イセンサ出力レベルが最もニオイを発生する物質量が多いことを示す３となっているため
、この場合は、汚れ度を１とするのではなく、２とするように対応付けている。
【０１１７】
図では、クリーンサインランプの表示色を汚れ度に対応して示している。すなわち、汚れ
度が０の場合には、クリーンサインランプ１１４は緑色で点灯し、汚れ度が１の場合には
、クリーンサインランプ１１４は橙色で点灯し、汚れ度が２の場合にはクリーンサインラ
ンプ１１４は赤色で点灯する。なお、図中未検出モードとあるのは、ニオイセンサ１５４
とホコリセンサ１５３の出力レベルが安定するまで間のモードである。この間、汚れ度が
決定されないために未検出モードとしている。この場合、クリーンサインランプ１１４は
、緑色、橙色、赤色の順に点灯した後、赤色、橙色、緑色の順に点灯する。この色を変化
させる点灯表示を繰返す。このように、クリーンサインランプ１１４が色を変化させて点
灯することにより、汚れ度が未だ評価されていないことをユーザに報知することができる
。
【０１１８】
なお、ここでは、汚れ度を０、１、２の３つのレベルとしたが、汚れ度はこれに限定され
ることなく、これより多い汚れ度を設定してもよく、またこれより少ない２つのレベルと
してもよい。また、本実施の形態においては、ニオイセンサ１５４とホコリセンサ１５３
との２つのセンサの出力値に基づき汚れ度を検出するようにしたが、いずれか一方のセン
サ出力を用いて汚れ度を検出するようにしてもよい。
【０１１９】
図１５は、第１の実施の形態における空気調節装置１００で実行される運転モード決定処
理の流れを示すフローチャートである。運転モード決定処理は、空気調節装置１００の制
御部１５０で実行される処理である。図１５を参照して、運転モード決定処理では、ホコ
リセンサ１５３およびニオイセンサ１５４の出力レベルに基づき上述した汚れ度評価テー
ブルを用いて汚れ度が検出される（ステップＳ０１）。そして、検出された汚れ度に基づ
いて、室内の空気が汚れているか否かが判断される（ステップＳ０２）。汚れていると判
断された場合にはステップＳ０３に進み、そうでない場合にはステップＳ０８に進む。ス
テップＳ０２において、汚れていると判断する場合には、ステップＳ０１で検出された汚
れ度が１以上の場合に汚れていると判断する。
【０１２０】
次のステップＳ０３では、温度センサ１５１および湿度センサ１５２の出力値が取得され
る。そして、ステップＳ０４において、取得された温度センサの出力値が２５℃以上であ
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り、かつ、湿度センサの出力値が７０％以上であるか否かが判断される。温度センサの出
力値および湿度センサの出力値が上記条件を満たしている場合にはステップＳ０６に進み
、そうでない場合にはステップＳ０５に進む。ステップＳ０４における判断は、室内の空
気の状態が、カビが発生しやすい状態にあるか否かを判定するものである。したがって、
温度のしきい値２５℃および湿度のしきい値７０％は、これに限定されることなく、これ
らに近い値であればよい。
【０１２１】
ステップＳ０５では、ステップＳ０３で取得された温度センサの出力値が１８℃以下であ
り、かつ、湿度センサの出力値が４０％以下であるか否かが判断される。温度センサの出
力値および湿度センサの出力値が上述の条件を満たす場合にはステップＳ０６に進み、そ
うでない場合にはステップＳ０７に進む。ステップＳ０５における判定は、室内の空気が
インフルエンザウイルスが繁殖しやすい状態にあるか否かを判定するものである。したが
って、温度のしきい値１８℃および湿度のしきい値４０％はこれに限定されることなく、
これに近い値であればよい。
【０１２２】
ステップＳ０６では、空気調節装置１００の運転モードが、予測浄化モードかつクリーン
モードに設定される。これにより、イオン発生装置１０からは、多くの量の正負イオンが
発生されることになる。この場合、表示部１０３においては、予測浄化中ランプ１１３が
点灯し、クラスタイオンランプ１１５が青色で点灯する。
【０１２３】
一方、ステップＳ０７では、予測浄化モードには設定されず、クリーンモードに設定され
る。これにより、イオン発生装置１０からは、ステップＳ０６で設定された運転モードで
発生されるよりも少ない通常の量の正負イオンが発生される。表示部１０３の表示は、予
測浄化中ランプ１１３が消灯し、クラスタイオンランプ１１５が青色で点灯する。
【０１２４】
一方、ステップＳ０２において、室内の空気が汚れていないと判断された場合には、ステ
ップＳ０８に進む。ステップＳ０８では、温度センサ１５１と湿度センサ１５２の出力値
が取得される。このステップは、ステップＳ０３で行なわれる処理と同様の処理である。
【０１２５】
ステップＳ０９は、ステップＳ０４と同じ処理であり、ステップＳ０８で取得された温度
センサ１５１および湿度センサ１５２の出力値を用いて、温度が２５℃以上かつ湿度が７
０％以上であるか否かが判断される。温度および湿度が条件を満たす場合にはステップＳ
１１に進み、そうでない場合にはステップＳ１０に進む。
【０１２６】
ステップＳ１０は、上述したステップＳ０５と同じ処理である。温度が１８℃以下かつ湿
度が４０％以下の条件を満たす場合にはステップＳ１１へ進み、そうでない場合にはステ
ップＳ１２へ進む。
【０１２７】
ステップＳ１１では、空気調節装置１００の運転モードが、予測浄化モードかつクリーン
モードに設定される。この運転モードは、ステップＳ０６で設定される運転モードと同じ
である。この場合には、室内の空気が、カビが発生しやすい状態またはインフルエンザウ
イルスが発生しやすい状態のいずれかにある場合である。このような場合には、イオン発
生装置１０から正負イオンを発生させ、かつ、その発生させる正負イオンの量を通常の量
よりも多くする。
【０１２８】
一方ステップＳ１２では、空気調節装置１００の運転モードがイオンコントロールモード
に設定される。ステップＳ１２に進む場合には、室内の空気が汚れておらず、かつ、室内
の空気の状態が、カビが発生しやすい状態でもなく、インフルエンザウイルスが繁殖しや
すい状態でもない。この場合には、室内の空気中にカビやインフルエンザウイルスが存在
する確率が低いため、イオン発生装置１０では正負イオンを発生するのではなく、負イオ
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ンを正イオンよりも多く発生させる。表示部１０３の表示は、予測浄化中ランプ１１３が
消灯し、クラスタイオンランプ１１５が緑色で点灯する。
【０１２９】
制御部１５０では、ステップＳ０６、Ｓ０７、Ｓ１１、Ｓ１２において、それぞれの運転
モードに従って、電圧駆動回路２０を制御する。電圧駆動回路２０は、制御部１５０によ
り制御されて、運転モードに従って定まる駆動電圧をイオン発生装置１０に印加する。
【０１３０】
イオン発生装置１０は、放電頻度の高い電圧パルスが印加されると、発生するイオンの量
が多い。また、印加する電圧パルスのデューティ比を変化させることによっても、イオン
発生装置１０から発生する正負イオンの量を制御することもできる。イオン発生装置１０
は、印加される電圧パルスの周期を一定にした条件では、デューティが５０％の場合より
も１００％の場合の方が発生するイオンの量が多い。電圧駆動回路２０は、デューティを
変化させることにより、イオン発生装置１０から発生される正負イオンの量を制御するこ
とができる。
【０１３１】
図１６は、第１の実施の形態における空気調節装置１００の運転モードとファンモータ出
力およびイオン発生装置１０に印加される電圧との関係を示す図である。ここでは、イオ
ン発生装置１０に印加される電圧は、デューティを変化させる場合を例に示している。図
１６を参照して、運転モードが予測浄化モードにある場合を●印で示し、予測浄化モード
にない場合を×印で示している。また、クリーンモードとイオンコントロールモードとを
イオンモードの欄に記載している。すなわち、本実施の形態における空気調節装置１００
においては、運転モードには、予測浄化モードにない場合のクリーンモードと、予測浄化
モードにある場合のクリーンモードと、予測浄化モードにない場合のイオンコントロール
モードとの３つのモードがある。
【０１３２】
予測浄化モードにある場合には、室内の空気がカビが発生しやすい第１の状態とインフル
エンザウイルスが繁殖しやすい第２の状態との場合である。クリーンモードとイオンコン
トロールモードとの違いは、クリーンモードの場合にはイオン発生装置１０から発生する
イオンは、正負イオンであり、イオンコントロールモードの場合にイオン発生装置１０か
ら発生するイオンは負イオンが正イオンよりも多くなる。また、クリーンモードにある場
合であっても、予測浄化モードにある場合には正負イオンの発生量が予測浄化モードにな
い場合よりも多く発生する。
【０１３３】
本実施の形態におけるイオン発生装置１０で発生するイオンの量は、空気中に占める正負
イオンの割合を言い、ファンモータ出力と関係する。ここでは、ファンモータ出力を風量
で示し、その風量を風量１から風量６の６レベルに分類している。風量１よりも風量６の
方が風速が速い。
【０１３４】
また、印加する電圧デューティが大きくなると、発生する放電音も大きくなるため、ファ
ンモータの出力が小さく、風切り音が小さい場合には、イオン発生装置から発生する放電
音も小さい方が好ましく、ファンモータの出力に応じて、印加される電圧デューティを変
えることで、製品全体として静かな運転を実現することが可能となる。
【０１３５】
風速が遅い場合には、イオン発生装置１０上を通過する空気の量が少なくなる。このため
、イオン発生装置１０が実際に空気をイオン化する量が少なくても、イオン濃度は高くな
る。このため、風量６でデューティ５０％におけるイオン濃度よりも、風量１でデューテ
ィ２０％におけるイオン濃度の方が高くなる。したがって、予測浄化モードにある場合の
風量１およびデューティ２０％におけるイオン濃度の方が、予測浄化モードになく、かつ
、クリーンモードにある場合の風量６およびデューティ５０％におけるイオン濃度よりも
大きくなる。したがって、予測浄化モードにおけるイオン発生量は、予測浄化モードにな
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い場合のそれよりも大きくなる。
【０１３６】
また、風速が遅い場合には、風切り音も小さく、全体の運転音を小さくするためには、イ
オン発生装置が発生する放電音も小さい方が好ましく、電圧デューティは小さい方がよい
。逆に風速が速い場合には、風切り音も大きくなるので、イオン発生装置が発生する放電
音が大きくとも、全体の運転音に与える影響は小さく気にならない。従って、風量５また
は６でデューティ１００％とすることで、製品全体の運転音に大きな影響を与えることな
く、静音性も実現した上で、所望のイオン濃度をも実現することになる。
【０１３７】
なお、図１６では、クラスタイオンランプ１１５の表示態様もそれぞれのモードに合せて
示している。すなわち、予測浄化モードにない場合のクリーンモードにおいては、クラス
タイオンランプ１１５は青色で点灯する。また、予測浄化モードであり、かつ、クリーン
モードにある場合には、クラスタイオンランプ１１５が５秒周期でゆっくり青色の点滅を
繰返す。クラスタイオンランプ１１５が青色で点滅することにより、予測浄化モードの運
転が行われていることを表示することができる。
【０１３８】
予測浄化モードになく、イオンコントロールモードにある場合には、クラスタイオランプ
１１５は、緑色で点灯する。
【０１３９】
以上説明したように本実施の形態における空気調節装置１００においては、室内の空気の
状態が、カビが発生しやすい状態（ステップＳ０４またはステップＳ０９でＹＥＳ）の場
合、または、インフルエンザウイルスが発生しやすい状態（ステップＳ０５またはステッ
プＳ１０でＹＥＳ）の場合には、通常の発生量よりも多い正負イオンを発生させる。この
ため、カビやインフルエンザウイルス等の細菌が繁殖しやすい状態では、正負イオンを多
く発生させてカビやインフルエンザウイルス等の細菌を殺菌する効果を高めることができ
る。
【０１４０】
また、本実施の形態における空気調節装置１００は、室内の空気がカビが発生しやすい状
態にない場合（ステップＳ０４でＮＯ）であり、かつ、インフルエンザウイルスが繁殖し
にくい状態（ステップＳ０５でＮＯ）にある場合には、イオン発生装置１０から通常量の
正負イオンを発生させる。このため、空気中の室内に浮遊菌が繁殖しやすい状態になって
いない場合であっても、浮遊菌を殺菌することができる。このため、室内の浮遊菌をさら
に殺菌することができる。また、イオン発生装置１０に印加される電圧は、放電頻度の低
い電圧パルスまたはデューティの小さいパルスが印加されるため、消費電力が少なくなる
とともに放電音も小さくなる。
【０１４１】
さらに、イオン発生装置１０は、室内が汚れていなく（ステップＳ０２でＮＯ）、かつ、
カビが繁殖しない状態（ステップＳ０９でＮＯ）あり、かつ、インフルエンザウイルスが
繁殖しない状態（ステップＳ１０でＮＯ）にある場合には、正イオンよりも負イオンを多
く発生するイオンコントロールモードに設定される。このため、室内の負イオンの濃度が
向上するため、人をリフレッシュさせる効果がある。このため、室内の空気が汚れておら
ず、浮遊菌が繁殖しにくい環境にある場合には、人に快適な環境を作り出すことが可能と
なる。
【０１４２】
また、本実施の形態における空気調節装置１００を、室内の空気が汚れているときには（
ステップＳ０２でＹＥＳ）、運転モードがクリーンモードに設定される（ステップＳ０６
またはステップＳ０７）。このため、イオン発生装置１０からは正負イオンが発生される
。室内の空気が汚れている場合には浮遊菌が含まれる可能性が高い。このため、正負イオ
ンを発生させることにより、空中に含まれる浮遊菌を効率的に殺菌することができる。
【０１４３】
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さらに、室内が汚れており（ステップＳ０２でＹＥＳ）、かつ、カビが発生しやすい状態
（ステップＳ０４でＹＥＳ）または、インフルエンザウイルスが発生しやすい状態（ステ
ップＳ０５でＹＥＳ）にあるときは、発生する正負イオンの量を増加させる。このため、
室内の状態がカビが発生しやすい状態またはインフルエンザウイルスが繁殖しやすい状態
にあるときに、正負イオンの量を増加させるために、効率的に浮遊細菌を殺菌することが
できる。また、所定の状態にあるときのみ放電頻度の高いまたはデューティの大きい電圧
パルスがイオン発生装置１０に印加されるため、常に放電頻度の高いまたはデューティの
大きい電圧パルスを印加しておく必要はなく、イオン発生装置１０の消費電力を少なくす
ることができる。さらに、イオン発生装置１０は、放電頻度の高いの電圧パルスが印加さ
れると、放電頻度の低い電圧パルスが印加される場合に比べて発生する音が大きくなる。
このため、所定の状態にあるときのみ放電頻度の高い電圧パルスを印加するようにしたの
で、騒音が出るのをできるだけ防止することができる。
【０１４４】
イオン発生装置１０は、放電頻度の高い電圧パルスまたはデューティの大きいな電圧パル
スが印加されると、放電頻度の高い電圧パルスまたはデューティの大きな電圧パルスが印
加される場合に比べて劣化速度が速い。このため、イオン発生装置１０には、放電頻度の
高い電圧パルスまたはデューティの大きな電圧パルスが常に印加されることがないので、
イオン発生装置１０を長期間使用することが可能となる。
【０１４５】
本実施の形態においては、イオン発生装置１０を備えた空気調節装置１００について説明
したが、イオン発生装置１０を、除湿機能を備えた除湿器に適用するようにしてもよい。
除湿器は、室内の湿度が高くなると除湿して、室内の湿度を所定の湿度に維持する。この
ため、カビが発生しやすい状態またはインフルエンザウイルスが発生しにくい湿度に維持
するように室内の湿度を調整するれば、除湿器による空気の除湿とイオン発生装置１０に
より発生される正負イオンとの相乗効果により、室内の空気をカビが発生しにくい状態、
または、インフルエンザウイルスが発生しにくい状態とすることができる。たとえ室内の
状態が、カビが発生しやすい状態となったとしても、除湿器による除湿で湿度を低くする
ことによる繁殖の防止と、イオン発生装置１０から発生する正負イオンとでカビを効率的
に殺菌することができる。
【０１４６】
また、除湿器に代えて、加湿機能を有する加湿器とするようにしてもよい。加湿器は、除
湿器とは逆に、室内の湿度を高めるものである。このため、室内の湿度が下がりインフル
エンザウイルスが発生しやすい状態となったとしても、加湿器により加湿されるためイン
フルエンザウイルスが繁殖しにくい環境とすることによる繁殖の防止と、イオン発生装置
１０から発生する正負イオンとでインフルエンザウィルスを効率的に殺菌することができ
る。
【０１４７】
さらに、イオン発生装置１０を、室内の空気を冷やしたり、暖めたりする冷暖房機能を有
する空気調和器等に適用するようにしてもよい。空気調和器は、室内の空気を暖めたり冷
やしたりすることにより、カビが発生しにくい温度にしたり、インフルエンザウイルスが
繁殖しにくい温度に室内の温度を調整することが可能である。このため、室内の状態がカ
ビやウィルスが繁殖しやすい状態となったとしても、冷暖房機能により温度を調整するこ
とによりカビやインフルエンザウイルスが繁殖しにくい環境とすることによる繁殖の防止
と、イオン発生装置１０から発生する正負イオンとでカビやインフルエンザウィルスを効
率的に殺菌することができる。
【０１４８】
さらに、除湿器、加湿器、暖房装置、冷房装置を組合せた空気調和器にイオン発生装置１
０を適用するようにしてもよい。
【０１４９】
本実施の形態においては、所定の状態を、温度と湿度とで定まる室内の空気の状態とし、
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カビ菌が繁殖しやすい温度と湿度とで定まる第１の状態と、ウィルスが繁殖しやすい温度
と湿度とで定まる第２の状態とを含むとして説明した。また、第１の状態を、温度が２５
℃以上で湿度が７０％以上の状態とし、第２の状態を、温度が１８℃以下で湿度が４０％
以下の状態とした。しかしながら、第１の状態と第２の状態は、これに限定されることな
く、第１の状態は、カビ菌が繁殖しやすい温度と湿度とで定まる状態であればよく、第２
の状態は、ウィルス、たとえばインフルエンザウイルスが繁殖しやすい温度と湿度とで定
まる状態であればよい。
【０１５０】
図１７は、所定の状態の一例を示す図である。図を参照して、縦軸に温度を、横軸に湿度
をとり、温度と湿度とで定まる領域を示している。第１の状態は、温度が１３℃以上で湿
度が７０％以上の領域を含む。第２の状態は、温度が１３℃以下で湿度が０％以上１００
％以下の領域と、温度が１３℃以上２４℃以下で湿度が０％以上４０％以下の領域と、温
度が２４℃以上３４℃以下で湿度が０％以上２５％以下の領域とを含む。
【０１５１】
したがって、第１の状態は、温度が２５℃（第１の温度）以上で湿度が７０％（第１の湿
度）以上の領域を含む。また第２の状態は、温度が１８℃（第２の温度）以下で湿度が４
０％（第２の湿度）以下の領域を含む。第２の温度は第１の温度よりも低く、第２の湿度
は第１の湿度よりも低い。
【０１５２】
図１７に示す所定の状態を用いる場合に、図１５に示した運転モード決定処理においては
、ステップＳ０４またはステップＳ０９においては、温度と湿度とで定まる室内の空気の
状態が第１の状態にあるか否かを判定し、第１の状態にある場合に真と判定し、そうでな
い場合に偽と判定する。また、ステップＳ０５またはステップＳ１０においては、温度と
湿度とで定まる室内の空気の状態が第２の状態にあるか否かを判定し、第２の状態にある
場合に真と判定し、そうでない場合に偽と判定する。
【０１５３】
［第２の実施の形態］
上述した第１の実施の形態における空気調節装置１００では、図１５に示した運転モード
決定処理が実行されると、予測浄化モードとするか否かが自動的に決定された。第２の実
施の形態における空気調節装置１００Ａにおいては、運転モードを予測浄化モードとする
か否かを、ユーザが選択できるようにしたものである。このため、第２の実施の形態にお
ける空気調節装置１００Ａは、運転モードを予測浄化モードに切り替えるための予測浄化
モード運転スイッチを備えている。さらに、室内の空気の状態が予測浄化モードでの運転
に適した状態であることをユーザに告知する機能を有している。以下、第１の実施の形態
における空気調節装置１００と異なる点を説明する。
【０１５４】
図１８は、第２の実施の形態における空気調節装置１００Ａの外観を示す図である。第２
の空気調節装置１００Ａは、中央パネル１０２上部に告知ランプ３０１を備え、上面パネ
ル１０４に予測浄化モード運転スイッチ３０３を備えている。
【０１５５】
告知ランプ３０１は、室内の空気の状態が、上述した第１の状態または第２の状態となっ
た場合に点灯または点滅するランプである。これにより、室内の空気の状態が、第１の状
態または第２の状態にあることをユーザに知らせることができる。なお、告知ランプ３０
１は、たとえば、液晶表示装置、陰極線管（ＣＲＴ）、エレクトロルミネッセンス等の表
示装置、または、スピーカ、ブザー等の音出力装置であってもよい。さらに表示装置と音
出力装置とを組合わせるようにしてもよい。表示装置を用いる場合には、室内の空気の状
態が第１の状態または第２の状態にあることを表示するためのメッセージとして、「カビ
が繁殖しやすい状態です」、「ウイルスが繁殖しやすい状態です」を表示したり、予測浄
化モード運転スイッチの操作を促すためのメッセージとして、たとえば「予測浄化モード
運転スイッチを押してください」等を表示するようにしても良い。音発生装置を用いる場

10

20

30

40

50

(21) JP 3634855 B2 2005.3.30



合には、上述したメッセージを音声出力させたり、警告音（メロディーを含む）を出力す
るようにしてもよい。さらに、告知ランプ３０１は、空気調節装置１００Ａ自体に設ける
ことに加えて、または、それとは別に、リモートコントローラ１３０に設けるようにして
もよい。
【０１５６】
予測浄化モード運転スイッチ３０３は、室内の空気の状態が第１の状態または第２の状態
にある場合に、ユーザによる操作を受付るための入力スイッチである。ユーザの操作が受
付けられると、空気調節装置１００Ａは、予測浄化モードでの運転を開始する。なお、予
測浄化モード運転スイッチ３０３は、空気調節装置１００Ａ自体に設けることに加えて、
または、それとは別に、リモートコントローラ１３０に設けるようにしてもよい。
【０１５７】
図１９は、第２の実施の形態における空気調節装置１００Ａで実行される運転モード決定
処理の流れを示すフローチャートである。運転モード決定処理は、空気調節装置１００Ａ
の制御部１５０で実行される処理である。図１９に示す運転モード決定処理は、図１５で
示した第１の実施の形態における空気調節装置１００で実行される運転モード決定処理と
異なるところは、ステップＳ０５とステップＳ０６との間に、新たなステップＳ０５Ａお
よびステップＳ０５Ｂを追加した点と、ステップＳ１０ステップＳ１１との間に新たなス
テップＳ１０ＡおよびステップＳ１０Ｂを追加した点である。ステップＳ０１～ステップ
Ｓ０５までの処理、ステップＳ０８～ステップＳ１０までの処理は、図１５で説明したの
と同様であるので、ここでは説明を繰返さない。
【０１５８】
ステップＳ０４またはステップＳ０５でＹＥＳと判定された場合には、ステップＳ０５Ａ
に進む。すなわち、ステップＳ０５Ａに進むのは、温度と湿度とで定まる室内の空気の状
態が第１または第２の状態にある場合である。
【０１５９】
ステップＳ０５Ａでは、告知ランプ３０１を点灯または点滅する。これにより、室内の空
気の状態が第１の状態または第２の状態にあることがユーザに知らされる。
【０１６０】
次のステップＳ０５Ｂでは、予測浄化モード運転スイッチ３０３が、ユーザによる操作さ
れたか否かを判定する。ユーザーによる操作が検出されると、ステップＳ０６に進み、そ
うでない場合はステップＳ０７に進む。
【０１６１】
一方、ステップＳ０９またはステップＳ１０でＹＥＳと判定された場合には、ステップＳ
１０Ａに進む。すなわち、ステップＳ１０Ａに進むのは、温度と湿度とで定まる室内の空
気の状態が第１または第２の状態にある場合である。
【０１６２】
ステップＳ１０Ａの処理は、ステップＳ０５Ａの処理と同様であり、告知ランプ３０１を
点灯または点滅する。これにより、室内の空気の状態が第１の状態または第２の状態にあ
ることがユーザに知らされる。
【０１６３】
次のステップＳ１０Ｂは、ステップＳ０５Ｂの処理と同様であり、予測浄化モード運転ス
イッチ３０３が、ユーザによる操作されたか否かを判定する。ユーザーによる操作が検出
されると、ステップＳ１１に進み、そうでない場合はステップＳ１２に進む。
【０１６４】
このように、第２の実施の形態における空気調節装置においては、告知ランプ３０１を点
灯または点滅することにより、室内の空気の状態が第１の状態または第２の状態にあるこ
とを、ユーザに告知する。そして、予測浄化モード運転スイッチ３０３によるユーザの指
示を待って、運転モードを予測浄化モードかつクリーンモードに設定する。運転モードが
予測浄化モードの場合には、イオン発生装置１０からは、通常状態より多くの量の正負イ
オンが発生されることになる。また、表示部１０３においては、予測浄化中ランプ１１３
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が点灯し、クラスタイオンランプ１１５が青色で点灯する。
【０１６５】
上述したように第２の実施の形態における空気調節装置１００Ａでは、室内の空気の状態
が第１の状態または第２の状態にある場合に、ユーザの指示を待って、運転モードを予測
浄化モードかつクリーンモードに設定するようにした。空気調節装置１００Ａの運転モー
ドが、予測浄化モードかつクリーンモードの場合には、他の運転モードに比べてイオン発
生装置１０の消費電力が多く、発生する音が大きく、劣化速度が速い。このため、ユーザ
が所望する場合に、空気調節装置１００Ａの運転モードを予測浄化モードに設定するよう
にしたので、ユーザは、消費電力の節約し、消音運転にし、イオン発生装置１０のライフ
サイクルを長期化させるか、カビ菌またはウイルスの繁殖を防止するかを選択することが
できる。
【０１６６】
なお、第１または第２の実施の形態における空気調節装置１００，１００Ａでは、運転モ
ードが予測浄化モードかつクリーンモードにある場合、すなわち、室内の空気の状態が第
１の状態または第２の状態にある場合（第２の実施の形態における空気調節装置１００Ａ
にあっては、さらにユーザの指示があった場合）に、他の運転モードに比べてイオン発生
装置１０のイオン発生量を多くした。これに代えて、運転モードが予測浄化モードかつク
リーンモードにある場合にイオン発生装置１０を駆動してイオンを発生させ、他の運転モ
ード（通常の場合）にある場合にはイオン発生装置１０を駆動せずにイオンを発生させな
いように制御してもよい。この場合には、室内の空気の状態が第１の状態または第２の状
態にある場合（第２の実施の形態における空気調節装置１００Ａにあっては、さらにユー
ザの指示があった場合）にだけイオンが発生するので、浮遊菌を効率的に殺菌することが
できる。また、室内の空気の状態が浮遊菌の繁殖しやすい場合にだけイオン発生装置１０
を駆動すればよいので、イオン発生装置１０の駆動制御が容易となるとともに、消費電力
を節約し、消音運転にし、イオン発生装置１０のライフサイクルを長期化させることがで
きる。
【０１６７】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における空気調節装置の外観を示す図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】第１の実施の形態における空気調節装置の表示部を示す図である。
【図４】第１の実施の形態における空気調節装置の運転モードと表示部の表示内容との関
係を示す図である。
【図５】第１の実施の形態における空気調節装置のリモートコントローラの平面図である
。
【図６】第１の実施の形態における空気調節装置の回路ブロック図である。
【図７】第１の実施の形態におけるイオン発生装置の概略構成を示す図である。
【図８】第１の実施の形態における電圧印加回路の回路図である。
【図９】第１の実施の形態における電圧印加回路から出力される電圧パルスを示す図であ
る。
【図１０】第１の実施の形態における変形された電圧印加回路の回路図である。
【図１１】変形された電圧印加回路から出力される電圧パルスを示す図である。
【図１２】第１の実施の形態におけるイオン発生装置の変形例を示す図である。
【図１３】変形されたイオン発生装置に接続される電圧印加回路の回路図である。
【図１４】第１の実施の形態における空気調節装置で用いられる汚れ度評価テーブルの一
例を示す図である。

10

20

30

40

50

(23) JP 3634855 B2 2005.3.30



【図１５】第１の実施の形態における空気調節装置で実行される運転モード決定処理の流
れを示すフローチャートである。
【図１６】第１の実施の形態における空気調節の運転モードとファンモータ出力およびイ
オン発生装置に印加される電圧との関係を示す図である。
【図１７】所定の状態の一例を示す図である。
【図１８】第２の実施の形態における空気調節装置の外観を示す図である。
【図１９】第２の実施の形態における空気調節装置で実行される運転モード決定処理の流
れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０，１０Ａ　イオン発生装置、２０，２０ａ，２０ｂ　電圧印加回路、１００，１００
Ａ　空気調節装置、１０３　表示部、１０５　排出口、１３０　リモートコントローラ、
１５０　制御部、１５１　温度センサ、１５２　湿度センサ、１５３　ホコリセンサ、１
５４　ニオイセンサ、１５５　温度設定手段、１５６　湿度設定手段、３０１　告知ラン
プ、３０３　予測浄化モード運転スイッチ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(25) JP 3634855 B2 2005.3.30



【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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