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(57)【要約】
【課題】電源部の簡素化、低コスト化を図りつつ、液中
で安定的な放電を行うことができる液処理用放電ユニッ
ト、この液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給
湯器を提案する。
【解決手段】液処理用放電ユニットには、液中に設けら
れる電極対（52,53）と、電極対（52,53）の間で放電が
行われるように電極対（52,53）に電圧を印加する高圧
の直流電源（61）と、電極対（52,53）間の電流経路の
電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）とが
設けられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備えていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記電流密度集中部は、上記電極対（52,53）の電流経路の近傍に配設される絶縁部材
（71,71a,75,77）で構成されていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記絶縁部材は、電極対（52,53）のうちの少なくとも一方の電極（52）の一部を覆う
カバー部材（71）であることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項４】
　請求項３において、
　上記カバー部材（71）は、軸方向の少なくとも一端が開口する筒状に形成され、
　上記筒状のカバー部材（71）で覆われる電極（52）は、該筒状のカバー部材（71）の内
部に嵌合する棒状に形成されていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項５】
　請求項４において、
　上記棒状の電極（52）は、先端が上記筒状のカバー部材（71）の一端側の開口面（72b
）よりも内方に凹むように配設されていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項６】
　請求項３において、
　上記カバー部材（71）には、複数の貫通穴（74）が開口部として形成されていることを
特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項７】
　請求項２において、
　上記絶縁部材は、上記電極対（52,53）を仕切るように配設されると共に該電極対（52,
53）の電流経路を構成するための貫通穴（74）が開口部として形成される遮蔽部材（71a,
77）であることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項８】
　請求項４乃至７のいずれか１つにおいて、
　上記開口部（72a,74,75a,75b）の開口幅が、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする液
処理用放電ユニット。
【請求項９】
　請求項４乃至８のいずれか１つにおいて、
　上記開口部（72a,74,75a,75b）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする
液処理用放電ユニット。
【請求項１０】
　請求項２において、
　上記絶縁部材は、上記電極対（52,53）を内部に収容すると共に液が流通可能な流通口
（75a,75b）が形成されるケース部材（75）であることを特徴とする液処理用放電ユニッ
ト。
【請求項１１】
　請求項２乃至１０のいずれか１つにおいて、
　上記絶縁部材（71,71a,75,77）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とす
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る液処理用放電ユニット。
【請求項１２】
　請求項１において、
　上記電流密度集中部（70）は、上記電極対（52,53）の電流経路に気泡を供給する気泡
発生部（80）であることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項１３】
　水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与する加湿部（43）と
、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置
であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１２のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
【請求項１４】
　空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（31）で捕捉した水
が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニッ
ト（50）とを備えた調湿装置であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１２のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
【請求項１５】
　加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）内の水を浄化する
ための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１２のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする給湯器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニットと、この液処理用放
電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液中の不純物等を除去して液を浄化する液浄化技術が広く知られている。こ
の種の液浄化技術として、特許文献１には、放電を行って液を浄化する放電ユニットを備
えた液処理装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１の液処理装置は、水が流れる経路に放電電極と対向電極とから成る電極対を
有する放電ユニットが設けられている。放電電極と対向電極とは液中に浸漬されている。
放電電極は、基板と、この基板から突出する複数の突起とを有しており、いわゆる鋸歯状
の電極を構成している。対向電極は、平板状に形成され、放電電極の複数の突起と対向す
るように配置されている。
【０００４】
　放電ユニットでは、パルス電源から電極対へ高電圧パルスが印加される。これにより、
放電電極の突起部から対向電極に向かって放電が生起する。液中では、放電に伴ってＯＨ
ラジカル等の活性種が生成する。その結果、この活性種により、液中の溶解物質（例えば
窒素系化合物や有機系化合物等の有害物質）の分解や殺菌が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２５２６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　上述したように、特許文献１に開示される放電ユニットでは、電源部として高電圧のパ
ルス電源を用いている。このパルス電源は、例えばブロッキングコンデンサやスイッチン
グ素子等を含む電源回路を有するため、電源部の複雑化、高コスト化を招いてしまう。一
方、電源部の簡素化、低コスト化を図るため、放電ユニットの電源部として高圧の直流電
源を用いることが考えられる。しかしながら、電源部として直流電源を用いる場合、電極
対には常に所定の電圧が印加される。このため、比較的導電率の高い液中においては、電
極の周囲に電流が分散し易くなり、所望とする放電を安定的に行うことができない、とい
う虞がある。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電源部の簡素化、低コ
スト化を図りつつ、液中で安定的な放電を行うことができる液処理用放電ユニットと、こ
の液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とする。そして、この液処理用放電ユニットは、上記電源部が、高圧の
直流電源（61）で構成され、上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させる
ための電流密度集中部（70）を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　第１の発明では、電源部（61）から電極対（52,53）に電圧が印加されることで、電極
対（52,53）の間で放電が行われる。これにより、液中では、放電に伴ってＯＨラジカル
等の活性種が生成する。液中に含まれる被処理物質（有害物質や菌等）は、この活性種に
よって酸化／分解される。
【００１０】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）が用いられる。このため、従来例のパルス電源と比較すると、電源部の簡素化、低
コスト化を図ることができる。一方、このように電源部として高圧の直流電源（61）を用
いると、電極対（52,53）の周囲では、電気的な密度が分散し易くなってしまう。しかし
ながら、本発明の液処理用放電ユニットには、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密
度を上昇させるための電流密度集中部（70）が設けられている。このため、直流電源（61
）を用いたとしても、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してしまうのを回避しつつ、
電流経路の密度を上昇させることができる。その結果、電極対（52,53）の間で所望とす
る放電を行うことができる。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、上記電流密度集中部は、上記電極対（52,53）の
電流経路の近傍に配設される絶縁部材（71,71a,75,77）で構成されていることを特徴とす
る。
【００１２】
　第２の発明では、電極対（52,53）の近傍に電流密度集中部としての絶縁部材（71,71a,
75,77）が設けられる。これにより、電極対（52,53）から絶縁部材（71,71a,75,77）側へ
の電流の分散が抑止されるため、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が上昇する
。
【００１３】
　第３の発明は、第２の発明において、上記絶縁部材は、電極対（52,53）のうちの少な
くとも一方の電極（52）の一部を覆うカバー部材（71）であることを特徴とする。
【００１４】
　第３の発明の液処理用放電ユニットには、電流密度集中部として、絶縁性のカバー部材
（71）が設けられる。このカバー部材（71）は、電極対（52,53）のうちの一方、あるい
は両方の電極（52,53）について、その一部を覆うように配設される。これにより、電極
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（52）のうちカバー部材（71）で覆われた部位への電流の分散が抑止されるため、電極対
（52,53）の間の電流経路の電流密度が上昇する。
【００１５】
　第４の発明は、第３の発明において、上記カバー部材（71）は、軸方向の少なくとも一
端が開口する筒状に形成され、上記筒状のカバー部材（71）で覆われる電極（52）は、該
筒状のカバー部材（71）の内部に嵌合する棒状に形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　第４の発明では、筒状のカバー部材（71）の内部に棒状の電極（52）が内嵌する。これ
により、電極（52）の外周側への電流の分散を回避しつつ、電極（52）の先端側の電流密
度を高くできる。
【００１７】
　第５の発明は、第４の発明において、上記棒状の電極（52）は、先端が上記筒状のカバ
ー部材（71）の一端側の開口面（72b）よりも内方に凹むように配設されていることを特
徴とする。
【００１８】
　第５の発明では、棒状の電極（52）の先端が、筒状のカバー部材（71）の開口面（72b
）よりも内方に陥没した位置となる。これにより、カバー部材（71）の開口面（72b）の
内部には、電流経路の断面積を縮小させるための絞り空間が形成される。その結果、棒状
の電極（52）の先端部の近傍において、電流密度を更に高くできる。
【００１９】
　第６の発明は、第３の発明において、上記カバー部材（71）には、複数の貫通穴（74）
が開口部として形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　第６の発明では、電極（52）の一部を覆うカバー部材（71）に複数の貫通穴（74）を設
けることで、カバー部材（71）の温度上昇を抑制できる。即ち、貫通穴（74）の内部では
、電流密度が高くなることに起因してジュール熱が生じるため、貫通穴（74）の近傍の液
温が上昇し易い。しかしながら、本発明では、カバー部材（71）に複数の貫通穴（74）を
形成しているため、ジュール熱の影響を分散できる。その結果、カバー部材（71）の温度
上昇を抑制できる。
【００２１】
　第７の発明は、第２の発明において、上記絶縁部材は、上記電極対（52,53）を仕切る
ように配設されると共に該電極対（52,53）の電流経路を構成するための貫通穴（74）が
開口部として形成される遮蔽部材（71a,77）であることを特徴とする。
【００２２】
　第７の発明の液処理用放電ユニットには、電流密度集中部として、絶縁性の遮蔽部材（
71a,77）が設けられる。遮蔽部材（71a,77）は、２つの電極（52,53）を仕切るように、
これらの電極（52,53）の間に配設される。また、遮蔽部材（71a,77）は、２つの電極対
（52,53）の間での電流経路を構成するために貫通穴（74）が形成されている。つまり、
電極対（52,53）の間では、遮蔽部材（71a,77）の貫通穴（74）を通じて、放電が許容さ
れる。以上のような構成により、遮蔽部材（71a,77）の貫通穴（74）内の電流経路では、
電流密度が上昇する。
【００２３】
　第８の発明は、第４乃至第７のいずれか１つの発明において、上記開口部（72a,74）の
開口幅は、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする。なお、ここでいう「開口部」の形状
は、正円形状に限らず、例えば楕円形、正方形、長方形等であっても良い。また、ここで
いう「開口部の開口幅」とは、開口部の内縁部のうち最も離れた箇所の開口幅（最大開口
長さ）を意味する。
【００２４】
　第８の発明では、開口部（72a,74）の開口幅を０．５ｍｍ以下としている。ここで、開
口部（72a,74）の開口幅を０．５ｍｍよりも大きくすると、電極（52）の先端からの水中
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に拡散する電流が大きくなってしまう。その結果、電極対（52,53）の間の電流経路の電
流密度が低下してしまう。しかしながら、本発明では、開口部（72a,74）の開口幅を０．
５ｍｍ以下に制限しているため、電極（52）から水中へ拡散する電流を小さくして、電極
対（52,53）の間の電流経路の電流密度を高めることができる。
【００２５】
　第９の発明は、第４乃至第８のいずれか１つの発明において、上記開口部（72a,74）の
開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする。
【００２６】
　第９の発明では、開口部（72a,74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上としている。このため
、開口部（72a,74）を比較的容易に形成できる。
【００２７】
　第１０の発明は、第２の発明において、上記絶縁部材は、上記電極対（52,53）を内部
に収容すると共に液が流通可能な流通口（75a,75b）が開口部として形成されるケース部
材（75）であることを特徴とする。
【００２８】
　第１０の発明の液処理用放電ユニットには、電流密度集中部として、絶縁性のケース部
材（75）が設けられる。ケース部材（75）の内部には、電極対（52,53）が収容される。
また、ケース部材（75）には、液が流通可能な流通口（75a,75b）が形成される。このた
め、ケース部材（75）の内部は液で満たされ、この液中に電極対（52,53）が浸漬される
。本発明では、電極対（52,53）の周囲が絶縁性のケース部材（75）で囲まれるため、電
極対（52,53）から周囲への電流の拡散を確実に防止できる。その結果、電極対（52,53）
の間の電流経路の電流密度を確実に高めることができる。
【００２９】
　第１１の発明は、第２乃至第１０のいずれか１つの発明において、上記絶縁部材（71,7
1a,75,77）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とする。
【００３０】
　第１１の発明では、絶縁部材（71,71a,75,77）がセラミックス材料で構成される。ここ
で、セラミックス材料は、耐熱性、耐反応性に優れるため、放電に伴って絶縁部材（71,7
1a,75,77）が劣化してしまうことを防止できる。
【００３１】
　第１２の発明は、第１の発明において、上記電流密度集中部（70）は、上記電極対（52
,53）の電流経路に気泡を供給する気泡発生部（80）であることを特徴とする。
【００３２】
　第１２の発明の液処理用放電ユニットには、電流密度集中部として、気泡発生部（80）
が設けられる。気泡発生部（80）は、電極対（52,53）の間の電流経路に気泡を供給する
。このため、電極対（52,53）の間に電流経路における実質的な水の断面積が小さくなる
。その結果、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇できる。
【００３３】
　第１３の発明は、水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与す
る加湿部（43）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）と
を備えた調湿装置を対象としている。そして、この調湿装置は、上記液処理用放電ユニッ
ト（50）が、第１乃至第１２のいずれか１つの液処理用放電ユニットで構成されているこ
とを特徴とする。
【００３４】
　第１３の発明の調湿装置では、貯留部（41）に貯留された水が加湿部（43）によって空
気中へ付与され、室内空間等の加湿が行われる。液処理用放電ユニット（50）で放電が行
われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41）内の水が浄化される。こ
こで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部として高圧の直流電源（61）が
用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる。また、電流密度集中部（
70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が上昇するため、放電の安定
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化が図られる。
【００３５】
　第１４の発明は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（
31）で捕捉した水が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液
処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置を対象とする。そして、この調湿装置は、
上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第１２のいずれか１つの液処理用放電ユニ
ットで構成されていることを特徴とする。
【００３６】
　第１４の発明では、除湿部（31）によって空気の水分が捕捉されることで、この空気が
除湿される。除湿部（31）で捕捉された水は、貯留部（41）に回収される。液処理用放電
ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41
）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部とし
て高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる
。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が
上昇するため、放電の安定化が図られる。
【００３７】
　第１５の発明は、加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）
内の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器を対象としている
。そして、この給湯器は、上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第１２のいずれ
か１つの発明の液処理用放電ユニットで構成されていることを特徴とする。
【００３８】
　第１５の発明では、給水タンク（91）内に加熱された水（温水）が貯留される。液処理
用放電ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留
部（41）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源
部として高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図
られる。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流
密度が上昇するため、放電の安定化が図られる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることができる。また
、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやすくなる。こ
れに対し、本発明では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
【００４０】
　また、本発明では、電流密度集中部（70）を設けているため、電極対（52,53）の間の
電流経路の電流密度を上昇できる。従って、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してし
まうことを回避でき、電極対（52,53）の間で所望の放電を行うことができる。その結果
、放電に伴って液中で発生する活性種の量を増やすことができるので、液の浄化効率の向
上を図ることができる。
【００４１】
　第２の発明では、電極対（52,53）の近傍に絶縁部材（71,71a,75,77）を設けることで
、比較的単純な構造により、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を高めることが
できる。
【００４２】
　また、第３の発明では、電極対（52,53）の一部を絶縁性のカバー部材（71）によって
覆うようにしている。このため、このカバー部材（71）によって、電極対（52,53）の周
囲に電流が分散してしまうのを確実に防止できる。
【００４３】
　また、第４の発明では、筒状のカバー部材（71）の内部に棒状の電極（52）を嵌合させ
ている。これにより、カバー部材（71）の開口部（72a）の近傍において、電流経路の電
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流密度を高めることができる。
【００４４】
　更に、第５の発明では、電極（52）の先端面（52a）が、筒状のカバー部材（71）の一
端側の開口面（72b）よりも内方に凹んでいる。これにより、カバー部材（71）の開口面
（72b）と電極（52）の先端面（52a）との間に、電流経路の断面積を縮小させるための絞
り空間を形成できる。従って、このような絞り空間によって、電流経路の電流密度を一層
確実に高めることができる。その結果、電極対（52,53）の間での放電が更に安定する。
【００４５】
　また、第６の発明では、カバー部材（71）に複数の貫通穴（74）を形成しているため、
各貫通穴（74）内の電流密度を高めることができる。この際、電流経路で発生するジュー
ル熱が、各貫通穴（74）に分散される。従って、放電時におけるカバー部材（71）の温度
上昇を抑制できる。その結果、温度上昇に起因するカバー部材（71）の劣化を防止でき、
カバー部材（71）の耐久性を向上できる。
【００４６】
　特に、第８の発明のように、開口部（72a,74）の開口幅を０．５ｍｍ以下とすることで
、電極対（52,53）の周囲への電流の分散を確実に抑制でき、安定した放電を生起できる
。また、第９の発明のように、開口部（72a,74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上とすること
で、カバー部材（71）の加工性が向上する。
【００４７】
　第１０の発明では、絶縁性のケース部材（75）の内部に電極対（52,53）を収容してい
る。このため、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してしまうことを確実に回避できる
ので、電極対（52,53）の間で安定した放電を行うことができる。
【００４８】
　第１１の発明では、絶縁部材（71,71a,75,77）をセラミックス材料で構成しているため
、放電に伴って絶縁部材（71,71a,75,77）が酸化／溶融してしまうことを回避でき、絶縁
部材（71,71a,75,77）の耐久性を向上できる。
【００４９】
　第１２の発明では、電極対（52,53）の間の電流経路に気泡を供給することで、電流経
路の電流密度を容易に上昇させることができる。また、このように気泡を供給することで
、気泡内においても気体絶縁破壊に伴って放電を行うことができる。従って、気泡中から
もＯＨラジカル等の活性種を生成できる。
【００５０】
　第１３の発明では、空気の少なくとも加湿を行う調湿装置において、水中で気泡内の放
電を確実且つ安定的に行うことができる。また、第１４の発明では、空気の少なくとも除
湿を行う調湿装置において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定的に行うことができる。
第１５の発明では、温水を供給する給湯器において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定
的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、実施形態１に係る調湿装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である。
【図３】図３は、実施形態１に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る放電ユニットの放電電極の近傍における上面図である
。
【図５】図５は、カバー部材の開口部の開口幅が異なる３つの放電ユニットについて、電
流－電圧特性を表すグラフである。
【図６】図６は、変形例１の放電ユニットの概略の構成図である。
【図７】図７は、変形例２の放電ユニットの概略の構成図である。
【図８】図８は、変形例３の放電ユニットの概略の構成図である。
【図９】図９は、変形例４の放電ユニットの概略の構成図である。
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【図１０】図１０は、変形例５の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１１】図１１は、変形例６の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１２】図１２は、変形例７の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１３】図１３は、変形例８の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１４】図１４は、変形例９の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態２に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である
。
【図１６】図１６は、実施形態３に係る給湯器の概略の構成図である。
【図１７】図１７は、実施形態４に係る給湯システムの概略の構成図である。
【図１８】図１８は、実施形態４に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図１９】図１９は、実施形態４の他の例に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図２０】図２０は、その他の実施形態（第１の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【図２１】図２１は、その他の実施形態（第２の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限するこ
とを意図するものではない。
【００５３】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１に係る調湿装置（10）は、空気を加湿する加湿運転が可能に構成さ
れている。また、上記調湿装置（10）は、空気を浄化するための種々の空気浄化手段を有
している。
【００５４】
　図１及び図２に示すように、調湿装置（10）は、樹脂製のケーシング（11）内に空気の
加湿や空気の浄化を行うための各種の構成機器が収納されたものである。このケーシング
（11）は、幅方向寸法が前後方向の寸法よりも大きく、且つ高さ寸法が該幅方向や前後方
向の寸法よりも大きい直方体状に形成されている。上記ケーシング（11）には、その前面
及び側面の少なくとも一方に、ケーシング（11）内に空気を導入するための吸込口（12）
が形成されている。また、上記ケーシング（11）には、その上部後方寄りの部位にケーシ
ング（11）内の空気を室内へ吹き出すための吹出口（13）が形成されている。そして、上
記ケーシング（11）の内部には、上記吸込口（12）から吹出口（13）に亘って、空気が流
れる空気通路（14）が形成されている。なお、図１に示す調湿装置（10）では、上記ケー
シング（11）の前面が、前面パネル（11a）によって覆われている。
【００５５】
　図２に示すように、空気通路（14）内には、空気の流れの上流側から下流側に向かって
順に、空気浄化手段（20）、加湿ユニット（40）（加湿機構）及び遠心ファン（15）が配
設されている。
【００５６】
　〈空気浄化手段の構成〉
　図２に示すように、空気浄化手段（20）は、空気通路（14）内を流れる空気を浄化する
ためのものであり、空気の流れの上流側から下流側に向かって順に、プレフィルタ（21）
、イオン化部（22）、プリーツフィルタ（23）、及び脱臭フィルタ（24）を有している。
【００５７】
　上記プレフィルタ（21）は、空気中に含まれる比較的大きな塵埃を物理的に捕捉する集
塵用のフィルタを構成している。
【００５８】
　上記イオン化部（22）は、空気中の塵埃を帯電させる塵埃荷電手段を構成している。こ
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のイオン化部（22）には、例えば線状の電極と、この線状の電極に対向する板状の電極と
が設けられている。上記イオン化部（22）では、両電極に電源から電圧が印加されること
で、両電極の間でコロナ放電が行われる。このコロナ放電により、空気中の塵埃が所定の
電荷（正又は負の電荷）に帯電される。
【００５９】
　上記プリーツフィルタ（23）は、波板状の静電フィルタを構成している。つまり、プリ
ーツフィルタ（23）では、上記イオン化部（22）で帯電された塵埃が電気的に誘引されて
捕捉される。なお、上記プリーツフィルタ（23）に光触媒等の脱臭用の材料を担持させて
も良い。
【００６０】
　脱臭フィルタ（24）は、ハニカム構造の基材の表面に空気を脱臭するための脱臭剤が担
持されて構成されている。脱臭剤は、空気中の被処理成分（臭気物質や有害物質）を吸着
する吸着剤や、該被処理成分を酸化分解するための触媒等が用いられる。
【００６１】
　〈加湿ユニットの構成〉
　図２に示すように、加湿ユニット（40）は、液体としての加湿水を貯留する貯留部とし
ての水タンク（41）と、該水タンク（41）内の水を汲み上げるための水車（42）と、該水
車（42）によって汲み上げられた水を空気中へ付与するための加湿部としての加湿ロータ
（43）と、該加湿ロータ（43）を回転駆動するための駆動モータ（44）とを備えている。
また、加湿ユニット（40）は、加湿ロータ（43）を加熱するためのヒータ（48）も備えて
いる。
【００６２】
　水タンク（41）は、図１にも示すように、上側が開口する横長の箱部材（45）と該箱部
材（45）の上側を覆う蓋部材（46）とによって構成されている。この水タンク（41）は、
ケーシング（11）の下部の空間内に、該水タンク（41）の長手方向がケーシング（11）の
幅方向になるように設置され、該ケーシング（11）の側面に形成された引出口（11b）に
対して出し入れ可能（スライド可能）に構成されている。即ち、水タンク（41）は、ケー
シング（11）内に着脱自在に収容されている。これにより、水タンク（41）をケーシング
（11）から引き出した状態で、該水タンク（41）内に加湿用の水を適宜補充することがで
きる。
【００６３】
　水車（42）は、略円盤状に形成され、その軸心部に両面から厚み方向外方に突出するよ
うに回転軸（42a）が設けられている。この回転軸（42a）は、上記水タンク（41）の底面
に立設された軸受部（図示省略）の上端に枢支されており、これにより、水車（42）は水
タンク（41）内に回転自在に支持されている。また、上記水車（42）は、その下端部を含
む所定部位が水タンク（41）内の水中に浸漬される高さ位置になるように、上記軸受部に
支持されている。
【００６４】
　水車（42）には、ケーシング後方側に位置する側面（上記加湿ロータ（43）に面する側
面）に複数の凹部（42b）が形成されている。これらの凹部（42b）は、加湿水を上記加湿
ロータ（43）側へ汲み上げるための加湿用凹部を構成している。上記凹部（42b）は、上
記水車（42）の径方向外側端部において周方向に等間隔になるように形成されている。ま
た、上記凹部（42b）は、水車（42）の回転動作によって、水タンク（41）の水中に浸積
する位置と、水中から引き出される位置との間を交互に変位する。これにより、水車（42
）では、水中に浸漬する位置の凹部（42b）内に浸入した水を、液面の上方まで汲み上げ
ることが可能となる。
【００６５】
　また、水車（42）の後側の側面上には、該水車（42）と同軸状に中間歯車（42d）が配
設されていて、該中間歯車（42d）の外周面上には歯部（42c）が一体的に形成されている
。この中間歯車（42d）の歯部（42c）は、後述する加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）
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と噛み合うように構成されている。
【００６６】
　加湿ロータ（43）は、環状の従動歯車（43a）と、この従動歯車（43a）に内嵌して保持
される円盤状の吸着部材（43b）とを有している。この吸着部材（43b）は、吸水性を有す
る不織布によって構成されている。上記加湿ロータ（43）は、上記水タンク（41）の満水
時の水位よりも高い位置において、回転軸を介して回転自在に保持されている。また、上
記加湿ロータ（43）は、その下端を含む所定部位が上記水車（42）と実質的に接触するよ
うに配置されている。つまり、上記加湿ロータ（43）は、水車（42）の凹部（42b）と軸
方向（前後方向）に重なる部位を有している。これにより、上記加湿ロータ（43）の吸着
部材（43b）には、水車の凹部（42b）によって汲み上げられた水が吸収される。
【００６７】
　駆動モータ（44）は、ピニオン等を介して加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）を回転
駆動するように構成されている。そして、駆動モータ（44）によって従動歯車（43a）が
回転すると、該従動歯車（43a）と歯合する水車（42）が回転する。これにより、上記駆
動モータ（44）によって、加湿ロータ（43）及び水車（42）を回転させることができる。
【００６８】
　ヒータ（48）は、加湿ロータ（43）の上流側の側面の上端部に近接するように配置され
ている。このヒータ（48）を設けることによって、上記加湿ロータ（43）に流入する空気
を加熱することができ、その熱によって該加湿ロータ（43）の水を気化させて空気を加湿
することができる。
【００６９】
　〈液処理用放電ユニットの構成〉
　図２及び図３に示すように、調湿装置（10）は、水タンク（41）内に貯留される水を浄
化するための液処理用放電ユニットとして、放電ユニット（50）を備えている。放電ユニ
ット（50）は、水を浄化するための放電が行われる放電部（51）と、この放電部（51）の
電源回路を構成する電源ユニット（60）とを有している。
【００７０】
　放電部（51）は、水タンク（41）の内部において、水タンク（41）の底面寄りに配設さ
れている。放電部（51）は、２つの電極（52,53）から成る電極対（52,53）を有している
。この電極対（52,53）は、放電電極（52）と対向電極（53）とから構成されている。
【００７１】
　放電電極（52）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。放電
電極（52）は、金属製であり、対向電極（53）側に向かって延びる棒状ないし線状に構成
されている。この放電電極（52）は、軸直角断面が円形状に形成されているが、その軸直
角断面を三角形状、四角形状、楕円形状等の他の形状としても良い。
【００７２】
　対向電極（53）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。対向
電極（53）は、放電電極（52）の軸方向端部（上端部）に対向するようにして、放電電極
（52）と所定の間隔を介して配設されている。対向電極（53）は、金属製であり、その外
形が平板状をしている。対向電極（53）は、その一方の平面が放電電極（52）の先端を向
いている。
【００７３】
　放電ユニット（50）は、放電電極（52）の一部を覆うカバー部材（71）を備えている。
このカバー部材（71）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるため
の電流密度集中部（70）を構成している。また、本実施形態において、カバー部材（71）
は、セラミックス材料から成る絶縁部材で構成されている。
【００７４】
　カバー部材（71）は、上端が開口して下端が閉塞する有底筒状に形成されている。カバ
ー部材（71）の中央には、該カバー部材（71）の上端面から該カバー部材（71）の下端面
よりもやや上方の部位に亘って、軸方向に延びる嵌合溝（72）が形成されている。嵌合溝
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（72）は、軸直角断面が正円形状に形成されている。この嵌合溝（72）の内部には、棒状
の放電電極（52）が嵌合する。つまり、カバー部材（71）は、放電電極（52）の外周面及
び下端面を覆う一方、放電電極（52）の上端面（先端面（52a））を対向電極（53）に露
出させている。
【００７５】
　なお、本実施形態では、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とが
実質的に接触しており、放電電極（52）と水との接触面積の縮小化が図られている。しか
しながら、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）との間に隙間を形成
しても良い。
【００７６】
　本実施形態では、嵌合溝（72）に内嵌する放電電極（52）の先端面（52a）が、嵌合溝
（72）の一端側（上端側）の開口部（72a）の開口面（72b）よりも内方（下方）に凹んで
いる。これにより、嵌合溝（72）の内部には、開口面（72b）と放電電極（52）の先端面
（52a）との間に絞り空間（73）が形成されている。この絞り空間（73）は、放電電極（5
2）から対向電極（53）までの間の電流経路を絞る（電流経路の断面積を縮小する）こと
で、電流密度を集中させるための空間である。
【００７７】
　本実施形態において、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口部（72a）の開口幅Ｗ（
図４を参照）は、０．０２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下に設定されている。なお、開口幅Ｗは
、開口部（72a）の内径であり、且つ開口部（72a）の最大開口長さである。また、開口幅
Ｗは、０．３ｍｍ以下であることが特に好ましい。
【００７８】
　本実施形態の電源ユニット（60）は、高圧の直流電源（61）を有している。直流電源（
61）の正極には、放電電極（52）が接続されている。一方、直流電源（61）の負極には、
対向電極（53）が接続されている。つまり、直流電源（61）は、電極対（52,53）に直流
電圧を印加する電源部を構成している。本実施形態では、直流電源（61）の最高電圧が７
．０ｋＶ以下となっている。更に、放電時における電極対（52,53）の放電電流は、３．
０ｍＡ以下に設定されている。また、電源ユニット（60）には、電極対（52,53）の放電
電流が一定となるような定電流制御、又は電極対（52,53）の放電電力が一定となるよう
な定電力制御を行うための制御部（図示省略）が設けられている。
【００７９】
　　－運転動作－
　次に調湿装置（10）の運転動作について説明する。調湿装置（10）は、室内空気を浄化
しながら、この室内空気を加湿する加湿運転を行う。また、調湿装置（10）は、この加湿
運転時や停止時において、水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作を行う（詳細は後
述する）。
【００８０】
　　〈加湿運転〉
　加湿運転では、遠心ファン（15）が運転されるとともに、加湿ロータ（43）が駆動モー
タ（44）によって回転駆動される。また、イオン化部（22）の電極に電圧が印加されると
ともに、ヒータ（48）が通電状態となる。
【００８１】
　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気（図１及び図２の白抜きの矢印）が吸込口
（12）からケーシング（11）内の空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入さ
れた空気は、プレフィルタ（21）を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後
、イオン化部（22）を通過する。イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電
が行われており、このコロナ放電により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を
通過した空気は、プリーツフィルタ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イ
オン化部（22）で帯電した塵埃が電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23
）を通過した空気は、脱臭フィルタ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に
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含まれる被処理成分（臭気物質や有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過し
た空気は、ヒータ（48）で加熱された後、加湿ロータ（43）を通過する。
【００８２】
　加湿ユニット（40）では、水車（42）が回転することで、水タンク（41）内の水（加湿
水）が加湿ロータ（43）の吸着部材（43b）に適宜供給される。
【００８３】
　具体的には、水車（42）が回転して該水車（42）の凹部（42b）が水タンク（41）内の
加湿水中に浸漬することにより、凹部（42b）内に加湿水が浸入し、該凹部（42b）内に保
持される。水車（42）がさらに回転すると、加湿水を保持した状態の凹部（42b）は、加
湿水中から引き上げられて上方へ変位する。そして、上述のように、水車（42）の回転に
伴って凹部（42b）が上方へ移動すると、該凹部（42b）は加湿ロータ（43）に徐々に近接
するとともに、該凹部（42b）内に保持されている加湿水は自重によって徐々に該凹部（4
2b）から流出する。これにより、凹部（42b）内の加湿水は、加湿ロータ（43）の吸着部
材（43b）に吸着される。このような動作によって、加湿ユニット（40）において、加湿
ロータ（43）に連続的に加湿水が供給される。
【００８４】
　なお、凹部（42b）は、水車（42）の回転によって最上端位置まで到達すると、該凹部
（42b）内の加湿水が概ね全量流出するように構成されている。
【００８５】
　以上のようにして加湿水が吸着された加湿ロータ（43）を空気が通過すると、加湿ロー
タ（43）の吸着部材（43b）に吸着された水分が空気中へ放出される。これにより、加湿
水が空気中に付与されて、この空気の加湿が行われる。
【００８６】
　以上のようにして、清浄化及び加湿された空気は、吹出口（13）から室内へ供給される
。なお、この加湿運転では、電源からイオン化部（22）への電圧の供給を停止することで
、イオン化部（22）による空気の浄化を休止させながら室内を加湿する運転も可能である
。
【００８７】
　　〈水浄化動作〉
　水タンク（41）内に加湿水が長期間に亘って貯留されると、水中でカビや雑菌等が繁殖
することにより、水タンク（41）内の加湿水が汚染される場合がある。また、例えば空気
通路（14）内を流れる空気中にアンモニア等の物質（有害物質や臭気物質）が含まれてい
る場合、この物質が水中に溶解して水タンク（41）内の加湿水が汚染されることもある。
従って、このように汚染された加湿水が上述のようにして室内へ供給されると、室内に雑
菌や有害物質等を付与することになり、室内の清浄度を損なう虞がある。そこで、調湿装
置（10）では、放電ユニット（50）によって水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作
を行うようにしている。
【００８８】
　水浄化動作時には、電源ユニット（60）の直流電源（61）から、放電部（51）の電極対
（52,53）に所定の直流電圧が印加される。これにより、放電部（51）では、放電電極（5
2）から対向電極（53）に向かって放電が行われる。なお、本実施形態の放電部（51）で
は、放電電極（52）がプラス電位となり、対向電極（53）がマイナス電位となる、いわゆ
るプラス放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極
（52）の先端側に絞り空間（73）が形成されており、電流経路の断面積の縮小化が図られ
ている。このため、絞り空間（73）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放電電極
（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避されて、放電電極（52）の先
端部の電界強度も大きくなる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって
安定的に放電が進展する。
【００８９】
　以上のようにして、放電電極（52）と対向電極（53）との間で安定的な放電が行われる
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と、液中においてＯＨラジカル等の活性種が生成される。この活性種は、被処理物質（有
害物質や菌等）の清浄化に利用される。つまり、水タンク（41）内では、活性種によって
有害物質が酸化分解され、且つ活性種によって殺菌がなされる。その結果、水タンク（41
）内の水が浄化されるので、その後の加湿動作では、清浄な水を室内に供給することがで
きる。
【００９０】
　　〈カバー部材の開口幅の検証結果〉
　次に、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗと放電性能との関係ついて検証し
た結果を、図５を参照しながら説明する。なお、図５は、カバー部材（71）の開口幅Ｗの
異なる３つの放電ユニット（Ａ：Ｗ＝０．１ｍｍ、Ｂ：Ｗ＝０．３ｍｍ、Ｃ：Ｗ＝０．５
ｍｍ）について、直流電源（61）から電極対（52,53）に電圧を印加した際の、電流－電
圧特性を表すものである。
【００９１】
　各放電ユニットでは、電極（52,53）の印加電圧を徐々に上昇させていくと、この印加
電圧に比例して電流も上昇する。ここで、各放電ユニットでは、印加電圧が破線丸印で囲
む電圧となる点（以下、変曲点という）に至るまでは、放電が生起せずに、水を抵抗体と
しながらオームの法則に従うように電流が流れることになる。このため、各放電ユニット
では、印加電圧が変曲点よりも低い範囲にある場合、液中で活性種が発生せず、よって水
が浄化されることもない。即ち、各放電ユニットでは、対応する変曲点よりも印加電圧が
低い範囲では、単にエネルギーをロスするだけである。
【００９２】
　一方、各放電ユニットにおいて、印加電圧が変曲点より高くなると、電極対（52,53）
の間の電界強度が高くなり、放電が発生する。この放電に伴って電流が一気に流れると、
電流－電圧特性の傾きが変化する。つまり、各放電ユニットでは、印加電圧が変曲点を越
えることで、電流－電圧特性の傾きが大きくなる。以上より、放電ユニットでは、放電が
行われない範囲（図５における変曲点よりも左側の範囲）の電流－電圧特性の傾きに対す
る、放電が行われる範囲（図５における変曲点よりも右側の範囲）の電流－電圧特性の傾
きの変化率が、放電の強さを表す指標となる。
【００９３】
　そこで、Ａ，Ｂ，Ｃの放電ユニットについて、それぞれの傾きの変化率を求めたところ
、Ａ（Ｗ＝０．１ｍｍ）の変化率は７．３であり、Ｂ（Ｗ＝０．３ｍｍ）の変化率は６．
０であり、Ｃ（Ｗ＝０．５ｍｍ）の変化率は、２．１であった。以上より、ある程度の放
電性能を確保するためには、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ以下とするのが好
ましく、開口幅Ｗが０．５ｍｍよりも大きくなると放電性能が損なわれてしまうことがわ
かる。
【００９４】
　また、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍとすると、放電を生起するために少な
くとも印加電圧を６．０ｋＶ以上とする必要がある。一方、絶縁設計の観点からは、直流
電源（61）の電源電圧は、７．０ｋＶ以下であるのが好ましい。以上より、開口幅Ｗを０
．５ｍｍ以下とすることで、直流電源（61）の電源電圧を７．０ｋＶ以下に抑えながら、
ある程度の放電パワーを得ることができる。
【００９５】
　特に、開口幅Ｗを０．３ｍｍ以下とすると、電源電圧の電力を約１０Ｗ以下に抑えるこ
とができ、汎用性の高い直流電源を用いることができる。
【００９６】
　　－実施形態１の効果－
　上記実施形態によれば、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧
の直流電源（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることがで
きる。また、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやす
くなるのに対し、本実施形態では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
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【００９７】
　また、上記実施形態では、絶縁性のカバー部材（71）によって放電電極（52）の一部を
覆うことで、電流経路の電流密度を上昇させている。具体的に、カバー部材（71）では、
放電電極（52）の先端側に絞り空間（73）を形成し、この絞り空間（73）によって電流経
路の断面積を小さくして電流密度を高めている。このため、この絞り空間（73）を通じて
放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定的な放電を行うことができる。その結
果、放電に伴って水中で発生する活性種の量を増やすことができるので、水タンク（41）
内の水の浄化効率の向上を図ることができる。
【００９８】
　また、上記実施形態では、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ
以下としている。このため、直流電源（61）の電源電圧を低く抑えながら、比較的大きな
強度で放電を行うことができる。従って、放電ユニット（50）の消費電力を抑えつつ、水
タンク（41）内の水を高効率に浄化できる。また、開口幅Ｗを０．０２ｍｍ以上とするこ
とで、カバー部材（71）に開口部（72a）を形成する際の加工も容易となる。
【００９９】
　また、上記実施形態では、放電電極（52）の一部とカバー部材（71）とを接触させるこ
とで、放電電極（52）と水との接触面積を小さくしている。このため、放電電極（52）か
ら水中へ流れる漏れ電流を少なくできるので、直流電源（61）の電源電圧を更に低減でき
る。
【０１００】
　また、上記実施形態のカバー部材（71）は、セラミックス材料から成る絶縁材料で構成
されている。このため、放電ユニット（50）での放電に伴って絶縁部材（71,71a,75,77）
が酸化／溶融してしまうことを回避でき、絶縁部材（71,71a,75,77）の耐久性を向上でき
る。
【０１０１】
　　－実施形態１の変形例－
　上記実施形態の放電ユニット（50）については、以下のような各変形例の構成としても
良い。
【０１０２】
　　〈変形例１〉
　図６に示すように、変形例１の放電ユニット（50）では、放電電極（52）の先端面（52
a）と、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口面（72b）とが、同一平面上に位置してい
る。つまり、変形例１では、嵌合溝（72）の深さと放電電極（52）の長さとが概ね等しく
なっている。また、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とは、実質
的に接触している。
【０１０３】
　変形例１においては、放電電極（52）の先端面（52a）の近傍において、電流経路の電
流密度を上昇させることができる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電を行うことができる。
【０１０４】
　　〈変形例２〉
　図７に示すように、変形例２の放電ユニット（50）では、放電電極（52）が水平方向に
延びている。一方、対向電極（53）は、放電電極（52）の先端と向かい合うように、鉛直
な姿勢で水中に保持されている。また、カバー部材（71）では、水平方向に延びる嵌合溝
（72）が形成され、その一端側（図７における右側）の開口部（72a）が対向電極（53）
を向いている。上記実施形態１と同様、嵌合溝（72）には、カバー部材（71）の開口面（
72b）よりも放電電極（52）の先端面（52a）が内部へ凹むように、放電電極（52）が配設
されている。これにより、嵌合溝（72）の開口面（72b）と放電電極（52）の先端面（52a
）との間には、絞り空間（73）が形成されている。
【０１０５】
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　変形例２においても、絞り空間（73）において、電流密度が上昇する。その結果、放電
電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【０１０６】
　　〈変形例３〉
　図８に示すように、変形例３の放電ユニット（50）では、カバー部材（71）が２つの部
材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（71）は、上方が開放さ
れた箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有してい
る。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶縁部材で構成されてい
る。
【０１０７】
　変形例３では、箱部（71a）の内部に放電電極（52）が敷設されている。カバー部材（7
1）では、箱部（71a）と蓋部（71b）との間に放電電極（52）が挟み込まれている。
【０１０８】
　カバー部材（71）の蓋部（71b）には、複数の貫通穴（74,74,74）が形成されている。
これにより、放電ユニット（50）では、各貫通穴（74,74,74）を介して放電電極（52）が
対向電極（53）に向かって露出している。
【０１０９】
　変形例３では、各貫通穴（74,74,74）の内部において、電流経路の電流密度がそれぞれ
高くなる。従って、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって、各貫通穴（74）を通
じて安定した放電が行われる。
【０１１０】
　また、この変形例３では、電流経路で発生するジュール熱の影響によってカバー部材（
71）の温度が上昇し過ぎるのを回避できる。即ち、カバー部材（71）の貫通穴（74）では
、電流密度の上昇に起因してジュール熱も多く発生するが、変形例３のようにカバー部材
（71）に複数の貫通穴（74,74,74）を形成することで、ジュール熱を分散させることがで
きる。その結果、放電に伴うカバー部材（71）の温度上昇を抑制することができ、カバー
部材（71）の耐久性を向上できる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以
上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１１１】
　　〈変形例４〉
　図９に示すように、変形例４の放電ユニット（50）では、上記変形例３と同様、カバー
部材（71）が２つの部材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（7
1）は、上方が開放された箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部
（71b）とを有している。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶
縁部材で構成されている。
【０１１２】
　変形例４では、箱部（71a）の底部に、板状の放電電極（52）が敷設されている。また
、蓋部（71b）には、放電電極（52）から対向電極（53）への放電を許容するように、１
つの貫通穴（74）が形成されている。つまり、カバー部材（71）の蓋部（71b）は、電極
対（52,53）を仕切るように配設されると共に、電極対（52,53）の電流経路を構成するた
めの貫通穴（74）が形成される絶縁性の遮蔽部材を構成している。そして、カバー部材（
71）の蓋部（71b）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるための電
流密度集中部（70）を構成している。
【０１１３】
　変形例４では、蓋部（71b）の貫通穴（74）の内部において、電流経路の断面積の縮小
化が図られ、電流密度が高くなっている。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電
極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。なお、上記貫
通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１１４】
　　〈変形例５〉
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　図１０に示すように、変形例５の放電ユニット（50）では、変形例４と同様、カバー部
材（71）が、箱部（71a）と蓋部（71b）とを有している。変形例５の箱部（71a）は、変
形例４と比較よりも扁平に構成される一方、変形例５の蓋部（71b）は、変形例４よりも
上下に厚くなっている。放電電極（52）は、箱部（71a）の底面と蓋部（71b）の下面とに
当接するようにして、箱部（71a）の内部に収容されている。
【０１１５】
　変形例５の蓋部（71b）には、テーパー形状の貫通穴（74）が形成されている。即ち、
変形例５の貫通穴（74）は、放電電極（52）に近い下側から、対向電極（53）に近い上側
に向かうにつれて、徐々に軸直角断面積が小さくなるような台形円錐状に形成されている
。これにより、貫通穴（74）の内部では、電流経路の断面積も上方に向かうにつれて徐々
に小さくなっている。
【０１１６】
　変形例５においては、特に貫通穴（74）の上端部近傍において、電流密度が高くなる。
このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安
定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上
、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１１７】
　　〈変形例６〉
　図１１に示すように、変形例６の放電ユニット（50）では、板状の放電電極（52）と板
状の対向電極（53）とが、水平方向において互いに向かい合うように配設されている。そ
して、これらの電極対（52,53）の間には、遮蔽部材としての遮蔽板（77）が設けられて
いる。遮蔽板（77）は、セラミックス等の絶縁部材で構成されている。遮蔽板（77）には
、放電電極（52）と対向電極（53）との間に介在する部位において、水平方向に延びる貫
通穴（74）が形成されている。この貫通穴（74）は、電極対（52,53）の間の電流経路の
一部を構成している。
【０１１８】
　変形例６においては、貫通穴（74）の内部において、電流密度を上昇させることができ
る。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向かっ
て安定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）のうち最も小径となる開口
部（貫通穴（74）の上端）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが好
ましい。
【０１１９】
　　〈変形例７〉
　図１２に示すように、変形例７の放電ユニット（50）は、放電電極（52）と対向電極（
53）との双方を収容するケース部材（75）を備えている。ケース部材（75）は、上下に扁
平な中空の箱状に形成されている。ケース部材（75）は、セラミックス等の絶縁材料で構
成されている。そして、ケース部材（75）の内部には、水平方向に離間するようにして放
電電極（52）と対向電極（53）とが対向して配置されている。
【０１２０】
　また、ケース部材（75）には、上側壁部に水流入口（75a）が形成され、下側壁部に水
流出口（75b）が形成されている。変形例７では、図示しない水搬送機構によって、ケー
ス部材（75）の外部の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入する
。ケース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の外部に
流出する。以上のように、水流入口（75a）及び水流出口（75b）は、液が流通可能な流通
口を構成している。
【０１２１】
　変形例７では、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極（53）と
を囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的に防止で
きる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度を確実に
高めることができ、放電を安定して行うことができる。



(18) JP 2011-92920 A 2011.5.12

10

20

30

40

50

【０１２２】
　一方、変形例７では、水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入した水
は、電極対（52,53）の間の電流経路を流通する。ここで、この電流経路には、放電に伴
って多量の活性種が生成されている。従って、水中に含まれる被処理物質が活性種によっ
て効率良く浄化される。以上のようにして浄化された水は、水流出口（75b）を通じてケ
ース部材（75）の外部へ送られる。
【０１２３】
　　〈変形例８〉
　図１３に示すように、変形例８の放電ユニット（50）では、変形例７と同様、絶縁性の
ケース部材（75）の内部に電極対（52,53）が収容されている。変形例３では、ケース部
材（75）における水平方向の一端側に水流入口（75a）が形成され、他端側に水流出口（7
5b）が形成されている。また、変形例８においても、図示しない水搬送機構によって、ケ
ース部材（75）の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入する。ケ
ース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の外部に流出
する。
【０１２４】
　また、変形例８では、放電電極（52）と対向電極（53）とがケース部材（75）の底部に
所定の間隔を介して敷設されている。
【０１２５】
　変形例８においても、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極（
53）とを囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的に
防止できる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度を
確実に高めることができ、放電を安定して行うことができる。
【０１２６】
　　〈変形例９〉
　図１４に示すように、変形例９の放電ユニット（50）は、変形例８の放電ユニット（50
）に気泡発生部（80）が付与されたものである。気泡発生部（80）は、例えばチューブ式
のエアーポンプで構成されている。気泡発生部（80）で発生した気泡は、ケース部材（75
）の内部に供給される。これにより、ケース部材（75）の内部の電流経路は、複数の気泡
で満たされる。その結果、ケース部材（75）では、水の断面積が実質的に小さくなるため
、電流経路の電流密度が上昇する。即ち、変形例９では、気泡発生部（80）が、電極対（
52,53）の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を構成している
。
【０１２７】
　変形例９では、電極対（52,53）が絶縁性のケース部材（75）によって囲まれるため、
電流の分散を抑制して電流経路の電流密度を高めることができる。加えて、気泡発生部（
80）から電流経路に気泡を供給することで、水の実質的な断面積を小さくできる。従って
、電流密度を更に高めることができ、放電の一層の安定化を図ることができる。
【０１２８】
　なお、上述した実施形態１や各変形例の組み合わせに係る放電ユニット（50）を採用し
ても良いのは勿論のことである。
【０１２９】
　　《発明の実施形態２》
　実施形態２に係る調湿装置（10）は、上記実施形態１の調湿装置について、空気の除湿
機能が付与されたものである。つまり、図１５に示す実施形態２の調湿装置（10）には、
上記実施形態１の空気浄化手段（20）及び加湿ユニット（40）に加えて、除湿ユニット（
30）が設けられている。
【０１３０】
　除湿ユニット（30）は、空気通路（14）における加湿ユニット（40）の上流側に設けら
れている。この除湿ユニット（30）は、除湿ロータ（31）とロータケース（32）と循環フ
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ァン（33）と除湿ヒータ（34）とを有している。
【０１３１】
　除湿ロータ（31）は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部を構成している。
実施形態２の除湿ロータ（31）は、いわゆる回転式の吸着ロータである。つまり、除湿ロ
ータ（31）は、空気が流通可能なハニカム構造の基材の表面に吸着剤（ゼオライト等）が
担持されて構成されている。除湿ロータ（31）は、モータ等の駆動機構に駆動される回転
軸と共に回転自在となっている。
【０１３２】
　ロータケース（32）は、その上部寄りに円形の開口（図示省略）が形成されている。ロ
ータケース（32）は、この円形開口の内部に除湿ロータ（31）を回転自在に保持している
。これにより、空気通路（14）を流れる空気は、円形開口を介して除湿ロータ（31）を通
過する。また、ロータケース（32）には、除湿ロータ（31）の吸着剤を再生するための空
気が流れる循環通路（35）が形成されている。循環通路（35）は、除湿ロータ（31）の外
回りに形成されており、この循環通路（35）に跨るように循環ファン（33）及び除湿ヒー
タ（34）が設けられている。即ち、循環ファン（33）によって循環通路（35）内で搬送さ
れる空気は、除湿ヒータ（34）で加熱された後、除湿ロータ（31）の再生部を通過する。
これにより、除湿ロータ（31）の吸着剤の水分が脱離して、この吸着剤が再生される。除
湿ロータ（31）の吸着剤から水分を奪った空気は、ロータケース（32）の下部を流れる。
この際、循環通路（35）を流れる空気は、空気通路（14）を流れる空気によって冷却され
る。これにより、循環通路（35）内の空気中に含まれる水蒸気が凝縮して凝縮水が生成さ
れる。この凝縮水は、図示しない凝縮水通路を通じて、水タンク（41）へ送られる。
【０１３３】
　以上のように、実施形態２の調湿装置（10）では、除湿ロータ（31）で捕捉された水が
水タンク（41）に回収される。つまり、実施形態２の調湿装置（10）は、除湿ロータ（31
）で回収した水を加湿水として利用できるように構成されている。循環通路（35）で凝縮
水が生成した後の空気は、再び除湿ヒータ（34）で加熱されて除湿ロータ（31）の吸着剤
の再生に利用される。
【０１３４】
　実施形態２の調湿装置（10）においても、実施形態１と同様の放電ユニット（50）が設
けられている（図３を参照）。つまり、実施形態２の放電ユニット（50）は、実施形態１
と同様の放電部（51）及び電源ユニット（60）を備えている。即ち、実施形態２において
も、電源部として高圧の直流電源（61）が用いられ、且つ電極対（52,53）の電流経路の
電流密度を向上させるための電流密度集中部（70）が設けられている。
【０１３５】
　　－運転動作－
　実施形態２の調湿装置（10）は、空気を浄化しながらの除湿運転と、空気を浄化しなが
らの加湿運転とを実行可能に構成されている。実施形態２の調湿装置（10）の加湿運転は
、上記実施形態１と実質的に同じである。そこで、以下には、実施形態２の調湿装置（10
）の除湿運転について説明する。
【０１３６】
　〈除湿運転〉
　除湿運転では、除湿ロータ（31）が回転すると共に、除湿ヒータ（34）が通電状態とな
る。一方、加湿ロータ（43）は回転駆動されず、よって加湿ロータ（43）に連動して回転
する水車（42）も停止状態となる。また、遠心ファン（15）が運転されることで、室内の
空気が吸込口（12）を通じて空気通路（14）内に導入される。同時に、循環ファン（33）
が運転されることで循環通路（35）内を再生用空気が循環する。また、イオン化部（22）
の電極に電圧が印加される。
【０１３７】
　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気が吸込口（12）からケーシング（11）内の
空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入された空気は、プレフィルタ（21）
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を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後、イオン化部（22）を通過する。
イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電が行われており、このコロナ放電
により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を通過した空気は、プリーツフィル
タ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イオン化部（22）で帯電した塵埃が
電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23）を通過した空気は、脱臭フィル
タ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に含まれる被処理成分（臭気物質や
有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過した空気は、ロータケース（32）の
円形開口を介して除湿ロータ（31）を通過する。
【０１３８】
　除湿ロータ（31）において空気通路（14）の空気が流れる部位は、循環通路（35）を流
れる再生用空気によって再生された状態となっている。このため、空気通路（14）を流れ
る空気中に含まれる水分が、除湿ロータ（31）の吸着剤に吸着される。その結果、除湿ロ
ータ（31）を通過する空気が除湿される。以上のようにして清浄化及び除湿された空気は
、吹出口（13）を通じて室内へ供給される。
【０１３９】
　　〈水浄化動作〉
　以上のような除湿運転では、循環通路（35）を循環する空気に付与された水が、水タン
ク（41）に回収される。そして、この水タンク（41）に回収された水は、その後の加湿水
としても利用される。このため、実施形態２においても、水タンク（41）内の水を浄化す
るために上記実施形態１と同様の水浄化動作を行うようにしている。
【０１４０】
　即ち、図３に示すように、水浄化動作では、直流電源（61）から電極対（52,53）へ電
圧が印加されることで、放電電極（52）と対向電極（53）との間で放電が行われる。この
際、カバー部材（71）の絞り空間（73）では、電流経路の電流密度が高くなっているため
、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【０１４１】
　なお、実施形態２の調湿装置（10）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせ
に係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１４２】
　　《発明の実施形態３》
　実施形態３は、上述した実施形態１に係る放電ユニット（50）を給湯器（90）に適用し
たものである。給湯器（90）は、水道やお風呂等に温水を供給するためのものである。図
１６に示すように、給湯器（90）は、水（温水）が貯留される給水タンク（91）と、水を
浄化するためのサブタンク（92）とを備えている。給水タンク（91）には、流入水路（93
）と流出水路（94）と循環水路（95）とが接続されている。
【０１４３】
　流入水路（93）の流出端は、給水タンク（91）の頂部に接続されている。流入水路（93
）の流入側には、加熱手段（図示省略）が設けられている。つまり、流入水路（93）は、
加熱手段で加熱された水（温水）を給水タンク（91）へ供給するための流路である。なお
、本実施形態では、加熱手段として、二酸化炭素を冷媒として冷凍サイクルを行うヒート
ポンプ装置の放熱器が用いられている。
【０１４４】
　流出水路（94）は、給水タンク（91）の底部に接続されている。流出水路（94）は、給
水タンク（91）に貯留された温水を所定の供給源（風呂、水道の蛇口等）へ供給するため
の流路である。
【０１４５】
　循環水路（95）は、流入端が給水タンク（91）の下部に接続され、流出端が給水タンク
（91）の中間部に接続されている。循環水路（95）には、循環ポンプ（96）とサブタンク
（92）とが接続されている。循環ポンプ（96）は、給水タンク（91）の水をサブタンク（
92）へ送り、このサブタンク（92）の水を再び給水タンク（91）へ送るためのものである
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。サブタンク（92）は、循環水路（95）を循環する水を一時的に貯留し、貯留した水を浄
化するように構成されている。
【０１４６】
　実施形態３の給湯器（90）は、上記実施形態１や２と同様の液処理用放電ユニット（50
）を有している。そして、サブタンク（92）には、上記実施形態１や２と同様の放電部（
51）が設けられている（例えば図３を参照）。更に、給湯器（90）は、放電部（51）の電
極対（52,53）に高圧の直流電圧を印加するための直流電源（61）が設けられている。
【０１４７】
　実施形態３において、直流電源（61）から電極対（52,53）に高圧の直流電圧が印加さ
れると、電極対（52,53）の間で安定的に放電が行われる。その結果、サブタンク（92）
内では、多量の活性種を生成され、この活性種によってサブタンク（92）内の水が浄化さ
れる。以上のようにして、サブタンク（92）で浄化された水は、給水タンク（91）へ送ら
れる。その結果、本実施形態の給湯器（90）では、給水タンク（91）の水の清浄度が保た
れる。
【０１４８】
　なお、実施形態３の給湯器（90）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせに
係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１４９】
　　《発明の実施形態４》
　実施形態４は、上記実施形態と異なる給湯器（給湯システム（90））の一例である。
【０１５０】
　　〈給湯システムの構成〉
　図１７に示すように、給湯システム（90）は、室外ユニット（100）と循環ユニット（1
10）と給湯ユニット（120）とを備えている。室外ユニット（100）は、室外に設置され、
循環ユニット（110）及び給湯ユニット（120）は、室内に設置されている。
【０１５１】
　室外ユニット（100）には、圧縮機（102）と室外熱交換器（103）と膨張弁（104）とが
設けられている。循環ユニット（110）には、内部熱交換器（111）と循環ポンプ（112）
とが設けられている。給湯ユニット（120）には、給湯タンク（91）と加熱コイル（123）
とが設けられている。
【０１５２】
　圧縮機（102）の吐出側は、第１連絡配管（105）を介して内部熱交換器（111）の第１
流路（111a）の流入端と接続している。この第１流路（111a）の流出端は、第２連絡配管
（106）を介して膨張弁（104）と接続している。以上のように、給湯システム（90）では
、圧縮機（102）、内部熱交換器（111）の第１流路（111a）、膨張弁（104）、及び室外
熱交換器（103）が閉回路となるように接続されることで、冷媒が循環して冷凍サイクル
が行われる冷媒回路（100a）が構成されている。
【０１５３】
　内部熱交換器（111）は、上記第１流路（111a）と第２流路（111b）とを有し、両者の
流路（111a,111b）を流れる流体同士を熱交換させる。第２流路（111b）の流出端は、循
環ポンプ（112）及び第３連絡配管（113）を介して加熱コイル（123）の流入端と接続し
ている。この加熱コイル（123）の流出端は、第４連絡配管（114）を介して第２流路（11
1b）の流入端と接続している。以上のように、給湯システム（90）では、内部熱交換器（
111）の第２流路（111b）、循環ポンプ（112）、加熱コイル（123）が閉回路となるよう
に接続されることで、熱媒体としての水が循環する循環回路（110a）が構成されている。
【０１５４】
　給湯タンク（91）は、略円筒状の密閉容器で構成されている。給湯タンク（91）には、
給水ライン（121）と給湯ライン（122）とが接続されている。また、給湯タンク（91）内
の底部寄りには、上記加熱コイル（123）が設けられている。加熱コイル（123）は、給湯
タンク（91）の内周壁に沿うように形成される螺旋状の伝熱管で構成されている。
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【０１５５】
　給湯タンク（91）の内部には、液処理用放電ユニット（50）が配設されている。本実施
形態の液処理用放電ユニット（50）は、給湯タンク（91）の側壁を貫通して該側壁に支持
される、フランジ式に構成されている。
【０１５６】
　図１８に示すように、本実施形態の液処理用放電ユニット（50）は、円板状の複数の放
電電極（52）と、平板状又は棒状の対向電極（53）と、絶縁材料から成るカバー部材（71
）とを有している。放電電極（52）は、カバー部材（71）の内部に配設されている。各放
電電極（52）は、上下に扁平な円板状に形成され、所定の間隔を置いて水平方向に配列さ
れている。各放電電極（52）は、電源（61）の正極側に並列に接続されている。なお、本
実施形態では、５枚の放電電極（52）が配列されている。対向電極（53）は、各放電電極
（52）の配列方向に延びる棒状又は平板状に形成されている。対向電極（53）は、各放電
電極（52）と所定の間隔を置いて対向している。
【０１５７】
　カバー部材（71）は、上方が開放された扁平な皿状の箱部（71a）と、該箱部（71a）の
上側の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有している。カバー部材（71）では、複数の放
電電極（52）を挟み込むように、箱部（71a）の上側に蓋部（71b）が固定される。蓋部（
71b）には、複数の放電電極（52）に対応するように、複数（５つ）の貫通穴（74）が形
成されている。これにより、各放電電極（52）は、各貫通穴（74）を介して対向電極（53
）に向かって露出している。本実施形態の貫通穴（74）は、下端側よりも上端側の方が小
径となる、略台形円錐形状に形成されている。つまり、貫通穴（74）は、上方に向かうに
連れて開口面積が縮径されている。
【０１５８】
　　－給湯システムの動作－
　この給湯システム（90）の運転時には、圧縮機（102）及び循環ポンプ（112）が運転状
態となり、膨張弁（104）の開度が適宜調節される。圧縮機（102）で圧縮された冷媒は、
内部熱交換器（111）の第１流路（111a）を流れる。これにより、内部熱交換器（111）で
は、第１流路（111a）の冷媒が凝縮する一方、この冷媒の凝縮熱が第２流路（111b）の循
環水に付与される。内部熱交換器（111）で凝縮した冷媒は、膨張弁（104）で減圧された
後、室外熱交換器（103）を流れる。室外熱交換器（103）では、冷媒が室外空気に放熱し
て蒸発する。室外熱交換器（103）で蒸発した冷媒は、圧縮機（102）で再び圧縮される。
【０１５９】
　循環回路（110a）では、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）で加熱された循環水
が、循環ポンプ（112）によって搬送されて加熱コイル（123）へ送られる。これにより、
加熱コイル（123）を流れる水（温水）によって、給湯タンク（91）内の水が加熱される
。加熱コイル（123）で放熱した水は、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）へ送られ
、再び加熱される。以上のようにして、給湯タンク（91）内では温水が生成される。給湯
タンク（91）で生成された温水は、お風呂や水道等の利用対象へ供給される。
【０１６０】
　本実施形態では、このような給湯タンク（91）の内部において、液処理用放電ユニット
（50）による水浄化動作が行われる。水浄化動作では、電源（60）から各放電電極（52）
に高圧の直流電圧が印加される。これにより、各放電電極（52）から対向電極（53）に向
かって放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極（
52）の放電面側に絞り空間としての貫通穴（74）が形成されており、電流経路の断面積が
縮小されている。このため、貫通穴（74）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放
電電極（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避され、放電電極（52）
の近傍の電界強度が大きくなる。その結果、各放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電が行われる。
【０１６１】
　なお、上記実施形態４では、カバー部材（71）の内部に複数の放電電極（52）を埋設し
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ているが、例えば図１９に示すように、一枚の平板状の放電電極（52）をカバー部材（71
）の内部に埋設し、放電電極（52）の所定部位を複数の貫通口（74）を介して対向電極（
53）に露出させるようにしても良い。また、本実施形態の貫通穴（74）のうち最も小径と
なる開口部（貫通穴（74）の上端）の開口幅が、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とす
るのが好ましい。
【０１６２】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態（各変形例も含む）については、以下のような構成としてもよい。
【０１６３】
　上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部を覆うのものであれば
、必ずしも放電電極（52）と接触していなくても良い。この場合にも、放電電極（52）の
一部を覆うことで、電流経路における電流密度を高めることができる。
【０１６４】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）に対応して該放電電極
（52）の一部を覆っている。しかしながら、このカバー部材（71）を対向電極（53）に対
応させ、この対向電極（53）の一部を覆うように設けても良い。即ち、対向電極（53）の
近傍をカバー部材（71）で覆うことによっても、電流経路の電流密度を上昇させることが
できる。更に、放電電極（52）と対向電極（53）との双方をカバー部材（71）で覆うよう
にしても良い。
【０１６５】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部が対向電極（53
）に対向するように放電電極（52）を覆っている。しかしながら、放電電極（52）と対向
電極（53）との間での電流経路が確保できるのであれば、放電電極（52）の一部を必ずし
も対向電極（53）に対向させなくても良い。
【０１６６】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）に形成される開口部（72a）の形状は、正
円形に限られない。つまり、開口部（72a）の形状は、例えば図２０に示すような楕円形
であっても良いし、図２１に示すような正方形であっても良い。なお、このような開口部
（72a）の形状である場合にも、開口部（72a）の開口幅Ｗ（即ち、最大開口長）を０．０
２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下、更に好ましくは０．０２ｍｍ以上０．３ｍｍ以下とすると良
い。
【０１６７】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）をプラス電位とし
て対向電極（53）をマイナス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に向
かってプラス放電を行うようにしている。しかしながら、放電電極（52）をマイナス電位
として対向電極（53）をプラス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に
向かってマイナス放電を行うようにしても良い。
【０１６８】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）が１つだけ設けら
れているが、放電ユニット（50）に複数の放電電極（52）を設けるようにしても良い。ま
た、対向電極（53）の外形が略板状に形成されているが、例えば対向電極（53）を線状な
いし棒状としても良いし、対向電極（53）を点形状としても良い。同様に、放電電極（52
）を点状、あるいは板状に形成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１６９】
　以上説明したように、本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニッ
トと、この液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器について有用である。
【符号の説明】
【０１７０】
10　　 調湿装置
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31　　 除湿ロータ（除湿部）
41　　 水タンク（貯留部）
43　　 加湿ロータ（加湿部）
50　　 放電ユニット（液処理用放電ユニット）
52　　 放電電極（電極対）
53　　 対向電極（電極対）
61　　 電極部（直流電源）
70　　 電流密度集中部
71　　 カバー部材（電流密度集中部、絶縁部材）
71a　　蓋部（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
72　　 嵌合溝
72a　　開口部
72b　　開口面
74　　 貫通穴（開口部）
75　　 ケース部材（電流密度集中部、絶縁部材）
77　　 遮蔽板（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
80　　 気泡発生部（電流密度集中部）
90　　 給湯器
91　　 給水タンク

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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【図１０】
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【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニットと、この液処理用放
電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液中の不純物等を除去して液を浄化する液浄化技術が広く知られている。こ
の種の液浄化技術として、特許文献１には、放電を行って液を浄化する放電ユニットを備
えた液処理装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１の液処理装置は、水が流れる経路に放電電極と対向電極とから成る電極対を
有する放電ユニットが設けられている。放電電極と対向電極とは液中に浸漬されている。
放電電極は、基板と、この基板から突出する複数の突起とを有しており、いわゆる鋸歯状
の電極を構成している。対向電極は、平板状に形成され、放電電極の複数の突起と対向す
るように配置されている。
【０００４】
　放電ユニットでは、パルス電源から電極対へ高電圧パルスが印加される。これにより、
放電電極の突起部から対向電極に向かって放電が生起する。液中では、放電に伴ってＯＨ
ラジカル等の活性種が生成する。その結果、この活性種により、液中の溶解物質（例えば
窒素系化合物や有機系化合物等の有害物質）の分解や殺菌が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２５２６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、特許文献１に開示される放電ユニットでは、電源部として高電圧のパ
ルス電源を用いている。このパルス電源は、例えばブロッキングコンデンサやスイッチン
グ素子等を含む電源回路を有するため、電源部の複雑化、高コスト化を招いてしまう。一
方、電源部の簡素化、低コスト化を図るため、放電ユニットの電源部として高圧の直流電
源を用いることが考えられる。しかしながら、電源部として直流電源を用いる場合、電極
対には常に所定の電圧が印加される。このため、比較的導電率の高い液中においては、電
極の周囲に電流が分散し易くなり、所望とする放電を安定的に行うことができない、とい
う虞がある。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電源部の簡素化、低コ
スト化を図りつつ、液中で安定的な放電を行うことができる液処理用放電ユニットと、こ
の液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
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行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とする。そして、この液処理用放電ユニットは、上記電源部が、高圧の
直流電源（61）で構成され、上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させる
ための電流密度集中部（70）を備え、上記電極密度集中部は、中空容器状に形成されて内
部に電極対（52,53）の一方の電極（52）が収容される絶縁性のカバー部材（71）で構成
され、上記カバー部材（71）には、上記電極（52）と間隔を置いた壁部（71b）に開口（7
4）が形成され、上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外
部に配置されていることを特徴とする。
【０００９】
　第２の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を備え、上記
電極対（52,53）の一方は、平板状の平板電極（52）で構成され、上記電流密度集中部（7
0）は、上記平板電極（52）が埋設される絶縁性のカバー部材（71）で構成され、該カバ
ー部材（71）のうち平板電極（52）の平面に接する壁部（71b）に開口（74）が形成され
、上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする。
【００１０】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、上記開口（74）は、上記カバー部材（71
）の内側に向かうにつれて開口面積が拡がるように形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　第４の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）と、上記電極
対（52,53）の放電電力を一定に制御する定電力制御部とを備えていることを特徴とする
。
【００１２】
　第５の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）と、上記電極
対（52,53）の放電電流を一定に制御する定電流制御部とを備えていることを特徴とする
。
【００１３】
　第６の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を備え、該電
流密度集中部は、軸方向の少なくとも一端が開口する筒状の絶縁性のカバー部材（71）で
構成され、上記電極対（52,53）の一方は、上記筒状のカバー部材（71）の内部に嵌合す
る棒状電極（52）で構成され、該棒状電極（52）は、先端が筒状のカバー部材（71）の一
端側の開口（72a）の開口面（72b）よりも内方に凹むように配設され、上記カバー部材（
71）の一端側の開口（72a）は、水平方向又は上方を向いていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明では、電源部（61）から電極対（52,53）に電圧が印加されることで、電極対（5
2,53）の間で放電が行われる。これにより、液中では、放電に伴ってＯＨラジカル等の活
性種が生成する。液中に含まれる被処理物質（有害物質や菌等）は、この活性種によって
酸化／分解される。
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【００１５】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）が用いられる。このため、従来例のパルス電源と比較すると、電源部の簡素化、低
コスト化を図ることができる。一方、このように電源部として高圧の直流電源（61）を用
いると、電極対（52,53）の周囲では、電気的な密度が分散し易くなってしまう。しかし
ながら、本発明の液処理用放電ユニットには、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密
度を上昇させるための電流密度集中部（70）が設けられている。このため、直流電源（61
）を用いたとしても、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してしまうのを回避しつつ、
電流経路の密度を上昇させることができる。その結果、電極対（52,53）の間で所望とす
る放電を行うことができる。
【００１６】
　第７の発明は、第２の発明において、上記カバー部材（71）には、複数の開口（74）が
形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　第７の発明では、電極（52）を覆うカバー部材（71）に複数の開口（74）を設けること
で、カバー部材（71）の温度上昇を抑制できる。即ち、開口（74）の内部では、電流密度
が高くなることに起因してジュール熱が生じるため、開口（74）の近傍の液温が上昇し易
い。しかしながら、本発明では、カバー部材（71）に複数の開口（74）を形成しているた
め、ジュール熱の影響を分散できる。その結果、カバー部材（71）の温度上昇を抑制でき
る。
【００１８】
　第８の発明は、第１、第２、第６、第７のいずれか１つの発明において、上記開口（74
）の開口幅は、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする。なお、ここでいう「開口部」の
形状は、正円形状に限らず、例えば楕円形、正方形、長方形等であっても良い。また、こ
こでいう「開口部の開口幅」とは、開口部の内縁部のうち最も離れた箇所の開口幅（最大
開口長さ）を意味する。
【００１９】
　第８の発明では、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下としている。ここで、開口（74
）の開口幅を０．５ｍｍよりも大きくすると、電極（52）の先端からの水中に拡散する電
流が大きくなってしまう。その結果、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が低下
してしまう。しかしながら、本発明では、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下に制限し
ているため、電極（52）から水中へ拡散する電流を小さくして、電極対（52,53）の間の
電流経路の電流密度を高めることができる。
【００２０】
　第９の発明は、第１、第２、第６、第７、第８のいずれか１つの発明において、上記開
口（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする。
【００２１】
　第９の発明では、開口（74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上としている。このため、開口
（74）を比較的容易に形成できる。
【００２２】
　第１０の発明は、第１、第２、第６、第７、第８、第９のいずれか１つの発明において
、上記カバー部材（71）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とする。
【００２３】
　第１０の発明では、カバー部材（71）がセラミックス材料で構成される。ここで、セラ
ミックス材料は、耐熱性、耐反応性に優れるため、放電に伴ってカバー部材（71）が劣化
してしまうことを防止できる。
【００２４】
　第１１の発明は、第４又は第５の発明において、上記電流密度集中部（70）は、上記電
極対（52,53）の電流経路に気泡を供給する気泡発生部（80）であることを特徴とする。
【００２５】
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　第１１の発明の液処理用放電ユニットには、電流密度集中部として、気泡発生部（80）
が設けられる。気泡発生部（80）は、電極対（52,53）の間の電流経路に気泡を供給する
。このため、電極対（52,53）の間に電流経路における実質的な水の断面積が小さくなる
。その結果、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇できる。
【００２６】
　第１２の発明は、水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与す
る加湿部（43）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）と
を備えた調湿装置を対象としている。そして、この調湿装置は、上記液処理用放電ユニッ
ト（50）が、第１乃至第１１のいずれか１つの液処理用放電ユニットで構成されているこ
とを特徴とする。
【００２７】
　第１２の発明の調湿装置では、貯留部（41）に貯留された水が加湿部（43）によって空
気中へ付与され、室内空間等の加湿が行われる。液処理用放電ユニット（50）で放電が行
われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41）内の水が浄化される。こ
こで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部として高圧の直流電源（61）が
用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる。また、電流密度集中部（
70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が上昇するため、放電の安定
化が図られる。
【００２８】
　第１３の発明は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（
31）で捕捉した水が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液
処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置を対象とする。そして、この調湿装置は、
上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第１１のいずれか１つの液処理用放電ユニ
ットで構成されていることを特徴とする。
【００２９】
　第１３の発明では、除湿部（31）によって空気の水分が捕捉されることで、この空気が
除湿される。除湿部（31）で捕捉された水は、貯留部（41）に回収される。液処理用放電
ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41
）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部とし
て高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる
。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が
上昇するため、放電の安定化が図られる。
【００３０】
　第１４の発明は、加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）
内の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器を対象としている
。そして、この給湯器は、上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第１１のいずれ
か１つの発明の液処理用放電ユニットで構成されていることを特徴とする。
【００３１】
　第１４の発明では、給水タンク（91）内に加熱された水（温水）が貯留される。液処理
用放電ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留
部（41）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源
部として高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図
られる。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流
密度が上昇するため、放電の安定化が図られる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることができる。また
、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやすくなる。こ
れに対し、本発明では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
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【００３３】
　また、本発明では、電流密度集中部（70）を設けているため、電極対（52,53）の間の
電流経路の電流密度を上昇できる。従って、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してし
まうことを回避でき、電極対（52,53）の間で所望の放電を行うことができる。その結果
、放電に伴って液中で発生する活性種の量を増やすことができるので、液の浄化効率の向
上を図ることができる。
【００３４】
　第６の発明では、筒状のカバー部材（71）の内部に棒状の電極（52）を嵌合させている
。これにより、カバー部材（71）の開口部（72a）の近傍において、電流経路の電流密度
を高めることができる。
【００３５】
　第６の発明では、電極（52）の先端面（52a）が、筒状のカバー部材（71）の一端側の
開口面（72b）よりも内方に凹んでいる。これにより、カバー部材（71）の開口面（72b）
と電極（52）の先端面（52a）との間に、電流経路の断面積を縮小させるための絞り空間
を形成できる。従って、このような絞り空間によって、電流経路の電流密度を一層確実に
高めることができる。その結果、電極対（52,53）の間での放電が更に安定する。
【００３６】
　また、第７の発明では、カバー部材（71）に複数の開口（74）を形成しているため、各
開口（74）内の電流密度を高めることができる。この際、電流経路で発生するジュール熱
が、各貫通穴（74）に分散される。従って、放電時におけるカバー部材（71）の温度上昇
を抑制できる。その結果、温度上昇に起因するカバー部材（71）の劣化を防止でき、カバ
ー部材（71）の耐久性を向上できる。
【００３７】
　特に、第８の発明のように、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下とすることで、電極
対（52,53）の周囲への電流の分散を確実に抑制でき、安定した放電を生起できる。また
、第９の発明のように、開口（74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上とすることで、カバー部
材（71）の加工性が向上する。
【００３８】
　第１０の発明では、カバー部材（71）をセラミックス材料で構成しているため、放電に
伴ってカバー部材（71）が酸化／溶融してしまうことを回避でき、カバー部材（71）の耐
久性を向上できる。
【００３９】
　第１１の発明では、電極対（52,53）の間の電流経路に気泡を供給することで、電流経
路の電流密度を容易に上昇させることができる。また、このように気泡を供給することで
、気泡内においても気体絶縁破壊に伴って放電を行うことができる。従って、気泡中から
もＯＨラジカル等の活性種を生成できる。
【００４０】
　第１２の発明では、空気の少なくとも加湿を行う調湿装置において、水中で気泡内の放
電を確実且つ安定的に行うことができる。また、第１３の発明では、空気の少なくとも除
湿を行う調湿装置において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定的に行うことができる。
第１４の発明では、温水を供給する給湯器において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定
的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、実施形態１に係る調湿装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である。
【図３】図３は、実施形態１に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る放電ユニットの放電電極の近傍における上面図である
。
【図５】図５は、カバー部材の開口部の開口幅が異なる３つの放電ユニットについて、電
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流－電圧特性を表すグラフである。
【図６】図６は、変形例１の放電ユニットの概略の構成図である。
【図７】図７は、変形例２の放電ユニットの概略の構成図である。
【図８】図８は、変形例３の放電ユニットの概略の構成図である。
【図９】図９は、変形例４の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１０】図１０は、変形例５の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１１】図１１は、参考形態１の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１２】図１２は、参考形態２の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１３】図１３は、参考形態３の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１４】図１４は、変形例６の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態２に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である
。
【図１６】図１６は、実施形態３に係る給湯器の概略の構成図である。
【図１７】図１７は、実施形態４に係る給湯システムの概略の構成図である。
【図１８】図１８は、実施形態４に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図１９】図１９は、実施形態４の他の例に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図２０】図２０は、その他の実施形態（第１の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【図２１】図２１は、その他の実施形態（第２の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限するこ
とを意図するものではない。
【００４３】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１に係る調湿装置（10）は、空気を加湿する加湿運転が可能に構成さ
れている。また、上記調湿装置（10）は、空気を浄化するための種々の空気浄化手段を有
している。
【００４４】
　図１及び図２に示すように、調湿装置（10）は、樹脂製のケーシング（11）内に空気の
加湿や空気の浄化を行うための各種の構成機器が収納されたものである。このケーシング
（11）は、幅方向寸法が前後方向の寸法よりも大きく、且つ高さ寸法が該幅方向や前後方
向の寸法よりも大きい直方体状に形成されている。上記ケーシング（11）には、その前面
及び側面の少なくとも一方に、ケーシング（11）内に空気を導入するための吸込口（12）
が形成されている。また、上記ケーシング（11）には、その上部後方寄りの部位にケーシ
ング（11）内の空気を室内へ吹き出すための吹出口（13）が形成されている。そして、上
記ケーシング（11）の内部には、上記吸込口（12）から吹出口（13）に亘って、空気が流
れる空気通路（14）が形成されている。なお、図１に示す調湿装置（10）では、上記ケー
シング（11）の前面が、前面パネル（11a）によって覆われている。
【００４５】
　図２に示すように、空気通路（14）内には、空気の流れの上流側から下流側に向かって
順に、空気浄化手段（20）、加湿ユニット（40）（加湿機構）及び遠心ファン（15）が配
設されている。
【００４６】
　〈空気浄化手段の構成〉
　図２に示すように、空気浄化手段（20）は、空気通路（14）内を流れる空気を浄化する
ためのものであり、空気の流れの上流側から下流側に向かって順に、プレフィルタ（21）
、イオン化部（22）、プリーツフィルタ（23）、及び脱臭フィルタ（24）を有している。
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【００４７】
　上記プレフィルタ（21）は、空気中に含まれる比較的大きな塵埃を物理的に捕捉する集
塵用のフィルタを構成している。
【００４８】
　上記イオン化部（22）は、空気中の塵埃を帯電させる塵埃荷電手段を構成している。こ
のイオン化部（22）には、例えば線状の電極と、この線状の電極に対向する板状の電極と
が設けられている。上記イオン化部（22）では、両電極に電源から電圧が印加されること
で、両電極の間でコロナ放電が行われる。このコロナ放電により、空気中の塵埃が所定の
電荷（正又は負の電荷）に帯電される。
【００４９】
　上記プリーツフィルタ（23）は、波板状の静電フィルタを構成している。つまり、プリ
ーツフィルタ（23）では、上記イオン化部（22）で帯電された塵埃が電気的に誘引されて
捕捉される。なお、上記プリーツフィルタ（23）に光触媒等の脱臭用の材料を担持させて
も良い。
【００５０】
　脱臭フィルタ（24）は、ハニカム構造の基材の表面に空気を脱臭するための脱臭剤が担
持されて構成されている。脱臭剤は、空気中の被処理成分（臭気物質や有害物質）を吸着
する吸着剤や、該被処理成分を酸化分解するための触媒等が用いられる。
【００５１】
　〈加湿ユニットの構成〉
　図２に示すように、加湿ユニット（40）は、液体としての加湿水を貯留する貯留部とし
ての水タンク（41）と、該水タンク（41）内の水を汲み上げるための水車（42）と、該水
車（42）によって汲み上げられた水を空気中へ付与するための加湿部としての加湿ロータ
（43）と、該加湿ロータ（43）を回転駆動するための駆動モータ（44）とを備えている。
また、加湿ユニット（40）は、加湿ロータ（43）を加熱するためのヒータ（48）も備えて
いる。
【００５２】
　水タンク（41）は、図１にも示すように、上側が開口する横長の箱部材（45）と該箱部
材（45）の上側を覆う蓋部材（46）とによって構成されている。この水タンク（41）は、
ケーシング（11）の下部の空間内に、該水タンク（41）の長手方向がケーシング（11）の
幅方向になるように設置され、該ケーシング（11）の側面に形成された引出口（11b）に
対して出し入れ可能（スライド可能）に構成されている。即ち、水タンク（41）は、ケー
シング（11）内に着脱自在に収容されている。これにより、水タンク（41）をケーシング
（11）から引き出した状態で、該水タンク（41）内に加湿用の水を適宜補充することがで
きる。
【００５３】
　水車（42）は、略円盤状に形成され、その軸心部に両面から厚み方向外方に突出するよ
うに回転軸（42a）が設けられている。この回転軸（42a）は、上記水タンク（41）の底面
に立設された軸受部（図示省略）の上端に枢支されており、これにより、水車（42）は水
タンク（41）内に回転自在に支持されている。また、上記水車（42）は、その下端部を含
む所定部位が水タンク（41）内の水中に浸漬される高さ位置になるように、上記軸受部に
支持されている。
【００５４】
　水車（42）には、ケーシング後方側に位置する側面（上記加湿ロータ（43）に面する側
面）に複数の凹部（42b）が形成されている。これらの凹部（42b）は、加湿水を上記加湿
ロータ（43）側へ汲み上げるための加湿用凹部を構成している。上記凹部（42b）は、上
記水車（42）の径方向外側端部において周方向に等間隔になるように形成されている。ま
た、上記凹部（42b）は、水車（42）の回転動作によって、水タンク（41）の水中に浸積
する位置と、水中から引き出される位置との間を交互に変位する。これにより、水車（42
）では、水中に浸漬する位置の凹部（42b）内に浸入した水を、液面の上方まで汲み上げ
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ることが可能となる。
【００５５】
　また、水車（42）の後側の側面上には、該水車（42）と同軸状に中間歯車（42d）が配
設されていて、該中間歯車（42d）の外周面上には歯部（42c）が一体的に形成されている
。この中間歯車（42d）の歯部（42c）は、後述する加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）
と噛み合うように構成されている。
【００５６】
　加湿ロータ（43）は、環状の従動歯車（43a）と、この従動歯車（43a）に内嵌して保持
される円盤状の吸着部材（43b）とを有している。この吸着部材（43b）は、吸水性を有す
る不織布によって構成されている。上記加湿ロータ（43）は、上記水タンク（41）の満水
時の水位よりも高い位置において、回転軸を介して回転自在に保持されている。また、上
記加湿ロータ（43）は、その下端を含む所定部位が上記水車（42）と実質的に接触するよ
うに配置されている。つまり、上記加湿ロータ（43）は、水車（42）の凹部（42b）と軸
方向（前後方向）に重なる部位を有している。これにより、上記加湿ロータ（43）の吸着
部材（43b）には、水車の凹部（42b）によって汲み上げられた水が吸収される。
【００５７】
　駆動モータ（44）は、ピニオン等を介して加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）を回転
駆動するように構成されている。そして、駆動モータ（44）によって従動歯車（43a）が
回転すると、該従動歯車（43a）と歯合する水車（42）が回転する。これにより、上記駆
動モータ（44）によって、加湿ロータ（43）及び水車（42）を回転させることができる。
【００５８】
　ヒータ（48）は、加湿ロータ（43）の上流側の側面の上端部に近接するように配置され
ている。このヒータ（48）を設けることによって、上記加湿ロータ（43）に流入する空気
を加熱することができ、その熱によって該加湿ロータ（43）の水を気化させて空気を加湿
することができる。
【００５９】
　〈液処理用放電ユニットの構成〉
　図２及び図３に示すように、調湿装置（10）は、水タンク（41）内に貯留される水を浄
化するための液処理用放電ユニットとして、放電ユニット（50）を備えている。放電ユニ
ット（50）は、水を浄化するための放電が行われる放電部（51）と、この放電部（51）の
電源回路を構成する電源ユニット（60）とを有している。
【００６０】
　放電部（51）は、水タンク（41）の内部において、水タンク（41）の底面寄りに配設さ
れている。放電部（51）は、２つの電極（52,53）から成る電極対（52,53）を有している
。この電極対（52,53）は、放電電極（52）と対向電極（53）とから構成されている。
【００６１】
　放電電極（52）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。放電
電極（52）は、金属製であり、対向電極（53）側に向かって延びる棒状ないし線状に構成
されている。この放電電極（52）は、軸直角断面が円形状に形成されているが、その軸直
角断面を三角形状、四角形状、楕円形状等の他の形状としても良い。
【００６２】
　対向電極（53）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。対向
電極（53）は、放電電極（52）の軸方向端部（上端部）に対向するようにして、放電電極
（52）と所定の間隔を介して配設されている。対向電極（53）は、金属製であり、その外
形が平板状をしている。対向電極（53）は、その一方の平面が放電電極（52）の先端を向
いている。
【００６３】
　放電ユニット（50）は、放電電極（52）の一部を覆うカバー部材（71）を備えている。
このカバー部材（71）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるため
の電流密度集中部（70）を構成している。また、本実施形態において、カバー部材（71）
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は、セラミックス材料から成る絶縁部材で構成されている。
【００６４】
　カバー部材（71）は、上端が開口して下端が閉塞する有底筒状に形成されている。カバ
ー部材（71）の中央には、該カバー部材（71）の上端面から該カバー部材（71）の下端面
よりもやや上方の部位に亘って、軸方向に延びる嵌合溝（72）が形成されている。嵌合溝
（72）は、軸直角断面が正円形状に形成されている。この嵌合溝（72）の内部には、棒状
の放電電極（52）が嵌合する。つまり、カバー部材（71）は、放電電極（52）の外周面及
び下端面を覆う一方、放電電極（52）の上端面（先端面（52a））を対向電極（53）に露
出させている。
【００６５】
　なお、本実施形態では、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とが
実質的に接触しており、放電電極（52）と水との接触面積の縮小化が図られている。しか
しながら、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）との間に隙間を形成
しても良い。
【００６６】
　本実施形態では、嵌合溝（72）に内嵌する放電電極（52）の先端面（52a）が、嵌合溝
（72）の一端側（上端側）の開口部（72a）の開口面（72b）よりも内方（下方）に凹んで
いる。これにより、嵌合溝（72）の内部には、開口面（72b）と放電電極（52）の先端面
（52a）との間に絞り空間（73）が形成されている。この絞り空間（73）は、放電電極（5
2）から対向電極（53）までの間の電流経路を絞る（電流経路の断面積を縮小する）こと
で、電流密度を集中させるための空間である。
【００６７】
　本実施形態において、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口部（72a）の開口幅Ｗ（
図４を参照）は、０．０２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下に設定されている。なお、開口幅Ｗは
、開口部（72a）の内径であり、且つ開口部（72a）の最大開口長さである。また、開口幅
Ｗは、０．３ｍｍ以下であることが特に好ましい。
【００６８】
　本実施形態の電源ユニット（60）は、高圧の直流電源（61）を有している。直流電源（
61）の正極には、放電電極（52）が接続されている。一方、直流電源（61）の負極には、
対向電極（53）が接続されている。つまり、直流電源（61）は、電極対（52,53）に直流
電圧を印加する電源部を構成している。本実施形態では、直流電源（61）の最高電圧が７
．０ｋＶ以下となっている。更に、放電時における電極対（52,53）の放電電流は、３．
０ｍＡ以下に設定されている。また、電源ユニット（60）には、電極対（52,53）の放電
電流が一定となるような定電流制御、又は電極対（52,53）の放電電力が一定となるよう
な定電力制御を行うための制御部（図示省略）が設けられている。
【００６９】
　　－運転動作－
　次に調湿装置（10）の運転動作について説明する。調湿装置（10）は、室内空気を浄化
しながら、この室内空気を加湿する加湿運転を行う。また、調湿装置（10）は、この加湿
運転時や停止時において、水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作を行う（詳細は後
述する）。
【００７０】
　　〈加湿運転〉
　加湿運転では、遠心ファン（15）が運転されるとともに、加湿ロータ（43）が駆動モー
タ（44）によって回転駆動される。また、イオン化部（22）の電極に電圧が印加されると
ともに、ヒータ（48）が通電状態となる。
【００７１】
　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気（図１及び図２の白抜きの矢印）が吸込口
（12）からケーシング（11）内の空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入さ
れた空気は、プレフィルタ（21）を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後
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、イオン化部（22）を通過する。イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電
が行われており、このコロナ放電により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を
通過した空気は、プリーツフィルタ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イ
オン化部（22）で帯電した塵埃が電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23
）を通過した空気は、脱臭フィルタ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に
含まれる被処理成分（臭気物質や有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過し
た空気は、ヒータ（48）で加熱された後、加湿ロータ（43）を通過する。
【００７２】
　加湿ユニット（40）では、水車（42）が回転することで、水タンク（41）内の水（加湿
水）が加湿ロータ（43）の吸着部材（43b）に適宜供給される。
【００７３】
　具体的には、水車（42）が回転して該水車（42）の凹部（42b）が水タンク（41）内の
加湿水中に浸漬することにより、凹部（42b）内に加湿水が浸入し、該凹部（42b）内に保
持される。水車（42）がさらに回転すると、加湿水を保持した状態の凹部（42b）は、加
湿水中から引き上げられて上方へ変位する。そして、上述のように、水車（42）の回転に
伴って凹部（42b）が上方へ移動すると、該凹部（42b）は加湿ロータ（43）に徐々に近接
するとともに、該凹部（42b）内に保持されている加湿水は自重によって徐々に該凹部（4
2b）から流出する。これにより、凹部（42b）内の加湿水は、加湿ロータ（43）の吸着部
材（43b）に吸着される。このような動作によって、加湿ユニット（40）において、加湿
ロータ（43）に連続的に加湿水が供給される。
【００７４】
　なお、凹部（42b）は、水車（42）の回転によって最上端位置まで到達すると、該凹部
（42b）内の加湿水が概ね全量流出するように構成されている。
【００７５】
　以上のようにして加湿水が吸着された加湿ロータ（43）を空気が通過すると、加湿ロー
タ（43）の吸着部材（43b）に吸着された水分が空気中へ放出される。これにより、加湿
水が空気中に付与されて、この空気の加湿が行われる。
【００７６】
　以上のようにして、清浄化及び加湿された空気は、吹出口（13）から室内へ供給される
。なお、この加湿運転では、電源からイオン化部（22）への電圧の供給を停止することで
、イオン化部（22）による空気の浄化を休止させながら室内を加湿する運転も可能である
。
【００７７】
　　〈水浄化動作〉
　水タンク（41）内に加湿水が長期間に亘って貯留されると、水中でカビや雑菌等が繁殖
することにより、水タンク（41）内の加湿水が汚染される場合がある。また、例えば空気
通路（14）内を流れる空気中にアンモニア等の物質（有害物質や臭気物質）が含まれてい
る場合、この物質が水中に溶解して水タンク（41）内の加湿水が汚染されることもある。
従って、このように汚染された加湿水が上述のようにして室内へ供給されると、室内に雑
菌や有害物質等を付与することになり、室内の清浄度を損なう虞がある。そこで、調湿装
置（10）では、放電ユニット（50）によって水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作
を行うようにしている。
【００７８】
　水浄化動作時には、電源ユニット（60）の直流電源（61）から、放電部（51）の電極対
（52,53）に所定の直流電圧が印加される。これにより、放電部（51）では、放電電極（5
2）から対向電極（53）に向かって放電が行われる。なお、本実施形態の放電部（51）で
は、放電電極（52）がプラス電位となり、対向電極（53）がマイナス電位となる、いわゆ
るプラス放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極
（52）の先端側に絞り空間（73）が形成されており、電流経路の断面積の縮小化が図られ
ている。このため、絞り空間（73）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放電電極



(38) JP 2011-92920 A 2011.5.12

（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避されて、放電電極（52）の先
端部の電界強度も大きくなる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって
安定的に放電が進展する。
【００７９】
　以上のようにして、放電電極（52）と対向電極（53）との間で安定的な放電が行われる
と、液中においてＯＨラジカル等の活性種が生成される。この活性種は、被処理物質（有
害物質や菌等）の清浄化に利用される。つまり、水タンク（41）内では、活性種によって
有害物質が酸化分解され、且つ活性種によって殺菌がなされる。その結果、水タンク（41
）内の水が浄化されるので、その後の加湿動作では、清浄な水を室内に供給することがで
きる。
【００８０】
　　〈カバー部材の開口幅の検証結果〉
　次に、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗと放電性能との関係ついて検証し
た結果を、図５を参照しながら説明する。なお、図５は、カバー部材（71）の開口幅Ｗの
異なる３つの放電ユニット（Ａ：Ｗ＝０．１ｍｍ、Ｂ：Ｗ＝０．３ｍｍ、Ｃ：Ｗ＝０．５
ｍｍ）について、直流電源（61）から電極対（52,53）に電圧を印加した際の、電流－電
圧特性を表すものである。
【００８１】
　各放電ユニットでは、電極（52,53）の印加電圧を徐々に上昇させていくと、この印加
電圧に比例して電流も上昇する。ここで、各放電ユニットでは、印加電圧が破線丸印で囲
む電圧となる点（以下、変曲点という）に至るまでは、放電が生起せずに、水を抵抗体と
しながらオームの法則に従うように電流が流れることになる。このため、各放電ユニット
では、印加電圧が変曲点よりも低い範囲にある場合、液中で活性種が発生せず、よって水
が浄化されることもない。即ち、各放電ユニットでは、対応する変曲点よりも印加電圧が
低い範囲では、単にエネルギーをロスするだけである。
【００８２】
　一方、各放電ユニットにおいて、印加電圧が変曲点より高くなると、電極対（52,53）
の間の電界強度が高くなり、放電が発生する。この放電に伴って電流が一気に流れると、
電流－電圧特性の傾きが変化する。つまり、各放電ユニットでは、印加電圧が変曲点を越
えることで、電流－電圧特性の傾きが大きくなる。以上より、放電ユニットでは、放電が
行われない範囲（図５における変曲点よりも左側の範囲）の電流－電圧特性の傾きに対す
る、放電が行われる範囲（図５における変曲点よりも右側の範囲）の電流－電圧特性の傾
きの変化率が、放電の強さを表す指標となる。
【００８３】
　そこで、Ａ，Ｂ，Ｃの放電ユニットについて、それぞれの傾きの変化率を求めたところ
、Ａ（Ｗ＝０．１ｍｍ）の変化率は７．３であり、Ｂ（Ｗ＝０．３ｍｍ）の変化率は６．
０であり、Ｃ（Ｗ＝０．５ｍｍ）の変化率は、２．１であった。以上より、ある程度の放
電性能を確保するためには、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ以下とするのが好
ましく、開口幅Ｗが０．５ｍｍよりも大きくなると放電性能が損なわれてしまうことがわ
かる。
【００８４】
　また、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍとすると、放電を生起するために少な
くとも印加電圧を６．０ｋＶ以上とする必要がある。一方、絶縁設計の観点からは、直流
電源（61）の電源電圧は、７．０ｋＶ以下であるのが好ましい。以上より、開口幅Ｗを０
．５ｍｍ以下とすることで、直流電源（61）の電源電圧を７．０ｋＶ以下に抑えながら、
ある程度の放電パワーを得ることができる。
【００８５】
　特に、開口幅Ｗを０．３ｍｍ以下とすると、電源電圧の電力を約１０Ｗ以下に抑えるこ
とができ、汎用性の高い直流電源を用いることができる。
【００８６】
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　　－実施形態１の効果－
　上記実施形態によれば、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧
の直流電源（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることがで
きる。また、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやす
くなるのに対し、本実施形態では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
【００８７】
　また、上記実施形態では、絶縁性のカバー部材（71）によって放電電極（52）の一部を
覆うことで、電流経路の電流密度を上昇させている。具体的に、カバー部材（71）では、
放電電極（52）の先端側に絞り空間（73）を形成し、この絞り空間（73）によって電流経
路の断面積を小さくして電流密度を高めている。このため、この絞り空間（73）を通じて
放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定的な放電を行うことができる。その結
果、放電に伴って水中で発生する活性種の量を増やすことができるので、水タンク（41）
内の水の浄化効率の向上を図ることができる。
【００８８】
　また、上記実施形態では、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ
以下としている。このため、直流電源（61）の電源電圧を低く抑えながら、比較的大きな
強度で放電を行うことができる。従って、放電ユニット（50）の消費電力を抑えつつ、水
タンク（41）内の水を高効率に浄化できる。また、開口幅Ｗを０．０２ｍｍ以上とするこ
とで、カバー部材（71）に開口部（72a）を形成する際の加工も容易となる。
【００８９】
　また、上記実施形態では、放電電極（52）の一部とカバー部材（71）とを接触させるこ
とで、放電電極（52）と水との接触面積を小さくしている。このため、放電電極（52）か
ら水中へ流れる漏れ電流を少なくできるので、直流電源（61）の電源電圧を更に低減でき
る。
【００９０】
　また、上記実施形態のカバー部材（71）は、セラミックス材料から成る絶縁材料で構成
されている。このため、放電ユニット（50）での放電に伴って絶縁部材（71,71a,75,77）
が酸化／溶融してしまうことを回避でき、絶縁部材（71,71a,75,77）の耐久性を向上でき
る。
【００９１】
　　－実施形態１の変形例－
　上記実施形態の放電ユニット（50）については、以下のような各変形例の構成としても
良い。
【００９２】
　　〈変形例１〉
　図６に示すように、変形例１の放電ユニット（50）では、放電電極（52）の先端面（52
a）と、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口面（72b）とが、同一平面上に位置してい
る。つまり、変形例１では、嵌合溝（72）の深さと放電電極（52）の長さとが概ね等しく
なっている。また、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とは、実質
的に接触している。
【００９３】
　変形例１においては、放電電極（52）の先端面（52a）の近傍において、電流経路の電
流密度を上昇させることができる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電を行うことができる。
【００９４】
　　〈変形例２〉
　図７に示すように、変形例２の放電ユニット（50）では、放電電極（52）が水平方向に
延びている。一方、対向電極（53）は、放電電極（52）の先端と向かい合うように、鉛直
な姿勢で水中に保持されている。また、カバー部材（71）では、水平方向に延びる嵌合溝
（72）が形成され、その一端側（図７における右側）の開口部（72a）が対向電極（53）
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を向いている。上記実施形態１と同様、嵌合溝（72）には、カバー部材（71）の開口面（
72b）よりも放電電極（52）の先端面（52a）が内部へ凹むように、放電電極（52）が配設
されている。これにより、嵌合溝（72）の開口面（72b）と放電電極（52）の先端面（52a
）との間には、絞り空間（73）が形成されている。
【００９５】
　変形例２においても、絞り空間（73）において、電流密度が上昇する。その結果、放電
電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【００９６】
　　〈変形例３〉
　図８に示すように、変形例３の放電ユニット（50）では、カバー部材（71）が２つの部
材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（71）は、上方が開放さ
れた箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有してい
る。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶縁部材で構成されてい
る。
【００９７】
　変形例３では、箱部（71a）の内部に放電電極（52）が敷設されている。カバー部材（7
1）では、箱部（71a）と蓋部（71b）との間に放電電極（52）が挟み込まれている。
【００９８】
　カバー部材（71）の蓋部（71b）には、複数の貫通穴（74,74,74）が形成されている。
これにより、放電ユニット（50）では、各貫通穴（74,74,74）を介して放電電極（52）が
対向電極（53）に向かって露出している。
【００９９】
　変形例３では、各貫通穴（74,74,74）の内部において、電流経路の電流密度がそれぞれ
高くなる。従って、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって、各貫通穴（74）を通
じて安定した放電が行われる。
【０１００】
　また、この変形例３では、電流経路で発生するジュール熱の影響によってカバー部材（
71）の温度が上昇し過ぎるのを回避できる。即ち、カバー部材（71）の貫通穴（74）では
、電流密度の上昇に起因してジュール熱も多く発生するが、変形例３のようにカバー部材
（71）に複数の貫通穴（74,74,74）を形成することで、ジュール熱を分散させることがで
きる。その結果、放電に伴うカバー部材（71）の温度上昇を抑制することができ、カバー
部材（71）の耐久性を向上できる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以
上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１０１】
　　〈変形例４〉
　図９に示すように、変形例４の放電ユニット（50）では、上記変形例３と同様、カバー
部材（71）が２つの部材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（7
1）は、上方が開放された箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部
（71b）とを有している。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶
縁部材で構成されている。
【０１０２】
　変形例４では、箱部（71a）の底部に、板状の放電電極（52）が敷設されている。また
、蓋部（71b）には、放電電極（52）から対向電極（53）への放電を許容するように、１
つの貫通穴（74）が形成されている。つまり、カバー部材（71）の蓋部（71b）は、電極
対（52,53）を仕切るように配設されると共に、電極対（52,53）の電流経路を構成するた
めの貫通穴（74）が形成される絶縁性の遮蔽部材を構成している。そして、カバー部材（
71）の蓋部（71b）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるための電
流密度集中部（70）を構成している。
【０１０３】
　変形例４では、蓋部（71b）の貫通穴（74）の内部において、電流経路の断面積の縮小
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化が図られ、電流密度が高くなっている。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電
極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。なお、上記貫
通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１０４】
　　〈変形例５〉
　図１０に示すように、変形例５の放電ユニット（50）では、変形例４と同様、カバー部
材（71）が、箱部（71a）と蓋部（71b）とを有している。変形例５の箱部（71a）は、変
形例４と比較よりも扁平に構成される一方、変形例５の蓋部（71b）は、変形例４よりも
上下に厚くなっている。放電電極（52）は、箱部（71a）の底面と蓋部（71b）の下面とに
当接するようにして、箱部（71a）の内部に収容されている。
【０１０５】
　変形例５の蓋部（71b）には、テーパー形状の貫通穴（74）が形成されている。即ち、
変形例５の貫通穴（74）は、放電電極（52）に近い下側から、対向電極（53）に近い上側
に向かうにつれて、徐々に軸直角断面積が小さくなるような台形円錐状に形成されている
。これにより、貫通穴（74）の内部では、電流経路の断面積も上方に向かうにつれて徐々
に小さくなっている。
【０１０６】
　変形例５においては、特に貫通穴（74）の上端部近傍において、電流密度が高くなる。
このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安
定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上
、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１０７】
　　〈参考形態１〉
　図１１に示すように、参考形態１の放電ユニット（50）では、板状の放電電極（52）と
板状の対向電極（53）とが、水平方向において互いに向かい合うように配設されている。
そして、これらの電極対（52,53）の間には、遮蔽部材としての遮蔽板（77）が設けられ
ている。遮蔽板（77）は、セラミックス等の絶縁部材で構成されている。遮蔽板（77）に
は、放電電極（52）と対向電極（53）との間に介在する部位において、水平方向に延びる
貫通穴（74）が形成されている。この貫通穴（74）は、電極対（52,53）の間の電流経路
の一部を構成している。
【０１０８】
　参考形態１においては、貫通穴（74）の内部において、電流密度を上昇させることがで
きる。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）のうち最も小径となる開
口部（貫通穴（74）の上端）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが
好ましい。
【０１０９】
　　〈参考形態２〉
　図１２に示すように、参考形態２の放電ユニット（50）は、放電電極（52）と対向電極
（53）との双方を収容するケース部材（75）を備えている。ケース部材（75）は、上下に
扁平な中空の箱状に形成されている。ケース部材（75）は、セラミックス等の絶縁材料で
構成されている。そして、ケース部材（75）の内部には、水平方向に離間するようにして
放電電極（52）と対向電極（53）とが対向して配置されている。
【０１１０】
　また、ケース部材（75）には、上側壁部に水流入口（75a）が形成され、下側壁部に水
流出口（75b）が形成されている。変形例７では、図示しない水搬送機構によって、ケー
ス部材（75）の外部の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入する
。ケース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の外部に
流出する。以上のように、水流入口（75a）及び水流出口（75b）は、液が流通可能な流通
口を構成している。
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【０１１１】
　参考形態２では、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極（53）
とを囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的に防止
できる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度を確実
に高めることができ、放電を安定して行うことができる。
【０１１２】
　一方、参考形態２では、水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入した
水は、電極対（52,53）の間の電流経路を流通する。ここで、この電流経路には、放電に
伴って多量の活性種が生成されている。従って、水中に含まれる被処理物質が活性種によ
って効率良く浄化される。以上のようにして浄化された水は、水流出口（75b）を通じて
ケース部材（75）の外部へ送られる。
【０１１３】
　　〈参考形態３〉
　図１３に示すように、参考形態２の放電ユニット（50）では、参考形態２と同様、絶縁
性のケース部材（75）の内部に電極対（52,53）が収容されている。参考形態３では、ケ
ース部材（75）における水平方向の一端側に水流入口（75a）が形成され、他端側に水流
出口（75b）が形成されている。また、参考形態３においても、図示しない水搬送機構に
よって、ケース部材（75）の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流
入する。ケース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の
外部に流出する。
【０１１４】
　また、参考形態３では、放電電極（52）と対向電極（53）とがケース部材（75）の底部
に所定の間隔を介して敷設されている。
【０１１５】
　参考形態３においても、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極
（53）とを囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的
に防止できる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度
を確実に高めることができ、放電を安定して行うことができる。
【０１１６】
　　〈変形例６〉
　図１４に示すように、変形例６の放電ユニット（50）は、参考形態３の放電ユニット（
50）に気泡発生部（80）が付与されたものである。気泡発生部（80）は、例えばチューブ
式のエアーポンプで構成されている。気泡発生部（80）で発生した気泡は、ケース部材（
75）の内部に供給される。これにより、ケース部材（75）の内部の電流経路は、複数の気
泡で満たされる。その結果、ケース部材（75）では、水の断面積が実質的に小さくなるた
め、電流経路の電流密度が上昇する。即ち、変形例９では、気泡発生部（80）が、電極対
（52,53）の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を構成してい
る。
【０１１７】
　変形例６では、電極対（52,53）が絶縁性のケース部材（75）によって囲まれるため、
電流の分散を抑制して電流経路の電流密度を高めることができる。加えて、気泡発生部（
80）から電流経路に気泡を供給することで、水の実質的な断面積を小さくできる。従って
、電流密度を更に高めることができ、放電の一層の安定化を図ることができる。
【０１１８】
　なお、上述した実施形態１や各変形例の組み合わせに係る放電ユニット（50）を採用し
ても良いのは勿論のことである。
【０１１９】
　　《発明の実施形態２》
　実施形態２に係る調湿装置（10）は、上記実施形態１の調湿装置について、空気の除湿
機能が付与されたものである。つまり、図１５に示す実施形態２の調湿装置（10）には、
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上記実施形態１の空気浄化手段（20）及び加湿ユニット（40）に加えて、除湿ユニット（
30）が設けられている。
【０１２０】
　除湿ユニット（30）は、空気通路（14）における加湿ユニット（40）の上流側に設けら
れている。この除湿ユニット（30）は、除湿ロータ（31）とロータケース（32）と循環フ
ァン（33）と除湿ヒータ（34）とを有している。
【０１２１】
　除湿ロータ（31）は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部を構成している。
実施形態２の除湿ロータ（31）は、いわゆる回転式の吸着ロータである。つまり、除湿ロ
ータ（31）は、空気が流通可能なハニカム構造の基材の表面に吸着剤（ゼオライト等）が
担持されて構成されている。除湿ロータ（31）は、モータ等の駆動機構に駆動される回転
軸と共に回転自在となっている。
【０１２２】
　ロータケース（32）は、その上部寄りに円形の開口（図示省略）が形成されている。ロ
ータケース（32）は、この円形開口の内部に除湿ロータ（31）を回転自在に保持している
。これにより、空気通路（14）を流れる空気は、円形開口を介して除湿ロータ（31）を通
過する。また、ロータケース（32）には、除湿ロータ（31）の吸着剤を再生するための空
気が流れる循環通路（35）が形成されている。循環通路（35）は、除湿ロータ（31）の外
回りに形成されており、この循環通路（35）に跨るように循環ファン（33）及び除湿ヒー
タ（34）が設けられている。即ち、循環ファン（33）によって循環通路（35）内で搬送さ
れる空気は、除湿ヒータ（34）で加熱された後、除湿ロータ（31）の再生部を通過する。
これにより、除湿ロータ（31）の吸着剤の水分が脱離して、この吸着剤が再生される。除
湿ロータ（31）の吸着剤から水分を奪った空気は、ロータケース（32）の下部を流れる。
この際、循環通路（35）を流れる空気は、空気通路（14）を流れる空気によって冷却され
る。これにより、循環通路（35）内の空気中に含まれる水蒸気が凝縮して凝縮水が生成さ
れる。この凝縮水は、図示しない凝縮水通路を通じて、水タンク（41）へ送られる。
【０１２３】
　以上のように、実施形態２の調湿装置（10）では、除湿ロータ（31）で捕捉された水が
水タンク（41）に回収される。つまり、実施形態２の調湿装置（10）は、除湿ロータ（31
）で回収した水を加湿水として利用できるように構成されている。循環通路（35）で凝縮
水が生成した後の空気は、再び除湿ヒータ（34）で加熱されて除湿ロータ（31）の吸着剤
の再生に利用される。
【０１２４】
　実施形態２の調湿装置（10）においても、実施形態１と同様の放電ユニット（50）が設
けられている（図３を参照）。つまり、実施形態２の放電ユニット（50）は、実施形態１
と同様の放電部（51）及び電源ユニット（60）を備えている。即ち、実施形態２において
も、電源部として高圧の直流電源（61）が用いられ、且つ電極対（52,53）の電流経路の
電流密度を向上させるための電流密度集中部（70）が設けられている。
【０１２５】
　　－運転動作－
　実施形態２の調湿装置（10）は、空気を浄化しながらの除湿運転と、空気を浄化しなが
らの加湿運転とを実行可能に構成されている。実施形態２の調湿装置（10）の加湿運転は
、上記実施形態１と実質的に同じである。そこで、以下には、実施形態２の調湿装置（10
）の除湿運転について説明する。
【０１２６】
　〈除湿運転〉
　除湿運転では、除湿ロータ（31）が回転すると共に、除湿ヒータ（34）が通電状態とな
る。一方、加湿ロータ（43）は回転駆動されず、よって加湿ロータ（43）に連動して回転
する水車（42）も停止状態となる。また、遠心ファン（15）が運転されることで、室内の
空気が吸込口（12）を通じて空気通路（14）内に導入される。同時に、循環ファン（33）
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が運転されることで循環通路（35）内を再生用空気が循環する。また、イオン化部（22）
の電極に電圧が印加される。
【０１２７】
　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気が吸込口（12）からケーシング（11）内の
空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入された空気は、プレフィルタ（21）
を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後、イオン化部（22）を通過する。
イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電が行われており、このコロナ放電
により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を通過した空気は、プリーツフィル
タ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イオン化部（22）で帯電した塵埃が
電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23）を通過した空気は、脱臭フィル
タ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に含まれる被処理成分（臭気物質や
有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過した空気は、ロータケース（32）の
円形開口を介して除湿ロータ（31）を通過する。
【０１２８】
　除湿ロータ（31）において空気通路（14）の空気が流れる部位は、循環通路（35）を流
れる再生用空気によって再生された状態となっている。このため、空気通路（14）を流れ
る空気中に含まれる水分が、除湿ロータ（31）の吸着剤に吸着される。その結果、除湿ロ
ータ（31）を通過する空気が除湿される。以上のようにして清浄化及び除湿された空気は
、吹出口（13）を通じて室内へ供給される。
【０１２９】
　　〈水浄化動作〉
　以上のような除湿運転では、循環通路（35）を循環する空気に付与された水が、水タン
ク（41）に回収される。そして、この水タンク（41）に回収された水は、その後の加湿水
としても利用される。このため、実施形態２においても、水タンク（41）内の水を浄化す
るために上記実施形態１と同様の水浄化動作を行うようにしている。
【０１３０】
　即ち、図３に示すように、水浄化動作では、直流電源（61）から電極対（52,53）へ電
圧が印加されることで、放電電極（52）と対向電極（53）との間で放電が行われる。この
際、カバー部材（71）の絞り空間（73）では、電流経路の電流密度が高くなっているため
、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【０１３１】
　なお、実施形態２の調湿装置（10）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせ
に係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１３２】
　　《発明の実施形態３》
　実施形態３は、上述した実施形態１に係る放電ユニット（50）を給湯器（90）に適用し
たものである。給湯器（90）は、水道やお風呂等に温水を供給するためのものである。図
１６に示すように、給湯器（90）は、水（温水）が貯留される給水タンク（91）と、水を
浄化するためのサブタンク（92）とを備えている。給水タンク（91）には、流入水路（93
）と流出水路（94）と循環水路（95）とが接続されている。
【０１３３】
　流入水路（93）の流出端は、給水タンク（91）の頂部に接続されている。流入水路（93
）の流入側には、加熱手段（図示省略）が設けられている。つまり、流入水路（93）は、
加熱手段で加熱された水（温水）を給水タンク（91）へ供給するための流路である。なお
、本実施形態では、加熱手段として、二酸化炭素を冷媒として冷凍サイクルを行うヒート
ポンプ装置の放熱器が用いられている。
【０１３４】
　流出水路（94）は、給水タンク（91）の底部に接続されている。流出水路（94）は、給
水タンク（91）に貯留された温水を所定の供給源（風呂、水道の蛇口等）へ供給するため
の流路である。
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【０１３５】
　循環水路（95）は、流入端が給水タンク（91）の下部に接続され、流出端が給水タンク
（91）の中間部に接続されている。循環水路（95）には、循環ポンプ（96）とサブタンク
（92）とが接続されている。循環ポンプ（96）は、給水タンク（91）の水をサブタンク（
92）へ送り、このサブタンク（92）の水を再び給水タンク（91）へ送るためのものである
。サブタンク（92）は、循環水路（95）を循環する水を一時的に貯留し、貯留した水を浄
化するように構成されている。
【０１３６】
　実施形態３の給湯器（90）は、上記実施形態１や２と同様の液処理用放電ユニット（50
）を有している。そして、サブタンク（92）には、上記実施形態１や２と同様の放電部（
51）が設けられている（例えば図３を参照）。更に、給湯器（90）は、放電部（51）の電
極対（52,53）に高圧の直流電圧を印加するための直流電源（61）が設けられている。
【０１３７】
　実施形態３において、直流電源（61）から電極対（52,53）に高圧の直流電圧が印加さ
れると、電極対（52,53）の間で安定的に放電が行われる。その結果、サブタンク（92）
内では、多量の活性種を生成され、この活性種によってサブタンク（92）内の水が浄化さ
れる。以上のようにして、サブタンク（92）で浄化された水は、給水タンク（91）へ送ら
れる。その結果、本実施形態の給湯器（90）では、給水タンク（91）の水の清浄度が保た
れる。
【０１３８】
　なお、実施形態３の給湯器（90）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせに
係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１３９】
　　《発明の実施形態４》
　実施形態４は、上記実施形態と異なる給湯器（給湯システム（90））の一例である。
【０１４０】
　　〈給湯システムの構成〉
　図１７に示すように、給湯システム（90）は、室外ユニット（100）と循環ユニット（1
10）と給湯ユニット（120）とを備えている。室外ユニット（100）は、室外に設置され、
循環ユニット（110）及び給湯ユニット（120）は、室内に設置されている。
【０１４１】
　室外ユニット（100）には、圧縮機（102）と室外熱交換器（103）と膨張弁（104）とが
設けられている。循環ユニット（110）には、内部熱交換器（111）と循環ポンプ（112）
とが設けられている。給湯ユニット（120）には、給湯タンク（91）と加熱コイル（123）
とが設けられている。
【０１４２】
　圧縮機（102）の吐出側は、第１連絡配管（105）を介して内部熱交換器（111）の第１
流路（111a）の流入端と接続している。この第１流路（111a）の流出端は、第２連絡配管
（106）を介して膨張弁（104）と接続している。以上のように、給湯システム（90）では
、圧縮機（102）、内部熱交換器（111）の第１流路（111a）、膨張弁（104）、及び室外
熱交換器（103）が閉回路となるように接続されることで、冷媒が循環して冷凍サイクル
が行われる冷媒回路（100a）が構成されている。
【０１４３】
　内部熱交換器（111）は、上記第１流路（111a）と第２流路（111b）とを有し、両者の
流路（111a,111b）を流れる流体同士を熱交換させる。第２流路（111b）の流出端は、循
環ポンプ（112）及び第３連絡配管（113）を介して加熱コイル（123）の流入端と接続し
ている。この加熱コイル（123）の流出端は、第４連絡配管（114）を介して第２流路（11
1b）の流入端と接続している。以上のように、給湯システム（90）では、内部熱交換器（
111）の第２流路（111b）、循環ポンプ（112）、加熱コイル（123）が閉回路となるよう
に接続されることで、熱媒体としての水が循環する循環回路（110a）が構成されている。
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【０１４４】
　給湯タンク（91）は、略円筒状の密閉容器で構成されている。給湯タンク（91）には、
給水ライン（121）と給湯ライン（122）とが接続されている。また、給湯タンク（91）内
の底部寄りには、上記加熱コイル（123）が設けられている。加熱コイル（123）は、給湯
タンク（91）の内周壁に沿うように形成される螺旋状の伝熱管で構成されている。
【０１４５】
　給湯タンク（91）の内部には、液処理用放電ユニット（50）が配設されている。本実施
形態の液処理用放電ユニット（50）は、給湯タンク（91）の側壁を貫通して該側壁に支持
される、フランジ式に構成されている。
【０１４６】
　図１８に示すように、本実施形態の液処理用放電ユニット（50）は、円板状の複数の放
電電極（52）と、平板状又は棒状の対向電極（53）と、絶縁材料から成るカバー部材（71
）とを有している。放電電極（52）は、カバー部材（71）の内部に配設されている。各放
電電極（52）は、上下に扁平な円板状に形成され、所定の間隔を置いて水平方向に配列さ
れている。各放電電極（52）は、電源（61）の正極側に並列に接続されている。なお、本
実施形態では、５枚の放電電極（52）が配列されている。対向電極（53）は、各放電電極
（52）の配列方向に延びる棒状又は平板状に形成されている。対向電極（53）は、各放電
電極（52）と所定の間隔を置いて対向している。
【０１４７】
　カバー部材（71）は、上方が開放された扁平な皿状の箱部（71a）と、該箱部（71a）の
上側の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有している。カバー部材（71）では、複数の放
電電極（52）を挟み込むように、箱部（71a）の上側に蓋部（71b）が固定される。蓋部（
71b）には、複数の放電電極（52）に対応するように、複数（５つ）の貫通穴（74）が形
成されている。これにより、各放電電極（52）は、各貫通穴（74）を介して対向電極（53
）に向かって露出している。本実施形態の貫通穴（74）は、下端側よりも上端側の方が小
径となる、略台形円錐形状に形成されている。つまり、貫通穴（74）は、上方に向かうに
連れて開口面積が縮径されている。
【０１４８】
　　－給湯システムの動作－
　この給湯システム（90）の運転時には、圧縮機（102）及び循環ポンプ（112）が運転状
態となり、膨張弁（104）の開度が適宜調節される。圧縮機（102）で圧縮された冷媒は、
内部熱交換器（111）の第１流路（111a）を流れる。これにより、内部熱交換器（111）で
は、第１流路（111a）の冷媒が凝縮する一方、この冷媒の凝縮熱が第２流路（111b）の循
環水に付与される。内部熱交換器（111）で凝縮した冷媒は、膨張弁（104）で減圧された
後、室外熱交換器（103）を流れる。室外熱交換器（103）では、冷媒が室外空気に放熱し
て蒸発する。室外熱交換器（103）で蒸発した冷媒は、圧縮機（102）で再び圧縮される。
【０１４９】
　循環回路（110a）では、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）で加熱された循環水
が、循環ポンプ（112）によって搬送されて加熱コイル（123）へ送られる。これにより、
加熱コイル（123）を流れる水（温水）によって、給湯タンク（91）内の水が加熱される
。加熱コイル（123）で放熱した水は、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）へ送られ
、再び加熱される。以上のようにして、給湯タンク（91）内では温水が生成される。給湯
タンク（91）で生成された温水は、お風呂や水道等の利用対象へ供給される。
【０１５０】
　本実施形態では、このような給湯タンク（91）の内部において、液処理用放電ユニット
（50）による水浄化動作が行われる。水浄化動作では、電源（60）から各放電電極（52）
に高圧の直流電圧が印加される。これにより、各放電電極（52）から対向電極（53）に向
かって放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極（
52）の放電面側に絞り空間としての貫通穴（74）が形成されており、電流経路の断面積が
縮小されている。このため、貫通穴（74）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放
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電電極（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避され、放電電極（52）
の近傍の電界強度が大きくなる。その結果、各放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電が行われる。
【０１５１】
　なお、上記実施形態４では、カバー部材（71）の内部に複数の放電電極（52）を埋設し
ているが、例えば図１９に示すように、一枚の平板状の放電電極（52）をカバー部材（71
）の内部に埋設し、放電電極（52）の所定部位を複数の貫通口（74）を介して対向電極（
53）に露出させるようにしても良い。また、本実施形態の貫通穴（74）のうち最も小径と
なる開口部（貫通穴（74）の上端）の開口幅が、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とす
るのが好ましい。
【０１５２】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態（各変形例も含む）については、以下のような構成としてもよい。
【０１５３】
　上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部を覆うのものであれば
、必ずしも放電電極（52）と接触していなくても良い。この場合にも、放電電極（52）の
一部を覆うことで、電流経路における電流密度を高めることができる。
【０１５４】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）に対応して該放電電極
（52）の一部を覆っている。しかしながら、このカバー部材（71）を対向電極（53）に対
応させ、この対向電極（53）の一部を覆うように設けても良い。即ち、対向電極（53）の
近傍をカバー部材（71）で覆うことによっても、電流経路の電流密度を上昇させることが
できる。
【０１５５】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部が対向電極（53
）に対向するように放電電極（52）を覆っている。しかしながら、放電電極（52）と対向
電極（53）との間での電流経路が確保できるのであれば、放電電極（52）の一部を必ずし
も対向電極（53）に対向させなくても良い。
【０１５６】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）に形成される開口部（72a）の形状は、正
円形に限られない。つまり、開口部（72a）の形状は、例えば図２０に示すような楕円形
であっても良いし、図２１に示すような正方形であっても良い。なお、このような開口部
（72a）の形状である場合にも、開口部（72a）の開口幅Ｗ（即ち、最大開口長）を０．０
２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下、更に好ましくは０．０２ｍｍ以上０．３ｍｍ以下とすると良
い。
【０１５７】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）をプラス電位とし
て対向電極（53）をマイナス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に向
かってプラス放電を行うようにしている。しかしながら、放電電極（52）をマイナス電位
として対向電極（53）をプラス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に
向かってマイナス放電を行うようにしても良い。
【０１５８】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）が１つだけ設けら
れているが、放電ユニット（50）に複数の放電電極（52）を設けるようにしても良い。ま
た、対向電極（53）の外形が略板状に形成されているが、例えば対向電極（53）を線状な
いし棒状としても良いし、対向電極（53）を点形状としても良い。同様に、放電電極（52
）を点状、あるいは板状に形成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　以上説明したように、本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニッ
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トと、この液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器について有用である。
【符号の説明】
【０１６０】
10　　 調湿装置
31　　 除湿ロータ（除湿部）
41　　 水タンク（貯留部）
43　　 加湿ロータ（加湿部）
50　　 放電ユニット（液処理用放電ユニット）
52　　 放電電極（電極対）
53　　 対向電極（電極対）
61　　 電極部（直流電源）
70　　 電流密度集中部
71　　 カバー部材（電流密度集中部、絶縁部材）
71a　　蓋部（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
72　　 嵌合溝
72a　　開口部
72b　　開口面
74　　 貫通穴（開口部）
75　　 ケース部材（電流密度集中部、絶縁部材）
77　　 遮蔽板（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
80　　 気泡発生部（電流密度集中部）
90　　 給湯器
91　　 給水タンク
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電極密度集中部は、中空容器状に形成されて内部に電極対（52,53）の一方の電極
（52）が収容される絶縁性のカバー部材（71）で構成され、
　上記カバー部材（71）には、上記電極（52）と間隔を置いた壁部（71b）に開口（74）
が形成され、
　上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項２】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電極対（52,53）の一方は、平板状の平板電極（52）で構成され、
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　上記電流密度集中部（70）は、上記平板電極（52）が埋設される絶縁性のカバー部材（
71）で構成され、
　上記カバー部材（71）のうち平板電極（52）の平面に接する壁部（71b）に開口（74）
が形成され、
　上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　上記開口（74）は、上記カバー部材（71）の内側に向かうにつれて開口面積が拡がるよ
うに形成されていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項４】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）と、
　上記電極対（52,53）の放電電力を一定に制御する定電力制御部とを備えていることを
特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項５】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）と、
　上記電極対（52,53）の放電電流を一定に制御する定電流制御部とを備えていることを
特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項６】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電流密度集中部は、軸方向の少なくとも一端が開口する筒状の絶縁性のカバー部材
（71）で構成され、
　上記電極対（52,53）の一方は、上記筒状のカバー部材（71）の内部に嵌合する棒状電
極（52）で構成され、
　上記棒状電極（52）は、先端が筒状のカバー部材（71）の一端側の開口（72a）の開口
面（72b）よりも内方に凹むように配設され、
　上記カバー部材（71）の一端側の開口（72a）は、水平方向又は上方を向いていること
を特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項７】
　請求項２において、
　上記カバー部材（71）には、複数の上記開口（74）が形成されていることを特徴とする
液処理用放電ユニット。
【請求項８】
　請求項１、２、６、７のいずれか１つにおいて、
　上記開口（74）の開口幅が、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする液処理用放電ユニ
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ット。
【請求項９】
　請求項１、２、６、７、８のいずれか１つにおいて、
　上記開口（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする液処理用放電ユ
ニット。
【請求項１０】
　請求項１、２、６、７、８、９のいずれか１つにおいて、
　上記カバー部材（71）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とする液処理
用放電ユニット。
【請求項１１】
　請求項４又は５において、
　上記電流密度集中部（70）は、上記電極対（52,53）の電流経路に気泡を供給する気泡
発生部（80）であることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項１２】
　水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与する加湿部（43）と
、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置
であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１１のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
【請求項１３】
　空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（31）で捕捉した水
が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニッ
ト（50）とを備えた調湿装置であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１１のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
【請求項１４】
　加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）内の水を浄化する
ための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至１１のいずれか１つの液処理用放電
ユニットで構成されていることを特徴とする給湯器。
【手続補正書】
【提出日】平成23年3月8日(2011.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニットと、この液処理用放
電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液中の不純物等を除去して液を浄化する液浄化技術が広く知られている。こ
の種の液浄化技術として、特許文献１には、放電を行って液を浄化する放電ユニットを備
えた液処理装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１の液処理装置は、水が流れる経路に放電電極と対向電極とから成る電極対を
有する放電ユニットが設けられている。放電電極と対向電極とは液中に浸漬されている。
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放電電極は、基板と、この基板から突出する複数の突起とを有しており、いわゆる鋸歯状
の電極を構成している。対向電極は、平板状に形成され、放電電極の複数の突起と対向す
るように配置されている。
【０００４】
　放電ユニットでは、パルス電源から電極対へ高電圧パルスが印加される。これにより、
放電電極の突起部から対向電極に向かって放電が生起する。液中では、放電に伴ってＯＨ
ラジカル等の活性種が生成する。その結果、この活性種により、液中の溶解物質（例えば
窒素系化合物や有機系化合物等の有害物質）の分解や殺菌が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２５２６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、特許文献１に開示される放電ユニットでは、電源部として高電圧のパ
ルス電源を用いている。このパルス電源は、例えばブロッキングコンデンサやスイッチン
グ素子等を含む電源回路を有するため、電源部の複雑化、高コスト化を招いてしまう。一
方、電源部の簡素化、低コスト化を図るため、放電ユニットの電源部として高圧の直流電
源を用いることが考えられる。しかしながら、電源部として直流電源を用いる場合、電極
対には常に所定の電圧が印加される。このため、比較的導電率の高い液中においては、電
極の周囲に電流が分散し易くなり、所望とする放電を安定的に行うことができない、とい
う虞がある。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電源部の簡素化、低コ
スト化を図りつつ、液中で安定的な放電を行うことができる液処理用放電ユニットと、こ
の液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とする。そして、この液処理用放電ユニットは、上記電源部が、高圧の
直流電源（61）で構成され、上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させる
ための電流密度集中部（70）を備え、上記電流密度集中部は、中空容器状に形成されて内
部に電極対（52,53）の一方の電極（52）が収容される絶縁性のカバー部材（71）で構成
され、上記カバー部材（71）には、上記電極（52）と間隔を置いた壁部（71b）に開口（7
4）が形成され、上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外
部に配置されていることを特徴とする。
【０００９】
　第２の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を備え、上記
電極対（52,53）の一方は、平板状の平板電極（52）で構成され、上記電流密度集中部（7
0）は、上記平板電極（52）が埋設される絶縁性のカバー部材（71）で構成され、該カバ
ー部材（71）のうち平板電極（52）の平面に接する壁部（71b）に開口（74）が形成され
、上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする。
【００１０】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、上記開口（74）は、上記カバー部材（71
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）の内側に向かうにつれて開口面積が拡がるように形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　第４の発明は、液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が
行われるように該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放
電ユニットを対象とし、上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、上記電極対（
52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を備え、該電
流密度集中部は、軸方向の少なくとも一端が開口する筒状の絶縁性のカバー部材（71）で
構成され、上記電極対（52,53）の一方は、上記筒状のカバー部材（71）の内部に嵌合す
る棒状電極（52）で構成され、該棒状電極（52）は、先端が筒状のカバー部材（71）の一
端側の開口（72a）の開口面（72b）よりも内方に凹むように配設され、上記カバー部材（
71）の一端側の開口（72a）は、水平方向又は上方を向いていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明では、電源部（61）から電極対（52,53）に電圧が印加されることで、電極対（5
2,53）の間で放電が行われる。これにより、液中では、放電に伴ってＯＨラジカル等の活
性種が生成する。液中に含まれる被処理物質（有害物質や菌等）は、この活性種によって
酸化／分解される。
【００１３】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）が用いられる。このため、従来例のパルス電源と比較すると、電源部の簡素化、低
コスト化を図ることができる。一方、このように電源部として高圧の直流電源（61）を用
いると、電極対（52,53）の周囲では、電気的な密度が分散し易くなってしまう。しかし
ながら、本発明の液処理用放電ユニットには、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密
度を上昇させるための電流密度集中部（70）が設けられている。このため、直流電源（61
）を用いたとしても、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してしまうのを回避しつつ、
電流経路の密度を上昇させることができる。その結果、電極対（52,53）の間で所望とす
る放電を行うことができる。
【００１４】
　第５の発明は、第２の発明において、上記カバー部材（71）には、複数の開口（74）が
形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　第５の発明では、電極（52）を覆うカバー部材（71）に複数の開口（74）を設けること
で、カバー部材（71）の温度上昇を抑制できる。即ち、開口（74）の内部では、電流密度
が高くなることに起因してジュール熱が生じるため、開口（74）の近傍の液温が上昇し易
い。しかしながら、本発明では、カバー部材（71）に複数の開口（74）を形成しているた
め、ジュール熱の影響を分散できる。その結果、カバー部材（71）の温度上昇を抑制でき
る。
【００１６】
　第６の発明は、第１、第２、第４、第５のいずれか１つの発明において、上記開口（74
）の開口幅は、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする。なお、ここでいう「開口部」の
形状は、正円形状に限らず、例えば楕円形、正方形、長方形等であっても良い。また、こ
こでいう「開口部の開口幅」とは、開口部の内縁部のうち最も離れた箇所の開口幅（最大
開口長さ）を意味する。
【００１７】
　第６の発明では、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下としている。ここで、開口（74
）の開口幅を０．５ｍｍよりも大きくすると、電極（52）の先端からの水中に拡散する電
流が大きくなってしまう。その結果、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が低下
してしまう。しかしながら、本発明では、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下に制限し
ているため、電極（52）から水中へ拡散する電流を小さくして、電極対（52,53）の間の
電流経路の電流密度を高めることができる。
【００１８】
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　第７の発明は、第１、第２、第４、第５、第６のいずれか１つの発明において、上記開
口（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする。
【００１９】
　第７の発明では、開口（74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上としている。このため、開口
（74）を比較的容易に形成できる。
【００２０】
　第８の発明は、第１、第２、第４、第５、第６、第７のいずれか１つの発明において、
上記カバー部材（71）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とする。
【００２１】
　第８の発明では、カバー部材（71）がセラミックス材料で構成される。ここで、セラミ
ックス材料は、耐熱性、耐反応性に優れるため、放電に伴ってカバー部材（71）が劣化し
てしまうことを防止できる。
【００２２】
　第９の発明は、水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与する
加湿部（43）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを
備えた調湿装置を対象としている。そして、この調湿装置は、上記液処理用放電ユニット
（50）が、第１乃至第８のいずれか１つの液処理用放電ユニットで構成されていることを
特徴とする。
【００２３】
　第９の発明の調湿装置では、貯留部（41）に貯留された水が加湿部（43）によって空気
中へ付与され、室内空間等の加湿が行われる。液処理用放電ユニット（50）で放電が行わ
れると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41）内の水が浄化される。ここ
で、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部として高圧の直流電源（61）が用
いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる。また、電流密度集中部（70
）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が上昇するため、放電の安定化
が図られる。
【００２４】
　第１０の発明は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（
31）で捕捉した水が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液
処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置を対象とする。そして、この調湿装置は、
上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第８のいずれか１つの液処理用放電ユニッ
トで構成されていることを特徴とする。
【００２５】
　第１０の発明では、除湿部（31）によって空気の水分が捕捉されることで、この空気が
除湿される。除湿部（31）で捕捉された水は、貯留部（41）に回収される。液処理用放電
ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留部（41
）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源部とし
て高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図られる
。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度が
上昇するため、放電の安定化が図られる。
【００２６】
　第１１の発明は、加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）
内の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器を対象としている
。そして、この給湯器は、上記液処理用放電ユニット（50）が、第１乃至第８のいずれか
１つの発明の液処理用放電ユニットで構成されていることを特徴とする。
【００２７】
　第１１の発明では、給水タンク（91）内に加熱された水（温水）が貯留される。液処理
用放電ユニット（50）で放電が行われると、放電に伴って生成される活性種によって貯留
部（41）内の水が浄化される。ここで、本発明の液処理用放電ユニット（50）では、電源
部として高圧の直流電源（61）が用いられているため、電源部の簡素化／低コスト化が図



(54) JP 2011-92920 A 2011.5.12

られる。また、電流密度集中部（70）によって、電極対（52,53）の間の電流経路の電流
密度が上昇するため、放電の安定化が図られる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明では、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧の直流電源
（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることができる。また
、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやすくなる。こ
れに対し、本発明では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
【００２９】
　また、本発明では、電流密度集中部（70）を設けているため、電極対（52,53）の間の
電流経路の電流密度を上昇できる。従って、電極対（52,53）の周囲に電流が分散してし
まうことを回避でき、電極対（52,53）の間で所望の放電を行うことができる。その結果
、放電に伴って液中で発生する活性種の量を増やすことができるので、液の浄化効率の向
上を図ることができる。
【００３０】
　第４の発明では、筒状のカバー部材（71）の内部に棒状の電極（52）を嵌合させている
。これにより、カバー部材（71）の開口部（72a）の近傍において、電流経路の電流密度
を高めることができる。
【００３１】
　第４の発明では、電極（52）の先端面（52a）が、筒状のカバー部材（71）の一端側の
開口面（72b）よりも内方に凹んでいる。これにより、カバー部材（71）の開口面（72b）
と電極（52）の先端面（52a）との間に、電流経路の断面積を縮小させるための絞り空間
を形成できる。従って、このような絞り空間によって、電流経路の電流密度を一層確実に
高めることができる。その結果、電極対（52,53）の間での放電が更に安定する。
【００３２】
　また、第５の発明では、カバー部材（71）に複数の開口（74）を形成しているため、各
開口（74）内の電流密度を高めることができる。この際、電流経路で発生するジュール熱
が、各貫通穴（74）に分散される。従って、放電時におけるカバー部材（71）の温度上昇
を抑制できる。その結果、温度上昇に起因するカバー部材（71）の劣化を防止でき、カバ
ー部材（71）の耐久性を向上できる。
【００３３】
　特に、第６の発明のように、開口（74）の開口幅を０．５ｍｍ以下とすることで、電極
対（52,53）の周囲への電流の分散を確実に抑制でき、安定した放電を生起できる。また
、第７の発明のように、開口（74）の開口幅を０．０２ｍｍ以上とすることで、カバー部
材（71）の加工性が向上する。
【００３４】
　第８の発明では、カバー部材（71）をセラミックス材料で構成しているため、放電に伴
ってカバー部材（71）が酸化／溶融してしまうことを回避でき、カバー部材（71）の耐久
性を向上できる。
【００３５】
　第９の発明では、空気の少なくとも加湿を行う調湿装置において、水中で気泡内の放電
を確実且つ安定的に行うことができる。また、第１０の発明では、空気の少なくとも除湿
を行う調湿装置において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定的に行うことができる。第
１１の発明では、温水を供給する給湯器において、水中で気泡内の放電を確実且つ安定的
に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、実施形態１に係る調湿装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である。
【図３】図３は、実施形態１に係る放電ユニットの概略の構成図である。
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【図４】図４は、実施形態１に係る放電ユニットの放電電極の近傍における上面図である
。
【図５】図５は、カバー部材の開口部の開口幅が異なる３つの放電ユニットについて、電
流－電圧特性を表すグラフである。
【図６】図６は、参考例の放電ユニットの概略の構成図である。
【図７】図７は、変形例１の放電ユニットの概略の構成図である。
【図８】図８は、変形例２の放電ユニットの概略の構成図である。
【図９】図９は、変形例３の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１０】図１０は、変形例４の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１１】図１１は、参考形態１の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１２】図１２は、参考形態２の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１３】図１３は、参考形態３の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１４】図１４は、参考形態４の放電ユニットの概略の構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態２に係る調湿装置の内部構造を表した概略の構成図である
。
【図１６】図１６は、実施形態３に係る給湯器の概略の構成図である。
【図１７】図１７は、実施形態４に係る給湯システムの概略の構成図である。
【図１８】図１８は、実施形態４に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図１９】図１９は、実施形態４の他の例に係る放電ユニットの概略の構成図である。
【図２０】図２０は、その他の実施形態（第１の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【図２１】図２１は、その他の実施形態（第２の例）に係る放電ユニットの放電電極の近
傍における上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限するこ
とを意図するものではない。
【００３８】
　《発明の実施形態１》
　本発明の実施形態１に係る調湿装置（10）は、空気を加湿する加湿運転が可能に構成さ
れている。また、上記調湿装置（10）は、空気を浄化するための種々の空気浄化手段を有
している。
【００３９】
　図１及び図２に示すように、調湿装置（10）は、樹脂製のケーシング（11）内に空気の
加湿や空気の浄化を行うための各種の構成機器が収納されたものである。このケーシング
（11）は、幅方向寸法が前後方向の寸法よりも大きく、且つ高さ寸法が該幅方向や前後方
向の寸法よりも大きい直方体状に形成されている。上記ケーシング（11）には、その前面
及び側面の少なくとも一方に、ケーシング（11）内に空気を導入するための吸込口（12）
が形成されている。また、上記ケーシング（11）には、その上部後方寄りの部位にケーシ
ング（11）内の空気を室内へ吹き出すための吹出口（13）が形成されている。そして、上
記ケーシング（11）の内部には、上記吸込口（12）から吹出口（13）に亘って、空気が流
れる空気通路（14）が形成されている。なお、図１に示す調湿装置（10）では、上記ケー
シング（11）の前面が、前面パネル（11a）によって覆われている。
【００４０】
　図２に示すように、空気通路（14）内には、空気の流れの上流側から下流側に向かって
順に、空気浄化手段（20）、加湿ユニット（40）（加湿機構）及び遠心ファン（15）が配
設されている。
【００４１】
　〈空気浄化手段の構成〉
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　図２に示すように、空気浄化手段（20）は、空気通路（14）内を流れる空気を浄化する
ためのものであり、空気の流れの上流側から下流側に向かって順に、プレフィルタ（21）
、イオン化部（22）、プリーツフィルタ（23）、及び脱臭フィルタ（24）を有している。
【００４２】
　上記プレフィルタ（21）は、空気中に含まれる比較的大きな塵埃を物理的に捕捉する集
塵用のフィルタを構成している。
【００４３】
　上記イオン化部（22）は、空気中の塵埃を帯電させる塵埃荷電手段を構成している。こ
のイオン化部（22）には、例えば線状の電極と、この線状の電極に対向する板状の電極と
が設けられている。上記イオン化部（22）では、両電極に電源から電圧が印加されること
で、両電極の間でコロナ放電が行われる。このコロナ放電により、空気中の塵埃が所定の
電荷（正又は負の電荷）に帯電される。
【００４４】
　上記プリーツフィルタ（23）は、波板状の静電フィルタを構成している。つまり、プリ
ーツフィルタ（23）では、上記イオン化部（22）で帯電された塵埃が電気的に誘引されて
捕捉される。なお、上記プリーツフィルタ（23）に光触媒等の脱臭用の材料を担持させて
も良い。
【００４５】
　脱臭フィルタ（24）は、ハニカム構造の基材の表面に空気を脱臭するための脱臭剤が担
持されて構成されている。脱臭剤は、空気中の被処理成分（臭気物質や有害物質）を吸着
する吸着剤や、該被処理成分を酸化分解するための触媒等が用いられる。
【００４６】
　〈加湿ユニットの構成〉
　図２に示すように、加湿ユニット（40）は、液体としての加湿水を貯留する貯留部とし
ての水タンク（41）と、該水タンク（41）内の水を汲み上げるための水車（42）と、該水
車（42）によって汲み上げられた水を空気中へ付与するための加湿部としての加湿ロータ
（43）と、該加湿ロータ（43）を回転駆動するための駆動モータ（44）とを備えている。
また、加湿ユニット（40）は、加湿ロータ（43）を加熱するためのヒータ（48）も備えて
いる。
【００４７】
　水タンク（41）は、図１にも示すように、上側が開口する横長の箱部材（45）と該箱部
材（45）の上側を覆う蓋部材（46）とによって構成されている。この水タンク（41）は、
ケーシング（11）の下部の空間内に、該水タンク（41）の長手方向がケーシング（11）の
幅方向になるように設置され、該ケーシング（11）の側面に形成された引出口（11b）に
対して出し入れ可能（スライド可能）に構成されている。即ち、水タンク（41）は、ケー
シング（11）内に着脱自在に収容されている。これにより、水タンク（41）をケーシング
（11）から引き出した状態で、該水タンク（41）内に加湿用の水を適宜補充することがで
きる。
【００４８】
　水車（42）は、略円盤状に形成され、その軸心部に両面から厚み方向外方に突出するよ
うに回転軸（42a）が設けられている。この回転軸（42a）は、上記水タンク（41）の底面
に立設された軸受部（図示省略）の上端に枢支されており、これにより、水車（42）は水
タンク（41）内に回転自在に支持されている。また、上記水車（42）は、その下端部を含
む所定部位が水タンク（41）内の水中に浸漬される高さ位置になるように、上記軸受部に
支持されている。
【００４９】
　水車（42）には、ケーシング後方側に位置する側面（上記加湿ロータ（43）に面する側
面）に複数の凹部（42b）が形成されている。これらの凹部（42b）は、加湿水を上記加湿
ロータ（43）側へ汲み上げるための加湿用凹部を構成している。上記凹部（42b）は、上
記水車（42）の径方向外側端部において周方向に等間隔になるように形成されている。ま
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た、上記凹部（42b）は、水車（42）の回転動作によって、水タンク（41）の水中に浸積
する位置と、水中から引き出される位置との間を交互に変位する。これにより、水車（42
）では、水中に浸漬する位置の凹部（42b）内に浸入した水を、液面の上方まで汲み上げ
ることが可能となる。
【００５０】
　また、水車（42）の後側の側面上には、該水車（42）と同軸状に中間歯車（42d）が配
設されていて、該中間歯車（42d）の外周面上には歯部（42c）が一体的に形成されている
。この中間歯車（42d）の歯部（42c）は、後述する加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）
と噛み合うように構成されている。
【００５１】
　加湿ロータ（43）は、環状の従動歯車（43a）と、この従動歯車（43a）に内嵌して保持
される円盤状の吸着部材（43b）とを有している。この吸着部材（43b）は、吸水性を有す
る不織布によって構成されている。上記加湿ロータ（43）は、上記水タンク（41）の満水
時の水位よりも高い位置において、回転軸を介して回転自在に保持されている。また、上
記加湿ロータ（43）は、その下端を含む所定部位が上記水車（42）と実質的に接触するよ
うに配置されている。つまり、上記加湿ロータ（43）は、水車（42）の凹部（42b）と軸
方向（前後方向）に重なる部位を有している。これにより、上記加湿ロータ（43）の吸着
部材（43b）には、水車の凹部（42b）によって汲み上げられた水が吸収される。
【００５２】
　駆動モータ（44）は、ピニオン等を介して加湿ロータ（43）の従動歯車（43a）を回転
駆動するように構成されている。そして、駆動モータ（44）によって従動歯車（43a）が
回転すると、該従動歯車（43a）と歯合する水車（42）が回転する。これにより、上記駆
動モータ（44）によって、加湿ロータ（43）及び水車（42）を回転させることができる。
【００５３】
　ヒータ（48）は、加湿ロータ（43）の上流側の側面の上端部に近接するように配置され
ている。このヒータ（48）を設けることによって、上記加湿ロータ（43）に流入する空気
を加熱することができ、その熱によって該加湿ロータ（43）の水を気化させて空気を加湿
することができる。
【００５４】
　〈液処理用放電ユニットの構成〉
　図２及び図３に示すように、調湿装置（10）は、水タンク（41）内に貯留される水を浄
化するための液処理用放電ユニットとして、放電ユニット（50）を備えている。放電ユニ
ット（50）は、水を浄化するための放電が行われる放電部（51）と、この放電部（51）の
電源回路を構成する電源ユニット（60）とを有している。
【００５５】
　放電部（51）は、水タンク（41）の内部において、水タンク（41）の底面寄りに配設さ
れている。放電部（51）は、２つの電極（52,53）から成る電極対（52,53）を有している
。この電極対（52,53）は、放電電極（52）と対向電極（53）とから構成されている。
【００５６】
　放電電極（52）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。放電
電極（52）は、金属製であり、対向電極（53）側に向かって延びる棒状ないし線状に構成
されている。この放電電極（52）は、軸直角断面が円形状に形成されているが、その軸直
角断面を三角形状、四角形状、楕円形状等の他の形状としても良い。
【００５７】
　対向電極（53）は、水タンク（41）内の水中に浸漬されるように設けられている。対向
電極（53）は、放電電極（52）の軸方向端部（上端部）に対向するようにして、放電電極
（52）と所定の間隔を介して配設されている。対向電極（53）は、金属製であり、その外
形が平板状をしている。対向電極（53）は、その一方の平面が放電電極（52）の先端を向
いている。
【００５８】



(58) JP 2011-92920 A 2011.5.12

　放電ユニット（50）は、放電電極（52）の一部を覆うカバー部材（71）を備えている。
このカバー部材（71）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるため
の電流密度集中部（70）を構成している。また、本実施形態において、カバー部材（71）
は、セラミックス材料から成る絶縁部材で構成されている。
【００５９】
　カバー部材（71）は、上端が開口して下端が閉塞する有底筒状に形成されている。カバ
ー部材（71）の中央には、該カバー部材（71）の上端面から該カバー部材（71）の下端面
よりもやや上方の部位に亘って、軸方向に延びる嵌合溝（72）が形成されている。嵌合溝
（72）は、軸直角断面が正円形状に形成されている。この嵌合溝（72）の内部には、棒状
の放電電極（52）が嵌合する。つまり、カバー部材（71）は、放電電極（52）の外周面及
び下端面を覆う一方、放電電極（52）の上端面（先端面（52a））を対向電極（53）に露
出させている。
【００６０】
　なお、本実施形態では、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とが
実質的に接触しており、放電電極（52）と水との接触面積の縮小化が図られている。しか
しながら、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）との間に隙間を形成
しても良い。
【００６１】
　本実施形態では、嵌合溝（72）に内嵌する放電電極（52）の先端面（52a）が、嵌合溝
（72）の一端側（上端側）の開口部（72a）の開口面（72b）よりも内方（下方）に凹んで
いる。これにより、嵌合溝（72）の内部には、開口面（72b）と放電電極（52）の先端面
（52a）との間に絞り空間（73）が形成されている。この絞り空間（73）は、放電電極（5
2）から対向電極（53）までの間の電流経路を絞る（電流経路の断面積を縮小する）こと
で、電流密度を集中させるための空間である。
【００６２】
　本実施形態において、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口部（72a）の開口幅Ｗ（
図４を参照）は、０．０２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下に設定されている。なお、開口幅Ｗは
、開口部（72a）の内径であり、且つ開口部（72a）の最大開口長さである。また、開口幅
Ｗは、０．３ｍｍ以下であることが特に好ましい。
【００６３】
　本実施形態の電源ユニット（60）は、高圧の直流電源（61）を有している。直流電源（
61）の正極には、放電電極（52）が接続されている。一方、直流電源（61）の負極には、
対向電極（53）が接続されている。つまり、直流電源（61）は、電極対（52,53）に直流
電圧を印加する電源部を構成している。本実施形態では、直流電源（61）の最高電圧が７
．０ｋＶ以下となっている。更に、放電時における電極対（52,53）の放電電流は、３．
０ｍＡ以下に設定されている。また、電源ユニット（60）には、電極対（52,53）の放電
電流が一定となるような定電流制御、又は電極対（52,53）の放電電力が一定となるよう
な定電力制御を行うための制御部（図示省略）が設けられている。
【００６４】
　　－運転動作－
　次に調湿装置（10）の運転動作について説明する。調湿装置（10）は、室内空気を浄化
しながら、この室内空気を加湿する加湿運転を行う。また、調湿装置（10）は、この加湿
運転時や停止時において、水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作を行う（詳細は後
述する）。
【００６５】
　　〈加湿運転〉
　加湿運転では、遠心ファン（15）が運転されるとともに、加湿ロータ（43）が駆動モー
タ（44）によって回転駆動される。また、イオン化部（22）の電極に電圧が印加されると
ともに、ヒータ（48）が通電状態となる。
【００６６】
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　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気（図１及び図２の白抜きの矢印）が吸込口
（12）からケーシング（11）内の空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入さ
れた空気は、プレフィルタ（21）を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後
、イオン化部（22）を通過する。イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電
が行われており、このコロナ放電により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を
通過した空気は、プリーツフィルタ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イ
オン化部（22）で帯電した塵埃が電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23
）を通過した空気は、脱臭フィルタ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に
含まれる被処理成分（臭気物質や有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過し
た空気は、ヒータ（48）で加熱された後、加湿ロータ（43）を通過する。
【００６７】
　加湿ユニット（40）では、水車（42）が回転することで、水タンク（41）内の水（加湿
水）が加湿ロータ（43）の吸着部材（43b）に適宜供給される。
【００６８】
　具体的には、水車（42）が回転して該水車（42）の凹部（42b）が水タンク（41）内の
加湿水中に浸漬することにより、凹部（42b）内に加湿水が浸入し、該凹部（42b）内に保
持される。水車（42）がさらに回転すると、加湿水を保持した状態の凹部（42b）は、加
湿水中から引き上げられて上方へ変位する。そして、上述のように、水車（42）の回転に
伴って凹部（42b）が上方へ移動すると、該凹部（42b）は加湿ロータ（43）に徐々に近接
するとともに、該凹部（42b）内に保持されている加湿水は自重によって徐々に該凹部（4
2b）から流出する。これにより、凹部（42b）内の加湿水は、加湿ロータ（43）の吸着部
材（43b）に吸着される。このような動作によって、加湿ユニット（40）において、加湿
ロータ（43）に連続的に加湿水が供給される。
【００６９】
　なお、凹部（42b）は、水車（42）の回転によって最上端位置まで到達すると、該凹部
（42b）内の加湿水が概ね全量流出するように構成されている。
【００７０】
　以上のようにして加湿水が吸着された加湿ロータ（43）を空気が通過すると、加湿ロー
タ（43）の吸着部材（43b）に吸着された水分が空気中へ放出される。これにより、加湿
水が空気中に付与されて、この空気の加湿が行われる。
【００７１】
　以上のようにして、清浄化及び加湿された空気は、吹出口（13）から室内へ供給される
。なお、この加湿運転では、電源からイオン化部（22）への電圧の供給を停止することで
、イオン化部（22）による空気の浄化を休止させながら室内を加湿する運転も可能である
。
【００７２】
　　〈水浄化動作〉
　水タンク（41）内に加湿水が長期間に亘って貯留されると、水中でカビや雑菌等が繁殖
することにより、水タンク（41）内の加湿水が汚染される場合がある。また、例えば空気
通路（14）内を流れる空気中にアンモニア等の物質（有害物質や臭気物質）が含まれてい
る場合、この物質が水中に溶解して水タンク（41）内の加湿水が汚染されることもある。
従って、このように汚染された加湿水が上述のようにして室内へ供給されると、室内に雑
菌や有害物質等を付与することになり、室内の清浄度を損なう虞がある。そこで、調湿装
置（10）では、放電ユニット（50）によって水タンク（41）内の水を浄化する水浄化動作
を行うようにしている。
【００７３】
　水浄化動作時には、電源ユニット（60）の直流電源（61）から、放電部（51）の電極対
（52,53）に所定の直流電圧が印加される。これにより、放電部（51）では、放電電極（5
2）から対向電極（53）に向かって放電が行われる。なお、本実施形態の放電部（51）で
は、放電電極（52）がプラス電位となり、対向電極（53）がマイナス電位となる、いわゆ
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るプラス放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極
（52）の先端側に絞り空間（73）が形成されており、電流経路の断面積の縮小化が図られ
ている。このため、絞り空間（73）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放電電極
（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避されて、放電電極（52）の先
端部の電界強度も大きくなる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって
安定的に放電が進展する。
【００７４】
　以上のようにして、放電電極（52）と対向電極（53）との間で安定的な放電が行われる
と、液中においてＯＨラジカル等の活性種が生成される。この活性種は、被処理物質（有
害物質や菌等）の清浄化に利用される。つまり、水タンク（41）内では、活性種によって
有害物質が酸化分解され、且つ活性種によって殺菌がなされる。その結果、水タンク（41
）内の水が浄化されるので、その後の加湿動作では、清浄な水を室内に供給することがで
きる。
【００７５】
　　〈カバー部材の開口幅の検証結果〉
　次に、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗと放電性能との関係ついて検証し
た結果を、図５を参照しながら説明する。なお、図５は、カバー部材（71）の開口幅Ｗの
異なる３つの放電ユニット（Ａ：Ｗ＝０．１ｍｍ、Ｂ：Ｗ＝０．３ｍｍ、Ｃ：Ｗ＝０．５
ｍｍ）について、直流電源（61）から電極対（52,53）に電圧を印加した際の、電流－電
圧特性を表すものである。
【００７６】
　各放電ユニットでは、電極（52,53）の印加電圧を徐々に上昇させていくと、この印加
電圧に比例して電流も上昇する。ここで、各放電ユニットでは、印加電圧が破線丸印で囲
む電圧となる点（以下、変曲点という）に至るまでは、放電が生起せずに、水を抵抗体と
しながらオームの法則に従うように電流が流れることになる。このため、各放電ユニット
では、印加電圧が変曲点よりも低い範囲にある場合、液中で活性種が発生せず、よって水
が浄化されることもない。即ち、各放電ユニットでは、対応する変曲点よりも印加電圧が
低い範囲では、単にエネルギーをロスするだけである。
【００７７】
　一方、各放電ユニットにおいて、印加電圧が変曲点より高くなると、電極対（52,53）
の間の電界強度が高くなり、放電が発生する。この放電に伴って電流が一気に流れると、
電流－電圧特性の傾きが変化する。つまり、各放電ユニットでは、印加電圧が変曲点を越
えることで、電流－電圧特性の傾きが大きくなる。以上より、放電ユニットでは、放電が
行われない範囲（図５における変曲点よりも左側の範囲）の電流－電圧特性の傾きに対す
る、放電が行われる範囲（図５における変曲点よりも右側の範囲）の電流－電圧特性の傾
きの変化率が、放電の強さを表す指標となる。
【００７８】
　そこで、Ａ，Ｂ，Ｃの放電ユニットについて、それぞれの傾きの変化率を求めたところ
、Ａ（Ｗ＝０．１ｍｍ）の変化率は７．３であり、Ｂ（Ｗ＝０．３ｍｍ）の変化率は６．
０であり、Ｃ（Ｗ＝０．５ｍｍ）の変化率は、２．１であった。以上より、ある程度の放
電性能を確保するためには、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ以下とするのが好
ましく、開口幅Ｗが０．５ｍｍよりも大きくなると放電性能が損なわれてしまうことがわ
かる。
【００７９】
　また、カバー部材（71）の開口幅Ｗを０．５ｍｍとすると、放電を生起するために少な
くとも印加電圧を６．０ｋＶ以上とする必要がある。一方、絶縁設計の観点からは、直流
電源（61）の電源電圧は、７．０ｋＶ以下であるのが好ましい。以上より、開口幅Ｗを０
．５ｍｍ以下とすることで、直流電源（61）の電源電圧を７．０ｋＶ以下に抑えながら、
ある程度の放電パワーを得ることができる。
【００８０】
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　特に、開口幅Ｗを０．３ｍｍ以下とすると、電源電圧の電力を約１０Ｗ以下に抑えるこ
とができ、汎用性の高い直流電源を用いることができる。
【００８１】
　　－実施形態１の効果－
　上記実施形態によれば、電極対（52,53）に電圧を印加するための電源部として、高圧
の直流電源（61）を用いている。このため、電源部の簡素化、低コスト化を図ることがで
きる。また、例えば従来例のパルス電源であれば、放電に伴って衝撃波や騒音が生じやす
くなるのに対し、本実施形態では、このような衝撃波や騒音の発生も抑制できる。
【００８２】
　また、上記実施形態では、絶縁性のカバー部材（71）によって放電電極（52）の一部を
覆うことで、電流経路の電流密度を上昇させている。具体的に、カバー部材（71）では、
放電電極（52）の先端側に絞り空間（73）を形成し、この絞り空間（73）によって電流経
路の断面積を小さくして電流密度を高めている。このため、この絞り空間（73）を通じて
放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定的な放電を行うことができる。その結
果、放電に伴って水中で発生する活性種の量を増やすことができるので、水タンク（41）
内の水の浄化効率の向上を図ることができる。
【００８３】
　また、上記実施形態では、カバー部材（71）の開口部（72a）の開口幅Ｗを０．５ｍｍ
以下としている。このため、直流電源（61）の電源電圧を低く抑えながら、比較的大きな
強度で放電を行うことができる。従って、放電ユニット（50）の消費電力を抑えつつ、水
タンク（41）内の水を高効率に浄化できる。また、開口幅Ｗを０．０２ｍｍ以上とするこ
とで、カバー部材（71）に開口部（72a）を形成する際の加工も容易となる。
【００８４】
　また、上記実施形態では、放電電極（52）の一部とカバー部材（71）とを接触させるこ
とで、放電電極（52）と水との接触面積を小さくしている。このため、放電電極（52）か
ら水中へ流れる漏れ電流を少なくできるので、直流電源（61）の電源電圧を更に低減でき
る。
【００８５】
　また、上記実施形態のカバー部材（71）は、セラミックス材料から成る絶縁材料で構成
されている。このため、放電ユニット（50）での放電に伴って絶縁部材（71,71a,75,77）
が酸化／溶融してしまうことを回避でき、絶縁部材（71,71a,75,77）の耐久性を向上でき
る。
【００８６】
　　－実施形態１の変形例－
　上記実施形態の放電ユニット（50）については、以下のような各変形例の構成としても
良い。
【００８７】
　　〈参考例〉
　図６に示すように、参考例の放電ユニット（50）では、放電電極（52）の先端面（52a
）と、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の開口面（72b）とが、同一平面上に位置してい
る。つまり、変形例１では、嵌合溝（72）の深さと放電電極（52）の長さとが概ね等しく
なっている。また、カバー部材（71）の嵌合溝（72）の内壁と放電電極（52）とは、実質
的に接触している。
【００８８】
　参考例においては、放電電極（52）の先端面（52a）の近傍において、電流経路の電流
密度を上昇させることができる。その結果、放電電極（52）から対向電極（53）に向かっ
て安定した放電を行うことができる。
【００８９】
　　〈変形例１〉
　図７に示すように、変形例１の放電ユニット（50）では、放電電極（52）が水平方向に
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延びている。一方、対向電極（53）は、放電電極（52）の先端と向かい合うように、鉛直
な姿勢で水中に保持されている。また、カバー部材（71）では、水平方向に延びる嵌合溝
（72）が形成され、その一端側（図７における右側）の開口部（72a）が対向電極（53）
を向いている。上記実施形態１と同様、嵌合溝（72）には、カバー部材（71）の開口面（
72b）よりも放電電極（52）の先端面（52a）が内部へ凹むように、放電電極（52）が配設
されている。これにより、嵌合溝（72）の開口面（72b）と放電電極（52）の先端面（52a
）との間には、絞り空間（73）が形成されている。
【００９０】
　変形例１においても、絞り空間（73）において、電流密度が上昇する。その結果、放電
電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【００９１】
　　〈変形例２〉
　図８に示すように、変形例２の放電ユニット（50）では、カバー部材（71）が２つの部
材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（71）は、上方が開放さ
れた箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有してい
る。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶縁部材で構成されてい
る。
【００９２】
　変形例２では、箱部（71a）の内部に放電電極（52）が敷設されている。カバー部材（7
1）では、箱部（71a）と蓋部（71b）との間に放電電極（52）が挟み込まれている。
【００９３】
　カバー部材（71）の蓋部（71b）には、複数の貫通穴（74,74,74）が形成されている。
これにより、放電ユニット（50）では、各貫通穴（74,74,74）を介して放電電極（52）が
対向電極（53）に向かって露出している。
【００９４】
　変形例２では、各貫通穴（74,74,74）の内部において、電流経路の電流密度がそれぞれ
高くなる。従って、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって、各貫通穴（74）を通
じて安定した放電が行われる。
【００９５】
　また、この変形例２では、電流経路で発生するジュール熱の影響によってカバー部材（
71）の温度が上昇し過ぎるのを回避できる。即ち、カバー部材（71）の貫通穴（74）では
、電流密度の上昇に起因してジュール熱も多く発生するが、変形例２のようにカバー部材
（71）に複数の貫通穴（74,74,74）を形成することで、ジュール熱を分散させることがで
きる。その結果、放電に伴うカバー部材（71）の温度上昇を抑制することができ、カバー
部材（71）の耐久性を向上できる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以
上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【００９６】
　　〈変形例３〉
　図９に示すように、変形例３の放電ユニット（50）では、上記変形例２と同様、カバー
部材（71）が２つの部材（71a,71b）によって構成されている。具体的に、カバー部材（7
1）は、上方が開放された箱部（71a）と、該箱部（71a）の上方の開放部を閉塞する蓋部
（71b）とを有している。箱部（71a）及び蓋部（71b）は、それぞれセラミックス等の絶
縁部材で構成されている。
【００９７】
　変形例３では、箱部（71a）の底部に、板状の放電電極（52）が敷設されている。また
、蓋部（71b）には、放電電極（52）から対向電極（53）への放電を許容するように、１
つの貫通穴（74）が形成されている。つまり、カバー部材（71）の蓋部（71b）は、電極
対（52,53）を仕切るように配設されると共に、電極対（52,53）の電流経路を構成するた
めの貫通穴（74）が形成される絶縁性の遮蔽部材を構成している。そして、カバー部材（
71）の蓋部（71b）は、電極対（52,53）の間の電流経路の電流密度を上昇させるための電
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流密度集中部（70）を構成している。
【００９８】
　変形例３では、蓋部（71b）の貫通穴（74）の内部において、電流経路の断面積の縮小
化が図られ、電流密度が高くなっている。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電
極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。なお、上記貫
通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【００９９】
　　〈変形例４〉
　図１０に示すように、変形例４の放電ユニット（50）では、変形例３と同様、カバー部
材（71）が、箱部（71a）と蓋部（71b）とを有している。変形例４の箱部（71a）は、変
形例３と比較よりも扁平に構成される一方、変形例４の蓋部（71b）は、変形例３よりも
上下に厚くなっている。放電電極（52）は、箱部（71a）の底面と蓋部（71b）の下面とに
当接するようにして、箱部（71a）の内部に収容されている。
【０１００】
　変形例４の蓋部（71b）には、テーパー形状の貫通穴（74）が形成されている。即ち、
変形例４の貫通穴（74）は、放電電極（52）に近い下側から、対向電極（53）に近い上側
に向かうにつれて、徐々に軸直角断面積が小さくなるような台形円錐状に形成されている
。これにより、貫通穴（74）の内部では、電流経路の断面積も上方に向かうにつれて徐々
に小さくなっている。
【０１０１】
　変形例４においては、特に貫通穴（74）の上端部近傍において、電流密度が高くなる。
このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安
定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上
、０．５ｍｍ以下とするのが好ましい。
【０１０２】
　　〈参考形態１〉
　図１１に示すように、参考形態１の放電ユニット（50）では、板状の放電電極（52）と
板状の対向電極（53）とが、水平方向において互いに向かい合うように配設されている。
そして、これらの電極対（52,53）の間には、遮蔽部材としての遮蔽板（77）が設けられ
ている。遮蔽板（77）は、セラミックス等の絶縁部材で構成されている。遮蔽板（77）に
は、放電電極（52）と対向電極（53）との間に介在する部位において、水平方向に延びる
貫通穴（74）が形成されている。この貫通穴（74）は、電極対（52,53）の間の電流経路
の一部を構成している。
【０１０３】
　参考形態１においては、貫通穴（74）の内部において、電流密度を上昇させることがで
きる。このため、この貫通穴（74）を通じて、放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電を行うことができる。なお、上記貫通穴（74）のうち最も小径となる開
口部（貫通穴（74）の上端）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とするのが
好ましい。
【０１０４】
　　〈参考形態２〉
　図１２に示すように、参考形態２の放電ユニット（50）は、放電電極（52）と対向電極
（53）との双方を収容するケース部材（75）を備えている。ケース部材（75）は、上下に
扁平な中空の箱状に形成されている。ケース部材（75）は、セラミックス等の絶縁材料で
構成されている。そして、ケース部材（75）の内部には、水平方向に離間するようにして
放電電極（52）と対向電極（53）とが対向して配置されている。
【０１０５】
　また、ケース部材（75）には、上側壁部に水流入口（75a）が形成され、下側壁部に水
流出口（75b）が形成されている。参考形態２では、図示しない水搬送機構によって、ケ
ース部材（75）の外部の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入す



(64) JP 2011-92920 A 2011.5.12

る。ケース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の外部
に流出する。以上のように、水流入口（75a）及び水流出口（75b）は、液が流通可能な流
通口を構成している。
【０１０６】
　参考形態２では、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極（53）
とを囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的に防止
できる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度を確実
に高めることができ、放電を安定して行うことができる。
【０１０７】
　一方、参考形態２では、水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流入した
水は、電極対（52,53）の間の電流経路を流通する。ここで、この電流経路には、放電に
伴って多量の活性種が生成されている。従って、水中に含まれる被処理物質が活性種によ
って効率良く浄化される。以上のようにして浄化された水は、水流出口（75b）を通じて
ケース部材（75）の外部へ送られる。
【０１０８】
　　〈参考形態３〉
　図１３に示すように、参考形態３の放電ユニット（50）では、参考形態２と同様、絶縁
性のケース部材（75）の内部に電極対（52,53）が収容されている。参考形態３では、ケ
ース部材（75）における水平方向の一端側に水流入口（75a）が形成され、他端側に水流
出口（75b）が形成されている。また、参考形態３においても、図示しない水搬送機構に
よって、ケース部材（75）の水が水流入口（75a）を通じてケース部材（75）の内部に流
入する。ケース部材（75）の内部の水は、水流出口（75b）を通じてケース部材（75）の
外部に流出する。
【０１０９】
　また、参考形態３では、放電電極（52）と対向電極（53）とがケース部材（75）の底部
に所定の間隔を介して敷設されている。
【０１１０】
　参考形態３においても、絶縁性のケース部材（75）によって放電電極（52）と対向電極
（53）とを囲んでいるため、電流が電極対（52,53）の周囲に分散してしまうのを効果的
に防止できる。その結果、放電電極（52）と対向電極（53）との間の電流経路の電流密度
を確実に高めることができ、放電を安定して行うことができる。
【０１１１】
　　〈参考形態４〉
　図１４に示すように、参考形態４の放電ユニット（50）は、参考形態３の放電ユニット
（50）に気泡発生部（80）が付与されたものである。気泡発生部（80）は、例えばチュー
ブ式のエアーポンプで構成されている。気泡発生部（80）で発生した気泡は、ケース部材
（75）の内部に供給される。これにより、ケース部材（75）の内部の電流経路は、複数の
気泡で満たされる。その結果、ケース部材（75）では、水の断面積が実質的に小さくなる
ため、電流経路の電流密度が上昇する。即ち、参考形態４では、気泡発生部（80）が、電
極対（52,53）の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70）を構成し
ている。
【０１１２】
　参考形態４では、電極対（52,53）が絶縁性のケース部材（75）によって囲まれるため
、電流の分散を抑制して電流経路の電流密度を高めることができる。加えて、気泡発生部
（80）から電流経路に気泡を供給することで、水の実質的な断面積を小さくできる。従っ
て、電流密度を更に高めることができ、放電の一層の安定化を図ることができる。
【０１１３】
　なお、上述した実施形態１や各変形例の組み合わせに係る放電ユニット（50）を採用し
ても良いのは勿論のことである。
【０１１４】
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　　《発明の実施形態２》
　実施形態２に係る調湿装置（10）は、上記実施形態１の調湿装置について、空気の除湿
機能が付与されたものである。つまり、図１５に示す実施形態２の調湿装置（10）には、
上記実施形態１の空気浄化手段（20）及び加湿ユニット（40）に加えて、除湿ユニット（
30）が設けられている。
【０１１５】
　除湿ユニット（30）は、空気通路（14）における加湿ユニット（40）の上流側に設けら
れている。この除湿ユニット（30）は、除湿ロータ（31）とロータケース（32）と循環フ
ァン（33）と除湿ヒータ（34）とを有している。
【０１１６】
　除湿ロータ（31）は、空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部を構成している。
実施形態２の除湿ロータ（31）は、いわゆる回転式の吸着ロータである。つまり、除湿ロ
ータ（31）は、空気が流通可能なハニカム構造の基材の表面に吸着剤（ゼオライト等）が
担持されて構成されている。除湿ロータ（31）は、モータ等の駆動機構に駆動される回転
軸と共に回転自在となっている。
【０１１７】
　ロータケース（32）は、その上部寄りに円形の開口（図示省略）が形成されている。ロ
ータケース（32）は、この円形開口の内部に除湿ロータ（31）を回転自在に保持している
。これにより、空気通路（14）を流れる空気は、円形開口を介して除湿ロータ（31）を通
過する。また、ロータケース（32）には、除湿ロータ（31）の吸着剤を再生するための空
気が流れる循環通路（35）が形成されている。循環通路（35）は、除湿ロータ（31）の外
回りに形成されており、この循環通路（35）に跨るように循環ファン（33）及び除湿ヒー
タ（34）が設けられている。即ち、循環ファン（33）によって循環通路（35）内で搬送さ
れる空気は、除湿ヒータ（34）で加熱された後、除湿ロータ（31）の再生部を通過する。
これにより、除湿ロータ（31）の吸着剤の水分が脱離して、この吸着剤が再生される。除
湿ロータ（31）の吸着剤から水分を奪った空気は、ロータケース（32）の下部を流れる。
この際、循環通路（35）を流れる空気は、空気通路（14）を流れる空気によって冷却され
る。これにより、循環通路（35）内の空気中に含まれる水蒸気が凝縮して凝縮水が生成さ
れる。この凝縮水は、図示しない凝縮水通路を通じて、水タンク（41）へ送られる。
【０１１８】
　以上のように、実施形態２の調湿装置（10）では、除湿ロータ（31）で捕捉された水が
水タンク（41）に回収される。つまり、実施形態２の調湿装置（10）は、除湿ロータ（31
）で回収した水を加湿水として利用できるように構成されている。循環通路（35）で凝縮
水が生成した後の空気は、再び除湿ヒータ（34）で加熱されて除湿ロータ（31）の吸着剤
の再生に利用される。
【０１１９】
　実施形態２の調湿装置（10）においても、実施形態１と同様の放電ユニット（50）が設
けられている（図３を参照）。つまり、実施形態２の放電ユニット（50）は、実施形態１
と同様の放電部（51）及び電源ユニット（60）を備えている。即ち、実施形態２において
も、電源部として高圧の直流電源（61）が用いられ、且つ電極対（52,53）の電流経路の
電流密度を向上させるための電流密度集中部（70）が設けられている。
【０１２０】
　　－運転動作－
　実施形態２の調湿装置（10）は、空気を浄化しながらの除湿運転と、空気を浄化しなが
らの加湿運転とを実行可能に構成されている。実施形態２の調湿装置（10）の加湿運転は
、上記実施形態１と実質的に同じである。そこで、以下には、実施形態２の調湿装置（10
）の除湿運転について説明する。
【０１２１】
　〈除湿運転〉
　除湿運転では、除湿ロータ（31）が回転すると共に、除湿ヒータ（34）が通電状態とな
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る。一方、加湿ロータ（43）は回転駆動されず、よって加湿ロータ（43）に連動して回転
する水車（42）も停止状態となる。また、遠心ファン（15）が運転されることで、室内の
空気が吸込口（12）を通じて空気通路（14）内に導入される。同時に、循環ファン（33）
が運転されることで循環通路（35）内を再生用空気が循環する。また、イオン化部（22）
の電極に電圧が印加される。
【０１２２】
　遠心ファン（15）が運転されると、室内空気が吸込口（12）からケーシング（11）内の
空気通路（14）に導入される。空気通路（14）に導入された空気は、プレフィルタ（21）
を通過して該プレフィルタ（21）で塵埃が捕捉された後、イオン化部（22）を通過する。
イオン化部（22）では、対となる電極の間でコロナ放電が行われており、このコロナ放電
により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部（22）を通過した空気は、プリーツフィル
タ（23）を通過する。プリーツフィルタ（23）では、イオン化部（22）で帯電した塵埃が
電気的に誘引されて捕捉される。プリーツフィルタ（23）を通過した空気は、脱臭フィル
タ（24）を流れる。脱臭フィルタ（24）では、空気中に含まれる被処理成分（臭気物質や
有害物質）が除去される。脱臭フィルタ（24）を通過した空気は、ロータケース（32）の
円形開口を介して除湿ロータ（31）を通過する。
【０１２３】
　除湿ロータ（31）において空気通路（14）の空気が流れる部位は、循環通路（35）を流
れる再生用空気によって再生された状態となっている。このため、空気通路（14）を流れ
る空気中に含まれる水分が、除湿ロータ（31）の吸着剤に吸着される。その結果、除湿ロ
ータ（31）を通過する空気が除湿される。以上のようにして清浄化及び除湿された空気は
、吹出口（13）を通じて室内へ供給される。
【０１２４】
　　〈水浄化動作〉
　以上のような除湿運転では、循環通路（35）を循環する空気に付与された水が、水タン
ク（41）に回収される。そして、この水タンク（41）に回収された水は、その後の加湿水
としても利用される。このため、実施形態２においても、水タンク（41）内の水を浄化す
るために上記実施形態１と同様の水浄化動作を行うようにしている。
【０１２５】
　即ち、図３に示すように、水浄化動作では、直流電源（61）から電極対（52,53）へ電
圧が印加されることで、放電電極（52）と対向電極（53）との間で放電が行われる。この
際、カバー部材（71）の絞り空間（73）では、電流経路の電流密度が高くなっているため
、放電電極（52）から対向電極（53）に向かって安定した放電を行うことができる。
【０１２６】
　なお、実施形態２の調湿装置（10）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせ
に係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１２７】
　　《発明の実施形態３》
　実施形態３は、上述した実施形態１に係る放電ユニット（50）を給湯器（90）に適用し
たものである。給湯器（90）は、水道やお風呂等に温水を供給するためのものである。図
１６に示すように、給湯器（90）は、水（温水）が貯留される給水タンク（91）と、水を
浄化するためのサブタンク（92）とを備えている。給水タンク（91）には、流入水路（93
）と流出水路（94）と循環水路（95）とが接続されている。
【０１２８】
　流入水路（93）の流出端は、給水タンク（91）の頂部に接続されている。流入水路（93
）の流入側には、加熱手段（図示省略）が設けられている。つまり、流入水路（93）は、
加熱手段で加熱された水（温水）を給水タンク（91）へ供給するための流路である。なお
、本実施形態では、加熱手段として、二酸化炭素を冷媒として冷凍サイクルを行うヒート
ポンプ装置の放熱器が用いられている。
【０１２９】
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　流出水路（94）は、給水タンク（91）の底部に接続されている。流出水路（94）は、給
水タンク（91）に貯留された温水を所定の供給源（風呂、水道の蛇口等）へ供給するため
の流路である。
【０１３０】
　循環水路（95）は、流入端が給水タンク（91）の下部に接続され、流出端が給水タンク
（91）の中間部に接続されている。循環水路（95）には、循環ポンプ（96）とサブタンク
（92）とが接続されている。循環ポンプ（96）は、給水タンク（91）の水をサブタンク（
92）へ送り、このサブタンク（92）の水を再び給水タンク（91）へ送るためのものである
。サブタンク（92）は、循環水路（95）を循環する水を一時的に貯留し、貯留した水を浄
化するように構成されている。
【０１３１】
　実施形態３の給湯器（90）は、上記実施形態１や２と同様の液処理用放電ユニット（50
）を有している。そして、サブタンク（92）には、上記実施形態１や２と同様の放電部（
51）が設けられている（例えば図３を参照）。更に、給湯器（90）は、放電部（51）の電
極対（52,53）に高圧の直流電圧を印加するための直流電源（61）が設けられている。
【０１３２】
　実施形態３において、直流電源（61）から電極対（52,53）に高圧の直流電圧が印加さ
れると、電極対（52,53）の間で安定的に放電が行われる。その結果、サブタンク（92）
内では、多量の活性種を生成され、この活性種によってサブタンク（92）内の水が浄化さ
れる。以上のようにして、サブタンク（92）で浄化された水は、給水タンク（91）へ送ら
れる。その結果、本実施形態の給湯器（90）では、給水タンク（91）の水の清浄度が保た
れる。
【０１３３】
　なお、実施形態３の給湯器（90）について、上述した各変形例やそれらの組み合わせに
係る放電ユニット（50）を採用しても良いのは勿論のことである。
【０１３４】
　　《発明の実施形態４》
　実施形態４は、上記実施形態と異なる給湯器（給湯システム（90））の一例である。
【０１３５】
　　〈給湯システムの構成〉
　図１７に示すように、給湯システム（90）は、室外ユニット（100）と循環ユニット（1
10）と給湯ユニット（120）とを備えている。室外ユニット（100）は、室外に設置され、
循環ユニット（110）及び給湯ユニット（120）は、室内に設置されている。
【０１３６】
　室外ユニット（100）には、圧縮機（102）と室外熱交換器（103）と膨張弁（104）とが
設けられている。循環ユニット（110）には、内部熱交換器（111）と循環ポンプ（112）
とが設けられている。給湯ユニット（120）には、給湯タンク（91）と加熱コイル（123）
とが設けられている。
【０１３７】
　圧縮機（102）の吐出側は、第１連絡配管（105）を介して内部熱交換器（111）の第１
流路（111a）の流入端と接続している。この第１流路（111a）の流出端は、第２連絡配管
（106）を介して膨張弁（104）と接続している。以上のように、給湯システム（90）では
、圧縮機（102）、内部熱交換器（111）の第１流路（111a）、膨張弁（104）、及び室外
熱交換器（103）が閉回路となるように接続されることで、冷媒が循環して冷凍サイクル
が行われる冷媒回路（100a）が構成されている。
【０１３８】
　内部熱交換器（111）は、上記第１流路（111a）と第２流路（111b）とを有し、両者の
流路（111a,111b）を流れる流体同士を熱交換させる。第２流路（111b）の流出端は、循
環ポンプ（112）及び第３連絡配管（113）を介して加熱コイル（123）の流入端と接続し
ている。この加熱コイル（123）の流出端は、第４連絡配管（114）を介して第２流路（11
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1b）の流入端と接続している。以上のように、給湯システム（90）では、内部熱交換器（
111）の第２流路（111b）、循環ポンプ（112）、加熱コイル（123）が閉回路となるよう
に接続されることで、熱媒体としての水が循環する循環回路（110a）が構成されている。
【０１３９】
　給湯タンク（91）は、略円筒状の密閉容器で構成されている。給湯タンク（91）には、
給水ライン（121）と給湯ライン（122）とが接続されている。また、給湯タンク（91）内
の底部寄りには、上記加熱コイル（123）が設けられている。加熱コイル（123）は、給湯
タンク（91）の内周壁に沿うように形成される螺旋状の伝熱管で構成されている。
【０１４０】
　給湯タンク（91）の内部には、液処理用放電ユニット（50）が配設されている。本実施
形態の液処理用放電ユニット（50）は、給湯タンク（91）の側壁を貫通して該側壁に支持
される、フランジ式に構成されている。
【０１４１】
　図１８に示すように、本実施形態の液処理用放電ユニット（50）は、円板状の複数の放
電電極（52）と、平板状又は棒状の対向電極（53）と、絶縁材料から成るカバー部材（71
）とを有している。放電電極（52）は、カバー部材（71）の内部に配設されている。各放
電電極（52）は、上下に扁平な円板状に形成され、所定の間隔を置いて水平方向に配列さ
れている。各放電電極（52）は、電源（61）の正極側に並列に接続されている。なお、本
実施形態では、５枚の放電電極（52）が配列されている。対向電極（53）は、各放電電極
（52）の配列方向に延びる棒状又は平板状に形成されている。対向電極（53）は、各放電
電極（52）と所定の間隔を置いて対向している。
【０１４２】
　カバー部材（71）は、上方が開放された扁平な皿状の箱部（71a）と、該箱部（71a）の
上側の開放部を閉塞する蓋部（71b）とを有している。カバー部材（71）では、複数の放
電電極（52）を挟み込むように、箱部（71a）の上側に蓋部（71b）が固定される。蓋部（
71b）には、複数の放電電極（52）に対応するように、複数（５つ）の貫通穴（74）が形
成されている。これにより、各放電電極（52）は、各貫通穴（74）を介して対向電極（53
）に向かって露出している。本実施形態の貫通穴（74）は、下端側よりも上端側の方が小
径となる、略台形円錐形状に形成されている。つまり、貫通穴（74）は、上方に向かうに
連れて開口面積が縮径されている。
【０１４３】
　　－給湯システムの動作－
　この給湯システム（90）の運転時には、圧縮機（102）及び循環ポンプ（112）が運転状
態となり、膨張弁（104）の開度が適宜調節される。圧縮機（102）で圧縮された冷媒は、
内部熱交換器（111）の第１流路（111a）を流れる。これにより、内部熱交換器（111）で
は、第１流路（111a）の冷媒が凝縮する一方、この冷媒の凝縮熱が第２流路（111b）の循
環水に付与される。内部熱交換器（111）で凝縮した冷媒は、膨張弁（104）で減圧された
後、室外熱交換器（103）を流れる。室外熱交換器（103）では、冷媒が室外空気に放熱し
て蒸発する。室外熱交換器（103）で蒸発した冷媒は、圧縮機（102）で再び圧縮される。
【０１４４】
　循環回路（110a）では、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）で加熱された循環水
が、循環ポンプ（112）によって搬送されて加熱コイル（123）へ送られる。これにより、
加熱コイル（123）を流れる水（温水）によって、給湯タンク（91）内の水が加熱される
。加熱コイル（123）で放熱した水は、内部熱交換器（111）の第２流路（111b）へ送られ
、再び加熱される。以上のようにして、給湯タンク（91）内では温水が生成される。給湯
タンク（91）で生成された温水は、お風呂や水道等の利用対象へ供給される。
【０１４５】
　本実施形態では、このような給湯タンク（91）の内部において、液処理用放電ユニット
（50）による水浄化動作が行われる。水浄化動作では、電源（60）から各放電電極（52）
に高圧の直流電圧が印加される。これにより、各放電電極（52）から対向電極（53）に向
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かって放電が行われる。ここで、本実施形態では、カバー部材（71）によって放電電極（
52）の放電面側に絞り空間としての貫通穴（74）が形成されており、電流経路の断面積が
縮小されている。このため、貫通穴（74）では、電流密度が大幅に上昇する。従って、放
電電極（52）の近傍では、周囲に電流が分散してしまうことが回避され、放電電極（52）
の近傍の電界強度が大きくなる。その結果、各放電電極（52）から対向電極（53）に向か
って安定した放電が行われる。
【０１４６】
　なお、上記実施形態４では、カバー部材（71）の内部に複数の放電電極（52）を埋設し
ているが、例えば図１９に示すように、一枚の平板状の放電電極（52）をカバー部材（71
）の内部に埋設し、放電電極（52）の所定部位を複数の貫通口（74）を介して対向電極（
53）に露出させるようにしても良い。また、本実施形態の貫通穴（74）のうち最も小径と
なる開口部（貫通穴（74）の上端）の開口幅が、０．０２ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下とす
るのが好ましい。
【０１４７】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態（各変形例も含む）については、以下のような構成としてもよい。
【０１４８】
　上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部を覆うのものであれば
、必ずしも放電電極（52）と接触していなくても良い。この場合にも、放電電極（52）の
一部を覆うことで、電流経路における電流密度を高めることができる。
【０１４９】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）に対応して該放電電極
（52）の一部を覆っている。しかしながら、このカバー部材（71）を対向電極（53）に対
応させ、この対向電極（53）の一部を覆うように設けても良い。即ち、対向電極（53）の
近傍をカバー部材（71）で覆うことによっても、電流経路の電流密度を上昇させることが
できる。
【０１５０】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）は、放電電極（52）の一部が対向電極（53
）に対向するように放電電極（52）を覆っている。しかしながら、放電電極（52）と対向
電極（53）との間での電流経路が確保できるのであれば、放電電極（52）の一部を必ずし
も対向電極（53）に対向させなくても良い。
【０１５１】
　また、上記実施形態に係るカバー部材（71）に形成される開口部（72a）の形状は、正
円形に限られない。つまり、開口部（72a）の形状は、例えば図２０に示すような楕円形
であっても良いし、図２１に示すような正方形であっても良い。なお、このような開口部
（72a）の形状である場合にも、開口部（72a）の開口幅Ｗ（即ち、最大開口長）を０．０
２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下、更に好ましくは０．０２ｍｍ以上０．３ｍｍ以下とすると良
い。
【０１５２】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）をプラス電位とし
て対向電極（53）をマイナス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に向
かってプラス放電を行うようにしている。しかしながら、放電電極（52）をマイナス電位
として対向電極（53）をプラス電位とすることで、放電電極（52）から対向電極（53）に
向かってマイナス放電を行うようにしても良い。
【０１５３】
　また、上記実施形態に係る放電ユニット（50）では、放電電極（52）が１つだけ設けら
れているが、放電ユニット（50）に複数の放電電極（52）を設けるようにしても良い。ま
た、対向電極（53）の外形が略板状に形成されているが、例えば対向電極（53）を線状な
いし棒状としても良いし、対向電極（53）を点形状としても良い。同様に、放電電極（52
）を点状、あるいは板状に形成しても良い。
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【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　以上説明したように、本発明は、液中で放電を行って液を浄化する液処理用放電ユニッ
トと、この液処理用放電ユニットを備えた調湿装置及び給湯器について有用である。
【符号の説明】
【０１５５】
10　　 調湿装置
31　　 除湿ロータ（除湿部）
41　　 水タンク（貯留部）
43　　 加湿ロータ（加湿部）
50　　 放電ユニット（液処理用放電ユニット）
52　　 放電電極（電極対）
53　　 対向電極（電極対）
61　　 電極部（直流電源）
70　　 電流密度集中部
71　　 カバー部材（電流密度集中部、絶縁部材）
71a　　蓋部（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
72　　 嵌合溝
72a　　開口部
72b　　開口面
74　　 貫通穴（開口部）
75　　 ケース部材（電流密度集中部、絶縁部材）
77　　 遮蔽板（電流密度集中部、絶縁部材、遮蔽部材）
80　　 気泡発生部（電流密度集中部）
90　　 給湯器
91　　 給水タンク
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電流密度集中部は、中空容器状に形成されて内部に電極対（52,53）の一方の電極
（52）が収容される絶縁性のカバー部材（71）で構成され、
　上記カバー部材（71）には、上記電極（52）と間隔を置いた壁部（71b）に開口（74）
が形成され、
　上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項２】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
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　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電極対（52,53）の一方は、平板状の平板電極（52）で構成され、
　上記電流密度集中部（70）は、上記平板電極（52）が埋設される絶縁性のカバー部材（
71）で構成され、
　上記カバー部材（71）のうち平板電極（52）の平面に接する壁部（71b）に開口（74）
が形成され、
　上記電極対（52,53）の他方の電極（53）が、上記カバー部材（71）の外部に配置され
ていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　上記開口（74）は、上記カバー部材（71）の内側に向かうにつれて開口面積が拡がるよ
うに形成されていることを特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項４】
　液中に設けられる電極対（52,53）と、該電極対（52,53）の間で放電が行われるように
該電極対（52,53）に電圧を印加する電源部（61）とを備えた液処理用放電ユニットであ
って、
　上記電源部は、高圧の直流電源（61）で構成され、
　上記電極対（52,53）間の電流経路の電流密度を上昇させるための電流密度集中部（70
）を備え、
　上記電流密度集中部は、軸方向の少なくとも一端が開口する筒状の絶縁性のカバー部材
（71）で構成され、
　上記電極対（52,53）の一方は、上記筒状のカバー部材（71）の内部に嵌合する棒状電
極（52）で構成され、
　上記棒状電極（52）は、先端が筒状のカバー部材（71）の一端側の開口（72a）の開口
面（72b）よりも内方に凹むように配設され、
　上記カバー部材（71）の一端側の開口（72a）は、水平方向又は上方を向いていること
を特徴とする液処理用放電ユニット。
【請求項５】
　請求項２において、
　上記カバー部材（71）には、複数の上記開口（74）が形成されていることを特徴とする
液処理用放電ユニット。
【請求項６】
　請求項１、２、４、５のいずれか１つにおいて、
　上記開口（74）の開口幅が、０．５ｍｍ以下であることを特徴とする液処理用放電ユニ
ット。
【請求項７】
　請求項１、２、４、５、６のいずれか１つにおいて、
　上記開口（74）の開口幅は、０．０２ｍｍ以上であることを特徴とする液処理用放電ユ
ニット。
【請求項８】
　請求項１、２、４、５、６、７のいずれか１つにおいて、
　上記カバー部材（71）は、セラミックス材料で構成されていることを特徴とする液処理
用放電ユニット。
【請求項９】
　水を貯留する貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を空気中へ付与する加湿部（43）と
、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニット（50）とを備えた調湿装置
であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至８のいずれか１つの液処理用放電ユ
ニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
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【請求項１０】
　空気中の水分を捕捉して空気を除湿する除湿部（31）と、該除湿部（31）で捕捉した水
が回収される貯留部（41）と、該貯留部（41）の水を浄化するための液処理用放電ユニッ
ト（50）とを備えた調湿装置であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至８のいずれか１つの液処理用放電ユ
ニットで構成されていることを特徴とする調湿装置。
【請求項１１】
　加熱された水が貯留される給水タンク（91）と、該給水タンク（91）内の水を浄化する
ための液処理用放電ユニット（50）とを備えた給湯器であって、
　上記液処理用放電ユニット（50）は、請求項１乃至８のいずれか１つの液処理用放電ユ
ニットで構成されていることを特徴とする給湯器。
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