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(57)【要約】
【課題】プレフィルタ４から粗じんやホコリが取れやす
く、また、より短時間で自動清掃運転を行うことができ
る空気清浄装置および加湿機能付き空気清浄装置を提供
する。
【解決手段】吸込口２と吹出口３が開口した本体ケース
１と、本体ケース１内に設けられ、粗じんやほこりを除
去するプレフィルタ４を有する空気清浄手段５と、吸込
口２、空気清浄手段５、吹出口３の順に空気が通過する
空気清浄経路６と、空気清浄経路６に送風する送風手段
８と、プレフィルタ４に付着した粗じんやほこりを自動
で清掃する自動清掃手段７を備えたものであって、プレ
フィルタ４を一時的に電気的接地状態にできる接地手段
を備えることを特徴とするものであり、自動清掃運転時
にはプレフィルタ４を接地状態として蓄積した静電気を
すみやかに逃がすことができるのでプレフィルタ４から
粗じんやホコリが取れやすく、より短時間で自動清掃運
転が行えるものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸込口と吹出口が開口した本体ケースと、
前記本体ケース内に設けられ、粗じんやほこりを除去するプレフィルタを有する空気清浄
手段と、
前記吸込口、前記空気清浄手段、前記吹出口の順に空気が通過する空気清浄経路と、
前記空気清浄経路に送風する送風手段と、
前記プレフィルタに付着した粗じんやほこりを自動で清掃する自動清掃手段を備えたもの
であって、
前記プレフィルタを一時的に電気的接地状態にできる接地手段を備えることを特徴とする
空気清浄装置。
【請求項２】
自動清掃手段の運転中はプレフィルタの接地状態を保持することを特徴とする請求項１記
載の空気清浄装置。
【請求項３】
自動清掃手段の一部がプレフィルタに接触することにより電気的接地状態となることを特
徴とする請求項２に記載の空気清浄装置。
【請求項４】
電気的に接地された清掃部材を有し、前記清掃部材がプレフィルタに接触して清掃する自
動清掃手段を備えていることを特徴とする請求項２または３に記載の空気清浄装置。
【請求項５】
清掃部材が導電性材料によって形成されていることを特徴とする請求項４記載の空気清浄
装置。
【請求項６】
自動清掃手段の運転後にプレフィルタを帯電させる帯電手段を備えていることを特徴とす
る請求項１～５のいずれかに記載の空気清浄装置。
【請求項７】
プレフィルタと接触して帯電させる帯電部材を備えていることを特徴とする請求項６記載
の空気清浄装置。
【請求項８】
プレフィルタと帯電部材との摩擦によって生じる静電気をプレフィルタに帯電させること
を特徴とする請求項７記載の空気清浄装置。
【請求項９】
自動清掃手段は清掃部材と帯電部材が表面に設けられた回転体を有し、
前記回転体の回転によって清掃部材と帯電部材のどちらか一方を選択的にプレフィルタに
接触させる接触部材選択手段を備えることを特徴とする請求項７または８に記載の空気清
浄装置。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれかに記載の空気清浄装置の空気清浄経路内に加湿手段を備えた加湿
機能付き空気清浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気を浄化することのできる空気清浄装置と、空気を浄化しながら加湿する
ことのできる加湿機能付空気清浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な空気清浄装置および加湿機能付き空気清浄装置において、空気清浄手段として
空気中の粗じんやホコリを分離するプレフィルタと、細かな砂塵や菌などを分離する集じ
んフィルタを組み合わせたものが使用されている。このプレフィルタは集じんフィルタに
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粗じんやホコリが付着し細かな砂塵や菌などに対する集じん効果が損なわれないように前
もってこれらを除去し保護するものであるが、それによりプレフィルタが目詰まりしてし
まうため定期的に清掃する必要がある。この清掃作業を自動化させたものも考案されてお
り、その清掃性を向上させるためにいかにしてプレフィルタから粗じんやホコリを取れや
すくするかということが課題となっている。
【０００３】
　この清掃性を向上させるため、プレフィルタに蓄積した電荷を放電する方法が提案され
ている。以下、この主な構成および作用について図７を参照しながら説明する（例えば、
特許文献１参照）。
【０００４】
　図７（ａ）に示すように、吸込口１０１及び吹出口１０２を有する本体１０３と、本体
１０３内に配置された熱交換器と、熱交換器の空気吸込み側に配置されたプレフィルタ１
０４と、室内空気を吸込口１０１より吸い込み、プレフィルタ１０４及び熱交換器を通し
てから吹出口１０２より吹出す送風ファン１０５と、プレフィルタ１０４に捕集された塵
埃を除去する清掃装置１０６とを備えた空気調和機において、プレフィルタ１０４は樹脂
繊維網の表面にステンレスをスパッタリングによって付着させたステンレススパッタリン
グ面を有するものであり、プレフィルタ１０４の吸込み側にイオンを放出してステンレス
スパッタリング面に電位を付与するイオン発生装置１０７を備え、清掃装置１０６は、プ
レフィルタ１０４に沿って移動してプレフィルタ１０４に捕集された塵埃を掃き取る掃除
用刷毛１０８と、プレフィルタ１０４の外側に位置して掃除用刷毛１０８で掃き取られた
塵埃を除去して回収する除去回収手段とを備え、イオン発生装置１０７によるステンレス
スパッタリング面へのイオンの供給を停止した後に清掃動作がなされるものである。
【０００５】
　このような構成とすることにより、図７（ｂ）に示すように、イオン発生装置によって
イオンを放出してプレフィルタ１０４に付着させることにより帯電させて粗じんやホコリ
の除去効果を上げることができる一方、自動清掃運転時にはイオン発生を停止させてプレ
フィルタ１０４に蓄積した電荷を自然放電させ、静電気による付着力を緩和してプレフィ
ルタ１０４から粗じんやホコリを取れやすくして清掃性を上げるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３５５３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記した従来の方法は自然放電であったため電荷の減少速度が遅く自動清掃運
転時に粗じんやホコリを取り除くのに時間がかかるものであった。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、プレフィルタから粗じんやホコリが取れや
すく、より短時間でプレフィルタの自動清掃運転が行える空気清浄装置および加湿機能付
き空気清浄装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の空気清浄装置および加湿機能付き空気清浄装置は
、吸込口と吹出口が開口した本体ケースと、本体ケース内に設けられ、粗じんやほこりを
除去するプレフィルタを有する空気清浄手段と、吸込口、空気清浄手段、吹出口の順に空
気が通過する空気清浄経路と、空気清浄経路に送風する送風手段と、プレフィルタに付着
した粗じんやホコリを自動で清掃する自動清掃手段を備えたものであって、プレフィルタ
を一時的に電気的接地状態にできる接地手段を備えることを特徴とするものであり、これ
により所期の目的を達成するものである。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、自動清掃運転時にはプレフィルタを接地状態として蓄積した静電気を
すみやかに逃がすことができるのでプレフィルタから粗じんやホコリが取れやすくなり、
より短時間で自動清掃運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明における空気清浄装置の本体構成を示す概略斜視図
【図２】同空気清浄装置の本体構成を示す概略断面図
【図３】同自動清掃手段の配置と清掃部の動作を示す概略斜視図
【図４】（ａ）本発明の実施の形態１における清掃部の構成を示す概略断面図、（ｂ）同
清掃部駆動手段を示す概略断面図
【図５】本発明の実施の形態２における清掃部の構成を示す概略断面図
【図６】本発明の実施の形態３における加湿機能付き空気清浄装置の本体構成を示す概略
断面図
【図７】（ａ）従来技術の本体構成を示す概略斜視図、（ｂ）同イオン発生部による作用
を示す概略断面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施する最良の形態について説明する。
【００１３】
　本発明の請求項１記載の空気清浄装置は、吸込口と吹出口が開口した本体ケースと、本
体ケース内に設けられ、粗じんやほこりを除去するプレフィルタを有する空気清浄手段と
、吸込口、空気清浄手段、吹出口の順に空気が通過する空気清浄経路と、空気清浄経路に
送風する送風手段と、プレフィルタに付着した粗じんやほこりを自動で清掃する自動清掃
手段を備えたものであって、プレフィルタを一時的に電気的接地状態にできる接地手段を
備えることを特徴とするものである。
【００１４】
　これにより、必要なときのみプレフィルタに蓄積した電荷をすみやかに逃がして静電気
による粗じんやホコリの付着力を弱めることができるので、プレフィルタから粗じんやホ
コリが取れやすく、また、より短時間で自動清掃運転を行うことができる。
【００１５】
　また、自動清掃手段の運転中はプレフィルタの接地状態を保持するものであり、自動清
掃手段の運転前に蓄積されていた電荷を逃がすことができ、なおかつ、自動清掃手段の運
転中にプレフィルタに発生する電荷をすぐに逃がすことができる。
【００１６】
　また、自動清掃手段の一部がプレフィルタに接触することにより電気的接地状態となる
ものであり、プレフィルタに新たな電極を設ける必要がなく構成が簡単となる。
【００１７】
　また、電気的に接地された清掃部材を有し前記清掃部材がプレフィルタに接触して清掃
する自動清掃手段を備えているものであり、プレフィルタの清掃を行いながら常にプレフ
ィルタの接地状態を保つことができる。
【００１８】
　また、清掃部材が導電性材料によって形成されているものであり、電気抵抗を小さくす
ることができるので、プレフィルタから電気を逃がしやすくすることができる。
【００１９】
　また、自動清掃手段の運転後にプレフィルタを帯電させる帯電手段を備えているもので
あり、自動清掃運転後に電荷を失ったプレフィルタに対して静電気力による集じん効果を
付与することができる。
【００２０】
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　また、プレフィルタと接触して帯電させる帯電部材を備えているものであり、直接プレ
フィルタに電荷を与えることができるので、放出したイオンの付着による与えるよりも効
率よくプレフィルタを帯電させることができる。
【００２１】
　また、プレフィルタと帯電部材との摩擦によって生じる静電気をプレフィルタに帯電さ
せるものであり、高圧の電気回路を設けることなくプレフィルタを帯電させることができ
るので、安全に帯電させることができる。
【００２２】
　また、自動清掃手段は清掃部材と帯電部材が表面に設けられた回転体を有し、回転体の
回転によって清掃部材と帯電部材のどちらか一方を選択的にプレフィルタに接触させる接
触部材選択手段を備えるものであり、自動清掃手段の清掃動作と同じ動作で、プレフィル
タを帯電させることができる。
【００２３】
　また、上記のいずれかの構成の空気清浄装置であって、空気清浄経路内に加湿手段を備
えた加湿機能付き空気清浄装置である。これにより、空気清浄とともに加湿を行うことが
できる。
【００２４】
　（実施の形態１）
　本発明における実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する内容は本発明実施の一例に過ぎず、これに限定されるものではない。
【００２５】
　図１は本発明における空気清浄装置の本体構成を示す概略斜視図、図２は同空気清浄装
置の本体構成を示す概略断面図、図３は同自動清掃手段の配置と清掃部の動作を示す概略
斜視図、図４は本発明の実施の形態１における清掃部の構成を示す概略断面図である。
【００２６】
　図１に示すように、略箱形状の本体ケース１の側面に吸込口２が開口し、天面には吹出
口３が開口している。図２に示すように、本体ケース１内部には粗じんやほこりを除去す
るプレフィルタ４を有する空気清浄手段５が立設されており、前述した吸込口２、空気清
浄手段５、吹出口３を空気がこの順に通過できる空気清浄経路６が形成されている。
【００２７】
　この空気清浄経路６に対して空気清浄手段５の前段側にプレフィルタ４が配設されてお
り、プレフィルタ４の上流側には、図３に示すようにプレフィルタ４に付着した粗じんや
ホコリを自動で清掃する自動清掃手段７が配設されている。そして、図２に戻るが、空気
清浄手段５の後段側には空気清浄経路６に送風する送風手段８が配設されており、外部の
空気を本体ケース１内部に取り込み、空気清浄手段５を通過させ、吹出口３から本体ケー
ス１外部へと排出することができる。
【００２８】
　上記構成とすることにより、送風手段８により本体ケース１内に取り込まれた空気を空
気清浄手段５　によってろ過して清浄化し、清浄化された空気を吹出口３　から本体ケー
ス１外へ排出することができる。これにより、対象空間の空気の清浄化を行うことができ
る。そして、ある程度の運転時間が経過し、粗じんやホコリが付着することによりプレフ
ィルタ４が閉塞し、送風手段８によって送風される風量が低下した場合、自動清掃手段７
の運転を行うことができる。自動清掃手段７の作用によりプレフィルタ４から粗じんやホ
コリが取り除かれるので、送風手段８により送風される風量が回復する。
【００２９】
　なお、空気清浄手段５として、例えば、樹脂繊維を格子状に編んで形成される略平板形
状のプレフィルタ４と、濾材を蛇腹状に折り曲げて形成される略直方体形状の集じんフィ
ルタ９と、活性炭等の吸着剤を樹脂性の網に添着させた脱臭フィルタ１０によって構成す
るものがあげられる。このような構成とすると、本体ケース１内に取り込まれた空気から
粗じんやほこりを除去するとともに、花粉・細菌等の小さな粒子とタバコ臭等のにおいを
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除去し、空気を清浄化することができる。なお、取り込まれた空気が集じんフィルタ９と
脱臭フィルタ１０を通過する順番はどちらでもよい。
【００３０】
　なお、送風手段８として、例えば、シロッコファンやターボファン、プロペラファンや
クロスフローファンが直流または交流電流によって駆動する電動機によって回転駆動する
ものが上げられる。シロッコファンであれば低回転数でも高い静圧がとれ、ターボファン
であれば他よりファン効率がよく、プロペラファンであれば低回転数でも大きい風量がと
れ、クロスフローファンであれば吹出気流が幅広にできるので、場合に応じて最適な方法
を選択すればよい。
【００３１】
　なお、自動清掃手段７として、例えば、図４（ａ）に示すように、ブラシ等の多毛部材
によって構成されプレフィルタ４の前段側に対向しかつプレフィルタ４に接触可能に配設
された清掃部材１１　と、この清掃部材１１を有する清掃部１２と、清掃部１２の下部に
着脱可能に配設されプレフィルタ４から取り除かれた粗じんやホコリを貯留するホコリ貯
留手段１３と、清掃部１２とホコリ貯留手段１３をプレフィルタ４より上方の静止位置１
４からプレフィルタ４の下端よりも下方まで移動させ、再度、静止位置１４まで移動させ
て停止させる清掃部駆動手段１５によって構成されたものがあげられる。
【００３２】
　ここで、清掃部駆動手段１５は、図４（ｂ）に示すように、タイミングモータ等の駆動
モータ１６と、清掃部１２と回動可能に連結したウォームギア１７と、電動機の動力をウ
ォームギア１７に伝達する中間ギア１８と、ウォームギア１７と噛合し清掃部１２を上下
方向に可動するために本体ケース１に形成されたラック１９によって構成されており、駆
動モータ１６を運転することにより清掃部１２をラック１９に沿って上下方向に移動させ
ることができる。
【００３３】
　本発明は上記構成に加え、プレフィルタ４を一時的に電気的接地状態にできる接地手段
を備えるものである。この接地手段として、本実施の形態では、自動清掃手段７の清掃部
材１１を電気的に接地させており、清掃部材１１が移動してプレフィルタ４に接触した時
にプレフィルタ４を電気的接地状態にできるものである。すなわち、清掃部材１１は空気
清浄装置に給電するための電源コード内のアース線と電気的に導通しており、このアース
線が接地されることにより、プレフィルタ４の電気的接地状態がなされるのである。
【００３４】
　なお、この清掃部材１１をアルミニウムなどの金属等の導電性材料によって形成すると
さらによい。これにより、電気抵抗を小さくすることができるので、プレフィルタから電
気を逃がしやすくすることができる。
【００３５】
　上記した構成における動作を以下に説明する。自動清掃運転が開始すると、清掃部駆動
手段１５の作用により静止位置１４にあった清掃部１２が下方に移動し、清掃部１２の清
掃部材１１がプレフィルタ４に接触する。このとき、清掃部材１１は電気的に接地されて
いるため、プレフィルタ４に蓄積していた電荷を逃がすことができる。そして、清掃部材
１１とプレフィルタ４との接触を保ったまま清掃部１２はさらに下方に移動し、プレフィ
ルタ４の表面に付着した粗じんやホコリを掃き落として取り除く。掃き落とされた粗じん
やホコリは清掃部駆動手段１５に貯留され、使用者はこの清掃部駆動手段１５を本体から
取り外して貯留物を廃棄することができる。そして、清掃部１２がプレフィルタ４の下端
よりも下方まで移動すると、次は上方へ移動し始める。清掃部１２がプレフィルタ４の上
端よりも上方まで移動すると、プレフィルタ４と清掃部材１１が離れ、プレフィルタ４の
電気的接地状態は解除される。そして、清掃部１２は静止位置１４へと戻り、自動清掃運
転が完了する。
【００３６】
　以上述べた動作により、自動清掃運転時にプレフィルタ４に蓄積されていた電荷を逃が
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すことができ、また、自動清掃手段が清掃を行っている間はプレフィルタ４の電気的接地
状態を保持することができる。したがって、これらの作用により自動清掃運転中にプレフ
ィルタ４に発生する電荷をすみやかに逃がして粗じんやホコリの静電気による付着力を弱
めることが可能となるので、プレフィルタ４から粗じんやホコリが取れやすく、より短時
間で自動清掃運転を行うことができる。
【００３７】
　なお、清掃部駆動手段１５に貯留された粗じんやホコリの量を知らせるための図示しな
い貯留量検知手段を備えるとよりよい。これにより、清掃部駆動手段１５に一定量の粗じ
んやホコリが溜まった際に使用者にランプ等により報知して貯留物の廃棄を促すことがで
きる。
【００３８】
　（実施の形態２）
　本発明における実施の形態２について、図面を参照しながら説明する。実施の形態１と
同様の作用効果を有する構成については同一符号を用い、詳細な説明は省略する。なお、
以下に説明する内容は本発明実施の一例に過ぎず、これに限定されるものではない。
【００３９】
　図５は、本発明の実施の形態２における清掃部１２の構成を示す概略断面図である。
【００４０】
　図５に示すように、自動清掃手段７にはプレフィルタ４の上下端程度の長手方向長さで
略円筒状に形成された回転体２０が備えられており、清掃部材１１とプレフィルタ４を帯
電させる帯電部材２１が、回転体２０の表面に長手方向に沿って並列に設けられている。
この清掃部材１１は実施の形態１と同様に、空気清浄装置に給電するための電源コード内
のアース線と電気的に導通しており、このアース線が接地されることによりプレフィルタ
４が電気的接地状態となるものである。
【００４１】
　なお、上記の回転体２０の形状は略円筒状に限られたものではなく、清掃部材１１と帯
電部材２１が回転体２０の回転によって選択的に切り替えられればよく、例えば、樋形状
としても同様の作用効果が得られるものである。
【００４２】
　この回転体２０は図示しない例えばステッピングモータ等の回転体駆動手段より回転可
能に配設されており、回転体２０の回動により清掃部材１１と帯電部材２１のどちらか一
方を選択的にプレフィルタ４に対向できるように構成されている。
【００４３】
　上記した構成において、その動作を説明する。自動清掃運転が開始すると、回転体２０
が回転し清掃部材１１がプレフィルタ４と対向する位置で停止する。そして、清掃部１２
が下方に移動し、実施の形態１において述べた作用によりプレフィルタ４の清掃が行われ
る。清掃部１２がプレフィルタ４より下方に移動すると、回転体２０が回転し帯電部材２
１がプレフィルタ４と対向する位置で停止する。そして、清掃部１２が上方に移動し、帯
電部材２１とプレフィルタ４が接触しながら清掃部１２は上方に移動しつづける。
【００４４】
　このとき、帯電部材２１とプレフィルタ４との摩擦により静電気が発生し、プレフィル
タ４が帯電する。清掃部１２がプレフィルタ４よりも上方に移動すると、帯電部材２１は
プレフィルタ４から離れ、プレフィルタ４は帯電状態を維持することになる。清掃部１２
はさらに上方へ移動し、静止位置１４にて静止する。これらの動作を自動清掃運転の度に
繰り返される。
【００４５】
　このようにして、自動清掃運転後に電荷を失ったプレフィルタに対し、直接プレフィル
タに電荷を与えるので放出したイオンの付着による帯電作用よりも効率よく静電気力によ
る集じん効果を付与することができる。
【００４６】
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　また、高圧の電気回路を設けることなくプレフィルタを帯電させることができるので、
安全に帯電させることができる。
【００４７】
　また、自動清掃手段７の清掃部１２の駆動により、プレフィルタの清掃と帯電をより簡
便な構成で行うことができる。
【００４８】
　なお、帯電部材２１として、例えば、ナイロン生地やアクリル生地を用いた布部材が上
げられる。ナイロン生地を用いた場合は摩擦によりナイロン生地が正に帯電し、プレフィ
ルタ４が負に帯電するので、正に帯電した粗じんやホコリをプレフィルタ４に付着させや
すくなる効果がある。また、アクリル生地を用いた場合は摩擦によりアクリル生地が負に
帯電しプレフィルタ４が正に帯電するので、負に帯電した粗じんやホコリをプレフィルタ
４に付着させやすくなる効果がある。
【００４９】
　（実施の形態３）
　本発明における実施の形態３について、図面を参照しながら説明する。実施の形態１ま
たは２と同様の作用効果を有する構成については同一符号を用い、詳細な説明は省略する
。なお、以下に説明する内容は本発明実施の一例に過ぎず、これに限定されるものではな
い。図６は本発明の実施の形態３における加湿機能付き空気清浄装置の本体構成を示す概
略断面図である。
【００５０】
　図６に示すように、例えば実施の形態２における空気清浄経路６に、送風手段８によっ
て送風される空気を加湿する加湿手段２２が介在されている。すなわち、本体ケース１の
下部に水を貯留する略桶形状の加湿トレイ２３と加湿に使用される水を貯留するための図
示しない加湿タンクが配置されており、加湿トレイ２３の内部空間には加湿手段２２が立
設され、この加湿手段２２は空気清浄手段５と送風手段８の間に配置されている。
【００５１】
　このとき、本体ケース１の吸込口２から吸い込まれて空気清浄手段５を通過した空気の
一部または全部がこの加湿手段２２を通過して加湿され、送風手段８によって本体ケース
１外部へと排出される。このようにして、本発明の加湿機能付き空気清浄装置は、本体ケ
ース１に吸い込んだ空気を空気清浄するとともに空気の加湿を行うことができるものであ
る。
【００５２】
　ここで、加湿手段２２として、例えば、吸水性のある不織布を蛇腹状に折り曲げたもの
や少なくとも一部に耐水性および吸水性のある合成繊維を使用して編んで作成した立体編
物の一端を加湿トレイ２３に貯留した水に沈めて吸水させ、これに空気を通過させて水が
気化する作用により加湿を行う方法や、耐水性のある合成繊維を編みこんで作製して保水
性を持たせた立体編物を電動機等の駆動手段によって加湿トレイ２３に貯留した水への浸
水と取出しを定期的に繰り返すようにし、この立体編物に空気を通過させて水が気化する
作用により加湿を行う方法、または、円盤状の回転部材をその円盤面を略水平となるよう
に配置し、円盤中心を通り円盤面に垂直な方向を回転軸として回転させ、この回転部材の
上面に加湿トレイ２３に貯留された水を供給し、回転による遠心力によって水を微細な水
滴に分裂させ、この微細な水滴に対して空気を当てるように通過させ水滴を気化させて加
湿を行う方法、超音波領域の振動数で振動する超音波振動子を加湿トレイ２３に貯留した
水に水没するように配置し、この超音波振動子の振動によって水を微細な水滴に分裂させ
、この微細な水滴に対して空気を当てるように通過させて水滴を気化させて加湿を行う方
法、電熱線またはセラミックヒータなどの発熱素子によって加湿トレイ２３に貯留した水
を加熱し、蒸発した水蒸気と空気を混合させることによって加湿を行う方法などがあげら
れる。
【００５３】
　以上述べたように、本発明の空気清浄装置および加湿機能付き空気清浄装置はプレフィ
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ができるので、プレフィルタ４から粗じんやホコリが取れやすく、また、より短時間で自
動清掃運転を行うことができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　従って、家庭用や事務所用などの、空気清浄装置および加湿機能付き空気清浄装置とし
て活用が大いに期待されるものである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　本体ケース
　２　　吸込口
　３　　吹出口
　４　　プレフィルタ
　５　　空気清浄手段
　６　　空気清浄経路
　７　　自動清掃手段
　８　　送風手段
　１１　清掃部材
　２０　回転体
　２１　帯電部材
　２２　加湿手段

【図１】 【図２】
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