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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口から吸い込んだ空気を上部の吹出口へ通風させる通風路と、該通風路を流れる空
気を浄化する浄化装置とを備え、前記通風路は前記吹出口に繋がる上側部分が後方に傾斜
している空気清浄機において、
　前記通風路の上側部分の前側に、イオンを発生させて外部に送風するイオン送風装置を
備え、
　前記通風路内には、水槽と、該水槽内に収容される水に下部を浸漬させた吸水フィルタ
とが配してあり、
　前記イオン送風装置は、外部の空気を吸い込むイオン用吸込口と、イオンを含む空気を
前方に吹き出すイオン用吹出口と、該イオン用吹出口とイオン用吸込口とを繋ぐイオン用
通風路と、該イオン用通風路の途中に設けた送風機及びイオン発生器とを有しており、
　前記送風機は、ファンと、該ファンを回転させるモータとを有するクロスフローファン
であって、
　前記モータは、前記水槽より前側に配置してあることを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
　前記イオン用吸込口は前面側にあり、前記吸込口は後面側にあることを特徴とする請求
項１に記載の空気清浄機。
【請求項３】
　前記イオン用吸込口は、前記吸込口に対して上側にあることを特徴とする請求項１又は
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２に記載の空気清浄機。
【請求項４】
　前記イオン用吹出口は横長であり、
　前記イオン用通風路は、通風方向と直交する断面が横長であり、通風方向における一端
が前記イオン用吹出口の流入側に繋がる風路部分を有しており、
　前記送風機は、回転軸の方向が前記風路部分の横長の断面の長手方向に沿うように該風
路部分に配置されていることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の空気清浄
機。
【請求項５】
　前記イオン用吸込口は、上部が前記送風機の前側に位置し、下部が前記送風機よりも下
側に位置しており、
　前記イオン用吸込口に、上部が前側に傾斜した防塵フィルタを備えていることを特徴と
する請求項４に記載の空気清浄機。
【請求項６】
　前記イオン用吸込口は、下縁部の中央部が前面視で下側に凸状をなすことを特徴とする
請求項５に記載の空気清浄機。
【請求項７】
　前記イオン用吸込口の前方側を覆う前パネルを備え、該前パネルは、上下摺動可能又は
上部側を支点とした前後揺動が可能であることを特徴とする請求項５又は６に記載の空気
清浄機。
【請求項８】
　前記水槽に水を補給する給水タンクを更に備え、
　前記送風機のモータは、正面視で前記給水タンクの反対側に配置してあることを特徴と
する請求項１から７の何れか１項に記載の空気清浄機。
【請求項９】
　前記イオン送風装置よりも下側の前面を覆うカバーを備え、該カバーは上部側ほど後方
に傾斜した面を上部に有することを特徴とする請求項２から８の何れか１項に記載の空気
清浄機。
【請求項１０】
　底面に脚部又は車輪を備え、
　前記カバーは、下部側ほど後方に傾斜した面を下部に有することを特徴とする請求項９
に記載の空気清浄機。
【請求項１１】
　請求項１から１０の何れか１項に記載の空気清浄機の使用方法であって、前面側が異臭
又は細菌の存在箇所に向くように設置することを特徴とする空気清浄機の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浄化空気及びイオンを室内に供給する空気清浄機及び空気清浄機の使用方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　空気清浄機は下部の吸込口から上部の吹出口に至る通風路が内部に形成され、該通風路
内に浄化フィルタと送風機とが配されている。このような空気清浄機では、送風機の作動
に伴い、吸込口から吸い込まれた室内の空気が浄化フィルタを通風する際に、空気中に含
まれる有害物質が浄化フィルタによって捕集、吸着、分解される等して除去され、浄化さ
れた空気が吹出口から室内へ吹き出される。
【０００３】
　空気清浄機から空気を吹き出す場合、室内に対する浄化空気の供給状態を良くするため
に、上部の吹出口に至る通風路の上側部分を後方に傾斜させることにより、斜め後方上向
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きに室内へ吹き出された空気が空気清浄機の背面に位置する室内の壁に当たり、天井を通
ってから向かいの壁に当たって床面に戻ってくるように循環させる機種が開発されている
（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－４７５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように通風路の上側部分を後方に傾斜させた空気清浄機では、傾斜した通風路の
上側部分の前側に空きスペースが生じるが、従来、このスペースには、例えば制御用、表
示用等の回路基板を配置していた。
【０００６】
　本発明は、上述したような事情に鑑みてなされたものであり、浄化空気用の通風路の上
側部分が後方に傾斜することによって前側に生じた空きスペースを有効活用し、外形サイ
ズの大型化を避けながら、イオンによる空気清浄能力が付加された空気清浄機及び空気清
浄機の使用方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る空気清浄機は、吸込口から吸い込んだ空気を上部の吹出口へ通風させる通
風路と、該通風路を流れる空気を浄化する浄化装置とを備え、前記通風路は前記吹出口に
繋がる上側部分が後方に傾斜している空気清浄機において、前記通風路の上側部分の前側
に、イオンを発生させて外部に送風するイオン送風装置を備え、前記通風路内には、水槽
と、該水槽内に収容される水に下部を浸漬させた吸水フィルタとが配してあり、前記イオ
ン送風装置は、外部の空気を吸い込むイオン用吸込口と、イオンを含む空気を前方に吹き
出すイオン用吹出口と、該イオン用吹出口とイオン用吸込口とを繋ぐイオン用通風路と、
該イオン用通風路の途中に設けた送風機及びイオン発生器とを有しており、前記送風機は
、ファンと、該ファンを回転させるモータとを有するクロスフローファンであって、前記
モータは、前記水槽より前側に配置してあることを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、吸込口から吸い込まれた空気は、上部の吹出口に繋がる上側部分が後
方に傾斜した通風路を流れるときに浄化され、浄化された空気は上部の吹出口から外部へ
吹き出される。また後方に傾斜した上記通風路の上側部分の前側に備えたイオン送風装置
がイオンを発生させ、外部に送風する。
【００１０】
　イオン送風装置は、イオン用吹出口とイオン用吸込口とを繋ぐイオン用通風路の途中に
設けた送風機とイオン発生機を備えており、送風機の動作により外部の空気がイオン用吸
込口から吸い込まれてイオン用通風路を流れるときにイオン発生器から発生したイオンが
付加され、イオンを含む空気がイオン用吹出口から前方に吹き出される。その結果、上部
の吹出口から吹き出される浄化空気とは別に、イオンを含む空気を前方側の室内等に供給
することができる。イオン用通風路に設けた送風機は、層流状態の流れを発生するクロス
フローファンであり、イオンの消滅等を抑制し、前方側の室内等に向けて効率よくイオン
を供給することができる。重量の重いクロスフローファンのモータは、通風路内に設けた
水槽より前側に配置してあり、前後方向の重量バランスを良好にできる。
【００１１】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吸込口は前面側にあり、前記吸込口は後面側
にあることを特徴とする。
　本発明によれば、後面側の吸込口から吸い込まれた空気が浄化された後、上部の吹出口
から外部に吹き出され、前面側のイオン用吸込口から吸い込まれた空気がイオンを付加さ
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れた後、前面側のイオン用吹出口から前方に吹き出される。その結果、イオンは主として
前面側で循環する空気によって前方に供給されるので、浄化空気の流れの影響を抑制して
、イオンを含む空気を室内等に安定して供給することができる。
【００１２】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吸込口は、前記吸込口に対して上側にあるこ
とを特徴とする。
　本発明によれば、吸込口に対して上側にあるイオン用吸込口は設置面からの高さが浄化
空気用の吸込口より高く、設置面に近い吸込口と比べて吸い込まれる空気中の埃等の量が
少ない。その結果、イオン用吸込口等に設ける防塵用のフィルタは通気抵抗が小さい簡易
なフィルタを使用することができ、また埃等がイオン用吸込口からイオン用通風路に侵入
してイオン発生器の動作不良を発生させる等の問題を抑制することができる。
【００１３】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吹出口は横長であり、前記イオン用通風路は
、通風方向と直交する断面が横長であり、通風方向における一端が前記イオン用吹出口の
流入側に繋がる風路部分を有しており、前記送風機は、回転軸の方向が前記風路部分の横
長の断面の長手方向に沿うように該風路部分に配置されていることを特徴とする。
　本発明によれば、通風方向における一端が横長のイオン用吹出口の流入側に繋がるイオ
ン用通風路の風路部分に回転軸の方向が該風路部分の横長の断面の長手方向に沿うように
送風機が配置してある。送風機はクロスフローファンであり、送風機の作動によりイオン
用吸込口から吸い込まれた空気は、横長の断面の風路部分及び送風機のファン内部を層流
状態で流れ、イオン発生器でイオンが付加された空気が横長のイオン用吹出口から前方に
吹き出される。その結果、乱流によるイオンの消滅等を抑制し、前方側の室内等に向けて
効率よくイオンを供給することができる。
【００１４】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吸込口は、上部が前記送風機の前側に位置し
、下部が前記送風機よりも下側に位置しており、前記イオン用吸込口に、上部が前側に傾
斜した防塵フィルタを備えていることを特徴とする。
　本発明によれば、送風機との干渉を避けるためにイオン用吸込口の上部を送風機の前側
に位置させ、イオン用吸込口の下部を送風機よりも下側に位置させることにより、イオン
用吸込口の開口部を広くして吸込み風量を確保することができる。また、イオン用吸込口
に備えた防塵フィルタに捕集される埃は、堆積量が多くなると上部が前側に傾斜している
防塵フィルタから落下し易く、イオン用吸込口から内部への埃の侵入が抑制される。
【００１５】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吸込口は、下縁部の中央部が前面視で下側に
凸状をなすことを特徴とする。
　本発明によれば、イオン用吸込口は中央部での上下幅が端部側よりも広く、通気抵抗が
小さくなるので、中央部での吸引量が端部側での吸引量に比べて多い状態で安定に吸引す
ることができる。
【００１６】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン用吸込口の前方側を覆う前パネルを備え、該前
パネルは、上下摺動可能又は上部側を支点とした前後揺動が可能であることを特徴とする
。
　本発明によれば、イオン用吸込口の前方側を覆う前パネルを上側に摺動させると、イオ
ン用吸込口の下部が露出してイオン用吸込口に吸引される空気の通気抵抗が小さくなり、
逆に前パネルを下側に摺動させると、イオン用吸込口の下部が露出せずイオン用吸込口に
吸引される空気の通気抵抗が大きくなる。また、前パネルが上部側を支点として前側に揺
動されると、前パネルとイオン用吸込口との間隙が大きくなるのでイオン用吸込口に吸引
される空気の通気抵抗が小さくなり、前パネルが後側に揺動されると、前パネルとイオン
用吸込口との間隙が小さくなるのでイオン用吸込口に吸引される空気の通気抵抗が大きく
なる。その結果、イオン用吸込口の前方側を覆う前パネルを上下摺動又は前後揺動させる
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ことにより、イオン用吸込口に吸引される空気の吸引量を変化させてイオン用吹出口から
吹き出されるイオンの供給量を調整することができる。
【００１８】
　本発明に係る空気清浄機は、前記水槽に水を補給する給水タンクを更に備え、前記送風
機のモータは、正面視で前記給水タンクの反対側に配置してあることを特徴とする。
　本発明によれば、給水タンクから水槽に水が補給され、下部が水槽内に収容される水に
浸漬し、水槽内の水を吸水して加湿された吸水フィルタを浄化空気が通風して加湿される
と共に、重量の重い送風機のモータと給水タンクとを正面視において反対側に配置するこ
とで左右方向の重量をバランスさせることができる。
【００１９】
　本発明に係る空気清浄機は、前記イオン送風装置よりも下側の前面を覆うカバーを備え
、該カバーは上部側ほど後方に傾斜した面を上部に有することを特徴とする。
　本発明によれば、イオン送風装置よりも下側の前面を覆うカバーに当たった空気の一部
は上部側ほど後方に傾斜した上部の面に沿って上方に誘導され、イオン送風装置のイオン
用吸込口から効率よく吸引される。その結果、イオンが付加された空気がイオン用吹出口
から前方に吹き出す量を多くすることができる。
【００２０】
　本発明に係る空気清浄機は、底面に脚部又は車輪を備え、前記カバーは、下部側ほど後
方に傾斜した面を下部に有することを特徴とする。
　本発明によれば、イオン送風装置よりも下側の前面を覆うカバーに当たった空気の一部
は下部側ほど後方に傾斜した下部の面に沿って下方に誘導され、底面と脚部又は車輪との
間隙を通って背面側に回り、吸込口から効率よく吸引される。その結果、上部の吹出口か
ら吹き出す浄化空気の吹出し量を多くすることができる。
【００２１】
　本発明に係る空気清浄機の使用方法は、前記空気清浄機を前面側が異臭又は細菌の存在
箇所に向くように設置することを特徴とする。
　本発明によれば、空気清浄機内でイオンが付加されたイオンが空気清浄機から前方に吹
き出されて異臭又は細菌の存在箇所に達し、異臭又は細菌を消滅させることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る空気清浄機によれば、浄化空気用の通風路の後方に傾斜した上側部分の前
側にイオン送風装置を配置したので、イオン送風装置の前方への突出を抑制することがで
きる。その結果、浄化空気用の通風路の上側部分が後方に傾斜することによって前側に生
じた空きスペースを有効活用し、外形サイズの大型化を避け、また前後方向の重量バラン
スを良好にしながら、イオン送風装置によってイオンによる空気清浄能力が付加された空
気清浄機が提供される。
【００２３】
　本発明に係る空気清浄機の使用方法によれば、イオンを付加された空気の吹出口がある
前面側が異臭又は細菌の存在箇所に向くように設置することにより、効率よく異臭又は細
菌を消滅させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る空気清浄機の前側の外観斜視図である。
【図２】図１に示す空気清浄機の後側の外観斜視図である。
【図３】図１に示す空気清浄機の正面図である。
【図４】図１に示す空気清浄機の背面図である。
【図５】図１に示す空気清浄機の側面図である。
【図６】図１に示す空気清浄機の平面図である。
【図７】図１に示す空気清浄機の側面断面図である。
【図８】図１に示す空気清浄機の正面断面図である。
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【図９】図１に示す空気清浄機の一部を拡大した正面断面図である。
【図１０】図１に示す空気清浄機の一部を拡大した側面断面図である。
【図１１】本発明に係る空気清浄機による空気の流れを示す図である。
【図１２】空気清浄機の使用方法を説明する図である。
【図１３】本発明に係る空気清浄機の別実施形態を模式的に示す側面図である。
【図１４】本発明に係る空気清浄機の別実施形態を模式的に示す側面図及び一部断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る空気清浄機の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明
に係る空気清浄機の前側の外観斜視図、図２は同空気清浄機の後側の外観斜視図、図３は
同空気清浄機の正面図、図４は同空気清浄機の背面図、図５は同空気清浄機の側面図、図
６は同空気清浄機の平面図、図７は同空気清浄機の側面断面図、図８は同空気清浄機の正
面断面図、図９は同空気清浄機の一部を拡大した正面断面図、図１０は図１に示す空気清
浄機の一部を拡大した側面断面図である。
【００２６】
　本発明に係る空気清浄機は、矩形状の箱体を垂直に立てたような外形のハウジング１を
備え、ハウジング１の内部は隔壁１１によって前後に仕切られている（図７）。隔壁１１
は上側の略半分が後方に傾斜している。
【００２７】
　隔壁１１の後側に、浄化用の各種フィルタを収納するフィルタ収納部１ａが形成されて
いる。フィルタ収納部１ａは、ハウジング１の後面側に開口し、直方体状に窪んだ空間で
あり、フィルタ収納部１ａには、後側より順に、脱臭フィルタ７ａ及び集塵フィルタ７ｂ
が重ね合わされた状態で収納されている。
【００２８】
　脱臭フィルタ７ａは、空気中の臭い成分であるアセトアルデヒドやアンモニアや酢酸等
を吸着する機能を有し、長方形をなす枠体にポリエステル製の不織布を取り付け、その上
に活性炭を均一に分散配置し、その上からポリエステル製の不織布を被せた構造である。
【００２９】
　集塵フィルタ７ｂは、微細な塵埃を捕集する機能を有し、いわゆるＨＥＰＡ（Ｈｉｇｈ
　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ａｉｒ）フィルタで構成してある。
該ＨＥＰＡフィルタは、ポリエステル／ビニロン系不織布からなる骨材に電石加工したメ
ルトブロー不織布を合わせて濾材とし、これを折り畳み、その上下面にハイドロキシアパ
タイト加工した不織布からなる抗菌シートを重ねて熱圧着し、ホットメルト付き不織布か
らなる枠を溶着した構造である。
【００３０】
　フィルタ収納部１ａの開口を覆う着脱可能な後パネル２が備えられている。脱臭フィル
タ７ａ及び集塵フィルタ７ｂは、後パネル２によってフィルタ収納部１ａからの脱落が防
止される。後パネル２は概ね矩形の板状をなし、マトリックス状に複数の小孔からなる吸
込口２ａが形成され、裏面にはメッシュ状の繊維シートが貼り付けてある。
【００３１】
　集塵フィルタ７ｂの前側に、加湿フィルタユニット３及び水槽４が配されている。水槽
４はハウジング１の底板上に載置され、水槽４に支持される加湿フィルタユニット３と共
に、ハウジング１の一側部から外部に引き出すことが可能である。水槽４の引き出し側の
端部には、タンク受け４０が連設され、タンク受け４０上には、給水栓（不図示）を下向
きとした給水タンク４１が着脱される。給水タンク４１から水が適時供給され、水槽４の
水位Ｌは一定に維持される（図９）。
【００３２】
　加湿フィルタユニット３は、吸水性及び通気性を有し、ジグザグに折り畳まれた円盤状
の吸水フィルタ３１及び吸水フィルタ３１を収納保持する円環状の保持枠３０からなる。
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吸水フィルタ３１は適宜の厚さを有するフィルタ素材を打ち抜いて作製される。保持枠３
０は合成樹脂製である。
【００３３】
　次に加湿フィルタユニット３の回転支持構造について説明する。保持枠３０の外周面に
は、幅方向の中央部に全周に亘って歯が形成されたリングギア３２が設けてある。水槽４
の内部には、軸心が水槽４の幅方向に沿った２つの支持ローラ６，６が水槽４の長手方向
に振り分け配置されている。各支持ローラ６は、長さ方向中央の小径部の両側に斜め外向
きに立ち上がる転接面６ａ，６ａを有する鼓形ローラであり、水槽４の幅方向の両側壁４
４，４４間に保持された保持ブラケット６０に回転自在に支持されている。
【００３４】
　保持ブラケット６０は、水槽４の底板の両端部に垂直に立ち上がる側板を備えた断面が
コの字形の部材である。支持ローラ６は、両端面の中央部に設けた凹部６１，６１を保持
ブラケット６０の両側板に設けた凸部６２，６２に係合させて保持されている。保持ブラ
ケット６０は、水槽４の幅方向の両側壁４４，４４の内面に両側板を当てた状態で嵌め込
まれている。
【００３５】
　各支持ローラ６は転接面６ａ，６ａをリングギア３２の両側面に転接させることにより
、加湿フィルタユニット３の保持枠３０を下部から支えると共に、水槽４の幅方向の位置
決めをする。加湿フィルタユニット３は下部を水槽４の内部に差し込み、垂直に立ち上が
る姿勢で支持されている。
【００３６】
　保持枠３０のリングギア３２は保持枠３０の上方に配した駆動ユニット５の駆動歯車５
１に噛合されている。駆動ユニット５は基台５０の一面に駆動歯車５１及び駆動歯車５１
と噛合する伝動歯車５２を備え、基台５０の他面に駆動モータ５３を備え、駆動モータ５
３の出力軸が伝動歯車５２に連結されている。基台５０は貫通する固定ネジ５４，５４に
よりハウジング１内の適宜位置に固定されている。
【００３７】
　吸水フィルタ３１には、保持枠３０の内側に侵入した水によって浸水する浸水部３１ａ
及び浸水しない非浸水部３１ｂが周方向に離隔して設けてある。非浸水部３１ｂは吸水フ
ィルタ３１の外周部の一部に設けられ、浸水部３１ａは吸水フィルタ３１の外周部の残り
に設けられている。加湿フィルタユニット３が回転駆動されていない場合、吸水フィルタ
３１は自重で回転し、非浸水部３１ｂの周方向中央部が鉛直方向の最下部に位置する状態
となる。
【００３８】
　非浸水部３１ｂの周方向中央部が鉛直方向の最下部に位置した場合、吸水フィルタ３１
は非浸水状態となり、水槽４内の水を吸水しないため、吸水フィルタ３１は乾燥し、吸水
フィルタ３１を通過する空気の加湿が抑制される。吸水フィルタ３１が周方向へ回転して
、非浸水部３１ｂの周方向中央部が鉛直方向の最下部から外れた場合、吸水フィルタ３１
は浸水状態となり、水槽４内の水を吸水し、吸水フィルタ３１を通過する空気が加湿され
る。
【００３９】
　隔壁１１の前面側に風路カバー１２が取り付けられている。風路カバー１２は、下側の
円筒部１２ａと、円筒部１２ａの外周部に下端が連なる扁平状の上側の角筒部１２ｂ（但
し、隔壁１１側が開口している）とからなる。円筒部１２ａは、隔壁１１の下側部分と略
平行な円形の底壁部１２ａ１と、底壁部１２ａ１の縁部全周と隔壁１１とを接続する側壁
部１２ａ２とを有している。角筒部１２ｂは、隔壁１１の上側部分と略平行に対向した状
態で後方に傾斜した壁部１２ｂ１と、該壁部１２ｂ１の縁部全周と隔壁１１とを接続する
側壁部１２ｂ２とを有している。
【００４０】
　加湿フィルタユニット３の前側に、隔壁１１を隔てて送風機８が配置され、隔壁１１の
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下部には送風機８に通じる複数の通気孔１１ａが形成されている。送風機８はファン８１
及び該ファン８１を回転駆動するファンモータ８２を備え、風路カバー１２の底壁部１２
ａ１にファンモータ８２が固定されている。ファン８１はターボファンであるが、その他
、プロペラファンやクロスフローファンを採用してもよい。ファンモータ８２は駆動制御
の容易性を重視して直流モータを用いている。
【００４１】
　送風機８の上方側に位置し、隔壁１１と風路カバー１２の角筒部１２ｂとで囲まれた空
間が吹出風路１３に形成されている。ハウジング１の上面は、後側部分が前側部分より低
くなるように傾斜し、この傾斜した後側部分に、吹出風路１３に連通した上向き開口の吹
出口１５が設けてある。吹出口１５には風向板１５ａが設けてある。風向板１５ａは吹き
出し空気の方向を斜め後方側から上方側の所定範囲で変更することが可能である。
【００４２】
　送風機８のファンモータ８２の駆動によりファン８１が回転し、後パネル２の吸込口２
ａから外部の空気（室内の空気）が吸い込まれ、吸い込まれた空気は、脱臭フィルタ７ａ
及び集塵フィルタ７ｂを通過する際の臭いや塵埃のない空気に浄化される。浄化された空
気は、吸水フィルタ３１で加湿され、又は加湿をされずに、隔壁１１の通気孔１１ａから
ファン８１の中心部に吸い込まれる。ファン８１の中心部に吸い込まれた空気は、ファン
ブレード同士の間を通りファン８１の外周から吐き出され、吹出風路１３を流れて上方に
導かれて吹出口１５から室内に吹き出される。
【００４３】
　以上より、フィルタ収納部１ａ及び吹出風路１３によって、吸込口２ａから吸い込まれ
、浄化された空気を上部の吹出口１５へ通風させる通風路が構成される。また、脱臭フィ
ルタ７ａ及び集塵フィルタ７ｂによって、上記通風路を流れる空気を浄化する浄化装置が
構成される。
【００４４】
　後方に傾斜した風路カバー１２の角筒部１２ｂの前側には、ハウジング１の前面に開口
した吸込口１８から横断面視で略「くの字」状に湾曲して上向きに伸び、ハウジング１の
前面上部に設けた吹出口１７に至る通風路２０が設けてある。通風路２０は、後壁２０ａ
と、前壁２０ｂと、後壁２０ａ及び前壁２０ｂの両側の縁部を結ぶ側壁２０ｃとで囲まれ
た空間である。
【００４５】
　吹出口１７は横長の開口を有し、複数の縦向きの風向板１７ａ及び横向きの風向板１７
ｂを備えている。縦向きの風向板１７ａは前方に吹き出す空気の流れを横方向に広げるよ
うに吹出口１７の両端側で外向きの角度とされている。横向きの風向板１７ｂは前方側に
吹き出す空気の流れを略水平状態にするためのものである。
【００４６】
　通風路２０の吹出口１７に近い箇所に、ファン２１ｃを取り付けた回転軸２１ｂが横向
きに配置されたクロスフローファン２１が設けてある。回転軸２１ｂは通風路２０の両側
の側壁２０ｃに回転自在に支持されている。クロスフローファン２１の駆動用のモータ２
１ａは通風路２０の外に設置され、モータ２１ａの出力軸が回転軸２１ｂと同軸に配置さ
れている。モータ２１ａは前後方向で水槽４より前側に位置している。また、モータ２１
ａは正面視で左側に位置し、正面視で右側に位置する給水タンク４１の反対側に配置され
ている（図７及び図８）。
【００４７】
　吸込口１８は横方向が吹出口１７と同幅で縦方向の幅が吹出口１７より広く、正面視で
下縁部の中央部が下側に凸状をなす矩形状の開口を有する。吸込口１８は上部がクロスフ
ローファン２１の前側に位置し、下部がクロスフローファン２１より下側に位置し、前側
に傾斜している。また吸込口１８は、後パネル２に設けた吸込口２ａに対して上側にある
。具体的には、吸込口１８の上端部は最上部位置の吸込口２ａよりも高い位置にあり、吸
込口１８の下端部は、最上部位置の吸込口２ａより低いがハウジング１の高さの略半分よ
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りも上側の位置にあり、最下部位置の吸込口２ａよりは高い位置にある。
【００４８】
　吸込口１８には防塵フィルタ１９が縦姿勢に装着され、防塵フィルタ１９はクロスフロ
ーファン２１と接触しないように上部が下部に対して前側に傾斜している。吸込口１８及
び防塵フィルタ１９の前方側を覆うように、前パネル２３がハウジング１に固定されて垂
下されている。前パネル２３は吸込口１８の形状に合わせて正面視で下縁部の中央部が下
側に凸状をなし、又、中央部が前側に突き出るように左右方向に湾曲している。
【００４９】
　通風路２０のクロスフローファン２１と吹出口１７との間の壁面に、正負のイオンを発
生させるイオン発生器２２が配設されている。イオン発生器２２には、針状の放電電極（
不図示）が風路内に露出するように設けられ、放電電極に給電部（不図示）から交流波形
またはインパルス波形の電圧を供給することによって放電電極がイオンを発生する。
【００５０】
　クロスフローファン２１のモータ２１ａ及びイオン発生器２２が駆動されると、クロス
フローファン２１によって吹出口１７から吸い込まれた空気に、イオン発生器２２により
発生したイオンが付加され、イオンを含む空気が吹出口１７より前方側に吹き出される。
【００５１】
　放電電極の印加電圧が正電圧の場合はイオンが空気中の水分と結合して主としてＨ+ （
Ｈ2 Ｏ）m から成るプラスイオンを発生する。放電電極の印加電圧が負電圧の場合はイオ
ンが空気中の水分と結合して主としてＯ2

-（Ｈ2 Ｏ）n から成るマイナスイオンを発生す
る。ここで、ｍ、ｎは任意の自然数である。Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m 及びＯ2

-（Ｈ2 Ｏ）n は空
気中の浮遊菌や臭い成分の表面で凝集してこれらを取り囲む。
【００５２】
　そして、式（１）～（３）に示すように、衝突により活性種である［・ＯＨ］（水酸基
ラジカル）やＨ2Ｏ2（過酸化水素）を微生物等の表面上で凝集生成して浮遊菌や臭い成分
を破壊する。ここで、ｍ’、ｎ’は任意の自然数である。従って、プラスイオン及びマイ
ナスイオンを発生して吹出口から吐出することにより使用者の近傍の殺菌及び臭い除去を
行うことができる。
　Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m ＋Ｏ2

-（Ｈ2 Ｏ）n →・ＯＨ＋１／２Ｏ2 ＋(ｍ＋ｎ)Ｈ2 Ｏ  ・・・
（１）
　Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m ＋Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m ’＋Ｏ2

-（Ｈ2 Ｏ）n ＋Ｏ2
-（Ｈ2 Ｏ）n ’

 　　　　　　　　　　　→２・ＯＨ＋Ｏ2 ＋(ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ')Ｈ2 Ｏ・・・（２）
　Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m ＋Ｈ+ （Ｈ2 Ｏ）m ’＋Ｏ2

-（Ｈ2 Ｏ）n ＋Ｏ2
-（Ｈ2 Ｏ）n ’

 　　　　　　　　　　　→Ｈ2Ｏ2＋Ｏ2 ＋(ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ')Ｈ2 Ｏ・・・（３）
【００５３】
　尚、本実施形態ではイオン発生器２２によってプラスイオン及びマイナスイオンを発生
しているが、マイナスイオンのみを発生してもよい。
【００５４】
　ハウジング１は、風路カバー１２の前側を覆う前カバー１６を前面下部に備えている。
前カバー１６は上部に上部側ほど後方に緩やかに傾斜した上傾斜面１６ａを有する。前カ
バー１６は下端部に横方向に伸びる凹溝部１６ｃを有し、凹溝部１６ｃの底部は開口して
いる。凹溝部１６ｃの上側斜面が下部側ほど後方に急傾斜した下傾斜面１６ｂを形成して
いる。
【００５５】
　ハウジング１の底面には、ロック機構付きの複数の車輪９が取り付けてある。これによ
り、車輪９のロック機構を解除して空気清浄機を室内の適所に移動させた後、ロック機構
を作動させて空気清浄機を床上で移動しない状態で設置することができる。
【００５６】
　次に以上の如き構成の空気清浄機による空気の流れについて説明する。図１１は本発明
に係る空気清浄機による空気の流れを示す図である。空気清浄機は壁Ｗ際の床面Ｆに設置
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してある。上面の吹出口１５から斜め後方上向きに吹き出された清浄空気は背側の壁Ｗ、
天井及び向かい側の壁（不図示）を経て室内を循環した後、空気清浄機の前面側に戻り、
前カバー１６に当たる。前カバー１６の上側部分に当たった空気は上傾斜面１６ａに沿っ
て流れ、前パネル２３と上傾斜面１６ａとの間隙を通ってイオン用の吸込口１８に吸引さ
れる。吸込口１８に吸引された空気は防塵フィルタ１９にて埃が除去され、通風路２０を
流れるときにイオンを付加され、吹出口１７から前方側に吹き出される。尚、吹出口１７
から前方側に吹き出された空気も循環して空気清浄機の前面側に戻る。
【００５７】
　一方、前カバー１６の下側部分に当たった空気は凹溝部１６ｃに入って下傾斜面１６ｂ
に沿って流れ、さらに底面と床面Ｆとの間を流れて背面側に達し、吸込口２ａに吸引され
る。吸込口２ａに吸引された空気は脱臭フィルタ７ａ、集塵フィルタ７ｂ及び加湿フィル
タユニット３を通過して浄化及び加湿され（又は加湿されず）、上面の吹出口１５から吹
き出される。以下、このような空気の循環を繰り返す。
【００５８】
　次に空気清浄機の上記と異なる使用形態について説明する。図１２は空気清浄機の使用
方法を説明する図である。本使用形態では、空気清浄機は壁際ではなく、ＬＤＫタイプの
部屋のリビングとダイニングキッチンとの境界付近の床面Ｆに、イオン用の吹出口１７及
び吸込口１８をダイニングキッチン側に向け、後パネル２をリビング側に向けて設置して
ある。ダイニングキッチンはリビングよりも臭気や細菌が発生し易いので、ダイニングキ
ッチン側に向けてイオンを集中的に放出することにより、臭気や細菌の発生を抑制するこ
とができ、同時に、リビングに対しては浄化空気を供給することができる。結果的に、浄
化空気供給用の空気清浄機とイオン供給用の空気清浄機との２台の空気清浄機の機能が１
台の空気清浄機で実現できる。
【００５９】
　前述の実施の形態では、空気浄化用通風路に、脱臭フィルタ７ａ、集塵フィルタ７ｂ及
び加湿フィルタユニット３を備える空気清浄機について説明したが、これらに限るもので
はない。例えば、脱臭フィルタ７ａ及び集塵フィルタ７ｂを備え、加湿フィルタユニット
３を備えていない空気清浄機でもよい。
【００６０】
　前述の実施の形態では、前パネル２３がハウジング１に固定されているが、前パネルが
ハウジング１に上下摺動可能又は上部側を支点とした前後揺動可能に支持される構成でも
よい。図１３及び図１４は本発明に係る空気清浄機の別実施形態を模式的に示す側面図及
び一部断面図である。尚、図１４のＢはＡのＢ－Ｂ線における断面を示す。
【００６１】
　図１３は前後揺動可能な前パネル２３Ａの例を示し、前パネル２３Ａの上端部２３Ａ１
がハウジング１に固定された軸部２３Ａ２に外嵌され回転自在に支持されている。前パネ
ル２３Ａが上端部２３Ａ１を支点として前側に揺動されると、前パネル２３Ａと吸込口１
８との間隙が大きくなるので吸込口１８に吸引される空気の通気抵抗が小さくなり、前パ
ネル２３Ａが後側に揺動されると、前パネル２３Ａと吸込口１８との間隙が小さくなるの
で吸込口１８に吸引される空気の通気抵抗が大きくなる。図１４は上下摺動可能な前パネ
ル２３Ｂの例を示し、前パネル２３Ｂの上部２３Ｂ１がハウジング１に固定されたレール
２３Ｂ２に外嵌され上下に摺動自在に支持されている。前パネル２３Ｂを上側に摺動させ
ると、吸込口１８の下部が露出して吸込口１８に吸引される空気の通気抵抗が小さくなり
、前パネル２３Ｂを下側に摺動させると、吸込口１８の下部が露出せず吸込口１８に吸引
される空気の通気抵抗が大きくなる。
【００６２】
　前述の実施の形態では、ハウジング１の底面に車輪９を取り付けたが、車輪の代わりに
脚部を取り付けてもよい。
【００６３】
　本発明において、発生させるイオンは帯電微粒子水も含むものとする。この時、イオン
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発生器は静電霧化装置から成り、静電霧化装置によってラジカル成分を含む帯電微粒子水
が生成される。即ち、静電霧化装置に設けた放電電極をペルチェ素子により冷却すること
で放電電極の表面に結露水が生じる。次に、放電電極にマイナスの高電圧を印加すると、
結露水から帯電微粒子水が生成される。また、放電電極からは帯電微粒子水とともに空気
中に放出されるマイナスイオンも発生する。
【００６４】
　なお、今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、特許請求の範囲内での全ての変更及び特許請求
の範囲と均等の範囲が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００６５】
　１ａ　　　フィルタ収納部（通風路）
　２ａ　　　吸込口
　３１　　　吸水フィルタ
　４　　　　水槽
　４１　　　給水タンク
　７ａ　　　脱臭フィルタ（浄化装置）
　７ｂ　　　集塵フィルタ（浄化装置）
　９　　　　車輪
　１３　　　吹出風路（通風路）
　１５　　　吹出口
　１６　　　前カバー（カバー）
　１７　　　吹出口（イオン用吹出口、イオン送風装置）
　１８　　　吸込口（イオン用吸込口、イオン送風装置）
　１９　　　防塵フィルタ
　２０　　　通風路（イオン用通風路、イオン送風装置）
　２１　　　クロスフローファン（送風機、イオン送風装置）
　２１ａ　　モータ
　２１ｃ　　ファン
　２２　　　イオン発生器（イオン送風装置）
　２３　　　前パネル
　２３Ａ　　前パネル
　２３Ａ１　上端部（支点）
　２３Ｂ　　前パネル
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