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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部円盤１１１に固定され、外装全体が網状部１１２から形成されている円筒状筐体１
１０と、
　前記円筒状筐体の前記網状部１１２の内側に設けられた、不織布フィルター１２２及び
内部に皺状フィルター１２１ａを有する円筒状のフィルターカートリッジ１２１を含むフ
ィルターユニット１２０と、
　前記フィルターユニットの内部に設けられ、下側部分に吸気部１３１を有し、上側が広
く、下側が狭い、逆円錐形状の吸気ガイド１３０と、
　前記円筒状の筐体、前記フィルターユニット、および前記吸気ガイドの上部を覆い、か
つ、空気孔１４１ａおよび中央に突起部１４１ｂを有する支持円盤１４１と、前記支持円
盤の突起部に固定されたモーター１４２と、前記モーターの回転軸１４２ａに固定された
ファン１４３と、ファン１４３の周囲にあり、上面の周囲に沿って形勢された排気孔１４
４ａを有するファン筐体１４４とを備えている空気供給ユニット体１４０と、
　前記空気供給ユニット体の上部に組み立てられ、上面に操作ノブ１５２およびハンドル
１５４を備えた制御部１５３を有し、かつ、排気孔１４４ａに対応する回転排気ガイド部
１５１が縁に沿って形成されている、上部筐体１５０と、
　前記空気供給ユニットの上面と前記上部筐体の底面との間に設けられている電子回路基
板２００とを、有する空気清浄機。
【請求項２】



(2) JP 4068122 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

　前記空気供給ユニット体１４０が、排気孔１４４ａの内側に、複数の電気暖房装置１６
０を備える請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項３】
　前記空気供給ユニット体１４０が、一方の側で下方向に伸張しているセンサー被覆部１
４５を有し、前記センサー被覆部の内部には、埃密度検知センサー１７０が設けられてい
る請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項４】
　前記空気供給ユニット体１４０内部で、センサー孔１４４ｂが、ファン筐体１４４の一
方の側に形成され、ガス密度検知センサー１８０と、温度検知センサー１９０とが、前記
ファン筐体の内側に設けられている請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項５】
　前記空気供給ユニット体１４０は、空気孔１４１ａから排気孔１４４ａへ、下方向へで
はなく上方向へと、気流を導くことができる空気ガイド部材１４６を有する請求項１に記
載の空気清浄機。
【請求項６】
　前記空気供給ユニット体１４０には、支持円盤１４１の底部に、一対の紫外線ランプ２
２１を備えた紫外線殺菌部２２０が設けられている請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項７】
　前記吸気ガイド１３０の前記吸気部１３１が、空気の気流を乱流に導くための、放射状
羽根部分１３２を有する請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項８】
　前記フィルターユニットのフィルターカートリッジ１２１は、皺状フィルター１２１ａ
と、皺状フィルター１２１ａの内側表面に隣接する炭素フィルター１２１ｂとを、有する
請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項９】
　前記フィルターユニット１２０のフィルターカートリッジ１２１は、皺状フィルター１
２１ａと、皺状フィルター１２１ａの内側表面に隣接する炭素フィルター１２１ｂと、炭
素フィルター１２１ｂの内側表面に隣接するナノ銀フィルター１２１ｃとを、有する請求
項１に記載の空気清浄機。
【請求項１０】
　前記上部筐体１５０は、イオン生成部２１０を有し、前記イオン生成部に接続された排
出ホース２１１が、制御部１５３の一方の側から外側に出ている請求項１に記載の空気清
浄機。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、空気清浄機に関し、とりわけ、筐体が円筒状であり、空気がこの円筒状筐体
の表面全体から吸気され、吸気された空気が円筒状のフィルターと清浄化ユニットとを通
過し、清浄化された空気が上方向から排気されることを特徴とする空気清浄機に関する。
【０００２】
　〔背景技術〕
　一般に、従来の小型の空気清浄機は壁に掛けられるか、あるいは、机の上に設置され、
大型の空気清浄機は、床の上で、壁の側に設置される。
【０００３】
　このような従来の空気清浄機は、空気清浄機の正面方向から空気を吸気および排気する
ように設計されるために、空気清浄機の近くにある空気のみが清浄化されることとなる。
上記空気洗浄機効果が及ぶ範囲（system）から遠く離れた空気は、清浄化されない。
【０００４】
　さらに、上記従来の空気清浄機の空気の濾過用、清浄化用、および排気用の空気流動部
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分は、すべて一方の側に偏っているために、フィルターの断面積は大きくない。従って、
フィルターをしばしばクリーニングせねばならず、フィルターの寿命が短くなってしまう
。
【０００５】
　従来の空気清浄機の機能は、空気清浄に限られており、空気の殺菌機能や、有害なガス
の除去機能は有していない。従って、理想的な空気清浄は行なわれていない。
【０００６】
　従来の空気清浄機は、空気を暖める機能を有しておらず、従って、室内の温度が低い場
合には、暖房装置が別途必要である。従って、従来技術においては、暖房装置と空気清浄
機とを別に設置する必要がある。さらに、遠隔制御機能がなく、使用が不便であった。
【０００７】
　〔発明の概要〕
　従って、本発明の目的は、従来存在した問題を解決することができる空気清浄機を提供
することである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、改良した空気循環構成により、広範囲の空気を迅速に清浄す
ることができる空気清浄機を提供することである。上記空気清浄機の構成では、筐体が円
筒状であり、空気がこの円筒状筐体の表面全体を通過して吸気され、吸気された空気が円
筒状のフィルターと清浄化ユニットとを通過し、清浄化された空気が上方向から排気され
る。さらに、吸気と排気とを混在させることなく、従って効果的な清浄作用を奏する。
【０００９】
　本発明の別の目的は、濾過機能のみならず、ガス除去機能、および、殺菌機能も提供す
ることができ、従って、より良質の空気を出すことができる空気清浄機を提供することで
ある。
【００１０】
　本発明のさらに別の目的は、室内温度を上げる必要のある場合には、別途暖房装置を用
いずとも、所望の暖房を行なうことができる空気清浄機を提供することである。
【００１１】
　本発明のさらに別の目的は、清浄時間を設定し、自動操作を行い、無線での遠隔制御操
作が可能であるといった、使用上の便宜性を高めた空気清浄機を提供することである。
【００１２】
　上述の目的を達成するために、提供される空気洗浄機は、以下の構成をそなえる。すな
わち、下部円盤に固定され、外装全体が網状部(grill part)から形成されている円筒状筐
体と、前記円筒状筐体の前記網状部の内側に設けられた不織布フィルターおよび皺状フィ
ルターを有する円筒状のフィルターユニットと、前記フィルターユニットの内部に設けら
れ、下側部分に吸気部を有し、上側が広く、下側が狭い、逆円錐形状の吸気ガイドと、前
記円筒状筐体、前記フィルターユニット、および前記吸気ガイドの上部を覆い、かつ、空
気孔および中央に突起部を有する支持円盤、前記支持円盤の突起部に固定されたモーター
、前記モーターの回転軸に固定されたファン、ならびに、ファンの周囲にあり、上面の周
囲に沿って形勢された排気孔を有するファン筐体を備えている空気供給ユニット体と、前
記空気供給ユニット体の上部に組み立てられ、上面に操作ノブおよびハンドルを備えた制
御部を有し、かつ、排気孔に対応する回転排気ガイド部が、縁に沿って形成されている上
部筐体と、前記空気供給ユニット体の上面と前記上部筐体の底面との間に設けられている
電子回路基板とを、有する空気清浄機が提供されるのである。
【００１３】
　〔発明を実施するための最良の形態〕
　本発明の構成と作用とを、添付の図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は、本発明に係る空気清浄機を示した透視図であり、図２は、全面断面図であり、
図３は、平面断面図である。
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【００１５】
　本発明の空気清浄機は、円筒状筐体１１０と、フィルターユニット１２０と、円筒状筐
体中にある吸気ガイド１３０と、空気供給ユニット体１４０と、円筒状の筐体の上部に設
置された上部筐体１５０とを、有する。
【００１６】
　円筒状筐体１１０は、下部円盤１１１上に組み立てられ、この下部円盤１１１は、その
底面にゴム製支持体１１３を有する。円筒状筐体の外装全体（entire appearance）は、
網状部１１２から形成され、空気は、全方向からこの部分全体を通って吸気される。
【００１７】
　さらに、フィルターユニット１２０は、円筒状筐体１１０の網状部１１２の内側に設け
られた不織布フィルター１２２と、不織布フィルター１２２の内部に設けられたフィルタ
ーカートリッジ１２１とを、有する。
【００１８】
　フィルターカートリッジ１２１は、皺状フィルター１２１ａと、皺状フィルター１２１
ａの内側面に隣接する炭素フィルター１２１ｂと、炭素フィルター１２１ｂの内側面に隣
接するナノ銀フィルター１２１ｃとを、有する。
【００１９】
　不織布フィルター１２２は、大きい寸法の異物を濾過することができる一般的なフィル
ターから形成されている。
【００２０】
　皺状フィルター１２１ａは、円筒状の周囲の面に沿って、ジグザグ形状で皺状になるよ
うに構成され、これにより、空気との接触面を広くして、高い濾過能力を達成している。
【００２１】
　皺状フィルター１２１ａの内側に設けられた炭素フィルター１２１ｂでは、活性炭は炭
化されているため（carburize）、これにより、有害なガスを初期濾過する（first filte
ring）ことができるように作られている。
【００２２】
　ナノ銀フィルター１２１ｃは、ナノ単位の銀粒子が、不織布の孔に充填されるように作
られ、これにより、空気中の有害なカビや悪臭を最終的に濾過することができる。
【００２３】
　上述したように、空気は、第１段階では、不織布フィルター１２２、第２段階では、皺
状フィルター１２１ａ、第３段階では、炭素フィルター１２１ｂ、第４段階では、ナノ銀
フィルター１２１ｃの順で濾過される。
【００２４】
　フィルターユニット１２０の中央の内部には、吸気ガイド１３０が設けられ、この吸気
ガイド１３０は、上側が広く下側が狭い逆円錐形状で形成されている。吸気部１３１は、
空気の気流を乱流（turbulence flow）（旋風）に導くための、放射状羽根部１３２を有
する。
【００２５】
　さらに、空気供給ユニット体１４０は、円筒状筐体と、フィルターユニットと、吸気ガ
イドとの上部を覆う、支持円盤１４１を有する。この支持円盤１４１は、空気孔１４１ａ
と、中央に設けられた突起部１４１ｂと、支持円盤の突起部に固定されたモーター１４２
と、モーターの回転軸１４２ａに設けられたファンと、ファン１４３の周囲にあり、かつ
上面の周囲に沿って形勢された排気孔１４４ａを有するファン筐体１４４とを、備えてい
る。
【００２６】
　ここで、図８に示すように、空気供給ユニット体１４０は、排気孔１４４ａの内側に、
複数の電気暖房装置１６０を有する。
【００２７】
　さらに、図５に示すように、一方の側で下方向に伸張しているセンサー被覆部１４５が
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設けられ、センサー被覆部１４５の内部には、埃密度検知センサー１７０が設けられ、こ
れにより、室内の埃汚染を検知することができる。
【００２８】
　図２または図５に示すように、センサー孔１４４ｂは、ファン筐体１４４の一方の側に
形成され、ガス密度検知センサー１８０と、温度検知センサー１９０とが、ファン筐体１
４４の内側に設けられ、これにより、有毒ガスによる汚染度合いおよび室内の温度を検知
することができる。
【００２９】
　図７に示すように、一対の紫外線ランプ２２１を備えた紫外線殺菌部２２０が、支持円
盤１４１の底部に設けられ、フィルターユニット１２０により濾過された空気を殺菌する
ことができる。
【００３０】
　さらに、空気供給ユニット体１４０の内部に、空気ガイド部材１４６が設けられ、これ
が、空気孔１４１ａから排気孔１４４ａへ、下方向へではなく上方向へと気流を導く。
【００３１】
　図２に示すように、正面の内部のファン筐体１４４中に、透明の網状部１４８が設けら
れる。この内部には、無線受信ユニット１４７が設けられ、これにより、無線の遠隔制御
装置３００を用いた、遠隔制御を行なうことができる。
【００３２】
　上部筐体１５０は、空気供給ユニット体の上部に組み立てられ、排気孔１４４ａに対応
する回転排気ガイド部１５１が、ファン筐体の縁に沿って形成されている。操作ノブ１５
２とハンドル１５４とを備えた制御部１５３が、上面に設けられている。
【００３３】
　図８に示すように、電子回路基板２００が、空気供給ユニット体１４０の上面と、上部
筐体１５０の底面との間に設けられている。
【００３４】
　ここでは、電子回路基板２００については詳細に説明はしないが、電子回路基板２００
は、電源と、上部筐体１５０の操作ノブ１５２と、センサー被覆部１４５の埃密度検知セ
ンサー１７０と、センサー孔１４４ｂのガス密度検知センサー１８０と、温度検知センサ
ー１９０とに、接続されている。さらに、無線受信ユニット１４７が、電子回路基板２０
０に接続されていて、システムは、無線遠隔制御装置３００の信号により操作される。
【００３５】
　さらに、イオン生成部２１０が、電子回路基板２００の片側に設けられ、イオン排出ホ
ース２１１が、制御部１５３の一方の側から外側に出て、これにより、生成されたイオン
が清浄化された空気に含まれる。
【００３６】
　図１において、参照符号１５５は、空気供給ユニット体１４０を、円筒状筐体につける
、または円筒状筐体から外すための、噛合リング（engaging ring）を示す。
【００３７】
　本発明に係る空気清浄機では、室内の空気を清浄化するために電源が入れられれば、モ
ーター１４２が駆動し、ファン１４３が回転する。
【００３８】
　ファン１４３が回転すると、空気は、吸気ガイド１３０中を、回転力により上方に進み
、円筒状筐体１１０の外側の空気が、網状部１１２を通って内側に入り、不織布フィルタ
ー１２２と、皺状フィルター１２１ａと、炭素フィルター１２１ｂと、ナノフィルター１
２１ｃを通過して、清浄化される。空気は、清浄化された状態で、空気供給ユニット体１
４０を通過し、上部筐体１５０の回転排気ガイド部１５１から排気される。
【００３９】
　本発明では、円筒状筐体１１０の網状部１１２の羽根が、所定の角度で傾斜しているの
で、室内の床近くの空気が吸気され、上方向の上部筐体で排気されるようにして、空気の
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循環がよくなっている。したがって、直前に清浄化され排気された空気が、再び吸気され
ることがない。
【００４０】
　また、皺状フィルター１２１ａは、円筒状に形成され、所定の皺の幅を有し、皺がジグ
ザグに設けられているので、空気との接触面積が広くなり、濾過効果を高めることができ
る。図４に示すように、活性炭を含む炭素フィルター１２１ｂと、銀粒子を含むナノ銀フ
ィルター１２１ｃとが、二重構造で設けられているので、空気中に含まれた有害なガス、
細菌、および、悪臭が清浄化される。
【００４１】
　特に、図６に示すように、本発明の吸気ガイド１３０では、上側は広く、下側が狭い。
さらに、吸気部１３１中に、乱流生成羽根部１３２が設けられ、吸気部１３１を通過して
入ってきた空気が、乱気となって上方で排気される。従って、本発明では、空気清浄機能
は、ガスサイクロン効果（所定の器具または機能によって、乱流の気体遠心力を用いて、
数μｍないし数百μｍの大きさの浮動個体粒子が四散することにより得られる効果）によ
り増強される。
【００４２】
　濾過操作を行なった後、空気は、上部筐体１５０の回転排気ガイド部１５１を通過して
、排気される。ここで、回転排気ガイド部の小型羽根部１５１ａは、所定の角度で傾斜し
ているので、空気は放射状に、上方に排気される。
【００４３】
　埃密度検知センサー１７０は、本発明のセンサー被覆部１４５の内部に設けられるので
、室内の空気がセンサーの初期値を超えて汚染されると、システムが自動的に作動する。
【００４４】
　さらに、温度検知センサー１９０が、ファン筐体１４４の内部に設けられているので、
室内温度が低い場合、電気暖房装置１６０が作動し、清浄化された空気を暖め、排気する
。ガス密度検知センサー１８０によって、ガスの存在とガスの密度とが確かめられる。必
要な場合、紫外線殺菌部２２０が自動的に作動する。
【００４５】
　上部筐体１５０の内部には、イオン生成部２１０が設けられ、操作ノブを操作すること
により、陰イオンを、清浄化され排気される空気中に含むことができる。
【００４６】
　〔産業上の利用可能性〕
　上述したように、本発明の空気清浄機は全体の構造として、円筒形状で形成されている
。さらに、空気がこの円筒状筐体の表面全体から吸気され、清浄化された空気が上方向か
ら排気されるよう設計されている。したがって、広範囲の空気を迅速に清浄することがで
き、吸気と排気とを混在させることなく、従って効果的な清浄操作を行なうことができる
。
【００４７】
　さらに、本発明では、空気を清浄化するために、濾過機能と共に、ガス除去機能、およ
び、殺菌機能も提供し、従って、良質の空気を得ることができる。電気暖房装置を用いて
、空気を暖める機能も提供し、これにより、室内温度を上げるために、別途暖房装置を用
いずとも、暖めた空気を提供することができる。清浄時間を設定し、自動操作を可能にす
る機能も提供する。すべての操作は、無線遠隔制御装置を用いて行い、このシステムは、
使用上の便宜性が高い。
【００４８】
　本発明は、本発明の精神または本質的な特徴を離れることなく、複数の形態で実施する
ことができるので、上述の例は、明記しない限り上述の詳細部分に限定されると理解され
るべきではなく、従属請求項中で定義された精神および範囲内で、広く解釈すべきである
。従って、請求項の範囲内にあるすべての変更例および修正例や、その等価例は、従属請
求項に含まれるものと考慮される。
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【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る空気清浄機を示した透視図である。
【図２】本発明に係る空気清浄機を示した全面断面図である。
【図３】本発明に係る空気清浄機を示した平面断面図である。
【図４】本発明に係るフィルターユニットを示した分解透視図である。
【図５】本発明に係る主要部材を示した分解断面図である。
【図６】本発明に係る吸気ガイドを示した下部から見た透視図である。
【図７】本発明に係る支持円盤の構成を示した図である。
【図８】本発明に係る電気暖房装置のファン筐体の構成を示した図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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