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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  循環水用加圧ポンプを介して送水される安定化二酸化塩素添加循環水を噴射するために
被清浄化空気を流動させる流動路内部に配設された噴射ノズルと、該噴射ノズルによって
形成される水膜と流動する被清浄化空気とを気液接触させることにより有形無形の混入物
質を除去する気液接触領域部と、該気液接触領域部内に配設されていて水膜中に含まれる
二酸化塩素成分を活性化させるための紫外線照射手段と、吹き出し口付近の清浄化された
空気の二酸化塩素ガスの濃度を検出する二酸化塩素ガス濃度検出手段と、該二酸化塩素ガ
ス濃度検出手段からガス濃度の信号を受けて予め設定された所定のガス濃度を検出した際
に、前記紫外線照射手段の制御を行うための第１段階の出力信号および前記循環水用加圧
ポンプの制御を行うための第２段階の出力信号の双方を発生させるためのガス濃度指示調
節器と、を備えており、
　前記ガス濃度指示調節器の発生する第１段階の出力信号に応じて、清浄化された空気中
の二酸化塩素ガス濃度が０．１ｐｐｍを超過した際に前記紫外線照射手段を停止させ、そ
の後二酸化塩素ガス濃度が０．０６ｐｐｍを下回った際に該紫外線照射手段を再起動させ
るように制御を行い、
　さらに該ガス濃度指示調節器の発生する第２段階の出力信号に応じて、清浄化された空
気中の二酸化塩素ガス濃度が０．１３ｐｐｍを超過した際に前記循環水用加圧ポンプを停
止させ、その後二酸化塩素ガス濃度が０．０９ｐｐｍを下回った際に該循環水用加圧ポン
プを再起動させるように制御を行う、ことにより清浄化された空気中の二酸化塩素ガス濃
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度を所定範囲内に制御する制御手段を有する、ことを特徴とする空気清浄化装置。
【請求項２】
　前記気液接触領域部における被清浄化空気を旋回させる流動路構造を備える、ことを特
徴とする請求項１に記載の空気清浄化装置。
【請求項３】
　前記二酸化塩素ガス濃度検出手段が、二酸化塩素ガスの存在に応じて酸化（還元）反応
が生起する検知電極と、該反応に応じて還元（酸化）反応が生起する対向電極と、前記酸
化還元反応に伴って生起する電位の変化を監視して電位を常に一定に保持するための参照
電極と、を備えた電気化学式二酸化塩素ガス濃度センサである、ことを特徴とする請求項
１又は２のいずれかに記載の空気清浄化装置。
【請求項４】
　前記ガス濃度指示調節器は、吹き出し口付近の清浄化された空気中の二酸化塩素ガス濃
度が０．１３ｐｐｍを超過したことを検出した際にはさらに警報を発生させ、その後、清
浄化された空気中の二酸化塩素ガス濃度が０．０９ｐｐｍを下回ったことを検出し、かつ
リセット信号を受けた際には該警報を解除させる制御手段を備える、ことを特徴とする請
求項１ないし３のいずれかに記載の空気清浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、空気清浄化装置に関し、より詳しくは二酸化塩素（ＣｌＯ2）ガスによる殺菌
・消臭作用を伴いながら清浄化空気中の二酸化塩素ガス濃度を所望範囲内に制御すること
が可能な空気清浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
居住空間、作業空間、大小の各種集会場、各種遊戯館、車両・航空機・船舶等の運輸機関
の旅客室内その他の各種空間の空気中には、有形無形の混入物質、例えば塵埃、タバコの
煙等の極小微粒子、各種大気汚染物質、浮遊菌類、接着剤・塗料等化学物質からの有機揮
発ガス、人体や各種製品等からの臭気などを含む各種ガスのような不所望の微粒子や気体
が含まれている。
【０００３】
このような多種多様な不所望の微粒子や気体類は、人体にとって有害なものが多いことは
もとより、各種半導体素子その他超精密機器・装置類の製造過程、医薬品や食品等の製造
過程、医療機関内の限られた空間などにおいては極めて低いレベル以下に保持する必要が
ある。かかる要求を満たすために、いわゆるクリーンルームが必要となり、各種方式の空
気清浄化システムが開発されている。
【０００４】
空気清浄化を行うための先行技術として、特許文献１は、紫外線ランプと紫外線殺菌装置
および光触媒物質の作用も加えて空気中の細菌や有害ガスを除去し、かつオゾン発生装置
ならびにオゾン分解手段によって空気を清浄化する空気清浄機を開示している。また、特
許文献２も、紫外線ランプならびにオゾン発生器を共に使用する空気清浄機を開示してい
る。
【０００５】
特許文献３は、二酸化チタンのような光触媒物質の被膜を備え、内蔵する紫外線ランプか
ら紫外線を照射することにより空気清浄化を行う装置を開示している。また、特許文献4
も、光触媒作用を利用して空気中の汚染物質の分解・脱離性能を向上させた空気調和機の
空気清浄ユニットを開示している。さらに、特許文献５は正イオンおよび負イオンを同時
に発生させるイオン発生装置を備えた空気調和装置を開示している。また、特許文献６は
殺菌フィルター、消臭フィルター等を備えた空気清浄システムを開示しており、同様に特
許文献７は吸気中に含まれる微細な塵埃、菌、黴、水分を細く除去する高性能フィルター
ならびに殺菌用光触媒フィルターを備えてインフルエンザウィルスやＳＡＲＳウィルスを
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細く消滅させる空気浄化方法および装置を開示している。
【０００６】
このように、イオン、オゾン等の殺菌作用や光触媒作用の利用、さらには高性能フィルタ
の利用等による様々な空気清浄化装置が存在している。しかし、適用環境は様々であり、
あるものは局部的な効果に止まり、他方では効果が不十分であるもの、優れた効果を発揮
するものの保守が難しい、等の問題点を有するものが多く、広い範囲で有効に機能する空
気清浄化装置を提供することは難しい。さらに特許文献８は、空気流動筒内に気液接触部
を設け、通過空気中の有形無形の混入物質を除去する空気清浄化装置で、気液接触部循環
水に対して水槽からの安定化二酸化塩素（ＣｌＯ2）水溶液を添加して殺菌効果を高める
構成の空気清浄化装置を開示している。しかし、二酸化塩素溶液の添加量、二酸化塩素の
活性化手段の作動状況、気液混合状態等の精確な制御手段が明らかにされていない。
【特許文献１】特開２００４－１１３６２１号公報
【特許文献２】特開２００５－９０８３１号公報
【特許文献３】特開２００４－５７７７３号公報
【特許文献４】特開２００５－２０１５８６号公報
【特許文献５】特開２００４－６０６号公報
【特許文献６】特開２００４－２５１６０７号公報
【特許文献７】特開２００５－６４８号公報
【特許文献８】特開２００５－１１０７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、被清浄化空気を循環水の水膜と接触させる気液接触により有形無形の混入物
質を除去する空気清浄化装置において、循環水に対して適量の二酸化塩素を添加すること
により確実な殺菌脱臭効果を付与すると共に清浄化空気中の二酸化塩素ガス濃度を所望範
囲内に制御することが可能な空気清浄化装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、循環水用加圧ポンプ２６を介して送水される安定化二酸化塩
素添加循環水を噴射するために被清浄化空気を流動させる流動路内部に配設された噴射ノ
ズル１６と、該噴射ノズルによって形成される水膜と流動する被清浄化空気とを気液接触
させることにより有形無形の混入物質を除去する気液接触領域部１８と、該気液接触領域
部内に配設されていて水膜中に含まれる二酸化塩素成分を活性化させるための紫外線照射
手段２０と、吹き出し口付近の清浄化された空気の二酸化塩素ガスの濃度を検出する二酸
化塩素ガス濃度検出手段３６と、該二酸化塩素ガス濃度検出手段からガス濃度の信号を受
けて予め設定された所定のガス濃度を検出した際に、前記紫外線照射手段の制御を行うた
めの第１段階の出力信号４２および前記循環水用加圧ポンプの制御を行うための第２段階
の出力信号４４の双方を発生させるためのガス濃度指示調節器３８と、を備えており、前
記ガス濃度指示調節器の発生する第１段階の出力信号に応じて、清浄化された空気中の二
酸化塩素ガス濃度が０．１ｐｐｍを超過した際に前記紫外線照射手段を停止させ、その後
二酸化塩素ガス濃度が０．０６ｐｐｍを下回った際に該紫外線照射手段を再起動させるよ
うに制御を行い、さらに該ガス濃度指示調節器の発生する第２段階の出力信号に応じて、
清浄化された空気中の二酸化塩素ガス濃度が０．１３ｐｐｍを超過した際に前記循環水用
加圧ポンプを停止させ、その後二酸化塩素ガス濃度が０．０９ｐｐｍを下回った際に該循
環水用加圧ポンプを再起動させるように制御を行うことにより清浄化された空気中の二酸
化塩素ガス濃度を所定範囲内に制御する制御手段を有する空気清浄化装置であることを特
徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、前記気液接触領域部１８における被清浄化空気を旋回させる
流動路構造を備える空気清浄化装置であることを特徴とする。
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【００１０】
請求項３に記載の発明は、前記二酸化塩素ガス濃度検出手段３６が、二酸化塩素ガスの存
在に応じて酸化（還元）反応が生起する検知電極５４と、該反応に応じて還元（酸化）反
応が生起する対向電極５６と、前記酸化還元反応に伴って生起する電位の変化を監視して
電位を常に一定に保持するための参照電極５８と、を備えた電気化学式二酸化塩素ガス濃
度センサである空気清浄化装置であることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、前記ガス濃度指示調節器３８は、吹き出し口付近の清浄化さ
れた空気中の二酸化塩素ガス濃度が０．１３ｐｐｍを超過したことを検出した際にはさら
に警報を発生させ、その後、清浄化された空気中の二酸化塩素ガス濃度が０．０９ｐｐｍ
を下回ったことを検出し、かつリセット信号を受けた際には該警報を解除させる制御手段
を備える空気清浄化装置であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明においては、前記ガス濃度指示調節器３８が、吹き出し空気中の二酸化塩素ガス
の濃度が０．１ｐｐｍを超過した際に前記紫外線照射装置２０を停止させる第１段階の出
力信号４２を発生し、そして二酸化塩素ガスの濃度が０．０６ｐｐｍを下回った際に前記
出力信号を解除して前記紫外線照射装置を再起動させるように設定可能である。
【００１３】
　また本発明においては、前記ガス濃度指示調節器３８が、吹き出し空気中の二酸化塩素
ガスの濃度が０．１３ｐｐｍを超過した場合に前記第２段階の出力信号４４ならびに警報
を発生し、その後二酸化塩素ガスの濃度が０．０９ｐｐｍを下回り、かつリセット信号が
入力された際に警報を解除するとともに循環ポンプの再起動を行うように設定可能である
。
【００１４】
ここで、本発明において重要な機能を発揮する二酸化塩素について開示しておく。二酸化
塩素（ＣｌＯ2）ガスは橙黄色で、融点－９５℃、沸点１１℃、比重２．３３の気体であ
る。水には２５℃で３．０ｇ/ｌ溶け、４０℃で２０ｇ/ｌ溶ける。しかし、工業的に製造
された高濃度の二酸化塩素水は強力な酸化剤となり、他物質と反応して高濃度の塩素が発
生する事態や爆発の危険もありそのまま利用することはできない。そこで、このような危
険性を取り去り、取り扱いが容易である二酸化塩素として、インターナショナルディオキ
サイド社開発にかかる安定化二酸化塩素の５％水溶液が提供されており、用途に応じて適
宜希釈して使用することができる。安定化二酸化塩素水溶液を気化させることによって得
られる二酸化塩素ガスは、強い刺激臭を発生することもなく安全であり、対象物に接触さ
せることにより、各種のバクテリア、細菌、カビ菌等に対して強力な殺菌、消毒、脱臭等
の諸効果を発揮する。
【発明の効果】
【００１５】
本発明に係る空気清浄化装置は、従来のこの種空気浄化装置類において殺菌、防黴、消臭
等の目的で使用された紫外線、負イオン、正・負イオン、オゾン、光触媒物質などの作用
に比して、より強力な殺菌、防黴、消臭等の効果に優れる二酸化塩素ガスを使用すること
により確実かつ安全な殺菌、防黴、消臭等を兼ね備えた空気清浄化効果を発揮する、高レ
ベルの空気清浄化が達せられる。したがって、一般住宅やオフィスにおいて使用される普
通レベルの空気清浄化装置に比して、より安全で確実な環境管理が要求される、例えば、
各種医薬品・医療資材等の製造、保管、管理などの行われる場所、医療機関内の限られた
空間、食品・食材等の製造、保管場所、その他厳格な雰囲気管理が必要となる場所への設
置に適する空気清浄化装置が得られる。
【００１６】
そして、本発明に係る空気清浄化装置では、従来装置と同様に空気中における有形無形の
混入物質、例えば塵埃、浮遊雑菌類、タバコの煙、その他大気汚染物質等が循環水中に取
り込まれて除去される。また、ノズルからの噴射水が水膜となる際、さらには噴射水と気
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液接触領域壁面との衝突等により極微細水滴に分裂する間にマイナスイオンを発生させる
効果が得られ、かかるマイナスイオンは清浄化された空気に混じった状態で清浄化された
空気の利用空間中に放出される。
【００１７】
さらに、従来装置よりも強力な殺菌効果を発揮する二酸化塩素ガスを使用することから、
仮に吹き出し空気中のガス濃度が想定以上となった場合には積極的にガス濃度を低下させ
るために、紫外線照射装置を一時的に停止させ、安定化二酸化塩素を含有する循環水の循
環を一時的に停止させ、または低減する手段を備えている。したがって、本装置設置空間
内における二酸化塩素ガス濃度が過度に高くなることはないから人畜に対する安全性も厳
格に保たれ、安全かつ確実な空気清浄化が達成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下に、本発明に係る空気清浄化装置の実施の形態について添付図を参照しつつ開示する
。図1は本発明に係る空気清浄化装置１０の好適な実施例の全体内部構成を示すもので、
図右側上部に被清浄化空気を取り入れる被清浄化空気導入口１２を設け、その内部にプレ
フィルタ１４を備えている。プレフィルタ１４の下方は吸引空気を旋回流として下方に流
動させながら、ノズル１６から噴射される循環水と流動空気とを接触させる気液接触領域
１８となっている。
【００１９】
この気液接触領域１８において、被清浄化空気中に含まれる有形無形の混入物質、例えば
塵埃、浮遊雑菌類、タバコの煙、その他大気汚染物質等が循環水中に取り込まれ除去され
る。また、気液接触領域１８にはノズル１６から噴射される循環水中に添加されている安
定化二酸化塩素成分を活性化するための紫外線照射装置２０が配設されている。
【００２０】
前記気液接触領域１８の下方には霧状の水滴をタンク２４に導くための受け皿２２を設置
することができ、霧状の水滴はその下方に図示したパイプによりタンクに導入される。こ
の場合受け皿には図示していないろ過装置を配設することができ、霧状態となった循環水
を集約し、ろ過装置を通して循環水タンク２４に還流させるように構成される。また、気
液接触部１８の底部をタンク２４上面よりも狭小サイズとして霧状態となった循環水をそ
のままタンクに落下させる構成とすることができる。循環水タンク２４内の循環水は、循
環水ポンプ２６により加圧され、送水管２８を経てノズル１６から噴射される。また、循
環水タンク２４には、長期安定運用のために、循環水の蒸発、飛散等による自然消耗分を
補給する装置が必要となり、そして安定化二酸化塩素溶液を滴下法、噴射法等の適宜補充
する手段等を付属させておくことができるが、慣用手段により対応可能であるため図示お
よび説明は省略する。
【００２１】
気液接触領域１８内で有形無形の混入物を除去された空気は、図中央の隔壁下方の開口部
から左側の送風領域３０に送られ、気液分離フィルタ３２を通過して上方に流動し、清浄
化空気吹き出し口３４から外部に放出される。なお、吹き出し口３４には、図示していな
い送風ファンや、空気の吹き出し方向ないし吹き出し量を手動ないし自動で変更するため
のグリルが設けられることが多いが、同類装置において周知の構成であるため詳述は省略
する。なお、本実施例では吸引ファン３５を送風領域３０側に配設しているが、装置の規
模によっては吸引ファンを気液接触部１８側にも設置して送風ファンによる平衡送風方式
を採用しても差し支えない。
【００２２】
清浄化空気の吹き出し口３４の内部の空気流動路には、二酸化塩素ガス濃度センサ３６が
設置され、通過する吹き出し空気中の二酸化塩素ガス（ＣｌＯ2）の濃度を測定するよう
に構成される。かかる用途に適するガス濃度センサの原理ならびに構成については後述す
る。ガス濃度センサ３６はガス濃度指示調節器３８に接続されており、吹き出し空気中に
おけるガス濃度に相当する電気信号を伝える。ガス濃度指示調節器３８は、現在のガス濃
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度を表示すると共に、予め設定された濃度が検出された際に、紫外線照射装置２０を制御
するための第1段階の出力信号４２または循環ポンプ２６を制御するための第２段階の出
力信号４４のいずれかを発生し、それぞれ対象機器の制御部に伝送する。なお、第２段階
の出力信号が発生した状態は警報装置４０によって報知される。
【００２３】
第1段階、第２段階の出力信号の制御の態様は、設置場所ないし対象空間の用途、規模、
使用目的等に応じて以下のように設定することができるが、このような設定値ないし設定
範囲に限定されるものではない。第1段階の信号は、例えば、吹き出し空気中の二酸化塩
素ガスの濃度が下限設定値０．０６ｐｐｍ以下になった場合に、紫外線照射装置２０によ
る活性化機能を強化して二酸化塩素ガスの濃度を高めるような出力信号となる。反対に、
吹き出し空気中の二酸化塩素ガスの濃度が設定上限値０．１ｐｐｍ以上になった場合は、
紫外線照射装置２０の活性化機能を低減させ二酸化塩素ガスの濃度がそれ以上高くならな
いように制御するような出力信号を発生する。
【００２４】
これらの第１段階の出力信号に応じて、紫外線照射装置２０は、単一の装置にあってはオ
ン／オフ制御、作動電圧を変化させる電圧制御、放電灯の場合は安定な放電で照射量の調
節を行うパルス制御を行い、また複数の紫外線照射装置を使用する場合は台数制御等によ
り二酸化塩素に対する活性化機能を調節して、所定範囲内のガス濃度を維持するように制
御される。
【００２５】
さらに、吹き出し空気中の二酸化塩素ガスの濃度が０．１３ｐｐｍを超過するような極限
濃度に達して第２段階の出力信号に相当する場合には、長時間にわたり高レベルを持続す
ることは環境に思わぬ影響を与える可能性もゼロとは言い切れないため、二酸化塩素ガス
の濃度を直ちに低下させるよう制御しなければならない。しかし、上述の紫外線照射装置
２０の制御による活性化機能の調節では、タイムラグもあり即効性は望めない。そこで、
吹き出し空気中の二酸化塩素ガスの濃度が、例えば０．１３ｐｐｍの極限レベルに達した
場合には、循環水の加圧ポンプ２６を直ちに停止させるように直接制御する。
【００２６】
第２段階の出力信号の制御の態様は、ポンプ駆動電動機のオン／オフ制御、交流電動機で
はインバータによる回転数制御、複数台を使用している場合は台数制御等を、設備規模や
設置場所の特性等を考慮して適宜選択することができる。なお、停止または減出力調整さ
れた循環ポンプ２６は、吹き出し空気中の二酸化塩素の濃度が例えば０．０９ｐｐｍを下
回り、かつリセット信号が入力された際に、警報の解除ならびに循環水ポンプの再起動を
行う。リセットスイッチは警報を止めポンプを再起動させるために操作するものである。
【００２７】
なお、気液接触状態にある二酸化塩素の活性化は旋回流として流動中の水膜に対して紫外
線照射装置２０から紫外線を直接照射することにより行われる。二酸化塩素水溶液を紫外
線照射装置と直接接触させる構成にあっては、紫外線照射装置は完全防水処理の施された
蛍光ケミカルランプとすることができる。
【００２８】
このような紫外線照射装置を内蔵する二酸化塩素活性化手段２０には、前述のガス濃度セ
ンサ３６の信号を受けたガス濃度指示調節器３８の出力による制御に加えて、使用環境の
温湿度に応じた送風空気の温湿度調節手段、作動時間制御（タイマー）手段等を装備する
ことができ、対象スペース（場所）の規模、用途、目的、利用時間帯等の状況に応じて変
化する負荷状態に対応するように構成することができる。かかる調節・制御にはプログラ
ムタイマ、サイリスタ制御装置、冷暖房コイル、紫外線フィルタ等周知の制御機器または
装置等を付加することにより実施可能である。
【００２９】
このような構成によって適宜濃度の安定化二酸化塩素水溶液が循環水に添加され、さらに
二酸化塩素活性化手段２０によって活性化された二酸化塩素は、気液接触領域１８内で形
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成される水膜中の微小水滴中にそれぞれ含まれており、気液接触作用の間に被清浄化空気
中に含まれる浮遊菌類、各種バクテリア等に作用して殺菌並びに消臭等の作用を発揮する
。その結果、微小塵埃等の固形物ばかりでなく、各種細菌類、バクテリア、黴等をも除去
もしくは無害化させた真の空気清浄化作用が期待できることになる。
【００３０】
図２は、ガス濃度センサとして適する二酸化塩素ガス濃度センサ３６の原理を示すもので
ある。容器５０内に満たされた電解液５２中には、検知電極５４、対向電極５６、参照電
極５８が配設されており、容器５０の開口部にはガス透過性隔膜６０が設けられる。この
ように構成された二酸化塩素ガス濃度センサのガス透過性隔膜６０を二酸化塩素（ＣｌＯ

2）ガスが通過すると、下記の化学反応が生ずる。
　　　　ＣｌＯ2＋４Ｈ+＋５ｅ-→Ｃｌ-＋２Ｈ2Ｏ
【００３１】
このような化学反応の結果から、図２のように検知電極５４、対向電極５６および参照電
極５８をそれぞれ電位発生回路６２に加え、対向電極５６からの検知電流を抵抗Ｒ６４に
流すことにより、ガス濃度に比例するガス濃度出力信号が得られる。このような構成のガ
ス濃度センサが、図１における二酸化塩素ガス濃度センサ３６として有利に使用すること
ができる。
【００３２】
本発明に係る空気清浄化装置の使用にあたり、循環水タンク２４には予め所定量の水を供
給し、さらに図示していない二酸化塩素溶液添加手段から安定化二酸化塩素水溶液を所定
濃度、例えば１００～１０００ｐｐｍとなるように添加し、さらに二酸化塩素活性化のた
めの紫外線照射手段２０を作動させる。そして循環水ポンプ２６を駆動して、水を気液接
触部１８内の送水管２８に向けて圧送する。このように圧送された水を受けたノズル１６
は、格子状または列状に配設されたノズル群から噴射し、噴射面から全周に拡散する水膜
を形成する。
【００３３】
上記のように水膜が形成される状態でファン３５を駆動すると、被清浄化空気が吸気口１
２から吸引されプレフィルタ１４を通って、図示していないフィン、ガイドベーンまたは
邪魔板等適宜手段を設けた流動路構造によって旋回流となり、周辺に形成されている水膜
を拡散しながら下方に移動する。その間、プレフィルタ１４を通過した空気中の有形無形
の混入物質は循環水中に取り込まれる。
【００３４】
その間、循環水の旋回流に対しては、紫外線照射装置２０からの紫外線の作用により安定
化二酸化塩素溶液が活性化され、ガス化される。この際ガス化された二酸化塩素ガスは、
旋回流として流動する空気に対して殺菌作用を発揮し、その後順路を経て空気吹き出し口
３４から空気清浄化装置の設置されている空間に放出される。その結果、空気清浄化装置
を通過する空気はもとより、吹き出し空気中に残留する二酸化塩素ガスによって、設置箇
所の空気の清浄化が達せられ、さらに殺菌、消臭等の効果が持続する。
【００３５】
本発明に係る空気清浄化装置では、気液接触部１８における噴射ノズル１６の構造や配置
を適宜考慮することにより水滴を微細化すると同時に、流動路構造によって旋回流として
流動する空気流を形成することができ、より高効率の気液接触が保証される。さらに、こ
の気液接触部を形成する循環水には活性化された安定化二酸化塩素水溶液が適量添加され
ており、紫外線照射装置２０によって二酸化塩素の活性化が行われる。その結果、空気中
に含まれる塵埃その他の微小粒子が効率よく除去されるばかりでなく、細菌、バクテリア
等の浮遊菌類に対しても殺菌脱臭作用を発揮し、真の空気清浄化が行われる。かかる構成
の空気清浄化装置を空気調和装置と組み合わせることにより、微小塵埃のような固形物や
ガス類はもとより細菌、バクテリア等も除去された清浄空気による環境が確保される。
【実施例１】
【００３６】
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実施例設備における気液接触に関する水空気比の実施状況は以下のようになった。使用し
た記号は以下の通りである。
　　Ｌ　：　噴射水量　　　　　　　６　ｌ／min
　　Ｇ　：　風量　　　　　　　　３０　立法メートル／min
　　Γe　：　空気の比重量　　　１．２　kg／立法メートル
　　γw：　　水の比重量　　　　　　１　kg／ｌ
　　　　水空気比＝（Ｌ×γw）／（３０×1.2）＝０．１７　kg／kg

一般的な気液接触に関する水空気比は、以下のようになっている。
　　　　水空気比　Ｌ／Ｇ：　０．８～１．２　kg／kg

また、機器性能試験データは以下のようになった。
　　　　　　　　　乾球温度　　湿球温度　　相対湿度
　　　　　　　　　　DB(℃)　　　WB(℃)　　　RH(％)
　　　　入口空気　　26.0　　　　18.71　　　　50.00
　　　　　　　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓
　　　　出口空気　　22.90 　　　19.00　　　　69.55　　≦　90％
【産業上の利用可能性】
【００３７】
本発明に係る二酸化塩素を使用する空気清浄化装置によれば、空気中に含まれる有形無形
の混入物質、例えば塵埃その他の微小粒子、細菌、バクテリア等の浮遊菌類、不所望のガ
ス類に対しても殺菌・消臭作用を発揮し、好ましい二酸化塩素ガス濃度のもとでより好ま
しい空気清浄化が行われる。かかる空気清浄化装置は、各種医薬品製造現場、医療機関の
特殊空間、食品関連の加工・保管施設、その他より厳格な環境管理の要求される諸設備に
おける空気調和設備としての使用にも適すものである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係る空気清浄化装置の構成例を示す概略断面図である。
【図２】本発明に係る空気清浄化装置に使用可能な二酸化塩素ガス濃度センサの基本構成
を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３９】
１０　　空気清浄化装置
１２　　被清浄化空気導入口
１４　　プレフィルタ
１６　　噴射ノズル（ノズル）
１８　　気液接触領域部（気液接触領域、気液接触部）
２０　　紫外線照射手段（紫外線照射装置）
２２　　受け皿
２４　　循環水タンク
２６　　循環水用加圧ポンプ（加圧ポンプ、循環ポンプ、循環水ポンプ）
２８　　送水管
３０　　送風領域
３２　　気液分離フィルタ
３４　　清浄化空気吹き出し口
３５　　吸引ファン
３６　　二酸化塩素ガス濃度検出手段（二酸化塩素ガス濃度センサ）
３８　　ガス濃度指示調節器
４０　　警報装置
４２　　第１段階出力信号（第１段階出力）
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４４　　第２段階出力信号（第２段階出力）
５０　　容器
５２　　電解液
５４　　検知電極
５６　　対向電極
５８　　参照電極
６０　　ガス透過性隔膜
６２　　電位発生回路
６４　　抵抗

【図１】 【図２】
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