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(57)【要約】
【課題】住宅や店舗、施設等において安価に設置し、室
内の空気清浄を行うことができる。
【解決手段】この空気清浄システム１は、空気清浄装置
１０を備え、ドア２の内部に室外側空気と室内側空気の
少なくとも一方を吸入し、ドア２の内部で吸入した空気
の清浄を行い、清浄した空気をドア２の内部から室内に
排出する。空気清浄装置１０は、ドア２の内部に形成さ
れた空気通路１１と、空気通路１１に配置された清浄フ
ィルタ１２と、を含み、吸入した空気を、空気通路１１
に沿って流下させて清浄フィルタ１２により空気の清浄
を行い、ドア２の内部から室内に排出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアの内部に室外側空気と室内側空気の少なくとも一方を吸入し、
　前記ドアの内部で吸入した空気の清浄を行い、清浄した空気を前記ドアの内部から室内
に排出する空気清浄装置を備えたことを特徴とする空気清浄システム。
【請求項２】
　前記空気清浄装置は、
　前記ドアの内部に形成された空気通路と、
　前記空気通路に配置された清浄フィルタと、を含み、
　前記吸入した空気を、前記空気通路に沿って流下させて前記清浄フィルタにより空気の
清浄を行い、前記ドアの内部から室内に排出することを特徴とする請求項１に記載の空気
清浄システム。
【請求項３】
　前期症状フィルタは、少なくとも活性炭フィルタまたはＨＥＰＡフィルタの意ずれかで
構成されることを特徴とする請求項２に記載の空気清浄システム。
【請求項４】
　前記空気清浄装置は、
　前記空気通路に配置されたヒータを含み、
　前記空気通路に沿って流下する空気の温度調節を行うことを特徴とする請求項１に記載
の空気清浄システム。
【請求項５】
　前記空気清浄装置は、
　マイナスイオン発生器を含み、
マイナスイオンを室内に排出することを特徴とする請求項１に記載の空気清浄システム。
【請求項６】
　前記清浄フィルタは、交換可能であることを特徴とする請求項２または請求項３に記載
の空気清浄システム。
【請求項７】
　前記ドアは、室内側にテレビモニタを備えることを特徴とする請求項１に記載の空気清
浄システム。
【請求項８】
　前記ドアは、室内側に鑑賞用水槽を備えることを特徴とする請求項１に記載の空気清浄
システム。
【請求項９】
　前記空気清浄装置は、
　前記ドアを閉じると商用電源と接続され、
　前記ドアを開くと前記商用電源と遮断されることを特徴とする請求項１に記載の空気清
浄システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、特に、住宅や店舗、施設等の室内における空気清浄システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、空気中に飛散する花粉量の増大等により、花粉症に苦しむ人が急増している。ま
た、主に、燃焼で生じた煤、風で舞い上がった土壌粒子（黄砂など）、工場や建設現場で
生じる粉塵のほか、燃焼による排出ガスや石油からの揮発成分が大気中で変質してできる
粒子などからなる粒子状物質が急増している。この粒子状物質の特にＰＭ１０やＰＭ２．
５は主に人の呼吸器系に沈着して健康に影響を及ぼす。また、新種のウイルスによるイン
フルエンザ等の被害も世界各地で発生しており、医療機関はその対応に追われている。
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【０００３】
　このような空気汚染を原因とする様々な健康被害は、世界レベルで深刻な社会問題とな
っている。特に、不特定多数の人物が往来、集合する場所では、花粉、ホコリ、ウイルス
等の微小物が持ち込まれやすく、前述したような健康被害が発生する可能性が高い。以上
のような背景から、個人の住宅や、不特定多数の人物が往来、集合するマンション等の集
合住宅、また飲食店などの店舗の室内では、生活空間における空気の清浄化に対する関心
がますます高まっている。
【０００４】
　例えば、マンション等の集合住宅における室内の空気清浄化を目的とするものとして、
特許文献１が開示するところの空気清浄化システムが提案されている。この特許文献１に
開示される空気清浄化システムは、集合住宅の各住戸の床下に、空調機からの風が通る通
路を設け、風はこの通路から通気性のある床材を通して室内に流れる。また、この床材に
は空気浄化材が含まれており、この床材を通って室内に風が流れる際に空気を効率的に浄
化することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３４７２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示される空気清浄化システムでは、確かに集合住宅の各
住戸内における空気清浄化はできるもののシステムが大型化し、住宅や店舗、施設等にお
ける室内の空気清浄システムとしては設置経費が嵩み、実用的でなかった。
【０００７】
　この発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、住宅や店舗、施設等において
安価に設置し、室内の空気清浄を行うことができる空気清浄システム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】
【０００８】
　前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成した。
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、ドアの内部に室外側空気と室内側空気の少なくとも一方を吸
入し、
　前記ドアの内部で吸入した空気の清浄を行い、清浄した空気を前記ドアの内部から室内
に排出する空気清浄装置を備えたことを特徴とする空気清浄システムである。
【００１０】
  請求項２に記載の発明は、前記空気清浄装置は、
　前記ドアの内部に形成された空気通路と、
　前記空気通路に配置された清浄フィルタと、を含み、
　前記吸入した空気を、前記空気通路に沿って流下させて前記清浄フィルタにより空気の
清浄を行い、前記ドアの内部から室内に排出することを特徴とする請求項１に記載の空気
清浄システムである。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、前記清浄フィルタは、少なくとも活性炭フィルタまたはＨＥ
ＰＡフィルタのいずれかで構成されることを特徴とする請求項２に記載の空気清浄システ
ムである。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、前記空気清浄装置は、
　前記空気通路に配置されたヒータを含み、
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　前記空気通路に沿って流下する空気の温度調節を行うことを特徴とする請求項１に記載
の空気清浄システムである。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、前記空気清浄装置は、
　マイナスイオン発生器を含み、
　マイナスイオンを室内に排出することを特徴とする請求項１に記載の空気清浄システム
である。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、前記清浄フィルタは、交換可能であることを特徴とする請求
項２または請求項３に記載の空気清浄システムである。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、前記ドアは、室内側にテレビモニタを備えることを特徴とす
る請求項１に記載の空気清浄システムである。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、前記ドアは、室内側に鑑賞用水槽を備えることを特徴とする
請求項１に記載の空気清浄システムである。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、前記空気清浄装置は、
　前記ドアを閉じると商用電源と接続され、
　前記ドアを開くと前記商用電源と遮断されることを特徴とする請求項１に記載の空気清
浄システムである。
【発明の効果】
【００１８】
　前記構成により、この発明は、以下のような効果を有する。
【００１９】
　請求項１に記載の発明では、ドアの内部に室外側空気と室内側空気の少なくとも一方を
吸入し、ドアの内部で吸入した空気の清浄を行い、清浄した空気をドアの内部から室内に
排出し、ドアを利用した安価なシステムで室内の空気清浄を行うことができる。
【００２０】
　請求項２に記載の発明では、吸入した空気を、空気通路に沿って流下させて清浄フィル
タにより空気に含まれる有害成分や臭気を除去し、また粒子状物質を除去して空気の清浄
を行い、室内に排出する。
【００２１】
　請求項３に記載の発明では、清浄フィルタは、少なくとも活性炭フィルタまたはＨＥＰ
Ａフィルタのいずれかで構成され、活性炭フィルタにより空気に含まれる有害成分や臭気
を除去し、ＨＥＰＡフィルタにより粒子状物質を除去する。
【００２２】
　請求項４に記載の発明では、空気通路に沿って流下する空気の温度調節をヒータによっ
て行い、室内を適温にする。
【００２３】
　請求項５に記載の発明では、マイナスイオン発生器によりマイナスイオンを室内に排出
し、室内の空気中の花粉、ウイルス、におい等を不活性化する。
【００２４】
　請求項６に記載の発明では、清浄フィルタは交換可能であり、空気清浄装置の耐久性が
向上する。
【００２５】
　請求項７に記載の発明では、ドアは、室内側にテレビモニタを備えることで、例えば住
宅や飲食店のトイレなどに利用するのが好ましい。
【００２６】
　請求項８に記載の発明では、ドアは、室内側に鑑賞用水槽を備えることで、例えば住宅
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や飲食店のトイレなどに利用するのが好ましい。
【００２７】
　請求項９に記載の発明では、ドアを閉じると商用電源と接続され、ドアを開くと商用電
源と遮断され、ドアの開閉により自動的に電源がオン・オフされる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】ドアの内部構造を示す図である。
【図２】駆動電源の接続部を示す図である。
【図３】ドアの室外側面と室内側面を示す図である。
【図４】操作を行うリモコンを示す図である。
【図５】ドアの室外側面と室内側面を示す図である。
【図６】駆動電源の接続部を示す図である。
【図７】ドアの開閉動作を示す図である。
【図８】ドアの室内側面を示す図である。
【図９】使用状態を示す図である。
【図１０】ドアの室内側面を示す図である。
【図１１】使用状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、この発明の空気清浄システムの実施の形態について説明する。この発明の実施の
形態は、発明の最も好ましい形態を示すものであり、この発明はこれに限定されない。
【００３０】
　（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態の空気清浄システムを、図１乃至図４に基づいて説明する。図１はド
アの内部構造を示す図、図２は駆動電源の接続部を示す図、図３はドアの室外側面と室内
側面を示す図、図４は操作を行うリモコンを示す図である。
【００３１】
　この空気清浄システム１は、ドア２に空気清浄装置１０を備え、この空気清浄装置１０
は、ドア２の内部形成された空気通路１１と、空気通路１１に配置された清浄フィルタ１
２と、空気通路１１に配置されたヒータ１３とを含む。空気通路１１は、上方位置では隔
壁１６によって第１分割通路１１ａと第２分割通路１１ｂに区画され、下方位置では第１
分割通路１１ａと第２分割通路１１ｂが合流された合流通路１１ｃとなっている。
【００３２】
　図１(a)の実施の形態は、室内に換気孔があるタイプであり、図１(ｂ)の実施の形態は
、室内に換気孔がないタイプである。図１(ｂ)の実施の形態は、密室で空気の逃げ場がな
い、例えばトイレや収納室などに用いられ、ドア２の上部に換気孔９８を設け、換気ファ
ン９９で室内の空気を室外に排出する。
【００３３】
　ドア２の上方位置には、室外側に開口する外気吸入口３と、室内側に開口する内気吸入
口４が設けられ、外気吸入口３は第１分割通路１１ａに連通し、内気吸入口４は第２分割
通路１１ｂに連通している。ドア２の下方位置には、室内側に開口する内外気排出口５が
設けられ、合流通路１１ｃに連通している。第１分割通路１１ａには、外気吸入口３の近
傍位置に消音送風機１４が設けられ、合流通路１１ｃには、内外気排出口５の近傍位置に
消音送風機１５が設けられており、消音送風機１４と消音送風機１５の駆動によりドア２
の上方位置から外気吸入口３で外気を、内気吸入口４で内気を吸入し、この吸入した空気
を第１分割通路１１ａと第２分割通路１１ｂから合流通路１１ｃで合流させて流下させ、
清浄フィルタ１２により空気の清浄を行い、ヒータ１３により温度調節を行い、ドア２の
下方位置の内外気排出口５から室内に排出する。消音送風機１４及び消音送風機１５には
、例えばクロスファンを用いることができる。
【００３４】
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　この実施の形態では、ドア２の上方位置に、室外側に開口する外気吸入口３と、室内側
に開口する内気吸入口４が設けられているが、両方設けることなく少なく一方を設け、ド
ア２の外側空気とドア２の内側空気の少なくとも一方を吸入し、ドア２の内部で吸入した
空気の清浄を行い、清浄した空気をドア２の内部から室内に排出するようにしてもよい。
このように、室外側と室内側の空気をドア２の内部に吸入し、ドア２の内部に形成された
空気通路１１を流下させて清浄フィルタ１２により空気の清浄を行い、ヒータ１３により
温度調節を行い、ドア２の内部から室内に排出する簡単な構造で室内の空気清浄を行うこ
とができ、ドア２を利用した安価な空気清浄システムである。
【００３５】
　清浄フィルタ１２は、活性炭フィルタ１２ａと、ＨＥＰＡフィルタ１２ｂを含む。活性
炭フィルタ１２ａは、活性炭を使用して空気に含まれる有害成分や臭気を除去する。この
活性炭は、粒状に加工して空気に含まれる不純物を吸着する性質を活性化した炭である。
ＨＥＰＡフィルタ１２ｂは、素材は例えば直径１１０μｍ以下のガラス繊維のろ紙ででき
ており、ＪＩＳ規格で「定格風量で粒径が０．３μｍの粒子に対して９９．９７％以上の
粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が２４５Ｐａ以下の性能を持つエアフィルタ」と規
定され、人体や衣服等に付着した花粉、ホコリ、有害化学物質、ウイルス等の微小物、Ｐ
Ｍ１０やＰＭ２．５などの粒子状物質を除去する。ヒータ１３として、例えばカーボンヒ
ータ、セラミックヒータ、シーズヒータなどが用いられる。このカーボンヒータは、発熱
体の材料として導電性材料である炭素繊維（カーボン）が用いられ、発熱体は電気を熱に
変換する。
【００３６】
　ドア２の室外側面には、活性炭フィルタ１２ａと、ＨＥＰＡフィルタ１２ｂに対応する
位置に交換扉２ａが設けられ、この交換扉２ａを開くことで活性炭フィルタ１２ａと、Ｈ
ＥＰＡフィルタ１２ｂは交換可能であり、空気清浄装置１０の耐久性が向上する。
【００３７】
　内気吸入口４の上方位置には、マイナスイオン発生器１７が配置され、マイナスイオン
発生口１７ａから室内にマイナスイオンが放出される。マイナスイオン発生器１７には、
コロナ放電式と電子放射式とがある。コロナ放電式は、電極間に印加した直流電圧が放電
開始電圧以上になるとマイナス極よりプラス電極に向かって電子が放出される。それが周
囲のガス分子に衝突してコロナ放電に移行する。コロナ放電が発生した際、極間に残存し
た電子が空気中の酸素分子や水分と反応して水と酸素のマイナスイオンが形成される。そ
の際オゾンや、Ｎｏｘが発生するため、電極間隔などを調整してオゾンの発生を少なくす
る方法をとる。また、空間に放出させるためにファンが必要となる。電子放射式は、針状
に尖らせたマイナス電極に、パルス性の高電圧を印加して、空気中に直接電子を放出させ
る。空気中に放出された電子が周りの酸素、あるいは水分と結合してマイナスイオンを形
成する。エネルギーが小さいためオゾン、Ｎｏｘ等の有害物質の発生量を非常に少なくで
きる。
【００３８】
　マイナスイオンは、空気中に放出された電子が空気中の酸素分子と結合して負の電荷を
帯び、周りの水分子と結合してより安定な形を形成して存在すると言われており、人工的
に発生させ、マイナスイオンをドア２から室内に放出することで、家にいながら森林浴と
同じような心地よさを味わったり、脱臭やカビ抑制に対しても効用があり、空気中の花粉
、ウイルス、におい等を不活性化する。
【００３９】
  この実施の形態のドア２は、開き戸であり、回転式の取っ手２ｂの操作で開閉され、躯
体の鴨居９０に商用電源の接続端子９１が設けられ、ドア２の上部には、接続端子９１と
対応する位置に、空気清浄装置１０の電源線の接続端子１８が設けられている。空気清浄
装置１０は、ドア２を閉じると、商用電源の接続端子９１と電源線の接続端子１８が接触
し、商用電源と接続される。一方、ドア２を開くと、商用電源の接続端子９１と電源線の
接続端子１８の接続が解除され、商用電源と遮断され、ドア２の開閉を利用して自動的に
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電源がオン・オフされる。
【００４０】
　ドア２の上部には、リモコン受信部３０が設けられ、リモコン３１によって遠隔操作さ
れる。リモコン３１には、電源ボタン３１ａ、送風ボタン３１ｂ、暖房ボタン３１ｃ、マ
イナスボタン３１ｄ、プラスボタン３１ｅ、タイマーボタン３１ｆ、液晶表示部３１ｇが
設けられている。リモコン３１による遠隔操作は、ドア２を閉じて商用電源と接続されて
いる状態で行われ、電源ボタン３１ａを押すことで空気清浄装置１０の電源が入り、再度
押すことで電源が遮断される。空気清浄装置１０の電源が入った状態で、送風ボタン３１
ｂを押すと送風モードになり、液晶表示部３１ｇに表示され、暖房ボタン３１ｃを押すと
暖房モードになり、液晶表示部３１ｇに表示される。送風モードまたは暖房モードで、マ
イナスボタン３１ｄとプラスボタン３１ｅによって調整が行われ、タイマーボタン３１ｆ
によって送風モードまたは暖房モードの運転時間が設定される。
【００４１】
　（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態の空気清浄システムを、図５乃至図７に基づいて説明する。図５はド
アの室外側面と室内側面を示す図、図６は駆動電源の接続部を示す図、図７はドアの開閉
動作を示す図である。
【００４２】
　この実施の形態の空気清浄システム１は、空気清浄装置１０を備え、この空気清浄装置
１０は、第１の実施の形態と同様に構成されるから説明を省略するが、清浄フィルタ１２
として活性炭フィルタ１２ａを下方位置に設け、この活性炭フィルタ１２ａの上方位置に
内気吸入口４が設けられている。空気清浄装置１０が設けられるドア２は、引き戸であり
、手がけ式の取っ手２ｃが設けられている。ドア２の室内側面には、取っ手２ｃの近傍に
送風モードと暖房モードに切り替える切替スイッチ４０と人を感知するセンサ４１が設け
られている。このセンサ４１によって人を感知すると、空気清浄装置１０が駆動する。
【００４３】
　図６及び図７（ａ）に示すように、この実施の形態のドア２は、引き戸であり、ドア２
が開いているときには、商用電源の接続端子９１と電源線の接続端子１８の接続が解除さ
れ、商用電源と遮断されている。図７（ｂ）に示すように、ドア２を閉じ方向に引き、図
７（ｃ）に示すように、ドア２を閉じると、商用電源の接続端子９１と電源線の接続端子
１８が接触し、商用電源と接続され、ドア２の開閉を利用して自動的に電源がオン・オフ
される。
【００４４】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態の空気清浄システムを、図８及び図９に基づいて説明する。図８はド
アの室内側面を示す図、図９は使用状態を示す図である。
【００４５】
　この実施の形態の空気清浄システム１は、空気清浄装置１０を備え、この空気清浄装置
１０は、第２の実施の形態と同様に構成されるから説明を省略するが、この実施の形態の
ドア２は、トイレの開き戸であり、室内側にテレビモニタ５０を備えている。テレビモニ
タ５０の表示部５０ａの上側にカメラ５０ｂが設けられ、表示部５０ａの下側にテレビと
カメラのモニタ切替スイッチ５０ｃ、チャンネル選局ボタン５０ｄ、サウンドスピーカー
５０ｅ、音量調節ボタン５０ｆが設けられている。
【００４６】
　この実施の形態の空気清浄システム１は、トイレのドア２に空気清浄装置１０が備えら
れており、図９に示すように、トイレのドア２の外側空気とドア２の内側空気の清浄を行
い、清浄した空気をドア２の内部から室内側に排出してトイレ内の空気清浄を行うことが
できる。図９（ａ）では、テレビモニタ５０をテレビ機能として使用している状態を示し
、図９（ｂ）では、テレビモニタ５０を顔認識モニタ機能として使用している状態を示し
ている。
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【００４７】
　このように、ドア２は、室内側にテレビモニタ５０を備えることで、トイレを使用しな
がら映像を楽しむことができ、例えば住宅や飲食店のトイレなどに利用するのが好ましい
。
【００４８】
（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態の空気清浄システムを、図１０及び図１１に基づいて説明する。図１
０はドアの室内側面を示す図、図１１は使用状態を示す図である。
【００４９】
　この実施の形態の空気清浄システム１は、空気清浄装置１０を備え、この空気清浄装置
１０は、第２の実施の形態と同様に構成されるから説明を省略するが、この実施の形態の
ドア２は、トイレの開き戸であり、室内側に鑑賞用水槽６０を備えている。鑑賞用水槽６
０の内部にヒータ６０ａ、フィルタ６０ｂ、ライト６０ｃを備え、上側に水を注入する水
注入口６０ｄが設けられ、下側に水を排出する水排出口６０ｅが設けられている。
【００５０】
　この実施の形態の空気清浄システム１は、トイレのドア２に空気清浄装置１０が備えら
れており、図１１に示すように、トイレのドア２の外側空気とドア２の内側空気の清浄を
行い、清浄した空気をドア２の内部から室内に排出してトイレ内の空気清浄を行うことが
できる。
【００５１】
　このように、ドア２は、室内側に鑑賞用水槽６０を備えることで、トイレを使用しなが
ら鑑賞用水槽６０を楽しむことができ、例えば住宅や飲食店のトイレなどに利用するのが
好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　この発明は、特に、住宅や店舗、施設等における空気清浄システムに適用され、住宅や
店舗、施設等において安価に設置し、室内の空気清浄を行うことができる。
【符号の説明】
【００５３】
１　空気清浄システム
２　ドア
３　外気吸入口
４　内気吸入口
５　内外気排出口
１０　空気清浄装置
１１　空気通路
１１ａ　第１分割通路
１１ｂ　第２分割通路
１１ｃ　合流通路
１２　清浄フィルタ
１２ａ　活性炭フィルタ
１２ｂ　ＨＥＰＡフィルタ
１３　ヒータ
１４，　１５　消音送風機
１６　隔壁
１７　マイナスイオン発生器
１８　電源線の接続端子
３０　リモコン受信部
３１リモコン
５０テレビモニタ
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