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(57)【要約】
【課題】ゴミ捨て作業とフィルタの交換作業とを一括し
て行うことにより、ユーザが行う作業を簡略化する。
【解決手段】空気清浄器１は、外部の空気を吸い込む吸
込口且つゴミ投入口となる開口２１を有し、貫通孔２２
が形成されたゴミ収容部材２０と、ゴミ収容部材２０の
内側に設けられ、開口２１から投入されたゴミを収容可
能で、且つ、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕
集可能なフィルタ３０と、ゴミ収容部材２０内の空気を
フィルタ３０と貫通孔２２とを順次通過させる吸引ユニ
ット５０とを備えている。そして、筐体１０には、開口
２１とは異なる位置に別吸込口１３が設けられており、
吸引ユニット５０により発生した空気流によって別吸込
口１３から吸い込まれた空気中の塵芥は、前記フィルタ
３０の端部３１により捕集される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の空気を吸い込む吸込口且つゴミ投入口となる開口を有すると共に貫通孔が形成さ
れ、前記開口から投入されたゴミを収容可能なゴミ収容部材と、
　前記ゴミ収容部材の内側に設けられ、前記開口から投入されたゴミを収容可能で、且つ
、前記吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フィルタと、
　前記ゴミ収容部材内の空気を前記第１フィルタと前記貫通孔とを順次通過させる吸引手
段とを備えることを特徴とする、空気清浄ユニット。
【請求項２】
　前記開口とは異なる位置に設けられた別吸込口と、
　前記吸引手段により発生した空気流によって前記別吸込口から吸い込まれた空気中の塵
芥を捕集可能な第２フィルタとをさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の空気
清浄ユニット。
【請求項３】
　前記第１フィルタと前記第２フィルタとは同一の部材であることを特徴とする、請求項
２に記載の空気清浄ユニット。
【請求項４】
　前記ゴミ収容部材は、その一端部が前記開口となる筒状の部材であって、
　前記別吸込口は、前記開口を囲むように設けられていることを特徴とする、請求項２ま
たは３に記載の空気清浄ユニット。
【請求項５】
　前記別吸込口は、前記開口を含む面に対して傾斜した面に沿って設けられていることを
特徴とする、請求項４に記載の空気清浄ユニット。
【請求項６】
　前記第１フィルタは、前記ゴミ収容部材の内壁を覆うように設けられると共に、
　前記第２フィルタは、前記別吸込口を覆うように前記第１フィルタから連なって設けら
れていることを特徴とする、請求項４または５に記載の空気清浄ユニット。
【請求項７】
　前記開口を塞ぎ且つ前記別吸込口を開放した状態となる蓋部が着脱可能になっているこ
とを特徴とする、請求項２～６のいずれか１項に記載の空気清浄ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気清浄ユニットに関し、特に、ゴミ収容部材を備えた空気清浄ユニットに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ゴミ収容部材を備えた空気清浄器が各メーカから種々提案されている（例えば、
特許文献１～３参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、断面略凹状に形成されたゴミ収容部材と、当該ゴミ収容部材の下
部に配設された空気清浄部とから構成されるゴミ箱（空気清浄器）が開示されている。こ
のゴミ箱のゴミ収容部材内の空気は、ゴミ収容部材の底面を構成する画成板に開設された
空気吸引孔を介して、空気清浄部のフィルタを通過して外部に送出される。
【０００４】
　また、上記特許文献２には、キャビネット本体の内部にゴミ箱及び空気処理装置が設け
られるゴミ箱付きキャビネット（空気清浄器）が開示されている。このゴミ箱付きキャビ
ネットには、外部から吸い込んだ空気をゴミ箱へ送風するための送風路が設けられ、当該
送風路には、正イオン及び負イオンを発生するイオン発生装置が設置されている。なお、
外部から吸い込まれる空気は、外部から交換可能なフィルタ部を通過して送風路に導かれ
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る。
【０００５】
　また、上記特許文献３には、塵埃収容函と、空気清浄部とを密接に配置したゴミ箱（空
気清浄器）が開示されている。このゴミ箱では、空気清浄部の塵埃収容函側に設けられた
空気導入口と、空気清浄部の塵埃収容函側の反対側に設けられた空気排出口との少なくと
もいずれか一方にフィルタを設けている。
【０００６】
【特許文献１】実開平７－１２３０５号公報
【特許文献２】特開２００４－１１３５２９号公報
【特許文献３】実開昭６３－８１００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記した特許文献１～３に開示されたゴミ収容部材を備えた空気清浄器等では、ゴミの
収容と、空気の清浄とを１つの装置で行うことができる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１のゴミ箱（空気清浄器）では、空気の清浄のためのフィルタ
が空気清浄部内に設けられており、ユーザは、定期的に、ゴミ収容部材に収容されたゴミ
のゴミ捨て作業に加えて、フィルタの交換作業を行う必要があり、ユーザが行う作業が負
担になるという問題があった。
【０００９】
　また、同様に、特許文献２のゴミ箱付きキャビネット（空気清浄器）では、ユーザによ
るメンテナンスの簡略化のためフィルタ部を外部から交換可能にしているが、ユーザは、
定期的に、ゴミ収容部材に収容されたゴミのゴミ捨て作業に加えて、フィルタの交換作業
を行う必要があり、ユーザが行う作業が負担になるという問題があった。
【００１０】
　また、同様に、特許文献３のゴミ箱（空気清浄器）でも、空気清浄部の空気導入口と空
気排出口との少なくともいずれか一方にフィルタが設けられているので、ユーザは、定期
的に、ゴミ収容部材に収容されたゴミのゴミ捨て作業に加えて、フィルタの交換作業を行
う必要があり、ユーザが行う作業が負担になるという問題があった。
【００１１】
　そこで、この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ゴミ捨
て作業とフィルタの交換作業とを一括して行うことにより、ユーザが行う作業を簡略化す
ることが可能な空気清浄ユニット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】
【００１２】
　第１の発明にかかる空気清浄ユニットは、外部の空気を吸い込む吸込口且つゴミ投入口
となる開口を有すると共に貫通孔が形成され、開口から投入されたゴミを収容可能なゴミ
収容部材と、ゴミ収容部材の内側に設けられ、開口から投入されたゴミを収容可能で、且
つ、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フィルタと、ゴミ収容部材内
の空気を第１フィルタと貫通孔とを順次通過させる吸引手段とを備えている。
【００１３】
　この空気清浄ユニットでは、ゴミ収容部材の内側に、ゴミ投入口から投入されたゴミを
収容可能で、且つ、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フィルタを設
けることにより、ゴミの収容と、空気の清浄とを１つのフィルタで行うことができる。そ
して、ゴミ収容部材に溜まったゴミを捨てる際、又は、第１フィルタの交換を行う際に、
第１フィルタをゴミ収容部材の内側から取り出すだけで、第１フィルタに収容されたゴミ
及び第１フィルタの表面に付着した塵芥を一括して処理することができる。その結果、ゴ
ミを捨てる作業とフィルタを交換する作業とを別々に行う場合に比べて、ユーザが行う作
業が簡略化される。
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【００１４】
　第２の発明にかかる空気清浄ユニットは、第１の発明にかかる空気清浄ユニットにおい
て、開口とは異なる位置に設けられた別吸込口と、吸引手段により発生した空気流によっ
て別吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第２フィルタとをさらに備える。
【００１５】
　この空気清浄ユニットでは、主に外部の空気を吸い込む吸込口に加えて、別吸込口を設
けることにより、ゴミ収容部の内側にゴミがあり、第１フィルタを介して空気を吸い込み
にくい場合でも、容易に外部の空気を吸い込むことができる。そして、別吸込口から吸い
込まれた空気中の塵芥は、第２フィルタにより捕集されるので、ゴミ収容部の内側にゴミ
があり、第１フィルタを介して空気を吸い込みにくい場合でも、ゴミを捨てる作業を行う
ことなく、空気の浄化を継続して行うことができる。
【００１６】
　第３の発明にかかる空気清浄ユニットは、第２の発明にかかる空気清浄ユニットにおい
て、第１フィルタと第２フィルタとは同一の部材である。
【００１７】
　この空気清浄ユニットでは、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フ
ィルタと別吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第２フィルタとが同一の部
材であるので、第１フィルタと第２フィルタとを別々に交換する場合に比べて、ユーザが
行う作業が簡略化される。
【００１８】
　第４の発明にかかる空気清浄ユニットは、第２又は第３の発明にかかる空気清浄ユニッ
トにおいて、ゴミ収容部材は、その一端部が開口となる筒状の部材であって、別吸込口は
、開口を囲むように設けられている。
【００１９】
　この空気清浄ユニットでは、開口（吸込口）を囲むように別吸込口が設けられているの
で、別吸込口の開口面積を十分に確保することができる。また、別吸込口は、開口を囲む
ように設けられているので、他の吸引装置を別途設けることなく、前記開口から外部の空
気を吸い込む吸引装置を用いて、当該別吸込口から外部の空気を吸い込む構成を容易に実
現できる。
【００２０】
　第５の発明にかかる空気清浄ユニットは、第４の発明にかかる空気清浄ユニットにおい
て、別吸込口は、開口を含む面に対して傾斜した面に沿って設けられている。
【００２１】
　この空気清浄ユニットでは、開口を含む面と平行な面に沿って別吸込口を設ける場合に
比べて、別吸込口の開口面積を大きく確保することができる。
【００２２】
　第６の発明にかかる空気清浄ユニットは、第４又は第５の発明にかかる空気清浄ユニッ
トにおいて、第１フィルタは、ゴミ収容部材の内壁を覆うように設けられると共に、第２
フィルタは、別吸込口を覆うように第１フィルタから連なって設けられている。
【００２３】
　この空気清浄ユニットでは、第１フィルタがゴミ収容部材の内壁を覆うように設けられ
るので、ゴミ投入口から投入されたゴミは、第１フィルタの内側の面（空気が通過する上
流側の面）で収容される。また、第１フィルタに連なる第２フィルタは、別吸込口を覆う
ように設けられるので、別吸込口を通過する空気中の塵芥も、第２フィルタの内側の面（
空気が通過する上流側の面）に付着する。即ち、第１フィルタ及び第２フィルタの同一面
側に、ゴミが収容され且つ塵芥が付着する。その結果、フィルタを取り出す際に、容易に
、当該ゴミと塵芥とを一括して処理することができる。
【００２４】
　第７の発明にかかる空気清浄ユニットは、第２～第５の発明のいずれかにかかる空気清
浄ユニットにおいて、開口を塞ぎ且つ別吸込口を開放した状態となる蓋部が着脱可能にな
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っている。
【００２５】
　この空気清浄ユニットでは、蓋部を装着することにより、別吸込口を開放した状態で、
ゴミ投入口となる開口を塞ぐことができる。これにより、ゴミ収容部材に収容されたゴミ
の臭気が拡散するのを防止することができる。また、蓋部を装着した場合でも、別吸込口
は開放されているので、外部の空気を吸い込むことが可能である。したがって、ゴミ収容
部材に収容されたゴミの臭気が拡散するのを防止しつつ、別吸込口から吸い込まれた外部
の空気の浄化を継続して行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
【００２７】
　第１の発明では、ゴミ収容部材の内側に、ゴミ投入口から投入されたゴミを収容可能で
、且つ、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フィルタを設けることに
より、ゴミの収容と、空気の清浄とを１つのフィルタで行うことができる。そして、ゴミ
収容部材に溜まったゴミを捨てる際、又は、第１フィルタの交換を行う際に、第１フィル
タをゴミ収容部材の内側から取り出すだけで、第１フィルタに収容されたゴミ及び第１フ
ィルタの表面に付着した塵芥を一括して処理することができる。その結果、ゴミを捨てる
作業とフィルタを交換する作業とを別々に行う場合に比べて、ユーザが行う作業が簡略化
される。
【００２８】
　また、第２の発明では、主に外部の空気を吸い込む吸込口に加えて、別吸込口を設ける
ことにより、ゴミ収容部の内側にゴミがあり、第１フィルタを介して空気を吸い込みにく
い場合でも、容易に外部の空気を吸い込むことができる。そして、別吸込口から吸い込ま
れた空気中の塵芥は、第２フィルタにより捕集されるので、ゴミ収容部の内側にゴミがあ
り、第１フィルタを介して空気を吸い込みにくい場合でも、ゴミを捨てる作業を行うこと
なく、空気の浄化を継続して行うことができる。
【００２９】
　また、第３の発明では、吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第１フィル
タと別吸込口から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能な第２フィルタとが同一の部材で
あるので、第１フィルタと第２フィルタとを別々に交換する場合に比べて、ユーザが行う
作業が簡略化される。
【００３０】
　また、第４の発明では、開口（吸込口）を囲むように別吸込口が設けられているので、
別吸込口の開口面積を十分に確保することができる。また、別吸込口は、開口を囲むよう
に設けられているので、他の吸引装置を別途設けることなく、前記開口から外部の空気を
吸い込む吸引装置を用いて、当該別吸込口から外部の空気を吸い込む構成を容易に実現で
きる。
【００３１】
　また、第５の発明では、開口を含む面と平行な面に沿って別吸込口を設ける場合に比べ
て、別吸込口の開口面積を大きく確保することができる。
【００３２】
　また、第６の発明では、第１フィルタがゴミ収容部材の内壁を覆うように設けられるの
で、ゴミ投入口から投入されたゴミは、第１フィルタの内側の面（空気が通過する上流側
の面）で収容される。また、第１フィルタに連なる第２フィルタは、別吸込口を覆うよう
に設けられるので、別吸込口を通過する空気中の塵芥も、第２フィルタの内側の面（空気
が通過する上流側の面）に付着する。即ち、第１フィルタ及び第２フィルタの同一面側に
、ゴミが収容され且つ塵芥が付着する。その結果、フィルタを取り出す際に、容易に、当
該ゴミと塵芥とを一括して処理することができる。
【００３３】
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　また、第７の発明では、蓋部を装着することにより、別吸込口を開放した状態で、ゴミ
投入口となる開口を塞ぐことができる。これにより、ゴミ収容部材に収容されたゴミの臭
気が拡散するのを防止することができる。また、蓋部を装着した場合でも、別吸込口は開
放されているので、外部の空気を吸い込むことが可能である。したがって、ゴミ収容部材
に収容されたゴミの臭気が拡散するのを防止しつつ、別吸込口から吸い込まれた外部の空
気の浄化を継続して行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る空気清浄器の実施形態について説明する。
【００３５】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る空気清浄器の全体構成を示した斜視図である。図
２～図６は、図１に示した空気清浄器の構成の詳細を説明するための図である。まず、図
１～図６を参照して、本発明の第１実施形態に係る空気清浄器１の構成について説明する
。なお、本実施形態では、本発明の空気清浄ユニットを空気清浄器１に適用した場合につ
いて説明する。
【００３６】
　第１実施形態の空気清浄器１は、空気中の塵芥を取り除く空気清浄器としての機能の他
に、ゴミ箱としての機能も有している。この空気清浄器１は、図１～図３に示すように、
筐体１０と、ゴミ収容部材２０と、フィルタ３０と、ストリーマユニット４０と、吸引ユ
ニット５０と、押さえ蓋６０とを備えている。なお、この第１実施形態では、吸引ユニッ
ト５０を横向きに配置した「吸引ユニット横置タイプ」の空気清浄器１について説明する
。
【００３７】
　筐体１０は、上端部に開口１１（図３参照）を有する略円筒形状であって、空気清浄器
１の外観を構成している。この筐体１０の内部には、図３～図５に示すように、ストリー
マユニット４０及び吸引ユニット５０が組み込まれている。そして、略円筒形状の筐体１
０の内側の空間は、上端部の開口１１を介してゴミ収容部材２０を収容可能である。これ
により、ストリーマユニット４０の上部にゴミ収容部材２０が配置される。また、筐体１
０の側面の下部には、複数の排気孔１２が全周にわたって形成されている。後述するフィ
ルタ３０やストリーマユニット４０を通過して浄化された空気は、当該排気孔１２を介し
て外部に排出される。
【００３８】
　また、本実施形態では、筐体１０の上端部には、図３～図５に示すように、外部の空気
を吸い込むための別吸込口１３が設けられている。この別吸込口１３は、ゴミ収容部材２
０の開口２１（図４参照）を囲むように円環形状に設けられている。そして、吸引ユニッ
ト５０の駆動により発生した空気流によって別吸込口１３から吸引される空気は、図３に
示すように、筐体１０の側面に沿って設けられる通路１４を通過して、ストリーマユニッ
ト４０に導かれる。また、別吸込口１３は、ゴミ収容部材２０の開口２１を含む面に対し
て傾斜した面に沿って設けられている。具体的には、別吸込口１３は、ゴミ収容部材２０
の中心方向に向かって下降する面に沿って設けられている。
【００３９】
　ゴミ収容部材２０は、図３及び図４に示すように、上端部に開口２１を有する円筒形状
であって、複数の貫通孔２２が全面にわたって形成されている。上記した開口２１は、ゴ
ミＡを投入するためのゴミ投入口として機能すると共に、外部の空気を吸い込むための吸
込口として機能する。
【００４０】
　ゴミ収容部材２０の内側には、開口２１を介して吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能
で、且つ、開口２１から投入されたゴミＡを収容可能な使い捨てのフィルタ３０が設けら
れている。このフィルタ３０は、袋状の１枚のフィルタであって、ゴミ収容部材２０の内
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壁を覆うように設けられている。また、フィルタ３０の端部３１は、図３～図５に示すよ
うに、上記した筐体１０の別吸込口１３を覆うように設けられている。これにより、開口
２１（吸込口）及び別吸込口１３から吸引される空気は、共に当該フィルタ３０を介して
ストリーマユニット４０に導かれる。
【００４１】
　ストリーマユニット４０は、空気中に浮遊するカビ、花粉、ハウスダストなど種々の塵
芥を取り除くために設けられている。このストリーマユニット４０は、図６に示すように
、プレフィルタ４１と、ストリーマ放電部４２と、プラズマイオン化部４３と、プリーツ
フィルタ部４４と、脱臭触媒部４５とを含んでいる。プレフィルタ４１は、ゴミ収容部材
２０の内側に設けられるフィルタ３０を通過した空気中に含まれる比較的大きな塵芥など
を除去するためのフィルタである。また、ストリーマ放電部４２は、強力な分解力を持つ
高速電子、イオン、オゾン、ヒドロキシラジカルなどのラジカル種などを吹き流し状に放
出する。これにより、空気中のアンモニア類や、アルデヒド類、窒素酸化物など小さな有
機分子が分解及び／又は消臭されると共に、プレフィルタ４１が除菌される。また、プラ
ズマイオン化部４３は、埃や花粉をプラスに帯電させるために設けられている。また、プ
リーツフィルタ部４４の表面では、プラスに帯電した埃や花粉がマイナスに帯電したフィ
ルタにより吸着され、且つ、プリーツフィルタ部４４の裏面では、光触媒チタンアパタイ
トが、ニオイやウィルスを除去する。また、脱臭触媒部４５は、光触媒チタンアパタイト
と脱臭触媒とがホルムアルデヒドやニオイを分解する。
【００４２】
　吸引ユニット５０は、ゴミ収容部材２０内の空気を吸引して、フィルタ３０と貫通孔２
２（図３参照）とストリーマユニット４０とを順次通過させた後、筐体１０の排気孔１２
を介して浄化された空気を外部に送出すると共に、別吸込口１３を介して外部の空気を吸
引して、フィルタ３０（端部３１）とストリーマユニット４０とを順次通過させた後、筐
体１０の排気孔１２（図３参照）を介して浄化された空気を外部に送出する。この吸引ユ
ニット５０は、図３～図５に示すように、ファンモータ５１と、ファンモータ５１によっ
て回転駆動されるシロッコファン５２とを備えている。
【００４３】
　押さえ蓋６０は、図３～図５に示すように、ゴミ収容部材２０に対して着脱可能になっ
ている。この押さえ蓋６０は、ゴミ収容部材２０の内壁に設けられるフィルタ３０の端部
３１が、別吸込口１３を覆うように、当該端部３１を折り曲げた状態で押える。また、押
さえ蓋６０には、図１及び図２（ａ）に示すように、ゴミ収容部材２０の開口２１（図４
参照）に対応するゴミ投入口６１が設けられており、押さえ蓋６０をゴミ収容部材２０に
装着した状態で、ゴミＡが投入可能となる。
【００４４】
　次に、図４及び図５を参照して、第１実施形態に係る空気清浄器１におけるフィルタの
交換作業及びゴミの処理作業について説明する。
【００４５】
　図５に示すように、空気清浄器１のゴミ収容部材２０内にゴミＡが溜まった場合、又は
、フィルタ３０の交換を行う場合には、以下の手順でフィルタ３０の交換作業及びゴミの
処理作業を行う。まず、図４に示すように、ゴミ収容部材２０から押さえ蓋６０を取り外
す。そして、筐体１０の内側の空間に収容されるゴミ収容部材２０を持ち上げて、筐体１
０内からゴミ収容部材２０を取り出す。そして、ゴミ収容部材２０の内壁を覆うように設
けられるフィルタ３０を、ゴミ収容部材２０内から取り出す。これにより、袋状のフィル
タ３０内に収容されるゴミＡと、その表面に付着される塵芥とを一括して処理することが
可能となる。なお、ここでは、筐体１０の内側の空間に収容されるゴミ収容部材２０を持
ち上げて取り出した後、フィルタ３０を取り出す場合について説明したが、筐体１０の内
側の空間にゴミ収容部材２０を収容したままの状態で、フィルタ３０を取り出しても、袋
状のフィルタ３０内に収容されるゴミＡと、その表面に付着される塵芥とを一括して処理
することができる。
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【００４６】
［第１実施形態にかかる空気清浄器１の特徴］
　本実施形態の空気清浄器１には、以下のような特徴がある。
【００４７】
　本実施形態の空気清浄器１では、ゴミ収容部材２０の内側に、ゴミ投入口（開口２１）
から投入されたゴミＡを収容可能で、且つ、吸込口（開口２１）から吸い込まれた空気中
の塵芥を捕集可能なフィルタ３０を設けることにより、ゴミＡの収容と、空気の清浄とを
１つのフィルタ３０で行うことができる。そして、ゴミ収容部材２０に溜まったゴミＡを
捨てる際、又は、フィルタ３０の交換を行う際に、フィルタ３０をゴミ収容部材２０の内
側から取り出すだけで、フィルタ３０に収容されたゴミＡ及びフィルタ３０の表面に付着
した塵芥を一括して処理することができる。その結果、ゴミＡを捨てる作業とフィルタを
交換する作業とを別々に行う場合に比べて、ユーザが行う作業が簡略化される。
【００４８】
　また、本実施形態の空気清浄器１では、主に外部の空気を吸い込む吸込口（開口２１）
に加えて、別吸込口１３を設けることにより、ゴミ収容部２０の内側にゴミＡがあり、フ
ィルタ３０を介して空気を吸い込みにくい場合でも、容易に外部の空気を吸い込むことが
できる。そして、別吸込口１３から吸い込まれた空気中の塵芥は、別吸込口１３を覆うよ
うに配置されるフィルタ３０の端部３１により捕集されるので、ゴミ収容部２０の内側に
ゴミＡがあり、フィルタ３０を介して空気を吸い込みにくい場合でも、ゴミを捨てる作業
を行うことなく、空気の浄化を継続して行うことができる。
【００４９】
　また、本実施形態の空気清浄器１では、ゴミ収容部材２０の内壁を覆うフィルタと、別
吸込口１３を覆うフィルタとが、同一の部材（フィルタ３０）であるので、各箇所に別々
にフィルタを設けて、そのフィルタを別々に交換する場合に比べて、ユーザが行う作業が
簡略化される。
【００５０】
　また、本実施形態の空気清浄器１では、開口２１を囲むように別吸込口１３が設けられ
ているので、別吸込口１３の開口面積を十分に確保することができる。また、別吸込口１
３は、開口２１を囲むように設けられているので、他の吸引装置を別途設けることなく、
ゴミ収容部材２０内の空気を吸い込む上記吸引ユニット５０を用いて、当該別吸込口１３
から外部の空気を吸い込む構成を容易に実現できる。
【００５１】
　また、本実施形態の空気清浄器１では、別吸込口１３を、開口２１を含む面に対して傾
斜した面に沿って設けることによって、水平面と平行に別吸込口１３を設ける場合に比べ
て、別吸込口１３の開口２１面積を大きく確保することができる。
【００５２】
　また、本実施形態の空気清浄器１では、フィルタ３０がゴミ収容部材２０の内壁を覆う
ように設けられるので、ゴミ投入口（開口２１）から投入されたゴミＡは、フィルタ３０
の内側の面（空気が通過する上流側の面）で収容される。また、フィルタ３０に連なる端
部３１は、別吸込口１３を覆うように設けられるので、別吸込口１３を通過する空気中の
塵芥も、端部３１の内側の面（空気が通過する上流側の面）に付着する。即ち、フィルタ
３０の同一面側に、ゴミＡが収容され且つ塵芥が付着する。その結果、フィルタ３０を取
り出す際に、容易に、当該ゴミＡと塵芥とを一括して処理することができる。
【００５３】
（第２実施形態）
　図７は、本発明の第２実施形態に係る空気清浄器の全体構成を示した斜視図である。図
８及び図９は、図７に示した空気清浄器の構成の詳細を説明するための図である。次に、
図７～図９を参照して、本発明の第２実施形態に係る空気清浄器１０１について説明する
。なお、この第２実施形態では、第１実施形態の「吸引ユニット横置タイプ」の空気清浄
器１とは異なり、吸引ユニット１５０を縦向きに配置した「吸引ユニット縦置タイプ」の
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空気清浄器１０１について説明する。
【００５４】
　第２実施形態の空気清浄器１０１は、図７～図９に示すように、筐体１１０と、ゴミ収
容部材１２０と、フィルタ１３０と、ストリーマユニット１４０と、吸引ユニット１５０
とを備えている。
【００５５】
　筐体１１０は、上端部に開口１１１ａを有する垂直断面略凹状の略筒形状の前面部１１
１と、上端部に開口１１２ａを有する垂直断面略凹状の背面部１１２とが一体形成されて
、空気清浄器１０１の外観を構成している。また、背面部１１２の内部には、図９に示す
ように、ストリーマユニット１４０及び吸引ユニット１５０が組み込まれている。そして
、前面部１１１の内側の空間には、上端部の開口１１１ａを介してゴミ収容部材１２０が
収容可能である。これにより、ストリーマユニット１４０の側方にゴミ収容部材１２０が
配置される。また、前面部１１１と背面部１１２との接続部分には、複数の通気孔１１３
が設けられており、前面部１１１内の空気が背面部１１２内に導かれるようになっている
。
【００５６】
　また、本実施形態では、図７及び図８（ｂ）に示すように、前面部１１１の下部には、
外部の空気を吸い込むための別吸込口１１１ｂが設けられている。そして、吸引ユニット
１５０の駆動により発生した空気流によって別吸込口１１１ｂから吸引される空気は、図
９に示すように、前面部１１１の下部に設けられる通路１１１ｃを通過して、ストリーマ
ユニット１４０に導かれる。
【００５７】
　ゴミ収容部材１２０は、上端部に開口１２１を有する垂直断面略凹状の筒形状であって
、複数の貫通孔１２２が全面にわたって形成されている。上記した開口１２１は、ゴミＡ
を投入するためのゴミ投入口として機能すると共に、外部の空気を吸い込むための吸込口
として機能する。
【００５８】
　図９に示すように、ゴミ収容部材１２０の内側には、開口１２１を介して吸い込まれた
空気中の塵芥を捕集可能で、且つ、開口から投入されたゴミＡを収容可能な使い捨てのフ
ィルタ１３０が設けられている。このフィルタ１３０は、袋状のフィルタであって、ゴミ
収容部材１２０の内壁を覆うように設けられている。また、フィルタ１３０の底部は、２
重構造になっており、外側のフィルタ部１３１が、上記した通路１１１ｃ内に配置される
。一方、内側のフィルタ部１３２は、投入されるゴミＡが当該通路１１１ｃ内に配置され
ないように、通路１１１ｃの上方の位置に設けられる。これにより、別吸込口１１１ｂか
ら吸引される空気は、ゴミ収容部材１２０内のゴミＡに妨げられることなく、外側のフィ
ルタ部１３１を介してストリーマユニット１４０に導かれる。なお、ここでは、フィルタ
１３０の底部が２重構造になっている例について説明したが、別吸込口１１１ｂから吸い
込まれる空気が通過する通路１１１ｃ内にフィルタが設けられていればよい。
【００５９】
　ストリーマユニット１４０は、第１実施形態のストリーマユニットと同様の構成を有し
ているので、その説明を省略する。
【００６０】
　吸引ユニット１５０は、ゴミ収容部材１２０内の空気を吸引して、フィルタ１３０、貫
通孔１２２、通気孔１１３、ストリーマユニット１４０とを順次通過させた後、背面部１
１２の開口１１２ａを介して浄化された空気を外部に送出すると共に、別吸込口１１１ｂ
を介して外部の空気を吸引して、外側のフィルタ部１３１及びストリーマユニット１４０
を順次通過させた後、背面部１１２の開口１１２ａを介して浄化された空気を外部に送出
する。この際、別吸込口１１１ｂから吸い込まれた空気に含まれる塵芥は、外側のフィル
タ部１３１の外側表面に付着することになる。この吸引ユニット１５０の構成は、第１実
施形態と同様であるので、その説明を省略する。
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【００６１】
［第２実施形態にかかる空気清浄器１０１の特徴］
　本実施形態の空気清浄器１０１には、以下のような特徴がある。
【００６２】
　本実施形態の空気清浄器１０１では、上記第１実施形態の空気清浄器１と同様に、ゴミ
収容部材１２０の内側に、ゴミ投入口（開口１２１）から投入されたゴミＡを収容可能で
、且つ、吸込口（開口１２１）から吸い込まれた空気中の塵芥を捕集可能なフィルタ１３
０を設けることにより、ゴミＡの収容と、空気の清浄とを一つの空気清浄器１０１で行う
ことができる。そして、ゴミ収容部材１２０に溜まったゴミＡを捨てる際、又は、フィル
タ１３０の交換を行う際に、フィルタ１３０をゴミ収容部材１２０の内側から取り出すだ
けで、フィルタ１３０に収容されたゴミＡ及びフィルタ１３０の表面に付着した塵芥を一
括して処理することができる。その結果、ゴミＡを捨てる作業とフィルタを交換する作業
とを別々に行う場合に比べて、ユーザが行う作業が簡略化される。
【００６３】
　また、本実施形態の空気清浄器１０１では、主に外部の空気を吸い込む吸込口（開口１
２１）に加えて、別吸込口１１１ｂを設けることにより、ゴミ収容部１２０の内側にゴミ
Ａがあり、フィルタ１３０を介して空気を吸い込みにくい場合でも、容易に外部の空気を
吸い込むことができる。そして、別吸込口１１１ｂから吸い込まれた空気中の塵芥は、２
重構造の外側のフィルタ部１３１により捕集されるので、ゴミ収容部１２０の内側にゴミ
Ａがあり、フィルタ１３０を介して空気を吸い込みにくい場合でも、ゴミを捨てる作業を
行うことなく、空気の浄化を継続して行うことができる。
【００６４】
　また、本実施形態の空気清浄器１０１では、フィルタ１３０が２重構造になっているの
で、ゴミ収容部材１２０の内壁を覆うフィルタと、別吸込口１１１ｂから吸い込まれる空
気が通過する通路１１１ｃに配置されるフィルタとを別々に設ける場合に比べて、ユーザ
が行う作業が簡略化される。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した
実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の
意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００６６】
　例えば、上記実施形態では、本発明の空気清浄ユニットを空気清浄器に適用する例につ
いて説明したが、本発明はこれに限らず、空気清浄ユニットを空気清浄器以外の他の機器
に組み込んでもよい。
【００６７】
　また、上記第１実施形態では、ゴミ投入口６１が形成された押さえ蓋６０を備えた空気
清浄器１について説明したが、本発明はこれに限らず、図１０に示す変形例に係る空気清
浄器２０１のように、ゴミ投入口を有さず、ゴミ収容部材の開口を塞ぎ且つ別吸込口を開
放した状態とする押さえ蓋２６０が着脱可能になっていてもよい。この場合、押さえ蓋２
６０を装着することにより、ゴミ投入口となる開口を塞ぐことができる。これにより、ゴ
ミ収容部材に収容されたゴミの臭気が拡散するのを防止することができる。また、押さえ
蓋２６０を装着した場合でも、別吸込口２１３は開放されているので、外部の空気を吸い
込むことが可能である。したがって、ゴミ収容部材に収容されたゴミの臭気が拡散するの
を防止しつつ、別吸込口２１３から吸い込まれた外部の空気の浄化を継続して行うことが
できる。
【００６８】
　また、上記第２実施形態では、筐体１１０の前面部１１１の下部に別吸込口を設ける例
について説明したが、本発明はこれに限らず、第１実施形態の別吸込口と同様に、筐体の
上端部に別吸込口を設けてもよい。この際、別吸込口を、ゴミ収容部材の開口を含む面に



(11) JP 2009-35405 A 2009.2.19

10

20

30

対して傾斜した面に沿って設けるのことが好ましい。
【００６９】
　また、上記実施形態では、ストリーマユニットを設ける例について説明したが、本発明
はこれに限らず、ゴミ収容部材の内側に配置されたフィルタによって、空気中の塵芥を十
分捕集可能であれば、ストリーマユニットを設けなくてもよい。また、ストリーマユニッ
トの代わりに塵芥を電気的に集塵する電気集塵ユニットを設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明を利用すれば、ゴミ捨て作業とフィルタの交換作業とを一括して行うことにより
、ユーザが行う作業を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る空気清浄器の全体構成を示した斜視図である。
【図２】図１に示した第１実施形態の空気清浄器の平面図（ａ），正面図（ｂ），底面図
（ｃ）である。
【図３】図１に示した第１実施形態に係る空気清浄器の内部構造を示した図である。
【図４】図１に示した第１実施形態に係る空気清浄器の分解図である。
【図５】図１に示した第１実施形態に係る空気清浄器の内部構造を示した図である。
【図６】図１に示した第１実施形態に係るストリーマユニットの詳細を示した図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る空気清浄器の全体構成を示した斜視図である。
【図８】図７に示した第１実施形態に係る空気清浄器の筐体の平面図（ａ），正面図（ｂ
），側面図（ｃ）である。
【図９】図７に示した第１実施形態に係る空気清浄器の内部構造を示した図である。
【図１０】本発明の第１実施形態の変形例に係る空気清浄器の全体構成を示した斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００７２】
　１，１０１，２０１　空気清浄器
　１０，１１０　筐体
　１３，１１１ｂ，２１３　別吸込口
　２０，１２０　ゴミ収容部材
　２１，１２１　開口
　３０，１３０　フィルタ
　４０，１４０　ストリーマユニット
　５０，１５０　吸引ユニット
　６０，２６０　押さえ蓋
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