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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気口（１）と、排気口（２）と、前記吸気口（１）と前記排気口（２）の間にある空
気誘導部とを備え、前記空気誘導部に少なくとも１つの反応表面部材（３）が設けられた
、車両用の空気清浄装置（１０）であって、
　前記空気誘導部に少なくとも１つの紫外線光源（４）が配置され、
　前記反応表面部材（３）の表面に触媒物質を有し、
　前記反応表面部材（３）は前記空気誘導部の少なくとも６０％に配置され、又は前記空
気清浄装置（１０）の内表面の少なくとも５０％を占め、
　前記反応表面部材（３）は、ガラス管の切片及び／又はガラス球の形態で表面被覆され
たバルク材（１１）として設計され、
　さらに前記少なくとも１つの紫外線光源（４）は前記反応表面部材（３）の表面全体を
照射するように前記空気誘導部の誘導経路全体にわたって配置されることを特徴とする空
気清浄装置（１０）。
【請求項２】
　前記反応表面部材（３）は前記空気誘導部の少なくとも８０％に配置されることを特徴
とする請求項１に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項３】
　前記触媒物質は二酸化チタンを含有することを特徴とする請求項１又は２に記載の空気
清浄装置（１０）。
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【請求項４】
　前記空気清浄装置（１０）は他の空気誘導部を有し、
　前記他の空気誘導部は他の触媒物質としてゼオライト材及び／又は銀基板材を有するこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項５】
　前記反応表面部材（３）は表面被覆されたキャリヤ部、格子若しくはワイヤのメッシュ
、繊維材料、ゼオライト材及び／又は銀基板材を備えることを特徴とする請求項１～４の
いずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項６】
　前記空気清浄装置（１０）はベース部材（２１）とカバー部材（２２）とを備え、
　前記反応表面部材（３）は前記ベース部材（２１）又は前記カバー部材（２２）に対し
て一体的に接続され、前記空気誘導部内に突き出す表面被覆された棒状部材（２３）とさ
れることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項７】
　前記空気誘導部は前記吸気口（１）と前記排気口（２）の間で少なくとも２回、９０度
より大きい角度で屈曲することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の空気清
浄装置（１０）。
【請求項８】
　前記空気誘導部は前記吸気口（１）と前記排気口（２）の間で螺旋状に設計されること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項９】
　前記光源（４）として複数の発光ダイオードが設けられることを特徴とする請求項１～
８のいずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項１０】
　車体（３０）の一部が前記空気誘導部の表面被覆壁（３１）となるように、前記空気清
浄装置（１０）が前記車体（３０）の天井部分に組み込まれることを特徴とする請求項１
～９のいずれか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項１１】
　車両部品（４０）の一部が前記空気誘導部の表面被覆壁（４１）となるように、前記空
気清浄装置（１０）が天井張りの中に組み込まれることを特徴とする請求項１～９のいず
れか一項に記載の空気清浄装置（１０）。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の空気清浄装置（１０）を組み込んだ車両部品（４０）であって、
　前記車両部品は、天井張り、後部荷物棚、中央コンソール、ドア内張り、Ａピラーライ
ニング、Ｂピラーライニング、Ｃピラーライニング、又は計器盤のいずれかであることを
特徴とする車両部品。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の空気清浄装置（１０）の壁部としての、車体（３０）又はその一部
の使用方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の空気清浄装置（１０）の壁部としての、車両部品（４０）又はその
一部の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気清浄システムに関し、特に車両、航空機、その他の交通手段のための空気
清浄システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に車両の内部については、とりわけ乗客の快適さを確保するとともに高レベルの車両
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安全性を確保するために、清浄な空気、特に病原菌がほとんどなく、有機汚染物質を含ま
ない空気を生成することが非常に重要である。このため、車内の空気を安価かつ効果的に
浄化すること、特に抵コストで製造でき、比較的少ない消費電力での動作が可能な小型装
置を使用することが経済的に有利である。既知の空気清浄装置としては、オゾン生成装置
、フィルタシステム、空気イオン化装置等がある。フィルタシステムは原則として、かな
り大きめの粒子状空気成分（塵、花粉、微生物）を分離する場合にしか適さない。フィル
タシステムには、フィルタを定期的に交換又は再生しなければならないという問題がある
。
【０００３】
　二酸化チタンを用いた触媒式空気清浄方法では、光化学反応によりヒドロキシルラジカ
ル（ＯＨ－）及び超酸化物（Ｏ２

－）を形成する。有機微量元素の分子や空気汚染物質の
分子はすべて、大気中の酸素の存在により完全に酸化する。すなわち、いわば大気中の空
気の低燃焼反応が起こり、二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）、そして適宜、他の非有
毒生成物が形成される。同時に汚染物質の分解又は転化が起こる。
【０００４】
　既知の光触媒式空気清浄方法の問題点として、効率が低いことが挙げられる。これは特
に、反応空間における反応表面が小さいこと、その結果、反応空間で長い滞留時間が必要
になること、そして、反応が完全ではなく、一次生成物（のほとんど）が空気流とともに
排出されることによる。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、非常に狭い設置空間でも、空気の浄化を最大に行うこと
ができる車両用空気清浄システムを得ることである。特に本発明の目的は、車両の座席内
に設置できるほど小型の空気清浄システム又は空気清浄装置を製造できるようにすること
である。
【０００６】
　この目的は、吸気口と、排気口と、吸気口と排気口の間にある空気誘導部とを備え、空
気誘導部に少なくとも１つの反応表面部材が設けられた、特に車両用の空気清浄システム
又は空気清浄装置であって、空気誘導部に少なくとも１つの紫外線光源が配置され、反応
表面部材の表面に触媒物質を有し、反応表面部材が空気誘導部のほぼ全体に配置され、あ
るいは、反応表面部材が空気清浄装置の内表面の少なくとも５０％、好ましくは６０％、
特に好ましくは７０％を占めるように構成された空気清浄システム又は空気清浄装置によ
って達成される。
【０００７】
　本発明によれば、特に特定の通気路構成を用いることで、狭い設置空間内で最大の反応
表面を可能にし、１以上の光源の所定配置により、及び／又は、所定数の光源により、高
効率で、特に触媒式の浄化を行うことができる空気清浄装置を製造することが可能となり
、有利である。
【０００８】
　本発明に係る空気清浄システム、又は、本発明に係る空気清浄装置を用いれば、本発明
により、比較的短時間、例えば３０分以内に車内の空気を高度に浄化し、特に不快なにお
いを除去することが可能であり、また、病原菌、細菌、ウイルスを効果的に駆除すること
が可能となり、有利である。また、本発明によれば、浄化した空気は、好ましくは、車内
で乗客が空気を吸い込む確率が比較的高い場所にまず届くようにする。このような車内の
場所は、例えば、基本的に車両の天井張りの下側全域である。これは、乗客の頭部が、好
ましくは、この空間領域に位置するからである。
【０００９】
　本発明によれば、反応表面部材は、空気清浄装置の空気誘導部のほぼ全体に配置される
。例えば、反応表面部材は、空気誘導部内をほぼ完全に満たすように（例えば、表面被覆
された充填材として）、あるいは、空気誘導部の少なくとも全域に広がるように（例えば
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、空気誘導部の全域に広がる格子、網、ワイヤメッシュ、表面被覆された繊維部材として
）構成される。本発明によれば、この点について、反応表面部材が空気誘導部の少なくと
も６０％に配置されることが特に好ましい。また、好ましくは、空気誘導部の少なくとも
８０％、あるいは、空気誘導部の少なくとも９０％に配置される。
【００１０】
　本発明によれば、好ましくは、触媒物質は酸化チタンを含有する。このようにすれば、
特に良好な浄化作用を達成することができる。空気清浄装置が、他の空気誘導部（前記空
気誘導部とは別個の、あるいは、その上流の）を有し、前記他の空気誘導部が他の触媒物
質としてゼオライト材及び／又は銀基板材を有する場合、すなわち、触媒物質としての二
酸化チタンが存在せず、前記他の空気誘導部においてＵＶ－Ａ光源による照明を行わない
場合、浄化作用をさらに高めることができる。
【００１１】
　さらに、本発明によれば、反応表面部材が、表面被覆されたキャリヤ部を備え、特に、
格子、ワイヤメッシュ、繊維材料、好ましくは、ゼオライト材及び／又は銀基板材を備え
ることが好ましい。このようにすることにより、表面被覆材料について、特に本発明によ
れば二酸化チタン含有材料について、特に明確に定められた空間配置を確保することが可
能であり、この配置は空気清浄装置の寿命の間、ほとんど変わることがない。また、この
ようにすれば、前記１以上の光源により、表面被覆材について、特に明確に定められた効
率的な照明を達成することが可能である。また、本発明によれば、このようにすることで
、空気清浄装置内を流れる空気の流体抵抗を比較的低く保つことが可能である。さらに、
表面被覆されたキャリヤ部の所定配置により、空気清浄装置の使用期間において、流体抵
抗がほぼ同じとなるか、比較的明確に定められた状態での変化が可能となり、有利である
。
【００１２】
　さらに、反応表面部材は、表面被覆されたバルク材、特に、ガラス管の切片及び／又は
ガラス球として設計されることが好ましい。このようにすれば、表面活性物質、すなわち
、表面被覆材について、特に広い表面積を簡単に達成することが可能である。さらに、本
発明によれば、このようにして、空気清浄装置内を流れる空気の流体抵抗を比較的低く保
つことが可能である。
【００１３】
　また、本発明によれば、空気清浄装置はベース部材とカバー部材とを備え、反応表面部
材は、ベース部材又はカバー部材に対して一体的に接続され、特に、空気誘導部内に突き
出す表面被覆された棒状部材とすることが好ましい。このようにすれば、表面被覆材料に
ついて、特に明確に定められた空間配置を確保することが可能であり、この配置は空気清
浄装置の寿命の間、ほとんど変わることがない。このようにして、表面被覆材の照明を、
特に明確に定め、効率的にすることができる。さらに、本発明によれば、このようにする
ことで、空気清浄装置内を流れる空気の流体抵抗を比較的低く保つことが可能である。さ
らに、空気誘導部内に突き出す表面被覆された棒状部材の所定配置により、空気清浄装置
の使用期間において、流体抵抗がほぼ同じとなるか、比較的明確に定められた状態での変
化が可能となり、有利である。
【００１４】
　本発明によれば、空気誘導部が吸気口と排気口の間で少なくとも２回、９０度より大き
い角度で屈曲すること、あるいは、空気誘導部を吸気口と排気口の間で螺旋状に設計する
ことが好ましい。このようにすれば、狭い空間で特に良好な空気の浄化を達成することが
できる。
【００１５】
　車体の一部が空気誘導部の表面被覆壁となるように、空気清浄装置を車体に組み込み、
特に車体の天井部分に組み込むことが特に好ましい。例えば、有利な方法として、天井張
りと車体の間の空間をこのように効率的に利用することができる。
【００１６】



(5) JP 5767972 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

　また、車体の一部が空気誘導部の表面被覆壁となるように、空気清浄装置を車体に組み
込み、特に天井張りの中に組み込むことが好ましい。このようにして、天井張りと車体の
間の空間を同様に効率的に利用することができるが、車体に変更を行う必要はない。
【００１７】
　また、本発明は、本発明に係る空気清浄装置を組み込んだ車両部品に関し、特に内装部
品に関する。この車両部品は、天井張り、後部荷物棚、中央コンソール、ドア内張り、Ａ
ピラーライニング、Ｂピラーライニング、Ｃピラーライニング、計器盤のいずれかである
。
【００１８】
　さらに、本発明は、本発明に係る空気清浄装置の壁部として、車体又はその一部、ある
いは、車両部品又はその一部を使用することに関する。
【００１９】
　本発明の例示的な実施形態を図面に示す。
【００２０】
　図１～図１２は、本発明に係る空気清浄システム又は本発明に係る空気清浄装置につい
て、本発明に係る異なる１０個の例示的な実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第１の
例示的な実施形態を示す図である。
【図２】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第２の
例示的な実施形態を示す図である。
【図３】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第３の
例示的な実施形態を示す図である。
【図４】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第４の
例示的な実施形態を示す図である。
【図５】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第５の
例示的な実施形態を示す図である。
【図６】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第６の
例示的な実施形態を示す図である。
【図７】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第６の
例示的な実施形態を示す図である。
【図８】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第７の
例示的な実施形態を示す図である。
【図９】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第７の
例示的な実施形態を示す図である。
【図１０】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第８
の例示的な実施形態を示す図である。
【図１１】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第９
の例示的な実施形態を示す図である。
【図１２】本発明に係る空気清浄システム１０又は本発明に係る空気清浄装置１０の第１
０の例示的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　例示的な実施形態のいずれにおいても、空気清浄装置１０又は空気清浄システム１０は
、吸気口１と排気口２とを備えている。さらに、空気清浄装置１０又は空気清浄システム
１０は、収納部５と、１又は複数の光源４と、１又は複数の反応表面部材３とを備えてい
る。第１～第５の例示的な実施形態において、反応表面部材３は、特に、触媒物質（表面
被覆材としての）を有する格子又はワイヤメッシュとして設けられる。触媒物質は、特に
二酸化チタン材として構成されるか、二酸化チタンを含む。例えば、ナノ構造の触媒物質
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（ナノ二酸化チタン）として構成される。第１～第５の例示的な実施形態において、光源
４は、紫外線放射線（ＵＶ放射線）を発生させる光源４、特に、ＵＶ－Ａ放射線を発生さ
せる光源４として設けられる。特に、ＵＶ－Ａ管として、及び／又は、１又は複数のＵＶ
－Ａ発光ダイオードとして設けられる。特に第１、第２、第５の例示的な実施形態におい
ては、さらなる一つ以上のＵＶ－Ａ管を使用することが特に好ましい。第３、第４、第６
～第１０の例示的な実施形態においては、１以上のＵＶ－Ａ発光ダイオードを使用するこ
とが特に好ましい。ＵＶ－Ａ発光ダイオードを光源として使用する場合、本発明によれば
、光を分散させるためにＵＶ－Ａ光ガイドフィルムを使用することが特に好ましい。例示
的な実施形態のいずれにおいても、少なくとも１つのファン、例えば軸流ファンを設け（
空気誘導部毎に、あるいは、各空気誘導部及び他の空気誘導部毎に）、このファンが、収
納部内の汚染空気を押し出すか、吸引する。ファンは、（空気流方向において）収納部５
の上流に配置してもよく、また、（空気流方向において）収納部５の下流に配置してもよ
い。空気清浄装置内を流れる空気は、反応表面部材３又はその被覆表面に接触し、特に１
以上の光源４によって反応表面部材３の表面を照明することにより、空気が浄化される。
ここでは、反応表面部材３の表面積が大きく、光源４の表面積も大きいこと、あるいは、
光源４の数が多いことにより、特に高い空気清浄効率が達成される。ＵＶ－Ａ光と二酸化
チタン（特にナノ二酸化チタン）との光触媒作用の結果、空気汚染物質（例えば、煙、に
おい、病原菌、細菌）の化学的転化及び／又は除去が行われる。本発明によれば、ナノゼ
オライト基板及び／又はナノ銀基板を反応表面部材として用いることにより、空気清浄効
率をさらに高めることができる。本発明によれば、ゼオライト材及び／又は銀基板材を反
応表面部材として用いる代わりに、これらの材料を、他の空気誘導部（前記空気誘導部と
は別個の）における他の触媒物質９として設けることもできる。この場合、このような他
の空気誘導部は、好ましくは、吸気口１の領域又は排気口２の領域に配置される。この代
替手段の実施形態については図７のみに示す。
【００２３】
　各例示的な実施形態において、反応表面部材３、光源４、収納部５の設計は異なる。
【００２４】
　したがって、第１、第２、第５の例示的な実施形態（図１、図２、図５）においては、
収納部５は、少なくとも部分的に管状又は円筒状である。この管の端面に吸気口１と排気
口２が設けられる。管の中央に光源４、特にＵＶ－Ａ管としての光源４が配置されるが、
共通の中央ＵＶ－Ａ光源４を備えた光ガイドシステムを設けることも可能である。反応表
面部材３は、光源４と収納部５の間の領域に放射状に配置される。吸気側にはファン（図
示せず）、特に軸流ファンが配置される。排気側には、浄化された空気が出てくる。第１
の例示的な実施形態（図１）において、反応表面部材３の断面は特に星形又は蛇行状であ
る。第２の例示的な実施形態（図２）において、反応表面部材３は、例えば螺旋状である
。第５の例示的な実施形態（図５）において、反応表面部材３はほぼ管状であり、この場
合、直径が異なる２つの反応表面部材３が、光源４と収納部の間に設けられる。
【００２５】
　第１、第２、第５の例示的な実施形態（図１、図２、図５）において、複数の管状部又
は円筒部を平行に設けることができる、及び／又は、１つの管状部又は円筒部の後に次の
管状部又は円筒部を配置することもできる。平行な配置を例えば図２に示す。２つの管状
部又は円筒部を用い、１つの管状部又は円筒部の後に次の管状部又は円筒部を配置する場
合、例えば、一方の管の排気側を他方の管の吸気側に接続し、空気がまず一方の管を通り
、その後、方向を変えて他方の管を（特に逆方向に）通るようにすれば、このような配置
が得られる。このような管状部又は円筒部を５つ用いる場合、例えば、２つの外側の通気
路にファンを設けることが可能である。この場合、内側の通気路は、中央排気口を真ん中
に形成するように互いに接続される。
【００２６】
　第３及び第４の例示的な実施形態（図３、図４）において、反応表面部材３は、主に収
納部５の通気路の断面を覆うジグザグ状、蛇行状、あるいは、蛇腹状に設けられる。第３
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の例示的な実施形態（図３）において、収納部の通気路は、第１の肢部と、方向転換部（
空気誘導部の約１８０度の方向転換）と、第２の肢部と、他の方向転換部（空気誘導部の
約１８０度の方向転換）と、第３の肢部とを有し、曲がりくねっている。第４の例示的な
実施形態（図４）において、収納部の通気路は渦巻き状に設けられる。特に、吸気口１と
なる渦巻きの中心部にラジアルファンが設けられる。
【００２７】
　第６及び第７の例示的な実施形態（図６～図９）においても、収納部の通気路は、第１
の肢部と、方向転換部（空気誘導部の約１８０度の方向転換）と、第２の肢部と、他の方
向転換部（空気誘導部の約１８０度の方向転換）と、第３の肢部とを有し、曲がりくねっ
ている。
【００２８】
　第６の例示的な実施形態（図６、図７）において、反応表面部材３はバルク材１１とし
て設けられる（あるいは、多数の反応表面部材３が設けられる）。例えば、反応表面部材
３は、複数の短いガラス管（又はガラス管切片）に表面被覆を施し、空気誘導部の空間の
ほぼ全体にわたって分散させるように設けられる。これを図７に示す。ガラス管を使用す
る代わりに、表面被覆されたガラス球を使用することも可能である。さらに、本発明によ
れば、表面被覆されたガラス管とガラス球を混ぜて使用することも可能である。この第６
の例示的な実施形態（図６、図７）のいずれの場合も、反応表面部材３は、空気誘導部の
空間のほぼ全体にわたって分散している。また、表面被覆されたガラス部材（ガラス管切
片又はガラス球）の代わりに、あるいは、それらに加えて、透明又は不透明のプラスチッ
ク管切片（小プラスチック管）、あるいは、他の透明又は不透明の球状プラスチック構造
体を反応表面部材３として使用することも可能である。
【００２９】
　第７の例示的な実施形態（図８、図９）における反応表面部３として、空気清浄装置１
０はベース部材２１とカバー部材２２とを備え、反応表面部３が、特に空気誘導部内に突
き出す表面被覆された棒状部材２３として、ベース部材２１又はカバー部材２２に接続さ
れる構成とする。もちろん、本発明によれば、ベース部材２１とカバー部材２２の両方か
ら棒状部材２３が延在するような構成としてもよい。さらに、第７の例示的な実施形態（
図８、図９）においては、本発明によれば、空気清浄装置１０の内表面のほぼ全体に表面
被覆を施し、反応表面部３として動作させることが可能であり、有利である。なお、この
場合、１以上の光源４を配置するのに十分な空間を設ける必要がある。
【００３０】
　第８の例示的な実施形態（図１０）によれば、車体３０の一部が空気誘導部の表面被覆
壁３１となるように、車体３０内、特に車体３０の天井部分に空気清浄装置１０を組み込
む構成とする。この構成について、車両部品４０の一例として、車体の天井部分及び車両
内部に面する天井張りの例を用いて、図１０に概略的に示す。図１０の左側部分は、車両
の乗客から見た天井張りの図である。点線は、天井張り４０のうちの、車両の乗客から離
間する側の空気誘導路又は空気清浄装置１０を示す。この天井張り４０は排気口２へと開
口している。図１０の右側部分は、このような空気誘導路又は空気清浄装置１０の概略断
面図を示す。空気誘導路又は空気清浄装置１０の車体壁３１には表面被覆材が設けられ、
空気が通気路を流れる際の空気浄化に役立つ。光源４は、車両部品４０のうちの、車両の
乗客から離間する側に設けられる。第８の例示的な実施形態（図１０）に代えて、あるい
は、これに加えて、本発明によれば、車両部品４０のうちの車体に近い側４２に、さらに
表面被覆材を設ける構成としてもよい。第８の例示的な実施形態（図１０）において、車
両部品４０（例えば、天井張り又は車内の他の内張り（ライニング））と車体３０の間の
設置空間を空気浄化のために特に効率的に用いることができるので、特に有利である。こ
れ代えて、あるいは、これに加えて、外側から目視できる排気開口部がなく、車両部品の
材料を空気が流れるように、少なくとも一部において空気透過性となるように車両部品４
０を設計する構成でもよい。車両部品４０のうちの車体３０に近い側４２を表面被覆すれ
ば、空気清浄効果をさらに達成することができる。
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【００３１】
　第９の例示的な実施形態（図１１）によれば、車両部品４０の一部が空気誘導部の表面
被覆壁４１となるように、車両部品４０、特に天井張りに空気清浄装置１０を組み込む構
成とする。図１１に示す例では、このような空気誘導路又は空気清浄装置１０の断面を概
略的に示す。空気清浄装置１０の表面被覆壁４１は車両部品４０（すなわち、例えば、天
井張り等の内張り部材）の一部であり、空気が通気路を流れる際の空気浄化に役立つ。光
源４は、車両部品４０のうちの、車両の乗客から離間する側に設けられる。第９の例示的
な実施形態（図１１）に代えて、あるいは、それに加えて、本発明によれば、車両部品４
０のうちの表面被覆壁４１に近い側４２に、さらに表面被覆材を設ける構成としてもよい
。第９の例示的な実施形態（図１１）において、車両部品４０（例えば、天井張り又は車
内の他の内張り（ライニング））と車体３０の間の設置空間を空気浄化のために特に効率
的に用いることができるので、特に有利である。これに代えて、あるいは、これに加えて
、外側から目視できる排気開口部がなく、車両部品の材料を空気が流れるように、少なく
とも一部において空気透過性となるように車両部品４０を設計する構成でもよい。車両部
品４０のうちの表面被覆壁４１に近い側４２を表面被覆すれば、空気清浄効果をさらに達
成することができる。
【００３２】
　第８及び第９の例示的な実施形態（図１０及び１１）において、空気清浄装置１０の１
つの壁部のみ、又は、幾つかの壁部に表面被覆を行った場合、これら壁部によって反応表
面部材３が形成される。なお、このような設計の代わりに、あるいは、これに加えて、第
８及び第９の例示的な実施形態（図１０、図１１）では、表面被覆された格子や繊維等、
あるいは、表面被覆されたバルク材としての反応表面部材３を空気清浄装置１０に導入す
ることにより、空気清浄効果をさらに高めることが可能である。
【００３３】
　第１０の例示的な実施形態（図１２）によれば、本発明に係る、そして、第１～第７の
例示的な実施形態（図１～図９）に係る空気清浄装置１０を、車両部品４０、例えば、天
井張りの部分に設置する構成とする。したがって、例えば、図１２の左側部分は、天井張
りに組み込まれたこのような空気清浄装置１０の概略斜視図を示し、この図では排気口２
が見える。図１２の右側部分は、空気清浄装置１０の概略断面図であり、車両部品４０と
、車体３０と、排気口２と、光源４と、反応表面部材３を示す。
【００３４】
　天井張り部分に空気清浄装置１０を配置する代わりに、本発明によれば、後部荷物棚部
分、及び／又は、車両の中央コンソール部分、及び／又は、車両のＡピラーライニング部
分、及び／又は、車両のＢピラーライニング部分、及び／又は、車両のＣピラーライニン
グ部分に空気清浄装置１０を配置することも可能であり、有利である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　吸気口
　２　排気口
　３　反応表面部材
　４　光源
　５　収納部
　９　他の触媒物質
　１０　空気清浄システム／空気清浄装置
　２１　ベース部材
　２２　カバー部材
　２３　棒状部材
　３０　車体
　３１　表面被覆壁
　４０　車両部品
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　４１　空気誘導部の表面被覆壁
　４２　車体に近い側

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(11) JP 5767972 B2 2015.8.26

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ワーナー、　ハンス－ゲオルグ
            ドイツ国　４０７６４　ランゲンフェルト　カファーブファット　５
(72)発明者  ヘスターバーグ、　ジョシュア
            ドイツ国　４０８２２　メットマン　マックス－エルンスト－シュトラーセ　１１
(72)発明者  レオン　マン　ロン
            マレーシア国　２５２００　クアンタン　パハン　アスタナ　ゴルフ　クラブ　ロロング　アイエ
            ム　１１／１　ナンバー１

    審査官  山本　吾一

(56)参考文献  特開昭６３－０８０８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－００７３０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０３８４８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１８８２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６５０３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２３５２０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０６１９４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３３５３７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５７３３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３３６７６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｌ　　　９／００
              Ｂ６０Ｈ　　　３／００
              Ｂ０１Ｊ　　３５／００
              Ｂ０１Ｄ　　５３／３４
              Ｂ０１Ｊ　　１９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

