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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を吸気すると共に前記空気に含まれる塵や埃を除去した後に前記空気を空気搬送路
に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と該高電圧印加電極と対向するよう
に風上側に設置された接地電極とを有し前記送風手段が送風した空気に負イオンを供給す
る負イオン発生手段とを備え、前記空気搬送路は、前記負イオン発生手段により発生した
負イオンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、前記空気搬送路の風下側末端
に該空気搬送路の内面に沿った形状で導電性のリングを設け、該リングを接地したことを
特徴とする空調ダクト装置。
【請求項２】
　空気を吸気すると共に前記空気に含まれる塵や埃を除去した後に前記空気を空気搬送路
に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と該高電圧印加電極と対向するよう
に風上側に設置された接地電極とを有し前記送風手段が送風した空気に負イオンを供給す
る負イオン発生手段とを備え、前記空気搬送路は、前記負イオン発生手段により発生した
負イオンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、前記空気搬送路の風下側末端
に導電性のメッシュを設け、該メッシュを接地したことを特徴とする空調ダクト装置。
【請求項３】
　メッシュは、送風手段が送風した空気を通気すると共に、通気路断面積が調節可能に構
成されていることを特徴とする請求項２記載の空調ダクト装置。
【請求項４】
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　負イオン発生手段は、空気搬送路の長手方向に直交する通気路断面において、送風手段
が送風した空気の流速が最も速い部位に設置されることを特徴とする請求項１から請求項
３のうちのいずれか１項記載の空調ダクト装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、高気密・高断熱住宅等で使用される空調ダクト装置において、特に、効率よ
く発生させた負イオンを空気搬送路に供給することにより、空調ダクト内で微生物が増殖
することを防止することができる空調ダクト装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、省エネルギーの追求により、高気密・高断熱住宅が増加傾向にあり、当該高気密・
高断熱住宅に使用する空調ダクト装置の需要が増えてきている。空調ダクト装置において
、空気搬送路であるダクト内での微生物の増殖が問題になっているので、ダクト内で微生
物が増殖するのを防止することが重要である。
【０００３】
従来の空調ダクト装置において、関連する内容が記載されている文献としては、例えば特
表平８－５１００４０号公報がある。図２５は前記公報に示された従来の空調ダクト装置
を示す構成図である。図２５において、１０１は空気搬送路であるダクト、１０２はダク
ト１０１内を矢印の方向に流れる空気流、１０３は流量センサ、１０４は針状の空気イオ
ン化電極の集合体、１０５は殺菌剤噴霧器の集合体、１０６はオゾンセンサ、１０７は各
装置を電気的に接続する電線、１０８は空気イオン化電極の集合体１０４に高電圧を供給
する高電圧電源を有する制御装置、１０９は殺菌剤を殺菌剤噴霧器の集合体１０５に導出
する管、１１０は殺菌剤を吸い上げるポンプ、１１１は水に溶解した殺菌剤が蓄えられる
リザーバ、１１２は接地電極である。
【０００４】
次に動作について説明する。
流量センサ１０３は、空気流１０２の流量が、もし与えられた閾値以下になった場合に、
ポンプ１１０の動作を停止し、さらに必要であれば空気イオン化電極の集合体１０４への
電圧供給も停止するために設けられている。また、空気流１０２の流速に応じてポンプ１
１０を動作させるようにすることもできる。オゾンセンサ１０６は、オゾン量が閾値を超
えた場合に、空気イオン化電極の集合体１０４の電圧を下げるようにするために設けられ
ている。
【０００５】
空気をイオン化することにより、特に負イオンを生じさせることにより、空気流１０２に
存在する微生物、ウィルス等を全滅させることができる。このイオン化の非常に重要な効
果は、殺菌剤噴霧器の集合体１０５から噴射された殺菌剤の粒子に電荷を与えられること
であり、接地電極１１２により接地されたダクト１０１の壁部に向けて噴射され、殺菌剤
の粒子は壁部に沈殿する。そこで、カビや藻類等も壁部に沈殿していれば、それらの成長
は殺菌剤との長時間におよぶ接触により危険のない程度にまで抑制される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来の空調ダクト装置は以上のように構成されているので、殺菌剤等の薬剤を使用するた
め、住宅やビルなどの人間が居住する空間で使用すると、健康に障害を与えたり、或いは
不快感を与えるなどの課題があった。
【０００７】
また、従来の空調ダクト装置は、ダクトの内面にむらなく殺菌剤を散布することは困難で
あるので、微生物やウィルス、或いはカビや藻類等を完全に除去することができないとい
う課題があった。
【０００８】



(3) JP 4413445 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

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、殺菌剤を使用することな
くダクト内で微生物が増殖することを防止することができるので、住宅やビルなどの人間
が居住する空間で問題なく使用することができる空調ダクト装置を得ることを目的とする
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る空調ダクト装置は、空気を吸気すると共に前記空気に含まれる塵や埃を
除去した後に空気を空気搬送路に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と高
電圧印加電極と対向するように風上側に設置された接地電極とを有し送風手段が送風した
空気に負イオンを供給する負イオン発生手段とを備え、空気搬送路は、負イオン発生手段
により発生した負イオンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、空気搬送路の
風下側末端に空気搬送路の内面に沿った形状で導電性のリングを設け、リングを接地した
ものである。
【００１１】
　この発明に係る空調ダクト装置は、空気を吸気すると共に空気に含まれる塵や埃を除去
した後に空気を空気搬送路に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と高電圧
印加電極と対向するように風上側に設置された接地電極とを有し送風手段が送風した空気
に負イオンを供給する負イオン発生手段とを備え、空気搬送路は、負イオン発生手段によ
り発生した負イオンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、空気搬送路の風下
側末端に導電性のメッシュを設け、メッシュを接地したものである。
【００１２】
　この発明に係る空調ダクト装置は、メッシュは、送風手段が送風した空気を通気すると
共に、通気路断面積が調節可能に構成されるようにしたものである。
【００１６】
　この発明に係る空調ダクト装置は、負イオン発生手段は、空気搬送路の長手方向に直交
する通気路断面において、送風手段が送風した空気の流速が最も速い部位に設置されるよ
うにしたものである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を説明する。
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１による空調ダクト装置を示す構成図である。図１において
、１は全体が絶縁体で形成されており人間が居住する空間に空気を排気する図示されない
排気口を備える空気搬送路、２は空気搬送路１の内部における風向きを表す空気流、３は
空気搬送路１に接続している送風ユニットである。送風ユニット３において、４は一方を
空気搬送路１に接続され他方に外気（空気）を吸気するための吸気口を備える送風ユニッ
ト３の空気搬送路、５は外気を空気搬送路４に吸入する際に外気に含まれる塵や埃を除去
するために吸気口に付設されたフィルタ、６はフィルタ５を介して外気を吸気すると共に
吸気した外気を空気搬送路４及び空気搬送路１に送風するために吸気口付近に設置された
送風機である。なお、空気搬送路４，フィルタ５及び送風機６とで送風手段を構成する。
【００２５】
また、図１において、７は送風機６の風下側に設置され送風機６が送風した空気の温度を
調節する熱交換機、８は熱交換機７とパイプ９で接続され空気の温度を設定する温度調節
機、９は熱交換機７と温度調節機８とを接続するパイプである。なお、温度調節機８は空
気搬送路４の外部に設置される。熱交換機７，温度調節機８及びパイプ９で温度調節手段
が構成される。
【００２６】
さらに、図１において、１０は空気搬送路４の内部に設置され空気流２の方向に沿って両
端が開口している中空の筐体、１１は筐体１０の内部における風上側に設置され負イオン
を発生させるために高電圧を印加する線状の高電圧印加電極（高電圧印加電極）、１２は
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筐体１０の内部における風下側に線状の高電圧印加電極１１と対向するように設置される
金網状の接地電極（接地電極）、１３は空気搬送路４の内部において筐体１０を任意の場
所に固定する支持台、１４は線状の高電圧印加電極１１と電気的に接続し線状の高電圧印
加電極１１に高電圧を印加する高電圧供給電源、１５は金網状の接地電極１２と電気的に
接続しているアースである。なお、筐体１０，線状の高電圧印加電極１１，金網状の接地
電極１２，支持台１３，高電圧供給電源１４及びアース１５で負イオン発生器（負イオン
発生手段）が概略構成される。さらに、負イオン発生器，空気搬送路４，フィルタ５，送
風機６，熱交換機７，温度調節機８，パイプ９によって送風ユニット３が概略構成されて
おり、空気搬送路１に接続されている。
【００２７】
次に動作について説明する。
送風機６が回転を始めると、空気搬送路４の吸気口に付設されたフィルタ５を介して外気
を吸気する。この際に、フィルタ５は外気に含まれる塵や埃を除去するので、塵や埃を含
まない空気流２を空気搬送路４に送風することができる。送風機６によって送風される塵
や埃を含まない空気流２は、熱交換機７と当該熱交換機７にパイプ９を介して接続された
温度調節機８とによって温度が調節される。温度調節機８の設定によって、空気搬送路４
及び空気搬送路１に送風される空気流２を冷房や暖房に適した温度に調節することができ
る。
【００２８】
温度が調節された空気流２の一部は、負イオン発生器の筐体１０の内部（通気路）に送風
される。この際に、負イオン発生器は高電圧供給電源１４によって線状の高電圧印加電極
１１に高電圧が印加されており、この高電圧によってコロナ放電が生じている。負イオン
発生器の筐体１０の内部では、コロナ放電に伴って負イオンが発生し、空気搬送路１に負
イオンを含んだ空気流２を送風している。一方、温度が調節された空気流２の一部であり
、負イオン発生器の筐体１０の外部に送風された空気流２は、負イオンを含むことなく空
気搬送路１に送風される。すなわち、負イオンを含んだ空気流２と、負イオンを含まない
空気流２とが負イオン発生器の風下側で合流していることになる。
【００２９】
また、空気流２はフィルタ５によって外気に含まれる塵や埃が除去されているが、フィル
タ５によって除去することができなかった浮遊微生物（細菌やカビ胞子など）が空気流２
に含まれていると、浮遊微生物（浮遊物）に負イオンが衝突することによって、浮遊微生
物が負極性に帯電する。同様に、負イオン発生器から送風された負イオンが、絶縁体で形
成されている空気搬送路１の内壁面に衝突することによって、空気搬送路１の内壁面全体
を負極性に帯電させることができる。この際に、負イオン発生器の設置位置を空気搬送路
１の入り口近傍に設けることによって、空気搬送路１の内壁面全体を負極性に帯電させる
ことが容易になる。
【００３０】
上述したように、空気搬送路１は絶縁体で構成されており、負イオンによって供給された
負極性電荷は逃げることができないので、空気搬送路１の内壁面は負極性に帯電する。こ
のような状態になると、負極性に帯電した浮遊微生物と、同じく負極性に帯電した空気搬
送路１の内壁面とが同じ極性になるので、浮遊微生物が空気搬送路１の内壁面に付着する
ことを防止するように、浮遊微生物と空気搬送路１の内壁面との間でクーロン斥力が働く
。すなわち、浮遊微生物はクーロン斥力によって空気搬送路１の内壁面に付着せずに空気
搬送路１が備える図示されない排気口から空気流２と共に排気される。
【００３１】
次に空気搬送路１の材質について説明する。
絶縁体は、絶縁体の表面における電子の分布状態によって、正極性に帯電し易い材質や負
極性に帯電し易い材質が存在することが知られている。図２は代表的な材質の帯電列を示
す特性図である。図２において、横軸の左側から正極性に帯電し易い材質を示し、横軸の
右側は負極性に帯電し易い材質を示している。図２から明らかなように、ガラスは正極性
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に帯電し易く、塩化ビニールは負極性に帯電し易いことがわかる。
【００３２】
図３は空気搬送路１における空気搬送路の長さと空気搬送路１の内壁面における表面電位
との関係を示す特性図である。図３において、実線は材質がガラスウールで形成された空
気搬送路１の内壁面における表面電位を示しており、破線は材質がポリエチレンで形成さ
れた空気搬送路１の内壁面における表面電位を示している。図３から明らかなように、図
２に示された帯電列より正極性に帯電し易いと考えられたガラスウールが、負極性に帯電
できることを示しているので、絶縁体であればほとんどの材質が、クーロン斥力によって
浮遊微生物の付着を防止することができると考えられる。
【００３３】
次に負イオン発生器及び負イオン濃度について説明する。
図４は負イオン発生器の内部を通過する空気流の流速と負イオン発生量との関係を示す特
性図である。図４から明らかなように、負イオン発生器の内部を通過する空気流の流速と
単位時間あたりの負イオン発生量との関係は、空気流の流速の増加に伴い負イオン発生量
も増加することがわかる。すなわち、空気流の流速の増加に伴い、空気搬送路１の内壁面
における表面電位が増加するので、クーロン斥力も増大させることができる。
【００３４】
空気搬送路１の内部において、空気流の流速が最も速い場所に負イオン発生器を設置する
ことによって、負イオン発生器の内部を通過する空気流の流速を増加させることができる
ので、効率良く負イオンを発生させることができる。図５は空気搬送路１の内部における
到達負イオン濃度の測定結果を示す説明図である。図において、到達負イオン濃度は負イ
オン発生器から５０ｃｍ離れた地点に到達した負イオン濃度を示しており、風速の速い場
所は負イオン発生器を空気搬送路１の長手方向に直交する通気路断面の中央部に設置した
場合であり、風速の遅い所は負イオン発生器を空気搬送路１の内壁面付近に設置した場合
を示している。図５から明らかなように、風速の速い場所である空気搬送路１の中央部で
は、到達負イオン濃度が大きくなっているので、負イオン発生器を空気搬送路１の中央部
に設置することによって、効率良く負イオンを発生させることができる。すなわち、負イ
オン発生器を空気搬送路１の中央部に設置することによって、空気搬送路１の内壁面にお
ける表面電位が増加するので、クーロン斥力も増大させることができる。
【００３５】
また、図１に示されたこの発明の実施の形態１による空調ダクト装置を示す構成図のよう
に、負イオン発生器の内部における通気路断面積となる筐体１０の断面積よりも空気搬送
路１の通気路断面積を大きくする構造にすることによって、負イオンを含んだ空気流２と
負イオンを含まない空気流２とが負イオン発生器の風下側で合流するようになるので、負
イオンが自己消滅することを防ぎ、負イオン発生器が生成した負イオンを有効に利用する
ことができる。
【００３６】
図６は空気搬送路１における空気搬送路の長さと負イオン濃度の減衰割合との関係を示す
特性図である。図６において、実線は負イオンを含んだ空気流２と負イオンを含まない空
気流２とが負イオン発生器の風下側で合流した場合の負イオン濃度の減衰割合を示してお
り、破線は温度が調節された空気流２の全部を負イオン発生器の筐体１０の内部に送風し
た場合の負イオン濃度の減衰割合を示している。図６から明らかなように、負イオンを含
んだ空気流２と負イオンを含まない空気流２とが負イオン発生器の風下側で合流した場合
は、負イオンの減衰割合が小さく負イオン発生器が生成した負イオンを有効に利用してい
ることがわかる。
【００３７】
負イオン発生器が生成した負イオンは、電荷を帯びた粒子であるので、ある容積中に存在
する量が多くなるとクーロン斥力（電荷の２乗に比例し、距離の２乗に反比例する力）が
働き、負イオンはお互いに反発する力を受ける。クーロン斥力によって、負イオンは拡散
するので、空気搬送路１の内壁面に衝突して消滅する。容積中に存在する負イオン量、つ
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まり負イオン濃度が増大すると、各粒子間の距離が短くなるので、クーロン斥力はより大
きくなる。したがって、負イオン濃度が高くなると、空気搬送路１の内壁面に衝突して消
滅する負イオンが増大する。一方、負イオンを含んだ空気流２と負イオンを含まない空気
流２とが負イオン発生器の風下側で合流した場合は、合流した時点で急激に負イオン濃度
は低下するので、クーロン斥力も小さくなり、空気搬送路１の内壁面に衝突して消滅する
負イオンが減少する。すなわち、負イオンを含んだ空気流２と負イオンを含まない空気流
２とが負イオン発生器の風下側で合流した場合は、空気搬送路１の内壁面に衝突して消滅
する負イオンが減少するので、負イオン発生器が生成した負イオンを有効に利用すること
ができる。
【００３８】
以上のように、この実施の形態１によれば、空気搬送路１に流れ込む空気流２に浮遊微生
物が含まれている場合でも、空気搬送路１の内壁面と浮遊微生物とが負極性に帯電し、空
気搬送路１の内壁面に浮遊微生物が付着することを防止するので、浮遊微生物が空気搬送
路１に付着して増殖することにより空気搬送路１に流れ込む空気流２を微生物汚染するこ
とがなく、外気と同じように自然に近い居住環境を提供できる空調ダクト装置を得ること
ができるという効果を奏する。
【００３９】
また、この実施の形態１によれば、負イオン発生器を空気搬送路１の中央部分に設置する
ことによって、効率良く負イオンを発生することができるので、空調ダクト装置に投入す
るエネルギーを変化させないで、効率よく空気搬送路１の内壁面に浮遊微生物が付着する
ことを防止することができるという効果を奏する。
【００４０】
さらに、この実施の形態１によれば、負イオン発生器の内部における通気路断面積となる
筐体１０の断面積よりも空気搬送路１の通気路断面積を大きくする構造にすることによっ
て、負イオンを含んだ空気流２と負イオンを含まない空気流２とが負イオン発生器の風下
側で合流するようになるので、負イオンが自己消滅することを防ぎ、負イオン発生器が生
成した負イオンを有効に利用することができるという効果を奏する。
【００４１】
さらに、この実施の形態１によれば、負イオン発生器の内部における通気路断面積となる
筐体１０の断面積よりも空気搬送路１の断面積を大きくする構造にすることによって、負
イオン発生器の内部における通気路に空気流２が通過する場合に増加する圧力損失におい
て、当該圧力損失の増加を抑制することができるから、送風機６で消費するエネルギーを
低減できると共に、投入するエネルギー当たりの浮遊微生物の付着防止効率を高めること
ができるという効果を奏する。
【００４２】
実施の形態２．
図７はこの発明の実施の形態２による空調ダクト装置を示す構成図である。図７において
、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７は熱交
換機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極
、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、図１と同一符号を付して
示したものと同一部分である。
【００４３】
また、図７において、２１はパイプ９により熱交換機７に接続された温水機または冷水機
（温度調節手段）であり、３は温度調節機８の代わりに温水機または冷水機２１を備える
点で、図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットである。
【００４４】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。送風機６によって送風される塵や埃を含ま
ない空気流２は、熱交換機７と当該熱交換機７にパイプ９を介して接続された温水機また
は冷水機２１とによって温度が調節される。温水機または冷水機２１の設定によって、空
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気搬送路４及び空気搬送路１に送風される空気流２を冷房や暖房に適した温度に調節する
ことができる。また、冷房や暖房を独立して行う装置を用いるような構成でもよく、冷房
や暖房のどちらかの作用のみが必要な空調ダクト装置にも使用できる。また、実施の形態
２の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明を
省略する。
【００４５】
以上のように、この実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
温水機または冷水機２１を備えるようにしたので、冷房や暖房のどちらかの作用のみが必
要な空調ダクト装置にも使用でき、安価な空調ダクト装置を得ることができるという効果
を奏する。
【００４６】
実施の形態３．
図８はこの発明の実施の形態３による空調ダクト装置を示す構成図である。図８において
、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、１０は筐
体、１１は線状の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電
圧供給電源、１５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である
。また、図８において、３は熱交換機７，温度調節機８及びパイプ９を取り除いた点で、
図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットである。
【００４７】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。送風機６によって送風される塵や埃を含ま
ない空気流２は、温度調節されることなく、空気流２の一部が、負イオン発生器の筐体１
０の内部に送風される。負イオン発生器の筐体１０の内部では、コロナ放電に伴って負イ
オンが発生し、空気搬送路１に負イオンを含んだ空気流２を送風している。一方、負イオ
ン発生器の筐体１０の外部に送風された空気流２は、負イオンを含むことなく空気搬送路
１に送風される。このことによって、換気設備にも応用できる利点がある。また、実施の
形態３の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説
明を省略する。
【００４８】
以上のように、この実施の形態３によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
熱交換機７，温度調節機８及びパイプ９を取り除いた構成にしたので、換気設備にも応用
でき、より安価な空調ダクト装置を得ることができるという効果を奏する。
【００４９】
実施の形態４．
図９はこの発明の実施の形態４による空調ダクト装置を示す構成図である。図９において
、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７は熱交
換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１３は支持台、１４は高電圧供給電源
、１５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図
８において、２２は負イオンを発生させるために高電圧を印加する針状の高電圧印加電極
（高電圧印加電極）、２３は針状の高電圧印加電極２２と対向するように設置され穴が空
いている板状の接地電極（接地電極）、３は針状の高電圧印加電極２２と板状の接地電極
２３とを備える点で、図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットである。
【００５０】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。負イオン発生器は高電圧供給電源１４によ
って針状の高電圧印加電極２２に高電圧が印加されており、この高電圧によってコロナ放
電が生じている。負イオン発生器の筐体１０の内部では、コロナ放電に伴って負イオンが
発生し、空気搬送路１に負イオンを含んだ空気流２を送風している。また、実施の形態１
に示された線状の高電圧印加電極１１はバネを用いて筐体１０に固定するのに対して、針
状の高電圧印加電極２２は、直接筐体１０に固定するので、部品点数が減るためメンテナ
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ンスが容易になる。さらに、実施の形態１に示された線状の高電圧印加電極１１は金網状
の接地電極１２と一定距離を保って並行に置く組立作業は労力を要するのに対して、針状
の高電圧印加電極２２は、筐体１０に固定するだけなので、組立作業が容易である。また
、実施の形態４の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるの
でその説明を省略する。
【００５１】
以上のように、この実施の形態４によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
負イオン発生器が、針状の高電圧印加電極２２と板状の接地電極２３とを備えるようにし
たので、部品点数が減るためメンテナンスが容易になると共に、組立作業が容易になると
いう効果を奏する。
【００５２】
実施の形態５．
実施の形態１において、負イオン発生器が、線状の高電圧印加電極１１と金網状の接地電
極１２とを備えるように構成し、さらに実施の形態４において、負イオン発生器が、針状
の高電圧印加電極２２と板状の接地電極２３とを備えるように構成したが、線状の高電圧
印加電極１１と板状の接地電極２３とを備えるように構成してもよく、また、針状の高電
圧印加電極２２と金網状の接地電極１２とを備えるように構成してもよい。
【００５３】
以上のように、この実施の形態５によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
メンテナンス頻度や使用環境に応じて部品の選択をすることができるという効果を奏する
。
【００５４】
実施の形態６．
図１０はこの発明の実施の形態６による空調ダクト装置を示す構成図である。図１０にお
いて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７は
熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１３は支持台、１４は高電圧供給
電源、１５はアース、２２は針状の高電圧印加電極、２３は板状の接地電極であり、図９
と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１０において、３は針状の高
電圧印加電極２２及び板状の接地電極２３の設置位置が、電極間の負イオンの移動方向と
空気流２の方向とが直角になるように設置している点で、図９に符号３を付したものとは
異なる送風ユニットである。
【００５５】
以上のように、この実施の形態６によれば、実施の形態４と同様の効果を奏すると共に、
負イオン発生器の内部における通気路に設置されているものは、針状の高電圧印加電極２
２だけになるので、圧力損失を低減できるため、効率よく負イオンを発生させることがで
きるという効果を奏する。
【００５６】
実施の形態７．
図１１はこの発明の実施の形態７による空調ダクト装置を示す構成図である。図１１にお
いて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、７は熱交換機、８
は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、１２は金網状の
接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、図１と同一符号
を付して示したものと同一部分である。また、図１１において、２４はフィルタ５を介し
て外気を吸気すると共に吸気した外気を空気搬送路４及び空気搬送路１に送風するために
吸気口付近に設置されたプロペラ型送風機（送風手段）、３は送風機６の代わりにプロペ
ラ型送風機２４を備え、負イオン発生器の設置位置が内壁面付近である点で、図１に符号
３を付したものとは異なる送風ユニットである。
【００５７】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。プロペラ型送風機２４が回転を始めると、
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空気搬送路４の吸気口に付設されたフィルタ５を介して外気を吸気する。プロペラ型送風
機２４によって送風される塵や埃を含まない空気流２は、熱交換機７と当該熱交換機７に
パイプ９を介して接続された温度調節機８とによって温度が調節される。温度が調節され
た空気流２の一部は、内壁面付近に設置された負イオン発生器の筐体１０の内部に送風さ
れる。プロペラ型送風機２４は、中央部分にモータなどの送風に関与しない部分が存在す
るので、効率良く負イオンを発生させるためには、内壁面付近に負イオン発生器を設置す
る必要がある。また、温度が調節された空気流２の一部であり、負イオン発生器の筐体１
０の外部に送風された空気流２は、負イオンを含むことなく空気搬送路１に送風される。
また、実施の形態７の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であ
るのでその説明を省略する。
【００５８】
以上のように、この実施の形態７によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
メンテナンス頻度や使用環境に応じて送風機の種類を選択することができるという効果を
奏する。
【００５９】
実施の形態８．
図１２はこの発明の実施の形態８による空調ダクト装置を示す構成図である。図１２にお
いて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７は
熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、１
２は金網状の接地電極、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、図１と同一符号を
付して示したものと同一部分である。また、図１２において、２５は筐体１０の開口して
いる一方の端部で線状の高電圧印加電極１１付近に付設され負イオン発生器に送風するた
めの負イオン送風機であり、３は負イオン発生器において、その設置位置と負イオン送風
機２５を備える点で、図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットである。なお、
実施の形態８における負イオン発生器は、実施の形態１に示された支持台１３は含まれて
いない。なお、空気搬送路１において、負イオン発生器を設置した場所を凹陥部と称する
。
【００６０】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。温度が調節された空気流２の一部は、負イ
オン送風機２５によって負イオン発生器の筐体１０の内部に送風される。負イオン発生器
の筐体１０の内部では、コロナ放電に伴って負イオンが発生し、空気搬送路１に負イオン
を含んだ空気流を送風している。すなわち、負イオン送風機２５によって空気搬送路１に
供給する負イオン濃度を調整できる。また、実施の形態８の動作において、上述した部分
以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明を省略する。
【００６１】
以上のように、この実施の形態８によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
負イオン発生器を空気流２の妨げにならないような位置（凹陥部）に設置するようにした
ので、空気搬送路１における圧力損失を小さくできるため、送風機６が消費するエネルギ
ーを低減できるという効果を奏する。
【００６２】
また、この実施の形態８によれば、負イオン発生器に送風するための負イオン送風機２５
を備えるように構成したので、負イオン送風機２５の回転速度によって空気搬送路１に供
給する負イオン濃度を調整できるという効果を奏する。
【００６３】
実施の形態９．
図１３はこの発明の実施の形態９による空調ダクト装置を示す構成図である。図１３にお
いて、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７
は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、
１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、
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図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１３において、１は絶縁
体ではなく導電体で形成されている点で、図１に符号１を付して示したものとは異なる空
気搬送路であり、２６は空気搬送路１の内壁面に塗布または貼り付けすることにより形成
される絶縁体（表面電位発生手段）である。
【００６４】
以上のように、この実施の形態９によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に、
負極性に帯電する絶縁体２６を塗布または貼り付けによって形成したので、空気搬送路１
の材質が導電体である場合でも効率よく空気搬送路１の内壁面に浮遊微生物が付着するこ
とを防止することができるという効果を奏する。
【００６５】
なお、この実施の形態９によれば、導電体である空気搬送路１と絶縁体２６とを組み合わ
せて構成したが、これに限られるものではなく、絶縁体である空気搬送路１と絶縁体２６
とを組み合わせて構成した場合においても上記と同等の効果を奏する。
【００６６】
実施の形態１０．
図１４はこの発明の実施の形態１０による空調ダクト装置を示す構成図である。図１４に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７
は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、
１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、
図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１４において、３は負イ
オン発生器を備えていない点で、図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットであ
る。
【００６７】
以上のように、この実施の形態１０によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、負イオン発生器を送風ユニット３から空気搬送路１に移設したので、送風ユニット３の
取り付け取り外しが容易になるという効果を奏する。
【００６８】
実施の形態１１．
図１５はこの発明の実施の形態１１による空調ダクト装置を示す構成図である。図１５に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、６は送風機
、７は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電
極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであ
り、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１５において、３は
負イオン発生器とフィルタ５を備えていない点で、図１に符号３を付したものとは異なる
送風ユニットであり、３１は塵や埃を電気によって強制的に集塵する電気集塵機（送風手
段）である。電気集塵機３１において、３２は高圧電極、３３は高圧電極支持台、３４は
円筒接地極、３５は接地電極である。
【００６９】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。送風ユニット３の吸気口に付設された電気
集塵機３１は、放電機器の一つで、外気に含まれる塵や埃などに正電荷を与え、高圧電極
３２と接地電極３５との間に発生させた電界によって、外気に含まれる塵や埃などを接地
電極３５に付着させて外気中から除去する。電気集塵機３１が外気に含まれる塵や埃を除
去するので、塵や埃を含まない空気流２を空気搬送路４に送風することができる。また、
実施の形態１１の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるの
でその説明を省略する。
【００７０】
以上のように、この実施の形態１１によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、電気集塵機３１を備えるように構成したので、外気に含まれる塵や埃などを電気によっ
て強制的に集塵することができるという効果を奏する。



(11) JP 4413445 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

【００７１】
実施の形態１２．
図１６はこの発明の実施の形態１２による空調ダクト装置を示す構成図である。図１６に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７
は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、
１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１５はアースであり、
図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１６において、３は線状
の高電圧印加電極１１が風下側に設置され、金網状の接地電極１２が風上側に設置されて
いる点で、図１に符号３を付したものとは異なる送風ユニットである。
【００７２】
図１７は空気搬送路１における空気搬送路の長さと負イオン濃度との関係を示す特性図で
ある。図１７において、実線は線状の高電圧印加電極１１が風下側に設置され金網状の接
地電極１２が風上側に設置されている場合の負イオン濃度を示しており、破線は金網状の
接地電極１２が風下側に設置され線状の高電圧印加電極１１が風上側に設置されている場
合の負イオン濃度を示している。図１７から明らかなように、線状の高電圧印加電極１１
が風下側に設置され金網状の接地電極１２が風上側に設置されている場合は、負イオンが
効率よく生成されていることがわかる。これは、負イオンが金網状の接地電極１２におい
て消滅しないようになったためである。
【００７３】
以上のように、この実施の形態１２によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、線状の高電圧印加電極１１が風下側に設置され金網状の接地電極１２が風上側に設置さ
れるように構成したので、効率よく負イオンを発生させることができるという効果を奏す
る。
【００７４】
なお、この実施の形態１２において、線状の高電圧印加電極１１の代わりに針状の高電圧
印加電極２２を備えた場合、また、金網状の接地電極１２の代わりに板状の接地電極２３
を備えた場合、さらに、線状の高電圧印加電極１１の代わりに針状の高電圧印加電極２２
を備え金網状の接地電極１２の代わりに板状の接地電極２３を備えた場合においても上記
と同様の効果を奏する。
【００７５】
実施の形態１３．
図１８はこの発明の実施の形態１３による空調ダクト装置を示す構成図である。図１８に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７
は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１３は支持台、１４は高電圧供
給電源、１５はアース、２３は板状の接地電極であり、図９と同一符号を付して示したも
のと同一部分である。また、図１８において、４１は針先（先鋭部分）以外の部分を誘電
体で覆うと共に針先を貫通孔を備える板状の接地電極２３よりも風下側になるように、且
つ、板状の接地電極２３に接触しないように貫通孔を貫通して設置した針状の誘電体付き
高電圧印加電極（高電圧印加電極）である。３は針状の高電圧印加電極２２の代わりに針
状の誘電体付き高電圧印加電極４１を備えた点で、図９に符号３を付したものとは異なる
送風ユニットである。
【００７６】
次に動作について説明する。
実施の形態４と異なる動作について説明する。針状の誘電体付き高電圧印加電極４１は、
針先以外を誘電体で覆うことにより、誘電体で覆われた部分は直流放電の場合では放電し
なくなるので、針先のみで効率良くコロナ放電を発生させることができるようになる。す
なわち、コロナ放電に伴って発生する負イオンを効率良く発生させることができる。また
、放電部分は針電極の先端であり、針状の誘電体付き高電圧印加電極４１の先端だけが板
状の接地電極２３よりも風下側になるように設置しているので、負イオンが板状の接地電
極２３で消滅しないようになるため、効率良く負イオンを発生させることができる。また
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、実施の形態１３の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態４と同一である
のでその説明を省略する。
【００７７】
以上のように、この実施の形態１３によれば、実施の形態４と同様の効果を奏すると共に
、針先以外の部分を誘電体で覆うと共に針先を板状の接地電極２３よりも風下側になるよ
うに誘電体付き高電圧印加電極４１を設置したので、効率よく負イオンを発生させること
ができるという効果を奏する。
【００７８】
実施の形態１４．
図１９はこの発明の実施の形態１４による空調ダクト装置を示す構成図である。図１９に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、５はフィル
タ、６は送風機、７は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状
の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１
５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図１９
において、４２は空気搬送路１の内部における任意の場所に設けられ空気流２を通気でき
るように通気孔を備えリング状の形状を有する導電性のリング（接地導電体）、４３はリ
ング４２と電気的に接続しているアースである。
【００７９】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。アース４３によって接地されているリング
４２を設けることによって、負イオンがリング４２に誘導されるので、リング４２が設置
されている部分まで空気搬送路１の内壁面を負極性に帯電させることが容易になる。例え
ば、リング４２を空気搬送路１の図示されない排気口付近に設けた場合には、空気搬送路
１の内壁面全体を効率よく負極性に帯電させることが容易になる。また、実施の形態１４
の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明を省
略する。
【００８０】
以上のように、この実施の形態１４によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、アース４３によって接地されているリング４２を備えるように構成したので、負イオン
発生器が発生させた負イオンがリング４２に誘導されるから、空気搬送路１の内壁面を効
率よく負極性に帯電させることが容易になるという効果を奏する。
【００８１】
実施の形態１５．
図２０はこの発明の実施の形態１５による空調ダクト装置を示す構成図である。図２０に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、５はフィル
タ、６は送風機、７は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状
の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１
５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図２０
において、４４は空気搬送路１の内部における任意の場所に設けられ空気流２を通気でき
る通気孔を備えメッシュ状の形状を有する導電性のメッシュ（接地導電体）、４５はメッ
シュ４４と電気的に接続しているアースである。
【００８２】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。アース４５によって接地されているメッシ
ュ４４を設けることによって、負イオンがメッシュ４４に誘導されるので、メッシュ４４
が設置されている部分まで空気搬送路１の内壁面を負極性に帯電させることが容易になる
。例えば、メッシュ４４を空気搬送路１の図示されない排気口付近に設けた場合には、空
気搬送路１の内壁面全体を効率よく負極性に帯電させることが容易になる。さらに、空気
搬送路１から排気する空気流２の負イオン濃度が、メッシュ４４の目を粗くすると負イオ
ン濃度が上昇し、メッシュ４４の目を細かくすると負イオン濃度が下降する。すなわち、
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居住空間に必要な負イオン濃度を容易に設定できる。また、実施の形態１５の動作におい
て、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明を省略する。
【００８３】
以上のように、この実施の形態１５によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、アース４５によって接地されているメッシュ４４を備えるように構成したので、負イオ
ン発生器が発生させた負イオンがメッシュ４４に誘導されるから、空気搬送路１の内壁面
を効率よく負極性に帯電させることが容易になるという効果を奏する。
【００８４】
また、この実施の形態１５によれば、メッシュ４４の目の粗さ（通気路断面積）を調節す
るように構成したので、居住空間に必要な負イオン濃度を容易に設定できるという効果を
奏する。
【００８５】
実施の形態１６．
図２１はこの発明の実施の形態１６による空調ダクト装置を示す構成図である。図２１に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、５はフィル
タ、６は送風機、７は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状
の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１
５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図２１
において、４６は導電体で形成されており空気流２を通気できるように空気搬送路１と同
一の通気断面積を有する導電体の空気搬送路（空気搬送路）、４７は導電体の空気搬送路
４６と電気的に接続されており導電体の空気搬送路４６の内壁面の表面電位を設定できる
電位調節器（表面電位発生手段）である。
【００８６】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。電位調節器４７は、導電体の空気搬送路４
６の内壁面の表面電位を負極性に設定することにより、負イオンの衝突により負極性に帯
電した浮遊微生物が導電体の空気搬送路４６に付着することを防止することができる。ま
た、導電体の空気搬送路４６と当該導電体の空気搬送路４６に電気的に接続された電位調
節器４７とを離隔して複数配置することによって、高濃度の負イオンを効率よく空気搬送
路１の末端部分まで供給することができる。また、空気搬送路１が導電体で形成されてい
る場合では、空気搬送路１と電位調節器４７を電気的に接続することによって、空気搬送
路１の内壁面の表面電位を設定できるので、負極性に帯電した浮遊微生物が空気搬送路１
の内壁面に付着することを容易に防止することができる。また、実施の形態１６の動作に
おいて、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明を省略する。
【００８７】
以上のように、この実施の形態１６によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、導電体の空気搬送路４６に電位調節器４７を電気的に接続するように構成したので、導
電体の空気搬送路４６の内壁面の表面電位を負極性に設定することにより、負イオンの衝
突により負極性に帯電した浮遊微生物が導電体の空気搬送路４６に付着することを防止す
ることができると共に、高濃度の負イオンを効率よく空気搬送路１の末端部分まで供給す
ることができるという効果を奏する。
【００８８】
実施の形態１７．
図２２はこの発明の実施の形態１７による空調ダクト装置を示す構成図である。図２２に
おいて、図２１と同一符号は同一または相当部分を示すのでその説明を省略する。４８は
導電体の空気搬送路４６と電気的に接続されており、抵抗の値を調節することによって、
導電体の空気搬送路４６が電荷を蓄えることができるように備えられた可変抵抗器（表面
電位発生手段）である。４９は可変抵抗器４８に電気的に接続されたアースである。
【００８９】
次に動作について説明する。
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実施の形態１と異なる動作について説明する。可変抵抗器４８は、抵抗の値を調節するこ
とによって、負イオン発生器で発生した負イオンが導電体の空気搬送路４６の内壁面に衝
突し、導電体の空気搬送路４６に与える負極性の電荷がある電荷量に達するまで電荷を蓄
えることができるので、負極性に帯電した浮遊微生物が導電体の空気搬送路４６に付着す
ることを防止することができる。また、導電体の空気搬送路４６と当該導電体の空気搬送
路４６に電気的に接続された可変抵抗器４８とを離隔して複数配置することによって、高
濃度の負イオンを効率よく空気搬送路１の末端部分まで供給することができる。さらに、
抵抗値を適切な値に調節することによって、導電体の空気搬送路４６が蓄える電荷量を調
節することができるので、静電気による障害発生を未然に防止できる。また、実施の形態
１７の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一であるのでその説明
を省略する。
【００９０】
以上のように、この実施の形態１７によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、導電体の空気搬送路４６に可変抵抗器４８を電気的に接続するように構成したので、導
電体の空気搬送路４６に電荷を蓄えることができるので、負極性に帯電した浮遊微生物が
導電体の空気搬送路４６に付着することを防止することができると共に、抵抗値を適切な
値に調節することによって静電気による障害発生を未然に防止できるという効果を奏する
。
【００９１】
また、この実施の形態１７によれば、導電体の空気搬送路４６に可変抵抗器４８を電気的
に接続するように構成したので、実施の形態１６に示された電位調節器４７を備える場合
と比較して安価に空調ダクト装置を構成できるという効果を奏する。
【００９２】
実施の形態１８．
図２３はこの発明の実施の形態１８による空調ダクト装置を示す構成図である。図２３に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、４は空気搬送路、５はフィルタ、６は送風機、７
は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状の高電圧印加電極、
１２は金網状の接地電極、１３は支持台であり、図１と同一符号を付して示したものと同
一部分である。また、図２１において、３は負イオン発生器を備えていない点で、図１に
符号３を付して示したものとは異なる送風ユニットであり、１４は複数の線状の高電圧印
加電極１１に高電圧を供給する点で、図１に符号１４を付して示したものとは異なる高電
圧供給電源であり、１５は複数の金網状の接地電極１２に接地電位を供給する点で、図１
に符号１５を付して示したものとは異なるアースである。なお、空気搬送路１と負イオン
発生器とで一つのモジュールを構成しており、実施の形態１８は前記モジュールを複数備
える構成を示すものである。
【００９３】
次に動作について説明する。
実施の形態１と異なる動作について説明する。空気搬送路１と負イオン発生器とで一つの
モジュールを構成し、複数のモジュールを任意の位置に配置することによって、空気搬送
路１の内部で負イオン濃度が浮遊微生物の帯電に必要な負イオン量よりも低下することを
防止でき、空気搬送路１の内壁面に浮遊微生物が付着することを防止するためのクーロン
斥力の低下を抑制し、安定して浮遊微生物が付着することを防止することができる。また
、実施の形態１８の動作において、上述した部分以外の動作は実施の形態１と同一である
のでその説明を省略する。
【００９４】
以上のように、この実施の形態１８によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、空気搬送路１と負イオン発生器とで一つのモジュールを構成し、複数のモジュールを任
意の位置に配置するようにしたので、クーロン斥力の低下を抑制し、安定して浮遊微生物
が付着することを防止することができるという効果を奏する。
【００９５】
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実施の形態１９．
図２４はこの発明の実施の形態１９による空調ダクト装置を示す構成図である。図２４に
おいて、１は空気搬送路、２は空気流、３は送風ユニット、４は空気搬送路、５はフィル
タ、６は送風機、７は熱交換機、８は温度調節機、９はパイプ、１０は筐体、１１は線状
の高電圧印加電極、１２は金網状の接地電極、１３は支持台、１４は高電圧供給電源、１
５はアースであり、図１と同一符号を付して示したものと同一部分である。また、図２４
において、５０は絶縁体で形成された空気搬送路１の排気口、５１は居住空間と空調ダク
ト装置が備えられている空間とを分けるための壁である。
【００９６】
以上のように、この実施の形態１９によれば、実施の形態１と同様の効果を奏すると共に
、排気口５１も絶縁体で構成するようにしたので、排気口５１に浮遊微生物が付着するこ
とを防止できるという効果を奏する。
【００９７】
【発明の効果】
　以上のように、この発明によれば、空気を吸気すると共に前記空気に含まれる塵や埃を
除去した後に空気を空気搬送路に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と高
電圧印加電極と対向するように風上側に設置された接地電極とを有し送風手段が送風した
空気に負イオンを供給する負イオン発生手段とを備え、空気搬送路は、負イオン発生手段
により発生した負イオンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、空気搬送路の
風下側末端に空気搬送路の内面に沿った形状で導電性のリングを設け、リングを接地する
ようにしたので、浮遊物が空気搬送路の内壁面に付着して増殖することにより空気搬送路
に流れ込む空気を浮遊物が汚染することがなく、外部の空気と同じように自然に近い居住
環境を提供できる空調ダクト装置を得ることができるという効果を奏する。
【００９９】
　この発明によれば、空気を吸気すると共に空気に含まれる塵や埃を除去した後に空気を
空気搬送路に送風する送風手段と、高電圧電源と高電圧印加電極と高電圧印加電極と対向
するように風上側に設置された接地電極とを有し送風手段が送風した空気に負イオンを供
給する負イオン発生手段とを備え、空気搬送路は、負イオン発生手段により発生した負イ
オンが流れると共に、内面が絶縁体で構成され、かつ、空気搬送路の風下側末端に導電性
のメッシュを設け、メッシュを接地したので、浮遊物が空気搬送路の内壁面に付着して増
殖することにより空気搬送路に流れ込む空気を浮遊物が汚染することがなく、外部の空気
と同じように自然に近い居住環境を提供できる空調ダクト装置を得ることができるという
効果を奏する。
【０１００】
　この発明によれば、メッシュは、送風手段が送風した空気を通気すると共に、通気路断
面積が調節可能に構成されるように構成したので、居住空間に必要な負イオン濃度を容易
に設定できるという効果を奏する。
【０１０１】
　この発明によれば、負イオン発生手段は、空気搬送路の長手方向に直交する通気路断面
において、送風手段が送風した空気の流速が最も速い部位に設置されるように構成したの
で、効率良く負イオンを発生させることができるため、空調ダクト装置に投入するエネル
ギーを変化させないで、効率よく空気搬送路の内壁面に浮遊物が付着することを防止する
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２】　代表的な材質の帯電列を示す特性図である。
【図３】　空気搬送路の長さと表面電位との関係を示す特性図である。
【図４】　負イオン発生器の内部を通過する空気流の流速と負イオン発生量との関係を示
す特性図である。
【図５】　空気搬送路の内部における到達負イオン濃度の測定結果を示す説明図である。
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【図６】　空気搬送路における空気搬送路の長さと負イオン濃度の減衰割合との関係を示
す特性図である。
【図７】　この発明の実施の形態２による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図８】　この発明の実施の形態３による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図９】　この発明の実施の形態４による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１０】　この発明の実施の形態６による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１１】　この発明の実施の形態７による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１２】　この発明の実施の形態８による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１３】　この発明の実施の形態９による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１４】　この発明の実施の形態１０による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１５】　この発明の実施の形態１１による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１６】　この発明の実施の形態１２による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１７】　空気搬送路の長さと負イオン濃度との関係を示す特性図である。
【図１８】　この発明の実施の形態１３による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図１９】　この発明の実施の形態１４による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２０】　この発明の実施の形態１５による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２１】　この発明の実施の形態１６による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２２】　この発明の実施の形態１７による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２３】　この発明の実施の形態１８による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２４】　この発明の実施の形態１９による空調ダクト装置を示す構成図である。
【図２５】　従来の空調ダクト装置を示す構成図である。
【符号の説明】
１　空気搬送路、２　空気流、３　送風ユニット、４　空気搬送路、５　フィルタ、６　
送風機、７　熱交換機、８　温度調節機、９　パイプ、１０　筐体、１１　線状の高電圧
印加電極（高電圧印加電極）、１２　金網状の接地電極（接地電極）、１３　支持台、１
４　高電圧供給電源、１５　アース、２１　温水機または冷水機、２２　針状の高電圧印
加電極（高電圧印加電極）、２３　板状の接地電極（接地電極）、２４　プロペラ型送風
機（送風手段）、２５　負イオン送風機、２６　絶縁体（表面電位発生手段）、３１　電
気集塵機（送風手段）、３２　高圧電極、３３　高圧電極支持台、３４　円筒接地極、３
５　接地電極、４１　誘電体付き高電圧印加電極（高電圧印加電極）、４２　リング（接
地導電体）、４３　アース、４４　メッシュ（接地導電体）、４５　アース、４６　導電
体の空気搬送路（空気搬送路）、４７　電位調節器（表面電位発生手段）、４８　可変抵
抗器（表面電位発生手段）、４９　アース、５０　排気口、５１　壁。
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