
JP 2008-183182 A 2008.8.14

10

(57)【要約】
【課題】大空間の空気を除菌することができ、かつ、水
の消費量を低減することのできる空気除菌装置を提供す
る。
【解決手段】空気除菌装置１を、水を電気分解して電解
水を生成する電解水生成部４６と、電解水が供給される
気液接触部材５３と、気液接触部材５３から排出される
電解水を受ける水受け皿４２と、水受け皿４２に受けた
電解水を電解対象の水として電解水生成部４６に供給す
る電解水循環経路とを有し、電解水が供給される気液接
触部材５３に室内の空気を循環し、該空気を除菌して室
内に送風させ、外部の給水源から給水管６２、６３、及
び給水弁６１を介して水受け皿４２に水を滴下可能に構
成すると共に、水受け皿４２内の水位を検出する水位検
出手段４３Ａ、４３Ｂを設け、該水位検出手段４３Ａ、
４３Ｂにより検出された水位に応じて給水弁６１を開閉
する制御部３９Ａを備える構成とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水を電気分解して電解水を生成する電解水生成部と、前記電解水が供給される気液接触
部材と、前記気液接触部材の下方に配置され前記気液接触部材から排出される電解水を受
ける水受け皿と、前記水受け皿に受けた電解水を電解対象の水として前記電解水生成部に
供給する電解水循環経路とを有し、前記電解水が供給される気液接触部材に室内の空気を
循環し、該空気を除菌して室内に送風する空気除菌装置であって、
　外部の給水源から給水管、及び給水弁を介して前記水受け皿に水を滴下可能に構成する
と共に、前記水受け皿内の水位を検出する水位検出手段を設け、該水位検出手段により検
出された水位に応じて前記給水弁を開閉する制御部を備えた、
　ことを特徴とする空気除菌装置。
【請求項２】
　請求項１記載の空気除菌装置において、
　前記水位検出手段として、前記水受け皿内の水位が予め設定された給水開始水位を下回
った場合に第一検出信号を前記制御部に出力する第一フロートスイッチと、前記水受け皿
内の水位が前記給水停止水位を上回った場合に第二検出信号を前記制御部に出力する第二
フロートスイッチとを備え、
　前記制御部は、前記第一フロートスイッチから前記第一検出信号の入力を受けた場合に
前記給水弁を開き、前記第二フロートスイッチから前記第二検出信号の入力を受けた場合
に前記給水弁を閉じるように制御すること、
　を特徴とする空気除菌装置。
【請求項３】
　請求項２記載の空気除菌装置において、
　前記制御部は、当該空気除菌装置に対する運転開始指示が入力されると、前記第二検出
信号の入力の有無に基づいて、前記水受け皿内の水位が前記給水停止水位に達しているか
否かを判別し、前記水受け皿内の水位が前記給水停止水位に達していないと判別した場合
に、前記第一検出信号の入力の有無によらず、前記給水弁を開き、前記第二検出信号の入
力があるまで、前記給水弁を開いた状態に保持させること、
　を特徴とする空気除菌装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の空気除菌装置において、
　前記制御部は、前記給水弁を開いた時点から所定の給水時間が経過するまでの間に、前
記第二検出信号が入力されない場合は、エラー報知を行うように制御すること、
　を特徴とする空気除菌装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の空気除菌装置において、
　前記水受け皿は、
　前記気液接触部材の下方に配置されて前記電解水を受ける水受け部と、
　この水受け部に連接されるとともに前記水受け部よりも深底に形成される貯留部と、
　前記電解水受け部と前記貯留部との連接部に配置され、前記電解水受け部から前記貯留
部に流入する水に混入する異物を除去するフィルタ部材と、
　を有し、
　前記フィルタ部材の上方に前記給水管の給水口を配置したこと、
　を特徴とする空気除菌装置。
【請求項６】
　請求項５記載の空気除菌装置において、
　前記電解水生成部において生成された電解水は前記フィルタ部材を経由して前記貯留部
に導びかれ、
　前記貯留部において前記給水部により供給された水と混合された電解水を前記気液接触
部材に供給する電解水供給経路を有すること、
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　を特徴とする空気除菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空中浮遊微生物（細菌、ウィルス、真菌（以下、単に「ウィルス等」という
。））の除去が可能な空気除菌装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、空気中に浮遊するウィルス等の除去を目的として、加湿エレメントに電解水を
供給し、この電解水ミストを空中に拡散させて、この電解水ミストに空中浮遊微生物に直
接接触させることにより、ウィルス等を不活化する空気除菌装置が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１８１３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記空気除菌装置では、微粒子状の電解水ミストを室内に拡散させる構
成としているため、電解水ミストの到達範囲に限界があり、電解水ミストが到達しやすい
使用環境下、すなわち、比較的小空間では効力を発揮するものの、電解水ミストが到達し
にくい使用環境下、すなわち、大空間、例えば幼稚園や小・中・高等学校や、介護保険施
設、病院等の大空間では効力を発揮しにくいという問題があった。
　また、上記従来の空気除菌装置では、電解槽内の水位を所定の水位とすべく、外部の給
水源から所定の時間間隔で水が電解槽に供給されている。
　しかし、加湿エレメントに供給された電解水はドレンパン、ドレンパイプを介して外部
に排水される構成となっていた。このため、上記のような大空間において空気除菌装置を
長時間継続して運転を行うと、水の消費量が多大になるという課題があった。
　本発明の課題は、大空間の空気を除菌することができ、かつ、水の消費量を低減するこ
とのできる空気除菌装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、本発明の空気除菌装置は、水を電気分解して電解水を生成す
る電解水生成部と、前記電解水が供給される気液接触部材と、前記気液接触部材の下方に
配置され前記気液接触部材から排出される電解水を受ける水受け皿と、前記水受け皿に受
けた電解水を電解対象の水として前記電解水生成部に供給する電解水循環経路とを有し、
前記電解水が供給される気液接触部材に室内の空気を循環し、該空気を除菌して室内に送
風する空気除菌装置であって、外部の給水源から給水管、及び給水弁を介して前記水受け
皿に水を滴下可能に構成すると共に、前記水受け皿内の水位を検出する水位検出手段を設
け、該水位検出手段により検出された水位に応じて前記給水弁を開閉する制御部を備えた
ことを特徴とする。
　上記構成によれば、電解水ミストを室内に拡散させる構成とするのではなく、気液接触
部材において室内の空気に電解水を接触させて空気を除菌し、除菌後の空気を筐体外の室
内に送風する構成としているので、室内の空気を循環させることができ、大空間の除菌を
可能とすることができる。
　また、電解水循環経路により、水受け皿に排出された電解水が回収されて、電解対象の
水として電解水生成部に循環供給されているので、水の消費量を低減することができる。
また、制御部は、水受け皿の水位に応じて給水管の給水弁を開閉するように制御している
ので、蒸発等により不足した分だけ外部の給水源から水を供給することができる。
　さらに、電解水生成部に対して、給水管を介して直接電解水生成部に供給するのではな
く、一度、水受け皿に外部の給水源から水を滴下することにより供給し、水受け皿内の水
を電解水生成部に供給する構成としている。このため、空気除菌装置に内部の給水源とし
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て給水タンク等を設ける場合と、外部の給水源から水を供給する構成とする場合と、装置
構成の大部分を共通化することができる。
【０００５】
　上記構成の空気除菌装置において、前記水位検出手段として、前記水受け皿内の水位が
予め設定された給水開始水位を下回った場合に第一検出信号を前記制御部に出力する第一
フロートスイッチと、前記水受け皿内の水位が前記給水停止水位を上回った場合に第二検
出信号を前記制御部に出力する第二フロートスイッチとを備え、前記制御部は、前記第一
フロートスイッチから前記第一検出信号の入力を受けた場合に前記給水弁を開き、前記第
二フロートスイッチから前記第二検出信号の入力を受けた場合に前記給水弁を閉じるよう
に制御することが好ましい。
　上記構成によれば、第一フロートスイッチにより水受け皿内の水位が給水開始水位より
も下回ったか否かを検出することができる。また、第二フロートスイッチにより水受け皿
内の水位が給水停止水位よりも上回ったか否かを検出することができる。制御部は、第一
フロートスイッチおよび第二フロートスイッチから入力される第一検出信号および第二検
出信号に基づいて、給水弁を開閉し、水受け皿内の水が蒸発等により不足した分だけ給水
するように制御することができる。
【０００６】
　また、上記構成の空気除菌装置において、前記制御部は、当該空気除菌装置に対する運
転開始指示が入力されると、前記第二検出信号の入力の有無に基づいて、前記水受け皿内
の水位が前記給水停止水位に達しているか否かを判別し、前記水受け皿内の水位が前記給
水停止水位に達していないと判別した場合に、前記第一検出信号の入力の有無によらず、
前記給水弁を開き、前記第二検出信号の入力があるまで、前記給水弁を開いた状態に保持
させることが好ましい。
　上記構成によれば、当該空気除菌装置に対する運転開始指示が入力された場合に、水受
け皿内の水位が給水停止水位に達していないと判別された場合には、給水弁が開かれ、水
受け皿内の水位が給水停止水位を上回るまで、給水弁が開いた状態に保持されるので、空
気除菌運転の運転を開始する場合には、必ず、水受け皿内の水位を給水停止水位とするこ
とができる。
【０００７】
　また、上記構成の空気除菌装置において、前記制御部は、前記給水弁を開いた時点から
所定の給水時間が経過するまでの間に、前記第二検出信号が入力されない場合は、エラー
報知を行うように制御することが好ましい。
　上記構成によれば、給水管に設けられた給水弁を開いても所定の給水時間が経過しても
、水受け皿内の水位が給水停止水位に達しない場合は、ユーザ等に対してエラー報知を行
うことができる。
【０００８】
　また、上記構成の空気除菌装置において、前記水受け皿は、前記気液接触部材の下方に
配置されて前記電解水を受ける水受け部と、この水受け部に連接されるとともに前記水受
け部よりも深底に形成される貯留部と、前記電解水受け部と前記貯留部との連接部に配置
され、前記電解水受け部から前記貯留部に流入する水に混入する異物を除去するフィルタ
部材と、を有し、前記フィルタ部材の上方に前記給水管の給水口を配置したことが好まし
い。
　上記構成によれば、フィルタ部材により異物が除去された水（電解水）を貯留部に流入
させることができる。このため、気液接触部材から排出された電解水にスケール等の異物
が含まれている場合でも、スケール等をフィルタ部材により除去して、電解水を循環使用
することができる。また、給水口をフィルタ部材の上方に配置することにより、給水管の
内部が負圧となった場合などに、給水口を通じて貯留部内の水が逆流するのを防止するこ
とができる。また、貯留部に給水源から供給される水は、フィルタ部材に滴下されること
から、貯留部の水面に向けて水を滴下する場合と比較して、滴下音を低減することができ
る。
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【０００９】
　また、上記構成の空気除菌装置において、前記電解水生成部において生成された電解水
は前記フィルタ部材を経由して前記貯留部に導びかれ、前記貯留部において前記給水部に
より供給された水と混合された電解水を前記気液接触部材に供給する電解水供給経路を有
することが好ましい。
　上記構成によれば、電解槽において生成された電解水を直接気液接触部材に供給するの
ではなく、フィルタ部材を経由して貯留部に導く構成とすることで、電解槽内において生
成されたスケール等の異物を含む電解水が気液接触部材に供給されるのを防止することが
できる。また、電解水に含まれる活性酸素種の濃度は、貯留部において希釈される。この
ため、電解槽においては、気液接触部材に供給すべき活性酸素種の濃度よりも高濃度で電
解水を生成することができ、活性酸素種の濃度が希薄な電解水を生成する場合と比較して
、濃度管理を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、大空間の空気を除菌することができ、かつ、電解水を循環させて水の
消費量を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本実施の形態に係る空気除菌装置１の斜視図であり、図２は、この空気除菌装
置１の背面側斜視図である。この空気除菌装置１は、水を電気分解して所定の活性酸素種
を含む電解水を生成し、空気除菌装置１内に吸い込んだ室内の空気をこの電解水を用いて
除菌して、除菌後の清浄な空気を室内に送風する装置である。
【００１２】
　空気除菌装置１は、図１に示すように、縦長に形成された箱形の筐体１１を有し、例え
ば床置き設置される。筐体１１には、この筐体１１の両側面の下部に吸込グリル１２が形
成されるとともに、この筐体１１の前面の下端部に吸込口１５が形成されている。
　また、筐体１１の上面には吹出口１３が形成され、この吹出口１３には空気を吹き出す
方向を変化させるためのオートルーバー２０が設けられている。このオートルーバー２０
は、運転停止時に上記吹出口１３を閉塞するように構成されている。
【００１３】
　筐体１１の上面には、吹出口１３の前面側に操作蓋１６が配置されており、この操作蓋
１６を開くと、空気除菌装置１の各種操作を行う操作パネル１６Ａ（図６参照）が露出す
る。また、この操作パネル１６Ａには、後述する給水エラーを報知するための給水エラー
ランプ１６Ａ１が設けられている。
【００１４】
　さらに、筐体１１の両側面の上部にはそれぞれ把持部１７が形成されている。これら把
持部１７は筐体１１を手持ちする際に手を掛けるための凹部であり、運搬時に空気除菌装
置１を一人で持ち上げて移動できるようになっている。
　また、筐体１１の前面には、上下方向に並べられた上側カバー部材１８及び下側カバー
部材１９がそれぞれ着脱自在に配置されており、これら上側カバー部材１８及び下側カバ
ー部材１９を取り外すと空気除菌装置１の内部構成が露出する。下側カバー部材１９は、
この下側カバー部材１９の下端部に、筐体１１の背面側に向けて湾曲した円弧部１９Ａを
備え、この円弧部１９Ａに上記吸込口１５が形成されている。
【００１５】
　また、図２に示すように、筐体１１の背面上部には空気除菌装置１に給水するための給
水配管接続口１４が形成され、この給水配管接続口１４に外部の給水源（例えば上水道）
に連なる給水配管２７が接続される。また、筐体１１の背面下部には、空気除菌装置１内
の水を外部に排出するための排水配管２８が設けられている。
【００１６】
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　次に、図３及び図４を参照して空気除菌装置１の内部構成を説明する。
　図３は、空気除菌装置１の内部の主要構成を示す斜視図であり、図４は側断面視図であ
る。筐体１１には、図３及び図４に示すように、この筐体１１の内部を上下に仕切る支持
板２１が設けられ、上側の室２２と下側の室２３とに区分けされている。
　下側の室２３は、仕切板２４によって左右に区分けされ、一方の室２３Ａに送風ファン
３１（図４）及びこの送風ファン３１を駆動するファンモータ（図示略）が収容されると
ともに、他方の室２３Ｂに上記排水配管２８を有する排水部５７が収容されている。一方
の室２３Ａの前面側には、下側カバー部材１９（図１）と対向する位置にプレフィルタ３
４が配置されている。このプレフィルタ３４は、一方の室２３Ａの開口部に相当する大き
さに形成され、この開口部に嵌めこまれて配置されている。下側カバー部材１９を外すと
、プレフィルタ３４が露出し、このプレフィルタ３４を簡単に着脱することができる。
【００１７】
　プレフィルタ３４は、吸込グリル１２及び吸込口１５を通じて吸い込まれた空気中の塵
埃など粒径の大きなものを捕集する粗塵フィルタ２５と、この粗塵フィルタ２５を通過す
る、例えば粒径１０（μｍ）以上の物（例えば花粉）を捕集する中性能フィルタ２６（図
３）とを備えて構成される。このプレフィルタ３４によって、吸込グリル１２及び吸込口
１５から吸い込まれた空気中に浮遊する花粉や塵埃などが除去される。
【００１８】
　上側の室２２では、一方の室２３Ａの上方における仕切板２４の上に電装ボックス３９
が配置され、この電装ボックス３９の上方に気液接触部材５３が配置されている。また、
これら電装ボックス３９と気液接触部材５３との間に、この気液接触部材５３から流下（
排出）した電解水を受ける水受け皿４２が配置されている。電装ボックス３９には、空気
除菌装置１を制御する制御部３９Ａ（図６参照）を構成する各種デバイスが実装された制
御基板や、ファンモータに電源電圧を供給する電源回路等の各種電装部品が収容されてい
る。
【００１９】
　また、上側の室２２には、図４に示すように、気液接触部材５３によって区分けされた
背面側空間１Ａと前面側空間１Ｂとが形成されている。背面側空間１Ａは、支持板２１に
形成された開口２１Ａを介して送風ファン３１の送風口３１Ａに連通している。また、背
面側空間１Ａの上方には、筐体１１の背面側から前面側に向かって下方に傾斜する導風板
３２Ａ、３２Ｂが高さ方向の位置を違えて２枚設けられており、この２枚の導風板３２Ａ
、３２Ｂはフレーム部材３２Ｃにより支持されている。このため、送風ファン３１の送風
口３１Ａから吹き出された空気は、この２枚の導風板３２Ａ、３２Ｂに当たり、図４中矢
印で示すような経路を通って気液接触部材５３の背面に吹き付けられる。すなわち、筐体
１１内には下側の室２３から上側の室２２に向かう送風経路が形成されており、この送風
経路上に気液接触部材５３が配置されている。
【００２０】
　気液接触部材５３は、この気液接触部材５３に吹き付けられた空気に電解水を接触させ
るための部材である。この気液接触部材５３において筐体１１内に吸い込まれた空気が所
定の活性酸素種を含む電解水に接触することで、空気中に含まれるウィルス等が不活化さ
れることなどにより、空気の除菌が行われる。
【００２１】
　気液接触部材５３の前面側には、ハウジング３３が配置され、このハウジング３３と気
液接触部材５３とで前面側空間１Ｂが形成される。このハウジング３３は、前面側空間１
Ｂ内の空気を吹出口１３に導くとともに、気液接触部材５３から吹き出された水（いわゆ
る飛び水）を受ける機能を有する。具体的には、ハウジング３３は、このハウジング３３
の内側の底面３３Ａが気液接触部材５３に向けて下り勾配に形成されており、この底面３
３Ａの先端部が水受け皿４２の上方に延在する。これにより、前面側空間１Ｂに吹き出さ
れた水は、上記底面３３Ａを通じて水受け皿４２に戻される。
　ハウジング３３と吹出口１３との間には、この吹出口１３から筐体１１内部への異物の
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進入を防止するため吹出口フィルタ３６が配置されている。この吹出口フィルタ３６は、
気液接触部材５３を通過した空気の通風抵抗を著しく増加させないよう、適度に目の粗い
ものであることが好ましい。
【００２２】
　気液接触部材５３は、ハニカム構造を持ったフィルタ部材であり、気体に接触するエレ
メント部をフレームにより支持する構造を有する。エレメント部は、図示を省略するが、
波板状の波板部材と平板状の平板部材とが積層されて構成され、これら波板部材と平板部
材との間に略三角状の多数の開口が形成されている。従って、エレメント部に空気を通過
させる際の気体接触面積が広く確保され、電解水の滴下が可能で、目詰まりしにくい構造
になっている。
　エレメント部には、電解水による劣化が少ない素材、例えば、ポリオレフィン系樹脂（
ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等）、ＰＥＴ（ポリエチレン・テレフタレート）
樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ素系樹脂（ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＥＴＦＥ等）又はセラミック
ス系材料等の素材が使用され、本構成では、ＰＥＴ樹脂を用いるものとする。また、エレ
メント部には親水性処理が施され、電解水に対する親和性が高められており、これによっ
て、気液接触部材５３の電解水の保水性（湿潤性）が保たれ、後述する活性酸素種（活性
酸素物質）と室内空気との接触が長時間持続される。
【００２３】
　また、気液接触部材５３の上部には、図５に示すように、この気液接触部材５３上に均
一に電解水を分散させるための散水ボックス５１が組み付けられている。この散水ボック
ス５１は、電解水を一時的に貯留するトレー部材を備え、このトレー部材の側面に複数の
散水孔（図示略）が開口し、この散水孔から気液接触部材５３に対して電解水を滴下する
ようになっている。
　また、気液接触部材５３の上面には、散水ボックス５１から滴下される電解水をエレメ
ント部に効率よく分散させるため、分流シート（図示略）が配設されている。この分流シ
ートは、液体の浸透性を有する繊維材料からなるシート（織物、不織布等）であり、気液
接触部材５３の厚み方向断面に沿って一または複数設けられる。
【００２４】
　水受け皿４２は、図３および図５に示すように、気液接触部材５３の下方に位置する水
受け部４２Ａと、上記他方の室２３Ｂの上方に延在する貯留部４２Ｂとを備え、一体に形
成されている。この貯留部４２Ｂには水受け部４２Ａから流入した水が貯留される。また
、この貯留部４２Ｂには、水受け部４２Ａよりも深底の深底部４２Ｂ１と、この深底部４
２Ｂ１よりも浅底の浅底部４２Ｂ２とが形成されている。
【００２５】
　深底部４２Ｂ１には水位を検出する水位検出手段としての第一フロートスイッチ４３Ａ
及び第二フロートスイッチ４３Ｂが配設されている。第一フロートスイッチ４３Ａは、貯
留部４２Ｂの水位が所定の下限水位（給水開始水位）を下回った場合に動作するスイッチ
であり、第二フロートスイッチ４３Ｂは、貯留部４２Ｂの水位が所定の上限水位（給水停
止水位）を上回った場合に動作するスイッチである。
【００２６】
　また、深底部４２Ｂ１には循環ポンプ４４が設けられている。この循環ポンプ４４は制
御部３９Ａの制御に従って動作し、この循環ポンプ４４の吐出口には、深底部４２Ｂ１（
貯留部４２Ｂ）に貯留された水を汲み上げ、散水ボックス５１を介して気液接触部材５３
に供給するための供給管７１が接続されている。この供給管７１には循環ポンプ４４と散
水ボックス５１との間で分岐する分岐管７２を介して電解槽４６が接続されている。
　この電解槽４６は後述するように複数の電極を内蔵し、これら電極間間に電圧が印加さ
れることにより、電解槽４６において水の電気分解が行われ電解水が生成される。電解槽
４６の上面には、この電解槽４６で生成した電解水を貯留部４２Ｂに返送するための返送
管７３が接続される返送管接続口４６Ａが形成されている。
【００２７】
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　また、貯留部４２Ｂの入口部分、すなわち、この貯留部４２Ｂと水受け部４２Ａとの連
接部には、当該貯留部４２Ｂに流れ込む水に混入する異物（固形物）を捕集するためのフ
ィルタ部材７４が配置されている。このフィルタ部材７４の上方には、返送管７３の出口
７３Ａが設けられており、電解槽４６から水とともに排出された固形物（例えば、電極表
面に形成されたスケール成分）を捕集可能となっている。このフィルタ部材７４は、上方
から視認可能な状態で貯留部４２Ｂの入口部分に配置されているため、フィルタ部材７４
の交換時期を目視で簡単に判断することができる。さらに、フィルタ部材７４を交換する
場合には、このフィルタ部材７４を手指で取り外して交換すればよいため、工具等を使用
することなく、メンテナンスを簡単に行うことができる。
【００２８】
　本実施形態では、循環ポンプ４４で汲み上げた水の一部が、散水ボックス５１を介して
気液接触部材５３に供給され、残りの水が電解槽４６に供給される。この電解槽４６で生
成された電解水はフィルタ部材７４を介して貯留部４２Ｂに供給され、この貯留部４２Ｂ
の深底部４２Ｂ１に貯留された電解水は循環ポンプ４４により再び気液接触部材５３およ
び電解槽４６に分散供給される。このように、電解槽４６においては電解水を用いて繰り
返し電気分解を行わせることにより、活性酸素種の濃度の高い電解水を生成することがで
きるようになっている。また、気液接触部材５３から排出される電解水を電解対象の水と
して循環利用することにより、水資源を有効活用することができる。
【００２９】
　また、深底部４２Ｂ１の上方には、図３に示すように、上記給水配管２７からの水道水
を水受け皿４２に供給する給水部６０が設けられている。この給水部６０は、筐体１１の
背面に形成された給水配管接続口１４を介して給水配管２７に接続されている。給水部６
０は、貯留部４２Ｂの水位に応じて開閉される給水弁６１と、一端が給水配管接続口１４
に接続され、他端が給水弁６１の上流側端部６１Ａに接続された第一給水管６２と、給水
弁６１の下流側端部６１Ｂに接続された第二給水管６３と、この第二給水管６３の先端に
おいて下向きに開口する給水口６４とを備えている。
【００３０】
　給水弁６１は、上記第一フロートスイッチ４３Ａ、第二フロートスイッチ４３Ｂによっ
て検出された水位に応じて、制御部３９Ａの制御により開閉される電磁弁である。この給
水弁６１は、上流側端部６１Ａが下方、下流側端部６１Ｂが上方に位置するように配置さ
れている。すなわち、給水部６０に供給される水が給水弁６１内を下から上に流れるよう
に配置されている。これによれば、給水弁６１が閉弁されている場合に、この給水弁６１
の上流側端部６１Ａと第一給水管６２との接続部から水漏れが生じたとしても、漏れた水
は給水弁６１にかかることがなく、これに伴う漏電等のトラブルの発生を防止できる。
【００３１】
　また、第二給水管６３の給水口６４は、水受け皿４２に貯留された水の水面から、この
水面に触れることない十分な距離（本実施形態では、水受け皿４２の上端面から３５ｍｍ
）を離して配置されている。これによれば、給水部６０及び給水配管２７の内部が負圧と
なった場合であっても、水受け皿４２に貯留された水が、給水口６４を通じて給水部６０
及び給水配管２７内に逆流することが防止される。
　さらに、この給水口６４は、上記したフィルタ部材７４の上方に配置されている。これ
によれば、給水口６４を通じて供給された水は、フィルタ部材７４上に滴下されるため、
この滴下音を低減することができ、給水時の静音化を図ることができる。
【００３２】
　また、本実施形態では水受け皿４２に貯留された水を適宜排出可能に構成されている。
具体的には、貯留部４２Ｂの下方には、水受け皿４２に貯留された水を上記排水部５７に
排出するための排水弁ユニット８１が配置されている。この排水弁ユニット８１は、貯留
部４２Ｂの深底部４２Ｂ１の底部に連結された第一排水管８２と、この第一排水管８２に
接続された排水弁８３と、この排水弁８３に接続された第二排水管８４とを備え、この第
二排水管８４は上記排水部５７に接続されている。排水弁８３は、制御部３９Ａの制御に
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より開閉される。この制御部３９Ａは、空気除菌装置１の空気除菌運転が所定時間に達す
る毎、或いは、空気除菌装置１の運転停止時間が所定時間に達する毎、若しくは、予め定
められた時間毎に、排水弁８３を開いて、深底部４２Ｂ１に溜まった水を排水部５７を介
して外部に排出する。
【００３３】
　また、貯留部４２Ｂの浅底部４２Ｂ２の底部には、オーバーフロー管８５が接続され、
このオーバーフロー管８５は、排水弁８３と排水部５７との間で上記第二排水管８４に接
続されている。このため、深底部４２Ｂ１内の水位が上昇し、この水が浅底部４２Ｂ２に
達したとしても、この水はオーバーフロー管８５、第二排水管８４及び排水部５７を通じ
て外部に排出される。
　また、第二排水管８４には、この第二排水管８４よりも細径のエア抜き管８６が接続さ
れている。このエア抜き管８６は、排水時に排水弁ユニット８１内の空気を外部に排出す
るためのものであり、このエア抜き管８６の先端が水受け皿４２よりも十分高い位置とな
るように配置されている。
【００３４】
　排水部５７は、第二排水管８４に接続されたトラップ配管５８と、このトラップ配管５
８に接続された排水配管２８とを備える。トラップ配管５８は、このトラップ配管５８内
に水が溜まるようになっている。このため、トラップ配管５８内に溜まった水によって、
排水配管２８と排水弁ユニット８１とが隔離されることにより、排水の臭いが空気除菌装
置１内に漂うことが防止される。
【００３５】
　図５は、電解水の供給の様子を説明する図であり、図５（Ａ）は、空気除菌機構の構成
を示す模式図であり、図５（Ｂ）は電解槽４６の構成を詳細に示す図である。
　この図５を参照して、気液接触部材５３に対する電解水の供給について説明する。
　空気除菌装置１に対して運転開始指示が入力されると、制御部３９Ａの制御の下、第一
フロートスイッチ４３Ａ、第二フロートスイッチ４３Ｂにより検出される貯留部４２Ｂ内
の水位に応じて、給水弁６１が開閉されて貯留部４２Ｂに水が供給される。
【００３６】
　貯留部４２Ｂ内の水は循環ポンプ４４によって汲み上げられて、その一部が電解槽４６
に供給される。この電解槽４６には、図５（Ｂ）に示すように、一方が正、他方が負とな
る対の電極４７、４８を備え、これら電極４７、４８間に電圧を印加することにより、電
解槽４６に流入した水道水が電気分解されて活性酸素種を含む電解水が生成される。ここ
で、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素と、その関連物質のこと
であり、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシルラジカル、或いは過酸化
水素といった、いわゆる狭義の活性酸素に、オゾン、次亜ハロゲン酸等といった、いわゆ
る広義の活性酸素を含めたものとする。
【００３７】
　電極４７、４８は、例えばベースがチタン（Ｔｉ）で皮膜層がイリジウム（Ｉｒ）、白
金（Ｐｔ）から構成された電極板であり、この電極４７、４８に流れる電流値は、電流密
度で数ｍＡ（ミリアンペア）／ｃｍ2（平方センチメートル）～数十ｍＡ／ｃｍ2になるよ
うに設定され、所定の遊離残留塩素濃度（例えば１ｍｇ（ミリグラム）／ｌ（リットル）
）を発生させる。
【００３８】
　詳述すると、上記電極４７、４８により水道水に通電すると、カソード電極では、
　　　　４Ｈ+＋４ｅ-＋（４ＯＨ-）→２Ｈ2＋（４ＯＨ-）
の反応が起こり、アノード電極では、
　　　　２Ｈ2Ｏ→４Ｈ+＋Ｏ2＋４ｅ-

の反応が起こると同時に、
水に含まれる塩化物イオン（Ｃｌ-：水道水に予め添加されているもの）が、
　　　　２Ｃｌ-→Ｃｌ2＋２ｅ-
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のように反応し、塩素（Ｃｌ2）が発生する。さらにこの塩素は水と反応し、
　　　　Ｃｌ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＣｌＯ＋ＨＣｌ
次亜塩素酸（ＨＣｌＯ）と塩化水素（ＨＣｌ）が発生する。
【００３９】
　アノード電極で発生した次亜塩素酸は広義の活性酸素種に含まれるもので、強力な酸化
作用や漂白作用を有する。次亜塩素酸が溶解した水溶液、すなわち空気除菌装置１により
生成される電解水は、ウィルス等の不活化、殺菌、有機化合物の分解等、種々の空気清浄
効果を発揮する。このように、次亜塩素酸を含む電解水が散水ボックス５１から気液接触
部材５３に滴下されると、送風ファン３１により吹き出された空気が気液接触部材５３に
おいて次亜塩素酸と接触する。これにより、空気中に浮遊するウィルス等が不活化される
とともに、当該空気に含まれる臭気物質が次亜塩素酸と反応して分解され、或いはイオン
化して溶解する。従って、空気の除菌及び脱臭がなされ、清浄化された空気が気液接触部
材５３から排出される。
【００４０】
　活性酸素種によるウィルス等の不活化の作用機序として、インフルエンザウィルスの例
を挙げる。上述した活性酸素種は、インフルエンザの感染に必須とされるインフルエンザ
ウィルスの表面蛋白（スパイク）を破壊、消失（除去）する作用を有する。この表面蛋白
が破壊された場合、インフルエンザウィルスと、インフルエンザウィルスが感染するのに
必要な受容体（レセプタ）とが結合しなくなり、感染が阻止される。このため、空気中に
浮遊するインフルエンザウィルスは、気液接触部材５３において活性酸素種を含む電解水
に接触することにより、いわば感染力を失うこととなり、感染が阻止される。
【００４１】
　従って、この空気除菌装置１が、例えば幼稚園や小・中・高等学校、介護保険施設、病
院等のいわゆる大空間に設置された場合であっても、電解水ミストを室内に拡散させる構
成とするのではなく、電解水により清浄化（除菌、脱臭等）された空気を送風する構成と
しているので、大空間内で広く行き渡らせることが可能になり、大空間での空気除菌及び
脱臭を効率よく行うことができる。
【００４２】
　また、散水ボックス５１から気液接触部材５３に滴下された電解水は気液接触部材５３
を伝って下方に移動し、水受け皿４２の水受け部４２Ａに落ちる。この水受け部４２Ａに
落ちた電解水はフィルタ部材７４を介して貯留部４２Ｂに流入する。そして、再び循環ポ
ンプ４４によって汲み上げられ、電解槽４６を経て気液接触部材５３に供給される。この
ように、本実施形態における構成では電解水が循環する電解水循環経路が形成されており
、少量の水を有効に利用することで、長時間にわたって効率よく空気の除菌を行える。ま
た、第一フロートスイッチ４３Ａ、第二フロートスイッチ４３Ｂにより検出される貯留部
４２Ｂ内の水位に応じて、蒸発等により貯留部４２Ｂの水位が下限水位よりも減少した場
合には、給水弁６１が開放されて給水口６４より水道水が適量供給される、貯留部４２Ｂ
の水位が上限水位に復帰した場合には、給水弁６１が閉じられるため、蒸発等による不足
分のみが外部の給水源から供給される。
【００４３】
　また、電解槽４６において生成された電解水を直接気液接触部材５３に供給するのでは
なく、フィルタ部材７４を経由して貯留部４２Ｂに導く構成とすることで、電解槽４６内
において生成されたスケール等の異物を含む電解水が気液接触部材５３に供給されるのを
防止することができる。また、電解水に含まれる活性酸素種の濃度は、貯留部４２Ｂにお
いて希釈される。このため、電解槽４６においては、気液接触部材５３に供給すべき活性
酸素種の濃度よりも高濃度で電解水を生成することができ、活性酸素種の濃度が希薄な電
解水を生成する場合と比較して、濃度管理を容易に行うことができる。
【００４４】
　次に、図６を参照して本実施の形態の空気除菌装置１の機能的構成を説明する。
　図６に示すように、空気除菌装置１は、給水制御処理に係る機能的構成として、上述の
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制御部３９Ａと、第一フロートスイッチ４３Ａと、第二フロートスイッチ４３Ｂと、給水
弁６１と、循環ポンプ４４との他に、計時部３９Ｂと、給水エラーランプ１６Ａ１とを備
えている。
【００４５】
　制御部３９Ａは、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備え、ＣＰＵはＲＯＭ等に格
納された給水制御処理プログラム等を含む各種制御プログラムに従って、ＲＡＭの一部を
作業領域として用いて各種制御プログラムを実行することにより、当該空気除菌装置１を
集中制御するものである。
【００４６】
　第一フロートスイッチ４３Ａ、第二フロートスイッチ４３Ｂは、上述したように、貯留
部４２Ｂ内の水位を検出するもので、それぞれ貯留部４２Ｂ内の水位に応じて制御部３９
Ａに対してＯＮ／ＯＦＦ信号を出力する。具体的には、第一フロートスイッチ４３Ａは、
予め設定された下限水位（給水開始水位）を下回った場合にＯＦＦとなり、第一検出信号
としてＯＦＦ信号を制御部３９Ａに対して出力する。一方、貯留部４２Ｂ内の水位が下限
水位を上回っている場合、第一フロートスイッチ４３ＡはＯＮとなり、ＯＮ信号を制御部
３９Ａに出力する。また、第二フロートスイッチ４３Ｂは予め設定された上限水位（給水
停止水位）を下回った場合にＯＦＦとなり、ＯＦＦ信号を制御部３９Ａに対して出力する
。一方、貯留部４２Ｂ内の水位がこの上限水位を上回った場合、第二フローとスイッチは
ＯＮとなり、第二検出信号としてＯＮ信号を制御部３９Ａに出力するよう構成されている
。
【００４７】
　給水弁６１は、上述したように、制御部３９Ａの制御の下、貯留部４２Ｂ内の水位に応
じて、開閉される電磁弁である。制御部３９Ａに、第一フロートスイッチ４３ＡからＯＦ
Ｆ信号（第一検出信号）が入力された場合、すなわち、貯留部４２Ｂ内の水位が下限水位
を下回ったことが検出された場合、給水弁６１は開放され、第二フロートスイッチ４３Ｂ
からＯＮ信号（第二検出信号）が入力された場合、すなわち、貯留部４２Ｂ内の水位が上
限水位を上回ったことが検出された場合、給水弁６１は閉じられるように、制御部３９Ａ
により制御される。
【００４８】
　循環ポンプ４４は、上述したように、制御部３９Ａの制御の下、空気除菌運転を行うた
めに電解槽４６および気液接触部材５３に電解対象の水もしくは空気除菌に供する電解水
を供給すべく、貯留部４２Ｂ内に貯留された水（電解水）を汲み上げるものである。空気
除菌運転の開始時には、制御部３９Ａにより、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に達した
ことが確認された後に、循環ポンプ４４が起動される。
【００４９】
　計時部３９Ｂは、制御部３９Ａの制御の下、給水弁６１が開かれた時点、すなわち、貯
留部４２Ｂに対して外部の給水源から給水が開始された時点からの計時を行うもので、予
め設定された所定の時間が経過すると、制御部３９Ａにその旨を示す信号を出力する。こ
こで、所定の時間は、給水管を介して外部の給水源から貯留部４２Ｂに対して水を供給す
る際に、貯留部４２Ｂ内に一切水が貯留されていない状態から貯留部４２Ｂ内の水位が上
限水位に達するに十分な時間が設定される。本実施の形態の場合、例えば、２０分程度と
設定される。なお、この所定の時間は、貯留部４２Ｂ内の水位がゼロである場合から貯留
部４２Ｂ内の水位が上限水位を上回るように給水を行うために必要な時間を予め計測して
おき、この時間に基づいて給水エラーを検出するために適切な時間を設定することができ
る。また、給水時に給水弁６１が閉じられた後、次に給水が開始されるまでのインターバ
ル（給水インターバル）は、空気除菌装置１が設置された室内の温度や湿度によって異な
り、例えば、乾燥する冬季には、蒸発等により貯留部４２Ｂ内の水位が低減する速度が速
くなるため、当該給水インターバルも短くなり、多湿の夏季は水の消費量も低減するため
、給水インターバルは長くなる。
【００５０】
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　また、給水エラーランプ１６Ａ１は、計時部３９Ｂにより計時された所定の時間が経過
しても貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に復帰しない場合に制御部３９Ａにより点灯され
るもので、ユーザ等に給水に関するエラー報知を行うものである。給水エラーランプ１６
Ａ１は、制御部３９Ａが内蔵する給水要求フラグがＯＦＦ状態にある場合は消灯され、給
水要求フラグがＯＮ状態にある場合は点灯される。
【００５１】
　以下、図７を参照して、本実施の形態の給水制御に関する動作について詳細に説明する
。図７は、給水制御処理の手順を示すフローチャートであり、当該給水制御処理は制御部
３９Ａの制御の下、各部の協働により実行される。
　図７に示すように、空気除菌装置１に電源が投入され、運転開始指示が操作パネル１６
Ａを介して制御部３９Ａに入力されると（ステップＳ１：Ｙ）、制御部３９Ａは第二フロ
ートスイッチ４３Ｂから入力されるＯＮ／ＯＦＦ信号に基づいて、貯留部４２Ｂ内の水位
が上限水位に達しているか否かを判別する（ステップＳ２）。
　ステップＳ２において、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に達していると判別された場
合（ステップＳ２：Ｙ）、給水弁６１を閉じて、給水要求フラグをＯＦＦ状態とする（ス
テップＳ３）。次いで、循環ポンプ４４を駆動して貯留部４２Ｂ内の水（電解水）の汲み
上げ動作等を開始し、空気除菌運転を開始する（ステップＳ４）。
【００５２】
　ステップＳ４において、空気除菌運転が一旦開始された後は、第一フロートスイッチ４
３ＡからＯＦＦ信号が入力されると、すなわち、貯留部４２Ｂ内の水位が下限水位を下回
った場合（ステップＳ５：Ｙ）、制御部３９Ａは、給水弁６１を開き、貯留部４２Ｂに対
して外部の給水源から水が供給されるように制御する（ステップＳ６）。また、給水弁６
１を開くとすると同時に、計時部３９Ｂに対して制御信号を送り、計時を開始させる（ス
テップＳ６）。
【００５３】
　そして、所定の時間が経過する前（ステップＳ７：Ｎ）に、貯留部４２Ｂ内の水位が上
限水位に達した場合（ステップＳ２：Ｙ）は、上記処理を繰り返し行う。すなわち、循環
ポンプ４４により貯留部４２Ｂ内の水（電解水）を汲み上げる動作を継続（ステップＳ４
）しながら、第一フロートスイッチ４３Ａおよび第二フロートスイッチ４３Ｂから入力さ
れるＯＮ／ＯＦＦ信号に基づいて、貯留部４２Ｂ内の水位が下限水位を下回った場合には
給水弁６１を開き、上限水位に達するまで給水を行うように給水制御を行う。
【００５４】
　ここで、制御部３９Ａにより給水弁６１が開かれてから、所定の時間が経過した場合（
ステップＳ７：Ｙ）であって、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に達しない場合（ステッ
プＳ２：Ｎ）、例えば、給水配管２７に設けられた外部給水弁が閉じた状態にある等、給
水エラーであることが考えられるので、給水エラーランプ１６Ａ１を点灯させるべく、給
水要求フラグをＯＮ状態とし、給水弁６１を閉じるように制御する（ステップＳ８）。
【００５５】
　一方、ステップＳ２において、運転開始指示が入力された際（ステップＳ１：Ｙ）に、
貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に達していないと判別された場合（ステップＳ２：Ｎ）
は、貯留部４２Ｂ内の水位が下限水位よりも上回っている場合であっても、すなわち、給
水開始水位ではなくともステップＳ７に進み、給水弁６１を開くように制御する（ステッ
プＳ６）。そして、上記と同様に、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位に達するまで（ステ
ップＳ２：Ｙ）、給水弁６１を開状態に保持させておき、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水
位に達する（ステップＳ２：Ｙ）と、給水弁６１を閉じ、循環ポンプ４４を起動させて、
上述のように空気除菌運転を開始させる（ステップＳ４）。この場合も同様に、給水を開
始してから所定の時間が経過しても（ステップＳ７：Ｙ）、貯留部４２Ｂ内の水位が上限
水位に達しない場合（ステップＳ２：Ｎ）には、ユーザ等に対して給水エラーを報知すべ
く、給水要求フラグをＯＮ状態とし、給水弁６１を閉じるよう制御する（ステップＳ８）
。
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　なお、図７には示さなかったが、制御部３９Ａは、貯留部４２Ｂ内の水を外部に排出す
る前には、運転開始時と同様に、第一フロートスイッチ４３Ａから入力される第一検出信
号の有無によらず、給水弁６１を開き、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位を上回るまで給
水されるように制御する。
【００５６】
　以上、説明した本実施の形態によれば、電解水ミストを室内に拡散させる構成とするの
ではなく、筐体１１内に下側の室から上側の室に向かうように形成された送風経路を介し
て気液接触部材５３において供給される空気に電解水を接触させて空気を除菌し、除菌後
の空気を当該送風経路を介して筐体１１の外部に送風する構成としているので、室内の空
気を循環させることができ、大空間の除菌を可能とする。
【００５７】
　また、水受け皿４２は気液接触部材５３の下方に配置される水受け部４２Ａを有し、水
受け部４２Ａにおいて気液接触部材５３から排出された電解水を受けて、貯留部４２Ｂに
貯留し、電解対象の水として循環ポンプ４４により再び電解槽４６に供給されているので
、電解水を循環使用して、外部の給水源から供給される水の消費量を低減することができ
る。また、制御部３９Ａは、貯留部４２Ｂの水位に応じて給水管の給水弁６１を開閉する
ように制御しているので、蒸発等により不足した分だけ外部の給水源から水を供給するこ
とができる。すなわち、室内の温度や湿度等が季節や天候により変動し、蒸発量等が変動
した場合でも、蒸発量等に応じた不足分の水量だけ貯留部４２Ｂに給水することができる
。
　また、この様に、電解水を循環使用して水の消費量を低減することにより、不足分の水
のみを外部の給水源から供給すればよいので、電解水を循環使用しない場合と比較すると
給水弁６１を開閉させる頻度を低減することができ、給水弁６１の耐用年数を長期化する
ことができる。
【００５８】
　また、上記実施の形態では、電解槽４６に対して、給水管を介して直接電解槽４６に電
解対象とする水を供給するのではなく、一度、貯留部４２Ｂに外部の給水源から水を供給
し、貯留部４２Ｂ内に貯留された水を電解槽４６に供給する構成としている。このため、
空気除菌装置１に内部の給水源として給水タンク等を設ける場合と、外部の給水源から水
を供給する構成とする場合と、装置構成の大部分を共通化することができる。
【００５９】
　また、上記実施の形態によれば、貯留部４２Ｂ内の水位を検出する水位検出手段として
第一フロートスイッチ４３Ａおよび第二フロートスイッチ４３Ｂを備え、これらから入力
される第一検出信号および第二検出信号に基づいて、給水弁６１を開閉し、貯留部４２Ｂ
内の水が蒸発等により不足した分だけ給水するように制御することができる。
　さらに、上記実施の形態によれば、当該空気除菌装置１に対する運転開始指示が入力さ
れた場合に、貯留部４２Ｂ内の水位が給水停止水位に達していないと判別された場合には
、給水弁６１が開かれ、貯留部４２Ｂ内の水位が給水停止水位を上回るまで、給水弁６１
が開いた状態に保持されるので、空気除菌運転の運転を開始する場合には、必ず、貯留部
４２Ｂ内の水位を給水停止水位、すなわち、満水状態とすることができ、気液接触部材５
３に一定時間保持される量の水量を確保することができる。
【００６０】
　また、上記実施の形態によれば、貯留部４２Ｂの浅底部４２Ｂ２の底部にオーバーフロ
ー管８５を接続し、このオーバーフロー管８５により浅底部４２Ｂ２に達した水を外部に
排出することができるように構成されている。このため、第二フロートスイッチ４３Ｂか
ら入力されるＯＮ信号（第二検出信号）により、貯留部４２Ｂ内の水位が上限水位を上回
ったことが検出され、給水弁６１が閉められるまでの間に、水受け部４２Ａから流入する
電解水等により貯留部４２Ｂ内の水が浅底部４２Ｂ２に達した場合でも、水受け皿４２か
らからオーバーフローさせることなく余剰の水を外部に排出することができる。換言すれ
ば、この様に構成されているので、例えば、第二フロートスイッチ４３ＢからＯＮ信号が
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入力された場合に、少し遅延時間を設けた後に、給水弁６１を閉じるようにしてもよい。
遅延時間を設けてから給水弁６１を閉じることにより、貯留部４２Ｂ内の水位を上限水位
以上とすることができ、確実あるいは浅底部４２Ｂ２の底部と同レベルの水位まで給水す
ることができる。
【００６１】
　また、上記実施の形態によれば、給水管に設けられた給水弁６１を開いても所定の給水
時間が経過しても、水受け皿４２内の水位が給水停止水位に達しない場合は、ユーザ等に
対してエラー報知を行うことができる。
【００６２】
　本実施の形態に係る空気除菌装置１は、本発明の一態様であり、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲において適宜変更可能なのは勿論である。
　例えば、活性酸素種としてオゾン（Ｏ3）や過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）を発生させる構成と
しても良い。この場合、電極として白金タンタル電極を用いると、イオン種が希薄な水で
あても、電気分解により高効率に安定して活性酸素種を生成できる。
　このとき、アノード電極では、
　　　　２Ｈ2Ｏ→４Ｈ+＋Ｏ2＋４ｅ-

の反応と同時に、
　　　　３Ｈ2Ｏ→Ｏ3＋６Ｈ+＋６ｅ-

　　　　２Ｈ2Ｏ→Ｏ3＋４Ｈ+＋４ｅ-

の反応が起こりオゾン（Ｏ3）が生成される。またカソード電極では、
　　　　４Ｈ+＋４ｅ-＋（４ＯＨ-）→２Ｈ2＋（４ＯＨ-）
　　　　Ｏ2

-＋ｅ-＋２Ｈ+→Ｈ2Ｏ2

のように、電極反応により生成したＯ2
-と溶液中のＨ+とが結合して、過酸化水素（Ｈ2Ｏ

2）が生成される。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本実施の形態の空気除菌装置の斜視図である。
【図２】本実施の形態の空気除菌装置の背面斜視図である。
【図３】本実施の形態の空気除菌装置の内部主要構成を示す斜視図である。
【図４】本実施の形態の空気除菌装置の側断面視図である。
【図５】本実施の形態における電解水の供給の様子を説明する図である。
【図６】本実施の形態の空気除菌装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図７】本実施の形態における給水制御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
　１　空気除菌装置
　１１　筐体
　１３　吹出口
　１４　給水配管接続口
　１５　吸込口
　２１　支持板
　２２　上側の室
　２３　下側の室
　３１　送風ファン
　４２　水受け皿
　４２Ａ　水受け部
　４２Ｂ　貯留部
　４３Ａ　第一フロートスイッチ
　４３Ｂ　第二フロートスイッチ
　４４　循環ポンプ
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　４６　電解槽（電解水生成部）
　５３　気液接触部材
　５７　排水部
　６０　給水部
　６１　給水弁
　６２　第一給水管
　６３　第二給水管
　６４　給水口
　７４　フィルタ部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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