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(57)【要約】
　水滴（21a）が供給される空気通路（15）に配設され
、空気中で帯電させた塵埃を電気的に誘引する集塵電極
部（31b）を備えた集塵装置（30）において、複数の孔
を有する網目状の板状体で集塵電極部（31b）を構成す
ることで、その表面に付着した水滴（21a）と集塵電極
部（31b）との間の界面張力を低下させて、集塵電極の
表面において水滴が粗大化するのを抑制し、塵埃等の付
着に起因する集塵性能の低下を抑制する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水滴（21a）が供給される空気通路（15）に配設され、油分を含む空気中の塵埃を捕集
する集塵装置であって、
　空気中で帯電させた塵埃を電気的に誘引する集塵電極（31b）を備え、
　前記集塵電極（31b）は、その表面に付着した水滴（21a）と該集塵電極（31b）との間
の界面張力を低下させるように構成されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記集塵電極（31b）は、多孔質材料で構成されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記集塵電極（31b）は、複数の孔を有する網目状の板状体で構成され、
　前記集塵電極（31b）を構成する線材（35）の線径が、０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下
に設定されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記集塵電極（31b）は、複数の孔を有する網目状の板状体で構成され、
　前記集塵電極（31b）を構成する線材（35）の線径Ｌ、網目の開き目Ｗが、
　１≦Ｗ／Ｌ≦４
という条件を満たすように設定されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って鉛直方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
対の補強部材（36b）を備えたことを特徴とする集塵装置。
【請求項６】
　請求項３において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って水平方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
対の補強部材（36a）を備え、
　前記一対の補強部材（36a）は、前記集塵電極（31b）の面方向から見て互いにオーバー
ラップしない位置に配設されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記集塵電極（31b）の表面には、凹凸部が形成されていることを特徴とする集塵装置
。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記集塵電極（31b）の少なくとも表面は、親水性材料で構成されていることを特徴と
する集塵装置。
【請求項９】
　請求項４において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って鉛直方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
対の補強部材（36b）を備えたことを特徴とする集塵装置。
【請求項１０】
　請求項４において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って水平方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
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対の補強部材（36a）を備え、
　前記一対の補強部材（36a）は、前記集塵電極（31b）の面方向から見て互いにオーバー
ラップしない位置に配設されていることを特徴とする集塵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集塵装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、空気中の塵埃や臭気物質等を除去する空気浄化装置が知られており、室内の
清浄化、又は厨房や工場等の排ガスの処理等の用途に広く適用されている。
【０００３】
　特許文献１には、工場から排出される排ガスを処理する空気浄化装置が開示されている
。この空気浄化装置において空気が流れる空気通路には、集塵装置が設けられている。こ
の集塵装置は、荷電部及び集塵部を有している。荷電部では、コロナ放電が生起されてお
り、このコロナ放電により空気中の塵埃（油煙や水蒸気等も含む）が所定の電荷に帯電さ
れる。集塵部には集塵電極が設けられており、帯電された塵埃は集塵電極に電気的に誘引
される。その結果、集塵電極の表面に空気中の塵埃が捕捉される。
【特許文献１】特許第３１２６８１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の集塵装置では、塵埃が荷電部や集塵部の各電極に付着することで
集塵性能が徐々に低下してしまう。具体的に、特許文献１のように、工場の排ガスを処理
する場合には、処理対象となる空気中に多量のオイルミストが含まれているので、集塵電
極等の表面に油膜が形成され、集塵電極の表面に水滴が付着しやすくなる。その結果、こ
れらの微細な水滴（直径１ｍｍ以下の水滴）が集塵電極の表面で寄り集まって粗大化し、
大きな水玉（直径数ｍｍ程度）が生成されてしまう。
【０００５】
　このように、集塵電極の表面で微細な水滴が寄り集まって粗大化すると、放電時にスパ
ーク等の異常放電を誘発するおそれがあるため、集塵電極の低寿命化や集塵性能の低下を
引き起こしてしまうという問題があった。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、集塵電極の表面で水滴
が粗大化するのを抑制し、塵埃等の付着に起因する集塵性能の低下を抑制することができ
る集塵装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するため、本発明は、集塵電極の表面形状を工夫することで、集塵
電極の表面に付着した水滴と集塵電極との間の界面張力を低下させるようにした。
【０００８】
　具体的に、本発明は、水滴（21a）が供給される空気通路（15）に配設され、油分を含
む空気中の塵埃を捕集する集塵装置を対象とし、次のような解決手段を講じた。
【０００９】
　すなわち、第１の発明は、空気中で帯電させた塵埃を電気的に誘引する集塵電極（31b
）を備え、
　前記集塵電極（31b）は、その表面に付着した水滴（21a）と該集塵電極（31b）との間
の界面張力を低下させるように構成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　ここで、第１の発明でいう「塵埃」は、空気中の微細な固体粒子だけでなく、例えばオ
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イルミストや水蒸気等の微細な液体粒子も含むものであり、集塵電極（31b）によって捕
集可能な粒子を表す意味である。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記集塵電極（31b）は、多孔質材料で構成されていることを特徴とするものである。
【００１２】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、
　前記集塵電極（31b）は、複数の孔を有する網目状の板状体で構成され、
　前記集塵電極（31b）を構成する線材（35）の線径が、０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下
に設定されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　第４の発明は、第１乃至第３の発明のうち何れか１つにおいて、
　前記集塵電極（31b）は、複数の孔を有する網目状の板状体で構成され、
　前記集塵電極（31b）を構成する線材（35）の線径Ｌ、網目の開き目Ｗが、
　１≦Ｗ／Ｌ≦４
という条件を満たすように設定されていることを特徴とするものである。
【００１４】
　第５及び第９の発明は、第３又は第４の発明において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って鉛直方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
対の補強部材（36b）を備えたことを特徴とするものである。
【００１５】
　第６及び第１０の発明は、第３又は第４の発明において、
　前記集塵電極（31b）は、鉛直方向に立設するように配設され、
　前記集塵電極（31b）の表面に沿って水平方向に延び、該集塵電極（31b）を挟持する一
対の補強部材（36a）を備え、
　前記一対の補強部材（36a）は、前記集塵電極（31b）の面方向から見て互いにオーバー
ラップしない位置に配設されていることを特徴とするものである。
【００１６】
　第７の発明は、第１の発明において、
　前記集塵電極（31b）の表面には、凹凸部が形成されていることを特徴とするものであ
る。
【００１７】
　第８の発明は、第１乃至第７の発明のうち何れか１つにおいて、
　前記集塵電極（31b）の少なくとも表面は、親水性材料で構成されていることを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００１８】
　第１の発明によれば、集塵電極（31b）の表面形状を工夫して、その表面に付着した水
滴（21a）と集塵電極（31b）との間の界面張力を低下させるようにしたから、表面に付着
した水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化することを抑制することができ、集塵電極（3
1b）の放電時にスパーク等の異常放電を誘発することを抑制できる。これにより、集塵電
極（31b）の長寿命化や塵埃等の付着に起因する集塵性能の低下を抑え、長期に亘って集
塵性能を維持できる。
【００１９】
　第２の発明によれば、集塵電極（31b）を多孔質材料で構成しているので、集塵電極（3
1b）の表面に水滴（21a）が付着した場合でも、その表面の孔に水滴（21a）が入り込むこ
とで界面張力を低下させることができる。その結果、表面に付着した水滴（21a）同士が
寄り集まって粗大化することを抑制することができ、集塵電極（31b）の放電時にスパー
ク等の異常放電が誘発することを抑制できる。
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【００２０】
　第３の発明によれば、複数の孔を有する網目状の板状体で集塵電極（31b）を構成し、
網目を構成する線材（35）の線径を０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下に設定したから、集塵
電極（31b）の表面に付着した水滴（21a）と集塵電極（31b）との間の界面張力を低下さ
せる上で有利となる。また、集塵電極（31b）の表面に水膜が形成され、表面に付着した
油分がこの水膜で溶解されるから、油分を簡単に洗い流すことができる。
【００２１】
　第４の発明によれば、集塵電極（31b）を構成する線材（35）の線径Ｌ、網目の開き目
Ｗを、１≦Ｗ／Ｌ≦４という条件を満たすように設定したから、集塵電極（31b）の表面
に付着した水滴（21a）と集塵電極（31b）との間の界面張力を低下させる上で有利となる
。すなわち、開き目Ｗが大きすぎると集塵電極（31b）の表面に水膜が形成されずに孔が
あいたままの状態となって集塵効率が低下する一方、開き目Ｗが小さすぎると水滴（21a
）と集塵電極（31b）との間の界面張力を低下させる効果が薄れてしまうため、本発明の
ように、線径Ｌと開き目Ｗとに基づいて網目形状を条件設定すれば、水滴（21a）と集塵
電極（31b）との間の界面張力を効率的に低下させることができる。
【００２２】
　第５及び第９の発明によれば、集塵電極（31b）を鉛直方向に立設するように配設し、
集塵電極（31b）の表面に沿って鉛直方向に延びる一対の補強部材（36b）で集塵電極（31
b）を挟持したから、網目状の集塵電極（31b）を補強しつつ、水滴（21a）が集塵電極（3
1b）の表面に沿ってスムーズに流れ落ちるようにすることができる。
【００２３】
　具体的に、一対の補強部材（36b）を集塵電極（31b）の表面に沿って水平方向に延びる
ように配設した場合には、集塵電極（31b）の表面を流れ落ちる水滴（21a）が補強部材（
36b）の上縁部で滞留して水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化し、スパーク等の異常放
電が誘発されるおそれがあるが、本発明のように、一対の補強部材（36b）を集塵電極（3
1b）に沿って鉛直方向に延びるように配設すれば、集塵電極（31b）の表面に沿って流れ
落ちる水滴（21a）は、補強部材（36b）の側縁部に沿ってスムーズに流れ落ちるため、補
強部材（36b）の周縁で水滴（21a）が滞留することがなく、網目状の集塵電極（31b）を
補強しつつ、水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化することを抑制できる。
【００２４】
　第６及び第１０の発明によれば、集塵電極（31b）を鉛直方向に立設するように配設し
、集塵電極（31b）の表面に沿って水平方向に延びる一対の補強部材（36a）を、集塵電極
（31b）の面方向から見て互いにオーバーラップしない位置に配設して集塵電極（31b）を
挟持するようにしたから、網目状の集塵電極（31b）を補強しつつ、水滴（21a）が集塵電
極（31b）の表面に沿ってスムーズに流れ落ちるようにすることができる。
【００２５】
　具体的に、一対の補強部材（36a）を集塵電極（31b）の面方向から見て互いにオーバー
ラップした位置に配設して集塵電極（31b）を挟持した場合には、集塵電極（31b）の表面
を流れ落ちる水滴（21a）が補強部材（36a）の上縁部で滞留して水滴（21a）同士が寄り
集まって粗大化し、スパーク等の異常放電が誘発されるおそれがあるが、本発明のように
、一対の補強部材（36a）を集塵電極（31b）の面方向から見て互いにオーバーラップした
位置に配設するようにすれば、集塵電極（31b）の表面に沿って流れ落ちる水滴（21a）は
、集塵電極（31b）の表面側に配設された補強部材（36a）の上縁部に到達した後、上縁部
に滞留することなく、網目状の孔を通って裏面側に移動して流れ落ちる。そして、裏面側
に配設された補強部材（36a）の上縁部に到達した後は、その上縁部に滞留することなく
、網目状の孔を通って再び表面側に移動して流れ落ちる。
【００２６】
　すなわち、補強部材（36a）の周縁で水滴（21a）が滞留することがなく、網目状の集塵
電極（31b）を補強しつつ、水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化することを抑制できる
。
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【００２７】
　第７の発明によれば、集塵電極（31b）の表面に凹凸部を形成したから、表面に付着し
た水滴（21a）が凹凸部に入り込むことで水滴と集塵電極（31b）との間の界面張力を低下
させることができる。
【００２８】
　第８の発明によれば、集塵電極（31b）の少なくとも表面を親水性材料で構成したから
、表面に付着した水滴（21a）が染み込むことで上記界面張力を低下させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る集塵装置を備えた空気浄化装置の全体構成を示
す正面図である。
【図２】図２は、荷電集塵部の構成を拡大して示す斜視図である。
【図３】図３は、第１電極板の集塵電極部の網目形状を一部拡大して示す正面図である。
【図４】図４は、一対の補強枠部材の構成を示す斜視図である。
【図５】図５は、水滴が集塵電極部の表面を流れ落ちるときの動作を示す側面断面図であ
る。
【図６】図６は、集塵電極部のその他の構成を示す平面図である。
【図７】図７は、集塵電極部のその他の構成を一部拡大して示す断面図である。
【図８】図８は、集塵電極部のその他の構成を示す部分拡大図である。
【図９】図９は、集塵電極部のその他の構成を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　15 　　空気通路
　30 　　荷電集塵部（集塵装置）
　21a　　水滴
　31b　　集塵電極部（集塵電極）
　32 　　第２電極板（集塵電極）
　35 　　線材
　36a　　水平補強部材（補強部材）
　36b　　鉛直補強部材（補強部材）
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の好ましい実施形態の
説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意
図するものではない。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態に係る集塵装置を備えた空気浄化装置の全体構成を示す正面
図である。この空気浄化装置（10）は、レストランやホテル等の厨房空間から排出される
空気（排ガス）を処理対象とするものである。空気浄化装置（10）では、空気中のオイル
ミスト（油分が微細な粒子状になったもの）や、他の有害物質、臭気物質等が除去される
。
【００３３】
　図１に示すように、空気浄化装置（10）は、縦長のケーシング（11）を備えている。ケ
ーシング（11）は、中空の円筒状又は矩形筒状に形成されている。ケーシング（11）の上
部には、吸込口（12）が開口している。吸込口（12）は、図示しないダクト等を介して厨
房空間と繋がっている。また、ケーシング（11）の下部の例えば側面には、吹出口（13）
が開口している。吹出口（13）は、室外空間に臨んでいる。また、吹出口（13）には、空
気を送風するための送風ファン（14）が設けられている。
【００３４】
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　そして、前記ケーシング（11）には、吸込口（12）から吹出口（13）に亘って空気が流
れる空気通路（15）が形成されている。すなわち、ケーシング（11）では、空気が下方に
向かって流れるように空気通路（15）が形成されている。また、ケーシング（11）には、
その底部に貯留槽（16）が形成されている。貯留槽（16）には、後述する噴霧ノズル（21
）からの噴霧水が回収されて貯留される。
【００３５】
　前記空気通路（15）では、その上側から下側（空気流れの上流側から下流側）に向かっ
て順に、放電噴霧部（20）、集塵装置としての荷電集塵部（30）、及び空気中に含まれる
水滴（21a）を物理的に捕捉するデミスタ部（40）が設けられている。
【００３６】
　前記放電噴霧部（20）には、噴霧ノズル（21）と放電電極（22）とが設けられている。
噴霧ノズル（21）は、空気に向かって水を噴霧するものであり、その噴霧口が下方を向い
ている。また、噴霧ノズル（21）は、中空円錐状に噴霧水を噴出するように構成されてい
る。つまり、噴霧ノズル（21）の近傍では、噴霧水が中空円錐状の領域のみに存在し、そ
の内部には実質的に存在しないことになる。
【００３７】
　前記噴霧ノズル（21）の上端には、水循環流路（51）の流出端が接続されている。水循
環流路（51）の流入端は、前記貯留槽（16）と繋がっている。つまり、水循環流路（51）
は、貯留槽（16）に溜まった水を噴霧ノズル（21）へ送るための流路を構成している。ま
た、水循環流路（51）には、その流出側から流入側に向かって順に、水循環ポンプ（52）
と水フィルタ（53）とが設けられている。水循環ポンプ（52）は、貯留槽（16）に溜まっ
た水を噴霧ノズル（21）まで汲み上げる水搬送手段を構成している。水フィルタ（53）は
、水循環流路（51）を流れる水中に含まれる微細なゴミ（固形粒子）を物理的に捕捉する
手段であり、この水を浄化する水浄化手段を構成している。前記水循環流路（51）及び水
循環ポンプ（52）は、貯留槽（16）に溜まった水を噴霧ノズル（21）へ送るための水循環
機構（50）を構成している。
【００３８】
　前記噴霧ノズル（21）の下側には、３本の放電電極（22）が設けられている。放電電極
（22）は、針状又は棒状に形成され、鉛直な姿勢でケーシング（11）等に保持されている
。放電電極（22）は、その先端部が噴霧ノズル（21）の噴霧口と向かい合っている。また
、各放電電極（22）は、噴霧ノズル（21）の噴霧水が存在する中空円錐状の領域の内部に
位置している。
【００３９】
　前記噴霧ノズル（21）と放電電極（22）とには、所定の通電経路を介して電源（23）が
接続されている。電源（23）は、高圧の直流電源であることが好ましいが、交流電源やパ
ルス電源であっても良い。また、電源（23）は、放電電極（22）からの放電の電流値が一
定となるような、いわゆる定電流制御されるものが好ましい。
【００４０】
　本実施形態では、噴霧ノズル（21）が負極側となり、放電電極（22）が正極側となって
いる。電源（23）からは、噴霧ノズル（21）と放電電極（22）とに電位差が付与される。
その結果、放電噴霧部（20）では、放電電極（22）から噴霧水に向かってストリーマ放電
が生起する。
【００４１】
　図２は、荷電集塵部の構成を拡大して示す斜視図である。図１及び図２に示すように、
荷電集塵部（30）は、第１電極板（31）と、第２電極板（32）と、イオン化電極（33）と
を備えている。
【００４２】
　前記第１電極板（31）は、縦長の板状に形成されている。空気通路（15）では、複数の
第１電極板（31）が鉛直方向に立設するように保持されながら所定の間隔を介して平行に
配列されている。第１電極板（31）では、その上側（上流側）寄りの略半分の部位が荷電
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電極部（31a）を構成し、その下側（下流側）寄りの略半分の部位が集塵電極部（31b）を
構成している。つまり、第１電極板（31）には、荷電電極部（31a）と集塵電極部（31b）
とが一体的に形成されている。
【００４３】
　前記イオン化電極（33）は、隣り合う荷電電極部（31a）の間の中間位置にそれぞれ設
けられている。イオン化電極（33）は、第２電極板（32）の先端部を鋸歯状に形成したも
のである。イオン化電極（33）は、第１電極板（31）と平行な姿勢で、上方に突出する先
鋭な突起を構成している。そして、前記荷電電極部（31a）とイオン化電極（33）とが、
空気中の塵埃（主としてオイルミスト）を帯電させるための荷電部を構成している。なお
、前記イオン化電極（33）は、例えば、第２電極板（32）と別体に形成しても良いし、棒
状又は線状のイオン化線によって構成されていても良い。
【００４４】
　前記第２電極板（32）は、隣り合う集塵電極部（31b）の間の中間位置にそれぞれ設け
られている。第２電極板（32）は、第１電極板（31）と平行で且つ水平に延びる板状に形
成されている。そして、第２電極板（32）は、隣り合う各集塵電極部（31b）と向かい合
うように配列されている。第２電極板（32）及び集塵電極部（31b）とは、前記荷電部で
帯電した塵埃を電気的に誘引して捕捉するための集塵部を構成している。また、第１電極
板（31）と第２電極板（32）とには、所定の通電経路を介して電源（34）が接続されてい
る。
【００４５】
　本実施形態では、第１電極板（31）が正極側となり、第２電極板（32）が負極側となっ
ているから、マイナスの電荷に帯電したオイルミスト等は、正極側となる集塵電極部（31
b）の表面に付着する。
【００４６】
　図３は、第１電極板の集塵電極部の網目形状を一部拡大して示す正面図である。図３に
示すように、第１電極板（31）の集塵電極部（31b）は、複数の孔を有する網目状に形成
されている。具体的に、網目部分を構成する線材（35）の線径Ｌは、０．１ｍｍ以上０．
５ｍｍ以下に設定されている。また、網目の開き目Ｗは、（１）式を満たすように設定さ
れている。
【００４７】
　１≦Ｗ／Ｌ≦４　・・・（１）
　このような構成とすれば、第１電極板（31）の集塵電極部（31b）の表面に付着した水
滴（21a）と集塵電極部（31b）との間の界面張力を低下させる上で有利となる。すなわち
、開き目Ｗが大きすぎると集塵電極部（31b）の表面に水膜が形成されずに孔があいたま
まの状態となって集塵効率が低下する一方、開き目Ｗが小さすぎると水滴（21a）と集塵
電極部（31b）との間の界面張力を低下させる効果が薄れてしまうため、本発明のように
、線材（35）の線径Ｌと開き目Ｗとに基づいて網目形状を条件設定すれば、上記界面張力
を効率的に低下させることができる。
【００４８】
　これにより、表面に付着した水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化することを抑制す
ることができ、前記荷電部で放電を行ったときにスパーク等の異常放電を誘発することを
抑制できる。そして、集塵電極部（31b）の長寿命化や塵埃等の付着に起因する集塵性能
の低下を抑え、長期に亘って集塵性能を維持できる。
【００４９】
　図４は、一対の補強枠部材の構成を示す斜視図である。図４に示すように、前記第１電
極板（31）の集塵電極部（31b）は網目状の板状体で形成されているから、その強度を確
保するために一対の補強枠材（36，36）で挟持した構成とするのが好ましい。
【００５０】
　具体的に、図４に示すように、前記補強枠部材（36）は、集塵電極部（31b）の表面を
挟持するものであり、集塵電極部（31b）の中央位置から鉛直方向に変位した位置で表面
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に沿って水平方向に延びる水平補強部材（36a）と、集塵電極部（31b）の左右方向の両端
縁に沿って鉛直方向に延びる鉛直補強部材（36b）と、集塵電極部（31b）の鉛直方向の両
端縁に沿って水平方向に延びる外枠部材（36c）とを備えている。この補強枠部材（36）
は、集塵電極部（31b）の両面にそれぞれ配設されて、集塵電極部（31b）を挟持している
。
【００５１】
　ここで、前記水平補強部材（36a）は、集塵電極部（31b）の面方向から見て互いにオー
バーラップしない位置に配設されている。これにより、網目状の集塵電極部（31b）を補
強しつつ、水滴（21a）が集塵電極部（31b）の表面に沿ってスムーズに流れ落ちるように
することができる。
【００５２】
　具体的に、一対の水平補強部材（36a）を集塵電極部（31b）の面方向から見て互いにオ
ーバーラップした位置に配設して集塵電極部（31b）を挟持した場合には、集塵電極部（3
1b）の表面を流れ落ちる水滴（21a）が水平補強部材（36a）の上縁部で滞留して水滴（21
a）同士が寄り集まって粗大化するおそれがあるが、本発明のように、一対の水平補強部
材（36a）を集塵電極部（31b）の面方向から見て互いにオーバーラップした位置に配設す
るようにすれば、図５に示すように、集塵電極部（31b）の表面に沿って流れ落ちる水滴
（21a）は、集塵電極部（31b）の表面側に配設された水平補強部材（36a）の上縁部に到
達した後、上縁部に滞留することなく、網目状の孔を通って裏面側に移動して流れ落ちる
。そして、裏面側に配設された水平補強部材（36a）の上縁部に到達した後は、その上縁
部に滞留することなく、網目状の孔を通って再び表面側に移動して流れ落ちる。
【００５３】
　また、一対の鉛直補強部材（36b）を集塵電極部（31b）に沿って鉛直方向に延びるよう
に配設することで、集塵電極部（31b）の表面に沿って流れ落ちる水滴（21a）は、鉛直補
強部材（36b）の側縁部に沿ってスムーズに流れ落ちるため、鉛直補強部材（36b）の周縁
で水滴（21a）が滞留することがなく、網目状の集塵電極部（31b）を補強しつつ、水滴（
21a）同士が寄り集まって粗大化することを抑制できる。
【００５４】
　なお、本実施形態では、前記第１電極板（31）の集塵電極部（31b）を網目状に形成し
たものについて説明したが、この形態に限定するものではなく、表面に付着した水滴（21
a）と集塵電極部（31b）との間の界面張力を低下させるような構成であればよい。例えば
、集塵電極部（31b）をセラミックス等の多孔質材料（図８参照）で構成して、その表面
の孔に水滴（21a）が入り込むことで上記界面張力を低下させるようにしてもよい。また
、表面を親水性材料で構成したり、網目状の集塵電極部（31b）、多孔質材料で構成され
た集塵電極部（31b）、及び後述のヘアライン加工が施された集塵電極部（31b）等の表面
に親水性材料をコーティングして被膜（31c）を形成し（図９参照）、その表面に付着し
た水滴（21a）を染み込ませることで上記界面張力を低下させるようにしてもよい。
【００５５】
　また、その他の構成として、図６及び図７に示すように、第１電極板（31）の集塵電極
部（31b）の表面にヘアライン加工を施すことで、鉛直方向に延び且つ水平方向に間隔を
あけて複数本のガイド溝（37）を設けることで凹凸部を形成し、水滴（21a）が凹凸部に
入り込むことで上記界面張力を低下させるようにしてもよい。
【００５６】
　－運転動作－
　次に、本実施形態に係る空気浄化装置（10）の運転動作について説明する。空気浄化装
置（10）の運転時には、送風ファン（14）及び水循環ポンプ（52）が運転状態となる。ま
た、電源（23）から噴霧ノズル（21）及び放電電極（22）へ電圧が印加され、電源（34）
から第１電極板（31）及び第２電極板（32）へ電圧が印加される。
【００５７】
　前記送風ファン（14）の起動に伴い、厨房空間から排出された空気が吸込口（12）より
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ケーシング（11）内へ吸い込まれる。ケーシング（11）内の空気通路（15）を流れる空気
は、下方へ流れて放電噴霧部（20）を通過する。放電噴霧部（20）では、噴霧ノズル（21
）から噴霧された噴霧水に対して、放電電極（22）からストリーマ放電が生起している。
【００５８】
　このようなストリーマ放電により、放電噴霧部（20）では活性種（高速電子、イオン、
オゾン、ラジカルや、その他励起分子（励起酸素分子、励起窒素分子、励起水分子など）
）が発生する。特に、放電場には多量の水が供給されているので、水の存在下において、
ＯＨラジカルの発生が促される。また、発生した活性種が、噴霧された水に付着するよう
にして飛散することで、活性種の拡散効果が増すことになる。
【００５９】
　そして、空気中に含まれる有害物質や臭気物質は、前記活性種と反応することで酸化分
解されて除去される。また、臭気物質のうち親水性の物質については、噴霧水に吸収され
て捕捉される。さらに、臭気物質のうち疎水性の物質については、活性種によって酸化さ
れて親水性に変化し易い。従って、親水性となった臭気物質も、噴霧水に吸収されて捕捉
される。
【００６０】
　以上のように、放電噴霧部（20）では、ストリーマ放電による有害物質等の酸化分解作
用と、噴霧ノズル（21）からの噴霧水を利用した有害物質等の吸収／溶解作用（すなわち
、スクラバー作用）により、有害物質等が効果的に除去される。なお、このような有害物
質等の除去は、空気通路（15）における放電噴霧部（20）の下流側でも同様に行われるこ
とになる。
【００６１】
　前記放電噴霧部（20）を流出した空気は、さらに下方に流れて荷電集塵部（30）を通過
する。荷電集塵部（30）では、まず空気が荷電電極部（31a）とイオン化電極（33）との
間を通過する。ここで、イオン化電極（33）と荷電電極部（31a）との間では、コロナ放
電が行われている。このコロナ放電により、空気中のオイルミスト等がマイナスの電荷に
帯電する。その後、空気は第２電極板（32）と集塵電極部（31b）との間を通過する。そ
の結果、マイナスの電荷に帯電したオイルミスト等は、正極側となる集塵電極部（31b）
の表面に付着する。具体的に、集塵電極部（31b）では、水平側を向く集塵面にオイルミ
スト等が誘引されて捕捉される。これにより、空気中のオイルミスト等が除去される。
【００６２】
　ところで、前記の運転動作においては、空気中に含まれるオイルミストが集塵電極部（
31b）の表面に次々と付着していくため、集塵電極部（30b）の表面（特に集塵面）が油等
で覆われてしまうおそれがある。このように集塵面が油で覆われてしまうと、集塵面に水
滴（21a）が付着しやすくなる。そして、集塵面が汚れてしまうと、塵埃の捕捉に寄与す
る有効な表面積が小さくなり、オイルミスト等の集塵性能が低下してしまう。そこで、本
実施形態では、噴霧ノズル（21）の噴霧水を利用して集塵電極部（31b）を洗浄するよう
にしている。
【００６３】
　具体的には、噴霧ノズル（21）から噴霧された噴霧水は、その自重により下方に滴下し
、さらに空気とともに下方へ流れて第１電極板（31）や第２電極板（32）の表面に積極的
に送り込まれる。その結果、集塵電極部（31b）に付着した油等が噴霧水によって洗い流
される。また、第２電極板（32）やイオン化電極（33）に油が付着した場合には、この油
も噴霧水によって洗い流される。さらに、第１電極板（31）や第２電極板（32）は、鉛直
な姿勢となっているので、噴霧水は各電極板（31,32）の表面を伝うように流下する。こ
れにより、各電極板（31,32）の洗浄効果が増す。
【００６４】
　加えて、噴霧水中には、前記の活性種が含まれているので、この活性種により各電極板
（31,32）の表面に付着した油等が徐々に酸化分解される。その結果、油等が親水性の物
質に変化していくので、噴霧水に溶解し易くなり、各電極板（31,32）の洗浄効果がさら
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【００６５】
　ここで、前記集塵電極部（31b）の集塵面に水滴（21a）が付着すると、これらの微細な
水滴（21a）が集塵面で寄り集まって粗大化し、放電時にスパーク等の異常放電を誘発す
るおそれがあるが、本実施形態では、集塵電極部（31b）を複数の孔を有する網目状の板
状体で構成したから、集塵面に付着した水滴（21a）は、表面の孔に入り込んで上記界面
張力が低下する。そのため、集塵面に付着した水滴（21a）同士が寄り集まって粗大化す
ることを抑制することができ、集塵電極（31b）の放電時にスパーク等の異常放電を誘発
することを抑制できる。
【００６６】
　また、荷電集塵部（30）では、集塵電極部（31b）の集塵面等が適宜洗浄されることで
、有効な集塵面積が確保される。これにより、荷電集塵部（30）では、長期に亘って所望
とする集塵性能が維持されることになる。
【００６７】
　前記荷電集塵部（30）を流出した空気は、さらに下方に流れてデミスタ部（40）を通過
する。デミスタ部（40）では、空気中に含まれる水滴（21a）が物理的に捕捉される。以
上のようにして、有害物質や臭気物質、オイルミストや水分等が除去された空気は、吹出
口（13）から室外へ放出される。
【００６８】
　一方、デミスタ部（40）で捕捉された水は、下方へ滴下して貯留槽（16）に回収される
。貯留槽（16）に貯留された水は、水循環ポンプ（52）によって水循環流路（51）へ吸い
込まれ、水フィルタ（53）を通過した後、噴霧ノズル（21）から空気中へ再び噴霧される
。
【００６９】
　なお、本実施形態の空気浄化装置（10）は、厨房空間の排ガス処理に用いられるもので
あるが、この空気浄化装置（10）を一般家庭向けの空気清浄機として利用することもでき
る。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　以上説明したように、本発明は、集塵電極の表面で水滴が粗大化するのを抑制し、塵埃
等の付着に起因する集塵性能の低下を抑制することができるという実用性の高い効果が得
られることから、きわめて有用で産業上の利用可能性は高い。
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