
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
汚染気体中の塵埃を荷電するイオン化電極部と、前記荷電した塵埃を集塵する集塵電極部
と、前記イオン化電極部、集塵電極部の順に汚染気体を供給する気体供給手段とよりなる
電気集塵装置であって、前記イオン化電極部および集塵電極部は ースと兼
用にしたユニットとして構成するとともに、気体供給手段もユニットとして構成し、各ユ
ニットを連結することにより、集塵装置を構成することを特徴とする電気集塵装置。
【請求項２】
前記イオン化電極部の高電圧電極と前記集塵電極部の高電圧電極とは、各ユニットを接続
することで、前記ケース内において電源線と接続できる構成を有することを特徴とする請
求項１に記載の電気集塵装置。
【請求項３】
前記集塵電極部の 低電圧電極板は、共通の電極板支持用絶縁部材により支
持固定されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電気集塵装置。
【請求項４】

外周面には、絶縁材を被覆したことを特徴とする請求項１～請求項３のい
づれかに記載の電気集塵装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
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本発明は、電気集塵装置に関するものであり、特に気体中に浮遊する塵芥、煙等の塵埃を
効率良く除去できる小型の電気集塵装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、気体中に浮遊する塵芥等を除去する装置として電気集塵装置が良く知られてい
るが、こうした電気集塵装置の一例を図４、図５を参照して説明すると、図４は電気集塵
装置の概略説明図であり、図５は図４中のＣ部拡大図である。
この装置は、図４に示すようにコロナ放電によって空気中に浮遊している塵芥を帯電させ
るイオン化電極部２０と、帯電した塵芥を吸着除去する集塵電極部２１と、前記

気体を供給する気体供給装置２２と、前記各機器を収納するケース２３および図示せぬ
電源装置とより構成されており、さらに集塵電極部側では、図５に示すように多数ある高
電圧電極２５同志が給電兼用の電極支持体２７により支持されるとともに、低電圧電極２
６同志も給電用の電極支持体２８により支持され、それぞれが電源と接続される構造とな
っている。そして、この電気集塵装置では汚染空気中に存在する塵芥をイオン化電極部で
帯電した後、後段の集塵電極部で吸着できるため、微小な塵芥等も効率良く集塵でき、広
く実用化されている。
【０００３】
しかしながら、上記電気集塵装置について検討してみると、つぎのような問題点が明らか
になってきた。
１）集塵装置のケース内にはイオン化電極部２０と、集塵電極部２１とが図４に示すよう
に配置されているが、 には多数の高、低電圧電極が配置されているため流体抵抗
が大きく、また電極とケースとの間に不要のスペース２４が存在し、気体供給装置で供給
される汚染気体の多くは、ケースと各電極との間のスペースを通ってそのまま装置外に放
出され、集塵効果が十分ではない。
２）図５に示すように、高電圧電極２５同志、および低電圧電極２６同志は、互いに独立
した給電兼用電極支持体２７、２８で支持する構成となっているため、例え 較
的大きな電極板の場合には、高電圧電極２５側では、電極板の四隅を支持する給電兼用電
極支持体２７が４本、また低電圧電極２６側では、電極板の四隅を支持する給電兼用電極
支持体２８が４本必要となり、最終的には集塵電極部全体では給電兼用電極支持体が８本
必要となる。この結果、集塵電極部全体の重量が重くなり、取扱が不便となる。
３）各電極内の高電圧電極をそれぞれ安全に電源側と接続する必要があるため、各電極内
の絶縁に工夫をこらす必要があり、構造が複雑となっていた。たとえば各電極支持体２７
、２８と相手側電極２５、２６とを絶縁する必要があるため、電極側には電極支持体を貫
通させるための孔が２９、３０を設けなければならず、電極に明ける穴の数も多くなり、
加工コスト面で不利である。
４）集塵電極部の定期的なメインテナンスが必要であるが、ケース内から電極を取り出す
構造となっているため作業が面倒であり、電極の維持管理に手間がかかる。
５）電気集塵装置の小型軽量化が困難である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者らは、電気集塵装置の小型軽量化の開発を進めた結果、集塵電極部構造の簡略化
、さらにイオン化電極部や集塵電極部内のアースされている低電圧電極をそのまま各電極
のケースに使用してユニット化するとともに気体供給装置をもユニット化し、それらのユ
ニットを接続するだけで従来装置と同様の能力をもつ、小型軽量の電気集塵装置の開発に
成功した。
この電気集塵装置は、各電極や気体供給装置がユニット化されているため、メインテナン
スが容易となり、その上、従来の電気集塵装置のようなケースと電極との間の不要なスペ
ースもなくなるため装置全体が極めて小型軽量化され、集塵効率の向上を図ることができ
る。また、集塵電極部構造も簡略化されたため、製造コストの大幅な低減を図ることがで
きる。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的達成のため本発明が採用した技術解決手段は、　汚染気体中の塵埃を荷電するイ
オン化電極部と、前記荷電した塵埃を集塵する集塵電極部と、前記イオン化電極部、集塵
電極部の順に汚染気体を供給する気体供給手段とよりなる電気集塵装置であって、前記イ
オン化電極部および集塵電極部は ースと兼用にしたユニットとして構成す
るとともに、気体供給手段もユニットとして構成し、各ユニットを連結することにより、
集塵装置を構成することを特徴とする電気集塵装置である。
また、前記イオン化電極部の高電圧電極と前記集塵電極部の高電圧電極とは、各ユニット
を接続することで、前記ケース内において電源線と接続できる構成を有することを特徴と
する電気集塵装置である。
また、前記集塵電極部の 、低電圧電極板は、共通の電極板支持用絶縁部材に
より支持固定されていることを特徴とする電気集塵装置である。
また、 外周面には、絶縁材を被覆したことを特徴とする電気集塵装置であ
る。
【０００６】
【作用】
イオン化 は、低電圧電極３がケースと兼用して構成してあり、また、集塵電極
６も低電圧電極８がケースと兼用して構成されているため、両ユニットを接続させるだけ
で、電気集塵装置の電極部の組立が終了する。この時、集塵 高電圧電極はユニッ
トを接続する際に 内の電源接続線と接続される。その後組立られた電極の
前方あるいは後方にユニット化された気体供給装置を接続し、電気集塵装置が完成する。
【０００７】
【実施例】
以下本発明の好ましい実施例について説明する。
図１は本発明に係る実施例としての電気集塵装置の概略構成図、図２は図１中のＡ部拡大
図、図３は図１中のＢ部拡大図である。
図において、１は本実施例に係わるイオン化電極部であり、このイオン化電極部は、細い
ワイヤからなる高電圧電極２と板状体からなる低電圧電極３とを交互に一定間隔で平行に
配設し、かつ、同種電極同志を接続した高、低電圧電極群よりなり、高電圧電極の端子は
電源に接続されるとともに、低電圧電極の端部は最も外側に配置したケース５と兼用の低
電圧電極に接続され、ユニット化されている。
【０００８】
一方、集塵電極部６は板状体からなる （以下本実施例では高電圧電極板という
） とが交互に
且つ平行に配設された相対向する多数の板状電極群よりなり、前記

は各々同極のみ互いに電気的に並列に接続され、 の端子は前記
イオン化電極部内において適宜接続手段９を介して電源４と接続されるように構成されて
いる。また、 の端子は最も外側に配置したケースと兼用の低電圧電極板に
接続され、イオン化電極部と同様にユニット化されている。なお、

アースされている。
さらにこの集塵電極部６では図３に示すように給電線１６と電極板支持用絶縁体１３とが
別体で構成されており、各 は高、低電圧電極を共通の一
本の電極板支持用絶縁体１３と同絶縁体１３表面に形成したネジとナット１４とにより所
定の間隙で固定されている。なお、電極板支持用絶縁体１３は必要に応じて従来の絶縁碍
子のように表面に大きな凹凸面を形成することもできる。また、絶縁体１３と電極板との
固定法は同様の効果を奏することができるものであれば、適宜別の固定法を採用すること
ができる。このように本発明では従来のような に給電兼用電極支持体
で電極板を支持する構成に比較して、電極板支持方法が簡略化され、電極構造が簡単とな
る。
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【０００９】
前記集塵電極部内の高電圧 は、イオン化電極部と集塵電極部とをユニット接続す
るだけで自動的に電源と接続される構成を採用しており、たとえば、図２（イ）に示すよ
うに集塵電極部内より突出した接続部１０をイオン化電極部内に配置した電源線１２に当
接１１するだけで、電力を集塵電極部内の に供給できる構造とすることがで
きる。なお、必要に応じてコンセント９等を使用してイオン化電極部内で電源側と接続で
きるようにしてもよい。
【００１０】
また、電源と各電極部内の高電圧電極との接続は、上記実施例に限らず、たとえば、集塵
電極部内の高電圧電極を予め電源と接続しておき、イオン化電極部ユニットと集塵電極部
とユニットとを接続した時にイオン化電極部側の高電圧電極が集塵電極部内で電源と接続
される構成とすることもできる。要は、ユニット化されたイオン化電極部と集塵電極部と
を組付けた際に、電源と直接接続されていない側の高電圧電極が、始めて他側の電極ユニ
ット内で電源と接続される構造とすることが重要であり、こうすることにより、高電圧電
極と電源との接続構造が極めて簡単となり、製造コストの低減をも図ることができる。
【００１１】
気体供給装置１５はファンと図示せぬモータとから構成され、この気体供給装置１５も前
記各電極部と同様にユニット化されている。
前記各ユニットの外周面は適宜絶縁体で被覆してあり、また、各ユニット同志の接続は、
図２（イ）（ロ）に示すようにネジあるいは、嵌め込み式など種々の形態のものを採用す
ることができる。
【００１２】
本実施例に係わる電気集塵装置は、以下のようにして使用される。
イオン化電極部１は、外側の低電圧電極３がケースと兼用して構成してあり、また、集塵
電極部６も外側の がケースと兼用して構成されているため、両ユニットを
接続させるだけで、電極部の組立が終了する。なお、この時、集塵電極部側の高電圧

は、前述したようにユニットを接続する際にイオン化電極部内の電源接続線と接続さ
れることになり、また もイオン化電極部内の低電圧電極板に接続されること
になる。こうして組立られた電極部の前方あるいは後方にユニット化された気体供給装置
を接続し、電気集塵装置が完成する。汚染された気体は、気体供給装置の吸引力によりイ
オン化電極部内に吸引されコロナ放電によって気体中に浮遊している塵芥が帯電され、帯
電した塵芥は後段の集塵電極部で吸着除去される。
【００１３】
なお、各電極部内の高電圧電極と電源との接続は、上記実施例に限らず、たとえば、集塵
電極部内の高電圧電極を予め電源と接続しておき、イオン化電極部ユニットと集塵電極部
ユニットとを接続した時にイオン化電極部側の高電圧電極が集塵電極部内で電源と接続さ
れる構成とすることもできる。
【００１４】
本発明では、上記のようにイオン化電極部ユニット、集塵電極部ユニット、気体供給ユニ
ットを接続するだけで簡単に電気集塵装置を構成することができ、また従来のような電極
部を覆うケースが不要となるためケース内に不要なスペースが生じず、装置全体を小型軽
量化することができる。さらに各電極部内の高電圧電極と電源との接続構造も簡単となる
ため、コストの低減を図ることができる。
集塵電極部６では給電線と電極支持体とを別体で構成し、高、低電圧電極板を共通の電極
板支持用絶縁体１３で支持するようにしたため、従来のような高、低電圧電極毎に給電兼
用電極支持体で電極板を支持する構成に比較して、電極構造が簡単となる。
また、本発明の精神または主要な特徴から逸脱することなく本発明は他の色々な形で実施
することができ、そのため、前述の実施例はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、限定的に
解釈してはならない。
【００１５】
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【発明の効果】
以上詳細に説明した如く本発明によれば、電気集塵装置の各部分をユニット化したためメ
ンテナンスが容易となり、各電極内の高電圧電極と電源との接続構造が簡単となるととも
に、絶縁設計が容易となる。各種仕様のイオン化電極部と集塵電極部との組合せが容易と
なり、多くの種類の気体汚染にも対応することができるまた、集塵電極部では、電極板支
持体の本数を減少できるため、電極部の軽量化を図ることができる。等の優れた効果を奏
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る実施例としての電気集塵装置の概略構成図である。
【図２】図１中のＡ部拡大図であり同電気集塵装置のユニット接続部の説明図である。
【図３】図１中のＢ部拡大図であり同電気集塵装置の電極板支持構造図である。
【図４】従来の電気集塵装置の概略構成図である。
【図５】図４中のＣ部拡大図であり従来の電気集塵装置の電極板支持構造図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　イオン化電極部ユニット
２　　　　　　　高電圧電極
３　　　　　　　低電圧電極
４　　　　　　　電源
５　　　　　　　ケース
６　　　　　　　集塵電極部ユニット
７　　　　　　　高電圧電極
８　　　　　　　低電圧電極
９　　　　　　　電源接続部
１０　　　　　　　接続部
１１　　　　　　　当接部
１２　　　　　　　電源接続線
１３　　　　　　　電極板支持用絶縁体
１４　　　　　　　ナット
１５　　　　　　　気体供給装置
１６　　　　　　　給電線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

(7) JP 3585996 B2 2004.11.10



フロントページの続き

(72)発明者  石栗　幸博
            群馬県新田郡新田町大字上田中１２５９番地の８　株式会社渡辺製作所内

    審査官  豊永　茂弘

(56)参考文献  特開昭６０－１１０３５２（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６０－０１７２６０（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭５５－０２８４６１（ＪＰ，Ｕ）
              特表平１１－５０３８７０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０１５８０９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              B03C  3/00-3/88

(8) JP 3585996 B2 2004.11.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

