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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルターにより空気を濾過する空気清浄部を有する脱臭装置において、脱臭作用を有
する液体を溜める液溜め部と、前記液溜め部の液体を霧化する霧化手段と、前記霧化手段
によって霧化されたミストを搬送する搬送手段とを備え、前記液体が、ＴｉＯ2及びゼオ
ライトのうち少なくとも一方を分散させたものであり、前記霧化手段によって発生するミ
ストに放電することによってミスト粒径を２μｍ以下に制御する放電部を設け、前記放電
部の下流に、前記放電部によって粒径が制御されたミストを分級して、噴霧されるミスト
を拡散性のよいミスト粒径だけのものにすることを目的とした電界部を設けたことを特徴
とする脱臭装置。
【請求項２】
　粒径が５μｍ以下のミストを発生させる機能を有することを特徴とする請求項１に記載
の脱臭装置。
【請求項３】
　３０００～１００００００個／ｃｃのミストの数を発生する機能を有することを特徴と
する請求項１または２に記載の脱臭装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、室内空気および室内壁面の付着物の脱臭を目的とする脱臭装置に関するもの
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である。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
　従来の空気清浄機は活性炭等のフィルターにより空気を濾過する空気清浄部を有してい
るものであり、ファン等の送風手段を駆動することにより、室内空間に浮遊している臭い
を吸引して空気清浄部のフィルターで濾過（フィルトレーション）して除去し、濾過によ
り清浄化された空気が室内空間に吐出するようになっている。
【０００３】
　ところが、この濾過方式（フィルトレーション方式）では室内壁面等に付着した臭いを
除去することができないという問題があった。
【０００４】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、室内壁面等に付着した臭いを除去する
ことができる脱臭装置を提供することを課題とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための本発明の脱臭装置は、フィルターにより空気を濾過する空気
清浄部を有する脱臭装置において、脱臭作用を有する液体を溜める液溜め部と、前記液溜
め部の液体を霧化する霧化手段と、前記霧化手段によって霧化されたミストを搬送する搬
送手段とを備え、前記液体が、ＴｉＯ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させ
たものであり、前記霧化手段によって発生するミストに放電することによってミスト粒径
を２μｍ以下に制御する放電部を設け、前記放電部の下流に、前記放電部によって粒径が
制御されたミストを分級して、噴霧されるミストを拡散性のよいミスト粒径だけのものに
することを目的とした電界部を設けたことを特徴とする。室内空間に浮遊している臭いは
従来と同様に空気清浄部にて濾過（フィルトレーション）で除去できる。そして液溜め部
の脱臭作用を有する液体（ＴｉＯ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させたも
の）を霧化手段で霧化して搬送手段で噴霧することで、室内壁面等に噴霧して室内壁面等
に付着した臭いを吸着剤（ＴｉＯ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させたも
の）が吸着して効果的に除去することができる。そして霧化手段で霧化したミストを放電
部で粒径を制御し、電界部で分級することで、噴霧するミストを拡散性のよいミスト粒径
だけのものにすることができ、室内全体に拡散して室内壁面等に付着した臭いを効果的且
つ室内広範囲に亙って除去することができる。また拡散性の悪い粒径のミストを室内に放
出することがないので、室内の湿度を適湿に保つことができる。
【００１１】
　また粒径が５μｍ以下のミストを発生させる機能を有することを特徴とすることも好ま
しい。この場合、粒径が５μｍ以下の細かいミストが室内全体に効率的に到達し、室内壁
面等に付着した臭いを効果的且つ室内広範囲に亙って除去することができる。
【００１２】
　また３０００～１００００００個／ｃｃのミストの数を発生する機能を有することを特
徴とすることも好ましい。この場合、３０００～１００００００個／ｃｃのミスト数のミ
ストが室内全体に到達し、室内壁面等に付着した臭いを効果的且つ室内広範囲に亙って除
去することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　先ず、図１に示す実施の形態の例から述べる。空気清浄機本体１を構成する本体ケース
本体には空気清浄部２及びミスト供給部３を内装してある。空気清浄部２は従来と同様に
フィルターにより濾過する方式（フィルトレーション方式）のものであり、活性炭等のフ
ィルターや送風するファン等を有し、室内の空気を空気清浄部２に吸入して濾過すること
で臭い、菌、ウィルス等を除去し、清浄化した空気を室内に吐出するようになっている。
【００１８】
　ミスト供給部３は生成槽４と、液溜め部５と、霧化手段６と、搬送手段７と、霧化槽８
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とで構成され、生成槽４と液溜め部５と霧化槽８とが連通している。生成槽４は臭い、菌
、ウィルスを除去することを目的とした液体Ｌを生成するためのものであり、生成槽４で
生成された液は液溜め部５に供給されて溜められるようになっている。生成槽４は主に臭
いを除去する液体Ｌを生成するものでも、主に菌を除去する液体Ｌを生成するものでも、
主にウィルスを除去する液体Ｌを生成するものでも、臭い、菌及びウィルスを除去する液
体Ｌを生成するものでもよい。生成槽４から液溜め部５に液体Ｌが供給するとき液溜め部
５の液位が一定になるように供給されるようになっている。霧化手段６は液体Ｌを霧化し
てミストＭを発生するものであり、本例の場合、超音波振動で霧化する超音波霧化方式の
ものである。搬送手段７は霧化手段６で霧化したミストＭを霧化槽８から機外の室内壁面
等に搬送するものであり、例えばファンのようなものである。
【００１９】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが霧化手段６で霧化されて霧化槽８でミストＭが発生し、ミストＭが搬送手段７で
搬送されて室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスの少なくと
も一つが除去される。
【００２０】
　上記ミスト供給部３で生成する液体Ｌは、過酸化水素水、オゾン水、消臭液等の酸化作
用を有するものであることも好ましい。この場合、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィ
ルスを酸化して効果的に除去できる。
【００２１】
　次に、図２に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１に示すものと基本的に同
じであり、異なる点だけを主に述べる。本例の場合、生成槽４内に分散部９を設けてあり
、超音波振動にて分散するようになっている。この生成槽４では、ＴｉＯ2、ゼオライト
等の吸着作用を持つ粉体を分散させた液体Ｌを生成したり、界面活性剤を分散させた液体
Ｌを生成したり、殺菌剤を分散させた液体Ｌを生成したり、抗ウィルス剤を分散させた液
体Ｌを生成したりするようになっている。
【００２２】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で吸着作用を持つ粉体や界面活性
剤や殺菌剤や抗ウィルス剤を分散させて生成された液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜め
られ、この液溜め部５の液体Ｌが霧化手段６で霧化されて霧化槽８でミストＭが発生し、
ミストＭが搬送手段７で搬送されて室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、
菌、ウィルスが除去される。吸着作用を持つ粉体を分散させた液体Ｌを霧化させたミスト
Ｍを噴霧した場合、室内壁面に付着した臭いを吸着剤が吸着して効果的に除去できる。ま
た界面活性剤を分散させた液体Ｌを霧化させたミストＭを噴霧した場合、室内壁面等に付
着した臭いを界面活性剤が化学吸着して効果的に脱臭することができる。殺菌剤を分散さ
せた液体Ｌを霧化させたミストＭを噴霧した場合、室内壁面等に付着した菌を殺菌剤が殺
菌して効果的に菌を除去することができる。抗ウィルス剤を分散させた液体Ｌを霧化させ
たミストＭを噴霧した場合、室内壁面等に付着したウィルスを抗ウィルス剤が抗ウィルス
して効果的に除去することができる。
【００２３】
　次に、図３に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを主に述べる。超音波霧化方式の霧化手段６の駆動制御部１０は超音波
振動の周波数を制御するようになっている。この周波数を制御することにより、粒径が５



(4) JP 5149473 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

μｍ以下のミストＭを霧化するようにしてある。
【００２４】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが駆動制御部１０で周波数制御された霧化手段６で霧化されて霧化槽８に粒径３μ
ｍ以下のミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬送されて室内壁面等に噴霧さ
れ、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスが除去される。このように粒径が５μｍ以
下のミストを発生させて噴霧した場合、粒径が５μｍ以下の細かいミストＭが室内全体に
効率的に到達し、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的且つ室内広範囲に亙
って除去することができる。
【００２５】
　次に、図４に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを主に述べる。超音波霧化方式の霧化手段６の駆動制御部１１は電力制
御するようになっている。このように駆動する電力を制御することにより、ミストＭの数
が３０００～１００００００個／ｃｃになるように霧化するようになっている。
【００２６】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが駆動制御部１１で電力制御された霧化手段６で霧化されて霧化槽８にミスト数が
３０００～１００００００個／ｃｃのミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬
送されて室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスが除去される
。このようにミスト数が３０００～１００００００個／ｃｃのミストＭを発生させて噴霧
した場合、ミスト数が３０００～１００００００個／ｃｃのミストＭが室内全体に到達し
、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的且つ室内広範囲に亙って除去するこ
とができる。
【００２７】
　次に、図５に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを主に述べる。本例の場合、霧化槽８の出口側に放電部１２を設けてあ
り、霧化したミストに放電部１２から放電することによりミストＭの粒径を制御してミス
トＭの粒径を２μｍ以下にするようにしてある。
【００２８】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが霧化手段６で霧化されてミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬送さ
れると共に放電部１２からの放電にてミストＭの粒径が２μｍ以下にされて室内壁面等に
噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスが除去される。この場合、霧化手段
６で霧化したミストＭを放電部１２で粒径を制御してさらに小さい粒径のミストＭを噴霧
することができ、噴霧するミストＭの粒径が小さいことで室内全体に拡散し、室内壁面等
に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的且つ広範囲に亙って除去することができる。また
拡散性の悪い粒径のミストＭを室内に放出することがないので、室内の湿度を適湿に保つ
ことができる。
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【００２９】
　次に、図６に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを述べる。本例の場合、霧化槽８の出口側に霧化したミストＭの粒径を
制御するために放電する放電部１２を設けてあり、この放電部１２より出口側に電界をか
けてミストＭを分級する電界部１３を設けてある。
【００３０】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが霧化手段６で霧化されてミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬送さ
れ、ミストＭが放電部１２を通過するとき放電部１２からの放電にてミストＭの粒径が制
御され、この粒径が制御されたミストＭが通過するとき電界部１３による電界にてミスト
Ｍが分級され、分級されたミストＭが室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い
、菌、ウィルスが除去される。この場合、電界にてミストＭが分級されて噴霧されること
により拡散性のよいミスト粒径だけのものにすることができ、室内全体に拡散して室内壁
面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的且つ室内広範囲に亙って除去することができ
る。また拡散性の悪い粒径のミストＭを室内に放出することがないので、室内の湿度を適
湿に保つことができる。
【００３１】
　次に、図７に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを述べる。本例の場合、霧化槽８の出口側に霧化したミストＭにチャー
ジさせるために放電する放電部１４を設けてある。この放電部１４には放電を電流制御に
より制御する制御部１４ａを設けてあり、電流制御することによってチャージ量を制御す
ることができるようになっている。
【００３２】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが霧化手段６で霧化されてミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬送さ
れると共に放電部１４からの放電にて霧化したミストのチャージ量が制御されて室内壁面
等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスが除去される。この場合、放電
部１４によって霧化したミストＭのチャージ量を制御することにより静電拡散が起こるこ
とによって、室内全体に拡散して室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルス等を効果的且
つ室内広範囲に亙って除去することができる。
【００３３】
　次に、図８に示す実施の形態の例について述べる。本例も図１の例と基本的に同じであ
り、異なる点だけを述べる。本例の場合、霧化槽８の出口側に霧化したミストＭにキャビ
テーションを生じさせるためのキャビテーション生成部１５を設けてあり、ミストＭにキ
ャビテーションを生じさせることによりミストＭ中にラジカルを生成するようになってい
る。
【００３４】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
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液体Ｌが霧化手段６で霧化されてミストＭが発生し、このミストＭが搬送手段７で搬送さ
れると共にキャビテーション生成部１５にてミストＭにキャビテーションを生じさせるこ
とでミストＭ中にラジカルを生成して室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い
、菌、ウィルスが除去される。この場合、ミスト中にキャビテーションによってラジカル
を生成することによって、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的に除去する
ことができる。
【００３５】
　次に、図９や図１０に示す実施の形態の例について述べる。本例の上記例と基本的に同
じであり、異なる点だけを述べる。本例の場合、霧化手段６は静電霧化方式で霧化するも
のであり、図９の霧化手段６はキャピラリ電極１６、液溜め部５及び高電圧発生部１７と
で構成されており、図１０の霧化手段６はキャピラリ電極１６、液溜め部５、高電圧発生
部１７及び対極電極１８で構成されており、いずれもキャピラリ電極１６またはキャピラ
リ電極１６及び対極電極１８に高電圧を印加することにより静電霧化することができるよ
うになっている。
【００３６】
　上記のように構成せる空気清浄機は次のように動作をする。空気清浄部２が駆動される
ことにより、室内空間の空気は空気清浄部２に吸入され、フィルターで濾過されて臭い、
菌、ウィルス等が除去され、清浄化した空気が室内に吐出され、室内空間の空気が清浄化
される。一方、ミスト供給部３を駆動すると、生成槽４で生成された脱臭作用や殺菌作用
や抗ウィルス作用を有する液体Ｌが液溜め部５に供給されて溜められ、この液溜め部５の
液体Ｌが霧化手段６で静電霧化方式で霧化されてミストＭが発生し、このミストＭが搬送
手段７で搬送されて室内壁面等に噴霧され、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスが
除去される。この場合、静電霧化方式で霧化することによって、ミストＭが帯電して室内
壁面等に付着しやすくなり、室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的に除去す
ることができる。また霧化手段６がキャピラリ電極１６、液溜め部５、高電圧発生部１６
からなっていると、帯電ミストＭが発生し、室内壁面等に付着しやすい帯電ミストが室内
壁面等に付着した臭い、菌を効果的に除去することができる。また霧化手段がキャピラリ
電極１６、液溜め部５、高電圧発生部１７、対極電極１８からなっていると、ミストＭを
効率的に霧化部分から室内に搬送することでき、室内壁面等に付着しやすい帯電ミストＭ
が室内壁面等に付着した臭い、菌を効果的に除去することができる。
【００３７】
　また図９、図１０のもので、霧化手段６の高電圧発生部１７から印加する印加電圧が直
流のマイナス電圧であることが好ましい。この場合、マイナス電圧印加の静電霧化方式の
霧化手段６により霧化することで効率的に霧化でき、室内壁面等に付着しやすい帯電ミス
トＭが室内壁面等に付着した臭い、菌、ウィルスを効果的に除去できる。さらにマイナス
イオンを室内に搬送することができる。
【００３８】
　また図９、図１０のもので、キャピラリ電極１６の内径が０．０５～０．６ｍｍである
ことが好ましい。この場合、キャピラリ電極１６の内径が０．０５～０．６ｍｍで構成さ
れている静電霧化方式の霧化手段６により霧化することで、比較的低電圧（４ｋＶ～）で
液体を霧化でき、室内壁面等に付着しやすい帯電ミストＭが室内壁面等に付着した臭い、
菌、ウィルスを効果的且つ低電力で除去することができる。
【００３９】
【発明の効果】
　本発明の請求項１の発明は、フィルターにより空気を濾過する空気清浄部を有する脱臭
装置において、脱臭作用を有する液体を溜める液溜め部と、前記液溜め部の液体を霧化す
る霧化手段と、前記霧化手段によって霧化されたミストを搬送する搬送手段とを備え、前
記液体が、ＴｉＯ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させたものであり、前記
霧化手段によって発生するミストに放電することによってミスト粒径を２μｍ以下に制御
する放電部を設け、前記放電部の下流に、前記放電部によって粒径が制御されたミストを
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分級して、噴霧されるミストを拡散性のよいミスト粒径だけのものにすることを目的とし
た電界部を設けたので、室内空間に浮遊している臭いは従来と同様に空気清浄部にて濾過
（フィルトレーション）で除去できるのは勿論、液溜め部の脱臭作用を有する液体（Ｔｉ
Ｏ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させたもの）を霧化手段で霧化して搬送
手段で噴霧することで、室内壁面等に噴霧して室内壁面等に付着した臭いを吸着剤（Ｔｉ
Ｏ2及びゼオライトのうち少なくとも一方を分散させたもの）が吸着して効果的に除去す
ることができるものである。そして霧化手段で霧化したミストを放電部で粒径を制御し、
電界部で分級することで、噴霧するミストを拡散性のよいミスト粒径だけのものにするこ
とができ、室内全体に拡散して室内壁面等に付着した臭いを効果的且つ室内広範囲に亙っ
て除去することができる。また拡散性の悪い粒径のミストを室内に放出することがないの
で、室内の湿度を適湿に保つことができる。
【００４５】
　また本発明の請求項２の発明は、請求項１において、粒径が５μｍ以下のミストを発生
させる機能を有するので、粒径が５μｍ以下の細かいミストが室内全体に効率的に到達し
、室内壁面等に付着した臭いを効果的且つ室内広範囲に亙って除去することができるもの
である。
【００４６】
　また本発明の請求項３の発明は、請求項１または２において、３０００～１０００００
０個／ｃｃのミストの数を発生する機能を有するので、３０００～１００００００個／ｃ
ｃのミスト数のミストが室内全体に到達し、室内壁面等に付着した臭いを効果的且つ室内
広範囲に亙って除去することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の一例の断面図である。
【図２】同上の他例の断面図である。
【図３】同上の他例の断面図である。
【図４】同上の他例の断面図である。
【図５】同上の他例の断面図である。
【図６】同上の他例の断面図である。
【図７】同上の他例の断面図である。
【図８】同上の他例の断面図である。
【図９】同上の他例の断面図である。
【図１０】同上の他例の断面図である。
【符号の説明】
１　空気清浄機本体
２　空気清浄部
３　ミスト供給部
４　生成槽
５　液溜め部
６　霧化手段
７　搬送手段
８　霧化槽
９　分散部
１０　駆動制御部
１１　駆動制御部
１２　放電部
１３　電界部
１４　放電部
１５　キャビテーション生成部
１６　キャピラリ電極
１７　高電圧発生部
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１８　対極電極
Ｌ　液体
Ｍ　ミスト

【図１】 【図２】



(9) JP 5149473 B2 2013.2.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(11) JP 5149473 B2 2013.2.20

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ０１Ｄ  46/00     (2006.01)           Ａ６１Ｌ   9/16    　　　Ｆ          　　　　　
   Ｂ０３Ｃ   3/00     (2006.01)           Ａ６１Ｌ   9/22    　　　　          　　　　　
   Ｂ０３Ｃ   3/02     (2006.01)           Ｂ０１Ｄ  46/00    　　　Ｚ          　　　　　
   Ｆ２４Ｆ   7/00     (2006.01)           Ｂ０３Ｃ   3/00    　　　Ｈ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０３Ｃ   3/02    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ２４Ｆ   7/00    　　　Ａ          　　　　　

    合議体
    審判長  藤原　敬士
    審判官  川端　修
    審判官  井上　茂夫

(56)参考文献  実開昭６３－５６０３９（ＪＰ，Ｕ）
              特開２００３－１６４５１５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－１４０２２（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－２５０３２５（ＪＰ，Ａ）
              特開平８－１６５２０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－５１３３０（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－４７９（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６４－２２３６４（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２３７９８３（ＪＰ，Ａ）
              岩本成正他、「静電霧化を用いた消臭技術の研究」、第二十回エアロゾル科学・技術研究討論会
              論文集，日本エアロゾル学会、２００３年　７月２９日，５９－６０頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B01D 46/00 - 46/54
              A61L  9/00 -  9/22
              F24F  1/00 - 13/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

