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(57)【要約】
【課題】湿式空気清浄機の空気清浄能力を向上させる。
【解決手段】本発明に係る湿式空気清浄機に含まれる浄
化ユニット９０は、その下端が洗浄水中に浸されており
、遠心力によって洗浄水を上方に移送すべく、じょうご
状の形状を有する内側ガイド部１１０と、内側ガイド部
から提供された洗浄水を噴射すべく、内側ガイド部の上
端に接続された水噴射ノズル１２０と、水噴射ノズルの
上側に設置され、回転軸５８に固定的に取り付けられ、
空気を下方に送る送風ファン１４２を有する送風機１４
０と、内側ガイド部の外側に離間して設けられ、送風機
によって下方に送られた空気と水噴射ノズルから噴射さ
れた洗浄水とをハウジング５０に貯留されている洗浄水
中に流入させる隙間を内側ガイド部との間に有する外側
ガイド部１６４とを備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湿式空気清浄機であって、
　空気吸入口及び空気排出口を有し、その内部に洗浄水を貯留するハウジングと、
　回転力を提供する回転軸を有するモータと、
　前記回転軸に固定的に取り付けられた浄化ユニットとを備え、
　前記浄化ユニットが、
　前記洗浄水中に浸され洗浄水を吸い上げる吸上部と、その内壁に形成され前記洗浄水を
上方に導くガイドとを有する内側ガイド部と、
　前記内側ガイド部の上端に接続され、前記内側ガイド部から供給された前記洗浄水を噴
射する水噴射ノズルと、
　前記噴射ノズルの上側に設置され、前記空気を下方に送るファンを有する送風機と、
　前記内側ガイド部の外側に離間して設けられ、前記送風機によって下方に送られた空気
と前記水噴射ノズルから噴射された洗浄水とを前記ハウジングに貯留されている前記洗浄
水中に流入させる間隙を前記内側ガイド部との間に有する外側ガイド部とを含むことを特
徴とする湿式空気清浄機。
【請求項２】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部及び前記外側ガイド部は、前記送風ユニットと共に回転することを特
徴とする湿式空気清浄機。
【請求項３】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部は、上側から下側に向かうにつれて狭くなるじょうご状の形状を有す
ることを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項４】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記外側ガイド部は、ビーコン状の幾何学的形状を有することを特徴とする湿式空気清
浄機。
【請求項５】
　請求項４に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記外側ガイド部の下端部は、下側から上側に向かうにつれて狭くなる逆さまのじょう
ご状の形状を有することを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項６】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記吸上部の下端は、前記内側ガイド部が前記ハウジング内の洗浄水中に浸されるよう
に、前記外側ガイド部の下端よりも下方に延びていることを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項７】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部の前記ガイドは、螺旋状の突起であることを特徴とする湿式空気清浄
機。
【請求項８】
　請求項１に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記送風機と前記外側ガイド部との間に、前記水噴射ノズルから噴射された洗浄水を前
記ハウジングの空間まで移送する移送流路が形成されたことを特徴とする湿式空気清浄機
。
【請求項９】
　湿式空気清浄機であって、
　空気吸入口及び空気排出口を有し、その内部に洗浄水を貯留するハウジングと、
　回転力を提供する回転軸を有するモータと、
　前記回転軸に固定的に取り付けられた浄化ユニットとを備え、
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　前記浄化ユニットが、
　前記洗浄水中に浸され、洗浄水を吸い上げる吸上部を有する内側ガイド部と、
　前記内側ガイド部の上端に接続され、前記内側ガイド部から供給された前記洗浄水を噴
射する水噴射ノズルと、
　前記噴射ノズルの上側に設置され、前記空気を下方に送るファンを有する送風機と、
　前記内側ガイド部の外側に離間して設けられ、前記送風機によって下方に送られた空気
と前記水噴射ノズルから噴射された洗浄水とを前記ハウジングに貯留されている前記洗浄
水中に流入させる間隙を前記内側ガイド部との間に有する外側ガイド部とを含むことを特
徴とする湿式空気清浄機。
【請求項１０】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部及び前記外側ガイド部は、前記送風ユニットと共に回転することを特
徴とする湿式空気清浄機。
【請求項１１】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部は、上側から下側に向かうにつれて狭くなるじょうご状の形状を有す
ることを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項１２】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記外側ガイド部は、ビーコン状の幾何学的形状を有することを特徴とする湿式空気清
浄機。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記外側ガイド部の下端部は、下側から上側に向かうにつれて狭くなる逆さまのじょう
ご状の形状を有することを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項１４】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記吸上部の下端は、前記内側ガイド部が前記ハウジング内の洗浄水中に浸されるよう
に、前記外側ガイド部の下端よりも下方に延びていることを特徴とする湿式空気清浄機。
【請求項１５】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記内側ガイド部の前記ガイドは、螺旋状の突起であることを特徴とする湿式空気清浄
機。
【請求項１６】
　請求項９に記載の湿式空気清浄機であって、
　前記送風機と前記外側ガイド部との間に、前記水噴射ノズルから噴射された洗浄水を前
記ハウジングの空間まで移送する移送流路が形成されたことを特徴とする湿式空気清浄機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、湿式空気清浄機に関し、より詳細には、湿式空気清浄機の内部に吸入した空
気をハウジング内に貯留されている洗浄水中に導き、前記空気と前記洗浄水との間の接触
を最大化することによって、前記空気中の異物を効果的に除去することできる湿式空気清
浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、空気清浄機は、浄化媒体を使用して、微細ダスト、様々な有害ガス、様々な細
菌、カビ、ウイルスなどを含んでいる室内空気から異物を除去した後、きれいな空気を排
出する装置である。このような空気清浄機は、室内空気を清潔かつ快適に保つという主要
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な機能の他にも、不快臭や小粒子（例えば、ダニ、花粉、ペットの毛）を除去する機能や
、空気感染による病気発生を予防する機能などを有するため、四季を通じて使用すること
ができる。
【０００３】
　空気清浄機は、乾式と湿式に大きく２つに分けられる。乾式空気清浄機は、さらに、フ
ィルタ式と電気集塵式に分けられる。
【０００４】
　フィルタ式空気清浄機は、空気がフィルタを通過する間に、様々な微粒子を捕集するこ
とができるので清浄能力に優れており、黄砂が発生する季節の使用に適している。しかし
、フィルタを周期的に交換する必要があるので、メンテナンス費用が高いという短所があ
る。集塵式空気清浄機は、フィルタを使用しないため、フィルタの交換が不要という長所
がある。しかし、電気集塵板にダストが溜まると、空気清浄機の清浄能力が低下し、ダス
トを除去する能力が弱まる。
【０００５】
　一方、湿式空気清浄機は、吸入した空気を水に接触させることによって、吸入した空気
中の浮遊粒子状物質を水に吸着させる方法を用いている。湿式空気清浄機は、水の微細噴
射によって生成された０．５ミクロン以下の微細水滴を含有する空気を使用して、ミスト
粒子の吸着効果によって空気中の微粒子と微生物を除去する。
【０００６】
　このような湿式空気清浄機の一例が、特許文献２に開示されている。
【０００７】
　この従来の湿式空気清浄機は、室内空気を空気清浄機の内部に導入する、及び清浄され
た空気を空気清浄機の外部に排出する空気循環通路と、その内部に水を貯留する貯留槽と
を備えている。また、前記湿式空気清浄機は、空気循環通路を通じて空気を循環させる送
風ユニットと、空気清浄機の噴射空間内で水を噴射する噴射ユニットとをさらに備えてい
る。
【０００８】
　前記送風ユニットは、噴射空間内に空気を吸入するためのファンと、そのファンを駆動
するためのモータとを含む。前記噴射ユニットは、貯留槽から水を揚水するためのポンプ
と、揚水した水を噴射空間内に噴射するためのノズルとを有している。
【０００９】
　空気循環通路内に導入された空気は、一般に、上方から下方に流れ、水は下側から上側
に噴射される。そして、空気清浄機内に導入された空気に、ノズルから噴射した液体微粒
子を接触させることによって、空気中の異物を水に吸着させる。
【００１０】
　しかし、このような従来の湿式空気清浄機では、微細ダストを捕集した水滴の一部が、
清浄された空気と共に空気清浄機の外部に排出されるため、清浄能力が低下するという問
題や、室内の湿度が高くなるという問題があった。
【００１１】
　また、このような従来の湿式空気清浄機では、ダストなどを捕集するために水を空気清
浄機の内壁に向かって噴射するので、騒音が大きいという問題点があった。
【００１２】
　さらに、清浄効果を向上させるためには、噴霧された洗浄水とダストなどを含有してい
る空気との接触を増大させなければならない。しかし、従来は、洗浄水と空気との接触が
不十分であるため、清浄能力は十分ではなかった。
【００１３】
【特許文献１】特開２０００－３３４２４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】



(5) JP 2008-518776 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、水粒子と空気との接触
を増大させることにより、空気清浄機能を最大化することができる空気清浄機を提供する
ことにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、洗浄水の供給及び噴射を効率良く行うことができる空気清浄機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記課題を解決すべく、本発明に係る湿式空気清浄機は、空気吸入口及び空気排出口を
有し、その内部に洗浄水を貯留するハウジングと、回転力を提供する回転軸を有するモー
タと、前記回転軸に固定的に取り付けられた浄化ユニットとを備え、前記浄化ユニットが
、前記洗浄水中に浸された、洗浄水を吸い上げる吸上部と、その内壁に形成された、前記
洗浄水を上方に導くガイドとを有する内側ガイド部と、前記内側ガイド部の上端に接続さ
れた、前記内側ガイド部から供給された前記洗浄水を噴射する水噴射ノズルと、前記噴射
ノズルの上側に設置された、前記空気を下方に送るファンを有する送風機と、前記内側ガ
イド部の外側に離間して設けられた、前記送風機によって下方に送られた空気と前記水噴
射ノズルから噴射された洗浄水とを前記ハウジングに貯留されている前記洗浄水中に流入
させる間隙を前記内側ガイド部との間に有する外側ガイド部とを含むことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る湿式空気清浄機は、空気吸入口及び空気排出口を有し、その内部に
洗浄水を貯留するハウジングと、回転力を提供する回転軸を有するモータと、前記回転軸
に固定的に取り付けられた浄化ユニットとを備え、前記浄化ユニットが、前記洗浄水中に
浸された、洗浄水を吸い上げる吸上部を有する内側ガイド部と、前記内側ガイド部の上端
に接続された、前記内側ガイド部から供給された前記洗浄水を噴射する水噴射ノズルと、
前記噴射ノズルの上側に設置され、前記空気を下方に送るファンを有する送風機と、前記
内側ガイド部の外側に離間して設けられた、前記送風機によって下方に送られた空気と前
記水噴射ノズルから噴射された洗浄水とを前記ハウジングに貯留されている前記洗浄水中
に流入させる間隙を前記内側ガイド部との間に有する外側ガイド部とを含むことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、清浄するために下方に移送された空気と噴射された洗浄水とを複数回
接触させて、空気中の異物と水分を洗浄水によって捕集し、きれいな空気のみを空気清浄
機の外部に排出するので、空気清浄効果を倍増させることができる。また、洗浄水の噴射
を複数回行うことによって、空気清浄効果の向上及びマイナスイオン発生の増大を得るこ
とができる。さらに、送風機、散水ユニット及び浄化ユニットの回転によって洗浄水と空
気を攪拌することにより、また、遠心力によって洗浄水の噴射を複数回（３回）行うこと
により、水粒子と空気との接触を増加させることができる。
【００１９】
　また、異物を捕集した水滴は、清浄された空気の流れと共に、外側ガイド部を通って洗
浄水中に移送されるので、清浄された空気のみが空気清浄機の外部に排出される。したが
って、空気清浄機の作動中に湿度が設定値以上に高くなるという問題が解決されるので、
ユーザーの満足度を向上させることができる。
【００２０】
　さらに、水噴射ノズルから噴射された洗浄水が衝突する上方傾斜部を含む空間は、浄水
ユニットの外側とは隔てられているので、洗浄水が壁面（上方傾斜部）に衝突したときに
発生する騷音が外部に伝達されるのを最小化することができる。また、浄水ユニットは、
その一部が洗浄液中に浸された状態で回転するので、作動時に発生する騒音を最小化する
ことができる。
【００２１】



(6) JP 2008-518776 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

　また、内側ガイド部の内壁に、螺旋状の突起から成るガイドを設けることにより、水を
上方に移送する速度を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付した図面を参照しつつ、本発明に係る湿式空気清浄機の好適な実施形態につ
いて詳細に説明する。
【００２３】
　図１は、本発明に係る湿式空気清浄機の断面図である。
【００２４】
　図１に示すように、本発明に係る湿式空気清浄機は、空気吸入口５２及び空気排出口５
４を有するハウジング５０と、空気吸入口５２の下方に設置された送風ユニット６０と、
ハウジング５０内に貯留されている洗浄水を送風ユニット６０に供給する給水ユニット７
０と、送風ユニット６０の下方に設置された散水ユニット８０と、散水ユニット８０の下
方に設置された浄化ユニット９０とを備えている。
【００２５】
　ハウジング５０は円筒状に形成されており、その内部（下部）に洗浄水を貯留する。空
気吸入口５２はハウジング５０の上面に形成されており、空気排出口５４はハウジング５
０の側壁に形成されている。また、ハウジング５０の中央部には、回転軸５８が設置され
ている。具体的には、回転軸５８は、送風ユニット６０、散水ユニット８０及び浄化ユニ
ット９０の各中央部を貫通して設置されている。
【００２６】
　ハウジング５０は、空気排出口５４の下端から外側に突出し、所定の角度で上方に傾斜
して延設された凝縮部５６をさらに含む。この凝縮部５６の存在によって、空気排出口５
４に到達した洗浄水が濃縮部５６で凝縮されて、再びハウジング５０の内部に落下するの
で、空気清浄機から室内へは、清浄された空気のみが排出される。
【００２７】
　給水ユニット７０は、ハウジング５０の下端部からハウジング５０の上端部まで延びる
給水管７２と、送風ユニット６０の上方の位置に洗浄水を揚水して供給すべく、給水管７
２の一側に設置されたポンプ７４とを含む。
【００２８】
　送風ユニット６０は、回転軸５８に固定的に取り付けられている。送風ユニット６０は
、空気吸入口５２から空気清浄機の内部に空気を吸入する役割を果たす。送風ユニット６
０は、モータ６９によって回転すべく、回転軸５８に固定的に取り付けられたファン本体
６２と、空気吸入口５２から室内空気を吸入するためにファン本体６２と共に回転すべく
、ファン本体６２の外周面に形成された複数の羽根６６と、洗浄水を空気循環通路に向け
て散水すべく、ファン本体６２に形成された散水器６７とを含む。各羽根６６には、多数
のガイド６８が形成されている。ガイド６８は、羽根６６の上面に形成されており、半径
方向に延びている。このガイド６８は、羽根６６の上面に落下した洗浄水を、ファン本体
６２の周方向に散水する役割を果たす。
【００２９】
　さらに、散水器６７は、給水管７２から落下した洗浄水をその内部に貯水すべく、ファ
ン本体３２の上面から下向きに凹状に形成された貯水部６５と、ファン本体６２で生じた
遠心力によって貯水部６５に貯水された洗浄水をファン本体６２の周方向に噴射すべく、
貯水部６５の周面に形成された多数の水噴射孔６４とを含む。
【００３０】
　散水ユニット８０は、自身を貫通して設置された回転軸５８に、固定的に取り付けられ
ている。散水ユニット８０は、上部が開放された円筒状の形状を有しており、その周面に
多数の放出孔８４が形成されたドラム８２と、空気中の水滴をドラム８２の内部に捕集す
べく、ハウジング５０の内壁からドラム８２の上方の空間に向かって斜めに延設された捕
集部材８６とを含む。
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【００３１】
　図２～図５に示すように、浄化ユニット９０は、回転軸５８の回転によって回転すべく
、回転軸５８に固定的に取り付けられている。また、浄化ユニット９０の下端部は、洗浄
水中に浸されている。
【００３２】
　図２は、図１に示した湿式空気清浄機に含まれる浄化ユニット９０の斜視図であり、図
３は、図２に示した浄化ユニット９０の断面図である。
【００３３】
　図２及び図３に示すように、浄化ユニット９０は、その下端が洗浄水中に浸されており
、遠心力によって洗浄水を上方に移送すべく、じょうご状の形状を有する内側ガイド部１
１０と、内側ガイド部１１０から提供された洗浄水を噴射すべく、内側ガイド部１１０の
上端に接続された水噴射ノズル１２０と、水噴射ノズル１２０の上側に設置され、回転軸
５８に固定的に取り付けられた、空気を下方に送る送風ファン１４２を有する送風機１４
０と、内側ガイド部１１０の外側に離間して離間して設けられ、送風機１４０によって下
方に送られた空気と水噴射ノズル１２０から噴射された洗浄水とをハウジング５０に貯留
されている洗浄水中に流入させる隙間を内側ガイド部１１０との間に有する外側ガイド部
１６４とを含む。
【００３４】
　内側ガイド部１１０の下端部は、外側ガイド部１６０の下端部よりも下方に延びている
。より詳細には、内側ガイド部１１０の下端部は、好ましくは、上側から下側に向かうに
つれて狭くなるじょうご状の形状を有しており、洗浄水は回転時に生じる遠心力によって
上方に吸い上げられる。内側ガイド部１１０は、吸上部１１２、内側下部傾斜部１１４、
内側上部傾斜部１１６の３つの部分に区分される。
【００３５】
　吸上部１１２は、内側ガイド部１１０の下端に形成され、洗浄水内に浸されている。吸
上部１１２の上側には、内側下部傾斜部１１４が所定の角度で外側に傾斜するように形成
されている。内側下部傾斜部１１４の上側には、内側下部傾斜部１１４よりも緩やかな傾
斜角度を有する内側上部傾斜部１１６が形成されている。
【００３６】
　内側ガイド部１１０の内壁には、ガイド１００が形成されており、洗浄水はうず巻き状
に回転しながら、上方に移送される。ガイド１００は、浄化ユニット９０の回転時におけ
る、水を移送する速度を増加させる役割を果たす。ガイド１００は、内側ガイド部１１０
の内壁に形成された螺旋状の突起を含み、好ましくは、吸上部１１２から内側下部傾斜部
１１４まで形成される。
【００３７】
　噴射ノズル１２０は、内側ガイド部１１０の上端に接続されている。噴射ノズル１２０
は、円弧に沿って形成されており、内側ガイド部１１０を通って上方に移送された洗浄水
を外側に噴射する。また、噴射ノズル１２０から噴射される洗浄水は、うず巻き状の回転
により発生した遠心力によって、さらに効果的に噴射される。したがって、マイナスイオ
ンの発生が促進され、さらに、噴射された洗浄水と空気清浄機の内部に吸入された空気と
の接触が増加する。その結果、異物を吸着捕集する効率が向上する。
【００３８】
　送風機１４０は、ファン本体１４４と、円弧状のファン１４２とを有する。ファン本体
１４４は、回転軸５８が挿入される通孔締結部１３０に固定的に挿入され、噴射ノズル１
２０が通孔締結部１３０に接続される。ファン１４２は、ファン本体１４４に沿って設置
される。
【００３９】
　さらに、ファン１４２の外側部を取り囲むフレームには、締結孔が形成された上側締結
部１４６が折曲形成される。外側ガイド部１６０の下側締結部１６２にも締結孔が形成さ
れ、上側締結部１４６と締結ネジ１５５により結合される。
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【００４０】
　外側ガイド部１６０は、内側ガイド部１１０と離間して設置され、送風機１４０に結合
されて共に回転する。外側ガイド部１６０は、ビーコン状の幾何学的形状を有しており、
外側下部傾斜部１６４、外側上部傾斜部１６６及び上方傾斜部１６９に区分される。
【００４１】
　外側下部傾斜部１６４は、出口１６８が形成された下側が広く、上側が狭い、逆さまの
じょうご状の形状を有している。すなわち、外側下部傾斜部１６４は、断面積が上側へ向
かうにつれて狭くなるように、所定の角度で内側に傾斜している。
【００４２】
　外側上部傾斜部１６６は、外側下部傾斜部１６４の上側に形成されており、所定の角度
で外側に傾斜している。さらに、噴射ノズル１２０と面する側面には、上方傾斜部１６９
が斜めに設置されており、噴射ノズル１２０から噴射された洗浄水は、上方傾斜部１６９
と衝突した後に、ファン１４２に向けて飛散する。
【００４３】
　内側ガイド部１１０、噴射ノズル１２０、送風機１４０及び外側ガイド部１６０は、互
いに一体に連結されており、モータ６９の動作によって一体的に回転する。
【００４４】
　以下、本発明に係る湿式空気清浄機の動作について説明する。
【００４５】
　電源が供給されると、モータ６９が駆動して回転軸５８及び送風ユニット６０が回転し
、空気吸入口５２から空気が吸入される。吸入された空気は、散水ユニット８０を通過し
た後、浄化ユニット９０によって、ハウジング５０に貯留されている洗浄水に向かって下
向きに送られる。そして、空気と洗浄水が接触することによって、空気中に含まれている
異物を洗浄水に吸着させる。その結果、清浄された空気が、空気排出口５４から排出され
る。
【００４６】
　このとき、給水ユニット７０によって洗浄水が揚水され、給水管７２を介して送風ユニ
ット６０の上方に供給される。供給された洗浄水は、貯水部６５に貯水された後、遠心力
によって噴出孔６４から噴出され、吸入された空気と接触して異物を吸着捕集する。さら
に、噴射された洗浄水は、ハウジング５０の内壁と衝突して、マイナスイオンを発生させ
る。
【００４７】
　その後、送風ユニット６０の下方に落下した洗浄水は、捕集部材８６によってドラム８
２の内部に捕集される。そして、洗浄水は、放出孔８４から再び放出され、二次的に、空
気中から異物を吸着捕集する。したがって、異物の除去効率が、さらに向上する。
【００４８】
　さらに、浄化ユニット９０では、送風機１４０によって下方に送られた空気は、噴射ノ
ズル１２０から噴射された洗浄水中を通過することによって、さらにろ過される。その間
、通孔連結部１３０によって送風機１４０に固定された内側ガイド部１１０も回転する。
その結果、吸上部１１２から洗浄水が吸い上げられ、その洗浄水は遠心力によって噴射ノ
ズル１２０から外側に噴射される。噴射された洗浄水が、送風機１４０のファン１４２に
よって下方に送られた空気と１次的に接触することによって、空気中の細菌やダストなど
が捕集され、さらには空気中に含まれているガス状の異物も溶解される。その結果、空気
が清浄される。
【００４９】
　このとき、内側ガイド部１１０を通って上方に移送された水は、内側ガイド部１１０の
内壁に形成されたガイド１００によってうず巻きを形成するため、遠心力は倍増する。し
たがって、噴射ノズル１２０から洗浄水を噴射する際の、洗浄水の噴射速度が増加する。
このことによって、空気中のダストなどの異物を効果的に捕集することができる。また、
マイナスイオンの生成を促進することができる。
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【００５０】
　本実施形態では、洗浄水は微細噴射され、レナード効果により、マイナスイオン性空気
が多量に生成される。このようなマイナスイオン性空気の量は、高圧放電によって生成さ
れたマイナスイオンよりも多く、自然な状態に近い。さらに、前記空気は、ハウジング５
０の底部に貯留されている洗浄水中に導かれる。このことにより、空気と洗浄水との接触
が最大化するので、空気排出口５４から空気を排出する前に、再度、空気中の異物を洗浄
水によって除去することができる。その結果、快適な室内環境を作ることができる。
【００５１】
　一方、噴射ノズル１２０から噴射した洗浄水は、上方傾斜部１６９と衝突した後に飛散
し、空気と２次的に接触する。上方傾斜部１６９を含む空間は、浄水ユニット９０の外側
とは隔てられているので、洗浄水が上方傾斜部１６９と衝突したときに発生する騷音が外
部に伝達されるのを最小化することができる。その結果、作動音を静かにすることができ
る。
【００５２】
　さらに、上方傾斜部１６９と衝突した後に上方に飛散した洗浄水は、ファン１４２の高
速回転によって、空気と３次的に接触し、それらの間で発生した摩擦と静電気によって、
空気中の異物が洗浄水に捕集される。
【００５３】
　空気中のダストなどを捕集した洗浄水は下方に落下し、外側ガイド部１６０の上部傾斜
部１６６を通って下方に流れる。
【００５４】
　外側ガイド部１６０がファン１４２と共に回転することで、外側上部傾斜部１６６を通
って流れる洗浄水及び水粒子を含んでいる空気は、遠心力によって下方に移送される。
【００５５】
　外側上部傾斜部１６６を通って下方に移送された水及び水粒子を含んでいる空気は、遠
心力によって、外側下部傾斜部１６４を通って下側出口１６８の方向に移送される。そし
て、空気中に含まれている水又は水粒子は、ハウジング内に貯留されている洗浄水と混合
される。その結果、清浄された空気のみが、出口１６８から水面上に放出される。
【００５６】
　上述したように、本発明の好適な実施形態によれば、清浄のために下方に移送された空
気と噴射された洗浄水とを複数回接触させて、空気中の異物と水分を洗浄水によって捕集
し、きれいな空気のみを空気清浄機の外部に排出するので、空気清浄効果を倍増させるこ
とができる。また、洗浄水の噴射を複数回行うことによって、空気清浄効果の向上及びマ
イナスイオン発生の増大を得ることができる。
【００５７】
　図４は、本発明に係る浄化ユニットの第２の実施形態を示す断面図である。
【００５８】
　この第２の実施形態では、外側下部傾斜部１６４の内壁にガイド２００が形成されるこ
と以外は、上述した第１の実施形態と同一である。よって、第１の実施形態と同一の構成
要素についての詳細な説明は省略する。
【００５９】
　この第２の実施形態によれば、第１の実施形態よりも、外側ガイド部１６０において下
向きに送られる空気の速度を増加させることができる。より詳細には、外側ガイド部１６
０は、送風機１４０によって下方に送られた空気と、水噴射ノズル１２０から噴射された
洗浄水とを、ハウジング５０に貯留されている洗浄水中に移送する。このとき、ガイド２
００によって、外側下部傾斜部１６４を通って下方に移送される空気は、うず巻き状に回
転しながら移送されるので、空気の速度を高めることができる。
【００６０】
　ガイド２００は、外側ガイド部１６０の内壁に、螺旋状の突起として形成することがで
きる。前記突起は、外側ガイド部１６０の外側下部傾斜部１６４まで形成されることが好
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【００６１】
　このようにして、空気をより効率的に循環させることができる。その結果、単位時間当
たりの、水と接触する空気の量が増加するので、空気中の異物を効果的に吸着捕集するこ
とができる。
【００６２】
　図５は、本発明に係る浄化ユニットの第３の実施形態を示す断面図である。
【００６３】
　この第３の実施形態では、送風機１４０と外側ガイド部１６０との間における上方傾斜
部１６９の上側の位置に、スリット状の移送流路１７０が形成されていること以外は、上
述した第１の実施形態と同一である。したがって、第１実施例と同一の構成要素について
の詳細な説明は省略する。
【００６４】
　この第３の実施形態によれば、上方傾斜部１６９と衝突して飛散した水滴は、遠心力に
よって内壁に沿って上方に移動した後、移送流路１７０を通って洗浄ユニット９０の外側
に移送される。
【００６５】
　移送流路１７０から洗浄ユニット９０の外側に洗浄水を移送し噴出させることによって
、空気と洗浄水との接触をさらに増加させることができる。
【００６６】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記した実施形態に限定
されるものではなく、本発明に係る技術的思想の範囲から逸脱しない範囲内で様々な変更
及び変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明に係る湿式空気清浄機の断面図である。
【図２】図１に示した湿式空気清浄機に含まれる浄化ユニットの斜視図である。
【図３】本発明に係る浄化ユニットの第１の実施形態を示す断面図である。
【図４】本発明に係る浄化ユニットの第２の実施形態を示す断面図である。
【図５】本発明に係る浄化ユニットの第３の実施形態を示す断面図である。
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