
JP 3222973 U 2019.9.12

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】湿式空気清浄器を提供する。
【解決手段】微細な網に洗浄液である水、塩溶液、塩基
溶液又は有機酸溶液の水膜を形成させた後、微細ほこり
、オゾン、カビ、細菌、有害気体又は有無機物質によっ
て汚染された空気を通過させて、汚染物質が洗浄液の水
膜に付着、吸着又は溶解して除去されるように構成する
ことにより、汚染物質の除去効率を高め、抗菌及び除菌
に食品添加物である塩、塩基又は有機酸を使うことで、
人体に対する有害性の難点が解消され、ひいては維持補
修及び内部洗浄が容易になる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　湿式空気清浄器であって、
　箱状の本体（１１０）と、
　前記本体（１１０）の下部に備えられ、空気が吸入される吸入口（２１０）が形成され
た吸入部（２００）と、
　前記本体（１１０）の上部に取り付けられ、前記吸入口（２１０）に吸入された空気が
吐き出される吐出口（６５０）及び前記吐出口（６５０）の下部の最終フィルター（６１
０）を備えた吐出部（６００）と、
　前記本体（１１０）の内部に取り付けられ、電源の印加によって駆動することによって
前記吸入部（２００）側から前記吐出部（６００）側に空気を流動させるための送風部（
３００）と、
　前記本体（１１０）の内部に取り付けられ、前記吸入部（２００）に吸入された空気を
浄化することができるように、水膜網（４１０）と洗浄液の飛散防止機能をする飛散防止
網（４２０）が組み合わせられた一つ以上のフィルター段（４８０）を含んでなるフィル
ター部（４００）と、
　前記フィルター部（４００）に洗浄液を供給して回収することができるように構成され
る給排水部（５００）とを含み、
　汚染空気が、前記フィルター部（４００）の水膜網（４１０）に形成された洗浄液の水
膜を通過して気泡として裂けるとき、気泡膜及び水滴に、そして前記フィルター部（４０
０）の飛散防止網（４２０）に付着した洗浄液の水滴に、汚染物質が付着、吸着又は溶解
して除去され、前記吐出部（６００）の最終フィルター（６１０）を通過することによっ
て空気の湿度を調節するとともに飛散洗浄液の吸収によって汚染空気を浄化するように構
成され、
　前記洗浄液は、ｉ）水、ｉｉ）水に塩が溶解した水溶液、ｉｉｉ）水に塩基が溶解した
水溶液、ｉｖ）水に有機酸が溶解した水溶液のうち、前記一つ以上のフィルター段（４８
０）のうち該当フィルター段のフィルタリング目的によって選択されることを特徴とする
、湿式空気清浄器。
【請求項２】
　前記一つ以上のフィルター段（４８０）は本体（１１０）の内部底面を基準に給水溝（
４１３）の端部が下方に８０度以下に傾くように構成され、前記フィルター段（４８０）
は飛散防止網（４２０）が水膜網（４１０）の上側に１ｃｍ以上離隔して互いに平行に備
えられることを特徴とする、請求項１に記載の湿式空気清浄器。
【請求項３】
　前記フィルター部（４００）の水膜網（４１０）は、板状の網の縁部に網枠（４４０）
が備えられ、一定厚さの水膜と洗浄液通路を形成する補強枠（４５０）が備えられた水膜
上部網（４１２）と、水膜上部網（４１２）と同じ形態であるが、水膜上部網（４１２）
が覆された形態である水膜下部網（４１１）とを接合させた網の両端に給水溝（４１３）
と排水溝（４１６）が形成されてなることを特徴とする、請求項１又は２に記載の湿式空
気清浄器。
【請求項４】
　前記フィルター部（４００）の飛散防止網（４２０）は、板状の網の縁部に網枠（４４
０）が備えられ、網の傷み防止と飛散水滴洗浄液通路を形成する補強枠（４５０）が備え
られ、一フィルター段（４８０）に飛散防止網（４２０）が２重以下で備えられることを
特徴とする、請求項１又は２に記載の湿式空気清浄器。
【請求項５】
　前記一つ以上のフィルター段は二つ以上であり、各フィルター段ごとに違う洗浄液を使
い、
　前記塩は、塩、重曹、リン酸塩、炭酸塩及びヨウ化カリウムのいずれか１種であり、
　前記塩基は、水酸化カルシウム及び水酸化ナトリウムのいずれか１種であり、
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　前記有機酸は、タンニン酸、酒石酸、リンゴ酸、コハク酸及び乳酸のいずれか１種であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の湿式空気清浄器。
【請求項６】
　前記フィルター部（４００）に洗浄液を供給して循環させるための給排水部（５００）
は、本体（１１０）の下部に取り付けられ、洗浄液を保存することができるように構成さ
れる水槽（５１０）と、前記水槽に保存された洗浄液をフィルター部（４００）側に供給
して循環させることができるように構成されるポンプ（５４０）と、前記ポンプ（５４０
）の駆動で洗浄液をフィルター部（４００）側に給水するための給水管（５３１）と、前
記給水管（５３１）を通じて給水された洗浄液をフィルター部（４００）から回収するた
めの配水管（５３２）及び補助水槽（５２０）とを含んでなり、前記のように構成された
給排水部（５００）は一つからなって洗浄液をフィルター部（４００）側に供給して循環
させることができるように構成されるか、あるいは前記フィルター段（４８０）が複数か
らなり、各フィルター段（４８０）に対応するようにそれぞれ構成されることを特徴とす
る、請求項１に記載の湿式空気清浄器。
【請求項７】
　前記フィルター部（４００）の水膜網（４１０）及び飛散防止網（４２０）と前記最終
フィルター（６１０）の支持網（６１１）及びカバー網（６１３）は、ステンレススチー
ル、合金、ナイロン及び化学繊維のいずれか１種からなる網であり、
　網目は３０～２０００μｍ大きさを有し、
　前記最終フィルター（６１０）の支持網（６１１）とカバー網（６１３）の間に濾過材
（６１２）をさらに備え、
　前記濾過材（６１２）は、ｉ）綿、絹糸及び毛のいずれか１種からなる天然繊維、ｉｉ
）アクリル、ナイロン、ポリエステル及びスパンデックスのいずれか１種からなる合成繊
維、ｉｉｉ）多孔性プラスチック、ｉｖ）ガラス繊維及びｖ）不織布のいずれか１種であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の湿式空気清浄器。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は湿式空気清浄器に関し、より詳しくは微細な網に洗浄液である水、塩溶液、塩
基溶液又は有機酸溶液の水膜を形成させた後、微細ほこり、オゾン、カビ、細菌、有害気
体又は有無機物質によって汚染された空気を通過させることで、汚染物質が洗浄液の水膜
に付着、吸着又は溶解して除去されるように構成することにより、汚染物質の除去効率を
高め、抗菌及び除菌に食品添加物である塩、塩基又は有機酸を使うことで、人体に対する
有害性の論難から自由になることができ、ひいては維持補修及び内部洗浄を容易にした湿
式空気清浄器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、黄砂とともに超微細ほこりの増加につれてきれいで安全な空気に対する
欲求が増大している近年、加湿器殺菌剤に引き続き空気清浄器及び空気調和機のフィルタ
ーまで有害物質論難の対象となっている。
【０００３】
　このような空気清浄器と空気調和機などに使用されるフィルターの抗菌剤と除菌剤が有
害物質の主犯という認識が拡散しているため、空気の汚染物質除去機能に劣らず抗菌機能
と除菌機能が重要視されている。
【０００４】
　特に、空気清浄器と空気調和機に使われるＨＥＰＡフィルターに抗菌剤と除菌剤として
有害物質を使うことになった原因は水である。ＨＥＰＡフィルターに捕集された細菌とカ
ビが水分によって増殖して空気を再汚染させるか匂いを発生させるからである。
【０００５】
　すなわち、人体に有害ではない自然物質と自然界原理を用いた抗菌機能及び除菌機能に
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よって安全で快適な空気の提供が要求されている。
【０００６】
　一方、空気中の固体粒子の分布は、目に見える０．００１μｍ～５００μｍのものから
目に見えないものまで多様である。微細ほこりは、直径１０μｍ以下の粒子性大気汚染物
質であり、直径２．５μｍ以下のものを超微細ほこり（ＰＭ２．５）、直径０．１μｍ以
下のものを極超微細ほこり（ＰＭ０．１）と呼ぶ。
【０００７】
　微細ほこりサイズ以下の粒子は粒子の大きさが小さくて鼻粘膜、口腔又は気管支で濾さ
れなく、続けて吸入すれば、喘息などの各種の呼吸器疾患の原因となる。
【０００８】
　水を用いて空気を浄化する空気清浄器（ａｉｒ　ｗａｓｈｅｒ）は空気調和機の一部を
構成するものであり、汚染空気を機械内に吸い込み、冷水と温水を小さな水滴状態で噴霧
することで、空気中のほこりなどの汚染物質を付着して除去し、溶解性ガスは溶かして一
緒に除去する。
【０００９】
　集塵装置の形態として、スクラバー（ｓｃｒｕｂｂｅｒ）、充填塔（ｐａｃｋｉｎｇ　
ｔｏｗｅｒ）、噴射塔（ｓｐｒａｙ　ｔｏｗｅｒ）などがあり、汚染物質を除去して室内
空気を浄化し、同時に湿度を加減することができるので、産業体に広く使っているが、事
務室や家庭用ではほとんど使うことができなかった。
【００１０】
　このような理由で、事務室や家庭用には、小さくて軽いし、取り扱いやすい空気清浄器
が主に使われていた。
【００１１】
　空気清浄器の空気浄化方式は、大別してファンを用いて汚染空気を織物、紙、ガラス繊
維などの濾過材、細い不織布又はガラス繊維を圧縮して製作したＨＥＰＡフィルター（Ｈ
ｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ａｉｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）、活
性炭フィルターを用いて濾過するフィルター式と、数千ボルトの高電圧を汚染空気にかけ
ることで汚染粒子が（－）電荷を帯びるようにし、（＋）電荷がかかっている集塵板に付
着して除去する電気集塵式に分けることができる。
【００１２】
　空気清浄器フィルターは大きく３～４種に分けられる。共通して大きなほこりを濾し出
す前置フィルター、黄砂や微細ほこりを濾し出すＨＥＰＡフィルター、空気中の匂いを除
去する脱臭フィルターなどの３段階フィルターで空気を浄化する。ＨＥＰＡフィルターは
値段が高いが、０．１μｍより小さな極超微細ほこりの除去が困る。
【００１３】
　フィルター方式の空気清浄器を使うときは、フィルターによる空気再汚染の防止のため
にフィルターを頻繁に洗浄するかフィルターの交換周期を徹底的に守らなければならない
。
【００１４】
　電気集塵方式空気清浄器は、消費電力、騷音、維持管理費用が低い利点があるが、ＨＥ
ＰＡフィルターより低い集塵効率、オゾンや窒素酸化物の発生、本体の内部が易しく汚く
なって周期的な掃除が必要な欠点がある。
【００１５】
　このような点に鑑みて韓国登録特許第１０－０６０１０２９号に自己洗浄機能を有する
乾湿式複合空気清浄器が出願されたことがある。
【００１６】
　このような自己洗浄機能を有する乾湿式複合空気清浄器は、湿式噴霧された水滴を含ん
でいる汚染空気をＨＥＰＡフィルターで濾過して集塵効率を高めるとともにＵＶランプで
抗菌効果を高めることはできるが、濾過時に濾過空隙が水滴で詰まり、濾過圧力損失が大
きくなって空気浄化能力が急減し、ＵＶ照射によってはＨＥＰＡフィルターの内部と器機
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の内部の死角区域に対する抗菌機能の付与が充分ではなく、未稼働時の電源遮断によって
水分による匂い、細菌又はカビの増殖問題が発生し、水中の高圧電気による帯電、電気集
塵板、ＵＶランプの稼働によって感電事故の危険性が存在する。
【００１７】
　一方、韓国登録実用新案第２０－０４７０７９２号には水膜フィルターを用いた空気清
浄器が出願されたことがある。
【００１８】
　前述した水膜フィルターを用いた空気清浄器は、垂直に立てられた複数の同一規格ＳＵ
Ｓメッシュ網に電気で帯電された水を落下させるときに形成される水膜フィルターに空気
を通過させることによって汚染空気を浄化させる考案である。
【００１９】
　前述した水膜フィルターを用いた空気清浄器は、垂直落下する水の重力が表面張力より
大きいため、複数の給水ホールから供給される上部メッシュ網も給水ホール連結部分と隣
接部分で水膜の厚さ差が発生し、メッシュ網に空気が通過するとき、空気が通過するメッ
シュ網の下部には上部の水が供給されなくて水膜フィルターのない空気通路が形成され、
空気通路下部のメッシュ網には水膜が形成されないか不均一であり、下部に水が落下する
ほど重力によって水が早く落下し、上部より下部の水膜が薄くなって空気通路が形成され
るため、空気浄化効率が低いと予想される。また、この考案は専ら水のみ使うため、脱臭
効率又は揮発性有機化合物（ＶＯＣｓ）の除去効率が低い欠点がある。
【００２０】
　また、前述した水膜フィルターを用いた空気清浄器は、陰極メッシュ網に供給される水
中の陰極板と陽極帯電網を連結する直流高電圧発生器と水中ポンプを内在しているため、
感電事故の危険性が存在する。
【００２１】
　また、前述した水膜フィルターを用いた空気清浄器は、空気清浄器が倒れる場合、集水
部の水が補助集水部に分散するようにしたが、給水部上部水槽、水膜フィルター、排水部
の水が空気清浄器の外部に漏水する問題点が全く解決されたとは思われない。
【００２２】
　また、水を使っているため、稼働時間以外の時間には抗菌及び除菌機能がなくて微生物
が急激に増殖し、メッシュ網と給水配管の詰まりが発生し、空気清浄器の内部が不快臭発
生源となるであろう。
【００２３】
　そして、韓国登録特許第１０－０６０９４７７号には加湿機能を有する空気清浄器が出
願されたことがある。
【００２４】
　前記加湿機能を有する空気清浄器は、上部水槽の水が水槽底面の多数の通孔を通じて波
形の網状加湿板に沿って流れ、空気が流れる水を通過するようにして空気中の微細ほこり
を除去する。
【００２５】
　前記加湿機能を有する空気清浄器は前述した水膜フィルターを用いた空気清浄器に似て
いる技術を適用しているため、前述したような原因で空気浄化効率が低いと予想される。
水を使って空気を浄化する従来の空気清浄器は前述したような欠点を持っているため、こ
れを克服するために概してフィルター式と電気集塵式を混用する空気清浄器が大部分であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２６】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－０６０１０２９号公報
【特許文献２】韓国登録実用新案第２０－０４７０７９２号公報
【特許文献３】韓国登録特許第１０－０６０９４７７号公報
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００２７】
　したがって、本考案は、水を使って空気中の微細ほこり、オゾン、カビ、細菌、有害気
体、有・無機物質などの汚染物質を浄化する空気清浄器の従来の問題点である微細ほこり
、オゾン、有害気体及び揮発性有機化合物（ＶＯＣｓ）の除去効率改善し、空気清浄器の
内部での微生物増殖を抑制し、空気が水膜を通過するときの水滴の騷音を減らすことがで
きるだけではなく、空気清浄器の転倒時の漏水発生を最小化し、水の使用量を減らして空
気清浄器の重さ及び体積を減らし、ひいては水と電気線の接触を減らして感電の危険を低
めることにその目的がある。
【００２８】
　本考案の他の目的はこの記述の進行によって明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　上述した目的を達成するための本考案湿式空気清浄器は、箱状の本体と、前記本体の下
部に備えられ、空気が吸入される吸入口が形成された吸入部と、前記本体の上部に取り付
けられ、前記吸入口に吸入された空気が吐き出される吐出口及び前記吐出口の下部の最終
フィルターを備えた吐出部と、前記本体の内部に取り付けられ、電源の印加によって駆動
することによって前記吸入部側から前記吐出部側に空気を流動させるための送風部と、前
記本体の内部に取り付けられ、前記吸入部に吸入された空気を浄化することができるよう
に、水膜網と洗浄液の飛散防止機能をする飛散防止網が組み合わせられた一つ以上のフィ
ルター段を含んでなるフィルター部と、前記フィルター部に洗浄液を供給して回収するこ
とができるように構成される給排水部とを含み、汚染空気が、前記フィルター部の水膜網
に形成された洗浄液の水膜を通過して気泡として裂けるとき、気泡膜及び水滴に、そして
前記フィルター部の飛散防止網に付着した洗浄液の水滴に、汚染物質が付着、吸着又は溶
解して除去され、前記吐出部の最終フィルターを通過することによって空気の湿度を調節
するとともに飛散洗浄液の吸収によって汚染空気を浄化するように構成され、前記洗浄液
は、ｉ）水、ｉｉ）水に塩が溶解した水溶液、ｉｉｉ）水に塩基が溶解した水溶液、ｉｖ
）水に有機酸が溶解した水溶液のうち、前記一つ以上のフィルター段の該当フィルター段
のフィルタリング目的によって選択されることを特徴とする。
【００３０】
　前記一つ以上のフィルター段は本体の内部底面を基準に給水溝の端部が下方に８０度以
下に傾くように構成され、前記フィルター段は飛散防止網が水膜網の上側に１ｃｍ以上離
隔して互いに平行に備えられることを特徴とする。
【００３１】
　そして、前述したフィルター部の飛散防止網は、板状の網の縁部に網枠が備えられ、網
の傷み防止及び飛散水滴洗浄液通路を形成する補強枠が備えられ、一フィルター段に飛散
防止網が２重以下で備えられることを特徴とする。
【考案の効果】
【００３２】
　前述したように、本考案による湿式空気清浄器によれば、微細気泡の破裂、水膜の数回
通過、水又は塩、塩基又は有機酸の水溶液である洗浄液の通過によって微細ほこり、オゾ
ン、カビ、細菌、有・無機物質の除去効率を向上させることができる効果とともに、水又
は水に塩、塩基又は有機酸を溶解させた溶液を使って空気清浄器内での微生物増殖を抑制
することができ、薄い水膜と微細網目による微細気泡の破裂によって水滴騷音を減らすこ
とができ、水槽と水膜網、送風室と補助水槽の漏圧防止連結配管と水膜の表面張力によっ
て網に凝集した薄い水膜は漏水発生を最小化することができるだけでなく、薄い水膜と低
い傾斜度の水膜網は運転にかかる洗浄液量が少ないので、小容量の水槽の設置によって前
記本体の重さと体積を減らすことができ、飛散防止網の設置によって器機内部の水滴飛散
が少なく、非接触式ポンプの使用によって感電危険を減らすことができる効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本考案による湿式空気清浄器の一例を示す斜視図である。
【図２】本考案による湿式空気清浄器の本体内部空間を示す側断面図である。
【図３】本考案による湿式空気清浄器の本体内部空間を示す正断面図である。
【図４】本考案による湿式空気清浄器の本体内部空間を示す背面断面図である。
【図５】本考案による湿式空気清浄器の水膜網を示す斜視図である。
【図６】本考案による湿式空気清浄器の飛散防止網を示す斜視図である。
【図７】本考案による湿式空気清浄器の最終フィルターを示す分解断面図である。
【図８】本考案による湿式空気清浄器の水槽を示す斜視図である。
【図９】本考案による湿式空気清浄器の補助水槽を示す斜視図である。
【図１０】本考案による湿式空気清浄器の給水管と配水管の部分を示す断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本考案による湿式空気清浄器の一実施例を説明すれば次のようである。
【００３５】
　まず、図面で同じ構成要素又は部品はできるだけ同じ参照符号で示していることに留意
しなければならない。本明細書に開示する実施例の説明において、関連の公知技術につい
ての具体的な説明がこの明細書に開示した実施例の要旨をあいまいにすることができると
判断される場合、その詳細な説明を省略する。
　また、添付図面はこの明細書に開示した実施例を易しく理解することができるようにす
るためのものであるだけ、添付図面によってこの明細書に開示した技術的思想が制限され
なく、本考案の思想及び技術範囲に含まれる全ての変更、均等物又は代替物を含むもので
あると理解されなければならない。
【００３６】
　添付図面の図１～図４に示したように、本考案による湿式空気清浄器１００は、箱状の
本体１１０と、前記本体１１０の下部に備えられ、汚染空気が本体１１０に吸入される吸
入口２１０と、前記吸入口２１０の背面に取り付けられ、吸入された空気の大きな粒子を
濾し出す前置フィルター２２０を備えている吸入部２００と、前記吸入部２００から本体
１１０の内部に取り付けられた落水遮断板３２０に空気通路を構成して、フィルター部４
００に内部空気を送風ファン３１０で強制送風する送風部３００と、前記本体１１０の内
部に取り付けられ、前記吸入部２００に吸入された空気を浄化することができるように、
水膜網４１０と洗浄液の飛散防止機能をする飛散防止網４２０とが組み合わせられた一つ
以上のフィルター段４８０を含んでなるフィルター部４００と、前記本体１１０の下部に
備えられ、前記フィルター部４００に洗浄液をポンプ５４０の駆動に対応して供給するこ
とができる水槽５１０と、前記ポンプ５４０、前記ポンプの駆動で洗浄液を給水するため
の給水管５３１、フィルター部４００から回収するための配水管５３２及び補助水槽５２
０からなる給排水部５００と、前記本体１１０の上部に備えられ、前記フィルター部４０
０で浄化された空気が最終に適正の水分含量で濾過される最終フィルター６１０、及び前
記本体の上面に洗浄された空気を吐き出すことができるように形成された吐出口６５０を
備える吐出部６００とを含んでなり、汚染空気が前記フィルター部４００の水膜網４１０
に形成された洗浄液の水膜を通過して気泡として裂けるとき、気泡膜と水滴に、そして前
記フィルター部４００の飛散防止網４２０に付着した洗浄液の水滴に汚染物質が付着、吸
着又は溶解して除去され、前記吐出部６００の最終フィルター６１０を通過するとき、空
気の湿度を調節し、飛散洗浄液の吸収によって汚染空気を浄化するように構成され、前記
フィルター部４００の水膜網４１０は、板状網の縁部に備えられた網枠４４０及び一定厚
さの水膜と洗浄液通路を形成する補強枠４５０からなる水膜上部網４１２と水膜上部網４
１２と同一の形態であり、水膜上部網４１２を覆した形態の水膜下部網４１１を接合させ
た網の両端に給水溝４１３及び排水溝４１６が形成されてなり、前記洗浄液は、ｉ）水、
ｉｉ）水に塩が溶解した水溶液、ｉｉｉ）水に塩基が溶解した水溶液、ｉｖ）水に有機酸
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が溶解した水溶液のうち、前記一つ以上のフィルター段４８０の該当フィルター段のフィ
ルタリング目的によって選択されるように構成される。
【００３７】
　本考案による湿式空気清浄器１００の本体１１０は、図１～図４に示したように、箱状
に形成されることが好ましいが、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、円筒
状又は多角柱状にも形成されることができる
【００３８】
　ここで、前述したフィルター部４００は、水膜網４１０と飛散防止網４２０が組み合わ
せられた複数のフィルター段からなり、前記フィルター段は、洗浄液の水膜を形成する水
膜網４１０と、前記水膜網４１０の上部に備えられ、水膜網を通過した気泡が裂けて水滴
が飛散することを防止する飛散防止網４２０とからなっている。
【００３９】
　前記水膜網４１０は、空気中の汚染物質の種類及び含量、洗浄液の種類及び含量、水膜
網の素材によって８０度以下に傾くように構成される。
【００４０】
　また、前述したフィルター部４００は、各フィルター段ごとに別途の洗浄液が水槽、ポ
ンプ、水膜網及び水槽に循環するように構成されている。
【００４１】
　本考案の湿式空気清浄器１００の水膜網４１０及び飛散防止網４２０、そして最終フィ
ルター６１０の支持網６１１及びカバー網６１３は、ステンレススチール、合金、綿、ナ
イロン、天然繊維又は化学繊維からなり、網目のサイズは３０～２，０００μｍである。
【００４２】
　本考案の洗浄液は、汚染物質の種類及び濃度によって、各フィルター段ごとに水又は水
にしお、重曹、リン酸塩、炭酸塩及びヨウ化カリウムのいずれか１種の塩、水酸化カルシ
ウム及び水酸化ナトリウムのいずれか１種の塩基、タンニン酸、酒石酸、リンゴ酸、コハ
ク酸及び乳酸のいずれか１種の有機酸を所要濃度で溶解させてなる。
【００４３】
　また、本考案の湿式空気清浄器１００において、水槽と水膜網、送風室と補助水槽の連
結配管は漏圧防止のために閉鎖システムで稼動され、水膜の洗浄液も網の表面張力によっ
て凝集しているので、本考案の湿式空気清浄器は本体の転倒時に漏水が最小になる。
【００４４】
　また、前述した水槽の洗浄液を各フィルター段の水膜網までポンピングするポンプは、
水中ポンプではない非接触式ポンプ又は往復運動ポンプ５４０が好ましい。
【００４５】
　以下で、前述した本考案による湿式空気清浄器を詳細に説明すれば次のようである。
【００４６】
　まず、本考案による湿式空気清浄器の本体の外部を形成する板は、添付図面の図１～図
４に示したように、湿式空気清浄器の使用中に洗浄液の補充や入れ替え、フィルターの掃
除や入れ替え、部品の入れ替え又は故障修理のために開閉可能に構成される。吸入部板１
１１は前置フィルター及び送風部の掃除及び管理、フィルター部板１２０はフィルター部
及び計器盤１３０の掃除及び管理、吐出部板１４０は最終フィルター、最終フィルター支
持溝６２０及びフィルター部の内部及びポンプの掃除及び管理、給排水部上板１５０はフ
ィルター部の掃除及び管理、給排水部下板１６０は水槽及び補助水槽の洗浄液補充及び入
れ替えと掃除及び管理を容易にする。
【００４７】
　前述した本考案による湿式空気清浄器を、機能別に吸入部２００、送風部３００、フィ
ルター部４００、給排水部５００及び吐出部６００に分け、添付図面の図１～図１０を参
照して詳細に説明すれば次のようである。
【００４８】
　まず、前述した湿式空気清浄器の吸入部２００は前置フィルターで汚染空気の前処理濾
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過機能を実行し、吸入口２１０から前置フィルターまで、送風ファンの回転によって発生
する吸入力によって、吸入口２１０を通じて、汚染空気の繊維粉塵、作業場の粉塵、髪の
毛など、比較的大きな汚染粒子が前置フィルター２２０に付着して減圧濾過される。
【００４９】
　前述した前置フィルターは粗い網構造を持っているため、網目のサイズと汚染粒子の大
きさ間の差によって主に網に付着し、付着汚染粒子が多くなるほど汚染空気が通過しにく
く、汚染粒子が充分に濾過されなければ水膜網及び飛散防止網の網目が詰まるから、周期
的な掃除が重要である。汚染空気が吸入されて通過するから、吸入口と前置フィルターは
、脱着が容易であり、汚染物質の除去及び水掃除が容易な構造と素材が要求される。
【００５０】
　前述した送風部３００は、汚染空気が濾過膜を通過することができるエネルギーを付与
する機能をし、前置フィルターから水膜網まで構成され、前記本体の内部に備えられた送
風ファン３１０が本体外部の汚染空気を、前置フィルターでは減圧で吸い込み、水膜網で
は加圧して押し出すエネルギーを付与するように強制送風させる。
【００５１】
　落水遮断板３２０は水膜網から落水し得る洗浄液を集めて落水排出口３４０に送る役割
をするとともに送風ファンを通過した汚染空気を漏圧なしに水膜網に通過させるものであ
るから、漏水及び漏圧が発生しないように密封して付着される。
【００５２】
　また、前述した落水遮断板は、落水が円滑に流れるようにするとともに水膜網の下部か
ら上部にできるだけ垂直方向に送風されるように適度の傾斜度を維持するようにする。送
風部には洗浄液が落水し得るから、ファンモーター保護板３３０でファンモーターを保護
する。
【００５３】
　前述したフィルター部４００は、水膜網で汚染物質の付着、吸着又は溶解によって吸入
空気を浄化する機能をし、一つの水膜網と飛散防止網からなるフィルター段を少なくとも
一つ以上備え、水膜上部網４１２と水膜下部網４１１が洗浄液の表面張力によって水膜が
形成できる距離内に互いに平行に位置する水膜網の給水溝４１３に水槽５１０の洗浄液を
ポンプ５４０で供給すれば、洗浄液は洗浄液通過スリット４１５を通じて水膜上部網４１
２と水膜下部網の補強枠によって形成された洗浄液通路に流入して洗浄液の水膜を形成し
、送風ファン３１０を通過した後、加圧された汚染空気が水膜網の下部から上部に水膜網
の微細網目と形成された洗浄液の水膜を通過すれば、水膜の上部表面に微細な気泡として
形成されてから裂け、この微細な気泡が裂けるとき、空気中の汚染物質が水又は水に塩、
塩基又は有機酸が溶解した水溶液である洗浄液の微細な気泡膜と気泡が裂けるときに生じ
た水滴に付着、吸着又は溶解して除去されることにより、汚染空気が浄化される。
【００５４】
　また、前述したフィルター部４００は、この実施例でフィルター段４８０が４段として
例示したように、フィルター段が複数でなることが好ましいが、空気浄化の要求水準、本
体の大きさ又は重量などの要求水準によって単一フィルター段でフィルター部を構成する
こともできる。
【００５５】
　前記フィルター段は、洗浄液の水膜を形成する水膜網と、水膜網の上部に備えられ、水
膜網を通過した気泡が裂けるときに水滴が飛散することを防止する飛散防止網とから構成
されている。
【００５６】
　水膜網は、一重の網で水膜を形成することもできるが、水膜上部網４１２と水膜下部網
４１１から形成される水膜の厚さが均一であり、高い表面張力で付着することができ、飛
散する水滴が少なく発生し、本体の転倒時に漏水を最小化することができるので、２重網
の利点が多い。
【００５７】



(10) JP 3222973 U 2019.9.12

10

20

30

40

50

　また、前述したフィルター段は、洗浄液が水膜網に沿って流れる途中、一部は飛散防止
網に飛散し、飛散した洗浄液水滴が大きくなってまた水膜網に落下する循環を行うため、
同じフィルター段の洗浄液は同じ物質と濃度を有することになり、各フィルター段ごとに
別途の洗浄液が水槽、ポンプ、水膜網及び水槽に循環する。
【００５８】
　前記水膜網と飛散防止網から構成されたフィルター段は、フィルター部板１２０の内部
と給排水部上板１５０の内部の空間に多数のフィルター段を下部から一定の間隔を維持す
るように構成しているので、フィルター部の掃除及び管理が容易である。
【００５９】
　前述した水膜網４１０は、板状の水膜上部網４１２と水膜下部網４１１が接合され、板
状網の両端に給水溝４１３と排水溝４１６を備えている。
【００６０】
　これをより詳細に説明すれば、前述した水膜網４１０は、板状網の縁部に網枠４４０が
備えられ、網の傷みを防止し、一定の厚さを有する水膜を形成し、水膜を成す洗浄液が傾
斜面に沿って流れるようにする洗浄液通過スリット４１５を形成する補強枠４５０が備え
られた水膜上部網４１２と、水膜上部網と同一の形態を有し、水膜上部網４１２が覆され
た形態である水膜下部網４１１とが接合された形態である。
【００６１】
　前記給水溝４１３と排水溝４１６には、給水管５３１と配水管５３２が連結される給水
ホール４１４と排水ホール４１７が形成される。
【００６２】
　前記飛散防止網４２０は、水膜網４１０の上部に位置し、飛散防止網の形状を維持し飛
散防止網を網枠ガイド４７０に押し入れるか抜き出すことが容易になるように板状になっ
た網の縁部に網枠４４０を備えている。
【００６３】
　また、前述した飛散防止網４２０は、飛散防止網に付着した洗浄液の水滴が段々大きく
なって飛散防止網の傾斜面に沿って流れる通路の機能と網の傷みを防止する機能を有する
補強枠４５０を備えている。
【００６４】
　すなわち、汚染空気が水膜網の上部表面で洗浄液の微細気泡を持続的に形成しながら裂
けるときに生じた水滴が飛散して飛散防止網に付着して段々大きくなった洗浄液の水滴が
、飛散防止網の傾斜がほとんどなければ水膜網に落下して水膜を形成し、あるいは飛散防
止網の傾斜があれば飛散防止網の傾斜面に沿って流れて薄い水膜を形成しながら水膜網に
落下する。
【００６５】
　このような機能をする飛散防止網は、水膜網の水膜と飛散防止網に付着した水滴が洗浄
液の表面張力によってまた水膜を形成することができないように、水膜網から十分な離隔
距離を確保しなければならない。
【００６６】
　前記飛散防止網と水膜網間の適正距離は約１．５～３ｃｍが好ましいが、本体の大きさ
及び重量の要求水準、要求される本体の体積、フィルター段の傾斜度、洗浄液の種類及び
濃度、網の素材又は線径、網目のサイズによって違うことができる。
【００６７】
　一方、本考案による湿式空気清浄器の飛散防止網は、前記一実施例のように一つのフィ
ルター段に一重の飛散防止網が構成されることが好ましいが、飛散防止が絶対的に重要視
される洗浄液を使うか汚染空気の汚染物質が特異な場合には、一つのフィルター段に二重
の飛散防止網を備えることもできる。
【００６８】
　また、飛散防止網４２０は板状網の縁部に網枠４４０を備え、網の傷みを防止するとと
もに飛散水滴洗浄液通路をなす補強枠から構成され、水膜上部網と似ている形状を有し、
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洗浄液が飛散防止網に部分的に水膜を形成しているので、水膜網のように汚染空気を浄化
する機能もある程度持っている。
【００６９】
　また、前述した飛散防止網は、水膜網から洗浄液の飛散によってフィルター部の内部に
洗浄液が飛んで汚くなることと洗浄液が蒸発して消失することを最小化する。
【００７０】
　前記水膜網は、給水ホールが位置する給水溝の側面に網取っ手４６０を備えており、前
記飛散防止網も給水管側の網枠側面に網取っ手４６０を備えている。前記網取っ手は、水
膜網と飛散防止網が網枠ガイド４７０と網枠パッキング４７１に密着しているため、押し
入れ及び抜き出しが容易になるように構成される。
【００７１】
　前述した水膜網と飛散防止網は、互いに平行に配置され、本体の大きさ及び重量の要求
水準、空気浄化の要求水準、汚染物質の種類及び含量、洗浄液の種類及び含量、網の素材
によって、本体１１０の内部底面を基準に給水溝４１３の端部が下方に８０度以下に傾く
ように構成されるが、好ましくは３～１７度傾くように構成される。
【００７２】
　前記傾斜度は、空気の通過後、傾斜による水膜の流れによって汚染物質の移動と水膜の
回復速度を高め、水膜面積の増大効果と落下する水滴の水膜浸透に対する防御力を高める
。
【００７３】
　ここで、前述した水膜網、飛散防止網及び最終フィルター網は、ステンレススチール、
合金、ナイロン又は化学繊維からなる網であり、網目は３０～２，０００μｍの大きさを
有する。
【００７４】
　前述した給排水部５００は、水膜網に洗浄液を供給及び回収する機能をし、本体１１０
の下部に取り付けられて洗浄液を保存することができるように構成される水槽５１０と、
前記水槽に保存された洗浄液をフィルター部４００側に供給して循環させることができる
ように構成されるポンプ５４０と、前記ポンプ５４０の駆動で洗浄液をフィルター部４０
０側に給水するための給水管５３１と、前記給水管５３１を通じて給水された洗浄液をフ
ィルター部４００から回収するための配水管５３２及び補助水槽５２０とから構成される
。前記のように構成された給排水部５００は単一部として構成されて洗浄液をフィルター
部４００側に供給して循環させることができるように構成されるか、あるいは前記各フィ
ルター段４８０に対応してそれぞれ構成され、水槽５１０の洗浄液をポンプ５４０で水膜
網の給水溝に供給し、水膜網の排水溝から水槽までは洗浄液を自然に流れるようにする。
【００７５】
　また、前述した給排水部５００は本体の下部にある給排水部下板１６０の内部に、補助
水槽は内側に、水槽は外側に備えることで、洗浄液の補充及び入れ替え、掃除及び管理を
容易にする。
【００７６】
　また、前記給排水部５００は、排水ホール４１７と排水溝連結フィッティング５３５、
排水溝連結フィッティング５３５と配水管５３２、配水管５３２と配水管栓５１３が連結
され、洗浄液が保存される水槽５１０の底部に位置する軟質の吸入管５１２と給水管５３
１が連結される給水管栓５１１、給水管とポンプ５４０、ポンプ５４０と給水管５３１、
給水管５３１と給水溝連結フィッティング５３４、給水溝連結フィッティング５３４と給
水ホール４１４が配管される。
【００７７】
　また、前記給排水部５００は、水膜網の落水、連結配管又はポンプの漏水などの異常状
況に対処するための落水遮断板３２０の落水排出口３４０と落水配管５３３、及び落水配
管５３３と補助水槽５２０を連結する落水配管栓５２１を含む。
【００７８】
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　前述した水槽又は補助水槽は、洗浄液の補充、掃除及び管理のために、透視窓５５０を
備えている。
【００７９】
　前述した給水管５３１、配水管５３２及び落水配管５３３は、水槽又は補助水槽の洗浄
液補充、掃除及び管理の際に本体の内部から本体の外部に易しく取り出すことができるよ
うにするために、軟質からなり、十分な長さを持っている。前記配水管は、水膜網の排水
ホールから水槽まで洗浄液が円滑に下がることができる十分な直径を有する。
【００８０】
　前記水槽の洗浄液をポンピングするポンプ５４０は、洗浄液の種類及び濃度によって互
いに混合しないようにそれぞれ別個の給水管とポンプを使うことが好ましい。
【００８１】
　本考案による湿式空気清浄器の洗浄液は、汚染空気の汚染物質の種類及び濃度によって
、各フィルター段ごとに水又は水にしお、重曹、リン酸塩、炭酸塩、ヨウ化カリウムなど
の塩、水酸化カルシウム、水酸化ナトリウムなどの塩基、タンニン酸、酒石酸、リンゴ酸
、コハク酸、乳酸などの有機酸を所要濃度で溶解させて使うことができる。
【００８２】
　一例として、フィルター段に水、塩、塩基及び有機酸を洗浄液として使おうとすれば、
下部フィルター段から順に、塩、塩基、有機酸及び水を洗浄液として使うことができる。
【００８３】
　また、前記汚染物質除去効率の向上と給排水部及びフィルター部での微生物増殖を防止
するために、各フィルター段の水槽に塩、塩基及び有機酸の水溶液を混合して使うことも
できる。
【００８４】
　また、水膜網に洗浄液水膜が形成されれば、水膜の表面張力が重力より大きな水膜網の
傾斜度内では、水膜網の給水溝への洗浄液供給を中断しても水膜網の水膜はそのまま維持
される。理論的に、洗浄液蒸発量の分だけポンプで洗浄液を供給しても水膜網の水膜は維
持される。
【００８５】
　すなわち、前述した水膜網の傾斜度が緩ければ、洗浄液、ポンプ、水槽及び補助水槽の
小型化が可能であり、本考案の湿式空気清浄器は、低騷音、小型化及び軽量化が可能であ
ろう。
【００８６】
　また、本考案による湿式空気清浄器の水槽と水膜網、送風室と補助水槽の連結配管５３
０は、漏圧防止のために閉鎖システムとして稼動され、水膜網の洗浄液も水膜上部網と水
膜下部網に表面張力で付着しているので、前記本体の転倒時に漏水が最小になるはずであ
ろう。また、水槽の給水管栓５１１、配水管栓５１３及び補助水槽の落水配管栓５２１は
水槽と補助水槽の中間部位に備えることで、転倒時の漏水が最小になるようにする。
【００８７】
　前述した吐出部６００は、最終フィルターが浄化された空気の洗浄液成分の吸着、加湿
及び除湿の機能をし、飛散防止網から吐出口６５０まで構成され、開閉の容易な吐出部板
１４０の内部に備えられたフィルター部４００で浄化された空気を最終に適正の水分含量
に調整する最終フィルター６１０、前記最終フィルターを支持する最終フィルター支持溝
６２０、浄化された空気が最終フィルターを最大限に均一な圧力で通過するように最終フ
ィルターと最終フィルター支持溝６２０の隙間を塞げる最終フィルターパッキング６３０
、最終フィルターパッキング６３０を圧縮して固定するパッキング圧縮ブラケット６４０
、及び加湿又は除湿された浄化空気が吐き出される吐出口６５０を含んでなる。
【００８８】
　図２～図４及び図７に示したように、円錐状の前記最終フィルター６１０は、支持網６
１１、濾過材６１２及びカバー網６１３を含んでなる。
【００８９】
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　前記最終フィルターは、図示のように、円錐状に形成されることが好ましいが、必ずし
もこれに限定されるものではない。
【００９０】
　前記支持網６１１とカバー網６１３は網からなっているので、浄化された空気の通過が
容易であり、最終フィルターの濾過材６１２の下敷きとカバーの役割をして濾過材を均一
に広げることにより、浄化された空気が最終フィルターを最大限に均一な圧力で通過する
ようにし、最終フィルターの形状維持に役立つ。
【００９１】
　ここで、前述した最終フィルター濾過材は、水膜網で浄化された空気を加湿又は除湿す
るとともに、残留洗浄液粒子を除去する最終の濾過機能を付与する。最終フィルターの加
湿は、最終フィルター支持溝６２０に水を満たして最終フィルターが水に濡れれば、最終
フィルターの支持網６１１、カバー網６１３及び濾過材が毛細管現象によって最終フィル
ター支持溝６２０の水に濡れることにより、最終フィルターを通過する浄化空気の湿度を
高めることによってなされる。最終フィルターの除湿は、最終フィルター支持溝６２０に
水を満たさず、最終フィルターの支持網６１１とカバー網６１３の間に乾燥した厚い綿又
は繊維からなった濾過材を使うことにより、最終フィルターを通過する浄化空気の湿度を
低めることによってなされる。
【００９２】
　前述した最終フィルターは、浄化された空気を加湿又は除湿するとともに、浄化された
空気の残留洗浄液粒子を吸着して除去する最終濾過機能を付与するものである。最終フィ
ルター濾過材は、綿、絹糸、毛などの天然繊維、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ス
パンデックスなどの合成繊維、多孔性プラスチック、ガラス繊維、不織布などを使い、最
終フィルターは、浄化された空気が易しく通過することができる素材及び厚さを有する多
様な最終フィルターの中で選別して使用する。特に、ガラス繊維は音波に対する優れた吸
音体であり、騷音の減少に効果的である。
【００９３】
　以下で、本考案による湿式空気清浄器の空気浄化原理を、添付図面の図１～図１０を参
照し、実施例及び実験例に基づいてより詳細に説明すれば次のようである。
【００９４】
　本考案による湿式空気清浄器の空気浄化の核心原理は、送風ファン３１０によって汚染
空気を本体内に吸入して、比較的大きな汚染粒子を前置フィルター２２０に付着して除去
し、送風ファン３１０を通過した後の加圧された汚染空気が水膜網の水膜上部網４１２と
水膜下部網の間に形成された洗浄液の水膜を数回通過するとき、水又は塩、塩基又は有機
酸の水溶液である洗浄液の微細気泡が生成してから裂けるとき、空気の汚染物質を洗浄液
の微細気泡膜と気泡が裂けるときに生じた水滴に付着、吸着又は溶解させて除去すること
によって汚染空気を浄化する。
【００９５】
　前記水膜上部網４１２と水膜下部網の網目が微細であるか水膜の厚さが微細であるほど
微細な洗浄液の気泡が生成し、フィルター段の数だけ存在する水膜網と飛散防止網によっ
て、水膜の破裂による振動エネルギーがフィルター部を振動させることにより、本考案の
湿式空気清浄器は空気中の汚染物質の除去効率が改善され、微細気泡の破裂によって気泡
の破裂時の騷音が減少する。
【００９６】
　浄化された空気は最終フィルター６１０を通過するときに最終に洗浄液成分が吸着し、
除湿又は加湿されて適正の水分含量に調整される。
【００９７】
　一般的な理論によれば、‘気泡が液体の表面に浮び上がれば、液体が下に流れ、気泡を
取り囲んでいる薄い液状膜である気泡膜の厚さが薄くなって１０ｎｍ以下になれば、気泡
膜はその自体の性質を失うことになり、これにより気泡が破壊される。’と知られている
。
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【００９８】
　また、洗浄液と接触する汚染空気の表面積が大きいほど、かつ気泡の大きさが小さいほ
ど、気泡が水膜に接する回数が増加するほど、汚染物質の除去効率が高くなるであろう。
【００９９】
　また、極超微細ほこり（ＰＭ０．１）と有害気体は緻密な網によって濾過しにくく、活
性炭による有害気体の除去は気体が固体表面に付着する吸着によっては効率が低いが、有
害気体の除去は液体の内部の化学反応による中和又は無害な物質に変化させる化学物質に
よる吸収が効率的である。
【０１００】
　本考案による湿式空気清浄器の空気浄化原理を各フィルター別に分けて説明すれば次の
ようである。
【０１０１】
　まず、本考案による湿式空気清浄器の前置フィルター２２０は、粗い網構造を持ってい
るので、網目のサイズと汚染粒子の大きさの差によって比較的大きな汚染粒子を網に付着
して除去する。
【０１０２】
　前述した水膜網は、水膜上部網４１２と水膜下部網４１１が洗浄液の表面張力によって
水膜が形成することができる距離内に互いに平行に位置し、水槽５１０の洗浄液をポンプ
５４０で水膜網の給水溝に供給すれば、洗浄液は洗浄液通過スリット４１５を通じて、水
膜上部網４１２と水膜下部網の補強枠によって形成された洗浄液通路に流入して洗浄液の
水膜を形成し、送風ファン３１０を通過した後、加圧された汚染空気が水膜網の下部から
上部に水膜網の微細な網目と形成された洗浄液の水膜を通過すれば、水膜の上部表面に微
細な気泡が生成してから裂け、水又は塩、塩基又は有機酸を溶解させた水溶液である洗浄
液の微細気泡が生成してから裂けるとき、汚染空気の汚染物質を洗浄液の微細気泡膜と気
泡の破裂時に生じた水滴に付着、吸着又は溶解させて除去することにより、汚染空気を浄
化する。
【０１０３】
　特に、汚染物質がオゾン、二酸化硫黄、カビ、細菌、揮発性有機化合物（ＶＯＣｓ）又
は無機物質の場合、洗浄液は水よりは塩、塩基又は有機酸が高い除去効率を有するであろ
う。
【０１０４】
　例えば、深刻な大気汚染物質であるオゾンはヨウ化カリウム（ＫＩ）水溶液を洗浄液と
して使えば分解して人体に無害な酸素となる。
【０１０５】
　Ｏ３＋２ＫＩ＋Ｈ２Ｏ→Ｏ２＋Ｉ２＋２ＫＯＨ
【０１０６】
　この反応はオゾンの定量に用いられる反応であり、ヨウ化カリウムは人体に足りないヨ
ード栄養素を補うために添加する食品添加物である。
【０１０７】
　特に、‘沈黙の暗殺者’と呼ばれるオゾンに対する警戒及び対処方法は、室外活動とオ
ゾンの生成原因の一つである自動車運行を自制すること以外には対処方法がほとんどない
実情である。
【０１０８】
　また、自動車、工場又は火力発電所の煤煙中に主に含有された二酸化硫黄は水酸化カル
シウム又は水酸化ナトリウム水溶液で洗浄すれば、二酸化硫黄の９０％以上が除去される
と知られている。
【０１０９】
　また、都市又は工業団地から排出された窒素・硫黄酸化物、重金属などの汚染物質が含
有された黄砂の場合、水よりも酸又はアルカリ溶液でよく洗浄されるであろう。
【０１１０】
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　そして、有機酸は有機化合物と親和性が高いので、有機化合汚染物質除去効率が高いだ
ろう。
【０１１１】
　このように、各汚染物質に効果的な成分と含量で洗浄液を製造し、本考案の湿式空気清
浄器の水槽ごとに使えば、一度に多種の汚染物質を除去することができ、各水槽に同じ洗
浄液を使えば、フィルター段の数だけ存在する水膜網と飛散防止網を繰り返し通過するこ
とになり、汚染物質の除去効率が大きく向上する。
【０１１２】
　また、汚染空気が水膜網で微細気泡になって裂けるほど汚染物質の除去効率が高くなる
。
【０１１３】
　本考案による湿式空気浄化器の補助フィルターの機能をする飛散防止網は、水膜上部網
に似ている形状を有し、洗浄液が飛散防止網に部分的に水膜を形成しているので、水膜網
のように汚染空気の浄化機能もある程度持っている。
【０１１４】
　また、飛散防止網は、水膜網で洗浄液が飛散してフィルター部の内部に飛んで汚くなる
ことと洗浄液が蒸発して消失することを最小化して、浄化された空気が再び汚染されるか
上部の他のフィルター段の洗浄液が汚染されることを防止する。
【０１１５】
　そして、最終フィルターは、最終フィルター濾過材６１２の素材と最終フィルター支持
溝６２０での水の使用有無によって、水膜網で浄化された空気を加湿又は除湿するととも
に残留洗浄液粒子を除去する最終の濾過機能をする。
【０１１６】
　前述した最終フィルターの加湿は、最終フィルター支持溝６２０に水を満たして最終フ
ィルターが水に触れれば、最終フィルターの支持網６１１、カバー網６１３及び濾過材が
毛細管現象によって最終フィルター支持溝６２０の水に濡れることにより、最終フィルタ
ーを通過する浄化空気の湿度を高めることになる。
【０１１７】
　最終フィルターの除湿は、最終フィルター支持溝６２０に水を満たさず、最終フィルタ
ーの支持網６１１とカバー網６１３の間に乾燥した厚い綿又は繊維からなった濾過材を使
って最終フィルターを通過する浄化空気の湿度を低めることになる。
【０１１８】
　したがって、本考案では、洗浄液を空気中に噴霧するものではなく、水膜網の水膜に洗
浄液が流れるようにしながら汚染空気を通過させて接触させ、飛散する洗浄液を飛散防止
網と最終フィルターに付着して回収することにより、水又は洗浄液が湿式空気清浄器の外
部に漏出することを防止して浄化効率を高め、浄化された空気がしめっぽくなる問題点を
改善した。
【０１１９】
　以下、本考案を下記の実施例及び実験例に基づいてより具体的に説明する。ただ、下記
の実施例及び実験例は本考案の内容を例示するものであるだけ、考案の範囲が実施例及び
実験例に限定されるものではない。
【０１２０】
　本考案による湿式空気清浄器の核心である洗浄液、水膜及び網を実施例とした。
【実施例１】
【０１２１】
　洗浄液と網を用いた水膜の形成
　洗浄液として使用可能な水道水、１０％塩水及び１０％タンニン酸水溶液からそれぞれ
１ｍｌずつ、直径２ｃｍの水膜（水膜の厚さ；約０．３ｃｍ）を丁寧に網上に形成し、網
上の洗浄液の水膜形成維持時間を３回測定した平均値を下記の［表１］に示した。
【０１２２】
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　［表１］に示したように、網目のサイズ２６～１２００μｍ、ナイロン、ステンレスス
チール（ＳＳ）又は化学繊維からなった一重網上に水、塩水又はタンニン酸溶液である洗
浄液で約０．３ｃｍ厚さの水膜を形成することができた。また、網上にあった約０．３ｃ
ｍ厚さの水膜が水滴として離れた網目には薄い水膜が残っていた。一重網でも水膜の形成
が可能であることから、本考案による湿式空気清浄器の２重水膜網４１０はもちろんのこ
と、一重の飛散防止網４２０も水膜を形成することができることを示した。
【０１２３】
　前記網目のサイズにおいては、網目のサイズが小さいほど水膜の形成が長く維持される
ことができることを示した。網素材としては、ナイロン、ステンレス（ＳＳ）又は化学繊
維からなっても水膜の形成維持が可能であることを示した。
【０１２４】
　洗浄液は１０％塩水、水道水及び１０％タンニン酸水溶液の順に水膜の形成が持続した
。これは、水膜の形成が表面張力［水（２５℃）；７２ｄｙｎｅ／ｃｍ、３５％塩水（２
０℃）；８２．６ｄｙｎｅ／ｃｍ］に起因することと一致した。特に、１２００μｍナイ
ロン網及び１０％タンニン酸洗浄液の場合に水膜の形成が長く持続した。
【０１２５】
　２６μｍ網の場合、特に１０％タンニン酸洗浄液は直径６ｃｍまで水膜が広がって染み
込んで網の濡れが発生したが、網の下に水滴が落下することはなく、水道水と１０％塩水
は網の濡れがなく、網上の水膜形成が長く持続した。
【０１２６】
【表１】

【０１２７】
　＜実験例１＞網構造の調査
　本考案の実施例及び実験例に使用した網に対し、虫眼鏡とノギスで網目サイズ、線径及
び網材料を調査して［表２］に示した。特に、［実施例１］で２６μｍ網の１０％タンニ
ン酸洗浄液での網濡れの発生は網が薄い板状ワイヤで編まれたことによるものであると思
われる。
【０１２８】
　標準体（直径２０ｃｍ、直径７．５ｃｍ）はチョンケサンゴン社のＳＴＡＮＤＡＲＤ　
ＳＩＥＶＥ（ソウル）を使った。
【０１２９】
　２５０μｍの化学繊維網の網線は約１５本の細糸がよれており、小さな毛羽が網目から
出ていて網を緻密にする効果があり得る。
【０１３０】
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【表２】

【実施例２】
【０１３１】
　傾斜と水滴の網通過高さ
　本考案に使われる水膜上部網４１２、水膜下部網４１１、水膜網、飛散防止網、フィル
ター段の適正離隔距離を調査するために、水平又は１２°の傾斜で維持させた一重網に、
５０ｍｌピペットに水道水を満たしてスタンドに固定させた後、水滴（０．０６ｍｌ／滴
）を自由落下させ、水滴の網通過高さを調査した。
【０１３２】
　［表３］に示したように、網目サイズが小さいほど網通過高さが高かく、網の線径は傾
いた網では網通過高さに影響を及ぼした。
【０１３３】
　２６μｍ網は水滴通過高さの測定ができなかった。
【０１３４】
　網が水平面の場合、水滴が網の上部に落ちれば、網を通過して網の下側に約１ｃｍの距
離までは水滴が表面張力によってぶら下がってから網にまた付着するが、距離が約１ｃｍ
以上になれば重力によって自由落下する。
【０１３５】
　網が傾斜面の場合、水滴が網上に落ちれば、一部は網の上面に沿って流れ、一部のみが
網を通過することになる。また、傾斜面は網目のサイズを小さくする効果を有するので、
傾いた網では水滴の網通過高さが大きくなる。
【０１３６】
　網の枠が水気に濡れていれば、水気周辺の網目の水膜が乾燥せずに薄い水膜を形成して
いた。
【０１３７】

【表３】
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【実施例３】
【０１３８】
　水膜通過圧力
　本考案の湿式空気清浄器の水膜網の水膜を下部から上部に通過する圧力を調査するため
に、水中で気泡発生器（空気発生３４ｍｌ／秒）で気泡を発生させながら０．６ｃｍ厚さ
の水膜を形成させた標準体を水平に維持しながら浸水させ、気泡が標準体網の水膜を最初
に通過する圧力を測定して［表４］に示した。
【０１３９】
　実験に使用した標準体の篩は透明セロハン紙を２３ｃｍの円筒形に巻き、防水テープで
連結した。
【０１４０】
　網目サイズが小さいほど最初気泡通過圧力は大きくなり、２６μｍ網は１８ｃｍＨ２Ｏ
以上であり、空気が水膜を通過しにくかった（１気圧：１０３３ｃｍＨ２Ｏ）。
【０１４１】
　また、網目サイズの小さいほど、気泡が抜け出るとき、一部のみ抜け出てふるいに残る
空気量が多かった。
【０１４２】
　また、網上の水膜が厚いほど気泡は凝集し、特定の部位の小さな部分で大きな空気の塊
として抜け出、水膜が薄いほど気泡が一度に裂けながらふるいのほとんど全部分で通過し
、気泡の破裂騷音が小さかった。
【０１４３】

【表４】

【実施例４】
【０１４４】
　水膜網における洗浄液の水膜通過
　本考案に使われる洗浄液の水膜網通過圧力を調査するために、水平又は１２°傾斜で維
持させた２重網の離隔距離を０．３ｃｍにして水膜を形成させた後、５０ｍｌピペットに
水道水を満たしてスタンドに固定させた後、水滴（０．０６ｍｌ／滴）を自由落下させ、
水滴の網通過高さを測定して［表５］に示した。洗浄液としては、水道水、１０％塩水、
１０％タンニン酸水溶液を使い、２重網のうち上部網は１５０μｍ網、下部網は１３５μ
ｍ網である。［表５］に示したように、洗浄液は、１０％塩水、水道水、１０％タンニン
酸水溶液の順に網通過高さが高く、傾斜網が水平網より網通過高さが高かった。特に、［
実施例２］の水道水で、１３５μｍ一重網と１５０μｍ一重網の網通過高さの単純和であ
る１０．５ｃｍ／水平、１３．７ｃｍ／傾斜と［実施例４］の２重網の１１ｃｍ／水平、
１８ｃｍ／傾斜の結果は、上部網目と下部網目の重畳による網目の微細化効果と０．３ｃ
ｍの水膜厚さに起因するものであると思われる。
【０１４５】
【表５】
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【実施例５】
【０１４６】
　飛散防止網の機能発揮
　本考案による湿式空気清浄器の水膜網と飛散防止網の離隔距離と水滴の飛散を確認する
ために、水膜下部網に相当する６００μｍ標準体網上の０．６ｃｍ位置に、水膜上部網に
相当する２５０μｍ化学繊維網を固定して０．６ｃｍ水膜を形成し、水膜上部網上の２ｃ
ｍ離隔距離に飛散防止網に相当する１３５μｍ網を固定し、１２°の傾斜を維持した後、
水膜下部網に相当する６００μｍ標準体の篩を水中に位置させ、下部から上部に空気を通
過させれば、０．６ｃｍ水膜で発生した気泡が裂けて飛散防止網である１３５μｍ網の表
面上部まで水滴が上がってから流れて１３５μｍ網の下部に染み込んだ。
【０１４７】
　ここで、飛散防止網である１３５μｍ網上に飛散する水滴は観察されないことから、飛
散防止網の機能を発揮した。
【実施例６】
【０１４８】
　水膜網の水膜安全性
　本考案の湿式空気清浄器の水膜網の水膜安全性を調査するために、水膜上部網として４
２０μｍ標準体を、水膜下部網として２５０μｍ標準体を用い、離隔距離を２ｃｍにし、
防水テープで連結付着して２ｃｍ水膜を形成させた後、水膜安全性の３種を調査した。
【０１４９】
　一番目、水膜下部網の役割をする２５０μｍ標準体の篩に透明セロハン紙を２３ｃｍの
円筒状に巻いて防水テープで連結し、水中で気泡発生器（空気発生３４ｍｌ／秒）で気泡
を発生させながら２ｃｍ水膜を形成させた標準体を水平に維持しながら浸水させ、気泡が
標準体網の水膜で７．５ｃｍＨ２Ｏの圧力で続けて発生している途中、気泡発生器の電源
をオフにし、深さ１．５ｃｍＨ２Ｏの圧力がかかるように持ち上げれば、２ｃｍ水膜の形
成が解除されて下がる。これは、２ｃｍ水膜が６ｃｍＨ２Ｏ緩衝圧力まで安全性があるこ
とを示す。
【０１５０】
　二番目、形成された２ｃｍ水膜を有する連結された標準体を虚空で持ち上げても、形成
された２ｃｍ水膜は解除されないことから、安全性があることを示す。
【０１５１】
　三番目、形成された２ｃｍ水膜を有する連結された標準体を１２°の傾斜で維持させた
後、水膜上部網の最上部地点に水滴１滴を落とすと、水膜下部網の最下部地点でほぼ同時
に水滴１滴が落ちる。これは、水膜網の給水溝に洗浄液１滴が給水されれば、水膜網の排
水溝に洗浄液１滴が排水されることを示す。
【実施例７】
【０１５２】
　複数の水膜網効果
　本考案の湿式空気清浄器の複数のフィルター段の効果を調査するために、二つの水膜を
形成させ、水中で気泡発生器（空気発生１３６ｍｌ／秒）で気泡を発生させながら、０．
６ｃｍ水膜を形成させた標準体を水平に維持しながら浸水させて気泡が発生することを観
察した。
【０１５３】
　前記標準体は、下段の水膜網として水膜下部網である１０００μｍ標準体網上の０．６
ｃｍに水膜上部網として２５０μｍ化学繊維網を固定して０．６ｃｍ水膜を形成させ、こ
の水膜上部網上の２ｃｍ離隔距離に、上段の水膜網として水膜下部網である１０００μｍ
標準体網上の０．６ｃｍに、水膜上部網として２５０μｍ化学繊維網を固定し、標準体の
篩は透明セロハン紙を２３ｃｍ円筒状に巻いて防水テープで連結した。
【０１５４】
　気泡発生を観察した結果は、下段の水膜網に気泡が通過すれば、上段の水膜網に衝撃波
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が伝達され、標準体の全体網で気泡が同時に１．５秒内に通過しながら気泡破裂が発生す
ることから、効果が非常に優れた。（１７回気泡破裂／分）
【０１５５】
　比較試験で、一つの水膜網、すなわち単数の水膜が形成された１０００μｍ標準体の気
泡発生は、標準体の網の一部で気泡が裂けた後に空気通路が形成され、大きな空気塊とし
て通過した。
【０１５６】
　以上の説明は本考案の技術思想を例示的に説明したものに過ぎなく、本考案が属する技
術分野で通常の知識を有する者であれば本考案の本質的な特性から逸脱しない範疇内で多
様な修正及び変形が可能であろう。したがって、本考案に開示した実施例は本考案の技術
思想を限定するためのものではなくて説明するためのものであり、このような実施例によ
って本考案の技術思想の範囲が限定されるものではない。本考案の保護範囲は以下の請求
範囲によって解釈されなければならなく、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は本
考案の権利範囲に含まれるものと解釈されなければならないであろう。

【図１】 【図２】



(21) JP 3222973 U 2019.9.12

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】
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