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(57)【要約】
【課題】室内壁面等に付着した菌を除去することができ
る殺菌装置及び該殺菌装置を備えた空気清浄機を提供す
る。
【解決手段】フィルターにより空気を濾過する空気清浄
部２と、ミスト供給部３（殺菌装置）とを備えた空気清
浄機である。ミスト供給部３は、殺菌作用を有する液体
Ｌを溜める液溜め部５と、前記液溜め部５の液体Ｌを霧
化する霧化手段６と、前記霧化手段６によって霧化され
たミストＭを搬送する搬送手段７とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　殺菌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制御する放電部を設けたこと
を特徴とする殺菌装置。
【請求項２】
　殺菌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のチャージ量を制御する機能を有す
ることを特徴とする殺菌装置。
【請求項３】
　殺菌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、前記霧化手段に
よって発生するミストにキャビテーションを生じさせることによってミスト中にラジカル
を生成する機能を有することを特徴とする殺菌装置。
【請求項４】
　殺菌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、前記霧化手段が
静電霧化方式で霧化するものであり、キャピラリ電極、液溜め部、高電圧発生部からなっ
ていることを特徴とする殺菌装置。
【請求項５】
　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１～４の
いずれかに記載の殺菌装置。
【請求項６】
　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１～５のいずれかに記載の殺菌装置。
【請求項７】
　前記放電部の下流に、分級を目的とした電界部を設けたことを特徴する請求項１に記載
の殺菌装置。
【請求項８】
　霧化手段がキャピラリ電極、液溜め部、高電圧発生部、対極電極からなっていることを
特徴とする請求項４に記載の殺菌装置。
【請求項９】
　印加電圧が直流のマイナス電圧であることを特徴とする請求項４または８に記載の殺菌
装置。
【請求項１０】
　キャピラリ電極の内径が０．０５～０．６ｍｍであることを特徴とする請求項４、８、
９のいずれかに記載の殺菌装置。
【請求項１１】
　フィルターにより空気を濾過する空気清浄部と、請求項１～１０のいずれかに記載の殺
菌装置と、を備えた空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内空気および室内壁面の付着物の殺菌を目的とする殺菌装置及び該殺菌装
置を備えた空気清浄機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　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
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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菌を
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。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【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菌を除
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菌を除去するこ
とができる殺菌装置及び該殺菌装置を備えた空気清浄機を提供することを課題とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明の殺菌装置は、殺菌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制御する放電部を設けたことを特徴とする。霧化手段で霧化したミス
トを放電部で粒径を制御してさらに小さい粒径のミストを噴霧することができ、噴霧する
ミスト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菌を効果的且つ広
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。
【０００６】
　また、上記課題を解決するための本発明の殺菌装置は、殺菌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のチャージ量を制御する機能を有することを特徴とする。放電部によ
って霧化したミスト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菌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。
【０００７】
　また、上記課題を解決するための本発明の殺菌装置は、殺菌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、前記霧化手段によって発生するミストにキャビテ
ーションを生じさせることによってミスト中にラジカルを生成する機能を有することを特
徴とする。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
壁面等に付着した菌を効果的に除去することができる。
【０００８】
　また、上記課題を解決するための本発明の殺菌装置は、殺菌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、前記霧化手段が静電霧化方式で霧化するものであ
り、キャピラリ電極、液溜め部、高電圧発生部からなっていることを特徴とする。帯電ミ
ストが発生し、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菌を効果的
に除去することができる。
【０００９】
　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
面等に付着した菌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。
【００１０】
　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
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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菌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。
【００１１】
　また前記放電部の下流に、分級を目的とした電界部を設けたことを特徴することも好ま
しい。この場合、電界部で分級したミストにすることで、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菌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。
【００１２】
　また霧化手段がキャピラリ電極、液溜め部、高電圧発生部、対極電極からなっているこ
とを特徴とすることも好ましい。この場合、ミストを効率的に霧化部分から室内に搬送す
ることができ、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菌を効果的
に除去することができる。
【００１３】
　また印加電圧が直流のマイナス電圧であることを特徴とすることも好ましい。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が室内壁面等に付着した菌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。
【００１４】
　またキャピラリ電極の内径が０．０５～０．６ｍｍであることを特徴とすることも好ま
しい。この場合、キャピラリ電極の内径が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が室内壁面等に付着した菌を効果的且つ低電力で除
去することができる。
【００１５】
　またフィルターにより空気を濾過する空気清浄部と、前記殺菌装置と、を備える空気洗
浄機であることも好ましい。この場合、室内空間に浮遊している菌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、室内壁面等に付着した菌を
効果的且つ広範囲に亙って除去することもできる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にあっては、室内壁面等に付着した菌を除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【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。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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
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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。
【００１９】
　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
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。
【００２０】
　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。
【００２１】
　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。
【００２２】
　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。
【００２３】
　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。
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【００２４】
　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
μｍ以下のミストＭを霧化するようにしてある。
【００２５】
　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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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。
【００２８】
　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。
【００２９】
　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
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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。
【００３０】
　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。
【００３１】
　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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　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。
【００３５】
　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
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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。
【００３６】
　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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　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。
【符号の説明】
【００４０】
１　空気清浄機本体
２　空気清浄部
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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
１８　対極電極
Ｌ　液体
Ｍ　ミスト

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】
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