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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略箱型の本体筐体と、回転軸を前後方向にするとともにファン吸込口を前面側にして、
本体筐体内における前面から見た略中央部に配置された遠心ファンと、本体筐体内の遠心
ファンの径方向吹出側に配置された空気清浄フィルタと、本体筐体の前方にあって、前記
ファン吸込口に連通する室内空気を吸い込むための室内空気吸込口と、本体筐体における
空気清浄フィルタの下流側に配置された清浄化された空気を室内へ吹き出すための室内吹
出口とを備え、
　前記本体筐体は、前面を開放するように形成され、この本体筐体の前面には本体筐体の
前面を覆うとともに前記遠心ファンの吸込側と吹出側とを仕切る仕切板が取り付けられ、
　前記仕切板は、開放された本体筐体の前面に対し着脱自在に取り付けられるとともに、
空気清浄フィルタを収納する収納スペースの前面側の収納壁を兼用し、
　前記仕切板の前記遠心ファンの吸込口に対応する位置には前記遠心ファンのベルマウス
が形成され、前記仕切板の前面にはフロントパネルが配置され、前記仕切板と前記フロン
トパネルとの間にはファン吸込側空間が形成され、
　さらに、前記室内空気吸込口が前記ファン吸込側空間に連通される位置に形成されてい
る
　ことを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
　前記空気清浄フィルタは、本体筐体内における左右側方及び上方の少なくとも複数の位
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置に配置され、前記室内吹出口がこのように配置された空気清浄フィルタの下流側に位置
する本体筐体の左右側面又は上面に形成されていることを特徴とする請求項１記載の空気
清浄機。
【請求項３】
　前記空気清浄フィルタは、使用者が本体筐体内における左右側方及び上方の３箇所の内
の任意の２箇所を選択して随時取付位置を変更できるように構成されていることを特徴と
する請求項２記載の空気清浄機。
【請求項４】
　前記空気清浄フィルタが本体筐体内において左右側方及び上方に配置され、前記室内吹
出口が空気清浄フィルタの位置に対応して本体筐体の左右側面及び上面に形成されている
ことを特徴とする請求項１記載の空気清浄機。
【請求項５】
　前記各空気清浄フィルタは、略同一形状かつ略同一寸法に形成されていることを特徴と
する請求項２～４の何れか１項に記載の空気清浄機。
【請求項６】
　前記室内空気吸込口は、フロントパネルの端部と仕切板の端部との間にスリット状に形
成されていることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の空気清浄機。
【請求項７】
　前記空気清浄フィルタが本体筐体内において左右側方に配置され、前記室内吹出口が本
体筐体の左右側面に形成され、前記室内空気吸込口がフロントパネルの上端部と仕切板の
上端部との間及びフロントパネルの下端部と仕切板の下端部との間にそれぞれ形成されて
いることを特徴とする請求項６記載の空気清浄機。
【請求項８】
　前記フロントパネルは、前面の左右側部に室内空気の補助吸込口として縦長のスリット
を備えていることを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の空気清浄機。
【請求項９】
　前記空気清浄フィルタは、外周形状が略直方体状に形成されるとともに、その空気流入
側端面及び空気流出側端面が本体筐体の前面と略直交するように配置され、さらに、本体
筐体の前面側から着脱自在に取り付けられていることを特徴とする請求項１～８の何れか
１項に記載の空気清浄機。
【請求項１０】
　前記仕切板に形成されたベルマウスの前面側にプレフィルタが取り付けられていること
を特徴とする請求項１～９の何れか１項記載の空気清浄機。
【請求項１１】
　前記空気清浄フィルタは、少なくとも集塵フィルタ又は脱臭フィルタの何れか一方を備
えていることを特徴とする請求項１～１０の何れか１項記載の空気清浄機。
【請求項１２】
　前記遠心ファンはターボファンであることを特徴とする請求項１～１１の何れか１項に
記載の空気清浄機。
【請求項１３】
　前記遠心ファンはラジアルファンであることを特徴とする請求項１～１２の何れか１項
に記載の空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気清浄機に関し、特に薄型化が可能な空気清浄機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気清浄機においては、モータ駆動のファンがその回転軸を製品の奥行き方向に
して配置されるとともに、静電集塵フィルタ、脱臭フィルタなどからなる空気清浄フィル
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タがファンの吸込側となる製品の奥行き方向におけるファンの手前側に配置されていた。
このため、製品の奥行き方向の寸法が大きくなり、室内設置の場合に邪魔となるケースが
多く、ユーザから薄型化の要望が強くなっていた。また、騒音も高く、低騒音化のニーズ
も高まっていた。なお、このような例としては、特許文献１や非特許文献１などに記載の
空気清浄機がある。
【特許文献１】特開２００３－１０６５８１号公報
【非特許文献１】製品カタログ「ダイキン空気清浄機　光クリエール」、ダイキン工業株
式会社、２００６年８月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、従来技術に存在するこのような問題点に着目してなされたものであって、製
品の薄型化するととともに低騒音化することが可能な空気清浄機を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決する本発明に係る空気清浄機は、略箱型の本体筐体と、回転軸を前後方
向にするとともにファン吸込口を前面側にして、本体筐体内における前面から見た略中央
部に配置された遠心ファンと、本体筐体内の遠心ファンの径方向吹出側に配置された空気
清浄フィルタと、本体筐体の前方にあって、前記ファン吸込口に連通する室内空気を吸い
込むための室内空気吸込口と、本体筐体における空気清浄フィルタの下流側に配置された
清浄化された空気を室内へ吹き出すための室内吹出口とを備え、前記本体筐体は、前面を
開放するように形成され、この本体筐体の前面には本体筐体の前面を覆うとともに前記遠
心ファンの吸込側と吹出側とを仕切る仕切板が取り付けられ、前記仕切板は、開放された
本体筐体の前面に対し着脱自在に取り付けられるとともに、空気清浄フィルタを収納する
収納スペースの前面側の収納壁を兼用し、前記仕切板の前記遠心ファンの吸込口に対応す
る位置には前記遠心ファンのベルマウスが形成され、前記仕切板の前面にはフロントパネ
ルが配置され、前記仕切板と前記フロントパネルとの間にはファン吸込側空間が形成され
、さらに、前記室内空気吸込口が前記ファン吸込側空間に連通される位置に形成されてい
ることを特徴とする。なお、空気清浄フィルタとは、流通する空気中の浮遊汚染粒子、ガ
ス状汚染物質などの汚染物を除去して空気を清浄化する機能を備えたフィルタ部材、機器
などをいう。具体的には、一般に集塵フィルタや脱臭フィルタと称されるものを広く含む
概念である。例えば、臭い成分を分解するとともに、細菌、カビ菌、ウイルスなどを吸着
除去する光触媒チタンアパタイトフィルタ、バイオ抗体により浮遊するウイルスを吸着除
去するバイオ抗体フィルタなどの近年の空気清浄機に用いられるようになった最新のフィ
ルタなどが前記空気清浄フィルタに含まれる。
【０００５】
　上記構成によると、空気清浄フィルタと遠心ファンとが前方から見て平面的に配置され
ており、従来のように製品の奥行き方向に並べて配置されていないので、本体筐体の薄型
化を図ることができる。また、遠心ファンの吹出側に空気清浄フィルタが配置されている
ため、空気清浄フィルタによる吸音効果や遮音効果が発揮され、空気清浄機の低騒音化が
図れる。
【０００６】
　また、フロントパネルと仕切板との間にファン吸込側空間が形成され、さらに、このフ
ァン吸込側空間に連通される位置に室内空気吸込口が形成されているので、フラットな平
面を備えたデザイン性に優れたフロントパネルを採用することができる。また、フロント
パネルがフラットになっているため、フロントパネルの清掃が楽になり、メンテナンス性
が向上する。また、遠心ファンの前面にファン吸込側空間が形成されているので、室内空
気を吸い込むための室内空気吸込口はこのファン吸込側空間に連通するように形成すれば
よく、室内空気吸込口の形成が容易である。例えば、フロントパネルの端部と仕切板の端
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部との隙間や、フロントパネルの適宜の位置などに室内空気吸込口を設けることができる
。
【０００７】
　また、仕切板が本体筐体の前面に着脱自在に取り付けられているので、仕切板を外すこ
とにより空気清浄フィルタを交換することができると同時に、遠心ファンをも正面側から
清掃することができる。したがって、機器の手入れ、メンテナンスが簡単になる。
【０００８】
　また、前記空気清浄フィルタを本体筐体内における左右側方及び上方の少なくとも複数
の位置に配置するととともに、前記室内吹出口をこのように配置された空気清浄フィルタ
の下流側に位置する本体筐体の左右側面又は上面に形成するようにしてもよい。このよう
にすれば、空気清浄フィルタが複数箇所に配置されるため、空気清浄フィルタの空気通過
面積を大きくすることができ、空気清浄効率を向上させることができる。
【０００９】
　また、空気清浄フィルタは、使用者が本体筐体内における左右側方及び上方の３箇所の
内の任意の２箇所を選択して随時取付位置を変更できるように構成してもよい。このよう
にすれば、天井面や壁面の近傍に空気清浄機を配置する場合に、吹出気流が阻害されない
ように空気清浄フィルタの位置及び吹出口の位置を選択することができる。
【００１０】
　また、前記空気清浄フィルタを本体筐体内において左右側方及び上方に配置するととも
に、前記室内吹出口をこの空気清浄フィルタの各位置に対応して本体筐体の左右側面及び
上面に形成するようにしてもよい。このようにすれば、空気清浄フィルタが３箇所に分散
配置されるため、空気通過面積をより大きくすることができる。
【００１１】
　また、上記のように空気清浄フィルタを複数の位置に配置する場合において、各空気清
浄フィルタを略同一形状かつ略同一寸法に形成した場合は、各空気清浄フィルタの風速分
布を略均一にすることができる。これにより、空気清浄効率を向上させることができる。
【００１２】
　また、室内空気吸込口が、フロントパネルの端部と仕切板の端部との間にスリット状に
形成されているようにすることもできる。このように構成すると、吸込口を前面に形成し
ないフラットなフロントパネルを容易に構成することができる。
【００１３】
　また、この場合において、前記空気清浄フィルタを本体筐体内において左右側方に配置
するとともに、室内吹出口を本体筐体の左右側面に形成し、さらに、前記室内空気吸込口
をフロントパネルの上端部と仕切板の上端部との間及びフロントパネルの下端部と仕切板
の下端部との間にそれぞれ形成するようにしてもよい。このようにすれば、室内空気吸込
口と室内吹出口との間のショートサーキットを避けながら、清浄化された空気を左右対称
的に吹き出すことができる。また、このように構成した場合は、左右の空気清浄フィルタ
の風速分布を均一にし、空気清浄効率を向上させることが容易になる。また、空気清浄機
が設置される部屋の一壁面の略中央部に沿ってこの空気清浄機を配置して使用すると、空
気清浄フィルタを通過して清浄化された空気が壁面に沿って吹き出され、空気清浄機の正
面から室内空気を吸い込む循環気流が形成される。この結果、室内を包み込むような循環
気流が形成されるので、室内の全体が空気を効率よく清浄化することができる。
【００１４】
　また、前記フロントパネルは、前面の左右側部に室内空気の補助吸込口として縦長のス
リットを備えたものとすることもできる。このように構成すれば、室内空気吸込口の面積
を大きくすることができるので、室内空気の吸込空気抵抗を低減することができ、機器の
省エネ化を図ることができる。
【００１５】
　また、前記空気清浄フィルタを略直方体状に形成するとともに、空気清浄フィルタの空
気流入側端面及び空気流出側端面を本体筐体の前面と略直交するように配置し、さらに、



(5) JP 5228319 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

本体筐体の前面から着脱自在に取り付けるようにしてもよい。このように構成すれば、空
気清浄フィルタを正面側から着脱することができるのでメンテナンスが楽になる。
【００１６】
　また、前記仕切板に形成されたベルマウスの前面側にプレフィルタを取り付けるように
することが好ましい。このように構成すれば、糸くずなどの大きなごみが遠心ファン及び
空気清浄フィルタに吸い込まれるのを防止するとともに、遠心ファンの吸込気流が整流さ
れるので、遠心ファンの吸込抵抗が減少し、遠心ファンの騒音が低下する。
【００１７】
　また、空気清浄フィルタは、少なくとも集塵フィルタ又は脱臭フィルタの何れか一方を
備えていることが好ましい。この何れかを備えていることにより、空気清浄機の用途を広
くすることができる。この点から言えば、より好ましくは集塵フィルタと脱臭フィルタの
双方を備えていることが好ましい。
【００１８】
　また、前記遠心ファンをターボファンとすることができる。遠心ファンをターボファン
とすると、運転効率が高くなるので機器の省エネ化を図ることができる。
　また、前記遠心ファンをラジアルファンとしてもよい。遠心ファンをラジアルファンと
すると、遠心ファンからの吹出気流は、周方向の成分が少ない気流となるので、気流が空
気清浄フィルタに入るときの乱れが小さくなる。この結果、気流の通過抵抗が小さくなる
とともに騒音が小さくなる。すなわち、機器の省エネ化及び低騒音化を図ることができる
。
【発明の効果】
【００１９】
本発明に係る空気清浄機によれば、空気清浄フィルタと遠心ファンとが前方から見て平面
的に配置されており、従来のように製品の奥行き方向に並べて配置されていないので、本
体筐体の薄型化を図ることができる。また、ファンの吹出側に空気清浄フィルタが配置さ
れているため、空気清浄フィルタによる吸音効果や遮音効果が発揮され、空気清浄機の低
騒音化が図れる。また、フラットなフロントパネルを採用することができので、デザイン
性に優れるとともに、パネルの清掃の容易化を図ることができる。さらに、仕切板が本体
筐体の前面に着脱自在に取り付けられているので、空気清浄フィルタ及び遠心ファンの手
入れ及びメンテナンスを容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態に係る空気清浄機について、図１～図４に基づき説明する。
　図１は、本実施の形態に係る空気清浄機の分解斜視図であり、図２は同空気清浄機の外
観斜視図であり、図３は同空気清浄機の平断面図であり、図４は同空気清浄機の側断面図
である。この空気清浄機は床置型であって、空気清浄機の筐体は、図１に示すように、前
面が開放された略箱型の本体筐体１と、この本体筐体１の前面に取り付けられる仕切板２
と、さらにこの仕切板２の前面に取り付けられるフロントパネル３とから構成されている
。なお、図１～図４における太い実線矢印は空気の流れ方向を示す。
【００２１】
　本体筐体１は、上方大半部が薄型に形成された略箱型の薄型部１１に形成され、この薄
型部１１の下方部にはフロントパネル３の前面と略面一となる程度に奥行きが大きく形成
された電装品収納部１２が形成されている。この電装品収納部１２は、この空気清浄機の
ベース部材を兼ねている。また、電装品収納部１２の前方への出っ張り部の前面上部から
上面にかけての角部は、後述するフロントパネル３の下端部と仕切板２の下端部との間に
形成される室内空気吸込口９に連なるように、側断面が曲面状の凹部１３に形成されてい
る（図４参照）。本体筐体１における薄型部１１の左右両側部の上下角部には段状部１４
が形成され、この上下の段状部１４間が空気清浄フィルタ４を収納する収納スペース１５
として形成されている（図１参照）。本体筐体１の薄型部１１の前面には内向きフランジ
１６が形成され、この内向きフランジ１６には仕切板２を取り付けるための複数のねじ孔
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１７が形成されている（図１参照）。
【００２２】
　本体筐体１の左右側方に取り付けられる空気清浄フィルタ４は、流通する空気中の浮遊
汚染粒子、ガス状汚染物質などの汚染物を除去して空気を清浄化する機能を備えたフィル
タ部材又は機器であって、図面にはその詳細を記載していないが、従来公知のようなもの
でよい。例えば、後述する遠心ファン５の吹出側に、バイオ抗体の力で空気中に浮遊する
ウイルスを素早く吸着するバイオ抗体フィルタを設け、その下流側にプラズマイオン化部
で埃や花粉をプラスに帯電させ、マイナスに帯電したフィルタでこれら埃や花粉を吸着す
る静電集塵フィルタを配置する。そして、この静電集塵フィルタの下流側に、臭気成分を
分解するとともに、カビ菌やウイルスを吸着する光触媒アパタイトフィルタなどの脱臭フ
ィルタを配置したものとする。このような構成の空気清浄フィルタ４は、その外周形状が
前記収納スペース１５の形状に合致するような直方体状に形成されたものであって、左右
のものが略同一形状に形成されている。また、図３に示すように、空気清浄フィルタ４の
空気流入側端面４１及び空気流出側端面４２が薄型部１１の前面と直交するように、空気
清浄フィルタ４が形成され、配置されている。さらに、空気清浄フィルタ４は、後述する
フロントパネル３及び仕切板２を外した状態において、本体筐体１の前面側から着脱自在
に取り付けられている。
【００２３】
　また、本体筐体１の両側面には、空気清浄フィルタ４の下流側に位置し、かつ、この両
側面における空気清浄フィルタ４の空気流出側端面４２に対向する位置に、清浄化された
空気を室内へ吹き出すための室内吹出口１８がそれぞれ形成されている。
【００２４】
　本体筐体１における薄型部１１の前面から見た中央部には、遠心ファン５が配置されて
いる。遠心ファン５としてはターボファンが用いられている。この遠心ファン５は、羽根
車５１の回転軸５２を奥行き方向にするとともに、ファン吸込口５３を形成するシュラウ
ド５４を前面側にして配置され、ファンモータ５５が本体筐体１の背板に取り付けられて
いる。したがって、前述の空気清浄フィルタ４はこの遠心ファン５の羽根車５１の径方向
吹出側に配置されることになる。
【００２５】
　仕切板２は、平板状であって、その周辺部には本体筐体１の前面の内向きフランジにね
じ止めするためのねじ貫通用の複数の貫通孔２１が設けられている。そして、仕切板２は
、貫通孔２１を介してねじ（図示せず）により本体筐体１の前面の内向きフランジ１６に
着脱自在にねじ止めされている（図１参照）。また、仕切板２には、遠心ファン５のファ
ン吸込口５３を形成するシュラウド５４に対応する位置にベルマウス２２が形成されてい
る。仕切板２は、このように形成されることにより、仕切板２の内側をファン吹出側とし
、仕切板２の前面側をファン吸込側とするように機能する。さらに、仕切板２は、空気清
浄フィルタ４の収納スペース１５の前面側の収納壁を兼用する。
【００２６】
　また、仕切板２の中央部に形成されたベルマウス２２の前面側には、プレフィルタ６が
取り付けられている。プレフィルタ６は、カテキン含有のフィルタであって、大きな埃や
ペットの毛などを捕集するとともに、埃などに付着している細菌やカビ成分を除菌する機
能を備えている。
【００２７】
　フロントパネル３は、フラットな平面を備えた前板３１の両側を後方に折り曲げて折曲
片３２を形成し、この折曲片３２の寸法を適切に設定することにより、仕切板２との間に
適切な間隔のファン吸込側空間７を形成するように構成されている。また、フロントパネ
ルは、本体筐体１又は仕切板２に対し、図示しない適宜の手段により着脱自在に取り付け
られている。そして、フロントパネル３の上端部と仕切板２の上端部との間、及びフロン
トパネル３の下端部と仕切板２の下端部との間にそれぞれ室内空気吸込口８，９がスリッ
ト状に形成されている。
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【００２８】
　次に、本実施の形態に係る空気清浄機の運転について説明する。
　図示しない運転スイッチが投入されることにより、ファンモータ５５が運転されて遠心
ファン５が運転されるとともに、電源を必要とする静電集塵フィルタなどを備えた空気清
浄フィルタ４が作動する。これにより、フロントパネル３の上端部と仕切板２の上端部と
の間にスリット状に形成された室内空気吸込口８を介して室内空気が吸い込まれる。また
、室内空気は、本体筐体１の電装品収納部１２の前面に形成された凹部１３から、フロン
トパネル３の下端部と仕切板２の下端部との間にスリット状に形成された室内空気吸込口
９を介しても吸い込まれる。このように両室内空気吸込口８，９から吸入された室内空気
は、フロントパネル３と仕切板２との間に形成されたファン吸込側空間７に入る。そして
、プレフィルタ６、ベルマウス２２及びファン吸込口５３を介し遠心ファン５に吸入され
、羽根車５１の径方向吹出側に吹き出される。この経路において、プレフィルタ６では大
きな埃やペットの毛などが捕集され、カテキン成分により埃などに付着した細菌やカビ菌
が除去される。
【００２９】
　遠心ファン５から径方向に吹き出された空気は、本体筐体１内において左右の空気清浄
フィルタ４に送られる。そして、空気清浄フィルタ４に送られた室内空気は、バイオ抗体
フィルタで浮遊するウイルスが吸着され、静電集塵部で埃や花粉がプラスに帯電されてマ
イナスに帯電されたフィルタに吸着される。さらに、脱臭フィルタで臭い成分が分解され
るとともに、細菌やカビ菌が吸着されて臭いが除去され、清浄化された空気となって室内
吹出口１８から左右方向に吹き出される。
【００３０】
　この場合において、図５に示すように、空気清浄機が設置される部屋Ｒの一壁面の中央
部に配置されている場合は、室内空気は空気清浄機の正面から吸入され、清浄化された後
左右の室内吹出口１８から壁面に沿って吹き出される。このため、図５に示すように、室
内空気は、部屋Ｒの周囲から空気清浄機の正面中央部に向かう循環気流Ｆが形成され、効
率よく室内全体の空気が清浄化される。
【００３１】
　以上のように構成された空気清浄機によれば、次のような効果を奏することができる。
　（１）空気清浄フィルタ４と遠心ファン５とが前方から見て平面的に配置されており、
従来のように製品の奥行き方向に並べて配置されていないので本体筐体１の奥行き寸法を
小さくして薄型にすることができる。また、遠心ファン５の吹出側に空気清浄フィルタ４
が配置されているため、空気清浄フィルタ４による吸音効果や遮音効果が発揮され、空気
清浄機の低騒音化が図れる。
【００３２】
　（２）仕切板２の前面にフロントパネル３を配置し、フロントパネル３と仕切板２との
間にファン吸込側空間７を形成する構成としているので、デザイン性に優れたフラットな
フロントパネル３を採用することができる。また、フロントパネル３がフラットになって
いるため、フロントパネル３の清掃が楽になり、メンテナンス性が向上する。特に、この
場合は、室内空気吸込口８，９が、フロントパネル３の端部と仕切板２の端部との間にス
リット状に形成されているので、フロントパネル３を容易にフラット状に形成することが
できる。
【００３３】
　（３）遠心ファン５の前面側の仕切板２とフロントパネル３との間にファン吸込側空間
７が形成されているので、室内空気を吸い込むための室内空気吸込口８，９はこのファン
吸込側空間７に連通させるように構成すればよく、その位置の制約が少なく、室内空気吸
込口８，９を容易に形成することができる。
【００３４】
　（４）空気清浄フィルタ４が複数の位置に分散配置されているので、すなわち、この実
施の形態の場合には、空気清浄フィルタ４が本体筐体１内において左右側方の位置に分散
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配置されているので、空気清浄フィルタ４の空気通過面積を大きくすることができ、空気
清浄効率を向上させることができる。
【００３５】
　（５）また、この場合において、各空気清浄フィルタ４は略同一形状かつ略同一寸法に
形成されているので、各空気清浄フィルタ４の風速分布を略均一にすることができ、空気
清浄効率を向上させることができる。
【００３６】
　（６）また、本実施の形態においては、空気清浄フィルタ４が本体筐体１内の左右側方
に配置されるとともに、室内吹出口１８が本体筐体１の左右側面に形成され、さらに、室
内空気吸込口８，９がフロントパネル３の上端部と仕切板の上端部との間及びフロントパ
ネル３の下端部と仕切板２の下端部との間にそれぞれ形成されている。このため、室内空
気吸込口８,９と室内吹出口１８との間のショートサーキットを避けながら、清浄化され
た空気を左右対称的に吹き出すことができる。また、このように構成した場合は、左右の
空気清浄フィルタ４の風速分布を均一にし、空気清浄効率を向上させることが容易になる
。
【００３７】
　（７）また、部屋Ｒの一壁面の略中央部に沿ってこの空気清浄機を配置して使用すると
、空気清浄フィルタ４を通過して清浄化された空気が室内吹出口１８から壁面に沿って吹
き出され、空気清浄機の正面から室内空気を吸い込む循環気流が形成される。この結果、
室内を包み込むような循環気流Ｆが形成されるので、室内全体の空気を効率よく清浄化す
ることができる。
【００３８】
　（８）仕切板２が本体筐体１の前面に対し着脱自在に取り付けられるとともに、空気清
浄フィルタ４の収納スペース１５の前面側収納壁を兼用するように構成されているので、
仕切板２を外すことにより、空気清浄フィルタ４の交換をすることができる。また、遠心
ファン５も露出するので、遠心ファン５を正面側から清掃することもできる。したがって
、機器の手入れ、メンテナンスが簡単になる。
【００３９】
　（９）また、この場合において、空気清浄フィルタ４が略直方体状に形成されるととも
に、空気清浄フィルタ４の空気流入側端面４１及び空気流出側端面４２が本体筐体１の前
面と略直交するように配置されているので、空気清浄フィルタ４の正面側からの着脱が容
易になり、メンテナンスが楽になる。
【００４０】
　（１０）空気清浄フィルタ４は、集塵フィルタと脱臭フィルタの双方を備えているので
、機能が充実し、用途の拡大、需要の拡大を図ることができる。
　また、プレフィルタ６が仕切板２に形成されたベルマウス２２の前面側に取り付けられ
ているので、糸くずなどの大きなごみが遠心ファン５及び空気清浄フィルタ４に吸い込ま
れることが防止される。さらに、このプレフィルタ６により遠心ファン５への吸込気流が
整流されるので、遠心ファン５の吸込抵抗が減少し、遠心ファン５の騒音が低下する。
【００４１】
　（１１）遠心ファン５としてターボファンが用いられているので、運転効率が高くなり
、機器の省エネ化を図ることができる。
　以下に上記実施の形態に係る空気清浄機の変形例を記す。
【００４２】
　（変形例１）
　上記実施の形態においては、空気清浄フィルタ４としては、静電集塵フィルタと脱臭フ
ィルタの双方を備えていたが、何れか一方のフィルタを備えたものでもよく、本発明はこ
のような空気清浄機をも包含する。なお、静電集塵フィルタに代えてＨＥＰＡフィルタな
どの他の形式の集塵フィルタにしてもよいことは勿論である。
【００４３】
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　（変形例２）
　遠心ファン５は、ターボファンに拘るものではなく、図６に示すようにターボファンに
代えてラジアルファン５ａを用いるようにしてもよい。遠心ファン５をラジアルファンと
すると、遠心ファン５からの吹出気流は、周方向の成分が少ない気流となるので、気流が
空気清浄フィルタ４に入るときの乱れが小さくなる。この結果、気流の通過抵抗が小さく
なるとともに騒音が小さくなる。すなわち、機器の省エネ化及び低騒音化を図ることがで
きる。
【００４４】
　（変形例３）
　前記実施の形態に係る空気清浄機は、床置形として記載しているが、壁掛型の空気清浄
機とすることもできる。この場合には、本体筐体１の下方の電装品収納部１２の奥行き寸
法を薄型部１１と同一にして、あるいは、電装品収納部１２を他の位置に移動して、フロ
ントパネル３の下端部と仕切板２との下端部との間に形成される室内空気吸込口９を下面
に露出するように形成することができる。また、本空気清浄機の縦長の方向を水平にした
形態として、高さ方向の寸法が小さい薄型の天井吊型空気清浄機としてもよい。これら壁
掛型及び天井吊型空気清浄機においても、薄型となることにより部屋Ｒに設置された場合
の圧迫感を緩和することができる。
【００４５】
　（変形例４）
　前述の実施の形態において、図７のようにフロントパネル３の前面の左右側部に室内空
気の補助吸込口として縦長のスリット３３を設けてもよい。このように構成すれば、室内
空気を吸い込む吸込口の面積を大きくすることができるので、室内空気の吸込空気抵抗を
低減することができ、機器の省エネ化を図ることができる。
【００４６】
　（変形例５）
　上記実施の形態においては、空気清浄フィルタ４が本体筐体１内の左右側方に設けられ
ていた。このように、左右に空気清浄フィルタ４を配置して左右側面から吹き出すように
することは、前記図５のように壁面中央部に設置される場合に好ましい。特に、壁掛け型
として使用する機種の場合には、空気清浄機の上面と天井との間のスペースが狭い場合も
あり、このような場合には左右吹出とすることが好ましい。しかしながら、図８（ａ）の
ように、部屋Ｒの一方のコーナ部に設置される場合であって、右側面が壁面の近くになる
場合には、右側面から吹き出すことが気流の循環上好ましくない。
【００４７】
　そこで、予めこのような場合に備え、空気清浄機における空気清浄フィルタ４の取付位
置を左右の両側方或いは上方のうちの何れか２箇所に使用者が自由に変更できるように構
成する。また、前記実施の形態１に記載したような室内吹出口１８を空気清浄フィルタ４
の取付位置に対応して構成することができるように、予め左右の両側面及び上面それぞれ
に同一形状で室内吹出口１８を形成しておく。また、空気清浄フィルタ４を取り付けない
任意の面の室内吹出口１８を共通的に閉塞可能とする蓋、例えば平板状の蓋板（図示せず
）を用意しておく。さらに、上面に室内吹出口１８を設けた場合に、この室内吹出口１８
と室内空気吸込口８との間のショートサーキットを防止するために、フロントパネル３の
構成を変更しておく。すなわち、フロントパネル３は、前記実施の形態における上方の室
内空気吸込口８が形成されないように、フロントパネル３の上端部にも側面部と同様の折
曲片を形成するとともに、前述の変形例３のようにフロントパネル３の左右側部にスリッ
ト３３を形成する。
【００４８】
　このように構成すると、例えば、前述の図８（ａ）のように、右側面が壁面近くとなる
ように設置される場合には、使用者は上面と左側面の室内吹出口１８を開口するとともに
、図示されない右側面の室内吹出口１８を前述の蓋板で閉塞する。さらに、空気清浄フィ
ルタ４を、図８（ｂ）のように本体筐体１内の左側方及び上方に配置することにより、室
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内の気流を良好にすることができる。また、空気清浄機が図９（ａ）のように、左側面が
壁面近くとなるように設置される場合には、使用者は上面と右側面の室内吹出口１８を開
口するとともに、図示されない左側面の室内吹出口１８を蓋板で閉塞する。さらに、空気
清浄フィルタ４を、図９（ｂ）のように本体筐体１内の右側方及び上方に配置することに
より、室内の気流を良好にすることができる。
【００４９】
　（変形例６）
　また、空気清浄機が壁面の中央において床置型で使用されるような場合には、図１０に
示すように、空気清浄フィルタ４を本体筐体１内における左右の側方及び上方に配置する
とともに、室内吹出口１８を変形例５の場合のように空気清浄フィルタ４の位置に対応し
て本体筐体１の左右側面及び上面に形成するようにする。また、変形例４の場合のように
、上方の室内空気吸込口８を形成せず、補助吸込口としてのスリット３３を左右側部に形
成するようにフロントパネル３を変更する。このようにすれば、空気清浄フィルタ４を３
箇所に分散配置することになるため、空気通過面積をより大きくすることができる。
【００５０】
　（変形例７）
　前述の実施の形態においては、空気清浄フィルタ４は仕切板２を取り外した状態にする
ことにより、前面側から着脱できるように構成していた。しかし空気清浄フィルタ４は、
仕切板２を取り付けたままでも前面から着脱できるようにすることもできる。その具体例
としては、図１１に示すように、仕切板２に空気清浄フィルタ４を前面から挿入できる程
度のサービス孔２５を左右に設ける。そして、このサービス孔２５を閉じる平板状のサー
ビス蓋２６を、仕切板２の前面からねじ２７で取り付けられるようにするとともに、空気
清浄フィルタ４をサービス蓋２６の背面側に着脱自在に取り付けるようにする。このよう
にすることにより、前板３１を外した状態においては、空気清浄フィルタ４がサービス蓋
２６に取り付けられた状態で、前面側から取り外すことができる。また、このように取り
外した状態においては、空気清浄フィルタ４を交換することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施の形態に係る実施の形態に係る空気清浄機の分解斜視図である。
【図２】同空気清浄機の外観斜視図である。
【図３】同空気清浄機の平断面図である。
【図４】同空気清浄機の側断面図である。
【図５】同空気清浄機の設置例を示す平面設置図であり、室内空気の循環流の状態を示す
。
【図６】同空気清浄機の一変形例を示し、遠心ファンとしてラジアルファンを用いたもの
を示す。
【図７】同空気清浄機の更なる他の変形例を示し、フロントパネルに補助吸込口としての
スリットを設けた例である。
【図８】同空気清浄機の他の変形例を示し、（ａ）は空気清浄機が室内のコーナ部に取り
付けられる状態図であって、（ｂ）は空気清浄フィルタの取付位置をこの取付状態に適し
た位置に変更した例である。
【図９】同空気清浄機の更なる他の変形例を示し、（ａ）は空気清浄機が室内の他のコー
ナ部に取り付けられる状態図であって、（ｂ）は空気清浄フィルタの取付位置をこの取付
状態に適した位置に変更した他の例である。
【図１０】同空気清浄機の更なる他の変形例を示し、空気清浄フィルタを３箇所に配置し
た例である。
【図１１】同空気清浄機の更なる他の変形例を示し、空気清浄フィルタを仕切板のサービ
ス蓋に取り付けた例である。
【符号の説明】
【００５２】
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　１…本体筐体、２…仕切板、３…フロントパネル、４…空気清浄フィルタ、５…遠心フ
ァン、５ａ…ラジアルファン、６…プレフィルタ、７…ファン吸込側空間、８，９…室内
空気吸込口、１５…収納スペース、１８…室内吹出口、２２…ベルマウス、３３…スリッ
ト、４１…空気流入側端面、４２…空気流出側端面、５２…回転軸、５３…ファン吸込口
。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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