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(57)【要約】
【課題】気化フィルタ上にスケールが析出しても加湿能
力の低下を抑制することができる加湿装置および加湿機
能付き空気清浄機を提供する。
【解決手段】複数の開口を有する第１基材と複数の開口
を有する第２基材とを、互いの開口が連通されるように
複数の連結繊維にて連結して形成された三次元構造体を
フィルタ基材とする気化フィルタと、気化フィルタに水
を供給して、フィルタ基材を湿潤させる給水装置と、湿
潤したフィルタ基材に対して空気を送り、連通された開
口に空気を通過させて、気化フィルタより加湿空気を送
り出す送風装置とを備え、気化フィルタ上にスケールが
析出しても加湿能力の低下を抑制できる加湿装置を提供
する。また、通過する空気と気化フィルタ上に存在する
水との接触効率を高めることができ、コンパクトでも高
い加湿性能を得ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有する第２基材とを、互いの開口が連通さ
れるように複数の連結繊維にて連結して形成された三次元構造体をフィルタ基材とする気
化フィルタと、
　気化フィルタに水を供給して、フィルタ基材を湿潤させる給水装置と、
　湿潤したフィルタ基材に対して空気を送り、連通された開口に空気を通過させて、気化
フィルタより加湿空気を送り出す送風装置とを備える、加湿装置。
【請求項２】
　１つのフィルタ基材の開口と、別の１つのフィルタ基材の開口の少なくとも一部とが連
通されるようにそれぞれのフィルタ基材が積層されて、三次元構造体が形成される、請求
項１に記載の加湿装置。
【請求項３】
　第１基材および第２基材が、１種類以上の繊維部材により形成されている、請求項１に
記載の加湿装置。
【請求項４】
　気化フィルタのフィルタ基材が、２種類以上の異なる繊維部材により形成されている、
請求項１に記載の加湿装置。
【請求項５】
　繊維部材は樹脂材料により形成されている、請求項３または４に記載の加湿装置。
【請求項６】
　連結繊維は、第１基材および第２基材よりも高い柔軟性を有している、請求項１に記載
の加湿装置。
【請求項７】
　連結繊維が吸水性を有する、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項８】
　連結繊維が保水性を有する、請求項１の記載の加湿装置。
【請求項９】
　連結繊維の表面に凹凸が形成されている、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項１０】
　連結繊維の表面に添着材を担持させることにより、凹凸が形成されている、請求項９に
記載の加湿装置。
【請求項１１】
　添着材が撥水性を有する、請求項１０に記載の加湿装置。
【請求項１２】
　第１基材の開口を画定する部分と、第２基材の開口を画定する部分とが、連結繊維によ
り連結され、
　フィルタ基材において、１つの開口に対して連結繊維が３本以上ある、請求項１に記載
の加湿装置。
【請求項１３】
　フィルタ基材において、１つの開口に対して連結繊維が１８本以上ある、請求項１２に
記載の加湿装置。
【請求項１４】
　連結繊維の直径が１ｍｍ以上である、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項１５】
　第１基材および第２基材の開口が略円形状または多角形状に形成され、その直径または
最長対角線が２ｍｍ以上である、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項１６】
　第１基材および第２基材の開口が、略円形状または正多角形状に形成されている、請求
項１に記載の加湿装置。
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【請求項１７】
　第１基材の開口と第２基材の開口との距離であるフィルタ基材の厚みが、５ｍｍ以上で
ある、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項１８】
　送風装置は、第１基材および第２基材の表面に対して垂直な方向に空気を送る、請求項
１に記載の加湿装置。
【請求項１９】
　気化フィルタが親水性を有する、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項２０】
　気化フィルタが抗菌性または／および抗カビ性を有する、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項２１】
　第１基材が円筒外周面に位置し、第２基材が円筒内周面に位置するように、フィルタ基
材が円筒形状に形成され、
　給水装置は、水平方向に配置された円筒形状の中心を回転軸として回転されるフィルタ
基材の下部を浸積させる水槽を備える、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項２２】
　第１基材がその外周面に位置し、第２基材がその内周面に位置するように、フィルタ基
材がベルト状に形成され、
　給水装置は、走行駆動されるベルト状のフィルタ基材の一部を浸積させる水槽を備える
、請求項１に記載の加湿装置。
【請求項２３】
　複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有する第２基材とを、互いの開口が連通さ
れるように複数の連結繊維にて連結して形成された三次元構造体をフィルタ基材とする気
化フィルタと、
　空気を浄化する空気浄化フィルタと、
　気化フィルタに水を供給して、フィルタ基材を湿潤させる給水装置と、
　空気浄化フィルタを通過させて浄化された空気を湿潤したフィルタ基材に送り、フィル
タ基材において連通された開口に空気を通過させて、気化フィルタより浄化された加湿空
気を送り出す送風装置とを備える、加湿機能付き空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥した室内空気を加湿する加湿装置および加湿機能付き空気清浄機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような加湿装置においては、湿潤状態とされたフィルタ（気化フィルタ）に
対して、送風装置により空気を送って、フィルタ基材に接触させることにより、水分を気
化させて加湿空気を得る構造の装置が用いられている。
【０００３】
　従来の加湿装置の一例を図１１に示す。図１１の加湿装置１００は、吸水性の気化フィ
ルタ１０１がその下方の一部を水槽１０２の水１０３に浸った状態で配置されており、気
化フィルタ１０１の前段にはヒータ１０４が配置されている。水槽１０２から水１０３を
吸上げた気化フィルタ１０１に、ヒータ１０４によって加熱された空気を通過させること
により、加湿空気を得るものである（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、従来の加湿装置に用いる気化フィルタとしては、図１２の加湿装置２００に示す
ように、三次元骨格構成を有する中空円筒状の気化フィルタ２０１が、下部を貯水２０２
に浸しながら回転することにより、気化フィルタ２０１全体への給水を強制的に行うもの
がある（例えば、特許文献２参照）。
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【０００５】
　また、空気中の水分を吸着して、加湿や除湿などの湿度調節を行うための吸着素子があ
る。図１３に示すように、円筒状の吸着素子３０１は、ハニカム構造体に吸着材を保持さ
せてなり、周面に通気用のセル３０２が多数設けられている（例えば、特許文献３参照）
。
【０００６】
　また、このような従来の加湿装置が有する加湿機能を、空気の浄化を行う空気清浄機に
追加したもの、すなわち空気の清浄化と加湿とを行う加湿機能付き空気清浄機も知られて
いる（例えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第２５１４１４５号公報
【特許文献２】特開２００５－２７４０９６号公報
【特許文献３】特開２００６－３０５４８２号公報
【特許文献４】特開２００５－６１６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このような従来の加湿装置および加湿機能付き空気清浄機では、一般的に供給する水は
水道水であり、水はケイ素やカルシウム、マグネシウムなどの元素を微量に含むために、
その水を供給した気化フィルタが乾燥していく過程でフィルタの表面にスケールとなって
析出する。図１１の加湿装置１００のように気化フィルタ１０１への給水が自然吸上げに
よる場合、このスケール析出に伴って水の吸上げ効果が著しく低下する。そのため、加湿
能力を維持するには、定期的に気化フィルタ上の析出物を除去する必要があり、このよう
な析出物を除去する作業の軽減、すなわちメンテナンスの軽減が求められている。
【０００９】
　また、気化フィルタ２０１を回転させて強制的に給水を行う図１２に示すような加湿装
置２００では、気化フィルタ２０１の三次元骨格構成が水をよく保持するために、気化フ
ィルタ２０１上には過剰な水が存在しやすい。そのため、圧力損失の増大が避けられず、
気化フィルタの低圧力損失化が要求されていた。
【００１０】
　また、図１３のハニカム構造体に吸着材を保持させてなる吸着素子３０１では、空気と
吸着素子３０１とが接触する通気用のセル３０２が、波板状のシートと平板状のシートに
囲まれて壁面を形成しているが、壁面が平面であるため表面積が小さい。そのため、加湿
を行う場合には、空気と吸着素子との接触面積が少ないために水分の気化効率が低く、高
い加湿性能を得るためには気化フィルタのサイズを増大する必要がある。また、吸着素子
による加湿の場合は、空気中の湿分を利用しているために、短時間で安定的な湿潤空気を
得るための加湿装置としては好適でない。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、気化フィルタ上にスケー
ルが析出しても加湿能力の低下を抑制することができる加湿装置および加湿機能付き空気
清浄機を提供することにある。また、圧力損失を低減して静音で加湿運転をすることがで
きるとともに、気化フィルタの表面積を増大することにより、通過する空気と気化フィル
タ上に存在する水との接触効率を高めることができ、コンパクトでも高い加湿性能を得る
ことができる加湿装置および加湿機能付き空気清浄機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１３】
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　本発明の加湿装置は、複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有する第２基材とを
、互いの開口が連通されるように複数の連結繊維にて連結して形成された三次元構造体を
フィルタ基材とする気化フィルタと、気化フィルタに水を供給して、フィルタ基材を湿潤
させる給水装置と、湿潤したフィルタ基材に対して空気を送り、連通された開口に空気を
通過させて、気化フィルタより加湿空気を送り出す送風装置とを備えるものである。
【００１４】
　また、本発明の加湿機能付き空気清浄機は、複数の開口を有する第１基材と複数の開口
を有する第２基材とを、互いの開口が連通されるように複数の連結繊維にて連結して形成
された三次元構造体をフィルタ基材とする気化フィルタと、空気を浄化する空気浄化フィ
ルタと、気化フィルタに水を供給して、フィルタ基材を湿潤させる給水装置と、空気浄化
フィルタを通過させて浄化された空気を湿潤したフィルタ基材に送り、フィルタ基材にお
いて連通された開口に空気を通過させて、気化フィルタより浄化された加湿空気を送り出
す送風装置とを備えるものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有する第２基材とを、互
いの開口が連通されるように複数の連結繊維にて連結して形成された三次元構造体をフィ
ルタ基材とする気化フィルタが用いられているため、フィルタ基材において、空気を通過
させるための連通された開口が確保される。したがって、水の気化により気化フィルタ上
にスケールが析出しても、保水力や通気性が低下しにくく、加湿能力を維持することがで
きる加湿装置および加湿機能付き空気清浄機を提供することができる。また、フィルタ基
材に連通された開口が確保されているため、圧力損失を低減することができ、静音で加湿
運転ができる。また、連結繊維の表面性質や数を変えることによって気化フィルタ上に存
在する水の量を最適に保つことができるために、圧力損失が低く、静音で加湿運転をする
ことができる。また、連結繊維が、連結繊維間で水を保持する、あるいは連結繊維表面に
付着させて水を保持することにより、気化フィルタの表面積を増大することができる。そ
のため、通過する空気と気化フィルタ上に存在する水との接触効率が高まり、コンパクト
でも高い加湿性能を得ることができる加湿装置および加湿機能付き空気清浄機を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明のこれらの態様と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関連し
た次の記述から明らかになる。この図面においては、
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の加湿装置の概略断面図であり、
【図２】図２は、第１実施形態の変形例の加湿装置の概略断面図であり、
【図３】図３は、本発明の第２実施形態の加湿装置の概略断面図であり、
【図４】図４は、本発明の第３実施形態の気化フィルタの構造を示す概略斜視図であり、
【図５】図５は、本発明の第４実施形態の気化フィルタの構造を示す概略斜視図であり、
【図６】図６は、第４実施形態の変形例にかかる気化フィルタの構造を示す概略斜視図で
あり、
【図７】図７は、本発明の第６実施形態の加湿装置の概略断面図であり、
【図８】図８は、本発明の第７実施形態の加湿機能付き空気清浄機の概略断面図であり、
【図９】図９は、本発明の実施例１の測定結果を示すグラフであり、
【図１０】図１０は、本発明の実施例２の測定結果を示すグラフであり、
【図１１】図１１は、従来例の加湿装置を示す概略斜視図であり、
【図１２】図１２は、従来例の加湿装置を示す概略断面図であり、
【図１３】図１３は、従来例の吸湿素子を示す概略断面図であり、
【図１４】図１４は、本発明の第８実施形態の気化フィルタの構造を示す概略斜視図であ
り、
【図１５】図１５は、図１４の気化フィルタの概略部分拡大斜視図であり、
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【図１６】図１６は、本発明の第９実施形態の気化フィルタの構造を示す概略斜視図であ
り、
【図１７】図１７は、本発明の実施例４の測定結果を示すグラフであり、
【図１８】図１８は、実施例４の測定結果を示すグラフであり、
【図１９】図１９は、本発明の実施例５の測定結果を示すグラフであり、
【図２０】図２０は、本発明の実施例６の測定結果を示すグラフであり、
【図２１】図２１は、本発明の実施例７の測定結果を示すグラフであり、
【図２２】図２２は、本発明の実施例８の測定結果を示すグラフであり、
【図２３】図２３は、本発明の実施例９の測定結果を示すグラフであり、
【図２４】図２４は、第８実施形態の気化フィルタにおける水保持状態を示す模式図であ
り、
【図２５】図２５は、図２４の気化フィルタに対する比較例（連結繊維の本数をさらに増
加させたフィルタ基材）における水保持状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明にかかる実施の形態を説明するに先立って、本発明の幾つかの態様について、そ
の特徴および効果と関連付けてまず説明する。
【００１８】
　本発明の一の態様にかかる加湿装置は、複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有
する第２基材とを、互いの開口が連通されるように複数の連結繊維にて連結して形成され
た三次元構造体をフィルタ基材とする気化フィルタと、気化フィルタに水を供給して、フ
ィルタ基材を湿潤させる給水装置と、湿潤したフィルタ基材に対して空気を送り、連通さ
れた開口に空気を通過させて、気化フィルタより加湿空気を送り出す送風装置とを備える
ものである。
【００１９】
　このような構成によれば、フィルタ基材において第１基材の開口と第２基材の開口とが
互いに連通されて空気の通路が確保されているために、気化フィルタ上にスケールが析出
しても保水力や通気性が低下しにくく、スケール析出による加湿能力の低下を抑制するこ
とができる。また、給水量の制御や、気化フィルタを構成する三次元構造体の連結繊維の
表面性質や数を変えることによって気化フィルタ上に存在する水の量を最適に保つことが
できるために、圧力損失が低く、静音で加湿運転をすることができる。また、第１基材と
第２基材とを連結する連結繊維が、連結繊維間で水を保持する、あるいは連結繊維表面に
付着させて水を保持したりすることにより、気化フィルタの表面積を増大することができ
る。したがって、通過する空気と気化フィルタ上に存在する水との接触効率が高まり、コ
ンパクトでも高い加湿性能を得ることができる加湿装置を提供することができる。
【００２０】
　また、１つのフィルタ基材の開口と、別の１つのフィルタ基材の開口の少なくとも一部
とが連通されるようにそれぞれのフィルタ基材が積層されて、三次元構造体が形成される
ようにしてもよい。これにより、気化フィルタにおける空気の通路を確保しながら、積層
により厚みを増大させた気化フィルタにおいて形状および強度を維持することができる。
【００２１】
　また、第１基材および第２基材が、１種類以上の繊維部材により形成されているように
してもよい。繊維部材の一例としては、天然繊維、金属繊維、樹脂繊維といったものが挙
げられる。繊維部材の種類を選択することにより、例えば硬質の繊維部材を用いれば開口
形状を維持することができ、柔軟性のある繊維部材を含ませれば成形性を良くすることが
でき、また、吸水性のある繊維を用いれば気化フィルタの水なじみをより向上させたりす
ることができる。
【００２２】
　また、気化フィルタのフィルタ基材が、２種類以上の異なる繊維部材により形成されて
いるようにしてもよい。このように、繊維部材の種類を選択することにより、吸水性や撥
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水性、柔軟性など、必要な箇所に必要な機能を持たせることができる。
【００２３】
　また、繊維部材は樹脂材料により形成されていてもよい。例えば、繊維部材が吸水性の
ある樹脂材料を含む場合には、より多くの水を気化フィルタに保持させることができ、空
気と水との接触効率が高まり、高い加湿性能を得ることができる。また、繊維部材に吸水
性のない（あるいは吸水性の低い）樹脂材料を含めば、保持した水を離しやすいために、
その量を変えることにより気化フィルタ上の保水量や圧力損失を制御することができる。
また、樹脂材料により形成された繊維部材を用いる場合には、金属などの重い繊維部材を
用いる場合に比べて、気化フィルタを軽量化することができる。
【００２４】
　また、連結繊維は、第１基材および第２基材よりも高い柔軟性を有しているようにして
もよい。三次元構造体を構成する繊維が柔軟であれば、フィルタの成形、加工が容易にな
る。ここでいう柔軟性とは、折り曲げる力がかかっても破断しないものをいう。また、弾
性を兼ね備えた繊維を含めば、変形しても元に戻るという効果が得られる。
【００２５】
　連結繊維が吸水性を有してもよい。連結繊維が吸水性を有すれば、フィルタ基材がより
多くの水を保持することができ、通過空気はより多くの水と接触することができ、コンパ
クトでも高い加湿性能を得ることができる。
【００２６】
　また、連結繊維が保水性を有してもよい。連結繊維の内部まで水を吸込まず、表面にの
み水を付着させて保持する場合には、水分の放出が容易であり、加湿スピードが速いとい
う利点が得られる。同時に、繊維表面にしか水や汚れが付着しないため、洗浄が容易にな
るという効果が得られる。
【００２７】
　また、連結繊維の表面に凹凸が形成されているようにしてもよい。連結繊維表面に微細
な凹凸を形成して、この凹凸に水滴を保持させることにより、連結繊維はより多くの水を
保持することができ、通過空気と水との接触効率を高めることができ、高い加湿性能が得
られる。このような微細な凹凸とは、例えば、１００μｍ以下の深度をもつものを表し、
深度０（ゼロ）は含まない。
【００２８】
　連結繊維の表面に添着材を担持させることにより、凹凸が形成されるようにしてもよい
。微細な凹凸が添着材の担持、すなわち固定によって得られるものであれば、気化フィル
タに水を与えた場合には、凹凸への物理的作用による水膜の形成によって広く水を保持で
きる。また、保水した気化フィルタに空気を流せば、凹凸に広く保持された水が揮発して
加湿されるという作用を有し、高い加湿性能が得られる。例えば、添着材の粒子径を選択
することにより、容易に凹凸のサイズを変更することができる。また、添着材とバインダ
の性質を選択することにより、保水量の制御をすることもできる。また、連結繊維同士が
バインダで接着固定されるため、ほつれにくく強度の強い気化フィルタを得ることができ
る。
【００２９】
　また、担持する添着材が撥水性であれば、添着材の表面にしか水や汚れが付着しないた
め、洗浄が容易になるという効果が得られる。
【００３０】
　第１基材の開口を画定する部分と、第２基材の開口を画定する部分とが、連結繊維によ
り連結され、フィルタ基材において、１つの開口に対して連結繊維が３本以上あるように
してもよい。これにより、連結繊維が十分な水量を保持することができる。さらに１８本
以上であれば、通過空気と保持された水との接触面積とのバランスが向上して良い。
【００３１】
　また、連結繊維が直径１ｍｍ以下であれば、空気の通路に対し繊維の占める体積を減ら
すことにより、空気の通路を確保することができる。
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【００３２】
　第１基材および第２基材の開口が略円形状または多角形状に形成され、その直径または
最長対角線が２ｍｍ以上であるようにしてもよい。このようにすることで、水が膜状にな
って開口をふさぐことがないために、給水時の圧力損失の上昇を抑制することができ、静
音で加湿運転ができるという効果が得られる。
【００３３】
　また、第１基材および第２基材の開口の形状が、略円形または正多角形とすれば、水が
膜状になって開口をふさぐことがないために、給水時の圧力損失の上昇を抑制することが
できる。
【００３４】
　また、フィルタ基材の厚みが５ｍｍ以上とすれば、厚みすなわち連結繊維によって保持
される水の量が十分に得られ、同時に、気化フィルタを通過する空気が水と接触する時間
も十分に得られるために、高い加湿性能を得ることができる。
【００３５】
　また、第１基材および第２基材の表面に対し、送風装置が垂直方向に空気を送るように
すれば、連通された開口により形成された空気の通路により低い圧力損失にて空気を通過
させることができる。
【００３６】
　また、気化フィルタが抗菌性または／および抗カビ性を有するものであれば、気化フィ
ルタにおける菌やカビの繁殖を抑制することにより、気化フィルタを清潔に保つことがで
きる。
【００３７】
　また、気化フィルタが親水性を有するものであれば、給水した水が、気化フィルタ上に
薄く広がるため、通過空気と水との接触効率が向上し、コンパクトでも高い加湿性能を得
ることができる。
【００３８】
　また、第１基材が円筒外周面に位置し、第２基材が円筒内周面に位置するように、フィ
ルタ基材が円筒形状に形成され、給水装置は、水平方向に配置された円筒形状の中心を回
転軸として回転されるフィルタ基材の下部を浸積させる水槽を備えるようにしてもよい。
このような構成によれば、円筒形状の気化フィルタを回転させることにより、気化フィル
タ全体に水を均一に供給することができるため、長時間にわたって安定して加湿を行うこ
とができる。特に、気化フィルタの下部を水槽に浸漬しながら回転させることにより、給
水装置としてのノズルやポンプを設ける必要がなく、水槽をもって水供給を行うことがで
きる。また、円筒形状の気化フィルタを回転させる場合には、回転速度を変更することに
より、気化フィルタ上に保持する水の量を制御することもできる。
【００３９】
　また、第１基材がその外周面に位置し、第２基材がその内周面に位置するように、フィ
ルタ基材がベルト状に形成され、給水装置は、走行駆動されるベルト状のフィルタ基材の
一部を浸積させる水槽を備えるようにしてもよい。このように、気化フィルタがベルト状
であり、例えば２つ以上の軸を使って回転させることにより、気化フィルタを薄型にする
ことができる。また、気化フィルタ全体に水を均一に供給することができるため、長時間
にわたって安定して加湿を行うことができる。特に、気化フィルタの下部の一部を水槽に
浸漬しながら回転させれば、給水装置としてのノズルやポンプを設ける必要がなく、水槽
をもって水供給を行うことができる。また、ベルト状の気化フィルタを走行、すなわち回
転させる場合には、走行速度（回転速度）を変更することにより、気化フィルタ上に保持
する水の量を制御することもできる。
【００４０】
　また、第１基材および第２基材が複数の開口を有する編地であり、複数の連結繊維によ
り２枚の編地が間隔をあけて連結されて、編地および連結繊維間に水を保持する立体編物
がフィルタ基材として構成され、フィルタ基材において、一方の編地において一の開口を



(9) JP 2010-169394 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

画定する部分が有する複数の編目のうちの少なくとも１つの編目から、他方の編地におい
て相対する一の開口を画定する部分が有する編目に、４本以上の連結繊維が延在して、互
いの開口を画定する編地同士が連結されているようにしてもよい。なお、本発明において
、「編地」とは、繊維部材を編むことによって作られた構造体、すなわち生地を意味する
。一方の編地の編目から、４本以上の連結繊維が他方の編地の編目に向けて延在するよう
な構造が採用されていることにより、隣接する連結繊維間にて水を保持させることができ
、十分な水保持量を確保することができる。さらに、このような連結繊維は、互いの開口
が連結して形成されて空気の通過経路に接して配置されることとなるため、開口を通過す
る空気と、連結繊維間に保持されている水との接触性を高めることができる。したがって
、十分な水保持量を得ながら圧力損失が低く、かつ水と空気との接触効率の良い気化フィ
ルタを提供することができる。
【００４１】
　具体的には、一方の編地の編目から他方の編地の編目へと延在する連結繊維は４本以上
５０本以下の繊維束となっていることが好ましく、より好ましくは６本以上３０本以下、
さらに好ましくは８本以上２６本以下である。繊維を水に浸漬すると、繊維の表面には水
が付着する。複数の繊維を近接して並べると、繊維表面への付着に加えて、毛細管現象に
よって繊維間にも水を保持することができる。すなわち、連結繊維はつねに４本以上の束
になって編地間に存在しているために、繊維間に水を保持することができ、単繊維の表面
のみに水を付着させて保持する場合に比べ、より多くの水を保持できる。このような構造
において、連結繊維の表面積を増加させれば、保持された水と通過する空気との接触効率
を増加させることができる。
【００４２】
　また、一方の編地の開口と、相対する他方の編地の開口とを連結させることにより、空
気の通路を確保することができ、水保持による圧力損失の増大を抑制できるという効果が
得られる。また、複数の連結繊維間に保持されている水は、空気通路に接した状態とされ
るため、開口から導入した空気との効果的な接触を実現することができる。
【００４３】
　したがって、空気を流すために多量のエネルギを必要とせず、より省エネルギに気液接
触させることができる気化フィルタを提供することができる。特に、開口を有する２枚の
編地、すなわち表面と裏面の編地を形成する繊維よりも、２枚の編地を連結する複数の連
結繊維に、より多くの水を保持させることにより、圧力損失の低い気化フィルタを得るこ
とができる。これは、空気導入時の圧力損失が主に２枚の編地の形状と開口面積によって
支配され、連結繊維の形状の影響は少ないためである。さらに、水を、複数の連結繊維間
に保持することにより、開口から導入した空気との接触面積を増大することができ、保持
材からの水の気化速度を高めることができる。
【００４４】
　また、連結繊維の単繊維の断面の外周が４５μｍ以上としてもよい。連結繊維の単繊維
の断面の外周は４５μｍ以上４５０μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは８０
μｍ以上３００μｍ、さらに好ましくは１００μｍ以上２５０μｍである。このような外
周の単繊維は、連結繊維の少なくとも一部に用いられていればよく、異なる断面の外周の
単繊維と複合されていても良い。
【００４５】
　また、複数の編目を有する多角形状の編地の開口は、その最長対角線が３ｍｍより大き
く形成されているようにしてもよい。また、この最長対角線が１２ｍｍ以下であることが
好ましい。最長対角線が３ｍｍより大きければ、水を保持したときに、開口に水膜を生じ
にくいという効果が得られる。水膜を生じると、急激な圧力損失上昇が起き、空気の効率
的な通過を阻害する。また、最長対角線が１２ｍｍ以下であれば、保持された水に接触せ
ず通過する空気の量を低減することができ、水を保持した保持材と、開口から導入する空
気との接触効率を高めることができるという効果が得られる。
【００４６】
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　また、立体編物において、２．５４ｃｍ角（すなわち１インチ四方）にある連結繊維の
それぞれの断面の総周が、７００ｍｍ以上としてもよく、７００ｍｍ以上３０００ｍｍ以
下であることが好ましい。連結繊維の断面の総周はより好ましくは７５０ｍｍ以上２５０
０ｍｍ以下、さらに好ましくは８００ｍｍ以上２０００ｍｍ以下である。これにより、よ
り多くの水を保持できる。
【００４７】
　本発明において連結繊維のそれぞれの断面の外周（あるいは総周）は、例えば、立体編
物の連結繊維を表裏の編地の中間部分で直角方向に切断し、この切断面の拡大写真から単
繊維の断面の外周を求め、２．５４ｃｍ角当たりの単繊維の本数に積算する方法や、単繊
維が丸断面の場合は、単繊維の直径を厚み計や拡大写真から測定することにより断面の外
周を求め、２．５４ｃｍ角当たりの単繊維の本数に積算する方法等で算出できるものであ
る。なお、連結繊維の断面の総周は、連結繊維の単繊維の断面の外周と単位面積（２．５
４ｃｍ角）当たりの単繊維の本数で決定される。単繊維の断面の外周が４５μｍ以上４５
０μｍ以下の繊維が４本以上５０本以下収束した連結繊維としては、マルチフィラメント
を用いるのが良い。マルチフィラメントの配合割合を増加させれば、単位体積あたりの繊
維原材料の使用量を同等に保ちながら、気化フィルタ全体の表面積を増加させることがで
き、高効率で経済性に優れた気化フィルタを得ることができる。また、単繊維径の外周を
４５μｍ以上にすることにより、適度な反発力と強度を有し、２枚の編地が形成する間隔
、すなわち厚みを安定的に保つことができ、形状安定性に優れた気化フィルタを得ること
ができる。
【００４８】
　また、断面の外周が４５μｍ以上４５０μｍの単繊維を単独もしくは異なる外周の単繊
維と引き揃えて４本以上５０本以下の繊維束とし、立体編物２．５４ｃｍ角にある連結繊
維の断面の総周が７００ｍｍ以上３０００ｍｍ以下とすることにより、より多くの水を保
持でき、かつ、表面積が増加し、保持された水と通過する空気との接触効率を増加させる
ことができる。
【００４９】
　また、立体編物の単位重量あたりの水保持量が１．４５ｇ／ｇ以上２．５５ｇ／ｇ以下
であり、水保持状態において、２枚の編地の開口に対して空気を任意の面風速Ｖ（ｍ／ｓ
ｅｃ）で垂直に導入した際の水保持時の単位厚みあたりの圧力損失Ｐ（Ｐａ／ｍｍ）が（
０．６４×Ｖ２－０．２８×Ｖ）＜Ｐ＜（１．５３×Ｖ２＋０．５２×Ｖ）の範囲にあれ
ば、水保持量が適量であり、かつ、水を保持したフィルタ基材と、開口から導入する空気
との接触効率が適量であるために、多量のエネルギを必要とせず、より省エネに気液接触
させることができる。
【００５０】
　また、編地を構成する繊維および／または連結繊維が合成樹脂を含むようにすることも
でき、このような場合にあっては、柔軟性、耐候性、耐水性に優れたフィルタ基材を得る
ことができる。また、軽量化を実現することができる。吸水性の少ない合成繊維を選択し
た場合には、保持する水が単繊維の深部まで入り込まないため、放しやすく、水を気化さ
せて空気に移動させる場合には、そのスピードを高めることができる。同時に、水を必要
なところにだけ供給できるため、汚れを伝播しにくく、フィルタ基材を清潔に保つことが
できる。
【００５１】
　また、編地の開口形状が略正多角形であるようにすることもできる。このような構成で
は、表裏編面に、同じ形状または同じサイズの開口を連続して設けることができ、閉塞部
を作ることなく連続的な開口を得ることができる。また、正多角形であれば、開口に液膜
を生じにくいという効果も得られる。
【００５２】
　また、２枚の編地が形成する間隔、すなわち立体編物の厚みが２ｍｍ以上３０ｍｍ以下
であるようにしてもよい。空気の圧力損失は、主に表面と裏面の編地の形状と開口面積に
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よって支配され、連結繊維の形状の影響は少ないと考えられる。厚みを２ｍｍ以上３０ｍ
ｍ以下とすることにより、圧力損失を低く保ちながら、表面と裏面の間に十分な水量を保
持することができる。また、保持された水と、そこを通過する空気との接触時間も十分に
得られる。
【００５３】
　また、２枚の編地が連結された状態において、連結繊維が曲線状の形態を有するように
してもよい。すなわち、連結繊維にて連結される編目間の距離よりも連結繊維の長さを長
くすることにより、連結繊維を曲線状の形態とすることができる。このような構成を採用
することにより、開口に導入した空気が、連結繊維によって作られる曲線的な通路にそっ
て移動するため、直線的である場合に比べて、厚みが同じであっても、水と空気との接触
時間を長くすることができ、コンパクトでも高い接触効率を得ることができる。また、水
保持量も向上させることができる。
【００５４】
　また、加湿機能付き空気清浄機において、複数の開口を有する第１基材と複数の開口を
有する第２基材とを、互いの開口が連通されるように複数の連結繊維にて連結して形成さ
れた三次元構造体をフィルタ基材とする気化フィルタと、空気を浄化する空気浄化フィル
タと、気化フィルタに水を供給して、フィルタ基材を湿潤させる給水装置と、空気浄化フ
ィルタを通過させて浄化された空気を湿潤したフィルタ基材に送り、フィルタ基材におい
て連通された開口に空気を通過させて、気化フィルタより浄化された加湿空気を送り出す
送風装置とを備えるようにすることができる。このような構成によれば、空気を浄化して
加湿するだけでなく、気化フィルタ上にスケールが析出しても加湿能力を維持することが
でき、湿度を充分に付与することができるという効果が得られる。
【００５５】
　本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付し
ている。
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００５６】
　（第１実施形態）
　本発明の第１の実施形態にかかる加湿装置１０の概略断面図を図１に示す。図１に示す
ように、加湿装置１０は、気化フィルタ１４と、気化フィルタ１４に水を供給して湿潤状
態とさせる給水装置の一例である散水ノズル１５と、湿潤された気化フィルタ１４に空気
を送り、水分を気化させて加湿空気を室内に送る送風装置の一例であるファン１６とを備
えている。
【００５７】
　気化フィルタ１４は、複数の開口１１ａを有する第１基材１１と、複数の開口１２ａを
有する第２基材１２とを、互いの開口１１ａ、１２ａが連通されるように複数の連結繊維
１３で連結して形成された三次元構造体をフィルタ基材とする。
【００５８】
　散水ノズル１５は、気化フィルタ１４の上部に配置され、パイプ等を通じて供給された
水を気化フィルタ１４の上部に散水して供給する。
【００５９】
　ファン１６は、気化フィルタ１４よりも空気の流れ方向の下流側に配置され、気化フィ
ルタ１４を通過させた空気を吸い込んで、空気を室内に向けて供給する。なお、ファン１
６は、フィルタ１４よりも空気の流れ方向の上流側に配置されるような場合であってもよ
い。また、ファン１６の駆動により形成される気化フィルタ１４の前後の空気の流れ方向
は、第１基材１１および第２基材１２の表面に対して、垂直な方向とされることが好まし
い。
【００６０】
　このような構成の加湿装置１０においては、まず、散水ノズル１５より気化フィルタ１
４に対して散水が行われ、気化フィルタ１４が湿潤状態とされる。このような湿潤状態に
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おいては、例えば、第１基材１１および第２基材１２を連結する複数の連結繊維１３の表
面に水が付着して保持される、あるいは複数の連結繊維１３間にて水が保持される、ある
いは連結繊維１３に水が吸い込まれて保持される、などにより供給された水が気化フィル
タ１４に保持された状態とされる。このような状態にて、ファン１６を駆動することによ
り、第１基材１１の開口１１ａを通して気化フィルタ１４内に空気が導入され、導入され
た空気が第２基材１２の開口１２ａを通して気化フィルタ１４外へ導出される。このとき
、第１基材１１の開口１１ａと第２基材１２の開口１２ａとが連通されることにより形成
される空気の通路を、導入された空気が通過するとともに、この通過の際に、連結繊維１
３にて保持されている水が気化されて、通過される空気が加湿される。気化フィルタ１４
から得られた加湿空気は、ファン１６により室内に向けて送り出される。
【００６１】
　また、本第１実施形態の加湿装置は、図１の加湿装置１０の構成のみに限定されるもの
ではなく、例えば、変形例にかかる加湿装置２０の概略断面図を図２に示す。図２の加湿
装置２０は、気化フィルタ２４が、三次元構造体であるフィルタ基材を２つ積層して構成
されてものである。図２に示すように、一方のフィルタ基材における開口、例えば第２基
材２２の開口２２ａと、他方のフィルタ基材における開口、例えば第１基材２１の開口２
１ａとが連通されるように、２つのフィルタ基材が積層されている。なお、それぞれのフ
ィルタ基材において、第１基材２１と第２基材２２とが複数の連結繊維２３により連結さ
れた構造を有する点については、図１の気化フィルタ１４と同様な構成を有している。こ
のような構成の加湿装置２０においても、散水ノズル１５より気化フィルタ２４に水を供
給して、気化フィルタ２４を湿潤状態とさせて、ファン１６を運転することで、気化フィ
ルタ２４内の連通された空気の通路に空気を通過させて、加湿空気を得ることができる。
【００６２】
　複数の開口を有する第１基材と、複数の開口を有する第２基材とを複数の連結繊維で連
結して形成された三次元構造体をフィルタ基材とする気化フィルタに給水を行うような構
成の加湿装置では、連通された開口により気化フィルタ内にて空気の通路が確保されてい
るために、気化フィルタ上にスケールが析出しても加湿能力の低下を抑制することができ
、加湿能力を維持することができる。開口の大きさとしては、直径または最長対角線が２
ｍｍ以上の円や正多角形が良い。また、第１基材および第２基材自体を形成する繊維部材
、あるいはそれらを連結する連結繊維の種類や数、形状を変更することにより、気化フィ
ルタ上に保持する水の量を制御することができる。そのため、過剰な水を気化フィルタ上
に過剰に存在させないようにすることができ、圧力損失を低減することができる。また、
繊維部材の種類や数、形状を変更することにより、気化フィルタの表面積を増大すること
もでき、通過する空気と気化フィルタ上に存在する水との接触効率を高めることができる
ため、コンパクトでも高い加湿性能を得ることができる。
【００６３】
　気化フィルタにおいて、第１基材および第２基材が１種類以上の繊維部材で構成されて
いる場合、繊維部材の種類を選択することにより、例えば硬質の繊維部材として金属線を
用いれば開口形状を維持することが容易となる。また、金属繊維が、例えば銅や銀などの
抗菌性を有する金属を含むものであれば、気化フィルタに抗菌性を持たせることもできる
。また、柔軟性のある繊維部材として、ナイロンやポリエステルなどの樹脂繊維を用いれ
ば、成形性を良くすることができる。また、吸水性のあるレーヨンやコットン、パルプな
どの繊維部材を含めば、気化フィルタの水なじみを向上させることができる。弾性、耐熱
性などを得るために、ガラス繊維、アラミド繊維、炭素繊維、アモルファス金属繊維など
の高機能繊維を含んでも良い。
【００６４】
　気化フィルタにおいて、第１基材、第２基材および連結繊維が、２種類以上の異なる繊
維部材によって構成されている場合、その繊維部材の種類を選択することにより、吸水性
や撥水性、柔軟性など、必要な箇所に必要な機能を持たせることができる。例えば、第１
基材と第２基材はポリエステル繊維、連結繊維がコットン繊維で構成されていれば、三次
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元構造体は柔軟であり、任意の形状に成形することができる。また、コットン繊維は吸水
性に優れるために、多くの水を保持することができる。ここで、吸水性とは、材料自身が
内部に水を吸込む性質を表す。以後、吸水性と保水性という表現を併記するが、保水性と
は、材料自身または材料が作り出す構造がその表面に水を保つ性質を表す。さらに、親水
性とは吸水性または保水性を意味して使用している。すなわち、吸水性も保水性も親水性
に含まれる。
【００６５】
　また、コットン繊維は吸水性に優れるために、多くの水を保持することができる。気化
フィルタの製造方法の一例としては、例えば、第１基材および第２基材を金属繊維によっ
て形成することで形状を維持し、第１基材と第２基材とを、連結繊維として樹脂繊維を熱
溶着することによって連結して製造することができる。また、第１基材および第２基材を
、柔軟性をもつポリエステル繊維を編むことによって構成し、このような第１基材と第２
基材とを、同じポリエステル繊維を編みこんで連結することもできる。
【００６６】
　このように複数の開口を有する第１基材と第２基材とを複数の連結繊維で連結して形成
された三次元構造体では、シートを波板成形して作成するハニカム構造体と比較して、そ
の表面積が大きいという優位性がある。例えば、開口が一辺２ｍｍの正六角形で、厚みが
１０ｍｍの気化フィルタで比較すると、シート状では一面の表面積が２０ｍｍ２である。
これに対して、一面を直径１００μｍの連結繊維２０本で連結した三次元構造体では一面
の表面積が約６３ｍｍ２となり、ハニカム構造体の約３倍の表面積を得ることができる。
【００６７】
　気化フィルタとして、三次元構造体を複数積層することにより、三次元構造体の内部に
、第１基材および第２基材の表面同士が重なる部分が形成される。これにより、気化フィ
ルタの厚み、すなわち表面と裏面の距離を増大した場合にも、気化フィルタが支えられ、
形状および強度を維持することができる。また、重なりあう表面と裏面の開口の大きさを
変えたり位置をずらしたりすることによって、空気の流れ方を制御することができ、圧力
損失や加湿効率を変化させることができる。すなわち、フィルタ基材の積層構造において
は、一方のフィルタ基材の開口と、他方のフィルタ基材の開口の少なくとも一部とが連通
されるように、フィルタ基材が積層されていればよい。
【００６８】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態にかかる加湿装置３０の概略断面図を図３に示す。図３
に示すように、本第２実施形態の加湿装置３０が備える気化フィルタ３４は中空円筒形状
を有している。具体的には、第１基材３１が円筒外周面に位置し、第２基材３２が円筒内
周面に位置するようにフィルタ基材が円筒形状に形成されている。すなわち、第１基材３
１の開口３１ａと第２基材３２の開口３２ａとが連通されて、円筒外周面と内周面とを連
通する空気の通路が形成されるように、第１基材３１と第２基材３２とが複数の連結繊維
３３により連結されている。また、図３に示すように、給水装置の一例として水槽３５が
備えられており、円筒形状の中心軸を水平方向に配置された気化フィルタ３４の下部が水
槽３５内の水に浸積されている。これにより、気化フィルタ３４は、水槽３５から自ら汲
み上げた水を気化フィルタ３４上に保持することができる。さらに、気化フィルタ３４は
、三次元構造体の表面に添着材を担持することにより微細な凹凸を形成しており、その凹
凸によって水を保持した気化フィルタ３４に、ファン１６によって空気を通過させ、加湿
空気を室内に送ることができる。
【００６９】
　また、この円筒形状の中心軸を回転軸として気化フィルタ３４を回転させることにより
、気化フィルタ３４全体に水を均一に供給することができる。その結果、長時間にわたっ
て安定して加湿を行うことができる。また、気化フィルタ３４の下部の一部を水槽３５に
浸漬しながら回転させれば、給水装置としてのノズルやポンプを設ける必要がなく、水槽
３５により水供給を行うことができる。また、円筒形状の気化フィルタ３４を回転させる
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場合には、回転速度を変更することにより、気化フィルタ３４上に保持する水の量を制御
することもできる。気化フィルタ３４の保水性や、サイズによっても最適な回転速度は変
動するが、例えば、全体が親水性の直径１００ｍｍの気化フィルタでは、２ｒｐｍ程度で
回転させれば良い。円筒形状の気化フィルタは、中空でなくても良い。なお、本第２実施
形態の加湿装置３０では、円筒形状の気化フィルタ３４を回転させることで、湿潤状態と
させる場合を一例として説明するが、このような場合に代えて、気化フィルタの回転を行
わず、散水等の手法を用いて、気化フィルタに給水を行うような場合であってもよい。
【００７０】
　また、三次元構造体が親水性であれば、給水した水が、気化フィルタ上に薄く広がるた
め、通過空気と水との接触効率が向上し、コンパクトでも高い加湿性能を得ることができ
る。親水性加工の方法として、親水性材料を担持被覆すれば、三次元構造体の構成材料の
性質に関わらず、気化フィルタを親水性に加工することができる。親水性材料を担持被覆
する際の固定化には、バインダを用いても良い。バインダとしては、例えば、シリカゾル
、アルミナゾル、チタニアゾル、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウム、
シリケート化合物、チタネート化合物、樹脂エマルジョンなどを用いることができる。ま
た、親水性材料が、例えばゼオライトやシリカゲル、アルミナゲル、活性炭のように、不
純物除去作用を持つものであれば、給水された水に含まれる不純物を気化フィルタ上で除
去することができ、加湿には浄化された水を用いることができる。さらに、親水性材料が
無機物質であれば、長期間にわたって気化フィルタを保護する作用を付与でき、高い耐久
性を得ることができる。親水性無機材料としては、例えば、ゼオライトやシリカゲル、カ
オリン、セピオライト、珪藻土などの天然および合成鉱物、リチウム、カリウム、ナトリ
ウムなどアルカリ金属の炭酸塩、硝酸塩、酸化物、塩化物、カルシウム、マグネシウムな
どアルカリ土類金属の炭酸塩、硝酸塩、酸化物、塩化物、アルミニウムや亜鉛の硫酸塩な
どが挙げられるが、親水性を有するものであればこれらに限定するものではない。
【００７１】
　気化フィルタが、フィルタ基材の表面に微細な凹凸を有するものであれば、繊維表面の
微細な凹凸に水滴を保持することができ、連結繊維はより多くの水を保持することができ
る。その結果、通過空気と水との接触効率を高めることができる。ここで、微細な凹凸と
は、１００μｍ以下の深度を有するものであり、ただし深度０（ゼロ）は含まない。添着
材がタルクのように撥水性の粒子であっても、粒子が担持されて形成する空隙に水を保持
することが可能である。添着材が撥水性の場合は、内部まで水を吸込まず、表面にのみ存
在する水を放出して加湿するので、加湿スピードが速いというメリットが得られる。また
、添着材として、アクリルーコロイダルシリカ重合樹脂などの合成樹脂材料を用いれば、
これを分散したエマルジョンを基材に塗布することにより、乾燥時には、シリカ粒子によ
り凹凸が形成され、それを合成樹脂としてのアクリルがバインダとして働き固定化するた
め、容易に微細な凹凸を得ることができる。コロイダルシリカのサイズを変更すれば、凹
凸の深度や孔径も可変である。
【００７２】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態にかかる加湿装置が備える気化フィルタ４４の構造の一
例を示す概略斜視図を図４に示す。図４に一例を示すように、気化フィルタ４４のフィル
タ基材としての三次元構造体４５は、複数の開口４１ａを有する第１基材４１と、複数の
開口４２ａを有する第２基材４２とを複数の連結繊維４３にて連結して、開口４１ａと開
口４２ａとを連通させて空気の通路が形成された構造を有している。また、第１基材４１
および第２基材４２のそれぞれの開口４１ａ、４２ａは、例えば六角形形状を有している
。三次元構造体４５は、開口４１ａ、４２ａの最長対角線Ａが２ｍｍ、厚みＢが５ｍｍ、
連結繊維４３の径が１ｍｍ、連結繊維４４がひとつの開口に対し１８本設けられている。
【００７３】
　開口の最長対角線Ａが２ｍｍより小さい場合、給水装置によって給水される水が、気化
フィルタの開口に膜状になって開口をふさぐことがある。給水時の圧力損失の上昇を容易
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に抑制するためには、最長対角線Ａを２ｍｍ以上にすれば良い。開口の具体的な形状とし
ては、円形や多角形があるが、多角形の場合、すべての辺の長さが等しい正多角形であれ
ば、そうでないものに比べ水が膜状になって開口をふさぐのを抑制しやすい。開口の形状
はすべて同じでなくても良く、例えば、六角形と三角形を組み合わせて形成することも可
能である。同様に、開口のひとつひとつのサイズについても、必ずしも均一にする必要は
なく、必要に応じたサイズの組合せを選べばよい。
【００７４】
　また、第１基材と第２基材との間隔であるフィルタ基材の厚みＢが５ｍｍ以上であれば
、連結繊維によって保持される水の量が加湿に必要な量と同等以上に得られるために、通
過空気と水との接触効率を高めることができる。厚みＢが５ｍｍより薄い場合、気化フィ
ルタ上に十分な水が存在せず、また、通過する空気が水と接触する時間が短いために、十
分な加湿性能が得られない。
【００７５】
　また、連結繊維の径が１ｍｍ以下であれば、空気の通路に対し繊維の占める体積を減ら
すことにより、空気の通路を確保することができる。また、１ｍｍより太い繊維を使用す
るときに比べて、繊維の占める体積が同じ場合に、水を保持する表面積を増大することが
できるために、空気と水の接触効率を高めることができる。例えば、連結繊維の径が１ｍ
ｍのときと３ｍｍのときとを比較すると、径１ｍｍを２０本使用するのと径３ｍｍを２本
使用するのとが空気の通路に対し繊維の占める体積としてはほぼ同じになる。このとき、
水を保持する表面積としては、連結繊維の径が１ｍｍのほうが、径３ｍｍを使用する場合
に比べて約３倍の面積を得ることができる。
【００７６】
　また、連結繊維がひとつの開口に対し１８本以上あれば、連結繊維がより多くの水を保
持でき、通過空気と水との接触効率を高めることができ、高い加湿性能が得られる。三次
元構造体４５は、図４に示すように、第１基材４１において隣接する開口４１ａ同士が連
なって配置されており、また、第２基材４２においても隣接する開口４２ａ同士が連なっ
て配置されている。このとき、ひとつの開口４１ａあるいは４２ａに対して存在する連結
繊維４３は、各辺において隣り合う開口に共有されていることがある。ひとつの開口に対
して存在する連結繊維の数え方としては、二辺で共有している場合にも半量と考えるので
はなく、その開口に連結されているすべての連結繊維を数えるものとする。例えば、一辺
に４本の連結繊維を有する正六角形の開口が連なっている場合、すべての辺は隣り合う開
口に共有されているが、ひとつの開口に注目した場合には３本×６辺の計１８本の繊維が
存在していることになる。連結繊維の数は、開口のサイズによって変更すると良い。十分
な加湿性能を得るためには、十分な保水量と空気流路の確保が必要である。例えば、開口
の最長対角線が２ｍｍでひとつの開口が連結繊維１８本を有する場合は、保水量は十分だ
が圧力損失が高く空気の通過が困難である。このとき、連結繊維の密度は３．４６本／ｍ
ｍ２である。一方、開口の最長対角線が５ｍｍでひとつの開口が連結繊維１８本を有する
場合は、連結繊維の密度は０．５５本／ｍｍ２であり、保水量と圧力損失のバランスが良
く加湿効率が向上する。
【００７７】
　この密度を開口の最長対角線が２ｍｍの場合に適用すれば、ひとつの開口に対して存在
する連結繊維の数は３本となる。連結繊維は、同径のものを１８本以上使用しても良いし
、異なる径のものを混合して使用しても良い。例えば、径１ｍｍの太い繊維５本と径０．
０５ｍｍの細い繊維１００本を組み合わせて使用すれば、太い繊維によって気化フィルタ
の形状を維持しつつ、細い繊維によって気化フィルタの表面積を増大させて、加湿効率を
向上させることもできる。
【００７８】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態にかかる加湿装置が備える気化フィルタの構成を示す概
略斜視図（フィルタ基材の一部を示す図）を図５に示す。図５に示すように、開口５１ａ
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を有する第１基材５１と、開口５２ａを有する第２基材５２とを、開口５１ａと開口５２
ａとが連通されるように、複数の連結繊維５３にて連結して、フィルタ基材となる三次元
構造体５５が形成されている。この三次元構造体５５においては、第１基材５１および第
２基材５２が繊維部材にて形成されており、連結繊維５３を含めた繊維部材が、柔軟性の
ある樹脂繊維によって構成されている。また、連結繊維５３を構成する樹脂繊維は、その
表面に微細な凹凸を有する。
【００７９】
　三次元構造体を構成する繊維部材が樹脂材料（樹脂繊維）により形成されていれば、気
化フィルタを軽量化することができる。樹脂繊維の一例としては、例えば、ポリエステル
、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、キュプラ、ナイロン、アクリルなどが挙
げられる。また、例えばレーヨンのような吸水性のある樹脂を含めば、より多くの水を気
化フィルタに保持させることができ、通過空気と水との接触効率を高めることができる。
また、吸水性のない樹脂を含めば、保持した水を離しやすいために、その量を調節するこ
とにより気化フィルタ上の保水量を制御することができる。
【００８０】
　また、三次元構造体を構成する繊維部材が柔軟であれば、フィルタの成形、加工が容易
になる。また、弾性を兼ね備えた繊維部材を含めば、変形しても元に戻るという効果が得
られる。
【００８１】
　ここで、本第４実施形態の変形例にかかる気化フィルタの構造を示す概略斜視図（フィ
ルタ基材の一部を示す図）を図６に示す。図６に示すように、開口６１ａを有する第１基
材６１と、開口６２ａを有する第２基材６２とを、開口６１ａと開口６２ａとが連通され
るように、複数の連結繊維６３にて連結して、フィルタ基材となる三次元構造体６５が形
成されている。また、この三次元構造体６５においては、図６に示すように、それぞれの
連結繊維６３が、柔軟性のある樹脂繊維を用いてらせん状に形成されている。すなわち、
その一端が第１基材６１に固定され、その他端が第２基材６２に固定された状態の連結繊
維６３は、一端と他端との間で、例えば複数回旋回して形成されており、らせん形状を有
している。このように連結繊維６３がらせん状に形成されていることにより、通過空気と
水との接触効率を高めながら、空気の通路を確保することができるとともに、連結繊維の
表面積を増大してより多くの水を保持させることもできる。
【００８２】
　また、連結繊維の表面に微細な凹凸を設ければ、繊維表面の微細な凹凸に水滴を保持す
ることができる。これにより、連結繊維はより多くの水を保持することができることにな
り、通過空気と水との接触効率を高めることができる。ここで、微細な凹凸とは、１００
μｍ以下の深度をもつものをいう。
【００８３】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態にかかる加湿装置が備える気化フィルタについて説明す
る。本第５実施形態の気化フィルタは、フィルタ基材となる三次元構造体の形態（外観的
な構造）は、上述の実施形態と同様な形態を有している。すなわち、開口を有する第１基
材と、開口を有する第２基材とを、互いの開口が連通されるように、複数の連結繊維にて
連結して、フィルタ基材となる三次元構造体が形成されている。本第５実施形態の三次元
構造体においては、第１基材および第２基材が繊維部材にて形成されており、連結繊維が
吸水性を有している。
【００８４】
　連結繊維が吸水性を有すれば、連結繊維が水を保持することにより、通過空気はより多
くの水と接触することができ、コンパクトでも高い加湿性能を得ることができる。吸水性
のある繊維としては、例えば、コットンやレーヨンなどを用いることができる。また、吸
水性のない樹脂や金属繊維の表面に、吸水性のある微細繊維や粒子などを付着させて用い
ることもできる。
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【００８５】
　気化フィルタが保水すると、水中の微生物が気化フィルタに付着する可能性があるが、
気化フィルタが抗菌性または／および抗カビ性を有すれば、気化フィルタにおける菌やカ
ビの繁殖を抑制することにより、気化フィルタを清潔に保つことができる。抗菌剤として
は、銀・銅・亜鉛などの金属イオンを溶出するもの、それらの金属粒子や、銀ゼオライト
、銀含有リン酸ジルコニウム、ヨウ素化合物類、フェノール類、第４級アンモニウム塩類
、イミダゾール化合物類、安息香酸類、過酸化水素、クレゾール、クロルヘキシジン、イ
ルガサン、アルデヒド類、ソルビン酸類等の薬剤や、リゾチーム、セルラーゼ、プロテア
ーゼ等の酵素製剤、カテキン類、竹抽出物、ヒノキ抽出物、わさび抽出物、からし抽出物
等の天然成分抽出物などがある。また、防カビ剤としては、有機窒素化合物、硫黄系化合
物、有機酸エステル類、有機ヨウ素系イミダゾール化合物、ベンザゾール化合物等も有効
である。これらの成分を、編地を構成する繊維に練りこんでも良いし、編地を形成した後
に塗布して含ませても良い。また、抗菌剤や防カビ剤は気化フィルタへの着色成分を含ん
でいても良い。例えば、抗菌作用を有する植物性色素を用いて緑色に着色したフィルタは
、水道水中に含まれるスケール成分が付着した際にも、その色の違いから、使用者が汚れ
を容易に認識でき、洗浄を促す効果を得ることができる。抗菌剤や防カビ剤の成分以外で
気化フィルタを着色した場合にも、汚れの認識効果を得ることができる。
【００８６】
　（第６実施形態）
　次に、本発明の第６の実施形態にかかる加湿装置７０の概略断面図を図７に示す。図７
の加湿装置７０は、気化フィルタ７４をベルト状に形成して、その下部の一部が水槽３５
内に浸積された状態のベルト状の気化フィルタ７４を走行させることにより、気化フィル
タ７４全体に水を保持させて湿潤状態とさせるという構成を有している。具体的には、図
７に示すように、第１基材７１を外周面に位置させ、第２基材７２を内周面に位置させる
ように、複数の連結繊維７３にて連結されたフィルタ基材をベルト状に形成して三次元構
造体である気化フィルタ７４が形成されている。また、ベルト状の気化フィルタ７４は、
水平方向に配置された２本の軸７６によりその内周面が接した状態で支持されている。ま
た、気化フィルタ７４の下方には水槽３５が配置されており、気化フィルタ７４の下部の
一部が水槽３５内の水に浸積されている。このような構成の加湿装置７０にて、軸７６を
駆動させてベルト状の気化フィルタ７４を走行（あるいは回転）させることにより、気化
フィルタ７４の一部を順次水槽３５内に浸積させて、気化フィルタ７４上に水を保持させ
ることができる。さらにこのような状態にて、ファン１６を駆動させて、気化フィルタ７
４の第１基材７１および第２基材７２の表面に対して垂直な方向に空気を通過、すなわち
第１基材７１の開口７１ａと第２基材７２の開口７２ａとが連通されて形成された空気の
通路に沿って空気を通過させて加湿空気が室内に送られる。
【００８７】
　気化フィルタをベルト状にすることで、気化フィルタを薄型にすることができ、加湿装
置をコンパクトにすることができる。また、気化フィルタ全体に水を均一に供給すること
ができるため、長時間にわたって安定して加湿を行うことができる。
【００８８】
　また、気化フィルタをベルト状にした場合、軸付近では気化フィルタが変形する。シー
トを波板成形して作成するハニカム構造体の場合には、厚みが増すほど形状保持性が増し
、柔軟性がなくなるため、本第６実施形態のように気化フィルタをベルト状にすることは
困難である。しかしながら、複数の開口を有する第１基材と複数の開口を有する第２基材
とを連結繊維にて連結して形成される本第６実施形態の三次元構造体は、連結部分が繊維
であるために変形しても元に戻るため好適である。
【００８９】
　（第７実施形態）
　次に、本発明の第７実施形態にかかる加湿機能付き空気清浄機８０の概略断面図を図８
に示す。図８に示すように、加湿機能付き空気清浄機８０は、上記第２実施形態の加湿装
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置３０に対して、気化フィルタ３４の空気流れ方向における上流側に空気浄化フィルタを
設けた構成を有している。図８に示すように、空気浄化フィルタは、集塵フィルタ８５と
脱臭フィルタ８６とを備えており、それぞれのフィルタ８５および８６は積層されて配置
されている。
【００９０】
　このような構成を有する加湿機能付き空気清浄機８０では、ファン１６を運転させるこ
とにより、集塵フィルタ８５および脱臭フィルタ８６を空気が通過して、浄化された空気
が気化フィルタ３４に送り込まれる。さらに、浄化された空気が、気化フィルタ３４を通
過することにより、浄化された加湿空気を得ることができ、この空気が室内に供給される
。
【００９１】
　加湿機構と空気浄化フィルタを備えた加湿機能付き空気清浄機は、空気を浄化するだけ
でなく、湿度を付与することができるために、空気調和装置として有用である。空気浄化
フィルタとしての集塵フィルタを、空気の流れに対し気化フィルタの前段に配置すれば、
気化フィルタにはつねに浄化された空気が導入されるために、気化フィルタが汚れにくい
という利点がある。
【００９２】
　なお、湿度の高い空間で装置を運転する場合には、気化フィルタ３４への空気量をダン
パ（空気調整弁：図示せず）の開閉などによって制御することにより、必要以上に空間の
湿度を上昇させないようにしてもよい。
【００９３】
　（第８実施形態）
　次に、本発明の第８の実施形態にかかる加湿装置が備える気化フィルタの構造を示す概
略斜視図を図１４に示す。図１４に示すように、気化フィルタのフィルタ基材を構成する
三次元構造体５１１は、略正六角形の複数の開口５１２を有する２枚の編地５１３、５１
４と、それぞれの編地５１３、５１４を、間隔をあけて互いに連結する複数の連結繊維５
１５とにより構成されている。なお、本第８実施形態では、編地５１３が第１基材の一例
となっており、編地５１４が第２基材の一例となっている。この三次元構造体５１１の大
きさの一例を示すと、例えば、開口５１２の最長対角線Ａは５ｍｍ、三次元構造体５１１
の厚みＢ、すなわち２枚の編地５１３、５１４の間隔Ｂは８ｍｍである。連結繊維５１５
には単繊維径５５μｍ（３３０／１０ｄｔｅｘ）のポリエステルマルチフィラメントを使
用している。このような三次元構造体５１１の構成例において、立体編物２．５４ｃｍ角
（すなわち、１インチ四方）の中に、一方の編地を構成する編目が３１０個存在し、ひと
つの編目から２０本の繊維束として収束した連結繊維５１５が、他方の編地を構成する編
目に延在しており、一方の編地の編目と他方の編地の編目とが、連結繊維５１５により連
結されている。また、２．５４ｃｍ角にある連結繊維５１５の断面の総周は１０７１ｍｍ
である。
【００９４】
　ここで、図１４の三次元構造体５１１の模式部分拡大斜視図を図１５に示す。図１５に
おいては、編地５１３の複数の開口５１２のうちの１つの開口５１２を形成（画定）する
開口形成部５２１と、編地５１３の開口５１２と相対する編地５１４の開口５１２を形成
（画定）する開口形成部５２２との複数の連結繊維５１５による連結構造を模式的に示し
ている。なお、図１５においては、以降の説明の理解を容易なものとするために、編地５
１３、５１４および連結繊維５１５の一部を実線にて示し、一部を点線にて示している。
【００９５】
　図１５に示すように、開口形成部５２１は、繊維部材が編み込まれて形成された大略環
状の形状を有しており、複数の編目５２３を有している。開口形成部５２２は、開口形成
部５２１と略同様な形状を有しており、複数の編目５２４を有している。また、一方の編
地５１３の開口形成部５２１が有する複数の編目５２３のうちのひとつから、例えば４本
の束状の連結繊維５１５が、他方の編地５１４の開口形成部５２２が有する編目５２４に
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延在して、対向する２つの開口形成部５２１、５２２が互いに連結されている。一方の開
口形成部５２１の１つの編目５２３から、他方の開口形成部５２２の編目５２４へ延在す
る連結繊維５１５の束は、例えば、４本以上５０本以下であればよい。また、開口形成部
５２１、５２２において、必ずしも全ての編目５２３、５２４が連結繊維５１５の束によ
り連結されている必要はなく、少なくとも１つの編目５２３と編目５２４とが連結されて
いればよい。また、図１５に示す連結構造では、１つの編目５２３から延在する４本の束
状の連結繊維５１５は、複数の編目５２４に分散するように連結されている。このような
構造を採用することで、隣接する連結繊維５１５間に形成される間隙５２５の面積を大き
くすることができる。なお、このような場合に代えて、１つの編目５２３から１つの編目
５２４に４本の連結繊維５１５が連結されるような構成を採用することもできる。
【００９６】
　また、図１５に示す三次元構造体５１１では、互いに連結される開口形成部５２１の編
目５２３と開口形成部５２２の編目５２２との間の距離寸法（図１４に示す例えば、三次
元構造体５１１の厚みＢ）よりも、これらの編目５２１、５２２を連結する連結繊維５１
５の長さが長くなるように設定している。このようにすることで、図１５に示すように、
連結繊維５１５を曲線状の形態とすることができ、隣接する連結繊維５１５間に形成され
る間隙５２５を大きくすることができ、間隙５２５の間に保持される水の保持量を大きく
することができる。さらに、このように連結繊維５１５を曲線状の形態とすることで、開
口形成部５２１、５２２を連結することで形成される２つの開口５１２間の空気通路を曲
線的な通路とすることができる。この通路が直線的に形成される場合と比べ、２枚の編地
間隔、すなわち厚みＢが同じであっても、空気と保持水との接触時間を長く得ることがで
きる。また、開口形成部５２１を構成する編目５２３のうちのひとつから４本以上の連結
繊維５１５が延在している構成において、連結繊維５１５の曲率を少しずつ変化させるこ
とで、水保持量を増やすことができる。例えば、硬さの異なるポリエステルとナイロンを
束ねて連結繊維５１５とすることにより、曲率を変化させることができる。ただし、隣り
合う連結繊維５１５同士の間隔が、その円弧においてもっとも離れた位置で３ｍｍより広
くなるような配置では、水の保持は困難になることを考慮して、連結繊維の曲線状の形態
を決定することが好ましい。
【００９７】
　このような三次元構造体５１１の構成において、開口形成部５２１を構成する編目５２
３のうちのひとつから４本以上５０本以下の束の連結繊維５１５を他方の編目５２４に延
在させる方法としては、連結繊維５１５にマルチフィラメントを用いる方法、あるいは複
数本のモノフィラメントを束ねて用いる方法がある。モノフィラメントを複数本束ねて用
いる場合には、マルチフィラメントを用いる場合に比べ、表面積が少なく、水と通過する
空気との接触効率が劣るが、形状安定性に優れたフィルタ基材を得ることができるという
効果を得ることができる。このとき、単繊維の断面の外周が４５μｍ以上のマルチフィラ
メントを用いれば、束状に存在する単繊維間に水を保持し、より多くの水を保持すること
ができるとともに、適度な反発力と強度を有し、表面と裏面の距離、すなわち厚みを安定
的に保つことができ、かつ形状安定性にも優れたフィルタ基材を得ることができる。また
、モノフィラメントとマルチフィラメントを混在させて束ねて使用しても良い。その場合
には、マルチフィラメントの配合割合を変化させることにより、強度と水保持量のバラン
スを調整することができる。例えば、マルチフィラメントを増加させれば、単位体積あた
りの繊維原材料の使用量を同等に保ちながら、フィルタ基材全体の表面積を増加させるこ
とができ、高効率で経済性に優れたフィルタ基材を得ることができる。連結繊維の単繊維
の断面形状は、丸、三角、四角、扁平、多角形、多葉形、中空、Ｗ型、Ｉ型などが挙げら
れる。連結繊維によって形成される間隙５２５に水を保持する構成であれば、例えば編地
が撥水性であった場合でも、表面に水を付着させることなく連結繊維間に水を保持させる
こともできるために、低い圧力損失を維持しながら、十分な水量を保持することができる
。
【００９８】
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　また、連結繊維５１５が４本以上５０本以下の束として設けられていれば、図２４の模
式図に示すように、複数の連結繊維５１５が近接して少なくとも４本以上の束になって並
ぶために、繊維表面への付着に加えて、毛細管現象によって繊維間（すなわち間隙５２５
）にも水を保持することができる。単繊維の表面のみに水を付着させて保持する場合に比
べ、より多くの水を保持できる。同時に、表面積を増加させることにより、水と通過する
空気との接触効率を増加させることができる。
【００９９】
　連結繊維５５５が５０本より多い場合、図２５の模式図（比較例）に示すように、水保
持量が過剰となる場合があり、空気導入時の圧力損失の増大につながるおそれがある。ま
た、保持された水が繊維束の体積以上の大きさをもつ滴になりやすく、このような場合に
あっては十分な気液接触面積が得られないため、連結繊維の収束数は５０本以下であるこ
とが望ましい。なお、図２４および図２５では、繊維間に保持される水Ｗを図示ハッチン
グ模様にて示している。
【０１００】
　開口５１２に水が膜を形成すると、開口５１２に空気を導入する際の圧力損失が急激に
増大するため、開口５１２は水によってふさがれにくい形状またはサイズを選択するのが
良い。
【０１０１】
　開口５１２の形状としては、三角形や四角形、六角形などの多角形であれば、編地５１
３、５１４において同じ形状およびサイズの開口を連続して設けることができ、編地にお
ける開口の配置としてはもっとも効率的である。また、例えば同じ四角形であっても、長
方形やひし形の開口に比べ、正方形の開口は対向する辺のすべてがもっとも離れた配置に
なるため、液膜の形成を避けることができる。
【０１０２】
　開口５１２のサイズは、最長対角線Ａが３ｍｍ以下の場合、保持した水が膜を形成して
開口をふさぐことがあるため、水保持時の圧力損失上昇を抑えるためには、最長対角線Ａ
を３ｍｍより大きくすればよい。
【０１０３】
　また、三次元構造体５１１の厚みＢが２ｍｍ以上であれば、厚み部分に存在する連結繊
維５１５によって保持される水量が十分に得られる。また、このような大きさに厚みＢが
設定されていれば、開口５１２に空気を通過させる際には、通過する空気と保持された水
との十分な接触時間が得られるため、例えば水を気化させる用途においては、三次元構造
体５１１からの水の気化量を増大することができる。また、空気を水に溶解する用途にお
いては、その溶解量を増大することができる。なお、通過空気が三次元構造体５１１を通
過する際の面風速は５ｍ／ｓｅｃ以下とするのが良い。面風速が５ｍ／ｓｅｃより速い場
合には、水が液体のまま飛散する恐れがある。
【０１０４】
　三次元構造体５１１が保持する水量は、１．４５ｇ／ｇ以上２．５５ｇ／ｇ以下が良い
。立体編物の単位重量（すなわち三次元構造体５１１の乾燥状態での単位重量）あたりの
水保持量が１．４５ｇ／ｇより少ない場合には、例えば水を気化させる用途においては、
開口５１２から導入する空気に対し、十分な量の水を気化させることができない。また、
通過空気を三次元構造体５１１に保持されている水に溶解する用途においては、必要な水
量を保持することができない。一方、水保持量が２．５５ｇ／ｇより多いときには、保持
された水が繊維束の体積以上の大きさをもつ滴になりやすく、十分な気液接触面積が得ら
れない。同時に、保持水自身が圧力損失の原因となりうるため、空気を通過させるために
過剰なエネルギが必要になる。水保持量が１．４５ｇ／ｇ以上２．５５ｇ／ｇ以下であれ
ば、十分な水保持量を得ても圧力損失が低く、かつ十分な気液接触面積が得られるため、
効率が良い。
【０１０５】
　また、水保持状態において、空気を、２枚の編地５１３、５１４の開口５１２に対して
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垂直に面風速Ｖ（ｍ／ｓｅｃ）で導入した際、単位厚みあたりの圧力損失Ｐ（Ｐａ／ｍｍ
）は（０．６４×Ｖ２－０．２８×Ｖ）＜Ｐ＜（１．５３×Ｖ２＋０．５２×Ｖ）の範囲
にあるのが良い。単位厚みあたりの圧力損失Ｐが（０．６４×Ｖ２－０．２８×Ｖ）より
小さい場合、水を保持した三次元構造体５１１と空気との接触面積が小さいために、水と
空気が十分に接触しない。また、単位厚みあたりの圧力損失Ｐが（１．５３×Ｖ２＋０．
５２×Ｖ）より大きい場合、空気を通過させることが困難となり、水を保持することはで
きても水と空気との接触効率が著しく低下する。または、空気を通過させるために過大な
エネルギの投入が必要となる。ここで、水と空気が十分に接触できるフィルタ基材とは、
例えば、任意の風速において、温度２０℃湿度４０％ＲＨの空気に対し、湿度を６０％Ｒ
Ｈまで上昇させることができるものなどである。
【０１０６】
　編地５１３、５１４を構成する繊維および連結繊維としては、ポリエステル、ナイロン
、アクリル等の合成繊維、羊毛、綿等の天然繊維、あるいはキュプラ等の再生繊維など、
各種材質を用いることができる。繊維の材質を選択することにより、例えばた、ポリエス
テルなど硬質の繊維を用いた場合には、開口５１２の形状や厚み、三次元構造体５１１の
形状を維持することが容易となる。また、連結繊維５１５に吸水性の繊維として綿を用い
た場合には、水保持量を増やすことができる。編地５１３、５１４を構成する繊維および
／または連結繊維が合成繊維を含めば、三次元構造体５１１の軽量化や耐久性の向上が期
待できる。ポリエステルなど、それ自身にほとんど吸湿性のない繊維を用いれば、繊維間
に保持した水を放しやすいために、水を気化させる用途においては、三次元構造体５１１
からの水の気化速度を高めることができる。同時に、水を必要なところにだけ供給できる
ため、汚れを伝播しにくく、三次元構造体５１１を清潔に保つことができる。吸水性の有
無については、ＪＩＳＬ０１０５に定められる方法で測定した公定水分率にて判断すれば
良い。例えば、公定水分率が５．０％以下の繊維は吸水性がないものとすれば、ポリエス
テル（０．４％）やアクリル（２．０％）、ビニロン（５．０％）などが挙げられる。ま
た、公定水分率が５．０％より大きいものを、吸水性を有する繊維とすれば、例えば綿（
８．５％）、アセテート（６．５％）、セルロース（１１．０％）などが挙げられる。
【０１０７】
　（第９実施形態）
　次に、本発明の第９の実施形態にかかる加湿装置が備える気化フィルタの概略斜視図を
図１６に示す。なお、図１６においては、気化フィルタのフィルタ基材を構成する三次元
構造体５３１の一部断面も示している。図１６に示すように、本第９実施形態の三次元構
造体５３１は、上記第８実施形態の三次元構造体５１１を２枚重ね、これらの２枚の三次
元構造体５１１を円筒形状に成形したものである。すなわち、図１６に示すように、円筒
外面には、複数の開口５１２が配置されており、これらの開口５１２を通して、円筒の内
外に空気を通過させることが可能とされている。なお、本第９実施形態において、上記第
８実施形態と同じ構成部材には、同じ参照符号を付してその説明を省略する。
【０１０８】
　フィルタ基材は、必ずしもブロック状やシート状である必要はなく、立体編物を重ねた
り、様々な形状に成形したりするのも良い。複数の立体編物を重ねてフィルタ基材とする
場合には、厚みの内部に、編地の重なる部分が形成されることにより、フィルタ基材の厚
み、すなわち２枚の編地間距離を増大した場合にも、フィルタ基材が支えられ、連結繊維
を長くして厚みを増す場合に比べ優れた形状および強度を維持することができる。また、
重なりあう編地の開口のサイズを変えたり位置をずらしたりすることによって、空気の流
れ方を制御することができ、圧力損失を変化させることもできる。
【０１０９】
　また、フィルタ基材の形状としては、図１６に示すように、例えば円筒形状であれば、
それを回転させることにより、水を全体に均一に保持させることが容易になる。水は、三
次元構造体（フィルタ基材）５３１を水槽に浸しながら毛細管現象により自然に吸上げ供
給しても良いし、回転して自ら水を汲み上げ掛けて供給しても良いし、また、周囲から散
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布しても良い。
【０１１０】
　また、表面には水保持性を向上させるための加工を施しても良い。例えば、親水性の加
工方法としては、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）を、立体編物を構成する繊維の表面
に塗布するなどの方法がある。
【０１１１】
　また、フィルタ基材は抗菌剤または／および抗カビ剤を含んでいても良い。これらは繊
維の製造段階で練りこんでも良いし、編地に塗布しても良い。これにより、フィルタ基材
がつねに湿った状態に保たれても菌やカビの繁殖を抑制し、フィルタ基材を清潔に保つこ
とができる。
【０１１２】
　（実施例１）
　直径０．６９ｍｍの針金を用いて、対角線長を任意に選択した正方形を作成することに
よって三次元構造体の開口（すなわち、第１基材あるいは第２基材の開口）モデルを作成
した。同時に、親水性シリコンを塗布して親水性に加工した同径の針金、および、フッ素
樹脂を塗布して撥水性に加工した同径の針金でも、同様の正方形状の開口モデルを作成し
た。これらの正方形状の開口モデルを、水に浸漬したときに、水膜が形成されるかどうか
、また、水膜が形成された場合には、その水膜の壊れやすさを、水膜強度として評価した
。
【０１１３】
　その結果の一例を、図９に示す。図９に示すグラフにおいて、縦軸は水膜強度を表す。
このとき、水膜強度とは、０：水膜ができない、１：すぐに消える、２：風を与えれば消
える、３：強い風を与えないと消えない水膜を示す。無処理の針金では、対角線長が１１
ｍｍ以下の場合に、水膜強度３の強い風を与えないと消えない水膜が形成された。一方、
親水性や撥水性処理を施した針金では、無処理の場合に比べて水膜は形成されにくく、ど
ちらも対角線長が２ｍｍ以上であれば、水膜強度２以下であった。また、直径０．４９ｍ
ｍの針金を用いた場合でも、同様に、親水性や撥水性の処理を施せば、対角線長が２ｍｍ
以上のときに水膜強度は２以下であった。このことから、気化フィルタを構成する三次元
構造体の開口は、その対角線が２ｍｍ以上であれば、水が膜状になって開口をふさぐこと
がないために、給水時の圧力損失の上昇を抑制することができるといえる。
【０１１４】
　（実施例２）
　開口を有する第１基材と開口を有する第２基材とを連結して形成される三次元構造体を
フィルタ基材とする気化フィルタに空気を通過させ、気化フィルタ通過後の空気の相対湿
度を測定し、加湿性能として評価した。サンプルには、開口の最長対角線が５ｍｍの正六
角形で、厚みが１０ｍｍ、２０ｍｍ、３０ｍｍとした三次元構造体を用いた。
【０１１５】
　その結果の一例を、図１０に示す。図１０に示すグラフにおいて、縦軸は気化フィルタ
通過後の空気湿度、すなわち加湿性能を表す。加湿性能は、気化フィルタの厚みを増す、
もしくは通過空気の風速を低減することにより、空気と気化フィルタ上の水との接触時間
を長くすることができるため向上する。ただし、風速を低減していくと、気化フィルタの
体積が一定の場合には風量が減少するため、加湿装置としての加湿性能、すなわち一定時
間あたりの加湿量が減少することになる。よって、風速を低減するには限界があり、加湿
装置としては、気化フィルタの厚みが重要なパラメータとなる。風速を変化させたときに
も気化フィルタ通過後に６０％以上の空気湿度を得るためには、５ｍｍ以上の厚さとする
のが良い。
【０１１６】
　（実施例３）
　フィルタ基材である三次元構造体の表面に微細な凹凸を設けた２種類の気化フィルタお
よび凹凸を設けていない気化フィルタを作成した。
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（Ａ）アクリルーコロイダルシリカ重合樹脂エマルジョンを塗布、乾燥して三次元構造体
表面に深度０．１μｍ程度の凹凸を設けた気化フィルタ
（Ｂ）アクリルーコロイダルシリカ重合樹脂エマルジョンをバインダとして、５μｍのタ
ルク粉末を三次元構造体表面に固定化し、気化フィルタ（Ａ）の凹凸に深度５μｍ程度の
凹凸を加えた気化フィルタ
（Ｃ）表面に加工を施していない三次元構造体基材を円筒形に成形した気化フィルタ
　これら（Ａ）、（Ｂ）、および（Ｃ）の気化フィルタを、上記第５実施形態に示した加
湿装置に搭載し、それぞれの気化フィルタの加湿性能を測定した。結果は、加湿効率（一
定空気量あたりが含む湿分）として表１に示す。凹凸を設けていない無処理フィルタ基材
（Ｃ）に対して、（Ａ）および（Ｂ）の気化フィルタのように凹凸が増大するほど加湿効
率も向上することがわかる。
【０１１７】
【表１】

【０１１８】
　（実施例４）
　最長対角線５ｍｍの略正六角形の開口を有する２枚の編地を構成する編目のうちのひと
つから４本以上の連結繊維が延びている三次元構造体であるフィルタ基材について、編目
の大きさの制約から、その連結繊維の単繊維径および繊維量を変動させたフィルタ基材を
作成した。ひとつの編目から延在する連結繊維の本数としては、４本、１０本、１２本、
２４本、３６本、４８本の６種類とし、連結繊維の本数の多いフィルタ基材は、単繊維径
を小さく、連結繊維の本数の少ないフィルタ基材は、単繊維径を大きくした。フィルタ基
材の厚みはすべて８ｍｍである。各フィルタ基材がつねに湿った状態に保たれるよう連続
的に水を供給しながら、温度２０℃湿度４０％ＲＨの空気を、フィルタ基材に対し面風速
０．８６ｍ／ｓｅｃ、１．５５ｍ／ｓｅｃ、２．０７ｍ／ｓｅｃで導入し、水を気化させ
、フィルタ基材（気化フィルタ）通過後の空気の相対湿度および圧力損失を測定した。そ
の結果を図１７に示す。
【０１１９】
　図１７に示すグラフにおいて、縦軸はフィルタ基材通過後の空気の相対湿度、横軸はフ
ィルタ基材の圧力損失である。いずれの面風速においても、フィルタ基材通過後の空気の
相対湿度は圧力損失に対して放物線を描き、放物線における圧力損失が低い領域と高い領
域に６０％ＲＨ以上の湿度が得られない領域を有する。水を気化させる用途において、湿
度が６０％ＲＨより低い空気は、通過させる空気量を大幅に増大させなければ十分な量の
水を気化させることができないため、決して加湿性能が高いとはいえない。圧力損失が低
い領域では、水を保持したフィルタ基材と通過する空気との接触面積が十分に得られない
、または水が十分に保持されていないために十分に水を気化させることができない。また
、圧力損失が高い領域では、水を保持しすぎるために通過する空気との接触面積が十分に
得られない、または空気を導入することが困難となるために十分に水を気化させることが
できない。この結果から、図１７における放物線が、フィルタ基材通過後の湿度６０％Ｒ
Ｈの直線と交わる２点が、湿度６０％ＲＨ以上の空気を得ることのできる境界であり、す
なわち、この２点が、フィルタ基材に保持された水と通過空気との十分な接触面積を得る
ために必要な圧力損失の下限値および上限値となる。
【０１２０】
　これらは図１８に示すように、面風速に対して二次曲線を描く。図１８における縦軸は
、図１８における圧力損失の値をフィルタ基材の厚みで除した値であり、単位厚みあたり
の圧力損失として表したものである。十分に水を気化させるためには、水の圧力損失は図
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１８中の矢印で示すような圧力損失の上限と下限の間の領域にあれば良く、具体的には２
枚の編地の開口に対して空気を面風速Ｖ（ｍ／ｓｅｃ）で垂直に導入した際の水保持時の
単位厚みあたりの圧力損失Ｐ（Ｐａ／ｍｍ）が（０．６４×Ｖ２－０．２８×Ｖ）＜Ｐ＜
（１．５３×Ｖ２＋０．５２×Ｖ）の範囲であれば良い。
【０１２１】
　（実施例５）
　連結繊維がマルチフィラメントであり、かつ編地の開口形状が略正六角形である三次元
構造体としてのフィルタ基材について、そのマルチフィラメントの単繊維径および開口の
最長対角線を変動させたフィルタ基材を作成した。水保持材の厚みはすべて８ｍｍである
。各フィルタ基材を１０ｃｍ×１０ｃｍの大きさに切断し、全体を水槽に３０秒間浸漬し
た後、フィルタ基材の角を持って静かに引き上げ、引き上げから３０秒経過後の水保持量
を測定した。また、これらの水保持材に面風速１ｍ／ｓｅｃで温度２０℃湿度４０％ＲＨ
の空気を流したときの、フィルタ基材通過後の空気の相対湿度を測定し、これを水気化量
として、水保持量との関係を評価した。
【０１２２】
　図１９にその結果を示す。図１９に示すグラフにおいて、縦軸はフィルタ基材通過後の
空気の相対湿度すなわち水気化量を示し、横軸はフィルタ基材の水保持量を示す。水保持
量が増加し、その量が過剰になると、水は滴となって圧力損失の上昇原因となる。同時に
、連結繊維上に過剰な水が存在するために、連結繊維の表面積が活用されず、流れる空気
と接触する面積は水滴の表面積となるため、結果として、水の気化量も減少する。反対に
、水保持量が減少すれば、流れる空気が含むことのできる水量に対し、フィルタ基材上の
水量が不足し、十分な水の気化量が得られない。十分な水気化量、すなわち温度２０℃湿
度４０％ＲＨの空気をフィルタ基材に通過させ湿度６０％ＲＨ以上の空気を得るためには
、立体編物の単位重量あたりの水保持量が１．４５ｇ／ｇ以上２．５５ｇ／ｇ以下である
ことが望ましい。
【０１２３】
　（実施例６）
　上記第８実施形態の三次元構造体５１１に水を保持させ、開口５１２に対し面風速１ｍ
／ｓｅｃで温度２０℃湿度４０％ＲＨの空気を流したときの、フィルタ基材通過後の空気
の相対湿度および圧力損失を測定した。フィルタ基材は、最長対角線５ｍｍの略正六角形
の開口を有する２枚の編地を、単繊維径の異なるマルチフィラメントで連結したもので、
連結繊維が空間に占める総体積は同等とした。つまり、単繊維径の小さいマルチフィラメ
ントは、繊維数が多く、単繊維径の大きいマルチフィラメントは繊維数が少ないことにな
る。単繊維径としては、１５μｍ、１６μｍ、１８μｍ、５５μｍ、１２７μｍの５種類
を用いた。
【０１２４】
　その結果を、図２０に示す。図２０に示すグラフにおいて、左縦軸はフィルタ基材通過
後の空気の相対湿度、右縦軸は水保持時のフィルタ基材の単位厚みあたりの圧力損失、横
軸はマルチフィラメントの単繊維の断面の外周を示す。図２０のグラフ中の黒四角印はフ
ィルタ基材通過後の空気の相対湿度の測定結果を示し、白三角印は圧力損失の測定結果を
示す。マルチフィラメントの外周が４５μｍより小さい場合には、繊維間に保水はできる
ものの、その保水量が過剰であり、水は滴となって圧力損失の上昇原因となる。同時に、
連結繊維上に過剰な水が存在するために連結繊維の表面積が活用されず、流れる空気と接
触する面積は水滴の表面積となるため、結果として、水の気化量も減少する。また、マル
チフィラメントの単繊維径が小さくなれば、弾力性も減衰していく。一方、マルチフィラ
メントの外周が４５０μｍより大きい場合には、表面積が小さいために、十分な気液接触
面積が得られない。また、編物の反発性が得られにくくなり、フィルタ基材を例えば円筒
形状にするなどの成形が困難になるため、フィルタ基材の厚みおよび形状を維持し、かつ
低い圧力損失と水気化量を両立するためには、マルチフィラメントの単繊維の断面の外周
は４５μｍ以上４５０μｍ以下であることが望ましい。
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【０１２５】
　（実施例７）
　フッ素樹脂を塗布して撥水性に加工した直径０．６９ｍｍの針金を用いて、対角線長を
任意に選択した正方形を作成し、この正方形状の針金を、擬似的に編地の開口と見なして
、開口のサイズと水膜の形成との関係を評価した。具体的には、これらの正方形状の針金
を、水に浸漬したときに、水膜が形成されるかどうか、また、水膜が形成された場合には
、その水膜の壊れやすさを、水膜強度として評価した。
【０１２６】
　その結果の一例を、図２１に示す。図２１に示すグラフにおいて、縦軸は水膜強度を表
す。このとき、水膜強度とは、０：水膜ができない、１：すぐに消える、２：風を与えれ
ば消える、３：強い風を与えないと消えない水膜を示す。撥水性処理を施した針金では、
水膜は形成されにくく、対角線長が５ｍｍ以上のとき、水膜強度２以下であった。また、
直径０．４９ｍｍの針金を用いた場合でも、同様に、撥水性の処理を施せば、対角線長が
５ｍｍ以上のときに水膜強度は２以下であった。これらのデータから、フィルタ基材の編
地の開口は、その対角線が３ｍｍより大きければ、水が膜状になって開口をふさぐことが
ないために、水保持時の圧力損失の上昇を抑制することができるといえる。また、最長対
角線が１２ｍｍ以下であれば、保持された水に接触せずに通過する空気の量を低減するこ
とができ、水を保持した保持材と、開口から導入する空気との接触効率を高めることがで
きる。
【０１２７】
　（実施例８）
　上記第８実施形態の三次元構造体５１１に水を保持させ、開口５１２に対し温度２０℃
湿度４０％ＲＨの空気を面風速１ｍ／ｓｅｃおよび２．５ｍ／ｓｅｃで流したときの、フ
ィルタ基材通過後の空気の相対湿度を測定した。フィルタ基材は、最長対角線５ｍｍの略
正六角形の開口を有する２枚の編地を、単繊維径５５μｍの繊維を１０本束ねたポリエス
テルマルチフィラメントで連結したものであり、厚みを４ｍｍ、６ｍｍ、８ｍｍと変化さ
せた。
【０１２８】
　その結果を図２２に示す。図２２に示すグラフにおいて、縦軸はフィルタ基材通過直後
の空気の相対湿度、すなわち、加湿性能を示す。加湿性能は、フィルタ基材の厚みを増す
、もしくは通過空気の風速を低減することにより、空気とフィルタ基材上の水との接触時
間を長くすることができるため向上する。ただし、フィルタ基材が風を受ける面積が一定
の場合には、風速を低減していくと風量が減少するため、水を気化させる用途においては
、一定時間あたりの水気化量が減少することになる。よって、この場合には、風速を低減
するには限界があり、フィルタ基材の厚みが重要なパラメータとなる。風速を変化させた
ときにもフィルタ基材通過後に６０％ＲＨ以上の空気の相対湿度を得るためには、２ｍｍ
以上３０ｍｍ以下の厚みとするのが良い。好ましくは４ｍｍ以上２０ｍｍ以下の厚みが良
い。
【０１２９】
　（実施例９）
　最長対角線５ｍｍの略正六角形の開口を有する２枚の編地を、単繊維径５５μｍの繊維
を１０本束ねたポリエステルマルチフィラメントで連結し、厚みを４ｍｍ、６ｍｍ、８ｍ
ｍと変化させたフィルタ基材、および最長対角線を５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍと変化させた
略正六角形の開口を有する２枚の編地を、前記マルチフィラメントで連結し厚みを８ｍｍ
としたフィルタ基材を作成した。これらのフィルタ基材に水を保持させ、開口に対し面風
速１ｍ／ｓｅｃで空気を流したときの、圧力損失を測定した。
【０１３０】
　その結果を図２３に示す。図２３に示すグラフにおいて、左縦軸は厚み、右縦軸は開口
の最長対角線、横軸は圧力損失を示す。図２３のグラフ中の黒四角印は厚みを示し、白丸
印は開口の最長対角線を示す。空気の圧力損失を増減させるパラメータのうち、厚みは開
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口の最長対角線に比べて影響が小さいことがわかった。これは、圧力損失は主に２枚の編
地の開口のサイズによって支配され、連結繊維の長さの影響は少ないということである。
開口のサイズを増大すれば、導入空気の通路が確保されるため、圧力損失は顕著に低減す
る。しかし、実際には保持水との接触効率も低減するため、開口のサイズを大きく増加さ
せることにより低圧力損失を実現することは、フィルタ基材の用途として適当でない。一
方、連結繊維の長さが圧力損失に与える影響は小さく、フィルタ基材の厚みを増して連結
繊維の長さを延ばした場合には、圧力損失は増大させずに十分な水保持量を得ることがで
き、かつ導入空気との接触効率も高めることができる。これらのことから、十分に水を保
持しても圧力損失が低く、かつ水と空気との接触面積が大きいフィルタ基材を得るために
は、厚みは増大し、かつ開口の最長対角線は小さくすることが望ましいといえる。
【０１３１】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【０１３２】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【０１３３】
　２００７年５月２１日に出願された日本国特許出願Ｎｏ．２００７－１３３７２４号の
明細書、図面、及び特許請求の範囲の開示内容、並びに、２００８年１月２４日に出願さ
れた日本国特許出願Ｎｏ．２００８－０１３３１８号の明細書、図面、及び特許請求の範
囲の開示内容は、全体として参照されて本明細書の中に取り入れられるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１３４】
　気化フィルタ上にスケールが析出しても加湿能力を維持することができ、また、通過す
る空気と気化フィルタ上に存在する水との接触効率を高めることができるために、コンパ
クトでも高い加湿性能を得ることができる加湿装置および加湿機能付き空気清浄機が提供
でき、家庭用および業務用加湿機、空気調和装置などへの用途にも適用できる。
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