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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線照射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射
器との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
空気を順次取り入れ、取り入れた空気を排出する空気取入・排出経路と、から構成される
紫外線照射殺菌空気清浄装置において、
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器に設けた空気導入路と、前記筒状容器の内部
に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空気排出路と、当該筒状容器の内
部の空気の外部への排出をする空気排出手段と、を備え、前記紫外線照射器からの紫外線
を前記空気層の空気に照射し、
当該筒状容器が、前記空気層を照射した紫外線を当該筒状容器外に透光する多数のスリッ
トを壁部に備え、前記空気層の空気に照射した紫外線を当該筒状容器外の空気に照射する
こと
　を特徴とする紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項２】
　請求項1に記載された紫外線照射殺菌空気清浄装置が部屋の天井の天井面に取り付けら
れ、他方の紫外線照射殺菌空気清浄装置が部屋の床面上に垂直方向に配置され、
当該他方の紫外線照射殺菌空気清浄装置が、
　筒状の形状を有し、紫外線照射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射器と
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壁部の間に導入した空気になる空気層を形成し、前記壁部に紫外線反射材を備えた筒状容
器と、空気を順次取り入れ、取り入れた空気を排出する空気取入・排出経路と、から構成
され、前記紫外線照射器からの紫外線を前記空気層の空気に照射すること
　を特徴とする紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項３】
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線照射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射
器との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
　当該筒状容器を筒長手方向に部屋の天井に取り付ける取付部と、
　前記取付け部の反対側の端部に設けられ、紫外線照射器から照射される紫外線を遮断す
る遮光部と、
　部屋内の空気を順次取り入れ、取り入れた空気を当該部屋に排出する空気取入・排出経
路と、から構成される天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置において、
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器の前記取付け部の反対側の端部に設けた空気
導入路と、前記筒状容器の内部に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空
気排出路と、当該筒状容器の内部の空気の外部への排出をするＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運
転・停止操作をする空気排出手段と、から形成され、
　当該空気排出手段を、ＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をすることで、前記空気
層への空気の取入・排出を止め、前記空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留させ、前
記紫外線照射器からの紫外線を前記空気層の滞留する空気に照射し、
当該筒状容器が、前記空気層を照射した紫外線を当該筒状容器外に透光する多数のスリッ
トを壁部に備え、前記空気層の滞留する空気に照射した紫外線を当該筒状容器外の空気に
照射すること
　を特徴とする天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項４】
　請求項３に記載された天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置において、
　前記筒状容器が、内面に紫外線反射板を備えること　
　　を特徴とする天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項５】
　請求項３に記載された天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置において、
　前記空気排出手段がＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作制御するＩＣを備えること
　を特徴とする天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項６】
　請求項３に記載された天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置において、
　前記空気排出手段が、前記空気排出路に設けられたロータリーバルブであること
　を特徴とする天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置。
【請求項７】
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線照射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射
器との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
　当該筒状容器を筒長手方向に部屋の天井に取り付ける取付部と、
　前記取付け部の反対側の端部に設けられ、紫外線照射器から照射される紫外線を遮断す
る遮光部と、
　部屋内の空気を順次取り入れ、取り入れた空気を当該部屋に排出する空気取入・排出経
路と、を備えた紫外線照射殺菌空気清浄装置による紫外線照射殺菌空気清浄方法において
、
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器の前記取付け部の反対側の端部に設けた空気
導入路と、前記筒状容器の内部に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空
気排出路と、当該筒状容器の内部の空気を外部に排出する空気排出手段を備え、前記紫外
線照射器からの紫外線を前記空気層の空気に照射し、
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当該筒状容器が、前記空気層を照射した紫外線を当該筒状容器外に透光する多数のスリッ
トを壁部に備え、前記空気層の空気に照射した紫外線を当該筒状容器外の空気に照射する
こと
　を特徴とする紫外線照射殺菌空気清浄装置による紫外線照射殺菌空気清浄方法。
【請求項８】
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線照射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射
器との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
空気を順次取り入れ、取り入れた空気を排出する空気取入・排出経路と、から構成され、
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器に設けた空気導入路と、前記筒状容器の内部
に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空気排出路と、筒状容器内の空気
を筒状容器外へ排出するＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作を行う空気排出手段と、
から形成され、
　当該空気排出手段を、ＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をすることで、前記空気
層への空気の取入・排出を止め、前記空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留させ、当
該間欠的に滞留する空気に前記紫外線照射器から紫外線を照射する紫外線照射殺菌空気清
浄装置を備え、
　記憶手段及び空気洗浄量演算処理できるソフトウエアを組み込んだパソコンを備え、
　当該記憶手段に、前記空気排出手段でのＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作のＯＮ
運転時間と清浄化された空気洗浄量との関係を示すデータが格納され、前記空気排出手段
に設けたＩＣで計測したＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作のＯＮ運転時間を、当該
ＩＣと通信可能な端末が取得し、前記パソコンが当該端末から当該運転時間を取得して、
当該紫外線照射殺菌空気清浄装置で清浄化された空気洗浄量情報を取得することを特徴と
する空気洗浄量情報取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＵＶ照射部屋内殺菌装置、天井取付型ＵＶ部屋内殺菌装置及び各種ＵＶ室内
殺菌装置による部屋内殺菌方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線ランプから照射される殺菌線と呼ばれる波長の紫外線で、紫外線ランプ周りの空
気中に浮遊する細菌、ウイルスを殺菌する紫外線照射殺菌装置が用いられる。
【０００３】
　特許文献１には、殺菌ランプを有し、取付アームに回転可能に取り付けられて天井面に
向かって照射するようにした殺菌灯本体と、殺菌灯本体を回転させる回転装置と、殺菌ラ
ンプを点滅させるスイッチと、回転装置の回転を停止させ殺菌ランプを消灯させるスイッ
チと、からなる殺菌灯装置が記載される。
【０００４】
　特許文献２には、天井より垂下されて水平に配設された殺菌灯と、殺菌灯の一方側に配
設された遮光板と、を有し、駆動機構を駆動することで光が天井に向けて、あるいは床面
に向けて殺菌灯から光が照射される殺菌灯装置が記載される。
【０００５】
　特許文献３には、部屋の壁に取り付けられた筺体と、筺体内部に格納された紫外線を照
射する光源と、紫外線の照射範囲を絞る絞り部材と、を備え、筺体は、部屋の壁の上方で
あって、人の身長より高い場所に設置される室内殺菌装置が記載される。
【０００６】
　特許文献４には、殺菌する空気が流れるダクトの中心部の軸方向に、紫外線ランプを備
え、紫外線ランプの周りに、平行に配置された複数枚の導風板と、導風板の間を仕切る仕
切り板を備えた紫外線照射空気殺菌装置が記載される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実公昭６０－７０６６号公報
【特許文献２】特開平６－７８９７４号公報
【特許文献３】特開２０１７－１８４４２号公報
【特許文献４】特許第６０６３４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
殺菌線と呼ばれる波長の紫外線で殺菌する場合の殺菌効果は、殺菌線照度（単位面積あた
りのワット数：W/ｍ２）と照射時間（秒）の積である殺菌線量（単位当たりのジュール数
：J/m２）できまる。
【０００９】
　このために、強い殺菌力を得ようとすると、出力の大きい紫外線ランプを用いるか、紫
外線照射時間を長くする必要がある。
【００１０】
　出力の大きな紫外線ランプの使用は、電力使用量が大きくなるという問題がある。
【００１１】
　このために、従来、紫外線照射時間を長くするために、長い紫外線ランプを使用し、紫
外線の照射を受ける空気の流路を長くしたり、あるいは空気の流速を遅くして、紫外線の
照射を受ける時間を長くするという方法が採用された。特許文献４記載の発明にあっては
、殺菌する空気の流速が低速から高速まで、広い流速の範囲で効率よく殺菌する紫外線照
射空気殺菌装置が提案される。
【００１２】
　これらの方法にあっては、空気の流路を長くしたり、あるいは空気の流速を調整するこ
とがなされるが、空気の流路は、紫外線照射空気殺菌装置の外方に形成され、空気の流れ
が停止されることがない。これらの場合、照射対象の空気に集中して紫外線を照射するも
のではないので、照射が集中されず、空気中に浮遊する細菌、ウイルスを確実に殺菌する
ことができない恐れがあり、空気の流路を長くすることによる装置の長大化、空気の流速
を調整することによる空気流速調整手段の付加に伴う装置の複雑化と高コストになるとい
う問題がある。
【００１３】
　本発明は、かかる点に鑑み装置の簡便操作によって空気の流れを所定の時間止めて滞留
した空気層を形成し、この空気層に集中的に紫外線照射することで、空気中に浮遊する細
菌、ウイルスを確実に殺菌することのできる紫外線照射殺菌空気清浄装置を提供すること
を課題とする。
【００１４】
　以下の説明で、紫外線をＵＶと称する場合がある。
【００１５】
　以下の説明で、空気には通常用いられる空気に加えて、空気に他のガスを加えた空気主
体の空気が含まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明において、紫外線照射殺菌空気清浄装置は、
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射器
との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
外部の空気、典型的には部屋内の空気を順次取り入れ、取り入れた空気を外部、典型的に
は当該部屋に排出する空気取入・排出経路と
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、を備えて構成される。
【００１７】
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器に設けた空気導入路と、前記筒状容器の内部
に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空気排出路と、当該筒状容器の内
部の空気の外部への排出をするＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をする空気排出手
段と、から形成される。
【００１８】
　当該空気排出手段を、ＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をすることで、前記空気
層への空気の取入・排出を止め、前記空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留させ、当
該間欠的に滞留する空気に前記紫外線照射器から紫外線を照射することを行う。
【００１９】
　紫外線照射殺菌空気清浄装置は、部屋内に設置される場合、部屋の天井の天井面に取り
付けられ又は部屋の床面上に置かれて垂直方向に配置され、あるいは部屋の側壁に取り付
けられて水平方向に配置され得る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、装置のＯＮとＯＦＦによる間欠的な運転・停止操作によって空気の流
れを所定の時間止めて滞留した空気層を形成し、この空気層に集中的に紫外線照射するこ
とで、空気中に浮遊する細菌、ウイルスを確実に殺菌することのできる紫外線照射殺菌空
気清浄装置を提供することができる。
【００２１】
　従来装置の問題であった、照射対象の空気に集中して紫外線を照射するものではないの
で、照射が集中されず、空気中に浮遊する細菌、ウイルスを確実に殺菌することができな
い恐れがあり、空気の流路を長くすることによる装置の長大化、空気の流速を調整するこ
とによる空気流速調整手段の付加に伴う装置の複雑化と高コストになるという問題が解決
される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例である紫外線照射殺菌空気清浄装置の一部断面を含む構造を示す
構造図。
【図２】図１に示される天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置の本体内部及び空気排出
路を上方から見た図。
【図３】図１及び図２（２）で示される紫外線照射殺菌空気清浄装置１００による紫外線
の照射状況を示す図。
【図４】部屋の内部に各種の紫外線照射殺菌空気清浄装置が設置された状況を示す図。
【図５】天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置から紫外線を装置内の空気層に照射する
状況を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施例である天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置の一部断面を含
む構造を示す構造図である。
【００２５】
　図２は、図１に示される天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置の本体内部及び空気排
出路を上方から見た図である。
【００２６】
　図２（１）は、天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置の中で、紫外線の照射が円筒容
器内に限ってなされる場合を示し、図２（２）は、紫外線の照射が円筒容器内外でなされ
る場合を示す。図２（１）の場合、円筒容器１は、不透明の樹脂で制作され、内面に反射
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材が設けられてよい。図２（２）の場合、筒状容器１がアルミニューム、ガラスあるいは
アクリル樹脂板で構成される。不透明の樹脂で制作された場合、壁部に縦方向に多数のス
リットが設けられる。筒状容器は、側面部が紫外線を透光するように形成され、前記空気
層を照射光が部屋外も照射する
　これらの図において、天井取付型ＵＶ部屋内殺菌装置１００は、紫外線照射殺菌空気清
浄装置が部屋１０１（図３参照）の天井５に取付けられた場合の典型で好ましい実施例の
１例である。以下、天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００を例にとって説明する
。
【００２７】
　図１において、天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００は、紫外線照射ランプ１
０を内部に有する本体２と、これに固着される蓋部３とからなる筒状容器１を持ち、筒状
容器内にＵＶ照射器としての紫外線照射ランプ１０を備える。紫外線照射ランプ１０は、
細長状でほぼ円柱状の形態をなし、垂直方向に配置される。細長状とすることで、部屋内
への照射で一定の照射域を形成する。
【００２８】
　筒状容器１は、筒状の形状を有し、内部に空間部を有して紫外線照射ランプ１０を筒の
長手方向に内蔵して保持し、紫外線照射ランプ１０との間の空間部が空気層１１となる。
空気層１１は、空気を滞留することができる。筒状容器１は、樹脂で形成され、内面にＵ
Ｖ反射板を備えるようにしてもよい。筒状容器１は、透明のガラス板あるいはアクリル樹
脂板で形成され、紫外線照射器からの紫外線が部屋内及び部屋外に照射され得る。
【００２９】
　ＵＶ反射板を備えることで、図２（１）に示される紫外線の照射となる。空気層11によ
り強い紫外線を集中して照射することができる。空気層１１に滞留する空気に紫外線が照
射されて集中的に空気中に浮遊する細菌、ウイルスを殺菌する。図２（１）に示される紫
外線の照射では、部屋内のどの位置に設置しても人体への影響がない。
【００３０】
　図1に示される例では、図２（２）に示される紫外線の照射となる。紫外線照射器から
の紫外線が部屋内に照射され、さらに筒状容器１を通過した紫外線が部屋外に照射され、
部屋内外の空気中に浮遊する細菌、ウイルスの殺菌がなされる。　
　蓋部３は、取付金具４によって本体２に密接して固着される。また、蓋部３の最上面に
は、天井５の天井面に筒状容器１を取り付けるための取付け部６を備える。
【００３１】
　蓋部３は、内部の下端に下端板７を備え、下端板７に上方に向けて配置された、導電性
の紫外線照射ランプ取付具８を備える。また、蓋部３は、内部に空間部１４を持つ。この
空間部１４の内部に紫外線照射ランプ取付具８が配置され、紫外線照射ランプ取付具８は
接続端子１５を持ち、接続端子１５は、配線１６に接続され、さらにプラグ１７に接続さ
れ、紫外線照射ランプ１０への給電が可能とされる。
【００３２】
　紫外線照射ランプ取付具８の内部にねじ溝になる脱着自在の螺合部が形成され、この螺
合部は、紫外線照射ランプ１０の上部に形成されたねじになる螺合部に係合して紫外線照
射ランプ１０を保持する。この構成によって、紫外線照射ランプ１０は、筒状容器１の内
部に内蔵されて固着される。
　下端板７には、円周帯状に空気の通気口１８が設けられる。通気口１８は、空間部１４
に連通する。
【００３３】
　蓋部３には、チューブ状の空気排出路１９が設けられる。空気排出路１９には、ロータ
リーバルブ２１が配設される。ロータリーバルブ２１は、回転することによって流体の流
量を制御する弁装置として知られる。　ロータリーバルブ２１は、空気排出手段の典型的
な一例である。ロータリーバルブ２１は、空気排出路１９からの空気の排出、及びこれに
伴う空気導入口２３からの空気の吸い込みを行うことができる。空気の排出及び空気の排
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出を行う装置であればロータリーバルブに代替できる。例えば、ロータリーバルブに代え
て送風用のファンを筒状容器内に設けてもよい。
【００３４】
　本体２の下端には、端板２２が設けられ、端板２２には、中央部に空気導入口２３が設
けられる。
【００３５】
　端板２２に対峙して、水平方向に紫外線照射器から照射される紫外線を遮断する遮光板
２４が端板２２に固定して設けられる。遮光板２４は、遮光部となる。
【００３６】
　端板２２と遮光板２４との間には、空気導入口２３を持つ空気導入路２５が形成される
。部屋内の空気は、この空気導入路２５を介して筒状容器１の内部に導入され、空気層１
１を形成する。
【００３７】
　端板２２を中央部で間隙をおいてラップする構造とすることで、遮光板の機能を持たせ
ることができる。
【００３８】
　部屋内の空気を順次取り入れ、取り入れた空気を当該部屋に排出する空気取入・排出経
路と、から構成される。
【００３９】
　空気取入・排出経路が、筒状容器に設けた空気導入路２５と、筒状容器の内部に形成さ
れる空気層１１と、筒状容器の内部に連通する空気排出路１９と、筒状容器の内部の空気
を外部に排出する空気排出手段であるロータリーバルブ２１と、から形成される。
【００４０】
　空気取入・排出経路は、部屋内の空気の流れを加えた部屋内の空気を循環させる空気循
環路の一部となる。
【００４１】
　空気取入・排出経路３０が図面上で、矢印で示される。空気取入・排出経路は、空気取
入・排出が間欠的に、すなわち一時的に止められる円筒容器内に形成された空気層を持つ
特徴がある。
【００４２】
　ロータリーバルブ２１の駆動源としてモータ３１が用いられる。モータ３１には、制御
基板３２が付設される。制御基板３２には、制御用の小型の集合半導体であるＩＣが取り
付けられる。ＩＣは、後述の図５に示す制御信号を発して、モータ３１を制御する。

【００４３】
　紫外線照射ランプ１０からの紫外線は、空気層の空気に照射し、筒状容器１の内面に反
射板が設けられている場合には、反射して再度空気層の空気に紫外線を照射する。筒状容
器１がアルミニューム、ガラスあるいはアクリル樹脂板で構成されている場合には、アル
ミニューム、ガラスあるいはアクリル樹脂板を通過して部屋内の空気に紫外線を照射する
。遮光板24が設けられているので、紫外線照射ランプ１０からの紫外線は、下方には向か
ず、水平方向に向かう。
【００４４】
　紫外線照射器と、
　筒状の形状を有し、当該紫外線射器を筒長手方向に内蔵して保持し、当該紫外線照射器
との間に導入した空気になる空気層が形成される筒状容器と、
　部屋内の空気を順次取り入れ、取り入れた空気を当該部屋に排出する空気取入・排出経
路と、から構成され、
　当該空気取入・排出経路が、前記筒状容器に設けた空気導入路と、前記筒状容器の内部
に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通する空気排出路と、当該筒状容器の内
部の空気を外部に排出する空気排出手段と、から形成され、
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　当該空気排出手段を、ＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をすることで、前記空気
層への空気の取入・排出を止め、前記空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留させ、当
該間欠的に滞留する空気に前記紫外線照射器から紫外線を照射する紫外線照射殺菌空気清
浄装置が構成される。
【００４５】
　図３は、図１及び図２（２）で示される紫外線照射殺菌空気清浄装置１００による紫外
線の照射状況を示す図である。紫外線照射殺菌空気清浄装置１００は、天井に取り付けら
れるように制作された。空気排出手段を、ＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作をする
ことで、空気層への空気の取入・排出を止め、空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留
させ、当該間欠的に滞留する空気に紫外線照射器から紫外線を照射し、部屋内の空気に紫
外線照射器から紫外線を照射する。
【００４６】
　図４は、部屋の内部に各種の紫外線照射殺菌空気清浄装置が設置された状況を示す図で
ある。
【００４７】
　部屋１０１の内部には、各種の紫外線照射殺菌空気清浄装置１００を設置することがで
きる。紫外線照射殺菌空気清浄装置１００が、図２（１）に示される形態の紫外線照射殺
菌空気清浄装置が採用されるときに、紫外線照射は、円筒容器内に留められ、当該紫外線
照射殺菌空気清浄装置は、垂直方向配置ばかりでなく、水平方向の配置が許容され、天井
への設置ばかりでなく、部屋の側壁への設置あるいは部屋床面への設置が許容される。
【００４８】
　紫外線照射殺菌空気清浄装置が、部屋の天井の天井面に取り付けられ又は部屋の床面上
に置かれて垂直方向に配置され、あるいは部屋の側壁に取り付けられて水平方向に配置さ
れる。
【００４９】
　図４において、天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００が取付け部６によって部
屋１０１の天井面に取り付けられた。
【００５０】
　天井取付型ＵＶ部屋内殺菌装置１００は、部屋の壁の上方であって、人１０２の身長よ
り高い場所に好ましく設置される。
【００５１】
　水平方向への配置の場合、紫外線照射殺菌空気清浄装置１００は、横置き配置とされ、
壁取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００Ａとなり、当該壁取付型紫外線照射殺菌空気
清浄装置１００Ａの側面に取り付けた取付け材によって部屋１０１の壁に取り付けられる
。
【００５２】
　壁取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００Ａは、部屋の壁の上方であって、人１０２
の身長より高い場所に好ましく設置される。
【００５３】
　部屋床面への設置の場合、紫外線照射殺菌空気清浄装置１００は、垂直配置とされ、部
屋床面への設置型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００Ｂとなり、当該部屋床面への設置型
紫外線照射殺菌空気清浄装置１００Ｂの底面に取り付けた取付け材によって部屋１０１の
床面に載置される。
【００５４】
　図２（２）形態の天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００が設置されるとき、人
１０２の身長より高い場所に好ましく設置され、紫外線による人体への影響が回避され、
天井下の近傍で、３６０°方向に本体２の長さＬ（図１参照）範囲で紫外線を照射するこ
とができ、壁取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００Ａあるいは部屋床面への設置型紫
外線照射殺菌空気清浄装置１００Ｂに比べてメリットがある。
【００５５】
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　図２（１）あるいは図２（２）に示される天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１０
０は、部屋内の天井に取り付ける場合、部屋中央ばかりでなく、部屋の４隅に取り付ける
ことができる。
【００５６】
　図５は、天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００からの紫外線を空気層11に照射
する状況を示す図である。天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置１００が図３において
、天井に取り付けた場合が想定される。
【００５７】
　この場合の想定例について次に示す。
【００５８】
　　　　　　部屋の室内容積：７．２ｍ×１０．８ｍ×２．５ｍ=１９４．４ｍ３（a）
　　　　　　　　本体内容積：φ０．２×０．２３ｍH=０．０００７２ｍ３（ｂ）
　　　　　　　　　滞留照射：２２J/m２で6秒と６秒のＯＮ・ＯＦＦ間欠連続照射（ｃ）
　　　　　　　　　循環時間：１サイクル（ｄ）ｄ＝ａ／ｂ×ｃで表される。
　　　　　　　　　　　　　　ｄ＝ａ／ｂ×ｃ
　　　　　　　　　　　　　　　＝１９４．４／０．０００７２×６秒
　　　　　　　　　　　　　　　＝１６２，０００秒＝２，７００分
　　　　　　　　　　　　　　　＝４５．０時間（１台）１台設置の場合、少なくとも４
　　　　　　　　　　　　　　　　５時間要する。
　　　　　　　　　　　　　　　　２２．５時間（２台）
　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０時間（３台）
　　　　　　　　　　　　　　　　１１．２５時間（４台）
【００５９】
　図５において、ロータリーバルブ２１の操作、ＯＮ・ＯＦＦの入り、切りによる間欠的
な運転・停止操作及びその時の紫外線照射ランプ１０の点灯継続状況を示す図である。
【００６０】
　図５において、２２J/m２で6秒と６秒間欠連続照射運転がなされる。間欠的停止操作が
なされる。そして、紫外線照射ランプ１０については、連続した点灯がなされる。点灯継
続→継続照射→殺菌がなされる。空気の流れを所定の時間止めて滞留した空気層に集中的
に紫外線照射することができる。図５では、紫外線照射ランプ１０の点灯継続状況を示し
たが、６秒間欠空気流れ操作に合わせて６秒間欠点灯としてもよい。この制御は、ＩＣに
制御回路を組み込むことでなされ得る。
【００６１】
　また、紫外線照射殺菌空気清浄装置１００を備え、
　記憶手段及び空気洗浄量演算処理できるソフトウエアを組み込んだパソコンを備えるこ
とで、
　当該記憶手段に、前記空気排出手段でのＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作のＯＮ
運転時間と清浄化された空気洗浄量との関係を示すデータを格納し、空気排出手段に設け
たＩＣで計測したＯＮ・ＯＦＦの間欠的な運転・停止操作のＯＮ運転時間を、当該ＩＣと
通信可能な端末で取得し、当該パソコンが当該端末から当該運転時間を取得して、前記デ
ータから紫外線照射殺菌空気清浄装置１００で清浄化された空気の空気洗浄量、洗浄時間
になる空気洗浄量情報を取得する空気洗浄量情報取得方法が構成される。取得された空気
洗浄量情報は、必要に応じて時々刻々に画面に表示され、視覚化される。
【００６２】
　この例では、6秒と６秒間欠連続照射が採用されたが、この例に限定されない。環境に
対応して適宜時間を設定する。滞留した空気層に集中的に紫外線照射する上で、６秒以上
照射することが望ましい。
【００６３】
　空気排出手段を、間欠的に停止操作をすることで、空気循環を止め、前記空気層の空気
を筒状容器内に間欠的に滞留させ、当該間欠的に滞留する空気に紫外線照射器である紫外
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【００６４】
　天井取付型紫外線照射殺菌空気清浄装置が１台の場合、２台の場合、３台の場合、４台
の場合、それぞれに設定された時間、照射を継続することで、上述した時間紫外線が照射
されることで、空気中に浮遊する細菌、ウイルスを確実に殺菌することができる。
【符号の説明】
【００６５】
　１００…紫外線照射殺菌空気清浄装置、１０１…部屋、１…筒状容器、２…本体、３…
蓋部、４…取付金具、６…取付け部、７…下端板、８…紫外線照射ランプ取付具、１０…
紫外線照射ランプ、１１…空気層、１４…空間部、１８…通気口、１９…空気排出路、２
１…ロータリーバルブ（空気排出手段）、２２…端板、２３空気導入口、２４…遮光板（
遮光部）、２５…空気導入路、３０…空気循環路、３１…モータ、３２…制御基板。
【要約】
【課題】空気の流れを所定の時間止めて滞留した空気層に集中的に紫外線照射することで
、装置を簡便化しながら空気中に浮遊する細菌、ウイルスを確実に殺菌することのできる
ようにする。
【解決手段】紫外線照射殺菌空気清浄装置の空気取入・排出経路が、前記筒状容器に設け
た空気導入路と、前記筒状容器の内部に形成される空気層と、当該筒状容器の内部に連通
する空気排出路と、当該筒状容器の内部の空気を外部に排出する空気排出手段と、から形
成され、空気排出手段を、間欠的にＯＮ・ＯＦＦの運転・停止操作をすることで、空気層
への空気の取入・排出を止め、前記空気層の空気を筒状容器内に間欠的に滞留させ、間欠
的に滞留する空気に紫外線照射器から紫外線を照射する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】
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