
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気吸い込み口と、前記空気吸い込み口に臨ませ

濾過蒸発部と、水槽
と、送風機と、空気吹き出し口とを備え、前記水槽内の水中に一対の電極を設け、前記電
極間に水中のイオン性物質は自由に通過する隔膜を設け、前記電極の一方は直流電源のプ
ラス側に接続して陽極とし、前記電極の他方には前記直流電源のマイナス側を接続して陰
極とし、前記濾過蒸発部は上部ローラと下部ローラと上下の前記ローラ間に懸架された２
個のループ状フィルターとを有し、前記水槽内の前記隔膜を隔てて一方の前記ループ状フ
ィルターの下部が前記陽極側の水中に浸漬する位置とし、他方の前記ループ状フィルター
を前記陰極側の水中に浸漬する位置とし、前記上部ローラは回転駆動手段と連結して構成
した空気清浄機。
【請求項２】
　室内のガス濃度を検出するガスセンサ、粒子濃度を検出する粒子センサ、湿度を検出す
る湿度センサのうち少なくとも一つを備え、センサの出力に応じて送風機の出力と回転駆
動手段の回転数とを制御する制御手段を有する請求項１記載の空気清浄機。
【請求項３】
　水槽内に水位を検出する水位センサと、前記水位センサの出力により送風機と回転駆動
手段と直流電源の運転の作動，停止を制御する手段と、前記水槽内の水位が所定の低水位
以下の場合に表示を行う水量不足表示手段とを有する請求項１または２記載の空気清浄機
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。
【請求項４】
　送風機停止時に水槽内の陽極と陰極とへの直流電圧の印加を間欠的に行い、回転駆動手
段を間欠的に動作させる請求項１ないし３のいずれか１項に記載の空気清浄機。
【請求項５】
　水槽内の水の汚れを検出する水質センサと、前記水質センサが所定の高濃度以上の汚れ
を検出した場合、前記水質センサの出力により表示を行う水交換表示手段とを有する請求
項１ないし４のいずれか１項に記載の空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は空気中の臭気や浮遊粉塵を除去すると共に、特に加湿機能を付加した空気清浄
機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の空気清浄機は塵埃を帯電させて集塵板に捕集するものや、繊維状のフィルターに
捕集するもの、また活性炭などを用いて空気中の臭気成分を除去するものがあるが、加湿
機能付空気清浄機としては特開平４－４８９４６号公報に記載されているようなものが一
般的であった。この加湿機能付空気清浄機は図１３と図１４に示すように空気清浄機１が
空気清浄装置２と加湿器３との一体構成を成し、電気集塵手段４のイオナイザ部５の放電
電極６と対向電極板７との間に直流高電圧を印加することにより放電電極６から対向電極
板７に向かってコロナ放電が起こり、ダストなどの微粒子が荷電され、後流側のコレクタ
部８の電極板９に捕集される。また、タンク１０から水槽１１に供給された水は超音波発
振子１２により振動され、霧状の微粒子として水面から飛散し、加湿用水殺菌手段１３の
送風機１４によって送り込まれたオゾンを含んだ清浄空気によって室内空気中に放出され
、室内空気を加湿する。そして、タンク１０内で繁殖したバクテリアはタンク１０より水
槽１１に入ってくるが、加湿用水殺菌手段１３の送風機１４によって送り込まれた清浄空
気中のオゾンによって殺菌されるため、活性化した菌を室内空気中に放出することがない
ようになっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら上記従来の構成ではコレクタ部８の交換や清掃が必要であり、そのメンテ
ナンスが煩雑であること、そして集塵効果は有るが脱臭効果はほとんど無いという課題が
あった。またタンク１０内のバクテリアの繁殖は防ぐことができない為、衛生的に満足で
きるものではなかった。
【０００４】
　一方脱臭効果を有する活性炭を搭載した空気清浄機もすべての悪臭成分に対しては十分
機能しないため、酸性ガスやアルカリ性ガスに対応した添着活性炭を混合させるなどの方
法が採られているが、いずれにせよ吸着容量が飽和すると交換しなければならず、メンテ
ナンスの煩雑さとコストが高いという課題があった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を解決するために、空気吸い込み口と、前記空気吸い込み口に臨ませ
臨ませ

濾過蒸発部と、水槽と、送風機と、空気吹き出し口とを備え、前
記水槽内の水中に一対の電極を設け、前記電極間に水中のイオン性物質は自由に通過する
隔膜を設け、前記電極の一方は直流電源のプラス側に接続して陽極とし、前記電極の他方
には前記直流電源のマイナス側を接続して陰極とし、前記濾過蒸発部は上部ローラと下部
ローラと上下の前記ローラ間に懸架された２個のループ状フィルターを有し、前記水槽内
の前記隔膜を隔てて一方の前記ループ状フィルターの下部が前記陽極側の水中に浸漬する
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位置とし、他方の前記ループ状フィルターを前記陰極側の水中に浸漬する位置とし、前記
上部ローラは回転駆動手段と連結して構成した空気清浄機であり、また、前記水槽内に水
位を検出する水位センサと、前記水位センサの出力により前記送風機と前記回転駆動手段
と前記直流電源との運転の作動，停止を制御する手段と、前記水槽内の水位が所定の低水
位以下の場合に表示を行う水量不足表示手段とを設け、さらに前記送風機停止時に前記水
槽内の前記陽極と前記陰極とへの前記直流電圧の印加を間欠的に行うとともに、前記回転
駆動手段を間欠的に動作させる構成としている。
【０００６】
　上記発明によれば、濾過蒸発部であるループ状フィルターの下部が水槽内に浸漬してい
るので、水槽内の水で濡れたループ状フィルターが上下ローラの回転により、空気吸い込
み口に臨ませた湿式フィルターとなり、通過する空気中の塵埃を捕捉し、悪臭成分も水の
中に溶解吸収し空気を浄化するとともに、ループ状フィルターからは水分の一部が蒸発し
空気を加湿する。そして水槽内の水は一対の電極により電気分解され、隔膜を挟んで酸性
水とアルカリ性水が生成され、一方のループ状フィルターは酸性水を含み、他方のループ
状フィルターはアルカリ性水を含むことになり、酸性ガスはアルカリ性水に吸収されやす
く、アルカリ性ガスは酸性水に吸収されやすいため、各種の悪臭成分を除去する性能が向
上する。また、水槽内には水位センサが設けられ、水量が不足すると送風機と回転駆動手
段と直流電源の運転が停止し、水量不足表示手段により水量不足表示が行われるので、水
の交換補充の時期が的確に把握できる。さらに送風機の停止時も水槽内の水の電気分解を
間欠的に行い、水槽内の水は酸性とアルカリ性に保持できるため水槽内でのバクテリアの
繁殖を防ぐことができ、そして回転駆動手段も間欠的に動作するので、ループ状フィルタ
ーも酸性水あるいはアルカリ水に浸漬するのでバクテリアの繁殖を防ぐことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　上記課題を解決するための請求項１記載の発明は、空気吸い込み口と、前記空気吸い込
み口に臨ませ臨ませ

濾過蒸発部と、水槽と、送風機と、空気吹き出し口
とを備え、前記水槽内の水中に一対の電極を設け、前記電極間に水中のイオン性物質は自
由に通過する隔膜を設け、前記電極の一方は直流電源のプラス側に接続して陽極とし、前
記電極の他方には前記直流電源のマイナス側を接続して陰極とし、前記濾過蒸発部は上部
ローラと下部ローラと上下の前記ローラ間に懸架された２個のループ状フィルターとを有
し、前記水槽内の隔膜を隔てて一方の前記ループ状フィルターの下部が前記陽極側の水中
に浸漬する位置とし、他方の前記ループ状フィルターは前記陰極側の水中に浸漬する位置
とし、前記上部ローラは回転駆動手段と連結して構成した空気清浄機である。
【０００８】
　そして、上下のローラ間に懸架された２個のループ状フィルターの下部が水槽内の水に
浸漬し、回転駆動手段の動作により濡れた状態で回転し、空気吸い込み口に臨ませている
ので湿式フィルターとなり、通過する空気中の塵埃を捕捉し、悪臭成分も水の中に溶解吸
収し空気を浄化するが、水槽内の水は電気分解され、隔膜を挟んで酸性水とアルカリ性水
が生成され、一方の濾過蒸発部であるループ状フィルターは酸性水を含み、他方の濾過蒸
発部であるループ状フィルターはアルカリ性水を含むことになり、酸性ガスはアルカリ性
水に吸収されやすく、アルカリ性ガスは酸性水に吸収されやすいため、各種の悪臭成分を
除去する性能が向上するとともに、濾過蒸発部からは水分の一部が蒸発し空気を加湿する
ことができる。
【０００９】
　また、請求項２記載の発明は、室内のガス濃度を検出するガスセンサ、粒子濃度を検出
する粒子センサ、湿度を検出する湿度センサのうち少なくとも一つを備え、センサの出力
に応じて送風機の出力と回転駆動手段の回転数とを制御する制御手段を有する請求項１記
載の空気清浄機である。
【００１０】
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　そして、室内の臭気成分はガスセンサにてガス濃度を検出し、室内の塵埃は粒子センサ
にて粒子濃度を検出し、室内の空気湿度は湿度センサにて湿度を検出し、各センサの出力
に応じて送風機出力や回転駆動手段の回転数を制御するので、臭気や塵埃が高濃度の場合
と湿度が低い場合には送風機出力と回転駆動手段の回転数とを大きくして、通過空気量と
ループ状フィルターの吸水量を多くして室内の空気浄化を早めることや、加湿量を増加し
て室内乾燥状態の改善ができ、逆に臭気や塵埃が低濃度の場合や湿度が高い場合には送風
機出力と回転駆動手段の回転数とを小さくして、水の蒸発損失と消費電力の節約がはかれ
る。
【００１１】
　さらに、請求項３記載の発明は、水槽内に水位を検出する水位センサと、前記水位セン
サの出力により送風機と回転駆動手段と直流電源の運転の作動，停止を制御する手段と、
前記水槽内の水位が所定の低水位以下の場合に表示を行う水量不足表示手段とを有する請
求項１または２記載の空気清浄機である。
【００１２】
　そして、水量が不足すると送風機と回転駆動手段と直流電源の運転を停止し、水量不足
表示手段により水量表示が行われるので、空運転の防止とともに、水の交換補充の時期が
的確に把握できる。
【００１３】
　さらに、請求項４記載の発明は、送風機停止時に水槽内の陽極と陰極とへの直流電圧の
印加を間欠的に行い、回転駆動手段を間欠的に動作させる請求項１ないし３のいずれか１
項に記載の空気清浄機である。
【００１４】
　そして、送風機の停止時も水槽内の水の電気分解を間欠的に行い、水槽内の水は酸性と
アルカリ性に保持できるため水槽内でのバクテリアの繁殖を防ぐことができ、回転駆動手
段も間欠的に動作するので、ループ状フィルターも酸性水あるいはアルカリ水に浸漬する
のでバクテリアの繁殖を防ぐことができる。
【００１５】
　さらに、請求項５記載の発明は、水槽内の水の汚れを検出する水質センサと、前記水質
センサが所定の高濃度以上の汚れを検出した場合、前記水質センサの出力により表示を行
う水交換表示手段とを有する請求項１ないし４のいずれか１項記載の空気清浄機である。
【００１６】
　そして、水槽内の水が汚れた場合には水質センサでの検知により水槽内の水が空気中か
ら捕集した汚れ物質で濃度が飽和する以前に水交換の時期を水交換表示手段により表示す
るので、その時点で清浄な水に交換することにより臭気や塵埃の捕集を安定的に行うこと
が容易にできる。
【００１７】
【実施例】
　以下本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【００１８】
　（実施例１）
　図１は本発明の実施例１における空気清浄機の構成を示す正面断面図である。また図２
は同空気清浄機の構成を示す側断面図である。
【００１９】
　図において本体１５の正面には空気吸い込み口１６を有し、空気吸い込み口１６に対峙
して空気通路に臨ませた２個の濾過蒸発部１７を有している。本体１５の下部には水槽１
８を有し、本体１５の上部には送風機としてのファン１９とファン１９を回転させるファ
ンモータ２０を有し、空気吹き出し口２１とを設けている。水槽１８内の水中に一対の電
極２２を設け、電極２２の一方は直流電源２３のプラス側に接続して陽極２２ａとし、電
極２２の他方には直流電源２３のマイナス側を接続して陰極２２ｂとし、濾過蒸発部１７
は上部ローラ２４と下部ローラ２５と上下のローラ２４，２５間に懸架された２個のルー
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プ状フィルター１７ａ，１７ｂとからなり、水槽内の隔膜２６を隔てて一方のループ状フ
ィルター１７ａの下部が陽極２２ａ側の水中に浸漬する位置とし、他方のループ状フィル
ター１７ｂを陰極２２ｂ側の水中に浸漬する位置とし、上部ローラ２４は回転駆動手段で
あるローラモータ２７と連結した構成としている。
【００２０】
　次に動作、作用について説明する。ファンモータ２０を動作させるとファン１９が回転
し、空気吸い込み口１６から室内空気が本体１５内へ導入される。また、回転駆動手段で
あるローラモータ２７が回転すると連結した上部ローラ２４も回転し、下部ローラ２５と
の間に懸架された２個のループ状フィルター１７ａ，１７ｂも回転し、下部が水槽１８内
に浸漬しているので、水槽１８内の水を吸い上げて濡れ、濡れたループ状フィルター１７
ａ，１７ｂは濾過蒸発部１７として空気吸い込み口１６に対峙して空気通路に臨ませてい
るので湿式フィルターとなり、通過する空気中の塵埃を捕捉し、悪臭成分も水の中に溶解
吸収して空気を浄化し、浄化された空気はファン１９により空気吹き出し口２１から室内
へ放出される。水槽１８内の水は電気分解され、隔膜２６を挟んで酸性水とアルカリ性水
が生成され、一方のループ状フィルター１７ａは酸性水を含み、他方のループ状フィルタ
ー１７ｂはアルカリ性水を含むことになり、酸性ガスはアルカリ性水に吸収されやすく、
アルカリ性ガスは酸性水に吸収されやすいため、各種の悪臭成分を除去する性能が向上す
るとともに、濾過蒸発部１７からは水分の一部が蒸発し空気を加湿することができる。
【００２１】
　（実施例２）
　図３は本発明の実施例２における空気清浄機の回路ブロック図である。また図４、図５
、図６は同空気清浄機の制御を示す図である。
【００２２】
　実施例１と異なる点は、室内のガス濃度を検出するガスセンサ２８ａ、粒子濃度を検出
する粒子センサ２８ｂ、湿度を検出する湿度センサ２８ｃを備え、各センサの出力に応じ
てファンモータ２０の出力を制御するために、制御部２９とファンモータ２０の回転数を
制御するファンモータ出力制御部３０と、ファンモータ２０のファンモータ駆動部３１を
有し、また、ローラモータ２７の回転数を制御するローラモータ出力制御部３２と、ロー
ラモータ２７のローラモータ駆動部３３とを有している。
【００２３】
　なお実施例１と同一符号のものは同一構成部であり、詳細な説明は省略する。次に動作
、作用について説明すると、室内の臭気成分はガスセンサ２８ａにてガス濃度を検出し、
図４に示すように臭気ガス濃度が高い場合は、制御部２９、ファンモータ出力制御部３０
を介してファンモータ駆動部３１を動作させファンモータ２０の出力を大きくし、ファン
１９の回転数を大きくして吸い込み空気量を多くし、同様に制御部２９，ローラモータ出
力制御部３２を介してローラモータ駆動部３３を動作させローラモータ２７の出力を大き
くして上部ローラ２４の回転を早くし、ループ状フィルター１７ａ，１７ｂの水槽１８内
での吸水量を大きくして、室内空気のガス状の悪臭物質の溶解吸収量を多くして室内の空
気浄化を早める。臭気ガス濃度が低い場合にはファンモータ２０の出力とローラモータ２
７の出力を小さくして、水の蒸発損失と消費電力の節約がはかれる。また室内の塵埃は粒
子センサ２８ｂにて粒子濃度を検出し、図５に示すように塵埃濃度が高い場合は、制御部
２９、ファンモータ出力制御部３０を介してファンモータ駆動部３１を動作させファンモ
ータ２０の出力を大きくし、ファン１９の回転数を大きくして吸い込み空気量を多くし、
同様に制御部２９、ローラモータ出力制御部３２を介してローラモータ駆動部３３を動作
させローラモータ２７の出力を大きくして上部ローラ２４の回転を早くし、ループ状フィ
ルター１７ａ，１７ｂの水槽１８内での吸水量を多くして、ループ状フィルター１７ａ，
１７ｂの吸水面での塵埃の捕集量を大きくして室内の空気浄化を早める。塵埃濃度が低い
場合にはファンモータ２０の出力とローラモータ２７の出力を小さくして、水の蒸発損失
と消費電力の節約がはかれる。さらに室内の空気湿度は湿度センサ２８ｃにて湿度を検出
し、図６に示すように湿度が低い場合には制御部２９、ファンモータ出力制御部３０を介
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してファンモータ駆動部３１を動作させファンモータ２０の出力を大きくし、ファン１９
の回転数を大きくして吸い込み空気量を多くし、同様に制御部２９，ローラモータ出力制
御部３２を介してローラモータ駆動部３３を動作させローラモータ２７の出力を大きくし
て上部ローラ２４の回転を早くし、ループ状フィルター１７ａ，１７ｂの水槽１８内での
吸水量を多くして、加湿量を高めることにより室内乾燥状態を改善でき、湿度が高い場合
にはファンモータ２０の出力とローラモータ２７の出力を小さくして、水の蒸発損失と消
費電力の節約をはかることができる。
【００２４】
　（実施例３）
　図７は本発明の実施例３における空気清浄機の回路ブロック図である。また図８は同空
気清浄機の動作フロー図である。
【００２５】
　実施例２と異なる点は水槽１８内に水位を検出する水位センサ３４と、水位センサ３４
の出力によりファンモータ駆動部３１とローラモータ駆動部３３との直流電源２３の運転
の作動，停止を制御する発停制御部３５と、水槽１８内の水位が所定の低水位以下の場合
に表示を行う水量不足表示部３６とを有することである。
【００２６】
　なお実施例１および実施例２と同一符号のものは同一構成部であり、詳細な説明は省略
する。
【００２７】
　次に動作、作用について説明すると、水槽１８内の水位が低下すると、水位センサ３４
の信号により、制御部２９はステップＡ１で水位を所定の低水位と比較し、所定の低水位
以下の場合、発停制御部３５に信号を送り、ステップＡ６，ステップＡ７，ステップＡ８
でそれぞれファンモータ駆動部３１とローラモータ駆動部３３と直流電源２３への電流が
遮断され、ファンモータ２０とローラモータ２７と直流電源２３による水の電気分解が停
止し、空運転を防止する。またステップＡ９で制御部２９を介して水量不足表示部３６に
より水量不足を表示するので、使用者は水の交換補充の時期を的確に把握できる。
【００２８】
　（実施例４）
　図９は本発明の実施例４における空気清浄機の回路ブロック図である。また図１０は同
空気清浄機の制御を示す図である。
【００２９】
　実施例２と異なる点は、ファンモータ２０の停止時に水槽１８内の陽極２２ａと陰極２
２ｂとへの直流電圧の印加を間欠制御する直流電源タイマー部３７とローラモータ２７の
動作を間欠制御するローラモータタイマー部３８を有することである。
【００３０】
　なお実施例１および実施例２と同一符号のものは同一構成部であり、詳細な説明は省略
する。
【００３１】
　次に動作、作用について説明すると、図１０に示すようにファンモータ２０の停止時は
直流電源タイマー部３７により直流電源２３がオン（Ｔｂ）、オフ（Ｔａ）を間欠的に繰
り返し、水槽１８内の水の電気分解を間欠的に行い、水槽１８内の水は酸性とアルカリ性
に保持できるので水槽１８内でのバクテリアの繁殖を防ぐことができる。また、同様にロ
ーラモータタイマー部３８により、ローラモータ出力制御部３２とローラモータ駆動部３
３とを介してローラモータ２７は作動（Ｔｄ），停止（Ｔｃ）を間欠的に繰り返し、ルー
プ状フィルター１７ａ，１７ｂは水槽１８内の酸性水あるいはアルカリ性水を吸水し、ル
ープ状フィルター１７ａ，１７ｂでもバクテリアの繁殖を防ぐことができる。
【００３２】
　（実施例５）
　図１１は本発明の実施例５における空気清浄機の回路ブロック図である。また図１２は
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同空気清浄機の動作フロー図である。
【００３３】
　実施例３と異なる点は、水槽１８内に水質の汚れ具合を検知する水質センサ３９を水槽
１８の下部に設け、水槽１８内の水質の汚れ具合が大きい場合に表示する水質汚れ表示部
４０を有するものである。
【００３４】
　なお実施例１および実施例４と同一符号のものは同一構成部であり、詳細な説明は省略
する。
【００３５】
　次に動作、作用について説明する。図１２に示すようにステップＡ１で水位センサ３４
により水槽１８内に予め設定された所定の低水位以上の水位が確保されていることを検知
し、ステップＡ２，ステップＡ３，ステップＡ４においてそれぞれファンモータ２０とロ
ータモータ２７と直流電源２３とを動作させ、室内空気の汚れをループ状フィルター１７
ａ，１７ｂにて捕集する。捕集した汚れは水槽１８内の水に溶解あるいは混合し、水槽１
８内の水は汚れてくる。ステップＡ１０で水槽１８内の下部に設けた水質センサ３９によ
り、水質の汚れ具合を検知し、汚れが予め設定した値より大きい場合は、ステップＡ１１
で水質汚れ表示部４０により水質汚れ表示を行い、使用者に水槽１８内の水の交換を促が
し、水槽１８内の水の汚れが飽和濃度に達する前に水を清浄水に交換することにより空気
清浄能力を維持することができる。
【００３６】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、請求項１記載の発明によれば、空気吸い込み口と、空
気吸い込み口に臨ませ臨ませ

濾過蒸発部と、水槽と、送風機と、空気吹
き出し口とを備え、水槽内の水中に一対の電極を設け、電極間に水中のイオン性物質は自
由に通過する隔膜を設け、電極の一方は直流電源のプラス側に接続して陽極とし、電極の
他方には直流電源のマイナス側を接続して陰極とし、 濾過蒸発部は上部ローラと下部
ローラと上下のローラ間に懸架された２個のループ状フィルターとを有し、水槽内の隔膜
を隔てて一方のループ状フィルターの下部が陽極側の水中に浸漬する位置とし、他方のル
ープ状フィルターを陰極側の水中に浸漬する位置とし、上部ローラは回転駆動手段と連結
した構成を有するので、上下のローラ間に懸架された２個のループ状フィルターの下部が
水槽内の水に浸漬し、回転駆動手段の動作により濡れた状態で回転し、空気吸い込み口に
臨ませているので湿式フィルターとなり、通過する空気中の塵埃を捕捉し、悪臭成分も水
の中に溶解吸収し空気を浄化する。特に水槽内の水は電気分解され、隔膜を挟んで酸性水
とアルカリ性水が生成され、一方の濾過蒸発部であるループ状フィルターは酸性水を含み
、他方の濾過蒸発部であるループ状フィルターはアルカリ性水を含むことになり、酸性ガ
スはアルカリ性水に吸収されやすく、アルカリ性ガスは酸性水に吸収されやすいため、各
種の悪臭成分を除去する性能が向上するとともに、濾過蒸発部からは水分の一部が蒸発し
空気を加湿することができる。
【００３７】
　また、請求項２記載の発明によれば、室内のガス濃度を検出するガスセンサ、粒子濃度
を検出する粒子センサ、湿度を検出する湿度センサのうち少なくとも一つを備え、センサ
の出力に応じて送風機の出力と回転駆動手段の回転数とを制御する制御手段を有するので
、室内の臭気成分はガスセンサにてガス濃度を検出し、室内の塵埃は粒子センサにて粒子
濃度を検出し、室内の空気湿度は湿度センサにて湿度を検出し、各センサの出力に応じて
送風機出力や回転駆動手段の回転数を制御するので、臭気や塵埃が高濃度の場合と湿度が
低い場合には送風機出力と回転駆動手段の回転数とを大きくして、通過空気量とループ状
フィルターの吸水量を多くして室内の空気浄化を早めることや、加湿量を増加して室内乾
燥状態の改善ができ、逆に臭気や塵埃が低濃度の場合や湿度が高い場合には送風機出力と
回転駆動手段の回転数とを小さくして、水の蒸発損失と消費電力の節約がはかることがで
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きる。
【００３８】
　また、請求項３記載の発明によれば、水槽内に水位を検出する水位センサと、水位セン
サの出力により送風機と回転駆動手段と直流電源の作動，停止を制御する手段と、水槽内
の水位が所定値以下の低水位になった場合に水量不足を表示する水量不足表示手段とを有
するので、水量不足になると送風機と回転駆動手段と直流電源とを停止することにより、
空運転を防止するとともに、水不足表示をすることにより、水の交換補充の時期を的確に
知らせることができる。
【００３９】
　また、請求項４記載の発明によれば、送風機停止時に水槽内の陽極と陰極とへの直流電
圧の印加を間欠的に行う手段と、回転駆動手段を間欠的に動作させる手段を有するので、
送風機の停止時も水槽内の水の電気分解を間欠的に行い、水槽内の水を酸性とアルカリ性
に保持できるので水槽内でのバクテリアの繁殖を防ぐことができ、回転駆動手段も間欠的
に動作するので、ループ状フィルターも酸性水あるいはアルカリ水に浸漬するのでバクテ
リアの繁殖を防ぐことができ、良好な衛生状態が維持できる。
【００４０】
　また、請求項５記載の発明によれば、水槽内の水の汚れを検出する水質センサと、水の
汚れが所定の濃度以上になった場合、水質センサの出力により表示を行う水交換表示手段
とを有するので、水槽内の水が汚れた場合には水質センサの検知により水槽内の水が空気
中から補集した汚れ物質で濃度が飽和する以前に水交換の時期を水交換表示手段により表
示するので、その時点で清浄な水に交換することにより臭気や塵埃の捕集を安定的に行う
ことが容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例１における空気清浄機の構成を示す正面断面図
【図２】　同空気清浄機の構成を示す側断面図
【図３】　本発明の実施例２における空気清浄機の回路ブロック図
【図４】　同空気清浄機の制御を示す図
【図５】　同空気清浄機の制御を示す図
【図６】　同空気清浄機の制御を示す図
【図７】　本発明の実施例３における空気清浄機の回路ブロック図
【図８】　同空気清浄機の動作フロー図
【図９】　本発明の実施例４における空気清浄機の回路ブロック図
【図１０】　同空気清浄機の制御を示す図
【図１１】　本発明の実施例５における空気清浄機の回路ブロック図
【図１２】　同空気清浄機の動作フロー図
【図１３】　従来の空気清浄機の構成図
【図１４】　同空気清浄機の外観図
【符号の説明】
　１６　空気吸い込み口
　１７　濾過蒸発部
　１７ａ，１７ｂ　ループ状フィルター
　１８　水槽
　１９　ファン
　２０　ファンモータ
　２１　空気吹き出し口
　２２　電極
　２２ａ　陽極
　２２ｂ　陰極
　２３　直流電源
　２４　上部ローラ
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　２５　下部ローラ
　２６　隔膜
　２７　ローラモータ
　２８ａ　ガスセンサ
　２８ｂ　粒子センサ
　２８ｃ　湿度センサ
　２９　制御部
　３０　ファンモータ出力制御部
　３１　ファンモータ駆動部
　３２　ローラモータ出力制御部
　３３　ローラモータ駆動部
　３４　水位センサ
　３５　発停制御部
　３６　水量不足表示部
　３７　直流電源タイマー部
　３８　ロータモータタイマー部
　３９　水質センサ
　４０　水質汚れ表示部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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