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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噴霧管と、その底部に設けた送水管とを含んでいる貯水槽と、
　頂部と、少なくとも２つの側部と、底部とを有し、且つ、前記頂部に近接する前記両側
部のうちのいずれかの側部に設けた空気出口と、前記両側部に設けた少なくとも２つのサ
イドカバーと、前記少なくとも２つのサイドカバーの高さに対応して前記ろ過槽に設けた
複数のろ過層と、前記底部に設けた下水管とを含んでいる、ろ過槽と、
　前記ろ過槽の前記空気出口が設けられる前記いずれかの側部に対向する他の側部の上方
への延長線上の近傍位置に設けた入口と、垂直本体と、前記入口と前記垂直本体との間に
設けた円形本体と、前記垂直本体に接続され上半部と下半部とを有し、前記上半部と前記
下半部とにわたって設けた複数の気孔を含む水平本体と、前記下半部に設けた補強部と、
前記下半部に設けた少なくとも１つの下水口と、を備えている、ケースと、
　前記ケースの前記入口に塵を含む空気を進入させるために設けられている集塵部と、
　前記円形本体に設けられ、電源を有するタービンと、
　前記ろ過槽、前記ケース、及び前記タービンを支持する、複数のブラケットと、
を備えており、
　前記送水管が前記ろ過槽内にまで延伸していて、
　前記噴霧管が前記ケースの前記入口に延伸しており、
　前記円形本体は前記貯水槽の下であって、前記ろ過槽の上に位置し、
　前記垂直本体の一部の高さと前記複数のろ過層の高さとが重なっており、
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　前記水平本体の高さは前記複数のろ過層の前記高さよりも低いことを特徴とするエア集
塵洗浄機。
【請求項２】
　前記貯水槽は、頂部と、少なくとも２つの側部とを更に有し、且つ、
　該頂部に設けた進水管と、該進水管に接続されたフロートスイッチと、前記頂部に設け
た上開口と、該開口上に設置されたトップカバーと、前記２つの側部のいずれかに設けた
水位表示管と、該貯水槽の前記底部に近接する前記２つの側部のいずれかの側部に設けた
排水管とを更に含んでいることを特徴とする請求項１記載のエア集塵洗浄機。
【請求項３】
　前記ろ過槽は、
　該ろ過槽の前記底部に近接する前記２つの側部のいずれかの側部に設けた進水口と、
　該ろ過槽の前記２つの側部のいずれかの側部に設置された水位表示管とを更に含んでい
ることを特徴とする請求項１記載のエア集塵洗浄機。
【請求項４】
　前記タービンは、
　ターボシャフトと、
　該ターボシャフトに接続された少なくとも１つの羽片セットとを更に含み、
　少なくとも１つの前記ブラケットが前記ターボシャフトに枢接されていることにより、
前記羽片セットが前記ブラケット上に保持されつつ回動可能とされることを特徴とする請
求項１記載のエア集塵洗浄機。
【請求項５】
　前記電源は軸心を有する発電機であることを特徴とする請求項４記載のエア集塵洗浄機
。
【請求項６】
　前記タービンは、前記ターボシャフトと前記軸心との間に接続されたベルトを更に有す
ることを特徴とする請求項５記載のエア集塵洗浄機。
【請求項７】
　前記電源が前記少なくとも１つのブラケットに固定されていることを特徴とする請求項
１記載のエア集塵洗浄機。
【請求項８】
　前記水平本体の内径は前記垂直本体の内径よりも大きいことを特徴とする請求項１記載
のエア集塵洗浄機。
【請求項９】
　前記集塵部の高さを調整する高さ調整機構を更に有することを特徴とする請求項１記載
のエア集塵洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気、大気、外気であるエア中の塵を洗浄するエア集塵洗浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工業の発展に伴い、ガソリン、ディーゼル、石炭、或いはガスなどの燃料は日常のエネ
ルギーとして使用されている。しかし、その使用により空気の品質が低下しているのは事
実である。ガソリン、ディーゼル、石炭、ガスなどにおいては、これら燃料が不完全燃焼
を起こすと、排出された気体に大量の炭素が含まれて黒煙になり、特に一酸化炭素、二酸
化窒素、二酸化硫黄などの有毒気体が含まれて人体に有害となる。これらの有害な気体が
人体に吸入されると、頭痛、めまい、喉痛、喘息、癌などの病気を発生してしまう虞があ
る。
【０００３】
　一方、工場などから排出された排ガスは人体に害を及ぼすだけでなく、農作物にも損害
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を与えてしまっている。これらの汚染源により、人類の生態環境の空気が汚染され、温度
も上昇し、いわゆる、温暖化が進んでいる。そのうち、二酸化炭素および他の温暖化ガス
の含有量が絶えず増加していることで北極と南極の氷山の溶解がますます進行している。
【０００４】
　よって、空気中の塵等を有効に捕集することができれば、空気の品質が改善される。従
来の技術では、室外の煙突や大型の室内空間の塵に対して有効なろ過方式が存在していな
かった。そのため、空気から塵などを有効にろ過し、環境中の空気の汚染及び温暖化の速
度を低減することができるエア集塵洗浄機が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記の先行技術に存在していた問題を解決するためになされたものであり、空
気から塵などを有効にろ過し、環境中の空気の汚染及び温暖化の速度を低減することがで
きるエア集塵洗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】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明のエア集塵洗浄機の好適な実施形態の１つでは、
エア集塵洗浄機は、貯水槽と、ろ過槽と、ケースと、集塵部と、タービンと、複数のブラ
ケットとを含む。前記貯水槽は、噴霧管と、貯水槽の底部に設けた送水管とを含んでいる
。前記ろ過槽は、頂部と、少なくとも２つの側部と、底部とを有し、且つ、前記頂部に近
接する前記両側部のうちのいずれかに設けた空気出口と、前記両側部に設けた少なくとも
２つのサイドカバーと、前記少なくとも２つのサイドカバーの高さに対応して前記ろ過槽
に設けた複数のろ過層と、前記底部に設けた下水管とを含んでいる。前記ケースは、前記
ろ過槽の前記少なくとも両側部のいずれかに対向する位置に設けた入口と、垂直本体と、
前記入口と前記垂直本体との間に設けた円形本体と、前記垂直本体に接続され上半部と下
半部とを有し、前記上半部と前記下半部とにわたって設けた複数の気孔を含む水平本体と
、前記下半部に設けた補強部と、前記下半部に設けた少なくとも１つの下水口と、を備え
ている。前記集塵部は、前記ケースの前記入口に設けられている。前記タービンは、前記
円形本体に設けられ、電源を有する。前記複数のブラケットは、前記貯水槽、ろ過槽、ケ
ース、及びタービンを支持するための部材である。そして、前記送水管が前記ろ過槽内に
まで延伸している。前記噴霧管が前記ケースの前記入口に延伸している。また、前記円形
本体は前記貯水槽の下、前記ろ過槽の上に位置している。前記垂直本体の一部の高さと前
記複数のろ過層の高さとが重なっている。更に、前記水平本体の高さが前記複数のろ過層
の前記高さよりも低い。
【０００７】
　上記の構成により、先行技術に存在していた問題を解決することができるエア集塵洗浄
機が達成される。本発明のエア集塵洗浄機の使用により、空気中の塵などを捕集し、ろ過
ことができ、空気の温度、ＣＯ２を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態におけるエア集塵洗浄機を示す断面図である。
【図２】図１に示されたエア集塵洗浄機のＡ－Ａ線の断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態におけるエア集塵洗浄機を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を用いて本発明の複数の実施形態を説明する。明確に説明するために、実務
においての多くの詳細な具体例が下記に説明される。なお、これらの実務においての多く
の詳細な具体例は本発明を限定するものではない。即ち、これらの詳細な具体例が本発明
の一部の実施形態において必ずしも必要ではないこともあり得る。また、図面を簡略化す
るために周知の慣用構成、部材などは図面において概略的に示される。
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【００１０】
　図１は本発明の一実施形態におけるエア集塵洗浄機を示す断面図である。図示されるよ
うに、本実施形態では、エア集塵洗浄機１００は、貯水槽１３０と、ろ過槽１６０と、ケ
ース１９０と、集塵部１９５と、タービン２００と、複数のブラケット２２０とを含む。
【００１１】
　前記貯水槽１３０は、噴霧により塵と水分子とを結合させる噴霧管１２１と、前記貯水
槽１３０の底部１２０に設けた送水管１２２とを有する。
【００１２】
　前記ろ過槽１６０は、頂部１４０と、少なくとも両側部１４５，１５５と、底部１５０
と、前記頂部１４０に近接する前記側部１５５に設けた空気出口１４３と、前記両側部１
４５，１５５に設けたサイドカバー１４６と、前記サイドカバー１４６の高さに対応して
前記ろ過槽１６０に設けた複数（例えば四層）のろ過層１４１と、前記底部１５０に設け
た下水管１５２とを有している。サイドカバー１４６の開閉により、ろ過層１４１の取替
が可能である。
【００１３】
　前記ろ過層１４１は材質がどのようなろ過材料でもよい。例えば、活性炭、ゼオライト
、コットンなどを使用することができる。四層のろ過層１４１もまた、異なる形態のろ過
材料の組合せにより構成されても良い。当業者は、ろ過の実際の必要に応じて、ろ過層１
４１の数、形態を選択して、ろ過層１４１の濾過機能を向上させることができるであろう
。
【００１４】
　前記ケース１９０は、前記ろ過槽１６０の前記側部１５５に対向する位置に設けた入口
１７０と、垂直本体１８０と、前記入口１７０と前記垂直本体１８０との間に設けた円形
本体１７５と、前記垂直本体１８０に接続され上半部と下半部とを有し、前記上半部と前
記下半部とにわたって設けた複数の気孔１８６を含む水平本体１８５と、落下する塵の重
力及び衝撃力に備えて補助するために、前記水平本体１８５の前記下半部に設けた補強部
１８８と、前記水平本体１８５の前記下半部に設けた下水口１８７と、を備えている。該
下水口１８７はろ過槽１６０から排出された汚れなどの出口である。
【００１５】
　集塵部１９５は前記ケース１９０の前記入口１７０に設けられている。
【００１６】
　前記タービン２００は、前記ケース１９０の前記円形本体に設けられ、電源２０５を有
する。
【００１７】
　前記ブラケット２２０は、前記貯水槽１３０、前記ろ過槽１６０、前記ケース１９０、
及び前記タービン２２０を支持するための部材である。
【００１８】
　また、前記送水管１２２が、前記ろ過槽１６０の高水位の表面補給水のソース（水源管
）として前記ろ過槽１６０内にまで延伸している。ろ過槽１６０の水位が該送水管１２２
の管口と一致すると、貯水槽１３０からの送水が停止される。
【００１９】
　前記噴霧管１２１が前記ケース１９０の前記入口１７０に延伸している。
【００２０】
　また、前記円形本体１７５は前記貯水槽１３０の下であって、前記ろ過槽１６０の上に
、つまり前記貯水槽１３０と前記ろ過槽１６０の間に、位置している。前記垂直本体１８
０の一部の高さと前記複数のろ過層１４１の高さとが重なっている。更に、前記水平本体
１８５の高さが前記複数のろ過層１４１の前記高さよりも低い。
【００２１】
　本実施形態では、図１に示されるように、塵が矢印に示された方向に従って循環してい
って、集塵が吸引される工程経ることにより、空気をろ過する効果が達成される。
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【００２２】
　該循環構成を説明する。先ず、塵などが含まれる空気が、前記集塵部１９５の集塵を経
て、前記ケース１９０の前記入口１７０に進入する。該入口１７０で、噴霧管１２１が噴
霧を行うことにより塵と水分子とを結合させることによって、運転中のタービン２００に
てケース１９０の円形本体１７５内に搬送されやすくなる。水分子が混合された塵と空気
とが垂直本体１８０を経て水中に落下する。そして、水平本体１８５の補強部１８８と接
触した後、該水平本体１８５の両側に分散される。塵が水よりも重く、空気が水よりも軽
いため、空気と塵とがここで分離されていく。空気が該水平本体１８５の上半部へ上昇し
ていくのに対して、塵が水平本体１８５の下半部へ沈んでいく。沈んだ塵が下半部の下水
口１８７を通過してろ過槽１６０の底部１５０に落下し且つ堆積される。また、該空気が
上半部と下半分とにわたって設けた複数の気孔１８６を通って四層のろ過層１４１を通過
し、有毒または有害の空気が濾過され、最後に清浄な空気がろ過槽１６０の空気出口１４
３から排出される。なお、ろ過前後の空気を明確に区分するために、空気出口１４３と入
口１７０とを、対向位置に設置するのは必要である。
【００２３】
　本実施形態では、タービン２００の運転により、空気をろ過するのに極めて有効である
。具体的には、タービン２００が一サイクル運転することで、１０００リットルの空気を
ろ過することができる。回転速度１８００ｒｐｍの場合、一ヶ月にて濾過される空気の量
は７７７．６億リットルにもなる。また、水の比熱は空気よりもはるかに大きいため、空
気が水を通って排出された場合、気温を低下させることができる。現在、夏などの最高気
温は４０℃以上になる恐れもあるので、本発明を実施することにより排出された空気によ
って温度を下げることができる。
【００２４】
　図１に示されたように、本実施形態では、前記貯水槽１３０は、頂部１１０と、側部１
１５、１２５と、該頂部１１０に設置した進水管１１１と、該進水管に接続されたフロー
トスイッチ１１２と、該頂部１１０に設けた上開口１１３と、該上開口１１３上に設置し
たトップカバー１１４と、前記側部１１５に設けた水位表示管１１６と、前記底部１２０
に近接した前記側部１２５に設けた排水管１２６とを更に備えている。
【００２５】
　また、前記ろ過槽１６０は前記側部１５５に設けた進水口１５６を更に有する。該進水
口１５６は主にろ過槽１６０に水を補給するためのものである。進水口１５６と下水管１
５２とにより、ろ過槽１６０において循環の水流が形成されるため、水温が常に冷却状態
に保持されている。
【００２６】
　図２は図１に示されたエア集塵洗浄機のＡ－Ａ線の断面図である。図２に示されたよう
に、本実施形態では、タービン２００は、ターボシャフト２０１と、該ターボシャフト２
０１に接続された４つの羽片セット２０３と、を更に含む。前記ブラケット２００がター
ボシャフト２００を支持しつつ、該ターボシャフト２０１に枢接されることにより、前記
４つの羽片セット２０３を該ブラケット２２０上に保持しつつ回動できるようになる。な
お、当業者は、ろ過の実際の必要に応じて、羽片セット２０３の数を適宜選択することが
できるであろう。
【００２７】
　前記電源２０５は軸心２０７を有する発電機であっても良い。そして、前記タービン２
００は、前記ターボシャフト２０１と該軸心との間に接続されたベルト２０９を更に有す
る。該電源が前記ブラケット２２０の上に固定されている。
【００２８】
　図３は本発明の他の実施形態におけるエア集塵洗浄機１００’を示す断面図である。図
示されるように、本実施形態では、垂直本体１８０’は、ろ過槽１６０’に位置するので
はなく、水平本体１８５’を介してろ過槽１６０’の側部における、底部に隣接する位置
からろ過槽１６０’内に延出する。上記水平本体１８５’をろ過槽１６０’に隣接する配
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置構成により、ろ過層１４１’、気孔１８６’及び下水口１８７’が分布する面積をより
広く増加することができ、ひいては、ろ過槽１６０’内の空間利用率を向上させることが
できる。これにより、より良い空気のろ過、汚れの排除などの機能を奏することができる
。
【００２９】
　また、本実施形態の配置構成において、垂直本体１８０’の内径をＤ１とし、水平本体
１８５’の内径をＤ２とした場合、Ｄ２＞Ｄ１にすることで、排気効果を更に向上させる
ことができる。
【００３０】
　また、本実施形態では、図３に示されたように、前記ろ過槽１６０’は、該ろ過槽１６
０’の側部に設けた水位表示管１６６を更に有する。
【００３１】
　また、前記エア集塵洗浄機１００’は、高さ調整機構２１０を更に備えている。当業者
が、空間の大きさや環境地形などの実際な必要に応じて、高さ調整機構２１０を適切に使
用することにより、集塵機構１９５’を、集塵効率の最もよい高さに位置させることがで
きる。例えば、工場の煙突の高さに合わせて集塵機構１９５’の位置を調整することで、
工場からの排ガスを効率的に集塵し、洗浄することができる。
【００３２】
　本発明は上記の実施形態の構成配置を行うことで、従来の技術問題を解決することがで
きる。つまり、本発明に係るエア集塵洗浄機は、集塵洗浄、空気のろ過、気温の低下など
の機能を発揮することができ、環境に優しく、経済効果も大きいものである。
【００３３】
　本発明は以上のように実施形態を用いて説明したが、本発明を上記の実施形態に限定す
るものではない。この分野を熟知している者が、本発明の範囲から逸脱しない限り各種の
変更などを行うことができる。勿論、これらの変更も本発明の範囲に含まれるため、本発
明の保護しようとする範囲は特許請求の範囲に限定されているものによる。
【符号の説明】
【００３４】
　１００、１００’…エア集塵洗浄機
　１１０…頂部
　１１１…進水管
　１１２…フロートスイッチ
　１１３…上開口
　１１４…トップカバー
　１１５…側部
　１１６…水位表示管
　１２０…底部
　１２１…噴霧管
　１２２…送水管
　１２５…側部
　１２６…排水管
　１３０…貯水槽
　１４０…頂部
　１４１、１４１’…ろ過層
　１４３…空気出口
　１４５…側部
　１４６…サイドカバー
　１５０…底部
　１５２…下水管
　１５５…側部
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　１５６…進水口
　１６０、１６０’…ろ過槽
　１６６…水位表示管
　１７０…入口
　１７５…円形本体
　１８０、１８０’…垂直本体
　１８５、１８５’…水平本体
　１８６、１８６’…気孔
　１８７、１８７’…下水口
　１８８…補強部
　１９０…ケース
　１９５、１９５’…集塵部
　２００…タービン
　２０１…ターボシャフト
　２０３…羽片セット
　２０５…電源
　２０７…軸心
　２０９…ベルト
　２１０…高さ調整機構
　２２０…ブラケット
【要約】
【課題】空気から塵などを有効にろ過し、環境中の空気の汚染及び温暖化の速度を低減す
る。
【解決手段】エア集塵洗浄機は、貯水槽と、ろ過槽と、ケースと、集塵部と、タービンと
、複数のブラケットとを含む。前記貯水槽は、噴霧管と、送水管とを含んでいる。前記ろ
過槽は、頂部と、少なくとも２つの側部と、底部とを有し、且つ、空気出口と、少なくと
も２つのサイドカバーと、複数のろ過層と、下水管とを含んでいる。前記ケースは、入口
と、垂直本体と、円形本体と、複数の気孔を含む水平本体と、補強部と、少なくとも１つ
の下水口と、を備えている。前記タービンは、電源を有する。そして、前記送水管が前記
ろ過槽内にまで延伸している。前記噴霧管が前記ケースの前記入口に延伸している。また
、前記円形本体は前記貯水槽の下、前記ろ過槽の上に位置している。前記垂直本体の一部
の高さと前記複数のろ過層の高さとが重なっている。更に、前記水平本体の高さが前記複
数のろ過層の前記高さよりも低い。
【選択図】図１
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