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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファンと、
　前記ファンを回転駆動する駆動手段と、
　ファン吸込口及びファン吹出口が形成され、前記ファンが回転駆動されることで、前記
ファン吸込口から吸い込んだ空気を前記ファン吹出口から吹き出す風路を形成するファン
ケースとを備え、
　前記ファンケースは、前記ファン吹出口から吹き出される空気を整流する整流手段が、
前記ファンケースの内壁に着脱可能に取り付けられる送風装置であって、
　前記整流手段は、前記ファンが吹き出す空気の正圧部分と負圧部分とを仕切るための第
１の整流板と、負圧の空気の整流を行う第２の整流板と、前記第１の整流板と前記第２の
整流板が立設された整流板支持部材とを備え、
　前記整流板支持部材が前記ファンケースの内壁と同一面となるよう固定される
　ことを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記第２の整流板の高さは、前記第１の整流板の高さよりも低い
　ことを特徴とする請求項１記載の送風装置。
【請求項３】
　前記第２の整流板の前端部が、前記第１の整流板の後端部の延設方向より外れた位置に
形成される
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　ことを特徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の送風装置。
【請求項４】
　空気を吸い込み、吸い込んだ空気を吹き出す送風装置を備え、
　前記送風装置は、
　ファンと、
　前記ファンを回転駆動する駆動手段と、
　ファン吸込口及びファン吹出口が形成され、前記ファンが回転駆動されることで、前記
ファン吸込口から吸い込んだ空気を前記ファン吹出口から吹き出す風路を形成するファン
ケースとを備え、
　前記ファンケースは、前記ファン吹出口から吹き出される空気を整流する整流手段が、
前記ファンケースの内壁に着脱可能に取り付けられる空調装置であって、
　前記整流手段は、前記ファンが吹き出す空気の正圧部分と負圧部分とを仕切るための第
１の整流板と、負圧の空気の整流を行う第２の整流板と、前記第１の整流板と前記第２の
整流板が立設された整流板支持部材とを備え、
　前記整流板支持部材が前記ファンケースの内壁と同一面となるよう固定される
　ことを特徴とする空調装置。
【請求項５】
　前記送風装置は、
　室内の空気を吸い込んで室内に吹き出す循環ファン部と、
　前記循環ファン部の上部に重ねて配置され、室内の空気を吸い込んで屋外に吹き出す換
気ファン部とを備え、
　前記換気ファン部は、ファン吸込口及びファン吹出口が形成され、前記ファンが回転駆
動されることで、前記ファン吸込口から吸い込んだ空気を前記ファン吹出口から吹き出す
風路を形成する換気ファンケースを備え、
　前記循環ファン部は、前記換気ファンケースの開口した下面を塞ぎ、前記換気ファンケ
ースの内壁の一部を構成する上面に、前記整流手段の前記整流板支持部材が着脱可能に取
り付けられる整流板取り付け部を有した循環ファンケースを備え、
　前記整流手段は、前記循環ファンケースの前記整流板取り付け部に取り付けられる前記
整流板支持部材が、前記換気ファンケースと前記循環ファンケースとの間に挟まれて固定
され、前記整流板支持部材が前記換気ファンケースの内壁と同一面となると共に、前記第
１の整流板と前記第２の整流板が前記換気ファンケースの内壁から立設される
　ことを特徴とする請求項４記載の空調装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気を吸い込んで吹き出す送風装置、及び、この送風装置が組み込まれ、室
内の空気を換気する空調装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な浴室には、浴室の換気を行うための換気装置が設けられている。近年では、単
に浴室の換気を行うだけでなく、浴室内の空気を暖めることによって衣類を乾かす浴室乾
燥機能等を備えた浴室空調装置が多く存在する。
【０００３】
　浴室空調装置では、浴室内の空気を吸い込むための送風装置として、シロッコファンと
称される遠心ファンが多く用いられている。遠心ファンは、周縁部に複数の翼が配設され
た多翼のファンを回転させることによって、回転中心から周方向へと空気を排出させる構
造となっている。
【０００４】
　このような遠心ファンを使用した浴室空調装置は、その構造から設備の厚み（高さ）を
低くすることができるため、装置本体をコンパクトに設計することが容易である。このた
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め、遠心ファンを用いた浴室空調装置は、設置スペースが限られる浴室天井等に設置しや
すいという特徴を備えている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３４０４０７号公報（第４－６頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、送風装置として遠心ファンを使用した浴室空調装置では、風路を形成するファ
ンケース内に吸い込まれた空気が、ファンケース内において空気の剥離や渦を発生させし
まい、ファン回転時にバサバサという騒音（バサバサ音）を発生させるおそれがあるとい
う問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、騒音の発生を防ぐことが
できる送風装置及びこの送風装置を備えた空調装置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】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、本発明の送風装置は、ファンと、ファンを回転駆動する
駆動手段と、ファン吸込口及びファン吹出口が形成され、ファンが回転駆動されることで
、ファン吸込口から吸い込んだ空気をファン吹出口から吹き出す風路を形成するファンケ
ースとを備え、ファンケースは、ファン吹出口から吹き出される空気を整流する整流手段
が、ファンケースの内壁に着脱可能に取り付けられる送風装置であって、整流手段は、フ
ァンが吹き出す空気の正圧部分と負圧部分とを仕切るための第１の整流板と、負圧の空気
の整流を行う第２の整流板と、第１の整流板と第２の整流板が立設された整流板支持部材
とを備え、整流板支持部材がファンケースの内壁と同一面となるよう固定されることを特
徴とする。
【０００９】
　また、本発明の空調装置は、空気を吸い込み、吸い込んだ空気を吹き出す送風装置を備
え、送風装置は、ファンと、ファンを回転駆動する駆動手段と、ファン吸込口及びファン
吹出口が形成され、ファンが回転駆動されることで、ファン吸込口から吸い込んだ空気を
ファン吹出口から吹き出す風路を形成するファンケースとを備え、ファンケースは、ファ
ン吹出口から吹き出される空気を整流する整流手段が、ファンケースの内壁に着脱可能に
取り付けられる空調装置であって、整流手段は、ファンが吹き出す空気の正圧部分と負圧
部分とを仕切るための第１の整流板と、負圧の空気の整流を行う第２の整流板と、第１の
整流板と第２の整流板が立設された整流板支持部材とを備え、整流板支持部材がファンケ
ースの内壁と同一面となるよう固定されることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の送風装置及びこの送風装置が組み込まれた空調装置は、ファンが回転駆動され
ると、ファンケースのファン吸込口から空気が吸い込まれ、ファン吸込口から吸い込まれ
た空気は、ファンケースによって形成される風路により、ファン吹出口から吹き出される
。
【００１１】
　ファン吹出口から吹き出される空気は、整流手段で整流されることで、騒音の発生が防
止される。また、整流手段は着脱可能であり、特性の異なる複数種の整流手段を用意して
、所望の整流手段を取り付けることとすれば、使用環境等に応じて騒音を防ぐことが可能
な最適な送風装置及び空調装置を提供可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の送風装置及び空調装置によれば、ファン吹出口から吹き出される空気を整流す
る整流手段を、ファンケースに対して着脱できる。これにより、所望の整流手段を取り付
けて、使用環境等によらず騒音を防ぐことができる。また、第１整流板を、気流が正圧か
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ら負圧へと変化する境界部分に設置することによって、空気が正圧から負圧へと変化して
気流が乱れることを防止し、整流された気流をファン吹出口へと導くことが可能となる。
更に、第２の整流板を、負圧が生じやすい部分に設置することによって、ファンの回転に
よりファン吹出口へと吹き出される空気が負圧を増大させて気流の乱れを発生させてしま
うことを抑制することができ、ファン吹出口から吹き出される空気の整流を効果的に行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の送風装置及び空調装置の実施の形態について説明する。
【００１４】
　＜本実施の形態の送風装置及び空調装置の構成例＞
　図１は、本実施の形態の送風装置の一例を示す要部分解斜視図、図２は、送風装置が組
み込まれた本実施の形態の空調装置の一例を示す要部斜視図、図３は、送風装置が組み込
まれた本実施の形態の空調装置の一例を示す側断面図である。
【００１５】
　本実施の形態の送風装置１Ａは、浴室暖房換気乾燥装置等の空調装置１０に組み込まれ
、換気ファンユニット２と循環ファンユニット３を備える。
【００１６】
　換気ファンユニット２は換気ファン部の一例で、多翼の遠心羽根車で構成されるファン
２０と、ファン２０を回転駆動する駆動手段としての換気ファンモータ２０ａと、風路を
形成する換気ファンケース２１とを備える。
【００１７】
　また、循環ファンユニット３は循環ファン部の一例で、多翼の遠心羽根車で構成される
ファン３０と、ファン３０を回転駆動する循環ファンモータ３０ａと、風路を形成する循
環ファンケース３１とを備える。
【００１８】
　図４及び図５は、換気ファンケース及び循環ファンケースの一例を示す分解斜視図であ
る。ここで、図４及び図５では、循環ファンケース３１については、天井側を図示してお
り、全体は図示していない。
【００１９】
　換気ファンユニット２は、ファン２０の軸方向に沿った換気ファンケース２１の上面に
ファン吸込口２１ａを備えると共に、ファン２０の接線方向等である周方向に沿って一の
側部にファン吹出口２１ｂを備える。また、換気ファンケース２１は、下面全体が開口し
、換気ファンケース２１の側壁に沿った複数個所に取り付け部２１ｃが形成される。
【００２０】
　循環ファンユニット３は、循環ファンケース３１の上面に換気ファンユニット２が取り
付けられる換気ファン取り付け部３２を備える。換気ファン取り付け部３２は、換気ファ
ンケース２１に形成された複数の取り付け部２１ｃの位置に合わせて、循環ファンケース
３１の上面及び立設したポストにネジ孔３２ａが形成される。
【００２１】
　そして、換気ファンケース２１を循環ファンケース３１に載せ、換気ファンケース２１
の取り付け部２１ｃの図示しない貫通穴にネジ９０を通して、循環ファンケース３１のネ
ジ孔３２ａに締結すると、換気ファンケース２１が循環ファンケース３１の上面に取り付
けられ、換気ファンケース２１の下面が循環ファンケース３１の上面で形成される。
【００２２】
　これにより、換気ファンユニット２は、循環ファンケース３１が基部となって第１の換
気ファンケースを構成し、換気ファンケース２１が第２の換気ファンケース２１を構成し
て、複数の部材である第１の換気ファンケースと第２の換気ファンケースを組み合わせて
、換気ファンケース２１が形成される。
【００２３】
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　そして、換気ファンケース２１が循環ファンケース３１に取り付けられると、ファン２
０が回転駆動されることによりファン吸込口２１ａから空気が吸い込まれ、吸い込まれた
空気をファン吹出口２１ｂから吹き出す風路が、換気ファンケース２１と循環ファンケー
ス３１の上面とによって風路が形成される。
【００２４】
　換気ファンユニット２は、ファン吹出口２１ｂに整流部材２２を備える。整流部材２２
は整流手段の一例で、複数枚の整流板２３と、各整流板２３が取り付けられる整流板支持
部材２４とを備え、本例では、整流板支持部材２４に整流板２３が立設して一体に成形さ
れる。
【００２５】
　整流部材２２は、循環ファンケース３１の換気ファン取り付け部３２に形成された整流
板取り付け部３３に着脱可能に取り付けられる。
【００２６】
　整流板取り付け部３３は、整流部材２２の整流板支持部材２４の形状に合わせて段差を
設けた凹部に、位置決め突起３３ａが形成される。これに対応して、整流部材２２は、整
流板取り付け部３３に形成された位置決め突起３３ａの位置に合わせて、整流板支持部材
２４に係止孔２４ａが形成される。
【００２７】
　これにより、整流部材２２は、換気ファン取り付け部３２の整流板取り付け部３３に整
流板支持部材２４を載置すると、整流板支持部材２４の係止孔２４ａに整流板取り付け部
３３の位置決め突起３３ａが嵌り、整流部材２２が位置合わせされると共に、第１の換気
ファンケースとして換気ファンケース２１の内壁の一部を構成し、換気ファンユニット２
の風路を形成する循環ファンケース３１の上面と、整流部材２２の整流板支持部材２４が
略同一面となって、換気ファンケース２１の下面から整流板２３が立設した形態となる。
ここで、換気ファンケース２１の内壁となる循環ファンケース３１の上面と整流部材２２
の整流板支持部材２４が略同一面になるとは、両者が同一面となる状態、及び騒音の原因
となる気流の乱れが発生しない程度の段差がある状態を含む。このため、製造上の誤差が
あるような場合でも良い。
【００２８】
　更に、整流部材２２は、換気ファンケース２１に形成された一の取り付け部２１ｃに合
わせて固定手段を構成するネジ孔２４ｂが形成される。
【００２９】
　これにより、整流部材２２を整流板取り付け部３３に装着し、換気ファンケース２１を
循環ファンケース３１に載せて、上述したように、換気ファンケース２１の取り付け部２
１ｃの図示しない貫通穴にネジ９０を通し、循環ファンケース３１のネジ孔３２ａに締結
すると、換気ファンケース２１が循環ファンケース３１の上面に取り付けられる。
【００３０】
　そして、換気ファンケース２１の一の取り付け部２１ｃの図示しない貫通穴にネジ９０
を通し、整流部材２２のネジ孔２４ｂに締結すると、整流部材２２は、換気ファンケース
２１と循環ファンケース３１との間に挟まれて、換気ファンケース２１に固定される。
【００３１】
　図６は、換気ファンケース内における正圧・負圧分布と、整流部材の配置例を示す動作
説明図である。換気ファンケース２１内に吸い込まれた空気は、換気ファンケース２１内
に形成された導通路２５を通ってファン吹出口２１ｂ方向へと導かれる。導通路２５の上
流側であって導通路２５の内側壁周縁部Ｐ１の気流は正圧となる傾向があり、一方で導通
路２５の下流側に位置するファン２０寄りの部分Ｐ２では、気流が負圧となる傾向がある
。
【００３２】
　このため、ファン２０の回転に伴って換気ファンケース２１内に吸い込まれた空気は、
気流が正圧から負圧へと変化する従って気流の乱れを生じやすくなる。
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【００３３】
　そこで、整流板２３として、第１の整流板２３ａを、気流が正圧から負圧へと変化する
導通路２５の境界部分に設置する。第１整流板２３ａを、気流が正圧から負圧へと変化す
る境界部分に設置することによって、導通路２５を流れる空気が正圧から負圧へと変化し
て気流が乱れることを防止し、整流された気流をファン吹出口２１ｂへと導くことが可能
となる。
【００３４】
　また、整流板２３として、第２の整流板２３ｂを、第１の整流板２３ａよりファン吹出
口２１ｂ側で、ファン２０寄りの位置に設置する。第２の整流板２３ｂを、負圧が生じや
すい部分に設置することによって、ファン２０の回転によりファン吹出口２１ｂへと吹き
出される空気が負圧を増大させて気流の乱れを発生させてしまうことを抑制することがで
き、ファン吹出口２１ｂから吹き出される空気の整流を効果的に行うことができる。
【００３５】
　なお、第２の整流板２３ｂは、第１の整流板２３ａの延設方向に重ならないようにして
配設されているので、第１の整流板２３ａにより整流された空気の流れを、第２の整流板
２３ｂで阻害することなく、ファン吹出口２１ｂへと誘導することが可能となる。
【００３６】
　また、第２の整流板２３ｂの高さは、第１の整流板２３ａの高さよりも低くなるように
調整されているので、第１の整流板２３ａにより導通路２５の上流における大きな気流を
整流し、第２の整流板２３ｂにより、ファン吹出口２１ｂへとつながるファン２０近傍で
あって導通路２５の下面方向へと吹き出される局所的な空気の乱れを効果的に整流させる
ことができる。
【００３７】
　図１等に戻り、換気ファンモータ２０ａは、モータケース２６により循環ファンケース
３１の上面に取り付けられる。モータケース２６は、上面に換気ファンモータ２０ａの軸
２０ｂが通る開口部２６ａが形成されて、換気ファンモータ２０ａを覆う形状を有すると
共に、側壁に沿った複数個所に取り付け部２６ｂが形成される。
【００３８】
　循環ファンケース３１は、モータケース２６に形成された複数の取り付け部２６ｂの位
置に合わせて上面にネジ孔３２ｂが形成される。
【００３９】
　これにより、換気ファンモータ２０ａを循環ファンケース３１の換気ファンモータ取り
付け部３２ｃに載せ、モータケース２６を換気ファンモータ２０ａにかぶせて、モータケ
ース２６の取り付け部２６ｂの図示しない貫通穴にネジ９１を通し、循環ファンケース３
１のねじ孔３２ｂに締結すると、モータケース２６が循環ファンケース３１の上面に取り
付けられて、換気ファンモータ２０ａが循環ファンケース３１の上面に固定される。また
、換気ファンモータ２０の軸２０ｂには、ナット２０ｅ等によりファン２０が固定される
。
【００４０】
　図７は、モータケースの防水構造を示す要部断面図である。モータケース２６は、開口
部２６ａの下面側にリング状の突起２６ｃが形成される。また、換気ファンモータ２０ａ
は、図示しない軸受け部の上側にリング状のシール部材２０ｄが取り付けられる。
【００４１】
　上述したように、モータケース２６で換気ファンモータ２０ａを取り付けると、開口部
２６ａの突起２６ｃが換気ファンモータ２０ａ側のシール部材２０ｄを押圧する。
【００４２】
　これにより、換気ファンケース２１の上面を開口したファン吸込口２１ａと対向するモ
ータケース２６の開口部２６ａから、水分がモータケース２６内に浸入することを防ぐ。
なお、モータケース２６と循環ファンケース３１との取り付け部分にも、モータケース２
６の開口に合わせて図示しないリング状のシール部材が取り付けられている。
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【００４３】
　図１等に戻り、循環ファンユニット３は、循環ファンケース３１の開口した下面に下カ
バー３４が取り付けられ、ファン３０の軸方向に沿った下カバー３４にファン吸込口３１
ａが形成されると共に、ファン３０の接線方向等である周方向に沿って一の側部にファン
吹出口３１ｂを備える。また、循環ファンユニット３は、ファン吹出口３１ｂとつながる
吹出口風路３５が一体に形成される。
【００４４】
　吹出口風路３５は、ファン３０が回転駆動されることでファン吸込口３１ａから吸い込
まれ、ファン３０の周方向にファン吹出口３１ｂから吹き出される空気を、下方に向けて
吹き出す風路を形成する。
【００４５】
　循環ファンユニット３は、吹出口風路３５に空気を加熱するヒータ３６を備えると共に
、空気の吹き出し方向を切り替える電動ルーバ３７を吹出口３８に備え、ファン３０が回
転駆動されることでファン吸込口３１ａから吸い込まれる空気がヒータ３６で加熱され、
電動ルーバ３７で所定の方向に吹き出される。
【００４６】
　更に、循環ファンユニット３は、循環ファンケース３１のファン吹出口３１ｂに整流板
３９を備える。整流板３９は、循環ファンケース３１の天井面の下面に形成され、本例で
は、４枚の整流板３９が、循環ファンケース３１と一体に立設した形態である。
【００４７】
　４枚の整流板３９は、ファン３０の回転方向に沿った円弧形状で、ファン３０に近い整
流板３９に対して、ファン３０から遠い整流板３９は徐々に曲率が大きくなって、ファン
３０からファン吹出口３１ｂに向けて、互いの整流板３９の間隔が徐々に広がっている。
【００４８】
　空調装置１０は、循環ファンユニット３の循環ファンケース３１に２個の吸込口４を備
える。吸込口４は、循環ファンケース３１により形成される風路と独立して循環ファンケ
ース３１の外側に形成される。空調装置１０は、吸込口４に図示しないダンパを備え、吸
込口４を開閉することで、吸込口４からの空気の取り入れの有無が切り替えられる。
【００４９】
　また、空調装置１０は、換気ファンユニット２と循環ファンユニット３を覆う本体ケー
ス５を備える。本体ケース５は略直方体形状で、換気ファンケース２１及び循環ファンケ
ース３１に図示しないネジで取り付けられる。
【００５０】
　空調装置１０は、本体ケース５が換気ファンケース２１及び循環ファンケース３１に取
り付けられると、換気ファンケース２１及び循環ファンケース３１の外周部と、本体ケー
ス５の角部の内面との間に、上下方向に延びる空間が形成される。これにより、吸込口４
と、換気ファンユニット２のファン吸込口２１ａと連通した主吸込風路４０が形成される
。
【００５１】
　空調装置１０は、本体ケース５の一の側面に、換気ファンユニット２のファン吹出口２
１ｂと連通した排気口５０を備える。また、本体ケース５の他の側面に、副吸込口５１を
備える。これにより、空調装置１０は、副吸込口５１から、換気ファンユニット２のファ
ン吸込口２１ａと連通した副吸込風路４１が形成される。
【００５２】
　ここで、副吸込風路４１と主吸込風路４０との間を仕切り、副吸込風路４１を通る空気
が吸込口４から漏れないようにするため、換気ファンケース２１の側面に風路遮蔽板４２
を備える。
【００５３】
　空調装置１０は、循環ファンケース３１の下部にフロントパネル６が取り付けられる。
フロントパネル６は、循環ファンユニット３のファン吸込口３１ｂと、吸込口４と対向し
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て吸込グリル６０が形成され、吸込グリル６０の内側に、図示しないフィルタが着脱でき
るように取り付けられる。
【００５４】
　また、フロントパネル６は、循環ファンユニット３の吹出口３８が露出する吹出グリル
６１が形成される。
【００５５】
　なお、上述した送風装置１Ａ及び空調装置１０では、換気ファンユニット２は、循環フ
ァンケース３１を第１の換気ファンケースとし、換気ファンケース２１を第２の換気ファ
ンケースとして、複数の部材により形成されるようにしたが、単一の部材で形成しても良
い。
【００５６】
　また、整流部材２２は、第１の換気ファンケースのみ、もしくは第２の換気ファンケー
スのみ、あるいは双方に着脱可能に取り付けられるようにしても良い。更に、第１の換気
ファンケースは、循環ファンケース３１の上面と兼用する構成としたが、循環ファンケー
スと兼用せずに、単一の部材または複数の部材で、専用の換気ファンケースとして形成し
ても良い。また、換気ファンユニットのみの構成等、単一のファン部を備えた構成でも良
い。
【００５７】
　＜本実施の形態の空調装置の設置例＞
　図８は、空調装置の設置例を示す浴室の構成図である。空調装置１０は、浴室１００の
天井に設置される。浴室１００の天井パネルには、図１等で説明した空調装置１０の本体
ケース５が入る開口部が形成され、空調装置１０は、フロントパネル６が露出するように
して、天井裏から吊り下げる形態、あるいは天井パネルに固定する形態等で取り付けられ
る。
【００５８】
　浴室１００の天井に取り付けられた空調装置１０は、排気口５０に排気ダクトジョイン
ト５０ａが取り付けられ、排気ダクトジョイント５０ａに排気ダクト８０が接続される。
排気ダクト８０は、図示しない建物の外壁１０１に取り付けた屋外グリル８０ａに接続さ
れ、空調装置１０で浴室１００等から吸い込んだ空気を、排気ダクト８０を介して屋外に
排気できる構成となっている。
【００５９】
　また、空調装置１０は、副吸込口５１に副吸込ダクトジョイント５１ａが取り付けられ
、副吸込ダクトジョイント５１ａに副吸込ダクト８１が接続される。副吸込ダクト８１は
、洗面所１０２に設置された副吸込グリル８１ａに接続されて、洗面所１０２から空気を
吸い込める構成となっている。なお、副吸込グリル８１ａは、図示しないトイレに備えて
も良い。
【００６０】
　空調装置１０は、浴室１００に隣接した洗面所１０２に設置された操作部９の操作で、
例えば、暖房運転モード、換気運転モード、乾燥運転モード及び涼風運転モードを実行す
る。
【００６１】
　＜本実施の形態の空調装置の動作例＞
　次に、本実施の形態の空調装置の動作を、各図を参照して説明する。
【００６２】
　空調装置１０で実行される暖房運転モードは、吸込口４を図示しないダンパで閉じ、循
環ファンユニット３の循環ファンモータ３０ａを駆動すると共に、ヒータ３６に通電する
。
【００６３】
　循環ファンモータ３０ａによりファン３０が回転駆動されると、フロントパネル６の吸
込グリル６０から、循環ファンユニット３のファン吸込口３１ａへ浴室１００の空気が吸
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い込まれる。ヒータ３６に通電されると、吹出口風路３５を通る空気が加熱され、フロン
トパネル６の吹出グリル６１から温風が吹き出す。これにより、暖房運転モードでは、浴
室１００の空気を循環させながら、温風が吹き出されて、浴室１００の暖房が行われる。
【００６４】
　空調装置１０で実行される換気運転モードは、吸込口４を図示しないダンパで開き、換
気ファンユニット２の換気ファンモータ２０ａを駆動する。
【００６５】
　換気ファンモータ２０ａによりファン２０が回転駆動されると、フロントパネル６の吸
込グリル６０から、主吸込風路４０を通り換気ファンユニット２のファン吸込口２１ａへ
浴室１００の空気が吸い込まれる。
【００６６】
　また、洗面所１０２等の空気が、副吸込グリル８１ａから副吸込ダクト８１を通り、副
吸込口５１から副吸込風路４１を通って換気ファンユニット２のファン吸込口２１ａへ吸
い込まれる。
【００６７】
　換気ファンユニット２に吸い込まれた空気は、換気ファンケース２１のファン吹出口２
１ｂから吹き出されて、排気口５０から排出され、排気ダクト８０を通り屋外グリル８０
ａから屋外へ排気される。これにより、換気運転モードでは、浴室１００及び他室の空気
を屋外に排気して、浴室１００の換気が行われる。
【００６８】
　ここで、空調装置１０では、換気ファンユニット２のファン吹出口２１ｂに整流部材２
２を備えることで、ファン吹出口２１ｂから吹き出される空気を整流して、気流の乱れに
起因する騒音の発生を防いでいる。
【００６９】
　特に、建物内の空気を所定時間で入れ替える２４時間換気運転では、常時換気運転が行
われることから、換気ファンユニット２作動時の騒音の発生を防ぐことが重要である。
【００７０】
　さて、整流板をファンケースに一体に取り付けた構成では、ファンや使用回転数の変更
等で風の流れが変わり、整流板形状等が最適でなくなった場合、整流板を最適にするため
には、金型の改造や新規にファンケース等を作成する必要がある。
【００７１】
　これに対して、整流部材２２を換気ファンユニット２に対して着脱できる構成とするこ
とで、整流板２３の枚数や形状、配置等が異なる複数種類の整流部材２２を用意しておけ
ば、設置環境等に合わせて最適な特性を持たせた空調装置１０を提供できる。
【００７２】
　すなわち、整流部材２２は、整流板２３が整流板支持部材２４に取り付けられた構成で
あり、整流板支持部材２４の形状は共通として、整流板２３の枚数や配置等が異なる整流
部材２２を提供することが可能である。
【００７３】
　また、換気ファンユニット２は、整流板支持部材２４が取り付けられる整流板取り付け
部３３を備えており、整流板取り付け部３３に整流部材２２を設置し、換気ファンケース
２１を循環ファンケース３１に固定すると、整流部材２２が換気ファンユニット２に固定
される。これにより、整流部材２２の取り付け作業は容易であり、製品仕様や設置環境等
に合わせて最適な特性を持たせた整流部材２２を有した空調装置１０を簡便に提供できる
。
【００７４】
　なお、副吸込ダクト８１及び排気ダクト８０の長さは建物の構造によって異なり、これ
らダクトの長さが変化すると、換気ファンユニット２の換気ファンケース２１内の排気圧
損が変化する。また、建物の広さ等に応じて換気風量が設定されることで、換気ファンユ
ニット２のファン２０の回転数が設置環境等に応じて異なっている。
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　このような場合も、換気ファンケース２１を循環ファンケース３１から取り外すことで
、整流部材２２の交換が行なえるので、設置環境による排気圧損等の変化に合わせて、整
流板２３の枚数や形状、配置等が異なる複数種類の整流部材２２を用意しておけば、設置
環境等に合わせて最適な特性を持たせた空調装置１０を提供できる。
【００７６】
　なお、循環ファンユニット３の整流板３９も、気流の乱れに起因する騒音の発生を防い
でおり、整流板３９も着脱可能な構成としても良い。
【００７７】
　空調装置１０で実行される乾燥運転モードは、循環ファンユニット３の循環ファンモー
タ３０ａを駆動すると共に、ヒータ３６に通電する。また、吸込口４を図示しないダンパ
で開き、換気ファンユニット２の換気ファンモータ２０ａを駆動する。
【００７８】
　これにより、乾燥運転モードでは、浴室１００内の空気を循環させて浴室１００内に温
風を吹き出しながら、浴室１００内の湯気や湿気が排気されて、浴室１００や洗濯物等が
乾燥される。
【００７９】
　空調装置１０で実行される涼風運転モードは、ヒータ３６は通電せずに、循環ファンユ
ニット３の循環ファンモータ３０ａを駆動する。また、吸込口４を図示しないダンパで開
き、換気ファンユニット２の換気ファンモータ２０ａを駆動する。
【００８０】
　これにより、涼風運転モードでは、浴室１００内の空気を循環させて浴室１００内に送
風しながら、浴室１００内の湯気や湿気が排気される。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、浴室等に設置され、２４時間換気機能を有した空調装置に適用される。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本実施の形態の送風装置の一例を示す要部分解斜視図である。
【図２】送風装置が組み込まれた本実施の形態の空調装置の一例を示す要部斜視図である
。
【図３】送風装置が組み込まれた本実施の形態の空調装置の一例を示す側断面図である。
【図４】換気ファンケース及び循環ファンケースの一例を示す分解斜視図である。
【図５】換気ファンケース及び循環ファンケースの一例を示す分解斜視図である。
【図６】換気ファンケース内における正圧・負圧分布と、整流部材の配置例を示す動作説
明図である。
【図７】モータケースの防水構造を示す要部断面図である。
【図８】空調装置の設置例を示す浴室の構成図である。
【符号の説明】
【００８３】
　１Ａ・・・送風装置、１０・・・空調装置、２・・・換気ファンユニット、２０・・・
ファン、２１・・・換気ファンケース、２１ａ・・・ファン吸込口、２１ｂ・・・ファン
吹出口、２２・・・整流部材、２３・・・整流板、２４・・・整流板支持部材、３・・・
循環ファンユニット、３０・・・ファン、３１・・・循環ファンケース、３２・・・換気
ファン取り付け部、３３・・・整流板取り付け部、５・・・本体ケース、１００・・・浴
室
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(12) JP 4946352 B2 2012.6.6

【図５】 【図６】
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