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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する第１の壁と第２の壁を有する箱体と、
　第１の遠心式ファンと前記第１の遠心式ファンを回転させる第１の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、空気を吸い込む送風機吸込口が形成された第１の遠心送風機と、
　第２の遠心式ファンと前記第２の遠心式ファンを回転させる第２の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、空気を吸い込む送風機吸込口が形成された第２の遠心送風機と、
を備え、
　前記第１の遠心送風機は、送風機吸込口を前記第１の壁に向けて配置され、
　前記第２の遠心送風機は、送風機吸込口を前記第１の壁に向け、前記第２の電動機を前
記第２の壁に向けて配置され、
　前記第２の遠心送風機は、前記第１の遠心送風機よりも空気の吐出方向の下流側、かつ
前記第１の遠心送風機よりも前記第１の壁側にずらして配置され、
　前記箱体の内部は、前記第１の遠心送風機の送風機吸込口および前記第２の遠心送風機
の送風機吸込口が面する吸込風路と、前記第１の遠心送風機の送風機吐出口と前記第２の
遠心送風機の送風機吐出口とが面する吐出風路とに区切られており、
　前記箱体の前記吸込風路を構成する壁面には箱体吸込口が形成され、
　前記箱体の前記吐出風路を構成する壁面には箱体吐出口が形成され、
　前記第２の電動機は、前記吐出風路内に露出されることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
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　前記第２の壁には、メンテナンス用のメンテナンス開口が形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　前記第１の遠心送風機は、前記第１の電動機を前記第２の壁に向けて配置されることを
特徴とする請求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
　前記第１の遠心送風機は、前記第１の遠心式ファンの両側から空気を吸い込む送風機吸
込口が形成された両吸込型遠心送風機であり、
　前記第２の遠心送風機は、前記第２の遠心式ファンの片側から空気を吸い込む送風機吸
込口が形成された片吸込型遠心送風機であることを特徴とする請求項１から３のいずれか
１つに記載の送風装置。
【請求項５】
　前記第２の遠心送風機の前記第１の壁側へのずれ量は、前記第１の遠心送風機のファン
ケーシングの送風機吐出口が形成された面の前記第１の遠心式ファンの回転軸に沿った方
向の幅と等しいことを特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の送風装置。
【請求項６】
　前記第２の遠心送風機の吐出方向の下流側へのずれ量は、前記第２の遠心送風機のファ
ンケーシングの吐出方向に沿った幅以上であることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１つに記載の送風装置。
【請求項７】
　第３の遠心式ファンと前記第３の遠心式ファンを回転させる第３の電動機を有して前記
箱体の内部に収容され、前記第３の遠心式ファンの片側から空気を吸い込む送風機吸込口
が形成された第３の遠心送風機をさらに備え、
　前記第３の遠心送風機は、前記第２の遠心送風機よりも空気の吐出方向の下流側、かつ
前記第２の遠心送風機よりも前記第１の壁側にずらして配置されることを特徴とする請求
項１から６のいずれか１つに記載の送風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の遠心送風機を箱体内に組込んだ送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物内の空間を換気する換気装置には、複数の遠心送風機を備える送風装置を用
いることがある。このような送風装置は、遠心式ファン、遠心式ファンを収容するファン
ケーシングおよび遠心式ファンを駆動する電動機を有する複数の遠心送風機が、箱体内に
組込まれて構成される。特許文献１では、２台の遠心送風機を送風方向および遠心式ファ
ンの回転軸に沿った方向にずらして配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５０１２２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　遠心送風機の運転中は、遠心送風機に設けられた電動機を、箱体内を通過する空気によ
って冷却する必要がある。そこで、ファンケーシング内に空気を吸い込むための送風機吸
込口に対して電動機が設けられている。しかしながら、電動機によって送風機吸込口の一
部が塞がれるため、流路断面積が狭まって流路抵抗が増大し、圧力損失が大きくなって送
風効率の低下を招くおそれがある。また、電動機が設けられていない部分に送風機吸込口
を追加して形成した場合であっても、追加した送風機吸込口から吸い込まれる空気は電動
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機の冷却に寄与しない。そのため、ファンケーシングに吸い込まれる空気の一部を用いて
電動機を冷却できるに過ぎず、電動機の冷却効率の向上を図ることが難しい。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の遠心送風機を組み込みつつ、送
風効率の向上と電動機の冷却効率の向上を図ることのできる送風装置を得ることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、互いに対向する第１の壁と
第２の壁を有する箱体と、第１の遠心式ファンと第１の遠心式ファンを回転させる第１の
電動機を有して箱体の内部に収容され、空気を吸い込む送風機吸込口が形成された第１の
遠心送風機と、第２の遠心式ファンと第２の遠心式ファンを回転させる第２の電動機を有
して箱体の内部に収容され、空気を吸い込む送風機吸込口が形成された第２の遠心送風機
と、を備え、第１の遠心送風機は、送風機吸込口を第１の壁に向けて配置され、第２の遠
心送風機は、送風機吸込口を第１の壁に向け、第２の電動機を第２の壁に向けて配置され
、第２の遠心送風機は、第１の遠心送風機よりも空気の吐出方向の下流側、かつ第１の遠
心送風機よりも第１の壁側にずらして配置され、箱体の内部は、第１の遠心送風機の送風
機吸込口および第２の遠心送風機の送風機吸込口が面する吸込風路と、第１の遠心送風機
の送風機吐出口と第２の遠心送風機の送風機吐出口とが面する吐出風路とに区切られてお
り、箱体の吸込風路を構成する壁面には箱体吸込口が形成され、箱体の吐出風路を構成す
る壁面には箱体吐出口が形成され、第２の電動機は、吐出風路内に露出されることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明にかかる送風装置によれば、複数の遠心送風機を組み込みつつ、送風効率の向上
と電動機の冷却効率の向上を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる送風装置の斜視図
【図２】実施の形態１にかかる送風装置を側方から見た図であって、メンテナンスパネル
を外した状態を示す図
【図３】実施の形態１にかかる送風装置を上方から見た断面図
【図４】実施の形態１における第１の遠心送風機の斜視図
【図５】比較例にかかる送風装置を上方から見た断面図
【図６】本発明の実施の形態２にかかる送風装置を上方から見た断面図
【図７】本発明の実施の形態３にかかる送風装置を上方から見た断面図
【図８】本発明の実施の形態４にかかる送風装置を上方から見た断面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の実施の形態にかかる送風装置を図面に基づいて詳細に説明する。なお
、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる送風装置の斜視図である。図２は、実施の形態
１にかかる送風装置を側方から見た図であって、メンテナンスパネルを外した状態を示す
図である。図３は、実施の形態１にかかる送風装置を上方から見た断面図である。図４は
、実施の形態１における第１の遠心送風機の斜視図である。本発明の実施の形態１に係る
送風装置７０は、建物内に設けられて、建物内の空間を換気する換気装置である。
【００１１】
　送風装置７０は、内部に送風機を収容する空間が形成された箱体である外側ケーシング
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１を備える。外側ケーシング１は、第１の壁１ａと、第１の壁１ａに対向する第２の壁１
ｂとを有して直方体形状を呈している。第２の壁１ｂには、メンテナンス用のメンテナン
ス開口８が形成されている。メンテナンス開口８は、着脱可能なメンテナンスパネル１５
で塞がれている。外側ケーシング１には、第１の壁１ａおよび第２の壁１ｂと異なる壁に
、内部に空気を吸い込む箱体吸込口２が形成されている。箱体吸込口２が形成されている
壁と対向する壁には、外側ケーシング１の外部に空気を吐き出す箱体吐出口３が形成され
ている。
【００１２】
　外側ケーシング１の内部には、第１の遠心送風機４と第２の遠心送風機５が組み込まれ
ている。第１の遠心送風機４は、第１の電動機４１によって回転軸４２を中心に回転され
る第１の遠心式ファン４３が、ファンケーシング４４に収容されて構成される。ファンケ
ーシング４４には、回転軸４２の延長線と交差する面の両面に空気を吸い込む送風機吸込
口４４ａが形成されている。すなわち、第１の遠心送風機４は、第１の遠心式ファン４３
の両側から空気を吸い込む両吸込型遠心送風機である。ファンケーシング４４には、回転
軸４２と垂直となる方向に空気を吐き出す送風機吐出口４４ｂが形成されている。図４に
も示すように、両吸込型遠心送風機である第１の遠心送風機４では、第１の電動機４１は
、一方の送風機吸込口４４ａ側に設けられている。
【００１３】
　第２の遠心送風機５は、第２の電動機５１によって回転軸５２を中心に回転される第２
の遠心式ファン５３が、ファンケーシング５４に収容されて構成される。ファンケーシン
グ５４には、回転軸５２の延長線と交差する面のうち一方の面に空気を吸い込む送風機吸
込口５４ａが形成されている。ファンケーシング５４には、回転軸５２と垂直となる方向
に空気を吐き出す送風機吐出口５４ｂが形成されている。すなわち、第２の遠心送風機５
は、第２の遠心式ファン５３の片側から空気を吸い込む片吸込型遠心送風機である。片吸
込型遠心送風機である第２の遠心送風機５では、第２の電動機５１は、送風機吸込口５４
ａが形成された面の反対側となる面の外側に設けられている。
【００１４】
　第１の遠心送風機４は、第１の電動機４１が設けられていない送風機吸込口４４ａが、
第１の壁１ａに向けて配置される。第２の遠心送風機５は、送風機吸込口５４ａが、第１
の壁１ａに向けて配置される。第１の遠心送風機４と第２の遠心送風機５は、回転軸４２
の延長線および回転軸５２の延長線が、第１の壁１ａおよび第２の壁１ｂと交差するよう
に外側ケーシング１内に配置され、空気の吐出方向が一致するようになっている。ここで
、吐出方向が一致するとは、吐出方向が概ね一致することを含み、吐出方向が多少ずれた
状態も、吐出方向が一致した状態に含まれる。本実施の形態１では、第１の遠心送風機４
と第２の遠心送風機５の吐出方向が、図２および図３の紙面上で右方向に一致されている
。
【００１５】
　また、第２の遠心送風機５は、第１の遠心送風機４よりも第１の壁１ａ側にずらして配
置されている。具体的には、第１の遠心送風機４のファンケーシング４４の送風機吐出口
４４ｂが形成された面に、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４が重ならない位置
に、第２の遠心送風機５がずらして配置されている。より具体的には、第１の壁１ａ側へ
の第２の遠心送風機５のずれ量は、第１の遠心送風機４のファンケーシング４４の送風機
吐出口４４ｂが形成された面の回転軸４２に沿った方向の幅Ｘと等しくなっている。これ
により、第１の遠心送風機４から吐出される空気の流れが第２の遠心送風機５によって妨
げられにくくなる。
【００１６】
　また、第２の遠心送風機５は、第１の遠心送風機４の空気の吐出方向の下流側にずらし
て配置されている。具体的には、第１の遠心送風機４のファンケーシング４４の送風機吸
込口４４ａが形成された面に、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４の第２の電動
機５１が設けられた面が重ならない位置に、第２の遠心送風機５がずらして配置されてい



(5) JP 6246118 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

る。より具体的には、吐出方向の下流側への第２の遠心送風機５のずれ量は、第２の遠心
送風機５のファンケーシング５４の吐出方向に沿った幅Ｙと等しくなっている。これによ
り、第１の遠心送風機４の送風機吸込口４４ａが第２の遠心送風機５によって塞がれずに
済む。第２の遠心送風機５の２方向へのずれによって、ファンケーシング４４の吐出方向
側の一辺とファンケーシング５４の吐出方向と逆側の一辺とが接触する構成となる。
【００１７】
　また、第１の遠心送風機４は、第１の電動機４１を第２の壁１ｂに向けて、外側ケーシ
ング１内に配置されている。また、第２の遠心送風機５は、第２の電動機５１を第２の壁
１ｂに向けて、外側ケーシング１内に配置されている。
【００１８】
　第１の遠心送風機４のファンケーシング４４の送風機吐出口４４ｂが形成された面と、
外側ケーシング１の第２の壁１ｂとの間には、仕切り壁１９が設けられている。また、第
２の遠心送風機５のファンケーシング５４の送風機吐出口５４ｂが形成された面と、外側
ケーシング１の第１の壁１ａとの間には、仕切り壁１９が設けられている。
【００１９】
　外側ケーシング１の内部空間のうち、第１の遠心送風機４、第２の遠心送風機５および
仕切り壁１９よりも箱体吸込口２側となる領域が吸込風路２０となり、箱体吐出口３側と
なる領域が吐出風路２１となる。これは、外側ケーシング１の内部空間が、第１の遠心送
風機４の送風機吸込口４４ａおよび第２の遠心送風機５の送風機吸込口５４ａが面する吸
込風路２０と、第１の遠心送風機４の送風機吐出口４４ｂおよび第２の遠心送風機５の送
風機吐出口５４ｂが面する吐出風路２１とに区切られていると換言できる。上述した第１
の遠心送風機４、第２の遠心送風機５および仕切り壁１９の配置によって、第２の遠心送
風機５が有する第２の電動機５１は、吐出風路２１内に露出される。また、第２の電動機
５１は、第１の遠心送風機４の送風機吐出口４４ｂに対向する位置に設けられることとな
る。
【００２０】
　ここで、第２の遠心送風機５に用いた片吸込型遠心送風機では、送風機吸込口５４ａか
ら吸い込まれる空気によって運転中の第２の電動機５１を冷却するために、第２の電動機
５１を送風機吸込口５４ａに設けることが一般的である。この場合、送風機吸込口５４ａ
の一部が第２の電動機５１で塞がれるため、流路断面積が狭められて流路抵抗が増大する
ことで、圧力損失が大きくなって送風性能が低下しやすい。
【００２１】
　一方、本実施の形態１では、ファンケーシング５４の送風機吸込口５４ａが形成された
面の反対側となる面の外側が吐出風路２１となっており、第１の遠心送風機４から吐出さ
れた空気が流れている。そのため、送風機吸込口５４ａが形成された面の反対側となる面
の外側に第２の電動機５１を設けた場合であっても、本実施の形態１にかかる送風装置７
０のように第２の電動機５１を吐出風路２１に露出させれば、第１の遠心送風機４から吐
出された空気によって第２の電動機５１の冷却を図ることができる。そのため、送風機吸
込口５４ａが第２の電動機５１に塞がれず、第２の電動機５１を送風機吸込口５４ａに設
ける場合に比べて、送風性能の向上を図ることができる。
【００２２】
　また、両吸込型遠心送風機では、片側の送風機吸込口に電動機が設けられている。した
がって、電動機の冷却に用いられる空気は、片側の送風機吸込口から吸い込まれる空気、
すなわち両吸込型遠心送風機に吸い込まれる空気の半分だけが電動機の冷却に用いられる
。一方、送風装置７０では、第２の遠心送風機５の第２の電動機５１は吐出風路２１に露
出しており、第１の遠心送風機４から吐出されるほとんどの空気を用いて冷却される。し
たがって、一般的な両吸込型遠心送風機に設けられる電動機よりも高い効率での冷却が図
られる。なお、第２の電動機５１の冷却効率の向上を図るための、第１の遠心送風機４と
第２の遠心送風機５の両吸込型遠心送風機および片吸込型遠心送風機の組み合わせについ
て、本実施の形態１で示した例に限られず、任意の組み合わせを選択してもよい。
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【００２３】
　図５は、比較例にかかる送風装置を上方から見た断面図である。比較例にかかる送風装
置１７０では、第１の遠心送風機１０４および第２の遠心送風機１０５のどちらも両吸込
型遠心送風機である。そのため、第１の遠心送風機１０４と第２の遠心送風機１０５との
間に、隙間を設ける必要がある。第１の遠心送風機１０４と第２の遠心送風機１０５との
間に流入する空気は、第１の遠心送風機１０４に吸い込まれる気流と、第２の遠心送風機
１０５に吸い込まれる気流とが逆方向を向くため、気流間で干渉が生じやすい。気流間で
干渉が生じることで送風効率の低下を招くおそれがある。また、気流間で干渉が生じない
ように第１の遠心送風機１０４と第２の遠心送風機１０５との間隔を広げれば、送風装置
１７０の小型化が阻害される。
【００２４】
　一方、本実施の形態１にかかる送風装置７０によれば、両吸込型遠心送風機である第１
の遠心送風機４と片吸込型遠心送風機である第２の遠心送風機５を併用したことで、吸込
風路２０において、第１の遠心送風機４よりも第１の壁１ａ側では、第１の遠心送風機４
および第２の遠心送風機５に吸い込まれる際の空気の向きが第２の壁１ｂに向かう方向に
統一される。そのため、吸込風路２０内で気流の干渉が生じにくく、送風効率の向上を図
ることができる。
【００２５】
　また、両吸込型遠心送風機と片吸込型遠心送風機の併用によって、第１の遠心送風機４
と第２の遠心送風機５との間に、第１の遠心式ファン４３の回転軸４２および第２の遠心
式ファン５３の回転軸５２に沿った隙間を設ける必要がない。そのため、第１の遠心送風
機４と第２の遠心送風機５との間に隙間を設けるよりも送風装置７０の小型化を図ること
ができる。
【００２６】
　また、メンテナンスの際は、外側ケーシング１のメンテナンスパネル１５を取り外せば
、第１の遠心送風機４と第２の遠心送風機５の両方がメンテナンス開口８に臨む。吐出方
向の下流側への第２の遠心送風機５のずれ量が、第２の遠心送風機５のファンケーシング
５４の幅Ｙと等しくなっているため、第１の遠心送風機４だけでなく第２の遠心送風機５
の全体がメンテナンス開口８に臨む。そのため、第１の遠心送風機４および仕切り壁１９
を取り外さずに、メンテナンス開口８を通して第２の遠心送風機５のメンテナンスを行う
ことができる。
【００２７】
　また、メンテナンス開口８が形成された第２の壁１ｂ側に第１の電動機４１および第２
の電動機５１を向けて第１の遠心送風機４および第２の遠心送風機５が配置されているの
で、第１の電動機４１および第２の電動機５１もメンテナンス開口８に臨む。そのため、
第１の遠心送風機４および第２の遠心送風機５を外側ケーシング１から取り出さずに、第
１の電動機４１および第２の電動機５１の触診を行うことが可能となり、メンテナンス性
の向上を図ることができる。
【００２８】
　なお、第２の遠心送風機５の吐出方向へのずれ量は、メンテナンス開口８に第１の遠心
送風機４と第２の遠心送風機５の両方の全面が臨む距離関係であればよい。したがって、
ファンケーシング５４の幅Ｙよりも、大きなずれ量であっても構わない。
【００２９】
実施の形態２．
　図６は、本発明の実施の形態２にかかる送風装置を上方から見た断面図である。なお、
上記実施の形態１と同様の構成については、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３０】
　本実施の形態２にかかる送風装置８０では、第１の遠心送風機４および第２の遠心送風
機５に加えて、第３の遠心送風機６が外側ケーシング１の内部に追加されている。
【００３１】
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　第３の遠心送風機６は、第３の電動機６１によって回転軸６２を中心に回転される第３
のファンである第３の遠心式ファン６３が、ファンケーシング６４に収容されて構成され
る。ファンケーシング６４には、回転軸６２の延長線と交差する面のうち一方の面に空気
を吸い込む送風機吸込口６４ａが形成されている。ファンケーシング６４には、回転軸６
２と垂直となる方向に空気を吐き出す送風機吐出口６４ｂが形成されている。すなわち、
第３の遠心送風機６は、第３の遠心式ファン６３の片側から空気を吸い込む片吸込型遠心
送風機である。片吸込型遠心送風機である第３の遠心送風機６では、第３の電動機６１は
、送風機吸込口６４ａが形成された面の反対側となる面の外側に設けられている。
【００３２】
　第３の遠心送風機６は、送風機吸込口６４ａが、第１の壁１ａに向けて配置される。第
３の遠心送風機６は、第１の遠心送風機４および第２の遠心送風機５と空気の吐出方向が
一致するように外側ケーシング１内に配置される。
【００３３】
　また、第３の遠心送風機６は、第２の遠心送風機５よりも第１の壁１ａ側にずらして配
置されている。具体的には、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４の送風機吐出口
５４ｂが形成された面に、第３の遠心送風機６のファンケーシング６４が重ならない位置
に、第３の遠心送風機６がずらして配置されている。より具体的には、第２の遠心送風機
５に対する第１の壁１ａ側への第３の遠心送風機６のずれ量は、第２の遠心送風機５のフ
ァンケーシング５４の送風機吐出口５４ｂが形成された面の回転軸５２に沿った方向の幅
Ｐと等しくなっている。これにより、第２の遠心送風機５から吐出される空気が第３の遠
心送風機６によって妨げられにくくなる。
【００３４】
　また、第３の遠心送風機６は、第２の遠心送風機５の空気の吐出方向の下流側にずらし
て配置されている。具体的には、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４の送風機吸
込口５４ａが形成された面に、第３の遠心送風機６のファンケーシング６４の第３の電動
機６１が設けられた面が重ならない位置に、第３の遠心送風機６がずらして配置されてい
る。より具体的には、吐出方向の下流側への第３の遠心送風機６のずれ量は、第３の遠心
送風機６のファンケーシング６４の吐出方向に沿った幅Ｑと等しくなっている。これによ
り、第２の遠心送風機５の送風機吸込口５４ａが第３の遠心送風機６によって塞がれずに
済む。
【００３５】
　また、第３の遠心送風機６は、第３の電動機６１を第２の壁１ｂに向けて、外側ケーシ
ング１内に配置されている。
【００３６】
　本実施の形態２にかかる送風装置８０によれば、両吸込型遠心送風機である第１の遠心
送風機４と片吸込型遠心送風機である第２の遠心送風機５および第３の遠心送風機６を併
用したことで、吸込風路２０内で気流の干渉が生じにくく、送風効率の向上を図ることが
できる。
【００３７】
　また、両吸込型遠心送風機と片吸込型遠心送風機の併用によって、第２の遠心送風機５
と第３の遠心送風機６との間に隙間を設ける必要がない。そのため、第２の遠心送風機５
と第３の遠心送風機６との間に隙間を設けるよりも送風装置８０の小型化を図ることがで
きる。
【００３８】
　また、メンテナンスの際は、外側ケーシング１のメンテナンスパネル１５を取り外せば
、第１の遠心送風機４、第２の遠心送風機５および第３の遠心送風機６がメンテナンス開
口８に臨む。第３の遠心送風機６の全体がメンテナンス開口８に臨むため、第１の遠心送
風機４、第２の遠心送風機５および仕切り壁１９を取り外さずに、メンテナンス開口８を
通して第３の遠心送風機６のメンテナンスを行うことができる。
【００３９】
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　また、メンテナンス開口８が形成された第２の壁１ｂ側に第１の電動機４１、第２の電
動機５１および第３の電動機６１を向けて第１の遠心送風機４、第２の遠心送風機５およ
び第３の遠心送風機６が配置されているので、第１の電動機４１、第２の電動機５１およ
び第３の電動機６１もメンテナンス開口８に臨む。そのため、第１の遠心送風機４、第２
の遠心送風機５、第３の遠心送風機６を外側ケーシング１から取り出さずに、第１の電動
機４１、第２の電動機５１および第３の電動機６１の触診を行うことが可能となり、メン
テナンス性の向上を図ることができる。
【００４０】
　また、第２の遠心送風機５と同様に、送風機吸込口６４ａが形成された面の反対側とな
る面の外側に第３の電動機６１を設けることで、第２の遠心送風機５から吐出された空気
によって第３の電動機６１の冷却を図ることができる。そのため、送風機吸込口６４ａが
第３の電動機６１に塞がれず、第３の電動機６１を送風機吸込口６４ａに設ける場合に比
べて、送風性能の向上を図ることができる。
【００４１】
　なお、第３の遠心送風機６の吐出方向へのずれ量は、メンテナンス開口８に第３の遠心
送風機６の全面が臨む距離関係であればよい。したがって、ファンケーシング６４の幅Ｑ
よりも、大きなずれ量であっても構わない。
【００４２】
　また、本実施の形態２で示すように、片吸込型遠心送風機をずらして追加していくこと
で、遠心送風機自体を大きくせずに、送風装置の風量を増やすことが可能となる。遠心送
風機を大きくすることで風量の増加を図った場合には、送風装置の高さも高くなってしま
う。近年では、室内空間を広くするために、天井高さを大きくする傾向がある。それに伴
って、天井内空間の高さが小さくなる傾向があるため、片吸込型遠心送風機の追加によっ
て、送風装置自体の高さを抑えて風量の増加が可能であることは有意であるといえる。
【００４３】
　なお、外側ケーシング１内に組み込まれる送風機の数は３台に限られず４台以上であっ
ても構わない。
【００４４】
実施の形態３．
　図７は、本発明の実施の形態３にかかる送風装置を上方から見た断面図である。なお、
上記実施の形態と同様の構成には、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。本実施の
形態３にかかる送風装置９０は、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４に消音材１
７が貼り付けられている。
【００４５】
　消音材１７は、ファンケーシング４４，５４の中で遠心式ファン４３，５３から発生さ
れ、箱体吸込口２側に伝播していく音の吸音が目的で設置されている。また、消音材１７
は、図７に示すように、第１の遠心送風機４のファンケーシング４４の送風機吸込口４４
ａが形成された面のうち送風機吐出口４４ｂ側となる端部と、第２の遠心送風機５のファ
ンケーシング５４の送風機吐出口５４ｂが形成された面の反対側の面とに接着されている
。また、消音材１７は、第２の遠心送風機５の吐出方向に沿って第２の遠心送風機５から
離れるほど回転軸５２に沿った方向の幅が狭くなるテーパ形状を呈している。
【００４６】
　これにより、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４のうち消音材１７が貼り付け
られた面に向かう気流を、第１の遠心送風機４の送風機吸込口４４ａに向かう気流と、第
２の遠心送風機５の送風機吸込口５４ａに向かう気流とに整流させることが可能となる。
すなわち、消音材１７の追加によって、送風装置９０の騒音の発生を抑えるとともに、送
風性能の向上を図ることができる。
【００４７】
　なお、消音材１７は、上記実施の形態２で示した第３の遠心送風機６にも貼り付けられ
ていても構わない。
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実施の形態４．
　図８は、本発明の実施の形態４にかかる送風装置を上方から見た断面図である。なお、
上記実施の形態と同様の構成には、同様の符号を付して詳細な説明を省略する。本実施の
形態４にかかる送風装置１００は、第１の遠心送風機４および第２の遠心送風機５が、吐
出方向を第１の壁１ａ側または第２の壁１ｂ側に傾けて配置されている。
【００４９】
　遠心送風機を傾けて配置することで、第１の壁１ａと第２の壁１ｂの間隔を狭めること
ができる。したがって、送風装置１００の小型化を図ることができる。また、第１の遠心
送風機４のファンケーシング４４と第２の壁１ｂとの間は、吐出方向下流側では狭くなっ
ているが、吐出方向上流側では広くなっている。そのため、第１の電動機４１が設けられ
ている送風機吸込口４４ａでは、空気の流入側でファンケーシング４４と第２の壁１ｂと
の間が広くなっており、空気の円滑な吸い込みが図られる。したがって、第１の遠心送風
機４の吐出方向を傾けたことによる送風性能の低下を抑えることができる。
【００５０】
　また、第２の遠心送風機５のファンケーシング５４と第１の壁１ａとの間は、吐出方向
下流側では狭くなっているが、吐出方向上流側では広くなっている。そのため、送風機吸
込口５４ａでは、空気の流入側でファンケーシング５４と第１の壁１ａとの間が広くなっ
ており、空気の円滑な吸い込みが図られる。したがって、第２の遠心送風機５の吐出方向
を傾けたことによる送風性能の低下を抑えることができる。
【００５１】
　このように、本実施の形態４にかかる送風装置１００では、送風性能の低下を抑えつつ
装置の小型化を図ることができる。なお、本実施の形態４では、第１の遠心送風機４およ
び第２の遠心送風機５の両方の吐出方向を傾けているが、第１の遠心送風機４および第２
の遠心送風機５の少なくとも一方の遠心送風機の吐出方向を傾ければ、送風装置の小型化
を図ることが可能である。
【００５２】
　以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の
技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部
を省略、変更することも可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　外側ケーシング（箱体）、１ａ　第１の壁、１ｂ　第２の壁、２　箱体吸込口、３
　箱体吐出口、４　第１の遠心送風機、５　第２の遠心送風機、８　メンテナンス開口、
１５　メンテナンスパネル、１７　消音材、１９　仕切り壁、２０　吸込風路、２１　吐
出風路、４１　第１の電動機、４２　回転軸、４３　第１の遠心式ファン、４４　ファン
ケーシング、４４ａ　送風機吸込口、４４ｂ　送風機吐出口、５１　第２の電動機、５２
　回転軸、５３　第２の遠心式ファン、５４　ファンケーシング、５４ａ　送風機吸込口
、５４ｂ　送風機吐出口、７０，８０，９０，１００，１７０　送風装置、１０４　第１
の遠心送風機、１０５　第２の遠心送風機。
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