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(57)【要約】
【課題】電動送風機の騒音、特に遠心ファンと遠心ファ
ンの外周側に設けたディフューザ案内翼の入口部との間
で発生するファン音を効果的に低減させる。
【解決手段】本発明のエアガイド１６は、ブラケットと
遠心ファンとの間を仕切る仕切板１６ｂと、遠心ファン
の外周側に設けられ、複数のディフューザ案内翼１６ａ
を有したディフューザと、仕切板１６ｂを介してディフ
ューザの裏面に形成されたリターンベーン１６ｃとを備
える。エアガイド１６では、ディフューザ案内翼１６ａ
は偶数枚とし、かつ一枚おきとしたディフューザ案内翼
１６ａの所定の位置に開口部を設ける。エアガイド１６
は、電動送風機の回転数をＮ（ｒ／ｍｉｎ）、遠心ファ
ンのブレード枚数をＺ、音速をＶ（ｍ／ｓｅｃ）とした
とき、所定の位置は、ディフューザ案内翼１６ａの入口
部から、Ｄ＝Ｖ／（（Ｎ／６０）×Ｚ×２）／ｎ　（こ
こで、ｎ＝１，２，・・・）となる位置に設ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
固定子と回転子とを含みシャフトを中心に前記回転子が回転する電動機と、前記固定子を
保持するブラケットと、前記シャフトに取り付けられた遠心ファンと、前記ブラケットと
前記遠心ファンとの間に配設されたエアガイドと、中央部に空気吸込口を有して前記エア
ガイドおよび前記遠心ファンを覆うファンケースと、を備えた電動送風機の前記エアガイ
ドであって、
前記エアガイドは、
前記ブラケットと前記遠心ファンとの間を仕切る仕切板と、
前記遠心ファンの外周側に設けられ、複数のディフューザ案内翼を有したディフューザと
、
前記仕切板を介して前記ディフューザの裏面に形成されたリターンベーンとを備え、
前記ディフューザ案内翼は偶数枚とし、かつ一枚おきとした前記ディフューザ案内翼の所
定の位置に開口部を設けたことを特徴とする電動送風機のエアガイド。
【請求項２】
前記電動送風機の回転数をＮ（ｒ／ｍｉｎ）、前記遠心ファンのブレード枚数をＺ（Ｚは
自然数）、音速をＶ（ｍ／ｓｅｃ）としたとき、前記所定の位置は、前記ディフューザ案
内翼の入口部から、
Ｄ＝Ｖ／（（Ｎ／６０）×Ｚ×２）／ｎ　ただし、ｎ＝１，２，・・・、
となる位置に設けたことを特徴とする請求項１に記載の電動送風機のエアガイド。
【請求項３】
前記遠心ファンのブレード枚数をＺ、前記ディフューザ案内翼の翼枚数をＢとしたとき、
Ｂ＝（Ｚ－ｙ）×２　ただし、ｙ＝１または０、
の関係を有することを特徴とする請求項２に記載の電動送風機のエアガイド。
【請求項４】
前記開口部は、前記ディフューザ案内翼の頂部側に設けられ、
前記ディフューザ案内翼の頂部からの前記開口部の長さを、前記ディフューザ案内翼の高
さの１／２までに留めたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電動送風
機のエアガイド。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の電動送風機のエアガイドを備えたことを特徴とする
電動送風機。
【請求項６】
請求項５に記載の電動送風機を搭載したことを特徴とする電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機などに使用される電動送風機、およびそのエアガイドに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動送風機を使用した電気掃除機では、電気掃除機本体の小型化が進み、その結
果、本体内部には防音対策を行えるスペースが少なくなってきている。そのため、電動送
風機自体から発生する音を極力小さくする必要性が強まってきている。
【０００３】
　電気掃除機に用いられる電動送風機では、遠心ファンを高速で回転させることにより、
空気を吸い込み、昇圧させた後、遠心ファンの外周側に設けた複数のディフューザ案内翼
を有したエアガイドにて圧力を回復させる。その後、吸込まれた空気は電動機内部の部品
を冷却しながら電動送風機の外部に排出される。
【０００４】
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　ここで、高速で回転する遠心ファンから吐出された空気の流れは、遠心ファンの裏表に
生じる圧力差により周期的な圧力変動を発生させる。この圧力変動をともなう空気の流れ
が、エアガイドのディフューザ案内翼に流入する際に、ディフューザ案内翼に衝突する。
そして、その衝突によって乱流が発生することで、特定の周波数を有した音波、いわゆる
ファン音が発生して騒音となる。
【０００５】
　この騒音の問題を解決するための従来の技術として、例えば、エアガイドのディフュー
ザ案内翼に複数の貫通孔を設けた電動送風機が開示されている。この従来の電動送風機の
エアガイドでは、各ディフューザ案内翼が、その板面に貫通孔を少なくとも一つ以上設け
た板状部材で形成されている。ここで、これらの貫通孔は、隣り合うディフューザ案内翼
双方に挟まれて形成される空気流路（ディフューザ通風路）の一方のディフューザ案内翼
の出口端面から開口端補正値δを加えた位置までの間の他方のディフューザ案内翼に形成
されている。
【０００６】
　この構成により、この従来のエアガイドでは、音の圧力変動の節近傍と節以外とを、特
定の位置に開けられた貫通孔で結合している。そして、貫通孔での圧力変動の結合により
、隣接するディフューザ通風路間において、音波の相互干渉を発生させ、重なり部におけ
る定在波の強度を弱め、放射音による騒音を低減させている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００７】
　また、例えば、ディフューザ案内翼の凸面側から凹面側に、貫通孔を経由して空気の漏
れ流れを生じさせ、ディフューザ通風路間の空気の流れを均一化させることにより、圧力
回復を改善させ送風機効率を向上させることが開示されている（例えば、特許文献２参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３５１０１０７号公報
【特許文献２】特開２００９－２９９６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の電動送風機では、ディフューザ案内翼全てに少なく
とも一つ以上の貫通孔を設けているため、貫通孔による空気の乱れが発生しやすくなり、
真空圧の低下による性能面での低下を招いていた。
【００１０】
　加えて、隣り合うディフューザ通風路の騒音に関して、貫通孔を介して干渉させること
で騒音を下げることを目的としているものの、ディフューザ案内翼の貫通孔で低減された
空気の流れは、さらに、隣り合うディフューザ通風路との間においては波形が異なったり
する。このため、貫通孔における音の波形の干渉低減効果が低下するばかりでなく、逆に
増幅させてしまうこともあるため、騒音が十分に低減できない場合があった。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の電動送風機では、全てのディフューザ案内翼の凸面側から凹
面側に貫通孔を経由して空気の漏れ流れを生じさせていたため、全てのディフューザ通風
路間の空気の流れが不均一となり、送風機効率の低下や騒音のバラツキ発生の原因となっ
ていた。
【００１２】
　本発明は、上記の課題を解決するもので、電動送風機の騒音、特に遠心ファンと遠心フ
ァンの外周側に設けたディフューザ案内翼の入口部との間で発生するファン音を効果的に
低減させることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の電動送風機のエアガイドは、固定子と回転子とを含みシャフトを中心に回転子
が回転する電動機と、固定子を保持するブラケットと、シャフトに取り付けられた遠心フ
ァンと、ブラケットと遠心ファンとの間に配設されたエアガイドと、中央部に空気吸入口
を有してエアガイドおよび回転ファンを覆うファンケースとを備える。
【００１４】
　本エアガイドは、ブラケットと遠心ファンとの間を仕切る仕切板と、遠心ファンの外周
側に設けられ、複数のディフューザ案内翼を有したディフューザと、仕切板を介してディ
フューザの裏面に形成されたリターンベーンとを備える。そして、本エアガイドでは、デ
ィフューザ案内翼は偶数枚とし、かつ一枚おきとしたディフューザ案内翼の所定の位置に
開口部を設けた構成である。
【００１５】
　また、本発明の電動送風機のエアガイドは、電動送風機の回転数をＮ（ｒ／ｍｉｎ）、
遠心ファンのブレード枚数をＺ、音速をＶ（ｍ／ｓｅｃ）としたとき、所定の位置は、デ
ィフューザ案内翼の入口部から、
Ｄ＝Ｖ／（（Ｎ／６０）×Ｚ×２）／ｎ　（ここで、ｎ＝１，２，・・・）
となる位置に設けた構成である。
【００１６】
　また、本発明の電動送風機のエアガイドは、遠心ファンのブレード枚数をＺ、ディフュ
ーザ案内翼の翼枚数をＢとしたとき、
Ｂ＝（Ｚ－ｙ）×２　（ここで、ｙ＝１または０）
の関係を有する構成である。
【００１７】
　また、本発明の電動送風機のエアガイドは、開口部がディフューザ案内翼の頂部側に設
けられ、ディフューザ案内翼の頂部端からの開口部の長さを、ディフューザ案内翼の高さ
の略１／２に留めた構成である。
【００１８】
　また、本発明の電動送風機は、上記エアガイドを備えた構成である。
【００１９】
　また本発明の電気掃除機は、上記電動送風機を搭載した構成である。
【００２０】
　これにより、スリットや貫通穴のような開口部を有するディフューザ案内翼を真ん中に
挟んだ二つのディフューザ通風路の間でのみ、開口部を介して空気の流れが相互に干渉す
ることになり、効果的にファン音を低減させることができる。
【００２１】
　さらには、ディフューザ案内翼の入口部分における圧力差により発生するファン音の高
調波成分の略半波長となる位置に、開口部を設けることで、開口部を有するディフューザ
案内翼を挟んで隣り合うディフューザ案内通風路を流れる空気の流れは、ファン音の周波
数成分に関して相対的に略半波長ずれた逆位相の波形関係を持った空気の流れとなる。こ
のため、開口部での二つの波形が干渉した場合、お互いの波形を打ち消し合うこととなり
、ファン音を効果的に低減することができる。
【００２２】
　さらには、ディフューザ案内翼の頂部からの開口部の長さをディフューザ案内翼の高さ
の半分までに留めたことにより、開口部における空気の干渉から生じる空気の乱れによる
送風性能の低下を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、送風性能の低下を抑制しつつ、送風機の騒音、特にファン音を効果的
に低減させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態１における電動送風機の半断面図
【図２】同、電動送風機の遠心ファンとエアガイドとを空気吸込口方向から見た正面図
【図３】同、電動送風機のエアガイドの斜視図
【図４】本発明の実施の形態１における電動送風機と比較例としての電動送風機との騒音
波形の比較図
【図５】本発明の本実施の形態２における電気掃除機の外観図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、これらの実施
の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００２６】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１における電動送風機１０の半断面図である。電動送風機１０は
、電動機２０と、ブラケット１３と、遠心ファン１５と、エアガイド１６と、ファンケー
ス１８とを備えている。一方を開口した円筒状のブラケット１３は、電動機２０を内側に
保持するブラケット１３ａと、ブラケット１３ａの開口側に配置されるブラケット１３ｂ
とで構成される。また、ブラケット１３ｂには、ブラケット１３の開口を塞ぐように、エ
アガイド１６が固定されている。そして、そのエアガイド１６に対して電動機２０とは反
対側に、遠心ファン１５がファンケース１８で覆われるように配置されている。
【００２７】
　このような本実施の形態１の電動送風機１０において、電動機２０は、固定子としての
界磁組立体２１と、回転子としての電機子組立体２４と、電機子組立体２４を回転自在に
保持する一対の軸受１９と、ブラシ部２９とを備えた整流子電動機を採用している。具体
的には、円筒状のブラケット１３ａの内部において、界磁コア２２に界磁巻線２３を巻回
して形成した界磁組立体２１が保持固定されている。さらに、この界磁組立体２１の内側
には、電機子組立体２４が配置されている。この電機子組立体２４は、電機子巻線２６を
巻回した電機子コア２７と整流子２５とで構成される電機子、およびそれらを保持するシ
ャフト２８を有しており、電機子コア２７が、わずかな隙間を介して界磁コア２２と対向
し、その界磁コア２２の内側に配置されている。整流子２５は、シャフト２８方向に長い
金属板で形成された複数の整流子片を、本体の外周において周方向に等間隔で配置するよ
うに構成されている。それら整流子片に電機子巻線２６が電気的に接続されている。また
、シャフト２８は、整流子２５や電機子コア２７の中心部を貫通してそれらが圧入固定さ
れるとともに、一対の軸受１９により回転自在に保持されている。そして、整流子２５の
整流子片には、一対のブラシ部２９のカーボンブラシがそれぞれ当接している。
【００２８】
　このような電動機２０の構成において、固定子の界磁巻線２３に界磁電流を流しながら
、この一対のカーボンブラシおよび整流子２５を介して、電機子巻線２６に電機子電流を
流すことにより、シャフト２８を中心に回転子が回転する。
【００２９】
　次に、このシャフト２８の一端側は、ブラケット１３の開口部から突出しており、その
一端側の先端部に遠心ファン１５が取り付けられている。この遠心ファン１５は、シャフ
ト２８に挿入固定されるハブプレート１５ｃと、複数枚のファンブレード１５ａと、ハブ
プレート１５ｃに対向して配置されるシュラウドプレート１５ｂとを含み構成されている
。ここで、ファンブレード１５ａのそれぞれは、ハブプレート１５ｃとシュラウドプレー
ト１５ｂとにより挟み込まれるように連結固定されている。本実施の形態１では、このよ
うなファンブレード１５ａを９枚有した遠心ファン１５の一例を挙げている。さらに、こ
の遠心ファン１５は、空気を吸引するために、その中央部でのシュラウドプレート１５ｂ
に、吸入口１５ｄが形成されている。
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【００３０】
　そして、遠心ファン１５の外周側には、通風路を形成するように、複数のディフューザ
案内翼１６ａを備えたエアガイド１６が設置されている。さらに、中央部に空気を吸引す
るための空気吸込口１８ａを有するファンケース１８が、遠心ファン１５およびエアガイ
ド１６を内包し、ブラケット１３ｂに圧入固定されている。
【００３１】
　上記構成において、電動機２０に電圧が印加されると、界磁組立体２１の界磁巻線２３
に界磁電流が流れて磁束を発生する。さらに、一対のカーボンブラシおよび整流子２５を
介して、電機子組立体２４の電機子巻線２６に電機子電流が流れる。そして、界磁組立体
２１から発生する磁束と電機子組立体２４の電流とにより回転トルクが発生し、電機子組
立体２４が回転する。電機子組立体２４が回転することで、電機子組立体２４のシャフト
２８に取り付けられた遠心ファン１５が回転する。
【００３２】
　遠心ファン１５が高速回転すると、電動送風機１０は、ファンケース１８の空気吸込口
１８ａから空気を吸い込み、吸い込まれた空気が、さらに吸入口１５ｄを介して遠心ファ
ン１５の内部に取り込まれる。取り込まれた空気は、回転する遠心ファン１５のそれぞれ
のファンブレード１５ａにて昇圧され、遠心ファン１５の外周部より吹き出される。遠心
ファン１５より吹き出された空気は、エアガイド１６を通過して、電動機２０側に入り、
界磁組立体２１や電機子組立体２４を冷却しながら電動送風機１０の外部に排出される。
【００３３】
　次に、遠心ファン１５とエアガイド１６について詳細に説明する。図２は、図１に示し
た、遠心ファン１５とエアガイド１６とを空気吸込口１８ａ方向から見た正面図である。
図２において、便宜上、ファンケース１８や遠心ファン１５のシュラウドプレート１５ｂ
は除いている。また、図３はエアガイド１６の斜視図である。
【００３４】
　図２に示すように、９枚のファンブレード１５ａは、それぞれが等間隔で渦巻き状とな
るように配置されている。また、このようなファンブレード１５ａの回転によって吐き出
された空気を整流するために、遠心ファン１５の外周側には、エアガイド１６のディフュ
ーザ案内翼１６ａのそれぞれが位置する。本実施の形態１では、このようなディフューザ
案内翼１６ａを１６枚有したエアガイド１６の一例を挙げている。
【００３５】
　すなわち、本実施の形態１での遠心ファン１５のファンブレード１５ａの数、すなわち
ブレード枚数Ｚは９枚で、エアガイド１６のディフューザ案内翼１６ａの数、すなわち案
内翼枚数Ｂは１６枚である。ここで、ブレード枚数Ｚと案内翼枚数Ｂは、次の式１の関係
を有する。
【００３６】
　Ｂ＝（Ｚ－１）×２・・・（式１）
　なお、本実施の形態１では、式１に基づきブレード枚数Ｚと案内翼枚数Ｂとを設定した
一例について説明するが、次の式２に基づきブレード枚数Ｚと案内翼枚数Ｂとを設定して
もよい。
【００３７】
　Ｂ＝（Ｚ－ｙ）×２　（ここで、ｙ＝１または０）・・・（式２）
　つまり、本実施の形態１では、案内翼枚数Ｂを偶数としている。
【００３８】
　また、図３に示すように、エアガイド１６は、ディフューザ案内翼１６ａとリターンベ
ーン１６ｃとが仕切板１６ｂを挟んで対向するような構成となっている。ディフューザ案
内翼１６ａは、図１に示すように、仕切板１６ｂからファンケース１８側へと突出すると
ともに、図２および図３に示すように、内周側から外周側へと曲線状に延伸している。ま
た、このようなディフューザ案内翼１６ａ間のディフューザ案内通風路３３に流入した気
流は、エアガイド１６とファンケース１８とにより構成される流路を通って、仕切板１６
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ｂの電動機２０側に流れ込む。このように流れ込んだ気流が、気流に対する案内翼である
リターンベーン１６ｃにより、電動機２０へと誘導される。
【００３９】
　そして、さらに、本実施の形態１では、ディフューザ案内翼１６ａの全枚数のうち、一
枚おきとした半分の枚数のディフューザ案内翼１６ａに、翼を貫通する開口部としてのス
リット３２を設けている。具体的には、図３に示すように、１６枚のディフューザ案内翼
１６ａのうち、一枚おきの合計８枚のディフューザ案内翼１６ａには、スリット３２が設
けられている。このように、本実施の形態１では、開口部を有したディフューザ案内翼１
６ａと、開口部を有していないディフューザ案内翼１６ａとが交互に配置されている。ま
た、本実施の形態１での開口部としてのスリット３２は、図３に示すように、ディフュー
ザ案内翼１６ａの仕切板１６ｂとは反対側に位置する頂部から仕切板１６ｂ方向への開口
としている。
【００４０】
　次に、スリット３２を設ける位置は、ディフューザ案内翼１６ａの入口部３１から寸法
Ｄの位置に設けている。
【００４１】
　ここで、寸法Ｄは次の式３の関係式が成り立つ。
【００４２】
　Ｄ＝Ｖ／（（Ｎ／６０）×Ｚ×２）・・・（式３）
　ただし、Ｖは音速（ｍ／ｓｅｃ）、Ｎは遠心ファン１５の回転数（ｒ／ｍｉｎ）、Ｚは
遠心ファン１５のブレード枚数である。
【００４３】
　また、本実施の形態１では、このスリット３２は、図３に示すように、ディフューザ案
内翼１６ａの仕切板１６ｂとは反対側に位置する頂部から仕切板１６ｂ方向への開口とな
るスリットとしている。そして、ディフューザ案内翼１６ａの頂部からのスリット３２の
長さＥは、ディフューザ案内翼１６ａの高さＨの半分としている。具体的には、スリット
３２の長さＥは、高さＨの半分を超えない範囲で、略半分であればよい。また、長さＥに
対して垂直方向となるスリット３２の幅Ｗ（図２に示す）は、ファン音低減と送風性能低
下のバランスが取れる範囲として、長さＥの半分の幅以上から長さＥと同じ幅以下までの
範囲内（すなわち、Ｅ／２＜Ｗ＜Ｅ）としている。
【００４４】
　このような構成において、遠心ファン１５が反時計回りに回転すると、空気吸込口１８
ａ（図１参照）から空気が流入し、空気流は遠心ファン１５の中でファンブレード１５ａ
に沿って流れて昇圧され、そして、遠心ファン１５の外周から吹き出される。このとき、
ファンブレード１５ａの裏表に生じる圧力差により周期的な圧力変動が発生する。この圧
力変動を伴う空気流が、エアガイド１６のディフューザ案内翼１６ａに衝突して乱流が発
生するため、特定の周波数ｆ（Ｈｚ）を有した音波、いわゆるファン音が発生する。
【００４５】
　ここで、特定の周波数ｆは、電動機２０の回転数をＮ（ｒ／ｍｉｎ）とし、ファンブレ
ード１５ａの枚数をＺとすると、
　ｆ＝（Ｎ／６０）×Ｚ・・・（式４）
　という一般式で求められる。また、本実施の形態１の場合、ブレード枚数Ｚは９枚であ
るので、
　ｆ＝（Ｎ／６０）×９・・・（式５）
となる。
【００４６】
　また、このようなファンブレード１５ａに基づくファン音と、隣り合うディフューザ案
内翼１６ａの入口部３１で発生するファン音とを比較すると、発生する周波数に関しては
、いずれも上記特定の周波数ｆであり、互いに同じである。ところが、互いの位相に関し
ては、遠心ファン１５のファンブレード１５ａの枚数９枚に対して、ディフューザ案内翼
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１６ａの枚数を約２倍弱の偶数枚の１６枚としたことにより、相対する位相差が略半周期
ずれることになる。この位相差を伴う空気が、ディフューザ案内通風路３３（図２参照）
に流入していく。
【００４７】
　ディフューザ案内通風路３３に流入した空気は、遠心ファン１５のファンブレード１５
ａに沿って昇圧されている。このため、ディフューザ案内翼１６ａの高さ方向で見た場合
、ディフューザ案内通風路３３の仕切板１６ｂ側よりも、ファンケース１８により覆われ
た天面側に沿って、より多くの空気が流れる。
【００４８】
　すなわち、ディフューザ案内通風路３３を通過した特定の周波数ｆを有した空気は、デ
ィフューザ案内翼１６ａに沿って、かつ多くの空気がファンケース１８によって覆われた
天面側、すなわちディフューザ案内翼１６ａの頂部側に沿って導かれ、略半波長の位置に
設けられたスリット３２に到達する。スリット３２に到達した空気は、スリット３２を有
するディフューザ案内翼１６ａを挟んで隣り合うディフューザ案内通風路３３間のみで、
相互干渉することになる。
【００４９】
　ここで、隣り合うディフューザ案内通風路３３を流れる空気の位相差が、略半周期ずれ
ている。このため、スリット３２をディフューザ案内翼１６ａの入口部３１から寸法Ｄの
位置、すなわち略半波長の位置に設けることで、スリット３２を介しての干渉波形が逆位
相の関係となる。そして、この逆位相の関係とすることにより、お互いの波形を打ち消し
合うこととなり、その結果、特定の周波数成分ｆを有するファン音を低減させることがで
きる。
【００５０】
　また、偶数枚のディフューザ案内翼１６ａの一枚おきにスリット３２を設けているため
に、前述のファン音が低減された空気流は、さらに隣り合うディフューザ案内通風路３３
を流れることはない。つまり、ファン音の低減を維持したまま、空気流はエアガイド１６
のディフューザ外周部から排出されることになり、低減されたファン音が再び増幅される
ようなことは起こらない。
【００５１】
　さらには、スリット３２の長さＥを、空気が多く流れる、ディフューザ案内翼１６ａの
頂部から略１／２の高さまでに留めたことにより、前述のファン音の低減を確保しつつ、
かつスリット３２による圧力低下にともなう送風性能の低下を最小限に留めることができ
る。
【００５２】
　図４は、本実施の形態１の電動送風機１０と、比較例としての電動送風機の騒音波形を
比較したものである。実線の波形が本実施の形態１の電動送風機１０の騒音波形である。
また、破線の波形は、スリットを有していないディフューザ案内翼を有する比較例として
の電動送風機の騒音波形である。なお、図４での横軸は周波数で、縦軸は騒音レベルであ
る。便宜上、２つの波形が重なり見難いために、本実施の形態１における電動送風機１０
の波形データに関しては１００Ｈｚ分位置をずらして表示している。
【００５３】
　ここで、電動送風機の回転数は３７５００（ｒ／ｍｉｎ）で、ファン音の特定基本周波
数ｆは、ｆ＝（３７５００／６０）×９＝５６２５（Ｈｚ）となる。図４からわかるよう
に、比較例の電動送風機の波形は、ファン音の特定基本周波数（５６２５Ｈｚ）において
、突出したピーク波形を有している。また、ファン音の２次、３次高調波成分も同様に突
出した波形を示している。
【００５４】
　一方で、本実施の形態１の電動送風機の波形では、５６２５Ｈｚのファン音のピーク波
形が約１６ｄＢ抑えられており、スリットによる逆位相干渉効果により騒音が低減してい
ることがわかる。
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【００５５】
　なお、本実施の形態１に関しては、スリットを設けた位置をファン音の基本周波数（５
６２５Ｈｚ）に対して略半波長の位置となる箇所に一つ設けているために、基本波成分の
周波数に対して、より効果的に低減効果を発揮しているが、２次、３次、・・・、ｎ次の
高調波成分のファン音に関しても、対象の周波数成分の略半波長の位置にスリットを設け
ることで、同様の騒音低減効果を得ることができる。すなわち、式３を拡張して、スリッ
トを設ける位置は、ディフューザ案内翼１６ａの入口部３１から、次の式５で示される寸
法Ｄの位置としてもよい。
【００５６】
　Ｄ＝Ｖ／（（Ｎ／６０）×Ｚ×２）／ｎ（ただし、ｎ＝１，２，）・・（式６）
　ここで、Ｖは音速（ｍ／ｓｅｃ）、Ｎは遠心ファン１５の回転数（ｒ／ｍｉｎ）、Ｚは
遠心ファン１５のファンブレード１５ａのブレード枚数である。
【００５７】
　また、本実施の形態１における開口部としてのスリットは、ディフューザ案内翼の頂部
から切り込みした溝形状により構成したが、単なる貫通穴（穴の形状は問わない）であっ
ても同様の効果が得られる。
【００５８】
　また、スリット３２の幅Ｗは、長さＥに対して、Ｅ／２＜Ｗ＜Ｅの範囲として説明した
が、スリットの幅や貫通穴の大きさは、個々の電動送風機の仕様に合わせて、ファン音低
減と送風性能低下のバランスをみながら適宜決めてもよい。
【００５９】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の本実施の形態２における電気掃除機の外観図である。
【００６０】
　図５に示すように、掃除機本体４１の外部には、車輪４２およびキャスター４３が取り
付けられている。これにより、掃除機本体４１は、床面を自在に移動できる。
【００６１】
　掃除機本体４１は、掃除機本体４１の下方に設けられた吸引口４５に、吸引ホース４６
、およびハンドル４７を形成した延長管４８が順次接続されている。吸込具４９は、延長
管４８の先端に取り付けられている。
【００６２】
　掃除機本体４１は、実施の形態１で説明した電動送風機１０を内蔵する。集塵ケース４
４は、掃除機本体４１に対し、着脱自在に設けられている。集塵ケース４４は、塵埃を含
む空気を取り入れる。これにより、本体の大きさを大型化したり、重量化したりすること
なく、騒音を低減させることができる。電気掃除機は、強い吸引力を確保することができ
る。これにより、電気掃除機の、ファン音の低減とともに掃除性能を向上させることがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、特別な防音、消音部材を用いることなく、特定周波数を有したファン音を効
果的に低減することができるので、安価で低騒音が要求される用途、特に家庭用掃除機や
送風機に使用される電動送風機の電動機に適用できる。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　電動送風機
　１３、１３ａ、１３ｂ　ブラケット
　１５　遠心ファン
　１５ａ　ファンブレード
　１５ｂ　シュラウドプレート
　１５ｃ　ハブプレート
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　１５ｄ　吸入口
　１６　エアガイド
　１６ａ　ディフューザ案内翼
　１６ｂ　仕切板
　１６ｃ　リターンベーン
　１８　ファンケース
　１８ａ　空気吸込口
　１９　軸受
　２０　電動機
　２１　界磁組立体（固定子）
　２２　界磁コア
　２３　界磁巻線
　２４　電機子組立体（回転子）
　２５　整流子
　２６　電機子巻線
　２７　電機子コア
　２８　シャフト
　２９　ブラシ部
　３１　入口部
　３２　スリット
　３３　ディフューザ案内通風路
　４１　掃除機本体
　４２　車輪
　４３　キャスター
　４４　集塵ケース
　４５　吸引口
　４６　吸引ホース
　４７　ハンドル
　４８　延長管
　４９　吸込具
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