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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸流ファンであって、
　複数の翼を有するインペラと、
　前記インペラの中心軸を中心として前記インペラを回転することにより前記中心軸方向
のエアの流れを発生するモータ部と、
　前記インペラの外周を囲むとともに複数のリブにより前記モータ部に接続されるハウジ
ングと、
　前記中心軸に沿って前記ハウジングに当接する風洞部と、
　前記ハウジングと前記風洞部との当接状態を固定する少なくとも１つの固定部材と、
を備え、
　前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが、前記ハウジングの前記風洞部に対向する
第１端部、および、前記風洞部の前記ハウジングに対向する第２端部に、前記中心軸に垂
直な方向にスライドされつつ取り付けられることにより、取り付け位置における前記第１
端部と前記第２端部との前記中心軸に平行な軸方向における当接状態を固定し、
　前記少なくとも１つの固定部材並びに前記第１端部の第１係合部および前記第１係合部
に係合する前記第２端部の第２係合部により、または、前記少なくとも１つの固定部材で
ある複数の固定部材により、前記第２端部に対して前記第１端部が前記軸方向において固
定され、かつ、前記第２端部に対して前記第１端部が前記中心軸に垂直な全ての方向にお
いて固定されることを特徴とする軸流ファン。
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【請求項２】
　請求項１に記載の軸流ファンであって、
　前記中心軸に沿って前記インペラに隣接する他のインペラと、
　前記中心軸を中心として前記他のインペラを回転することにより前記インペラと同方向
のエアの流れを発生する他のモータ部と、
をさらに備え、
　前記風洞部が、前記他のインペラの外周を囲むとともに複数のリブにより前記他のモー
タ部に接続される他のハウジングであることを特徴とする軸流ファン。
【請求項３】
　請求項２に記載の軸流ファンであって、
　前記ハウジングおよび前記他のハウジングの外形が略四角柱状であり、
　前記少なくとも１つの固定部材並びに前記第１係合部および前記第２係合部により、ま
たは、前記少なくとも１つの固定部材である複数の固定部材により、前記第１端部の前記
中心軸を挟む一対の第１角部に対して前記第２端部の一対の第２角部が前記軸方向におい
て固定されることを特徴とする軸流ファン。
【請求項４】
　請求項３に記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材が２つの固定部材であり、前記２つの固定部材が、前記
第１端部の前記中心軸を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角部との前記軸
方向における当接状態を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部が並ぶ方向に
おける前記第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、
　前記第１係合部が、前記第１端部の前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸
方向係止部であり、前記第２係合部が、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた
一対の第２軸方向係止部であり、
　前記第２端部に対して前記第１端部が前記中心軸を中心として所定の回転方向に回転し
て前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが嵌り合うことにより、
前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向および前記回
転方向において係合することを特徴とする軸流ファン。
【請求項５】
　請求項３に記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材が２つの固定部材であり、前記２つの固定部材が、前記
第１端部の前記中心軸を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角部との前記軸
方向における当接状態を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部が並ぶ方向に
おける前記第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、
　前記第１係合部と前記第２係合部との係合により、前記一対の第１角部が並ぶ方向にお
ける前記第２端部に対する前記第１端部の移動が防止されるように係止されることを特徴
とする軸流ファン。
【請求項６】
　請求項５に記載の軸流ファンであって、
　前記第１係合部が、前記第１端部の前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸
方向係止部であり、前記第２係合部が、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた
一対の第２軸方向係止部であり、
　前記第１端部と前記第２端部とが前記軸方向に当接する際に前記一対の第１軸方向係止
部および前記一対の第２軸方向係止部の少なくとも一方が弾性変形することにより、前記
一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向および前記一対の
第１角部が並ぶ方向において係合することを特徴とする軸流ファン。
【請求項７】
　請求項５に記載の軸流ファンであって、
　前記第１係合部が、前記第１端部の前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸
方向係止部であり、前記第２係合部が、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた
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一対の第２軸方向係止部であり、
　前記第２端部に対して前記第１端部が前記他の一対の第１角部が並ぶ方向に向かって移
動して前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが嵌り合うことによ
り、前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向および前
記一対の第１角部が並ぶ方向において係合することを特徴とする軸流ファン。
【請求項８】
　請求項３に記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材が４つの固定部材であり、前記４つの固定部材のうちの
２つが、前記第１端部の前記中心軸を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角
部との前記軸方向における当接状態を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部
が並ぶ方向における前記第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、
　前記４つの固定部材のうちの他の２つが、前記他の一対の第１角部と前記第２端部の他
の一対の第２角部との前記軸方向における当接状態を固定し、かつ、前記一対の第１角部
が並ぶ方向における前記第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止する
ことを特徴とする軸流ファン。
【請求項９】
　請求項３ないし８のいずれかに記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが取り付けられる前記第１端部の第１角部が
径方向外方に突出する第１突出部を有し、前記第１角部に当接する前記第２端部の第２角
部が前記軸方向において前記第１突出部に当接するとともに前記径方向外方に突出する第
２突出部を有し、
　前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが、
　重なり合う前記第１突出部および前記第２突出部が挿入される穴部と、
　前記第１突出部および前記第２突出部を前記軸方向における両側から挟み込む一対の挟
持部と、
を備えることを特徴とする軸流ファン。
【請求項１０】
　請求項９に記載の軸流ファンであって、
　前記第１突出部および前記第２突出部の先端が、前記径方向外方に向かって前記中心軸
を中心とする周方向の幅が増大する幅広部を有し、
　前記穴部の周方向の幅が前記幅広部の幅よりも僅かに小さく、前記幅広部が前記穴部に
挿入される際に前記穴部または前記幅広部が弾性変形することを特徴とする軸流ファン。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが、第１角部および第２角部と共に前記中心
軸に垂直な方向に広がるフランジ部を形成し、前記フランジ部が前記第１ハウジングと前
記第２ハウジングとを組み合わせた略四角柱状の外形内に位置することを特徴とする軸流
ファン。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の軸流ファンであって、
　前記フランジ部が、前記軸方向に貫通する貫通穴を有し、前記フランジ部の一部である
固定部材が前記貫通穴の内側面の一部を形成することを特徴とする軸流ファン。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれかに記載の軸流ファンであって、
　前記ハウジングと前記風洞部との分離時に、前記少なくとも１つの固定部材が破壊され
ることを特徴とする軸流ファン。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３のいずれかに記載の軸流ファンであって、
　前記少なくとも１つの固定部材が、樹脂により形成されることを特徴とする軸流ファン
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングに当接する風洞部を有する軸流ファンおよびハウジング同士を接
続した直列式の軸流ファンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、様々な電子機器の筐体内部に電子部品を冷却するための冷却ファンが設けら
れており、電子部品の高性能化に伴う発熱量の増加や、筐体の小型化等に起因する配置密
度の上昇に伴って冷却ファンの静圧－風量特性の向上が要求されている。十分な静圧およ
び風量を確保する冷却ファンとして、近年では複数のファンを直列に接続した直列式軸流
ファンが利用され、ファン同士は様々な手法により互いに固定される。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示される放熱ファンでは、第１ファンユニットの略四角柱状の
筐体の４つの角部に貫通穴が設けられ、第２ファンユニットの略四角柱状の筐体の４つの
角部にネジ溝を有する貫通穴が設けられ、ネジ桿が第１および第２ファンユニットの貫通
穴に挿入されるとともに第２ファンユニットのネジ溝に螺合されて第１ファンユニットと
第２ファンユニットとが連結される。また、特許文献１に開示される他の構造では、第１
ファンユニットの筐体の第２ファンユニット側の端部に係止溝が設けられ、第２ファンユ
ニットの筐体の第１ファンユニット側の端部に第１ファンユニットに向かって突出する突
起状の係止部材が設けられ、係止溝と係止部材とが係合することにより第１ファンユニッ
トと第２ファンユニットとが連結される。
【０００４】
　特許文献２に開示される二重反転式軸流送風機では、第１単体軸流送風機の第１ケース
の吐き出し側フランジに貫通穴が設けられ、第２単体軸流送風機の第２ケースの吸い込み
側フランジに第１単体軸流送風機側に向かって突出するフックが設けられる。第１および
第２単体軸流送風機が結合される際には、第２ケースのフックが第１ケースの貫通穴に挿
入され、２つのケースの軸線を中心に第１ケースが第２ケースに対して相対的に回転され
ることにより径方向に伸びるフックの先端部が貫通穴内の係合溝に嵌り、第１ケースと第
２ケースとの間の軸線方向の移動および軸線を中心とする回転方向の移動が防止されるよ
うにケース同士が係合される。
【０００５】
　特許文献３に開示される直列ファンの第１フレームおよび第２フレームでは、第１フレ
ームの第２フレームに対向する予定の第１表面の対角方向の２つの角部に凸部が設けられ
、第２フレームの第１フレームに対向する予定の第２表面の２つの角部近傍に角部を横切
る凹部が設けられる。第１フレームと第２フレームとを接続する際には、第１フレームの
第１表面を第２フレームの第２表面に沿ってスライドさせて凸部が凹部に挿入され、さら
に第１フレームの一部と第２フレームの一部とがスライドしないように、フレーム同士を
係止することにより第１フレームと第２フレームとが互いに固定される。
【特許文献１】特開２００５－１６３２３号公報
【特許文献２】特開２００４－２７８３７１号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０００３４１３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に示されるように、ネジやリベット等にて軸流ファン同士を固定
する場合、直列式軸流ファンを機器に取り付けるための貫通穴とは別に軸流ファンのハウ
ジングに貫通穴を設ける必要がある。また、ファンの製造コストも増大する。
【０００７】
　特許文献１および２に示される係合構造では軸流ファン同士を一度接続してしまうと係
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合構造を損傷することなく接続を解除することが困難となる。このため、直列式軸流ファ
ンの設計に変更が生じたり、作業時に軸流ファンの組み合わせに変更が生じても接続強度
を低下させることなく軸流ファンを付け替えることができない。
【０００８】
　特許文献３の直列ファンでは第１フレーム（または第２フレーム）に水平方向の力が加
わるだけで２つのフレームが外れてしまうおそれがあり、直列ファン（特に大型のファン
）が強度不足となる。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、直列式軸流ファンの２つのハウジング
または軸流ファンのハウジングと風洞部とを容易かつ強固し、かつ、分離時のこれらの損
傷を防止または抑制することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、軸流ファンであって、複数の翼を有するインペラと、前記イ
ンペラの中心軸を中心として前記インペラを回転することにより前記中心軸方向のエアの
流れを発生するモータ部と、前記インペラの外周を囲むとともに複数のリブにより前記モ
ータ部に接続されるハウジングと、前記中心軸に沿って前記ハウジングに当接する風洞部
と、前記ハウジングと前記風洞部との当接状態を固定する少なくとも１つの固定部材とを
備え、前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが、前記ハウジングの前記風洞部に対向
する第１端部、および、前記風洞部の前記ハウジングに対向する第２端部に、前記中心軸
に垂直な方向にスライドされつつ取り付けられることにより、取り付け位置における前記
第１端部と前記第２端部との前記中心軸に平行な軸方向における当接状態を固定し、前記
少なくとも１つの固定部材並びに前記第１端部の第１係合部および前記第１係合部に係合
する前記第２端部の第２係合部により、または、前記少なくとも１つの固定部材である複
数の固定部材により、前記第２端部に対して前記第１端部が前記軸方向において固定され
、かつ、前記第２端部に対して前記第１端部が前記中心軸に垂直な全ての方向において固
定される。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の軸流ファンであって、前記中心軸に沿って
前記インペラに隣接する他のインペラと、前記中心軸を中心として前記他のインペラを回
転することにより前記インペラと同方向のエアの流れを発生する他のモータ部とをさらに
備え、前記風洞部が、前記他のインペラの外周を囲むとともに複数のリブにより前記他の
モータ部に接続される他のハウジングである。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の軸流ファンであって、前記ハウジングおよ
び前記他のハウジングの外形が略四角柱状であり、前記少なくとも１つの固定部材並びに
前記第１係合部および前記第２係合部により、または、前記少なくとも１つの固定部材で
ある複数の固定部材により、前記第１端部の前記中心軸を挟む一対の第１角部に対して前
記第２端部の一対の第２角部が前記軸方向において固定される。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の軸流ファンであって、前記少なくとも１つ
の固定部材が２つの固定部材であり、前記２つの固定部材が、前記第１端部の前記中心軸
を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角部との前記軸方向における当接状態
を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部が並ぶ方向における前記第２端部に
対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、前記第１係合部が、前記第１端部の
前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸方向係止部であり、前記第２係合部が
、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた一対の第２軸方向係止部であり、前記
第２端部に対して前記第１端部が前記中心軸を中心として所定の回転方向に回転して前記
一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが嵌り合うことにより、前記一
対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向および前記回転方向
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において係合する。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の軸流ファンであって、前記少なくとも１つ
の固定部材が２つの固定部材であり、前記２つの固定部材が、前記第１端部の前記中心軸
を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角部との前記軸方向における当接状態
を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部が並ぶ方向における前記第２端部に
対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、前記第１係合部と前記第２係合部と
の係合により、前記一対の第１角部が並ぶ方向における前記第２端部に対する前記第１端
部の移動が防止されるように係止される。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の軸流ファンであって、前記第１係合部が、
前記第１端部の前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸方向係止部であり、前
記第２係合部が、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた一対の第２軸方向係止
部であり、前記第１端部と前記第２端部とが前記軸方向に当接する際に前記一対の第１軸
方向係止部および前記一対の第２軸方向係止部の少なくとも一方が弾性変形することによ
り、前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向および前
記一対の第１角部が並ぶ方向において係合する。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項５に記載の軸流ファンであって、前記第１係合部が、
前記第１端部の前記他の一対の第１角部に設けられた一対の第１軸方向係止部であり、前
記第２係合部が、前記第２端部の他の一対の第２角部に設けられた一対の第２軸方向係止
部であり、前記第２端部に対して前記第１端部が前記他の一対の第１角部が並ぶ方向に向
かって移動して前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが嵌り合う
ことにより、前記一対の第１軸方向係止部と前記一対の第２軸方向係止部とが前記軸方向
および前記一対の第１角部が並ぶ方向において係合する。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項３に記載の軸流ファンであって、前記少なくとも１つ
の固定部材が４つの固定部材であり、前記４つの固定部材のうちの２つが、前記第１端部
の前記中心軸を挟む一対の第１角部と前記第２端部の一対の第２角部との前記軸方向にお
ける当接状態を固定し、かつ、前記第１端部の他の一対の第１角部が並ぶ方向における前
記第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止し、前記４つの固定部材の
うちの他の２つが、前記他の一対の第１角部と前記第２端部の他の一対の第２角部との前
記軸方向における当接状態を固定し、かつ、前記一対の第１角部が並ぶ方向における前記
第２端部に対する前記第１端部の移動を防止するように係止する。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、請求項３ないし８のいずれかに記載の軸流ファンであって、
前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが取り付けられる前記第１端部の第１角部が径
方向外方に突出する第１突出部を有し、前記第１角部に当接する前記第２端部の第２角部
が前記軸方向において前記第１突出部に当接するとともに前記径方向外方に突出する第２
突出部を有し、前記少なくとも１つの固定部材のそれぞれが、重なり合う前記第１突出部
および前記第２突出部が挿入される穴部と、前記第１突出部および前記第２突出部を前記
軸方向における両側から挟み込む一対の挟持部とを備える。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の軸流ファンであって、前記第１突出部お
よび前記第２突出部の先端が、前記径方向外方に向かって前記中心軸を中心とする周方向
の幅が増大する幅広部を有し、前記穴部の周方向の幅が前記幅広部の幅よりも僅かに小さ
く、前記幅広部が前記穴部に挿入される際に前記穴部または前記幅広部が弾性変形する。
【００２０】
　請求項１１に記載の発明は、請求項９または１０に記載の軸流ファンであって、前記少
なくとも１つの固定部材のそれぞれが、第１角部および第２角部と共に前記中心軸に垂直
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な方向に広がるフランジ部を形成し、前記フランジ部が前記第１ハウジングと前記第２ハ
ウジングとを組み合わせた略四角柱状の外形内に位置する。
【００２１】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の軸流ファンであって、前記フランジ部
が、前記軸方向に貫通する貫通穴を有し、前記フランジ部の一部である固定部材が前記貫
通穴の内側面の一部を形成する。
【００２２】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１ないし１２のいずれかに記載の軸流ファンであっ
て、前記ハウジングと前記風洞部との分離時に、前記少なくとも１つの固定部材が破壊さ
れる。
【００２３】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１ないし１３のいずれかに記載の軸流ファンであっ
て、前記少なくとも１つの固定部材が、樹脂により形成される。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、ハウジングに風洞部を容易かつ強固に固定することができ、分離時の
これらの損傷を防止または抑制することができる。請求項２の発明では、２つの軸流ファ
ンを容易かつ強固に固定することができる。請求項５の発明では、２つのハウジングを強
固かつ安定して固定することができ、請求項４並びに請求項６および７の発明では、２つ
のハウジングを仮固定した後に固定部材にて固定することにより、２つのハウジングを容
易に固定することができる。
【００２５】
　請求項８の発明では、４つの固定部材により２つのハウジングを強固かつ安定して固定
することができる。請求項９の発明では、簡単な構造で第１角部と第２角部との軸方向の
当接状態を固定するとともに、第１角部に対して第２角部を周方向に固定することができ
る。請求項１０の発明では、固定部材を第１突出部および第２突出部に強固に取り付ける
ことができる。請求項１３の発明では、ハウジングと風洞部との分離時のハウジングおよ
び風洞部の損傷が防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１を示す斜視図である。直列
式軸流ファン１は、第１軸流ファン２、第１軸流ファン２の第１インペラ２１の中心軸Ｊ
１に沿って第１軸流ファン２の下側に配置される第２軸流ファン３、および、第１軸流フ
ァン２の第１ハウジング２３と第２軸流ファン３の第２ハウジング３３との当接状態を固
定する２つの固定部材４を備える。直列式軸流ファン１では、図１中の上側（すなわち、
第１軸流ファン２の上側）からエアが取り込まれ、下側（すなわち、第２軸流ファン３の
下側）へと送出される。
【００２７】
　図２は中心軸Ｊ１を含み、かつ、第１軸流ファン２の上端の辺に平行な平面で直列式軸
流ファン１を切断した縦断面図である。直列式軸流ファン１は、いわゆる二重反転式軸流
ファンであり、第１軸流ファン２の第１インペラ２１の回転方向は第２軸流ファン３の第
２インペラ３１の回転方向と逆とされる。以下の説明では、中心軸Ｊ１方向において、エ
アが取り込まれる側である図１中の上側を単に「上側」と呼び、エアが送出される側であ
る図１中の下側を単に「下側」と呼ぶ。「上側」および「下側」という表現は必ずしも重
力方向に対する上側および下側と一致する必要はない。
【００２８】
　第１軸流ファン２は第１インペラ２１、中心軸Ｊ１を中心として第１インペラ２１を回
転する第１モータ部２２、第１インペラ２１の外周を囲む風洞部である第１ハウジング２
３、および、第１モータ部２２を支持する複数の第１支持リブ２４を備え、第１ハウジン
グ２３は第１支持リブ２４により第１モータ部２２に接続される。第１ハウジング２３は
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第１支持リブ２４と共に樹脂の射出成形により形成される。なお、図２では、図示の都合
上、第１インペラ２１の第１翼２１１および第１支持リブ２４の概略形状を中心軸Ｊ１の
左右に示している。また、第１モータ部２２は誇張して大きく示しており、各構成要素の
断面に対する平行斜線の図示を省略している。第２軸流ファン３に関しても同様の手法に
て図示している。
【００２９】
　第１インペラ２１は、第１モータ部２２の外側を覆う略有蓋円筒状のカップ２１２、お
よび、カップ２１２の外側面から径方向外方に伸び、周方向に等ピッチにて配置された複
数の第１翼２１１を有する。第１モータ部２２は、回転体である第１ロータ部２２１およ
び固定体である第１ステータ部２２２を備え、中心軸Ｊ１に沿って第１ロータ部２２１が
第１ステータ部２２２に対して上側に位置する。
【００３０】
　第１ロータ部２２１は、中心軸Ｊ１を中心とする略有蓋円筒状の金属製のヨーク２２１
１、ヨーク２２１１の内側に固定される略円筒状の界磁用磁石２２１２、および、ヨーク
２２１１の上部中央から下方に突出するシャフト２２１３を備える。第１ロータ部２２１
は、ヨーク２２１１がカップ２１２に覆われることにより第１インペラ２１と一体の部品
となっている。
【００３１】
　第１ステータ部２２２は中央に開口を有するベース部２２２１、ベース部２２２１の中
央から上側に突出する略円筒状の軸受保持部２２２２、軸受保持部２２２２の外周に取り
付けられた電機子２２２３、および、電機子２２２３の下側にて電機子２２２３に電気的
に接続される回路基板２２２４を備える。ベース部２２２１は第１支持リブ２４を介して
第１ハウジング２３の略円筒状の内側面に固定され、第１ステータ部２２２の各部を保持
する。電機子２２２３は界磁用磁石２２１２と径方向に対向し、電機子２２２３と界磁用
磁石２２１２との間で中心軸Ｊ１を中心とするトルクを発生する。軸受保持部２２２２の
内側には軸受機構である玉軸受２２２５，２２２６が中心軸Ｊ１方向の上部および下部に
設けられ、軸受保持部２２２２に挿入されたシャフト２２１３が玉軸受２２２５，２２２
６により回転可能に支持される。
【００３２】
　第２軸流ファン３は、第１軸流ファン２とほぼ同様の構造であり、第２インペラ３１、
中心軸Ｊ１を中心として第２インペラ３１を回転する第２モータ部３２、第２インペラ３
１の外周を囲むとともに中心軸Ｊ１に沿って第１軸流ファン２の第１ハウジング２３に当
接する第２ハウジング３３、および、第２モータ部３２を支持する複数の第２支持リブ３
４を備える。第２ハウジング３３は第２支持リブ３４により第２モータ部３２に接続され
、第２支持リブ３４と共に樹脂の射出成形により形成される。第２インペラ３１は、有蓋
円筒状のカップ３１２および中心軸Ｊ１を中心としてカップ３１２の外側面から径方向外
方に伸び、周方向に等ピッチにて配置された複数の第２翼３１１を有する。
【００３３】
　第２モータ部３２は第１モータ部２２とほぼ同様の構造を有し、回転体である第２ロー
タ部３２１および固定体である第２ステータ部３２２を備える。第２ロータ部３２１は、
中心軸Ｊ１を中心とするヨーク３２１１、ヨーク３２１１の内側に固定される略円筒状の
界磁用磁石３２１２、および、ヨーク３２１１の中央から下方に突出するシャフト３２１
３を備える。
【００３４】
　第２ステータ部３２２はベース部３２２１、ベース部３２２１の中央から上側に突出す
る軸受保持部３２２２、軸受保持部３２２２内の上下に保持される玉軸受３２２５，３２
２６、軸受保持部３２２２の外周に取り付けられる電機子３２２３、および、電機子３２
２３の下側に配置される回路基板３２２４を備える。電機子３２２３および界磁用磁石３
２１２は径方向に対向してトルクを発生する。
【００３５】
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　直列式軸流ファン１では、第１軸流ファン２の第１モータ部２２が第１インペラ２１を
回転して中心軸Ｊ１方向のエアの流れを発生するとともに、第２軸流ファン３の第２モー
タ部３２が中心軸Ｊ１に沿って第１インペラ２１に隣接する第２インペラ３１を第１イン
ペラ３１の回転とは逆方向に回転して第１インペラ２１によるエアの流れと同方向の流れ
を発生する。これにより、十分な風量が確保されつつ静圧が向上される。
【００３６】
　図３は第１ハウジング２３の斜視図である。第１ハウジング２３の上端部２３１および
第２ハウジング３３に対向する下端部２３２の輪郭は平面視において略正方形とされ、両
端部２３１，２３２の４つの角部はフランジ状であり、両端部２３１，２３２の輪郭を中
心軸Ｊ１方向に結ぶことにより形成される外形２３３（二点鎖線にて示す。）は略四角柱
状となっている。
【００３７】
　また、両端部２３１，２３２の４つの角部には、直列式軸流ファン１を所定の装置に固
定する際に利用される貫通穴２３４が設けられる。以下、図３中の第１ハウジング２３の
下端部２３２の手前側の３つの角部に符号２３５１～２３５３を付し、背後に隠れている
残りの角部を「角部２３５４」と呼ぶ。下端部２３２では中心軸Ｊ１を挟む一対の角部２
３５１，２３５３が径方向外方に突出する第１突出部２３６を有し、中心軸Ｊ１を挟む他
の一対の角部２３５２，２３５４に中心軸Ｊ１を中心とする周方向に切り欠かれた凹部２
３７が設けられる。
【００３８】
　図４は角部２３５１の第１突出部２３６の平面図である。図３および図４に示すように
、第１突出部２３６の先端２３６１は径方向外方に向かって中心軸Ｊ１を中心とする周方
向の幅が漸次増大する幅広部２３６２を有する。同様に、図３に示す角部２３５３の第１
突出部２３６の先端２３６１も径方向外方に向かって中心軸Ｊ１を中心とする周方向の幅
が増大する幅広部２３６２を有する。
【００３９】
　図３に示すように、角部２３５２の凹部２３７は角部２３５１側に偏って位置し、凹部
２３７は矢印９１にて示す中心軸Ｊ１を中心とする周方向に垂直な面２３７１（以下、凹
部２３７の「第１側面２３７１」という。）および第１側面２３７１の径方向内方のエッ
ジから矢印９１にて示す周方向に伸びる面２３７２（以下、凹部２３７の「第２側面２３
７２」という。）を備える。第２側面２３７２は第１ハウジング２３の中心軸Ｊ１を中心
とする略円筒状の面の一部となっており、第２側面２３７２では下部が上部よりも径方向
外方に僅かに突出する。
【００４０】
　角部２３５４の凹部２３７（図３では第１ハウジング２３の背後に隠れており、図示さ
れていない。）は角部２３５３側に偏って位置し、角部２３５２の凹部２３７と同様に、
中心軸Ｊ１を中心とする周方向に垂直な第１側面２３７１および第１側面２３７１の内側
のエッジから矢印９１にて示す周方向に伸びる第２側面２３７２を備え、第２側面２３７
２の下部は上部よりも径方向外方に僅かに突出している。
【００４１】
　図５は第２ハウジング３３の斜視図である。第２ハウジング３３においても第１ハウジ
ング２３（図３参照）と同様に、第１ハウジング２３に対向する上端部３３１および下端
部３３２の輪郭は平面視において略正方形であり、両端部３３１，３３２の４つの角部（
図４中の上端部３３１の４つの角部に符号３３５１～３３５４を付している。）はフラン
ジ状となっている。さらに、両端部３３１，３３２における４つの角部には貫通穴３３４
が設けられ、両端部３３１，３３２の輪郭を中心軸Ｊ１方向に結ぶことにより形成される
外形３３３（二点鎖線にて示す。）は略四角柱状となっている。
【００４２】
　上端部３３１では中心軸Ｊ１を挟む一対の角部３３５１，３３５３が、中心軸Ｊ１方向
において第１ハウジング２３の第１突出部２３６（図３参照）に当接するとともに径方向
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外方に突出する第２突出部３３６を有し、中心軸Ｊ１を挟む他の一対の角部３３５２，３
３５４には中心軸Ｊ１に平行な方向に伸びる凸部３３７が設けられる。角部３３５１，３
３５３の第２突出部３３６は第１ハウジング２３の第１突出部２３６と同形状であり、第
２突出部３３６の先端３３６１は径方向外方に向かって中心軸Ｊ１を中心とする周方向の
幅が漸次増大する幅広部３３６２を有する。
【００４３】
　角部３３５２の凸部３３７は角部３３５１側に偏って位置し、角部３３５４の凸部３３
７は角部３３５３側に偏って位置し、各凸部３３７の外側面は上端部３３１の側面から連
続している。また、各凸部３３７は周方向に垂直かつ矢印９１とは反対方向を向く面３３
７１（以下、凸部３３７の「第１側面３３７１」という。）および第１側面３３７１の径
方向内方のエッジから矢印９１にて示す方向に伸びる面３３７２（以下、凸部３３７の「
第２側面３３７２」という。）を有し、第２側面３３７２では上部が下部よりも径方向内
方に僅かに突出する。
【００４４】
　図１に示すように、第１ハウジング２３の角部２３５２，２３５４（角部２３５４は図
１では隠れている。）および第２ハウジング３３の角部３３５２，３３５４（角部３３５
４は図１では隠れている。）では、第１ハウジング２３の凹部２３７と第２ハウジング３
３の凸部３３７とが嵌り合う。図３に示す凹部２３７の第１側面２３７１および図５に示
す凸部３３７の第１側面３３７１は周方向において互いに当接し（すなわち、周方向にお
いて係合し）、図１に示す第２ハウジング３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２
３の下端部２３２が、図３中の矢印９１にて示す周方向の回転が防止されるように係止さ
れる。
【００４５】
　また、図３に示す凹部２３７の第２側面２３７２の下部と図５に示す凸部３３７の第２
側面３３７２の上部とが中心軸Ｊ１に平行な方向において係合し、第２ハウジング３３に
対して第１ハウジング２３が、中心軸Ｊ１に平行な方向の相対的な移動が防止されるよう
に係止される。以下の説明では、第１ハウジング２３の係合部である凹部２３７を「第１
軸方向係止部２３７」と呼び、第２ハウジング３３の係合部である凸部３３７を「第２軸
方向係止部３３７」と呼ぶ。
【００４６】
　図６は図１に示す固定部材４の斜視図である。固定部材４は樹脂により形成されており
、平面視における形状がＵ字状の上部４１および下部４２、並びに、上部４１および下部
４２を接続するとともに上下方向に（中心軸Ｊ１（図１参照）に平行に）伸びる２本の側
部４３を備える。固定部材４では上部４１、下部４２および側部４３により穴部４４が形
成され、図６に示す状態から固定部材４の前後を反転した図７に示すように、上部４１お
よび下部４２の内側は中心軸Ｊ１に垂直な断面が半円状の溝部４５となっている。
【００４７】
　図１に示すように、第１ハウジング２３の角部２３５１，２３５３および第２ハウジン
グ３３の角部３３５１，３３５３では、固定部材４の穴部４４に互いに重なり合う第１ハ
ウジング２３の第１突出部２３６および第２ハウジング３３の第２突出部３３６が挿入さ
れ、第１突出部２３６および第２突出部３３６の先端２３６１，３３６１は固定部材４の
側部４３に係合される。固定部材４の側部４３は第１突出部２３６および第２突出部３３
６を周方向における両側から挟み込むため、第２ハウジング３３の上端部３３１に対して
第１ハウジング２３の下端部２３２が第１ハウジング２３の角部２３５２，２３５４（角
部２３５４は図１では奥側に隠れている。）が並ぶ方向（中心軸Ｊ１を中心とする角部２
３５１，２３５３における周方向と捉えられてもよい。）へと移動することを防止するよ
うに第２ハウジング３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２３の下端部２３２が係
止される。
【００４８】
　さらに、固定部材４の上部４１および下部４２は第１突出部２３６および第２突出部３
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３６を中心軸Ｊ１に平行な方向における両側から挟み込む一対の挟持部となっており、固
定部材４により第１ハウジング２３の下端部２３２の角部２３５１，２３５３と第２ハウ
ジング３３の上端部３３１の角部３３５１，３３５３との中心軸Ｊ１に平行な方向におけ
る当接状態が固定される。換言すれば、下端部２３２と上端部３３１との中心軸Ｊ１に平
行な方向である軸方向における当接状態が固定部材４の取付位置において固定される。
【００４９】
　以上のように、直列式軸流ファン１では固定部材４、並びに、第１軸方向係止部２３７
および第１軸方向係止部２３７に係合する第２軸方向係止部３３７により、第２ハウジン
グ３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２３の下端部２３２が中心軸Ｊ１に平行な
方向において固定される。さらに、２つの固定部材４により第２ハウジング３３に対して
第１ハウジング２３が、一対の角部２３５２，２３５４が並ぶ方向への移動が防止される
ように係止され、第１軸方向係止部２３７と第２軸方向係止部３３７との係合により第１
ハウジング２３が、角部２３５１，２３５３が並ぶ方向（固定部材４が並ぶ方向）への移
動が防止されるように係止されることから、第１ハウジング２３と第２ハウジング３３と
が中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向において固定される。
【００５０】
　また、直列式軸流ファン１では、固定部材４が第１ハウジング２３の角部２３５１，２
３５３および第２ハウジング３３の角部３３５１，３３５３と共に中心軸Ｊ１に垂直に広
がるフランジ部５を形成し、固定部材４は第１ハウジング２３の外形２３３および第２ハ
ウジング３３の外形３３３からはみ出ないように第１ハウジング２３および第２ハウジン
グ３３に取り付けられることから、フランジ部５は第１ハウジング２３の外形２３３と第
２ハウジング３３の外形３３３とを組み合わせた略四角柱状の外形内に位置する。これに
より、直列式軸流ファン１の大きさを小さくすることができる。
【００５１】
　図８は図１中の左側の角部２３５１，３３５１におけるフランジ部５の平面図である。
フランジ部５の内側では固定部材４の溝部４５、並びに、第１ハウジング２３の貫通穴２
３４および第２ハウジング３３の貫通穴３３４（図５参照）により、フランジ部５を中心
軸Ｊ１（図１参照）に平行な方向に貫通する貫通穴５１が形成される。換言すれば、フラ
ンジ部５は、固定部材４に溝部４５が設けられることにより貫通穴２３４，３３４が塞が
れない構造となっている。
【００５２】
　貫通穴５１では、固定部材４の成形精度を考慮して貫通穴５１の内側面の一部である固
定部材４の溝部４５の半円筒状の面の半径は、第１ハウジング２３の貫通穴２３４および
第２ハウジング３３の貫通穴３３４の円筒状の内側面の半径よりも僅かに大きくされる。
これにより、直列式軸流ファン１を所定の装置に固定するために利用されるビス等を貫通
穴５１に確実に通すことができる（図１中の右側の角部２３５３，３３５３のフランジ部
５においても同様）。また、貫通穴５１は第２ハウジング３３に対して第１ハウジング２
３を固定する取り外し可能なビスを挿入する貫通穴として利用されてもよい。
【００５３】
　次に、直列式軸流ファン１の組み立ての流れについて説明する。組み立ての際には、ま
ず、図３に示す第１ハウジング２３と図５に示す第２ハウジング３３とを中心軸Ｊ１に平
行な方向において互いに対向させるとともに、第１ハウジング２３の角部２３５１～２３
５４がそれぞれ、第２ハウジング３３の角部３３５１～３３５４に対して矢印９１にて示
す方向とは反対方向に僅かにずれて配置される。
【００５４】
　その後、第１ハウジング２３は第２ハウジング３３に向かって近づけられて第１ハウジ
ング２３の下端部２３２と第２ハウジング３３の上端部３３１とが互いに当接することに
より、図９に示すように、第１ハウジング２３の角部２３５２および第２ハウジング３３
の角部３３５２において第１軸方向係止部２３７が第２ハウジング３３の貫通穴３３４を
挟んで第２軸方向係止部３３７とは反対側に位置する。同様に、第１ハウジング２３の角
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部２３５４（図３中の奥側の角部）および第２ハウジング３３の角部３３５４（図４中の
奥側の角部）においても第１軸方向係止部２３７が第２ハウジング３３の貫通穴３３４を
挟んで第２軸方向係止部３３７とは反対側に位置する。
【００５５】
　そして、第２ハウジング３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２３の下端部２３
２が中心軸Ｊ１を中心として図３に示す矢印９１の方向に回転され、図１０に示すように
、第１ハウジング２３の角部２３５２および第２ハウジング３３の角部３３５２にて第１
軸方向係止部２３７の第１側面２３７１が第２軸方向係止部３３７の第１側面３３７１に
当接し、第１軸方向係止部２３７の第２側面２３７２の下部と第２軸方向係止部３３７の
第２側面３３７２の上部とが中心軸Ｊ１に平行な方向において当接する。すなわち、第１
軸方向係止部２３７と第２軸方向係止部３３７とが中心軸Ｊ１に平行な方向および回転方
向（ただし、一方向のみ）において係合する。同様に、第１ハウジング２３の角部２３５
４および第２ハウジング３３の角部３３５４において第１軸方向係止部２３７と第２軸方
向係止部３３７とが中心軸Ｊ１に平行な方向および回転方向（ただし、一方向のみ）にお
いて係合する。
【００５６】
　これにより、第２ハウジング３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２３の下端部
２３２が、（一方向のみの）回転が防止されるように係止されるため、固定部材４（図６
参照）を取り付ける際に第２ハウジング３３に対して第１ハウジング２３の位置合わせを
容易に行うことができる。なお、この状態では、図１０に示す第２ハウジング３３に対し
て第１ハウジング２３を矢印９１（図３参照）にて示す方向とは反対方向に回転すること
により第１ハウジング２３と第２ハウジング３３とは分離可能となっている。
【００５７】
　図１１は第１軸流ファン２および第２軸流ファン３に固定部材４を取り付ける様子を示
す図である。第１ハウジング２３の角部２３５１，２３５３および第２ハウジング３３の
角部３３５１，３３５３では第１突出部２３６および第２突出部３３６は互いに重なり合
っており、固定部材４は中心軸Ｊ１に垂直な方向にスライドされつつ穴部４４に第１突出
部２３６および第２突出部３３６が挿入されることにより、第１ハウジング２３の角部２
３５１，２３５３および第２ハウジング３３の角部３３５１，３３５３に固定部材４が取
り付けられる。
【００５８】
　このとき、図８に示す穴部４４の周方向の最小幅（２つの側部４３の間の最小の距離）
は第１突出部２３６の幅広部２３６２の最大幅よりも僅かに小さく、第２突出部３３６の
幅広部３３６２（図１１参照）の最大幅よりも僅かに小さいため穴部４４が弾性変形しつ
つ挿入が行われ、穴部４４の周囲の部位の復元力を利用して固定部材４が第１突出部２３
６および第２突出部３３６に強固に固定される。以上の作業により直列式軸流ファン１の
組み立てが完了する。
【００５９】
　図１に示す直列式軸流ファン１では第１ハウジング２３および第２ハウジング３３から
固定部材４を取り外すとともに第１軸方向係止部２３７と第２軸方向係止部３３７との係
合を解除することにより、第１ハウジング２３と第２ハウジング３３との分離時における
これらの係合構造の損傷が防止（または、抑制）される。これにより、一度組み立てられ
た直列式軸流ファン１を容易に分離して第１軸流ファン２および第２軸流ファン３を再利
用することができる。
【００６０】
　以上、第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１の構造および組み立ての流れについ
て説明したが、直列式軸流ファン１では、第１軸方向係止部２３７および第２軸方向係止
部３３７にて第１ハウジング２３と第２ハウジング３３とを仮固定した後に固定部材４を
第１ハウジング２３および第２ハウジング３３に固定することにより、第１ハウジング２
３を第２ハウジング３３に容易かつ強固に固定することができる。特に、直列式軸流ファ
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ン１が大型であっても十分な強度が確保される。固定部材４は中心軸Ｊ１を挟む第１ハウ
ジング２３の一対の角部２３５１，２３５３および第２ハウジング３３の一対の角部３３
５１，３３５３に設けられるため、第１ハウジング２３が第２ハウジング３３に安定して
固定される。
【００６１】
　また、直列式軸流ファン１では穴部４４を設けるだけの簡易な構造の固定部材４により
、第２ハウジング３３の角部３３５１，３３５３に対する第１ハウジング２３の角部２３
５１，２３５３の中心軸Ｊ１に平行な方向の当接状態を固定するとともに周方向の移動を
防止することができる。固定部材４は樹脂により形成されるため、固定部材４の取り付け
時に第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の損傷が防止または抑制される。フラ
ンジ部５では固定部材４に溝部４５を設けることにより第１ハウジング２３および第２ハ
ウジング３３の貫通穴２３４，３３４が塞がれてしまうことが容易に防止される。固定部
材４並びに第１軸方向係止部２３７および第２軸方向係止部３３７は第１ハウジング２３
の角部２３５１～２３５４および第２ハウジング３３の角部３３５１～３３５４にてフラ
ンジ状の部位に設けられるため、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の内側の
エアの流路の大きさに影響しないことから静圧－風量特性が低下することが防止される。
【００６２】
　図１２は第２の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ａを示す斜視図であり、図１３は
第１軸流ファン２の第１ハウジング２３ａの斜視図である。図１２および図１３に示すよ
うに、第１ハウジング２３ａでは図３に示す第１ハウジング２３の角部２３５２に対応す
る角部（図１２および図１３中の手前側の同符号を付す角部）および角部２３５４に対応
する角部（図１２および図１３において奥側の隠れている角部）にて、第１ハウジング２
３の第１軸方向係止部２３７とは形状の異なる凹部（係合部）である第１軸方向係止部２
３７ａが設けられる。
【００６３】
　図１４は第２軸流ファン３の第２ハウジング３３ａの斜視図である。図１２および図１
４に示すように、第２ハウジング３３ａでは図４に示す第２ハウジング３３の角部３３５
２，３３５４に対応する角部（図１２および図１４中の手前側および奥側の同符号を付す
角部）にて、第２ハウジング３３の第２軸方向係止部３３７とは形状の異なる凸部（係合
部）である第２軸方向係止部３３７ａが設けられる。直列式軸流ファン１ａの他の構造は
第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１と同様であり、同様の構成には同符号を付し
て説明する。
【００６４】
　図１５は図１２に示す直列式軸流ファン１ａの角部２３５２，３３５２を拡大して示す
平面図である。図１３に示す第１ハウジング２３ａの中心軸Ｊ１を挟む一対の角部２３５
２，２３５４の第１軸方向係止部２３７ａは中心軸Ｊ１に平行に伸びるように形成され、
図１５に示すように、平面視した際の第１軸方向係止部２３７ａの形状は中心軸Ｊ１を中
心とする径方向内方に向かって窪むＵ字状とされる。第１軸方向係止部２３７ａの内側面
では、中心軸Ｊ１を中心とする周方向における両側の領域（周方向に垂直な領域）のうち
径方向外方に位置する部位は、下部に互いに近づく方向に突出する段差部２３７３（図１
５では下部を破線にて示している。）を有する。以下の説明では、第１軸方向係止部２３
７ａの段差部２３７３よりも径方向内方にて角部を軸方向に貫通する部位を「内側貫通部
２３７４」と呼ぶ。
【００６５】
　図１４に示す第２ハウジング３３ａの中心軸Ｊ１を挟む一対の角部３３５２，３３５４
の第２軸方向係止部３３７ａは中心軸Ｊ１に平行に突出するように形成され、図１５に示
すように、第２軸方向係止部３３７ａの径方向の幅Ｄ１は第１ハウジング２３ａの段差部
２３７３の径方向の幅Ｄ２にほぼ等しくされるとともに第１ハウジング２３ａの内側貫通
部２３７４の径方向の幅（円弧状の部位を除く）Ｄ３以下とされる。図１４に示すように
、第２軸方向係止部３３７ａの先端３３７３は下部よりも中心軸Ｊ１を中心とする周方向
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における両側に僅かに突出するとともに下方に向かって幅が漸次増大する形状とされる。
図１５に示すように、先端３３７３の周方向の幅（正確には、中心軸Ｊ１および径方向に
垂直な方向の幅、以下同様。）Ｗ１は段差部２３７３の下部の周方向の幅Ｗ２よりも大き
く、かつ、段差部２３７３の上部の周方向の幅および内側貫通部２３７４（円弧状の部位
を除く）の周方向の幅以下とされる。
【００６６】
　図１２に示すように、第１ハウジング２３ａおよび第２ハウジング３３ａの手前側およ
び奥側の角部２３５２，２３５４，３３５２，３３５４（角部２３５４，３３５４は背後
に隠れている。）では、第１ハウジング２３ａの第１軸方向係止部２３７ａの段差部２３
７３（図１５参照）に第２ハウジング３３ａの第２軸方向係止部３３７ａが嵌り合う（す
なわち、第１軸方向係止部２３７ａと第２軸方向係止部３３７ａとが係合する。）。これ
により、第２ハウジング３３ａの上端部３３１に対して第１ハウジング２３ａの下端部２
３２が、中心軸Ｊ１に平行な方向の移動および第１ハウジング２３ａの一対の角部２３５
１，２３５３（図１２中の左側および右側の角部）が並ぶ方向への移動が防止されるよう
に係止される。また、図１５に示すように、第２軸方向係止部３３７ａの径方向内方を向
く側面および第１軸方向係止部２３７ａの内側貫通部２３７４の内側面により貫通穴が形
成される。
【００６７】
　図１３に示すように、第１ハウジング２３ａの中心軸Ｊ１を挟む一対の角部２３５１，
２３５３では、径方向外方に突出する第１突出部２３６が設けられ、図４に示すように、
第１突出部２３６の先端２３６１は径方向外方に向かって中心軸Ｊ１を中心とする周方向
の幅が増大する幅広部２３６２を有する。
【００６８】
　図１４に示す第２ハウジング３３ａの中心軸Ｊ１を挟む一対の角部３３５１，３３５３
では、第１ハウジング２３ａの第１突出部２３６（図１３参照）に当接するとともに中心
軸Ｊ１を中心とする径方向外方に突出する第２突出部３３６が設けられ、第１ハウジング
２３ａの第１突出部２３６と同様に、第２突出部３３６の先端３３６１が径方向外方に向
かって中心軸Ｊ１を中心とする周方向の幅が増大する幅広部３３６２を有する。
【００６９】
　図１２に示すように、第１ハウジング２３ａの角部２３５１，２３５３および第２ハウ
ジング３３ａの角部３３５１，３３５３にて第１ハウジング２３ａの第１突出部２３６お
よび第２ハウジング３３ａの第２突出部３３６が固定部材４に挿入され、第１突出部２３
６および第２突出部３３６の先端２３６１，３３６１が固定部材４の側部４３に挟まれる
。これにより、第１ハウジング２３ａの下端部２３２の一対の角部２３５２，２３５４（
図１２中の手前側および奥側の角部）が並ぶ方向への第２ハウジング３３ａの上端部３３
１に対する第１ハウジング２３ａの下端部２３２の移動を防止するように第２ハウジング
３３ａの上端部３３１に対して第１ハウジング２３ａの下端部２３２が係止される。さら
に、固定部材４の上部４１および下部４２が第１突出部２３６および第２突出部３３６を
挟み込んで第１ハウジング２３ａの角部２３５１，２３５３と第２ハウジング３３ａの角
部３３５１，３３５３との中心軸Ｊ１に平行な方向における当接状態が固定される。
【００７０】
　このように、直列式軸流ファン１ａでは２つの固定部材４の第１ハウジング２３ａおよ
び第２ハウジング３３ａへの取付および第１軸方向係止部２３７ａと第２軸方向係止部３
３７ａとの係合により第２ハウジング３３ａの上端部３３１に対して第１ハウジング２３
ａの下端部２３２が中心軸Ｊ１に平行な方向において固定されるとともに中心軸Ｊ１に垂
直な全ての方向において固定される。
【００７１】
　第１ハウジング２３ａと第２ハウジング３３ａとの接続の際には、図１３に示す第１ハ
ウジング２３ａの外形２３３と図１４に示す第２ハウジング３３ａの外形３３３とが中心
軸Ｊ１に平行な方向に一致するように第１ハウジング２３ａと第２ハウジング３３ａとを
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互いに対向させ、第１ハウジング２３ａを第２ハウジング３３ａに向かって近づけて第１
ハウジング２３ａの下端部２３２と第２ハウジング３３ａの上端部３３１とが互いに中心
軸Ｊ１に平行な方向に当接する。
【００７２】
　このとき、第１ハウジング２３ａの角部２３５２，２３５４および第２ハウジング３３
ａの角部３３５２，３３５４では、図１５に示す第２軸方向係止部３３７ａが第１軸方向
係止部２３７ａの段差部２３７３に向かって下方から挿入される。第２軸方向係止部３３
７ａにより第１軸方向係止部２３７ａの段差部２３７３が周方向に広がるように弾性変形
するとともに、第２軸方向係止部３３７ａが上方に移動して第１軸方向係止部２３７ａの
段差部２３７３に中心軸Ｊ１に平行な方向において係合する。さらに、第１軸方向係止部
２３７ａは段差部２３７３に周方向（すなわち、図１２中の一対の角部２３５１，２３５
３が並ぶ方向）においても係合するため、第１ハウジング２３ａおよび第２ハウジング３
３ａでは固定部材４（図６参照）を取り付ける前の第２ハウジング３３ａに対する第１ハ
ウジング２３ａの位置合わせが容易に行われる。
【００７３】
　次に、図１１の場合と同様に、互いに重なり合う第１突出部２３６および第２突出部３
３６に向かって中心軸Ｊ１に垂直な方向に固定部材４がスライドされるようにして第１突
出部２３６および第２突出部３３６の幅広部２３６２，３３６２が穴部４４に挿入される
。このとき、穴部４４の周方向の幅は幅広部２３６２，３３６２の幅よりも僅かに小さい
ため穴部４４が弾性変形し、穴部４４の周囲の部位の復元力を利用して固定部材４が第１
突出部２３６および第２突出部３３６に強固に固定される。以上の作業により、直列式軸
流ファン１ａの組み立てが完了する。
【００７４】
　図１２に示す直列式軸流ファン１ａの第１ハウジング２３ａと第２ハウジング３３ａと
を分離する際には、直列式軸流ファン１ａから固定部材４を取り外すとともに、角部２３
５２，３３５２において図１５に示す第２軸方向係止部３３７ａを第１軸方向係止部２３
７ａの内側貫通部２３７４に向かって移動させるとともに、角部２３５４，３３５４（図
１２中の奥側の角部）の第２軸方向係止部３３７ａを内側貫通部２３７４から離れる方向
に移動する。これにより、第１軸方向係止部２３７ａと第２軸方向係止部３３７ａとの係
合が解除される。
【００７５】
　既述のように第２軸方向係止部３３７ａの先端３３７３の径方向および周方向の幅は内
側貫通部２３７４（円弧状の部位を除く）の径方向および周方向の幅よりも小さいため、
図１３に示す第１ハウジング２３ａが図１４に示す第２ハウジング３３ａに対して上方に
移動することにより第１ハウジング２３ａおよび第２ハウジング３３ａが分離される。こ
のように、直列式軸流ファン１ａは第１ハウジング２３ａおよび第２ハウジング３３ａを
損傷することなく第１軸流ファン２と第２軸流ファン３とを容易に分離可能な構造となっ
ている。
【００７６】
　なお、仮に、図１３に示す第１軸方向係止部２３７ａを中心軸Ｊ１に垂直な面内にてス
ライドして図１４に示す第２軸方向係止部３３７ａに係合しようとすると、２つの第２軸
方向係止部３３７ａの一方を対応する第１軸方向係止部２３７ａの内側貫通部２３７４（
図１５参照）内に挿入した上で他方の第２軸方向係止部３３７ａを第１軸方向係止部２３
７ａに正確に径方向に対向させる必要があり、作業が煩雑となるため、第１軸方向係止部
２３７ａを中心軸Ｊ１に垂直な面内にスライドして第２軸方向係止部３３７ａに係合させ
ることは行われない。
【００７７】
　第２の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ａにおいても、第１ハウジング２３ａと第
２ハウジング３３ａとを仮固定した後に固定部材４を第１ハウジング２３ａおよび第２ハ
ウジング３３ａに固定することにより、第２ハウジング３３ａに第１ハウジング２３ａが
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容易かつ強固に固定される。固定部材４は中心軸Ｊ１を挟む第１ハウジング２３ａの一対
の角部２３５１，２３５３および第２ハウジング３３ａの一対の角部３３５１，３３５３
に設けられるため、第１ハウジング２３ａが第２ハウジング３３ａに安定して固定される
。
【００７８】
　図１６は第３の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ｂの斜視図である。図１７は第１
ハウジング２３ｂの斜視図であり、第１ハウジング２３ｂを下端部２３２が見えるように
描いている。図１７に示すように、第１ハウジング２３ｂは図３に示す第１ハウジング２
３の角部２３５２に対応する角部２３５２に図３に示すものとは形状が異なる凹部（係合
部）である第１軸方向係止部２３８１を備え、第１軸方向係止部２３８１には側面の下端
において中心軸Ｊ１を中心とする矢印９１にて示す周方向に向かって僅かに突出する突出
部２３８１ａが設けられる。
【００７９】
　また、第１ハウジング２３ｂは第１ハウジング２３の角部２３５４に対応する角部２３
５４に中心軸Ｊ１を中心とする周方向に並ぶ２つの凸部２３８２ａ（係合部）により構成
される第１軸方向係止部２３８２をさらに備え、２つの凸部２３８２ａの形状はそれぞれ
、下端が互いに向かい合う方向に突出するＬ字状とされる。
【００８０】
　図１８は第２ハウジング３３ｂの斜視図である。第２ハウジング３３ｂは図５に示す第
２ハウジング３３の角部３３５２に対応する角部３３５２に図５に示すものとは異なる形
状の凸部（係合部）である第２軸方向係止部３３８１を備え、第２軸方向係止部３３８１
の先端３３８１ａは矢印９１にて示す方向とは反対方向に突出する。また、第２ハウジン
グ３３ｂは第２ハウジング３３の角部３３５４に対応する角部３３５４に中心軸Ｊ１を中
心とする周方向に並ぶ２つの凹部３３８２ａ（係合部）により構成される第２軸方向係止
部３３８２をさらに備え、２つの凹部３３８２ａを正面から見た場合の形状は第１ハウジ
ング２３ｂの凸部２３８２ａに対応するように下端が互いに近づく方向に伸びるＬ字状と
される。直列式軸流ファン１ｂの他の構造は第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１
と同様であり、同様の構成には同符号を付している。
【００８１】
　図１６に示すように、直列式軸流ファン１ｂでは、角部２３５２，３３５２において第
１軸方向係止部２３８１が第２軸方向係止部３３８１に係合し、第１軸方向係止部２３８
１の突出部２３８１ａと第２軸方向係止部３３８１の先端３３８１ａとが上下方向に当接
することにより第２ハウジング３３ｂに対して第１ハウジング２３ｂが、中心軸Ｊ１に平
行な方向の移動が防止されるように係止される。また、第２軸方向係止部３３８１は第１
軸方向係止部２３８１の周方向における両側の側部に当接して第２ハウジング３３ｂに対
する第１ハウジング２３ｂの中心軸Ｊ１を中心とする相対的な回転が係止される。
【００８２】
　図１７および図１８に示す角部２３５４，３３５４では、第１軸方向係止部２３８２の
凸部２３８２ａが第２軸方向係止部３３８２の凹部３３８２ａに係合し、第２ハウジング
３３ｂに対して第１ハウジング２３ｂが、中心軸Ｊ１に平行な方向の移動が防止されるよ
うに係止される。さらに、２つの凸部２３８２ａの周方向における内側の部位が２つの凹
部３３８２ａの間の部位に当接するため、第２ハウジング３３ｂに対して第１ハウジング
２３ｂが、中心軸Ｊ１を中心とする相対的な回転が防止されるように係止される。
【００８３】
　第１ハウジング２３ｂと第２ハウジング３３ｂとの接続の際には、まず、図１７に示す
第１ハウジング２３ｂの下端部２３２に対して図１８に示す第２ハウジング３３ｂの上端
部３３１が第１ハウジング２３ｂの一対の角部２３５２，２３５４が並ぶ方向にずれて配
置される。次に、図１９に示すように、第２ハウジング３３ｂの上端部３３１に対して第
１ハウジング２３ｂの下端部２３２が第１ハウジング２３ｂの一対の角部２３５２，２３
５４が並ぶ方向（図１９中に矢印９２にて示す方向）に移動する。
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【００８４】
　そして、第１ハウジング２３ｂの角部２３５２および第２ハウジング３３ｂの角部３３
５２では、第１軸方向係止部２３８１と第２軸方向係止部３３８１とが嵌り合い、第１軸
方向係止部２３８１と第２軸方向係止部３３８１とが中心軸Ｊ１に平行な方向および一対
の角部２３５１，２３５３が並ぶ方向において係合する。第１ハウジング２３ｂの角部２
３５４および第２ハウジング３３ｂの角部３３５４（図１９における奥側の角部）では、
図１７および図１８に示す第１軸方向係止部２３８２と第２軸方向係止部３３８２とが嵌
り合い、第１軸方向係止部２３８２の凸部２３８２ａと第２軸方向係止部３３８２の凹部
３３８２ａとが中心軸Ｊ１に平行な方向および第１ハウジング２３ｂの一対の角部２３５
１，２３５３が並ぶ方向において係合する。
【００８５】
　その後、図１１の場合と同様に、図１６に示すように、互いに重なり合う第１ハウジン
グ２３ｂの第１突出部２３６および第２ハウジング３３ｂの第２突出部３３６が固定部材
４の穴部４４に挿入され、第１ハウジング２３ｂの角部２３５１，２３５３および第２ハ
ウジング３３ｂの角部３３５１，３３５３が固定部材４により固定される。
【００８６】
　以上のように、固定部材４の第１ハウジング２３ｂおよび第２ハウジング３３ｂへの取
付、並びに、第１軸方向係止部２３８１と第２軸方向係止部３３８１との係合および第１
軸方向係止部２３８２と第２軸方向係止部３３８２との係合により、第２ハウジング３３
ｂに対して第１ハウジング２３ｂが中心軸Ｊ１に平行な方向および中心軸Ｊ１に垂直な全
ての方向に固定される。第３の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ｂにおいても、固定
部材４により第２ハウジング３３ｂに第１ハウジング２３ｂを容易かつ強固に固定するこ
とができる。また、第１ハウジング２３ｂの角部２３５２，２３５４に設けられる第１軸
方向係止部２３８１，２３８２が互いに異なる形状であるため、第１ハウジング２３ｂを
第２ハウジング３３ｂに取り付ける際に取付方向の間違いが防止される（いわゆるバカヨ
ケが実現される。）。
【００８７】
　なお、直列式軸流ファン１ｂの第１ハウジング２３ｂと第２ハウジング３３ｂとを分離
する際には、図１６に示す固定部材４が取り外されるとともに図１９中の矢印９２にて示
す方向とは反対方向に第２ハウジング３３ｂに対して第１ハウジング２３ｂを移動するこ
とにより、図１７に示す第１軸方向係止部２３８１，２３８２と図１８に示す第２軸方向
係止部３３８１，３３８２との係合が解除される。
【００８８】
　図２０は第４の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ｃを示す斜視図である。直列式軸
流ファン１ｃの第１ハウジング２３では、図３に示す第１ハウジング２３の角部２３５２
，２３５４に対応する角部にて第１軸方向係止部２３７が省略され、全ての角部２３５１
～２３５４に突出部２３６が形成される。第２ハウジング３３においても、図５に示す第
２ハウジング３３の角部３３５２，３３５４に対応する角部にて第２軸方向係止部３３７
が省略され、全ての角部３３５１～３３５４に突出部３３６が形成される。そして、突出
部２３６，３３６の４つの組み合わせに４つの固定部材４が取り付けられる。直列式軸流
ファン１ｃの他の構造は第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１と同様である。
【００８９】
　４つの固定部材４のうち第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の角部２３５１
，２３５３，３３５１，３３５３（図２０中の左側および右側の角部）の２つの固定部材
４は、第１ハウジング２３の角部２３５１と第２ハウジング３３の角部３３５１との中心
軸Ｊ１に平行な方向における当接状態および第１ハウジング２３の角部２３５３と第２ハ
ウジング３３の角部３３５３との中心軸Ｊ１に平行な方向における当接状態を固定する。
すなわち、２つの固定部材４により第１ハウジング２３の下端部２３２の一対の角部２３
５１，２３５３に対して第２ハウジング３３の上端部３３１の一対の角部３３５１，３３
５３が中心軸Ｊ１に平行な方向において固定される。さらに、当該２つの固定部材４によ



(18) JP 5004022 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

り第１ハウジング２３の他の一対の角部２３５２，２３５４（図２０中の手前側および奥
側の角部）が並ぶ方向における第２ハウジング３３の上端部３３１に対する第１ハウジン
グ２３の下端部２３２の移動が防止されるように第２ハウジング３３に対して第１ハウジ
ング２３が係止される。
【００９０】
　また、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の角部２３５２，２３５４，３３
５２，３３５４に設けられる他の２つ固定部材４は、第１ハウジング２３の角部２３５２
と第２ハウジング３３の角部３３５２との中心軸Ｊ１に平行な方向における当接状態およ
び第１ハウジング２３の角部２３５４と第２ハウジング３３の角部３３５４との中心軸Ｊ
１に平行な方向における当接状態を固定する。さらに、当該他の２つの固定部材４により
第１ハウジング２３の角部２３５１，２３５３が並ぶ方向における第２ハウジング３３の
上端部３３１に対する第１ハウジング２３の下端部２３２の移動が防止されるように第２
ハウジング３３の上端部３３１に対して第１ハウジング２３の下端部２３２が係止される
。その結果、直列式軸流ファン１ｃでは、固定部材４により第２ハウジング３３の上端部
３３１に対して第１ハウジング２３の下端部２３２が中心軸Ｊ１に平行な方向および中心
軸Ｊ１に垂直な全ての方向に強固かつ安定して固定される。
【００９１】
　なお、第１ハウジング２３と第２ハウジング３３とを接続する際には、第１ハウジング
２３の外形２３３と第２ハウジング３３の外形３３３とを中心軸Ｊ１に平行な方向に一致
させつつ第１ハウジング２３の下端部２３２と第２ハウジング３３の上端部３３１とが互
いに当接され、その後、固定部材４が取り付けられる。
【００９２】
　図２１は直列式軸流ファン１の固定部材を有するフランジ部５の他の例を示す平面図で
あり、固定部材４ａと第１ハウジング２３とを分離して示している。図２１に示すように
、第１ハウジング２３の第１突出部２３６の先端２３６１は幅方向の両側に中心軸Ｊ１（
図１参照）に平行かつ径方向内方を向く２つの面２３６３ａを有する幅広部２３６３を有
する。同様に、第２ハウジング３３の第２突出部３３６（図５参照）の先端においても幅
方向の両側に中心軸Ｊ１に平行かつ径方向内方を向く２つの面を有する幅広部が設けられ
る。また、固定部材４ａでは、側部４３が中心軸Ｊ１に平行かつ径方向外方を向く面４３
１を有する。
【００９３】
　第１突出部２３６および第２突出部３３６に固定部材４ａが弾性変形しつつ取り付けら
れると、固定部材４ａの側部４３の面４３１が、第１突出部２３６の幅広部２３６３の面
２３６３ａおよび第２突出部３３６の幅広部の同様の面に径方向において当接する。これ
により、図１中の第１ハウジング２３の角部２３５１，２３５３が並ぶ方向（すなわち、
固定部材４ａが並ぶ方向）への第２ハウジング３３の上端部３３１に対する第１ハウジン
グ２３の下端部２３２の移動が防止されるように第２ハウジング３３の上端部３３１に対
して第１ハウジング２３の下端部２３２が係止される。さらに、固定部材４ａの側部４３
が第１突出部２３６および第２突出部３３６を周方向における両側から挟み込むため、図
１中の第１ハウジング２３の一対の角部２３５２，２３５４が並ぶ方向においても第２ハ
ウジング３３に対する第１ハウジング２３の移動が防止されるように第２ハウジング３３
に対して第１ハウジング２３が係止される。このように、図２１に示すフランジ部５を有
する直列式軸流ファン１では、２つの固定部材４ａが第２ハウジング３３の上端部３３１
に対して第１ハウジング２３の下端部２３２を中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向において固
定する。
【００９４】
　また、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３を分離する際には固定部材４ａを
破壊することにより第１ハウジング２３および第２ハウジング３３から固定部材４ａが取
り外される。この場合であっても、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の損傷
が防止されるため、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３の再利用が可能となる
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。第１ハウジング２３および第２ハウジング３３に対する固定部材４ａの固定強度は固定
部材４ａの破壊強度に等しく、固定部材４ａが第１ハウジング２３および第２ハウジング
３３に強固に固定されるため第１ハウジング２３および第２ハウジング３３から固定部材
４ａが外れてしまうことが確実に防止される。なお、固定部材４ａにより第２ハウジング
３３に対する第１ハウジング２３の中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向の移動が防止されるよ
うに第２ハウジング３３に対する第１ハウジング２３の係止が実現されるため、図３に示
す第１ハウジング２３の角部２３５２，２３５４の第１軸方向係止部２３７および図４に
示す第２ハウジング３３の角部３３５２，３３５４の第２軸方向係止部３３７は省略され
てもよい。
【００９５】
　図２２は直列式軸流ファン１の固定部材を有するフランジ部５のさらに他の例を示す平
面図であり、図２１に対応する。第１ハウジング２３では第１突出部２３６の先端２３６
１の上面の中央に微小な凹部２３６４が設けられ、同様に、第２ハウジング３３では突出
部３３６の先端３３６１（図５参照）の下面の中央に微小な凹部が設けられる。固定部材
４ｂの上部４１の下面および下部４２（図６参照）の上面には、２つの側部４３の間にお
いて微小な凸部４６が設けられる。
【００９６】
　図２３は、固定部材４ｂが第１ハウジング２３および第２ハウジング３３に取り付けら
れた状態における固定部材４ｂの上部４１と第１ハウジング２３の第１突出部２３６とを
周方向に垂直な面で切断した断面図である。固定部材４ｂの上部４１の凸部４６は第１突
出部２３６の凹部２３６４に係合し、同様に、固定部材４ｂの下部４２（図６参照）の凸
部は第２突出部３３６の凹部に係合する。固定部材４ｂを利用することにより、図１に示
す第２ハウジング３３に第１ハウジング２３が容易に固定されるとともに第２ハウジング
３３に対して第１ハウジング２３が中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向において固定される。
【００９７】
　図２４は直列式軸流ファン１の固定部材を有するフランジ部５のさらに他の例を示す斜
視図であり、第１ハウジング２３の角部２３５１および第２ハウジング３３の角部３３５
１におけるフランジ部５を示している。第１ハウジング２３の対角方向の一対の角部２３
５１，２３５３（図３参照）では第１突出部２３６が省略され、図２４に示すように、フ
ランジ状の部位は、外側面が第１ハウジング２３の外形２３３（図３参照）に沿う形状と
される。第２ハウジング３３の角部３３５１，３３５３（図５参照）においても第２突出
部３３６が省略され、フランジ状の部位は、外側面が第２ハウジング３３の外形３３３（
図５参照）に沿う形状とされる。
【００９８】
　また、角部２３５１，３３５１のフランジ部５では、樹脂製の固定部材４に代えて金属
製の固定部材４ｃが取り付けられ、固定部材４ｃは略矩形状の板材が第１ハウジング２３
の角部２３５１の外側面および第２ハウジング３３の角部３３５１の外側面に沿って折り
曲げられた形状となっている。同様に、角部２３５３，３３５３（図１参照）においても
固定部材４ｃと同形状のものが取り付けられる。
【００９９】
　固定部材４ｃの四隅には第１ハウジング２３のフランジ状の部位の上面および第２ハウ
ジング３３のフランジ状の部位の下面に沿って内側へと突出する４つの突出部４７が設け
られ、上方に位置する２つの突出部４７は下方に向かって突出する凸部４７１を有し、下
方に位置する２つの突出部４７は上方に向かって突出する凸部４７２を有する。
【０１００】
　図２５は図２４中の左上に位置する突出部４７および第１ハウジング２３を外側面に垂
直かつ中心軸Ｊ１（図１参照）に平行な面にて切断した断面図である。第１ハウジング２
３には固定部材４ｃの凸部４７１に対応する位置に下方に向かって窪む凹部２３９が形成
されており、固定部材４ｃが中心軸Ｊ１に垂直な方向にスライドされつつ第１ハウジング
２３および第２ハウジング３３に取り付けられると、凸部４７１は凹部２３９に嵌り合う
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。同様に、第２ハウジング３３には図２４に示す固定部材４ｃの下側の凸部４７２に対応
する位置に上方に向かって窪む凹部が形成されており、凸部４７２は当該凹部に嵌り合う
。
【０１０１】
　これにより、第２ハウジング３３に対して第１ハウジング２３が中心軸Ｊ１に平行な方
向および中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向において固定され、固定部材４ｃにより第１ハウ
ジング２３および第２ハウジング３３が容易かつ強固に固定される。
【０１０２】
　図２６は第５の実施の形態に係る直列式軸流ファン１ｄの第１ハウジング２３ｃおよび
第２ハウジング３３ｃの斜視図であり、第１ハウジング２３ｃの内側の第１インペラ２１
の形状を二点鎖線にて示している。直列式軸流ファン１ｄは、第１の実施の形態に係る直
列式軸流ファン１の第１ハウジング２３および第２ハウジング３３とは異なる形状の第１
ハウジング２３ｃおよび第２ハウジング３３ｃを有し、第１ハウジング２３ｃの下端部お
よび第２ハウジング３３ｃの上端部には手前側および奥側の２箇所に固定部材４ｄ（奥側
の固定部材４ｄは背後に隠れている。）が取り付けられる。その他の構造は第１の実施の
形態に係る直列式軸流ファン１と同様である。
【０１０３】
　図２７は、中心軸Ｊ１を含むとともに図２６中の手前側から奥側に向かって広がる面に
て第１ハウジング２３ｃおよび第２ハウジング３３ｃを切断した断面図である。第１ハウ
ジング２３ｃは中心軸Ｊ１を中心とする円筒部６１、円筒部６１の上端から上方に向かっ
て図２６中の手前側および奥側に傾斜する２つの上側拡径部６２１、円筒部６１の下端か
ら下方に向かって図２６中の手前側および奥側に傾斜する２つの下側拡径部６２２を備え
、図２６に示すように、第１ハウジング２３ｃは２つの上側拡径部６２１の間および２つ
の下側拡径部６２２の間に位置して中心軸Ｊ１に平行に伸びる薄肉部６３をさらに備える
。
【０１０４】
　図２７に示すように、第１ハウジング２３ｃの上側拡径部６２１および下側拡径部６２
２は中心軸Ｊ１に垂直な方向に広がる端部６２１１，６２２１を有する。図２６に示す手
前側の上側拡径部６２１では端部６２１１の中央に直列式軸流ファン１ｄを所定の装置に
固定する際に利用される中心軸Ｊ１に平行に伸びる貫通穴６４が設けられ、奥側の上側拡
径部６２１および下側拡径部６２２では端部６２１１，６２２１の周方向の両端に貫通穴
６４が設けられる。また、手前側の下側拡径部６２２の端部６２２１の中央では後述する
ように、固定部材４ｄと共に貫通穴６４が形成される。
【０１０５】
　図２７に示すように、第２ハウジング３３ｃは第１ハウジング２３ｃとほぼ同形状であ
り、中心軸Ｊ１を中心とする円筒部７１、円筒部７１の上端から図２６中の手前側および
奥側に傾斜する２つの上側拡径部７２１、円筒部７１の下端から図２６中の手前側および
奥側に傾斜する２つの下側拡径部７２２、および、図２６に示すように、２つの上側拡径
部７２１の間および２つの下側拡径部７２２の間に位置して中心軸Ｊ１に平行に伸びる薄
肉部７３を備える。
【０１０６】
　図２７に示すように、第２ハウジングの上側拡径部７２１および下側拡径部７２２は、
中心軸Ｊ１に垂直な方向に広がる端部７２１１，７２２１を有する。図２６に示すように
、手前側の下側拡径部７２２では端部７２２１の中央に第１ハウジング２３ｃと同様に中
心軸Ｊ１に平行に伸びる貫通穴７４が設けられ、奥側の上側拡径部７２１および下側拡径
部７２２では端部７２１１，７２２１のそれぞれの両端に貫通穴７４が設けられる。また
、手前側の上側拡径部７２１の端部７２１１の中央では後述するように、固定部材４ｄと
共に（貫通穴６４に連続する）貫通穴７４が形成される。
【０１０７】
　図２８は固定部材４ｄの斜視図である。固定部材４ｄは中心軸Ｊ１（図２６参照）に平
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行に伸びる側部４３、側部４３から中心軸Ｊ１に垂直な方向に伸びる上部４１および下部
４２、並びに、上部４１および下部４２が中心軸Ｊ１に平行な方向に切り欠かれて形成さ
れる半円筒状の溝部４５を備え、上部４１の先端の幅方向の両側には下側に向かって突出
する凸部４１１が設けられ、下部４２の先端の幅方向の両側には上側に向かって突出する
凸部４２１が設けられる（図２８中の右側の凸部４１１，４２１は側部４３の背後に隠れ
ている。）。
【０１０８】
　図２９は図２６中の手前側の固定部材４ｄが取り付けられる位置における第１ハウジン
グ２３ｃの下側拡径部６２２の端部６２２１および第２ハウジング３３ｃの上側拡径部７
２１の端部７２１１を拡大して示す図である。第１ハウジング２３ｃの端部６２２１には
中心軸Ｊ１（図２６参照）に平行に切欠かれた切欠部６２３が設けられ、切欠部６２３の
下部には中心軸Ｊ１を中心とする径方向外方に突出する突出部６２３１が設けられる。
【０１０９】
　突出部６２３１は中央に中心軸Ｊ１に平行に伸びる貫通穴６２３１ａおよび突出部６２
３１の上面の周方向における両側に微小な凹部６２３１ｂ（図２９中の左側の凹部６２３
１ｂは端部６２２１に隠れている。）を備える。図２６中の奥側に位置する第１ハウジン
グ２３ｃの下側拡径部６２２においても、図２９に示すように、貫通穴６２３１ａおよび
凹部６２３１ｂを有する突出部６２３１が端部６２２１の切欠部６２３内に設けられる。
【０１１０】
　図２９に示すように、第２ハウジング３３ｃの上側拡径部７２１の端部７２１１には切
欠部６２３と重なる位置に中心軸Ｊ１に平行に切欠かれた切欠部７２３が設けられ、切欠
部７２３の上部には径方向外方に突出する突出部７２３１が設けられる。突出部７２３１
の中央には上方の突出部６２３１の貫通穴６２３１ａに重なる貫通穴（図２９中では突出
部７２３１の下側に隠れている。）が形成され、突出部７２３１の下面の周方向における
両側には微小な凹部（図２９中では突出部７２３１の下側に隠れている。）が設けられる
。図２６中の奥側に位置する第２ハウジング３３ｃの上側拡径部７２１においても、図２
９に示すように、貫通穴および凹部を有する突出部７２３１が端部７２１１の切欠部７２
３内に設けられる。
【０１１１】
　図３０は図２６中の手前側の固定部材４ｄの凸部４１１，４２１の位置にて直列式軸流
ファン１ｄを中心軸Ｊ１を含む面で切断した断面図である。固定部材４ｄは、中心軸Ｊ１
に垂直な方向にスライドされるようにして第１ハウジング２３ｃの突出部６２３１および
第２ハウジング３３ｃの突出部７２３１に取り付けられ、これにより、上部４１の凸部４
１１および下部４２の凸部４２１がそれぞれ、第１ハウジング２３ｃの突出部６２３１の
凹部６２３１ｂおよび第２ハウジング３３ｃの突出部７２３１の凹部７２３１ｂに嵌り合
う。その結果、第１ハウジング２３ｃと第２ハウジング３３ｃとが接続される。
【０１１２】
　固定部材４ｄの側部４３の中心軸Ｊ１に平行な方向（図３０における上下方向）の高さ
は第１ハウジング２３ｃの端部６２２１の高さと第２ハウジング３３ｃの端部７２１１の
高さとの和に等しく、上部４１および下部４２の径方向（図３０中の左右方向）の幅はそ
れぞれ第１ハウジング２３ｃの切欠部６２３の径方向の幅および第２ハウジング３３ｃの
切欠部７２３の径方向の幅に等しくされる。これにより、固定部材４ｄが第１ハウジング
２３ｃの端部６２２１および第２ハウジング３３ｃの端部７２１１からはみ出ないように
される。また、図２８に示す固定部材４ｄの溝部４５、並びに、図２９に示す第１ハウジ
ング２３ｃの切欠部６２３の貫通穴６２３１ａおよび第２ハウジング３３ｃの切欠部７２
３の貫通穴により図２６に示すように上下方向に連続する貫通穴６４，７４が形成される
。
【０１１３】
　第５の実施の形態においても、固定部材４ｄにより第１ハウジング２３ｃと第２ハウジ
ング３３ｃとの接続が容易かつ強固に行われ、第１ハウジング２３ｃと第２ハウジング３
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３ｃとの中心軸Ｊ１に平行な方向の移動、および、中心軸Ｊ１に垂直な方向の移動が防止
されるように第２ハウジング３３ｃに対して第１ハウジング２３ｃが係止される。
【０１１４】
　図３１は第６の実施の形態に係る軸流ファン１ｅを示す斜視図である。軸流ファン１ｅ
は軸流ファン部２ａ、軸流ファン部２ａの中心軸Ｊ１に沿って軸流ファン部２ａのハウジ
ング２５の下端部２５１に当接する風洞部８、および、ハウジング２５と風洞部８との当
接状態を固定する樹脂製の２つの固定部材４を備える。
【０１１５】
　軸流ファン部２ａは第１の実施の形態に係る直列式軸流ファン１の第１軸流ファン２と
同様の構造であり、図３１中の手前側および奥側に位置するハウジング２５の下端部２５
１の対角方向の一対の角部には第１軸流ファン２の第１軸方向係止部２３７と同形状の第
１軸方向係止部２５２が設けられる。風洞部８は平面視した形状が略正方形のフランジ状
の上端部８１および上端部８１に接続される円筒部８２を備え、上端部８１では図５に示
す第２軸流ファン３の上端部３３１と同様に、図３１中の手前側および奥側の対角方向の
一対の角部に第２軸流ファン３の第２軸方向係止部３３７と同形状の第２軸方向係止部８
１１が設けられる。また、ハウジング２５の下端部２５１および風洞部８の上端部８１の
図３１における左右の角部には、図６に示す固定部材４が取り付けられる突出部（図３お
よび図５の符号２３６，３３６参照）が設けられる。円筒部８２の内側面は軸流ファン部
２ａのハウジング２５の下端部２５１における内側面を中心軸Ｊ１に平行な方向に延長し
た形状となっている。
【０１１６】
　軸流ファン１ｅでは、図３１中の左側および右側の角部において２つの固定部材４のそ
れぞれが、中心軸Ｊ１に垂直な方向にスライドされつつハウジング２５の下端部２５１お
よび風洞部８の上端部８１に取り付けられ、取付位置におけるハウジング２５の下端部２
５１と風洞部８の上端部８１との中心軸Ｊ１に平行な方向における当接状態を固定する。
さらに、２つの固定部材４の取付、並びに、図３１中の手前側および奥側の角部における
ハウジング２５の第１軸方向係止部２５２と風洞部８の第２軸方向係止部８１１との係合
により、風洞部８の上端部８１に対してハウジング２５の下端部２５１が中心軸Ｊ１に平
行な方向において固定され、かつ、中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向において固定される。
これにより、ハウジング２５に風洞部８を容易かつ強固に固定することができる。
【０１１７】
　なお、軸流ファン１ｅでは、図２１に示す固定部材４ａが採用されてもよく、この場合
、固定部材４ａが破壊されることによりハウジング２５と風洞部８とが分離される。また
、ハウジング２５と風洞部８との固定は、図３１に示すものには限定されず、例えば、上
記の他の実施の形態における第１ハウジングと第２ハウジングとの様々な固定手法が採用
されてよい。
【０１１８】
　以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、様々な変更が可能である。例えば、上記第１ないし第４の実施の形態
に係る直列式軸流ファン１，１ａ～１ｃおよび第６の実施の形態に係る軸流ファン１ｅで
は、図３２に示すように、固定部材４の中心軸Ｊ１（図１参照）に平行な方向の高さは第
１ハウジング２３の角部および第２ハウジング３３の角部の中心軸Ｊ１に平行な方向の高
さの和に等しくされてもよい。
【０１１９】
　上記第１の実施の形態では、第１ハウジング２３の対角方向の一対の角部２３５１，２
３５３のいずれか一方における第１ハウジング２３と第２ハウジング３３との固定が固定
部材４に代えて第１軸方向係止部２３７および第２軸方向係止部３３７による係合構造に
より行われてもよい。
【０１２０】
　すなわち、第１ハウジング２３および第２ハウジング３３に取り付けられる固定部材４
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は１つのみとされ、固定部材４並びに第１軸方向係止部２３７および第２軸方向係止部３
３７により第１ハウジング２３の一対の角部２３５１，２３５３に対して第２ハウジング
３３の一対の角部３３５１，３３５３が中心軸Ｊ１に平行な方向において固定されてもよ
い（第２，第３および第６の実施の形態においても同様）。このように、直列式軸流ファ
ンでは少なくとも１つの固定部材が設けられることにより第１ハウジングと第２ハウジン
グとの容易かつ強固な固定が実現される。
【０１２１】
　また、第１ハウジング２３の対角方向の一対の角部２３５１，２３５３および第２ハウ
ジング３３の対角方向の一対の角部３３５１，３３５３において、固定部材４に代えて中
心軸Ｊ１に平行な方向にのみ第１ハウジング２３および第２ハウジング３３を固定するク
リップ状の他の固定部材が設けられてもよい。この場合、第１ハウジング２３の２以上の
角部および第２ハウジング３３の対応する角部において中心軸Ｊ１に平行に伸びる突起、
および、当該突起が挿入される円筒状の穴部が設けられ、当該突起と当該穴部との係合に
より第１ハウジング２３が第２ハウジング３３に対して中心軸Ｊ１に垂直な全ての方向に
固定される（第２，第３および第６実施の形態においても同様）。
【０１２２】
　さらに、上記第１の実施の形態では、第１ハウジング２３の第１突出部２３６および第
２ハウジング３３の第２突出部３３６に中心軸Ｊ１を中心とする径方向に伸びるスリット
が設けられてもよく、この場合、固定部材４が第１突出部２３６および第２突出部３３６
に挿入される際に第１突出部２３６の幅広部２３６２および第２突出部３３６の幅広部３
３６２が周方向に狭まる方向に弾性変形して固定部材４が第１ハウジング２３および第２
ハウジング３３に固定される（第５の実施の形態を除く他の実施の形態においても同様）
。
【０１２３】
　上記第２の実施の形態では、第１ハウジング２３ａの下端部２３２と第２ハウジング３
３ａの上端部３３１とが中心軸Ｊ１に平行な方向に当接する際に、第１軸方向係止部２３
７ａが弾性変形して第１軸方向係止部２３７ａと第２軸方向係止部３３７ａとが係合する
が、第１軸方向係止部２３７ａおよび第２軸方向係止部３３７ａの少なくとも一方が弾性
変形して第１軸方向係止部２３７ａと第２軸方向係止部３３７ａとが係合するのであれば
、第１軸方向係止部２３７ａおよび第２軸方向係止部３３７ａの形状は他の形状とされて
もよい。例えば、第２軸方向係止部３３７ａの先端３３７３に中心軸Ｊ１に平行に伸びる
スリットが設けられ、第２軸方向係止部３３７ａが弾性変形することにより第１軸方向係
止部２３７ａと第２軸方向係止部３３７ａとが係合してもよい。
【０１２４】
　上記第５の実施の形態では、貫通穴６４，７４を形成する位置以外の位置において固定
部材４ｄが第１ハウジング２３ｃと第２ハウジング３３ｃとを固定してもよく、固定部材
４ｄの数は３以上であってもよい。また、第１ハウジング２３ｃと第２ハウジング３３ｃ
とを固定する際に、固定部材４ｄと共に上記第１ないし第３の実施の形態における係合構
造が利用されてもよく、この場合、少なくとも１つの固定部材４ｄにより第１ハウジング
２３ｃと第２ハウジング３３ｃとが固定される。
【０１２５】
　第１軸流ファン２および第２軸流ファン３のモータ部を固定するリブは吸気側に設けら
れてもよく、上記実施の形態において第１軸流ファン２が直列式軸流ファンの排気側に配
置され、第２軸流ファン３が吸気側に配置されてもよい。また、固定部材を利用して第１
軸流ファン２と第２軸流ファン３とを固定する手法は３以上の軸流ファンを直列に接続す
る直列式軸流ファンにおける２以上の軸流ファンの接続にも採用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】第１の実施の形態に係る直列式軸流ファンの斜視図である。
【図２】直列式軸流ファンの断面図である。
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【図３】第１ハウジングの斜視図である。
【図４】第１ハウジングの角部の平面図である。
【図５】第２ハウジングの斜視図である。
【図６】固定部材の斜視図である。
【図７】固定部材の斜視図である。
【図８】直列式軸流ファンの角部の平面図である。
【図９】第１ハウジングの角部および第２ハウジングの角部の斜視図である。
【図１０】第１ハウジングの角部および第２ハウジングの角部の斜視図である。
【図１１】第１および第２軸流ファンに固定部材が取り付けられる様子を示す図である。
【図１２】第２の実施の形態に係る直列式軸流ファンの斜視図である。
【図１３】第１ハウジングの斜視図である。
【図１４】第２ハウジングの斜視図である。
【図１５】直列式軸流ファンの角部の平面図である。
【図１６】第３の実施の形態に係る直列式軸流ファンの斜視図である。
【図１７】第１ハウジングの斜視図である。
【図１８】第２ハウジングの斜視図である。
【図１９】第１軸流ファンおよび第２軸流ファンの斜視図である。
【図２０】第４の実施の形態に係る直列式軸流ファンの斜視図である。
【図２１】フランジ部の他の例を示す平面図である。
【図２２】フランジ部の他の例を示す平面図である。
【図２３】第１ハウジングおよび固定部材の断面図である。
【図２４】フランジ部の他の例を示す斜視図である。
【図２５】第１ハウジングおよび固定部材の断面図である。
【図２６】第５の実施の形態に係る直列式軸流ファンの斜視図である。
【図２７】第１ハウジングおよび第２ハウジングの断面図である。
【図２８】固定部材の斜視図である。
【図２９】第１ハウジングの端部および第２ハウジングの端部の斜視図である。
【図３０】第１および第２ハウジング並びに固定部材の断面図である。
【図３１】第６の実施の形態に係る軸流ファンの斜視図である。
【図３２】固定部材の変形例に係るフランジ部の斜視図である。
【符号の説明】
【０１２７】
　１，１ａ～１ｄ　　直列式軸流ファン
　１ｅ　　軸流ファン
　４，４ａ～４ｄ　　固定部材
　５　　フランジ部
　８　　風洞部
　２１　　第１インペラ
　２２　　第１モータ部
　２３，２３ａ～２３ｃ　　第１ハウジング
　２４　　第１支持リブ
　２５　　（軸流ファンの）ハウジング
　３１　　第２インペラ
　３２　　第２モータ部
　３４　　第２支持リブ
　３３，３３ａ～３３ｃ　　第２ハウジング
　４１　　（固定部材の）上部
　４２　　（固定部材の）下部
　４４　　（固定部材の）穴部
　５１　　（フランジ部の）貫通穴
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　８１　　（風洞部の）上端部
　２１１　　第１翼
　２３２　　（第１ハウジングの）下端部
　２３３　　（第１ハウジングの）外形
　２３６　　第１突出部
　２３７，２３７ａ，２３８１，２３８２，２５２　　第１軸方向係止部
　２５１　　（軸流ファンの）下端部
　３１１　　第２翼
　３３１　　（第２ハウジングの）上端部
　３３３　　（第２ハウジングの）外形
　３３６　　第２突出部
　３３７，３３７ａ，３３８１，３３８２，７１１　　第２軸方向係止部
　２３５１～２３５４　　（第１ハウジングの）角部
　２３６１　　（第１突出部の）先端
　２３６２　　（第１突出部の）幅広部
　３３５１～３３５４　　（第２ハウジングの）角部
　３３６１　　（第２突出部の）先端
　３３６２　　（第２突出部の）幅広部
　Ｊ１　　中心軸

【図１】 【図２】
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