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(57)【要約】
【課題】机上、塔型、又は台座型送風機のような床又は
卓上送風機組立体を提供する。
【解決手段】送風機組立体は、ノズル及びノズルを通し
て１次空気流を生成するための手段を含む。ノズルは、
１次空気流を噴出するための少なくとも１つの出口を含
み、かつ開口部を形成し、これを通して形成送風機組立
体の外側からの２次空気流が、噴出された１次空気流に
よって引き込まれ、１次空気流と合わさって合体空気流
を生成する。ノズルが、合体空気流の少なくとも１つの
パラメータを調節するための手段を含む。ノズルは面を
有し、前記面に前記空気流を差し向けるために前記少な
くとも１つの出口が前記面に配置される。前記調節手段
は、前記面に対して移動可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズル及び前記ノズルを通して１次空気流を生成するための手段を含む送風機組立体で
あって、
　前記ノズルが、前記１次空気流を噴出するための少なくとも１つの出口を含み、前記ノ
ズルが開口部を形成し、それを通して送風機組立体の外側からの２次空気流が、前記少な
くとも１つの出口から噴出された前記１次空気流によって引き込まれ、かつ前記１次空気
流と合わさって合体空気流を生成し、
　前記ノズルが、合体空気流の少なくとも１つのパラメータを調節するための手段を含み
、
　前記ノズルは面を有し、前記面に前記空気流を差し向けるために前記少なくとも１つの
出口が前記面に配置されており、
　前記調節手段は、前記面に対して移動可能である、
ことを特徴とする送風機組立体。
【請求項２】
　前記合体空気流の前記少なくとも１つのパラメータは、前記合体空気流のプロフィール
、配向、方向、流量、及び速度のうちの少なくとも１つを含む、ことを特徴とする請求項
１に記載の送風機組立体。
【請求項３】
　前記開口部の大きさ及び形状の少なくとも一方が固定される、ことを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の送風機組立体。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの出口の大きさ、形状、及び位置のうちの少なくとも１つが固定さ
れる、ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの出口の大きさが固定される、ことを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項６】
　前記調節手段は、流れ案内部材を含む、ことを特徴とする請求項１から請求項５のいず
れか１項に記載の送風機組立体。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの空気出口に対する前記流れ案内部材の位置及び配向の少なくとも
一方が、調節可能である、ことを特徴とする請求項６に記載の送風機組立体。
【請求項８】
　前記調節手段は、収容位置と展開位置との間で移動可能である、ことを特徴とする請求
項１から請求項７のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項９】
　前記展開位置において、前記調節手段は、前記面から下流に位置する、ことを特徴とす
る請求項８に記載の送風機組立体。
【請求項１０】
　前記収容位置において、前記調節手段は、前記面の周りに延びる、ことを特徴とする請
求項８又は請求項９に記載の送風機組立体。
【請求項１１】
　前記収容位置において、前記調節手段の少なくとも一部が、前記ノズル内に位置する、
ことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１２】
　前記調節手段は、前記１次空気流を差し向けるために前記少なくとも１つの出口がその
上に配置された前記面に対して内向きにテーパがつけられている、ことを特徴とする請求
項８から請求項１１のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１３】
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　前記展開位置において、前記調節手段は、前記１次空気流を差し向けるために前記少な
くとも１つの出口がその上に配置された前記面から離れるように延びる方向に収束する、
ことを特徴とする請求項８から請求項１２のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１４】
　前記調節手段は、ほぼ環状の形状である、ことを特徴とする請求項１から請求項１３の
いずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１５】
　前記調節手段は、切頭円錐状の形状である、ことを特徴とする請求項１から請求項１４
のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１６】
　前記ノズルは、前記開口部の周りに延びるループ状形をなす、ことを特徴とする請求項
１から請求項１５のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１７】
　前記ノズルは、１次空気流を生成するための前記手段を収容する基部上に装着される、
ことを特徴とする請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の送風機組立体。
【請求項１８】
　前記調節手段は、手動で作動可能である、ことを特徴とする請求項１から請求項１７の
いずれか１項に記載の送風機組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送風機組立体に関する。特に、限定するものではないが、本発明は、机上、
塔型、又は台座型送風機のような床又は卓上送風機組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の家庭用扇風機は、典型的には、軸線の周りで回転するように装着された１組のブ
レード又はベーンと、空気流を発生させるように１組のブレードを回転させるための駆動
装置とを含む。空気流の移動及び循環は、「風冷」又は微風を生成し、結果としてユーザ
は、熱が対流及び蒸発により消散する時に冷却効果を体感する。ブレードは、一般的に、
ユーザが扇風機の使用中に回転ブレードと接触状態になるのを防止しながら、空気流がハ
ウジングを通過することを可能にするケージ内に位置する。
【０００３】
　ＷＯ　２００９／０３０８７９は、扇風機組立体から空気を放出するのにケージに入れ
たブレードを使用しない扇風機組立体を説明している。代わりに、扇風機組立体は、１次
空気流を基部に引き込むための電動羽根車を収容する円筒形基部と、基部に接続されて１
次空気流が扇風機から噴出される環状口部を含む環状ノズルとを含む。ノズルは、扇風機
組立体の局所環境における空気が口部から噴出された１次空気流によって引き込まれる開
口部を形成し、１次空気流を増幅する。ノズルは、コアンダ面を含み、その上に口部が１
次空気流を差し向けるように配置される。コアンダ面は、扇風機組立体によって発生する
空気流が、円筒形又は切頭円錐状のプロフィールを有する環状噴流の形態であるように、
開口部の中心軸の周りに対称的に延びる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ　２００９／０３０８７９
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｒｅｂａ、「Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ」、２１４巻，
１９６６年６月の８４から９２ページ
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様において、本発明は、ノズル及びノズルを通して１次空気流を生成するため
の手段を含む送風機組立体を提供する。ノズルは、１次空気流を噴出するための少なくと
も１つの出口を含み、送風機組立体の外側からの２次空気流が少なくとも１つの出口から
噴出された１次空気流によって引き込まれ、１次空気流と合わさって合体空気流を生成す
る開口部を形成する。ノズルは、合体空気流の少なくとも１つのパラメータを調節するた
めの手段を含む。
【０００７】
　合体空気流の少なくとも１つのパラメータは、合体空気流のプロフィール、配向、方向
、流量（例えば、１秒間当たりのリットルで測定された時）、及び速度のうちの少なくと
も１つを含むことができる。従って、調節手段の使用により、ユーザは、一例として、合
体空気流を、例えば、送風機組立体の近くの人に向く又は人から遠ざかる角度に向けるよ
うに、合体空気流が送風機組立体から前方に放出される方向を選択的に調節することがで
きる。代替的に又は追加的に、ユーザは、合体空気流の経路内のユーザの数を増減させる
ために、合体空気流のプロフィールを拡大するか又は制限することができる。別の代替形
態として、ユーザは、例えば、幾人かのユーザを冷却するために比較的広い合体空気流を
提供するように、比較的狭い合体空気流の回転により合体空気流の配向を変えることがで
きる。調節手段は、従って、合体空気流の少なくとも１つのパラメータを選択的に調節す
るためのユーザ作動可能手段と呼ぶことができる。
【０００８】
　調節手段は、いくつかの個別の構成の１つを使用することができる。調節手段は、調節
手段の構成をユーザによって後で調節することができないように、選択構成にロックする
ことができる。しかし、調節手段は、ユーザが送風機組立体の使用中に必要に応じて合体
空気流のパラメータを調節することを可能にするように、選択構成から解除可能又はそう
でなければ移動可能にすることができることが好ましい。
【０００９】
　調節手段は、その位置、形状、又は状態を変更することによって調節することができる
。調節手段は、回転し、平行移動し、ピボット回転し、拡張し、後退し、拡大し、収縮し
、摺動し、又はそうでなければ合体空気流のパラメータを調節するように移動することが
できる。調節手段は、ユーザによって手動で調節することができ、又は例えば送風機組立
体のユーザインタフェースのユーザ操作に応答して送風機組立体の自動機構によって自動
的に調節することができる。このユーザインタフェースは、送風機組立体の本体上に位置
することができ、又はユーザインタフェースは、送風機組立体に無線で接続した遠隔制御
によって設けることができる。
【００１０】
　調節手段は、好ましくは、ノズルの別の部分に対して移動可能である。例えば、開口部
の大きさ及び形状の少なくとも１つは、固定することができるので、調節手段は、合体空
気流のパラメータを調節するように開口部に対して移動することができる。代替的に又は
追加的に、少なくとも１つの出口の大きさ、形状、及び位置の少なくとも１つは、固定す
ることができるので、調節手段は、合体空気流のパラメータを調節するように少なくとも
１つの出口に対して移動することができる。調節手段は、少なくとも１つの出口の上流又
は下流に位置することができるが、好ましい実施形態では、調節手段は、少なくとも１つ
の出口の下流に位置する。
【００１１】
　調節手段は、好ましくは、流れ案内部材を含む。流れ案内部材は、合体空気流の上述の
少なくとも１つのパラメータを変更するために少なくとも１次空気流に選択的に露出する
ことができる。代替的に又は追加的に、開口部又は少なくとも１つの空気出口に対する流
れ案内部材の位置及び配向の少なくとも一方は、合体空気流の上述の少なくとも１つのパ
ラメータを変更するように調節することができる。
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【００１２】
　調節手段は、送風機組立体によって発生する合体空気流のパラメータを変更するように
収容位置と少なくとも１つの展開位置との間で移動可能にすることができる。展開位置に
ある時に、調節手段は、好ましくは、少なくとも１つの出口から下流に位置するのに対し
て、収容位置にある時に、調節手段は、好ましくは、１次空気流から遮蔽される。展開位
置の各々では、調節手段は、送風機組立体によって発生する合体空気流のパラメータをそ
れぞれの量だけ調節することができる。例えば、展開位置の各々では、調節手段は、それ
ぞれの異なる量だけ１次空気流に露出することができる。
【００１３】
　調節手段は、送風機組立体によって発生する合体空気流が第１のパラメータ、例えば、
第１の配向、第１の形状、又は第１の方向を有する第１の位置と、送風機組立体によって
発生する合体空気流が第１のパラメータとは異なる第２のパラメータ、例えば、第２の配
向、第２の形状、又は第２の方向を有する第２の位置との間で移動可能にすることができ
る。各位置において、調節手段は、１次空気流に露出することができる。
【００１４】
　調節手段は、少なくとも１つの出口が１次空気流を差し向けるようにその上に配置され
た面に対して移動可能にすることができる。好ましくは、少なくとも１つの出口が１次空
気流を差し向けるように配置される面は、コアンダ面を含む。コアンダ面は、公知のタイ
プの面であり、その上で、面に近い出力オリフィスを出た流体流れがコアンダ効果を示す
。流体は、面に殆ど「粘着して」又は「密着して」面の上を近接して流れる傾向がある。
コアンダ効果は、１次空気流がコアンダ面にわたって差し向けられる同伴の既に十分に実
証された方法である。コアンダ面の特徴の説明及びコアンダ面の上の流体流れの効果は、
Ｒｅｂａ、「Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ」、２１４巻，１９６６年６月の
８４から９２ページのような論文に見出すことができる。コアンダ面を使用して、送風機
組立体の外側からの空気の増加した量が、ノズルから噴出された空気によって開口部を通
して引き込まれる。
【００１５】
　好ましい実施形態では、空気流は、送風機組立体のノズルを通して作り出される。以下
の説明では、この空気流は、１次空気流と呼ぶ。１次空気流は、ノズルから噴出され、好
ましくは、コアンダ面の上を通過する。１次空気流は、ノズルを取り囲む空気を同伴し、
ノズルは、１次空気流及び同伴空気の両方をユーザに供給する空気増幅器として作用する
。同伴空気は、本明細書では以下に２次空気流と呼ぶ。２次空気流は、部屋空間、領域、
又はノズルを取り囲む外部環境から、及び置き換えによって送風機組立体の周囲の他の領
域から引き込まれ、ノズルによって形成された開口部を主に通過する。同伴２次空気流と
合わさってコアンダ面にわたって差し向けられる１次空気流は、ノズルによって形成され
た開口部から前方に噴出されるか又は放出される空気流を合わせた、すなわち全体に等し
い。
【００１６】
　１次空気流をその上で差し向ける面は、好ましくは、少なくとも１つの出口から下流に
拡散器部分を含む。拡散器部分は、従って、コアンダ面の一部を形成することができる。
拡散器部分は、好ましくは、軸線の周りに延び、好ましくは、軸線の方向に又は軸線から
離れる方向にテーパがつけられている。
【００１７】
　ノズルの面はまた、送風機組立体によって発生する合体空気流を差し向けるために拡散
器部分の下流に位置し、かつそれに対して角度をなす案内部分を含むことができる。案内
部分は、好ましくは、内向きに、すなわち、拡散器部分に対して軸線の方向にテーパがつ
けられている。案内部分は、それ自体軸線の方向に又は軸線から離れる方向にテーパをつ
けることができる。例えば、拡散器部分は、軸線から離れる方向にテーパをつけることが
でき、案内部分は、軸線の方向にテーパをつけることができる。代替的に、拡散器部分は
、軸線から離れる方向にテーパをつけることができ、案内部分は、実質的に円筒形とする
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ことができる。
【００１８】
　ノズルの面は、切り欠き部分を含むことができ、調節手段は、少なくとも部分的に切り
欠き部分を覆うように移動可能である。面は、複数の切り欠き部分を含むことができ、調
節手段は、少なくとも部分的に切り欠き部分の少なくとも１つを覆うように移動可能であ
る。例えば、調節手段は、望ましい量だけ切り欠き部分の選択された１つを覆うように面
に対して移動可能にすることができる。代替的に、調節手段は、望ましい量だけ切り欠き
部分の各々を同時に覆うように移動可能にすることができる。
【００１９】
　切り欠き部分は、ノズルの周りに規則的に（一定間隔で）又は不規則的に離間させるこ
とができる。切り欠き部分は、好ましくは、環状アレイで配置される。切り欠き部分は、
同じか又は異なる大きさ及び／又は形状を有することができる。その又は各切り欠き部分
は、あらゆる所望の形状を有することができる。好ましい実施形態では、その又は各切り
欠き部分は、ほぼ弓形の形状を有するが、各々切り欠き部分は、円形、長円形、多角形、
又は不規則形とすることができる。
【００２０】
　その又は各切り欠き部分は、面の拡散器部分に又は面の案内部分に位置することができ
る。その又は各切り欠き部分は、好ましくは、ノズルの前縁に又は前縁の方向に位置する
。例えば、ノズルは、案内部分の両側に位置する切り欠き部分を含むことができる。これ
らの切り欠き部分は、ノズルの側方末端に、及び／又はノズルの上側及び／又は下側先端
に位置することができる。
【００２１】
　調節手段は、ほぼ環状の形状とすることができ、かつ切り欠き部分の１つ又はそれより
も多くを選択的に覆うようにユーザによって面に対して回転させることができる。
【００２２】
　ノズルの面の切り欠き部分を覆うような調節手段の配置の代替形態として、調節手段は
、収容位置と、調節手段がノズルの面から下流に位置する少なくとも１つの展開位置との
間で移動可能にすることができる。その収容位置において、調節手段は、調節手段が１次
空気流から遮蔽されるように面の周りに延びることができる。上述のように、調節手段は
、ノズルの外面上に位置することができ、又は調節手段は、その収容位置にある時にノズ
ル内に位置することができる。調節手段は、次に、ノズルから引き出され、調節手段を調
節手段の収容位置から展開位置に移動させることができる。例えば、ノズルの前部は、ス
ロットを含むことができ、そこから調節手段は、調節手段をその展開位置の１つに移動さ
せるように引っ張られる。タブ又は他の把持可能部材は、収容位置からの調節手段の引き
出しを容易にするように調節手段上に位置することができる。
【００２３】
　調節手段は、合体空気流のプロフィールを変えるための案内面を含むことができる。案
内面は、上述の案内部分と類似の構成を有することができる。案内面は、円筒形又は切頭
円錐形状を有することができる。案内面は、好ましくは、ノズルの面に対して内向きにテ
ーパがつけられている。展開位置において、案内面は、合体空気流を送風機組立体の前方
に位置するユーザの方向に集中させるために、面から離れるように延びる方向に内向きに
収束することができる。
【００２４】
　上述のように、調節手段は、好ましくは、ほぼ環状形であり、かつノズルの他の部分に
対して移動可能である輪の形態にすることができる。
【００２５】
　ノズルは、好ましくは、開口部の周りに延びるループの形態である。
【００２６】
　ノズルは、１次空気流が噴出される単一出口を有することができる。代替的に、ノズル
は、１次空気流の一部を各々噴出する複数の出口を含むことができる。この場合には、出
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口は、好ましくは、開口部の周りに離間する。ノズルは、好ましくは、１次空気流を受け
入れるためのかつ１次空気流を出口まで搬送するための口部を含む。口部は、好ましくは
、開口部の周りに、より好ましくは、連続的に開口部の周りに延びる。
【００２７】
　出口におけるノズルの対向する面間の間隔は、好ましくは、０．５ｍｍから５ｍｍの範
囲にある。ノズルは、開口部が、内部通路によって囲まれる封入開口部であるように、開
口部の周りに、好ましくは、連続的に開口部の周りに延びる内部通路を含むことが好まし
い。出口は、内部通路から１次空気流を受け入れるように配置される。調節手段は、好ま
しくは、内部通路に対して移動可能である。内部通路の大きさ及び形状は固定することが
できるので、調節手段は、合体空気流のパラメータを調節するように内部通路に対して移
動することができる。
【００２８】
　ノズルは、好ましくは、空気流を生成するための上述の手段を収容する基部上に装着さ
れる。好ましい送風機組立体では、ノズルを通して空気流を生成するための手段は、モー
タによって駆動する羽根車を含む。
【００２９】
　第２の態様において、本発明は、ノズル及びノズルを通して空気流を生成するための手
段を含む送風機組立体を提供し、ノズルは、内部通路と、内部通路から空気流の少なくと
も一部分を受け入れるための少なくとも１つの出口と、少なくとも１つの出口に隣接して
位置し、かつ少なくとも１つの出口が空気流の上述の少なくとも一部分を差し向けるよう
に配置された面とを含み、面は、少なくとも１つの出口から下流の拡散器部分と拡散器部
分から下流のそれに対して角度をなす案内部分とを含み、面の少なくとも一部は、少なく
とも１つの出口に対して移動可能である。ノズルから噴出された空気流を差し向ける面を
調節することにより、ユーザは、空気流を、例えば、送風機組立体の近くの人に向かう又
は人から遠ざかる角度に向けるために、空気流が送風機組立体から前方に放出される方向
を調節することができる。代替的に又は追加的に、ユーザは、空気流の経路内のユーザの
数を増減させるために空気流のプロフィールを拡大するか又は制限することができる。別
の代替形態として、ユーザは、例えば、幾人かのユーザを冷却するために比較的広い空気
流を提供するように、比較的狭い空気流の回転により空気流の配向を変えることができる
。
【００３０】
　本発明の第１の態様に関連して上述した特徴は、本発明の第２の態様にも等しく適用可
能であり、逆も同じである。
【００３１】
　次に、本発明の好ましい特徴を単に一例として添付の図面を参照して以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１の構成の送風機組立体のノズルを有する第１の送風機組立体の上から見た正
面斜視図である。
【図２】第１の送風機組立体の左側面図である。
【図３】第１の送風機組立体の上面図である。
【図４】第１の送風機組立体の正面図である。
【図５】図４の線Ａ－Ａに沿った第１の送風機組立体の側面断面図である。
【図６】第２の構成のノズルを有する第１の送風機組立体の上から見た正面斜視図である
。
【図７】第３の構成のノズルを有する第１の送風機組立体の上から見た正面斜視図である
。
【図８】第１の構成の送風機組立体のノズルを有する第２の送風機組立体の上から見た正
面斜視図である。
【図９】第２の構成のノズルを有する第２の送風機組立体の上から見た正面斜視図である
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。
【図１０】第１の構成の送風機組立体のノズルを有する第３の送風機組立体の上から見た
正面斜視図である。
【図１１】第３の送風機組立体の正面図である。
【図１２】図１１の線Ａ－Ａに沿った第３の送風機組立体の側面断面図である。
【図１３】第２の構成のノズルを有する第３の送風機組立体の上から見た正面斜視図であ
る。
【図１４】第１の構成の送風機組立体のノズルを有する第４の送風機組立体の上から見た
正面斜視図である。
【図１５】第４の送風機組立体の正面図である。
【図１６】図１５の線Ａ－Ａに沿った第４の送風機組立体の側面断面図である。
【図１７】第２の構成のノズルを有する第４の送風機組立体の上から見た正面斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１から図４は、送風機組立体１０の外観図である。送風機組立体１０は、１次空気流
が送風機組立体１０に入る空気入口１４を含む本体１２と、本体１２上に装着された環状
ケーシングの形態のノズル１６とを含み、これは、送風機組立体１０から１次空気流を噴
出するための少なくとも１つの出口を有する口部１８を含む。
【００３４】
　本体１２は、実質的に円筒形の下側本体部分２２上に装着された実質的に円筒形の主本
体部分２０を含む。主本体部分２０及び下側本体部分２２は、好ましくは、上側主本体部
分２０の外面が下側本体部分２２の外面と実質的に面一となるように、実質的に同じ外径
を有する。この実施形態では、本体１２は、１００ｍｍから３００ｍｍの範囲の高さ及び
１００ｍｍから２００ｍｍの範囲の直径を有する。
【００３５】
　主本体部分２０は、１次空気流が送風機組立体１０に入る空気入口１４を含む。この実
施形態では、空気入口１４は、主本体部分２０に形成された開口のアレイを含む。代替的
に、空気入口１４は、主本体部分２０に形成された窓内に装着された１つ又はそれよりも
多くのグリル又はメッシュを含むことができる。主本体部分２０には、その上端で開放さ
れ（図示のように）、１次空気流が本体１２から排出される空気出口２３が設けられてい
る。
【００３６】
　主本体部分２０は、１次空気流が送風機組立体１０から噴出される方向を調節するため
に下側本体部分２２に対して傾けることができる。例えば、下側本体部分２２の上面及び
主本体部分２０の下面には、主本体部分２０が下側本体部分２２から持ち上げられるのを
防止しながら主本体部分２０が下側本体部分２２に対して移動することを可能にする相互
接続特徴部を設けることができる。例えば、下側本体部分２２及び主本体部分２０は、連
結Ｌ字形部材を含むことができる。
【００３７】
　下側本体部分２２は、送風機組立体１０のユーザインタフェースを含む。ユーザインタ
フェースは、ユーザが送風機組立体１０の様々な機能を制御することを可能にするための
複数のユーザ作動可能ボタン２４、２６、ダイヤル２８、並びにボタン２４、２６、及び
ダイヤル２８に接続されたユーザインタフェース制御回路３０を含む。下側本体部分２２
は、送風機組立体１０が上に位置する面と係合するための基部３２上に装着される。
【００３８】
　図５は、本体送風機組立体を通した断面図である。下側本体部分２２は、ユーザインタ
フェース制御回路３０に接続された全体を符号３４で示す主制御回路を収容する。ボタン
２４、２６、及びダイヤル２８の操作に応答して、ユーザインタフェース制御回路３０は
、適切な信号を主制御回路３４に伝達して送風機組立体１０の様々な操作を制御するよう
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に配置される。
【００３９】
　下側本体部分２２はまた、基部３２に対して下側本体部分２２を首振りするための全体
を符号３６で示す機構を収容する。首振り機構３６の操作は、ボタン２６のユーザ操作に
応答して主制御回路３４によって制御される。基部３２に対する下側本体部分２２の各首
振りサイクルの範囲は、好ましくは、６０°から１２０°であって、この実施形態では約
８０°である。この実施形態では、首振り機構３６は、１分間当たり約３から５首振りサ
イクルを実施するように配置される。電力を送風機組立体１０に供給するための主電力ケ
ーブル３８は、基部３２に形成された開口を通って延びる。ケーブル３８は、主電源に接
続するためのプラグ（図示せず）に接続される。
【００４０】
　主本体部分２０は、１次空気流を空気入口１４を通して本体１２に引き込むための羽根
車４０を収容する。好ましくは、羽根車４０は、混合流羽根車の形態である。羽根車４０
は、モータ４４から外向きに延びる回転シャフト４２に接続される。この実施形態では、
モータ４４は、ダイヤル２８のユーザ操作に応答して主制御回路３４により可変である速
度を有するＤＣブラシレスモータである。モータ４４の最大速度は、好ましくは、５，０
００ｒｐｍから１０，０００ｒｐｍの範囲にある。モータ４４は、下側部分４８に接続さ
れた上側部分４６を含むモータバケット内に収容される。モータバケットの上側部分４６
は、螺旋ブレードを有する静止円盤の形態の拡散器５０を含む。
【００４１】
　モータバケットは、ほぼ切頭円錐状の羽根車ハウジング５２内に位置し、かつこの上に
装着されている。羽根車ハウジング５２は、次に、基部１２の主本体部分２０内に位置し
、かつこれに接続された複数の角度的に離間した支持体５４、この実施例では３つの支持
体上に装着されている。羽根車４０及び羽根車ハウジング５２は、羽根車４０が羽根車ハ
ウジング５２の内面の近くにあるがこれに接触しないような形状にされている。実質的に
環状の入口部材５６は、１次空気流を羽根車ハウジング５２に案内するための羽根車ハウ
ジング５２の底部に接続されている。電気ケーブル５８は、主制御回路３４から、本体１
２の主本体部分２０並びに下側本体部分２２に、及び羽根車ハウジング５２並びにモータ
バケットに形成された開口を通してモータ４４まで通されている。
【００４２】
　好ましくは、本体１２は、本体１２からのノイズの発生を低減するための消音発泡体を
含む。この実施形態では、本体１２の主本体部分２０は、空気入口１４の下に位置する第
１の発泡部材６０と、モータバケット内に位置する第２の環状発泡部材６２とを含む。
【００４３】
　可撓性密封部材６４は、羽根車ハウジング５２上に装着される。可撓性密封部材は、空
気が入口部材５６に対して羽根車ハウジング５２の外面の周囲を通過するのを防止する。
密封部材６４は、好ましくは、ゴムから形成された環状リップシールを含むことが好まし
い。密封部材６４は、電気ケーブル５８をモータ４４に案内するためにグロメットの形態
の案内部分を更に含む。
【００４４】
　図１から図４に戻ると、ノズル１６は、環状形状を有し、開口部７０を形成するために
中心軸Ｘの周りに延びる。口部１８は、ノズル１６の後方の方向に位置し、開口部７０を
通して送風機組立体１０の前方の方向に１次空気流を噴出するように配置される。口部１
８は、開口部７０を取り囲む。この実施例では、ノズル１６は、中心軸Ｘに対してほぼ直
角である平面に位置するほぼ円形の開口部７０を形成する。ノズル１６の最内外面は、口
部１８に隣接して位置するコアンダ面７２を含み、その上に口部１８が送風機組立体１０
から噴出された空気を差し向けるように配置されている。コアンダ面７２は、中心軸Ｘか
ら離れる方向にテーパがつけられている拡散器部分７４を含む。この実施例では、拡散器
部分７４は、軸線Ｘの周りに延びるほぼ切頭円錐状の面の形態であり、これは、５°から
３５°の範囲の角度で軸線Ｘに対して傾斜しており、この実施例では約２８°である。
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【００４５】
　ノズル１６は、環状後部ケーシング部分７８に接続されてこの周りに延びる環状前側ケ
ーシング部分７６を含む。ノズル１６の環状部分７６、７８は、中心軸Ｘの周りに延びる
。これらの部分の各々は、複数の接続部分から形成することができるが、この実施形態で
は、前側ケーシング部分７６及び後部ケーシング部分７８の各々は、それぞれの単一の成
形部分から形成される。後部ケーシング部分７８は、本体１２の主本体部分２０の開放上
端に接続された基部８０を含み、これは、本体１２から１次空気流を受け入れるための開
放下端を有する。
【００４６】
　同様に図５を参照すると、組み立て中に、後部ケーシング部分７８の前端８２は、前側
ケーシング部分７６に位置するスロット８４に挿入される。前端８２及びスロット８４の
各々は、ほぼ円筒形である。ケーシング部分７６、７８は、互いにスロット８４に導入さ
れた接着剤を使用して接続することができる。
【００４７】
　前側ケーシング部分７６は、ノズル１６のコアンダ面７２を形成する。前側ケーシング
部分７６及び後部ケーシング部分７８は、一緒に１次空気流を口部１８に搬送するための
環状内部通路８８を形成する。内部通路８８は、軸線Ｘの周りに延び、かつ前側ケーシン
グ部分７６の内面９０及び後部ケーシング部分７８の内面９２によって境界付けられる。
前側ケーシング部分７６の基部８０は、１次空気流をノズル１６の内部通路８８に搬送す
るような形状にされる。
【００４８】
　口部１８は、それぞれ後部ケーシング部分７８の内面９２及び前側ケーシング部分７６
の外面９４の部分を重ねるか又は向かい合わせることによって形成される。口部１８は、
好ましくは、環状スロットの形態の空気出口を含む。スロットは、好ましくは、ほぼ円形
の形状であり、好ましくは、０．５ｍｍから５ｍｍの範囲の比較的一定の幅を有する。こ
の実施例では、空気出口は、約１ｍｍの幅を有する。口部１８の空気出口の幅を制御する
ために、前側ケーシング部分７６及び後部ケーシング部分７８の重なり部分を強く押して
離すスペーサにより、口部１８の周りに間隔を空けることができる。これらのスペーサは
、前側ケーシング部分７６又は後部ケーシング部分７８のいずれかと一体化してもよい。
口部１８は、前側ケーシング部分７６の外面９４の上に１次空気流を差し向けるような形
状にされる。
【００４９】
　ノズル１６の外面はまた、拡散器部分７４から下流に位置し、かつそれに対して角度を
なす案内部分９６を含む。案内部分９６は、同様に軸線Ｘの周りに延びる。案内部分９６
は、－３０°から３０°の範囲の角度だけ軸線Ｘに対して傾けることができるが、この実
施例では、案内部分９６は、ほぼ円筒形であり、かつ軸線Ｘ上に中心がある。案内部分９
６の深さは、軸線Ｘに沿って測定された時に、好ましくは、拡散器部分７４の深さの２０
％から８０％の範囲にあり、この実施例では約６０％である。
【００５０】
　案内部分９６は、送風機組立体１０によって発生する空気流のパラメータを調節するよ
うにコアンダ面７２の拡散器部分７４に接続され、好ましくは、これと一体化された第１
の部分９８と、第１の部分９８に対して移動可能である第２の部分１００とを含む。この
実施例では、ノズル１６の案内部分９６の第１の部分９８は、上側部分１０２及び下側部
分１０４を含む。上側部分１０２及び下側部分１０４の各々は、軸線Ｘを中心とする部分
的に円筒形の面の形態であり、これは、好ましくは、３０°から１５０°の範囲であって
この実施例では約１２０°である角度だけ軸線Ｘの周りに延びる。上側及び下側部分１０
２、１０４は、第１の部分９８の１対の切り欠き部分１０６、１０８によって分離される
。この実施例では、各切り欠き部分１０６、１０８は、第１の部分９８のそれぞれの側に
位置し、第１の部分９８の前縁１１０から拡散器部分７４の実質的に円形の前縁１１２ま
で延びる。切り欠き部分１０６、１０８は、ほぼ同じ大きさ及び形状を有し、この実施例
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では、各々は、軸線Ｘの周りに約６０°延びる。
【００５１】
　案内部分９６の第２の部分１００は、ほぼ環状の形状であり、かつ案内部分９６の第１
の部分９８の周りに延びるようにノズル１６の外面上に装着される。第２の部分１００は
、ほぼ円筒形の湾曲を有し、かつ軸線Ｘに中心がある。第２の部分１００の前縁１１４は
、第１の部分９８の前縁１１０と実質的に同一平面上にあるのに対して、実質的に円形の
後縁１１６は、コアンダ面７２の拡散器部分７４を取り囲むように第１の部分９６の後方
に位置する。
【００５２】
　案内部分９６の第２の部分１００の深さは、軸線Ｘに沿って測定された時に軸線Ｘの回
りで変化する。第２の部分１００は、弓状コネクタ１２２、１２４によって接続された２
つの前方に延びる部分１１８、１２０を含む。第２の部分１００の前方に延びる部分１１
８、１２０は、前側部分９８の上側及び下側部分１０２、１０４とほぼ同じ大きさ及び形
状を有する。コネクタ１２２、１２４は、比較的狭く、かつこれらのコネクタ１２２、１
２４が送風機組立体１０によって発生する空気流に露出されないようにコアンダ面７２の
拡散器部分７４の前縁１１２の背後に位置する。
【００５３】
　上述のように、案内部分９６の第２の部分１００は、案内部分９６の第１の部分９８に
対して移動可能である。この実施例では、第２の部分１００は、軸線Ｘの周りで回転可能
であるように第１の部分９８の周りに位置する。第２の部分１００は、ユーザがタブを把
持して第２の部分１００を第１の部分９８に対して回転することを可能にするように、半
径方向外向きに延びる１対のタブ１２６を含む。この実施例では、第２の部分１００は、
第２の部分１００が第１の部分９８に対して移動すると、第１の部分９８の上を摺る。第
２の部分１００の内面は、前側ケーシング部分７６の外面上に形成された環状溝内に受け
入れられて第１の部分９８に対して第２の部分１００の移動を案内する軸線Ｘの周りに部
分的に又は完全に延びることができる半径方向内向きに延びる隆起部を含むことができる
。
【００５４】
　送風機組立体１０を作動させるために、ユーザは、ユーザインタフェースのボタン２４
を押圧する。ユーザインタフェース制御回路３０は、このアクションを主制御回路３４に
通信し、これに応答して、主制御回路３４は、モータ４４を作動させて羽根車４０を回転
させる。羽根車４０の回転は、１次空気流が空気入口１４を通して本体１２に引き込まれ
るようにする。ユーザは、ユーザインタフェースのダイヤル２８を操作することにより、
モータ４４の速度及び従って空気が空気入口１４を通して本体１２に引き込まれる割合を
制御することができる。モータ４４の速度に応じて、羽根車４０によって発生する１次空
気流は、１秒間当たり１０から３０リットルとすることができる。１次空気流は、羽根車
ハウジング５２及び本体部分２０の開放上端にある空気出口２３を順次通過し、ノズル１
６の内部通路８８に入る。本体１２の空気出口２３における１次空気流の圧力は、少なく
とも１５０Ｐａとすることができ、好ましくは、２５０Ｐａから１．５ｋＰａの範囲にあ
る。
【００５５】
　ノズル１６の内部通路８８内で、１次空気流は、ノズル１６の開口部７０の周囲を反対
方向に通過する２つの空気流に分かれる。空気流が内部通路７０を通過すると、空気は、
口部１８を通して噴出される。口部１８から噴出された１次空気流は、ノズル１６のコア
ンダ面７２の上に差し向けられ、第２の空気流が外部環境から、特に、口部１８の周囲の
領域から、及びノズル１６の後方の周囲から空気の同伴によって発生するようにする。こ
の２次空気流は、ノズル１６の中心開口部７０を通過し、ここで２次空気流は、１次空気
流と合わさってノズル１６から前方に放出する合体した、すなわち全体の空気流又は空気
の流れを生成する。
【００５６】
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　ノズル１６の一部として、この実施例では、ノズル１６の案内部分９６の第２の部分１
００は、ノズル１６の残りの部分に対して移動可能であり、ノズル１６は、いくつかの異
なる構成の１つを使用することができる。図１から図５は、第１の構成のノズル１６を示
し、そこで案内部分９６の第２の部分１００は、ノズル１６の他の部分に対して収容位置
にある。この収容位置において、第２の部分１００の前方に延びる部分１１８、１２０は
、第２の部分１００が実質的に完全に空気流から遮蔽されるように、前側部分９８の上側
及び下側部分１０２、１０４の背後に半径方向に位置する。これは、合体空気流の一部が
、ノズル１６の案内部分９６によって軸線Ｘの方向に送られるか又は集中することなく、
第１の部分９６の切り欠き部分１０６、１０８を通過することを可能にする。
【００５７】
　コアンダ面７２の拡散器部分７４の角度が比較的広く、この実施例では２８°であるの
で、送風機組立体１０から前方に放出された合体空気流のプロフィールは、比較的広くな
る。しかし、軸線Ｘに向う合体空気流の部分案内を考慮すると、送風機組立体１０によっ
て発生する空気流のプロフィールは、非円形である。プロフィールは、ほぼ長円形であり
、プロフィールの高さは、プロフィールの幅よりも小さい。このノズル構成の空気の流れ
のプロフィールのこの平坦化又は拡幅は、送風機組立体１０の近くにいる幾人かのユーザ
に同時に冷たい空気の流れを送出するように送風機組立体１０を部屋、オフィス、又は他
の環境において卓上送風機として使用するのに特に適切にすることができる。
【００５８】
　案内部分９６の第２の部分１００のタブ１２６を把持することにより、ユーザは、ノズ
ル１６の構成を変えるように第１の部分９８に対して第２の部分１００を回転させること
ができる。図６は、第１の部分９８の周りの第２の部分１００の部分回転の後に第２の部
分１００がノズル１６の他の部分に対して部分的展開位置にある第２の構成の送風機組立
体１０を示している。この部分的展開位置において、第２の部分１００の前方に延びる部
分１１８、１２０は、第１の部分９６の切り欠き部分１０６、１０８を部分的に覆い、合
体空気のプロフィールを変え、送風機組立体１０の前方に位置するユーザの方向に送られ
る合体空気流の割合を増加させる。
【００５９】
　図７は、第２の部分１００が、第１の部分９８の周りの第２の部分１００の更なる部分
回転の後にノズル１６の他の部分に対して完全展開位置にある第３の構成の送風機組立体
１０を示している。この完全展開位置において、第２の部分１００の前方に延びる部分１
１８、１２０は、第１の部分９６の切り欠き部分１０６、１０８を完全に覆い、更に、合
体空気流の全てが送風機組立体１０の前方に位置するユーザの方向に送られるように合体
空気のプロフィールを変える。前側部分９８の上側及び下側部分１０２、１０４、並びに
第２の部分１００の前方に延びる部分１１８、１２０は、ユーザの方向に合体空気流を送
るための実質的に連続的かつ実質的に円筒形の案内面を提供するので、合体空気流のプロ
フィールは、このノズル構成ではほぼ円形である。空気流のプロフィールのこの集中は、
送風機組立体１０の近くにいる単一のユーザに冷たい空気の流れを送出するように送風機
組立体１０を部屋、オフィス、又は他の環境において卓上送風機として使用するのに特に
適切にすることができる。
【００６０】
　これらの構成間のノズル１６の移動も、送風機組立体１０によって発生する合体空気流
の流量及び速度を変化させる。第２の部分１００が収容位置にある時に、合体空気流は、
比較的高い流量であるが比較的遅い速度を有する。第２の部分１００が完全展開位置にあ
る時に、合体空気流は、比較的低い流量であるが比較的高い速度を有する。
【００６１】
　案内部分９６の上側及び下側先端への前側部分９８の部分１０２、１０４の位置決めの
代替として、これらの部分は、案内部分９６の側方末端に位置することができる。従って
、第２の部分１００がその収容位置にある時に、空気の流れのプロフィールの高さは、プ
ロフィールの幅よりも大きくすることができる。垂直方向の空気の流れのプロフィールの
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この延伸は、送風機組立体を床置塔型又は台座型送風機として使用するのに特に適切にす
ることができる。
【００６２】
　送風機組立体１０では、第２の部分１００は、その完全に展開位置にある時に切り欠き
部分１０６、１０８の両方を同時に覆うように配置される。図８及び図９は、前方に延び
る部分１２０が案内部分９６の第２の部分１００から省略されているという点で、送風機
組立体１０とは異なる第２の送風機組立体１０’を示している。この点から見て、第２の
部分１００は、送風機組立体１０と同様に空気が第１の部分９８の切り欠き部分１０６、
１０８の両方を通って第１の完全展開位置及び第２の完全展開位置の一方へ流れる収容位
置から移動可能である。図８に示す第１の完全展開位置において、切り欠き部分１０８の
みが第２の部分１００によって完全に覆われるのに対して、図９に示す第２の完全展開位
置において、切り欠き部分１０６のみが第２の部分１００によって完全に覆われる。これ
らの完全展開位置間の第２の部分１００の移動は、従って、合体空気流のプロフィールを
変えるだけでなく、合体空気流の方向及び配向も変える。
【００６３】
　この実施例では、第１完全展開位置及び第２の完全展開位置の間の合体空気流の配向の
変化は、約１８０°である。従って、第２の部分１００がそれぞれ第１の完全展開位置及
び第２の完全展開位置にあるこれらの２つの構成間のノズル１６の移動は、基部３２に対
して下側本体部分２２を首振りさせることによって生成された効果と類似の効果、すなわ
ち、送風機組立体１０’の使用中の円弧の上の合体空気流の掃引を生成することができる
。第１の部分９８に対する第２の部分１００の移動を機械化することは、従って、円弧の
上で合体空気流を掃引する代替の手段を提供することができる。
【００６４】
　図１０から図１３は、第３の送風機組立体２００を示している。送風機組立体２００は
、１次空気流が送風機組立体２００に入る空気入口１４を含む本体１２を含む。送風機組
立体２００の基部１２は、第１の送風機組立体１０の基部と同じである。送風機組立体２
００は、本体１２上に装着された環状ケーシングの形態のノズル２０２を更に含み、これ
は、送風機組立体１０から１次空気流を噴出するための少なくとも１つの出口を有する口
部２０４を含む。ノズル１６と同様に、ノズル２０２は、開口部２０６を形成するために
中心軸Ｘの周りに延びる環状形状を有する。口部２０４は、ノズル２０２の後方の方向に
位置し、開口部２０６を通して送風機組立体２００の前方の方向に１次空気流を噴出する
ように配置される。口部２０４は、開口部２０６を取り囲む。この実施例では、ノズル２
０２は、中心軸Ｘに対してほぼ直角である平面に位置するほぼ円形の開口部２０６を形成
する。ノズル２０２の最内外面は、口部２０４に隣接して位置するコアンダ面２０８を含
み、その上に、口部２０４が、ノズル１６から噴出された空気を差し向けるように配置さ
れる。コアンダ面２０８は、中心軸Ｘから離れる方向にテーパがつけられている拡散器部
分２１０を含む。この実施例では、拡散器部分２１０は、軸線Ｘの周りに延びるほぼ切頭
円錐状の面の形態であり、これは、５°から３５°の範囲の角度で軸線Ｘに対して傾斜し
ており、この実施例では約２０°である。
【００６５】
　ノズル２０２は、環状後部ケーシング部分２１４に接続されてこの周りに延びる環状前
側ケーシング部分２１２を含む。ノズル２０２の環状部分２１２、２１４は、中心軸Ｘの
周りに延びる。これらの部分の各々は、複数の接続部分から形成することができるが、こ
の実施形態では、前側ケーシング部分２１２及び後部ケーシング部分２１４の各々は、そ
れぞれの単一の成形部分から形成される。後部ケーシング部分２１４は、本体１２の主本
体部分２０の開放上端に接続された基部２１６を含み、これは、本体１２から１次空気流
を受け入れるための開放下端を有する。送風機組立体１０のノズル１６のように、組み立
て中に、後部ケーシング部分２１４の前端は、前側ケーシング部分２１２に位置するスロ
ットに挿入される。ケーシング部分２１２、２１４は、互いにスロットに導入された接着
剤を使用して接続することができる。
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【００６６】
　前側ケーシング部分２１２は、ノズル２０２のコアンダ面２０８を形成する。前側ケー
シング部分２１２及び後部ケーシング部分２１４は、一緒に１次空気流を口部２０４に搬
送するための環状内部通路２１８を形成する。内部通路２１８は、軸線Ｘの周りに延び、
かつ前側ケーシング部分２１２の内面２２０及び後部ケーシング部分２１４の内面２２２
によって境界付けられる。前側ケーシング部分２１２の基部２１６は、１次空気流をノズ
ル２０２の内部通路２１８に搬送するような形状にされる。
【００６７】
　口部２０４は、それぞれ後部ケーシング部分２１４の内面２２２及び前側ケーシング部
分２１２の外面２２４の部分を重ねるか又は向かい合わせることによって形成される。口
部２０４は、好ましくは、環状スロットの形態の空気出口を含む。空気出口は、好ましく
は、ほぼ円形の形状であり、好ましくは、０．５ｍｍから５ｍｍの範囲の比較的一定の幅
を有する。この実施例では、空気出口は、約１ｍｍの幅を有する。口部２０４の空気出口
の幅を制御するために、前側ケーシング部分２１２及び後部ケーシング部分２１４の重な
り部分を強く押して離すスペーサにより、口部２０４の周りに間隔を空けることができる
。これらのスペーサは、前側ケーシング部分２１２又は後部ケーシング部分２１４のいず
れかと一体化されてもよい。口部２０４は、前側ケーシング部分２１２の外面２２４の上
に１次空気流を差し向けるような形状にされる。
【００６８】
　ノズル２０２は、案内面２２６を更に含む。案内面２２６は、軸線Ｘの周りに延び、か
つコアンダ面２０８の拡散器部分２１０に対して傾けられる。案内面２２６は、－３０°
から３０°の範囲の角度だけ軸線Ｘに対して傾けることができるが、この実施例では、案
内面２２６は、ほぼ円筒形であり、軸線Ｘに中心がある。案内面２２６の深さは、軸線Ｘ
に沿って測定された時に、好ましくは、拡散器部分２１０の深さの２０％から８０％の範
囲にあり、この実施例では約５０％である。
【００６９】
　案内面２２６は、送風機組立体１０によって発生する空気流のパラメータを調節するた
めにコアンダ面２０８の拡散器部分２１０に対して移動可能である。この送風機組立体２
００では、案内面２２６は、軸線Ｘの周りで回転可能であるようにノズル２０２の外面上
に装着される。案内面２２６は、ユーザがタブ２２８を把持して案内面２２６を拡散器部
分２１０に対して回転することを可能にするように案内面２２６の外面から半径方向外向
きに延びる１対のタブ２２８を含む。この実施例では、案内面２２６は、案内面２２６が
ユーザによって移動されると、ノズル１６の外面上を摺る。
【００７０】
　案内面２２６の内面は、ノズルの外面から外向きに延びるそれぞれの螺旋状隆起部２３
２を各々受け入れる複数の螺旋状溝２３０を含む。溝２３０と隆起部２３２の間の係合は
、案内面２２６がノズル２０２に対して回転すると案内面２２６が軸線Ｘに沿って移動す
るように、拡散器部分２１０に対して案内面２２６の移動を案内する。
【００７１】
　螺旋状溝２３０及び隆起部２３２を設ける代替形態として、溝２３０及び隆起部２３２
は、軸線Ｘに対して実質的に平行に各々延びることができる。この場合には、案内面２２
６は、案内面２２６を拡散器部分２１０に対して移動させるように、ノズル２０２の外面
の上を引っ張ることができる。
【００７２】
　案内面２２６は、ノズル２０２の構成を調節するように収容位置と展開位置の間で拡散
器部分２１０に対して移動可能である。図１０から図１２は、案内面２２６がその収容位
置にある第１の構成の送風機組立体２００を示している。この位置において、案内面２２
６は、案内面２２６が、送風機組立体２００の使用中にノズル２０２の空気出口から噴出
された１次空気流から遮蔽されるように、実質的に完全にノズル２０２の外面の周りに位
置する。ノズル２０２のこの構成では、ノズル２０２の開口部２０６を通過する合体空気
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流の部分は、ノズル１６の案内面２２６によって軸線Ｘの方向に差し向けられ又は集中さ
れないので、空気合体流は、比較的広いプロフィールを有する。この構成では、送風機組
立体２００は、送風機組立体２００の近くにいる幾人かのユーザに同時に冷たい空気の流
れを送出するように部屋、オフィス、又は他の環境において卓上送風機として使用するの
に特に適している。案内面２２６が収容位置にある時に、送風機組立体２００によって発
生する合体空気流は、比較的高い流量であるが比較的遅い速度を有する。
【００７３】
　案内面２２６のタブ２２８を把持することにより、ユーザは、軸線Ｘに沿って案内面２
２６を移動させるように案内面２２６を回転させ、それによってノズル２０２の構成を変
えることができる。図１３は、案内面２２６が展開位置にある第２の構成の送風機組立体
２００を示している。この展開位置において、案内面２２６は、コアンダ面２０８の拡散
器部分２１０から下流に位置する。送風機組立体２００の使用中に、ノズル２０２の開口
部２０６を通過する合体空気流の部分は、今度はノズル２０２の案内面２２６によって軸
線Ｘの方向に差し向けられるか又は集中するので、合体空気流は、今度は比較的狭いプロ
フィールを有する。空気流のプロフィールのこの集中は、送風機組立体２００の近くにい
る単一のユーザに冷たい空気の流れを送出するように、送風機組立体２００を部屋、オフ
ィス、又は他の環境において卓上送風機として使用するのに特に適切にすることができる
。案内面２２６が完全に展開位置にある時に、合体空気流は、比較的低い流量であるが比
較的高い速度を有する。
【００７４】
　図１４から図１７は、第４の送風機組立体３００を示している。ここでもまた、送風機
組立体３００は、１次空気流が送風機組立体３００に入る空気入口１４を含む本体１２を
含む。送風機組立体３００の基部１２は、第１の送風機組立体１０の基部と同じである。
送風機組立体３００は、本体１２上に装着された環状ケーシングの形態のノズル３０２を
更に含み、これは、送風機組立体１０から１次空気流を噴出するための少なくとも１つの
出口を有する口部３０４を含む。ノズル１６と同様に、ノズル３０２は、開口部３０６を
形成するために中心軸Ｘの周りに延びる環状形状を有する。口部３０４は、ノズル３０２
の後方の方向に位置し、開口部３０６を通して送風機組立体３００の前方の方向に１次空
気流を噴出するように配置される。更に、口部３０４は、開口部３０６を取り囲む。この
実施例では、ノズル３０２は、中心軸Ｘに対してほぼ直角である平面に位置するほぼ円形
の開口部３０６を形成する。
【００７５】
　ノズル３０２の最内外面は、口部３０４に隣接して位置するコアンダ面３０８を含み、
その上に、口部３０４が、ノズル１６から噴出された空気を差し向けるように配置される
。コアンダ面３０８は、中心軸Ｘから離れる方向にテーパがつけられている拡散器部分３
１０を含む。この実施例では、拡散器部分３１０は、軸線Ｘの周りに延びるほぼ切頭円錐
状の面の形態であり、これは、５°から３５°の範囲の角度で軸線Ｘに対して傾斜してお
り、この実施例では約２０°である。
【００７６】
　ノズル３０２は、環状後部ケーシング部分３１４に接続された環状前側ケーシング部分
３１２を含む。ノズル３０２の環状部分３１２、３１４は、中心軸Ｘの周りに延びる。こ
れらの部分の各々は、単一の構成要素又は複数の接続部分から形成することができる。こ
の実施形態では、前側ケーシング部分３１２は、後部ケーシング部分３１４と一体化され
る。後部ケーシング部分３１４は、本体１２の主本体部分２０の開放上端に接続された基
部３１６を含み、これは、本体１２から１次空気流を受け入れるための開放下端を有する
。前側ケーシング部分３１２は、ノズル３０２のコアンダ面３０８を形成する。前側ケー
シング部分３１２及び後部ケーシング部分３１４は、一緒に、１次空気流を口部３０４に
搬送するための環状内部通路３１８を形成する。内部通路３１８は、軸線Ｘの周りに延び
、かつ前側ケーシング部分３１２の内面３２０及び後部ケーシング部分３１４の内面３２
２によって境界付けられる。前側ケーシング部分３１２の基部３１６は、１次空気流をノ
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ズル３０２の内部通路３１８に搬送するような形状にされる。
【００７７】
　口部３０４は、それぞれ後部ケーシング部分３１４の内面３２２及び前側ケーシング部
分３１２の外面３２４の部分を重ねるか又は向かい合わせることによって形成される。口
部３０４は、前側ケーシング部分３１２の外面３２４の上に１次空気流を差し向けるよう
な形状にされる。口部３０４は、好ましくは、環状スロットの形態の空気出口を含む。空
気出口は、好ましくは、ほぼ円形の形状であり、好ましくは、０．５ｍｍから５ｍｍの範
囲の比較的一定の幅を有する。この実施例では、空気出口は、約１ｍｍの幅を有する。前
側ケーシング部分３１２及び後部ケーシング部分３１４が別々の構成要素から形成される
場合に、口部３０４の空気出口の幅を制御するために、前側ケーシング部分３１２及び後
部ケーシング部分３１４の重なり部分を強く押して離すスペーサにより、口部３０４の周
りに間隔を空けることができる。これらのスペーサは、前側ケーシング部分３１２又は後
部ケーシング部分３１４のいずれかと一体化されてもよい。前側ケーシング部分３１２が
後部ケーシング部分３１４と一体化される場合に、ノズル３０２は、後部ケーシング部分
３１４の内面３２２と前側ケーシング部分３１２の外面３２４の間の口部３０４の周りに
離間して口部３０４にわたって延びる一連のフィンで形成することができる。
【００７８】
　ノズル３０２は、案内面３２６を更に含む。案内面３２６は、軸線Ｘの周りに延び、か
つ軸線Ｘに中心がある。案内面３２６は、コアンダ面３０８の拡散器部分３１０に対して
傾けられる。この送風機組立体３００では、案内面３２６は、軸線Ｘの方向に内向きに収
束し、約１５°の角度だけ軸線Ｘに対して傾斜している。案内面３２６の深さは、軸線Ｘ
に沿って測定された時に、好ましくは、拡散器部分３１０の深さの２０％から８０％の範
囲にあり、この実施例では約３０％である。
【００７９】
　ノズル３０２は、前側ケーシング部分３１２の外面３２４の前側部分の周りに延びる環
状外側ケーシング部分３２８を更に含む。環状ハウジング３３０は、前側ケーシング部分
３１２と外側ケーシング部分３２８の間に形成される。ハウジング３３０は、ノズル３０
２の前方に位置する環状スロット３３２の形態の開口部を有する。
【００８０】
　案内面３２６は、ノズル３０２の構成を調節するために収容位置と展開位置の間で拡散
器部分３１０に対して移動可能である。図１４から図１６は、案内面３２６がその収容位
置にある第１の構成の送風機組立体３００を示している。この位置において、案内面３２
６は、案内面３２６が、送風機組立体３００の使用中にノズル３０２の空気出口から噴出
された１次空気流から遮蔽されるように、実質的に完全にハウジング３３０内に位置する
。ノズル３０２のこの構成では、ノズル３０２の開口部３０６を通過する合体空気流の部
分は、ノズル１６の案内面３２６によって軸線Ｘの方向に差し向けられず又は集中しない
ので、合体空気流は、比較的広いプロフィールを有する。この構成では、送風機組立体３
００は、送風機組立体３００の近くにいる幾人かのユーザに同時に冷たい空気の流れを送
出するように部屋、オフィス、又は他の環境において卓上送風機として使用するのに特に
適している。案内面３２６が収容位置にある時に、送風機組立体３００によって発生する
合体空気流は、比較的高い流量であるが比較的遅い速度を有する。
【００８１】
　案内面３２６は、案内面３２６がその収容位置にある時にハウジング３３０から突出す
るように、案内面３２６の前部から前方に延びるタブ３３４を含む。案内面３２６をその
収容位置から移動させるために、ユーザは、タブ３３４を把持し、図１５で見た時に時計
回り方向に拡散器部分３１０に対して案内面３２６を回転させる。スロット３３２は、案
内面３２６が回転する時にタブ３３４を受け入れるための局所的に拡大した領域３３２ａ
を有する。ノズル３０２の前側部分３１２の案内面３２６及び外面３２４は、好ましくは
、案内面３２６がノズル３０２に対する回転によって前側部分３１４の外面３２４に対し
て摺動するように構成され、案内面３２６は、軸線Ｘに沿って前方に移動する。ノズル２
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０２と同様に、協働溝及び隆起部は、ノズル３０２の前側部分３１２の案内面３２６及び
外面３２４上に形成され、案内面３２６の移動をそれがノズル３０２に対して回転する時
に案内することができる。
【００８２】
　代替的に、案内面３２６は、案内面３２６をその収容位置から移動させるためにノズル
３０２の外面の上を引っ張ることができる。
【００８３】
　案内面３２６を軸線Ｘに沿って移動させることにより、ユーザは、ノズル３０２の構成
を変える。図１７は、案内面３２６が展開位置にある第２の構成の送風機組立体３００を
示している。この展開位置において、案内面３２６は、コアンダ面３０８の拡散器部分３
１０から下流に位置し、案内面３２６は、コアンダ面３０８の拡散器部分３１０から軸線
Ｘの方向に内向きに収束する。送風機組立体３００の使用中に、ノズル３０２の開口部３
０６を通過する合体空気流の部分は、今度はノズル３０２の案内面３２６によって軸線Ｘ
の方向に差し向けられるか又は集中するので、合体空気流は、今度は比較的狭いプロフィ
ールを有する。空気流のプロフィールのこの集中は、送風機組立体３００の近くにいる単
一のユーザに冷たい空気の流れを送出するように送風機組立体３００を部屋、オフィス、
又は他の環境において卓上送風機として使用するのに特に適切にすることができる。案内
面３２６が完全に展開位置にある時に、合体空気流は、比較的低い流量であるが比較的高
い速度を有する。
【符号の説明】
【００８４】
１０　送風機組立体
１２　本体
１４　空気入口
１６　ノズル
１８　口部
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