
JP 2018-179358 A 2018.11.15

10

(57)【要約】
【課題】エアコンの空気の流れを阻害する事態を抑制す
る。
【解決手段】送風装置は、シーリングローゼット（１２
）に固定される上部、本体部（２２）が取り付けられる
下部、上下方向に延びる中間部を有する本体支持部材（
２１）を備え、本体部（２２）は、上面の支持部材嵌合
部（３１）の真下にファン（４７）およびモータ（４８
）が設けられている。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を吹き出すファンおよび前記ファンを回転させるモータを有する本体部を備えてい
る送風装置において、
　上部がシーリングローゼットに固定され、下部に前記本体部が取り付けられ、前記上部
と前記下部との間に、上下方向に延びる中間部を有する本体支持部材を備え、
　前記本体部は、下部に空気の吸込口を有し、側部に空気の吹出口を有し、上面に前記本
体支持部材に対する取付け部を有し、前記ファンおよび前記モータが前記取付け部の真下
の位置に設けられていることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記本体支持部材の前記上部は、外周が円形の板形状であり、前記中間部は、上縁部が
前記上部の外周とつながっている円筒形状であり、前記下部は、外周が円形の板形状であ
り、前記中間部の下縁部とつながっており、
　前記ファンおよび前記モータの中心は、鉛直方向において前記中間部の中心と一致して
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】
　前記本体部の側部を覆う環状の側部カバー部材を備え、
　前記側部カバー部材は、前記ファンからの送風通路の吹出口と対向可能な位置に、前記
本体部の側部の空気の吹出口となる開口部を有し、前記本体部に対して回転可能であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の送風装置。
【請求項４】
　前記側部カバー部材の前記開口部は、前記側部カバー部材の周方向に、互いに高さが異
なる複数の開口領域を連続して有していることを特徴とする請求項３に記載の送風装置。
【請求項５】
　前記側部カバー部材の前記開口部は、前記側部カバー部材の周方向の一端部から他端部
に向って開口高さが漸次高くなるように変化していることを特徴とする請求項３に記載の
送風装置。
【請求項６】
　前記側部カバー部材は、前記開口部として互いに高さの異なる複数の開口部を有してい
ることを特徴とする請求項３に記載の送風装置。
【請求項７】
　前記側部カバー部材の下に照明部を備え、
　前記照明部は、照明カバー、および前記照明カバーの内部に設けられた光源を有し、
　前記側部カバー部材は、光透過性の部材であり、
　前記光源が発した光の一部が前記照明カバーの内面にて反射し、前記側部カバー部材を
透過して天井面に照射されることを特徴とする請求項３から６のいずれか１項に記載の送
風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファンおよびモータを備えた送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家屋の天井に取り付ける空気清浄機等の各種電気機器が開発されている。それら
、電気機器は、天井に取り付けられ、天井に設けられているシーリングローゼットから給
電される。このように、天井に取り付けられる電気機器として、特許文献１には、天井取
付型空気清浄機が開示されている。
【０００３】
　上記空気清浄機は、シーリングローゼットの周りに、小径のドーナツ板形状の取付体が
設けられている。取付体は、中央部にシーリングローゼットを貫通させる穴を有し、ねじ
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により天井に固定されている。上記取付体には、ねじにより上側の案内板が固定されてい
る。上側の案内板は、下側の案内板とともにケーシングを形成し、そのケーシングの内部
には、送風機の電動モータ、ファンおよびフィルタが設けられている。
【０００４】
　また、上記空気清浄機は、下側の案内板の下面に照明灯が取り付けられ、この照明灯を
覆うように、下側の案内板にグローブが取り付けられ、グローブの周りにカバー体が設け
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１６１７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、特許文献１に記載の構成では、シーリングローゼットの周りに、取付体
がねじにより天井に固定され、この取付体に、ケーシングを形成する上側の案内板がねじ
により固定されている。したがって、天井と取付体および上側の案内板との間にはほとん
ど隙間が存在しない。このため、空気清浄機の位置では、エアーコンディショナー（以下
、単にエアコンと称する）の天井面に沿った風の流れが阻害される。この結果、エアコン
は、空気清浄機が設けられている場合に、空気清浄機により天井面の空気の流れが乱され
、空気の円滑な流れを形成することができないという問題点を有している。
【０００７】
　したがって、本発明は、エアコンの空気の流れを阻害する事態を抑制することができる
送風装置の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る送風装置は、空気を吹き出すファ
ンおよび前記ファンを回転させるモータを有する本体部を備えている送風装置において、
上部がシーリングローゼットに固定され、下部に前記本体部が取り付けられ、前記上部と
前記下部との間に、上下方向に延びる中間部を有する本体支持部材を備え、前記本体部は
、下部に空気の吸込口を有し、側部に空気の吹出口を有し、上面に前記本体支持部材に対
する取付け部を有し、前記ファンおよび前記モータが前記取付け部の真下の位置に設けら
れている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、送風装置と同じ部屋にエアコンが設置されている場合に、送
風装置はエアコンの天井面に沿った風の流れを阻害し難く、エアコンは空気の円滑な流れ
を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態の送風装置を部屋の天井へ取り付けた状態を示す斜視図である
。
【図２】図２の（ａ）は、図１に示した状態の送風装置の側面図、図２の（ｂ）は、図１
に示した状態の送風装置の、図２の（ａ）とは異なる位置の側面図である。
【図３】図２に示したシーリングローゼットに取り付けられた本体支持部材を示す斜視図
である。
【図４】図３に示した状態の本体支持部材の底面図である。
【図５】図２に示した本体支持部材と本体部との関係を示す斜視図である。
【図６】図５に示した本体支持部材と本体部との嵌合状態を示す斜視図である。
【図７】図２に示した本体部と電源コードカバーとの関係を示す斜視図である。
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【図８】図７に示し本体部に電源コードカバーを取り付けた状態を示す斜視図である。
【図９】図９の（ａ）は、図２の（ａ）に示した方向から見た場合の本体部の内部の構造
を示す縦断面図、図９の（ｂ）は、図２の（ｂ）に示した方向から見た場合の本体部の内
部の構造を示す縦断面図である。
【図１０】図１０の（ａ）は、図９の（ａ）に示した構造を斜め上方から見た場合の斜視
図、図１０の（ｂ）は、図９の（ｂ）に示した構造を斜め下方から見た場合の斜視図であ
る。
【図１１】図９の（ａ）に示した本体部における上筐体部を除去した状態を示す平面図で
ある。
【図１２】図９の（ａ）（ｂ）に示したルーバリングの構成を示す斜視図である。
【図１３】図１３の（ａ）は、図１に示した送風装置の運転状態報知装置による状態表示
動作の説明図、図１３の（ｂ）は、上記運転状態報知装置の構成を示す説明図である。
【図１４】図１３の（ｂ）に示した運転状態報知装置の駆動制御部の構成を示すブロック
図である。
【図１５】図２に示した状態の送風装置から、カバー部材を開放し、プレフィルタ保持部
材を取り外した状態を示す斜視図である。
【図１６】図１５に示した送風装置からカバー部材を取り外した状態を示す斜視図である
。
【図１７】図１６に示した状態の送風装置から、ＨＥＰＡフィルタ保持部材とともにＨＥ
ＰＡフィルタを取り外した状態を示す斜視図である。
【図１８】本発明の他の実施形態の送風装置が備えるルーバリングを示す斜視図である。
【図１９】本発明のさらに他の実施形態の送風装置が備えるルーバリングを示す斜視図で
ある。
【図２０】本発明のさらに他の実施形態の送風装置が備えるルーバリングを示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　〔実施形態１〕
　（送風装置１の天井への取り付け構造）
　本発明の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。図１は、本実施形態の送風装置１
を部屋の天井へ取り付けた状態を示す斜視図である。図２の（ａ）は、図１に示した状態
の送風装置１の側面図である。図２の（ｂ）は、図１に示した状態の送風装置１の、図２
の（ａ）とは異なる位置の側面図である。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態の送風装置１は、家屋の天井パネル（天井）１１に取り
付けられている。送風装置１は、図２の（ａ）（ｂ）に示すように、本体支持部材２１お
よび本体部２２を備えている。
【００１３】
　（本体支持部材２１の構成）
　図３は、図２に示したシーリングローゼット１２に取り付けられた本体支持部材２１を
示す斜視図である。図４は、図３に示した状態の本体支持部材２１の底面図である。
【００１４】
　本体支持部材２１は、図３および図４に示すように、家屋の天井パネル（天井）１１に
設けられた、例えば引掛シーリングローゼットであるシーリングローゼット１２にねじ２
３により固定されている。本体支持部材２１は、例えば金属にて形成され、上板部（上部
）２１ａ、円筒部（中間部）２１ｂおよび鍔部（下部）２１ｃを有する。上板部２１ａは
、円板形状を有し、中央部に、シーリングローゼット１２の中央の突出部を貫通させる円
形穴２１ａ１を有する。円筒部２１ｂは、所定高さの円筒形を有し、上縁部が上板部２１
ａの外周部とつながっている。鍔部２１ｃは、円形のドーナツ板形状であり、内周部が円
筒部２１ｂの下縁部とつながっている。鍔部２１ｃには、円形の多数の嵌合穴２１ｃ１が
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全周に亘って形成されている。
【００１５】
　（本体部２２の構成）
　図５は、図２に示した本体支持部材２１と本体部２２との関係を示す斜視図である。図
６は、図５に示した本体支持部材２１と本体部２２との嵌合状態を示す斜視図である。
【００１６】
　本体部２２は、図５に示すように、上面部の中央位置に、本体支持部材２１と嵌合する
支持部材嵌合部（取付け部）３１を有する。支持部材嵌合部３１は、断面Ｚ形状の部材を
Ｕ字形に湾曲させた状態のものである。支持部材嵌合部３１は、具体的には、それぞれＵ
字形の上板部３１ａ、立上り部３１ｂおよび下板部３１ｃを有する。上板部３１ａは、Ｕ
字形の支持部材嵌合部３１の内側に位置している。支持部材嵌合部３１のＵ字形の両端部
間は、横方向に開口した嵌合開口部３１ｄとなっている。
【００１７】
　上板部３１ａは、外周部が立上り部３１ｂの上縁部とつながっている。上板部３１ａは
、Ｕ字形の両方の端部に相当する部分に、下方へ折れ曲がった係止部３１ａ１を有し、Ｕ
字形の中途部分に下方へ突出した嵌合凸部３１ａ２を有する。立上り部３１ｂは、下縁部
が下板部３１ｃの内周部とつながっている。下板部３１ｃは、本体部２２の上面部に固定
されている。
【００１８】
　（本体支持部材２１により本体部２２を支持する構成）
　本体部２２の支持部材嵌合部３１は、図６に示すように、本体支持部材２１と嵌合する
。この場合、本体支持部材２１の鍔部２１ｃが、支持部材嵌合部３１の対向する立上り部
３１ｂの間に位置し、支持部材嵌合部３１の上板部３１ａが本体支持部材２１の鍔部２１
ｃの上に位置する。これにより、本体部２２は、本体支持部材２１によって支持される。
また、支持部材嵌合部３１の上板部３１ａの嵌合凸部３１ａ２が、本体支持部材２１の鍔
部２１ｃの嵌合穴２１ｃ１に嵌合している。これにより、本体部２２は、回転しないよう
に固定される。
【００１９】
　本体支持部材２１は、上記のように、上部（上板部２１ａ）がシーリングローゼット１
２に固定され、下部（鍔部２１ｃ）に本体部２２が嵌合され、上部と下部との間に、上下
方向に延びる中間部（円筒部２１ｂ）を有している。
【００２０】
　（電源コードカバー２４の取り付け状態）
　図７は、図２に示した本体部２２と電源コードカバー２４との関係を示す斜視図である
。図８は、図７に示し本体部２２に電源コードカバー２４を取り付けた状態を示す斜視図
である。
【００２１】
　図７に示すように、シーリングローゼット１２と接続されている電源コード２５は、本
体支持部材２１の下から本体部２２の上面へ引き出されている。この電源コード２５は、
本体部２２の上面において本体部２２の電源接続部３２と接続されている。本体部２２は
、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣ変換部（図示せず）を備えている。ＡＣ／Ｄ
Ｃ変換部は電源部として機能する。
【００２２】
　電源コード２５の上には、図８に示すように、電源コード２５を覆うように電源コード
カバー２４が設けられている。電源コードカバー２４は、本体部２２の中央部側の端部が
本体支持部材２１と本体部２２の上面との間に挿入されている。この状態において、本体
支持部材２１の鍔部２１ｃの高さ位置は、支持部材嵌合部３１における上板部３１ａの係
止部３１ａ１の高さ位置となっている。これにより、支持部材嵌合部３１からの本体支持
部材２１の抜脱が阻止されている。
【００２３】
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　（本体部２２の構成）
　図９の（ａ）は、図２の（ａ）に示した方向から見た場合の本体部２２の内部の構造を
示す縦断面図、図９の（ｂ）は、図２の（ｂ）に示した方向から見た場合の本体部２２の
内部の構造を示す縦断面図である。図１０の（ａ）は、図９の（ａ）に示した構造を斜め
上方から見た場合の斜視図、図１０の（ｂ）は、図９の（ｂ）に示した構造を斜め下方か
ら見た場合の斜視図である。図１１は、本体部２２における上筐体部４１を除去した状態
を示す平面図である。
【００２４】
　図９の（ａ）（ｂ）、図１０の（ａ）（ｂ）および図１１に示すように、本体部２２は
、上筐体部４１、送風機４２、送風通路４３、ＨＥＰＡフィルタ(High Efficiency Parti
culate Air Filter)４４、照明部４５、イオン発生素子４６（図１１参照）およびルーバ
リング（側部カバー部材）５８を備えている。
【００２５】
　上筐体部４１は、本体部２２の最上部に位置し、本体部２２の内部を上から覆っている
。上筐体部４１は、周縁部が下方へ湾曲して傾斜した形状となっている。上筐体部４１に
は、上記支持部材嵌合部３１が取り付けられている。
【００２６】
　送風機４２は、支持部材嵌合部３１すなわちシーリングローゼット１２の真下の位置に
配置され、ファン４７およびファン４７を回転させるモータ４８を備えている。これらフ
ァン４７およびモータ４８は、鉛直方向において、これらファン４７およびモータ４８の
中心が本体部２２の重心とほぼ一致するように、本体部２２の径方向（天井と平行な方向
）の中央部に設けられている。
【００２７】
　モータ４８は、ＨＥＰＡフィルタ４４の上に設けられ、回転軸４８ａがモータ４８の本
体部から上方に向って突出している。ファン４７は、シロッコファンであり、モータ４８
の上部およびモータ４８の周りを覆うように、モータ４８の回転軸４８ａに取り付けられ
ている。
【００２８】
　ファン４７は、図１１に示すように、送風通路４３の内部に設けられている。送風通路
４３は、二つの吹出口４３ａを反対方向に有し、ファン４７が回転することにより、それ
ら吹出口４３ａから空気を吹き出すようになっている。吹出口４３ａには、上下方向に延
びるルーバ５７が設けられている。
【００２９】
　イオン発生素子４６は、送風通路４３の二つの吹出口４３ａの近傍位置にそれぞれ設け
られ、イオンを発生し、発生したイオンを吹出口４３ａから吹き出される空気に与える。
【００３０】
　ＨＥＰＡフィルタ４４は、集塵フィルタとしての機能を有し、本体部２２の下部に設け
られたＨＥＰＡフィルタ保持部材５０の上面に取り付けられている。ＨＥＰＡフィルタ保
持部材５０は、例えば、薄板の容器形状を有し、本体部２２に対して着脱自在となってい
る。なお、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０を本体部２２に嵌合する場合（固定する場合）
のＨＥＰＡフィルタ保持部材５０に対する操作は、本体部２２に対してＨＥＰＡフィルタ
保持部材５０を押し付けること、あるいは本体部２２に対してＨＥＰＡフィルタ保持部材
５０を回転させることにより行う構成としてもよい。したがって、送風装置１では、ＨＥ
ＰＡフィルタ保持部材５０を本体部２２から取り外すことにより、同時にＨＥＰＡフィル
タ４４を本体部２２から取り外しできるようになっている。
【００３１】
　ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０の下面には、例えば格子状に開口したフィルタ吸込口５
０ａ（図１０の（ｂ）参照）が形成され、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０の下には、プレ
フィルタ４９およびプレフィルタ保持部材５１が設けられている。プレフィルタ４９は、
ＨＥＰＡフィルタ４４の前段にて、埃やゴミを除去する。
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【００３２】
　プレフィルタ保持部材５１は、プレフィルタ４９を保持している。プレフィルタ保持部
材５１は、両側部に下方へ突出する下方突出部５１ａを有している。下方突出部５１ａは
、下部カバー部材５２の閉状態において下部カバー部材５２の上面と当接する。これによ
り、下部カバー部材５２の閉状態において、プレフィルタ保持部材５１すなわちプレフィ
ルタ４９が外れ難く、また下部カバー部材５２の下面側から荷重に対して下部カバー部材
５２を補強できるようになっている。
【００３３】
　ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０（プレフィルタ保持部材５１）の下方には下部カバー部
材５２が設けられ、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０（プレフィルタ保持部材５１）と下部
カバー部材５２との間には空間が形成されている。下部カバー部材５２の周りにおける下
部カバー部材５２の上は、本体部２２への吸込口６０となっている。
【００３４】
　下部カバー部材５２は、一端部が磁石５３により、他端部がＶばね５４により、それぞ
れ本体部２２（詳細にはＨＥＰＡフィルタ保持部材５０）に固定されている。したがって
、下部カバー部材５２は、磁石５３により固定されている側を本体部２２から外すことに
より、Ｖばね５４により本体部２２と連結されている状態に、開放することができる。ま
た、下部カバー部材５２は、磁石５３により固定されている側、およびＶばね５４により
固定されている側を本体部２２から外すことにより、本体部２２から取り外すことができ
る。この場合、Ｖばね５４は、従来周知のように、Ｖ形に広がった状態から閉じた状態に
ユーザが操作することにより、本体部２２から容易に外すことができる。
【００３５】
　照明部４５は、照明基板（光源）５５と照明基板５５を覆う照明カバー５６とを備えて
いる。照明基板５５は、多数のＬＥＤが設けられ、ドーナツ板形状を有している。照明カ
バー５６は、光透過部材、例えば半透明の樹脂材料にて形成され、カバー下部５６ａとカ
バー上部５６ｂとを有している。カバー下部５６ａは、環状の側壁部が斜め下方へ突出し
た状態に湾曲している。カバー上部５６ｂは、環状の側壁部が鉛直方向に対して照明カバ
ー５６の内側へ傾斜した状態となっている。これにより、照明基板５５のＬＥＤからカバ
ー下部５６ａに向って照射された光は、一部がカバー下部５６ａの内面にて反射し、さら
にカバー上部５６ｂおよび後述のルーバリング５８を透過して送風装置１の周りの天井を
照らすようになっている。
【００３６】
　　（ルーバリング５８の構成）
　図１２は、図９の（ａ）（ｂ）に示したルーバリング５８の構成を示す斜視図である。
ルーバリング５８は、環状に形成され、上筐体部４１の外周部と照明部４５の照明カバー
５６の外周部との間に設けられている。ルーバリング５８は、送風通路４３の吹出口４３
ａに対向可能な開口部５８ａを有し、上筐体部４１および照明カバー５６に対して手動操
作により、回転可能となっている。本実施形態において、開口部５８ａは、送風通路４３
の吹出口４３ａの数に対応して、１８０°隔てた２個所の位置に形成されている。また、
開口部５８ａは、ルーバリング５８の下端部から開口され、高さＨを有している。
【００３７】
　開口部５８ａの開口高さは、風の吹き出し方向（吹き出し角度）を決定し、開口部５８
ａの高さが低くなるほど、風の吹き出し角度は下向きとなる。本実施形態では、開口部５
８ａの開口高さＨ１は、水平方向に対して斜め下方へ４５°の角度で風が吹き出されるよ
うに設定している。この吹き出し角度は、イオン発生素子４６が発生したイオンが部屋全
体に効率よく行き渡ることを考慮した角度である。
【００３８】
　なお、送風通路４３の吹出口４３ａの数は２個所に限定されず、吹出口４３ａの数が変
化した場合、開口部５８ａの数も吹出口４３ａの数に応じて変化する。
【００３９】
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　（運転状態報知装置８１）
　図１３の（ａ）は、送風装置１の運転状態報知装置８１による状態表示動作の説明図、
図１３の（ｂ）は、上記運転状態報知装置８１の構成を示す説明図である。図１４は、上
記運転状態報知装置８１の駆動制御部の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　送風装置１は、図１３の（ａ）に示すように、運転状態報知装置８１を備えている。運
転状態報知装置８１は、天井に何等かの画像を表示することにより、送風装置１が運転中
であること、およびニオイセンサ９１（図１４参照）の検出結果をユーザに報知する。図
１３の（ａ）は、運転状態報知装置８１により天井に状態表示８５が行われている様子を
示している。
【００４１】
　運転状態報知装置８１は、図１３の（ｂ）に示すように、例えば、基板８２、基板８２
に設けられたＬＥＤ８３およびレンズ８４を備えている。レンズ８４は、ＬＥＤ８３が発
する光を拡散させる。
【００４２】
　また、運転状態報知装置８１は、図１４に示すように、ＬＥＤ８３により状態表示８５
を行うための駆動制御部を備えている。駆動制御部は、ニオイセンサ９１、制御部９２、
ＬＥＤ駆動部９３およびＬＥＤ８３を備えている。ニオイセンサ９１は、例えば本体部２
２の内部に設けられている（図１７参照）。
【００４３】
　ニオイセンサ９１は、本体部２２に取り込まれた空気の臭いすなわち汚れを検出する。
ＬＥＤ８３は、例えばカラーフィルタを有する構成により、水色、黄色、オレンジ色およ
び赤色の各色表示を行う複数のＬＥＤからなる。水色は空気が綺麗ある場合、赤色は空気
が汚れている場合の表示用であり、水色から黄色、オレンジ色、赤色に向って、空気の汚
れが進んでいる状態を示す。制御部９２は、ＬＥＤ駆動部９３すなわちＬＥＤ８３の駆動
を制御し、ニオイセンサ９１の検出結果に応じて、各色いずれかのＬＥＤを点灯させる。
あるいは、制御部９２は、全部の色のＬＥＤを点灯させ、ニオイセンサ９１の検出結果に
応じて、空気の汚れ状態に該当する色のＬＥＤを他の色のＬＥＤよりも明るく点灯させる
。
【００４４】
　上筐体部４１には、ＬＥＤ８３が発した光を透過して天井パネル１１に状態表示８５を
行わせる光透過窓８６が設けられている。光透過窓８６は細長い形状を有し、したがって
、状態表示８５は細長い形状となる。
【００４５】
　なお、運転状態報知装置８１は、状態表示８５によって、イオン発生素子が稼働中であ
ることを表示するようにしてもよい。
【００４６】
　（送風装置１等の仕様の一例）
　ここで、送風装置１の重量および寸法、ならびにシーリングローゼット１２の一例を示
す。送風装置１の重量は、７．５ｋｇ（本体支持部材２１：１．５ｋｇ、本体部２２：６
ｋｇ）、直径は６００ｍｍ、高さは２００ｍｍである。また、シーリングローゼット１２
は、ＪＩＳ　Ｃ８３１０の規格に準じたものである。
【００４７】
　（天井への送風装置１の取り付け）
　上記の構成において、天井への送風装置１の取り付け方法について説明する。
【００４８】
　まず、天井パネル１１（天井）１１に設けられているシーリングローゼット１２に対し
て本体支持部材２１を取り付ける。本体支持部材２１は、ねじ２３によりシーリングロー
ゼット１２に固定する。
【００４９】
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　次に、本体部２２を本体支持部材２１に取り付ける。この場合、本体部２２を天井パネ
ル１１の位置まで持ち上げ、本体支持部材２１に向って天井パネル１１の下面と並行に移
動させ（図５参照）、本体部２２の支持部材嵌合部３１を本体支持部材２１に嵌合させる
（図６参照）。これら両者の嵌合状態では、本体支持部材２１の鍔部２１ｃが、支持部材
嵌合部３１の対向する立上り部３１ｂの間に位置し、支持部材嵌合部３１の上板部３１ａ
が本体支持部材２１の鍔部２１ｃの上に位置する。これにより、本体部２２は、本体支持
部材２１によって支持される。
【００５０】
　次に、支持部材嵌合部３１の上板部３１ａの嵌合凸部３１ａ２が、本体支持部材２１の
鍔部２１ｃの嵌合穴２１ｃ１に嵌合するように、本体部２２を回転させる。これにより、
本体部２２は、回転しないように固定される。
【００５１】
　次に、シーリングローゼット１２と接続され、本体支持部材２１の下から本体部２２の
上面部へ引き出されている電源コード２５を、本体部２２の電源接続部３２と接続する（
図７参照）。
【００５２】
　次に、電源コード２５を覆うように電源コードカバー２４を本体部２２に取り付ける（
図８参照）。この場合、電源コードカバー２４は、本体部２２の中央部側の端部を本体支
持部材２１と本体部２２の上面部との間に挿入する。この状態において、本体支持部材２
１の鍔部２１ｃの高さ位置は、本体部２２の支持部材嵌合部３１における上板部３１ａの
係止部３１ａ１の高さ位置となる。これにより、支持部材嵌合部３１からの本体支持部材
２１の抜脱が阻止される。
【００５３】
　本体支持部材２１からの本体部２２の取り外しは、上述した本体支持部材２１への本体
部２２の取り付けと逆の手順にて行うことができる。
【００５４】
　（ルーバリング５８の回転）
　本体部２２は、図１１に示すように、ルーバリング５８の内面に沿って環状の空間領域
５９を有している。この空間領域５９には、開口部５８ａから侵入した虫の死骸や埃が溜
まることがある。
【００５５】
　そこで、開口部５８ａの位置が虫の死骸や埃の位置となるように、ルーバリング５８を
回転させることにより、開口部５８ａを通じて、例えば掃除機により、空間領域５９に存
在する虫の死骸や埃を除去することができる。
【００５６】
　（プレフィルタ４９の清掃および交換）
　図１５は、図２に示した状態の送風装置１から、下部カバー部材５２を開放し、プレフ
ィルタ保持部材５１を取り外した状態を示す斜視図である。図１６は、図１５に示した送
風装置１から下部カバー部材５２を取り外した状態を示す斜視図である。
【００５７】
　プレフィルタ４９を清掃あるいは交換する場合には、図１５に示すように、本体部２２
の下部カバー部材５２を開放し、プレフィルタ保持部材５１を取り外すことにより、プレ
フィルタ４９を取り外すことができる。図１５の状態は、下部カバー部材５２を、磁石５
３にて固定されていた側から開き、Ｖばね５４にて固定されていた側によって支持してい
る状態である。取り外したプレフィルタ４９の清掃は、掃除機にて埃等を除去すること、
あるいは水洗いすることにより行う。
【００５８】
　なお、下部カバー部材５２は、図１６に示すように、磁石５３にて固定されていた側に
加えて、Ｖばね５４にて固定されていた側を外すことにより、本体部２２から取り外すこ
とができる。
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【００５９】
　（ＨＥＰＡフィルタ４４の清掃および交換）
　図１７は、図１６に示した状態の送風装置１から、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０とと
もにＨＥＰＡフィルタ４４を取り外した状態を示す斜視図である。
【００６０】
　図１７に示すように、送風装置１はＨＥＰＡフィルタ４４を保持するＨＥＰＡフィルタ
保持部材５０を送風装置１から取り外しできるようになっている。したがって、ＨＥＰＡ
フィルタ４４を清掃する場合には、送風装置１からＨＥＰＡフィルタ保持部材５０を取り
外してＨＥＰＡフィルタ４４を清掃する。なお、ＨＥＰＡフィルタ４４を交換する場合に
も、同様に、送風装置１からＨＥＰＡフィルタ４４とともにＨＥＰＡフィルタ保持部材５
０を取り外し、ＨＥＰＡフィルタ４４を交換する。
【００６１】
　また、ＨＥＰＡフィルタ４４を簡単に清掃する場合には、図１５あるいは図１６に示し
たように、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０を送風装置１から取り外すことなく、下部カバ
ー部材５２を開放し、ＨＥＰＡフィルタ保持部材５０のフィルタ吸込口５０ａから例えば
掃除機での吸い込みによりＨＥＰＡフィルタ４４を清掃してもよい。
【００６２】
　（送風装置１の利点）
　送風装置１は、シーリングローゼット１２の真下に送風機４２すなわちファン４７およ
びファン４７を回転させるモータ４８を配置し、これらファン４７およびモータ４８の中
心が、鉛直方向において本体部２２の重心とほぼ一致している。この場合、ファン４７お
よびモータ４８の中心が、鉛直方向において本体支持部材２１の円筒部２１ｂの中止と一
致している。したがって、送風装置１は、重量バランスが安定した取り付け状態となって
いる。
【００６３】
　また、送風装置１の本体部２２は、本体支持部材２１を介してシーリングローゼット１
２に取り付けられており、本体支持部材２１は、上部（上板部２１ａ）がシーリングロー
ゼット１２に固定され、下部（鍔部２１ｃ）に本体部２２が嵌合され、上部と下部との間
に、上下方向に延びる中間部（円筒部２１ｂ）を有している。
【００６４】
　したがって、送風装置１は、シーリングローゼット１２と略同じ径の本体支持部材２１
の部分を除き、天井パネル１１と本体部２２の上面のとの間に、風が流れる隙間を有して
いる。これにより、送風装置１は、天井面に沿ったエアコンの風の流れを阻害し難く、エ
アコンは、天井面に沿った空気の円滑な流れを維持することができる。
【００６５】
　また、送風装置１では、シーリングローゼット１２の真下にファン４７およびモータ４
８が存在するので、シーリングローゼット１２から引き出された電源コード２５と本体部
２２との接続を、本体部２２の外部にて行うことを余儀なくされる。この場合、送風装置
１では、上記のように、天井パネル１１と本体部２２の上面のとの間に隙間が形成される
ので、その隙間を利用して電源コード２５と本体部２２との接続を容易に行うことができ
る。
【００６６】
　また、送風装置１では、本体部２２は、本体支持部材２１に対する支持部材嵌合部３１
の嵌合位置において回転可能である。これにより、ユーザは、本体部２２を回転させて容
易に吹出口４３ａの位置、すなわち水平方向における空気の吹出し方向を変更することが
できる。
【００６７】
　具体的には、ユーザは、吹出口４３ａ（開口部５８ａ）からの風の吹き出し方向を変え
たい場合、電源コードカバー２４を取り外した後、本体部２２を持ちあげて、支持部材嵌
合部３１の上板部３１ａの嵌合凸部３１ａ２と本体支持部材２１の鍔部２１ｃの嵌合穴２
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１ｃ１との嵌合を解除する。次に、ユーザは、吹出口４３ａ（開口部５８ａ）が希望の位
置となるように、本体部２２を回転させた後、支持部材嵌合部３１の上板部３１ａの嵌合
凸部３１ａ２を本体支持部材２１の鍔部２１ｃの嵌合穴２１ｃ１に嵌合させる。その後、
ユーザは、電源コードカバー２４を元の状態に取り付ける。
【００６８】
　また、送風装置１は、下部カバー部材５２を一端側の磁石５３と反対側のＶばね５４と
により、本体部２２に取り付けている。したがって、下部カバー部材５２は、磁石５３の
側を本体部２２から外すことにより開放状態とし、プレフィルタ４９を本体部２２から容
易に取り外すことができる。また、下部カバー部材５２は、磁石５３の側に加えてＶばね
５４の側と本体部２２から外すことにより、本体部２２から容易に取り外すことができる
。このような本体部２２に対する下部カバー部材５２の取り付け構造では、ヒンジを使用
して下部カバー部材５２を本体部２２に連結している構造と比較して、外観上、本体部２
２と下部カバー部材５２との連結部が見え難く、美観を向上することができる。
【００６９】
　また、開口部５８ａを有するルーバリング５８は、回転させて開口部５８ａの位置を移
動させることができる。したがって、送風装置１を使用しない場合に、開口部５８ａが吹
出口４３ａ３からずれた位置となるようにルーバリング５８を回転させることにより、送
風通路４３への虫や埃の侵入を防止することができる。
【００７０】
　さらに、ルーバリング５８の内面に沿った空間領域５９に虫の死骸や埃が溜まった場合
には、ルーバリング５８を回転させて、開口部５８ａから虫の死骸や埃を除去することが
できる。
【００７１】
　また、照明カバー５６のカバー上部５６ｂ（図９の（ａ）（ｂ）参照）は、環状の側壁
部が鉛直方向に対して照明カバー５６の内側へ傾斜した状態となっている。したがって、
照明基板５５のＬＥＤからカバー下部５６ａに向って照射され、カバー下部５６ａの内面
にて反射した光がカバー上部５６ｂおよびルーバリング５８を透過する。これにより、照
明基板５５のＬＥＤが発した光の一部により、送風装置１の周りの天井を照らすことがで
きる。
【００７２】
　また、運転状態報知装置８１は、状態表示８５によりニオイセンサ９１が検出した部屋
の汚れ状態を天井パネル１１（天井）に表示する。したがって、ユーザは、点灯中の照明
部４５の光に妨害されることなく、天井に表示された状態表示８５により、部屋の空気の
状態（汚れ状態）、および送付装置１が稼働中であることを容易に知ることができる。
【００７３】
　また、状態表示８５は細長い形状となり、長い範囲に形成されるので、天井面が凹凸や
木目等の模様を有する場合であっても、ユーザは状態表示８５を確認し易くなっている。
【００７４】
　なお、光透過窓８６は、凸形状を有していてもよい。この場合には、上筐体部４１上に
おいて、光透過窓８６の周りも明るくなるので、部屋の空気の汚れ状態をさらに容易に確
認し易くなる。
【００７５】
　また、運転状態報知装置８１は、状態表示８５をなんらかの画像として表示するための
フィルタ等を備えていてもよい。
【００７６】
　なお、本実施形態において、送風装置１は、本体支持部材２１、イオン発生素子４６、
送風機４２（ファン４７およびモータ４８）、ＨＥＰＡフィルタ４４、照明部４５、プレ
フィルタ４９、ルーバリング５８および運転状態報知装置８１を備えた構成としているが
、これに限定されず、少なくとも本体支持部材２１と送風機４２を有する本体部２２とを
備えた構成であればよい。この点は以下の実施形態においても同様である。
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【００７７】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実
施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説
明を省略する。
【００７８】
　（ルーバリング７１の構成）
　図１８は、本実施形態の送風装置２が備えるルーバリング７１を示す斜視図である。本
実施形態の送風装置２（図１参照）は、前記ルーバリング５８に代えて、図１８に示すル
ーバリング（側部カバー部材）７１を備えている。ルーバリング７１は、前記ルーバリン
グ５８の開口部５８ａに代えて、開口部７１ａを有している。開口部７１ａは、開口部５
８ａと同様、ルーバリング７１の２個所に形成されている。
【００７９】
　ルーバリング７１は、開口部７１ａの高さが段階的に変化している。具体的には、開口
部７１ａは、開口部５８ａの略２倍の長さを有し、ルーバリング７１の周方向に連続する
第１開口領域７１ａ１と第２開口領域７１ａ２とを有している。第１開口領域７１ａ１と
第２開口領域７１ａ２とは開口高さが互いに異なり、第２開口領域７１ａ２の開口高さは
、第１開口領域７１ａ１の開口高さよりも高くなっている。
【００８０】
　本実施形態において、第１開口領域７１ａ１の開口高さは、前記開口部５８ａの開口高
さと同じＨ１に設定されている。この場合、第１開口領域７１ａ１を吹出口４３ａの位置
に配置すると、第１開口領域７１ａ１から水平方向に対して斜め下方へ４５°の角度で風
が吹き出される。第２開口領域７１ａ２の開口高さはＨ２であり、この開口高さＨ２は、
第２開口領域７１ａ２を吹出口４３ａの位置に配置すると、第２開口領域７１ａ２から略
水平方向に風が吹き出されるように設定されている。送風装置２のその他の構成は、前述
した送風装置１と同様である。
【００８１】
　（ルーバリング７１を備えることの利点）
　ルーバリング７１を備える送風装置２では、ユーザがルーバリング７１を回転させて、
吹出口４３ａに対して配置する開口部７１ａの開口領域を、第１開口領域７１ａ１と第２
開口領域７１ａ２とで変更することにより、風の吹き出し方向を上下方向に変更すること
ができる。
【００８２】
　したがって、吹出口４３ａに第１開口領域７１ａ１を配置した状態において、直接風が
当たることによりユーザが寒さなどの不快感を持った場合、ルーバリング７１を回転させ
て吹出口４３ａに第２開口領域７１ａ２を配置する。これにより、風の吹き出し方向を略
水平方向に変更し、ユーザの上記不快感を解消することができる。
【００８３】
　また、ルーバリング７１を備える送風装置２では、本体部２２を回転させることにより
、水平方向での風の吹き出し方向を変更し、かつルーバリング７１を回転させることによ
り、上下方向での風の吹き出し方向を変更することができる。送風装置２のその他の利点
は、前述した送風装置１と同様である。
【００８４】
　〔実施形態３〕
　本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、
前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、
その説明を省略する。
【００８５】
　（ルーバリング７２の構成）
　図１９は、本実施形態の送風装置３が備えるルーバリング７２を示す斜視図である。本
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実施形態の送風装置３（図１参照）は、前記ルーバリング５８に代えて、図１９に示すル
ーバリング（側部カバー部材）７２を備えている。ルーバリング７２は、前記ルーバリン
グ５８の開口部５８ａに代えて、開口部７２ａを有している。開口部７２ａは、開口部５
８ａと同様、ルーバリング７２の２個所に形成されている。
【００８６】
　ルーバリング７２は、開口部７２ａの開口高さが、ルーバリング７２の周方向の一端部
から他端部に向って漸次高くなるように変化している。具体的には、開口部７２ａの開口
高さＨが直線的に変化している。開口部７２ａは開口部５８ａの略２倍の長さを有し、開
口部７２ａにおけるルーバリング７２の周方向の一端側の開口高さが低く、他端側の開口
高さが高くなっている。開口部７２ａの一端側の開口高さは例えばＨ１であり、他端側の
開口高さは例えばＨ２である。送風装置３のその他の構成は、前述した送風装置１と同様
である。
【００８７】
　（ルーバリング７２を備えることの利点）
　ルーバリング７２を備える送風装置３では、ユーザがルーバリング７２を回転させて、
吹出口４３ａに対して配置する開口部７２ａの領域を変更することにより、風の吹き出し
方向を上下方向に変更することができる。この場合、開口部７２ａの開口高さＨは連続的
に変化しているので、ルーバリング７２を回転させることにより、風の吹き出し方向を連
続的に変更することができる。
【００８８】
　したがって、ルーバリング７２を備えた送風装置３では、吹出口４３ａに開口部７２ａ
の開口高さの低い領域を配置した状態において、直接風が当たることによりユーザが寒さ
などの不快感を持った場合、ルーバリング７２を回転させて吹出口４３ａに開口高さの高
い領域を配置する。これにより、風の吹き出し方向を略水平方向に変更し、ユーザの上記
不快感を解消することができる。
【００８９】
　また、ルーバリング７２を備えた送風装置３では、本体部２２を回転させることにより
、水平方向での風の吹き出し方向を変更し、かつルーバリング７２を回転させることによ
り、上下方向での風の吹き出し方向を変更することができる。送風装置３のその他の利点
は、前述した送風装置１と同様である。
【００９０】
　〔実施形態４〕
　本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、
前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、
その説明を省略する。
【００９１】
　（ルーバリング７３の構成）
　図２０は、本実施形態の送風装置４が備えるルーバリング７３を示す斜視図である。本
実施形態の送風装置４（図１参照）は、前記ルーバリング５８に代えて、図２０に示すル
ーバリング（側部カバー部材）７３を備えている。ルーバリング７３は、前記ルーバリン
グ５８の２個の開口部５８ａに代えて、４個の開口部、すなわち２個の開口部７３ａおよ
び２個の開口部７３ｂを有している。これら４個の開口部７３ａ，７３ｂは、ルーバリン
グ７３の周方向に開口部７３ａ，７３ｂ，７３ａ，７３ｂの順序にて形成されている。
【００９２】
　２個の開口部７３ａは、開口高さがＨ１であり、２個の吹出口４３ａに対向可能なよう
に、１８０°隔てて形成されている。同様に、２個の開口部７３ｂは、開口高さがＨ２で
あり、２個の吹出口４３ａに対向可能なように、１８０°隔てて形成されている。送風装
置４のその他の構成は、前述した送風装置１と同様である。
【００９３】
　（ルーバリング７３を備えることの利点）



(14) JP 2018-179358 A 2018.11.15

10

20

30

40

50

　ルーバリング７３を備える送風装置４では、ユーザがルーバリング７３を回転させて、
吹出口４３ａに対して配置する開口部を開口部７３ａと開口部７３ｂとで変更することに
より、風の吹き出し方向を上下方向に変更することができる。
【００９４】
　したがって、吹出口４３ａに開口部７３ａを配置した状態において、直接風が当たるこ
とによりユーザが寒さなどの不快感を持った場合、ルーバリング７３を回転させて吹出口
４３ａに開口部７３ｂを配置する。これにより、風の吹き出し方向を略水平方向に変更し
、ユーザの上記不快感を解消することができる。
【００９５】
　また、ルーバリング７３を備えた送風装置４では、本体部２２を回転させることにより
、水平方向での風の吹き出し方向を変更し、かつルーバリング７３を回転させることによ
り、上下方向での風の吹き出し方向を変更することができる。送風装置４のその他の利点
は、前述した送風装置１と同様である。
【００９６】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る送風装置は、空気を吹き出すファン４７および前記ファン４７を
回転させるモータ４８を有する本体部２２を備えている送風装置において、上部（上板部
２１ａ）がシーリングローゼット１２に固定され、下部（鍔部２１ｃ）に前記本体部２２
が取り付けられ、前記上部と前記下部との間に、上下方向に延びる中間部（円筒部２１ｂ
）を有する本体支持部材２１を備え、前記本体部２２は、下部に空気の吸込口６０を有し
、側部に空気の吹出口（開口部５８ａ）を有し、上面に前記本体支持部材２１に対する取
付け部（支持部材嵌合部３１）を有し、前記ファン４７および前記モータ４８が前記取付
け部の真下の位置に設けられている。
【００９７】
　上記の構成によれば、本体部２２は、下部の空気の吸込口６０から空気を吸い込み、側
部の空気の吹出口から空気を吹き出す。
【００９８】
　本体部２２は本体支持部材２１の下部に取り付けられ、本体支持部材２１は、上部がシ
ーリングローゼット１２に固定され、上部と下部との間に、上下方向に延びる中間部を有
している。したがって、送風装置は、本体支持部材２１の部分を除き、天井面と本体部２
２の上面のとの間に、本体支持部材２１の中間部によって、風が流れ得る隙間を有する。
これにより、送風装置は、送風装置と同じ部屋にエアコン（エアーコンデョショナ）が設
置されている場合に、送風装置はエアコンの天井面に沿った風の流れを阻害し難く、エア
コンは空気の円滑な流れを維持することができる。
【００９９】
　また、ファン４７およびモータ４８は、本体支持部材２１に対する取付け部の真下の位
置に設けられ、本体支持部材２１はシーリングローゼットに固定される。したがって、送
風装置は、重量バランスが安定した取り付け状態とすることができる。
【０１００】
　また、送風装置では、天井面と本体部２２の上面のとの間に隙間が形成されるので、そ
の隙間を利用して、シーリングローゼット１２から引き出された電源コード２５と本体部
２２との接続を容易に行うことができる。
【０１０１】
　本発明の態様２に係る送風装置は、上記態様１において、前記本体支持部材２１の前記
上部（上板部２１ａ）は、外周が円形の板形状であり、前記中間部（円筒部２１ｂ）は、
上縁部が前記上部の外周とつながっている円筒形状であり、前記下部（鍔部２１ｃ）は、
外周が円形の板形状であり、前記中間部の下縁部とつながっており、前記ファン４７およ
び前記モータ４８の中心は、鉛直方向において前記中間部の中心と一致している構成とし
てもよい。
【０１０２】
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　上記の構成によれば、送風装置は、重量バランスがさらに安定した取り付け状態とする
ことができる。
【０１０３】
　本発明の態様３に係る送風装置は、上記態様１または２において、前記本体部２２の側
部を覆う環状の側部カバー部材（ルーバリング５８）を備え、前記側部カバー部材は、前
記ファン４７からの送風通路４３の吹出口４３ａと対向可能な位置に、前記本体部２２の
側部の空気の吹出口となる開口部５８ａを有し、前記本体部２２に対して回転可能である
構成としてもよい。
【０１０４】
　上記の構成によれば、開口部５８ａを有する側部カバー部材は、ユーザが回転させて開
口部５８ａの位置を移動させることができる。したがって、送風装置を使用しない場合に
、開口部５８ａが送風通路４３の吹出口４３ａからずれた位置となるように側部カバー部
材を回転させることにより、送風通路４３への虫や埃の侵入を防止することができる。
【０１０５】
　さらに、側部カバー部材の内面に沿った領域（空間領域５９）に虫の死骸や埃が溜まっ
た場合に、側部カバー部材を回転させて、開口部５８ａから虫の死骸や埃を除去すること
ができる。
【０１０６】
　本発明の態様４に係る送風装置は、上記態様３において、前記側部カバー部材（ルーバ
リング７１）の前記開口部７１ａは、前記側部カバー部材の周方向に、互いに高さが異な
る複数の開口領域（第１開口領域７１ａ１、第２開口領域７１ａ２）を連続して有してい
る構成としてもよい。
【０１０７】
　上記の構成によれば、ユーザは、側部カバー部材を回転させて、ファン４７からの送風
通路４３の吹出口４３ａに対して配置する開口部７１ａの開口領域を変更することにより
、風の吹き出し方向を上下方向に変更することができる。
【０１０８】
　したがって、送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが低い開口領域を配置し
た状態において、例えば直接風が当たることによりユーザが寒さなどの不快感を持った場
合、側部カバー部材を回転させて送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが高い
開口領域を配置する。これにより、風の吹き出し方向を上向きに変更し、ユーザの上記不
快感を解消することができる。
【０１０９】
　本発明の態様５に係る送風装置は、上記態様３において、前記側部カバー部材（ルーバ
リング７２）の前記開口部７２ａは、前記側部カバー部材の周方向の一端部から他端部に
向って開口高さが漸次高くなるように変化している構成としてもよい。
【０１１０】
　上記の構成によれば、ユーザは、側部カバー部材を回転させて、ファン４７からの送風
通路４３の吹出口４３ａに対して配置する開口部７２ａの開口領域を変更することにより
、風の吹き出し方向を上下方向に変更することができる。
【０１１１】
　したがって、送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが低い開口領域を配置し
た状態において、例えば直接風が当たることによりユーザが寒さなどの不快感を持った場
合、側部カバー部材を回転させて送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが高い
開口領域を配置する。これにより、風の吹き出し方向を上向きに変更し、ユーザの上記不
快感を解消することができる。
【０１１２】
　本発明の態様６に係る送風装置は、上記態様３において、前記側部カバー部材（ルーバ
リング７３）は、前記開口部として互いに高さの異なる複数の開口部７３ａ，７３ｂを有
している構成としてもよい。
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【０１１３】
　上記の構成によれば、ユーザは、側部カバー部材を回転させて、ファン４７からの送風
通路４３の吹出口４３ａに対して配置する開口部７３ａ，７３ｂを変更することにより、
風の吹き出し方向を上下方向に変更することができる。
【０１１４】
　したがって、送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが低い開口部７３ａを配
置した状態において、例えば直接風が当たることによりユーザが寒さなどの不快感を持っ
た場合、側部カバー部材を回転させて送風通路４３の吹出口４３ａに相対的に開口高さが
高い開口部７３ｂを配置する。これにより、風の吹き出し方向を上向きに変更し、ユーザ
の上記不快感を解消することができる。
【０１１５】
　本発明の態様７に係る送風装置は、上記態様３から６のいずれか１態様において、前記
側部カバー部材（ルーバリング５８，７１～７３）の下に照明部４５を備え、前記照明部
４５は、照明カバー５６、および前記照明カバー５６の内部に設けられた光源（照明基板
５５）を有し、前記側部カバー部材は、光透過性の部材であり、前記光源が発した光の一
部が前記照明カバー５６の内面にて反射し、前記側部カバー部材を透過して天井面に照射
される構成としてもよい。
【０１１６】
　上記の構成によれば、光源が発した光の一部が照明カバー５６の内面にて反射し、側部
カバー部材を透過して天井面に照射される。これにより、光源が発した光の一部により、
送風装置の周りの天井を照らすことができる。
【０１１７】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１１８】
１～４　　　送風装置
　１１　　　天井パネル
　１２　　　シーリングローゼット
　２１　　　本体支持部材
　２１ａ　　上板部
　２１ｂ　　円筒部
　２１ｃ　　鍔部
　２１ｃ１　嵌合穴
　２２　　　本体部
　２３　　　ねじ
　２４　　　電源コードカバー
　２５　　　電源コード
　３１　　　支持部材嵌合部（取付け部）
　３１ａ　　上板部
　３１ａ１　係止部
　３１ａ２　嵌合凸部
　３１ｂ　　立上り部
　３１ｃ　　下板部
　３１ｄ　　嵌合開口部
　４１　　　上筐体部
　４２　　　送風機
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　４３　　　送風通路
　４３ａ　　吹出口
　４４　　　ＨＥＰＡフィルタ
　４５　　　照明部
　４６　　　イオン発生素子
　４７　　　ファン
　４８　　　モータ
　４９　　　プレフィルタ
　５０　　　ＨＥＰＡフィルタ保持部材
　５０ａ　　フィルタ吸込口
　５１　　　プレフィルタ保持部材
　５１ａ　　下方突出部
　５２　　　下部カバー部材
　５３　　　磁石
　５４　　　Ｖばね
　５５　　　照明基板（光源）
　５６　　　照明カバー
　５６ａ　　カバー下部
　５６ｂ　　カバー上部
　５７　　　ルーバ
５８，７１～７３　　ルーバリング（側部カバー部材）
５８ａ，７１ａ，７２ａ，７３ａ，７３ｂ　　開口部
　５９　　　空間領域
　６０　　　吸込口
　７１ａ１　第１開口領域
　７１ａ２　第２開口領域
　８１　　　運転状態報知装置
　８５　　　状態表示
　８６　　　光透過窓
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