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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機体吸込口と機体吹出口を対向して設けた箱状の機体と、前記箱状の機体の内部に、渦巻
状のスクロールケーシングを有した２個の遠心送風機を備えたダクトファンにおいて、前
記機体吸込口と前記機体吹出口を有する面以外の前記機体の一面にメンテナンス用開口部
を設け、前記機体内に前記機体吸込口側と前記機体吹出口側とを区画する仕切り板を設け
、前記２個の遠心送風機は、前記メンテナンス用開口部に向かって前後になるように配置
すると共に、前記仕切り板に開口部を設けて前記遠心送風機の吐出口を接続し、前記各遠
心送風機の前記吐出口から前記機体吹出口に向かう吐出空間距離において、前記メンテナ
ンス用開口部から遠い側の前記遠心送風機の前記吐出空間距離を、前記メンテナンス用開
口部から近い側の前記遠心送風機の前記吐出空間距離より、前記遠心送風機の羽根車の外
径寸法以上長くして遠心送風機を２個配置した構成としたことを特徴とするダクトファン
。
【請求項２】
前記遠心送風機の駆動軸を前記メンテナンス用開口部に向けた構成としたことを特徴とす
る請求項１記載のダクトファン。
【請求項３】
メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機の機体吹出口側のスクロールケーシング吐
出端部を、前記メンテナンス用開口部から近い側の遠心送風機の機体吸込口側のスクロー
ルケーシング吸込端部に対し、機体気流方向に重ねて前記遠心送風機を２個配置した構成
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としたことを特徴とする請求項１または２記載のダクトファン。
【請求項４】
遠心送風機のモーターをメンテナンス用開口部に対向して配置し、２個または１個の前記
遠心送風機の吐出口の面を機体吹出口の面に対し傾けて前記遠心送風機を配置した構成と
したことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のダクトファン。
【請求項５】
遠心送風機を両吸込型羽根車を備えた両吸込型遠心送風機とし、反モーター側ケーシング
吸込口を機体吸込口側に傾けて遠心送風機を配置した構成としたことを特徴とする請求項
４記載のダクトファン。
【請求項６】
機体吸込口に対向した遠心送風機の側面に吸音材を固定した構成としたことを特徴とする
請求項１から５のいずれかに記載のダクトファン。
【請求項７】
吸音材を固定した吸音材固定プレートを、機体吸込口に対向した遠心送風機の側面に着脱
自在に設けた構成としたことを特徴とする請求項６記載のダクトファン。
【請求項８】
吸音材を略三角形状とする構成とした請求項６または７記載のダクトファン。
【請求項９】
遠心送風機を３個以上配置した構成とする請求項１から８のいずれかに記載のダクトファ
ン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の天井裏等の空間に設置され、遠心送風機を複数個内蔵して配置し、ダ
クトを介し室内の空気を換気するダクトファンの構造に関する。
【０００２】
　また、遠心送風機の風路の圧力損失を抑え入力を低減したダクトファンの構造に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　従来、この種のダクトファンとしては、遠心送風機を位置規制部材により保持し並列に
配置したものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　以下、そのダクトファンについて、図７を参照しながら説明する。
【０００５】
　図７に示すように、機体１０１は互いに相対する二対の側面板１０２および上面板と下
面板で構成し、側面板１０２の一方には吸込側ダクト１０３を連結する機体吸込口１０４
を設け、他方には吹出側ダクト１０５を連結する機体吹出口１０６を備えている。そして
、機体１０１の機体吸込口１０４側の側面板１０２と機体吹出口１０６側の側面板１０２
との間を開口部１０７を有する仕切り板１０８で区画し、仕切り板１０８と、この仕切り
板１０８の機体吸込口１０４側の側面板１０２の側に設けた位置規制部材１０９との間に
、仕切り板１０８の開口部１０７にその吐出口１１０を合わせて位置を定めた２個の遠心
送風機１１１を挟持して並列に固定している。この遠心送風機１１１は、機体１０１の一
方の側面板１０２側に設けたメンテナンス用開口部１１２を介し、位置規制部材１０９を
取り外すことにより、手前から順次遠心送風機１１１を取り外すことができる。
【特許文献１】実開昭６１－１２７３３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来のダクトファンでは、遠心送風機１１１は、機体１０１の一方の側面板
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１０２側に設けたメンテナンス用開口部１１２を介し、位置規制部材１０９を取り外すこ
とにより、手前から順次遠心送風機１１１を取り外すことができるが、仕切り板１０８と
位置規制部材１０９との間に２個の遠心送風機１１１を並列に配置した構造になっている
ため、メンテナンス用開口部１１２から遠い２個目の遠心送風機１１１だけの部品点検を
行う必要が生じた場合においても、手前から順次遠心送風機１１１全体を取り外す必要が
あり、遠心送風機１１１を２個とも取り外さなければならず、作業工数および手間がかか
るという課題がある。
【０００７】
　また、機体１０１は、奥の遠心送風機１１１を取り出す際のメンテナンス作業が困難な
ためコンパクト化が要望され、かつ風路の圧力損失を抑え入力を低減することが要望され
ている。また、室内の騒音を下げるため、騒音を低減することが要望されている。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、メンテナンス用開口部から複
数の送風機を簡単に個別にメンテナンスでき、メンテナンス性を良くでき、コンパクトに
でき、入力を低減できるダクトファンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のダクトファンは、上記目的を達成するために、機体吸込口と機体吹出口を対向
して設けた箱状の機体と、前記箱状の機体の内部に、渦巻状のスクロールケーシングを有
した２個の遠心送風機を備えたダクトファンにおいて、前記機体吸込口と前記機体吹出口
を有する面以外の前記機体の一面にメンテナンス用開口部を設け、前記機体内に前記機体
吸込口側と前記機体吹出口側とを区画する仕切り板を設け、前記２個の遠心送風機は、前
記メンテナンス用開口部に向かって前後になるように配置すると共に、前記仕切り板に開
口部を設けて前記遠心送風機の吐出口を接続し、前記各遠心送風機の前記吐出口から前記
機体吹出口に向かう吐出空間距離において、前記メンテナンス用開口部から遠い側の前記
遠心送風機の前記吐出空間距離を、前記メンテナンス用開口部から近い側の前記遠心送風
機の前記吐出空間距離より、前記遠心送風機の羽根車の外径寸法以上長くして遠心送風機
を２個配置した構成としたものである。
【００１０】
　また、他の手段は、遠心送風機の駆動軸をメンテナンス用開口部に向けた構成としたも
のである。
【００１１】
　また、他の手段は、メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機の機体吹出口側のス
クロールケーシング吐出端部を、前記メンテナンス用開口部から近い側の遠心送風機の機
体吸込口側のスクロールケーシング吸込端部に対し、機体気流方向に重ねて前記遠心送風
機を２個配置した構成としたものである。
【００１２】
　また、他の手段は、遠心送風機のモーターをメンテナンス用開口部に対向して配置し、
２個または１個の前記遠心送風機の吐出口の面を機体吹出口の面に対し傾けて前記遠心送
風機を配置した構成としたものである。
【００１３】
　また、他の手段は、遠心送風機を両吸込型羽根車を備えた両吸込型遠心送風機とし、反
モーター側ケーシング吸込口を機体吸込口側に傾けて遠心送風機を配置した構成としたも
のである。
【００１４】
　また、他の手段は、機体吸込口に対向した遠心送風機の側面に吸音材を固定した構成と
したものである。
【００１５】
　また、他の手段は、吸音材を固定した吸音材固定プレートを、機体吸込口に対向した遠
心送風機の側面に着脱自在に設けた構成としたものである。
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【００１６】
　また、他の手段は、吸音材を略三角形状とする構成としたものである。
【００１７】
　また、他の手段は、遠心送風機を３個以上配置した構成としたものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、機体吸込口と機体吹出口を対向して設けた箱状の機体と、前記箱状の
機体の内部に、渦巻状のスクロールケーシングを有した２個の遠心送風機を備えたダクト
ファンにおいて、前記機体吸込口と前記機体吹出口を有する面以外の前記機体の一面にメ
ンテナンス用開口部を設け、前記機体内に前記機体吸込口側と前記機体吹出口側とを区画
する仕切り板を設け、前記２個の遠心送風機は、前記メンテナンス用開口部に向かって前
後になるように配置すると共に、前記仕切り板に開口部を設けて前記遠心送風機の吐出口
を接続し、前記各遠心送風機の前記吐出口から前記機体吹出口に向かう吐出空間距離にお
いて、前記メンテナンス用開口部から遠い側の前記遠心送風機の前記吐出空間距離を、前
記メンテナンス用開口部から近い側の前記遠心送風機の前記吐出空間距離より、前記遠心
送風機の羽根車の外径寸法以上長くして遠心送風機を２個配置した構成としたことにより
、メンテナンス用開口部から２個の遠心送風機を簡単に個別にメンテナンスでき、メンテ
ナンス性を良くできながら、薄型コンパクトにできるという効果のあるダクトファンを提
供することができる。
【００１９】
　また、遠心送風機の駆動軸をメンテナンス用開口部に向けた構成としたものであり、メ
ンテナンス性を良くできるという効果のあるダクトファンを提供することができる。
【００２０】
　また、メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機の機体吹出口側のスクロールケー
シング吐出端部を、前記メンテナンス用開口部から近い側の遠心送風機の機体吸込口側の
スクロールケーシング吸込端部に対し、機体気流方向に重ねて前記遠心送風機を２個配置
した構成としたことにより、機体を機体気流方向に短くコンパクトにできるという効果の
あるダクトファンを提供することができる。
【００２１】
　また、遠心送風機のモーターをメンテナンス用開口部に対向して配置し、２個または１
個の前記遠心送風機の吐出口の面を機体吹出口の面に対し傾けて前記遠心送風機を配置し
た構成としたことにより、モーターのメンテナンス性が良く、機体を機体気流方向に短く
コンパクトにでき、入力を低減できるという効果のあるダクトファンを提供することがで
きる。
【００２２】
　また、遠心送風機を両吸込型羽根車を備えた両吸込型遠心送風機とし、反モーター側ケ
ーシング吸込口を機体吸込口側に傾けて遠心送風機を配置した構成としたことにより、モ
ーターのメンテナンス性が良く、機体を機体気流方向に短くコンパクトにでき、入力を低
減できるという効果のあるダクトファンを提供することができる。
【００２３】
　また、機体吸込口に対向した遠心送風機の側面に吸音材を固定した構成としたことによ
り、機体吸込口側の騒音を低減できるという効果のあるダクトファンを提供することがで
きる。
【００２４】
　また、吸音材を固定した吸音材固定プレートを、機体吸込口に対向した遠心送風機の側
面に着脱自在に設けた構成としたことにより、機体吸込口側の騒音を低減でき、メンテナ
ンス性を良くできるという効果のあるダクトファンを提供することができる。
【００２５】
　また、吸音材を略三角形状とする構成としたことにより、機体吸込口側の騒音を低減で
き、入力を低減できるという効果のあるダクトファンを提供することができる。
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【００２６】
　また、遠心送風機を３個以上配置した構成としたことにより、メンテナンス用開口部か
ら複数の遠心送風機を簡単に個別にメンテナンスでき、メンテナンス性を良くできながら
、薄型コンパクトにできるという効果のあるダクトファンを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の請求項１記載のダクトファンは、機体吸込口と機体吹出口を対向して設けた箱
状の機体と、前記箱状の機体の内部に、渦巻状のスクロールケーシングを有した２個の遠
心送風機を備えたダクトファンにおいて、前記機体吸込口と前記機体吹出口を有する面以
外の前記機体の一面にメンテナンス用開口部を設け、前記機体内に前記機体吸込口側と前
記機体吹出口側とを区画する仕切り板を設け、前記２個の遠心送風機は、前記メンテナン
ス用開口部に向かって前後になるように配置すると共に、前記仕切り板に開口部を設けて
前記遠心送風機の吐出口を接続し、前記各遠心送風機の前記吐出口から前記機体吹出口に
向かう吐出空間距離において、前記メンテナンス用開口部から遠い側の前記遠心送風機の
前記吐出空間距離を、前記メンテナンス用開口部から近い側の前記遠心送風機の前記吐出
空間距離より、前記遠心送風機の羽根車の外径寸法以上長くして遠心送風機を２個配置し
た構成としたものであり、メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機の羽根車とメン
テナンス用開口部から近い側の遠心送風機の羽根車の両方をメンテナンス用開口部から同
時に臨むことができる。また、複数の遠心送風機を機体に収めることで、遠心送風機１個
に対し遠心送風機の個数分の風量を合計として発生することができ、遠心送風機自体を大
きくする必要がなく、機体の高さは遠心送風機の１個分に近似した薄型コンパクトな高さ
にできるという作用を有する。
【００２８】
　また、遠心送風機の駆動軸をメンテナンス用開口部に向けた構成としたものであり、メ
ンテナンス用開口部から複数の遠心送風機を目視できるという作用を有する。
【００２９】
　また、メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機の機体吹出口側のスクロールケー
シング吐出端部を、前記メンテナンス用開口部から近い側の遠心送風機の機体吸込口側の
スクロールケーシング吸込端部に対し、機体気流方向に重ねて前記遠心送風機を２個配置
した構成としたものであり、メンテナンス用開口部から遠い側の遠心送風機のスクロール
ケーシング吐出端部を、メンテナンス用開口部から近い側の遠心送風機のスクロールケー
シング吸込端部に対し、機体気流方向に重ねた分、メンテナンス用開口部から遠い側の遠
心送風機の吐出空間距離を小さくすることができるという作用を有する。
【００３０】
　また、遠心送風機のモーターをメンテナンス用開口部に対向して配置し、２個または１
個の前記遠心送風機の吐出口の面を機体吹出口の面に対し傾けて前記遠心送風機を配置し
た構成としたものであり、メンテナンス用開口部からモーターを臨むことができ、遠心送
風機を傾けて配置した分、遠心送風機を機体気流方向に短く配置することができ、機体吸
込口からの機体気流は遠心送風機のスクロールケーシングの角部にてスムーズに分流し、
気流衝突での圧力損失を抑えることができるという作用を有する。
【００３１】
　また、遠心送風機を両吸込型羽根車を備えた両吸込型遠心送風機とし、反モーター側ケ
ーシング吸込口を機体吸込口側に傾けて遠心送風機を配置した構成としたものであり、モ
ーター側ケーシング吸込口より通過風量の多い反モーター側ケーシング吸込口の吸込口側
風路の圧力損失を抑えることができるという作用を有する。
【００３２】
　また、機体吸込口に対向した遠心送風機の側面に吸音材を固定した構成としたものであ
り、吸込口側風路の気流騒音を吸音できるという作用を有する。
【００３３】
　また、吸音材を固定した吸音材固定プレートを、機体吸込口に対向した遠心送風機の側
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面に着脱自在に設けた構成としたものであり、吸込口側風路の気流騒音を吸音でき、メン
テナンス時には吸音材を取り外し、メンテナンス用開口部から遠心送風機を臨みやすくで
き、メンテナンス作業スペースを拡大できるという作用を有する。
【００３４】
　また、吸音材を略三角形状とする構成としたものであり、吸音材への機体気流の衝突に
よる乱流が少なく、吸込口側風路の圧力損失を抑えることができるという作用を有する。
【００３５】
　また、遠心送風機を３個以上配置した構成としたものであり、すべての遠心送風機の羽
根車をメンテナンス用開口部から同時に臨むことができるという作用を有する。
【００３６】
　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。
【００３７】
　（実施の形態１）
　図１に示すように、機体吸込口１と機体吹出口２を箱状の機体３の対向する側面に設け
、機体３には、機体吸込口１に吸込側ダクト４を接続する吸込アダプター５、および機体
吹出口２には、吹出側ダクト６を接続する吹出アダプター７を配している。機体３の内部
には、機体吸込口１から機体吹出口２に至る機体気流８が流れる風路９を有し、風路９に
遠心送風機１０を２個を配している。遠心送風機１０には、モーター１１に駆動軸１２を
介して固定した羽根車１３と、機体吹出口２に対向する吐出口１４と、渦巻状のスクロー
ルケーシング１５とを有している。スクロールケーシング１５の側面には、モーター側ケ
ーシング吸込口１６を開口したモーター側オリフィス１７を配している。
【００３８】
　機体吸込口１と機体吹出口２を有する面以外の機体３の一面には、メンテナンス用開口
部１８を設け、機体３内に機体吸込口１側と機体吹出口２側とを区画する仕切り板１９を
設け、２個の遠心送風機１０はメンテナンス用開口部１８に向かって前後になるように配
置すると共に、仕切り板１９に開口部２０を設けて遠心送風機１０の吐出口１４を接続す
る。この２個の遠心送風機１０の駆動軸１２は、メンテナンス用開口部１８に向かうよう
配置し、メンテナンス用開口部１８には着脱自在のメンテナンスパネル２１を固定してい
る。
【００３９】
　メンテナンス用開口部１８から遠い側の遠心送風機１０の吐出口１４から機体吹出口２
に向かう吐出空間距離２２は、メンテナンス用開口部１８から近い側の遠心送風機１０の
吐出口１４から機体吹出口２に向かう吐出空間距離２３に対し、羽根車１３の外径寸法以
上長くして、遠心送風機１０を２個配置する。さらに、メンテナンス用開口部１８から遠
い側の遠心送風機１０の機体吹出口２側のスクロールケーシング吐出端部２４を、メンテ
ナンス用開口部１８から近い側の遠心送風機１０の機体吸込口１側のスクロールケーシン
グ吸込端部２５に対し、機体気流８方向に重ねて遠心送風機１０は２個配置した構成とす
る。
【００４０】
　また、図２に示すように、実使用状態では、天井裏２６において機体吸込口１に吸込側
ダクト４、機体吹出口２に吹出側ダクト６を接続して機体３は施工され、遠心送風機１０
を運転すると、室内２７の空気が吸込側ダクト４、遠心送風機１０を介して吹出側ダクト
６を通過し、室外２８に排気して使用する。天井裏２６と室内２７は天井材２９で仕切ら
れ、天井材２９の機体３の下部に天井点検口３０を備えている。
【００４１】
　上記構成により、メンテナンスの際は、機体３のメンテナンスパネル２１を取り外し、
メンテナンス用開口部１８から遠い側の遠心送風機１０の羽根車１３とメンテナンス用開
口部１８から近い側の遠心送風機１０の羽根車１３の両方をメンテナンス用開口部１８か
ら同時に臨むことができ、羽根車１３の汚れや動作状態などを２個の遠心送風機１０それ
ぞれに目視できる。２つの遠心送風機１０の吐出空間距離２２と吐出空間距離２３との差
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が羽根車１３の外径寸法以上とすることによって、２つの遠心送風機１０両方の全面が臨
めることになり、遠心送風機１０の交換などのメンテナンス作業がしやすくなる。
【００４２】
　また、メンテナンス用開口部１８から遠い側の遠心送風機１０のスクロールケーシング
吐出端部２４を、メンテナンス用開口部１８から近い側の遠心送風機１０のスクロールケ
ーシング吸込端部２５に対し、機体気流８方向に重ねた分、メンテナンス用開口部１８か
ら遠い側の遠心送風機１０の吐出空間距離２２を小さくすることができる。
【００４３】
　また、複数の遠心送風機１０を機体３に収めることで、遠心送風機１個に対し遠心送風
機１０の個数分の風量を合計として発生することができ、遠心送風機１０自体を大きくす
る必要がなく、機体３の高さは遠心送風機１０の１個分に近似した高さとなる。
【００４４】
　なお近年、室内２７の居住空間を広くするために天井裏２６を狭くする傾向があり、狭
いためメンテナンス作業が行いづらい天井裏２６では、より簡単にメンテナンスできるダ
クトファンが求められている。
【００４５】
　このように本発明の実施の形態１のダクトファンによれば、メンテナンス用開口部から
２個の遠心送風機を簡単に個別にメンテナンスでき、メンテナンス性を良くできながら、
薄型コンパクトにでき、また機体を機体気流方向に短くコンパクトにできることとなる。
【００４６】
　なお、メンテナンス用開口部１８から遠い側の遠心送風機１０の吐出空間距離２２と、
近い側の遠心送風機１０の吐出空間距離２３については、メンテナンス用開口部１８から
２つの遠心送風機１０両方の略全面が臨める距離関係であればよく、吐出空間距離２２と
吐出空間距離２３との差が羽根車１３の外径寸法以上でなくてもよい。
【００４７】
　（実施の形態２）
　図３に示すように、遠心送風機１０のモーター１１をメンテナンス用開口部１８に対向
して配置し、２個または１個の遠心送風機１０の吐出口１４の面を機体吹出口２の面に対
し傾けて遠心送風機１０を配置する。すなわち、遠心送風機１０の駆動軸が機体吐出口２
を有する面に対して所定の角度を有するように傾ける。さらに、遠心送風機１０を両吸込
型羽根車３１を備えた両吸込型遠心送風機とした場合には、反モーター側ケーシング吸込
口３２を機体吸込口１側に傾けて遠心送風機１０を配置した構成とする。
【００４８】
　上記構成により、メンテナンス用開口部１８からモーター１１を臨むことができ、遠心
送風機１０を傾けて配置した分、遠心送風機１０を機体気流８方向に短く配置することが
できることで機体３を短くでき、機体吸込口１からの機体気流８は遠心送風機１０のスク
ロールケーシング１５の角部が機体吸込口１に向かった凸状となることからスムーズに分
流し、気流衝突での圧力損失を抑えることができる。
【００４９】
　また、反モーター側ケーシング吸込口３２が機体吸込口１側に傾いているので、モータ
ー１１への気流衝突による吸込抵抗の影響があるモーター側ケーシング吸込口１６より、
モーター１１が無く通過風量の多い反モーター側ケーシング吸込口３２への吸込口側風路
の圧力損失を抑えることができる。
【００５０】
　なお、２個の遠心送風機１０のうち１個だけを傾けて配置した場合であっても同様の作
用を得られることは言うまでもない。
【００５１】
　このように本発明の実施の形態２のダクトファンによれば、モーター１１のメンテナン
ス性が良く、機体３を機体気流８方向に短くコンパクトにでき、入力を低減できることと
なる。
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【００５２】
　（実施の形態３）
　図４に示すように、両吸込型羽根車３１を備えた遠心送風機１０の機体吸込口１に対向
した側面に、吸音材３３を固定した吸音材固定プレート３４を着脱自在に設けた構成とす
る。
【００５３】
　上記構成により、吸込口側風路の気流騒音を吸音でき、メンテナンス時にはメンテナン
ス用開口部１８に近い側の遠心送風機１０の吸音材固定プレート３４を取り外して吸音材
３３を取り外すことで、メンテナンス用開口部１８から機体３内部を仰いだ際、メンテナ
ンス用開口部１８に近い側の遠心送風機１０は言うまでもなく、メンテナンス用開口部１
８から遠い側の遠心送風機１０をも臨みやすくでき、かつ吸音材３３を取り外した空間の
分、メンテナンス作業スペースを拡大できる。
【００５４】
　このように本発明の実施の形態３のダクトファンによれば、機体吸込口側の騒音を低減
でき、メンテナンス性を良くできることとなる。
【００５５】
　（実施の形態４）
　図５に示すように、吸音材固定プレート３４に固定した吸音材３３を略三角形状とする
構成とする。
【００５６】
　上記構成により、機体気流８は吸音材３３の三角状凸部にて分流され、吸音材３３への
機体気流８の衝突による乱流が少なく、吸込口側風路の圧力損失を抑えることができる。
【００５７】
　このように本発明の実施の形態４のダクトファンによれば、機体吸込口側の騒音を低減
でき、入力を低減できることとなる。
【００５８】
　（実施の形態５）
　図６に示すように、機体吸込口１と機体吹出口２を有する面以外の機体３の一面にメン
テナンス用開口部１８を設け、機体３内に機体吸込口１側と機体吹出口２側とを区画する
仕切り板１９を設け、３個の遠心送風機１０はメンテナンス用開口部１８に向かって前後
になるように配置すると共に、仕切り板１９に開口部２０を設けて遠心送風機１０の吐出
口１４を接続し、メンテナンス用開口部１８には着脱自在のメンテナンスパネル２１を固
定している。
【００５９】
　メンテナンス用開口部１８から２番目に遠い側の遠心送風機１０の吐出口１４から機体
吹出口２に向かう吐出空間距離２２は、メンテナンス用開口部１８から最も近い側の遠心
送風機１０の吐出口１４から機体吹出口２に向かう吐出空間距離２３に対し、羽根車１３
の外径寸法以上長くし、メンテナンス用開口部１８から最も遠い側の遠心送風機１０の吐
出口１４から機体吹出口２に向かう吐出空間距離３５は、メンテナンス用開口部１８から
２番目に遠い側の遠心送風機１０の吐出口１４から機体吹出口２に向かう吐出空間距離２
２に対し、羽根車１３の外径寸法以上長くし、遠心送風機１０を３個配置する。
【００６０】
　また、遠心送風機１０のモーター１１をメンテナンス用開口部１８に対向して配置し、
遠心送風機１０の吐出口１４の面を機体吹出口２の面に対し傾けて遠心送風機１０を配置
し、遠心送風機１０を両吸込型羽根車３１を備えた両吸込型遠心送風機とし、反モーター
側ケーシング吸込口３２を機体吸込口１側に傾けて遠心送風機１０を３個配置した構成と
する。
【００６１】
　上記構成により、メンテナンスの際は、機体３のメンテナンスパネル２１を取り外し、
メンテナンス用開口部１８からすべての遠心送風機１０の羽根車１３をメンテナンス用開
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口部１８から同時に臨むことができ、羽根車１３の汚れや動作状態などを３個の遠心送風
機１０をそれぞれに目視できる。
【００６２】
　また、メンテナンス用開口部１８からモーター１１を臨むことができ、遠心送風機１０
を傾けて配置した分、遠心送風機１０を機体気流８方向に短く配置することができること
で機体３を短くでき、機体吸込口１からの機体気流８は遠心送風機１０のスクロールケー
シング１５の角部が機体吸込口１に向かった凸状となることからスムーズに分流し、気流
衝突での圧力損失を抑えることができる。
【００６３】
　また、反モーター側ケーシング吸込口３２が機体吸込口１側に傾いているので、モータ
ー１１への気流衝突による吸込抵抗の影響があるモーター側ケーシング吸込口１６より、
モーター１１が無く通過風量の多い反モーター側ケーシング吸込口３２への吸込口側風路
の圧力損失を抑えることができる。
【００６４】
　また、複数の遠心送風機１０を機体３に収めることで、遠心送風機１個に対し遠心送風
機１０の個数分の風量を合計として発生することができ、遠心送風機１０自体を大きくす
る必要がなく、機体３の高さは遠心送風機１０の１個分に近似した高さとなる。
【００６５】
　なお、３個以上の遠心送風機を配置した場合であっても同様の作用を得られ、また複数
の遠心送風機１０のうち全数を傾けて配置しない場合であっても同様の作用を得られるこ
とは言うまでもない。
【００６６】
　このように本発明の実施の形態５のダクトファンによれば、メンテナンス用開口部１８
から複数の遠心送風機１０を簡単に個別にメンテナンスでき、メンテナンス性を良くでき
ながら薄型コンパクトにでき、また機体３を機体気流８方向に短くコンパクトにできるこ
ととなる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　換気送風機器、空気調和機、除湿機、加湿器、空気清浄機などの空気搬送目的以外に、
機体吹出口からの送風を用いて設備機器の冷却ができ、圧力損失を少なくし風量を確保す
ることで冷却効果が高く、コンパクトに設置できる設備機器の送風の用途にも適用できる
。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施の形態１のダクトファンの平面構成図
【図２】同ダクトファンの設置状態を示す側面構成図
【図３】本発明の実施の形態２のダクトファンの平面構成図
【図４】本発明の実施の形態３のダクトファンの平面構成図
【図５】本発明の実施の形態４のダクトファンの平面構成図
【図６】本発明の実施の形態５のダクトファンの平面構成図
【図７】従来のダクトファンの平面構成図
【符号の説明】
【００６９】
　１　・・機体吸込口
　２　・・機体吹出口
　３　・・機体
　８　・・機体気流
　１０・・遠心送風機
　１１・・モーター
　１３・・羽根車
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　１４・・吐出口
　１５・・スクロールケーシング
　１８・・メンテナンス用開口部
　１９・・仕切り板
　２０・・開口部
　２２・・吐出空間距離
　２３・・吐出空間距離
　２４・・スクロールケーシング吐出端部
　２５・・スクロールケーシング吸込端部
　３２・・反モーター側ケーシング吸込口
　３３・・吸音材
　３４・・吸音材固定プレート

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 5012260 B2 2012.8.29

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(12) JP 5012260 B2 2012.8.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－２４８９３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１５３４１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３０１４４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０９２６７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６１－１２７３３５（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　　７／１０　　　　
              Ｆ０４Ｄ　　２５／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

