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(57)【要約】
【課題】低消費電力で、かつ、洗濯物が傷まないような
洗濯物乾燥できることを目的とする。
【解決手段】外枠２内に、横流ファン３と、横流ファン
３を回転させるモータ４と、風向風速制御装置５とを備
えた送風装置１であって、外枠２の上面に室内の空気を
吸い込む吸込口６と、外枠２の前面下部に室内の空気を
吸い込んだ空気を吹き出す風向風速制御装置５を備えた
吹出口７を設け、風向風速制御装置５により室内の洗濯
物８に吸い込んだ空気を吹き当てることにより洗濯物乾
燥を行う送風装置であって、外枠２内に横流ファン３に
よる流れを誘発・制御する舌片１４を備え、舌片１４は
横流ファン３より長く、両端に溝形状１８を設け、フレ
ーム端部１２ａ及びモータ固定板１３を溝形状１８で挟
み込むことで、軸ずれ及び軸位置を矯正・防止すること
ができる送風装置を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外枠内に、フレームを備え、前記フレーム上に、横流ファンと、前記横流ファンを回転さ
せるモータと、前記モータを固定するモータ固定板と、風向風速制御装置とを備え、前記
外枠の上面に室内の空気を吸い込む吸込口と、前記吸込口にフィルターを設け、前記外枠
の前面下部に前記室内の空気を吸い込んだ空気を吹き出す前記風向風速制御装置を備えた
吹出口を設け、前記外枠内の前記吹出口の付近に静電霧化装置を備える送風装置であって
、前記外枠内に前記横流ファンによる流れを誘発・制御する舌片を備え、前記舌片は前記
横流ファンより長く両端に溝形状を設け、前記フレームの端部および前記モータ固定板を
前記溝形状で挟み込むことを特徴とした送風装置。
【請求項２】
舌片に柱を設け、前記柱とフレームがかん合されることを特徴とした請求項１に記載の送
風装置。
【請求項３】
横流ファンの羽根が区切られている境目の位置と柱の位置を合わせることを特徴とした請
求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
舌片に複数の柱を設け、前記柱とフレームが接続されることを特徴とした請求項２または
３に記載の送風装置。
【請求項５】
複数の柱の内、１点のみねじ止めで固定され、他はツメかん合により固定されることを特
徴とした請求項４に記載の送風装置。
【請求項６】
外枠と舌片が接触することを特徴とした請求項１～５のいずれかに記載の送風装置。
【請求項７】
外枠の舌片が接する部分の周囲にリブを備えることを特徴とした請求項６に記載の送風装
置。
【請求項８】
舌片は２つの曲面凸形状を有し、前記曲面凸形状と横流ファンとの距離を極力小さくし、
前記舌片の前記曲面凸形状のＲを極力大きくすることを特徴とした請求項１～７のいずれ
かに記載の送風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯物等を乾燥させることができる送風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の送風装置は、排気口を有する本体ケースと、室内の空気を吸い込むため
の吸込口と、吸い込んだ空気を室内にもどす吹出口とを有する本体パネルとを備えて箱状
に形成され、本体ケースの内部には、吸込口から空気を吸引して送風するための送風手段
として横流ファンを備えたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、従来の浴室用乾燥機について図５を参照しながら説明する。
【０００４】
　図５に示すように、横流ファン１０１と横流ファン１０１を回転させるモータ１０２と
、横流ファン１０１からの送風を室内に吹き出すことのできる吹出口１０３と室内の空気
を吸込むことの出来る吸込口１０４を備え、横流ファン１０１を回転させ、各洗濯物の間
に対し送風を行うことで、洗濯物間の高湿度空気を速やかに排除し、高温低湿度の空気を
供給することにより効率的に乾燥させることが出来る。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２４５６８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に例示されるような従来の送風装置では、横流ファンを搭載すると長尺とな
り、軸ずれ、ソリ、たわみ、ねじれにより性能低下や振動、異音が発生するという課題が
ある。
【０００７】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、軸ずれを矯正・防止すること
ができる送風装置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】
【０００８】
　そして、この目的を達成するために、本発明は、外枠内に、フレームを備え、前記フレ
ーム上に、横流ファンと、前記横流ファンを回転させるモータと、前記モータを固定する
モータ固定板と、風向風速制御装置とを備え、前記外枠の上面に室内の空気を吸い込む吸
込口と、前記吸込口にフィルターを設け、前記外枠の前面下部に前記室内の空気を吸い込
んだ空気を吹き出す前記風向風速制御装置を備えた吹出口を設け、前記外枠内の前記吹出
口の付近に静電霧化装置を備える送風装置であって、前記外枠内に前記横流ファンによる
流れを誘発・制御する舌片を備え、前記舌片は前記横流ファンより長く、両端に溝形状を
設け、前記フレームの端部及び前記モータ固定板を前記溝形状で挟み込むことを特徴とし
たものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、フレームの端部及びモータ固定板を前記溝形状で挟み込み、舌片をか
ん合させることで、フレームの端部とモータ固定板のピッチ及び軸位置を矯正し、軸ずれ
を矯正・防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１の送風装置を示す図（（ａ）簡易側断面図、（ｂ）内部斜
視図）
【図２】同送風装置を示す図（（ａ）内部平面図、（ｂ）部分拡大図）
【図３】同送風装置を示す図（（ａ）内部正面図、（ｂ）側断面図）
【図４】本発明の実施の形態２の送風装置の側断面図
【図５】従来の送風装置を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の請求項１記載の送風装置は、外枠内に、フレームを備え、前記フレーム上に、
横流ファンと、前記横流ファンを回転させるモータと、前記モータを固定するモータ固定
板と、風向風速制御装置とを備え、前記外枠の上面に室内の空気を吸い込む吸込口と、前
記吸込口にフィルターを設け、前記外枠の前面下部に前記室内の空気を吸い込んだ空気を
吹き出す前記風向風速制御装置を備えた吹出口を設け、前記外枠内の前記吹出口の付近に
静電霧化装置を備える送風装置であって、前記外枠内に前記横流ファンによる流れを誘発
・制御する舌片を備え、前記舌片は前記横流ファンより長く、両端に溝形状を設け、前記
フレームの端部及び前記モータ固定板を前記溝形状で挟み込むという構成を有する。これ
により、フレームの端部及びモータ固定板を前記溝形状で挟み込み、舌片をかん合させる
ことで、フレームの端部とモータ固定板のピッチ及び軸位置を矯正し、軸ずれを矯正・防
止することができるという効果を奏する。
【００１２】
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　また、舌片に柱を設け、柱とフレームが接続されるという構成にしてもよい。これによ
り、舌片とフレームが突っ張る構造となるので、舌片のたわみを矯正し、かつ、送風機全
体の強度を上げることができるという効果を奏する。
【００１３】
　また、横流ファンの羽根が区切られている境目の位置と柱の位置を合わせるという構成
にしてもよい。これにより、風速の小さい位置に柱を立てる構造となるため、性能への影
響を小さくしつつ、舌片のたわみを矯正し、かつ、送風機全体の強度を上げることができ
るという効果を奏する。
【００１４】
　また、舌片に複数の柱を設け、柱とフレームが接続されるという構成にしても良い。こ
れにより、複数個所で舌片とフレームが突っ張るため、より強く舌片のたわみを矯正し、
かつ、送風機全体の強度をさらに上げることができるという効果を奏する。
【００１５】
　また、複数の柱の内、１点のみねじ止めで固定され、他はツメかん合により固定される
という構成にしてもよい。これにより、少ないねじ止め作業で確実な固定を行うことがで
きることとなるので、組立性が良いという効果を奏する。
【００１６】
　また、外枠と舌片が接触するという構成にしてもよい。これにより、舌片と接触するこ
とで、外枠も突っ張ることとなるので、外枠のたわみを矯正し、かつ、送風機全体の強度
を上げることができるという効果を奏する。
【００１７】
　また、外枠の舌片が接する部分の周囲にリブを備えるという構成にしてもよい。これに
より、送風装置を組み立てた際、外枠と舌片の隙間を塞ぐことができるので、吸込口側と
吹出口側間の風漏れを防ぐことができ、効率のよい送風を行うことができるという効果を
奏する。
【００１８】
　また、舌片は２つの曲面凸形状を有し、前記曲面凸形状と横流ファンとの距離を極力小
さくし、前記舌片の前記曲面凸形状のＲを極力大きくするという構成にしてもよい。これ
により、横流ファンと舌片との間から風が逆流することを防ぐことができ、かつ、横流フ
ァンを横切る還流の状態を良化する事ができ、効率の良い送風及び洗濯物乾燥を行うこと
ができるという効果を奏する。
【００１９】
　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。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１（ａ）は、本発明の送風装置１の内部斜視図、図１（ｂ）は同送風装置の側断面図
を示している。
【００２１】
　図において、外枠２内に、フレーム１２を備え、フレーム１２上に横流ファン３と、横
流ファン３を回転させるモータ４と、モータ４を固定するモータ固定板１３と、風向風速
制御装置５とを備えた送風装置１であって、外枠２の上面に室内の空気を吸い込む吸込口
６と、外枠２の前面に室内の空気を吸い込んだ空気を吹き出す風向風速制御装置５を備え
た吹出口７を設け、風向風速制御装置５により室内の洗濯物８に吸い込んだ空気を吹き当
てる構成とする。また、吸込口６にフィルター１０を設け、外枠２内の吹出口７の付近に
静電霧化装置１１を設ける構成とする。また、横流ファン３の前方に舌片１４を備えてい
る。また、図２（ａ）に送風装置の内部平面図、図２（ｂ）にＡ部拡大図を示す。舌片１
４は横流ファン３より長く両端に溝形状１８を備えており、溝形状１８でモータ固定板１
３及びフレーム端部１２ａを挟み込み、舌片１４をかん合させて固定される構成となって
いる。
【００２２】
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　また、図３（ａ）に送風装置の正面内部図、図３（ｂ）に詳細側断面図を示す。舌片１
４に柱１５を設け、柱１５とフレームの柱１２ｂが接続される構成となっている。
【００２３】
　また、横流ファン３の羽根が区切られている境目１９の位置に合わせて柱１５が備えら
れている構成となっている。
【００２４】
　また、柱１５とフレームの柱１２ｂは３本備えられている構成となっている。
【００２５】
　また、３本の柱１５とフレームの柱１２ｂの内、中央に位置する柱１５とフレームの柱
１２ｂはねじ止め固定され、他の柱１５とフレームの柱１２ｂはツメかん合により固定さ
れる構成となっている。
【００２６】
　また、外枠２と舌片１４が面で接触する構成となっている。
【００２７】
　また、外枠２の舌片１４が接する部分の周囲で、吸込口６側及び吹出口７側にリブ１６
を備える構成となっている。
【００２８】
　上記構成により、モータ４で横流ファン３を回転させることにより、舌片１４とフレー
ム１２により横流ファン３を横切る還流が発生し、外枠２の上面の吸込口６からフィルタ
ー１０を通して室内の空気を吸い込み、吸い込んだ空気を外枠２の前面下部すなわち室内
側に設けた風向風速制御装置５を備えた吹出口７から室内へ吹き出し、風向風速制御装置
５により室内の洗濯物８に吸い込んだ空気を吹き当てる。このとき、洗濯物８表面の水分
の剥離や、洗濯物８周辺の湿気を吹き飛ばす効果により、洗濯物８を乾燥させることがで
きる。
【００２９】
　このように本発明の実施の形態１の送風装置１によれば、フレーム１２及びモータ固定
板１３と舌片１４をかん合させることで、フレーム端部１２ａとモータ固定板１３の両端
ピッチ及び軸位置を矯正し、軸ずれを矯正・防止することができることとなる。
【００３０】
　また、舌片１４とフレーム１２が柱１５で接続され、柱１５によって舌片１４とフレー
ム１２が突っ張るため、舌片１４のたわみを矯正し、かつ、送風装置１全体の強度を上げ
ることができることとなる。
【００３１】
　また、横流ファン３の羽根が区切られている境目１９の位置は他位置に比べて風速が小
さくなっており、風速の小さい位置に柱１５を立てるため、性能への影響を小さくしつつ
、舌片１４のたわみを矯正し、かつ、送風装置１全体の強度を上げることができることと
なる。
【００３２】
　また、複数個所で舌片１４とフレーム１２が突っ張るため、より強く舌片１４のたわみ
を矯正し、かつ、送風装置１全体の強度をさらに上げることができることとなる。
【００３３】
　また、舌片１４とフレーム１２が１箇所のみねじ止めされる構造であることで、少ない
ねじ止め作業で確実な固定を行うことができるため、組立性が良いこととなる。
【００３４】
　また、送風装置１を組み立てた際、外枠２の舌片１４が接する部分の周囲で、リブ１６
を吸込口６側及び吹出口７側に備え、外枠２と舌片１４の隙間を塞ぐことで、吸込口６側
と吹出口７側間の風漏れを防ぐことができ、効率のよい送風を行うことができることとな
る。
【００３５】
　また、舌片１４がフレーム１２に柱１５によって固定され突っ張る構造で、かつ、舌片
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を矯正し、かつ、送風装置１全体の強度を上げることができることとなる。
【００３６】
　（実施の形態２）
　図４において、図１および図２と同様の構成要素については同一の符号を付し、その詳
細な説明は省略する。
【００３７】
　図４は本発明の実施の形態２の送風装置１の側断面図及び風速ベクトルを示し、舌片１
４は２つの曲面凸形状を有し、曲面凸形状と横流ファン３との間隙１７を極力小さくし、
舌片１４の曲面凸形状のＲを極力大きくする構成となっている。この間隙１７と、回転物
である横流ファン３との距離は部品の寸法精度、組立精度を考慮し、部品が接触しない極
力小さい値とした。
【００３８】
　上記構成において、間隙１７を極力小さくしたことで、間隙１７に風が流れにくくなり
、横流ファン３と舌片１４との間から風が逆流することを防ぐことができ、かつ、横流フ
ァン３を横切る還流の状態を良化する事ができ、効率の良い送風を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の送風装置は、室内に吊るした大量の洗濯物等に対して乾燥時間を短縮し、乾燥
むらを防止する効果を有することから、洗濯乾燥室や、サウナ、サンルーム等にも適用す
ることができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　送風装置
　２　　　外枠
　３　　　横流ファン
　４　　　モータ
　５　　　風向風速制御装置
　６　　　吸込口
　７　　　吹出口
　８　　　洗濯物
　９　　　設置面
　１０　　フィルター
　１１　　静電霧化装置
　１２　　フレーム
　１２ａ　フレーム端部
　１２ｂ　フレームの柱
　１３　　モータ固定板
　１４　　舌片
　１５　　柱
　１６　　リブ
　１７　　間隙
　１８　　溝形状
　１９　　境目
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