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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体吸込口及び本体吹出口が前面側に形成された本体と、
　前記本体内に設けられ、排気されることとなる空気を前記本体内に取り込む排気用ファ
ンと、
　前記本体内に設けられ、給気されることとなる空気を前記本体内に取り込む給気用ファ
ンと、
　前記排気用ファンから供給された空気と前記給気用ファンから供給された空気とを熱交
換させる熱交換器と、
　前記本体吸込口及び前記本体吹出口を覆い隠すように、前記本体吸込口及び前記本体吹
出口の対向位置に設けられ、前記熱交換器で熱交換された給気することとなる空気が吹き
出される吹出口を前記本体の前面と自身の背面とで形成するとともに、前記排気用ファン
によって排気されることとなる空気が吸い込まれる吸込口を前記本体の前面と自身の背面
とで形成するパネルと、
　前記パネルの下側に回転可能に設けられ、前記吹出口から吹き出される空気の風向きを
変える風向可変部品とを有し、
　前記風向可変部品は、
　前面に対応する意匠面が、前記パネルの前面に対応する意匠面の延長上に配置されるよ
うに設けられている
　ことを特徴とする換気装置。
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【請求項２】
　前記パネルは、
　背面側の上部に設けられ、前記本体に接続される接続部と、
　下端側に設けられ、前記風向可変部品に接続される保持部とを有し、
　前記接続部を軸として前記本体に対して回転可能に設けられ、
　前記風向可変部品は、
　前記保持部を軸として前記パネルに対して回転自在に設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の換気装置。
【請求項３】
　前記風向可変部品は、
　意匠面が平面状に形成され、
　第１の位置にあるとき、前記本体の底面の延長上に前記風向可変部品の意匠面が位置す
るように設けられ、
　前記第１の位置とは異なる第２の位置にあるとき、前記パネルの前面の延長上に前記風
向可変部品の意匠面が位置するように設けられる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の換気装置。
【請求項４】
　本体と、
　前記本体内に設けられ、排気されることとなる空気を前記本体内に取り込む排気用ファ
ンと、
　前記本体内に設けられ、給気されることとなる空気を前記本体内に取り込む給気用ファ
ンと、
　前記排気用ファンから供給された空気と前記給気用ファンから供給された空気とを熱交
換させる熱交換器と、
　前記本体の前面側に設けられ、前記熱交換器で熱交換された給気することとなる空気が
吹き出される吹出口を前記本体の前面と自身の背面とで形成するパネルと、
　前記吹出口の下側に回転可能に設けられ、前記吹出口から吹き出される空気の風向きを
変える風向可変部品とを有し、
　前記風向可変部品は、
　意匠面が円弧状に形成され、
　第１の位置にあるとき、前記本体の底面と前記風向可変部品の意匠面の頂部とが略同一
平面上となり、
　前記第１の位置とは異なる第２の位置にあるとき、前記パネルの前面と前記風向可変部
品の意匠面の頂部とが略同一平面上となり、
　前記第１の位置及び前記第２の位置とは異なる第３の位置にあるとき、前記吹出口を前
記風向可変部品の意匠面が塞ぐ
　ことを特徴とする換気装置。
【請求項５】
　前記風向可変部品は、
　前記第１の位置にあるとき、前記吹出口から吹き出される空気を前記本体の正面側に吹
き出させ、
　前記第２の位置にあるとき、前記吹出口から吹き出される空気を前記本体の下側に吹き
出させる
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載の換気装置。
【請求項６】
　前記風向可変部品の背面側には、
　断熱材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の換気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、換気装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の換気装置には、本体内に熱交換器が搭載され、室内と室外とを連通するように本
体が壁などに取り付けられる壁掛取付形の熱交換換気装置が提案されている（たとえば、
特許文献１、２参照）。特許文献１、２に記載の換気装置は、室外から吸い込んだ空気を
、室内から吸い込んだ空気と熱交換させた後に、室内吹出口から所定の方向に向かって吹
き出すものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２７３７９３号公報（たとえば、図２参照）
【特許文献２】特開２００５－２７４０９８号公報（たとえば、図１参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２に記載の技術は、風向板などが設けられておらず、室内に機器を設置し
た時点で、換気装置の室内吹出口から吹き出される空気の方向が決定している。このため
、その風向の先に人がいる場合には、吹き出される空気があたり続けることになる。たと
えば、冬期などのように換気装置から吹き出される空気が冷たい場合には、ユーザーに冷
たい空気があたり続けて、ユーザーの快適性が損なわれてしまう可能性があった。
【０００５】
　特許文献１に記載の技術は、本体から吹き出される空気が床面側（下側）へ流れるよう
に室内吹出口が形成されている。このため、たとえば冬期などのように換気装置から吹き
出される空気が冷たい場合には、換気装置の運転を停止したとしても、室外から本体を介
して室内の床面側に冷たい空気が流れ（コールドドラフト）、ユーザーの足下が冷えてし
まう可能性があった。
【０００６】
　特許文献１に記載の技術は、室外から取り込まれた空気を、前面意匠パネルに当てるこ
とで、空気の流れ方向を変化させるものであるが、室外から取り込まれた空気に含まれる
塵埃などが前面意匠パネルに付着してしまい、前面意匠パネルが汚れてしまい、意匠性が
低減してしまう可能性があった。
【０００７】
　特許文献２に記載の技術は、本体内に外気侵入防止用のシャッターが搭載されているが
、外気がこの外気侵入防止用のシャッターから室内に漏れ出てきて、ユーザーの快適性が
損なわれてしまう可能性があった。
【０００８】
　本発明は、以上のような課題の少なくとも１つを解決するためになされたもので、ユー
ザーの快適性、及び意匠性が損なわれてしまうことを抑制することを実現する換気装置を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る換気装置は、本体吸込口及び本体吹出口が前面側に形成された本体と、本
体内に設けられ、排気されることとなる空気を本体内に取り込む排気用ファンと、本体内
に設けられ、給気されることとなる空気を本体内に取り込む給気用ファンと、排気用ファ
ンから供給された空気と給気用ファンから供給された空気とを熱交換させる熱交換器と、
本体吸込口及び本体吹出口を覆い隠すように、本体吸込口及び本体吹出口の対向位置に設
けられ、熱交換器で熱交換された給気することとなる空気が吹き出される吹出口を本体の
前面と自身の背面とで形成するとともに、排気用ファンによって排気されることとなる空
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気が吸い込まれる吸込口を本体の前面と自身の背面とで形成するパネルと、パネルの下側
に回転可能に設けられ、吹出口から吹き出される空気の風向きを変える風向可変部品とを
有し、風向可変部品は、前面に対応する意匠面が、パネルの前面に対応する意匠面の延長
上に配置されるように設けられているものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る換気装置によれば、吹出口の下側に回転可能に設けられ、吹出口から吹き
出される空気の風向きを変える風向可変部品を有するので、ユーザーの快適性が損なわれ
てしまうことを抑制すること、及び意匠性が損なわれてしまうことを抑制することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る換気装置の斜視図である。
【図２】図１に示す換気装置の点線Ｘにおける水平断面図である。
【図３】図１に示す換気装置の点線Ｙにおける縦断面図である。
【図４】（ａ）が図１に示すパネルを背面側から見た図であり、（ｂ）が図１に示す風向
可変部品を背面側から見た図である。
【図５】図１に示す換気装置の風向可変部品を水平面と平行となるように動かした状態に
おける斜視図である。
【図６】図１に示す換気装置の点線Ｖにおける縦断面図である。
【図７】図５に示す換気装置の点線Ｗにおける縦断面図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る換気装置の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１に係る換気装置１００の斜視図である。図２は、図１に示す換気
装置１００の点線Ｘにおける水平断面図である。図３は、図１に示す換気装置１００の点
線Ｙにおける縦断面図である。図４は、（ａ）が図１に示すパネル２を背面側から見た図
であり、（ｂ）が図１に示す風向可変部品３を背面側から見た図である。なお、図１及び
図２に図示された矢印は、空気の流れを表している。
　本実施の形態に係る換気装置１００は、ユーザーの快適性及び意匠性が損なわれてしま
うことを抑制するために、風向板に改良が加えられたものである。
【００１３】
　換気装置１００は、空調対象空間（たとえば、室内、ビル、倉庫など）の空気を取り込
んで空調対象空間外に排出するとともに、空調対象空間外の空気を取り込んで空調対象空
間に供給することができるものである。なお、以下の説明においては、空調対象空間が室
内である場合を例に説明する。また、「室外空気」は換気装置１００から室内に供給され
る給気に対応し、「室内空気」は、換気装置１００から室外に排出される「排気」に対応
する。
【００１４】
　換気装置１００は、各種機器が搭載される本体１、本体１の前面側に設けられるパネル
２と、本体１の前面側であってパネル２の下側に取り付けられる風向可変部品３と、本体
１の背面側に接続される室外空気を取り込むための給気用パイプ１３と、本体１の背面側
に接続される室内空気を放出するための排気用パイプ１４と、取り込んだ室外の空気と室
内の空気とを熱交換させる熱交換器１１と、室外の空気を取り込む給気用ファン８と、室
内の空気を取り込む排気用ファン９とを有している。
　また、換気装置１００は、室内と室外とを連通し、給気用パイプ１３が設けられる開口
部１３Ａが形成されるとともに、室内と室外とを連通し、排気用パイプ１４が設けられる
開口部１４Ａが形成される壁５０に取り付けられる。
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【００１５】
（本体１）
　本体１は、略直方体形状で外郭を形成するものであり、室外の空気を取り込むための給
気用ファン８と、室内空気を取り込むための排気用ファン９と、本体１に導入した室外空
気と室内空気とを熱交換させる熱交換器１１とが少なくとも搭載されているものである。
　本体１の前面側には、換気装置１００の前面を構成するパネル２が設けられ、このパネ
ル２の下側に風向可変部品３が設けられている。
　本体１の背面側には、室外と本体１とを連通する給気用パイプ１３が接続されて設けら
れている。また、本体１の背面側には、正面視したときにおいて、給気用パイプ１３の左
側には室外と本体１とを連通する排気用パイプ１４が接続されて設けられている。
【００１６】
　本体１の前面側には室内空気を吸い込む吸込口１Ａ及び熱交換器１１で熱交換した空気
を放出する本体吹出口１Ｅが形成されている。本体吹出口１Ｅ及び吸込口１Ａは、パネル
２の背面側と対向位置に形成されている。なお、吸込口１Ａには、ベルマウス１Ｄが形成
されており、室内から本体内に吸い込まれる空気を整流して騒音発生を抑制し、ユーザー
の快適性を損ねてしまうことを抑制することができるようになっている。
　本体１の背面側には給気用パイプ１３に接続される給気口１Ｂ及び排気用パイプ１４に
接続される排気口１Ｃが形成されている。
【００１７】
　本体１には、本体１内に供給される室外空気と室内空気とが混合しないようにする仕切
板３０が立設されている。仕切板３０の前面側が、本体１内に供給される室内空気が流れ
る風路を構成し、仕切板３０の背面側が、本体１内に供給される室外空気が流れる風路を
構成している。仕切板３０は、正面視したときの左端部側が、熱交換器１１の右側面側に
設けられている。
【００１８】
　（パネル２）
　パネル２は、本体１の前側に設けられ、換気装置１００の前面の一部を構成するもので
ある。パネル２は、正面視したときの平面形状が略長方形形状をした平板部材である。パ
ネル２は、壁５０に本体１が設置された状態において、鉛直方向に平行に設けられる。ま
た、図４に示すように、パネル２の下端側に風向可変部品３を回転自在に保持する保持部
７０が形成されている。
　パネル２は、パネル２の背面側と本体１の前面側とによって吹出口７を形成している。
すなわち、パネル２の背面と本体１の前面との間に「所定の間隔」が形成された状態で、
風向可変部品３が保持部７０によって保持される。そして、吹出口７は「パネル２の背面
の下端側」と「本体１の前面の下側」との間に形成されている（図６及び図７参照）。
【００１９】
　ここで、たとえば本体１に風向可変部品３を取り付けるとすると、本体１、パネル２及
び風向可変部品３のそれぞれの成形部品のバラツキにより、風向可変部品３の取付精度が
決定される。すなわち、本体１、パネル２及び風向可変部品３の合計３つの部材の成形バ
ラツキを有する分、風向可変部品３の取付精度が低減してしまう。
　したがって、たとえば本体１に保持部７０に対応する部材が形成され、本体１が風向可
変部品３を保持する構成としてもよいが、風向可変部品３の取付精度が低減してしまうの
で、本実施の形態１のようにパネル２に風向可変部品３を取り付ける方がよい。
【００２０】
　このパネル２の背面側の上部には、本体１に接続される接続部２Ａが形成されている。
この接続部２Ａによって、パネル２は本体１の前面側に保持されるようになっている。
　接続部２Ａは、接続部２Ａと本体１との接続箇所を軸として回転可能となっている。す
なわち、接続部２Ａが回転することでパネル２が上側に持ち上がり、本体１の前面側や排
気用ファン９などが露出して、たとえば清掃などが可能となっている。
【００２１】
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（風向可変部品３）
　風向可変部品３は、吹出口７から吹き出される空気の方向を変化させることが可能なも
のである。風向可変部品３は、本体１の前面側であってパネル２の下側に回転可能に設け
られている。風向可変部品３は、正面視したときの平面形状が、たとえば略長方形形状を
した平板部材である。
　図４（ｂ）に示すように、風向可変部品３の背面側には、本体１を正面視したときの幅
方向に４つ、風向可変部品３と本体１とを接続する回転軸部３Ａが形成されている。パネ
ル２は、この回転軸部３Ａによって、本体１の前面側に回転自在に保持されるようになっ
ている。風向可変部品３については、後述の図５～図７の説明で詳しく説明する。
【００２２】
（給気用パイプ１３及び排気用パイプ１４）
　給気用パイプ１３は、壁５０の開口部１３Ａに設けられ、本体１と室外とを接続するも
のである。給気用パイプ１３は、一端側が本体１の給気口１Ｂに接続され、他端側が室外
側に設けられている。なお、給気用パイプ１３の他端側には、給気用フード１２が設けら
れており、たとえば風雨などが強い状況においても、給気用パイプ１３の他端側から室内
側に風雨が侵入してしまうことを抑制している。
　排気用パイプ１４は、壁５０の開口部１４Ａに設けられ、本体１と室外とを接続するも
のである。排気用パイプ１４は、一端側が本体１の排気口１Ｃに接続され、他端側が室外
側に設けられている。なお、排気用パイプ１４の他端側においても、給気用パイプ１３の
他端側と同様に、排気用フード１５が設けられており、たとえば風雨などが強い状況にお
いても、排気用パイプ１４の他端側から室内側に風雨が侵入してしまうことを抑制してい
る。
【００２３】
　給気用フード１２は、壁５０のうち、室外側の面に取り付けられるものであり、たとえ
ば風雨などが強い状況においても、給気用パイプ１３の他端側から室内側に風雨が侵入し
てしまうことを抑制するものである。給気用フード１２のうち、壁５０に取り付けられた
側は、給気用パイプ１３と連通している。
　給気用フード１２は、壁５０のうち、室外側の面に取り付けられるものであり、たとえ
ば風雨などが強い状況においても、給気用パイプ１３の他端側から室内側に風雨が侵入し
てしまうことを抑制するものである。排気用フード１５のうち、壁５０に取り付けられた
側は、排気用パイプ１４と連通している。
【００２４】
（熱交換器１１）
　熱交換器１１は、本体１に導入した室外空気と、室内の空気とを熱交換させるものであ
る。すなわち、熱交換器１１は、排気の熱量を給気で回収する機能を有しているものであ
る。なお、熱交換器１１は、熱交換器１１に流入した室外空気と、室内空気とは混合しな
いように構成されている。すなわち、熱交換器１１は、熱交換器１１に流入した室外空気
が流れる給気流路と、室内空気が流れる排気流路とが熱交換可能なように接触して設けら
れるとともに、給気流路と排気流路とが隔離されて構成されている。熱交換器１１は、正
面視したときに、図２に示すように給気用ファン８及び排気用ファン９の左側に配置され
ている。
【００２５】
　熱交換器１１には、室外空気が流入する流入口１１Ａと、この流入口１１Ａから流入し
て熱交換した空気が放出される流出口１１Ｂが形成されている。また、熱交換器１１には
、室内空気が流入する流入口１１Ｃと、この流入口１１Ｃから流入して熱交換した空気が
放出される流出口１１Ｄが形成されている。
　なお、流入口１１Ａには、給気用ファン８から供給される室外空気が供給される。また
、流出口１１Ｂから吹き出される空気は、本体吹出口１Ｅを介して本体１から放出される
。
　また、流入口１１Ｃには、給気用ファン８から供給される室内空気が供給される。また
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、流出口１１Ｄから吹き出される空気は、排気口１Ｃを介して本体１から放出される。
【００２６】
（給気用ファン８及び排気用ファン９）
　給気用ファン８は、回転するファン８Ａ、ファン８Ａを回転させるモーター１０により
構成され、モーター１０の回転をシャフト１０Ａによりファン８Ａに伝えて回転し、本体
１に室外空気を取り込み、放出するものである。
　排気用ファン９は、回転するファン９Ａ、ファン９Ａを回転させるモーター１０により
構成され、モーター１０の回転をシャフト１０Ｂによりファン９Ａに伝えて回転し、本体
１に室内空気を取り込み、放出するものである。
【００２７】
　ファン８Ａ、９Ａは、たとえばシロッコファンなどで構成されるものであり、シャフト
１０Ａ、１０Ｂに接続されるものである。
　シャフト１０Ａ、１０Ｂは、ファン８Ａ、９Ａに接続され、モーター１０の回転をファ
ン８Ａ、９Ａに伝達させて回転させるものである。
　モーター１０は、図２及び図３に示すように、給気が流れる風路側にシャフト１０Ａが
設けられ、排気が流れる風路側にシャフト１０Ｂが設けられている。そして、モーター１
０は、仕切板３０を境にして、給気が流れる風路側と排気が流れる風路側に跨がって設け
られている。
【００２８】
　図５は、図１に示す換気装置１００の風向可変部品３を水平面と略平行となるように動
かした状態における斜視図である。図６は、図１に示す換気装置１００の点線Ｖにおける
縦断面図である。図７は、図５に示す換気装置１００の点線Ｗにおける縦断面図である。
なお、図５～図７に示す矢印は空気の流れを表している。図５～図７を参照して風向可変
部品３について詳しく説明する。
【００２９】
　風向可変部品３は、本体１の前面側であってパネル２の下側に回転可能に設けられ、吹
出口７から吹き出される空気の方向を変化させることが可能となっているものである。風
向可変部品３は、正面視したときの平面形状が略長方形形状をした板状部材である。
　この風向可変部品３の背面側には、断熱材３１が設けられている。この断熱材３１によ
り、風向可変部品３に結露などが発生することを抑制することができ、室内などに結露水
が滴下してユーザーの快適性を損ねてしまうことを抑制できる。
【００３０】
　風向可変部品３には、本体１を正面視したときの幅方向に４つ、風向可変部品３と本体
１とを接続する回転軸部３Ａが形成されている。風向可変部品３の回転軸部３Ａは、パネ
ル２の保持部７０によって回転自在に保持される。回転軸部３Ａは、風向可変部品３の背
面側に突出して設けられている。そして、この回転軸部３Ａは、水平面に対して平行な回
転軸を有しており、回転可能となっている。
【００３１】
　風向可変部品３は、回転することで次に述べる２つの位置に移動することが可能となっ
ている。すなわち、風向可変部品３は、鉛直方向に平行な状態となる位置（第２の位置）
に移動することが可能である（図１参照）。また、風向可変部品３は、水平方向に平行な
状態となる位置（第１の位置）に移動することが可能である（図５参照）。
　風向可変部品３が鉛直方向に平行な状態となる位置に移動した場合には、回転軸部３Ａ
に対して風向可変部品３が正面側に位置する。そして、風向可変部品３が鉛直方向に平行
な状態となる位置に移動した場合には、吹出口７から吹き出される空気が、図６に示すよ
うに下側に向かって室内に放出される。
　風向可変部品３が水平方向に平行な状態となる位置に移動した場合には、回転軸部３Ａ
に対して風向可変部品３が下側に位置する。風向可変部品３が水平方向に平行な状態とな
る位置に移動した場合には、吹出口７から吹き出される空気が、図７に示すように正面側
に向かって室内に放出される。
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【００３２】
　ここで、風向可変部品３が鉛直方向に平行な状態となる位置に設けられた状態において
、正面側の面を意匠面１８と定義する。
　風向可変部品３が鉛直方向に平行な状態の場合には、意匠面１８はパネル２の前面側と
平行となるとともに、風向可変部品３の一方の端部がパネル２の下端に接触する（図１参
照）。すなわち、パネル２の前面と風向可変部品３の意匠面１８とが略同一平面上に位置
することとなり、換気装置１００の意匠性を向上させることができるようになっている。
　なお、パネル２の前面と風向可変部品３の意匠面１８とが略同一平面上でなく、たとえ
ば、パネル２の前面よりも風向可変部品３の意匠面１８の方が前側或いは後側に位置して
いてもよい。このように、パネル２と風向可変部品３を縦断面視した際に、パネル２と風
向可変部品３とが段違いとなっていても、「パネル２の延長上」に風向可変部品３の意匠
面１８が位置することとなり、換気装置１００の意匠性を向上させることができる。
　この「パネル２の延長上」には、「パネル２の前面よりも風向可変部品３の意匠面１８
の方が、前側或いは後側に位置している」ことを含んでいる。
【００３３】
　風向可変部品３が水平方向に平行な状態の場合には、意匠面１８は本体１の底面と平行
となるとともに、風向可変部品３の他方の端部が本体１の底面に接触する（図５参照）。
すなわち、本体１の底面と風向可変部品３の意匠面１８とが略同一平面上に位置すること
となり、換気装置１００の意匠性を向上させることができるようになっている。
　なお、本体１の底面と風向可変部品３の意匠面１８とが略同一平面上でなく、たとえば
、本体１の底面よりも風向可変部品３の意匠面１８の方が上側或いは下側に位置していて
もよい。このように、本体１と風向可変部品３を縦断面視した際に、本体１と風向可変部
品３とが段違いとなっていても、「本体１の底面の延長上」に風向可変部品３の意匠面１
８が位置することとなり、換気装置１００の意匠性を向上させることができる。
　この「本体１の底面の延長上」には、「本体１の底面よりも風向可変部品３の意匠面１
８の方が、上側或いは下側に位置している」ことを含んでいる。
【００３４】
　なお、本実施の形態１では、本体１を正面視したとき、風向可変部品３の幅方向に「４
つ」の回転軸部３Ａが設けられた例を説明しているが、「４つ」に限定されるものではな
い。そして、この回転軸部３Ａの数と同じ数だけ、保持部７０をパネル２に形成すればよ
い。
　また、回転軸部３Ａは、ユーザーなどによって手動で回転させられるように構成しても
よいし、たとえば駆動モーターなどによって電動で回転させられるように構成してもよい
。
【００３５】
［空気の流れの説明］
　室外空気は、給気用フード１２から給気用パイプ１３を介して本体１内に取り込まれる
。この本体１内に取り込まれた空気は、給気用ファン８を通って熱交換器１１に流入する
。そして、この熱交換器１１に流入した空気は、熱交換器１１に流入した室内空気と熱交
換した後に、熱交換器１１から放出される。そして、熱交換器１１から放出された空気は
、本体吹出口１Ｅを介して吹出口７から吹き出された後に、風向可変部品３の作用によっ
て鉛直方向或いは水平方向に風向が調整されて換気装置１００から放出される。
【００３６】
　室内空気は、吸込口１Ａから本体１内に取り込まれる。この本体１内に取り込まれた室
内空気は、排気用ファン９を通って熱交換器１１に流入する。この熱交換器１１に流入し
た空気は、熱交換器１１に流入した室外空気と熱交換した後に、熱交換器１１から放出さ
れる。そして、熱交換器１１から放出された空気は、排気用パイプ１４及び排気用フード
１５を介して室外に放出される。
【００３７】
［実施の形態１に係る換気装置１００の有する効果］
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　実施の形態１に係る換気装置１００は、本体１から放出される空気が鉛直下方に吹き出
されるか、水平方向に吹き出されるかを調整することが可能な風向可変部品３が設けられ
ているので、ユーザーの快適性が損なわれてしまうことを抑制することができる。また、
たとえばタンスなどのようにユーザー以外の物に空気が当たり続けることで、給気に含ま
れる塵埃などが付着し、タンスなどが汚れてしまうことを抑制することができる。さらに
、室内の気流分布が乱れて室内の一部に汚染空気が淀んでしまったりすることを抑制する
ことができる。
【００３８】
　本実施の形態に係る換気装置１００は、風向可変部品３が水平方向に吹き出されるよう
に調整することが可能であるため、コールドドラフトによってユーザーの足下が冷えてし
まうということを抑制することができる。
【００３９】
　実施の形態に係る換気装置１００は、パネル２ではなく、風向可変部品３によって吹き
出される風向を調整するため、室外から取り込まれた空気に含まれる塵埃などがパネル２
に付着してしまうことが抑制され、意匠性が低減してしまうことを抑制することができる
。
【００４０】
実施の形態２．
　図８は、実施の形態２に係る換気装置１００の縦断面図である。なお、実施の形態２で
は実施の形態１との相違点を中心に説明し、実施の形態１と同一部分には、同一符号を付
している。また、図８に図示された矢印は本体１に取り込まれ、本体吹出口１Ｅから吹き
出される空気（給気）の流れを表しており、吸込口１Ａから本体１に取り込まれる空気の
流れ（排気）については図示を省略している。
　実施の形態２に係る換気装置１００は、平面視形状が略長方形形状をした風向可変部品
３の代わりに、曲面状の風向可変部品９０が設けられている点で異なっている。図８を参
照して、風向可変部品９０について説明する。
【００４１】
（風向可変部品９０）
　風向可変部品９０は、本体１の前面側であってパネル２の下側に回転可能に設けられ、
吹出口７から吹き出される空気の方向を変化させることが可能となっているものである。
風向可変部品９０は、円筒を、円筒の開口面に対して垂直な面で分割した形状を有するも
のである。すなわち、風向可変部品９０は、縦断面形状が略円弧となっている。なお、こ
の円弧に対する中心角度は、たとえば９０度程度に設定するとよい。
　風向可変部品９０の背面側には、断熱材９１が設けられている。なお、断熱材９１も、
風向可変部品９０が湾曲することに対応して、湾曲している。すなわち、断熱材９１も、
縦断面形状が略円弧となっている。この断熱材９１により、風向可変部品９０に結露など
が発生することを抑制することができ、室内などに結露水が滴下してユーザーの快適性を
損ねてしまうことを抑制できる。
【００４２】
　風向可変部品９０には、本体１を正面視したとき、風向可変部品９０の幅方向に４つ、
風向可変部品９０とパネル２の保持部７０とを接続する回転軸部１６が形成されている。
風向可変部品９０は、この回転軸部１６によって、本体１の前面側であってパネル２の下
側に回転自在に保持されるようになっている。回転軸部１６は、風向可変部品９０の背面
側に突出して設けられている。そして、この回転軸部１６は、水平面に対して平行な回転
軸を有しており、回転可能となっている。
【００４３】
　風向可変部品９０は、回転軸部１６が回転することにより、本体１を右側面側から見た
ときに鉛直下方を基準として時計回りに１８０度回転することが可能となっている。そし
て、風向可変部品９０は、回転することで次に述べる３つの位置に移動することが可能と
なっている。すなわち、風向可変部品９０は、回転軸部１６に対して下側の位置（第１の
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位置）に移動することが可能である（図８（ｂ）参照）。
　また、風向可変部品９０は、回転軸部１６に対して風向可変部品９０が正面側の位置（
第２の位置）に移動することが可能である（図８（ａ）参照）。
　さらに、風向可変部品９０は、回転軸部１６に対して風向可変部品９０が上側の位置（
第３の位置）に移動することが可能である（図８（ｃ）参照）。
【００４４】
　風向可変部品９０が回転軸部１６に対して下側の位置（図８（ｂ）参照）に移動した場
合には、吹出口７から吹き出される空気が、正面側に向かって室内に放出される。
　風向可変部品９０が回転軸部１６に対して正面側の位置（図８（ａ）参照）に移動した
場合には、吹出口７から吹き出される空気が、下側に向かって室内に放出される。
　換気装置１００は、給気用ファン８及び排気用ファン９の運転停止時においては、風向
可変部品９０が回転軸部１６に対して上側の位置（図８（ｃ）参照）に移動させる。これ
により、給気用フード１２や排気用フード１５を介して本体１内に侵入する外気が、吸込
口１Ａや吹出口７を介して室内に漏れ出してしまうことを抑制することができる。すなわ
ち、たとえば冬場などの冷たい室外空気が室内に流入してしまうことを抑制することがで
き、ユーザーの快適性が損なわれてしまうことを抑制することができる。
【００４５】
　なお、風向可変部品９０が回転軸部１６に対して下側の位置に移動した場合には、風向
可変部品９０の「頂部９９」と、本体１の底面とが略同一平面上に位置することとなり、
換気装置１００の意匠性を向上させることができる。なお、ここで言う「頂部９９」とは
、風向可変部品９０の以下の部分を指す。すなわち、風向可変部品９０が回転軸部１６に
対して下側の位置に移動した場合においては、風向可変部品９０の意匠面１８のうち、鉛
直下方に突出している部分を「頂部」と称する。
　風向可変部品９０が回転軸部１６に対して正面側の位置に移動した場合には、風向可変
部品９０の「頂部９９」と、パネルの前面とが略同一平面上に位置することとなり、換気
装置１００の意匠性を向上させることができる。なお、風向可変部品９０が回転軸部１６
に対して正面側の位置に移動した場合においては、風向可変部品９０の意匠面１８のうち
、本体１からパネル２に向かう方向に突出している部分を「頂部９９」と称する。
【００４６】
　なお、本実施の形態２では、本体１を正面視したとき、風向可変部品９０の幅方向に４
つ回転軸部１６が設けられた例を説明しているが、「４つ」に限定されるものではない。
そして、この回転軸部１６の数と同じ数だけ、保持部７０をパネル２に形成すればよい。
　また、回転軸部１６は、ユーザーなどによって手動で回転させられるように構成しても
よいし、たとえば駆動モーターなどによって電動で回転させられるように構成してもよい
。
　さらに、風向可変部品９０は、縦断面形状が略円弧状であるものとして説明したがそれ
に限定されるものではなく、たとえば意匠面１８側が略円弧状となっており、意匠面１８
の反対側が略円弧状となっていなくともよい。
【００４７】
［実施の形態２に係る換気装置１００の有する効果］
　実施の形態２に係る換気装置１００は、実施の形態１に係る換気装置１００と同様の効
果に加えて、以下の効果を奏する。実施の形態２に係る換気装置１００は、風向可変部品
９０が回転軸部１６に対して上側の位置に移動すると、本体１内と室内との連通を遮断す
ることができるので、室外空気が室内に流入してしまうことを抑制することができ、ユー
ザーの快適性が損なわれてしまうことを抑制することができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　本体、１Ａ　吸込口、１Ｂ　給気口、１Ｃ　排気口、１Ｄ　ベルマウス、１Ｅ　本
体吹出口、２　パネル、２Ａ　接続部、３　風向可変部品、３Ａ　回転軸部、７　吹出口
、８　給気用ファン、８Ａ　ファン、９Ａ　ファン、９　排気用ファン、１０　モーター
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、１０Ａ、１０Ｂ　シャフト、１１　熱交換器、１１Ａ　流入口、１１Ｂ　流出口、１１
Ｃ　流入口、１１Ｄ　流出口、１２　給気用フード、１３　給気用パイプ、１３Ａ　開口
部、１４　排気用パイプ、１４Ａ　開口部、１５　排気用フード、１６　回転軸部、１８
　意匠面、３０　仕切板、３１　断熱材、５０　壁、７０　保持部、９０　風向可変部品
、９１　断熱材、９９　頂部、１００　換気装置。
　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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