
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にポンプ室を形成すると共に、それぞれ前記ポンプ室に連通する吸込口及び吐出口
を有したケーシングと、
　前記ポンプ室内に軸を介して回転可能に配設されると共に、軸方向の少なくとも一方の
側面にポンプ溝を有し、回転に基づく前記ポンプ溝の作用により、冷却用の液体を前記吸
込口から前記ポンプ室内に吸い込むと共に、ポンプ室内の液体を前記吐出口から吐出させ
るインペラとを備え、
　前記ケーシングの外面 面 を直接または熱伝導部材を介して間接的に発熱部
材に接触させて、前記発熱部材が発生する熱を前記ケーシングを介して前記液体にて奪う
ようにするために使用される冷却用ポンプであって、
　前記軸の軸方向から見た前記ケーシングの中心に対して、前記インペラの回転中心を径
方向にずらした構成としたことを特徴とする冷却用ポンプ。
【請求項２】
　前記インペラの回転時に、前記ポンプ溝が前記ケーシングの中心付近を通過することを
特徴とする請求項１記載の冷却用ポンプ。
【請求項３】
　内部にポンプ室を形成すると共に、それぞれ前記ポンプ室に連通する吸込口及び吐出口
を有したケーシングと、
　前記ポンプ室内に軸を介して回転可能に配設されると共に、軸方向の両側の側面にそれ
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ぞれポンプ溝を有し、回転に基づく前記ポンプ溝の作用により、冷却用の液体を前記吸込
口から前記ポンプ室内に吸い込むと共に、ポンプ室内の液体を前記吐出口から吐出させる
インペラとを備え、
　前記ケーシングの外面 面 を直接または熱伝導部材を介して間接的に発熱部
材に接触させて、前記発熱部材が発生する熱を前記ケーシングを介して前記液体にて奪う
ようにするために使用される冷却用ポンプであって、
　前記インペラにおける両側面の両ポンプ溝

ことを特徴とする
冷却用ポンプ。
【請求項４】
　前記ポンプ溝は、前記インペラの径方向に延びかつ外周側が開放されていることを特徴
とする請求項１ないし３のいずれかに記載の冷却用ポンプ。
【請求項５】
　前記インペラは、前記ポンプ溝より回転中心側に円形または環状の凸部を有していて、
その凸部の外周部に少なくとも１個の窪みを形成したことを特徴とする請求項１ないし４
のいずれかに記載の冷却用ポンプ。
【請求項６】
　前記インペラに、前記ポンプ溝を通り当該インペラの軸方向の両側面を貫通する貫通孔
を形成したことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の冷却用ポンプ。
【請求項７】
　前記インペラにおいて前記ポンプ溝より回転中心側に設けられた環状の凸部よりさらに
回転中心側に設けられた軸方向に窪む円形の凹部と、
　この凹部の周壁部の内周部に前記インペラと一体に回転するように設けられ、磁極が周
方向に多極となるように環状に配置されたモータの回転子用永久磁石と、
　前記ケーシングに前記凹部内に入り込むようにして設けられた固定子収容部と、
　前記ケーシングの外面側から前記固定子収容部内に配設され、外周部が当該固定子収容
部の周壁部を間にして前記回転子用永久磁石に対して径方向の内側から対向するモータの
固定子とを備えたことを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の冷却用ポンプ。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の冷却用ポンプと、
　この冷却用ポンプの前記ケーシングの一面 に接触するように設けられた発熱部
材とを備えたことを特徴とする電気機器。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の冷却用ポンプと、
　この冷却用ポンプの前記ケーシングの一面 に接触するように設けられた発熱部
材としてのＣＰＵと、
　前記冷却用ポンプの内部を流れる液体が通る液体通路を有する放熱板とを備えたことを
特徴とするパーソナルコンピュータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発熱部材を冷却するために用いられる冷却用ポンプ、並びにこの冷却用ポンプ
を用いた電気機器及びパーソナルコンピュータに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、液体を送るポンプとしては、吸込口及び吐出口を有するケーシングの内部に形成さ
れたポンプ室内に、外周部に液体を運ぶためのポンプ溝を有する円盤状のインペラを軸を
介して回転可能に配設し、そのインペラを回転させることに基づき、前記ポンプ溝の作用
により、液体を前記吸込口からポンプ室内に吸い込むと共に、ポンプ室内の液体を前記吐
出口から吐出させる構成としたものが知られている（例えば、特許文献１、特許文献２参
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照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－１２３９７８号公報（段落番号［０００９］，［００１０］、図１、図２
）
【０００４】
【特許文献２】
特開２００１－１３２６７７号公報（段落番号［００２４］～［００３１］、図１、図３
）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記した従来構成のポンプを、例えば電気部品などの発熱部材を冷却するために用いよう
とすると、次のような構成とすることが考えられる。すなわち、ポンプのケーシングの一
面を、冷却対象の発熱部材に接触させた状態で、インペラを回転させてポンプに冷却用の
液体を流すことで、発熱部材が発生する熱を、ケーシングを介して、ポンプを流れるその
液体にて奪うようにする。これにより、発熱部材を冷却することが可能となる。
【０００６】
しかしながら、従来構成のポンプでは、どちらの場合も、インペラの回転中心（軸）を、
軸方向から見たケーシングの中心に一致させていると共に、ポンプ室内を流れる冷却用の
液体は専らインペラの外周部を流れることになる。このため、冷却対象の発熱部材を、ポ
ンプにおけるケーシングの一面の中心部に取り付けた場合、ポンプ室内を流れる液体の流
路が発熱部材の周囲部となり、その流路と発熱部材とが離れた配置となるために、ポンプ
による冷却効率が悪くなってしまうという問題があった。
【０００７】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その第１の目的は、冷却効率の向上を図
ることが可能な冷却用ポンプを提供することにある。また、第２の目的は、発熱部材を効
率良く冷却することが可能な電気機器を提供することにあり、第３の目的は、発熱部材と
してＣＰＵを効率良く冷却することが可能なパーソナルコンピュータを提供することにあ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記した第１の目的を達成するために、請求項１の発明は、内部にポンプ室を形成する
と共に、それぞれ前記ポンプ室に連通する吸込口及び吐出口を有したケーシングと、前記
ポンプ室内に軸を介して回転可能に配設されると共に、軸方向の少なくとも一方の側面に
ポンプ溝を有し、回転に基づく前記ポンプ溝の作用により、冷却用の液体を前記吸込口か
ら前記ポンプ室内に吸い込むと共に、ポンプ室内の液体を前記吐出口から吐出させるイン
ペラとを備え、前記ケーシングの外面 面 を直接または熱伝導部材を介して間
接的に発熱部材に接触させて、前記発熱部材が発生する熱を前記ケーシングを介して前記
液体にて奪うようにするために使用される冷却用ポンプであって、前記軸の軸方向から見
た前記ケーシングの中心に対して、前記インペラの回転中心を径方向にずらした構成とし
たことを特徴とする。
【０００９】
上記した手段によれば、軸方向から見たケーシングの中心に対して、インペラの回転中心
を径方向にずらしたことにより、ケーシングの中心付近に液体の流路を確保することが可
能になる。このため、冷却対象の発熱部材をケーシングの一面の中心部に接触させた場合
、その発熱部材と液体の流路とが近い配置となり、発熱部材を冷却用ポンプの液体により
効率良く冷却することが可能となる。
【００１０】
請求項２の発明は、上記請求項１の冷却用ポンプにおいて、インペラの回転時に、ポンプ
溝がケーシングの中心付近を通過することを特徴とする。これによれば、ケーシングの中
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心付近に、液体の流路を確実に確保することが可能になる。
【００１１】
　請求項３の発明は、上記した第１の目的を達成するために、内部にポンプ室を形成する
と共に、それぞれ前記ポンプ室に連通する吸込口及び吐出口を有したケーシングと、前記
ポンプ室内に軸を介して回転可能に配設されると共に、軸方向の両側の側面にそれぞれポ
ンプ溝を有し、回転に基づく前記ポンプ溝の作用により、冷却用の液体を前記吸込口から
前記ポンプ室内に吸い込むと共に、ポンプ室内の液体を前記吐出口から吐出させるインペ
ラとを備え、前記ケーシングの外面 面 を直接または熱伝導部材を介して間接
的に発熱部材に接触させて、前記発熱部材が発生する熱を前記ケーシングを介して前記液
体にて奪うようにするために使用される冷却用ポンプであって、前記インペラにおける両
側面の両ポンプ溝

ことを特徴とする。
【００１２】
上記した手段によれば、インペラにおける両側面の両ポンプ溝のうち、発熱部材が配置さ
れる側のポンプ溝の径方向長さを大きくすることで、ケーシングの中心付近に液体の流路
を確保することが可能になる。このため、冷却対象の発熱部材をケーシングの一面の中心
部に接触させた場合、その発熱部材と液体の流路とが近い配置となり、発熱部材をポンプ
の液体により効率良く冷却することが可能となる。
【００１３】
請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の冷却用ポンプにおいて、ポンプ
溝は、インペラの径方向に延びかつ外周側が開放されていることを特徴とする。これによ
れば、ポンプ溝の外周側に壁がないため、当該ポンプ溝を流れる液体が流れ易くなる。
【００１４】
請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の冷却用ポンプにおいて、インペ
ラは、ポンプ溝より回転中心側に円形または環状の凸部を有していて、その凸部の外周部
に少なくとも１個の窪みを形成したことを特徴とする。これによれば、インペラが回転す
る際に、その窪みによりポンプ室内の液体に径方向の流れを発生させることができ、ポン
プ性能を向上させることが可能となる。
【００１５】
請求項６の発明は、請求項１ないし５のいずれかに記載の冷却用ポンプにおいて、インペ
ラに、ポンプ溝を通り当該インペラの軸方向の両側面を貫通する貫通孔を形成したことを
特徴とする。これによれば、ポンプ室内を流れる液体に混入した気体を吐出しやすくでき
、ポンプ室内での気体の滞留を防止することが可能となる。
【００１６】
請求項７の発明は、請求項１ないし６のいずれかに記載の冷却用ポンプにおいて、インペ
ラにおいてポンプ溝より回転中心側に設けられた環状の凸部よりさらに回転中心側に設け
られた軸方向に窪む円形の凹部と、この凹部の周壁部の内周部に前記インペラと一体に回
転するように設けられ、磁極が周方向に多極となるように環状に配置されたモータの回転
子用永久磁石と、ケーシングに前記凹部内に入り込むようにして設けられた固定子収容部
と、前記ケーシングの外面側から前記固定子収容部内に配設され、外周部が当該固定子収
容部の周壁部を間にして前記回転子用永久磁石に対して径方向の内側から対向するモータ
の固定子とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
上記した構成においては、インペラと一体回転する回転子用永久磁石と固定子とにより、
インペラを回転させるためのモータを構成する。上記した構成によれば、インペラの中央
部に軸方向に窪む凹部を形成し、この凹部内にモータの回転子用永久磁石と固定子を配設
する構成としたので、モータを一体化した構成としながらも、冷却用ポンプの軸方向の厚
さ寸法を抑えることができる。
【００１８】
　請求項８の発明は、上記した第２の目的を達成するために、請求項１ないし７のいずれ
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かに記載の冷却用ポンプと、この冷却用ポンプのケーシングの一面 に接触するよ
うに設けられた発熱部材とを備えたことを特徴とする電気機器である。これによれば、冷
却用ポンプにより発熱部材を効率良く冷却することが可能となり、また、発熱部材を送風
ファンにより冷却する場合に比べて静音化が可能になる。
【００１９】
　請求項９の発明は、上記した第３の目的を達成するために、請求項１ないし７のいずれ
かに記載の冷却用ポンプと、この冷却用ポンプの前記ケーシングの一面 に接触す
るように設けられた発熱部材としてのＣＰＵと、前記冷却用ポンプの内部を流れる液体が
通る液体通路を有する放熱板とを備えたことを特徴とするパーソナルコンピュータである
。これによれば、発熱部材としてＣＰＵを効率良く冷却することが可能となり、また、発
熱部材を送風ファンにより冷却する場合に比べて静音化が可能になる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。まず図１には、本発明の冷却
用ポンプ１の組み立て状態での断面図が示され、図２には、同冷却用ポンプ１の分解斜視
図が示され、図３には、同冷却用ポンプ１を図２とは反対側から見た分解斜視図が示され
ている。
【００２１】
これら図１ないし図３において、ケーシング２は、それぞれ円形状をなす第１ケーシング
３と第２ケーシング４とを組み合わせて構成されている。第１ケーシング３と第２ケーシ
ング４との間には、第１ケーシング３を軸方向に窪ませた円形凹状のポンプ室５が形成さ
れていると共に、このポンプ室５内に位置させて円盤状のインペラ６が軸７を介して回転
可能に配設されている。
【００２２】
この場合、軸７の軸方向から見たポンプ室５の中心は、ケーシング２の中心Ｏ１（図１参
照）に対して径方向にずれており、従って、上記インペラ６の回転中心Ｏ２である軸７は
、ケーシング２の中心Ｏ１に対して径方向にずれている。インペラ６の軸７は、第１ケー
シング３及び第２ケーシング４に設けられた軸受部８，９によって回転自在に支持されて
いる。第１ケーシング３の外周部には吸込口１０と吐出口１１とが設けられていて、これ
ら吸込口１０と吐出口１１は、それぞれ上記ポンプ室５内と連通している。また、第１ケ
ーシング３において、上記ポンプ室５の中心部分には、第２ケーシング４側とは反対側が
開口した円形凹状の固定子収容部１２が形成されている。
【００２３】
上記インペラ６において、軸方向の一方の側面である第２ケーシング４側の側面６ａ側に
は、図４（ａ）にも示すように、径方向に延びる第１ポンプ溝１３が放射状に多数本形成
されていると共に、これら第１のポンプ溝１３より回転中心側に円形の凸部１４が形成さ
れている。円形の凸部１４の外周部には、多数個の窪み１５が形成されている。各第１ポ
ンプ溝１３は、インペラ６の外周部側が開放されている。
【００２４】
また、インペラ６において、軸方向の他方の側面である第１ケーシング３側の側面６ｂ側
には、図４（ｂ）にも示すように、外周部側に位置させてほぼ扇状をなす第２ポンプ溝１
６が周方向に並べて多数個形成されていると共に、これら第２ポンプ溝１６より回転中心
側に環状の凸部１７が形成され、さらに、その凸部１７よりも回転中心側に軸方向に窪む
円形の凹部１８が形成されていて、この凹部１８に、上記固定子収容部１２が外側から入
り込むようになっている（図１参照）。各第２ポンプ溝１６は、周囲が壁により囲まれて
いる。また、環状の凸部１７の外周部には、多数個の窪み１９が形成されている。さらに
、インペラ６には、両側面６ａ，６ｂのそれぞれ第１及び第２のポンプ溝１３，１６を通
り、かつ当該両側面６ａ，６ｂを貫通する貫通孔２０が形成されている。
【００２５】
上記凹部１８の内周部には、磁性体製の磁性リング２１が設けられていると共に、この磁
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性リング２１の内周部に位置させてモータ用のリング状の回転子用永久磁石２２が設けら
れている。回転子用永久磁石２２には、磁極が周方向に多極となるように着磁されている
。上記固定子収容部１２内には、外側からモータの固定子２３が配設されている。この固
定子２３は、複数の磁極２４ａを有する固定子鉄心２４と、各磁極２４ａに巻回された固
定子巻線２５とから構成されていて、各磁極２４ａの外周面が、固定子収容部１２の周壁
部１２ａを間にして上記回転子用永久磁石２２の内周面に対して径方向の内側から対向し
ている。ここで、インペラ６と、磁性リング２１と、回転子用永久磁石２２とにより回転
子２６を構成し、この回転子２６と上記固定子２３とによりモータ２７を構成している。
固定子２３には、各固定子巻線２５と接続されたフレキシブルなフラットケーブル２８が
設けられている。
【００２６】
第１ケーシング３において、ポンプ室５を形成する凹部の内面部分には、吸込口１０と吐
出口１１との間に位置させて、インペラ６の側面６ｂとの間の隙間を小さくするための突
部２９が円弧状に形成されている。また、第２ケーシング４の内面には、吸込口１０と吐
出口１１との間に位置させて、インペラ６の側面６ａとの間の隙間を小さくするための突
部３０が扇状に形成されていると共に、インペラ６の外周部と対応するように突部３１が
円弧状に形成されている。なお、第１ケーシング３の外面側には、固定子収容部１２を塞
ぐようにシート３２（図１参照）が設けられていて、このシート３２により固定子２３が
覆われている。冷却用ポンプ１は、上記のような構成となっている。
【００２７】
一方、図５には、このような構成の冷却用ポンプ１を使用した電気機器として、ノート型
のパーソナルコンピュータ３５が概略的に示されている。この図５において、パーソナル
コンピュータ３５は、本体ケース３６と、この本体ケース３６に対して開閉回動可能に設
けられた蓋ケース３７とを備えていて、本体ケース３６の上面部に、図示はしないがキー
ボードが設けられ、蓋ケース３７の内面部に、これも図示はしないが液晶表示部が設けら
れている。
【００２８】
上記本体ケース３６の内部に発熱部材としてのＣＰＵ３８が配設されていて、このＣＰＵ
３８に、本発明の冷却用ポンプ１を取り付けている。この場合、冷却用ポンプ１は、ケー
シング２の一面である第２ケーシング４の外面をＣＰＵ３８の上面に直接接触させている
。このとき、図６に示すように、軸方向から見たケーシング２の中心Ｏ１付近にＣＰＵ３
８を配置する。蓋ケース３７の内部には、上記液晶表示部の裏側に位置させて放熱板３９
が設けられていて、この放熱板３９に、冷却用の液体が通る液体通路（図示せず）が設け
られていると共に、その液体通路に連通する入口４０と出口４１が設けられている。冷却
用ポンプ１の吐出口１１は、接続チューブ４２を介して液体通路の入口４０に接続し、冷
却用ポンプ１の吸込口１０は、接続チューブ４３を介して液体通路の出口４１に接続する
。放熱板３９の液体通路には、冷却用の液体が入っている。
【００２９】
次に上記構成の作用を説明する。
冷却用ポンプ１におけるモータ２７の固定子巻線２５への通電を制御することにより、イ
ンペラ６（回転子２６）が回転する。すると、インペラ６における第１及び第２ポンプ溝
１３，１６の送液作用により、放熱板３９側の液体が吸込口１０からポンプ室５内に吸い
込まれると共に、吸い込まれた液体は吐出口１１側へ送られ、その吐出口１１から接続チ
ューブ４２側へ吐出される。接続チューブ４２側へ吐出された液体は、放熱板３９の液体
通路側へ送られるようになる。
【００３０】
このとき、ポンプ室５内を通る液体は、ＣＰＵ３８から発生する熱を、ケーシング２（特
には第２ケーシング４）を介して奪うことにより、ＣＰＵ３８を冷却する。ＣＰＵ３８の
熱を奪った液体は、放熱板３９において放熱し、冷やされる。冷やされた液体は、再び冷
却用ポンプ１のポンプ室５に吸い込まれ、ＣＰＵ３８から発生する熱を奪うようになる。
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このようにして、冷却ポンプ１を流れる液体により、ＣＰＵ３８が高温になることを抑え
られる。
【００３１】
ここで、冷却用ポンプ１において、軸方向から見たケーシング２の中心Ｏ１に対して、イ
ンペラ６の回転中心Ｏ１を径方向にずらしたことにより、ケーシング２（第２ケーシング
４）の中心付近を第１ポンプ溝１３が通過するようになり、ケーシング２（第２ケーシン
グ４）の中心付近に液体の流路を確保することが可能になる。このため、冷却対象のＣＰ
Ｕ３８をケーシング２（第２ケーシング４）の一面の中心部に接触させた場合、そのＣＰ
Ｕ３８と液体の流路とが近い配置となり、ＣＰＵ３８を冷却用ポンプ１の液体により効率
良く冷却することが可能となる。
【００３２】
また、インペラ６において、径方向に延びる第１ポンプ溝１３を、ＣＰＵ３８が配置され
る側に配置したことにより、ケーシング２（第２ケーシング４）の中心付近に液体の流路
を確保することが可能になる。このため、冷却対象のＣＰＵ３８をケーシング２（第２ケ
ーシング４）の一面の中心部に接触させた場合、そのＣＰＵ３８と液体の流路とが近い配
置となり、これによってもＣＰＵ３８を冷却用ポンプ１の液体により効率良く冷却するこ
とが可能となる。
【００３３】
第１ポンプ溝１３は、インペラ６の径方向に延びかつ外周側が開放されているので、イン
ペラ６の回転時に当該第１ポンプ溝１３を流れる液体が流れ易くなる利点がある。また、
インペラ６において、第１ポンプ溝１３より回転中心側に設けられた円形の凸部１４の外
周部に多数個の窪み１５を形成すると共に、第２ポンプ溝１６より回転中心側に設けられ
た環状の凸部１７の外周部にも多数個の窪み１９を形成した構成としたので、インペラ６
の回転時に、それら窪み１５，１９によりポンプ室５内の液体に径方向の流れを発生させ
ることができ、ポンプ性能を向上させることが可能となる。
【００３４】
さらに、インペラ６に、第１及び第２ポンプ溝１３，１６を通り当該インペラ６の軸方向
の両側面６ａ，６ｂを貫通する貫通孔２０を形成したことにより、ポンプ室５内を流れる
液体に混入した気体を吐出しやすくでき、ポンプ室５内での気体の滞留を防止することが
可能となる。
【００３５】
また、インペラ６の中央部に軸方向に窪む凹部１８を形成し、この凹部１８内にモータ２
７の回転子用永久磁石２２と固定子２３を配設する構成としたので、モータ２７を一体化
した構成としながらも、冷却用ポンプ１の軸方向の厚さ寸法を抑えることができる。
【００３６】
加えて、このような構成の冷却用ポンプ１により発熱部材であるＣＰＵ３８を冷却する構
成としたので、そのＣＰＵ３８を効率良く冷却することができ、また、そのＣＰＵ３８を
送風ファンにより冷却する場合に比べて静音化を図ることが可能となる。
【００３７】
本発明は、上記した実施例にのみ限定されるものではなく、次のように変形または拡張で
きる。
冷却用ポンプ１を冷却対象の発熱部材であるＣＰＵ３８に取り付ける場合、第２ケーシン
グ４の外面を、ＣＰＵ３８に熱伝導部材を介して間接的に接触させる構成としても良い。
冷却対象の発熱部材としては、ＣＰＵ３８に限られず、他の電気部品などでも良い。また
、電気機器としては、パーソナルコンピュータ以外の電気機器でも良い。
【００３８】
【発明の効果】
本発明の冷却用ポンプによれば、ケーシングの中心付近に液体の流路を確保することが可
能になるため、冷却対象の発熱部材をケーシングの一面の中心部に接触させた場合、その
発熱部材と液体の流路とが近い配置となり、発熱部材をポンプの液体により効率良く冷却
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することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例を示す冷却用ポンプの縦断面図
【図２】　冷却用ポンプの分解斜視図
【図３】　図２とは反対側から見た冷却用ポンプの分解斜視図
【図４】　（ａ）はインペラを一方側から見た斜視図、（ｂ）はインペラを（ａ）とは反
対側から見た斜視図
【図５】　冷却用ポンプの使用例を示す、パーソナルコンピュータの概略的な斜視図
【図６】　冷却用ポンプの下面図
【符号の説明】
１は冷却用ポンプ、２はケーシング、５はポンプ室、６はインペラ、６ａ，６ｂは側面、
７は軸、１０は吸込口、１１は吐出口、１２は固定子収容部、１２ａは周壁部、１３は第
１ポンプ溝、１４は凸部、１５は窪み、１６は第２ポンプ溝、１７は凸部、１８は凹部、
１９は窪み、２０は貫通孔、２２は回転子用永久磁石、２３は固定子、２６は回転子、２
７はモータ、３５はパーソナルコンピュータ（電気機器）、３８はＣＰＵ（発熱部材）、
３９は放熱板、Ｏ１はケーシングの中心、Ｏ２はインペラの回転中心を示す。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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