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(57)【要約】
【課題】送風機のための付属品、特に、卓上型、塔型、
又は台座型送風機のような床又は卓上送風機のための付
属品を提供する。
【解決手段】基部の側壁に位置する空気入口と基部に着
脱可能に接続可能な空気出口とを有する基部を含み、か
つ高エネルギ粒子捕捉器フィルタとフィルタが送風機の
空気入口から上流に位置するように付属品を送風機に着
脱可能に接続するための取り付け手段とを含む携帯用送
風機のための外部付属品。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部の側壁に位置する空気入口と、基部に着脱可能に接続可能な空気出口と、を有する
基部を含む携帯用送風機のための外部付属品であって、
　高エネルギ粒子捕捉器フィルタと、
　前記フィルタが送風機の空気入口より上流に位置するように付属品を前記送風機に着脱
可能に接続するための取り付け手段と、
　を含むことを特徴とする付属品。
【請求項２】
　前記送風機の外面と係合するための少なくとも１つのシールを含むことを特徴とする請
求項１に記載の付属品。
【請求項３】
　前記付属品は、前記送風機の前記基部の前記側壁の周りに配置可能なスリーブの形態で
あることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の付属品。
【請求項４】
　前記フィルタは、実質的に環状形であることを特徴とする請求項１から請求項３のいず
れか１項に記載の付属品。
【請求項５】
　前記フィルタがその間に位置する２つの環状円板を含むことを特徴とする請求項４に記
載の付属品。
【請求項６】
　各円板が、該円板間に前記フィルタを保持するために他方の円板の方向に延びる隆起し
たリムを含むことを特徴とする請求項５に記載の付属品。
【請求項７】
　前記フィルタは、前記円板に接着されることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載
の付属品。
【請求項８】
　複数の開口を含むとともに、前記フィルタの周りに延びる外側カバーを含むことを特徴
とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の付属品。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の付属品と、基部の側壁に位置する空気入
口及び基部に着脱可能に接続可能な空気出口を有する基部を含む携帯用送風機との組合せ
であって、
　付属品は、フィルタが送風機の空気入口より上流に位置するように前記送風機に着脱可
能に接続される、
　ことを特徴とする組合せ。
【請求項１０】
　前記付属品は、前記フィルタが前記送風機の前記空気入口の上に位置するように該送風
機に着脱可能であることを特徴とする請求項９に記載の組合せ。
【請求項１１】
　前記空気入口は、少なくとも部分的に前記基部の周りに延びることを特徴とする請求項
９又は請求項１０に記載の組合せ。
【請求項１２】
　前記空気入口は、開口のアレイを含むことを特徴とする請求項９から請求項１１のいず
れか１項に記載の組合せ。
【請求項１３】
　前記基部は、実質的に円筒形であることを特徴とする請求項９から請求項１２のいずれ
か１項に記載の組合せ。
【請求項１４】
　前記基部は、前記空気入口から前記空気出口までの空気流を発生させるための手段を収
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容することを特徴とする請求項９から請求項１３のいずれか１項に記載の組合せ。
【請求項１５】
　前記空気流を発生させるための手段は、少なくとも１５０Ｐａの静圧を有する空気流を
発生させるように構成されることを特徴とする請求項１４に記載の組合せ。
【請求項１６】
　前記空気流を発生させるための手段は、２５０Ｐａから１ｋＰａの範囲の静圧を有する
空気流を発生させるように構成されることを特徴とする請求項１４又は請求項１５に記載
の組合せ。
【請求項１７】
　前記付属品は、前記基部と前記空気出口の間で前記携帯用送風機に取り付け可能である
ことを特徴とする請求項９から請求項１６のいずれか１項に記載の組合せ。
【請求項１８】
　前記付属品は、前記送風機の前記基部と係合するための第１のシール及び前記送風機の
前記空気出口と係合するための第２のシールを含むことを特徴とする請求項１７に記載の
組合せ。
【請求項１９】
　前記取り付け手段は、前記付属品を前記基部に接続するための手段及び該付属品を前記
空気出口に接続するための手段を含むことを特徴とする請求項９から請求項１８のいずれ
か１項に記載の組合せ。
【請求項２０】
　前記空気出口は、該空気出口を前記基部に接続するための手段を含み、
　前記付属品を前記基部に接続するための前記手段は、前記空気出口を該基部に接続する
ための前記手段と実質的に同じである、
　ことを特徴とする請求項１９に記載の組合せ。
【請求項２１】
　前記基部は、該基部を前記空気出口に接続するための手段を含み、前記付属品を該空気
出口に接続するための前記手段は、該基部を該空気出口に接続するための該手段と実質的
に同じであることを特徴とする請求項１９又は請求項２０に記載の組合せ。
【請求項２２】
　前記空気出口は、空気流を受け取るための内部通路及び該空気流を放出するための口部
を含むことを特徴とする請求項９から請求項２１のいずれか１項に記載の組合せ。
【請求項２３】
　前記内部通路は、前記口部から放出された前記空気流によって空気が引き込まれる開口
部の周りに延びることを特徴とする請求項２２に記載の組合せ。
【請求項２４】
　前記送風機は、卓上型送風機、塔型送風機、及び台座型送風機のうちの１つであること
を特徴とする請求項９から請求項２３のいずれか１項に記載の組合せ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用送風機（扇風機）用付属品に関する。特に、限定するわけではないが
、本発明は、卓上型、塔型、又は台座型送風機のような床又は卓上送風機用付属品に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の家庭用扇風機は、典型的には、軸の周りで回転するように装着した１組のブレー
ド又はベーンと、空気流を発生させるようにブレードの組を回転させるための駆動装置と
を含む。空気流の移動及び循環は、「風冷」又は微風をもたらし、結果として、ユーザは
、熱が対流及び蒸発により消散される時に冷却効果を体験する。ブレードは、ユーザが扇
風機の使用中に回転ブレードと接触することを防止しながら空気流がハウジングを通過す
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ることを可能にするケージ内に位置して生成される。
【０００３】
　患者を涼しく保つための病院における扇風機の使用は、一般病棟及び隔離病棟の両方に
おいて広く行きわたっている。例えば、患者の医療条件に応じて、薬を使用するのではな
く扇風機を使用して患者の体温を低下させることが好ましい場合がある。扇風機を患者に
割り当てる時に、一般的に、その扇風機は、他の医療機器と同様に医療機器の品目として
扱われるので、看護師又は他の病院職員による頻繁な清掃を必要とすることになる。ブレ
ード型扇風機の清掃は、扇風機のブレードを収容するケージを、扇風機のブレードを清掃
することができる前に分解する必要があるので、職員にとって時間を消費するものである
場合がある。この分解は、通常、ネジ回しの使用を必要とし、これは病棟の看護師によっ
て実行することができない。多くの場合、病院が、現地外で扇風機を清掃する専門の清掃
会社を雇うことがより便利である可能性があるが、これは、非常に費用がかかる可能性が
ある。
【０００４】
　国際出願公開第２００９／０３０８７９号は、送風機アセンブリから空気を放出するた
めにケージに入れたブレードを使用しない送風機アセンブリを記載している。代わりに、
送風機アセンブリは、基部に１次空気流を引き込むための電動羽根車を収容する基部と、
基部に接続されて１次空気流が送風機から放出される環状スロットを含む環状ノズルとを
含む。ノズルは、送風機アセンブリの局所環境内の空気が、口部から放出された１次空気
流によって引き込まれて１次空気流を増幅する中心開口部を形成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際出願公開第２００９／０３０８７９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このタイプの「ブレードなし」送風機の外面を清掃するのに必要な時間は、扇風機のあ
らゆる部品を取り外して送風機のあらゆる露出部品にアクセスする必要性がないので、ケ
ージに入れたブレードを有する扇風機を清掃するのに必要とするものよりも遥かに短い。
例えば、送風機の外面を、布を使用してきれいに拭き取ることができる。このレベルの清
掃は、一般病棟の患者に割り当てられるブレードなし送風機に対しては十分であると考え
られるが、ブレードなし送風機が、隔離病棟又は感染封じ込め病棟の患者に割り当てられ
る時には、送風機が別の患者に割り当てられる時の二次汚染を回避するために、基部の内
部構成要素を清浄に保つ必要性が残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様では、本発明は、基部の側壁に位置する空気入口と基部に着脱可能に接続可
能な空気出口とを有する基部を含む携帯用送風機用の外部付属品を提供し、付属品は、高
エネルギ粒子捕捉器フィルタと、フィルタが送風機の空気入口より上流に位置するように
付属品を送風機に着脱可能に接続するための取り付け手段と、を含む。
【０００８】
　付属品は、例えば、送風機が異なる患者に割り当てられる時、送風機が隔離病棟から一
般病棟まで患者と共に移動する時、又はフィルタが規定の使用期間の終わりに達した時に
交換することができる使い捨てフィルタユニットの形態であることが好ましい。これは、
送風機を清掃するために現地から取り出す必要がある頻度を非常に減少させることができ
るので、送風機の使用に付随する費用を非常に低減することができる。
【０００９】
　付属品は、送風機が、基部の側壁に位置する空気入口と基部に着脱可能に接続可能な空
気出口とを有する基部を含む、「Ｄｙｓｏｎ　Ａｉｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ダイソン
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エアーマルチプライヤー（登録商標））」のような携帯用ブレードなし送風機で使用する
のに特に適切である。この場合には、付属品は、フィルタが、空気流が基部に入る前に送
風機によって発生する空気流から浮遊粒子を除去するために、基部の空気入口より上流に
位置するように、基部の上又は基部の周囲に配置可能であってもよい。しかし、付属品は
、送風機への付属品の取り付けによって空気流が詰まらない十分な圧力の空気流を発生さ
せるあらゆる送風機で使用することができる。例えば、付属品は、付属品が送風機に取り
付けられた時に空気流が詰まらないように少なくとも１５０Ｐａの静圧を有する空気流を
発生させるように構成された送風機で使用することができ、従って、第２の態様では、本
発明は、少なくとも１５０Ｐａの静圧を有する空気流を発生させる送風機のための付属品
を提供し、付属品は、高エネルギ粒子捕捉器フィルタと付属品を送風機に着脱可能に取り
付けるための取り付け手段とを含む。
【００１０】
　取り付け手段は、好ましくは、ユーザが付属品を送風機に取り付けることを可能にし、
かつその後にツールの必要なく送風機から付属品を脱離することを可能にするように、手
動で作動可能である。
【００１１】
　高エネルギ粒子捕捉器（ＨＥＰＡ）フィルタに加えて、付属品は、発泡体、炭素、紙、
又は繊維性フィルタの１つ又はそれよりも多くを含むことができる。
【００１２】
　付属品は、好ましくは、送風機の外面と係合するために少なくとも１つのシールを含む
。これは、付属品が送風機との１つ又はそれよりも多くの気密シールを形成して、送風機
によって発生する空気流がフィルタの周囲ではなくフィルタを通過することを保証するこ
とを可能にする。
【００１３】
　好ましい実施形態では、付属品は、送風機の基部の側壁の周りに配置可能なスリーブの
形態である。スリーブの形態の付属品の形成は、付属品を必要に応じて送風機の上で容易
に押したり又は引いたりすることを可能にする。
【００１４】
　フィルタは、好ましくは、送風機によって発生する空気流に露出する、０．５から１．
５ｍ2の範囲の表面積を有する。フィルタの容積を最小にするために、フィルタは、ひだ
を付けて、送風機の空気入口を取り囲むための実質的に環状形のフィルタを形成すること
が好ましい。この場合には、付属品は、フィルタがその間に位置する２つの環状円板を含
むことができる。これらの円板は、付属品の使用中に容易にきれいに拭き取ることができ
る。各円板は、円板間にフィルタを保持するための他の円板の方向に延びる隆起したリム
を含むことができる。フィルタは、付属品の製造中に円板に容易に接着することができる
。円板は、互いに、フィルタユニットの製造中にフィルタが接着されるフィルタユニット
の少なくとも一部を形成すると考えることができる。
【００１５】
　付属品は、空気が付属品に入る複数の開口（孔）を含む外側カバーを含むことができる
。この外側カバーは、付属品の第１の比較的粗いフィルタを提供し、虫又はほこりの大き
な粒子のような浮遊物体がフィルタと接触するのを防止することができ、特に、フィルタ
の送風機への取り付け中にフィルタにユーザが接触するのを防止し、従って、フィルタの
損傷を防止することができる。外側カバーは、好ましくは、ユーザがフィルタによって捕
捉されたほこり又はデブリの量を見ることができるように透明である。
【００１６】
　第３の態様では、本発明は、上述のような付属品と携帯用送風機の組合せを提供する。
送風機は、好ましくは、少なくとも１５０Ｐａ、より好ましくは、２５０Ｐａから１．５
ｋＰａの範囲の静圧を有する空気流を発生させるように構成される。
【００１７】
　好ましくは、送風機は、送風機へ空気を受け入れるための空気入口と送風機から空気を
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排出するための空気出口とを含み、付属品は、フィルタが送風機の空気入口より上流に位
置するように送風機に取り付け可能である。好ましくは、付属品は、フィルタが送風機の
空気入口の上に位置するように送風機に取り付け可能である。
【００１８】
　送風機は、付属品が取り付け可能な基部を含むことができ、基部は、フィルタをその上
に配置可能である空気入口を含む。空気入口は、少なくとも部分的に基部の周りに延びる
ことができ、かつ開口（孔）のアレイを含むことができる。基部は、実質的に円筒形とす
ることができる。送風機の基部は、空気入口から空気出口までの空気流を発生させる手段
を収容することができる。空気流を発生させる手段は、好ましくは、モータによって駆動
する羽根車を含む。ディフューザは、好ましくは、羽根車より下流に位置する。
【００１９】
　付属品は、フィルタが基部の空気入口の上流に位置するように、送風機の基部と空気出
口の間で携帯用送風機に取り付け可能であってもよい。
【００２０】
　付属品の一部は、付属品を送風機に取り付けた時に空気出口の一部によって取り囲むこ
とができる。例えば、空気出口は、空気出口が付属品に接続された時に付属品の一部の上
に位置する基部を含むことができる。
【００２１】
　付属品は、送風機の基部と係合するための第１のシールと、送風機の空気出口と係合す
るための第２のシールとを含むことができ、そのために空気流は、シール間のフィルタユ
ニットを通って及びフィルタを通って引き込まれる。
【００２２】
　取り付け手段は、付属品を基部に接続するための手段と、付属品を空気出口に接続する
ための手段と、を含むことができる。送風機の空気出口は、好ましくは、送風機の基部に
着脱可能に接続される。送風機の空気出口は、好ましくは、空気出口を基部に接続するた
めの手段を含み、これは、好ましくは、付属品を基部に接続するための手段と実質的に同
じである。同様に、送風機の基部は、好ましくは、基部を空気出口に接続するための手段
を含み、これは、好ましくは、付属品を空気出口に接続するための手段と実質的に同じで
ある。これは、空気出口を基部に接続するための技術が、付属品を基部に接続するための
及び空気出口を付属品に接続するための技術と同じであるので、付属品の送風機への取り
付けを簡略化することができる。
【００２３】
　空気出口は、空気流を受け取るための内部通路と、空気流を放出するための口部と、を
含むことができる。内部通路は、口部から放出された空気流によって空気が引き込まれる
開口部の周りに延びることができる。
【００２４】
　第４の態様では、本発明は、空気入口を有するケーシングと、空気入口から上流に位置
するフィルタを含むとともにケーシングに接続されたフィルタユニットと、フィルタユニ
ットに接続された空気出口と含む携帯用送風機を提供する。
【００２５】
　上述のように、フィルタユニットは、好ましくは、フィルタユニットを基部に接続する
ための手段、及びフィルタユニットを空気出口に接続するための手段を含む。空気出口は
、好ましくは、空気出口を基部に接続するための手段を含み、フィルタユニットを基部に
接続するための手段は、好ましくは、空気出口を基部に接続するための手段と実質的に同
じである。基部は、好ましくは、基部を空気出口に接続するための手段を含み、フィルタ
ユニットを空気出口に接続するための手段は、好ましくは、基部を空気出口に接続するた
めの手段と実質的に同じである。
【００２６】
　本発明の第１の態様に関連して上述した特徴は、本発明の第２から第４の態様のいずれ
にも等しく適用可能であり、逆も同じである。
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【００２７】
　ここで、本発明の好ましい特徴を添付の図面を参照して一例として以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】送風機の正面図である。
【図２】図１の送風機の基部の斜視図である。
【図３】図１の送風機の空気出口の斜視図である。
【図４】図１の送風機の空気出口の一部分の下部斜視図である。
【図５】図１の送風機の断面図である。
【図６】図５の一部の拡大図である。
【図７】図１の送風機に取り付けるための付属品の側面図である。
【図８】図７の付属品の上から見た斜視図である。
【図９】図７の付属品の断面図である。
【図１０】図７の付属品が取り付けられた図１の送風機の斜視図である。
【図１１】図１０の送風機の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、送風機１０の正面図である。送風機１０は、好ましくは、基部１２及び基部１
２に接続された空気出口１４を含むブレードなし送風機１０の形態である。図２も参照す
ると、基部１２は、実質的に円筒形の外側ケーシング１６を含み、外側ケーシング１６は
、外側ケーシング１６に形成された開口（孔）の形態であって、これを通して、１次空気
流が外部環境から基部１２に引き込まれる複数の空気入口１８を有する。基部１２は、送
風機１０の作動を制御するための、複数のユーザ操作可能ボタン２０及びユーザ操作可能
ダイヤル２２を更に含む。この例では、基部１２は、２００から３００ｍｍの範囲の高さ
を有し、外側ケーシング１６は、１００から２００ｍｍの範囲の外径を有する。
【００３０】
　図３に示すように、空気出口１４は、環状形を有し、開口部２４を形成する。空気出口
１４は、２００から４００ｍｍの範囲の高さを有する。空気出口１４は、送風機１０から
開口部２４を通って空気を放出するために送風機１０の後部の方向に位置する口部２６を
含む。口部２６は、少なくとも部分的に開口部２４の周りに延び、好ましくは開口部２４
を取り囲む。空気出口１４の内周は、口部２６に隣接して位置するコアンダ表面２８を含
み、この上で、口部２６は、送風機１０、コアンダ表面２８の下流に位置するディフュー
ザ表面３０、及びディフューザ表面３０の下流に位置するガイド表面３２から放出された
空気を案内する。ディフューザ表面３０は、送風機１０から放出された空気の流れを助け
ることができるような方法で開口部２４の中心軸Ｘから離れる方向にテーパ付けられるよ
うに構成されている。ディフューザ表面３０と開口部２４の中心軸Ｘとの間に形成される
角度は、５から２５°の範囲であって、この例では約１５°である。ガイド表面３２は、
送風機１０からの冷却空気流の効率的な送出を更に助けるように、ディフューザ表面３０
に対してある一定の角度で配置される。ガイド表面３２は、好ましくは、開口部２４の中
心軸Ｘに対して実質的に平行に配置され、口部２６から放出された空気流に対して実質的
に平坦な及び実質的に滑らかな面を呈する。視覚的に訴えるテーパ付き表面３４は、ガイ
ド表面３２から下流に位置し、開口部２４の中心軸Ｘに対して実質的に垂直に横たわる先
端表面３６で終端する。テーパ付き表面３４と開口部２４の中心軸Ｘとの間に形成される
角度は、好ましくは、４５°である。開口部２４の中心軸Ｘに沿って延びる方向の空気出
口１４の全体の深さは、１００から１５０ｍｍの範囲にあり、この例では約１１０ｍｍで
ある。
【００３１】
　図５は、送風機１０の断面図を示している。基部１２は、下部基部部材３８と、下部基
部部材３８上に装着された中間基部部材４０と、中間基部部材４０上に装着された上部基
部部材４２と、を含む。下部基部部材３８は、実質的に平坦な底面４３を有する。中間基
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部部材４０は、図１及び２に示すユーザ操作可能ボタン２０の押し下げ及び／又はユーザ
操作可能ダイヤル２２の操作に応答して送風機１０の操作を制御するためのコントローラ
４４を収容する。中間基部部材４０はまた、下部基部部材３８に対して中間基部部材４０
及び上部基部部材４２を揺動させるための揺動機構４６を収容することができる。上部基
部部材４２の各揺動サイクルの範囲は、好ましくは、６０°から１２０°であり、この例
では約９０°である。この例では、揺動機構４６は、１分間当たり約３から５揺動サイク
ルを実施するように構成される。主電源ケーブル４８が、送風機１０に電力を供給するた
めに下部基部部材３８に形成された開口を通って延びている。
【００３２】
　上部基部部材４２は、中間基部部材４０に対して傾けられていてもよく、１次空気流が
送風機１０から放出される方向を調節することができる。例えば、中間基部部材４０の上
面及び上部基部部材４２の下面には、上部基部部材４２が中間基部部材４０から持ち上げ
られるのを防止しながら、上部基部部材４２が中間基部部材４０に対して移動することを
可能にする相互接続形状を設けることができる。例えば、中間基部部材４０及び上部基部
部材４２は、相互連結するＬ字形部材を含むことができる。
【００３３】
　上部基部部材４２は、開放上端を有し、少なくとも部分的に上部基部部材４２の周りに
延びる開口（孔）５０のアレイを含む。開口５０は、基部１２の空気入口１８を提供する
。上部基部部材４２は、開口５０を通って基部１２に１次空気流を引き込むための羽根車
５２を収容する。好ましくは、羽根車５２は、斜流羽根車の形態である。羽根車５２は、
モータ５６から外方に延びる回転軸５４に接続される。この例では、モータ５６は、ダイ
ヤル２２のユーザ操作に応答してコントローラ４４によって可変な速度を有するＤＣブラ
シレスモータである。モータ５６の最高速度は、好ましくは、５，０００から１０，００
０ｒｐｍの範囲である。モータ５６は、下部部分６０に接続された上部部分５８を含むモ
ータバケット内に収容される。モータバケットは、モータバケット保持器６２によって上
部基部部材４２内に保持される。上部基部部材４２の上端は、円筒外面６４を含む。モー
タバケット保持器６２は、例えば、スナップ式接続によって上部基部部材４２の開放上端
に接続される。モータ５６及びそのモータバケットは、モータバケット保持器６２に剛的
に接続されることなく、上部基部部材４２内のモータ５６のある程度の移動を可能にする
。
【００３４】
　図２に戻ると、上部基部部材４２の上端は、外面６４の部品を除去して成形「切り欠き
」部分を残すことによって形成された２対の開放溝６６を含む。溝６６の各々の上端は、
上部基部部材４２の開放上端と開放連通状態にある。開放溝６６は、上部基部部材４２の
開放上端から下方に延びるように構成される。溝６６の下部の一部は、上部基部部材４２
の外面６４によって境界付けられた上部部分及び下部部分を有する、周方向に延びるトラ
ック６８を含む。開放溝６６の各対は、上部基部部材４２の上端に関して対称的に位置し
、これらの対は、互いに周方向に離間している。環状密封部材６９が、上部基部部材４２
の外面の周りに延びて溝６６のトラック６８の下に位置する。
【００３５】
　上部基部部材４２の上端の円筒外面６４は、テーパ付き部品７２及び側壁７４を有する
１対の楔部材７０を更に含む。楔部材７０は、上部基部部材４２の両側に位置し、各楔部
材７０は、外面６４のそれぞれの切り欠き部分内に位置する。
【００３６】
　モータバケット保持器６２は、モータバケット保持器６２の上端から内方に延びる湾曲
ベーン部分７６、７８を含む。各湾曲ベーン７６、７８は、モータバケットの上部部分５
８の一部と重なる。従って、モータバケット保持器６２及び湾曲ベーン７６、７８は、移
動及び取り扱い中に所定位置にモータバケットを固定して保持するように作用する。特に
、モータバケット保持器６２は、送風機１０が逆さになった場合、モータバケットが外れ
て空気出口１４の方向に落下するのを防止する。
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【００３７】
　図５を再び参照すると、モータバケットの上部部分５８及び下部部分６０の一方は、螺
旋状フィン８２を有する静止円板の形態のディフューザ８０を含み、これは、羽根車５２
から下流に位置する。螺旋状フィン８２の１つは、上部基部部材４２を垂直に通過する線
に沿って分割する時に実質的に反転Ｕ字形断面を有する。この螺旋状フィン８２は、電源
接続ケーブルが螺旋状フィン８２を通ってモータ５６まで通ることができるように成形さ
れる。
【００３８】
　モータバケットは、羽根車ハウジング８４内に位置してこの上に装着される。羽根車ハ
ウジング８４は、次に、複数の角度的に離間するとともに、基部１２の上部基部部材４２
内に位置する支持体８６、この例では、３つの支持体の上に装着される。ほぼ円錐台状の
シュラウド８８が、羽根車ハウジング８４内に位置する。シュラウド８８は、好ましくは
、羽根車５２の外縁に接続され、シュラウド８８の外面が羽根車ハウジング８４の内面の
近くにあるがこれに接触しないように成形される。実質的に環状の入口部材９０が、１次
空気流を羽根車ハウジング８４内に案内するために羽根車ハウジング８４の底部に接続さ
れる。羽根車ハウジング８４の上部は、羽根車ハウジング８４から放出された空気流を空
気出口１４の方向に案内するための実質的に環状の空気出口９２を含む。
【００３９】
　好ましくは、基部１２は、基部１２からのノイズ放出を低減するための消音部材を更に
含む。この例では、基部１２の上部基部部材４２は、上部基部部材４２の基部の方向に位
置する円板状発泡部材９４と、羽根車ハウジング８４内に位置する実質的に環状の発泡部
材９６とを含む。
【００４０】
　可撓性密封部材が、羽根車ハウジング８４上に装着される。可撓性密封部材は、羽根車
５２及びディフューザ８０の空気出口９２から放出された空気流から、外部環境から引き
込まれた１次空気流を分離することにより、外側ケーシング１６と羽根車ハウジング８４
の間に延びる経路に沿っての空気入口部材９０への空気の戻りを抑制する。密封部材は、
好ましくは、リップシール９８を含む。密封部材は、環状形であって羽根車ハウジング８
４を囲み、外側ケーシング１６の方向に羽根車ハウジング８４から外方に延びている。図
示の実施形態では、密封部材の直径は、羽根車ハウジング８４から外側ケーシング１６ま
での半径方向距離よりも大きい。従って、密封部材の外側部分１００は、外側ケーシング
１６に対して付勢され、外側ケーシング１６の内面に沿って延びてシールを形成する。好
ましい実施形態のリップシール９８は、テーパ付けられ、リップシール９８が、羽根車ハ
ウジング８４から離れて外側ケーシング１６の方向に延びるにつれて、先端１０２に向か
って狭くなる。リップシール９８は、好ましくは、ゴムから形成される。
【００４１】
　密封部材は、電源接続ケーブル１０６をモータ５６に案内するためのガイド部分１０４
を更に含む。図示の実施形態のガイド部分１０４は、カラーの形状に形成され、グロメッ
トである場合がある。電気ケーブル１０６は、継手１０８においてモータに取り付けられ
たリボンケーブルの形態である。モータ５６から延びる電気ケーブル１０６は、螺旋状フ
ィン８２を通ってモータバケットの下部部分６０から出る。電気ケーブル１０６の通路は
、羽根車ハウジング８４の形状を辿り、ガイド部分１０４は、電気ケーブル１０６が可撓
性密封部材を通過することができるように成形される。密封部材のガイド部分１０４は、
電気ケーブル１０６が上部基部部材４２内でクランプ締めされて保持されることを可能に
する。カフ１１０が、電気ケーブル１０６を上部基部部材４２の下部部分内に収容する。
【００４２】
　図６は、空気出口１４の断面図を示している。空気出口１４は、環状内側ケーシングセ
クション１２２に接続されてこの周りに延びる環状外側ケーシングセクション１２０を含
む。これらのセクションの各々は、複数の接続部品から形成することができるが、この実
施形態では、外側ケーシングセクション１２０及び内側ケーシングセクション１２２の各
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々は、それぞれの単一成形部品から形成される。内側ケーシングセクション１２２は、空
気出口１４の中心開口部２４を形成し、コアンダ表面２８、ディフューザ表面３０、ガイ
ド表面３２、及びテーパ付き表面３４を画成するように成形された外周表面１２４を有す
る。
【００４３】
　外側ケーシングセクション１２０及び内側ケーシングセクション１２２は、空気出口１
４の環状内部通路１２６を一緒に形成する。従って、内部通路１２６は、開口部２４の周
りに延びている。内部通路１２６は、外側ケーシングセクション１２０の内周表面１２８
及び内側ケーシングセクション１２２の内周表面１３０によって境界付けられる。図４に
示すように、外側ケーシングセクション１２０は、内面１３４を有する基部１３２を含む
。基部１３２の内面１３４上に形成されるのは、上部基部部材４２の上端に接続するため
の２対の突起１３６及び１対の傾斜部１３８である。各突起１３６及び各傾斜部１３８は
、内面１３４から立ち上がる。従って、基部１３２は、モータバケット保持器６２の開放
上端及び基部１２の上部基部部材４２に対して及びこれらの上に接続される。突起１３６
の対は、突起１３６の対が上部基部部材４２の上端の開放溝６６の対の離間配置に対応す
るように、かつ傾斜部１３８の対の位置が上部基部部材４２の上端の楔部材７０の対の位
置に対応するように、外側ケーシングセクション１２０の周囲に位置して互いに離間して
いる。
【００４４】
　外側ケーシングセクション１２０の基部１３２は、１次空気流が上部基部部材４２の上
端及びモータバケット保持器６２の開放上端から空気出口１４の内部通路１２６に入る開
口を含む。
【００４５】
　空気出口１４の口部２６は、送風機１０の後部の方向に位置する。口部２６は、外側ケ
ーシングセクション１２０の内周表面１２８及び内側ケーシングセクション１２２の外周
表面１２４それぞれの重なった又は向かい合った部分１４０、１４２によって画成される
。この例では、口部２６は、実質的に環状であり、図４に示すように、空気出口１４を直
径方向に通過する線に沿って分割した時に実質的にＵ字形断面を有する。この例では、外
側ケーシングセクション１２０の内周表面１２８及び内側ケーシングセクション１２２の
外周表面１２４の重なった部分１４０、１４２は、口部２６が、コアンダ表面２８の上に
１次流れを向けるように構成された出口１４４に向かってテーパ付けられるように成形さ
れる。出口１４４は、環状スロットの形態であり、好ましくは、０．５から５ｍｍの範囲
の比較的一定の幅を有する。この例では、出口１４４は、約１ｍｍの幅を有する。スペー
サが、望ましいレベルで出口１４４の幅を維持するために、外側ケーシングセクション１
２０の内周表面１２８及び内側ケーシングセクション１２２の外周表面１２４の重なった
部分１４０、１４２を押し離すように口部２６の周りで離間して配置されることができる
。これらのスペーサは、外側ケーシングセクション１２０の内周表面１２８又は内側ケー
シングセクション１２２の外周表面１２４のいずれかと一体にすることができる。
【００４６】
　図３及び４を参照すると、空気出口１４を基部１２に取り付けるために、空気出口１４
は、図４に示す向きから逆さにされ、空気出口１４の基部１３２は、上部基部部材４２の
開放上端の上に位置する。空気出口１４は、空気出口１４の基部１３２の突起１３６が、
上部基部部材４２の開放溝６６の開放上端と直接に整列して位置するように、基部１２に
対して整列している。この位置では、基部１３２の傾斜部１３８の対は、上部基部部材４
２の楔部材７０の対と直接に整列している。空気出口１４は、次に、突起１３６が開放溝
６６の基部に位置するように基部１２上で押される。基部１２の密封部材６９は、空気出
口１４の基部１３２の内面１３４と係合し、基部１２と空気出口１４の間に気密シールを
形成する。
【００４７】
　空気出口１４を基部１２に固定するために、空気出口１４は、突起１３６が開放溝６６
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の周方向に延びるトラック６８に沿って移動するように、基部１２に対して時計回り方向
に回転される。基部１２に対する空気出口１４の回転はまた、上部基部部材４２の開放上
端の局所的弾性変形により、傾斜部１３８に、楔部材７０のテーパ７２の上を昇って摺動
させる。基部１２に対する空気出口１４の回転が継続すると、傾斜部１３８は、楔部材７
０の側壁７４の上に押し出される。上部基部部材４２の開放上端は、傾斜部１３８が楔部
材７０とほぼ半径方向に整列するように弛緩する。結果的に、楔部材７０の側壁７４は、
基部１２に対する空気出口１４の偶然の回転を防止するのに対して、トラック６８内の突
起１３６の位置は、基部１２から離れる空気出口１４の持ち上げを防止する。基部１２に
対する空気出口１４の回転は、過度の回転力を必要としないので、送風機１０の組立は、
ユーザによって実施することができる。
【００４８】
　送風機１０を作動させるために、ユーザは、基部１２上のボタン２０の適切な１つを押
し下げ、それに応答して、コントローラ４４は、羽根車５２を回転させるようにモータ５
６を起動する。羽根車５２の回転は、１次空気流が空気入口１８を通って基部１２に引き
込まれるようにする。モータ５６の速度に応じて、羽根車５２によって発生する１次空気
流は、１秒間当たり２０から３０リットルとすることができる。基部１２の出口９２にお
ける１次空気流の圧力は、少なくとも１５０Ｐａとすることができ、好ましくは、２５０
Ｐａから１．５ｋＰａの範囲である。１次空気流は、順次、羽根車ハウジング８４、上部
基部部材４２の上端、及びモータバケット保持器６２の開放上端を通過し、空気出口１４
の内部通路１２６に入る。基部１２の空気出口９２から放出された１次空気流は、一般的
に、上方及び前方方向である。
【００４９】
　空気出口１４内で１次空気流は、空気出口１４の中心開口部２４の周囲で反対方向に向
う２つの気流に分かれる。横方向（軸Ｘに対してほぼ直角）に空気出口１４に入る１次空
気流の部分は、大きな案内なしに横方向に内部通路１２６に移行するのに対して、軸Ｘに
対して平行な方向に空気出口１４に入る１次空気流の別の部分は、空気流が横方向に内部
通路１２６に移行することができるようにモータバケット保持器６２の湾曲ベーン７６、
７８によって案内される。空気流が内部通路１２６を通過すると、空気は、空気出口２４
の口部２６に入る。口部２６への空気流は、好ましくは、空気出口１４の開口部２４の周
りで実質的に均等である。口部２６の各セクション内で、空気流のその部分の流れ方向は
、実質的に反転される。空気流のその部分は、口部２６のテーパ付きセクションによって
収縮され、出口９８を通って放出される。
【００５０】
　口部２６から放出された１次空気流は、空気出口１４のコアンダ表面２８の上に向けら
れ、外部環境から、具体的には口部２６の出口９８の周囲の領域及び空気出口１４の後部
の周囲からの空気の同伴によって２次空気流を発生させる。この２次空気流は、空気出口
１４の中心開口部２４を通過し、ここで、２次空気流は、１次空気流と合体して空気出口
１４から前方に放出される総空気流又は空気流れを生成する。モータ５６の速度に応じて
、送風機１０から前方に放出される空気の流れの質量流量は、１秒間当たり３００から４
００リットルの範囲とすることができ、空気流れの最高速度は、２．５から４ｍ／ｓの範
囲とすることができる。
【００５１】
　空気出口１４の口部２６に沿った１次空気流の均一分布は、空気流がディフューザ表面
３０の上を均等に通過することを保証する。ディフューザ表面３０は、制御された膨張（
拡張）領域を通って空気流を移動させることによって空気流の平均速度を低減する。開口
部２４の軸Ｘに対するディフューザ表面３０の比較的浅い角度により、空気流の膨張が徐
々に起こることを可能にする。粗野な又は迅速な発散は、空気流を崩壊させ、膨張領域に
渦を発生させる。そのような渦は、空気流における乱流及び関連したノイズの増加をもた
らす可能性があり、これらは、特に送風機のような家庭用製品において望ましくないとす
ることができる。ディフューザ表面３０を超えて前方に放出される空気流は、発散し続け
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る傾向がある可能性がある。軸Ｘの方向に内方に延びるガイド表面３２は、軸Ｘの方向に
空気流を収束させる。結果的に、空気流は、空気出口１４から効率的に出ることができ、
送風機１０から数メートルの距離で迅速に空気流を体験することを可能にする。
【００５２】
　図７から９は、送風機１０に対する外部付属品を示している。付属品は、送風機１０に
着脱可能に取り付け可能なフィルタユニット２００の形態であり、フィルタユニット２０
０が清掃又は交換のために取り外されることを可能にする。
【００５３】
　フィルタユニット２００は、図１０及び１１に示すように、フィルタユニット２００が
送風機１０の空気入口１８の上に位置するように、基部１２の上部基部部材４２の周囲に
配置可能なほぼ円筒スリーブの形態である。これは、１次空気流が送風機１０の基部１２
に入る前に、フィルタユニット２００が送風機１０によって発生する１次空気流から浮遊
粒子を除去することを可能にする。
【００５４】
　フィルタユニット２００は、１次空気流から浮遊粒子を除去するためのほぼ環状のフィ
ルタ２０２を含む。フィルタ２０２は、好ましくは、半径方向にひだを付けた高エネルギ
粒子捕捉器（ＨＥＰＡ）フィルタの形態である。フィルタ２０２は、０．５から１．５ｍ
2の範囲にあってこの例では約１．１ｍ2である、送風機によって発生する流入１次空気流
に露出する表面積を有する。フィルタ２０２は、好ましくは、プラスチック材料から形成
される円筒外側カバー２０４によって囲まれ、フィルタ２０２を保護し、従って、ユーザ
がフィルタ２０２と接触することなくフィルタユニット２００を取り扱うことを可能にす
る。カバー２０４は、好ましくは、使用中又は一定期間使用後にユーザが視覚的にフィル
タ２０２の状態を調べることを可能にするように透明である。カバー２０４は、１次空気
流がフィルタユニット２００に入る複数の開口（図示せず）を含み、従って、フィルタユ
ニット２００の濾過の比較的粗い第１段を提供し、比較的大きな浮遊物体又は虫がフィル
タユニット２００に入るのを防止する。フィルタユニット２００は、フィルタ２０２とカ
バー２０４の間又はフィルタ２０２から下流に追加的な濾材を更に含むことができる。例
えば、この追加的な濾材は、発泡体、炭素、紙、又は織物の１つ又はそれよりも多くを含
むことができる。
【００５５】
　フィルタ２０２及びカバー２０４は、フィルタユニット２００の２つの環状プレート２
０６、２０８間に挟まれる。各プレート２０６、２０８は、円形内側リム２１０及び円形
外側リム２１２を含み、これらは、両方とも部分的に他のプレート２０６、２０８の方向
に延びている。フィルタ２０２及びカバー２０４は、プレート２０６、２０８のリム２１
０、２１２間に位置し、好ましくは、接着剤を使用してプレート２０６、２０８に固定さ
れる。
【００５６】
　上部プレート２０６は、上部プレート２０６の内側リム２１０から半径方向内方に位置
する下部カラー２１４を含む。下部カラー２１４は、上部プレート２０６から軸線方向下
方に延びている。下部カラー２１４の内径は、送風機１０の空気出口１４の基部１３２の
内径と実質的に同じである。空気出口１４の基部１３２と同様に、下部カラー２１４の内
面は、送風機１０の基部１２の上部基部部材４２の上端に接続するための、２対の突起２
１６及び１対の傾斜部（図示せず）を含む。下部カラー２１４の突起２１６及び傾斜部の
形状と、下部カラー２１４の突起２１６と傾斜部の間の角度間隔とは、空気出口１４の基
部１３２の突起１３６及び傾斜部１３８のものと実質的に同一である。
【００５７】
　上部プレート２０６は、下部カラー２１４から半径方向内方に位置する上部カラー２１
８を更に含む。上部カラー２１８は、上部プレート２０８の内側周方向周囲から軸線方向
に上方に延びている。上部カラー２１８の外径は、上部基部部材４２の開放上端の外面６
４の外径と実質的に同じである。上部基部部材４２と同様に、上部カラー２１８は、２対
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の開放溝２２０及び１対の楔部材２２２を含む。開放溝２２０は、上部基部部材４２の外
面６４の開放溝６６と実質的に同一であり、開放溝２２０間の間隔は、開放溝６６間の間
隔と実質的に同じである。楔部材２２２は、上部基部部材４２の外面６４の楔部材７０と
実質的に同一であり、楔部材２２２間の間隔は、楔部材７０間の間隔と実質的に同じであ
る。フィルタユニット２００の第１の環状密封部材２２４は、上部カラー２１８の外面の
周りに延びて、溝２２０の周方向に延びるトラック２２６の下に位置する。
【００５８】
　カラー２１４、２１８は、好ましくは、プラスチック材料から形成され、好ましくは、
上部プレート２０６と一体である。
【００５９】
　下部プレート２０８は、下部プレート２０８の内側リム２１０から軸線方向下方に延び
る比較的小さなカラー２２８を含む。カラー２２８は、カラー２２８の内面上に位置する
周方向に延びる溝を含む。フィルタユニット２００の第２の環状密封部材２３０が、この
溝内に位置する。カラー２２８は、同様に、好ましくは、プラスチック材料から形成され
、好ましくは、下部プレート２０８と一体である。
【００６０】
　フィルタユニット２００を送風機１０に取り付けるために、まず、空気出口１４は、基
部１２から脱離される。空気出口１４を基部１２から脱離するために、空気出口１４は、
空気出口１４を基部１２に取り付けるための方向と反対方向（反時計回り）に基部１２に
対して捩られる。ユーザによって手動で加えられた適切なトルクにより、上部基部部材４
２の上端は、局所的半径方向内方に再び曲がる。上部基部部材４２のこの局所的変形は、
傾斜部１３８が楔部材７０の上で回転することを可能にするが、突起１３６は、溝６６の
トラック６８に沿って同時に移動される。突起１３６がトラック６８の端部に到達すると
、空気出口１４は、基部１２から持ち上げることができる。
【００６１】
　基部１２からの空気出口１４の脱離は、取り付けに必要な力よりも空気出口１４に付加
すべき大きな力を必要とするが、上部基部部材４２の弾性は、空気出口１４の脱離を手動
で実施することができるように選択される。
【００６２】
　ユーザは、次に、フィルタユニット２００を基部１２に取り付ける。フィルタユニット
２００を基部１２に取り付けるための技術は、空気出口１４を基部１２に取り付けるため
の技術と基本的に同じである。ユーザは、下部プレート２０８のカラー２２８の開放下端
を上部基部部材４２の開放上端の上に位置させて、基部１２の周囲でフィルタユニット２
００を下げる。上部プレート２０６の下部カラー２１４の底端が、上部基部部材４２の開
放上端のすぐ上に位置すると、ユーザは、フィルタユニット２００の突起２１６が、上部
基部部材４２の開放溝６６の開放上端と直接に整列して位置するまで、フィルタユニット
２００を回転させる。この位置で、フィルタユニットの傾斜部の対は、上部基部部材４２
の楔部材７０の対と直接に整列している。フィルタユニット２００は、次に、フィルタユ
ニット２００の突起２１６が基部１２の開放溝６６の基部に位置するように、基部１２上
で更に押される。フィルタユニット２００を基部１２に固定するために、フィルタユニッ
ト２００は、突起２１６が、開放溝６６の周方向に延びるトラック６８に沿って移動する
ように、基部１２に対して時計回り方向に回転される。基部１２に対するフィルタユニッ
ト２００の回転はまた、上部基部部材４２の局所的弾性変形により、傾斜部に、楔部材７
０のテーパ７２の上を昇って摺動させる。基部１２に対するフィルタユニット２００の回
転が継続すると、傾斜部は、楔部材７０の側壁７４の上に押し出される。上部基部部材４
２は、傾斜部が楔部材７０とほぼ半径方向に整列するように弛緩する。結果的に、楔部材
７０の側壁７４は、基部１２に対するフィルタユニット２００の偶然の回転を防止するの
に対して、トラック６８内の突起２１６の位置は、基部１２から離れる方向のフィルタユ
ニット２００の持ち上げを防止する。
【００６３】
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　図１１に示すように、フィルタユニット２００が基部１２に取り付けられた時に、フィ
ルタユニット２００の第２の密封部材２３０は、基部１２の空気入口１８の下に位置し、
基部１２の外面と係合して基部１２とフィルタユニット２００の間に気密シールを形成す
る。図１０にも示すように、基部１２のボタン２２及びユーザ操作可能ダイヤル２２は、
フィルタユニット２００が基部１２に取り付けられた時、ユーザによってアクセス可能な
ままである。
【００６４】
　空気出口１４は、次に、フィルタユニット２００に取り付けられる。空気出口１４のフ
ィルタユニット２００への取り付けは、基部１２への空気出口１４の取り付けと基本的に
同じである。空気出口１４の基部１３２は、フィルタユニット２００の上部カラー２１８
の上に位置し、空気出口１４は、空気出口１４の基部１３２の突起１３６が、フィルタユ
ニット２００の開放溝２２０の開放上端と直接に整列して位置するように、基部１２に対
して整列する。空気出口１４は、次に、突起１３６が開放溝２２０の基部に位置するよう
にフィルタユニット２００上で押される。フィルタユニット２００の第１の密封部材２２
４は、空気出口１４の基部１３２の内面１３４と係合し、フィルタユニット２００と空気
出口１４の間に気密シールを形成する。更に、空気出口１４をフィルタユニット２００に
固定するために、空気出口１４は、突起１３６が、フィルタユニット２００の開放溝２２
０の周方向に延びるトラック２２６に沿って移動するように、フィルタユニット２００に
対して時計回り方向に回転される。フィルタユニット２００に対する空気出口１４の回転
はまた、上部カラー２１８の局所的弾性変形により、傾斜部１３８にフィルタユニット２
００の楔部材２２２のテーパの上を昇ってこれらの上を摺動させる。フィルタユニット２
００に対する空気出口１４の回転が継続すると、傾斜部１３８は、楔部材２２０の側壁の
上に押し出される。上部カラー２１８は、傾斜部１３８が楔部材２２０とほぼ半径方向に
整列するように弛緩する。結果的に、楔部材２００の側壁は、フィルタユニット２００に
対する空気出口１４の偶然の回転を防止するのに対して、溝２００のトラック２２６内の
ラグ３１６の位置は、フィルタユニット２００から離れる方向の空気出口１４の持ち上げ
を防止する。
【００６５】
　送風機１０及びフィルタユニット２００の組み立てられた組合せが、図１０及び１１に
示されている。フィルタユニット２００が基部１２及び空気出口１４と作る気密シールは
、１次空気流をフィルタユニット２００のフィルタ２０２を通過させ、１次空気流が基部
１２に入る前に１次空気流から浮遊粒子を除去する。送風機１０の局所環境における空気
の浄化に加えて、１次空気流が基部１２に入る前の１次空気流からの浮遊粒子の除去は、
ほこり及びデブリが送風機１０の内部構成要素に集積する可能性がある割合を有意に低減
することができ、それによって送風機１０を清掃する必要がある頻度を低減する。フィル
タユニット２００は、基部１２からの空気出口１４の取り外しと同じ方式で実施されるフ
ィルタユニット２００からの空気出口１４の脱離、及びその後の基部１２からのフィルタ
ユニット２００の脱離によって、清掃又は交換するために容易に交換することができる。
これは、どのツールも使用することなく迅速かつ容易に実施することができる。フィルタ
ユニット２００の使用がもはや必要でない時には、フィルタユニット２００は、基部１２
からフィルタユニット２００を脱離し、空気出口１４を直接に基部１２に再び取り付ける
ことにより、送風機１０から迅速に取り外すことができる。
【符号の説明】
【００６６】
１０　送風機
１４　空気出口
２２　ユーザ操作可能ダイヤル
２００　フィルタユニット
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