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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対向した機体開口面を機体天面と機体底面と機体側面２面で連結して箱状とした機体を形
成し、機体吸込口と機体吹出口を対向して前記機体開口面に設け、前記機体の内部に遠心
送風機を備え、前記遠心送風機は前記機体吹出口に対向した吐出口と渦巻状のスクロール
とケーシング吸込口を設けたケーシング側板を側面に配置したファンケーシングを備え、
前記機体吹出口の通風方向正面には、前記機体吹出口の面積よりも大きくした遮音平面を
有する遮音フードパネルを設け、
前記機体吹出口と前記遮音フードパネルの間に設けた空間を吐出風路として末端の開口を
フード吹出口とし、
前記機体を床面に設置架台にて固定し、
前記フード吹出口は前記床面に向けた開口を有することを特徴とする屋外形消音ボックス
付送風機。
【請求項２】
前記吐出風路の断面積を吐出口の開口面積よりも大きくする構成としたことを特徴とする
請求項１記載の屋外形消音ボックス付送風機。
【請求項３】
前記遮音フードパネルは、複数の平面から成る箱形状とし、遮音平面以外の平面に通風用
開口を設ける構成としたことを特徴とする請求項１または２記載の屋外形消音ボックス付
送風機。
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【請求項４】
遮音フードパネルの内面に吸音材を貼り付ける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屋外形消音ボックス付送風機。
【請求項５】
保護網と遮音フードパネルを機体にねじ固定として着脱自在とする構成としたことを特徴
とする請求項１から４のいずれかに記載の屋外形消音ボックス付送風機。
【請求項６】
前記吐出風路内に、吐出風路を分割する整流板を設け、この整流板は保護網から遮音フー
ドパネルに向かって羽根車の回転方向に傾けたことを特徴とする請求項１から５のいずれ
かに記載の屋外形消音ボックス付送風機。
【請求項７】
前記整流板には、吸音材を貼り付けたことを特徴とする請求項６記載の屋外形消音ボック
ス付送風機。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、換気送風機器など消音ボックス内部に送風機を内蔵して使用される吐出消音
構造の屋外形消音ボックス付送風機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吐出消音構造としては、送風機の吐出側に消音風路や大型の消音吐出チャンバー
を備えることで消音性能を向上していた。
【０００３】
　（従来例１）
　従来の消音ボックス付送風機は、天井内に埋め込み設置し、排気ダクトや屋外フードに
吸音材を貼り付けて対応していた。
【０００４】
　以下、その従来例について図５を参照しながら説明する。
【０００５】
　図５示すように、従来の消音ボックス付送風機１０１は、天井１０２に埋め込み設置さ
れ、機体吹出口１０３に接続した排気ダクト１０４を延長した先の屋外１０５の排気口１
０６に保護網１０７を付属した屋外フード１０８を設けている。このような消音ボックス
付送風機１０１においては、内蔵の遠心送風機１０９の吐出気流の騒音が屋外１０５の近
隣の居住地域に伝達することを防止するため、排気ダクト１０４内部に吸音１１０を貼り
付けしたり、屋外フード１０８内部に吸音材１１１を貼り付けて対応している。遠心送風
機１０９の停止時は、保護網１０７により、屋外１０５からの異物や鳥の浸入を防止して
いる。
【０００６】
　（従来例２）
　また、他には、吐出口から吹出口までの風路距離を長くしながら曲折回数を多くした消
音吹出チャンバーを送風機の吐出口に設けたものが知られている。（例えば、特許文献１
参照）。
【０００７】
　以下、その従来例について図６を参照しながら説明する。
【０００８】
　図６に示すように、遠心送風機２０１の吐出口２０２側に風入口２０３を接続し、風入
口２０３での風向２０４と直交方向に風向２０５を向ける風出口２０６がある。風向２０
５は外風路２０７に衝突し、１８０度Ｕターンして吹出口２０８から風が吹き出す風向２
０９となる。このような遠心送風機２０１では、吐出口２０２から出た気流を、吹出口２
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０８までの風路距離を長くし、さらに曲折回数を多くすることで外部への騒音伝播を防い
でいる。
【０００９】
　（従来例３）
　また、他には、吸音材ケーシングの内部に、吐出口から吹出口までの風路距離を細長く
しながら蛇腹形状とした消音吹出チャンバーを送風機の吐出口に設けたものが知られてい
る。（例えば、特許文献２参照）。
【００１０】
　以下、その従来例について図７を参照しながら説明する。
【００１１】
　図７に示すのは、吸音材ケーシング３０１の内部に、蛇腹風路３０５を接続した遠心送
風機３０２を備えたものである。蛇腹風路３０５は、吸音材３０４で形成し、遠心送風機
３０２の吐出口３０３側に接続されている。そして、吐出口３０３からの風向３０６を蛇
腹風路３０５に沿った湾曲気流３０７としている。このような遠心送風機３０２では、遠
心送風機３０２から出た気流は、湾曲気流３０７にて吸音材３０４に沿って吸音しながら
、吸音しきれなかった騒音を吸音材ケーシング３０１で吸音することで外部への騒音伝播
を防いでいる。
【００１２】
　（従来例４）
　また、他には、筺体の内部に、パンチング開口板と吸音材で形成したＬ字風路の消音吹
出チャンバーを送風機の吐出口に設けたものが知られている。（例えば、特許文献３参照
）。
【００１３】
　以下、その従来例について図８を参照しながら説明する。
【００１４】
　図８に示すのは、筺体４０１の内部に、Ｌ字風路４０５を接続した遠心送風機４０２を
備えたものである。Ｌ字風路４０５は、パンチング開口板４０６と吸音材４０７で形成し
、遠心送風機４０２の吐出口４０３側に直角形状に折り曲げ部４０４を設けたものである
。吐出口４０３からの気流４０８は、Ｌ字風路４０５に沿った湾曲気流４０９となる。こ
のような遠心送風機４０２では、吐出口４０３から出た気流は、湾曲気流４０９がパンチ
ング開口板４０６と吸音材４０７に沿って吸音しながら、吸音しきれなかった騒音を筺体
４０１内に放出することで外部への騒音伝播を防いでいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００３－１９４３９２号公報
【特許文献２】特開２００６－２９１７４３号公報
【特許文献３】特開平７－９１７２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　このような従来の消音ボックス付送風機は、排気ダクト内部に吸音材を貼り付けしたり
、屋外フード内部に吸音材を貼り付けて対応しているため、狭い天井裏での施工性や吸音
材の劣化確認などのメンテナンス性が悪く、また屋外フード内部の消音空間が不十分で騒
音が高いという課題がある。また、保護網は屋外の壁面に設置されることとなり、目詰ま
りの清掃時の着脱メンテナンス性が悪いという課題があった。
【００１７】
　また、前述の消音吹出チャンバーは、複雑で長い消音風路が必要であり、大型形状にな
るため、施工やメンテナンスが困難であるという課題があった。また、保護網を追加設置
する際は、風路構造が複雑なため、メンテナンスを優先すると保護網は消音風路の末端へ
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の配置となり、ますます大型形状となる。
【００１８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、屋外形消音ボックス付送風機
に消音機能と保護網を設けたフードを一体化して屋外に設置し、施工性とメンテナンス性
を良化しながら低騒音化できる屋外形消音ボックス付送風機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】
【００１９】
　本発明の屋外形消音ボックス付送風機は、上記目的を達成するために、対向した機体開
口面を機体天面と機体底面と機体側面二面で連結して箱状とした機体を形成し、機体吸込
口と機体吹出口を対向して前記機体開口面に設け、前記機体の内部に遠心送風機を備え、
前記遠心送風機は前記機体吹出口に対向した吐出口と渦巻状のスクロールとケーシング吸
込口を設けたケーシング側板を側面に配置したファンケーシングを備え、前記機体吹出口
の通風方向正面には、前記機体吹出口の面積よりも大きくした遮音平面を有する遮音フー
ドパネルを設け、前記機体吹出口と前記遮音フードパネルの間に設けた空間を吐出風路と
して末端の開口をフード吹出口とし、前記機体を床面に設置架台にて固定し、前記フード
吹出口は前記床面に向けた開口を有する構成としたものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、対向した機体開口面を機体天面と機体底面と機体側面二面で連結して
箱状とした機体を形成し、機体吸込口と機体吹出口を対向して前記機体開口面に設け、前
記機体の内部に遠心送風機を備え、前記遠心送風機は前記機体吹出口に対向した吐出口と
渦巻状のスクロールとケーシング吸込口を設けたケーシング側板を側面に配置したファン
ケーシングを備え、前記機体吹出口の通風方向正面には、前記機体吹出口の面積よりも大
きくした遮音平面を有する遮音フードパネルを設け、前記機体吹出口と前記遮音フードパ
ネルの間に設けた空間を吐出風路として末端の開口をフード吹出口とし、前記機体を床面
に設置架台にて固定し、前記フード吹出口は前記床面に向けた開口を有する構成としてい
る。このことにより、遮音フードパネルを機体に固定して一体で施工でき、機体を設置施
工するだけで同時に吐出気流の消音対策を有しながら、フード吹出口に伝播する遠心送風
機の吐出気流の騒音を遮音フードパネルで遮蔽するため、騒音が屋外へ放出することを抑
制するという作用を有する。その結果、施工性とメンテナンス性を良化しながら、低騒音
化することができるという効果のある屋外形消音ボックス付送風機を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態１の屋外形消音ボックス付送風機の側面図
【図２】同屋外形消音ボックス付送風機の正面図
【図３】同屋外形消音ボックス付送風機の設置状態を表す側面図
【図４】同屋外形消音ボックス付送風機の平面断面図
【図５】従来例１の天井埋め込み形の消音ボックス付送風機の側面図
【図６】従来例２の消音吹出チャンバーの側面図
【図７】従来例３の消音吹出チャンバーの平面図
【図８】従来例４の消音吹出チャンバーの側面図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係る屋外形消音ボックス付送風機は、対向した機体開口面を機体天面と機体底
面と機体側面二面で連結して箱状とした機体を形成し、機体吸込口と機体吹出口を対向し
て前記機体開口面に設け、前記機体の内部に遠心送風機を備え、前記遠心送風機は前記機
体吹出口に対向した吐出口と渦巻状のスクロールとケーシング吸込口を設けたケーシング
側板を側面に配置したファンケーシングを備え、前記機体吹出口の通風方向正面には、前
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記機体吹出口の面積よりも大きくした遮音平面を有する遮音フードパネルを設け、前記機
体吹出口と前記遮音フードパネルの間に設けた空間を吐出風路として末端の開口をフード
吹出口とし、前記機体を床面に設置架台にて固定し、前記フード吹出口は前記床面に向け
た開口を有する構成としている。このことにより、遮音フードパネルを機体に固定して一
体で施工でき、機体を設置施工するだけで同時に吐出気流の消音対策を有しながら、フー
ド吹出口に伝播する遠心送風機の吐出気流の騒音を遮音フードパネルで遮蔽するため、騒
音が屋外へ放出することを抑制するという作用を有する。その結果、施工性とメンテナン
ス性を良化しながら、低騒音化することができる。
【００２３】
　また、遮音フードパネルと保護網の間の空間の吐出風路の断面積を吐出口の開口面積よ
りも大きくする構成としたものであり、吐出口から遮音フードパネルに通じる吐出風路の
断面積が縮小することがないため、気流の流速が吐出口から順次穏やかになり乱流騒音の
発生を防ぐという作用を有するので、低騒音化することができる。
【００２４】
　また、遮音フードパネルを複数の平面から成る箱形状とし、遮音平面以外の平面に通風
用開口を設ける構成としたものであり、吐出口からの騒音を遮音しながら、通風用開口か
ら吐出気流を吐き出すことで遮音フードパネルの圧力損失が低減するため、気流の流速が
吐出口から順次穏やかになり乱流騒音の発生を防ぐという作用を有するので、低騒音化す
ることができる。
【００２５】
　また、遮音フードパネルの内面に吸音材を貼り付ける構成としたものであり、吐出風路
中で吸音材の表面積を大きく確保することができるため、吐出口からの騒音を吸音しやす
いという作用を有するので、低騒音化することができる。
【００２６】
　また、保護網と遮音フードパネルを機体にねじ固定として着脱自在とする構成としたも
のであり、保護網と遮音フードパネルを取り外してメンテナンスができるという作用を有
するので、低騒音化しながら、メンテナンス性を確保することができる。
【００２７】
　また、吐出風路を分割する整流板を保護網と遮音フードパネルの間に設け、前記整流板
は保護網から遮音フードパネルに向かって羽根車の回転方向に傾け、また前記整流板に吸
音材を貼り付ける構成としたものであり、羽根車の回転方向に傾く傾向がある遠心送風機
からの気流は、整流板に衝突することなく分割されながら吸音されるという作用を有する
ので、低騒音化できる。
【００２８】
　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。
【００２９】
　（実施の形態１）
　図１および図２に示すように、本実施の形態の屋外形消音ボックス付送風機は、機体吸
込口６と機体吹出口７を持つ箱状の機体５内部に遠心送風機８を備え、機体吹出口７には
、保護網２２を被せ、この保護網２２を覆うように遮音フードパネル２４を設けたもので
ある。機体５は、対向した機体開口面１を機体天面２と機体底面３と機体側面４で連結し
て箱状としたものである。そして、対向した機体開口面１には、機体吸込口６と機体吹出
口７を設けている。遠心送風機８は、機体吹出口７に対向した吐出口９と渦巻状のスクロ
ール１０とケーシング吸込口１１を設けたケーシング側板１２を側面に配置したファンケ
ーシング１３を備えている。遠心送風機８内部の羽根車１４は、モーター１５により駆動
される。そして、保護網２２には、気流２１が通風可能に屋外２０側から被せるように、
機体吹出口７を設ける。さらに、保護網２２と通風方向に対向する正面には、機体吹出口
７側から仰いだ際に保護網２２の面積よりも大きくして保護網２２を覆う遮音平面２３を
有する遮音フードパネル２４を機体５に固定する。つまり、遮音フードパネル２４は、機
体吹出口７から吹き出す気流２１が衝突するように、保護網２２を覆うようにして設けて
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いる。保護網２２と遮音フードパネル２４の間に設けた空間は、吐出風路２６となり、そ
して、遮音フードパネル２４の末端の開口がフード吹出口２７ａとなっている。機体５は
床面２８に設置架台２９にて固定している。すなわち、吐出風路２６は、床面２８側に向
けている状態である。遮音フードパネル２４は、機体吹出口７に対向した衝突面（遮音平
面２３）と天面（フード天面２４ｂ）とでＬ字型に形成した板体に、その側端部に吐出風
路２６を形成する壁（フード側面２４ｃ）を設けた形状である。そして、遮音フードパネ
ル２４の内面には、吸音材３５が貼り付けられている。吐出風路２６は、フード天面２４
ｂと対向する側に形成されるフード吹出口２７ａと、フード側面２４ｃに形成される側面
開口部２７ｂから外部へ流出するようになっている。また、この吐出風路２６のフード吹
出口２７ａの開口面積は、機体５に設けた吐出口９の開口面積よりも大きくなっている。
【００３０】
　また、機体５の吐出口９には、保護網２２を被せて機体５にねじ３６で固定する。そし
て、遮音フードパネル２４は、機体５にねじ３７で固定して着脱自在とする構成とする。
【００３１】
　このような構成において、遠心送風機８を運転すると、図３に示すように、室内３０の
空気は、吸込側ダクト３１から吸い込まれ、機体５の遠心送風機８を通過し、機体吹出口
７の保護網２２を介しフード吹出口２７ａ、側面開口部２７ｂから屋外２０に排気される
。夜間に換気が不要な場合など、遠心送風機８が停止している間は、保護網２２により、
異物や鳥の侵入は防がれる。
【００３２】
　上記構成によれば、遮音フードパネル２４を機体５に固定して一体で施工できることに
より、機体５を設置施工するだけで同時に吐出気流の消音対策を有しながら、フード吹出
口２７ａ、側面開口部２７ｂに伝播する遠心送風機８の吐出気流の騒音を遮音フードパネ
ル２４で遮蔽するため、騒音が屋外２０へ放出することを抑制する。この配置は、遠心送
風機８の騒音が吐出口９の正面に向かって放出されることに対応して、遮音フードパネル
２４を効果的に配置するものである。なお、屋外形消音ボックス付送風機が、屋外２０の
床面２８に設置される場合には、吐出風路２６を介して放出される騒音は、床面２８と屋
外形消音ボックス付送風機本体の機体底面３の間で衝突減衰されるという作用もあり、低
騒音化に有利に働くものである。
【００３３】
　また、吐出風路２６の断面積を吐出口９の開口面積よりも大きくすることにより、吐出
口９から遮音フードパネル２４に通じる吐出風路２６の断面積が縮小することがないため
、気流の流速が吐出口９から順次穏やかになり乱流騒音の発生を防ぐ。
【００３４】
　また、遮音フードパネル２４には、遮音平面２３以外の平面に通風用開口（フード吹出
口２７ａ、側面開口部２７ｂ）を設けることにより、吐出口９からの騒音を遮音しながら
、通風用の開口から吐出気流３４を吐き出すことになる。従って、遮音フードパネル２４
の圧力損失が低減し、気流の流速が吐出口９から順次穏やかになり乱流騒音の発生を防ぐ
。
【００３５】
　また、遮音フードパネル２４の内面に吸音材３５を貼り付けることにより、吐出風路２
６中で吸音材３５の表面積を大きく確保することができるため、吐出口９からの騒音を吸
音しやすくなる。
【００３６】
　また、遮音フードパネル２４、および保護網２２をねじで固定して着脱自在とすること
により、遮音フードパネル２４と保護網２２は、取り外してメンテナンスができる。
【００３７】
　このように本発明の実施の形態１の屋外形消音ボックス付送風機によれば、施工性とメ
ンテナンス性を良化しながら、低騒音化することができる。
【００３８】
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　（実施の形態２）
　図４に示すように、吐出風路２６を分割する整流板４０を保護網２２と遮音フードパネ
ル２４の間に設ける。この整流板４０は、保護網２２から遮音フードパネル２４に向かっ
て羽根車１４の回転方向（矢印Ａ）に傾けている。言い換えれば、図４に記載のとおり、
遠心送風機８のファンケーシング１３の舌部４３から吐出口９へ向かうスクロール１０の
傾きと同じ方向に傾けているのである。また、整流板４０に吸音材４２を貼り付け、遮音
フードパネル２４に吸音材３５を貼り付けた構成としている。
【００３９】
　このような構成によれば、一般的に羽根車１４の回転方向に傾く傾向がある遠心送風機
８からの気流２１は、整流板４０に平行に近い向きとなっているため、気流２１は整流板
４０に衝突することなく分割されながら吸音される。
【００４０】
　このように本発明の実施の形態２の屋外形消音ボックス付送風機によれば、低騒音化す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　換気送風機器などの空気搬送目的以外に、排気構造を用いて設備機器の冷却ができ、コ
ンパクトに設置できる設備機器の送風等の用途にも適用できる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　　機体開口面
　２　　　機体天面
　３　　　機体底面
　４　　　機体側面
　５　　　機体
　６　　　機体吸込口
　７　　　機体吹出口
　８　　　遠心送風機
　９　　　吐出口
　１０　　スクロール
　１１　　ケーシング吸込口
　１２　　ケーシング側板
　１３　　ファンケーシング
　１４　　羽根車
　１５　　モーター
　２０　　屋外
　２１　　気流
　２２　　保護網
　２３　　遮音平面
　２４　　遮音フードパネル
　２６　　吐出風路
　２７ａ　フード吹出口
　２７ｂ　側面開口部
　２８　　床面
　２９　　設置架台
　３５　　吸音材
　３６　　ねじ
　３７　　ねじ
　４０　　整流板
　４１　　回転方向
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　４２　　吸音材

【図１】 【図２】

【図３】
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