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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
円筒形で、長手方向の所定長さの外周壁面部に複数個の貫通穴を有し、内部に空気等を通
風する内管と、貫通穴部を覆う外管と、内管と外管との間に介装された吸音材とよりなる
吸音材付風管において、
前記内管(21)は、一側の先端部(22)に設けられた回り止め用の突起部(23)と、他側の端部
近傍に設けられた、吸音材(40)の外径より径の大きいフランジ部(25)と、フランジ部(25)
の外周部に設けられた環状凸部(26)と、前記先端部(22)とフランジ部(25)との間の壁面部
に設けられた複数個の貫通穴(27)とを有し、前記外管(30)は、前記内管(21)の貫通穴(27)
を覆う拡径部(31)と、拡径部(31)の一側に設けられ、内管(21)を嵌入させるとともに前記
突起部(23)に係合する溝部(34)を有する嵌合部(33)と、拡径部(31)の他側に開口して設け
られ、前記フランジ部(25)を嵌入させる係合部(35)と、この係合部(35)の内周部に設けら
れ、フランジ部(25)の環状凸部(26)に係合する環状溝(36)とを有する
ことを特徴とする吸音材付風管。
【請求項２】
円筒形で、長手方向の所定長さの外周壁面部に複数個の貫通穴を有し、内部に空気を通す
内管と、貫通穴部を覆う外管と、内管と外管との間に介装された吸音材とよりなる吸音材
付風管の製造方法において、
長手方向の端部近傍に吸音材(40)の外径より径の大きいフランジ部(25)を有し、フランジ
部(25)の外周部に環状凸部(26)を備えた樹脂製の円筒状の内管(21)を製作し、次に、この
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内管(21)を円筒状の防音材(40)に挿入し、次に、防音材(40)を覆う拡径部(31)と、拡径部
(31)の一側に設けられ、内管(21)の先端部(22)を嵌入させる嵌合部(33)と、拡径部(31)の
他側に開口して設けられ、前記内管(21)のフランジ部(25)を嵌入させるとともに、フラン
ジ部(25)の環状凸部(26)に係合する環状溝(36)を内周部に有する係合部(35)とを有する樹
脂製の外管(30)をブロー成形し、成形後、温度の高い所定時間内に防音材(40)付の内管(2
1)を挿入して嵌合部(33)に内管(21)の先端部(22)を嵌入するとともに、係合部(35)に内管
(21)のフランジ部(25)を嵌入し、冷却後にフランジ部(25)の環状凸部(26)に係合部(35)の
環状溝(36)を係合させる
ことを特徴とする吸音材付風管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、空気等を通風する風管に吸音材を設け、通過する空気の騒音を低減する吸音材
付風管及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、円筒管内を流れるブロワの空気、あるいはエンジンの排気等の騒音を低減するため
に、管の途中に消音装置を設けたものは各種見受けられる。その一例としては特許第２９
６７３９０号公報（Ｕ．Ｓ．Pat.No. ５７１８０４５号）、特開平１０－１９０００号公
報（Ｕ．Ｓ．Pat.No. ５８２１４７３号）、Ｕ．Ｓ．Pat.No. ４４２１２０２号に開示さ
れたものがある。
【０００３】
第１例の特許第２９６７３９０号公報に開示されたものは、内燃機関の排気音を低減する
ことを目的としている。図６に示すように、消音器５０は、多孔内管５１と多孔内管５１
を囲む外管５２との間に形成された環状隙間にグラスウール等の吸音材５３を介装して構
成している。多孔内管５１の前後端部５１ａ，５１ｂは中間部よりも大径となっている。
外管５２の前後端部には、それぞれキャップ５５，５６の外周が溶接されている。多孔内
管５１の内部に複数個のセパレータ板５４ａ，５４ｂ，５４ｃを設け、複数個の排気膨脹
室Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４を形成した構成となっている。組み立てに際しては、セパレー
タ板５４ａ，５４ｂ，５４ｃを取着した多孔内管５１の外周に、バインダを塗布した所定
の厚さの吸音材５３を巻き付け、図示しないしごきローラを用いてロール成形を施し、外
管５２に挿入するようにしている。
【０００４】
第２例の特開平１０－１９０００号公報には、可搬式のブロワのブロワパイプ（本発明に
係る風管に相当）に取り付けられた消音装置が開示されている。図７に示すように、消音
装置６０は、ブロワパイプ６１の軸線方向に所定長さＬ１にわたって延びる拡径部６２を
設け、この拡径部６２の内部に多数の消音孔６４を有するインナーパイプ６３を挿入し、
挿入したインナーパイプ６３と拡径部６２との間に形成された環状隙間にウレタンフォー
ムからなる消音材６５を介装した構成となっている。インナーパイプ６３は軸線方向に２
分割された一対の薄板材よりなり、組み立てる際には、それぞれの外周に消音材６５を取
着し、前記一対の薄板材を湾曲させてブロワパイプ６１の端部から挿入し、拡径部６２内
に収納するようになっている。又、他の方法としては、図８に示すように、インナーパイ
プ６３を、ポリプロピレン等の適度の弾性を有する可撓性材料からなる螺旋状に巻いた形
状に成形された帯材６６によって形成する。帯材６６には、多数の消音孔６４が設けられ
ている。取付けの際には、先ずブロワパイプ６１の一端部から消音材６５を挿入し、拡径
部６２に消音材６５を納める。次に、帯材６６を軸方向に引っ張ってその外径ｄ２をブロ
ワパイプ６１の内径ｄ１よりも小さくし、ブロワパイプ６１に挿入した後、引っ張り力を
解除して帯材６６の外径ｄ２を大きくし、拡径部６２に消音材６５を押圧して取付けるよ
うにしている。
【０００５】
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また、第３例のＵ．Ｓ．Pat.No. ４４２１２０２号に開示された騒音低減装置７０は図９
の斜視図に示すように、外筒７１に両端部に一対のつば７２，７２を設けた内筒７３を挿
入し、外筒７１と内筒７３との間に形成される環状隙間に吸音材７４を介装した構成とな
っている。一対のつば７２，７２は、外筒７０にネジ７５により締着されるようになって
いる。内筒７３は、撚り紐を編み目状に組み、かつ樹脂で固めたもので、多数の空隙を持
っている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記構成においては以下のような問題点がある。
１）特許第２９６７３９０号公報に開示されたものにあっては、部品点数が多く、大型で
構造が複雑であり、重量も重く、コストも高くなるという問題がある。
２）特開平１０－１９０００号公報に開示されたものにあっては、消音材６５を拡径部６
２内に収納する作業が非常に面倒であり、さらにインナーパイプ６３を消音材６５の内部
に挿入する必要がある。従って、組み立てが煩雑で、工数を要し、部品点数も多くてコス
トも高いという問題がある。
３）またＵ．Ｓ．Pat.No. ４４２１２０２号に開示されたものにあっては、部品点数が多
く、構造が複雑で、組立てに多大の工数を要し、コストも高くなるという問題がある。
【０００７】
本発明は上記の問題点に着目し、軽量であり、構造が簡単で部品点数が少なく、製造容易
でコストの安い吸音材付風管及びその製造方法を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段、作用及び効果】
上記目的を達成するために、本発明に係る吸音材付風管は、円筒形で、長手方向の所定長
さの外周壁面部に複数個の貫通穴を有し、内部に空気等を通風する内管と、貫通穴部を覆
う外管と、内管と外管との間に介装された吸音材とよりなる吸音材付風管において、前記
内管は、一側の先端部に設けられた回り止め用の突起部と、他側の端部近傍に設けられた
、吸音材の外径より径の大きいフランジ部と、フランジ部の外周部に設けられた環状凸部
と、前記先端部とフランジ部との間の壁面部に設けられた複数個の貫通穴とを有し、前記
外管は、前記内管の貫通穴を覆う拡径部と、拡径部の一側に設けられ、内管を嵌入させる
とともに前記突起部に係合する溝部を有する嵌合部と、拡径部の他側に開口して設けられ
、前記フランジ部を嵌入させる係合部と、この係合部の内周部に設けられ、フランジ部の
環状凸部に係合する環状溝とを有する構成としている。
【０００９】
上記構成によれば、吸音材に内管を挿入し、これを外管に挿入して外管の嵌合部に内管の
先端部を嵌入させ、突起部と溝部とを係合させるとともに、係合部にフランジ部を嵌入し
、環状溝と環状凸部とを係合させている。これにより内管と外管とは結合され、容易に、
簡単に吸音材付風管を構成できる。したがって、部品点数が少なく、構造簡単で、コスト
の安い吸音材付風管が得られる。しかも、内管と外管との間には回り止めが設けられてい
るため相対回転することはなく、吸音材付風管に風管を接続する組立て作業をする場合、
内管と外管とが相互回転することがないので、組立て作業がやり易い。
【００１０】
次に、本発明の吸音材付風管の製造方法においては、円筒形で、長手方向の所定長さの外
周壁面部に複数個の貫通穴を有し、内部に空気を通す内管と、貫通穴部を覆う外管と、内
管と外管との間に介装された吸音材とよりなる吸音材付風管の製造方法において、長手方
向の端部近傍に吸音材の外径より径の大きいフランジ部を有し、フランジ部の外周部に環
状凸部を備えた樹脂製の円筒状の内管を製作し、次に、この内管を円筒状の防音材に挿入
し、次に、防音材を覆う拡径部と、拡径部の一側に設けられ、内管の先端部を嵌入させる
嵌合部と、拡径部の他側に開口して設けられ、前記内管のフランジ部を嵌入させるととも
に、フランジ部の環状凸部に係合する環状溝を内周部に有する係合部とを有する樹脂製の
外管をブロー成形し、成形後、温度の高い所定時間内に防音材付の内管を挿入して嵌合部
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に内管の先端部を嵌入するとともに、係合部に内管のフランジ部を嵌入し、冷却後にフラ
ンジ部の環状凸部に係合部の環状溝を係合させる製造方法としている。
【００１１】
上記方法によれば、内管および外管は樹脂製であるため軽量である。また、組立段階にお
いて、吸音材に予め製作した内管を挿入し、外管をブロー成形した後、温度の高い所定時
間内に内管を嵌入し、冷却後に内管のフランジ部と外管の係合部とを結合させるようにし
ているため、少ない部品点数と、少ない工数で組立可能であり、コストが安くなる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の吸音材付風管の実施形態について図面を参照して詳述する。尚、本発明
の適用機械例として可搬式ブロワを挙げて説明する。
【００１３】
まず図１により、本発明に係る吸音材付風管２０を備えた可搬式ブロワ１の概要構成を説
明する。略Ｌ型のフレーム３上には、エンジン５により駆動されるブロワ４が搭載されて
いる。ブロワ４の空気吐出口７にはエルボ１０が取着され、エルボ１０の先端部には可撓
式チューブ１１を介して順次上流側風管１２、吸音材付風管２０及び下流側風管１３が接
続され、先端部から風を噴出して枯葉等を吹き飛ばすようになっている。作業者は可搬式
ブロワ１を背負い、前記風管１２，１３を把持して清掃作業を行う。
【００１４】
つぎに吸音材付風管２０の構造について説明する。図２は吸音材付風管２０の側面一部断
面図である。図２において、吸音材付風管２０は、円筒状の内管２１と、内管２１を覆う
円筒状の外管３０と、内管２１と外管３０との間に介装された円筒状の吸音材４０とから
構成されている。吸音材付風管２０の一側は上流側風管１２に接続し、他側は下流側風管
１３に接続している。図３は図２のＡ－Ａ矢視図であり、図４は図２のＢ－Ｂ矢視図であ
り、図５は吸音材付風管２０の構成を示す分解斜視図である。図２、図３、図４、図５に
おいて、内管２１の長手方向の一側の先端部２２には、一対の回り止め用の突起部２３，
２３が設けられ、他端部には下流側風管１３に接続する下流側接続部２４が設けられてい
る。下流側接続部２４には下流側風管１３との接続用突起２４ａが設けられている。また
、下流側接続部２４の近傍には吸音材４０の外径Ｃより大きい外径Ｄを有するフランジ部
２５が一体に形成され、その外周部には環状凸部２６が設けられている。そして、突起部
２３とフランジ部２５との間の円筒面には複数個の貫通穴２７が設けられている。外管３
０の吸音材４０を覆う拡径部３１の一端部には上流側風管１２に接続する上流側接続部３
２が設けられ、拡径部３１と上流側接続部３２との間には内管２１の先端部２２を嵌入す
る嵌合部３３が設けられている。上流側接続部３２には上流側風管１２との接続用溝３２
ａが設けられている。嵌合部３３には内管２１の先端部２２に設けられた突起部２３，２
３に係合する一対の溝部３４，３４が設けられており、組立時には互いに係合して相互回
転を防止するようになっている。拡径部３１の他側には開口して内管２１のフランジ部２
５を嵌入させる係合部３５が設けられ、係合部３５の内周部にはフランジ部２５の環状凸
部２６に係合する環状溝３６が設けられ、互いに係合して内管２１と外管３０とを結合し
ている。内管２１と外管３０の拡径部３１とで構成される空間部には円筒状の吸音材４０
が介装されている。
【００１５】
本実施形態では、一例として、環状凸部２６と環状溝３６とを３ヶ所設けているが、１ヶ
所でも、２ヶ所でも、あるいは４ヶ所以上の複数箇所に設けても良い。
【００１６】
本発明の吸音材付風管２０は上記のような構成としたため、内管２１と外管３０とが相対
回転したり、長手方向に伸縮することはない。また、管内を通過する空気の騒音は吸音材
４０に吸収され、騒音は低減される。
【００１７】
次に製造方法について説明する。内管２１はＡＢＳ、ポリアミド等の樹脂で、インジェク
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の樹脂で、ブロー成形により製作される。組立に際しては、まず、内管２１を製作し、円
筒状の吸音材４０に挿入する。つぎに外管３０をブロー成形し、温度の高い所定時間内（
例えば成形後１０分以内）に吸音材４０付の内管２１を挿入し、内管２１の先端部２２を
外管３０の嵌合部３３に嵌入するとともに突起部２３と溝部３４とを係合させる。同時に
内管２１のフランジ部２５を外管３０の係合部３５に嵌入させる。外管３０はブロー成形
後の、温度の高い所定時間内では硬化しておらず、弾力性が有るので、内管２１の環状凸
部２６は係合部３５の環状溝３６を伸ばし広げて容易に嵌入することができる。そして、
時間の経過と共に、外管３０は伸ばされた部分が収縮すると共に、冷却されて硬化し、係
合部３５の環状溝３６は内管２１の環状凸部２６にしっかりと係合し、内管２１と外管３
０とは結合される。外管３０の冷却は自然放熱により、冷却しても良いし、強制的に冷風
を吹き付けて冷却を促進させても良い。
【００１８】
本発明の吸音材付風管及びその製造方法は上記のようにしたため、組立て作業がやりやす
く、構造簡単で、部品点数が少なく、軽量であり、製作容易でコストの安い吸音材付風管
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸音材付風管を備えた可搬式ブロワの斜視図である。
【図２】本発明の吸音材付風管の側面一部断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ矢視図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ矢視図である。
【図５】本発明の吸音材付風管の分解斜視図である。
【図６】従来技術の第１例の吸音材付消音器の側面断面図である。
【図７】従来技術の第２例の吸音材付風管の側面断面図である。
【図８】従来技術の第２例の吸音材付風管のインナーパイプの側面図である。
【図９】従来技術の第３例の吸音材付風管の分解斜視図である。
【符号の説明】
１…可搬式ブロワ、１２…上流側風管、１３…下流側風管、２０…吸音材付風管、２１…
内管、２２…先端部、２３…突起部、２５…フランジ部、２６…環状凸部、３０…外管、
３１…拡径部、３３…嵌合部、３４…溝部、３５…係合部、３６…環状溝、４０…吸音材
。
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