
JP 4432573 B2 2010.3.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
給気用送風機を壁部側である後方側に、排気用送風機を前記給気用送風機の前方側に設け
、室外に対向して室外側排気口と室外側給気口を設け、前記排気用送風機の前方に排気口
を設け、前方側で前記排気口より遠ざかった側方位置に、前記室外側給気口と給気用送風
機を介して給気口を設けた本体と、この本体の前方側を覆う形状の前面パネルとを備え、
前記前面パネルには、前記給気口と連通する室内側給気口のみを設けるとともに、前記前
面パネルと前記本体との間に形成される排気開口を有し前記排気口と連通する室内側排気
口を、前記本体の前面側の上部、下部、側部の３箇所に形成した同時給排形換気扇。
【請求項２】
前記本体の上部、下部および側部に形成される室内側排気口の排気風量を略同一風量とし
た請求項１記載の同時給排形換気扇。
【請求項３】
前面パネルの室内側給気口には給気用グリルを設け、それ以外の部分をフラット状に形成
した請求項１または２記載の同時給排形換気扇。
【請求項４】
本体に設けられる排気用送風機の吸込口となる排気口を前面パネルに対向して設け、前記
本体と前面パネルとの間に排気通風路を形成した請求項３記載の同時給排形換気扇。
【請求項５】
排気用送風機を形成する排気用ファンケーシングの前面パネルに対向する角部を曲面形状



(2) JP 4432573 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

に形成した請求項１記載の同時給排形換気扇。
【請求項６】
排気用ファンケーシングと本体との間で形成される狭小部を埋める形状の傾斜面を設けた
請求項５記載の同時給排形換気扇。
【請求項７】
排気用送風機の吸込口となる排気口の近傍に前面パネル内面に当接して前面パネルを保持
する保持リブを設けた請求項３または４記載の同時給排形換気扇。
【請求項８】
排気用送風機の排気通風路と、給気用送風機の室内側給気口を仕切る仕切板を本体の前方
側に設け、前面パネルの装着時に前記仕切板が前記前面パネルの内面に当接して排気流と
給気流を仕切る構成とした請求項３、４、または７記載の同時給排形換気扇。
【請求項９】
前記排気開口を、前記本体の側部と前面パネルの間に形成した請求項１記載の同時給排形
換気扇。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内空気の排気と室外空気の給気を同時に行なう同時給排形換気扇に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の同時給排形換気扇の一例として同時給排を行なう空調換気扇が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、その空調換気扇について図１０を参照しながら説明する。
【０００４】
　図に示すように、前方に排気ファン１０１を設け、排気ファン１０１の後方に給気ファ
ン１０２を設け、室外に面して給気パイプ１０３と排気パイプ１０４を設けた本体１０５
の前方を覆うように給気口１０６と排気口１０７を有した前面グリル１０８を設けている
。
【特許文献１】実公平３－１７４２号公報（第２頁、第１図、第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来の空調換気扇では、前面グリル１０８に給気口１０６と排気口１０７を
設けているので、排気口１０７には室内に浮遊している塵埃が排気流とともに排気口１０
７に流入するため、排気口１０７を形成する複数本の機部分に塵埃が付着し、前面グリル
１０８の前面を拭いたときには、塵埃が排気口１０７の機間に入り込み塵埃が取れにくい
という課題があった。
【０００６】
　また、給気口１０６と排気口１０７は、前面グリル１０８の前面側の同一面に形成され
ていることにより、給気流と排気流との間でショートサーキットを起こし効果的な換気が
できないという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するもので、前面パネルが汚れにくく掃除性も良く、また、
排気流と給気流間におけるショートサーキットが生じない同時給排形換気扇を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の同時給排形換気扇は、上記目的を達成するために、給気用送風機を壁部側であ
る後方側に、排気用送風機を前記給気用送風機の前方側に設け、前記排気用送風機の前方
に排気口を設け、前方側で前記排気口より遠ざかった側方位置に給気口を設けた本体と、
この本体の前方側を覆う形状の前面パネルとを備え、前記前面パネルには、前記給気口と
連通する室内側給気口のみを設けるとともに、前記前面パネルと前記本体との間に形成さ
れる排気開口を有し前記排気口と連通する室内側排気口を、前記本体の前面側の上部、下
部、側部の３箇所に形成したものである。
【０００９】
　この手段により、前面パネルが汚れにくく、掃除性も良く、また、排気流と給気流間に
おけるショートサーキットが生じない同時給排形換気扇が得られる。さらに、排気開口は
前方から目視できなくデザイン性の向上を図ることができる。
【００１０】
　また、他の手段は、前記本体の上部、下部、および側部に形成される室内側排気口の排
気風量を略同一風量としたものである。
【００１１】
　この手段により、どのような設置状態においても換気風量低下の影響を最小限にするこ
とができる。
【００１２】
　また、他の手段は、前面パネルを、室内側給気口には給気用グリルを設け、それ以外の
部分をフラット状に形成したものである。
【００１３】
　この手段により、前面パネルが汚れにくく掃除性を向上できる。
【００１６】
　また、他の手段は、本体に設けられる排気用送風機の吸込口となる排気口を、前面パネ
ルに対向して設け、前記本体と前面パネルとの間に排気通風路を形成したものである。
【００１７】
　この手段により、前面パネル重量の軽量化を図ることでメンテナンスが容易となる。
【００１８】
　また、他の手段は、排気用送風機を形成する排気用ファンケーシングの前面パネルに対
向する角部を曲面形状に形成したものである。
【００１９】
　この手段により、騒音の低減および風量増大を図ることができる。
【００２０】
　また、他の手段は、排気用ファンケーシングと本体との間で形成される狭小部を埋める
形状の傾斜面を設けたものである。
【００２１】
　この手段により、騒音の低減および風量の増大を図ることができる。
【００２２】
　また、他の手段は、排気用送風機の吸込口となる排気口の近傍に前面パネル内面に当接
して前面パネルを保持する保持リブを設けたものである。
【００２３】
　この手段により、前面パネルの変形防止および薄形化を図ることができる。
【００２４】
　また、他の手段は、排気用送風機の排気通風路と、給気用送風機の室内側給気口を仕切
る仕切板を本体の前方側に設け、前面パネルの装着時に前記仕切板が前面パネルの内面に
当接して排気流と給気流を仕切る構成としたものである。
【００２５】
　この手段により、本体と前面パネル間における排気流と給気流のショートサーキットが
防止できる。
【００３０】
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　また、他の手段は、前記排気開口を、前記本体の側部と前面パネルの間に形成したもの
である。
【００３１】
　この手段により、排気開口が室内側給気口からより離れた位置に構成できるので、本体
から吹き出される給気流と本体に吸い込まれる排気流がショートサーキットすることを防
ぐことができる。
【発明の効果】
【００３２】
　前面パネルが汚れにくく、掃除性も良く、また、排気流と給気流間におけるショートサ
ーキットが生じない同時給排形換気扇を提供できる。
【００３３】
　また、設置場所が変っても換気風量低下の影響を少なくできる。
【００３４】
　また、デザイン性の向上を図ることができる。
【００３５】
　また、前面パネルの薄形化、軽量化およびメンテナンス性の向上を図ることができる。
【００３６】
　また、騒音の低減、風量の増大を図ることができる。
【００３７】
　また、設置場所に対応した室内側排気口を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の請求項１記載の発明は、給気用送風機を壁部側である後方側に、排気用送風機
を前記給気用送風機の前方側に設け、室外に対向して室外側排気口と室外側給気口を設け
、前記排気用送風機の前方に排気口を設け、前方側で前記排気口より遠ざかった側方位置
に、前記室外側給気口と給気用送風機を介して給気口を設けた本体と、この本体の前方側
を覆う形状の前面パネルとを備え、前記前面パネルには、前記給気口と連通する室内側給
気口のみを設けるとともに、前記前面パネルと前記本体との間に形成される排気開口を有
し前記排気口と連通する室内側排気口を、前記本体の前面側の上部、下部、側部の３箇所
に形成したものであり、前面パネルには、室内側排気口がないので、室内の汚染された空
気により前面パネルの汚れる度合いが少なくなるとともに、前面パネルの掃除がしやすく
、また、室内側排気口と室内側給気口は前面パネルの同一面に設けられるものではなく、
また、室内側排気口と室内側給気口は遠ざかった位置に設けられていることにより排気流
と給気流におけるショートサーキット現象が生じることがなくなるという作用を有する。
また、室内側排気口と連通する排気開口が本体と前面パネルとの間に形成されることによ
り、室内の汚染された空気が排気開口より排気されることとなっても、排気開口は前面パ
ネルの正面側から透視できないので汚れが目立たず、デザイン性が良くなるとともに、表
面に露出する部分は前面パネルだけであるので、掃除性も良くなるという作用を有する。
【００３９】
　また、請求項２記載の発明は、前記本体の上部、下部、および側部に形成される室内側
排気口の排気風量を略同一風量としたものであり、換気扇を天井または室内の角部におい
て、側方の壁に近傍して設置した場合には、上部または側部の室内側排気口が天井または
壁により閉鎖される状態になるが、上部が閉鎖される状態のときには、側部と下部の室内
側排気口が有効に作用し、側面が閉鎖される状態のときには、上部と下部の室内側排気口
が有効に作用し、換気風量低下の影響を最小限に押さえることができるという作用を有す
る。
【００４０】
　また、請求項３記載の発明は、前面パネルの室内側給気口には給気グリルを設け、それ
以外の部分をフラット状に形成したものであり、前面パネルには給気グリルを設けた室内
側給気口のみが露出することとなり、前面パネルに室内側排気口が設けられていないこと
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により、前面パネルの汚れが少なく、汚れを掃除するときには、給気グリル以外はフラッ
ト状であるため掃除性が良くなるという作用を有する。
【００４２】
　また、請求項４記載の発明は、本体に設けられる排気用送風機の吸込口となる排気口を
、前面パネルに対向して設け、前記本体と前面パネルとの間に排気通風路を形成したもの
であり、本体と前面パネルとの間に排気通風路を形成するためには前面パネルを浅形に形
成する必要があり、深形に形成していた従来の前面グリルに比較して前面パネルの軽量化
を図ることができ、メンテナンス時に前面パネルを取り外すときの作業が容易となり、メ
ンテナンス性が向上するという作用を有する。
【００４３】
　また、請求項５記載の発明は、排気用送風機を形成する排気用ファンケーシングの前面
パネルに対向する角部を曲面形状に形成したものであり、排気用送風機のファンを囲む排
気用ファンケーシングは渦巻状に形成され、通常は、角部は角ばっており、この角部によ
り本体と前面パネル間を流れる排気流の抵抗となって排気流が流れにくくなっていたが、
角部を曲面形状とすることにより、排気通風路の抵抗が少なくなり、騒音値の低減および
風量の増大を図ることができる。
【００４４】
　また、請求項６記載の発明は、排気用ファンケーシングと本体との間で形成される狭小
部を埋める形状の傾斜面を設けたものであり、排気用送風機のファンを囲む排気用ファン
ケーシングは渦巻状に形成されていることにより、本体と排気用ファンケーシングの外周
部との間に先端が小さい狭小部が形成されることとなり、本体の上部および下部の室内側
排気口より排気用送風機の吸込口となる排気口に流れる排気流が狭小部に衝突して行き止
まりとなり排気流がスムーズに流れなかったのを狭小部を埋める傾斜面を設けたことによ
って、排気通風路の抵抗が小さくなり、騒音値の低減および風量増大を図ることができる
という作用を有する。
【００４５】
　また、請求項７記載の発明は、排気用送風機の吸込口となる排気口近傍に前面パネル内
面に当接して前面パネルを保持する保持リブを設けたものであり、前面パネルが保持リブ
により保持されることにより、本体と前面パネルとの間に形成される排気通風路が常に一
定の形状に形成されることとなり、排気風量が増減することなく、安定した換気を行なう
ことができるとともに、前面パネルの形状を薄くしても前面パネルの変形による排気風量
の変化を防止できるという作用を有する。
【００４６】
　また、請求項８記載の発明は、排気用送風機の排気通風路と、給気用送風機の室内側給
気口を仕切る仕切板を本体の前方側に設け、前面パネルの装着時に前記仕切板が前記前面
パネルの内面に当接して排気流と給気流を仕切る構成としたものであり、前面パネルを装
着することにより、本体に設けた仕切板が前面パネルの内面に自動的に当接し、室内側給
気口に流れる給気流と、室内側排気口から排気用送風機の吸込口となる排気口に流れる排
気流が確実に分離され、本体と前面パネル間における排気流と給気流のショートサーキッ
トは防止され、効率の良い換気を行なうことができるとともに、前面パネルが仕切板で支
持されることにより前面パネルの形状を薄くしても前面パネルの変形を防止することがで
きるという作用を有する。
【００５０】
　また、請求項９記載の発明は、前記排気開口を、前記本体の側部と前面パネルの間に形
成したものであり、排気開口が室内側給気口からより離れた位置に構成できるので、本体
から吹き出される給気流と本体に吸い込まれる排気流がショートサーキットすることを防
ぐとともに、排気開口が前面パネルによって前方から隠れた状態になるので、排気開口が
前方からは全く見えない外観に優れた換気扇を提供できる。
【００５１】
　（実施の形態１）
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　図１～図４に示すように、排気用ファン１を渦巻状の排気用ファンケーシング２で囲み
形成された排気用送風機３を前方側に、給気用ファン４を渦巻状の給気用ファンケーシン
グ５で囲み形成された給気用送風機６を後方側に設け、室外に対向し壁部７を貫通して形
成される筒状の室外側排気口８と室外側給気口９を設け、前方側に室外側給気口９と給気
用送風機６を介して排気用送風機３より遠ざかった側方位置に設けられる給気口１０と、
排気用送風機３の前方に設けられた吸込口となる排気口１１と、給気用送風機６の給気流
と排気用送風機３の排気流との間で熱交換できるように給気口１０側の空間の給気流と排
気流の交差位置に全熱交換器１２を設け、本体１３を形成し、本体１３の前面側の上部、
下部、および側部に排気風量を略同一風量とした室内側排気口１４を形成する。
【００５２】
　また、本体１３の前方側を覆う形状で給気口１０と連通する室内側給気口１５を形成し
た前面パネル１６を、本体３と前面パネル１６との間に室内側排気口１４の排気開口１７
および、室内側排気口１４と排気用送風機３の吸込口となる排気口１１に連通する排気通
風路１８を形成するように設け、前面パネル１６の室内側給気口１５には給気用グリル１
９を設け、それ以外はフラット状に形成する。
【００５３】
　また、排気用送風機３を形成する渦巻状の排気用ファンケーシング２の前面パネル１６
に対向する角部を曲面形状２０に形成し、排気用送風機３を形成する渦巻状の排気用ファ
ンケーシング２と本体１３との間で形成される先端の狭い狭小部２１を埋める形状の傾斜
面２２を設ける。
【００５４】
　また、排気用送風機３の排気通風路１８と、給気用送風機６の室内側給気口１５を仕切
る仕切板２３を本体１３の前方側に設け、前面パネル１６の装着時に仕切板２３が前面パ
ネル１６の内面に設けたパッキン２４に当接して排気流と給気流を仕切るとともに、排気
用送風機３の吸込口となる排気口１１の近傍に前面パネル１６の内面に当接して前面パネ
ル１６を保持する保持リブ２５を設け構成する。
【００５５】
　上記構成において、室外側排気口８と室外側給気口９が室外と連通するように本体１３
を壁部７に設け、前面パネル１６を装着した状態で同時給排形換気扇を運転すると、排気
用送風機３により室内の空気が本体１３の上部、下部、および側部に形成した室内側排気
口１４の排気開口１７より流入し、室内側排気口１４より排気用送風機３の排気用ファン
ケーシング２の曲面形状２０に沿いスムーズに流れるとともに、排気用ファンケーシング
２と本体１３との間に形成された傾斜面２２に沿い排気流が衝突することなくスムーズに
流れ、排気通風路１８を通り排気用送風機３の吸込口となる排気口１１内に吸い込まれ、
全熱交換器１２で熱交換したのち、室外側排気口８より室外に放散される。
【００５６】
　一方、給気用送風機６により、室外側給気口９より室外の空気が吸い込まれ、全熱交換
器１２に送られ全熱交換器１２を通して熱を回収し、給気口１０を経て前面パネル１６に
設けた室内側給気口１５より室内に給気され同時給排換気が行なわれることとなる。
【００５７】
　また、同時給排形換気扇を天井または室内の角部において側方の壁に近接して設置した
場合には、本体１３の上部または側部の室内側排気口１４が天井または壁により閉鎖され
る状態になるが、上部が閉鎖される状態のときには、側部と下部の室内側排気口１４が有
効に作用し、換気風量低下の影響を最小限に押さえることができる。
【００５８】
　また、室内側排気口１４が本体１３の上部、下部、および側部に設けられていることに
より、室内の塵埃を含む空気が室内側排気口１４より排気されるときに室内側排気口１４
が前面パネル１６の前方から見て透視できない位置に配設されていること、および、分散
されて設けられていることにより、室内側排気口１４の汚れも少なく見えにくくなるとと
もに、前面パネル１６の汚れが少なくなり、デザイン性効果も高められる。
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【００５９】
　また、室内側排気口１４と室内側給気口１５は同一面ではなく、異なる面に設けられる
ことにより、排気流と給気流間のショートサーキットも無くなり効率良く換気できる。
【００６０】
　また、前面パネル１６は、本体１３側に設けた仕切板２３および保持リブ２５により保
持されることにより、厚みを薄く形成でき前面パネル１６の重量が軽くなり前面パネル１
６の着脱時の取扱性が良くなるとともに、前面パネル１６には室内側排気口１４と比較し
て汚染の度合いの少ない室内側給気口１５のみを設けていることにより、前面パネル１６
の汚れも少なく、また、前面がフラット状に形成されていることにより掃除性も良くなる
こととなる。
【００６１】
　また、排気開口１７は、本体１３の側部と前面パネル１６の間に形成されているので、
排気開口１７が室内側給気口１５からより離れた位置に構成され、本体１３から吹き出さ
れる給気流と本体１３に吸い込まれる排気流がショートサーキットせず、排気開口１７が
前面パネル１６によって前方から隠れた状態になるため、排気開口１７が前方からは全く
見えないことになる。
【００６２】
　（参考例１）
　図５～図８に示すように、室内側排気口１４Ａを本体１３Ａの上部、下部、および側部
のいずれか２箇所に形成し構成する。
【００６３】
　上記構成において、本体１３Ａを天井２６近くに設置するときは、図５に示すように室
内側排気口１４Ａを下部と側部の２箇所に設け、上部は閉鎖されている状態のものを設置
する。このことにより、天井２６に沿って室内の汚染された空気が流れることがなくなり
、天井２６を汚すことがなくなるとともに、前面パネル１６Ａの上方部の汚染も少なくす
ることができる。
【００６４】
　また、室内の角部の近傍で側面に壁部７Ａが対向する場所に設置するときには、図８に
示すように、室内側排気口１４Ａを本体１３Ａの上部と下部に設け、側部は閉鎖されてい
る状態のものを設置する。このことにより、壁部７Ａに沿って室内の汚染された空気が流
れることがなくなり、壁部７Ａを汚すことがなくなるとともに、前面パネル１６Ａの側方
部側の汚染が少なくなる。
【００６５】
　（参考例２）
　図９に示すように、本体１３の上部、下部、および側部に形成される室内側排気口１４
Ｂと、前面パネル１６Ｂの前面とを除く位置に室内側給気口１５Ａを設け構成する。
【００６６】
　上記構成においては、前面パネル１６Ｂの前面部の全面をフラット状に形成することが
でき、前面パネル１６Ｂによるデザイン性の向上および掃除性の向上を図ることができ、
また、室内側排気口１４Ｂより遠ざかった位置に室内側給気口１５Ａを形成することが可
能となり、排気流と給気流のショートサーキットを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本体の上部、下部、および側部に設けられる室内側排気口に変えて室内側空気循環口を
形成することにより、空気調和機の室内機にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施の形態１の同時給排形換気扇の横断面図
【図２】同同時給排形換気扇の本体の斜視図
【図３】同同時給排形換気扇の縦断面図
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【図４】同同時給排形換気扇の斜視図
【図５】参考例１の同時給排形換気扇の斜視図
【図６】同同時給排形換気扇を天井近くに設置状態を示す概略図
【図７】同同時給排形換気扇を側面が対向する壁近くに設けた概略図
【図８】同同時給排形換気扇の他の状態を示す斜視図
【図９】参考例２の同時給排形換気扇の斜視図
【図１０】従来の空調換気扇の横断面図
【符号の説明】
【００６９】
　２　排気用ファンケーシング
　３　排気用送風機
　６　給気用送風機
　８　室外側排気口
　９　室外側給気口
　１０　給気口
　１１　排気口　
　１３　本体
　１３Ａ　本体
　１４　室内側排気口
　１４Ａ　室内側排気口
　１４Ｂ　室内側排気口
　１５　室内側給気口
　１５Ａ　室内側給気口
　１６　前面パネル
　１７　排気開口
　１８　排気通風路
　１９　給気用グリル
　２０　曲面形状
　２２　傾斜面
　２３　仕切板
　２５　保持リブ
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