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(57)【要約】
【課題】静かで塵埃を撒き散らしにくく、風量を増大さ
せることができる送風機を提供する。
【解決手段】第一吸入口１１と第一吹出口１２を有する
第一ファンケーシング８内に第一横断流ファン９を収容
した第一送風部３と、第二吸入口２１と第二吹出口２２
を有する第二ファンケーシング１８内に第二横断流ファ
ン１９を収容した第二送風部４とを、所定の間隔Ｇを置
いて設け、第一吹出口１２と第二吹出口２２を正面側に
開口させると共に、これらの前方にそれぞれ第一導流面
１３及び第二導流面２３を設けたことで、横断流ファン
９，１９が発生させた主気流Ｖｍがコアンダ効果によっ
て両導流面１３，２３に沿って前方に流れると共に、従
気流Ｖｓが両送風部３，４間及び両送風部３，４の外側
で発生するので、主気流Ｖｍよりも多くの風を送ること
ができると共に、騒音を低く抑え、更に、床等の設置面
上の塵埃を撒き散らしにくくすることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一吸入口と第一吹出口を有する第一ファンケーシング内に第一横断流ファンを収容し
て構成された第一送風部と、第二吸入口と第二吹出口を有する第二ファンケーシング内に
第二横断流ファンを収容して構成された第二送風部とを有し、
　所定の間隔を置いて前記第一送風部と第二送風部とを設け、前記第一吹出口と第二吹出
口とを何れも正面側に開口するように設けると共に、前記第一吹出口及び第二吹出口の下
流側にそれぞれ第一導流面及び第二導流面を設けたことを特徴とする送風機。
【請求項２】
　前記第一送風部と第二送風部とを実質的に面対称状の構造としたことを特徴とする請求
項１記載の送風機。
【請求項３】
　前記第一吸入口及び第二吸入口を、対称面に対し外向きに設けたことを特徴とする請求
項２記載の送風機。
【請求項４】
　前記第一導流面の反対称面側に近接して、対称面とほぼ平行な前記第一案内面を設ける
と共に、前記第二導流面の反対称面側に近接して、対称面とほぼ平行な第二案内面を設け
たことを特徴とする請求項２記載の送風機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扇風機等の送風機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の送風機としては、モータ（電動機）及びこのモータに取り付けられた混
流インペラとが収容された基部と、出口及びコアンダ面が設けられた環状のノズルとを有
し、前記混流インペラの回転によって生じた一次空気流を前記出口から噴出させることで
、一次空気流が前記コアンダ面に沿って流れると共に、この一次空気流に伴って二次空気
流が生じ、これによって風量を増大させることができるものが知られている（例えば、特
許文献１参照。）。このような送風機は、回転する前記混流インペラが露出しないので、
安全である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許５０３０１０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような送風機は、以下のような欠点を有する。まず、前記混流イン
ペラを前記基部に収容する必要があるため、前記混流インペラの径を大きくすることがで
きない。このため、必要な風量を得るために、前記混流インペラを高速回転させなければ
ならない。従って、前記混流インペラを回転させた際の騒音が大きくなるという問題があ
った。次に、前記混流インペラの回転によって生じる気流は、前記基部から吸引され、前
記ノズルの出口から排出される。そして、前記基部は、床等に置かれる。従って、床付近
にある塵埃が前記基部内に吸引され、前記ノズルの出口から撒き散らされるという問題が
あった。なお、この問題は、前記基部の空気入口にフィルタを設けることで、一応解決す
ることができるが、フィルタが塵埃によって目詰まりすると、風量が低下するばかりでな
く、前記モータに過大な負荷がかかるという別の問題が生ずる。
【０００５】
　本発明は以上の問題点を解決し、静かで且つ塵埃を撒き散らしにくいと共に、風量を増
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大させることができる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】
【０００６】
　本発明の請求項１に記載の送風機は、第一吸入口と第一吹出口を有する第一ファンケー
シング内に第一横断流ファンを収容して構成された第一送風部と、第二吸入口と第二吹出
口を有する第二ファンケーシング内に第二横断流ファンを収容して構成された第二送風部
とを有し、所定の間隔を置いて前記第一送風部と第二送風部とを設け、前記第一吹出口と
第二吹出口とを何れも正面側に開口するように設けると共に、前記第一吹出口及び第二吹
出口の下流側にそれぞれ第一導流面及び第二導流面を設けたものである。
【０００７】
　また、本発明の請求項２に記載の送風機は、請求項１において、前記第一送風部と第二
送風部とを実質的に面対称状の構造としたものである。
【０００８】
　また、本発明の請求項３に記載の送風機は、請求項２において、前記第一吸入口及び第
二吸入口を、対称面に対し外向きに設けたものである。
【０００９】
　更に、本発明の請求項４に記載の送風機は、請求項２において、前記第一導流面の反対
称面側に近接して、対称面とほぼ平行な第一案内面を設けると共に、前記第二導流面の反
対称面側に近接して、対称面とほぼ平行な第二案内面を設けたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載の送風機は、以上のように構成することにより、両横断流ファ
ンが発生させた主気流が、両吹出口から前方に排出された後、コアンダ効果によって両導
流面に沿って層状の噴流として流れると共に、主気流に伴って従気流が両送風部間及び両
送風部の外側において発生する。このため、両横断流ファンが発生させる主気流に比べて
、多くの流量の風を送ることができる。また、比較的静かな横断流ファンを用いることで
、騒音を低く抑えることができる。更に、室内の比較的高い位置で外気を両吸入口から吸
引するので、床面上の塵埃を撒き散らしにくくすることができる。
【００１１】
　なお、前記第一送風部と第二送風部とを実質的に面対称状の構造とすることで、両送風
部間において従気流の発生に偏りが生じにくくすることができる。
【００１２】
　また、前記第一吸入口及び第二吸入口を、対称面に対し外向きに設けることで、両送風
部間の外気が両吸引口から吸引されにくくできるので、両送風部間からより多くの空気を
従気流として前方に送ることで、流量をより増大させることができる。
【００１３】
　更に、前記第一導流面の反対称面側に近接して、対称面とほぼ平行な第一案内面を設け
ると共に、前記第二導流面の反対称面側に近接して、対称面とほぼ平行な第二案内面を設
けることで、両送風部の外側で発生した従気流を、両導流面に沿って排出される主気流と
スムーズに合流させることができるばかりでなく、両導流面端における主気流の乱れを抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第一の実施形態を示す送風機の斜視図である。
【図２】同、正面図である。
【図３】同、平面図である。
【図４】同、Ａ－Ａ拡大断面図である。
【図５】同、第一及び第二横断流ファンの駆動構造を示す説明図である。
【図６】同、主気流及び従気流を示す斜視図である。
【図７】本発明の第二の実施形態を示す送風機における第一及び第二横断流ファンの駆動
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構造を示す説明図である。
【図８】本発明の第三の実施形態を示す送風機の斜視図である。
【図９】同、正面図である。
【図１０】同、Ｂ－Ｂ拡大断面図である。
【図１１】同、第一及び第二横断流ファンの駆動構造を示す説明図である。
【図１２】同、主気流及び従気流を示す斜視図である。
【図１３】本発明の第四の実施形態を示す送風機の正面図である。
【図１４】同、Ｃ－Ｃ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の第一の実施形態について、図１乃至図６に基づいて説明する。１は本発
明の送風機である。この送風機１は、基部２と、第一送風部３と、第二送風部４と、頭部
５とを有して構成される。なお、前記第一送風部３と第二送風部４は、それぞれ縦長に構
成されると共に、正面視で間隙Ｇを有して左右に並んで設けられる。そして、前記第一送
風部３と第二送風部４との間には、前後に貫通した流通空間Ｐが形成される。また、前記
第一送風部３と第二送風部４は、対称面Ｓを基準として、実質的に面対称となる。
【００１６】
　前記基部２は、床Ｆ等の設置面に設置されるように構成される。また、前記基部２内に
は、第一電動機６及び第二電動機７が収容される。
【００１７】
　前記第一送風部３は、前記基部２の上部左側に設けられる。そして、前記第一送風部３
は、縦長の第一ファンケーシング８、及び第一横断流ファン９を有する。前記第一ファン
ケーシング８は、内部にファン収容室１０を有すると共に、縦長の第一吸入口１１及び縦
長の第一吹出口１２を有する。なお、前記第一吸入口１１は、前記第一ファンケーシング
８の後部において、反対称面Ｓ側に偏って設けられる。一方、前記第一吹出口１２は、前
記第一送風部３と第二送風部４との間隔Ｇが最も狭くなる位置よりもやや後方において、
前方に向けて開口する。そして、前記第一吹出口１２の下流側（即ち前方）には、第一導
流面１３が形成される。また、前記第一吹出口１２には、気流を前記第一導流面１３に導
くための第一導向部１４が形成される。前記第一導流面１３は、前記第一吹出口１２の反
対称面Ｓ側に設けられる。また、前記第一導流面１３は、後述する第二導流面２３との間
隔が前方ほど広がると共に、先端において主気流Ｖｍがほぼ真正面に向けて流れるように
、上流側が凸状で下流側が凹状となる滑らかな曲面に形成される。更に、前記第一導流面
１３の反対称面Ｓ側には、第一案内面１５が近接して形成される。なお、この第一案内面
１５は、対称面Ｓとほぼ平行に形成される。そして、前記ファン収容室１０内に、前記第
一横断流ファン９が収容される。この第一横断流ファン９は、複数のフィンが環状に並べ
られて、全体として細長い円筒状に形成され、回転軸Ｘ１が垂直となるように設けられる
と共に、前記基部２内の第一電動機６に接続される。なお、前記第一吸入口１１には、使
用者の指等が前記第一横断流ファン９に触れないようにするためのルーバ１６が設けられ
る。また、前記第一導流面１３は、前記第一吹出口１２の回転軸Ｘ１側に設けられると共
に、前記第一導向部１４は、前記第一吹出口１２の遠心側に設けられる。
【００１８】
　前記第二送風部４は、前記基部２の上部右側に設けられる。そして、前記第二送風部４
は、縦長の第二ファンケーシング１８、及び第二横断流ファン１９を有する。前記第二フ
ァンケーシング１８は、内部にファン収容室２０を有すると共に、縦長の第二吸入口２１
及び縦長の第二吹出口２２を有する。なお、前記第二吸入口２１は、前記第二ファンケー
シング１８の後部において、反対称面Ｓ側に偏って設けられる。一方、前記第二吹出口２
２は、前記第一送風部３と第二送風部４との間隔Ｇが最も狭くなる位置よりもやや後方に
おいて、前方に向けて開口する。そして、前記第二吹出口２２の下流側（即ち前方）には
、第二導流面２３が形成される。また、前記第二吹出口２２には、気流を前記第二導流面
２３に導くための第二導向部２４が形成される。前記第二導流面２３は、前記第二吹出口
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２２の反対称面Ｓ側に設けられる。また、前記第二導流面２３は、前記第一導流面１３と
の間隔が前方ほど広がると共に、先端において主気流Ｖｍがほぼ真正面に向けて流れるよ
うに、上流側が凸状で下流側が凹状となる滑らかな曲面に形成される。更に、前記第二導
流面２３の反対称面Ｓ側には、第二案内面２５が近接して形成される。なお、この第二案
内面２５は、対称面Ｓとほぼ平行に形成される。そして、前記ファン収容室２０内に、前
記第二横断流ファン１９が収容される。この第二横断流ファン１９は、複数のフィンが環
状に並べられて、全体として細長い円筒状に形成され、回転軸Ｘ２が垂直となるように設
けられると共に、前記基部２内の第二電動機７に接続される。なお、前記第二吸入口２１
には、使用者の指等が前記第二横断流ファン１９に触れないようにするためのルーバ２６
が設けられる。また、前記第二導流面２３は、前記第二吹出口２２の回転軸Ｘ２側に設け
られると共に、前記第二導向部２４は、前記第二吹出口２２の遠心側に設けられる。
【００１９】
　前述した通り、前記第一送風部３と第二送風部４は、対称面Ｓを基準として、実質的に
面対称となる。従って、前記第一ファンケーシング８の形状と第二ファンケーシング１８
の形状は、左右が逆の構造となる。具体的には、前記第一ファンケーシング８は、前記第
一吸入口１１が、反対称面Ｓ側である左側に偏って形成される。これに対し、前記第二フ
ァンケーシング１８は、前記第二吸入口２１が、反対称面Ｓ側である右側に偏って形成さ
れる。また、前記第一ファンケーシング８は、前記第一吹出口１２が、対称面Ｓ側である
右側に形成される。これに対し、前記第二ファンケーシング１８は、前記第二吹出口２２
が、対称面Ｓ側である左側に形成される。また、前記第一ファンケーシング８は、前記第
一導流面１３が、前記第一吹出口１２の対称面Ｓ側である右側から反対称面Ｓ側である左
側に向けて、湾曲して形成される。これに対し、前記第二ファンケーシング１８は、前記
第二導流面２３が、前記第二吹出口２２の対称面Ｓ側である右側から反対称面Ｓ側である
右側に向けて、湾曲して形成される。更に、前記第一ファンケーシング８は、前記第一案
内面１５が、前記第一導流面１３の反対称面Ｓ側である左側に近接して形成される。これ
に対し、前記第二ファンケーシング１８は、前記第二案内面２５が、前記第二導流面２３
の反対称面Ｓ側である右側に近接して形成される。また、前記第一横断流ファン９と第二
横断流ファン１９も、対称面Ｓを基準として実質的に面対称となる（なお、前記第一横断
流ファン９と第二横断流ファン１９の位相差は考慮しない。）。即ち、前記第一横断流フ
ァン９と第二横断流ファン１９は、フィンの形成方向が逆であると共に、前記第一横断流
ファン９の回転方向が平面視で右回りであり、前記第二横断流ファン１９の回転方向が平
面視で左回りである。なお、前記両吸入口１１，２１は、本実施形態のように、後方斜め
外側を向くように開口するのが好ましい。これは、後方斜め外側から前記両吸入口１１，
２１に主気流Ｖｍとして外気を吸引すれば、前記送風機１の後方の広い範囲から前記両送
風部３，４間に規定された流通空間Ｐに、より多くの空気を内側従気流Ｖｓｉとして吸引
することができるからである。
【００２０】
　前記頭部５は、前記第一送風部３の上端部と前記第二送風部４の上端部とを接続するよ
うに設けられる。そして、前記頭部５には、操作部２８が設けられる。
【００２１】
　次に、本実施形態の作用について説明する。使用者が前記操作部２８を操作して、前記
送風機１の運転を開始すると、前記両電動機６，７が作動する。これらの電動機６，７が
作動することによって、前記両送風部３，４の横断流ファン９，１９が、回転軸Ｘ１，Ｘ

２を中心に回転する。前述した通り、前記第一横断流ファン９は、平面視で右回りに回転
する。これに対し、前記第二横断流ファン１９は、平面視で左回りに回転する。なお、前
記第一横断流ファン９の回転数は、前記第二横断流ファン１９の回転数と同じである。前
記第一横断流ファン９が回転することで、外気が前記第一吸入口１１から吸引され、第一
吹出口１２から勢いよく吹き出す。この第一吹出口１２から吹き出した気流は、図４に示
すように、コアンダ効果によって、前記流通空間Ｐ内で前記第一導流面１３に沿って一旦
やや内向きに流れた後、滑らかに方向を変え、前記第一導流面１３に沿って外側に流れ、
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更に、前記第一導流面１３の先端付近において、ほぼ真正面に流れる。なお、前記第一吹
出口１２から吹き出す気流は、前記第一導向部１４によって前記第一導流面１３に向けら
れるので、この第一導流面１３に確実に沿わせることができる。同様に、前記第二横断流
ファン１９が回転することで、外気が前記第二吸入口２１から吸引され、第二吹出口２２
から勢いよく吹き出す。この第二吹出口２２から吹き出した気流も、図４に示すように、
コアンダ効果によって、前記流通空間Ｐ内で前記第二導流面２３に沿って一旦やや内向き
に流れた後、滑らかに方向を変え、前記第二導流面２３に沿って外側に流れ、更に、前記
第一導流面２３の先端付近において、ほぼ真正面に流れる。なお、前記第二吹出口２２か
ら吹き出す気流も、前記第二導向部２４によって前記第二導流面２３に向けられるので、
この第二導流面２３に確実に沿わせることができる。このように、前記両送風部３，４が
、それぞれ主気流Ｖｍを発生させる。
【００２２】
　なお、前述した通り、前記両吸入口１１，２１が、それぞれ縦長に形成されるので、外
気が上下方向の広い範囲から吸引される。このため、床Ｆ等の設置面上にある塵埃が多く
吸引されて捲き散らかされるということがない。また、前記主気流Ｖｍの発生源が、比較
的動作音の小さな前記両横断流ファン９，１９であることから、騒音を低く抑えることが
できる。更に、前述した通り、前記両吸入口１１，２１が、それぞれ反対称面Ｓ側（即ち
外側）に偏って設けられることで、前記両横断流ファン９，１９は、それぞれ対称面Ｓに
対し後方斜め外側から外気を吸引する。
【００２３】
　そして、前記両送風部３，４が、それぞれ主気流Ｖｍを発生させることで、これらの主
気流Ｖｍに伴って、従気流Ｖｓが発生する。この従気流Ｖｓは、前記流通空間Ｐを流通す
る内側従気流Ｖｓｉと、前記両送風部３，４の反対称面Ｓ側（即ち外側）を流通する外側
従気流Ｖｓｏとからなる。そして、前述した通り、前記両横断流ファン９，１９が、それ
ぞれ対称面Ｓに対し後方斜め外側から外気を吸引するので、前記流通空間Ｐの後方の外気
が、前記両吸入口１１，２１から吸引されず、内側従気流Ｖｓｉとして前記流通空間Ｐを
通過することができる。また、前記両導流面１３，２３に沿って前記主気流Ｖｍが流れる
ことで、前記両導流面１３，２３に沿う主気流Ｖｍに引きずられるように、前記内側従気
流Ｖｓｉが発生する。同時に、前記両導流面１３，２３に沿って前記主気流Ｖｍが流れる
ことで、前記流通空間Ｐに低圧領域が作り出され、前記流通空間Ｐの上流側（即ち後方）
から流通空間Ｐに外気が流入する。このように、前記両導流面１３，２３に沿って前記主
気流Ｖｍが流れることで、前記各吹出口１２，２２から吹き出されるだけの場合に比べ、
大きな風量を発生させることができる。また、前述した通り、前記両導流面１３，２３の
反対称面Ｓ側（即ち外側）に、それぞれ第一案内面１５、第二案内面２５を近接して設け
たことで、前記両ファンケーシング８，１８の外側で発生した外側従気流Ｖｓｏが前記両
案内面１５，２５に沿って流れるので、外側従気流Ｖｓｏを前記両導流面１３，２３に沿
って排出される主気流Ｖｍとスムーズに合流させることができるばかりでなく、両導流面
１３，２３の先端部における主気流Ｖｍの乱れを抑制することができる。更に、前述した
通り、前記両送風部３，４が対称面Ｓを基準として面対称であることから、前記流通空間
Ｐを通過する内側従気流Ｖｓｉは、前記第一送風部３側と第二送風部４側とでほぼ均等に
なる。同様に、外側従気流Ｖｓｏもまた、前記第一送風部３側と第二送風部４側とでほぼ
均等になる。従って、従気流Ｖｓの発生に偏りが生じにくくすることができる。
【００２４】
　なお、図６では、説明の簡略化のために、前記第一送風部３が発生させる主気流Ｖｍ及
び従気流Ｖｓのみを記載したが、前記第二送風部４においても、同様に主気流Ｖｍ及び従
気流Ｖｓが発生する。
【００２５】
　以上のように、本実施形態の送風機１は、第一吸入口１１と第一吹出口１２を有する第
一ファンケーシング８内に第一横断流ファン９を収容して構成された第一送風部３と、第
二吸入口２１と第二吹出口２２を有する第二ファンケーシング１８内に第二横断流ファン
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１９を収容して構成された第二送風部４とを、所定の間隔Ｇを置いて設け、前記第一吹出
口１２と第二吹出口２２とを何れも正面側に開口するように設けると共に、前記第一吹出
口１２及び第二吹出口２２の下流側である前方にそれぞれ第一導流面１３及び第二導流面
２３を設けたことで、両横断流ファン９，１９が発生させた主気流Ｖｍが、両吹出口１２
，２２から前方に吹き出した後、コアンダ効果によって両導流面１３，２３に沿って流れ
ると共に、主気流Ｖｍに伴って従気流Ｖｓが両送風部３，４間の流通空間Ｐ及び両送風部
３，４の外側において発生するので、主気流Ｖｍよりも多くの流量の風を送ることができ
ると共に、騒音を低く抑えることができ、更に、床Ｆ等の設置面上の塵埃を撒き散らしに
くくすることができるものである。
【００２６】
　また、対称面Ｓを基準として、前記第一送風部３と第二送風部４とを実質的に面対称と
することで、前記両送風部３，４間の流通空間Ｐにおいて従気流Ｖｓの発生に偏りが生じ
にくくすることができるものである。
【００２７】
　また、前記第一吸入口１１及び第二吸入口２１を、対称面Ｓに対し外向きに設けること
で、両送風部３，４間の外気が両吸引口１１，２１から吸引されにくくできるので、両送
風部３，４間からより多くの空気を内側従気流Ｖｓｉとして前方に送ることで、流量をよ
り増大させることができるものである。
【００２８】
　更に、前記第一導流面１３の反対称面Ｓ側に近接して、対称面Ｓとほぼ平行な第一案内
面１５を設けると共に、前記第二導流面２３の反対称面Ｓ側に近接して、対称面Ｓとほぼ
平行な第二案内面２５を設けることで、両送風部３，４の外側で発生した外側従気流Ｖｓ
ｏを、前記両導流面１３，２３に沿って排出される主気流Ｖｍとスムーズに合流させるこ
とができるばかりでなく、両導流面１３，２３の端部における主気流Ｖｍの乱れを抑制す
ることができるものである。
【００２９】
　次に、本発明の第二の実施形態について、図７に基づいて説明する。本実施形態の送風
機３１では、第一横断流ファン９と第二横断流ファン１９は、共通の電動機３２によって
駆動される。なお、前記第一横断流ファン９と第二横断流ファン１９は、歯車群３３によ
って、互いに逆回りに回転するように構成される。その他の構成については、第一の実施
形態と共通するので、説明を省略する。また、作用及び効果も第一の実施形態と共通する
ので、説明を省略する。
【００３０】
　次に、本発明の第三の実施形態について、図８乃至図１２に基づいて説明する。４１は
本発明の送風機である。この送風機４１は、基部２と、第一送風部４３と、第二送風部４
４と、頭部５とを有して構成される。なお、前記第一送風部４３と第二送風部４４は、そ
れぞれ縦長に構成されると共に、正面視で間隙Ｇを有して左右に並んで設けられる。また
、前記第一送風部４３と第二送風部４４は、対称面Ｓを基準として、実質的に面対称とな
る。
【００３１】
　前記基部２は、床Ｆ等の設置面に設置されるように構成される。また、前記基部２内に
は、第一電動機６及び第二電動機７が収容される。
【００３２】
　前記第一送風部４３は、前記基部２の上部左側に設けられる。そして、前記第一送風部
４３は、縦長の第一ファンケーシング４８、及び第一横断流ファン４９を有する。前記第
一ファンケーシング４８は、内部にファン収容室５０を有すると共に、後部に縦長の第一
吸入口５１を有し、前部に縦長の第一吹出口５２を有する。前記第一吹出口５２は、前方
に向けて開口すると共に、その下流側（即ち前方）には、縦長の第一導流面５３が形成さ
れる。この第一導流面５３は、前記第一吹出口５２の反対称面Ｓ側に設けられる。また、
前記第一導流面５３は、後述する第二導流面６３との間隔が前方ほど広がると共に、先端
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において主気流Ｖｍがほぼ真正面に向けて流れるように、上流側が凸状で下流側が凹状と
なる滑らかな曲面に形成される。そして、前記第一導流面５３の凸状部分は、前記第一吹
出口５２の近傍における対称面Ｓ側の側面５４の仮想延長面よりもやや突出する。更に、
前記第一導流面５３の反対称面Ｓ側には、第一案内面５５が近接して形成される。なお、
この第一案内面５５は、対称面Ｓとほぼ平行に形成される。そして、前記ファン収容室５
０内に、前記第一横断流ファン４９が収容される。この第一横断流ファン４９は、複数の
フィンが環状に並べられて、全体として細長い円筒状に形成され、回転軸Ｘ３が垂直とな
るように設けられると共に、前記基部２内の第一電動機６に接続される。なお、前記第一
吸入口５１には、使用者の指等が前記第一横断流ファン４９に触れないようにするための
ルーバ５６が設けられる。また、前記第一導流面５３は、前記第一吹出口５２の遠心側に
設けられる。
【００３３】
　前記第二送風部４４は、前記基部２の上部右側に設けられる。そして、前記第二送風部
４４は、縦長の第二ファンケーシング５８、及び第二横断流ファン５９を有する。前記第
二ファンケーシング５８は、内部にファン収容室６０を有すると共に、後部に縦長の第二
吸入口６１を有し、前部に縦長の第二吹出口６２を有する。前記第二吹出口６２は、前方
に向けて開口すると共に、その下流側（即ち前方）には、縦長の第二導流面６３が形成さ
れる。この第二導流面６３は、前記第二吹出口６２の反対称面Ｓ側に設けられる。また、
前記第二導流面６３は、第一導流面５３との間隔が前方ほど広がると共に、先端において
主気流Ｖｍがほぼ真正面に向けて流れるように、上流側が凸状で下流側が凹状となる滑ら
かな曲面に形成される。そして、前記第二導流面６３の凸状部分は、前記第二吹出口６２
の近傍における対称面Ｓ側の側面６４の仮想延長面よりもやや突出する。更に、前記第二
導流面６３の反対称面Ｓ側には、第二案内面６５が近接して形成される。なお、この第二
案内面６５は、対称面Ｓとほぼ平行に形成される。そして、前記ファン収容室６０内に、
前記第二横断流ファン５９が収容される。この第二横断流ファン５９は、複数のフィンが
環状に並べられて、全体として細長い円筒状に形成され、回転軸Ｘ４が垂直となるように
設けられると共に、前記基部２内の第二電動機７に接続される。なお、前記第二吸入口６
１には、使用者の指等が前記第二横断流ファン５９に触れないようにするためのルーバ６
６が設けられる。また、前記第二導流面６３は、前記第二吹出口６２の遠心側に設けられ
る。
【００３４】
　前述した通り、前記第一送風部４３と第二送風部４４は、対称面Ｓを基準として、実質
的に面対称となる。従って、前記第一ファンケーシング４８の形状と第二ファンケーシン
グ５８の形状は、左右が逆の構造となる。具体的には、前記第一ファンケーシング４８は
、前記第一吹出口５２が、やや反対称面Ｓ側である左側に偏って形成される。これに対し
、前記第二ファンケーシング５８は、前記第二吹出口６２が、やや反対称面Ｓ側である右
側に偏って形成される。また、前記第一ファンケーシング４８は、前記第一導流面５３が
、前記第一吹出口５２の反対称面Ｓ側である左側に、湾曲して形成される。これに対し、
前記第二ファンケーシング５８は、前記第二導流面６３が、前記第二吹出口６２の反対称
面Ｓ側である右側に、湾曲して形成される。更に、前記第一ファンケーシング４８は、前
記第一案内面５５が、前記第一導流面５３の反対称面Ｓ側である左側に近接して形成され
る。これに対し、前記第二ファンケーシング５８は、前記第二案内面６５が、前記第二導
流面６３の反対称面Ｓ側である右側に近接して形成される。また、前記第一横断流ファン
４９と第二横断流ファン５９も、対称面Ｓを基準として実質的に面対称となる（なお、前
記第一横断流ファン４９と第二横断流ファン５９の位相差は考慮しない。）。即ち、前記
第一横断流ファン４９と第二横断流ファン５９は、フィンの形成方向が逆であると共に、
前記第一横断流ファン４９の回転方向が平面視で左回りであり、前記第二横断流ファン５
９の回転方向が平面視で右回りである。
【００３５】
　前記頭部５は、前記第一送風部４３の上端部と前記第二送風部４４の上端部とを接続す
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るように設けられる。そして、前記頭部５には、操作部２８が設けられる。
【００３６】
　なお、本実施形態と第一の実施形態との相違点は、横断流ファンの回転方向と、導流面
の形成位置である。即ち、本実施形態では、前記第一横断流ファン４９の回転方向が平面
視で左回りであり、前記第二横断流ファン５９の回転方向が平面視で右回りであるのに対
し、第一の実施形態では、前記第一横断流ファン９の回転方向が平面視で右回りであり、
前記第二横断流ファン１９の回転方向が平面視で左回りである。また、本実施形態では、
前記第一導流面５３と第二導流面６３が、それぞれ、前記第一吹出口５２と第二吹出口６
２の遠心側に設けられるのに対し、第一の実施形態では、前記第一導流面１３と第二導流
面２３が、それぞれ、前記第一吹出口１２と第二吹出口２２の回転軸Ｘ１，Ｘ２側に設け
られる。
【００３７】
　次に、本実施形態の作用について説明する。使用者が前記操作部２８を操作して、前記
送風機４１の運転を開始すると、前記両電動機６，７が作動する。これらの電動機６，７
が作動することによって、前記両送風部４３，４４の横断流ファン４９，５９が、回転軸
Ｘ３，Ｘ４を中心に回転する。前述した通り、前記第一横断流ファン４９は、平面視で左
回りに回転する。これに対し、前記第二横断流ファン５９は、平面視で右回りに回転する
。なお、前記第一横断流ファン４９の回転数は、前記第二横断流ファン５９の回転数と同
じである。前記第一横断流ファン４９が回転することで、外気が前記第一吸入口５１から
吸引され、第一吹出口５２から勢いよく吹き出す。この第一吹出口５２から吹き出した気
流は、図１０に示すように、コアンダ効果によって、前記両送風部４３，４４間に規定さ
れた流通空間Ｐ内で前記第一導流面５３に沿って外側に流れ、更に、前記第一導流面５３
の先端付近において、ほぼ真正面に流れる。同様に、前記第二横断流ファン５９が回転す
ることで、外気が前記第二吸入口６１から吸引され、第二吹出口６２から勢いよく吹き出
す。この第二吹出口６２から吹き出した気流も、図１０に示すように、コアンダ効果によ
って、前記流通空間Ｐ内で前記第二導流面６３に沿って外側に流れ、更に、前記第二導流
面６３の先端付近において、ほぼ真正面に流れる。このように、前記両送風部４３，４４
が、それぞれ主気流Ｖｍを発生させる。
【００３８】
　なお、前述した通り、前記両吸入口５１，６１が、それぞれ縦長に形成されるので、外
気が上下方向の広い範囲から吸引される。このため、床Ｆ等の設置面上にある塵埃が多く
吸引されて捲き散らかされるということがない。また、前記主気流Ｖｍの発生源が、比較
的動作音の小さな前記両横断流ファン４９，５９であることから、騒音を低く抑えること
ができる。
【００３９】
　そして、前記両送風部４３，４４が、それぞれ主気流Ｖｍを発生させることで、これら
の主気流Ｖｍに伴って、従気流Ｖｓが発生する。この従気流Ｖｓは、前記流通空間Ｐを流
通する内側従気流Ｖｓｉと、前記両送風部４３，４４の反対称面Ｓ側（即ち外側）を流通
する外側従気流Ｖｓｏとからなる。そして、前記両横断流ファン４９，５９が、それぞれ
後方から外気を吸引すると共に、前記流通空間Ｐの後方の外気の一部が、内側従気流Ｖｓ
ｉとして前記流通空間Ｐを通過する。また、前記両導流面５３，６３に沿って前記主気流
Ｖｍが流れることで、前記両導流面５３，６３に沿う主気流Ｖｍに引きずられるように、
前記内側従気流Ｖｓｉが発生する。同時に、前記両導流面５３，６３に沿って前記主気流
Ｖｍが流れることで、前記流通空間Ｐに低圧領域が作り出され、前記流通空間Ｐの上流側
（即ち後方）から流通空間Ｐに外気が流入する。このように、前記両導流面５３，６３に
沿って前記主気流Ｖｍが流れることで、前記各吹出口５２，６２から吹き出されるだけの
場合に比べ、大きな風量を発生させることができる。また、前述した通り、前記両導流面
５３，６３の反対称面Ｓ側（即ち外側）に、それぞれ第一案内面５５、第二案内面６５を
近接して設けたことで、前記両ファンケーシング４８，５８の外側で発生した外側従気流
Ｖｓｏが前記両案内面５５，６５に沿って流れるので、外側従気流Ｖｓｏを前記両導流面
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５３，６３に沿って排出される主気流Ｖｍとスムーズに合流させることができるばかりで
なく、両導流面５３，６３の端部における主気流Ｖｍの乱れを抑制することができる。更
に、前述した通り、前記両送風部４３，４４が対称面Ｓを基準として面対称であることか
ら、前記流通空間Ｐを通過する内側従気流Ｖｓｉは、前記第一送風部４３側と第二送風部
４４側とでほぼ均等になる。同様に、外側従気流Ｖｓｏもまた、前記第一送風部４３側と
第二送風部４４側とでほぼ均等になる。従って、従気流Ｖｓの発生に偏りが生じにくくす
ることができる。
【００４０】
　なお、図１１では、説明の簡略化のために、前記第一送風部４３が発生させる主気流Ｖ
ｍ及び従気流Ｖｓのみを記載したが、前記第二送風部４４においても、同様に主気流Ｖｍ
及び従気流Ｖｓが発生する。
【００４１】
　以上のように、本実施形態の送風機４１は、第一吸入口５１と第一吹出口５２を有する
第一ファンケーシング４８内に第一横断流ファン４９を収容して構成された第一送風部４
３と、第二吸入口６１と第二吹出口６２を有する第二ファンケーシング５８内に第二横断
流ファン５９を収容して構成された第二送風部４４とを、所定の間隔Ｇを置いて設け、前
記第一吹出口５２と第二吹出口６２とを何れも正面側に開口するように設けると共に、前
記第一吹出口５２及び第二吹出口６２の下流側である前方にそれぞれ第一導流面５３及び
第二導流面６３を設けたことで、両横断流ファン４９，５９が発生させた主気流Ｖｍが、
両吹出口５２，６２から前方に吹き出した後、コアンダ効果によって両導流面５３，６３
に沿って流れると共に、主気流Ｖｍに伴って従気流Ｖｓが両送風部４３，４４間の流通空
間Ｐ及び両送風部４３，４４の外側において発生するので、主気流Ｖｍよりも多くの流量
の風を送ることができると共に、騒音を低く抑えることができ、更に、床Ｆ等の設置面上
の塵埃を撒き散らしにくくすることができるものである。
【００４２】
　また、対称面Ｓを基準として、前記第一送風部４３と第二送風部４４とを実質的に面対
称とすることで、前記両送風部４３，４４間の流通空間Ｐにおいて従気流Ｖｓの発生に偏
りが生じにくくすることができるものである。
【００４３】
　更に、前記第一導流面５３の反対称面Ｓ側に近接して、対称面Ｓとほぼ平行な第一案内
面５５を設けると共に、前記第二導流面６３の反対称面Ｓ側に近接して、対称面Ｓとほぼ
平行な第二案内面６５を設けることで、両送風部４３，４４の外側で発生した外側従気流
Ｖｓｏを、前記両導流面５３，６３に沿って排出される主気流Ｖｍとスムーズに合流させ
ることができるばかりでなく、両導流面５３，６３の端部における主気流Ｖｍの乱れを抑
制することができるものである。
【００４４】
　次に、本発明の第四の実施形態について、図１３及び図１４に基づいて説明する。７１
は本発明の送風機である。この送風機７１は、基部７２と、第一送風部７３と、第二送風
部７４と、第三送風部７５と、第四送風部７６とを有して構成される。なお、前記第一送
風部７３と第二送風部７４は、それぞれ縦長に構成されると共に、正面視で間隙Ｇｘを有
して左右に並んで設けられる。同様に、前記第三送風部７５と第四送風部７６は、正面視
で間隔Ｇｙを有して上下に並んで設けられる。そして、前記第一送風部７３、第二送風部
７４、第三送風部７５、第四送風部７６は、方形状に並べて一体的に形成される。また、
前記第一乃至第四送風部７３，７４，７５，７６は、対称面Ｓを基準として、実質的に面
対称となる。なお、前記第一乃至第四送風部７３，７４，７５，７６の構造は、上記第一
の実施形態と同様である。従って、その他の構成については、説明を省略する。また、作
用及び効果も第一の実施形態と共通するので、説明を省略する。
【００４５】
　なお、本発明は以上の実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種々
の変形実施が可能である。例えば、上記各実施形態では、両送風部間に規定された流通空
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間に面するように導流面を設けたが、流通空間の外側にもコアンダ効果によって主気流を
沿わせるための導流面を設けてもよい。また、上記各実施形態では、後方斜め外側、或い
は後方を向くように吸入口を形成したが、送風部同士の間隔や導流面の形状、或いは横断
流ファンの形状等の工夫によって、十分な従気流を流通空間に発生させることができるの
であれば、後方斜め内側を向くように吸込口を開口させてもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１，３１，４１，７１　送風機
　３，４３，７３　第一送風部
　４，４４，７４　第二送風部
　８，４８　第一ファンケーシング
　９，４９　第一横断流ファン
　１１，５１　第一吸入口
　１２，５２　第一吹出口
　１３，５３　第一導流面
　１５，５５　第一案内面
　１８，５８　第二ファンケーシング
　１９，５９　第二横断流ファン
　２１，６１　第二吸入口
　２２，６２　第二吹出口
　２３，６３　第二導流面
　２５，６５　第二案内面
　Ｇ　間隙
　Ｓ　対称面
　Ｖｍ　主気流
　Ｖｓ　従気流
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