(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

公開特許公報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開2003−294301
(43)公開日
(51)Int.Cl.

７

識別記号

F24F 13/08

ＦＩ

テーマコート゛ (参考)

F24F 13/08

審査請求
(21)出願番号

特願2002−95780(Ｐ2002−95780)

(22)出願日

平成14年３月29日(2002.3.29)

（Ｐ２００３−２９４３０１Ａ）
平成15年10月15日(2003.10.15)

(71)出願人

A

未請求 請求項の数８

3L081

ＯＬ （全６頁）

501137577
独立行政法人航空宇宙技術研究所
東京都調布市深大寺東町７丁目44番地１

(72)発明者

石井 達哉
東京都調布市深大寺東町７−44−１
行政法人

(72)発明者

航空宇宙技術研究所内

生沼 秀司
東京都調布市深大寺東町７−44−１
行政法人

(74)代理人

独立

独立

航空宇宙技術研究所内

100092200
弁理士

大城 重信 （外３名）

最終頁に続く
(54)【発明の名称】騒音抑制型回転ノーズ
(57)【要約】
【課題】

ノーズ体に形成される噴出孔の孔径を細径化

することにより、ノーズ等の形状や構造を大幅に変更す
ることなく、干渉騒音の原因を取り除いて静音な騒音抑
制型回転ノーズを提供する。
【解決手段】

ノーズ体４に形成された噴出孔２は、総

空気噴出量を変えずに、孔径が下流に存在する動翼のよ
うな干渉物体の正面厚さの１／２以下となるように多数
に細分化されている。噴出孔２から周囲流体中に噴出さ
れる噴出渦の構造が微細化して、渦の規模が弱小化す
る。噴出渦の干渉物体との空力干渉は弱められ且つ噴出
渦の空気流への拡散が速められ、主流空気分布の乱れが
抑制されると共に、噴出渦同士の干渉や噴出孔でのキャ
ビティ音の発生が抑制される。ノーズの外形変更や部品
点数増なしに、干渉音レベルを軽減することができる。
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【特許請求の範囲】

（ａ）の縦断面図、同（ｃ）は（ａ）の一部拡大図であ

【請求項１】

周囲流体中に流体を噴出する噴出孔が形

る。図４に示す冷却ファン２０は、空気取り入れ口から

成された回転するノーズ体を備え、前記ノーズ体から前

フィルタ（共に図示せず）を通して吸い込んだ空気流２

記周囲流体の流れ下流には前記噴出孔から噴出した前記

１をファン周囲に巡らされた熱交換器２６を通過させて

流体と干渉する干渉物体が置かれており、前記噴出孔の

冷空気２２として吹き出す。ファン動翼部２３は、中央

等価孔直径を前記干渉物体の正面厚さの１／２以下に細

に配置され且つ駆動源にて駆動されるノーズ体２４、及

分化したことから成る騒音抑制型回転ノーズ。

びノーズ体２４と一体的に外方に延び且つ周方向に列状

【請求項２】

に配置された動翼２５を備えている。空気取り入れ口を

前記噴出孔は、矩形、菱形その他の多角

形、又は円形、楕円形その他の曲線形の孔形状を有する
ことから成る請求項１に記載の騒音抑制型回転ノーズ。
【請求項３】

通過してファン動翼部２３に流入した空気流２１は、動
10

前記噴出孔は、前記ノーズ体の回転方向

翼２５によって流れ方向を冷却ファン２０の軸方向から
半径方向に変更されて熱交換器２６にて熱交換を行い、

後方に傾斜した孔方向を有することから成る請求項１又

冷空気２２として室内に放出される。

は２に記載の騒音抑制型回転ノーズ。

【０００３】ファン動翼部２３を通過した冷空気２２の

【請求項４】

前記噴出孔の前記孔方向は、前記ノーズ

一部は、動翼２５の下面に開口する導入口２７から冷却

体の回転方向に沿う方向とされていることから成る請求

空気３０としてノーズ２４内に吸入され、ノーズ体２４

項３に記載の騒音抑制型回転ノーズ。

内部に存在する軸受等の高温部分を冷却するのに用いら

【請求項５】

前記噴出孔は、等間隔配置、千鳥配置又

れる。冷却を終えた冷却空気３０は、ノーズ体２４の上

はランダム配置となる互いの位置関係に配列されている

部において等間隔に形成されている噴出孔２８を通して

ことから成る請求項１〜４のいずれか１項に記載の騒音

ノーズ体２４の周囲流体である外気中に噴出される。

抑制型回転ノーズ。
【請求項６】

20

【０００４】噴出孔２８を通して外気中に噴出される噴

前記噴出孔の開度並びに噴出流体の前記

出流には、通常、噴出渦として空気渦３１が生じる。空

噴出方向及び噴出流速は、噴射された前記流体の前記干

気渦３１が干渉音を発生させる概要が、図５に示されて

渉物体との干渉の大きさ及び前記周囲流体との混合度合

いる。即ち、このような冷却ファン２０の現行モデルの

に応じて変更されることから成る請求項１〜５のいずれ

中には、噴出孔２８は下流側に位置する動翼２５の厚さ

か１項に記載の騒音抑制型回転ノーズ。

を超えるほどの大径に形成されているものがある。この

【請求項７】

前記ノーズ体は、前記噴出孔として機能

場合、噴出渦３１は大規模渦となり、そうした噴出渦３

する微細孔が多数形成されている多孔質材から形成され

１が下流において回転している動翼２５に至る空気流２

ていることから成る請求項１に記載の騒音抑制型回転ノ

１の流速分布を乱すと共に噴出渦３１それ自体の拡散が

ーズ。

不十分なまま動翼２５に衝突する。動翼２５は干渉物体

【請求項８】

前記ノーズ体は前記周囲流体としての周

30

として働き、空気流２１の流速分布乱れや噴出渦３１の

囲空気に流れを生じさせる動翼を前記干渉物体として取

動翼２５との衝突は、その時に出る大きな干渉音の発生

り付けた状態でファンに適用されており、前記流体は前

原因となる。また、噴出孔２８の孔寸法が大きいため、

記ノーズ体の内部の高温部分を冷却した冷却空気であ

ノーズ体２４の表面でのキャビティ音発生の虞れがあ

り、前記噴出孔の総孔面積は前記冷却空気の通気量を確

る。

保することができる面積に設定されていることから成る

【０００５】大規模な噴出渦３１と動翼２５による干渉

請求項１〜７のいずれか１項に記載の騒音抑制型回転ノ

音を低減する技術として、ノーズ体２４に傘を被せ、噴

ーズ。

出渦３１を傘とノーズ体２４との間で均一化して端部の

【発明の詳細な説明】

スリットから排出させる技術や、流入空気流分布に適合

【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、空調機器、家電

させて動翼２５を三次元形状とすることで流入乱れを抑
40

制する技術がある。しかし、傘を付加することは部品点

製品、ＯＡ機器等の空気流れを伴う各種機器に適用可能

数が増加する上、傘の存在による空力性能への影響が懸

な、乱れ及び騒音の抑制を図った騒音抑制型回転ノーズ

念される。動翼２５の三次元形状化には形状決定のため

に関する。

の費用がかさむことが予想される。

【０００２】

【０００６】一方、噴出孔２８が無い場合にも、フィル

【従来の技術】従来、家庭用又は業務用空調機器の冷却

タ用のフレームによる入り口乱れや鈍頭形状を通過する

ファンの中には、モータ、軸受等の発熱部分又は高温部

際の剥離は、動翼２５と干渉して干渉音の発生原因とな

分を空冷する目的で、流入空気の一部を抽気する構造を

る。従来技術として、上流乱れの原因となるフレームと

有するものがある。図４に、流入空気の一部を抽気して

の距離を大きくすることや、動翼２５の形状を最適化す

冷却に用いる天吊型室内空調機のファン構造の一例を示

ることなどが考えられるが、装置大型化や製作コスト上

す。図４（ａ）はファン構造の下面図、同（ｂ）は

50

昇という問題が生じる。
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【０００７】空気流れが引き起こす騒音抑制の技術の一

との衝突時の圧力変動の度合いが軽減され、干渉音レベ

つとして、特開平１１−１７３６４６号公報に開示され

ルが軽減される。なお、噴出孔の等価孔直径とは、噴出

ている空調用吹出しグリルがある。この空調用吹出しグ

孔の孔開口面積を同じ面積の真円に置き換えたときのそ

リルは、吹き出した後における空調エリア内の循環空気

の円の直径である。

の巻き込みに加えて、吹き出す前においても吹出しグリ

【００１２】また、この騒音抑制型回転ノーズによれ

ル内での随伴流によって、空調エリア内の循環流量を大

ば、噴出渦の微細構造によって噴出渦自身の周波数が高

きくすることから成っている。こうした構成によって、

周波数域になり、距離減衰や反射・透過による音圧レベ

空気循環量を増大させても騒音が増大しない工夫が図ら

ルが低下する。ノーズ体の表面に開口する噴出孔は窪み

れている。
【０００８】

をなすためにキャビティ音の発生原因となるが、噴出孔
10

の細径化によって窪みに接する空気層のスケールが小さ

【発明が解決しようとする課題】そこで、現行の動翼や

くなり、キャビティ音の共鳴周波数は、十分高域、即ち

ノーズの形状や構造を大幅に変更することなく、干渉騒

騒音として問題となる周波数帯域の外側に移動する。

音の原因を取り除く点で解決すべき課題がある。干渉騒

【００１３】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

音の原因としては、（１）噴出渦と動翼との間の干渉、

噴出孔の孔形状は、矩形、菱形その他の多角形、又は円

（２）噴出渦の主流への拡散が遅れることによる不均一

形、楕円形その他の曲線形とすることができる。噴出孔

な主流速度分布、（３）噴出渦同士の干渉、及び（４）

の正面形状に関しては、渦の噴出角度や拡散の度合いが

噴出孔でのキャビティ音発生等が挙げられる。

調節でき、干渉音の抑制につながる。噴出孔の正面形状

【０００９】この発明の目的は、空気流れを伴う各種機

は、通常は円形であるが、それ以外にも、楕円の他任意

器に用いられるノーズにおいて、干渉騒音を抑制して騒

の曲線形、又は矩形、菱形等の任意の多角形形状とする

音抑制型回転ノーズを提供することであり、具体的に

20

ことができる。

は、ファン性能に影響を及ぼす形状変更や部品点数の増

【００１４】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

大を回避しながら、（１）噴出渦と動翼との間の干渉を

噴出孔は、前記ノーズ体の回転方向後方に傾斜した孔方

弱め、（２）噴出渦の主流への拡散を早めて主流速度分

向を有することができる。噴出孔の孔方向は、ノーズ体

布を均一化し、（３）噴出渦同士の干渉を弱め、（４）

の表面の法線方向に形成するのが一般的ではあるが、噴

噴出孔でのキャビティ音発生を抑制することである。

出渦同士の干渉を避けることができれば、任意の方向で

【００１０】

あってもよく、また、渦の空気流への拡散を早めるに

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた

は、周囲流体の流れ方向と噴出流体の主たる流れ方向と

め、この発明による騒音抑制型回転ノーズは、周囲流体

のなす角度が小さくなる方向とするのが好ましい。更

中に流体を噴出する噴出孔が形成された回転するノーズ

に、噴出孔については、個々に又はグループで噴射角度

体を備え、前記ノーズ体から前記周囲流体の流れ下流に

30

を変えてもよい。噴射孔の孔方向の変更によって、周囲

は前記噴出孔から噴出した前記流体と干渉する干渉物体

流体の主たる流れとのせん断が弱められて渦生成が抑制

が置かれており、前記噴出孔の等価孔直径を前記干渉物

される。

体の正面厚さの１／２以下に細分化したことから成って

【００１５】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

いる。

噴出孔の前記孔方向は、前記ノーズ体の回転方向に沿う

【００１１】この騒音抑制型回転ノーズによれば、回転

方向とすることができる。噴出孔の孔方向をノーズの回

するノーズ体には周囲流体中に流体を噴出する噴出孔が

転方向に沿わせることによって、遠心方向への空気の噴

形成されており、ノーズ体から周囲流体の流れ方向下流

出が促進され、ノーズ体の内圧が下がり、流体の吸い込

には、噴出孔からの噴出流と干渉する干渉物体が置かれ

みが促進される。このとき、噴出渦の放出方向は周囲流

ており、噴出孔からの噴出流に生成する噴出渦は下流に
置かれた干渉物体と空力干渉しようとする。渦と干渉物

体の流れの主流方向に近づくことになり、同一回転速度
40

でノーズを回転させた時の渦の噴出速度が上昇し、ノー

体との間の空力干渉を弱めかつ渦の空気流への拡散を早

ズ内圧を更に下げることが可能である。こうした孔方向

めるためには、噴出孔から噴出された流体の個々の渦寸

を有する噴出孔を流れる流体が冷却用の空気である場

法を小さくすることが有効である。この発明では、噴出

合、ノーズに吸入する冷却空気量を増やすことができ、

孔の等価孔直径を干渉物体の正面厚さの１／２以下に細

冷却効率も向上する。

分化、即ち、開口部の面積が保たれるように孔径を減ら

【００１６】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

して孔数を増やしているので、同一流量の条件下では、

噴出孔は、等間隔配置、千鳥配置又はランダム配置とな

噴出孔から噴出された流体に生じる渦（以下、「噴出

る互いの位置関係に配列させることができる。噴射孔同

渦」という）の構造が微細となる結果、噴出渦の主流空

士の配置を、等間隔配置の他、不等間隔配置及びランダ

気への拡散が速められて、主流空気分布の乱れが抑制さ

ム配置とすることにより、噴出渦同士の衝突等の相互干

れ、干渉物体との空力干渉、換言すると、噴出渦と動翼

50

渉や主流空気中の乱塊を抑制することができる。
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【００１７】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

ンとしての冷却性能を損なわないために冷却空気量を同

噴出孔の開度並びに噴出流体の前記噴出方向及び噴出流

じにする必要から、噴出孔２の総面積を従来の噴出孔２

速を、噴射された前記流体の前記干渉物体との干渉の大

８の総面積と同じにするように等価孔直径を定めると共

きさや前記周囲流体との混合度合に応じて、変更するこ

に噴出孔２の数が増加されている。噴出孔２の配置は、

とができる。例えば、冷却空気放出孔の細径化によっ

この例では、同心円周上に隔置して並んだ規則的な配置

て、共鳴周波数が十分高域へ移動することになり、キャ

とされている。

ビティ音の抑制を図ることができる。既存のノーズ表面

【００２２】噴出孔２の孔寸法が小さくされているの

の孔数と孔径を変更する機構を設けることにより、ノー

で、噴出孔２から噴出される噴出流５内に生じる個々の

ズ形状それ自体や部品点数の変更を避けつつ、噴出流体
の噴出方向及び噴出流速を変更することができる。

噴出渦の寸法が小さくなると共に、噴出渦は空気主流３
10

内で急速に拡散される。従って、噴出渦と動翼２５との

【００１８】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

間の空力干渉が弱くなり且ついずれも干渉音の音圧軽減

ノーズ体は、前記噴出孔として機能する微細孔が多数形

に効果がある。また、噴出渦の小型化によって干渉音の

成されている多孔質材から形成することができる。ノー

周波数が高周波数化されるので、干渉音の早期の減衰が

ズ全体を、表面形状を留めたまま多孔質材で成形するこ

促進される。更に、噴射孔２の細径化によって、噴射孔

とで、ノーズ表面からの空気噴出量を一様にでき、渦寸

２によって形成される窪みに接する空気層のスケールが

法も微小に抑制することができる。

小さくなり、噴出流５のキャビティ音の共鳴周波数が十

【００１９】この騒音抑制型回転ノーズにおいて、前記

分高域音となるので、キャビティ音は騒音と認識され難

ノーズ体は前記周囲流体としての周囲空気に流れを生じ

くなると共に早期減衰が促進される。噴出渦の空気流へ

させる動翼を前記干渉物体として取り付けた状態でファ

の拡散を早めるには、噴出孔２の正面形状を矩形、菱形

ンに適用されており、前記流体は前記ノーズ体の内部の

20

その他の多角形、又は円形、楕円形その他の曲線形とす

高温部分を冷却した冷却空気とすることができる。その

ることができる。噴出孔２の配置についても、等間隔配

際、前記噴出孔の総孔面積については、前記冷却空気の

置の他、千鳥配置、不等間隔配置等の適当に分散したラ

通気量を確保することができる面積に設定することが好

ンダム配置とすることによって噴出渦同士の干渉を抑制

ましい。ノーズ体がファンに適用されるときには、ノー

することもできる。

ズ体内の軸受等の高温部分を冷却し空気噴出孔から噴出

【００２３】図２は、この発明による騒音抑制型回転ノ

した冷却空気は、干渉物体としての動翼に衝突して周囲

ーズの別の実施例を示し、（ａ）は一部断面図、（ｂ）

に干渉音を生じるが、噴出孔の孔径を細分化することに

は一部下面図、（ｃ）は（ａ）に示す図のＡ−Ａ断面図

よってこうした干渉音を抑制して、静音化を図ることが

である。図２に示す騒音抑制型回転ノーズの実施例で

可能である。

は、噴出孔１２の孔方向及び互いの位置関係が異なる以

【００２０】
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外、構造上相違するところはないので、図１に記載のも

【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づいて、

のと同様の機能を奏する部位等には同じ符号を付して再

この発明による騒音抑制型回転ノーズの実施例を説明す

度の説明を省略する。図２に示す実施例では、噴出孔１

る。図１〜図３はこの発明による騒音抑制型回転ノーズ

２は、ノーズ体１の回転方向に沿って孔加工されてい

の各実施例を示す図である。上記の各図において、騒音

る。具体的には、噴出孔１２は、ノーズ体１の回転面と

抑制型回転ノーズが適用されるファン構造は、図４に示

平行な面内においてノーズ体１の回転方向に対して後方

す従来のファン構造と同じであるので、再度の詳細な説

に傾斜した孔方向を有している。また、隣接する噴出孔

明を省略する。

１２を噴出渦同士が干渉しないよう配置されている。従

【００２１】図１は、この発明による騒音抑制型回転ノ

って、噴出流１５の噴出方向はノーズ体１の周りの流れ

ーズの一実施例を示し、（ａ）は一部断面図、（ｂ）は
一部下面図である。図１に示す騒音抑制型回転ノーズに

である空気主流３の方向に近づけられており、空気主流
40

３とのなす角度θは小さくなっている。噴出孔１２の孔

よれば、ノーズ体１の頂点に近い領域において多数の噴

方向をこのように設定することによって、ノーズ体１か

出孔２（簡素化のため一部にのみ符号を付す）が形成さ

ら噴出孔１２を通って遠心方向へ吹き出す空気の噴出が

れている。噴出孔２は細径孔として形成されており、孔

促進され、ノーズ体１の内圧が下がり、所謂ポンピング

方向はノーズ体１の軸線方向に平行な方向である。ノー

作用によって、冷却空気４の吸い込みが促進される。ま

ズ体１の周囲を流れる周囲流体である空気は、空気主流

た、噴出流１５内の渦の空気主流３への拡散が促進され

３で示すように動翼２５の吸い込み作用によってノーズ

る。

体１の輪郭に沿って流れるが、ノーズ体１の内部を流れ

【００２４】図３は、この発明による騒音抑制型回転ノ

る冷却空気４はノーズ体１の軸線方向に平行な方向に噴

ーズの他の実施例を示し、（ａ）は一部断面図、（ｂ）

射される。噴出孔２は、孔径を動翼２５の正面厚さ１／

は一部下面図である。図３に示す騒音抑制型回転ノーズ

２〜１／１０のオーダーとされている。この際に、ファ

50

の実施例では、噴出孔の形成の仕方が異なる以外、構造

( 5 )
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上相違するところはないので、図１に記載のものと同様

がら、噴出渦と動翼との間の干渉を弱め、噴出渦の空気

の機能を奏する部位等には同じ符号を付して再度の説明

主流への拡散を早めて空気主流の速度分布を均一化し、

を省略する。この実施例では、ノーズ体１１は、例え

噴出渦同士の干渉を弱め、噴出孔でのキャビティ音発生

ば、セラミックス材料である微粉末の焼成によって形成

を抑制することができる。噴出孔の向きや配置を工夫す

されるセラミックスで成っており、ノーズ体１１の表面

ることによって冷却流体の吸い込みを促進することがで

形状は、図１のノーズ体１の形状を保っている。ノーズ

きる。更に、この発明によれば、既存のノーズ体の表面

体１１は、全体が多孔質材で成形されているので、ノー

の孔数と孔径を変更するだけの改造にとどめているの

ズ体１１の表面全体から冷却空気が噴出する。単位表面

で、ノーズの全体形状や部品点数の変更が避けられ、既

からの空気噴出量が一様になると共に、多孔質の孔から
吹き出る渦寸法も微小なものに抑制することができ、空

存ノーズにそのまま適用することができる。
10

【図面の簡単な説明】

気主流３との速度分布が素早く一様化する。その結果、

【図１】この発明による騒音抑制型回転ノーズの一実施

微小噴出渦と干渉物体である動翼２５との衝突干渉も弱

例を示す図である。

まり、騒音抑制が期待される。

【図２】この発明による騒音抑制型回転ノーズの別の実

【００２５】上記に好ましい実施例を挙げて説明した

施例を示す図である。

が、この発明による騒音抑制型回転ノーズはこれらの実

【図３】この発明による騒音抑制型回転ノーズの他の実

施例に限定されるものではなく、種々の変更が可能であ

施例を示す図である。

る。即ち、一例として、噴出孔２，１２のように、噴出

【図４】従来の天吊室内空調機用ファンの一例を示す図

孔の方向をノーズ体１の表面の法線方向の他、主流空気

である。

３と噴出流のなす角度が小さくなる任意の方向とするこ

【図５】図４に示すファンにおいて噴出渦と干渉物体と

とができる。また、噴出孔の開度も、総空気噴出量を変

20

の干渉の概要を示す図である。

えないとの条件の下で任意に変更可能である。

【符号の説明】

【００２６】

１

ノーズ体

２

噴出孔

【発明の効果】この発明による騒音抑制型回転ノーズ

３

空気主流

４

冷却空気

は、上記のように、周囲流体中に流体を噴出する噴出孔

５

噴出流

１２，１５ 噴出

が形成された回転するノーズ体を備え、噴出孔の等価孔

孔

直径を、ノーズ体から周囲流体の流れ下流に置かれ且つ

２０

冷却ファン

２１ 空気流

噴出孔から噴出した流体と干渉する干渉物体の正面厚さ

２２

冷空気

２３ ファン動翼

の１／２以下に細分化したことから成っているので、干

部

渉物体に衝突する噴出孔からの噴出渦が小型化され、衝

２４

ノーズ体

２５ 動翼（干渉

突時の干渉騒音を抑制した騒音抑制型回転ノーズを提供

30

物体）

することができる。この騒音抑制型回転ノーズは、空気

２６

熱交換器

２７ 導入口

流れを伴う各種機器に用いるのに好適であり、具体的に

２８

噴出孔

３０ 冷却空気

は、噴出渦の規模を小型化することによって、ファン性

３１

空気渦

能に影響を及ぼす形状変更や部品点数の増大を回避しな
【図１】

【図２】

【図３】

( 6 )
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【図４】

【図５】
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