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(57)【要約】
　電気部材、機械部材、電気機械部材等を収容したハウ
ジングを換気するための要素（１）であって、外側円筒
状壁（３）を有し、第１端（４）において閉止部分（５
）によって閉じられた硬質の本体（２）を備え、前記外
側円筒状壁（３）が、ハウジングに連結される第２端（
７）において開いており、前記硬質の本体（２）が、少
なくとも部分的に変形する材料からなる内部部材（１５
）を収容し、内部部材が、硬質の本体（２）の閉止部分
（５）に近くフィルター膜（２５）を担持する第１端（
１４）と前記ハウジングに面した開いた第２端（１７）
を有する。前記閉止部分（５）から、前記内部部材（１
５）を収容した内側円筒状部分（１０）が突出し、この
内部部材を硬質の本体（２）内に保持するよう、締まり
嵌めによって内部部材に連結している。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のヘッドライトなどの電気部材、機械部材、電気機械部材等を収容したハウジン
グ、又は複数個の電気部材又は電気部品のためのハウジングを換気するための換気機器（
１）であって、
　外側円筒状壁（３）を有し、第１端（４）において閉止部分（５）によって閉じられた
硬質の本体（２）を備え、前記外側円筒状壁（３）が、ハウジングに連結される第２端（
７）において開いており、前記硬質の本体（２）が、少なくとも部分的に変形する材料か
らなる内部部材（１５）を収容し、内部部材が、硬質の本体（２）の閉止部分（５）の近
傍で、フィルター膜（２５）を担持する第１端（１４）と前記ハウジングに面した開いた
第２端（１７）を有する換気機器において、
　前記閉止部分（５）から、前記内部部材（１５）を収容した内側円筒状部分（１０）が
突出し、この内部部材を硬質の本体（２）内に保持するよう、締まり嵌めによって内部部
材に連結していることを特徴とする要素。
【請求項２】
　前記内側円筒状部分（１０）が、外側円筒状壁（３）と平行に、前記硬質の本体（２）
の第２端まで延びていることを特徴とする請求項１に記載の要素。
【請求項３】
　前記内側円筒状部分（１０）と前記外側円筒状壁（３）との間には、前記変形する部材
の第１端（１４）と前記硬質の本体（２）の閉止部分（５）との間に配置されたコンパー
トメント（１３）と連通した隙間（１２）が存在し、前記連通が、前記閉止部分（５）の
近傍で前記内側円筒状部分（１０）に設けられたスロット（２２）によって得られ、前記
スロット（２２）が、前記内部部材（１５）と協働し、内部部材を硬質の本体（２）に固
定するのに寄与していることを特徴とする請求項２に記載の要素。
【請求項４】
　前記内側円筒状部分（１０）が、硬質の本体（２）内を延びているが、前記硬質の本体
の第２端（７）の手前で終わっていることを特徴とする請求項１に記載の要素。
【請求項５】
　前記閉止部分（５）の近傍で又は閉止部分において、前記硬質の本体（２）が、前記閉
止部分（５）と前記内部部材（１５）の第１端（１４）との間に存在するコンパートメン
ト（１３）と連通する少なくとも１個の開口部（４０）を有する請求項１又は請求項１及
び請求項４に記載の要素。
【請求項６】
　各開口部（４０）又はスロット（２１）の箇所において、前記硬質の本体（２）内で前
記閉止部分（５）から隆起する肩部（２１）を備えていることを特徴とする請求項３又は
５に記載の要素。
【請求項７】
　前記外側円筒状壁（３）に固定された肩部すなわち直立部（４３）が、前記内側円筒状
部分（１０）から延び、前記内部部材（１５）と協働することを特徴とする請求項４に記
載の要素。
【請求項８】
　前記硬質の本体は、一体部品であり、連続性が途切れることなく、前記外側円筒状壁（
３）、前記閉止部分（５）及び前記内側円筒状部分（１０）を備え、前記硬質の本体は、
プラスチック又は焼結材料からなり、したがって、前記外側円筒状壁（３）と前記内側円
筒状部分（１０）との間の隙間（１２）は、変形せず、換気気流が経時的に不変であるこ
とを可能にすることを特徴とする請求項１に記載の要素。
【請求項９】
　前記内部部材が、天然ゴム又は合成ゴム等の可撓性材料からなることを特徴とする請求
項１に記載の要素。
【請求項１０】
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　前記フィルター膜が、平坦な又は凹の若しくは凸の形状を有し、フィルター膜の表面は
、平坦であるか又は一連の畝と凹みを有しているかの何れかであることを特徴とする請求
項１に記載の要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独立請求項の公知要件事項部に記載した、電気部材、機械部材、電気機械部
材等を収容したハウジングのための換気機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車産業における公知のハウジング又は車両一般の公知のハウジングを換気するため
の換気機器の使用は、広く普及していることが知られている。これらの換気機器は、例え
ば、電気部品若しくは電子部品（自動車の光学ユニット又はヘッドライトなど）の容器又
は機械部品（例えば、変速機、油圧式伝動部材、窓開閉システム又は風防ガラスのワイパ
ーユニット）の容器の開口部に連結され、これらの容器の内部と外部環境との間で、圧力
が等しくされていなければならない。上述のタイプの換気機器は、必ずしも自動車産業に
限らず、こうした圧力補償／均等化の必要がある全ての構造体（例えば、電気制御パネル
、街路照明システム、化学製品の容器又は缶）に用いることができる。
【０００３】
　これらの換気機器は、水が前記容器又はハウジングに入るのを制限するような形状を有
していることも知られており、そのような水は、雨若しくは水たまり又は車両又はエンジ
ンの洗浄に由来するものである。例えば、ほぼ円筒状のボディが挿入された一端が閉じて
おり反対側の端が開いている円筒状のカバー部材を備えた換気機器が、ヨーロッパ特許第
１１０２００２号から公知である。空気の通路が、前記円筒状のカバー部材の内壁とほぼ
円筒状の内部ボディの外壁との間及び円筒状のカバー部材の底面と前記ほぼ円状状の内部
ボディの下端との間に形成されている。複数の突起が、ほぼ円筒状の内部ボディの外周に
沿って所定の間隔で配置されている。前記ほぼ円筒状の内部ボディが、円筒状のカバー部
材に嵌合されていない時には、ほぼ円筒状の内部ボディの外径（突起を含む）は、円筒状
のカバー部材のものよりも大きいが、ほぼ円筒状の内部ボディが円筒状のカバー部材に挿
入されると、ほぼ円筒状の内部ボディの突起は、前記円筒状のカバー部材の内壁と接触し
、ほぼ円筒状の内部ボディは、この円筒状のカバー部材内に配置されて固定され、突起の
間に空気の通路を形成する。
【０００４】
　疎水性の膜を、前記円筒状のカバー部材の内部のほぼ円筒状の内部ボディの下端におい
て、ほぼ円筒状の内部ボディに取り付けることができる。
【０００５】
　前記公知の解決策では、特許対象物の換気機能及び円筒状のカバー部材とほぼ円筒状の
内部ボディとの間の連結機能が、何れも、ほぼ円筒状の内部ボディを、円筒状のカバー部
材の壁から間隔をあけて保つ、ほぼ円筒状の内部ボディの突起によって得られている。こ
れは、ハウジングの適した換気を可能にするためのほぼ円筒状の内部ボディの注意深い特
定の設計の必要性を伴う。更に、ほぼ円筒状の内部ボディは変形しうるので、ほぼ円筒状
の内部ボディは、挿入すると又は経時的に変形（「弛緩」）し、そのため、空気の通路の
断面を変え、その結果、換気機器が連結されるハウジングの換気を変えることがある。
【０００６】
　加えて、ほぼ円筒状の内部ボディは、円筒状の保護部材の開口端から入り込む外的要素
と接触し、そのため損傷を受けることがある。
【０００７】
　更に、前記公知の解決策では、変形する材料からなるほぼ円筒状の内部ボディが、円筒
状のカバー部材から突出し、ハウジングに連結される。これは、関連するハウジングとの
適正で信頼性のある封止された連結ができるような、前記ほぼ円筒状の内部ボディと円筒
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状のカバー部材の適正な形状付与を達成するため、換気機器の注意深い設計を必要とする
。加えて、変形する材料からなるほぼ円筒状の内部ボディをハウジングに連結させた後、
換気機器を取り外す必要があるときに、ほぼ円筒状の内部ボディをこのハウジングから取
り外すことは困難である。
【０００８】
　更に、前記公知の解決策（及び本技術分野における他の同等の公知の解決策）は、大き
なゴムの部分（ほぼ円筒状の内部ボディ）を有しており、最終製品にかなりの費用がかか
り、ほぼ円筒状の内部ボディの成形に関して製造時間が非常に長くなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、電気器具を収容したハウジング、例えば、自動車分野で光学ユニット
（又は照明システム一般）として使用されるハウジング又は車両電気制御回路用の容器、
又は前記のタイプの他のハウジングのための換気機器であって、類似の既に公知の換気機
器よりも改良点のある換気機器を提供することである。
【００１０】
　特に、本発明の目的は、類似の公知の換気機器と比較して、低コストで比較的早く製造
することのできる、上述したタイプの換気機器を提供することである。
【００１１】
　本発明の他の目的は、上述したタイプの換気機器であって、この換気機器が連結された
ハウジングの最適な換気を、ハウジングが用いられるいかなる条件においてももたらし、
この換気を経時的に維持する換気機器を提供することである。
【００１２】
　特に、本発明の目的は、上述したタイプの換気機器であって、換気機器の構成部分を適
正に寸法決定することにより、換気気流を最適化することができ、換気機能を、これらの
構成部分の「機械的」機能から切り離すことのできる換気機器を提供することである。
【００１３】
　本発明の他の目的は、上述したタイプの換気機器であって、その形状が経時的に安定し
た換気機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　これら目的及び当業者にとって明白になるであろう他の目的は、添付の請求項に記載し
た換気機器によって達成される。
【００１５】
　本発明は、非限定の例として提示される添付図面から、より良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による換気機器の第１の実施の形態の分解図である。
【図２】図１の換気機器を上から見た図である。
【図３】図２の線３－３に沿う断面図である。
【図４】図１の換気機器の構成要素の斜視図である。
【図５】本発明による換気機器の第２の実施の形態の分解図である。
【図６】図５の換気機器を上から見た図である。
【図７】図６の線７－７に沿う断面図である。
【図８】図５の換気機器の構成要素の斜視図である。
【図９】本発明の変更した実施の形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１～図４を参照すると、これらの図面は、第１端４において閉止部分５によって閉じ
られ第２端７において開いた円筒状部分３を有し、プラスチック又は焼結材料からなる硬
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質の本体２を備えた換気機器１を示している。閉止部分５は、円筒状部分３と一体になっ
ているのが好ましい。
【００１８】
　内側円筒状部分１０が、それが一体となっている前記閉止部分５の（硬質の本体２に関
して）内側８から突出し、硬質の本体２の第２端７まで延びている。したがって、この内
側円筒状部分１０は、硬質の本体２の一部になっている、即ち、硬質の本体２と一体品に
なっている。
【００１９】
　内側円筒状部分１０は、硬質の本体２の円筒状部分すなわち外壁３と、軸線が共通であ
り、これらの内側円筒状部分と円筒状部分すなわち外壁との間には、凹部すなわち隙間１
２がある。内側円筒状部分１０と前記外壁３とは、硬質の本体２を強化し、熱サイクル、
振動又は大気中の原因物質に起因する硬質の本体２の経時的な変形を防止するリブ１１Ｋ
によって、互いに連結されている。
【００２０】
　以下に説明するように、この硬質の本体２の凹部１２は、硬質の本体２の内側円筒状部
分１０に軸線を共通にして挿入されて前記内側円筒状部分との締まり嵌めによって前記内
側円筒状部分内に保持される円筒状部材１５の第１端１４との間に存在するコンパートメ
ント１３と連通している。前記円筒状部材１５は、天然又は合成ゴム等の可撓性材料のよ
うな変形する材料からなり、硬質の本体２よりも突出した第２端１７を備えている。
【００２１】
　円筒状部材１５の第１端１４は、硬質の本体２の閉止部分５と対応しているが閉止部分
５から間隔をあけた場所に位置しており、したがって、前記コンパートメント１３は、こ
の閉止部分と前記第１端との間に形成されている。前記閉止部分５から間隔をあけた円筒
状部材１５の位置決めを確保するため、肩部２１がこの閉止部分の内側８から突出してお
り、この肩部には円筒状部材１５の第１端１４が載っている。肩部２１は、アーチ形状の
ものであり、硬質の本体２の内側円筒状部分１０の内側で円筒状部材１５に接触している
。
【００２２】
　上述したように、隙間すなわち凹部１２は、前記内側円筒状部分１０に、好ましくは肩
部２１の前に、設けられたスロット２２を介してコンパートメント１３と連通している。
これらのスロットは、鋭い縁を有しているのが好ましく、円筒状部材１５と協働し、この
円筒状部材を内側円筒状部分１０に結合された状態に維持するのに資するものである。こ
れは特に、円筒状部材１５が、換気機器１が取り付けられるハウジングに連結された時に
円筒状部材１５が更に変形することにより生じる。この連結は、円筒状部材１５を、前記
ハウジングの雄型要素に取り付けることによってなされ、この取り付けが、換気機器１を
取り付けると円筒状部材１５が内側円筒状部分１０に対して発生させる推力に加えて、前
記円筒状部材にスロット２２と着実に協働させる前記変形を生じさせ、そのため、円筒状
部材を硬質の本体２内に固定する。
【００２３】
　このことは、換気機器１を前記ハウジングから取り外すと、円筒状部材は、事実上硬質
の本体２と一体品を形成しているので、円筒状部材１５は、確実にハウジングから取り外
されることを意味する。
【００２４】
　第１端１４において、円筒状部材１５は、公知の疎水性材料からなる膜２５を支持する
一方、この円筒状部材の第２端１７では、換気機器１が、換気をするハウジングに連結さ
れている。膜２５は、平坦でもよいし、平坦とは異なる形状を有していてもよく、その表
面は連続的又は一連の畝と凹みを、例えば凹面（例えば、頂が内面８に面した円錐状の凹
面）又は凸面として有していてもよい。図９に見られるように、本発明の変更した実施の
形態が、円錐状の膜２５を有するものとして示されている。この変更した実施の形態では
、閉止部分５は、先の図１～図８におけるように平坦でもよく、図９に示すような膜のプ
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ロファイルに倣う形状を有していてもよい。
【００２５】
　換気のため、換気機器１が連結されたハウジングの空気は、管状部材１５の通気路３０
を通過し、膜２５を通過し、そこからコンパートメント１３に進入する。この空気は、ス
ロット２２を通過して隙間１２に入り、硬質の本体の第２端７を通って硬質の本体２から
出る。凹部すなわち隙間１２が、２個の硬質の部分（外壁３及び内側円筒状部分１０）に
よって形成されているため、凹部すなわち隙間は、変形せず換気気流の不変性を確保して
いる。これが、硬質の本体２の隙間１２及びスロット２２の適した寸法決めにより換気空
気流量を最適化できるようにしており、そのため、前記換気空気流量は、例えば、硬質の
本体と例えばゴムからなる変形するボディとの間で換気が行われる公知の解決策の場合の
ように、可変の寸法の構成要素によって変わることがない。本発明の場合には、流れが常
に硬質の部分（外壁３及び内側円筒状部分１０）の間で生じるので、硬質の本体２の適正
な設計により、流れを正確に計算し保証することができる。
【００２６】
　加えて、この換気は、硬質の本体２のみを経由して正確に行われ、円筒状部材１５は、
膜２５を支持するため及び換気機器１を換気するハウジングに固定するためにのみ使用さ
れる。更に、膜２５を支持する円筒状部材１５は、硬質の本体２及び硬質の本体の２個の
軸線が共通な部分である外壁３及び内側円筒状部分１０により十分に保護されている。こ
の保護は、円筒状部材１５が受けることのある衝撃に対しても、換気機器の変形又は「弛
緩」を制限することにより、前記換気機器の性能を経時的に悪化させることのある外的作
用因子、例えば換気機器１を取り囲んでいる空気の温度変化など、に対しても有効である
と考えられる。
【００２７】
　加えて、換気機器１は、例えばプラスチックからなる硬質の構成要素よりも費用のかか
る可撓性材料からなる構成要素をほとんど使用していない。したがって、費用は、公知の
解決策よりも少なく、公知の解決策よりも製造時間が短い。
【００２８】
　更に、何れも円筒状である内側円筒状部分１０を有する硬質の本体２の形状と円筒状部
材１５の形状が、自動機械によって行われる換気機器１の組み立て中、それらの取り扱い
を容易にする。これは、取り扱い及び連結するのが容易な前記硬質の本体２と円筒状部材
１５の幾何学的な形状が単純なためである。
【００２９】
　最後に、円筒状部材２５は、内側円筒状部分１０に挿入され、この内側円筒状部分の全
面と接触する。これが、前記内側円筒状部分及び前記円筒状部材のうちの少なくとも１つ
に関して突起又は他の連結手段を必要とせずに、経時的にこのアセンブリの封止を最大に
している。
【００３０】
　図５～図８では、既に説明した図面に記載した構成要素に相当する部分は、同じ参照符
号で示されており、換気機器１は、硬質の本体２の閉止部分５の近傍で又は閉止部分に設
けられた開口部４０を備えている。
【００３１】
　これらの開口部４０は、貫通孔であり、コンパートメント１３と連通している。コンパ
ートメント内には、円筒状部材１５が載る肩部２１が、前記開口部の正面にある。これら
の肩部の機能は、図１～図４の実施の形態でも同様であるが（この実施の形態では、より
力点が置かれている）、開口部４０（又は先に説明した実施の形態のスロット２２）を通
過する水滴をコンパートメント１３中に分散させ、閉止部分５の近傍で円筒状部材１５に
取り付けられた膜２５に対するそれらの水滴の衝突を防止することである。
【００３２】
　内側円筒状部分１０は、前記閉止部分５から突出しているが、図１～図４の実施の形態
とは対照的に、硬質の本体２の第２端７まで延びておらず、硬質の本体内で終わっている
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。しかしながら、前記内側円筒状部分１０の伸長部分は、この伸長部分が締まり嵌めによ
って円筒状部材１５と連結し、そのため円筒状部材を硬質の本体２に固定された状態に保
持するようになっている。この保持を向上させるため、締まり嵌めによって円筒状部材１
５と協働し、この円筒状部材を硬質の本体２内に保持するのに寄与する自由壁４４を有す
る肩部すなわち直立部４３が内側円筒状部分１０から、この内側円筒状部分及び硬質の本
体２の外壁３と一体になって延びている。
【００３３】
　図５～図８の実施の形態では、換気機器１が連結されたハウジングの換気は、円筒状部
材１５を通過し、コンパートメント１３を通過し、開口部４０を通って硬質の本体２から
出る流れによって行われる。
【００３４】
　この実施の形態による解決策も、図１～図４の実施の形態を参照して既に示した利点の
少なくとも一部を有している。
【００３５】
　本発明の種々の実施の形態を説明してきた。しかしながら、他の実施の形態が、上記の
説明に照らして利用可能であり、以下の請求項の範囲内にあると考えられるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月12日(2015.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　各開口部（４０）又はスロット（２２）の箇所において、前記硬質の本体（２）内で前
記閉止部分（５）から隆起する肩部（２１）を備えていることを特徴とする請求項３又は
５に記載の要素。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　以下に説明するように、この硬質の本体２の凹部１２は、硬質の本体２の内側円筒状部
分１０に軸線を共通にして挿入されて前記内側円筒状部分との締まり嵌めによって前記内
側円筒状部分内に保持される円筒状部材１５の第１端１４と、閉止部分５との間に存在す
るコンパートメント１３と連通している。前記円筒状部材１５は、天然又は合成ゴム等の
可撓性材料のような変形する材料からなり、硬質の本体２よりも突出した第２端１７を備
えている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　最後に、円筒状部材１５は、内側円筒状部分１０に挿入され、この内側円筒状部分の全
面と接触する。これが、前記内側円筒状部分及び前記円筒状部材のうちの少なくとも１つ
に関して突起又は他の連結手段を必要とせずに、経時的にこのアセンブリの封止を最大に
している。
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