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(57)【要約】
【課題】アウタケースとインナケースの２つのゴム部品
と通気非透水シートで構成され、ハウジングの装着貫通
穴へ容易に装着でき、かつ十分な装着力が得られる通気
非透水装置を得る。
【解決手段】
　ゴム製アウタケースとインナケースと、該ケース間に
挟着される通気非透水シートとを有する通気非透水ユニ
ットがハウジングの装着貫通穴に装着された通気非透水
装置であって、アウタケースは、筒状部の一端部に抜止
フランジ部、他端部に有孔底板部を有し、インナケース
は、アウタケースの筒状部内に嵌まり、有孔底板部との
間に通気非透水シートを挟着する有孔円筒体からなり、
装着貫通穴は、その軸方向の中間部分に他の部分より小
径の抜止内円筒面を備え、通気非透水ユニットは有孔底
板部から装着貫通穴に挿入され、アウタケースは、有孔
底板部から挿入方向に順に、抜止内円筒面によって圧縮
されない挿入ガイド小径部と圧縮される抜止大径部とを
備える通気非透水装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゴム製アウタケースと、ゴム製インナケースと、該アウタケースとインナケースの間に挟
着される通気非透水シートとを有する通気非透水ユニット；及び
　上記通気非透水ユニットを装着する装着貫通穴を有するハウジング；
を有する通気非透水装置であって、
　上記アウタケースは、筒状部
と、該筒状部の一端部から径方向外方に突出する抜止フランジ部と、筒状部の他端部から
径方向内方に突出する通気穴を有する有孔底板部とを有すること、
　上記インナケースは、アウタケースの筒状部内に嵌まり有孔底板部との間に上記通気非
透水シートを挟着する、通気穴を有する有孔円筒体からなること、
　上記装着貫通穴は、その軸方向の中間部分に、他の部分より小径の抜止内円筒面を備え
ていること、
　上記通気非透水ユニットは、上記アウタケースの有孔底板部が装着貫通穴に臨み、抜止
フランジ部がハウジングの外方に位置する方向に向けて上記装着貫通穴に挿入されること
、及び
　上記アウタケースは、上記通気非透水ユニットを上記装着貫通穴内に挿入する方向に順
に、上記抜止内円筒面によって圧縮されない小外径の挿入ガイド小径部と、該抜止内円筒
面によって圧縮される大外径の抜止大径部とを備えていること、
を特徴とする通気非透水装置。
【請求項２】
請求項１記載の通気非透水装置において、ハウジングの上記装着貫通穴は、上記抜止内円
筒面の奥部側に、該抜止内円筒面より大径の大径内円筒面を備え、上記抜止内円筒面によ
り圧縮された後に奥部に挿入されたアウタケースの上記抜止大径部は、該大径内円筒面に
圧縮状態で係合する通気非透水装置。
【請求項３】
請求項２記載の通気非透水装置において、ハウジングの上記装着貫通穴は、上記抜止内円
筒面の入口側に、テーパ内円筒面を備え、アウタケースには、このテーパ内円筒面と係合
するテーパ外円筒面が備えられている通気非透水装置。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項記載の通気非透水装置において、嵌合関係にあるアウタ
ケースの筒状部の内円筒面とインナケースの外円筒面には、アウタケースの上記抜止大径
部と軸方向位置をオーバラップさせて大径内円筒面と該大径内円筒面に嵌合される大径外
円筒面が形成されている通気非透水装置。
【請求項５】
請求項１ないし３のいずれか１項記載の通気非透水装置において、上記アウタケースの筒
状部の内円筒面には、上記抜止大径部と軸方向位置をオーバーラップさせて大径内円筒面
が形成されており、インナケースの外周面には、自由状態でアウタケースの大径内円筒面
より大径で該大径内円筒面に嵌合されることで縮径する大径外円筒面が形成されている通
気非透水装置。
【請求項６】
請求項４または５記載の通気非透水装置において、上記アウタケースの筒状部の内円筒面
には、上記大径内円筒面よりも一端部側に、上記大径内円筒面よりも小径の小径内円筒面
が形成されており、上記インナケースには、自由状態で上記小径内円筒面よりも大径で該
小径内円筒面に嵌合されることで縮径する小径外円筒面が形成されている通気非透水装置
。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれか１項記載の通気非透水装置において、上記インナケースの通
気穴は、通気非透水シートに面する側が大径の大径通気穴であり、ハウジングの外空間と
面する側が大径通気穴よりも小径の小径通気穴になっている通気非透水装置。
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【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項記載の通気非透水装置において、上記インナケースは、
上記アウタケースの筒状部に外空間側から挿入されている通気非透水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通気非透水シート（撥水性微多孔部材）を用いた通気非透水ユニット（アッ
センブリ）を装着した通気非透水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体を透過せず空気（気体）を透過させる通気非透水シート（膜部材、フィルム部材）
は、例えばＰＴＦＥ多孔質膜として知られている。この通気非透水シートは、例えば、通
気を要する空間（要通気空間）を画成するハウジングの貫通穴を塞ぐように設け、該要通
気空間への液体の浸入を防ぎながら外部空間との気体の流通を許すために用いられている
（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１は、通気非透水シートをハウジング貫通穴の周縁に固定する場合の特別な構
成を提案している。一方、通気非透水シートをハウジングの貫通穴周縁に直接固定するこ
となく、ハウジングとは別のユニットに保持し、同ユニットをハウジング貫通穴に装着（
脱着）するタイプの通気非透水装置も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－７８８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、通気非透水シートをハウジングとは別のユニットに保持し、同ユニット
をハウジングの装着貫通穴に装着するタイプの従来の通気非透水装置は、装着作業性と装
着後の安定性（非脱落性）のバランスが悪く、装着が容易であるものは脱落しやすく、脱
落しにくいものは装着が困難であるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、通気非透水シートをハウジングとは別のユニットに保持するタイプの通気非
透水ユニットであって、アウタケースとインナケースの２つのゴム部品と通気非透水シー
トで構成され、ハウジングの装着貫通穴へ容易に装着でき、かつ十分な装着力が得られる
通気非透水装置を得ることを目的とする。
　また、本発明は、ハウジングの装着貫通穴に装着した通気非透水ユニットの構成部品が
容易に脱落することのない通気非透水装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の通気非透水装置は、ゴム製アウタケースと、ゴム製インナケースと、該アウタ
ケースとインナケースの間に挟着される通気非透水シートとを有する通気非透水ユニット
；及び上記通気非透水ユニットを装着する装着貫通穴を有するハウジング；を有する通気
非透水装置であって、上記アウタケースは、筒状部と、該筒状部の一端部から径方向外方
に突出する抜止フランジ部と、筒状部の他端部から径方向内方に突出する通気穴を有する
有孔底板部とを有すること、上記インナケースは、アウタケースの筒状部内に嵌まり有孔
底板部との間に上記通気非透水シートを挟着する、通気穴を有する有孔円筒体からなるこ
と、上記装着貫通穴は、その軸方向の中間部分に、他の部分より小径の抜止内円筒面を備
えていること、上記通気非透水ユニットは、上記アウタケースの有孔底板部が装着貫通穴
に臨み、抜止フランジ部がハウジングの外方に位置する方向に向けて上記装着貫通穴に挿
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入されること、及び上記アウタケースは、上記通気非透水ユニットを上記装着貫通穴内に
挿入する方向に順に、上記抜止内円筒面によって圧縮されない小外径の挿入ガイド小径部
と、該抜止内円筒面によって圧縮される大外径の抜止大径部とを備えていること、を特徴
としている。
【０００８】
　上記ハウジングの上記装着貫通穴は、上記抜止内円筒面の奥部側に、該抜止内円筒面よ
り大径の大径内円筒面を備え、上記抜止内円筒面により圧縮された後に奥部に挿入された
アウタケースの上記抜止大径部は、該大径内円筒面に圧縮状態で係合することができる。
【０００９】
　上記ハウジングの上記装着貫通穴は、上記抜止内円筒面の入口側にテーパ内円筒面を備
え、アウタケースには、このテーパ内円筒面と係合するテーパ外円筒面を備えることが実
際的である。
【００１０】
　嵌合関係にあるアウタケースの筒状部の内円筒面とインナケースの外円筒面には、アウ
タケースの上記抜止大径部と軸方向位置をオーバラップさせて大径内円筒面と該大径内円
筒面に嵌合する大径外円筒面を形成することができる。
【００１１】
　上記アウタケースの筒状部の内円筒面には、上記抜止大径部と軸方向位置をオーバーラ
ップさせて大径内円筒面が形成されており、インナケースの外周面には、自由状態でアウ
タケースの大径内円筒面より大径で該大径内円筒面に嵌合されることで縮径する大径外円
筒面を形成することができる。
【００１２】
　上記アウタケースの筒状部の内円筒面には、上記大径内円筒面よりも一端部側に、上記
大径内円筒面よりも小径の小径内円筒面が形成されており、上記インナケースには、自由
状態で上記小径内円筒面よりも大径で該小径内円筒面に嵌合されることで縮径する小径外
円筒面を形成することができる。
【００１３】
　上記インナケースの通気穴は、通気非透水シートに面する側が大径の大径通気穴であり
、ハウジングの外空間と面する側が大径通気穴よりも小径の小径通気穴とすることができ
る。
【００１４】
　上記インナケースは、上記アウタケースの筒状部に外空間側から挿入されている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の通気非透水装置によれば、２つのゴム部品と通気非透水シートで構成された通
気非透水ユニットを、ハウジングの装着貫通穴へ容易に装着できかつ十分な装着力が得ら
れる通気非透水装置を得ることができる。また、構成が単純でゴム部品の成形性、組立性
及び通気非透水シートの保持性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（Ａ）と（Ｂ）は、本発明による通気非透水装置の一実施形態を示す、組立状態
の通気非透水ユニットを、ハウジングの装着貫通穴への装着する前と装着した後の状態を
示す断面図である。
【図２】（Ａ）と（Ｂ）は通気非透水ユニットのアウタケース単体の平面図と縦断面図で
ある。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、通気非透水ユニットのインナケース単体の平面図
、縦断面図及び側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、通気非透水ユニット１０と、要通気空間Ｘを画成するハウジング２０を示して
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いる。通気非透水ユニット１０は、ハウジング２０に形成されている装着貫通穴２１に装
着（着脱）される。通気非透水ユニット１０の各構成要素及び装着貫通穴２１は、軸Ｏを
中心とする回転対称形状をなしている。
【００１８】
　通気非透水ユニット１０は、共にゴム製（例えばフッ素ゴム、Ｈ・ＮＢＲ）のアウタケ
ース１１とインナケース１２、及びこのアウタケース１１とインナケース１２の間に挟着
保持される通気非透水シート（フィルム）１３とからなっている。
【００１９】
　図２に単体形状を示すアウタケース１１は、筒状部１１ｃと、筒状部１１ｃの一端部（
図１、図２（Ｂ）の下端部）から径方向内方に延びる有孔底板部１１ｂと、他端部から径
方向外方に延びる抜止フランジ部１１ｄとを有している。有孔底板部１１ｂには、筒状部
１１ｃの軸Ｏ上に位置する通気穴１１ａが形成されている。有孔底板部１１ｂは、インナ
ケース１２側の面（図の上面）が軸直交平面であり、シート挟着面１１ｂ１を構成する。
筒状部１１ｃの内面には、有孔底板部１１ｂ側から順に、大径内円筒面１１ｃ１と、大径
内円筒面１１ｃ１から有孔底板部１１ｂとは反対側の端部に向けて徐々に（滑らかに）縮
径するテーパ内円筒面１１ｃ１２と、大径内円筒面１１ｃ１より小径の小径内円筒面１１
ｃ２とが形成されている。小径内円筒面１１ｃ２の一端部には、外方に向けて拡径するテ
ーパ内円筒面（ザグリ）１１ｃ６が形成されている。
【００２０】
　筒状部１１ｃの外周面には、有孔底板部１１ｂの外周面となる挿入ガイド小径部１１ｃ
３が形成され、大径内円筒面１１ｃ１の形成エリアに対応するエリア（軸方向位置をオー
バーラップさせたエリア）に抜止大径部１１ｃ４が形成され、小径内円筒面１１ｃ２の形
成エリアに対応するエリア（軸方向位置をオーバーラップさせたエリア）に抜止フランジ
部１１ｄの外周面に向けて拡径するテーパ外円筒面１１ｃ５が形成されている。
【００２１】
　図３に単体形状を示すインナケース１２は、アウタケース１１の通気穴１１ａに対応す
る通気穴１２ａを軸Ｏ上に有する有孔円筒体１２ｃからなっている。通気穴１２ａは、ア
ウタケース１１の通気穴１１ａに対応する側が大径の大径通気穴１２ａ１であり、通気穴
１１ａとは反対側の外空間に面する側が小径の小径通気穴１２ａ２になっている。このイ
ンナケース１２の有孔円筒体１２ｃには、大径通気穴１２ａ１側のシート挟着面（アウタ
ケース１１の有孔底板部１１ｂに対向する外端面）１２ｂに、複数の同心の環状突起（断
面が半丸形状の突起）１２ｂ１が形成されている。
【００２２】
　また、インナケース１２（有孔円筒体１２ｃ）の外周面には、アウタケース１１の大径
内円筒面１１ｃ１に対応する大径外円筒面１２ｄと、小径内円筒面１１ｃ２に対応する、
テーパ外円筒面１２ｄｅを介して縮径した小径外円筒面１２ｅが形成されている。大径外
円筒面１２ｄの自由状態における外径は、大径内円筒面１１ｃ１の自由状態における内径
より若干大きく（例えば１０５％～１１０％程度に）設定され、小径外円筒面１２ｅの自
由状態における外径は、小径内円筒面１１ｃ２の自由状態における内径より若干大きく（
例えば１０５％～１１０％程度に）設定されている。また、大径外円筒面１２ｄの自由状
態における外径は、小径内円筒面１１ｃ２の自由状態における内径より十分大きく（例え
ば１１０％～１２０％程度に）設定されている。図１は、アウタケース１１とインナケー
ス１２の弾性変形前の形状を描いており、オーバラップしている部分は変形代を示してい
る。
【００２３】
　また、インナケース１２の有孔円筒体１２ｃには、シート挟着面１２ｂと反対側の表面
に、直径方向に延びた溝１２ｆが形成されている。溝１２ｆの幅は小径通気穴１２ａ２と
同一である。この溝１２ｆは、インナケース１２の表面に何らかの平坦な部材が当接して
も、小径通気穴１２ａ２と外空間の空気路を確保する効果があり、インナケース１２の表
裏識別用の形状でもある。
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【００２４】
　通気非透水シート１３は、例えば商品名ゴアテックス（登録商標）で知られる通気性は
あるが透水性はないＰＴＦＥシートである。その通気非透水の性質（レベル、性能）は、
用途に応じて種々知られており、選択使用される。
【００２５】
　ハウジング２０の装着貫通穴２１には、アウタケース１１の有孔底板部１１ｂと挿入ガ
イド小径部１１ｃ３の接続部のＲ部を導くテーパ内円筒面２１ａと、アウタケース１１の
挿入ガイド小径部１１ｃ３に対応する抜止内円筒面２１ｂと、該抜止内円筒面２１ｂより
大径の大径内円筒面２１ｃが形成されている。挿入ガイド小径部１１ｃ３の外径ｄ１は、
自由状態において、抜止内円筒面２１ｂの内径Ｄと同一ないし若干小径であり、抜止内円
筒面２１ｂに自由に抜き挿しされる。抜止大径部１１ｃ４の外径ｄ２は、自由状態におい
て、ハウジング２０の抜止内円筒面２１ｂの内径Ｄより大径である。つまり、ｄ１≦Ｄ＜
ｄ２である。抜止内円筒面２１ｂは、抜止大径部１１ｃ４との間で抜止機能と気密機能を
担うので、抜止内円筒面２１ｂの内径は、自由状態において抜止大径部１１ｃ４の外径ｄ
２より若干小径とするのがよい。
【００２６】
　図示例では、小径内円筒面１１ｃ２は定径の内筒円筒面であるが、有孔底板部１１ｂと
は反対側の端部（テーパ内円筒面１１ｃ６）に向けて滑かに拡径するテーパ内円筒面とし
てもよい。
【００２７】
　本実施形態の通気非透水装置は、アウタケース１１、インナケース１２及び通気非透水
シート１３を組み立てて通気非透水ユニット１０とした上で、該ユニット１０をハウジン
グ２０の装着貫通穴２１に装着する。
【００２８】
　通気非透水ユニット１０を形成するには、通気非透水シート１３をアウタケース１１の
シート挟着面１１ｂ１上に載置した状態において、インナケース１２をシート挟着面１２
ｂ側からアウタケース１１の筒状部１１ｃに挿入する。この際、大径外円筒面１２ｄは先
ずテーパ内円筒面１１ｃ６から圧縮力を受けて縮径し、続いて小径内円筒面１１ｃ２から
圧縮力を受けて縮径状態で挿入される。逆にアウタケース１１は、小径内円筒面１１ｃ２
が大径外円筒面１２ｄから拡大力を受けて拡径する。インナケース１２の挿入が進むと、
大径外円筒面１２ｄは小径内円筒面１１ｃ２を抜けて大径内円筒面１１ｃ１に嵌合し、小
径外円筒面１２ｅは小径内円筒面１１ｃ２と嵌合する。大径外円筒面１２ｄと大径内円筒
面１１ｃ１とは互いに圧縮力と拡大力を受けてやや縮径と拡径した密着状態で嵌合する。
小径外円筒面１２ｅと小径内円筒面１１ｃ２は、互いに圧縮力と拡大力を受けてやや縮径
と拡径した密着状態で嵌合する。
【００２９】
　さらにインナケース１２とアウタケース１１は、大径外円筒面１２ｄと小径外円筒面（
定径外円筒面）１２ｅ間のテーパ外円筒面１２ｄｅと大径内円筒面１１ｃ１と小径内円筒
面１１ｃ２間のテーパ内円筒面１１ｃ１２とによるクサビ作用により、シート挟着面１２
ｂ、環状突起１２ｂ１とシート挟着面１１ｂ１の間に通気非透水シート１３を弾性的に挟
圧した状態に保持される。
【００３０】
　図１は、アウタケース１１、インナケース１２、通気非透水シート１３を組み立てた状
態の通気非透水ユニット１０を示している。この組立状態では、通気非透水シート１３が
アウタケース１１のシート挟着面１１ｂ１とインナケース１２のシート挟着面１２ｂ（環
状突起１２ｂ１）との間に挟着され、環状突起１２ｂ１が弾性変形して通気非透水シート
１３を保持する。なお、環状突起１２ｂ１の数は、図示例では３本であるが、その数及び
有無は任意である。
【００３１】
　また、インナケース１２の大径外円筒面１２ｄによってアウタケース１１大径内円筒面
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１１ｃ１が径方向外方に押されて筒状部１１ｃが弾性変形により拡径し、アウタケース１
１とインナケース１２（大径内円筒面１１ｃ１と大径外円筒面１２ｄ）の係合力が高まっ
て抜止作用が向上している。このとき、抜止大径部１１ｃ４は、筒状部１１ｃの拡径に伴
って外径を拡大している。
【００３２】
　以上のように組み立てられた通気非透水ユニット１０は、アウタケース１１の有孔底板
部１１ｂが装着貫通穴２１に臨み、抜止フランジ部１１ｄがハウジング２０の外方に位置
する方向に向けて、有孔底板部１１ｂから装着貫通穴２１に挿入される。挿入ガイド小径
部１１ｃ３（有孔底板部１１ｂ）の外径ｄ１が装着貫通穴２１の抜止内円筒面２１ｂの内
径Ｄより小さく、有孔底板部１１ｂが圧縮されることがないので、抜止大径部１１ｃ４が
抜止内円筒面２１ｂに当接するまでは抵抗なく挿入することができ、有孔底板部１１ｂと
抜止内円筒面２１ｂの嵌合関係により通気非透水ユニット１０は安定した状態で装着貫通
穴２１内に保持される。
【００３３】
　アウタケース１１は、挿入ガイド小径部１１ｃ３が抜止内円筒面２１ｂに挿入された後
、抜止大径部１１ｃ４の傾斜部がテーパ内円筒面２１ａに接触し、抜止大径部１１ｃ４が
テーパ内円筒面２１ａにより徐々に圧縮され、縮径しながら進む。抜止大径部１１ｃ４は
、やがて平坦部が抜止内円筒面２１ｂに接触し、圧縮された状態で抜止内円筒面２１ｂを
通過し、大径内円筒面２１ｃに至る。抜止大径部１１ｃ４は、大径内円筒面２１ｃ内にお
いて自然状態に拡径しようとする。大径内円筒面２１ｃの内径は、抜止大径部１１ｃ４の
外径ｄ１よりもやや小さいので、抜止大径部１１ｃ４は、大径内円筒面２１ｃに接触し、
やや圧縮された状態に保持される。また、このとき、アウタケース１１のテーパ外円筒面
１１ｃ５がハウジング２０のテーパ内円筒面２１ａに弾性的に接触している。つまりアウ
タケース１１は、抜止大径部１１ｃ４とテーパ外円筒面１１ｃ５とが抜止内円筒面２１ｂ
を弾性的に挟着保持した装着状態にある。この装着状態により、通気非透水ユニット１０
の装着貫通穴２１内での位置が定まる。
【００３４】
　従って、図１に示すように、通気非透水ユニット１０をハウジング２０の装着貫通穴２
１に嵌めた状態では、アウタケース１１の挿入ガイド小径部１１ｃ３には殆ど圧縮力は作
用せず、抜止大径部１１ｃ４及びテーパ外円筒面１１ｃ５と抜止内円筒面２１ｂの嵌合関
係によって、通気非透水ユニット１０の装着貫通穴２１内での位置が定まる。同時に抜止
大径部１１ｃ４が大径内円筒面２１ｃに弾性的拡径力によって密着し、さらに抜止大径部
１１ｃ４及びテーパ外円筒面１１ｃ５と抜止内円筒面２１ｂの密着により、装着貫通穴２
１とアウタケース１１との気密が図られる。ハウジング２０内方の要通気空間Ｘとハウジ
ング２０外方の外空間とは、通気穴１１ａ、通気非透水シート１３及び通気穴１２ａを介
して連通している。
【００３５】
　本実施形態の通気非透水ユニット１０は、アウタケース１１が筒状部１１ｃの要通気環
境Ｘ側に有孔底板部１１ｂを有し、インナケース１２がアウタケース１１の筒状部１１ｃ
に外空間（要通気環境Ｘと反対）側から挿入されている。この通気非透水ユニット１０は
、アウタケース１１の有孔底板部１１ｂがハウジング２０の装着貫通穴２１に臨み、抜止
フランジ部１１ｄがハウジング２０の外方（外空間）に位置する方向に向けて、有孔底板
部１１ｂから装着貫通穴２１に挿入されるので、ハウジング２０に装着する際にインナケ
ース１２が要通気空間Ｘ側に脱落することがない。また本実施形態の通気非透水ユニット
１０は、ハウジング２０の装着貫通穴２１に装着された状態において、仮にインナケース
１２がアウタケース１１から抜けるとしても、インナケース１２は外空間側に抜け落ちる
ので、要通気空間Ｘ側に悪影響を及ぼすことがない。
【００３６】
　本実施形態の通気非透水ユニット１０の通気穴１２ａは、通気非透水シート１３と対向
する側が大径の大径通気穴１２ａ１であり、外空間に面する側が小径の小径通気穴１２ａ
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２なので、通気非透水シート１３の有効面積を大径通気穴１２ａ１により広く確保しつつ
、外空間から水が通気穴１２ａに侵入するのを防止する防水効果が向上する。
【００３７】
　以上の実施形態において、アウタケース１１とインナケース１２は同一のゴム材料とし
たが、例えば内側のインナケース１２を、そのゴム硬度がアウタケース１１のゴム硬度よ
り高い（硬い）材料から構成することで、アウタケース１１とインナケース１２の結合強
度を高めることができる。
【符号の説明】
【００３８】
１０　通気非透水ユニット
１１　アウタケース
１１ａ　通気穴
１１ｂ　有孔底板部
１１ｂ１　シート挟着面
１１ｃ　筒状部
１１ｃ１　大径内円筒面
１１ｃ１２　テーパ内円筒面
１１ｃ２　小径内円筒面
１１ｃ３　挿入ガイド小径部
１１ｃ４　抜止大径部
１１ｃ５　テーパ外円筒面
１１ｃ６　テーパ内円筒面
１１ｄ　抜止フランジ部
１２　インナケース
１２ａ　通気穴
１２ａ１　大径通気穴
１２ａ２　小径通気穴
１２ｂ　シート挟着面
１２ｂ１　環状突起
１２ｃ　有孔円筒体
１２ｄ　大径外円筒面
１２ｄｅ　テーパ外円筒面
１２ｅ　小径外円筒面（定径外円筒面）
１２ｆ　溝
１３　通気非透水シート
２０　ハウジング
２１　装着貫通穴
２１ａ　テーパ内円筒面
２１ｂ　抜止内円筒面
２１ｃ　大径内円筒面
Ｏ　軸
Ｘ　要通気空間
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