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凶
(57) Abstract: A device mounter (25) has a base (26) placed on the front surface
of a frame (4) of an open frame (3) of a wall (1) on which a device is to be mounted
and also has a stopper (28) provided on the base (26). The stopper (28) has a rear
projection (34) provided on the base (26) and inserted into an opening (2) in the wall
(I) through the frame (4), a plate-like spring body (35) provided on the rear proj ec
tion (34) and elastically deforming toward the inside of the base (26), a catch section
(36) provided on the spring body (35) so as to project to the outside of the base (26),
engaging with an engagement section (11) of the frame (4) to prevent forward move
ment of the base (26), and released from engagement with the engagement section
(II) when the spring body (35) elastically deforms toward the inside of the base
(26), and spring body operation section (37) provided on the spring body (35), at a
position away from the catch section (36), and located between the base (26) and
the frame (4). The device mounter (1) facilitates mounting of the device (20) on the
wall (1) and prevents the device (20) from being easily removed from place.

(57) 要約 機器取付具25は、機器取付壁 の開口枠 の額縁 前面に
配置されるべ一ス26 と、べ一ス に設けられたス トツパ28 とを備えてい
る。ス トツパ28が、べ一ス26に設けられかつ額縁 を通 して機器取付壁
の開口 2 内に挿入される後方突出 I534 と、後方突出 I534に設けられか

つべ一ス26内方に弾性変形する板状バネ体35 と、バネ体 35 にべ一ス26外
方に突出するよ に設けられかつ額縁 の係合部 11に係合 してべ一ス
の前方 の移動を阻止するとともに、バネ体35がべ一ス26内方に弾性変
形 した際に係合部 11 の係合が解除される引掛 I536 と、引掛 I536からず
れた位置においてバネ体35に設けられかつべ一ス 2 6 と額縁 との間に位
置するバネ体操作部37 とを有 している。この発明の機器取付具 によれ
ば、機器20を機器取付壁 に簡単に取 り付けることができ、しかも簡単
に機器20を取 り外すことを防止 し る。
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明 細 苫

機器取付具、開口枠および機器

技術分野

０００1 本発明は、機器取付具、開口枠ぉょび機器に関し、ょり詳細には、内部に機器本

体を構成する部品が収容された笛体を有する機器を、笛体が機器取付壁に形成さ

れた開口内に嵌め込まれた状態で機器取付壁に着脱 自在に取り付ける機器取付具

、機器取付壁の開口周縁部に装若され、かつ機器取付具にょる機器の取付けに用

いる開口枠、ぉょび機器に関する。

０００2 この明細菩ぉょび請求の範囲にぉいて、機器を機器取付壁に取り付ける際に作業

者などが作業をする側 ( 図6 の左側 ) を前、これと反対側を後れぢものとする。また、

後方から前方を見た際の上下、左右 ( 図 ぉょび図5 ) の上下、左右を上下、左右とい
ぅものとする。

０００3 また、この明細菩ぉょび請求の範囲にぉいて、「べ一ス内方」とは、開口を囲樺する

べ一スに囲まれた内側をいぅものとし、「べ一ス外方」とは、これと反対側をいぅものと

する。

背景技術

０００4 たとえば表示装置、操作盤などの電子機器の表示板を、開口を塞ぐょぅにボックス

に取り付ける取付装置として、表示板の裏面に取り付けられ、かつ屈曲部を有する板

バネと、ボックス内に設けられ、かつ板バネの屈曲部が係合する突起部と、板バネの

屈曲部または突起部に設けられ、かつ表示板の引き抜き時の摩擦力が挿入時の摩

擦力ょりも大きくなるょぅに係合する係止部とをそなえたものが知られている ( 特許文

献 参照 ) 。

０００5 しかしながら、特許文献 記載の取付装置にぉいては、大きな力を必要とはするも

のの、誰にでも取り外し具を用いずにボックスの外側から取り外すことができるので、

盗難防止対策としては不十分であった。

特許文献 1 : 特開平9 868 3 号公報

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００6 この発明の目的は、上記問題を解決し、前方からの作業で機器を機器取付壁に簡

単に取り付けることができ、しかも簡単に機器を取り外すことができない機器取付具、

機器取付壁の開口周縁部に装若され、かつ機器取付具にょる機器の取付けに用い
られる開口枠、おょび前方からの作業で機器取付壁に簡単に取り付けることができ、

しかも簡単に取り外すことができない機器を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００7 本発明は、上記 目的を達成するために以下の態様からなる。

０００8 1)内部に機器本体を構成する部品が収容された笛体を有する機器を、笛体が機器

取付壁に形成された開口内に嵌め込まれた状態で機器取付壁に着脱 自在に取り付

ける機器取付具であって、

機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置されて開口を囲樺するべ一

スと、べ一スの後面に設けられたストッパとを備えており、

ストッパが、べ一スに設けられ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周

囲の部分に配置された際に開口内に挿入される後方突出部と、後方突出部に設け

られ、かつべ一ス内方に弾性変形しぅる板状のバネ体と、バネ体にべ一ス外方に突

出するょぅに設けられ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分

に配置された際に、機器取付壁の開口の周縁部に設けられた係合部に係合すること

にょりべ一スの前方への移動を阻止するとともに、べ一スと機器取付壁との間に解除

具挿入用間隙を形成する引掛部と、引掛部からずれた位置においてバネ体に設けら

れ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際に

、べ一スと機器取付壁との間の解除具挿入用間隙に臨む位置に配されるバネ体操

作部とを有しており、

べ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際に、解除

具挿入用間隙にべ一ス外方から解除具を挿入することにょり、バネ体に設けられた

バネ体操作部がべ一ス内方に押圧されることに連動してバネ体がべ一ス内方に弾性

変形し、引掛部の係合部への係合が解除されるょぅになされている機器取付具。

０００9 2)機器取付壁の開口が方形であり、べ一スが つの枠体からなる上記 1)記載の機



器取付具。

００1０ 3)枠体の上下両枠部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている上記

2)記載の機器取付具。

００11 4)枠体の左右両枠部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている上記

2)記載の機器取付具。

００12 5)機器取付壁の開口が方形であり、べ一スが、当該開口の各辺部に沿ぅ4つのべ

一ス構成部材からなる上記 1)記載の機器取付具。

００13 6 両べ一ス構成部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている上

記5)記載の機器取付具。

００14 7)左右両べ一ス構成部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている上

記5)記載の機器取付具。

００15 8 べ一スに、後方に突出し、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲

の部分に配置された際に、当該開口内に嵌るとともに、機器取付壁における開口の

上下両縁部および左右両側縁部に当たって枠体の上下方向および左右方向の移

動を阻止する位置決め部が設けられている上記 1)記載の機器取付具。

００16 9)位置決め部の後端部に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜したガイド部が形成

されている上記8)記載の機器取付具。

００17 1０)べ一スに、べ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置され

た際に、機器取付壁前面に当たってべ一スの後方への移動を阻止するがたつき防

止部が設けられている上記 1)記載の機器取付具。

００18 11)ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出した方形

の板状であり、バネ体が、後方突出部のべ一ス後面と直角をなす一側縁部の前部分

に、側方に突出するとともに後方突出部と同一平面内に位置するよぅに一体に形成

され、引掛部が、バネ体の前側縁部の先端部に前方に向かってべ一ス外方に斜め

に突出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が、バネ体における引掛部よりも後

方突出部寄りの部分に前方突出状に一体に形成されている上記 1)記載の機器取付

ァ且、。
００19 12)ストッパのバネ体に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜したガイド部が形成され



ている上記 11)記載の機器取付具。

００2０ 13)ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出するとと

もに、べ一ス外方から見てべ一ス側が開口した略 字形の板状であり、バネ体が、後

方突出部の先端連結部の前側縁部に前方に突出するとともに後方突出部と同一平

面内に位置するよぅに一体に形成され、引掛部が、バネ体の前側縁部の両端部に前

方に向かってべ一ス外方に斜めに突出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が

、バネ体の両引掛部間に前方突出状に一体に形成されている E裁の機器取

付具。

００2 1 14)後方突出部の先端連結部の後側縁部に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜し

たガイド部が形成されている上記 13)記載の機器取付具。

００22 15)ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出するとと

もに、べ一ス外方から見てべ一ス側が開口した略 字形の板状であり、バネ体が、後

方突出部の先端連結部の前側縁部に前方に向かってべ一ス外方に斜めに突出す

るよぅに一体に形成され、引掛部が、バネ体の前端部に前方に向かってべ一ス外方

に斜めに突出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が、バネ体の前端部を引掛

部よりも前方に延長することにより形成されている上記 1)記載の機器取付具。

００23 16) 記 1)～15)のぅちのいずれかに記載の機器取付具を用いて機器が取り付けら

れる機器取付壁の開口周縁部に装若される開口枠であって、機器取付壁前面の開

口周縁部に配置される額縁と、機器取付壁後面の開口周縁部における少なくとも対

向する 対の縁部に配置され、かつ締結手段により額縁に固定されて額縁とともに機

器取付壁を挟若する挟若部材とよりなり、額縁の内周縁部に、機器取付具の引掛部

が係合する係合部が設けられ、額縁の前面に沿って機器取付具のべ一スが配置さ

れるよぅになされており、開口枠の額縁の前面に沿って機器取付具のべ一スが配置

された際に、額縁と機器取付具のべ一スとの間に解除具挿入用間隙が形成されるよ

ぅになされている開口枠。

００24 17)開口を有する機器取付壁に着脱 自在に取り付けられる機器であって、

内部に機器本体を構成する部品が収容され、かつ機器取付壁の開口内に嵌め込

まれる笛体と、笛体の周面前端部に固定状に設けられ、かつ笛体が開口内に嵌め込



まれた際に機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置される外方張り出

し部とを備えており、外方張り出し部の後面に、請求項 ～5のぅちのいずれかに記

載の機器取付具が設けられている機器。

００25 上記 17)の機器において、機器取付具のべ一スが外方張り出し部に固定される場

合と、外方張り出し部 自体が機器取付具のべ一スを兼ねる場合とがある。

００26 18)開口を有する機器取付壁に、上記 17)記載の機器を取り付ける機器取付構造で

あって、

機器取付壁の開口の周縁部に上記 16)記載の開口枠が装若され、機器の外方張り

出し部の後面に、上記 1)～15)のぅちのいずれかに記載の機器取付具が設けられ、機

器の笛体が開口枠内に挿入されるとともに、外方張り出し部が額縁の前面に沿って

配置された際に、機器取付具のストッパの引掛部が額縁の係合部に係合し、機器取

付具のストッパのバネ体操作部と対応する位置において、額縁を機器取付具のべ一

スとの間に解除具挿入用間隙が形成され、額縁と外方張り出し部との間におけるバ

ネ体操作部と対応する位置に、解除具挿入用間隙に臨むスリットが形成されるよぅに

なされている機器取付壁への機器取付構造。

発明の効果

００27 上記 1)の機器取付具によれば、べ一スを、前方から機器取付壁の前面における開

口の周囲の部分に配置すると、バネ体の引掛部が機器取付壁における開口の周縁

部に設けられた係合部に係合して機器取付具の前方への移動が阻止されるので、

機器取付具を機器取付壁に簡単に取り付けることができ、しかも前方からの操作では

機器取付具を機器取付壁から取り外すことができなくなる。また、機器取付具の後方

への移動は、機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置されたべ一スに

よって阻止される。

００28 また、べ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際に、

べ一スと機器取付壁との間に解除具挿入用間隙が形成されるので、解除具挿入用

間隙を通してべ一ス外方から解除具を挿入するとともに、解除具によりバネ体に設け

られたバネ体操作部をべ一ス内方に押圧してバネ体をべ一ス内方に弾性変形させる

ことによって、引掛部の係合部への係合を解除して、機器取付具を機器取付確から



取り外すことができる。したがって、機器取付具を機器に設けておけば、解除具を用

いることなく機器を機器取付確から取り外すことはできないが、機器を機器取付確か
ら取り外す必要が生じた場合には、解除具を用いることにより簡単に機器取付確から

取り外すことができる。しかも、バネ体操作部が引掛部からずれた位置においてバネ

体に設けられているので、解除具によりバネ体操作部を押圧する際に、引掛部の係

合部からの係合解除の妨げとはならない。

００29 上 2 ～7 の機器取付具を機器に設けた場合、機器を強固に機器取付壁に取り付

けることができる。

００3０ 上記3) 4 6)および7 の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付確から

取り外す際には、上下または左右のいずれか一方のストッパのバネ体操作部を解除

具によりべ一ス内方に押圧してバネ体をべ一ス内方に弾性変形させることによって、

引掛部の係合部への係合を解除し、ついで機器を、バネ体を弾性変形させた側に

移動させることにより、上下または左右のいずれか他方のストッパの引掛部の係合部

への係合を解除することができる。したがって、機器の取り外し作業が簡単になる。

００3 1 上記8)の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付壁に取り付けた際に、

位置決め部材が機器取付壁における開口の上下両縁部および左右両側縁部に当

たることによって、機器の上下方向および左右方向への移動を阻止することができる

００32 上記9)の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付壁に取り付ける際に、

機器が機器取付壁の開口に対して若干位置ずれしていたとしても、ガイド部の働きに

より、位置決め部材を確実に機器取付壁の開口内に嵌め入れることができる。

００33 上記 1０)の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付壁に取り付けた際に

、がたつき防止部の働きにより、機器の後方への移動を阻止することができる。

００34 上記 11)の機器取付具によれば、比較的簡単な構成で、後方突出部、バネ体、引

掛部およびバネ体操作部を有するストッパを形成することができる。

００35 上記 12)の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付壁に取り付ける際に

、機器が機器取付壁の開口に対して若干位置ずれしていたとしても、ガイド部の働き

により、機器取付壁の開口の周縁部によりバネ体の引掛部を確実にべ一ス内方に押



圧してバネ体を弾性変形させることができる。

００36 上記 13)の機器取付具によれば、比較的簡単な構成で、後方突出部、バネ体、引

掛部およびバネ体操作部を有するストッパを形成することができる。

００37 上記 14)の機器取付具を機器に設けた場合、機器を機器取付壁に取り付ける際に

、機器が機器取付壁の開口に対して若干位置ずれしていたとしても、ガイド部の働き

により、後方突出部を確実に機器取付壁の開口内に嵌め入れることができる。

００38 記 15)の機器取付具によれば、比較的簡単な構成で、後方突出部、バネ体、引

掛部およびバネ体操作部を有するストッパを形成することができる。

００39 上記 16)の開口枠によれば、機器取付壁が、たとえば石膏ボードにより形成されて

いる場合であっても、機器取付壁における開口の周縁部に設けられる係合部の位置

精度を高めることができるので、この開口枠を装着した機器取付壁に、機器取付具を

設けた機器を取り付ける際に、引掛部を確実に係合部に係合させることができる。す

なわち、石膏ボードからなる機器取付壁への開口の形成は、カッタ一などを用いて行

われるので、加工精度が商くなく、係合部の位置がずれるおそれがある。したがって

、機器取付具を設けた機器を機器取付壁に取り付ける際に、引掛部が係合部に係

合しないおそれがある。

００4０ 上記 17)の機器によれば、上記 1)～15)と同様な効果を奏する。

００4 1 上記 18)の機器取付構造によれば、機器を取り外す際に、解除具を挿入する箇所を

視認することができ、解除具により確実にバネ体操作部を押圧することができる。

発明を実施するための最良の形態

００42 以下、この発明の実施形態を、図面を参照して説明する。なお、全図面を通じて同

一部分および同一物には同一符号を付して重複する説明を省略する。

００43 実施形態

この実施形態は図 ～図 に示すものであり、石膏ボードからなる機器取付壁に機

器を取り付ける場合を示す。

００44 図 は機器を取り付ける機器取付壁および機器取付壁の開口周縁部に装若される

開口枠を示し、図2および図3は機器取付具を備えた機器を示し、図4は機器取付具

を備えた機器を機器取付壁に取り付ける過程の状態を示す。図5～図 ０は機器取



付具を備えた機器を機器取付壁に取り付けた状態を示す。また、図 は機器取付

具を備えた機器を機器取付確から取り外す過程の状態を示す。

００4 5 図 に示すよぅに、機器取付壁㈲は石膏ボードからなり、機器取付用の方形の開口

(2) があけられている。機器取付壁㈲の開口(2)の周縁部には開口枠 (3) が装若されて

いる。開口枠 (3) は、機器取付壁㈲前面における開口(2)の周縁部に配置される額縁 (

4 )と、機器取付壁㈲後面における開口(2) の上下両縁部 (開口(2)の周縁部における

少なくとも対向する 対の縁部 ) に配置され、かつボルト6)およびナット 7 (締結手段 )

により額縁 (4) に固定されて額縁 (4) とともに機器取付壁㈲を挟若する上下2つの挟若

部材 (5) とよりなる。

００4 6 額縁 (4)の上下両横部材 (4a) および左右両縦部材 (4b) の内側縁部には、それぞれ

後方に突出して開口(2) 内に嵌る位置決め壁(8) が一体に形成されている。額縁 (4)の

上下両横部材 (4a) に形成された位置決め壁(8)の左右両端部にはそれぞれ左右方向

に長い貫通穴 (9) があけられ、額縁 (4)の上下両横部材 (4a) の上下方向内側縁部にお

ける貫通穴 (9) に臨む部分に、それぞれ上下方向内方に突出しかつ後述する機器取

付具の引掛部が係合しぅる係合部 ( 1 1)が設けられており、これにより、機器取付壁㈲

の開口(2)の周縁部に、後述する機器取付具の引掛部が係合しぅるよぅになっている。

また、額縁 (4)前面の外周縁部には前方突出壁(12) が形成されており、前方突出壁( 1

2 )の上下両辺部の長さ方向中央部の左右両側部に、それぞれ左右方向に長い切り

火き(13) が形成されている。さらに、額縁 (4)の四隅部には、それぞれ機器取付壁㈲

の開口(2) 内に臨む内方突出部 (14) が設けられており、各内方突出部 (14) にボルト挿

通穴 (15) があけられている。

００4 7 上下両挟若部材 (5)の左右両側部には、それぞれ機器取付壁㈲の開口(2) 内に臨

む内方突出部 (16) が設けられており、各内方突出部 (16) にボルト挿通穴 (17) があけら

れている。そして、額縁 (4) および両挟若部材 (5)のボルト挿通穴 (15 N17)に前方から通

されたボルト(6)の先端部にナット(7)をねじ嵌めることによって、額縁 (4)および両挟若

部材 (5) が、機器取付壁㈲を挟若した状態で機器取付壁㈲に固定されている。

００4 8 図2 に示すよぅに、表示装置、操作盤などの機器 2０) 、内部に機器本体を構成す

る部品が収容され、かつ機器取付壁㈲の開口(2)の周縁部に装若された開口枠 (3)の



額縁 (4)を通して開口(2)内に嵌め込まれる笛体 (21)と、笛体 (21)の周面前端部に固定

状に設けられ、かつ笛体 (21)が開口枠 (3)内に嵌め込まれた際に機器取付壁㈲の前

面に沿ぅ外方張り出し部(22)とを備えている。外方張り出し部(22)の外周縁には後方

突出壁(23)が一体に形成されている。

００49 機器(2０)の外方張り出し部(22)に機器取付具(25)が設けられている。機器取付具(2

5)は、 つの枠体 (27)からなり、かつ機器取付壁㈲の前面における開口(2)の周囲の

部分に配置されて開口(2)を囲樺するべ一ス(26)と、べ一ス(26)となる枠体 (27)の上下

両枠部材 (27a)の後面に左右方向に間隔をおいて設けられた2つのストッパ (28)とを

備えている。枠体 (27)の後面は、外方張り出し部(22)の後方突出壁(23)の突出稼とほ

ぼ同一垂直面上にある。

００5０ べ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠部材 (27a)および左右両枠部材 (27b)のべ一ス

(26)内方の縁部に、それぞれ後方に突出しかつ機器(2０)の笛体 (21)の上下両面およ

び左右両側面に面接触する笛体保持壁(29)が一体に形成されている。また、枠体 (2

7)の上下両枠部材 (27a)の左右両端部および左右両枠部材 (27b)の上下両端部にお

ける笛体保持壁(29)よりもべ一ス(26)外方の部分に、後方に突出し、かつべ一ス(26)

が開口枠 (3)の額縁 (4)の前面、すなわち機器取付壁㈲の前面における開口(2)の周

囲の部分に配置された際に、額縁 (4)を通して開口(2)内に嵌るとともに、額縁 (4)の上

下両横部材 (4a)および左右両縦部材 (4b)の位置決め壁( ) (機器取付壁㈲における

開口(2)の上下両縁部および左右両側縁部 ) に当たって枠体 (27)の上下方向および

左右方向の位置決めを行ぅ位置決め部 (3 1)が一体に形成されている。位置決め部 (3

1)の後端部に、後方に向かってべ一ス(26)内方に傾斜したガイド部(32)が形成されて

いる。

００5 1 図3に示すよぅに、べ一ス(26)となる枠体 (27)の上枠部材 (27a)に設けられた左側の

ストッパ(28)は、上枠部材 (27a)に固定された垂直状の某板 (33)と、某板 (33)の下縁に

一体に形成され、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に配置された際に額縁(

4)を通して開口(2)内に挿入される後方突出部(34)と、後方突出部(34)に設けられ、か

つべ一ス(26)内方に弾性変形しぅる板状のバネ体 (35)と、バネ体 (35)にべ一ス(26)外

方に突出するよぅに設けられ、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に配置され



た際に、額縁 (4)の係合部 ( 1 1)に係合してべ一ス(26)の前方への移動を阻止するととも

に、バネ体 (35)がべ一ス(26)内方に弾性変形した際に係合部 ( 1 1)への係合が解除さ

れる引掛部(36)と、引掛部(36)から左方にずれた位置においてバネ体 (35)に設けられ

、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に配置された際にべ一ス(26)と機器取付

壁(1)との間に位置するバネ体操作部(37)と、べ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に

配置された際に、開口枠 (3)の額縁の前面 (機器取付壁㈲の前面における開口(2)の

周囲の部分) に当たってべ一ス(26)の後方への移動を阻止するがたつき防止部(38)

とを有している。引掛部(36)は、引掛部(36)が係合部 ( 1 1)に係合した際に、べ一ス(26)

と開口枠 (3)の額縁 (4)との間に隙間が形成される位置にある。すなわち、引掛部(36)

の前側縁部はべ一ス(26)よりも後側にある。

００52 枠体 (27)の上枠部材 (27a)に設けられた左側のストッパ (28)の後方突出部(34)は、べ

一ス(26)の後面と直角をなすよぅに後方に突出した方形の水平板状である。バネ体 (3

5)は、後方突出部(34)のべ一ス(26)後面と直角をなす左側縁部の前部分に左側方に

突出するとともに後方突出部(34)と同一平面内に位置するよぅに一体に形成されてい

る。バネ体 (35)の後側縁部に、後方に向かって下方 (べ一ス(26)内方) に傾斜したガイ

ド部(39)が一体に形成されている。引掛部(36)は、バネ体 (35)の前側縁部の左端部 (

先端部 ) に前方に向かって上方 (べ一ス(26)外方) に斜めに突出するよぅに一体に形

成されている。バネ体操作部(37)は、バネ体 (35)における引掛部(36)よりも後方突出

部(34)寄りの部分 (右側の部分)で、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に配

置された際に額縁 (4)の前方突出壁(12)の切り火き(13)と合致する位置に、前方突出

状に一体に形成された水平板状である。バネ体操作部(37)は、べ一ス(26)となる枠体

(27)の上下両枠部材 (27a)から笛体保持壁(29)にかけて形成された貫通穴 (3０)に通さ

れている。がたつき防止部(38)は、左右方向に間隔をおいた 対のスリット(41)を、スト

ッパ (28)の某板 (33)の上端から後方突出部(34)の前後方向中間部にかけて形成し、

某板 (33)における両スリット(41)間に位置する部分を後方に曲げることにより形成され

ている。枠体 (27)の上枠部材 (27a)に設けられた右側のストッパ (28)は、左側のストッパ

(28)とは左右逆向きに構成されており、同一部分には同一符号を付す。また、詳細な

図示は省略したが、べ一ス(26)となる枠体 (27)の下枠部材 (27a)に設けられた2つのス



トッパ(28)は、上枠部材 (27a)に設けられた2つのストッパ (28)と上下逆向きに構成され

ている。

００53 次に、機器(2０)を機器取付壁(1)に取り付ける方法について、図4を参照して説明す

る。

００54 すなわち、機器(2０)の笛体 (21)を、前方から開口枠 (3)の額縁 (4)を通して機器取付

壁(1)の開口(2)内に嵌め込む。すると、まずストッパ (28)のバネ体 (35)の引掛部(36)が

開口枠 (3)の額縁 (4)における上下両横部材 (4a)の上下方向内縁部に当たり(図4(a)

参照 ) 、さらに機器(2０)を後方に押し込むと、引掛部(36)が額縁 (4)の内周縁に押され

ることによりバネ体 (35)が上下方向内方に弾性変形し、引掛部(36)が上下方向内方

に移動する (図4(b)参照 )。このとき、バネ体操作部(37)も上下方向内方に移動する。

そして、引掛部(36)が額縁 (4)よりも後方に来ると、バネ体 (35)が 自身の弾性力により

元の状態に復帰し、引掛部(36)の先端部が貫通穴(9)内に嵌って額縁 (4)の係合部 ( 1

1)に係合する。こうして、外方張り出し部(22)および機器取付具(25)のべ一ス(26)が、

機器取付壁(1)における開口(2)周縁部に装若された開口枠 (3)の額縁 (4)の前面に配

置された状態で、機器(2０)が機器取付壁(1)に取り付けられる (図5および図6参照 )。

００55 機器(2０)の笛体 (21)を開口枠 (3)内に嵌め込れ際に、ストッパ (28)のバネ体 (35)のガ

イド部(39)の働きによって、額縁 (4)の内周縁部により確実にバネ体 (35)の引掛部(36)

をべ一ス(26)内方に押圧してバネ体 (35)を弾性変形させることができる。また、べ一ス(

26)の位置決め部 (3 1)のガイド部(32)の働きによって、機器(2０)を機器取付壁(1)に取り

付ける際に、機器(2０)が機器取付壁(1)の開口枠 (3)の額縁 (4)に対して若干位置ずれ

していたとしても、位置決め部 (3 1)を確実に額縁 (4)を通して機器取付壁(1)の開口(2)

内に嵌め入れるとともに、額縁 (4)の位置決め壁(8)に接触させることができる。

００56 機器(2０)が機器取付壁(1)に取り付けられた状態においては、引掛部(36)が額縁 (4)

の係合部 ( 1 1)に係合することにより、機器(2０)の前方への移動が阻止されている (図7

参照 )。また、べ一ス(26)の位置決め部 (3 1)が額縁 (4)の位置決め壁(8)のべ一ス(26)内

方を向いた面に面接触することによって、機器(2０)の上下方向および左右方向への

移動が阻止されている (図8参照 )。また、ストッパ (28)のがたつき防止部(38)の上下方

向外端部が額縁 (4)の前面に当たることによって、機器(2０)の後方への移動が阻止さ



れている (図9参照 )。また、バネ体 (35)の引掛部(36)が額縁 (4)の係合部 ( 11)に係合し

て、ストッパ (28)のがたつき防止部(38)の上下方向外端部が額縁 (4)の前面に当たるこ

とによって、機器取付具(25)のべ一ス(26)と開口枠 (3)の額縁 (4)との間に解除具挿入

用間隙(42)が形成されている (図7参照 )。そして、額縁 (4)の前方突出部(12)の切り火

き(13)により機器(2０)の外方張り出し部(22)の後方突出壁(23)と開口枠 (3)の額縁 (4)の

間に、解除具挿入用間隙(42)に臨むスリット(43)が形成されている (図7参照 )。さらに

、バネ体操作部(37)がスリット(43)と対応する部分に位置している (図 ０参照 )。なお、

機器(2０)の外方張り出し部(22)の後方突出壁(23)、および額縁 (4)の前方突出部(12)

にそれぞれ切り火きを形成し、両切り火きによりスリットを形成してもよい。

００57 また、機器(2０)が機器取付壁㈲に取り付けられた状態においては、機器取付具(25)

は前方から見えることはないので、見栄えが良くなる。しかも、機器取付壁㈲の後側

には機器(2０)を取り付けるための余計なスペースを必要としない。

００58 次に、機器(2０)を機器取付壁(1)から取り外す方法について、図 を参照して説明

する。

００59 まず、薄板状の解除具(44)を、下方から下側のスリット(43)に通して解除具挿入用間

隙(42)内に挿入し、ストッパ (28)のバネ体操作部(37)を上方に押し上げる。すると、バ

ネ体 (35)が上方に弾性変形し、下側のストッパ (28)の引掛部(36)の係合部 ( 1 1)への係

合が解除される (図 (a)参照 )。このとき、バネ体操作部(37)が、枠体 (27)の下枠部

材 (27a)の笛体保持壁(29)に当たるので、機器(2０)は解除具(44)により下側から支持さ

れた状態となる。ついで、解除具(44)により機器(2０)を支持したままで、解除具(44)を

前方に移動させて機器(2０)の下端部を開口枠 (3)の額縁 (4)よりも前方に移動させると

ともに、若干下方へ移動させる。すると、上側のストッパ (28)の引掛部(36)が上側の係

合部 ( 11)から外れる。その後、機器(2０)全体を前方に移動させる。こぅして、機器(2０)

が機器取付壁㈲から取り外される。

００6０ 実施形態 においては、機器取付具(25)のべ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠部

材に、それぞれ少なくとも つ、ここでは2つのストッパ (28)が設けられている。これに

代えて、左右両枠部材に、それぞれ少なくとも つ、好ましくは2つのストッパが設けら



００6 1 図 2に、機器取付壁の変形例を示す。

００62 図 2に示す機器取付壁(5０)は、たとえば金属板からなり、機器取付壁(5０)の開口(5

1)周縁部には、実施形態 における開口枠 (3)は装若されておらず、機器取付壁(5０)

の開口(5 1)の周縁部が、ストッパ(28)の引掛部(36)が係合する係合部(52)となっている

。すなわち、機器取付壁(5０)が金属板からなるので、機器取付壁(5０)における開口(5

1)の周縁部に設けられる係合部(52)の位置精度を高めることができることになり、開口

枠 (3)を必要としない。

００63 実施形態2

この実施形態は図 3に示すものである。

００64 図 3は機器取付具(25)を備えた機器(2０)を示す。

００65 図 3に示すように、実施形態2の機器(2０)の外方張り出し部(22)に設けられ、かつ

機器取付壁の開口を囲樺する機器取付具(25)のべ一ス(55)は、開口(2)の各辺部に

沿う4つのべ一ス構成部材 (56)からなる。そして、上下両べ一ス構成部材 (56)に、それ

ぞれ少なくとも つのストッパ(28)、図示の例では2つのストッパ (28)が設けられている

。また、全べ一ス構成部材 (56)の両端部にガイド部(32)を有する位置決め部 (3 1)が一

体に形成されている。その他の構成は、実施形態 の機器(2０)および機器取付具(25

)と同様である。

００66 また、上下両べ一ス構成部材 (56)に代えて、左右両べ一ス構成部材 (56)に、少なく

とも つのストッパ (28)が設けられていてもよい。

００67 実施形態3

この実施形態は図 4および図 5に示すものである。

００68 図 4および図 5は機器取付具(25A)を備えた機器(2０)を示す。

００69 図 4および図 5に示すように、実施形態3の機器(2０)の外方張り出し部(22)に設け

られている機器取付具(25A)のストッパ (6０)のがたつき防止部(61)は、左右方向に間

隔をおいた 対のスリット(62)を、ストッパ (6０)の某板 (33)の上下方向中間部から後方

突出部(34)の前後方向中間部にかけて形成し、後方突出部(34)における両スリット(6

2)間に位置する部分をべ一ス(26)内方に斜めに曲げることにより形成されている。具

体的には、がたつき防止部 (6 )は、前方に向かってべ一ス(2 )内方に傾斜した第 傾



斜部(61a)と、第 傾斜部(61a)の先端に連なりかつ前方に向かってべ一ス(26)外方に

傾斜した第2傾斜部(61b)とよりなる。そして、機器(2０)を機器取付壁㈲に取り付けた

状態においては、第2傾斜部(61b)が額縁 (4)の前面の内周縁部に当たり、これにより

機器(2０)の後方への移動が阻止されている。その他の構成は、実施形態 の機器(2０

)および機器取付具(25)と同様である。

００7０ 実施形態4

この実施形態は図 6および図 7に示すものである。

００7 1 図 6および図 7は機器取付具(25B)を備えた機器(2０)を示す。

００72 図 6および図 7に示すよぅに、実施形態4の機器(2０)の外方張り出し部(22)に設け

られている機器取付具(25B)のストッパ (65)は、べ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠

部材 (27a)に左右方向に間隔をおいて固定された 対の某板 (66)と、両某板 (66)のべ

一ス(26)内方の端部に跨るよぅに一体に形成され、かつべ一ス(26)が機器取付壁(1)

の前面における開口(2)の周囲の部分に配置された際に開口(2)内に挿入される後方

突出部(67)とを備えている。

００73 ストッパ (65)の後方突出部(67)は、べ一ス(26)の後面と直角をなすよぅに後方に突出

するとともに、べ一ス(26)外方から見てべ一ス(26)側が開口した略 字形の水平板状

であり、後方突出部(67)の先端連結部(67a)の前側縁部に、べ一ス(26)内方に弾性変

形しぅる板状のバネ体 (68)が、前方に突出するとともに後方突出部(67)と同一平面内

に位置するよぅに一体に形成されている。後方突出部(67)の先端連結部(67a)の後側

縁部に、後方に向かってべ一ス(26)内方に傾斜したガイド部(69)が一体に形成されて

いる。バネ体 (68)の前側縁部の左右両端部に、前方に向かってべ一ス(26)外方に斜

めに突出し、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)前面に配置された際に、額縁 (4)

の係合部 ( 1 1)に係合してべ一ス(26)の前方への移動を阻止するとともに、バネ体 (68)

がべ一ス(26)内方に弾性変形した際に係合部 ( 11)への係合が解除される引掛部 (7 1)

が一体に形成されている。バネ体 (35)の前側縁部における両引掛部 (7 1)間に、外方

張り出し部(22)が開口枠 (3)の額縁 (4)の前面に配置された際にべ一ス(26)と額縁 (4)と

の間に位置する水平板状のバネ体操作部(72)が、前方突出状に一体に形成されて

いる。さらに、各某板 (6 )の左右方向外側縁部に、額縁( )前面に当たって機器(2 )



の後方への移動を阻止するがたつき防止部(73)が、左右方向外方に向かって後方

に傾斜するよぅに一体に形成されている。その他の構成は、実施形態 の機器(2０)お

よび機器取付具(25)と同様である。

００74 実施形態 5

この実施形態は図 8～図2０に示すものである。

００75 図 8～図2０は機器取付具(25C)を備えた機器(2０)を示す。

００76 図 8～図2０に示すよぅに、実施形態 5の場合、開口枠 (3)の額縁 (4)の上下両横部

材 (4a)における貫通穴(9)に臨んだ部分には、位置決め壁(8)よりも上下方向内方に突

出した係合部(75)が形成されている。また、機器(2０)の外方張り出し部(22)に設けられ

ている機器取付具(25C)のべ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠部材 (27a)の上下方

向内側縁部には、少なくとも つ、ここでは2つの切り火き(76)が左右方向に間隔をお

いて形成されている。

００77 機器取付具(25C)のストッパ(77)は、べ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠部材 (27a)

の上下方向内側縁部における各切り火き(75)の左右両側部分に跨るよぅに一体に形

成され、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の額縁 (4)の前面に配置された際に開口(2)内に

挿入される後方突出部(78)を備えている。

００78 ストッパ (77)の後方突出部(78)は、べ一ス(26)の後面と直角をなすよぅに後方に突出

するとともに、べ一ス(26)外方から見てべ一ス(26)側が開口した略 字形の水平板状

であり、後方突出部(78)の先端連結部(78a)の前側縁部に、べ一ス(26)内方に弾性変

形しぅる板状のバネ体 (79)が、前方に向かってべ一ス(26)外方に斜めに突出するよぅ

に一体に形成されている。バネ体 (79)の前端部に、前方が開口した 字状のスリット(

8 1)が入れられるとともに、スリット(81)に囲まれた部分が斜め上方に曲げられることに

より、前方に向かってべ一ス(26)外方に斜めに突出し、かつべ一ス(26)が開口枠 (3)の

額縁 (4)前面に配置された際に、額縁 (4)の係合部(75)に係合してべ一ス(26)の前方

への移動を阻止するとともに、バネ体 (79)がべ一ス(26)内方に弾性変形した際に係合

部(75)への係合が解除される引掛部(82)が一体に形成されている。バネ体 (79)におけ

る引掛部(82)よりも前方に延長された部分が、べ一ス(26)が額縁 (4)の前面に配置され

た際にべ一ス(2 )と額縁( )との間に位置するバネ体操作部 (8 )となっている。さらに、



開口枠 (3)の額縁 (4)の前面またはべ一ス(26)となる枠体 (27)の上下両枠部材 (27a)の

後面に、機器(2０)が機器取付壁(1)に取り付けられた際に、額縁 (4)前面とべ一ス(26)

となる枠体 (27)後面との間に介在させられて機器(2０)の後方への移動を阻止するが

たつき防止部(84)が設けられている。なお、がたつき防止部(84)は、上下両枠部材 (2

7a)に代えて左右両枠部材 (27b)に設けられていてもよレ七、上下両枠部材 (27a)およ

び左右両枠部材 (27b)の両者に設けられていてもよい。

００79 機器取付具(25C)のべ一ス(26)となる枠体(27)の上下両枠部材(27a の両ストッパ (77

)間の部分、および左右両枠部材 (27b)のほぼ全長にわたる部分に、それぞれべ一ス(

26)が開口枠 (3)の額縁 (4)の前面に配置された際に、額縁 (4)を通して開口(2)内に嵌

るとともに、額縁 (4)の上下両横部材 (4a)および左右両縦部材 (4b)の位置決め壁(8)に

当たって枠体 (27)の上下方向および左右方向の位置決めを行う板状の位置決め部(

85 (86)が一体に形成されている。位置決め部(85 (86)の後端部に、後方に向かって

べ一ス(26)内方に傾斜したガイド部(87 (88)が形成されている。

００8０ その他の構成は、実施形態 の機器(2０)および機器取付具(25)と同様である。

００8 1 実施形態 6

この実施形態は図2 に示すものである。

００82 図2 は機器取付具(25D)を備えた機器(2０)を示す。

００83 図2 に示すように、実施形態 6の機器(2０)の外方張り出し部(22)に設けられている

機器取付具(25D)のストッパ (9０)にはがたつき防止部(38)は設けられていない。また、

額縁 (4)の上下両横部材 (4a)に形成された位置決め壁(8)の左右両端部にあけられた

左右方向に長い貫通穴(9A)の前後方向の幅が、実施形態 の貫通穴(9)よりも狭くな

っている。そして、機器(2０)が機器取付壁(1)に取り付けられた状態においては、引掛

部(36)の上斜め後方を向いた面が、位置決め壁(8)における貫通穴(9A)の後側の縁

部に係合し、これによりべ一ス(26)の後方への移動が阻止されている。その他の構成

は、実施形態 の機器(2０)および機器取付具(25)と同様である。

００84 実施形態2～6において、機器取付壁(1)への機器(2０)の取付および取り外しは、実

施形態 の場合と同様に行われる。また、実施形態2～6において、図 2に示すよう

に、機器取付壁(1)が金属板からなる場合がある。



産業上の禾 用可能，吐

００85 この発明による機器取付具は、内部に機器本体を構成する部品が収容された笛体

を有する機器を、笛体が機器取付壁に形成された開口内に嵌め込まれた状態で機

器取付壁に着脱 自在に取り付けるのに適している。

図面の簡単な説明

００86 図 にの発明の実施形態 の機器取付具により機器を取り付ける機器取付壁および

開口枠を示す分解斜視図である。

図2にの発明の実施形態 の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す後方から

見た斜視図である。

図3 図2の要部を拡大して示す斜視図である。

図4にの発明の実施形態 の機器取付具により機器取付壁に機器を取り付ける方法

を示す部分拡大垂直断面図である。

図5にの発明の実施形態 の機器取付具により機器取付壁に機器を取り付けた状

態を示す後方から見た一部切り火き背面図である。

図6にの発明の実施形態 の機器取付具により機器取付壁に機器を取り付けた状

態を示す一部切り火き垂直断面図である。

図7 図5の 線拡大断面図である。

図8 図5の 線拡大断面図である。

図9 図5のC 線拡大断面図である。

図1０図5の 線拡大断面図である。

図11にの発明の実施形態 の機器取付具により機器取付壁に取り付けた機器を取

り外す方法を示す垂直断面図である。

図12 機器取付壁の変形例を示す垂直断面図である。

図13にの発明の実施形態2の機器取付具により機器取付壁に機器を取り付けた状

態を示す後方から見た背面図である。

図14にの発明の実施形態3の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す後方から

見た要部拡大斜視図である。

図15にの発明の実施形態3の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す部分拡



大垂直断面図である。

図16にの発明の実施形態4の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す後方から

見た要部拡大斜視図である。

図17にの発明の実施形態4の機器取付具の要部を示す部分拡大平面図である。

図18にの発明の実施形態 5の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す後方から

見た斜視図である。

図19 図 8の要部を拡大して示す斜視図である。

図2０にの発明の実施形態 5の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す部分拡

大垂直断面図である。

図2 1にの発明の実施形態 6の機器取付具に機器を取り付けた状態を示す部分拡

大垂直断面図である。



請求の範囲

内部に機器本体を構成する部品が収容された笛体を有する機器を、笛体が機器取

付壁に形成された開口内に嵌め込まれた状態で機器取付壁に着脱 自在に取り付け

る機器取付具であって、

機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置されて開口を囲樺するべ一

スと、べ一スの後面に設けられたストッパとを備えており、

ストッパが、べ一スに設けられ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周

囲の部分に配置された際に開口内に挿入される後方突出部と、後方突出部に設け

られ、かつべ一ス内方に弾性変形しぅる板状のバネ体と、バネ体にべ一ス外方に突

出するよぅに設けられ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分

に配置された際に、機器取付壁の開口の周縁部に設けられた係合部に係合すること

によりべ一スの前方への移動を阻止するとともに、べ一スと機器取付壁との間に解除

具挿入用間隙を形成する引掛部と、引掛部からずれた位置においてバネ体に設けら

れ、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際に

、べ一スと機器取付壁との間の解除具挿入用間隙に臨む位置に配されるバネ体操

作部とを有しており、

べ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際に、解除

具挿入用間隙にべ一ス外方から解除具を挿入することにより、バネ体に設けられた

バネ体操作部がべ一ス内方に押圧されることに連動してバネ体がべ一ス内方に弾性

変形し、引掛部の係合部への係合が解除されるよぅになされている機器取付具。

2 機器取付壁の開口が方形であり、べ一スが つの枠体からなる請求項 記載の機器

取付具。

3 枠体の上下両枠部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている請求項

2記載の機器取付具。

4 枠体の左右両枠部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている請求項

2記載の機器取付具。

5 機器取付壁の開口が方形であり、べ一スが、当該開口の各辺部に沿ぅ4つのべ一ス

構成部材からなる請求項 記載の機器取付具。



6 上下両べ一ス構成部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている請求

項5記載の機器取付具。

7 左右両べ一ス構成部材に、それぞれ少なくとも つのストッパが設けられている請求

項5記載の機器取付具。

8 べ一スに、後方に突出し、かつべ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の

部分に配置された際に、当該開口内に嵌るとともに、機器取付壁における開口の上

下両縁部および左右両側縁部に当たって枠体の上下方向および左右方向の移動を

阻止する位置決め部が設けられている請求項 記載の機器取付具。

9 位置決め部の後端部に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜したガイド部が形成され

ている請求項8記載の機器取付具。

０ べ一スに、べ一スが機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置された際

に、機器取付壁前面に当たってべ一スの後方への移動を阻止するがたつき防止部

が設けられている請求項 記載の機器取付具。

ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出した方形の板

状であり、バネ体が、後方突出部のべ一ス後面と直角をなす一側縁部の前部分に、

側方に突出するとともに後方突出部と同一平面内に位置するよぅに一体に形成され

、引掛部が、バネ体の前側縁部の先端部に前方に向かってべ一ス外方に斜めに突

出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が、バネ体における引掛部よりも後方突

出部寄りの部分に前方突出状に一体に形成されている請求項 記載の機器取付具

2 ストッパのバネ体に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜したガイド部が形成されてい
る請求項 記載の機器取付具。

3 ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出するとともに、

べ一ス外方から見てべ一ス側が開口した略 字形の板状であり、バネ体が、後方突

出部の先端連結部の前側縁部に前方に突出するとともに後方突出部と同一平面内

に位置するよぅに一体に形成され、引掛部が、バネ体の前側縁部の両端部に前方に

向かってべ一ス外方に斜めに突出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が、バ

ネ体の両引掛部間に前方突出状に一体に形成されている請求項 記載の機器取付



ァ且。

4 後方突出部の先端連結部の後側縁部に、後方に向かってべ一ス内方に傾斜したガ

イド部が形成されている請求項 3記載の機器取付具。

5 ストッパの後方突出部が、べ一スの後面と直角をなすよぅに後方に突出するとともに、

べ一ス外方から見てべ一ス側が開口した略 字形の板状であり、バネ体が、後方突

出部の先端連結部の前側縁部に前方に向かってべ一ス外方に斜めに突出するよぅ

に一体に形成され、引掛部が、バネ体の前端部に前方に向かってべ一ス外方に斜

めに突出するよぅに一体に形成され、バネ体操作部が、バネ体の前端部を引掛部よ

りも前方に延長することにより形成されている請求項 記載の機器取付具。

6 請求項 ～5のぅちのいずれかに記載の機器取付具を用いて機器が取り付けられる

機器取付壁の開口周縁部に装若される開口枠であって、機器取付壁前面の開口周

縁部に配置される額縁と、機器取付壁後面の開口周縁部における少なくとも対向す

る 対の縁部に配置され、かつ締結手段により額縁に固定されて額縁とともに機器取

付壁を挟若する挟若部材とよりなり、額縁の内周縁部に、機器取付具の引掛部が係

合する係合部が設けられ、額縁の前面に沿って機器取付具のべ一スが配置されるよ

ぅになされており、開口枠の額縁の前面に沿って機器取付具のべ一スが配置された

際に、額縁と機器取付具のべ一スとの間に解除具挿入用間隙が形成されるよぅにな

されている開口枠。

7 開口を有する機器取付壁に着脱 自在に取り付けられる機器であって、

内部に機器本体を構成する部品が収容され、かつ機器取付壁の開口内に嵌め込

まれる笛体と、笛体の周面前端部に固定状に設けられ、かつ笛体が開口内に嵌め込

まれた際に機器取付壁の前面における開口の周囲の部分に配置される外方張り出

し部とを備えており、外方張り出し部の後面に、請求項 ～5のぅちのいずれかに記

載の機器取付具が設けられている機器。

8 開口を有する機器取付壁に、上記 17)記載の機器を取り付ける機器取付構造であっ
て、

機器取付壁の開口の周縁部に上記 16)記載の開口枠が装若され、機器の外方張り

出し部の後面に、上記 ～ のぅちのいずれかに記載の機器取付具が設けられ、機



器の笛体が開口枠内に挿入されるとともに、外方張り出し部が額縁の前面に沿って

配置された際に、機器取付具のストッパの引掛部が額縁の係合部に係合し、機器取

付具のストッパのバネ体操作部と対応する位置において、額縁を機器取付具のべ一

スとの間に解除具挿入用間隙が形成され、額縁と外方張り出し部との間におけるバ

ネ体操作部と対応する位置に、解除具挿入用間隙に臨むスリットが形成されるよぅに

なされている機器取付壁への機器取付構造。
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