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(57)【要約】
【課題】安全性を向上できる天井設置型機器を提供する
。
【解決手段】連結部５０が外周面から突出して本体部１
０の上壁４１を掛止する第１鍔部５１と、外周面から突
出して取付部２０の内周面に形成される環状の嵌合溝２
４に嵌合する第２鍔部５２とを有するとともに、本体部
２０の上壁４１と第１鍔部５１との間に弾性体５３を配
置し、本体部１０の自重によって取付部２０と本体部１
０との間に隙間を形成した
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上壁に第１貫通孔を開口する本体部と、屋内の天井に取り付けられて底壁に第２貫通孔
を開口する筒状の取付部と、第１貫通孔及び第２貫通孔を貫通して前記本体部と前記取付
部とを連結する連結部とを備えた天井設置型機器において、前記連結部が外周面から突出
して前記本体部の上壁を掛止する第１鍔部と、外周面から突出して前記取付部の内周面に
形成される環状の嵌合溝に嵌合する第２鍔部とを有するとともに、前記本体部の上壁と第
１鍔部との間に弾性体を配置し、前記本体部の自重によって前記取付部と前記本体部との
間に隙間を形成したことを特徴とする天井設置型機器。
【請求項２】
　前記連結部が、第１貫通孔及び第２貫通孔に貫通して軸方向の端部に形成される段差部
から雄ネジ部を突設した貫通部と、前記雄ネジ部に挿通されるワッシャーと、前記雄ネジ
部に螺合して前記ワッシャーを前記段差部上に締結するナットとを有し、前記ワッシャー
によって第１鍔部または第２鍔部を形成することを特徴とする請求項１に記載の天井設置
型機器。
【請求項３】
　前記ワッシャーによって第２鍔部を形成し、前記取付部が第２貫通孔を通る縦断面で分
割可能に形成されることを特徴とする請求項２に記載の天井設置型機器。
【請求項４】
　前記取付部が樹脂により形成され、前記貫通部、前記ワッシャー及び前記ナットが金属
により形成されることを特徴とする請求項２または請求項３に記載の天井設置型機器。
【請求項５】
　前記連結部の中心軸に沿って貫通孔が形成されていることを特徴とする請求項１～請求
項４のいずれかに記載の天井設置型機器。
【請求項６】
　前記本体部に開口する吸込口と吹出口とを連結する送風ダクト内に送風ファンを配置し
たことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の天井設置型機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は屋内の天井に取り付けられる天井設置型機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の天井設置型機器は特許文献１に開示されている。この天井設置型機器は照明器具
から成り、天井に取り付けられるジョイントボックス（取付部）とランプを保持する本体
部とが吊りパイプを介して連結されている。吊りパイプはジョイントボックスに固定され
、本体部は吊りパイプにネジ止めされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２９６６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の天井設置型機器によると、地震発生時に本体部が振動すると、吊りパイプと
ジョイントボックスとの連結部や本体部と吊りパイプとの連結部が大きな力を受ける。こ
のため、連結部が破壊され、本体部が落下する危険があった。
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明は、安全性を向上できる天井設置型機器を提供するこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明の天井設置型機器は、上壁に第１貫通孔を開口する本
体部と、屋内の天井に取り付けられて底壁に第２貫通孔を開口する筒状の取付部と、第１
貫通孔及び第２貫通孔を貫通して前記本体部と前記取付部とを連結する連結部とを備えた
天井設置型機器において、前記連結部が外周面から突出して前記本体部の上壁を掛止する
第１鍔部と、外周面から突出して前記取付部の内周面に形成される環状の嵌合溝に嵌合す
る第２鍔部とを有するとともに、前記本体部の上壁と第１鍔部との間に弾性体を配置し、
前記本体部の自重によって前記取付部と前記本体部との間に隙間を形成したことを特徴と
している。
【０００７】
　この構成によると、本体部の上壁が連結部の第１鍔部に弾性体を介して掛止され、天井
に取り付けられる取付部の嵌合溝に連結部の第２鍔部が嵌合する。取付部と本体部との間
には弾性体の弾性変形により隙間が形成される。地震発生時に慣性により揺動する本体部
から取付部が受ける荷重は隙間により低減され、連結部が受ける荷重は弾性体により低減
される。
【０００８】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記連結部が、第１貫通孔及び第
２貫通孔に貫通して軸方向の端部に形成される段差部から雄ネジ部を突設した貫通部と、
前記雄ネジ部に挿通されるワッシャーと、前記雄ネジ部に螺合して前記ワッシャーを前記
段差部上に締結するナットとを有し、前記ワッシャーによって第１鍔部または第２鍔部を
形成することを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記ワッシャーによって第２鍔部
を形成し、前記取付部が第２貫通孔を通る縦断面で分割可能に形成されることが好ましい
。
【００１０】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記取付部が樹脂により形成され
、前記貫通部、前記ワッシャー及び前記ナットが金属により形成されることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記弾性体がゴムにより形成され
ることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記連結部の中心軸に沿って貫通
孔が形成されていることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明は上記構成の天井設置型機器において、前記本体部に開口する吸込口と吹
出口とを連結する送風ダクト内に送風ファンを配置したことが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、連結部が本体部の上壁を掛止する第１鍔部と取付部の嵌合溝に嵌合す
る第２鍔部とを有し、本体部の上壁と第１鍔部との間に弾性体を配置して本体部の自重に
より取付部と本体部との間に隙間が形成される。このため、地震発生時に慣性により揺動
する本体部から取付部が受ける荷重は隙間により低減され、連結部が受ける荷重は弾性体
により低減される。これにより、取付部や連結部の破損による天井設置型機器の落下が防
止され、天井設置型機器の安全性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置の側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置の底面を示す斜視図である。
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【図３】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置の側面断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置が接続される配線ダクトの概略構成
を示す説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置を配線ダクトに接続した状態を示す
説明図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係るイオン送出装置の取付部近傍を拡大して示す断面図
である。
【図７】本発明の第２実施形態に係るイオン送出装置の取付部近傍を拡大して示す断面図
である。
【図８】本発明の第３実施形態に係るイオン送出装置の取付部近傍を拡大して示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
＜第１実施形態＞
　以下に本発明の第１実施形態を図面の参照にて説明する。図１、図２は第１実施形態の
イオン送出装置１の側面図及び斜視図を示している。また、図３はイオン送出装置１の側
面断面図を示している。
【００１７】
　イオン送出装置１は天井に設置される天井設置型機器を構成する。イオン送出装置１は
本体部１０、連結部５０及び取付部２０を備えている。本体部１０はイオンを含む空気を
下方に吹出す。取付部２０は後述する配線ダクト３０と電気接続するとともにイオン送出
装置１を吊り下げた状態で支持する。
【００１８】
　本体部１０は筐体１１、制御基板１２、モータ１３、ファン１４、イオン発生部１５、
フィルタ１６、底面カバー１７、支持フレーム４０を備えている。
【００１９】
　筺体１１はイオン送出装置１の上面及び側面の外殻を構成する部材であり、樹脂から成
る。筐体１１は円筒状の第１、第２収納部１１１ａ、１１１ｂ及び円錐台状の第３収納部
１１１ｃを有し、各部に囲まれる空間は空洞になっている。第１収納部１１１ａは第２収
納部１１１ｂの上方に配され、第１収納部１１１ａは第２収納部１１１ｂより径が小さい
。また、第３収納部１１１ｃは第１収納部１１１ａの上面中央部から上方に延びて形成さ
れ、第３収納部１１１ｃの上方に取付部２０が配されている。
【００２０】
　なお、筐体１１内部には支持フレーム４０が収納され、モータ１３等は支持フレーム４
０に固定されている。このため、モータ１３等の自重は支持フレーム４０に掛かっており
、取付部２０は連結部５０を介して支持フレーム４０と連結している。なお、取付部２０
と支持フレーム４０との連結構造については後で詳細に説明する。
【００２１】
　第２収納部１１１ｂの底面には吸込口１１ａと吹出口１１ｂが開口している。吸込口１
１ａは第２収納部１１１ｂの底面中央部に配されている。吹出口１１ｂは吸込口１１ａの
外周側に配され、周方向に沿って等間隔に複数（本実施形態では４つ）設けられている。
吸込口１１ａと吹出口１１ｂとは送風ダクト１８を介して第２収納部１１１ｂ内で連通し
ている。
【００２２】
　第２収納部１１１ｂの底面下方には吸込口１１ａに対向して底面カバー１７が設けられ
ている。第２収納部１１１ｂの底面と底面カバー１７との隙間から外気が吸込口１０ａに
流入する。また、吸込口１０ａはフィルタ１６で覆われている。フィルタ１６は通気中に
含まれる微細な塵埃を捕集する。底面カバー１７はフィルタ１６に捕集された塵埃が下方
に落下するのを防止する。
【００２３】
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　第１収納部１１１ａ内には制御基板１２及びモータ１３が収納され、制御基板１２はイ
オン送出装置１の各部の動作を制御する。モータ１３は第１収納部１１１ａの中央部に配
されている。また、モータ１３のモータ軸１３ａが第２収納部１１１ｂに延びてファン１
４が取り付けられている。ファン１４は第２収納部１１１ｂ内の送風ダクト１８に配され
る。
【００２４】
　なお、モータ軸１３ａの軸上に取付部２０が位置する。これにより、イオン送出装置１
を吊り下げた状態においてモータ１３駆動時におけるイオン送出装置１の揺動を低減する
ことができる。
【００２５】
　ファン１４はターボファン（遠心ファン）であり、ファン１４の回転によって下方から
吸引した空気を径方向外側に送風する。
【００２６】
　ファン１４の径方向外側にはイオン発生部１５が周方向に等間隔で吹出口１１ｂと同数
（本実施形態では４個）設けられている。イオン発生部１５は放電電極１５ａを有し、放
電電極１５ａは送風ダクト１８に臨んで配されている。
【００２７】
　放電電極１５ａは、放電によりプラズマクラスター（登録商標）イオンと称するプラス
イオンＨ+（Ｈ2Ｏ）ｍ（ｍは任意の自然数）及びマイナスイオンＯ2

-（Ｈ2Ｏ）ｎ（ｎは
任意の自然数）を空気中に放出する。プラズマクラスターイオンは、除菌効果、脱臭効果
、ウイルスの作用抑制効果、及び静電気抑制効果を有していることが知られている。なお
、イオン発生部１５は、空気中にプラズマクラスターイオン、あるいはマイナスイオンを
放出することができるものであれば特に限定されるものではない。
【００２８】
　ファン１４が回転すると、ファン１４の吸引力によって第２収納部１１１ｂの底面と底
面カバー１７との隙間から外気が吸込口１１ａに流入する。吸込口１１ａに流入した空気
はフィルタ１６を通って送風ダクト１８に吸い込まれる。送風ダクト１８に吸い込まれた
空気はファン１４から径方向外側に送出されて吹出口１１ｂから吹出される。このとき、
送風ダクト１８に臨んで放電電極１５ａが設けられており、吐出口１１ｂからは放電電極
１５ａで生成されたイオン（プラズマクラスターイオン）含む空気が吹出される。
【００２９】
　図４は天井に取り付けられる配線ダクト３０の概略構成を示す説明図であり、図５はイ
オン送出装置１が配線ダクト３０に吊り下げられた状態を示す説明図である。また、図６
は取付部２０近傍を拡大して示す断面図である。
【００３０】
　イオン送出装置１の取付部２０はポリカーボネートやＡＢＳ等の樹脂から成る円筒状の
筐体１２０によって外殻が構成される。取付部２０の上端は上方へ突出した突出部２１が
設けられている。突出部２１の周壁には係合片２２が水平方向へ対向して２個突出してい
る。突出部２１の上端には金属端子２１ａが配されている。筺体１２０内部には電気配線
（不図示）が通り、電気配線の一端は金属端子２１ａと電気接続している。また、電気配
線の他端は連結部５０及び第３収納部１１１ｃの内部を通って制御基板１２、モータ１３
、イオン発生部１５等と接続されている。
【００３１】
　配線ダクト３０は所定方向に延伸しており、溝部３１、３２を備えている。溝部３１は
配線ダクト３０と同一方向に延伸して形成されている。また、溝部３１の上壁には配線ダ
クト３０と同一方向に延伸する電気端子（不図示）が配されている。溝部３２は溝部３１
の両側壁に夫々形成され、配線ダクト３０と同一方向に延伸して形成されている。
【００３２】
　溝部３１に突出部２１を挿入して取付部２０を水平方向に回転させることにより、係合
片２２が溝部３２に挿入されて係合する。これにより、イオン送出装置１が配線ダクト３
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０に吊り下げられた状態で支持される。
【００３３】
　このとき、金属端子２１ａが配線ダクト３０の電気端子に接触し、商用電源等の外部電
源から配線ダクト３０を介してイオン送出装置１に電力が供給される。
【００３４】
　なお、取付部２０を回転させて係合片２２と溝部３２との係合を解除することにより、
イオン送出装置１を溝部３１に沿って移動させることができる。
【００３５】
　取付部２０と本体部１０とは連結部５０を介して連結している（図６参照）。本体部１
０の上壁を形成する支持フレーム４０の上壁４１には貫通孔４３（第１貫通孔）が開口す
る。取付部５０の底壁１２０ａには貫通孔２３（第２貫通孔）が開口する。また、取付部
５０の内周面には環状の嵌合溝２４が凹設される。
【００３６】
　支持フレーム４０の上部は第３収納部１１１ｃの内側に配されて第３収納部１１１ｃよ
りも径が小さい。また、第３収納部１１１ｃの上壁１１１ｄは支持フレーム４０の上壁４
１の外周縁に係止されている。
【００３７】
　連結部５０は貫通部５９、鍔部５１、５２、ナット５６、５８を有する。貫通部５９は
ステンレス鋼等の金属により電気配線が通る貫通孔５０ａを中心軸上に備えて筒状に形成
され、貫通孔４３、２３を貫通する。貫通部５９の上下端には段差部５９ａが形成され、
段差部５９ａから軸方向に雄ネジ部５７が突出する。
【００３８】
　鍔部５１（第１鍔部）及び鍔部５２（第２鍔部）は金属製のワッシャーにより形成され
、雄ネジ部５７に挿通される。金属製のナット５６、５８は雄ネジ部５７に螺合し、鍔部
５１及び鍔部５２を段差部５９ａ上に締結する。鍔部５１及び鍔部５２は貫通部５９の外
周面から水平方向に突出する。
【００３９】
　鍔部５１は支持フレーム４０の上壁４１を掛止し、鍔部５２は取付部２０の嵌合溝２４
に嵌合される。この時、鍔部５１と支持フレーム４０の上壁４１との間にはゴム等の環状
の弾性体５３が配される。
【００４０】
　取付部２０の筐体１２０は貫通孔２３を通る縦断面で分割可能に形成されている。イオ
ン発生装置１の組み立て時には、ナット５８により下方の鍔部５１を締結した貫通部５９
が弾性体５３を挟んで下方から貫通孔４３に挿通される。次に、ナット５６により上方の
鍔部５２が締結される。次に、分割された取付部２０が嵌合溝２４に鍔部５２を嵌合して
連結部５０の外周に被せられる。これにより、イオン発生装置１を容易に組み立てること
ができる。
【００４１】
　イオン送出装置１が配線ダクト３０に吊り下げられた状態において、第３収納部１１１
ｃが支持フレーム４０に係止されるため本体部１０の自重が支持フレーム４０の上壁４１
に集中する。これにより、支持フレーム４０の上壁４１には鉛直下向きに力が働く（矢印
Ａ）。
【００４２】
　取付部２０は配線ダクト３０に係合して固定され、連結部５０は鍔部５２が嵌合溝２４
に嵌合して取付部２０に固定されている。また、鍔部５１は弾性体５３を介して支持フレ
ーム４０の上壁４１を掛止している。このため、弾性体５３が上壁４１から鉛直下向きの
力（矢印Ａ）を受けて弾性変形し、取付部２０の底壁１２０ａと本体部１０の上壁４１と
の間に隙間が形成される。
【００４３】
　これにより、地震によって重量の大きい本体部１０が慣性により揺動した際に、本体部
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１０から取付部２０が受ける荷重は隙間により低減され、連結部５０が受ける荷重は弾性
体５３により低減される。これにより、取付部２０や連結部５０の破損が防止される。
【００４４】
　本実施形態によると、連結部５０が本体部１０の上壁４１を掛止する鍔部５１（第１鍔
部）と取付部２０の嵌合溝２４に嵌合する鍔部５２（第２鍔部）とを有する。また、本体
部１０の上壁４１と鍔部５１との間に弾性体５３を配置して本体部１０の自重により取付
部２０と本体部１０との間に隙間が形成される。
【００４５】
　このため、地震発生時に慣性により揺動する本体部１０から取付部２０が受ける荷重は
隙間により低減され、連結部５０が受ける荷重は弾性体５３により低減される。これによ
り、取付部２０や連結部５０の破損によるイオン送出装置１の落下が防止され、イオン送
出装置１の安全性を向上することができる。
【００４６】
　また、連結部５０が貫通部５９の雄ネジ部５７にワッシャーを挿通してナット５６、５
８により締結して形成される。鍔部５１及び鍔部５２を有する連結部５０を容易に実現す
ることができる。
【００４７】
　また、取付部２０が貫通孔２３を通る縦断面で分割可能に形成されるため、イオン送出
装置１を容易に組み立てることができる。
【００４８】
　また、取付部２０の筐体１２０が樹脂により形成され、貫通部５９、鍔部５１及び鍔部
５２を形成するワッシャー及びナット５６、５８を金属により形成することにより、取付
部２０と本体部１０とを強固に連結することができる。
【００４９】
　また、連結部５０の中心軸に沿って貫通孔５０ａを形成することにより、貫通孔５０ａ
を介して電気配線を取付部２０から本体部１０へ引き出すことができる。なお、連結部５
０に貫通孔５０ａを形成しない場合、連結部５０以外に貫通孔を形成して電気配線を取付
部２０から本体部１０へ引出すことができる。
【００５０】
＜第２実施形態＞
　図７は第２実施形態に係る取付部２０近傍を拡大して示す断面図である。第２実施形態
と同様の部分には同一符号を付して説明を省略する。第１実施形態に対して第２実施形態
は連結部５０の形状が異なる。具体的には、第１実施形態では連結部５０の貫通部５９の
軸方向の両端部に雄ネジ部５７を設けて鍔部５１、５２を取り付けているが、第２実施形
態では貫通部５９の下端のみに雄ネジ部５７を設けられている。また、貫通部５９の上端
が貫通部５９と一体に形成された頭部５６ａを備える。これにより、ナット５６を締結す
る作業が省かれ、組立作業性が向上する。
【００５１】
＜第３実施形態＞
　図８は第３実施形態に係る取付部２０近傍を拡大して示す断面図である。第３実施形態
と同様の部分には同一符号を付して説明を省略する。第１実施形態に対して第３実施形態
は連結部５０の形状が異なる。具体的には、第１実施形態では連結部５０の貫通部５９の
軸方向の両端部に雄ネジ部５７を設けて鍔部５１、５２を取り付けているが、第３実施形
態では貫通部５９の下端のみに雄ネジ部５７を設け、貫通部５９の上端が鍔部５２ａと一
体に形成されている。これにより、鍔部（ワッシャー）５２を挿通してナット５６を締結
する作業が省かれ、組立作業性が向上する。
【００５２】
　上記実施形態において、イオン送出装置１について説明しているが、屋内の天井に取り
付けられる送風装置、照明器具等の他の天井設置型機器でも同様の構成によって安全性を
向上することができる。
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【００５３】
　次に本発明の効果について、実施例及び比較例を用いて具体的に説明する。表１、表２
はイオン送出装置１の耐震性能について評価を行った結果を示している。表１は上述の図
６の構造を有する実施例についての評価結果であり、表２は本体部１０と鍔部５１との間
の弾性体５３を省いた比較例についての評価結果である。
【００５４】
　耐震性の評価は実施例及び比較例に係るイオン送出装置１を配線ダクト３０に吊り下げ
た状態で配線ダクト３０に振幅３００ｇａｌ、８００ｇａｌの水平方向の振動を周波数１
．４３Ｈｚ、２．０Ｈｚ、３．３４Ｈｚの周期で夫々５分間与えて評価を行った。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【表２】

【００５７】
　表１によると、本発明に係るイオン送出装置１では振幅３００ｇａｌ、８００ｇａｌの
水平方向の振動を周波数１．４３Ｈｚ、２．０Ｈｚ、３．３４Ｈｚで５分間与えても本体
部１０及び取付部２０に破損は確認されなかった（○）。一方、比較例に係るイオン送出
装置では振幅８００ｇａｌの水平方向の振動を周波数３．３４Ｈｚで５分間与えた時に取
付部２０に破損が確認された（×）。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明によると、屋内の天井に取り付けられるイオン送出装置、送風装置、照明器具等
の天井設置型機器に利用することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　　　１　　イオン送出装置
　　１０　　本体部
　　１１　　筐体
　　１１ａ　吸込口
　　１１ｂ　吹出口
　　１２　　制御基板
　　１３　　モータ
　　１４　　ファン
　　１５　　イオン発生部
　　１６　　フィルタ
　　１７　　底面カバー
　　１８　　送風ダクト
　　２０　　取付部
　　２１　　突出部
　　２１ａ　金属端子
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　　２２　　係合片
　　２３、４３　貫通孔
　　２４　　嵌合溝
　　３０　　配線ダクト
　　３１、３２　溝部
　　４０　　支持フレーム
　　４１　　上壁
　　５０　　連結部
　　５１、５２　鍔部
　　５３　　弾性体
　　５６、５８　ナット
　　５７　　雄ネジ部
　　５９　　貫通部
　　５９ａ　段差部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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