
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケーシング内へ、電動ファンを内蔵したファンユニットを収納し、該ファンユニッ
トの吸込口より上流側において、前記本体ケーシングに 、
前記本体ケーシング内部の、前記ファンユニットの吸込口と前記濾過材との間に

筒状のダクトを介在し、該ダクトの一端

ことを特徴とする電動ファン付き呼吸用保護具。
【請求項２】
　前記本体ケーシングに複数の濾過材が取り付けられ、前記ダクトに前記濾過材へ至る複
数の分岐部が形成された請求項１に記載の電動ファン付き呼吸用保護具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、防塵・防毒マスク等へ装着するのに好適な電動ファン付き呼吸用保護具に関す
る。
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形成した透孔へ濾過材を挿入し
、弾力性

材料より成る 外周にフィンを張り出すと共に、前
記ファンユニットの吸込口の周囲に装着した押圧リングで前記フィンを前記ファンユニッ
トへ押圧して、前記ダクトの一端と前記ファンユニットの吸込口とを圧着し、前記ダクト
の他端寄りの外周に嵌合溝を形成すると共に、前記本体ケーシングの透孔の奥端内周にダ
クト係止鍔を形成し、該ダクト係止鍔を前記嵌合溝へ係止することにより、前記ダクト係
止鍔と前記濾過材とにより前記ダクトの他端を挟み付けて、前記ダクトの他端と前記濾過
材とを圧着した



【０００２】
【従来の技術】
一般的な電動ファン付き呼吸用保護具は、図９及び図１０に示すように、電動ファンを内
蔵したファンユニット１の吸込口２より上流側にフィルタ、吸収缶等の濾過材３が配置さ
れ、この濾過材３で濾過した空気を、電動ファンの回転により吸い込み、同様に電動ファ
ンの回転により、濾過された空気をファンユニット１の吐出口から連結管を通してマスク
内へ供給するようになっている。
そして、裏面側ケース４と表面側ケース５とに分割された本体ケーシング６内において、
裏面側ケース４内へファンユニットを収納し、表面側ケース５へ濾過材３を取り付けてあ
る。
【０００３】
従来、濾過材３からファンユニット１の吸込口２に至る空気流路の密封性は、ファンユニ
ット１の吸込口２側と本体ケーシング６とをシリコーン系の接着剤ａ等で接着し、濾過材
３と本体ケーシング６との接合部にゴムパッキングｂ等を挟み込むことにより確保してい
た。
しかし、気密性保持のために接着剤ａを用いると、塗布後、乾燥するまでに約１日程度の
時間を要するため、組立時間の短縮が困難であった。
また、無理に接着剤ａを剥がさない限り、ファンユニット１と本体ケーシング６とを分離
できないので、電動ファンやこれを駆動するモータ８に不具合が生じた時、部品交換や修
理を行うのが困難であった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、短時間で簡単に組み立てられて高度な気密性が得られ、メインテナンスが容
易な電動ファン付き呼吸用保護具を提供することを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電動ファン付き呼吸用保護具は、本体ケーシング内へ、電動ファンを内蔵した
ファンユニットを収納し、 ファンユニットの吸込口より上流側において、前記本体ケー
シングに 、 本体ケーシング内部の、 ファンユニッ
トの吸込口と前記濾過材との間に 筒状のダクトを介在し、 ダクト
の一端

。
【０００６】
　本体ケーシング内へファンユニットを収納し、ダクトを設置してその一端をファンユニ
ットに圧着し、さらに、本体ケーシングに濾過材を取り付けると共に、濾過材とダクトの
他端とを圧着するだけで、本体ケーシング、ファンユニット、濾過材及びダクトが組立て
られる。
　また、部材どうしの接合に接着剤を用いないので、接着剤を乾燥する時間が不要であり
、分解も簡単なため、容易に部品交換や修理を行え

体ケーシングに複数の濾過材を取り付け、ダクトに濾過材へ至る複数の分岐部を形成
することもある。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明の構成部材の内
、図９及び図１０に示す従来のものと共通する部材については、共通の符号を付す。
図１及び図２に示すように、本発明の電動ファン付き呼吸用保護具は、本体ケーシング６
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該
形成した透孔へ濾過材を挿入し 前記 前記

、弾力性材料より成る 該
外周にフィンを張り出すと共に、前記ファンユニットの吸込口の周囲に装着した押

圧リングで前記フィンを前記ファンユニットへ押圧して、前記ダクトの一端と前記ファン
ユニットの吸込口とを圧着し、前記ダクトの他端寄りの外周に嵌合溝を形成すると共に、
前記本体ケーシングの透孔の奥端内周にダクト係止鍔を形成し、該ダクト係止鍔を前記嵌
合溝へ係止することにより、前記ダクト係止鍔と前記濾過材とにより前記ダクトの他端を
挟み付けて、前記ダクトの他端と前記濾過材とを圧着する

る。
　本



内へ、電動ファンを内蔵したファンユニット１を収納し、ファンユニット１の吸込口２よ
り上流側において、本体ケーシング６に複数（図に示す例では２個）の濾過材３を取り付
け、本体ケーシング６の内部の、ファンユニット１の吸込口２と濾過材３との間に、筒状
のダクト７を設置して構成される。
【０００８】
図５及び図６に示すように、ファンユニット１の表面側中央には、吸込口２となる隙間を
あけてモータ８が設置され、モータ８の出力軸には図示しない電動ファンが接続されてい
る。
また、ファンユニット１の表面には、吸込口２を囲むように円形のダクト係止溝９が形成
され、ダクト係止溝９の底面には、先細状の突条２０が周方向に沿って形成されている（
図３）。
【０００９】
さらに、ダクト係止溝９の外方には複数のネジ筒１０が周方向に適宜間隔をおいて起立さ
れ、各ネジ筒１０には、ダクト７の一端を押さえる押圧リング１１がネジ１２で取り付け
られるようになっている（図１）。
押圧リング１１は、硬質プラスチック等より成り、ダクト７の一端部の外径より僅かに大
きい内径を有し、その外周には、ネジ１２を挿通するための複数の取付片２３が、ネジ筒
１０と対応する間隔で形成される。
また、ファンユニット１の吐出口１３には、マスク内部とを連結する連結管を装着するた
めの接続筒１４が設けられる。
【００１０】
濾過材３は、本実施形態ではアルファリングフィルタを用いてあるが、その他のフィルタ
或いは吸収缶を使用することもできる。
また、濾過材３の基端面には、先細状の押圧突条２１が周方向に沿って形成されている（
図４）。
図１及び図２に示すように、本体ケーシング６は、裏面側ケース４と表面側ケース５とか
ら成り、裏面側ケース４内へファンユニット１を、モータ８及び吸込口２を表面に向けて
収納するようになっている。
また、表面側ケース５の両側に濾過材３を取り付けるための透孔１５が穿設され、透孔１
５の奥端には、内方へ張り出すダクト係止鍔１６が周方向に沿って形成されている。
【００１１】
ダクト７は、硬度５０°のシリコーンゴムより成る弾力性材料を素材とし、図７及び図８
に示すように、その一端外周にはフィン１７が張り出される。
そして、このフィン１７をファンユニット１のダクト係止溝９に嵌め込んで、ネジ筒１０
に取り付けた押圧リング１１でフィン１７を押さえつけることにより、ダクト７の一端が
ファンユニット１の吸込口２に密封状態で接続されるようになっている（図１）。
【００１２】
ダクト７の他端部には、それぞれ濾過材３に至る２本の分岐部１８が、左右両側に延びる
よう形成される。分岐部１８の先端部分は肉厚に形成され、その外面には、表面側ケース
５のダクト係止鍔１６が嵌合される係合溝１９が周方向に沿って形成される。
また、左右の分岐部１８の間には、ファンユニット１のモータ８と干渉し合わないように
、表面側に突出する隆起部２２が形成されている。
【００１３】
この電動ファン付き呼吸用保護具は、次のように組み立てられる。
本体ケーシング６の裏面側ケース４内にファンユニット１を、そのモータ８を表面側に向
けて設置する。
次いで、ファンユニット１の表面にダクト７を被せ、ダクト７の一端に形成されたフィン
１７をファンユニット１のダクト係止溝９へ係合する。ダクト７の一端部外周には予め押
圧リング１１を嵌合し、押圧リング１１の取付片２３にネジ１２を挿通してある。
さらに、ネジ１２をファンユニット１のネジ筒１０にねじ込んで、押圧リング１１でフィ
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ン１７を押さえると、ダクト係止溝９の底面に形成された突条２０がフィン１７の端面に
くい込んで、ダクト７の一端とファンユニット１の吸込口２とが密封状態で圧着される。
【００１４】
次に、裏面側ケース４及びダクト７の表面に表面側ケース５を被せ、表面側ケース５の透
孔１５の奥端部に形成されたダクト係止鍔１６と、ダクト７の分岐部１８の先端に形成さ
れた係合溝１９とをそれぞれ係合する。
その後、表面側ケース５の透孔１５にそれぞれ濾過材３の基部を挿入すると、ダクト７の
分岐部１８の先端（係合溝１９より先の部分）が濾過材３の端面と表面側ケース５のダク
ト係止鍔１６とで挟み付けられて、濾過材３と本体ケーシング６との接合部におけるパッ
キングとなり、また、濾過材３の押圧突条２１がダクト７の分岐部１８の先端面にくい込
んで、濾過材３と本体ケーシング６とが密封状態で圧着され、濾過材３とファンユニット
１の吸込口２が筒状のダクト７で連結される。
【００１５】
なお、ダクト７の他端部に３本以上の分岐部１８を形成して、分岐部１８に接続される濾
過材３の数を増加することも可能である。
また、ダクト７の素材としては、硬度３０°～７０°程度の弾力を有するものであれば、
アクリルゴム、ニトリルゴム等のシリコーンゴム以外のものを用いることもできる。
【００１６】
【発明の効果】
　請求項１に係る発明によれば、本体ケーシング内へファンユニットを収納し、ダクトを
設置してその一端をファンユニットに圧着し、さらに、本体ケーシングに濾過材を取り付
けると共に、濾過材とダクトの分岐部先端とを圧着するだけで、簡単に組立ることができ

る。
　また、ダクトとファンユニットとの接合、ダクトと濾過材との接合、これら構成部材と
本体ケーシングとの接合に接着剤を用いないので、接着剤を乾燥させる時間が不要で、組
立に要する時間が短縮され、分解も簡単なため、電動ファンやモータが故障したときに容
易に修理や部品交換を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す電動ファン付き呼吸用保護具の断面図
【図２】同上の分解断面図
【図３】図１のＡ部拡大図
【図４】図１のＢ部拡大図
【図５】ファンユニットの表面図
【図６】ファンユニットの断面図
【図７】ダクトの表面図
【図８】ダクトの断面図
【図９】従来の電動ファン付き呼吸用保護具の断面図
【図１０】従来の電動ファン付き呼吸用保護具の分解断面図
【符号の説明】
１　ファンユニット
２　吸込口
３　濾過材
４　裏面側ケース
５　表面側ケース
６　本体ケーシング
７　ダクト
８　モータ
９　ダクト係止溝
１０　ネジ筒
１１　押圧リング
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、濾過材とダクト及びファンユニットとダクトとの、高度な機密性が確保され



１２　ネジ
１３　吐出口
１４　接続筒
１５　透孔
１６　ダクト係止鍔
１７　フィン
１８　分岐部
１９　係合溝
２０　突条
２１　押圧突条
２２　隆起部
２３　取付片
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

(6) JP 3780454 B2 2006.5.31



【 図 １ ０ 】
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