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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井パネルアセンブリ内に取り付けるためのモジュールであって、
　中央開口を画定する本体部を含む上部取付けフレームであって、前記本体部が、前記本
体部から外向きに延びるフランジを含み、当該上部取付けフレームが、第１の端部及び第
２の端部を含む、上部取付けフレームと、
　前記上部取付けフレームの前記中央開口に少なくとも部分的に受け入れられる下部取付
けフレームであって、第１の端部及び第２の端部を含み、第１の位置と第２の位置との間
で前記上部取付けフレームに対して回動可能である、下部取付けフレームと、
　前記上部取付けフレーム及び前記下部取付けフレームの前記第１の端部と関連付けられ
たラッチアセンブリであって、当該ラッチアセンブリが解放されるときに、前記下部取付
けフレームが、前記第１の位置から前記第２の位置に回動する、ラッチアセンブリと、
を備え、前記ラッチアセンブリが、前記下部取付けフレーム又は前記上部取付けフレーム
の一方に取り付けられたラッチ部材と、前記下部取付けフレーム又は前記上部取付けフレ
ームの他方に配置された出っ張り部と、を含み、前記ラッチ部材が、前記上部取付けフレ
ーム上の隆起部内に取り付けられ、前記隆起部が、前記ラッチ部材上の係合表面が位置す
るラッチポケットを画定し、前記係合表面が、前記隆起部に画定された開口を介してアク
セス可能であり、前記ラッチ部材の固定部が、受入開口に受け入れられ、前記受入開口が
、仕切りによって前記ラッチポケットから分離されている、モジュール。
【請求項２】
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　前記上部取付けフレーム及び下部取付けフレームの一方が、当該一方から内向きに延び
る２つのピボットピンを含み、前記上部取付けフレーム及び前記下部取付けフレームの他
方が、当該他方に画定された２つのピボット開口を含み、前記ピボットピンが、前記ピボ
ット開口に受け入れられる、請求項１に記載のモジュール。
【請求項３】
　前記ピボット開口が、前記上部取付けフレーム又は前記下部取付けフレームの外側に対
して開いたピボット溝を備える、請求項２に記載のモジュール。
【請求項４】
　前記ピボットピンが、前記上部取付けフレームの前記本体部から前記中央開口内に内向
きに延び、前記ピボット開口が、前記下部取付けフレームに画定されている、請求項２に
記載のモジュール。
【請求項５】
　前記ピボット開口は、前記下部取付けフレームの外側に対して開いたピボット溝を備え
る、請求項４に記載のモジュール。
【請求項６】
　支持枠を更に備え、前記支持枠が、前記支持枠から上向きに延びるタブを含み、前記タ
ブが、前記上部取付けフレームに画定されたチャネル内に受け入れられる、請求項１に記
載のモジュール。
【請求項７】
　前記下部取付けフレームの前記第１の端部が、前記第１の端部から延びる整列タブを含
み、前記整列タブが、前記上部取付けフレームに画定された整列開口に受け入れられる、
請求項１に記載のモジュール。
【請求項８】
　前記上部取付けフレームが、前記上部取付けフレームの上面から上向きに延びる少なく
とも１つの電気接続円筒を含む、請求項１に記載のモジュール。
【請求項９】
　前記上部取付けフレーム及び前記下部取付けフレームが、前記第２の端部に配置された
相補的に湾曲されたヒンジ部材を含む、請求項１に記載のモジュール。
【請求項１０】
　構成要素が、前記下部取付けフレームに取り付けられ、前記構成要素が、酸素マスク、
スピーカ、煙検出器、空気抽出器又は照明のうちの少なくとも１つであり、前記構成要素
が、前記下部取付けフレームと一緒に前記第１の位置と前記第２の位置との間を回動可能
である、請求項１に記載のモジュール。
【請求項１１】
　天井パネルアセンブリ内に取り付けるためのモジュールであって、
　中央開口を画定する本体部を含む上部取付けフレームであって、前記本体部が、前記本
体部から外向きに延びるフランジを含み、当該上部取付けフレームが、第１の端部と第２
の端部とを含み、２つのピボットピンが、前記本体部から前記中央開口内に内向きに延び
、回動可能なラッチ部材が、当該上部取付けフレームの前記第１の端部上の隆起部内に取
り付けられており、前記隆起部が、前記ラッチ部材上の係合表面が位置するラッチポケッ
トを画定し、前記係合表面が、前記隆起部に画定された開口を介してアクセス可能であり
、前記ラッチ部材が、前記係合表面に隣接する突出部を含む、上部取付けフレームと、
　前記上部取付けフレームの前記中央開口に少なくとも部分的に受け入れられる下部取付
けフレームであって、当該下部取付けフレームが、第１の端部及び第２の端部を含み、前
記第１の端部が、前記上部取付けフレームの前記ラッチ部材の前記突出部に係合される出
っ張り部を含み、当該下部取付けフレームが、当該下部取付けフレームに画定された２つ
のピボット開口を含み、前記２つのピボット開口が、当該下部取付けフレームの外側に開
いたピボット溝と連通し、前記ピボットピンが、前記ピボット開口に受け入れられる、下
部取付けフレームと、
を備え、
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　前記下部取付けフレームが、前記上部取付けフレームに対して第１の位置と第２の位置
との間で回動可能であり、前記係合表面が上向きに移動され且つ前記ラッチ部材が回動さ
れるときに、前記出っ張り部が前記突出部から係合解除され前記下部取付けフレームが前
記第１の位置から前記第２の位置へと回動する、モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、２０１５年１月３０日に出
願された米国仮出願第６２／１１０，３８０号の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、概して天井モジュールに関し、より詳細には、航空機内のトイレに使用する
ための天井モジュールに関する。
【背景技術】
【０００３】
　エアバスＡ３２０又はボーイング７３７等の商業用航空機は、典型的には、胴体寸法、
審美性及び安全性を含む多くの考慮事項によって寸法、重量及び構造が決定されるモジュ
ール構成要素から構築される。これらの要件の多くは、法律又は規制によって課せられて
いる。頭上積込みコンパートメント、座席、トイレ、調理室、照明システム等の航空機構
成要素はすべて、厳密に限定された空間内で機能することが要求される。
【０００４】
　航空機の製造業者は、コスト、重量、メンテナンスによる休止時間及び安全性に対する
航空会社の制約内で乗客及び乗務員にとってより快適で有用なものを得るために、常に航
空機の内装設計を改良している。商業用旅客機は、一般的に、照明、煙検出器及び又はス
ピーカ等の構成要素を有し得る天井を含む、乗客及び乗務員による使用のためのトイレを
含む。典型的には、各構成要素は、天井パネルに独自の方法で個々に取り付けられる。そ
れらの各々は、異なるハードウェアセット、異なる締結具及び挿入物のセットを必要とす
る。したがって、見た目は一様ではない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の第１の態様によれば、天井パネルアセンブリ内に取り付けるためのモジュール
が提供される。モジュールは、中央開口を画定する本体部を含む上部取付けフレームと、
上部取付けフレームの中央開口に少なくとも部分的に収容される下部取付けフレームと、
ラッチアセンブリと、を含む。上部取付けフレームの本体部は、本体部から外向きに延び
るフランジを含む。下部取付けフレームは、第１の位置と第２の位置との間で上部取付け
フレームに対して回動可能である。ラッチアセンブリは、上部取付けフレーム及び下部取
付けフレームの第１の端部に関連付けられている。ラッチアセンブリが解放されるとき、
下部取付けフレームが第１の位置から第２の位置に回動する。好ましい実施形態では、上
部取付けフレーム及び下部取付けフレームの一方が、当該一方から内向きに延びる２つの
ピボットピンを含み、上部取付けフレーム及び下部取付けフレームの他方が、当該他方に
画定される２つのピボット開口を含む。ピボットピンは、ピボット開口に受け入れられる
。好ましくは、ピボット開口は、上部取付けフレーム又は下部取付けフレームの外側に対
して開いたピボット溝を備える。好ましい実施形態では、ピボットピンは、上部取付けフ
レームの本体部から中央開口内に内向きに延び、ピボット開口は、下部取付けフレームに
画定される。
【０００６】
　好ましい実施形態では、ラッチアセンブリは、下部取付けフレーム又は上部取付けフレ
ームの一方に取り付けられるラッチ部材と、下部取付けフレーム又は上部取付けフレーム
の他方に配置される出っ張り部と、を含む。好ましくは、ラッチ部材は、上部取付けフレ
ーム上の隆起部内に取り付けられる。隆起部は、ラッチ部材の係合表面が位置するラッチ
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ポケットを画定する。係合表面は、隆起部に画定された開口を介してアクセス可能である
。好ましくは、ラッチ部材の固定部分は、仕切りによってラッチポケットから分離された
受入開口に受け入れられる。
【０００７】
　好ましい実施形態では、モジュールはまた、支持枠（bezel）を含み、支持枠は、上向
きに延びるタブを含む。タブは、上部取付けフレームに画定されたチャネル内に受け入れ
られる。好ましくは、下部取付けフレームの第１の端部は、上部取付けフレームに画定さ
れた整列開口内に受容される、下部取付けフレームから延びる整列タブを含み、上部取付
けフレームは、上部取付けフレームの上部表面から上向きに延びる少なくとも１つの電気
接続円筒を含む。他の好ましい実施形態では、上部取付けフレーム及び下部取付けフレー
ムは、上部取付けフレーム及び下部取付けフレームの第２の端部に配置された相補的に湾
曲されたヒンジ部材を含む。
【０００８】
　好ましい実施形態では、モジュールは、下部取付けフレームに取り付けられた構成要素
を含む。構成要素は、酸素マスク、スピーカ、煙検出器、空気抽出器又は照明のうちの少
なくとも１つであり、構成要素は、第１の位置と第２の位置との間で下部取付けフレーム
と一緒に回動可能である。
【０００９】
　本発明の他の態様によれば、上部取付けフレーム及び下部取付けフレームを含む、天井
パネルアセンブリ内に取り付けるためのモジュールが提供される。上部取付けフレームは
、中央開口を画定する本体部を含む。本体部は、本体部から外向きに延びるフランジを含
み、上部取付けフレームは、第１の端部及び第２の端部を含む。２つのピボットピンが、
本体部から中央開口内に内向きに延び、ラッチ部材が、上部取付けフレームの第１の端部
の隆起部内に取り付けられている。下部取付けフレームは、上部取付けフレームの中央開
口に少なくとも部分的に受け入れられ、第１の端部及び第２の端部を含む。第１の端部は
、上部取付けフレームのラッチ部材と係合する出っ張り部を含む。下部取付けフレームは
、下部取付けフレームに画定された２つのピボット開口を含み、２つのピボット開口は、
下部取付けフレームの外側に対して開いたピボット溝と連通し、ピボットピンは、ピボッ
ト開口に受け入れられる。下部取付けフレームは、第１の位置と第２の位置との間で上部
取付けフレームに対して回動可能である。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、上部取付けフレームを含む取付けシステムと使用するため
の下部取付けフレームが提供される。下部取付けフレームは、第１、第２、第３及び第４
の側面と、底面と、上縁と、を含む本体部と、本体部の第１の側面に位置する出っ張り部
と、本体部の第３及び第４の側面に規定されている第１及び第２のピボット溝と、を含む
。第１及び第２のピボット溝の各々は、本体部の底面にほぼ平行に延びる第１の部分と、
第１の部分から上向きに角度を付けられ、本体部の上縁に対して開いた第２の部分と、を
有する。好ましくは、下部取付けフレームは、上部取付けフレームに画定された整列開口
に受け入れられるように適合された、下部取付けフレームから上向きに延びる整列タブを
含む。好ましい実施形態では、本体部の底面は、格子（grill）、スピーカの格子（speak
er grill）又は照明カバーを受け入れるための少なくとも１つの開口を含む。
【００１１】
　本発明は、異なるサイズの異なる構成要素を取り付けることを可能にする、ほぼ均一な
システムを提供する。例えば、商業用航空機産業では、典型的に使用される多くの異なる
スピーカが存在する。以前は各スピーカについて３つの異なる取付けスタイルが存在して
いたが、本発明は、これらのスピーカの全てを取り付けることを可能にする。
【００１２】
　本発明では、各構成要素を個別に取り外すことができる。各構成要素は、その独自の回
動及びラッチシステムを有しており、このことは、メンテナンスに有益である。それはま
た、異なる外観を可能にする。所望ならば、支持枠を使用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好ましい実施形態による天井モジュールの正面斜視図である。
【図２】図１の天井モジュールの背面斜視図である。
【図３】図１の天井モジュールの正面分解斜視図である。
【図４】図１の天井モジュールの背面分解斜視図である。
【図５Ａ】上部取付けフレームに接続された下部取付けフレームを示す側断面図である。
【図５Ｂ】第２の位置（メンテナンス位置）から第１の位置（動作位置）に回動する下部
取付けフレームを示す側断面図である。
【図６】空気抽出器モジュールの分解図である。
【図７】酸素モジュールの分解図である。
【図８】スピーカモジュールの分解図である。
【図９】照明モジュールの分解図である。
【図１０】航空機のトイレで使用される図１の天井モジュールを示す斜視図である。
【００１４】
　図面のいくつかの図を通して、同様の参照番号は、同様の部分を指す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の説明及び図面は例示的であり、限定するものと解釈されるべきではない。本開示
の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が記載されている。しかしながら、
特定の例では、説明を不明りょうにすることを避けるために、周知又は従来の詳細は記載
されていない。本開示における１つ又はある実施形態への言及は、同じ実施形態への言及
であり得るが、必ずしも同じ実施形態への言及ではなく、そのような言及は、実施形態の
少なくとも１つを意味する。
【００１６】
　本明細書において「一実施形態」又は「ある実施形態」への言及は、当該実施形態に関
連して説明される特定の特徴、構造又は特性が、本開示の少なくとも１つの実施形態に含
まれることを意味する。本明細書の様々な箇所における「一実施形態では」という句の出
現は、必ずしもすべてが同じ実施形態を指しているわけではなく、他の実施形態と相互排
他的な別個の又は代替的な実施形態でもない。さらに、いくつかの実施形態によって示さ
れ得、他の実施形態によって示されない、様々な特徴が記載される。同様に、いくつかの
実施形態の要件となり得るが、他の実施形態の要件ではない、様々な要件が記載される。
【００１７】
　本明細書中で使用される用語は、一般的に、本開示の文脈内で、及び、各用語が使用さ
れる具体的な文脈において、当技術分野における通常の意味を有する。本開示を説明する
ために使用される特定の用語は、本開示の説明に関して実務家に追加の指針を提供するた
めに、以下又は本明細書の他の箇所で論じられる。便宜上、例えば斜体及び／又は引用符
を使用して、特定の用語が強調表示され得る。強調表示の使用は、用語の範囲及び意味に
影響を与えない。用語の範囲及び意味は、強調されているか否かに関わらず、同じ文脈に
おいて同じである。
【００１８】
　同じ事項が複数の方法で言えることが、正しく理解されよう。その結果、代替語及び同
義語が、本明細書で論じる用語のうちの任意の１つ以上に使用され得る。本明細書におい
て用語が詳述又は論述されているか否かは、特に重要ではない。特定の用語の同義語が提
供される。１つ以上の同義語の列挙は、他の同義語の使用を排除しない。本明細書中に記
載されている任意の用語の例を含む、本明細書中の任意の箇所での実施例の使用は、例示
的なものに過ぎず、本開示の範囲及び意味又は任意の例示的な用語をさらに限定すること
を意図するものではない。同様に、本開示は、本明細書に与えられた様々な実施形態に限
定されない。
【００１９】
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　本開示の範囲をさらに限定する意図無く、本開示の実施形態による器具、装置、方法及
びそれらの関連する結果の例が、以下に示される。読者の便宜のために、実施例において
タイトル又はサブタイトルが使用され得、これは決して本開示の範囲を限定するものでは
ないことに留意されたい。他に定義されない限り、本明細書で使用される全ての技術用語
及び科学用語は、本開示が関係する当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有
する。矛盾する場合、定義を含む本文書が支配する。
【００２０】
　本明細書で使用される「前」、「後」、「上」、「底」、「側」、「短い」、「長い」
、「上へ」、「下へ」、「後方」、「前方」、「内側」、「外側」及び「下」等の用語は
、単に、説明を容易にするためのものであり図面に示された構成要素の方向を指すに過ぎ
ないことが、正しく理解されよう。本明細書に記載された構成要素の任意の方向が本発明
の範囲内にあることを理解されたい。
【００２１】
　図１～図１０は、本発明の好ましい実施形態による天井モジュール又は天井パネルアセ
ンブリ１０を示す。例示的な実施形態では、天井モジュールは、その全体が参照により本
明細書に組み込まれる、２０１４年７月１７日に公開された米国特許公開第２０１４／０
１９６２０６号に教示されているようなモジュール式航空機用トイレに使用することがで
きる。しかしながら、これは限定ではなく、天井モジュールは他の場所で使用することが
できる。
【００２２】
　図１－２に示されるように、好ましい実施形態では、天井パネルアセンブリ１０は、全
体的に、パネル１２と、複数のモジュール式構成要素と、を含み、複数のモジュール式構
成要素の各々が、パネル１２内に構成要素を取り付けるための同様の取付けシステムを含
む。構成要素の数及びタイプは本発明を限定するものではないことが理解されよう。しか
しながら、例示のみを目的として、図面は、空気抽出器モジュール１４、スピーカモジュ
ール１６、照明モジュール１８及び酸素モジュール２０を示す。このシステムは、煙検出
器、パーソナルサービスユニット、客室乗務員呼び出しボタン及び他のボタン等の他の構
成要素を取り付けるために使用可能である。
【００２３】
　図３～図４に示されるように、各モジュールは、下部取付けフレーム２２と、上部取付
けフレーム２４と、を含む。各構成要素の下部及び上部取付けフレーム２２及び２４は、
異なるサイズ及び形状とされているが、下部及び上部取付けフレーム２２及び２４の各々
は、パネル１２内に構成要素を取り付けるためのシステムを提供するために、一緒に働く
。好ましい実施形態では、モジュールのうちの１つ以上は、上部取付けフレーム２４（又
は下部取付けフレーム２２）に結合して取り付けられる支持枠（bezel）２６も含む。支
持枠２６は、天井パネルアセンブリ１０の所望の外観に応じて、含まれるか又は除外され
得る。個々のモジュールを受けるために、パネル１２は、空気抽出器モジュール開口１４
ａ、スピーカモジュール開口１６ａ、照明モジュール開口１８ａ、及び、酸素モジュール
開口２０ａを含む。開口はまた、上部取付けフレーム２４上の任意の隆起部のための切欠
きを含む。
【００２４】
　図３～図９に示されるように、上部取付けフレーム２４の各々は、本体部３０を含み、
本体部は、パネル１２の開口内に受け入れられる大きさにされ、中央開口３１及び本体部
から外向きに延びるフランジ３２を含む。フランジ３２は、天井パネル１２の上面に当接
する底面３２ａを含み、典型的には天井パネルの上面に接合される。個々の構成要素（空
気抽出器、照明、スピーカ等）は、下部取付けフレーム２２に取り付けられる又は接続さ
れる。以下に説明するように、各構成要素の下部取付けフレーム２２は、異なっていても
よい。しかしながら、下部取付けフレーム２２の各々は、下部取付けフレーム２２が上部
取付けフレーム２４にヒンジ式に接続されかつラッチ係合されるのを可能にする同様の特
徴を有する。下部取付けフレーム２２は、中央開口３１内に少なくとも部分的に受け入れ
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られるような大きさにされている（すなわち、上部取付けフレーム２４よりも小さい幅及
び長さ寸法を有する）。
【００２５】
　下部及び上部取付けフレーム２２及び２４は、ラッチアセンブリ３４を含む第１の端部
と、ピボット又はヒンジアセンブリ３６を含む第２の端部と、を含む。下部取付けフレー
ム２２が上部取付けフレーム２４にラッチ係合することを可能にする任意のタイプのラッ
チアセンブリが、本発明の範囲内にある。さらに、下部取付けフレーム２２（及び下部取
付けフレームの中の構成要素）が、上部取付けフレーム２４に対して、（所定の位置にラ
ッチ係合され動作可能である）第１の位置と（メンテナンス又は取り外しのために下向き
にヒンジ止めされている）第２の位置との間で回動することを可能にする任意のタイプの
ピボットアセンブリが、本発明の範囲内にある。
【００２６】
　図５Ａ～５Ｂに示されるように、好ましい実施形態では、ラッチアセンブリ３４は、上
部取付けフレーム２４上の回動可能なラッチ部材３８と、ラッチ部材３８によって捕捉さ
れる下部取付けフレーム２２上の出っ張り部４０と、を含む。ラッチ部材３８は、受入開
口４２に受け入れられる固定部４１と、ラッチポケット４４に受け入れられるラッチ部４
３と、を含む。ラッチポケット４４及び受入開口４２は、上部取付けフレーム２４の本体
部３０の内面に対して開いており、本体部３０から延びる隆起部４５内に画定されている
。ラッチポケット４４及び受入開口４２は、仕切り４６によって分離されている。この構
成は、固定部４１を受入開口４２内に保持し、ラッチ部４３がラッチポケット４４内で撓
む又は回動することを可能にする。ラッチ部４３は、第１の位置にある下部取付けフレー
ム２２上の出っ張り部４０と結合する又は出っ張り部４０を捕捉する突出部（beak）４８
を含む。ラッチ部４３はまた、係合面４７を含む。下部取付けフレーム２２を解放するた
めに、ペン又はペーパークリップの先端のような小さな物体が、隆起部４５及び／又は本
体部３０内に画定された解放開口５０に挿入され、ラッチポケット４４と通じる。ひとた
び物体が解放開口５０を通して挿入されると、係合面４７に接触し、突出部４８を回動さ
せて出っ張り部４０から係合解除させる。次に、重力は、下部取付けフレーム２２を、図
５に隠れ線で示されるように、下向きに回動させる。他の実施形態では、ラッチ部材３８
は、下部取付けフレーム２２上にあることができ、出っ張り部４０は、上部取付けフレー
ム２４上にあることができる。
【００２７】
　好ましい実施形態では、ヒンジアセンブリ３６は、上部取付けフレーム２４の第２の端
部に位置する対向するピボットピン５２と、下部取付けフレーム２２の第２の端部に画定
される相補的なピボット開口５４及び溝５６と、を含む。好ましくは、ピボットピン５２
は、中央開口３１内に内向きに突出している。しかし、ピボットピン５２もまた、外向き
に突出する又は延びることができる。図５Ａに示されるように、下部取付けフレーム２２
を上部取付けフレーム２４に接続するために、溝５６の開放端が、ピボットピン５２を覆
って位置し、下部取付けフレーム２２が、次に所定の場所に下向きに移動して、これによ
って、ピボットピン５２が溝５６の閉鎖端（本明細書ではピボット開口５４と呼ぶ）まで
の全進路を移動する。好ましい実施形態では、溝５６は、下部取付けフレーム２２の上面
及び下面に平行な部分及びこれに対して傾斜された部分を含む。他の実施形態では、溝５
６を省略することができ、閉じたピボット開口５４のみを使用することができる。次に、
図５Ｂに示されるように、下部取付けフレームは、第２の位置（隠れ線で示す）から出っ
張り部４０がラッチ部材３８の突出部４８に係合する第１の位置（実線で示す）まで上向
きに回動する。第１の位置に移動するとき、出っ張り部４０上の傾斜した縁は、突出部４
８上の傾斜した縁を押し付けて道を空けるように突出部４８を回動させて、これによって
、突出部４８及び出っ張り部４０が互いに係合できるようにする。
【００２８】
　図５－図９に示されるように、好ましい実施形態では、下部取付けフレーム２２は、第
１の側面８８ａ、第２の側面８８ｂ、第３の側面８８ｃ及び第４の側面８８ｄと、底面８
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８ｅと、上縁８８ｆと、を含む本体部８８を含む。示されるように、出っ張り部４０は、
好ましくは第１の側面８８ａ上に位置し、ピボット溝５６（及びピボット開口５４）は、
本体部８８の第３の側面８８ｃ及び第４の側面８８ｄに画定される。ピボット溝５６の第
１の部分は、本体部８８の底面８８ｅにほぼ平行に延び、ピボット溝５６の第２の部分は
、第１の部分から上向きに延び又は角度を付けられ、本体部８８の上縁８８ｆに対して開
いている。
【００２９】
　図３～図９に示されるように、好ましい実施形態では、上部取付けフレーム２４は、そ
の上に複数の電気接続円筒５８を含む。円筒５８は、配線のための設備である。ワイヤの
ための既存のジップタイマウントが、円筒５８内に留められる。それらは基本的に、その
円筒にクリックする／収まるクリスマスツリー形状のワイヤーハーネスをその端部に有す
るジップタイを内蔵した小さなループを受け入れる。これにより、個々の構成要素間で配
線を実行することが可能になる。好ましい実施形態では、支持枠２６は、上部取付けフレ
ーム２４に画定されたチャネル６２内に受け入れられる、支持枠から延びるタブ６０を含
む。好ましい実施形態では、下部取付けフレーム２２は同様に、上部取付けフレーム内の
整列開口６６に受け入れられる、下部取付けフレームから上向きに延びる整列タブ６４を
含む。これは、ラッチ部材３８が出っ張り部４０と適切に整列するように、下部取付けフ
レーム２２を上部取付けフレーム２４と整列させるのを助ける。
【００３０】
　図６を参照して、空気抽出器モジュール１４は、下部取付けフレーム２２と、上部取付
けフレーム２４と、支持枠２６と、空気抽出器アセンブリ２８と、を含む。空気抽出器ア
センブリ２８は、下部取付けフレーム２２内に取り付けられており、下部取付けフレーム
２２にスナップ嵌合する格子（grill）６８を含んでいる。下部取付けフレーム２２は、
下部取付けフレームに画定された溝５６及びピボット開口５４、並びに、出っ張り部４０
を含む。
【００３１】
　図７を参照して、酸素モジュール２０は、上部取付けフレーム２４と、下部取付けフレ
ーム２２と、酸素ボックス７０（酸素マスク等の部品を含む）と、を含む。酸素モジュー
ル２０の下部取付けフレーム２２は、上部取付けフレーム２４上の２つのラッチ部材３８
と結合するための２つの出っ張り部４０を含む。ヒンジアセンブリ３６は、他の３つの構
成要素のヒンジアセンブリ３６とは異なる。ヒンジアセンブリ３６は、互いに係合しかつ
下部取付けフレーム２２及び酸素ボックス７０が上部取付けフレーム２４に対して回動す
ることを可能にする、相補的な上部及び下部湾曲ヒンジ部材７２及び７４を含む。示され
るように、酸素ボックス７０は、下部取付けフレーム２２にねじ式締結具によって取り付
けられている。
【００３２】
　図８を参照して、スピーカモジュール１６は、下部取付けフレーム２２と、上部取付け
フレーム２４と、支持枠２６と、スピーカ７６と、を含んでいる。下部取付けフレーム２
２は、下部取付けフレームに画定された溝５６及びピボット開口５４、並びに、スピーカ
の格子（speaker grill）７８及び出っ張り部４０を含んでいる。
【００３３】
　図９を参照して、照明モジュール１８は、下部取付けフレーム２２と、上部取付けフレ
ーム２４と、支持枠２６と、ハウジング８２及びその内部の照明８４（例えば、ＬＥＤ）
を含む照明アセンブリ８０と、を含む。下部取付けフレーム２２は、下部取付けフレーム
に画定された溝５６及びピボット開口５４、並びに、レンズカバー８６及び出っ張り部４
０を含む。
【００３４】
　図１０は、トイレ１００のシェル内に挿入された天井パネルアセンブリ１０の全体を示
す。
【００３５】
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　文脈が明らかに他に要求しない限り、明細書及び特許請求の範囲を通して、「備える（
ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」等の語は、排他的又は網羅
的な意味とは対照的に、包括的な意味に解釈されるべきである、すなわち、「含むが、こ
れに限定されない」という意味である。本明細書で使用される場合、用語「接続された」
、「結合された」又はそれらの任意の変形は、２つ以上の要素の間の直接的な又は間接的
な任意の接続又は結合を意味する。要素間の接続の結合は、物理的、論理的又はそれらの
組み合わせであることができる。さらに、本出願で使用される場合、「本明細書で」、「
以上で」、「以下で」及び類似の趣旨の用語は、本出願のいかなる特定部分でもなく本出
願全体を参照するべきである。文脈が許す限り、単数又は複数を使用する上記の好ましい
実施形態の詳細な説明における単語は、それぞれ複数又は単数を含んでもよい。２つ以上
の項目のリストを参照する「又は」という単語は、単語の以下の解釈のすべてをカバーす
る：リスト内の項目のいずれか、リスト内の項目の全て、及び、リスト内の項目の任意の
組み合わせ。
【００３６】
　本開示の実施形態の上記の詳細な説明は、網羅的であること又は教示を上記で開示した
正確な形態に限定することは意図されていない。本開示の特定の実施形態及び実施例は、
例示目的のために以上で記載されているが、当業者が認識するように、本開示の範囲内で
様々な均等な改良が可能である。さらに、本明細書に記載されているいかなる特定の数字
も単なる例であり、代替的な実施態様は、異なる値、測定値又は範囲を採用してもよい。
【００３７】
　本明細書で提供される開示の教示は、必ずしも上述のシステムではなく、他のシステム
にも適用することができる。上述した様々な実施形態の要素及び動作は、さらなる実施形
態を提供するために組み合わせることができる。本明細書において記載又は使用される任
意の測定値は単なる例示であり、本発明を限定するものではない。他の測定値も使用でき
る。さらに、本明細書に記載された任意の特定の材料は、単なる例であり、代替の実施形
態は、異なる材料を採用してもよい。
【００３８】
　付随する出願書類に挙げられ得る任意のものを含む、上記の任意の特許及び出願並びに
他の文献は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。本開示の態様は、必要に応
じて、上記の様々な文献のシステム、機能及び概念を採用して本開示のさらに別の実施形
態を提供するように、変更されることができる。
【００３９】
　これらの及び他の変更は、上記の好ましい実施形態の詳細な説明に照らして、本開示に
行うことができる。上記の説明は、本開示の特定の実施形態を説明し、意図された最良の
形態を説明するが、上記の内容がどのように詳細に示されても、教示は多くの方法で実施
することができる。システムの詳細は、その実施の詳細においてかなり変わるかもしれな
いが、依然として本明細書に開示された主題によって包含される。上述したように、本開
示の特定の特徴又は態様を説明する際に使用される特定の用語は、用語が関連する本開示
の任意の特定の特性、特徴又は態様に限定されるように本明細書で再定義されることを意
味するとして見なされるべきではない。一般的に、以下の特許請求の範囲で使用される用
語は、上記の好ましい実施形態の詳細な説明のセクションがそのような用語を明示的に定
義しない限り、本明細書に開示される特定の実施形態の開示に限定すると解釈されるべき
ではない。したがって、本開示の実際の範囲は、開示された実施形態だけでなく、特許請
求の範囲の下での開示を実行又は実施するすべての均等な方法も包含する。
【００４０】
　したがって、本発明の例示的な実施形態が示され説明されたが、本明細書で使用される
すべての用語は、限定ではなく説明的であり、多くの変更、改良及び置き換えが、本発明
の趣旨及び範囲から逸脱することなく、当業者によって行われ得ることが、理解されるべ
きである。
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