
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のヒューズ素子を収容したボックスから前記各ヒューズ素子と接続された端子片を
突設してなるヒューズボックスと、前記端子片をバッテリポストに接続するためのバッテ
リ端子と、前記ボックスに取り付けられ前記バッテリ端子を覆う開閉可能なカバーとを備
え、このカバーにおける前記ボックスへの取付部には撓み変形可能なロック板が設けられ
、このロック板が前記ボックスの外面に弾性的に当接して係止部に係止されることで抜け
止め状態にロックされるものにおいて、
　前記ボックスの外面には、ロックされた位置の前記ロック板の端縁に沿うようにして捲
れ防止壁が立てられて
　

ことを特徴とするヒュー
ズボックスのバッテリ取付装置。
【発明の詳細な説明】
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おり、
また、前記ヒューズボックスは、バッテリ側に接続するための端子片と、複数の出力端

子部と、前記端子片と前記各出力端子部とを繋ぐ複数のヒューズ素子とを導電性金属板に
より一体形成するとともに、前記各ヒューズ素子を露出させつつそれらのヒューズ素子の
周辺に樹脂モールド部を形成してなるヒューズ装置が、前記端子片を突出させつつボック
ス内に挿入されることで構成され、かつ前記ボックスの挿入開口付近の壁面には、前記ヒ
ューズ装置に抜け止め状態に係止する撓み変形可能なロック部が設けられていて、前記カ
バーのロック板は、前記ボックスに取り付けられてロック位置にある場合に、前記ロック
部の外方に進出してその撓み変形を規制し得るようになっている



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ヒューズボックスの端子片をバッテリ端子を介してバッテリのポストに取り付
ける部分の装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車用バッテリに直付けされるヒューズボックスは一般に、複数のヒューズ素子を収容
してなるボックスから各ヒューズ素子と接続された端子片が突設された構造となっており
、この端子片がバッテリ端子を介してバッテリに立てられたポストに接続されるようにな
っている。なお、このような取付構造は、特開２０００－１８２５０６号公報に記載され
ている。
一方、バッテリ端子等が車体側と短絡することを防止するために、バッテリ端子を覆う合
成樹脂製のカバーが備えられ、これはメンテナンス等にも便利なように開閉可能となって
いることが望ましい。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本願出願人は、この種のヒューズボックスに備えるカバーとして、以下のようなも
のを提案した。これは、ボックスにおける端子片を突出した側の端部に被せられる取付本
体に、バッテリ端子等を覆うことのできる開閉蓋をヒンジ部を介して揺動開閉可能に一体
形成した構造となっている。そして、取付本体には撓み変形可能なロック板が設けられ、
取付本体がボックスの端部に被せられると、ロック板がボックスの外面に弾性的に当接し
て、そのボックスの外面に設けられた係止部と凹凸嵌合することで抜け止め状態に取り付
けられ、常には開閉蓋が閉じられ、メンテナンス時には開閉蓋のみを開くようにして使用
に供されるようになっている。
【０００４】
一方このようなカバーは、ヒューズボックスに予め取り付けられた状態で、バッテリへの
取付現場へ搬入される場合が多い。しかるに上記のように先に提案したものでは、カバー
の取付体に設けられたロック板がボックスの外面に弾性的に当接した状態でロックが掛か
っているのであって、搬入の途中で、例えばヒューズボックスから引き出されたワイヤハ
ーネスや他のヒューズボックスがロック板の端縁に当たってこれを捲り上げると、係止部
に対する凹凸嵌合が外れ、取付体ひいてはカバーがボックスから外れてしまうおそれがあ
り、さらなる改良が切望されていた。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、その目的は、カバーの取
付部のロックが簡単に外れないようにするところにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明に係るヒューズボックスのバ
ッテリ取付装置は、複数のヒューズ素子を収容したボックスから前記各ヒューズ素子と接
続された端子片を突設してなるヒューズボックスと、前記端子片をバッテリポストに接続
するためのバッテリ端子と、前記ボックスに取り付けられ前記バッテリ端子を覆う開閉可
能なカバーとを備え、このカバーにおける前記ボックスへの取付部には撓み変形可能なロ
ック板が設けられ、このロック板が前記ボックスの外面に弾性的に当接して係止部に係止
されることで抜け止め状態にロックされるものにおいて、前記ボックスの外面には、ロッ
クされた位置の前記ロック板の端縁に沿うようにして捲れ防止壁が立てられて
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おり、また
、前記ヒューズボックスは、バッテリ側に接続するための端子片と、複数の出力端子部と
、前記端子片と前記各出力端子部とを繋ぐ複数のヒューズ素子とを導電性金属板により一
体形成するとともに、前記各ヒューズ素子を露出させつつそれらのヒューズ素子の周辺に
樹脂モールド部を形成してなるヒューズ装置が、前記端子片を突出させつつボックス内に
挿入されることで構成され、かつ前記ボックスの挿入開口付近の壁面には、前記ヒューズ
装置に抜け止め状態に係止する撓み変形可能なロック部が設けられていて、前記カバーの



構成としたところに特徴を有す
る。
【０００７】
【発明の作用及び効果】
　＜請求項１の発明＞
　カバーの取付部がボックスに装着され、ロック板がボックスの外面上の所定位置に進出
して係止部に係止されることでロックが掛かった状態となると、ボックスの外面に立てら
れた捲れ防止壁が、ロック板の端縁に沿ってそれを囲む。そのため、ワイヤハーネスや異
物等が捲れ防止壁で遮られてロック板の端縁に当たることが規制され、ロック板が捲れる
ことが防止される。その結果、ロックが外れること、すなわちカバーの取付部が外れるこ
とが未然に防止される。
　 入出力端子部とヒューズ素子とをバスバーに一体的に設けたヒューズ装置を、ボ
ックス内に収容した形式のヒューズボックスについて、ヒューズ装置をボックスからの抜
け止め状態にロックするためのロック部が、カバーのロック板により撓み規制されるから
、ヒューズ装置の抜け止め用のロックがより強化される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図１ないし図１５に基づいて説明する。
この実施形態では、自動車に搭載されたバッテリＢにヒューズボックス１０を装着する場
合を例示しており、大まかには図１４に参照して示すように、バッテリＢに立てられたポ
ストＰにバッテリ端子３０が取り付けられ、このバッテリ端子３０に対して、バッテリＢ
の側面に配されたヒューズボックス１０の接続用の端子片１８と、別のスタータ端子７０
とが接続され、ヒューズボックス１０に装着された開閉可能なカバー５０でバッテリポス
トＰの周辺が覆われるようになっている。
【０００９】
まず、ヒューズボックス１０を図１ないし図４によって説明する。ヒューズボックス１０
は、ヒューズ装置１１と、これを収容する合成樹脂製のボックス１２とから構成されてい
る。
ヒューズ装置１１は、導電性に優れた金属板をプレス加工してなるバスバー１３を備えて
おり、バッテリＢ側と接続される入力端子部１４と、タブ状をなす図示５本の出力端子部
１５と、入力端子部１４と各出力端子部１５とを繋ぐヒューズ素子１６とが一体的に形成
されている。
【００１０】
入力端子部１４は、全幅にわたる基部の幅方向の一側（図１の右奥側）から接続用の端子
片１８が直角曲げされて突設され、この端子片１８は補強用に伏コ字形断面に形成されて
いるとともに、その先端側には取付孔１９が開口されている。出力端子部１５は、所定間
隔を開けて並んで形成されている。ヒューズ素子１６は、出力端子部１５と同数の５個備
えられ、溶断しやすいように細い線状をなして略Ｓ字形に屈曲した形状に形成されている
。
上記のバスバー１３において、出力端子部１５の基端側から、入力端子部１４における基
部から端子片１８の付け根部分にわたる領域には、このバスバー１３を表裏両面から挟む
ようにして樹脂モールド部２０が形成されている。ただし、各ヒューズ素子１６と対応す
る部分には窓孔２１が形成され、ヒューズ素子１６が表裏両面で外部に露出した状態とさ
れている。
【００１１】
一方のボックス１２は扁平な縦向きの箱形に形成されており、このボックス１２内の上部
側には、上記したヒューズ装置１１のうちの樹脂モールド部２０が形成された部分までが
挿入可能な挿入空間２３が形成されているとともに、下部側には、ヒューズ装置１１の各
出力端子部１５と接続される相手の雌側端子金具が嵌合可能な収容筒部２４が、互いに仕
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ロック板は、前記ボックスに取り付けられてロック位置にある場合に、前記ロック部の外
方に進出してその撓み変形を規制し得るようになっている

また、



切られて並んで形成されている。各収容筒部２４の天井面には、出力端子部１５が挿通可
能な挿通溝２５が形成されている。
【００１２】
ヒューズボックス１０の組み付けに際しては、まずボックス１２の下端側の各収容筒部２
４に対して、電線の端末に圧着された雌側端子金具（図示せず）が挿入される。次に、図
１の矢線に示すように、ボックス１２の挿入空間２３に対してヒューズ装置１１が上方か
ら挿入される。ヒューズ装置１１はガイド２６に沿って挿入され、挿入が進むと、各出力
端子部１５が挿通溝２５を貫通してその下方の収容筒部２４内に突入し、雌側端子金具に
対して次第に嵌合される。
樹脂モールド部２０が挿入空間２３の底面に当たるまで挿入されると、樹脂モールド部２
０の左右の面の上端部に設けられた両突起２７が、ボックス１２における左右の側壁の上
端部に設けられたロック片２８に弾性的に係止されることで（図３参照）、ヒューズ装置
１１がボックス１２内に抜け止め状態に収容される。
このとき、ヒューズ装置１１の上縁の一側から水平方向に突出された端子片１８は、図４
に示すように、その付け根部分の回りに形成された樹脂モールド部２０を、ボックス１２
の後壁の上縁に形成された逃がし凹部２９に嵌めて逃がしつつ、ボックス１２の裏面側（
図４では手前側）に突出した状態とされる。
【００１３】
バッテリ端子３０は導電性金属を素材として形成され、図４に示すように、一端側にバッ
テリポストＰに対するクランプ部３１が、他端側に上記したヒューズボックス１０に対す
る接続部３５が設けられている。クランプ部３１は、上端側に向けて次第に径が小さくな
った円筒に縦方向の切割溝を切った形状であって、切割溝の両側縁に形成された一対の張
り出し片３２の間にボルト３３が貫通され、その先端に螺合されたナット３４を締め付け
ることでクランプ部３１が次第に縮径されるようになっている。
【００１４】
一方の接続部３５では、図８にも示すように、上記のクランプ部３１から連なる底板３７
の上面に所定間隔を開けて上板３８を側方から折り曲げることにより、平面方形でかつク
ランプ部３１に近い面が開口された二重構造をなす支持板３６が形成されている。この支
持板３６の上板３８の通孔３９には取付ボルト４１が挿通され、方形をなす頭部４１Ａが
上板３８と底板３７との間隙に収められ、その頭部４１Ａの一辺が、底板３７の前縁に屈
曲形成された規制片３７Ａに当てられることで、取付ボルト４１はその上端を支持板３６
の上方に突出させ、かつ回り止めされた状態で装着されている。
【００１５】
このバッテリ端子３０の支持板３６は、取付ボルト４１を取付孔１９に挿通しつつ、ヒュ
ーズボックス１０から突設された端子片１８の下面に重ねられるようになっており、方形
をなす支持板３６が端子片１８の一対の側壁１８Ａで挟まれることにより、支持板３６す
なわちバッテリ端子３０が端子片１８に対して回り止めされて重ねられるようになってい
る。
上記した端子片１８の先端縁は、バッテリ端子３０のクランプ部３１の外形形状に倣って
逃げるようにして円弧形に形成されている。この先端縁の幅の中心からは、図８及び図９
に示すように、係止片４３が下向きに曲げ形成されている。この係止片４３は、内外（図
８の左右方向）に弾性的に撓み変形可能となっており、その下端側には、内方に膨出した
突部４４が形成されている。そして、上記のようにバッテリ端子３０の支持板３６が端子
片１８の下面に重ねられた場合に、係止片４３の突部４４が、支持板３６における上板３
８の端縁に係止可能となっている（図９）。
【００１６】
ヒューズボックス１０には、これがバッテリポストＰに接続された場合に、そのバッテリ
ポストＰの周辺を覆うカバー５０が装着されるようになっている。カバー５０は合成樹脂
製であって、図４に示すように、ヒューズボックス１０の上端部に取り付けられる取付本
体５１に、開閉蓋５２がヒンジ部５３を介して揺動可能に一体形成されている。
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まず、カバー５０の取付本体５１がヒューズボックス１０の上端部に取り付けられる部分
の構造を説明する。
【００１７】
ボックス１２の上縁には、その前面から左右の側面（ロック片２８を含む）にわたって、
所定厚さのフランジ５５が張り出し形成されている。
一方、取付本体５１は、ボックス１２の上面に外嵌されるように、上面板５６と前面板５
７と左右一対の側面板５８とから構成され、言い換えると、後面の開放された下向きの箱
状に形成されている。側面板５８は、図５に示すように、後端側の所定領域で垂下長の長
い部分５８Ａが形成され、前面板５７に向けて次第に垂下長が短くされている。
この前面板５７の内面における下縁の全幅から、左右の側面板５８の内面における同一高
さ位置で、かつ奥行き方向の中央部を少し超えた位置にわたって、上記したボックス１２
のフランジ５５の下面に係止可能な鈎部６０が形成されている。
【００１８】
また、ボックス１２の左右の外側面におけるロック片２８の少し後方位置（図５の右側）
には、係止突部６２が形成されている。この係止突部６２の前面側はガイド用にテーパ面
となっている。一方、取付本体５１の左右の側面板５８における内面には、後縁側の下端
において、上記した係止突部６２の後面に係止可能な被係止突部６３が形成されている。
被係止突部６３の後面側もガイド用にテーパ面となっている。すなわち、取付本体５１の
両側面板５８が、取付本体５１をロックするためのロック板として機能するようになって
いる。
【００１９】
したがってカバー５０の取付本体５１は、その上面板５６の後縁側がボックス１２の上面
の手前側に当てられたのち、左右の鈎部６０が左右のフランジ５５の下方を摺動するよう
にして後方に押し込まれ、フランジ５５の前縁が前面板５７に突き当たるまで押し込まれ
ると、被係止突部６３が係止突部６２の後方に嵌まって前方に抜け止めされ、また、前面
と左右両側面の鈎部６０の全長がフランジ５５の下方に嵌まることで、上方に抜け止めさ
れて装着されるようになっている。
そして、ボックス１２の左右両側面における後縁側の上端部には、上記のように取付本体
５１が正規に装着された場合に、その側面板５８の垂下長の長い部分５８Ａの後縁から下
縁に沿うようにして配される捲れ防止壁６５が立てられている。この捲れ防止壁６５は、
図７に示すように、その突出端が側面板５８の外面とほぼ面一となるようにその高さが設
定されている。
【００２０】
取付本体５１の上面板５６における後縁には、図７に示すように、正面から見たほぼ右半
分の領域に、開閉蓋５２がヒンジ部５３を介して揺動開閉可能に設けられている。この開
閉蓋５２は、ヒューズボックス１０から突設された端子片１８、バッテリ端子３０及びバ
ッテリポストＰを覆えるように、深皿を伏せたような形状に形成されており、成形時は、
図５に示すように、開口を後方に向けて立った姿勢を取っている。
なお、開閉蓋５２の天井面からは、それが閉じられた場合に、ヒューズボックス１０の端
子片１８の突出端側の両側壁１８Ａに係止する一対の保持片６７が垂下して設けられてい
る。
【００２１】
また、上記したバッテリ端子３０の取付ボルト４１には、ヒューズボックス１０の端子片
１８に加えて、スタータ端子７０が取り付けられるようになっている。このスタータ端子
７０は、図１０の鎖線に示すように、先端縁が半円形とされた細長い形状をなし、その後
端側に、電線の端末にかしめ圧着されるバレル７１が下向きに直角曲げして形成されてい
る。スタータ端子７０の先端側には、取付ボルト４１に挿通可能な取付孔７２が開口され
ている。
【００２２】
そして、このスタータ端子７０は、図１３に示すように、バッテリ端子３０の長さ方向と
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直交し、かつバレル７１側が同図の右側を向いた姿勢で取付ボルト４１に挿通されるよう
になっている。
そのため、上記したカバー５０の開閉蓋５２における付け根部分の一側（図１３の右側）
には、閉じた場合にスタータ端子７０を覆うべく張り出し部５２Ａが形成されている。
また、上記したヒューズ装置１１に形成された樹脂モールド部２０のうちの、端子片１８
の付け根部分を覆った部分には、その端縁の一端側（図１０の下側）から回り止め柱７５
が一体形成されている。この回り止め柱７５は、図１０の鎖線に示すようにスタータ端子
７０が装着された場合に、同図における時計回り方向の前方の側縁７０Ａの直前に位置し
て当接可能となっている。
【００２３】
本実施形態は上記のような構造であって、続いて取付手順の一例を説明する。ヒューズボ
ックス１０は以下のようにして組み付けられる。まずボックス１２の収容筒部２４に対し
て電線の端末に圧着された雌側端子金具が挿入されて収容される。次に、ボックス１２の
挿入空間２３に対してヒューズ装置１１が上方から挿入され、出力端子部１５と対応する
雌側端子金具とが正規に接続される正規位置まで押し込まれると、ロック片２８によって
抜け止め状態に収容される。
【００２４】
次に、ヒューズボックス１０から突設された端子片１８に対して、バッテリ端子３０が予
め仮組みされる。具体的には、図８に示すように、バッテリ端子３０が端子片１８の突出
した方向に沿った向きとされ、かつクランプ部３１側を少し下げた斜め姿勢として、取付
ボルト４１が端子片１８の取付孔１９内に下方から挿通される。支持板３６の上板３８の
前縁が端子片１８の下面に当たると、同上板３８の後縁が係止片４３の突部４４に当たる
から、引き続いて、上板３８の前縁を中心としてバッテリ端子３０のクランプ部３１側を
引き上げると、係止片４３が後方に向けて撓み変形され、上板３８が端子片１８の下面に
べた当たりの状態となると、上板３８の後縁が突部４４を通過することで、係止片４３が
復元変形しつつ突部４４が上板３８の後縁の下面側に入り込んで係止する。一方、上板３
８は端子片１８の両側壁１８Ａの間にほぼ緊密に嵌められることから、端子片１８に対し
てバッテリ端子３０が、下方への抜け止め、かつ回り止めされた状態で仮組みされる。
なお、ヒューズ装置１１がボックス１２に収容される前に端子片１８に対してバッテリ端
子３０を仮組みし、そののちヒューズ装置１１をボックス１２に収容するようにしてもよ
い。
【００２５】
続いて、ヒューズボックス１０に対してカバー５０が装着される。それには、図５に示す
ように、カバー５０の取付本体５１が、左右の鈎部６０がボックス１２における左右のフ
ランジ５５の下方を摺動するようにして後方に押し込まれる。押し込みの終盤に至ると、
側面板５８が弾性的に開きつつ被係止突部６３が係止突部６２を乗り越え、正規位置まで
押し込まれると、図６に示すように、側面板５８が復元変形して被係止突部６３が係止突
部６２の後方に嵌まり、また、前面から左右両側面にわたる鈎部６０の全長がフランジ５
５の下方に嵌まることで、取付本体５１がボックス１２の上端部に取り付けられる。
このとき、取付本体５１の側面板５８の垂下長の長い部分５８Ａにおける後縁から下縁に
わたる領域が、ボックス１２の側面に立てられた捲れ防止壁６５によりほぼ面一に囲われ
た状態とされる。
【００２６】
上記のようにヒューズボックス１０は、その端子片１８にバッテリ端子３０が仮組みされ
、またカバー５０が開放状態で取り付けられた状態でバッテリＢへの取付現場に搬入され
る。この搬入等の間、カバー５０の取付本体５１がボックス１２の上端部に取り付けられ
部分において、例えば取付本体５１の左右の側面板５８に、ヒューズボックス１０から引
き出されたワイヤハーネスや他のヒューズボックス１０等が当たってこれを捲り上げると
、側面板５８の裏面の被係止突部６３がボックス１２側の係止突部６２から外れ、ひいて
は取付本体５１がボックス１２から外れるおそれがある。
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その点この実施形態では、異物等が当たると側面板５８を捲りやすいところの、垂下長の
長い部分５８Ａにおける後縁から下縁にわたる領域が捲れ防止壁６５によりほぼ面一に囲
われているから、その部分に異物等が当たることが阻止され、これにより側面板５８が捲
れること、すなわち取付本体５１が外れることが防止される。
【００２７】
バッテリＢへの取付現場では、図１１に示すように、ヒューズボックス１０がバッテリＢ
の前面側（同図の左側）に配された姿勢において、バッテリ端子３０のクランプ部３１が
バッテリポストＰに挿入され、一対の張り出し片３２を貫通したボルト３３に螺合された
ナット３４を締め付けることで、クランプ部３１がバッテリ端子３０に固定される。
ここで、ヒューズボックス１０（端子片１８）とバッテリ端子３０とは回り止め状態で仮
組みされているのであるから、クランプ部３１の締め付け操作の間、ヒューズボックス１
０とバッテリ端子３０のいずれか一方を押さえておけば、両者の向きが正規に保持される
。
【００２８】
次に、図１２に示すようにスタータ端子７０の取付孔７２がバッテリ端子３０の取付ボル
ト４１に挿通され、図１３に示すように、スタータ端子７０が端子片１８と直交する姿勢
で端子片１８の上に重ねられる。このとき、ヒューズ装置１１における端子片１８の付け
根部分を覆った樹脂モールド部２０から突設された回り止め柱７５が、スタータ端子７０
における図１３の時計回り方向の前方の側縁７０Ａにほぼ当接した状態とされる。
【００２９】
この状態から、取付ボルト４１の先端にナット７７を螺合して締め付ける（図１３の時計
回り方向）。これにより、バッテリ端子３０の支持板３６とナット７７との間に、端子片
１８とスタータ端子７０とが重なって挟持され、いわゆる共締めされるのであるが、支持
板３６が端子片１８の両側壁１８Ａの間に嵌まって回り止めされた状態にあるから、ヒュ
ーズボックス１０に軽く手を添えて押さえる程度で、ヒューズボックス１０とバッテリ端
子３０の両方を位置決めした状態でナット７７の締め付けを行うことができる。
また、ナット７７の締め付け操作の終盤でスタータ端子７０に接触することでスタータ端
子７０が連れ回りするおそれがあるが、その時計回り方向の前方の側縁７０Ａが回り止め
柱７５に直ぐに当たることでそれが阻止される。したがって、ナット７７の締め付けがロ
ス無く効率良く行われ、また、スタータ端子７０を格別に押さえて置かなくても、正規位
置に保持される。
【００３０】
上記のようにナット７７の締め付けが完了したら、図１４及び図１５に示すように、カバ
ー５０の開閉蓋５２がヒンジ部５３を中心にほぼ水平姿勢を取るように揺動されて閉じら
れる。これにより、バッテリポストＰ、バッテリ端子３０、スタータ端子７０及びヒュー
ズボックス１０から突設された端子片１８の回りが覆われる。また、開閉蓋５２の天井面
から垂下された一対の保持片６７が、ヒューズボックス１０の端子片１８における突出端
側の両側壁１８Ａに抱くように係止し、開閉蓋５２は閉鎖状態に保持される。
【００３１】
なお、カバー５０の開閉蓋５２が閉じられた状態から、その先端側に設けられた操作部７
９に指等を掛けて引き上げれば、保持片６７を強制的に弾性変形させつつ開閉蓋５２を開
放することができる。そののち例えば、取付ボルト４１に螺着したナット７７を外せばス
タータ端子７０のみを外すことができ、またバッテリ端子３０のクランプ部３１をバッテ
リポストＰから外せば、ヒューズボックス１０に対してバッテリ端子３０、スタータ端子
７０さらにはカバー５０を取り付けたままバッテリＢから外すと言った使い方もできる。
【００３２】
以上説明したように本実施形態では、カバー５０の取付本体５１がボックス１２の上端部
に取り付けられる部分において、取付本体５１の側面板５８の裏面に設けられた被係止突
部６３が、ボックス１２の外側面に設けられた係止突部６２に係止されることでロックが
掛かり、このとき側面板５８の垂下長の長い部分５８Ａにおける後縁から下縁にわたる領
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域が、ボックス１２の外側面に立てられた捲れ防止壁６５によりほぼ面一に囲われた状態
とされる。
すなわち異物等が当たると側面板５８を捲りやすいところの、垂下長の長い部分５８Ａに
おける後縁から下縁にわたる領域が、捲れ防止壁６５によりほぼ面一に囲われた構造であ
るから、その部分に異物等が当たることが阻止され、その結果側面板５８が捲れること、
ひいては取付本体５１すなわちカバー５０が外れることが防がれる。
また、捲れ防止された取付本体５１の側面板５８が、ヒューズ装置１１をボックス１２か
ら抜け止め状態にロックするためのロック片２８の外方に位置して、ロック片２８の不用
意な撓み変形を規制するように機能するから、ヒューズ装置１１の抜け止め用のロック機
能がより強化される。
【００３３】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱
しない範囲内で種々変更して実施することができる。
　（１）本発明は、カバーの取付本体がボックスの上端部に対して上方から被せられてロ
ックされる構造のものにも、同様に適用することができる
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るヒューズボックスの分解斜視図
【図２】ヒューズボックスの平面から見た断面図
【図３】ヒューズボックスの正面から見た断面図
【図４】ヒューズボックスにバッテリ端子とカバーとを組み付ける前の斜視図
【図５】カバーの取付動作を示す一部切欠側面図
【図６】カバーの取付後の一部切欠側面図
【図７】その一部切欠正面図
【図８】バッテリ端子の仮組み動作を示す一部切欠側面図
【図９】バッテリ端子が仮組みされた状態の一部切欠側面図
【図１０】その平面図
【図１１】ヒューズボックスをバッテリに取り付ける動作を示す一部切欠側面図
【図１２】バッテリ端子がバッテリポストに取り付けられた状態の一部切欠側面図
【図１３】取り付けが完了した状態の平面図
【図１４】その一部切欠側面図
【図１５】その一部切欠背面図
【符号の説明】
Ｂ…バッテリ
Ｐ…バッテリポスト
１０…ヒューズボックス
１１…ヒューズ装置
１２…ボックス
１３…バスバー
１５…出力端子部
１６…ヒューズ素子
１８…端子片
２０…樹脂モールド部
２７…突起
２８…ロック片（ロック部）
３０…バッテリ端子
５０…カバー
５１…取付本体（取付部）
５２…開閉蓋
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５８…側面板（ロック板）
５８Ａ…（側面板５８における）垂下長の長い部分
６２…係止突部（係止部）
６３…被係止突部
６５…捲れ防止壁

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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