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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面板（２）とボックス（１）を含み、
　前記面板（２）は、
　外周（１４０１）と所定形状の断面形状を有する後側壁体（２６）において、前記後側
壁体（２６）は１つまたは複数の施設開口（１２７）を有しまた前記面板（２）を電気施
設（１５）に取付けるための着脱自在自在のファスナーを収容する手段を有する後側壁体
（２６）と、
　フランジ（３３）および
　前記後側壁体（２６）から全体として前方に突出する内側面（１４００）と、
とを含み、
　前記ボックスは、
　外周（１５０１）を有する後側壁体（４）と、
　前記後側壁体（４）の外周（１５０１）に結合しまたこの外周（１５０１）から全体と
して前方に突出し、チャンネル（９）を含む頂部（５）、チャンネル（９）を含む底部（
６）およびそれぞれ１つのチャンネル（９）を含む側面（７）を有し、前記の各チャンネ
ル（９）はそれぞれ１つの内側端部（１００１）を有するように成された側面（１５００
）と、
　前記側面（１５００）に結合された第１端部（１５０２）を有する接続壁体（１５０３
）であって、前記接続壁体（１５０３）は側面（１５０５）と第２端部（１５０４）を有
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しまた前記接続壁体（１５０３）は全体として側面（１５００）から外方に延在するよう
に成された接続壁体（１５０３）と、
　前部（１１）において、前記側面（１５０５）に結合されまたこの側面から全体として
外方に突出する第１端部（１５０６）と、接続壁体（１５０３）の第２端部（１５０４）
とを有し、前記前部（１１）はチャンネル（９）の内側端部（１００１）を含み、前記前
部（１１）は口部（３）を成す第２端部（１５０７）を有し、また前記前部（１１）は前
記面板（２）の後側壁体（２６）の前記断面形状と実質的に同様の断面形状を有し、また
前記前部（１１）は、面板（２）のフランジ（３３）が内側面（１４００）から横方向に
口部（３）を越える姿勢まで延在するようなサイズを有するように成された前部（１１）
と、
　前記ボックスを電気施設（１５）に取付けるための解除可能型ファスナーを収容する手
段とを含む
陥没面板付き電気ボックス。
【請求項２】
　請求項１に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　前記面板（２）を電気施設（１５）に取付けるための手段は前記面板（２）中の１つま
たは複数のアパチュア（１００３）または前記接続壁体（１５０３）中の１つまたは複数
のアパチュア（１９，２０）であり、
　前記ボックスを電気施設（１５）に取付けるために解除可能ファスナーを収容する手段
はボックスの側面（１５００）の頂部（５）上のチャンネル（９）のネジ込みアパチュア
（１００２）を有する内側端部（１００１）と、ボックスの側面（１５００）の底部（６
）上のチャンネル（９）のネジ込みアパチュア（１００２）を有する内側端部（１００１
）とである事を特徴とする請求項１に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項３】
　前記面板（２）と前記ボックスがそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする請求項２
に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項４】
　請求項３に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）、前記正面（１４１）に接続された頂面（４２）、それぞれ前記正面（
１４１）に接続された２つの側面（４３）、および各側面（４３）から内側に延在する縦
方向タブ（３８）を有するカバー（３９）を含み、
　ここに前記フランジ（３３）は複数の側面（３５）を有し、各側面（３５）は前記カバ
ー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容するために前記フランジ（３３）の縁部（３７）
にそって延びるチャンネル（３６）を含むように成された陥没面板付き電気ボックス。
【請求項５】
　請求項１に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　前記面板（２）と前記ボックスはそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする陥没面板
付き電気ボックス。
【請求項６】
　請求項５に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）と、前記正面（１４１）に接続された頂面（４２）と、各側面（４３）
から内側に延在する縦方向タブ（３８）とを有し、
　ここに、前記フランジ（３３）は複数の側面（３５）を有し、各側面（３５）は１つの
チャンネル（３６）を含み、前記チャンネル（３６）は前記フランジ（３３）の縁部（３
７）にそって走って前記カバー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容するように成された
陥没面板付き電気ボックス。
【請求項７】
　面板（２）とボックス（１）を含み、
　前記面板（２）は、
　外周（１４０１）と所定形状の断面形状を有する後側壁体（２６）において、前記後側
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壁体（２６）は１つまたは複数の施設開口（１２７）を有しまた前記面板（２）を電気施
設（１５）に取付けるための着脱自在自在のファスナーを収容する手段、並びに解除可能
ファスナーを収容するための手段を有する後側壁体（２６）と、
　フランジ（３３）および
　前記後側壁体（２６）から全体として前方に突出する内側面（１４００）と、
を含み、
　前記ボックスは、
　外周（１５０１）を有する後側壁体（４）と、
　前記後側壁体（４）の外周（１５０１）に結合しまたこの外周（１５０１）から全体と
して前方に突出し、チャンネル（９）を含む頂部（５）、チャンネル（９）を含む底部（
６）およびそれぞれ１つのチャンネル（９）を含む側面（７）を有し、前記の各チャンネ
ル（９）はそれぞれ１つの内側端部（１００１）を有するように成された側面（１５００
）と、
　前記側面（１５００）に結合された第１端部（１５０２）を有する接続壁体（１５０３
）であって、前記接続壁体（１５０３）は側面（１５０５）と第２端部（１５０４）を有
しまた前記接続壁体（１５０３）は全体として側面（１５００）から外方に延在するよう
に成された接続壁体（１５０３）と、
　前部（１１）において、前記側面（１５０５）に結合されまたこの側面から全体として
外方に突出する第１端部（１５０６）と、接続壁体（１５０３）の第２端部（１５０４）
とを有し、前記前部（１１）はチャンネル（９）の内側端部（１００１）を含み、前記前
部（１１）は口部（３）を成す第２端部（１５０７）を有し、また前記前部（１１）は前
記面板（２）の後側壁体（２６）の前記断面形状と実質的に同様の断面形状を有し、また
前記前部（１１）は、面板（２）のフランジ（３３）が内側面（１４００）から横方向に
口部（３）を越える姿勢まで延在するようなサイズを有するように成された前部（１１）
と、
　前記ボックスを前記面板（２）に取付けるための解除可能型ファスナーを収容する手段
とを含む陥没面板付き電気ボックス。
【請求項８】
　請求項７に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　前記面板（２）を電気施設（１５）に取付けるための手段は、前記解除可能ファスナー
がネジ（１０）である時には前記面板（２）の後側壁体（２６）中の１つまたは複数のア
パチュア（１００３）であり、
　前記ボックスを電気施設（１５）に取付けるために解除可能ファスナーを収容する手段
はボックスの側面（１５００）の頂部（５）上のチャンネル（９）のネジ込みアパチュア
（１００２）を有する内側端部（１００１）と、前記解除可能ファスナーがネジ（１０）
であってこれが前記面板（２）の後側壁体（２６）中の１つまたは複数のアパチュア（１
００３）を通過する場合、ボックスの側面（１５００）の底部（６）上のチャンネル（９
）のネジ込みアパチュア（１００２）を有する内側端部（１００１）とである事を特徴と
する陥没面板付き電気ボックス。
【請求項９】
　前記面板（２）と前記ボックスがそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする請求項８
に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１０】
　請求項９に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）、正面（１４１）に接続された頂面（４２）、それぞれ前記正面（１４
１）に接続された２つの側面（４３）、および各側面（４３）から内側に延在する縦方向
タブ（３８）を有するカバー（３９）を含み、
　ここに前記フランジ（３３）は複数の側面（３５）を有し、各側面（３５）は前記カバ
ー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容するために前記フランジ（３３）の縁部（３７）
にそって延びるチャンネル（３６）を含むように成された陥没面板付き電気ボックス。
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【請求項１１】
　前記面板（２）と前記ボックスがそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする請求項７
に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１２】
　請求１１に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）、前記正面（１４１）に接続された頂面（４２）、それぞれ前記正面（
１４１）に接続された２つの側面（４３）、および各側面（４３）から内側に延在する縦
方向タブ（３８）を有するカバー（３９）を含み、
　ここに前記フランジ（３３）は複数の側面（３５）を有し、各側面（３５）は前記カバ
ー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容するために前記フランジ（３３）の縁部（３７）
にそって走るチャンネル（３６）を含むように成された陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１３】
　陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　前記陥没面板付き電気ボックスは面板（２５）とボックス（１）を含み、
　前記面板（２５）は外側部分（２４）と内側部分（４５）を含み、
　前記外側部分（２４）は、
　フランジ（３３）、
　前記フランジ（３３）に取付けられ前記フランジ（３３）から全体として後方に突出す
る側面（２９）を有する内側面（１４００）、および
　前記内側面（１４００）の各側面（２９）から内側に延在しまた解除可能ファスナーを
有する縦方向突起（２０１）
を含み、
　前記内側部分（４５）は、
　外周（１４０１）と所定形状の断面形状を有する後側壁体（２６）において、前記後側
壁体（２６）は１つまたは複数の施設開口（１２７）を含みまた前記面板（２５）を電気
施設（１５）に取付けるための着脱自在のファスナーを収容する手段、並びに第２の解除
可能ファスナーを収容するための手段を有する後側壁体（２６）、および
　前記後側壁体（２６）から全体として前方に突出し前記後側壁体（２６）に接続された
内側面（１４００）において、前記内側部分（４５）の内側面（１４００）のサイズは、
前記内側部分（４５）の内側面（１４００）が前記外側部分（２４）の内側面（１４００
）の中に嵌合してこれらの内側面（１４００）の間に実質的に間隙を伴なう事なく前記内
側面（１４００）にそって摺動するように成された内側面（１４００）
を含み、
　前記ボックスは、
　外周（１５０１）を有する後側壁体（４）、
　前記後側壁体（４）の外周（１５０１）に結合しまたこの外周（１５０１）から全体と
して前方に突出し、チャンネル（９）を含む頂部（５）、チャンネル（９）を含む底部（
６）およびそれぞれ１つのチャンネル（９）を含む側面（７）を有し、前記の各チャンネ
ル（９）はそれぞれ１つの内側端部（１００１）を有するように成された側面（１５００
）、
　前記側面（１５００）に結合された第１端部（１５０２）を有する接続壁体（１５０３
）であって、前記接続壁体（１５０３）は側面（１５０５）と第２端部（１５０４）を有
しまた前記接続壁体（１５０３）は全体として側面（１５００）から外方に延在するよう
に成された接続壁体（１５０３）、
　前部（１１）において、前記側面（１５０５）に結合されまたこの側面から全体として
外方に突出する第１端部（１５０６）と、接続壁体（１５０３）の第２端部（１５０４）
とを有し、前記前部（１１）はチャンネル（９）の内側端部（１００１）を含み、前記前
部（１１）は口部（３）を成す第２端部（１５０７）を有し、また前記前部（１１）は面
板（２５）の後側壁体（２６）の前記断面形状と実質的に同様の断面形状を有し、また前
記前部（１１）は、面板（２５）のフランジ（３３）が内側面（１４００）から横方向に
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口部（３）を越える姿勢まで延在するようなサイズを有するように成された前部（１１）
、
　前記ボックスを電気施設（１５）に取付けるための解除可能型ファスナーを収容する手
段、および
　前記ボックスを引張り前記面板（２５）の外側部分（２４）を解除可能に保持するため
の解除可能ファスナーを収容する手段を含む陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　解除可能ファスナーを前記縦方向突起（２０１）の中に収容する手段は、アパチュア（
４４）であり、
　前記面板（２５）を電気施設（１５）に取付けるために解除可能ファスナーを収容する
手段は、前記面板（２５）中の１つまたは複数のアパチュア（１００３）または接続壁体
（１５０３）中の１つまたは複数のアパチュア（１９，２０）であり、
　前記ボックスを電気施設（１５）に取付けるための解除可能ファスナーを収容する手段
は、ボックスの側面（１５００）の頂面（５）上のチャンネル（９）に対するネジ込アパ
チュア（１００２）を有する内側端部（１００１）、およびボックスの側面（１５００）
の底面（６）上のチャンネル（９）に対するネジ込みアパチュア（１００２）を有する内
側端部（１００１）であり、
　前記面板（２５）の外側部分（２４）を前記ボックスの方に引張り解除可能に保持する
ための解除可能ファスナーを収容する手段は前記ネジ込みアパチュア（１００２）が前記
縦方向突起（２０１）中のアパチュア（４４）を通るネジ（１０）を受ける事ができるよ
うに体の側面（１５００）の両側（７）上のチャンネル（９）に対するネジ込みアパチュ
ア（１００２）を有する内側端部（１００１）であり、
　前記面板（２５）の後側壁体（２６）中の第２解除可能ファスナーを収容する手段はア
パチュア（４６）である事を特徴とする陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１５】
　前記面板（２５）と前記ボックスがそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする請求項
１４に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）を有するカバー（３９）と、前記正面（１４１）に接続された頂面（４
２）とそれぞれ前記正面（１４１）に接続された両側面（４３）と各側面（４３）から内
側に延在する縦方向タブ（３８）とを含み、また、
　ここに、前記フランジ（３３）は両側面（３５）を有し、各側面（３５）は前記フラン
ジ（３３）の縁部（３７）にそって延び前記カバー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容
するチャンネル（３６）を含む陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１７】
　前記面板（２５）と前記ボックスがそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする請求項
１３に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）を有するカバー（３９）と、前記正面（１４１）に接続された頂面（４
２）と、それぞれ前記正面（１４１）に接続された両側面（４３）と、各側面（４３）か
ら内側に延在する縦方向タブ（３８）とを含み、
　ここに、前記フランジ（３３）は側面（３５）を有し、各側面（３５）は、前記フラン
ジ（３３）の縁部（３７）にそって延び前記カバー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容
するチャンネル（３６）を保有するように成された陥没面板付き電気ボックス。
【請求項１９】
　面板（２５）とボックス（１）を含み、
　前記面板（２５）は外側部分（２４）と内側部分（４５）を含み、
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　前記外側部分（２４）は、
　フランジ（３３）、
　前記フランジ（３３）に取付けられ前記フランジ（３３）から全体とし後方に突出する
側面（２９）を有する内側面（１４００）、および
　前記内側面（１４００）の各側面（２９）から内側に延在しまた解除可能ファスナーを
収容する手段を有する縦方向突起（２０１）
を含み、
　前記内側部分（４５）は、
　外周（１４０１）と所定形状の断面形状を有する後側壁体（２６）において、前記後側
壁体（２６）は１つまたは複数の施設開口（１２７）を含みまた前記面板（２５）を電気
施設（１５）に取付けるための着脱自在のファスナーを収容する手段、並びに第２の解除
可能ファスナーを収容するための手段を有する後側壁体（２６）、および
　前記後側壁体（２６）から全体として前方に突出し前記後側壁体（２６）に接続された
内側面（１４００）において、前記内側部分（４５）の内側面（１４００）のサイズは、
前記内側部分（４５）の内側面（１４００）が前記外側部分（２４）の内側面（１４００
）の中に嵌合してこれらの内側面（１４００）の間に実質的に間隙を伴なう事なく前記内
側面（１４００）にそって摺動するように成された内側面（１４００）
を含み、
　前記ボックスは、
　外周（１５０１）を有する後側壁体（４）、
　前記後側壁体（４）の外周（１５０１）に結合しまたこの外周（１５０１）から全体と
して前方に突出し、チャンネル（９）を含む頂部（５）、チャンネル（９）を含む底部（
６）およびそれぞれ１つのチャンネル（９）を含む側面（７）を有し、前記の各チャンネ
ル（９）がそれぞれ１つの内側端部（１００１）を有するように成された側面（１５００
）、
　前記側面（１５００）に取付けられた第１端部（１５０２）を有する接続壁体（１５０
３）であって、前記接続壁体（１５０３）は側面（１５０５）と第２端部（１５０４）を
有しまた前記接続壁体（１５０３）は全体として側面（１５００）から外方に延在するよ
うに成された接続壁体（１５０３）、
　前部（１１）において、前記側面（１５０５）に結合されまたこの側面から全体として
外方に突出する第１端部（１５０６）と、接続壁体（１５０３）の第２端部（１５０４）
とを有し、前記前部（１１）はチャンネル（９）の内側端部（１００１）を含み、前記前
部（１１）は口部（３）を成す第２端部（１５０７）を有し、また前記前部（１１）は面
板（２５）の後側壁体（２６）の前記断面形状と実質的に同様の断面形状を有し、また前
記前部（１１）は、面板（２５）のフランジ（３３）が内側面（１４００）から横方向に
口部（３）を越える姿勢まで延在するようなサイズを有するように成された前部（１１）
、および
　前記ボックスを引張り前記面板（２５）の外側部分（２４）を解除可能に保持するため
の手段を含む
陥没面板付き電気ボックス。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、
　解除可能ファスナーを前記縦方向突起（２０１）の中に収容する手段は、これによって
収容されるファスナーがネジ（１０）である時にはアパチュア（４４）であり、
　前記面板（２５）の後側壁体（２６）の中に解除可能ファスナーを収容する手段は、解
除可能ファスナーがネジ（１０）である時には前記面板（２５）の後側壁体（２６）中の
１つまたは複数のアパチュア（４６）であり、また
　前記面板（２５）の外側部分（２４）を前記ボックスの方に引張り解除可能に保持する
ための解除可能ファスナーを収容する手段は、前記ネジ込みアパチュア（１００２）が前
記縦方向突起（２０１）中のアパチュア（４４）を通るネジ（１０）を受ける事ができる
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ようにボックスの側面（１５００）の両側（７）上のチャンネル（９）に対するネジ込み
アパチュア（１００２）を有する内側端部（１００１）である事を特徴とする陥没面板付
き電気ボックス。
【請求項２１】
　前記面板（２５）と前記ボックス（１）がそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする
請求項２０に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）を有するカバー（３９）と、前記正面（１４１）に接続された頂面（４
２）とそれぞれ前記正面（１４１）に接続された両側面（４３）と、各側面（４３）から
内側に延在する縦方向タブ（３８）とを含み、また、
　ここに、前記フランジ（３３）は両側面（３５）を有し、各側面（３５）はチャンネル
（３６）を含み、前記チャンネル（３６）は、前記フランジ（３３）の縁部（３７）にそ
って延び前記カバー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容するように成された陥没面板付
き電気ボックス。
【請求項２３】
　前記面板（２５）と前記ボックス（１）がそれぞれ長方形断面を有する事を特徴とする
請求項１９に記載の陥没面板付き電気ボックス。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の陥没面板付き電気ボックスにおいて、さらに、
　正面（１４１）を有するカバー（３９）と、前記正面（１４１）に接続された頂面（４
２）と、それぞれ前記正面（１４１）に接続された両側面（４３）と、各側面（４３）か
ら内側に延在する縦方向タブ（３８）とを含み、
　ここに、前記フランジ（３３）は側面（３５）を有し、各側面（３５）は。前記フラン
ジ（３３）の縁部（３７）にそって延び前記カバー（３９）の縦方向タブ（３８）を収容
するチャンネル（３６）を保有するように成された陥没面板付き電気ボックス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンセント、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケーブル用固定コネクタ、スイ
ッチおよび類似物など、従来から電気ボックスの中に設置されている各種の電気設備を収
容する電気ボックスに関するものである。
【先行技術】
【０００２】
　ほとんどすべての近代建築の壁体の中にコンセント、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケ
ーブル用固定コネクタ、スイッチおよび類似物などの電気設備が配置されている。これら
の電気設備の電力供給、あるいは電話、コンピュータまたはテレビい対する信号の搬送な
ど、種々のタスクの実施のための給電通路を形成するように、これらのデバイスの中に各
種形状の電気コネクタが着脱自在に挿入される。
【０００３】
　電気設備、すなわちコンセント、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケーブル用固定コネク
タ、スイッチおよび類似物などは、基本的に壁体の外側壁体に対して密接に嵌合し標準型
電気ボックスに直接にまたは間接に取付けられる平坦なデバイスである。電気ボックスは
、電気コンセント、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケーブル用固定コネクタ、スイッチお
よび類似物など、すなわちビルディングの電気結線に対して恒久的に接続された１つまた
は複数（通常２個または４個）の電気設備を収容する金属またはプラスチックのボックス
である。
【０００４】
　多くの電気設備は電気ボックスに対してネジで接続される。次に壁体板が一般的にネジ
またはスナップ嵌合によって電気設備に接続され、このようにして電気ボックスに対して
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間接的に接続される。他の電気設備は面板に固着され、この面板がネジまたはスナップ留
めによって電気ボックスに接続される。いずれの場合にも１つまたは複数のアパチュア、
この場合、設備アパチュアと呼ばれるアパチュアが露出されようとする電気設備の一部を
収容する。
【０００５】
　しかし標準型面板と異なり、陥没面板はその一方の縁部のみが壁体の外側壁体に密接に
当接する。電気出口の外側壁体と同一面にある陥没壁体の部分は壁体の外側壁体から一定
距離内側にある。
【０００６】
　コンセント、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケーブル用固定コネクタ、スイッチおよび
類似物など、すなわち電気施設用の陥没面板は、（特定の電気機器に物理的に組合わされ
たコネクタが直接にその電気機器に接続されるのでなくコード、電線またはケーブルにつ
けられるならば）その電気機器の電気コード、電話線またはケーブルのみが電気コンセン
ト、モジュラー電話ジャッキ、同軸ケーブル用固定コネクタ、スイッチおよび類似物、す
なわち電気施設が取付けられた壁体面を成す面から外側に延在する。またスイッチの場合
には、壁面を超えて延在するものはない。
【０００７】
　特にナショナル・エレクトリック・コードの２章は陥没面板を備えた電気ボックスにと
って重要である。
【０００８】
　３７０－２０章によれば、「コンクリート、タイルまたはその他の不燃性素材の壁体ま
たは天井においては、ボックスはその前縁部が仕上がり面の後方１／４ｉｎ．（６．３５
ｍｍ）以上に設定されないように設置される。木材またはその他の可燃性材料で構築され
た壁体または天井においては、ボックスは仕上がり面と同一水準としまたは仕上がり面か
ら突出するものとする」。
【０００９】
　また４１０－５６章（ｅ）の関連部分によれば、「面板は完全に開口を被覆し取付け面
に対して着座するように設置されるものとする」。
【００１０】
　出願人は陥没面板を備えた電気ボックスに関する多数の米国特許を承知している。すな
わち、米国特許第４，０５９，３２７号、第４，９３６，７９４号、第４，９８８，８３
２号、第５，２５７，９４６号、第５，３８７，７６１号および第５，５７４，２５６号
。しかしそのいずれもボックスの設置後に陥没面板をナショナル・エレクトリック・コー
ドの要件に見合うように調節できるように収容する事はできず、またそのいずれも陥没面
板を従来型電気ボックスの中に収容させるメカニズムを提供していない。
【００１１】
　米国特許第４，０５９，３２７号は固定ブラケット２０と２４とを有し、これらのブラ
ケットに対してカバープレートが唯一可能姿勢において剛性的に搭載される。米国特許第
４，９３６，７９４号は単にボックスの特定の実施例について唯一の可能姿勢において陥
没面板２６をタブ１８または１８ａに対して剛性的に取付けるにすぎない。またタブ１８
ａを使用する実施態様においては、スロット３６は出口の外側ではあるが、ボックスの中
に開口を残す。米国特許第４，９８８，８３２号はハウジング１０と呼ばれるボックスの
中に唯一可能な姿勢としてスタンチョン４０，４２に剛性的に取付けられたブラケット１
２と呼ばれる面板を使用する。米国特許第５，２５７，９４６号は後部４８を備えた陥没
カバープレート２６を有し、この後部が唯一可能な姿勢においてネジによって出口に固着
され、この出口が出口ボックスに固着される。米国特許第５，３８７，７６１号は面板３
６を有しこの面板が凹部４２を備え、この凹部はカバー５４を受けるだけの深さを有する
。面板３６は唯一可能な姿勢において電気ボックス１４に剛性的に固着される。米国特許
第５，６５７４，２５６号のデバイスにおいては、出口２０はボックス１０の一体的部分
を成す陥没壁体１６に固着され、また面板３０は唯一可能姿勢においてビーズ１０の正面
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に取付けられる。
【００１２】
　前記特許のうちの２特許、すなわち第３，９８８，８３２号と第５，３８７，７６１号
は再密封可能のカバーを備える。これに対して米国特許第５，５７４，２５６号はネジ込
み設置されるカバーを有する。また米国特許第５，２７２，２８１号はネジ込設置される
電気出力安全カバーを備える。しかしこれらのいずれのカバーも面板上に滑り込まされな
い。
【００１３】
　３特許、すなわち米国特許第３，５３０，２３０号、米国特許第４，０９０，７６９号
および米国特許第４，９１８，２５９号が公知であるが、これらはすでに設置された電気
ボックスを変更するためのものである。
【００１４】
　米国特許第３，５３０，２３０号は２つの実施例を開示している。第１実施例は外側フ
レーム１２とカバープレート１４とを有する。第２実施例は外側フレーム４０とカバープ
レート４６とを有する。しかしいずれの実施例においても、壁体１８，４２と電気ボック
ス３０，６４との間にギャップが存在する。カバープレート１４，４６と外側フレーム１
２，４０の間隔は離散的である（連続的に調節可能でない）。外側フレーム１２，４０は
なにものにも固着されない。またもしフレーム部材１２が壁体に対して密接していれば、
カバープレート１４は出口に接触する事さえもできない。なぜかならば、タブ２０の刻み
目の間隔は出口の前方一定距離に配置されたカバープレート１４の背後に対してストッパ
を成すからである。
【００１５】
　米国特許第４，０９０，７６９号のデバイスは現存の出口の中にちょうど挿入され、電
気ボックスを延長させる事なく、また現存の電気ボックスから延在する距離が調整可能で
ある事が示されていない。
【００１６】
　また米国特許第４，９１８，２５０号は、「本発明の意図はコンセントを延長させる事
ではなく、むしろカバーを延長させる事にある。」と記載して、電気ボックスを延長しな
い事を明示している。さらに、カバープレート３６の出口との間隔は離散的にのみ調整可
能（連続的に調整不能）であり、またカバーフレーム３６は定姿勢にネジ込まれない。
【００１７】
　最後にスイッチの設置に際してこれらのスイッチの正面が電気ボックスの配置されるビ
ルディングの壁体とだいたい同一面にならないようにスイッチを取付けた電気ボックスも
出願人は知っている。
【発明の開示】
【００１８】
　本発明は先行技術の電気ボックスを変更する事によって製造される新規な陥没面板付き
電気ボックスに関するものである。
【００１９】
　これらいずれの陥没面板付き電気ボックスも単片面板を備えているが、本発明による新
規な電気ボックスは双片面板を収容し、これは電気ボックスの中に設定された電気施設の
外側面と面板の正面のフランジとの間隔を調整する事のできるので、ボックスの設置後に
、面板のフランジを電気ボックスの設定された壁体面に当接させる事ができ、また面板の
壁体が設置された電気施設の外側面に当接させられて、比較的容易に前述のナショナル・
エレクトリック・コードの前述部分に適合する事が可能である。
【００２０】
　さらに、電気ボックスのどの実施態様においても、ネジ、または解除可能型ファスナー
の部品が露出されない。また電気施設がボックスの中に設定されるやいなや、電気ボック
スの中に開口が存在しない。
【００２１】
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　前述は基本的に、電気ボックスの口部の高さおよび幅の拡大と、電気ボックスの両側に
対するネジ込みチャンネルの添加によって実施される。
【００２２】
　ナショナル・エレクトリック・コードの関連部分に見合うように電気ボックスが設置さ
れる壁体の仕上がり面に対して組立てられた電気ボックスができるだけ近接できるように
しながら組立てられた電気ボックスの中に電気施設を陥没設置するために、従来型電気ボ
ックスと共にエキステンダーが使用される。
【００２３】
　オプションとして、単片または双片陥没面板の上に滑りカバーが着脱自在に取付けられ
る。
【００２４】
　追加的実施態様としての１つまたは複数のスイッチ用の新規な電気ボックスにおいては
、設置に際してスイッチの面が電気ボックスを配置したビルディングの壁体に対して平行
以外の角度を取るようにスイッチを配向させる。
【本発明の実施態様】
【００２５】
　単片陥没面板を有するが双片陥没面板を受けるように設計された本発明による陥没面板
付き電気ボックスは、図１に図示のようにボックスを有し、このボックスの中に単片陥没
面板（２）が着脱自在に挿入される。
【００２６】
　ボックスは開いた正面または口部（３）と閉じた背壁体（４）とを有するが、その後側
壁体（４）は結線を通すための開口を成す業界公知のノックアウト・タブを含む。
【００２７】
　後側壁体（４）からだいたい前方に突出するように側壁（１５００）が取付けられ、こ
の側壁（１５００）が後側壁体（４）の外周（１５０１）を連結壁体（１５０３）の第１
端部（１５０２）に連結し、この連結壁体（１５０３）は側壁壁体（１５００）から外側
に、好ましくは垂直に延在する。連結壁体（１５０３）の第２端部（１５０４）と側壁（
１５０５）からだいたい前方に突出するように、前部（１１）の第１端部（１５０６）が
固着されている。この第１部分（１１）の第２端部（１５０７）がボックスの口部（３）
を形成する。
【００２８】
　ボックスの頂壁体（５）、底壁体（６）および側壁体（７）は、解除可能のファスナー
、好ましくはネジ（１０）を収容するためにボックスの中に延在するチャンネル（９）を
含み、各チャンネルはボックスの後側壁体（４）に向かって延在しまた好ましくはボック
スの頂壁体（５）、底壁体（６）および両側壁体（７）のほぼ中心に配置される。図１乃
至図４の実施例においてボックスの頂壁体（５）、底壁体（６）および側壁（７）はそれ
ぞれ側壁（１５００）を含む。
【００２９】
　好ましい実施例において、ボックスは長方形断面を有する。図１と図２に図示のように
、ボックスの前部（１１）は頂壁体（５）を超えて延在し、また後部（８）の底壁体（６
）を超えて延在する。頂壁体（１２）はボックスの正壁体（３）と背壁体（４）に対して
好ましくはだいたい平行であって、後部（８）の頂壁体（５）からボックスの前部（１１
）の頂壁体（１３）まで、ボックスの側壁（７）の間を走る。同様に底面壁体（１６）は
好ましくはボックスの正面壁体（３）および背面壁体（４）に対してだいたい平行であっ
て、後部（８）の底壁体（６）から前部（１１）の底壁（１７）まで、またボックスの側
壁体の間を走る。このようにして好ましい実施態様においては、連結壁体（１５０３）は
上壁体（１２）と底壁体（１６）および側壁（７）とから成り、側壁（７）はボックスの
後部（８）の側壁（７）と前部（１１）の側壁（７）によって一体的に形成される。
【００３０】
　前述のように、チャンネル（９）の内側端部（１００１）はボックスの前部（１１）の
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中に配置され、これらの端部（１００１）は好ましくはそのネジ込アパチュア（１００２
）以外は被覆されまた好ましくはすべて相互に実質的に整列させられている。
【００３１】
　前記チャンネル（９）および好ましい実施態様においては上方チャンネルおよび下方チ
ャンネル（９）のネジ込アパチュア（１００２）は電気施設（１５）または面板をボック
スに固着するために使用される。電気施設（１５）が面板に取付けられるかまたは直接に
ボックスに取付けられるかに従って、電気施設（１５）の取付けまたは面板の取付けが決
定される。これは先行技術の電気ボックスの場合と同様である。電気施設（１５）が直接
に電気ボックスに取付けられる場合には、上方チャンネルおよび下方チャンネル（９）の
ネジ込アパチュア（１００２）は図１乃至図４に図示のように電気施設（１５）をボック
スに保持するため、それぞれネジ（１０）を収容する。さもなければ、上方チャンネルお
よび下方チャンネル（９）のネジ込アパチュア（１００２）は面板をボックスに保持する
ためにネジ（１０）を保持するために使用されるであろう。
【００３２】
　さらに、先行技術の面板の場合と同様に、少なくとも面板がボックスに直接に取付けら
れる時には、面板に対する電気施設（１５）の取付けは恒久的としまたは解除可能とする
事ができる。
【００３３】
　電気ボックスに対する単片または双片の面板の保持は前述のように好ましくは図１乃至
図４に図示のようにネジ（１０）によって実施される。なぜかならば、ネジが面板を取付
け面に対して引張る傾向を示すからである。しかし本質的なフィーチャは、それ自体が解
除可能ファスナーによってボックスに直接に連結された電気施設（１５）に対して面板を
解除可能ファスナーによって直接に取付ける事によって、ボックスに対して直接にまたは
間接的に面板を保持するため着脱自在ファスナーが使用される事にある。従って例えば、
ボックスまたは電気施設（１５）に対する面板を取付けるため、業界公知の任意の型のス
ナップばめを使用する事ができよう。
【００３４】
　図１乃至図４に図示された実施態様の場合、ボックスの外側に上壁体（１２）を通して
延在するネジ（１０）を収容するために上壁体（１２）はアパチュア（１９）を含む。同
様に、このアパチュア（１９）と同一の目的から、底壁体（１６）を通してボックスの外
部まで延在するネジ（１０）を収容するために底壁体（１６）はアパチュア（２０）を含
む。アパチュア（１９，２０）は、電気施設（１５）のネジ込みアパチュア（１０１）を
使用して、図１乃至図４に図示された型の電気施設（１５）に対して面板を取付けるため
のネジ（１０）を収容する。しかし、それぞれの電気施設において、電気施設（１５）に
対して面板を取付けるためのアパチュアの数と姿勢は使用される特定の電気施設（１５）
に依存する。
【００３５】
　図３に図示のように、ボックスの側壁（７）のチャンネル（９）およびその対応のネジ
込みアパチュア（１００２）はネジ（１０）を収容してボックスの方に引張り、双片陥没
面板（２５）の外側部分（２４）を保持する。
【００３６】
　単片陥没面板（２）は後側壁体（２６）を有し、この後側壁体は１つまたは複数の施設
アパチュア（１２７）を含み、これらのアパチュアはそれぞれ電気施設（１５）を収容す
る。内側壁体（１４００）が後側壁体（２６）に対して取付けられ全体として前方に突出
し、この内側壁体（２６）の外周（１４０１）をフランジ（３３）に接続している。後側
壁体（２６）はボックスの前部（１１）の断面と実質的に同様の形状を有する。図１と図
２に図示のように先行技術の長方形断面を有するボックスの場合、内側壁体（１４００）
は上側壁体（２７）、底壁体（２８）および両側壁体（２９）を含み、これらが相互に固
着されて４側面物体を成す。上側面（２７）の前端（３０）、底壁体（２８）の前端（３
１）および両側壁体（２９）の前端（３２）に対してフランジ（３３）が固着され、この
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フランジ（３３）の後側壁体（３４）が取付け面に着座するように設計されている。ボッ
クスと比較して面板（２）は、フランジ（３３）がボックスの内側壁体（１４００）から
口部（３）の前端を超えて側方まで延在する。
【００３７】
　また後側壁体（２６）は、面板（２）を直接にまたは間接に電気施設（１５）を介して
ボックスに締付けるための解除可能型ファスナーを収容するように成されている。好まし
くは、これはネジ（１０）を収容するための１つまたは複数のアパチュア（１００３）か
ら成る。
【００３８】
　このようにして、単片陥没面板を有する陥没面板型電気ボックスは双片陥没面板（２５
）を収容するように成されたボックスを有し、ネジ（１０）または設定された電気設備（
１５）の背後においてボックスの中に露出された他の型の解除可能ファスナーの類似部品
を有せず、また設置された電気設備とネジ（１０）または他の型の解除可能ファスナーの
部品を収容するように設計されたもの以外の大きなギャップまたはアパチュアを有しない
。この問題点の説明は図１乃至図４に図示の実施態様に集中された。しかしこの項の第１
文章に記載の発明的フィーチャを利用する任意の実施態様は本発明の趣旨の範囲内にある
。例えばボックスの横断面は必ずしも長方形である必要はない。
【００３９】
　前部（１１）の上端（１３）に対して、またはボックスの後部（８）の上端（５）に対
して、しかし好ましくはボックスの前部（１１）の上端（１３）に対して、また前部（１
１）の底部（１７）またはボックスの後部（８）の底部（６）に対して、しかし好ましく
はボックスの前部（１１）の底部（１７）に対して突起（１３４）が取付けられ、これら
の突起（１３４）の間に複数の釘が挿入させられてボックスを表面、好ましくはスタッド
に対して締付ける事ができる。
【００４０】
　図２に図示のように、フランジ（３３）の側面（３５）はオプションとしてフランジ（
３３）の縁部（３７）にそって走る複数のチャンネル（３６）を含み、カバー（３９）の
縦方向タブ（３８）を収容すればカバー（３９）を着脱自在に陥没面板付き電気ボックス
の上に配置する事ができる。図２の実施態様において、図２の実施態様において、フラン
ジ（３３）の下部（３０）は１つまたは複数の切欠（４１）を含み、電気コード、電話線
、またはコンセント（１５）の中にプラグ・インする事のできる任意の電気施設を収容す
る。
【００４１】
　カバー（３９）は好ましくは正面壁体（１４１）、正面壁体に接続された上側面壁体（
４２）および両側面壁体（４３）を有し、これらの面が正面壁体（１４１）および上側面
壁体（４２）に接続されて４側面構造を形成する。縦方向タブ（３８）が各側面（４３）
から内側に延在し、また上側面（４２）がストッパとして作用して、カバー（３９）がフ
ランジ（３３）から下方に滑落する事を防止する。
【００４２】
　双片陥没面板（２５）の外側部分（２４）は単片陥没面板（２）のように構成されてい
るが、このような外側部分（２４）は後側壁体（２６）を有せず、その代わりに各側面（
２９）に対して縦方向突起（２０１）を取付けられ、この縦方向突起（２０１）は内側に
延在してアパチュア（４４）を有してネジ（１０）またはその他の解除可能ファスナーを
収容し、この解除可能ファスナーが双片陥没面板（２５）の外側部分（２４）を保持する
。この双片陥没面板はフランジ（３３）の背面（３４）を引張って取付け面に当接させる
。
【００４３】
　双片陥没面板（２５）の内側部分（４５）は単片陥没面板（２）と同様に構成されるが
、フランジ（３３）を有する事なく、複数のアパチュア（４６）、ネジ（１０）の場合に
は２つのアパチュア（４６）を所有して、双片陥没面板（２５）の外側部分（２４）をボ
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ックスに対して引張る解除可能ファスナーを収容する。
【００４４】
　双片陥没面板の上側壁体（２７）、底壁体（２８）および両側壁（２９）は内側部分（
４５）のそれぞれ上壁体（２７）、底壁体（２８）および両側壁（２９）の内側面にそっ
て摺動するようなサイズを有して、これらの対応のフィーチャ間に実質的に間隙が存在し
ない。
【００４５】
　図４に図示のように、オプションとして双片陥没面板（２５）の外側部分（２４）は単
片陥没面板（２）と同様に１つのカバー（３９）を有するように設計される。
【００４６】
　先行技術の電気ボックス（４６）を使用する図５の実施態様においても単片陥没面板（
２）が使用される。
【００４７】
　変形されていない先行技術の電気ボックス（４６）と本質的に同一の姿勢に電気施設（
１５）が配置されるがこの電気ボックスがこの姿勢を越えて延在するように設計された電
気ボックス（４６）を製造するために、先行技術の電気ボックス（４６）の回りにエキス
テンダー（４７）を配置する。
【００４８】
　エキステンダー（４７）は第１側壁（４８）と第２側壁（４９）とを有し、これらの側
壁は先行技術の電気ボックス（４６）の側壁（７）の外側面にそって摺動するように構成
され、好ましくは先行技術電気ボックスの側壁（７）とエキステンダー（４７）の側壁（
４８，４９）との間に大きな間隙を有しない。先行技術の電気ボックス（４６）はエキス
テンダー（４７）の第２側壁（４９）が摺動する側壁（７）上に２つの突起（５０）を有
するので、エキステンダー（４７）の第２側壁（４９）はこれらの突起（５０）を受ける
ための２チャンネル（５１）を含む。
【００４９】
　ネイル（４０１）を保持するためエキステンダー（４７）の両側壁（４８，４９）の背
後（５２）から、先行技術電気ボックス（４６）の開放正面（３）と突起（１３４）との
間隔より大きな間隔に、好ましくは先行技術電気ボックス（４６）の開放正面（３）と閉
鎖背部（４）との間隔に実質的に等しい距離に、壁体（５３）が両側壁（４８，４９）に
取付けられ、エキステンダー（４７）の両側壁（４８，４９）の底部（５４）から上端（
５５）まで走り、またエキステンダー（４７）の第１側壁（４８）から第２側壁（４９）
まで走る。エキステンダー（４７）の側壁（４８，４９）と壁体（５３）は先行技術の電
気ボックス（４６）の上方と下方とに進む。各側壁（４８，４９）は、頂壁体（５）の高
さの上方にある１つのアパチュア（３０１）と、従来型電気ボックス（４６）の底部（６
）の水準より低いアパチュア（３０２）とを含み、またこのようなアパチュア（３０１，
３０２）はエキステンダー（４７）が従来型電気ボックス（４６）上に配置された時に突
起（１３４）と全体として整列する姿勢をとる。この際にアパチュア（３０１，３０２）
は突起（１３４）を貫通するネイル（４０１）を収容する。
【００５０】
　壁体（５３）の中に、電気施設（１５）を収容するための１つまたは複数の施設アパチ
ュア（１５４）が収容される。１つまたは複数の施設アパチュア（１５４）は側壁（４８
，４９）にむかって所望程度に延在し、側壁（４８，４９）に到達する。
【００５１】
　また壁体（５３）は下方アパチュア（５６ａ）と上方アパチュア（５６）とを有し、こ
れらのアパチュアはエキステンダー（４７）が従来型電気ボックス（４６）上に配置され
た時に従来型電気ボックス（４６）の下方チャンネル（９）と上方チャンネル（９）と全
体として整列させられるように配置されている。この場合、ネジ（１０）は従来型電気ボ
ックス（４６）の上方チャンネルと下方チャンネル（９）の中に延在して電気施設（１５
）または面板を従来型電気ボックス（４６）に対して固着する。オプションとして、下方
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アパチュア（５６ａ）の下方にアパチュア（５７）が配置され、ネジ（１０）を収容し、
このネジは壁体（５３）を通して従来型電気ボックス（４６）の底部（６）の下方まで延
在する。同様にまたオプションとして、上方アパチュア（５６）の上方にアパチュア（５
９）が存在する。アパチュア（５７，５９）はネジ（１０）を収容し、これらのネジは、
電気施設（１５）のネジ込みアパチュア（１０１）を使用して、図５に図示の型の電気施
設（１５）を面板に取付けるために使用される。面板を電気施設に取付けるためのアパチ
ュアの数と位置は使用される特定の電気施設（１５）に依存している。
【００５２】
　アパチュア（５５，５６）を使用した取付けが電気施設（１５）に対して実施されるか
あるいは壁体（５３）に対して実施されるかは、電気施設（１５）が壁体（５３）に取付
けられるかまたは直接に従来型電気ボックス（４６）に対して実施されるかによって決定
される。これは新規の電気ボックスについても同様である。電気施設（１５）が直接に従
来型電気ボックス（４６）に取付けられる場合には、上方チャンネルおよび下方チャンネ
ル（９）のネジ込みアパチュア（１００２）はそれぞれ図５に図示のように電気施設（１
５）を従来型電気ボックス（４６）に保持するためのネジ（１０）を収容する。さもなけ
れば、上方および下方チャンネル（９）のネジ込みアパチュア（１００２）は壁体（５３
）を従来型電気ボックス（４６）に保持するためのネジ（１０）を保持するのに使用され
よう。
【００５３】
　さらに、従来型面板の場合と同様に、壁体（５３）に対する電気施設（１５）の取付け
は恒久型とし、または離脱可能型とする事ができる。
【００５４】
　上方セグメント（１０２０）はエキステンダー（４７）の側壁（４８，４９）の間にお
いて壁体（５３）から側壁（４８，４９）の前端（１０２２）まで、壁体（５３）の上端
（１０２１）にそって走りまたこれに取付けられ、また側壁（４８，４９）の上端（５５
）に取付けられる。同様に、下方セグメント（１０３０）は壁体（５３）から前端（１０
２２）までの間において壁体（５３）から側壁（４８，４９）の前端（１０２２）まで壁
体（５３）の下端（１０３１）にそって走りまたこれに取付けられ、また両側壁（４８，
４９）の下端に取付けられる。
【００５５】
　最後に、陥没面板を有する電気ボックスの特定の実施態様はスイッチ・ボックス（６０
０）であって、このスイッチ・ボックスは２つの全体としてＬ型の側壁（６０１）と、前
記の各Ｌ型側壁（６０１）の第１端部（６０３）の長手方に走りこの第１端部（６０３）
に取付けられたバック・パネル（６０２）と、Ｌ型側壁（６０１）の底部（６０５）の間
を走ってこれに取付けられまたバックパネル（６０２）の底部（６０６）にそって走って
これに取付けられた底部パネル（６０４）と、各Ｌ型側面（６０１）に取付けられてＬ型
側面側面（６０１）の底部（６０５）からＬ型の頂点（６０９）まで走りまた底部パネル
（６０４）に取付けられた正面パネル（６０７）と、Ｕ型レッジ（６１０）とを有し、前
記Ｕ型レッジ（６１０）の底部（６１２）の内側（６１１）は正面パネル（６０７）の上
端（６１３）に取付けられまた前記Ｕ型レッジ（６１０）の脚（６１５の外側面（６１４
）は短い脚（６１７）の内側縁部（６１６）と実質的に整列して全体としてＬ型の側面（
６０１）に取付けられている。
【００５６】
　このようにして、アパチュア（６１８）はＵ型レッジ（６１０）の中に存在してスイッ
チ（６１９）を収容する。このＵ型レッジ（６１０）の各脚（６１５）の間のネジ込身ア
パチュア（６２０）はネジ（１０）を収容してスイッチ（６１９）を定置保持する。
【００５７】
　従ってまた主アパチュア（５２１）が正面パネル（６０７）の上方に突出する。頂部（
６２３）、底部（６２４）および両側部（６２５）を有するインサート（６２２）は底部
（６２４）の中にアパチュア（６２６）を有してスイッチ（６１９）を収容する。インサ
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ート（６２２）は主アパチュア（６２１）の中に、すなわちＵ型（６１５）の上方に摺動
自在に搭載される。インサート（６２２）が主アパチュア（６２１）の中に設置された後
にインサート（６２２）の底部（６２４）の一方または両方の末端（６２８）の間のアパ
チュア（６２７）がＵ型レッジ（６１０）の脚（６１５）の間の一方または両方のネジ込
みアパチュア（６２９）と実質的に整列してインサート（６２２）を定置保持するように
設計されている。
【００５８】
　最後に、フランジ（６３０）がインサート（６２２）の外側縁部（６３１）からインサ
ート（６２２）の頂点（６２３）、底部（６２４）および両側（６２５）に対して全体と
して直角に延在する。フランジ（６３０）は搭載面に対して実質的に着座するように設計
されている。
【００５９】
　前述においてネジ込みアパチュアと記載されているが、常に非ネジ込みアパチュアをネ
ジ込みナットと共に使用する事ができるのであって、用語「ネジ込みアパチュア」はこの
ような構造をも包括するものとする。
【工業的用途】
【００６０】
　陥没面板付き電気ボックスの工業的用途、その製法および使用法は前記の説明から明か
である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】単片陥没面板を有するが双片陥没面板を受けるように設計された陥没面板付き電
気ボックスを示す分解斜視図。
【図２】摺動カバーを備えた図１と類似の実施態様。
【図３】双片陥没面板を有する陥没面板付き電気ボックスの分解斜視図。
【図４】摺動カバーを添加された図３と同様の実施態様。
【図５】追加電気ボックスを変更する事によって形成された陥没面板付き電気ボックスの
実施態様。
【図６】設定に際してスイッチの面が電気ボックスを配置されたビルディングの壁体に対
して平行以外の角度をとるようにスイッチが配向された陥没面板付き電気ボックスの分解
斜視図。
【符号の説明】
【００６２】
１　電気ボックス
２　単片陥没面板
３　口部
５　頂面
６　底面
７　側面
８　後部
９　チャンネル
１０　ネジ
１１　前部
１９，２０　アパチュア
２４　外側部分
２５　双片陥没面板
３９　着脱自在カバー
４５　内側部分
４６　従来型電気ボックス
４７　エキステンダー
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６００　スイッチ・ボックス
６１９　スイッチ
１５０３　接続壁体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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