
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱状に形成されたボックス本体と、
　互いに並設しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される一対の第
１の受端子を収容する第１の装着部と、

を備えたヒューズボックスにおいて
、
　前記第１の装着部は、 ２の電圧に応じた電流値で溶断する定格ヒューズが装着す
ることを阻止する阻止手段を備え

ことを特徴とするヒューズボックス。
【請求項２】
　前記第１の装着部は、前記ボックス本体の表面に開口した開口部とこの開口部の周縁に
連なる複数の周壁とを備えて、前記ボックス本体の表面から凹に形成されているとともに
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　互いに並設しかつ一方が前記第１の電圧より低い前記第２の電圧を有する電力が供給さ
れる一対の第２の受端子を収容する第２の装着部と、

前記第
、

　前記阻止手段は、前記第１の装着部に、互いに並設しかつ前記第１の受端子それぞれと
接続可能な一対の第１の接続端子と前記第１の電圧に応じた電流値を超えた電力が供給さ
れると溶断する第１の可溶体とを有する高電圧ヒューズが装着されることを許容するとと
もに、前記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装着部に装着されること
を規制し、
　前記第２の装着部は、前記高電圧ヒューズと前記定格ヒューズとの双方が装着されるこ
とを許容する



、
　前記阻止手段は、前記周壁から前記第１の装着部内に向かって突出した突起であること
を特徴とする請求項１記載のヒューズボックス。
【請求項３】
　前記第１の装着部の周壁は、前記第１の受端子が互いに並設する方向に沿って相対する
一対の第１周壁と、前記一対の第１周壁に連なりかつ前記第１の受端子が互いに並設する
方向に対し交差する方向に沿って相対する第２周壁と、を含んでいるとともに、
　前記突起は、互いに隣り合う第１周壁と第２周壁とに亘ってこれら第１周壁と第２周壁
との双方から凸に形成されていることを特徴とする請求項２記載のヒューズボックス。
【請求項４】

　 １の電圧を有する電力を供給可能な一対の端子と、これら端子の一端部を収容す
るハウジングと、を備えたヒューズにおいて、
　前記ハウジングは、外郭を形成する外壁を備え、
　前記外壁の表面から凹の凹部を備えたことを特徴とするヒューズ。
【請求項５】
　前記ハウジングの外壁は、前記一対の端子が互いに並設する方向に沿って相対する一対
の第１外壁と、前記一対の第１外壁に連なりかつ前記第１の接続端子が互いに並設する方
向に対し交差する方向に沿って相対する第２外壁と、を含んでいるとともに、
　前記凹部は、互いに隣り合う第１外壁と第２外壁とに亘ってこれら第１外壁と第２外壁
との双方から凹に形成されていることを特徴とする ヒューズ。
【請求項６】
　箱状に形成されたボックス本体と、
　互いに並設しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される一対の第
１の受端子を収容する第１の装着部と、
　互いに並設しかつ一方が前記第１の電圧より低い第２の電圧を有する電力が供給される
一対の第２の受端子を収容する第２の装着部と、
　互いに並設しかつ前記第１の受端子それぞれと接続可能な一対の第１の接続端子と前記
第１の電圧に応じた電流値を超えた電力が供給されると溶断する第１の可溶体とを有する
とともに前記第１の装着部に装脱自在な ヒューズと、
　互いに並設しかつ前記第２の受端子それぞれと接続可能な一対の第２の接続端子と前記
第２の電圧に応じた電流値を超えた電力が供給されると溶断する第２の可溶体とを有する
とともに前記第２の装着部に装脱自在な ヒューズと、を備えたヒューズブロックにお
いて、
　前記第１の装着部は、前記ボックス本体の表面から凹に形成されているとともに、前記
ボックス本体の表面に開口した開口部と、この開口部の周縁に連なる複数の周壁と、前記
周壁から前記第１の装着部内に向かって突出した突起と、を備えているとともに、
　前記 ヒューズは、前記一対の第１の接続端子と、これら第１の接続端子の一端部
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　箱状に形成されたボックス本体と、
　互いに並設しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される一対の第
１の受端子を収容する第１の装着部と、
　互いに並設しかつ一方が前記第１の電圧より低い前記第２の電圧を有する電力が供給さ
れる一対の第２の受端子を収容する第２の装着部と、を備えたヒューズボックスに装着さ
れるヒューズであって、
　前記第１の装着部は、前記第２の電圧に応じた電流値で溶断する定格ヒューズが装着す
ることを阻止する阻止手段を備え、
　前記阻止手段は、前記第１の装着部に、前記ヒューズが装着されることを許容するとと
もに、前記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装着部に装着されること
を規制し、
　前記第２の装着部は、前記ヒューズと前記定格ヒューズとの双方が装着されることを許
容するとともに、

前記第

請求項４記載の

高電圧

定格

高電圧



を収容しかつ外郭を形成する外壁を有するハウジングと、前記外壁の表面から凹でかつ前
記突起と干渉しない凹部と、を備え

特徴とするヒューズブロック。
【請求項７】
　前記第１の装着部の周壁は、前記第１の受端子が互いに並設する方向に沿って相対する
一対の第１周壁と、前記一対の第１周壁に連なりかつ前記第１の受端子が互いに並設する
方向に対し交差する方向に沿って相対する第２周壁と、を含んでいるとともに、
　前記ハウジングの外壁は、前記一対の第１の接続端子が互いに並設する方向に沿って相
対する一対の第１外壁と、前記一対の第１外壁に連なりかつ前記第１の接続端子が互いに
並設する方向に対し交差する方向に沿って相対する第２外壁と、を含んでいるとともに、
　前記突起は、互いに隣り合う第１周壁と第２周壁とに亘ってこれら第１周壁と第２周壁
との双方から凸に形成されており、
　前記凹部は、互いに隣り合う第１外壁と第２外壁とに亘ってこれら第１外壁と第２外壁
との双方から凹に形成されていることを特徴とする請求項６記載のヒューズブロック。
【請求項８】
　前記突起と前記凹部とは、第１の装着部に ヒューズを装着した際に互いに合致す
ることを特徴とする請求項７記載のヒューズブロック。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体としての車両に搭載されるヒューズボックス、ヒューズ及びヒューズブ
ロックに関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体としての車両には、ジャンクションブロックやリレーボックス、ヒューズブロック
といった電気接続箱中のバスバーや、電気接続用コネクタの端子等、電力そのものや信号
を伝送するための電力伝送ラインが数多く配設される。
【０００３】
前述した電力伝送ラインにおいて伝送される電力の電圧は、一般の乗用車の場合は１２Ｖ
、バスやトラックといった大型車両の場合は１２Ｖ×２＝２４Ｖが今までの主流であった
が、特に乗用車においては、負荷の駆動効率の向上や各負荷毎の最適効率での駆動の要請
から例えば３６Ｖなどの従来より高い電圧値の電力を供給する電源系の採用が考えられ始
めている。
【０００４】
また、前述した電力電送ラインには、各種の電装品の電気回路を保護するために、多数の
ヒューズを抜き差し可能に配設したヒューズブロックが用いられている（ヒューズブロッ
クは、リレー又はバスバーなどを有することもあることから、リレーボックス若しくはジ
ャンクションブロック、又は総称して電気接続箱とも呼ばれる。本明細書では、前述した
ヒューズブロック、リレーボックス、ジャンクションブロック及び電気接続箱を、総称し
て以下ヒューズブロックと呼ぶ）。
【０００５】
前述した従来より高い電圧値の電力を供給する電源系の採用が考えられる車両には、第１
のヒューズ（以下高電圧ヒューズと呼ぶ）と、前記高電圧ヒューズが装脱可能な第１の装
着部を有したヒューズボックスと、を備えたヒューズブロックが用いられることが考えら
れる。前記ヒューズブロックは、例えば前述した３６Ｖなどの従来から用いられている３
２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される。前記高電圧ヒューズは、前記第１の
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、
　前記突起は、前記凹部内に侵入して、前記第１の装着部に前記高電圧ヒューズが装着す
ることを許容するとともに、前記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装
着部に装着されることを規制し、
　前記第２の装着部は、前記高電圧ヒューズと前記定格ヒューズとの双方が装着すること
を許容することを

高電圧



電圧に応じた電流値を超えた電力が供給されると溶断して、各種の負荷への電力の供給を
停止する。
【０００６】
一方、従来どおりの１２Ｖ及び２４Ｖの電力を供給する電源系が搭載された車両には、第
２のヒューズ（以下定格ヒューズと呼ぶ）と、前記定格ヒューズが装脱可能な第２の装着
部を有したヒューズボックスと、を備えたヒューズブロックが用いられる。前記定格ヒュ
ーズには、例えば１２Ｖ及び２４Ｖなどの、前記第１の電圧より低い第２の電圧を有する
電力が供給される。前記定格ヒューズは、前記第２の電圧に応じた電流値を超えた電力が
供給されると溶断して、各種の負荷への電力の供給を停止する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来から用いられてきたヒューズブロック、ヒューズボックス及びヒューズの構造では、
前記第１の装着部に定格ヒューズが装着できるようになっている。
【０００８】
このため、前述した高い電圧値の電力を供給する電源系の採用が考えられる車両に搭載さ
れるべきヒューズブロックを組み立てる際に、第１の装着部に定格ヒューズを装着する恐
れがあった。
【０００９】
第１の装着部に定格ヒューズを装着すると、第１の装着部に接続された負荷に供給される
電力の電圧が正常であっても、前記定格ヒューズが溶断して前記負荷に電力が供給されな
くなる不具合が生じることとなる。場合によっては、定格ヒューズの可溶体が溶断する際
の電流値が高くて勢い良く飛散してしまい定格ヒューズの端子を相互に短絡することも考
えられる。
【００１０】
定格ヒューズの端子が相互に短絡すると、前記定格ヒューズ及びヒューズブロックが溶け
て破損する恐れが生じるとともに、最悪の場合には第１の装着部に接続した負荷が故障す
るこも考えられる。
【００１１】
このように、従来のヒューズブロック、ヒューズボックス及びヒューズの構造では、３２
Ｖを超える第１の電圧の電力が供給される装着部に、従来から用いられてきた前記定格ヒ
ューズを装着した場合には、負荷に供給される電力の電圧が正常であるにも関わらず前記
負荷に電力が供給されなくなったり、ヒューズブロックやヒューズ自体が溶けて破損する
恐れがあった。
【００１２】
したがって、本発明の目的は、従来より高い電圧の電力が供給される装着部に、従来から
用いられてきた電圧に応じた電流値で溶断するヒューズを装着することを防止できるヒュ
ーズボックス、ヒューズ及びヒューズブロックを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決し目的を達成するために、請求項１に記載の本発明のヒューズボックス
は、箱状に形成されたボックス本体と、互いに並設しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電
圧を有する電力が供給される一対の第１の受端子を収容する第１の装着部と、

を備えたヒューズボックスにおいて、前記第１の
装着部は、 ２の電圧に応じた電流値で溶断する定格ヒューズが装着することを阻止
する阻止手段を備え
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互いに並設
しかつ一方が前記第１の電圧より低い前記第２の電圧を有する電力が供給される一対の第
２の受端子を収容する第２の装着部と、

前記第
、前記阻止手段は、前記第１の装着部に、互いに並設しかつ前記第１

の受端子それぞれと接続可能な一対の第１の接続端子と前記第１の電圧に応じた電流値を
超えた電力が供給されると溶断する第１の可溶体とを有する高電圧ヒューズが装着される
ことを許容するとともに、前記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装着
部に装着されることを規制し、前記第２の装着部は、前記高電圧ヒューズと前記定格ヒュ



ことを特徴としている。
【００１４】
請求項２に記載の本発明のヒューズボックスは、請求項１記載のヒューズボックスにおい
て、前記第１の装着部は前記ボックス本体の表面に開口した開口部とこの開口部の周縁に
連なる複数の周壁とを備えて前記ボックス本体の表面から凹に形成されているとともに、
前記阻止手段は前記周壁から前記第１の装着部内に向かって突出した突起であることを特
徴としている。
【００１５】
請求項３に記載の本発明のヒューズボックスは、請求項２記載のヒューズボックスにおい
て、前記第１の装着部の周壁は前記第１の受端子が互いに並設する方向に沿って相対する
一対の第１周壁と前記一対の第１周壁に連なりかつ前記第１の受端子が互いに並設する方
向に対し交差する方向に沿って相対する第２周壁とを含んでいるとともに、前記突起は互
いに隣り合う第１周壁と第２周壁とに亘ってこれら第１周壁と第２周壁との双方から凸に
形成されていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項４に記載の本発明のヒューズは、

１の電圧を有する電力を供給可能な一対の端子と、これら端子の
一端部を収容するハウジングと、を備えたヒューズにおいて、前記ハウジングは、外郭を
形成する外壁を備え、前記外壁の表面から凹の凹部を備えたことを特徴としている。
【００１７】
請求項５に記載の本発明のヒューズは、請求項４記載のヒューズにおいて、前記ハウジン
グの外壁は前記一対の端子が互いに並設する方向に沿って相対する一対の第１外壁と前記
一対の第１外壁に連なりかつ前記第１の接続端子が互いに並設する方向に対し交差する方
向に沿って相対する第２外壁とを含んでいるとともに、前記凹部は互いに隣り合う第１外
壁と第２外壁とに亘ってこれら第１外壁と第２外壁との双方から凹に形成されていること
を特徴としている。
【００１８】
　請求項６に記載の本発明のヒューズブロックは、箱状に形成されたボックス本体と、互
いに並設しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される一対の第１の
受端子を収容する第１の装着部と、互いに並設しかつ一方が前記第１の電圧より低い第２
の電圧を有する電力が供給される一対の第２の受端子を収容する第２の装着部と、互いに
並設しかつ前記第１の受端子それぞれと接続可能な一対の第１の接続端子と前記第１の電
圧に応じた電流値を超えた電力が供給されると溶断する第１の可溶体とを有するとともに
前記第１の装着部に装脱自在な ヒューズと、互いに並設しかつ前記第２の受端子そ
れぞれと接続可能な一対の第２の接続端子と前記第２の電圧に応じた電流値を超えた電力
が供給されると溶断する第２の可溶体とを有するとともに前記第２の装着部に装脱自在な

ヒューズと、を備えたヒューズブロックにおいて、前記第１の装着部は、前記ボック
ス本体の表面から凹に形成されているとともに、前記ボックス本体の表面に開口した開口
部と、この開口部の周縁に連なる複数の周壁と、前記周壁から前記第１の装着部内に向か
って突出した突起と、を備えているとともに、前記 ヒューズは、前記一対の第１の
接続端子と、これら第１の接続端子の一端部を収容しかつ外郭を形成する外壁を有するハ
ウジングと、前記外壁の表面から凹でかつ前記突起と干渉しない凹部と、を備え
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ーズとの双方が装着されることを許容する

箱状に形成されたボックス本体と、互いに並設
しかつ一方が３２Ｖを超える第１の電圧を有する電力が供給される一対の第１の受端子を
収容する第１の装着部と、互いに並設しかつ一方が前記第１の電圧より低い前記第２の電
圧を有する電力が供給される一対の第２の受端子を収容する第２の装着部と、を備えたヒ
ューズボックスに装着されるヒューズであって、前記第１の装着部は、前記第２の電圧に
応じた電流値で溶断する定格ヒューズが装着することを阻止する阻止手段を備え、前記阻
止手段は、前記第１の装着部に、前記ヒューズが装着されることを許容するとともに、前
記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装着部に装着されることを規制し
、前記第２の装着部は、前記ヒューズと前記定格ヒューズとの双方が装着されることを許
容するとともに、前記第

高電圧

定格

高電圧

、前記突



特徴としている。
【００１９】
請求項７に記載の本発明のヒューズブロックは、請求項６記載のヒューズブロックにおい
て、前記第１の装着部の周壁は、前記第１の受端子が互いに並設する方向に沿って相対す
る一対の第１周壁と、前記一対の第１周壁に連なりかつ前記第１の受端子が互いに並設す
る方向に対し交差する方向に沿って相対する第２周壁と、を含んでいるとともに、前記ハ
ウジングの外壁は、前記一対の第１の接続端子が互いに並設する方向に沿って相対する一
対の第１外壁と、前記一対の第１外壁に連なりかつ前記第１の接続端子が互いに並設する
方向に対し交差する方向に沿って相対する第２外壁と、を含んでいるとともに、前記突起
は、互いに隣り合う第１周壁と第２周壁とに亘ってこれら第１周壁と第２周壁との双方か
ら凸に形成されており、前記凹部は、互いに隣り合う第１外壁と第２外壁とに亘ってこれ
ら第１外壁と第２外壁との双方から凹に形成されていること特徴としている。
【００２０】
　請求項８に記載の本発明のヒューズブロックは、請求項７記載のヒューズブロックにお
いて、前記突起と前記凹部とは、第１の装着部に ヒューズを装着した際に互いに合
致することを特徴としている。
【００２１】
請求項１に記載した本発明のヒューズボックスによれば、阻止手段が、３２Ｖを超える第
１の電圧を有する電力が供給される第１の受端子を収容する第１の装着部に、定格ヒュー
ズが装着することを阻止する。このため、定格ヒューズが第１の装着部に装着されること
を防止できる。
【００２２】
請求項２に記載した本発明のヒューズボックスによれば、阻止手段が第１の装着部を構成
する周壁から突出した突起であるので、定格ヒューズが第１の装着部に装着される際に、
前記突起が定格ヒューズに接触する。このため、定格ヒューズが第１の装着部に装着する
ことをより確実に防止できる。
【００２３】
請求項３に記載した本発明のヒューズボックスによれば、突起が第１の装着部を構成する
第１周壁と第２周壁の双方に亘って突出しているので、定格ヒューズが第１の装着部に装
着される際に、前記突起が定格ヒューズにより確実に接触する。このため、定格ヒューズ
が第１の装着部に装着することをより一層確実に防止できる。
【００２４】
請求項４に記載した本発明のヒューズによれば、ハウジングは、外壁から凹の凹部を備え
ている。このため、このヒューズを装着する装着部に前記凹部と干渉しない突起などを設
けることによって、従来から用いられてきた定格ヒューズが前記装着部に装着されること
を防止できる。
【００２５】
請求項５に記載した本発明のヒューズによれば、ハウジングが第１の外壁と第２の外壁と
を備え、第１の外壁と第２の外壁とに亘って凹の凹部を備えている。このため、このヒュ
ーズを装着する装着部に前記凹部と干渉しない突起などを設けることによって、前述した
従来から用いられてきた定格ヒューズが前記装着部に装着されることを防止できる。
【００２６】
請求項６に記載した本発明のヒューズブロックによれば、第１の装着部が周壁から突出し
た突起を備えている。このため、第１の装着部には、第２のヒューズが装着されない。ま
た、第１のヒューズが前記突起を干渉しないとともに外壁から凹の凹部を備えている。こ
のため、第１のヒューズは第１の装着部に確実に装着できる。
【００２７】
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起は、前記凹部内に侵入して、前記第１の装着部に前記高電圧ヒューズが装着することを
許容するとともに、前記定格ヒューズに干渉して該定格ヒューズが前記第１の装着部に装
着されることを規制し、前記第２の装着部は、前記高電圧ヒューズと前記定格ヒューズと
の双方が装着することを許容することを

高電圧



請求項７に記載した本発明のヒューズブロックによれば、突起が互いに隣り合う第１周壁
と第２周壁とに亘って形成され、凹部が互いに隣り合う第１外壁と第２外壁とに亘って形
成されている。このため、第１の装着部に第２のヒューズを装着することを防止できかつ
第１の装着部に第１のヒューズを確実に装着できる。
【００２８】
請求項８に記載した本発明のヒューズブロックによれば、突起と凹部とは互いに合致する
ので、第１の装着部に第１のヒューズをより一層確実に装着できる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態を図１ないし図３及び図６ないし図９を参照して説明する
。本発明の第１の実施形態に係るヒューズブロック１は、図１などに示すように、ヒュー
ズボックス２と、第１のヒューズとしての高電圧ヒューズ３などを備えている。
【００３０】
ヒューズボックス２は、略箱状に形成されたボックス本体５と、第１の装着部としての複
数の高電圧装着部６とを備えている。高電圧装着部６は、後述する開口部６ａが開口した
前記ボックス本体５の表面５ａに相対向する即ち反対側に位置する表面５ｂに開口した端
子挿入孔６ｂ（図８及び図９に示す）を備えている。
【００３１】
端子挿入孔６ｂを通して一対の高電圧受端子９（図１に示す）が高電圧装着部６内に挿入
される。高電圧装着部６は、その内側に前述した一対の高電圧受端子９を収容する。これ
ら一対の高電圧受端子９は、本明細書に記した第１の受端子をなしている。
【００３２】
一対の高電圧受端子９のうち一方は、例えば３６Ｖ（ボルト）などの第１の電圧を有する
電力を供給する高電圧電源と電気的に接続している。前記他方の高電圧受端子９は、例え
ば、従来より周知のイグナイタ、ワイパモータ、リアウィンドの熱線デフォッガ、ドアト
リムのウィンドモータなどの前述した第１の電圧を定格容量とする大容量負荷（本明細書
に記した負荷に相当する）と電気的に接続している。このように、一方の高電圧受端子９
は、３２Ｖ（ボルト）を超える第１の電圧を有する電力が供給される。
【００３３】
高電圧装着部６は、図１などに示すように、ボックス本体５の複数の表面のうち一つの表
面５ａに開口した開口部６ａと、この開口部６ａの周縁に連なる複数の周壁７と、阻止手
段としての突起８と、を備えている。開口部６ａは、平面形状が略矩形状に形成されてい
る。
【００３４】
周壁７は、高電圧受端子９が並設する方向に沿って相対する第１周壁７ａと、高電圧受端
子９が並設する方向に対し交差する方向に沿って相対する第２周壁７ｂと、を備えている
。図示例では、第２周壁７ｂは、高電圧受端子９が並設する方向に対し略直交する方向に
沿って相対している。第１及び第２周壁７ａ，７ｂは、それぞれ表面が略平坦に形成され
ている。
【００３５】
突起８は、第１周壁７ａと第２周壁７ｂとが連なる開口部６ａの角に設けられている。図
示例では、突起８は開口部６ａの四角に設けられている。突起８は、第１周壁７ａから突
出した第１凸壁８ａと、第２周壁７ｂから突出した第２凸壁８ｂと、を備えている。
【００３６】
第１凸壁８ａは、第１周壁７ａの表面から高電圧装着部６の内方向に向かって突出してい
る。第１凸壁８ａは、第１周壁７ａに沿って略平坦に形成されている。第２凸壁８ｂは、
第２周壁７ｂの表面から高電圧装着部６の内方向に向かって突出している、第２凸壁８ｂ
は、第２周壁７ｂに沿って略平坦に形成されている。
【００３７】
このように、突起８は、互いに隣り合う第１周壁７ａと第２周壁７ｂとの双方から突出し
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ている。突起８は、第１周壁７ａと第２周壁７ｂとに亘ってこれら周壁７ａ，７ｂから凸
に形成されている。前述した構成の高電圧装着部６は、前記開口部６ａと周壁７などを備
えて、ボックス本体５の表面５ａから凹に形成されている。
【００３８】
高電圧装着部６には、開口部６ａを通して、高電圧ヒューズ３が装脱自在となっている。
高電圧ヒューズ３は、図１ないし図３などに示すように、一対の第１の接続端子１１と、
ハウジング１０と、第１の可溶体１２と、凹部１３などを備えている。なお、高電圧ヒュ
ーズ３は、本明細書に記したヒューズをなしている。
【００３９】
一対の第１の接続端子１１は、それぞれ導電性を有する金属からなりかつ略ブレード状に
形成されている。一対の第１の接続端子１１は、互いに並設されている。一対の第１の接
続端子１１は、それぞれ、高電圧ヒューズ３が高電圧装着部６に装着されると一対の高電
圧受端子９と接続する。一対の第１の接続端子１１の一方は、前記第１の電圧を有する電
力が供給される。
【００４０】
なお、これら一対の第１の接続端子１１は、本明細書に記した端子をなしている。ハウジ
ング１０は、高電圧ヒューズ３の外郭を形成する箱状に形成されている。ハウジング１０
は、絶縁性の合成樹脂などからなりかつ内部に一対の接続端子１１それぞれの一端部を収
容する。
【００４１】
ハウジング１０は、高電圧ヒューズ３の外郭を形成しかつ一対の第１の接続端子１１が互
いに並設する方向に沿って相対する第１外壁１４ａと、高電圧ヒューズ３の外郭を形成し
かつ一対の第１の接続端子１１が互いに並設する方向に対し交差する方向に沿って相対す
る第２外壁１４ｂと、を備えている。
【００４２】
第１外壁１４ａ及び第２外壁１４ｂは、双方とも表面が平坦に形成されている。なお、図
示例では、第２外壁１４ｂは、一対の接続端子１１が互いに並設する方向に対し直交する
方向に沿って相対している。
【００４３】
第１外壁１４ａは、高電圧ヒューズ３が高電圧装着部６に装着されると、第１周壁７ａと
相対する。即ち、第１外壁１４ａは、一対の高電圧受端子９が互いに並設する方向に沿っ
て相対する。第２外壁１４ｂは、高電圧ヒューズ３が高電圧装着部６に装着されると、第
２周壁７ｂと相対する。
【００４４】
即ち、第１外壁１４ａは、一対の高電圧受端子９が互いに並設する方向に対し直交などの
交差する方向に沿って相対する。なお、外壁１４ａ，１４ｂは、本明細書に記した外壁１
４を構成している。
【００４５】
第１の可溶体１２は、ハウジング１０内に収容されかつ一対の第１の接続端子１１を互い
に連結している。第１の可溶体１２は、一方の第１の接続端子１１から供給される電力の
電流値が、前記第１の電圧に応じた電流値を超えると溶断する。
【００４６】
凹部１３は、第１外壁１４ａと第２外壁１４ｂとが連なるハウジング１０の角に設けられ
ている。図示例では、凹部１３はハウジング１０の四角に設けられている。凹部１３は、
第１外壁１４ａから凹の第１凹壁１３ａと、第２外壁１４ｂから凹の第２凹壁１３ｂと、
を備えている。
【００４７】
第１凹壁１３ａは、第１外壁１４ａの表面からハウジング１０の内方向に向かって凹に形
成されている。第１凹壁１３ａは、第１外壁１４ａに沿って略平坦に形成されている。第
２凹壁１３ｂは、第２外壁１４ｂの表面からハウジング１０の内方向に向かって凹に形成
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されている、第２凹壁１３ｂは、第２外壁１４ｂに沿って略平坦に形成されている。
【００４８】
このように、凹部１３は、互いに隣り合う第１外壁１４ａと第２外壁１４ｂとの双方から
凹に形成されている。凹部１３は、第１外壁１４ａと第２外壁１４ｂとに亘ってこれら外
壁１４ａ，１４ｂから凹に形成されている。
【００４９】
凹部１３は、高電圧装着部６に高電圧ヒューズ３が装着されると、第１凹壁１３ａが第１
凸壁８ａと相対し、第２凹壁１３ｂが第２凸壁８ｂと相対する。このように、凹部１３は
、高電圧装着部６に高電圧ヒューズ３が装着された際に、突起８に干渉しないとともに、
凸壁８ａ，８ｂがそれぞれ凹壁１３ａ，１３ｂと相対して突起８と合致する。
【００５０】
前述した構成によれば、本実施形態のヒューズブロック１は、ヒューズボックス２内に端
子挿入孔６ｂを通して、高電圧受端子９を収容する。高電圧装着部６の開口部６ａを通し
て、高電圧ヒューズ３を装脱する。高電圧装着部６に高電圧ヒューズ３を装着すると、高
電圧受端子９と第１の接続端子１１とが互いに接続する。
【００５１】
高電圧受端子９と第１の接続端子１１とが互いに接続した際に、高電圧電源から供給され
る電力の電流値が、前記第１の電圧に応じた電流値を超えると、第１の可溶体１２が溶断
する。そして、他方の第１の接続端子１１及び高電圧受端子９が接続した負荷に電力を供
給することを停止する。
【００５２】
本実施形態によれば、高電圧装着部６は、周壁７ａ，７ｂから突出した突起８を備えてい
る。このため、例えば図４及び図５などに示す第２のヒューズとしての定格ヒューズ４が
、図７及び図９に示すように、誤って高電圧装着部６に装着されることを防止できる。な
お、このとき、突起８が第２ハウジング２０に干渉して、定格ヒューズ４が高電圧装着部
６に装着することを阻止する。
【００５３】
なお、定格ヒューズ４は、図４及び図５に示すように、第２の接続端子２１と、第２ハウ
ジング２０と、第２の可溶体２２などを備えている。第２の接続端子２１は、それぞれ、
導電性の金属から形成されている。第２の接続端子２１は、それぞれブレード状に形成さ
れている。第２の接続端子２１は、互いに並設している。
【００５４】
第２ハウジング２０は、絶縁性の合成樹脂からなりかつ箱状に形成されている。第２ハウ
ジング２０は、一対の第２の接続端子２１の一端部を収容する。
【００５５】
第２の可溶体２２は、第２ハウジング２０内に収容されかつ一対の第２の接続端子２１を
互いに連結している。第２の可溶体２２は、一方の第１の接続端子２１から供給される電
力の電流値が、前記第１の電圧より低い例えば１２Ｖまたは２４Ｖなどの第２の電圧に応
じた第２の電流値を超えると溶断する。
【００５６】
また、本実施形態によれば、凹部１３が突起８と干渉しないとともに合致するので、図６
及び図８に示すように、高電圧装着部６に確実に高電圧ヒューズ３を装着することができ
る。このため、本実施形態によれば、高電圧装着部６には高電圧ヒューズ３のみを確実に
装着できる。
【００５７】
このように、ヒューズブロック１及びヒューズボックス２は、高電圧装着部６に確実に高
電圧ヒューズ３を装着できかつ定格ヒューズ４が高電圧装着部６に装着されることを防止
できる。したがって、高電圧受端子９に接続された負荷に確実に電力を供給できるととも
に、定格ヒューズなどが溶けてヒューズボックス２などが破損することを防止できる。
【００５８】
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次に、本発明の第２の実施形態を図１０及び図１１などを参照して説明する、なお、前述
した第１の実施形態と同一構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００５９】
本実施形態にかかるヒューズブロック１は、ヒューズボックス２と、高電圧ヒューズ３と
、定格ヒューズ４などを備えている。ヒューズボックス２は、箱状に形成され、かつ複数
の高電圧装着部６と、第２の装着部としての複数の定格装着部２６と、を備えている。
【００６０】
定格装着部２６は、前記ボックス本体５の表面５ｂに開口した図示しない端子挿入孔を備
えている。端子挿入孔を通して一対の定格受端子２９（図１０に示す）が定格装着部２６
内に挿入される。定格装着部２６は、その内側に前述した一対の定格受端子２９を収容す
る。これら一対の定格受端子２９は、本明細書に記した第２の受端子をなしている。
【００６１】
一対の定格受端子２９のうち一方は、例えば１２Ｖまたは２４Ｖなどの第１の電圧より低
い第２の電圧を有する電力を供給する定格電源と電気的に接続している。前記他方の定格
受端子２９は、例えば、従来より周知のヘッド及びテールの各ランプ、ホーン、インスト
ロメントパネルに装着された各メータ、アクセサリ及びルームランプなどの前述した第２
の電圧を定格容量とする通常負荷（本明細書に記した負荷に相当する）と電気的に接続し
ている。このように、一方の定格受端子２９は、第１の電圧より低い第２の電圧を有する
電力が供給される。
【００６２】
定格装着部２６は、図１０などに示すように、ボックス本体５の表面５ａに開口した開口
部２６ａと、この開口部２６ａの周縁に連なる複数の周壁２７とを備えている。定格装着
部２６は、表面５ａから凹に形成されている。
【００６３】
定格装着部２６は、開口部２６ａを通して、図１１に示すように、定格ヒューズ４と高電
圧ヒューズ３との双方を装着できる。定格装着部２６に定格ヒューズ４が装着されると、
第２の接続端子２１は、それぞれ、定格受端子２９に接続する。
【００６４】
本実施形態のヒューズブロック１によれば、高電圧装着部６が、定格ヒューズ４の装着を
阻止する突起８を備え、高電圧ヒューズ３が突起８と干渉しない凹部１３を備えている。
高電圧装着部６には、高電圧ヒューズ３と定格ヒューズ４とのうち高電圧ヒューズ３のみ
が装着可能となっている。
【００６５】
このため、ヒューズボックス１を組み立てる際に、まず、全ての装着部６，２６に定格ヒ
ューズ４を装着することを試みる。すると、定格ヒューズ４は、定格装着部２６のみに装
着される。その後、残った高電圧装着部６に高電圧ヒューズ３を装着する。このような組
立方法によって、高電圧装着部６には高電圧ヒューズ３のみを確実に装着できるとともに
、定格装着部２６には定格ヒューズ４のみを確実に装着できる。
【００６６】
したがって、互いに溶断する電圧が異なる高電圧ヒューズ３と定格ヒューズ４を、それぞ
れ対応する高電圧装着部６と定格装着部２６それぞれに確実に装着できる。
【００６７】
また、前述した第１の実施形態と同様に、高電圧装着部６に確実に高電圧ヒューズ３を装
着できかつ定格ヒューズ４が高電圧装着部６に装着されることを防止できる。したがって
、高電圧受端子９に接続された負荷に確実に電力を供給できるとともに、定格ヒューズな
どが溶けてヒューズボックス２などが破損することを防止できる。
【００６８】
さらに、高電圧ヒューズ３は、高電圧装着部６と定格装着部２６との双方に装着可能であ
る。このため、互いに供給される電力の電圧が異なる高電圧装着部６と定格装着部２６と
を複数備えたヒューズボックス１に、本発明の高電圧ヒューズ３のみを用いても、各種の
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負荷に確実に電力を供給することができる。
【００６９】
このように、互いに供給される電力の電圧が異なる高電圧装着部６と定格装着部２６とを
複数備えたヒューズボックス１に、本発明の高電圧ヒューズ３のみを用いることができる
。このため、互いに供給される電力の電圧が異なる高電圧装着部６と定格装着部２６とを
複数備えたヒューズボックス１の部品の種類を抑制できる。
【００７０】
また、互いに供給される電力の電圧が異なる高電圧装着部６と定格装着部２６とを複数備
えたヒューズボックス１を組み立てる際に、ヒューズの種類などを識別する必要が生じな
い。
【００７１】
【発明の効果】
以上説明したように請求項１に記載の本発明によれば、阻止手段が第１の受端子を収容す
る第１の装着部に定格ヒューズが装着することを阻止する。このため、定格ヒューズが第
１の装着部に装着されることを防止できる。したがって、前記第１の装着部に接続された
負荷に確実に電力を供給できるとともに、溶けて破損することを防止できる。
【００７２】
請求項２に記載の本発明によれば、阻止手段が第１の装着部を構成する周壁から突出した
突起であるので、前記突起が接触して定格ヒューズが第１の装着部に装着することをより
確実に防止する。したがって、前記第１の装着部に接続された負荷に確実に電力を供給で
きるとともに、溶けて破損することを防止できる。
【００７３】
請求項３に記載の本発明によれば、突起が第１の装着部を構成する第１周壁と第２周壁の
双方に亘って突出しているので、前記突起が接触して定格ヒューズが第１の装着部に装着
することをより一層確実に防止する。したがって、前記第１の装着部に接続された負荷に
確実に電力を供給できるとともに、溶けて破損することを防止できる。
【００７４】
請求項４に記載の本発明によれば、ハウジングが外壁から凹の凹部を備えている。このた
め、このヒューズを装着する装着部に前記凹部と干渉しない突起などを設けることによっ
て、前記装着部に従来から用いられてきた定格ヒューズを装着することを防止できる。し
たがって、前記装着部に接続された負荷に確実に電力を供給できるとともに、前記装着部
を有するヒューズボックスなどが溶けて破損することを防止できる。
【００７５】
請求項５に記載の本発明によれば、ハウジングが外壁から凹の凹部が、前記外壁を構成す
る第１の外壁と第２の外壁とに亘って凹に形成されている。このため、このヒューズを装
着する装着部に前記凹部と干渉しない突起などを設けることによって、前記装着部に従来
から用いられてきた定格ヒューズを装着することを防止できる。したがって、前記装着部
に接続された負荷に確実に電力を供給できるとともに、前記装着部を有するヒューズボッ
クスなどが溶けて破損することを防止できる。
【００７６】
請求項６に記載の本発明によれば、第１の装着部には、第２のヒューズが装着されない。
このため、第１の装着部と第２の装着部とのうち高い電圧の電力が供給される第１の装着
部に、溶断する電流値が低い第２のヒューズが装着することを防止できる。
【００７７】
したがって、供給される電力の電圧及び電流値が正常にあるにも関わらず第１の受端子に
接続した負荷に電力が供給されないことを防止できる。さらに、第１の装着部に装着され
た第２のヒューズが過熱などしてヒューズボックスが溶けて破損することを防止できる。
【００７８】
また、第１のヒューズは第１の装着部に確実に装着できるので、第１の受端子に接続した
負荷に確実に電力を供給できる。
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【００７９】
請求項７に記載の本発明によれば、突起が互いに隣り合う第１周壁と第２周壁とに亘って
形成されているので、第１の装着部に第２のヒューズが装着されることを防止できる。こ
のため、第１の装着部と第２の装着部とのうち高い電圧の電力が供給される第１の装着部
に、溶断する電流値が低い第２のヒューズが装着することをより確実に防止できる。
【００８０】
また、凹部が互いに隣り合う第１の外壁と第２の外壁とに亘って形成されているので、第
１のヒューズは第１の装着部に確実に装着できる。したがって、第１の受端子に接続した
負荷に確実に電力を供給できる。
【００８１】
請求項８に記載の本発明によれば、突起と凹部とは互いに合致するので、第１の装着部に
第１のヒューズを確実に装着できる。したがって、第１の装着部と第２の装着部とのうち
高い電圧の電力が供給される第１の装着部に、溶断する電流値が低い第２のヒューズが装
着することを防止できることにくわえ、第１の受端子に接続した負荷に確実に電力を供給
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るヒューズブロックの構成を示す斜視図である。
【図２】同実施形態の高電圧ヒューズを示す斜視図である。
【図３】（Ａ）は図２中の矢印ＩＩＩＡ方向から見た高電圧ヒューズを示す図である。（
Ｂ）は図２中の矢印ＩＩＩＢ方向から見た高電圧ヒューズを示す図である。
【図４】定格ヒューズを示す斜視図である。
【図５】（Ａ）は図４中の矢印ＶＡ方向から見た定格ヒューズを示す図である。
（Ｂ）は図４中の矢印ＶＢ方向から見た定格ヒューズを示す図である。
【図６】図１に示されたヒューズボックスの高電圧装着部に高電圧ヒューズを装着した状
態を示す斜視図である。
【図７】図１に示されたヒューズボックスの高電圧装着部に定格ヒューズを装着しようと
した状態を示す斜視図である。
【図８】図６中のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図９】図７中のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るヒューズブロックの構成を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示されたヒューズボックスの定格装着部に定格ヒューズと高電圧ヒュ
ーズとの双方を装着した状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　ヒューズブロック
２　ヒューズボックス
３　高電圧ヒューズ（ヒューズ、第１のヒューズ）
４　定格ヒューズ（第２のヒューズ）
５　ボックス本体
５ａ　表面
６　高電圧装着部（第１の装着部）
６ａ　開口部
７　周壁
７ａ　第１周壁
７ｂ　第２周壁
８　突起（阻止手段）
９　高電圧受端子（第１の受端子）
１０　ハウジング
１１　第１の接続端子（端子）
１２　第１の可溶体
１３　凹部

10

20

30

40

50

(12) JP 3783198 B2 2006.6.7



１４　外壁
１４ａ　第１外壁
１４ｂ　第２外壁
２１　第２の接続端子
２２　第２の可溶体
２６　定格装着部（第２の装着部）
２９　定格受端子（第２の受端子）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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