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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連結プレート部と、該連結プレート部の一側に連なった可溶体部と、該可溶体部に連結
された端子部とを有し、前記可溶体部と前記端子部からなる少なくとも１つのヒューズエ
レメント部が前記連結プレート部に連結されたヒューズ回路体と、
　該ヒューズ回路体が収容されるハウジングとを備え、
　前記ヒューズ回路体が、前記ハウジング内に互いに間隔をあけて複数積層配置されたヒ
ュージブルリンクにおいて、
　前記複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒューズ回路体の可溶体部と、前記一つのヒ
ューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体の可溶体部とが、前記一つのヒューズ
回路体の可溶体部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積層方向に直交する方向に
互いにずれて配置され、
　前記複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒューズ回路体の連結プレート部と、前記一
つのヒューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体の連結プレート部とが、前記一
つのヒューズ回路体の連結プレート部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積層方
向に直交する方向に互いにずれて配置されていることを特徴とするヒュージブルリンク。
【請求項２】
　前記連結プレート部が、Ｕ字状に延出形成されたＵ字状部を備えていることを特徴とす
る請求項１記載のヒュージブルリンク。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用電装回路等に使用されるヒュージブルリンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の車体には、種々の電装品が搭載されており、バッテリー電源から電装品に供給
される電気回路には、過電流から電気回路を保護するためのヒューズとして働くヒュージ
ブルリンクが設けられている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　前記ヒュージブルリンクは、連結プレート部と、該連結プレート部の一側に連なった可
溶体部と、該可溶体部に連結された端子部とを有し、前記可溶体部と前記端子部からなる
ヒューズエレメント部が前記連結プレート部に連結されたヒューズ回路体と、該ヒューズ
回路体が収容されるハウジングとを備えている。
【０００４】
　前記ハウジング内には、前記ヒューズ回路体が２つ以上所定間隔を置いて積層配置され
ており、前記各ヒューズ回路体には、それぞれ、複数の電装品が接続されるようになって
いる。これにより、前記１つのヒュージブルリンクが、複数の電装品を集中管理するよう
になっている。
【０００５】
　前記ヒュージブルリンクは、車体に設けられたヒューズボックスや、各種電気回路ユニ
ットを集約したジャンクションブロックに配設されるようになっており、これにより、バ
ッテリー電源から複数の電装品への電気回路中にヒューズが設けられるようになっている
。
【０００６】
　前記ヒュージブルリンクのハウジングには、ハウジング内部を視認可能な窓部が設けら
れており、前記窓部よりヒューズ回路体の可溶体部の溶断状態を確認できるようになって
いる。そして、前記可溶体部が電気回路を流れる過電流により溶断した場合には、再び通
電可能にするために前記ヒュージブルリンク自体を交換するようになっている。
【０００７】
　前記ヒュージブルリンクは、前記可溶体部溶断時の交換が容易であるので、大電流用ヒ
ューズとして、自動車をはじめ様々な分野に使用されている。
【特許文献１】特開２００４－１２７６９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記したヒュージブルリンクは、前記したように、各種電気回路ユニットが集約した場
所に配設されるので、ヒュージブルリンク自体をコンパクトに構成することが望まれてい
る。
【０００９】
　そこで、ハウジング内に積層配置されたヒューズ回路体の積層方向であるハウジングの
厚さを小さく形成して、ハウジング内に収容した隣接するヒューズ回路体の間隔を小さく
構成している。
【００１０】
　しかし、隣接するヒューズ回路体の間隔が小さくなると、ハウジング内において隣接す
るヒューズ回路体の可溶体部が接近するようになり、そのために、一方のヒューズ回路体
に過電流が流れてその回路体中の可溶体部が発熱した場合に、その発熱が他方のヒューズ
回路体の可溶体部に影響を及ぼし、他方のヒューズ回路体の可溶体部の溶断時間が短くな
るという問題があった。
【００１１】
　前記した一方のヒューズ回路体の可溶体部の発熱が他方のヒューズ回路体の可溶体部に
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及ぼす熱影響を小さくするには、隣接するヒューズ回路体の間隔を大きくすることが望ま
しいが、それではヒューズ回路体の積層方向であるハウジングの厚さが大きくなってしま
い、ヒュージブルリンク自体をコンパクトに構成することができなくなる。
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、ヒュージブルリンク自体を大型化することなく、ヒュー
ズ回路体の可溶体部の溶断時間を安定させて、該可溶体部の動作を安定させることができ
るヒュージブルリンクを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のヒュージブルリンクは、連結プレート部
と、該連結プレート部の一側に連なった可溶体部と、該可溶体部に連結された端子部とを
有し、前記可溶体部と前記端子部からなる少なくとも１つのヒューズエレメント部が前記
連結プレート部に連結されたヒューズ回路体と、該ヒューズ回路体が収容されるハウジン
グとを備え、前記ヒューズ回路体が、前記ハウジング内に互いに間隔をあけて複数積層配
置されたヒュージブルリンクにおいて、前記複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒュー
ズ回路体の可溶体部と、前記一つのヒューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体
の可溶体部とが、前記一つのヒューズ回路体の可溶体部の位置を基準として、前記ヒュー
ズ回路体の積層方向に直交する方向に互いにずれて配置され、前記複数のヒューズ回路体
のうちの一つのヒューズ回路体の連結プレート部と、前記一つのヒューズ回路体と隣接す
る他の一つのヒューズ回路体の連結プレート部とが、前記一つのヒューズ回路体の連結プ
レート部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積層方向に直交する方向に互いにず
れて配置されていることを特徴としている。
【００１５】
　請求項２に記載のヒュージブルリンクは、請求項１記載のヒュージブルリンクにおいて
、前記連結プレート部が、Ｕ字状に延出形成されたＵ字状部を備えていることを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に記載のヒュージブルリンクは、連結プレート部と、該連結プレート部の一側
に連なった可溶体部と、該可溶体部に連結された端子部とを有し、前記可溶体部と前記端
子部からなる少なくとも１つのヒューズエレメント部が前記連結プレート部に連結された
ヒューズ回路体と、該ヒューズ回路体が収容されるハウジングとを備え、前記ヒューズ回
路体が、前記ハウジング内に互いに間隔をあけて複数積層配置されたヒュージブルリンク
において、前記複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒューズ回路体の可溶体部と、前記
一つのヒューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体の可溶体部とが、前記一つの
ヒューズ回路体の可溶体部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積層方向に直交す
る方向に互いにずれて配置され、前記複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒューズ回路
体の連結プレート部と、前記一つのヒューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体
の連結プレート部とが、前記一つのヒューズ回路体の連結プレート部の位置を基準として
、前記ヒューズ回路体の積層方向に直交する方向に互いにずれて配置されているので、ハ
ウジングが水平方向を向くように横置きに載置したとしても、一つのヒューズ回路体と隣
接する他の一つのヒューズ回路体の可溶体部（下側）で発生する熱が前記一つのヒューズ
回路体の可溶体部（上側）に影響を及ぼすおそれが少なくなり、そのために、他の一つの
ヒューズ回路体の可溶体部（下側）で発生する熱のために、他の一つのヒューズ回路体と
隣接する一つのヒューズ回路体の可溶体部（上側）の溶断時間が短くなって、前記一つの
ヒューズ回路体の可溶体部（上側）の動作が不安定になるというおそれが少なくなり、よ
って、ヒュージブルリンク自体を大型化することなく、ヒューズ回路体の可溶体部の溶断
時間を安定させて、該可溶体部の動作を安定させることができ、また、前記他の一つのヒ
ューズ回路体の可溶体部（下側）の熱に加えて、前記他の一つのヒューズ回路体の連結プ
レート部（下側）で発生する熱が前記一つのヒューズ回路体の連結プレート部（上側）や
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前記一つのヒューズ回路体（上側）の全体に影響を及ぼすおそれも少なくなり、そのため
に、他の一つのヒューズ回路体の連結プレート部（下側）で発生する熱のために、他の一
つのヒューズ回路体と隣接する一つのヒューズ回路体の可溶体部（上側）の溶断時間が短
くなって、前記一つのヒューズ回路体の可溶体部（上側）の動作が不安定になるというお
それも少なくなり、よって、ヒュージブルリンク自体を大型化することなく、ヒューズ回
路体の可溶体部の溶断時間を安定させて、該可溶体部の動作を安定させることができる。
【００１７】
　また、互いに積層配置された複数のヒューズ回路体のうちの一つのヒューズ回路体の可
溶体部と、前記一つのヒューズ回路体と隣接する他の一つのヒューズ回路体の可溶体部と
が、前記一つのヒューズ回路体の可溶体部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積
層方向に直交する方向に互いにずれて配置されているので、ハウジングの外部からハウジ
ング内のヒューズ回路体の可溶体部の状態を目視した場合に、前記一つのヒューズ回路体
の可溶体部（上側）だけでなく、他の一つのヒューズ回路体の可溶体部（下側）の状態も
確認できるようになり、ヒュージブルリンクの保守点検作業を容易に行うことができる。
【００１８】
　請求項２に記載のヒュージブルリンクは、前記互いに積層配置された複数のヒューズ回
路体のうちの一つのヒューズ回路体の連結プレート部と、前記一つのヒューズ回路体と隣
接する他の一つのヒューズ回路体の連結プレート部とが、前記一つのヒューズ回路体の連
結プレート部の位置を基準として、前記ヒューズ回路体の積層方向に直交する方向に互い
にずれて配置されているので、ハウジングが水平方向を向くように横置きに載置したとし
ても、前記他の一つのヒューズ回路体の可溶体部（下側）の熱に加えて、前記他の一つの
ヒューズ回路体の連結プレート部（下側）で発生する熱が前記一つのヒューズ回路体の連
結プレート部（上側）や前記一つのヒューズ回路体（上側）の全体に影響を及ぼすおそれ
も少なくなり、そのために、他の一つのヒューズ回路体の連結プレート部（下側）で発生
する熱のために、他の一つのヒューズ回路体と隣接する一つのヒューズ回路体の可溶体部
（上側）の溶断時間が短くなって、前記一つのヒューズ回路体の可溶体部（上側）の動作
が不安定になるというおそれも少なくなり、よって、ヒュージブルリンク自体を大型化す
ることなく、ヒューズ回路体の可溶体部の溶断時間を安定させて、該可溶体部の動作を安
定させることができる。
【００１９】
　請求項２に記載のヒュージブルリンクは、前記連結プレート部が、Ｕ字状に延出形成さ
れたＵ字状部を備えているので、ヒュージブルリンク自体を大型化することなく、連結プ
レート部の面積を大きくすることができ、そのために、連結プレート部での放熱効果を高
めることができ、よって、ヒューズ回路体全体の温度上昇を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の第１の実施形態に係るヒュージブルリンクを、図１乃至図４に基いて説明する
。
【００２１】
　本発明のヒュージブルリンク１は、連結プレート部２と、該連結プレート部２の一側に
連なった可溶体部３と、該可溶体部３に連結された端子部４とを有し、前記可溶体部３と
前記端子部４からなるヒューズエレメント部５が前記連結プレート部２に連結されたヒュ
ーズ回路体６と、該ヒューズ回路体６が収容されるハウジング７とを備えている。
【００２２】
　前記連結プレート部２は、図３に示すように、前記ヒューズ回路体６の共通端子部とし
て構成されており、また、アース側のバスバープレートとして構成されている。
【００２３】
　前記連結プレート２の一側に連結された前記可溶体３は、細幅でクランク状に形成され
ており、クランク形状の中途部には、低融点金属３ａが加締められて固定されている。そ
して、前記可溶体部３に、所定値以上の電流が流れると、その時の発熱で前記低融点金属



(5) JP 4533827 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

３ａを加締めた可溶体部３が溶断するようになっている。
【００２４】
　前記可溶体部３に連結された端子部４は、可溶体部３と端子部４を１組として、１つの
ヒューズエレメント部５を構成している。前記ヒューズエレメント部５は、前記したよう
に前記可溶体部３が前記連結プレート部２に連結されて前記ヒューズ回路体６を構成する
ようになっており、本実施形態の場合、図３に示すように、複数のヒューズエレメント部
５が連結プレート部２の一側に長手方向に連鎖状に連結されて１つのヒューズ回路体６を
構成している。
【００２５】
　前記各ヒューズエレメント部５の端子部４のうち、端子部４１はビス止め用端子部、端
子部４２は差し込み係止用端子部として構成されている。前記ビス止め用端子部４１には
、図示しない固定ボルトが挿通するボルト孔４１ａが形成されており、前記差し込み係止
用端子部４２には、前記ハウジング７と係合する係止片４２ａが形成されている。
【００２６】
　前記ヒューズ回路体６は、図示しない導電性の平板状のプレート材をプレス加工するこ
とにより一体に形成されており、前記連結プレート部２、可溶体部３及び端子部４が１枚
のプレート材から一体に形成されるようになっている。
【００２７】
　また、前記ヒューズ回路体６の連結プレート部２は、図３に示すように、前記ヒューズ
エレメント部５が連結されていない他側２ａが連結プレート部２の短手方向にＵ字状に延
出形成されたＵ字状部２ｂを備えている。
【００２８】
　前記ハウジング７は、図１及び図２に示すように、絶縁性の合成樹脂により略直方体状
に形成されており、ハウジング７の上面から一方の側面には、ハウジング７の長手方向に
向けて、前記ヒューズ回路体６が挿入される開口部７ａが形成されている。
【００２９】
　前記開口部７ａには、透明カバー８が装着されるようになっており、この透明カバー８
により、前記開口部７ａが塞がれるとともに、ハウジング７の内部の状態をハウジング７
の外部から目視できるようになっている。
【００３０】
　前記ハウジング７内には、前記開口部７ａに連続した回路体収容室９が形成されており
、該回路体収容室９の側方には、回路体収容室９に連続して端子支持部１０及び前記コネ
クタハウジング部１１が形成されている。そして、前記端子支持部１０及びコネクタハウ
ジング部１１が、図２に示すように、前記ハウジング７の他方の側面にハウジング７の長
手方向に並んで配置されるようになっている。
【００３１】
　前記ハウジング７内には、図１に示すように、前記開口部７ａよりハウジング７の短手
方向に向けて、前記ヒューズ回路体６が２つ、前記端子部４を挿入先端として挿入される
ようになっている。これにより、前記挿入されたヒューズ回路体６１、６２は、前記回路
体収容室９内に並んで収容されて、ハウジング７の厚さ方向に積層配置されるようになっ
ている。
【００３２】
　前記した構成のヒュージブルリンク１は、図１に示すように、ハウジング７の短手方向
が水平方向を向くように車体に載置されるいわゆる横置き型ヒュージブルリンクとして構
成されている。このため、前記ハウジング７内に収容されたヒューズ回路体６１、６２は
、ハウジング７の短手方向に沿って水平方向を向くように積層配置されている。
【００３３】
　ここで、前記回路体収容室９内に積層配置されたヒューズ回路体６１、６２は、図１に
示すように、回路体の間隔が小さく構成されており、２つのヒューズ回路体６１、６２が
接近して配置されている。
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【００３４】
　また、前記互いに積層配置されたヒューズ回路体６１、６２のうちの一つのヒューズ回
路体６１の可溶体部３１と、前記一つのヒューズ回路体６１と隣接する他の一つのヒュー
ズ回路体６２の可溶体部３２とが、前記一つのヒューズ回路体６１の可溶体部３１の位置
を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒューズ回路
体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されている。
【００３５】
　すなわち、前記回路体収容室９内でともに水平方向を向くように上下に積層配置された
ヒューズ回路体６１、６２は、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の位置を基準と
して、ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２
の挿入方向）に互いにずれて配置されている。このため、前記上側のヒューズ回路体６１
の可溶体部３１の鉛直方向下方には、前記下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２が位
置しない構成となっている。
【００３６】
　このため、前記ハウジング７に収容された前記ヒューズ回路体６を、ハウジング７の上
部から前記透明カバー８を介して視認すると、図４に示すように、上側のヒューズ回路体
６１の可溶体部３１及び下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２がともに視認できるよ
うになっている。
【００３７】
　また、図１に示すように、前記上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１と、前
記下側のヒューズ回路体６２の連結プレート部２２とが、前記上側のヒューズ回路体６１
の連結プレート部２１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に
直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されている。
【００３８】
　すなわち、前記上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１は、前記ヒューズエレ
メント部５が連結されていない他側がＵ字状に延出形成されたＵ字状部２１ｂを備えてお
り、このＵ字状部２１ｂが水平方向を向くように配置されている。これに対して、前記下
側のヒューズ回路体６２の連結プレート部２２は、その延出形成されたＵ字状部２２ｂが
、図１に示すように、下側のヒューズ回路体６２から垂直方向に折曲形成されて配置され
ており、上側の連結プレート部６１と下側の連結プレート部６２が鉛直方向に重ならない
配置となっている。
【００３９】
　前記した構成のヒュージブルリンク１は、前記したように、前記ハウジング７の開口部
７ａよりハウジング７の短手方向に向けて、前記ヒューズ回路体６が前記端子部４を挿入
先端として挿入されるようになっており、この挿入されたヒューズ回路体６が前記回路体
収容室９内に収容されるとともに、ヒューズ回路体６の挿入先端である端子部４が回路体
収容室９を通ってハウジング７の端子支持部１０及びコネクタハウジング部１１内に位置
するようになっている。
【００４０】
　前記ハウジング７の端子支持部１０に配設されたヒューズ回路体６の端子部４（ビス止
め用端子部４１）には、図示しない丸形の端子金具が固着されたケーブルが接続されるよ
うになっており、図示しない固定ボルトが丸形の端子金具及びビス止め用端子部４１を挿
通してハウジング７の端子支持部１０に固着されることにより、前記ケーブルがヒューズ
回路体６に接続されるようになっている。
【００４１】
　また、前記ハウジング７のコネクタハウジング部１１に配設されたヒューズ回路体６の
端子部４（差し込み係止用端子部４２）には、図示しないコネクタが連結されるようにな
っており、これにより、前記コネクタがヒューズ回路体６に接続されるようになっている
。
【００４２】
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　前記ケーブル及びコネクタには、図示しない各種電装品が接続されており、前記ケーブ
ル及びコネクタのヒューズ回路体６への接続により、前記ヒュージブルリンク１には、複
数の電装品が接続されるようになっている。これにより、前記１つのヒュージブルリンク
１が、複数の電装品を集中管理するようになっている。
【００４３】
　このようなヒュージブルリンク１においては、バッテリー電源から電装品に供給される
電気回路中に過電流が流れると、ヒュージブルリンク１の可溶体部３が発熱によって溶断
して、過電流から電気回路を保護するようになっている。
【００４４】
　また、ハウジング７の短手方向が水平方向を向くように車体に搭載されているので、ハ
ウジング７の上部から透明カバー８を介してハウジング７内のヒューズ回路体６の可溶体
部３の状態を目視できるようになっており、これにより、ヒュージブルリンク１の保守点
検を行うことができるようになっている。
【００４５】
　このようなヒュージブルリンク１において、例えば回路体収容室９内で下側に配置され
たヒューズ回路体６２に接続した電装品に過電流が流れると、下側のヒューズ回路体６２
の可溶体部３２が発熱するようになり、この発熱状態が所定時間が経過すると、前記可溶
体部３２が溶断するようになる。
【００４６】
　このとき、前記下側の可溶体部６２で発生した熱は、主に回路体収容室９内を鉛直方向
上方に伝達されるようになるが、前記したように、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部
３１と、上側のヒューズ回路体６１と隣接する下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２
とが、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の位置を基準として、前記ヒューズ回路
体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互い
にずれて配置されており、上側の可溶体部３１と下側の可溶体部３２の位置が鉛直方向に
ずれて配置されているので、下側の可溶体部３２の熱が上側の可溶体部３１に直に伝達さ
れるおそれが少ない。
【００４７】
　したがって、前記したように、回路体収容室９内に積層配置されたヒューズ回路体６１
、６２の間隔が小さく構成されて、ヒューズ回路体６１、６２が接近して配置されている
場合でも、下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２で発生する熱が上側のヒューズ回路
体６１の可溶体部３１に影響を及ぼすおそれが少なくなり、そのために、下側の可溶体部
３２で発生する熱のために上側の可溶体部３１の溶断時間が短くなって、上側の可溶体部
３１の動作が不安定になるというおそれが少なくなり、よって、ヒュージブルリンク１自
体を大型化することなく、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断時間を安定さ
せて、該可溶体部３１の動作を安定させることができる。
【００４８】
　また、前記したように、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１と、上側のヒューズ
回路体６１と隣接する下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２とが、上側のヒューズ回
路体６１の可溶体部３１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向
に直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されており
、上側の可溶体部３１と下側の可溶体部３２の位置が鉛直方向にずれて配置されているの
で、ハウジング７の上部から透明カバー８を介してハウジング７内のヒューズ回路体６１
、６２の可溶体部３１、３２の状態を目視した場合に、上側の可溶体部３１だけでなく、
下側の可溶体部３２の状態も確認できるようになり、ヒュージブルリンク１の保守点検作
業を容易に行うことができる。
【００４９】
　また、前記したように、上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１と、前記下側
のヒューズ回路体６２の連結プレート部２２とが、前記上側のヒューズ回路体６１の連結
プレート部２１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交す
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る方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されているので、上
側の連結プレート部２１と下側の連結プレート部２２が鉛直方向に重ならない配置となっ
ており、前記下側の可溶体部３２での熱に加えて、下側の連結プレート部２２で発生した
熱が、上側の連結プレート部２１に影響を与えるおそれも少ない。
【００５０】
　したがって、下側のヒューズ回路体６２の連結プレート部２２で発生する熱が上側のヒ
ューズ回路体６１の連結プレート部２１や上側のヒューズ回路体６１の全体に影響を及ぼ
すおそれも少なくなり、そのために、下側の連結プレート部２２で発生する熱のために上
側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断時間が短くなって、上側の可溶体部３１の
動作が不安定になるというおそれも少なくなり、よって、ヒュージブルリンク１自体を大
型化することなく、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断時間を安定させて、
該可溶体部３１の動作を安定させることができる。
【００５１】
　また、前記したように、前記連結プレート部２が、Ｕ字状に延出形成されたＵ字状部２
ｂを備えているので、ヒュージブルリンク１自体を大型化することなく、連結プレート部
２の面積を大きくすることができ、そのために、連結プレート部２での放熱効果を高める
ことができ、よって、ヒューズ回路体６全体の温度上昇を低減させることができる。
【００５２】
　本実施形態によれば、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１と、前記上側のヒュー
ズ回路体６１と隣接する下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２とが、前記上側のヒュ
ーズ回路体６１の可溶体部３１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積
層方向に直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置され
ているので、ハウジング７の短手方向が水平方向を向くように横置きに載置したとしても
、下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２で発生する熱が上側のヒューズ回路体６１の
可溶体部３１に影響を及ぼすおそれが少なくなり、そのために、下側の可溶体部３２で発
生する熱のために上側の可溶体部３１の溶断時間が短くなって、上側の可溶体部３１の動
作が不安定になるというおそれが少なくなり、よって、ヒュージブルリンク１自体を大型
化することなく、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断時間を安定させて、該
可溶体部３１の動作を安定させることができる。
【００５３】
　また、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１と、上側のヒューズ回路体６１と隣接
する下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２とが、上側のヒューズ回路体６１の可溶体
部３１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（
ヒューズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されているので、ハウジング
７の上部からハウジング７内のヒューズ回路体６１、６２の可溶体部３１、３２の状態を
目視した場合に、上側の可溶体部３１だけでなく、下側の可溶体部３２の状態も確認でき
るようになり、ヒュージブルリンク１の保守点検作業を容易に行うことができる。
【００５４】
　また、上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１と、前記下側のヒューズ回路体
６２の連結プレート部２２とが、前記上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１の
位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒューズ
回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されているので、ハウジング７の短手
方向が水平方向を向くように横置きに載置したとしても、下側のヒューズ回路体６２の連
結プレート部２２で発生する熱が上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１や上側
のヒューズ回路体６１の全体に影響を及ぼすおそれが少なくなり、そのために、下側の連
結プレート部２２で発生する熱のために上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断
時間が短くなって、上側の可溶体部３１の動作が不安定になるというおそれが少なくなり
、よって、ヒュージブルリンク１自体を大型化することなく、上側のヒューズ回路体６１
の可溶体部３１の溶断時間を安定させて、該可溶体部３１の動作を安定させることができ
る。
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【００５５】
　また、前記連結プレート部２が、Ｕ字状に延出形成されたＵ字状部２ｂを備えているの
で、ヒュージブルリンク１自体を大型化することなく、連結プレート部２の面積を大きく
することができ、そのために、連結プレート部２での放熱効果を高めることができ、よっ
て、ヒューズ回路体６全体の温度上昇を低減させることができる。
【００５６】
　なお、前記した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は前記実施
形態に限定されるものではなく、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変更することがで
きる。
【００５７】
　すなわち、図５に示したように、ハウジング７内に形成された回路体収容室９の内部が
隔壁１２により上下に２つの回路体収容室９１、９２に区画されており、上側の回路体収
容室９１内に上側のヒューズ回路体６１が収容されるとともに、下側の回路体収容室９２
内に下側のヒューズ回路体６２が収容されるようなヒュージブルリンク１の場合は、前記
隔壁１２の存在により、下側のヒューズ回路体６２で発生する熱が上側のヒューズ回路体
６１に及ぼす影響が前記実施形態よりは少なくなるが、そのような場合でも前記したよう
に、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１と、上側のヒューズ回路体６１と隣接する
下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２とが、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３
１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒュ
ーズ回路体６１、６２の挿入方向）に互いにずれて配置されていたり、上側のヒューズ回
路体６１の連結プレート部２１と、前記下側のヒューズ回路体６２の連結プレート部２２
とが、前記上側のヒューズ回路体６１の連結プレート部２１の位置を基準として、前記ヒ
ューズ回路体６１、６２の積層方向に直交する方向（ヒューズ回路体６１、６２の挿入方
向）に互いにずれて配置されていることが、ヒュージブルリンク１自体を大型化すること
なく、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１の溶断時間を安定させて、該可溶体部３
１の動作を安定させる点で有効である。
【００５８】
　また、図６に示したように、上側のヒューズ回路体６１の可溶体部３１と、上側のヒュ
ーズ回路体６１と隣接する下側のヒューズ回路体６２の可溶体部３２とが、上側のヒュー
ズ回路体６１の可溶体部３１の位置を基準として、前記ヒューズ回路体６１、６２の積層
方向に直交する方向である連結プレート部２１、２２の長手方向に互いにずれて配置され
ている場合も、下側の可溶体部３２の熱が上側の可溶体部３１に直に伝達されるおそれが
少ないので、ヒュージブルリンク１自体を大型化することなく、上側のヒューズ回路体６
１の可溶体部３１の溶断時間を安定させて、該可溶体部３１の動作を安定させる点で有効
である。
【００５９】
　また、前記した実施形態では、連結プレート部２に複数のヒューズエレメント部５が連
鎖状に連結されたヒュージブルリンク１について説明したが、連結プレート部２に１つの
ヒューズエレメント部５しか連結されていないヒュージブルリンク１でも良い。この場合
は、１つのヒュージブルリンク１が１つの電装品に対応することになるが、この場合でも
、上側のヒューズ回路体の可溶体部と、上側のヒューズ回路体と隣接する下側のヒューズ
回路体の可溶体部とが、上側のヒューズ回路体の可溶体部の位置を基準として、前記ヒュ
ーズ回路体の積層方向に直交する方向に互いにずれて配置されていることが、ヒュージブ
ルリンク１自体を大型化することなく、上側のヒューズ回路体の可溶体部の溶断時間を安
定させて、該可溶体部の動作を安定させる点で有効である。
【００６０】
　また、前記した実施形態では、ハウジング７内に２つのヒューズ回路体６１、６２が積
層配置された場合について説明したが、ハウジング７内に３つ以上のヒューズ回路体６が
積層配置される場合でも良く、隣接するヒューズ回路体の間で前記したように、上側のヒ
ューズ回路体の可溶体部と、上側のヒューズ回路体と隣接する下側のヒューズ回路体の可
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の積層方向に直交する方向に互いにずれて配置されていることが、ヒュージブルリンク１
自体を大型化することなく、上側のヒューズ回路体の可溶体部の溶断時間を安定させて、
該可溶体部の動作を安定させる点で有効である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施形態に係るヒュージブルリンクを示す側断面図である。
【図２】前記実施形態に係るヒュージブルリンクを示す斜視図である。
【図３】前記実施形態に係るヒュージブルリンクのヒューズ回路体を示す斜視図である。
【図４】前記実施形態に係るヒュージブルリンクを示す平面図である。
【図５】前記実施形態に係るヒュージブルリンクの変形例を示す側断面図である。
【図６】前記実施形態に係るヒュージブルリンクのヒューズ回路体の変形例を示す平面図
である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　ヒュージブルリンク
　２　連結プレート部
　２ｂ　Ｕ字状部
　３　可溶体部
　３ａ　低融点金属
　４　端子部
　４１　ビス止め用端子部
　４２　差し込み係止用端子部
　５　ヒューズエレメント部
　６　ヒューズ回路体
　７　ハウジング
　７ａ　開口部
　８　透明カバー
　９　回路体収容室
　１０　端子支持部
　１１　コネクタハウジング部
　１２　隔壁
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【図３】 【図４】
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