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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次配線（40）が取り付けられる本体（11）と、角座金（51）を有して該角座金（51）
で二次配線を押さえて固定するために上記本体（11）に取り付けられる配線固定ねじ（50
）とを備え、
　上記本体（11）には、上記角座金（51）に当たることで上記配線固定ねじ（50）の軸直
交方向の変位を規制する規制部（14～17）が設けられ、
　上記配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が下向きとなる姿勢で設置可能であり、上記配
線固定ねじ（50）で固定された上記二次配線を上記一次配線（40）と電気的に接続する端
子台（10）であって、
　上記配線固定ねじ（50）の上記本体（11）からの脱落を防ぐための抜け止め板（60）を
備え、
　上記抜け止め板（60）は、上記本体（11）とは別体であって該本体（11）に取り付け可
能であると共に、上記配線固定ねじ（50）よりも上記一次配線（40）側に位置する平板部
（61）と、該平板部（61）に連続して形成されて上記角座金（51）の一部と当たることで
上記配線固定ねじ（50）の軸方向への移動を制限する制限部（65）とを有し、
　上記本体（11）には、銘板（30）が貼られる平坦な銘板設置部（18）が上記抜け止め板
（60）の平板部（61）を覆うように設けられている
ことを特徴とする端子台。
【請求項２】
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　請求項１において、
　上記本体（11）には、複数かつ同数の上記一次配線（40）と上記配線固定ねじ（50）と
が設けられ、
　上記複数の配線固定ねじ（50）は、上記本体（11）の一方の側部に沿って一列に配置さ
れ、
　上記銘板設置部（18）は、上記本体（11）の他方の側部に沿って設けられている
ことを特徴とする端子台。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　上記制限部（65）は、上記平板部（61）から側方へ突き出た突起部（65）で構成されて
いる
ことを特徴とする端子台。
【請求項４】
　請求項３において、
　上記本体（11）には、上記銘板設置部（18）の裏側に位置して上記一次配線（40）側か
ら上記抜け止め板（60）が挿入される挿入孔（24）が形成され、
　上記本体（11）は、上記突起部（65）の先端（65a）に当接して上記抜け止め板（60）
を位置決めする位置決め部（16b）を有している
ことを特徴とする端子台。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の端子台（10）を備えた空気調和機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端子台およびこれを備えた空気調和機に関し、特に、さまざまな姿勢におい
て使用される端子台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、端子台において、角座金を有する配線固定ねじによって配線を押さえて固定
する一方、当該配線固定ねじの脱落を防止することが知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１の端子台は、ねじ穴を有する本体と、この本体に配線を固定するた
めに取り付けられる角座金付きの配線固定ねじとを備えている。また、ねじ穴の周囲には
、配線固定ねじを囲むように隔壁部が立設されており、この隔壁部の内面に突起が形成さ
れている。この端子台では、配線固定ねじがねじ穴から外れた状態でも、隔壁部によって
配線固定ねじの軸方向の変位が規制されると共に、角座金に突起が当たることによって配
線固定ねじの軸方向の移動が制限されるので、当該配線固定ねじが本体に保持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公昭６３－３３３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、端子台は、さまざまな姿勢で使用され得る。例えば、端子台は、配線固定ね
じの頭部が側方を向く姿勢や、当該頭部が下方を向く姿勢等で使用される。ここで、配線
固定ねじの頭部が下方を向く姿勢で端子台を使用する場合には、配線固定ねじがねじ穴か
ら外れても本体に保持されて脱落しない方が、作業性が良い。一方、配線固定ねじの頭部
が側方ないし上方を向く姿勢で端子台を使用する場合には、接続する配線の端子を目視で
きる方が作業し易いため、配線固定ねじを本体から容易に外せることが好ましい。
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【０００６】
　特許文献１の端子台は、配線固定ねじがねじ穴から外れた状態でも、当該配線固定ねじ
が本体に保持されるので、配線固定ねじの頭部が下方を向く姿勢で使用するのには適して
いるが、配線固定ねじの頭部が側方ないし上方を向く姿勢で使用するのには適さない。
【０００７】
　また、端子台には、配線の種類等を表示するための銘板を設ける必要がある。この銘板
は視認性に優れていることが望ましいが、特許文献１では、端子台のうち銘板を設ける部
分については言及されていない。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、さまざまな姿勢で使用
される端子台において、作業性に優れたものにすると共に、銘板を設けるためのスペース
を確保することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、一次配線（40）が取り付けられる本体（11）と、角座金（51）を有して
該角座金（51）で二次配線を押さえて固定するために上記本体（11）に取り付けられる配
線固定ねじ（50）とを備え、上記本体（11）には、上記角座金（51）に当たることで上記
配線固定ねじ（50）の軸直交方向の変位を規制する規制部（14～17）が設けられ、上記配
線固定ねじ（50）の頭部（50a）が下向きとなる姿勢で設置可能であり、上記配線固定ね
じ（50）で固定された上記二次配線を上記一次配線（40）と電気的に接続する端子台（10
）が対象である。
【００１０】
　そして、第１の発明は、上記配線固定ねじ（50）の上記本体（11）からの脱落を防ぐた
めの抜け止め板（60）を備え、上記抜け止め板（60）は、上記本体（11）とは別体であっ
て該本体（11）に取り付け可能であると共に、上記配線固定ねじ（50）よりも上記一次配
線（40）側に位置する平板部（61）と、該平板部（61）に連続して形成されて上記角座金
（51）の一部と当たることで上記配線固定ねじ（50）の軸方向への移動を制限する制限部
（65）とを有し、上記本体（11）には、銘板（30）が貼られる平坦な銘板設置部（18）が
上記抜け止め板（60）の平板部（61）を覆うように設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　第１の発明では、抜け止め板（60）によって配線固定ねじ（50）の本体（11）からの脱
落が防がれる。すなわち、規制部（14～17）によって配線固定ねじ（50）の軸直交方向の
変位が規制されることに加えて、抜け止め板（60）の制限部（65）によって配線固定ねじ
（50）の軸方向の移動も制限される。
【００１２】
　よって、本体（11）とは別体である抜け止め板（60）を当該本体（11）に取り付ける場
合、配線固定ねじ（50）は本体（11）に保持される。これにより、配線固定ねじ（50）の
頭部（50a）が下方を向く姿勢で端子台（10）を使用する際の作業性が向上する。一方、
本体（11）に抜け止め板（60）を取り付けない場合、配線固定ねじ（50）は軸方向に移動
して本体（11）から外れる。これにより、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が側方ない
し上方を向く姿勢で端子台（10）を使用する際の作業性が向上する。
【００１３】
　また、本体（11）には、銘板（30）が貼られる平坦な銘板設置部（18）が設けられてい
る。この銘板設置部（18）は、抜け止め板（60）の平板部（61）を覆うように設けられて
いる。つまり、本体（11）に抜け止め板（60）を取り付けても、銘板設置部（18）が抜け
止め板（60）に隠れない。よって、作業者は、本体（11）に抜け止め板（60）を取り付け
る場合と取り付けない場合との両方において、銘板設置部（18）に貼られた銘板（30）を
視認することができる。
【００１４】
　以上のように、本発明の端子台（10）は、さまざまな姿勢で使用される場合において作
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業性に優れていると共に、銘板（30）を設けるためのスペースが確保されている。
【００１５】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記本体（11）には、複数かつ同数の上記一
次配線（40）と上記配線固定ねじ（50）とが設けられ、上記複数の配線固定ねじ（50）は
、上記本体（11）の一方の側部に沿って一列に配置され、上記銘板設置部（18）は、上記
本体（11）の他方の側部に沿って設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　第２の発明では、本体（11）の他方の側部に沿って銘板設置部（18）が設けられている
ので、当該他方の側部に沿って銘板（30）を設けるためのスペースが確保される。
【００１７】
　第３の発明は、上記第１または第２の発明において、上記制限部（65）は、上記平板部
（61）から側方へ突き出た突起部（65）で構成されていることを特徴とする。
【００１８】
　第３の発明では、突起部（65）が配線固定ねじ（50）の角座金（51）の一部と当たるこ
とによって、配線固定ねじ（50）の軸方向の移動が制限される。
【００１９】
　第４の発明は、上記第３の発明において、上記本体には、上記銘板設置部（18）の裏側
に位置して上記一次配線（40）側から上記抜け止め板（60）が挿入される挿入孔（24）が
形成され、上記本体（11）は、上記突起部（65）の先端（65a）に当接して上記抜け止め
板（60）を位置決めする位置決め部（16b）を有していることを特徴とする。
【００２０】
　第４の発明では、抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入するとき、位置決め部（16b
）が突起部（65）の先端（65a）に当接することにより、それ以上深く抜け止め板（60）
を挿入できなくなる。このため、抜け止め板（60）を本体（11）に取り付ける際、当該抜
け止め板（60）が容易に位置決めされる。
【００２１】
　第５の発明は、空気調和機を対象としており、当該空気調和機は、第１～第４の発明の
いずれか１つに係る端子台（10）を備えている。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、端子台（10）を、さまざまな姿勢で使用される場合において作業性に
優れたものにすると共に、銘板（30）を設けるためのスペースを確保することができる。
【００２３】
　また、上記第３の発明によれば、簡易な構成の突起部（65）によって配線固定ねじ（50
）の軸方向の移動が制限されるので、抜け止め板（60）の製造コストを抑えることができ
る。
【００２４】
　また、上記第４の発明によれば、抜け止め板（60）を本体（11）に取り付ける際、当該
抜け止め板（60）を容易に位置決めすることができる。
【００２５】
　また、上記第５の発明によれば、上述したような効果を奏する空気調和機を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る空気調和機を構成する室内機の断面図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る端子台を示す斜視図である。
【図３】図３は、端子台の一部を分解して示す分解斜視図である。
【図４】図４は、端子台を背面側から見た場合の分解斜視図である。
【図５】図５は、配線固定ねじとその周辺を拡大して示す拡大斜視図である。
【図６】図６は、銘板が貼られた端子台を示す平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本質的
に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限すること
を意図するものではない。
【００２８】
　　－空気調和機の室内機－
　図１は、本実施形態の空気調和機を構成する室内機（100）の断面図である。この室内
機（100）は、冷凍サイクルを行う冷媒回路（図示せず）に接続されている。
【００２９】
　室内機（100）は、内部に各種構成機器を収容するケーシング（101）を備えている。こ
のケーシング（101）は、ケーシング本体（102）と、ケーシング本体（102）の下側に配
置された化粧パネル（103）とから構成されている。
【００３０】
　ケーシング本体（102）は、下面が下方から見て略矩形状に開口した箱状体である。
【００３１】
　化粧パネル（103）は、ケーシング本体（102）の開口および天井壁（C）の開口を覆う
ように、ケーシング本体（102）の下端部に固定されている。また、化粧パネル（103）は
、下方から見て略矩形状の板状体である。化粧パネル（103）は、その略中央部に配設さ
れかつ空調室内の空気を吸い込む吸込口（104）と、その周縁部における４つの辺にそれ
ぞれ対応するように配設され、ケーシング本体（102）内から空調室内に空気を吹き出す
４つの吹出口（105）とを備えている。
【００３２】
　ケーシング本体（102）の内部には、主に、空調室内の空気を吸込口（104）を通じてケ
ーシング本体（102）内に吸い込んで外周方向に吹き出させる室内ファン（109）と、この
室内ファン（109）の外周を囲むように配置された略環状の室内熱交換器（110）と、室内
ファン（109）にシャフトが固定されたファンモータ（M）とが設けられている。
【００３３】
　室内ファン（109）の吸込口（104）側には、吸込口（104）から吸い込まれた空気をケ
ーシング本体（102）内に案内するためのベルマウス（112）が設けられている。
【００３４】
　ベルマウス（112）の下面には、電装品箱（113）が取り付けられている。ここで、電装
品箱（113）の内部には、回路基板（B）が収容されている。この回路基板（B）の下面に
は、端子台（10）が取り付けられている。端子台（10）は、後述する配線固定ねじ（50）
が下方を向く姿勢で回路基板（B）に取り付けられている。
【００３５】
　　－端子台の構成－
　図２および図３に示すように、本実施形態の端子台（10）は、本体（11）と、角座金（
51）を有する複数（本実施形態では６つ）の配線固定ねじ（50）と、配線固定ねじ（50）
が本体（11）から脱落するのを防ぐための抜け止め板（60）とを備えている。本実施形態
の端子台（10）は、例えば、基板用配線（一次配線（40））と電源用配線（二次配線）と
を電気的に接続するために用いられるものである。なお、以下では、説明の便宜上、図２
における手前側を「正面側」、奥側を「背面側」とし、図２における上下左右を「上下左
右」とする。
【００３６】
　本体（11）は、基台部（12）と、複数の側壁部（14）と、縦断壁部（15）と、複数の横
断壁部（16）と、上下仕切部（19）と、頂面部（18）とを有していて、全体として直方体
状に形成されている。
【００３７】
　基台部（12）は、左右に長い直方体状に形成されている。基台部（12）の左右両端には
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、端子台（10）を電装品箱（113）の回路基板（B）に取り付けるための脚部（13）が設け
られている。脚部（13）は、基台部（12）の左右の端面から突出している。
【００３８】
　側壁部（14）は、基台部（12）の左右両端のそれぞれから上方に延びる矩形板状の部分
である。側壁部（14）は、厚さ方向が左右方向に一致していて、基台部（12）の短辺と平
行になっている。側壁部（14）の奥行き方向長さは、基台部（12）の奥行き方向長さと等
しい。
【００３９】
　縦断壁部（15）は、２つの側壁部（14）の内側面に連続して左右に延びる矩形板状の部
分である。縦断壁部（15）は、厚さ方向が奥行き方向に一致していて、基台部（12）の長
辺と平行になっている。縦断壁部（15）の一端は、一方の側壁部（14）の奥行き方向中央
部に連続しており、縦断壁部（15）の他端は、他方の側壁部（14）の奥行き方向中央部に
連続している。縦断壁部（15）の上端は、各側壁部（14）の上端よりもやや低い位置にあ
る。縦断壁部（15）の下端は、基台部（12）の上面よりもやや高い位置にあり、このため
、縦断壁部（15）の下端と基台部（12）の上面との間には左右に延びる隙間が形成されて
いる（図３を参照）。この隙間は、後述する圧着端子（41）を背面側から差し込むための
端子差込孔（22）を構成している。
【００４０】
　横断壁部（16）は、基台部（12）の上面から上方に延びる略矩形板状の部分である。横
断壁部（16）は、厚さ方向が左右方向に一致していて、側壁部（14）と平行になっている
。横断壁部（16）は、左右方向に等間隔に５つ形成されている。また、左右両端の横断壁
部（16）と側壁部（14）との間隔は、隣り合う横断壁部（16）同士の間隔と等しい。横断
壁部（16）の奥行き方向長さは、基台部（12）の奥行き方向長さと等しい。
【００４１】
　横断壁部（16）のうち縦断壁部（15）よりも正面側の部分の上辺は、段差状に形成され
ている。すなわち、当該部分の上辺は、正面側端から背面側に延びる上段部（16a）と、
この上段部（16a）の背面側端から下方に延びる段差部（16b）と、この段差部（16b）の
下端から縦断壁部（15）まで背面側に延びる下段部（16c）とから構成されている。上段
部（16a）の奥行き方向長さは、下段部（16c）の奥行き方向長さよりも長い。上段部（16
a）の高さは、縦断壁部（15）の高さよりもやや高く、かつ側壁部（14）の高さよりもや
や低い。下段部（16c）の高さ（段差部（16b）の下端の高さ）は、縦断壁部（15）の高さ
と等しい。
【００４２】
　横断壁部（16）のうち縦断壁部（15）よりも背面側の部分の上辺は、水平に延びる直線
状に形成されている。当該部分の高さは、縦断壁部（15）の高さと等しい。
【００４３】
　横断壁部（16）および側壁部（14）の互いに向かい合う側面のうち縦断壁部（15）より
も正面側の部分には、左右に突き出して上下に延びる突出部（17）が形成されている。突
出部（17）の背面は、平面視で横断壁部（16）または側壁部（14）と垂直になっている（
図６を参照）。また、突出部（17）と横断壁部（16）との間隔は、隣り合う横断壁部（16
）同士の間隔（横断壁部（16）と側壁部（14）との間隔）と等しい。つまり、縦断壁部（
15）、隣り合う横断壁部（16）または側壁部（14）、および突出部（17）によって、平面
視で略正方形状のねじ受け空間（21）が形成されている。ねじ受け空間（21）は、本体（
11）の正面側の側面（側部）に沿うように６つ並んで形成されている。
【００４４】
　基台部（12）の上面のうちねじ受け空間（21）に臨む部分には、平面視で六角形の窪み
であるナット穴（12a）が形成されている。このナット穴（12a）には、配線固定ねじ（50
）をねじ込むためのねじ穴（52a）を有するナット（52）が嵌め込まれる。
【００４５】
　図４に示すように、上下仕切部（19）は、２つの側壁部（14）の内側面のうち縦断壁部
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（15）よりも背面側の部分に連続して左右に延びる矩形板状の部分である。上下仕切部（
19）は、厚さ方向が上下方向に一致していて、基台部（12）の上面と平行になっている。
上下仕切部（19）は、横断壁部（16）の上端よりもやや低い位置に設けられていて、各横
断壁部（16）と垂直に交わっている。
【００４６】
　縦断壁部（15）の背面側には、基台部（12）と上下仕切部（19）と横断壁部（16）また
は側壁部（14）とによって、本体（11）に取り付けられる一次配線（40）および圧着端子
（41）を収容するための収容空間（23）が形成されている。この収容空間（23）は、左右
に並んで６つ形成されていて、背面側に向かって開口している。各収容空間（23）は、端
子差込孔（22）を介して、その正面側に形成されたねじ受け空間（21）と連通している。
【００４７】
　図３に示すように、一次配線（40）は、複数（本実施形態では６つ）設けられていて、
それぞれ端子台（10）の本体（11）に背面側から取り付けられる。一次配線（40）は、そ
の先端部に角板状の圧着端子（41）が取り付けられており、この圧着端子（41）には、配
線固定ねじ（50）を挿通するための挿通孔（41a）が形成されている。圧着端子（41）は
、背面側から収容空間（23）を通って端子差込孔（22）に差し込まれ、その挿通孔（41a
）がナット（52）のねじ穴（52a）と重なる位置で固定される。こうして圧着端子（41）
が端子台（10）の本体（11）（基台部（12））に固定されることにより、一次配線（40）
が当該本体（11）に取り付けられる。なお、一次配線（40）は、背面側に延びるように本
体（11）に取り付けられる。
【００４８】
　図２、図３および図６に示すように、頂面部（18）は、２つの側壁部（14）のうち縦断
壁部（15）よりも背面側の部分の上端部に連続して左右に延びる矩形板状の平坦な部分で
ある。つまり、頂面部（18）は、本体（11）の背面側の側面（側部）に沿って設けられて
いる。頂面部（18）は、厚さ方向が上下方向に一致していて、上下仕切部（19）と平行に
なっている。
【００４９】
　頂面部（18）は、本体（11）の背面側端から奥行き方向中央よりも正面側の部分までを
覆うように形成されている。すなわち、図６に示すように、頂面部（18）の奥行き方向長
さＤ１は、本体（11）の奥行き方向長さＤ２の半分よりも長い（Ｄ１＞Ｄ２／２）。頂面
部（18）の正面側端は、縦断壁部（15）の上方に位置しており、このため、頂面部（18）
はねじ受け空間（21）の上方を覆っていない。なお、頂面部（18）は、本体（11）の背面
側端から奥行き方向中央までを覆っていてもよいし（Ｄ１＝Ｄ２／２）、本体（11）の背
面側端から奥行き方向中央よりも背面側の部分までを覆っていてもよい（Ｄ１＜Ｄ２／２
）。また、頂面部（18）の背面側端は、本体（11）の背面側端よりも正面側に位置してい
てもよい。
【００５０】
　頂面部（18）の左右両端部には、後述する抜け止め板（60）の係合突起（62）と係合す
る係合孔（18a）が１つずつ形成されている。この係合孔（18a）は、頂面部（18）を厚さ
方向（上下方向）に貫通する矩形状の貫通孔である。
【００５１】
　図６に示すように、頂面部（18）の上面には、一次配線（40）および二次配線の種類を
表示する銘板（30）が貼られている（図２から図５では、銘板（30）を省略している）。
つまり、頂面部（18）は、本発明の銘板設置部を構成している。なお、銘板（30）には、
一次配線（40）または二次配線のいずれか一方の種類が表示されていてもよいし、製造者
の名称その他の任意の情報が表示されていてもよい。
【００５２】
　頂面部（18）の裏側には、頂面部（18）と上下仕切部（19）と側壁部（14）とにより、
背面側から正面側に貫通する扁平な挿入孔（24）が形成されている。すなわち、挿入孔（
24）は、縦断壁部（15）の上側において正面側に開口すると共に、収容空間（23）の上側
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において平面側に開口している。
【００５３】
　挿入孔（24）の下半部は、横断壁部（16）のうち上下仕切部（19）よりも上側の部分に
より、左右方向に等間隔に６つに仕切られている。かかる６つの空間のうち左右両方の外
側から２つ目の空間は、後述するように、抜け止め板（60）を本体（11）に取り付ける際
に当該抜け止め板（60）を案内する案内空間（25）を構成している。
【００５４】
　頂面部（18）の下面は、挿入孔（24）の内部を上下に延びる２つの板状の連結部（20）
により、上下仕切部（19）の上面に連結されている。２つの連結部（20）は、６つのねじ
受け空間（21）のうち中央の２つのねじ受け空間（21）に対応する位置に設けられている
。連結部（20）は、厚さ方向が左右方向に一致していて、頂面部（18）の正面側端から奥
行き方向中央まで延びている。連結部（20）が頂面部（18）および上下仕切部（19）を連
結していることにより、平坦な板状部分である頂面部（18）が撓むことが防止される。
【００５５】
　図２および図３に示すように、配線固定ねじ（50）は、一次配線（40）と同数（本実施
形態では６つ）設けられていて、角座金（51）を有する座金組込ねじで構成されている。
配線固定ねじ（50）の頭部（50a）には、ねじ回し（図示せず）の先端部が嵌合する十字
溝が形成されている。角座金（51）は、平面視で略正方形状になっており、その一辺の長
さは、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）の外径よりも長い。つまり、角座金（51）の４
つの角部は、平面視で頭部（50a）の外側に突出している。また、角座金（51）の一辺の
長さは、隣り合う横断壁部（16）同士の間隔よりもわずかに短い。
【００５６】
　配線固定ねじ（50）は、本体（11）に取り付けられる際に上記ねじ受け空間（21）に収
容される。ねじ受け空間（21）に配線固定ねじ（50）が収容される場合、側壁部（14）ま
たは横断壁部（16）と縦断壁部（15）とに角座金（51）の３辺が沿うようになっている。
また、残りの１辺は、突出部（17）の背面に沿うようになっている。このため、ねじ受け
空間（21）に収容された配線固定ねじ（50）は、側壁部（14）または横断壁部（16）、縦
断壁部（15）、および突出部（17）が角座金（51）に当たることにより、その軸直交方向
の変位を規制される。つまり、側壁部（14）または横断壁部（16）、縦断壁部（15）、お
よび突出部（17）は、本発明の規制部を構成している。
【００５７】
　配線固定ねじ（50）は、圧着端子（41）の挿通孔（41a）に挿通されると共に、ナット
（52）のねじ穴（52a）にねじ込まれる。このとき、角座金（51）と圧着端子（41）の間
に二次配線（図示せず）を差し込むことにより、二次配線が角座金（51）で押さえられて
圧着端子（41）と接触した状態で固定される。これにより、配線固定ねじ（50）が本体（
11）に取り付けられると共に、一次配線（40）と二次配線とが電気的に接続される。
【００５８】
　また、６つの配線固定ねじ（50）は、本体（11）の正面側の側面（側部）に沿って形成
された６つのねじ受け空間（21）に１つずつ収容されている。つまり、６つの配線固定ね
じ（50）は、本体（11）の正面側の側面（側部）に沿って一列に配置されている。
【００５９】
　図３および図４に示すように、抜け止め板（60）は、本体（11）と別体に設けられた板
状の部材であって、配線固定ねじ（50）の本体（11）からの脱落を防ぐものである。この
抜け止め板（60）は、扁平な長方形状に形成された平板部（61）と、この平板部（61）に
連続して形成された突起部（65）とを有している。
【００６０】
　平板部（61）の左右方向長さは、上記頂面部（18）の左右方向長さよりもわずかに短い
。また、平板部（61）の奥行き方向長さは、頂面部（18）の奥行き方向長さと等しい。そ
して、平板部（61）の厚さは、上記挿入孔（24）の正面側の開口部の高さ（頂面部（18）
の下面と横断壁部（16）の上端との間隔）よりもわずかに薄い。
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【００６１】
　平板部（61）の上面の左右両端部には、頂面部（18）の係合孔（18a）と係合する係合
突起（62）が１つずつ設けられている。係合突起（62）の正面側の面は、背面側にいくに
従って上方に傾斜している一方、係合突起（62）の背面は、平板部（61）に対して垂直に
形成されている。
【００６２】
　平板部（61）の左右方向の中央部には、左右に所定の間隔をおいて並ぶように２つの細
長いスリット（64）が形成されている。各スリット（64）は、平板部（61）の正面側端か
ら奥行き方向の中央部まで延びている。また、各スリット（64）は、それぞれ上記連結部
（20）に対応する位置に形成されている。そして、抜け止め板（60）を本体（11）に取り
付けたときに、スリット（64）が連結部（20）に噛み合うようになっている。
【００６３】
　図４に示すように、平板部（61）の下面のうち、左右方向中央と右側端との中間部、お
よび、左右方向中央と左側端との中間部には、奥行き方向に長い矩形状の補強突起（63）
が下方に突出するように形成されている。この補強突起（63）により、薄い板状の抜け止
め板（60）が変形することが防止される。
【００６４】
　突起部（65）は、平板部（61）から正面側の側方へ突き出た略三角形状の部分である。
突起部（65）は、各横断壁部（16）および側壁部（14）に対応して左右方向に等間隔に７
つ形成されている。突起部（65）の側面は、平面視で円弧状に窪むように形成されている
。７つの突起部（65）のうち左右両端に位置するものを除く５つの突起部（65）は、左右
両端に位置する突起部（65）よりも正面側に大きく突き出ていて、先端（65a）が鉛直に
切り落としたように平らになっている。また、当該５つの突起部（65）の奥行き方向長さ
は、横断壁部（16）の下段部（16c）の奥行き方向長さと実質的に等しい。
【００６５】
　抜け止め板（60）は、上記挿入孔（24）に一次配線（40）側（背面側）から挿入される
。そして、抜け止め板（60）の係合突起（62）が頂面部（18）の係合孔（18a）に係合す
ることにより、当該抜け止め板（60）が本体（11）に取り付けられる。
【００６６】
　また、抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入する際には、突起部（65）の平らな先端
（65a）に横断壁部（16）の段差部（16b）が当接することにより、当該抜け止め板（60）
がそれ以上深く挿入されなくなる。このように、段差部（16b）は、抜け止め板（60）を
本体（11）に取り付ける際に当該抜け止め板（60）を位置決めする本発明の位置決め部を
構成している。
【００６７】
　また、抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入する際には、上記案内空間（25）に上記
補強突起（63）が案内されて嵌まるようになっている。これにより、抜け止め板（60）を
挿入孔（24）にスムーズに挿入できる。さらに、仮に、抜け止め板（60）を上下逆向きに
して挿入孔（24）に挿入しようとした場合、補強突起（63）が頂面部（18）に当たるので
、当該抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入することができない。これにより、抜け止
め板（60）の向きを誤って本体（11）に取り付けることが防止される。
【００６８】
　図２に示すように、抜け止め板（60）が本体（11）に取り付けられると、平板部（61）
が頂面部（18）によって覆われた状態になる。このため、抜け止め板（60）を本体（11）
に取り付けても、作業者は、頂面部（18）の上面に貼られた銘板（30）を容易に視認する
ことができる。また、同図に示すように、抜け止め板（60）の平板部（61）は、配線固定
ねじ（50）よりも背面側（一次配線（40）側）に位置している。
【００６９】
　また、図５に拡大して示すように、抜け止め板（60）が本体（11）に取り付けられると
、突起部（65）が挿入孔（24）の正面側開口部から突出した状態になる。かかる状態にお



(10) JP 6248760 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

いて、突起部（65）は、配線固定ねじ（50）の頭部の上方は覆わない一方、角座金（51）
の背面側の２つの角部の上方を覆う。よって、配線固定ねじ（50）をナット（52）から外
した場合、角座金（51）の一部（背面側の２つの角部）に突起部（65）が当たって当該配
線固定ねじ（50）の軸方向への移動が制限される。これに加えて、上述のとおり、配線固
定ねじ（50）の軸直交方向の変位は、側壁部（14）または横断壁部、縦断壁部（15）、お
よび突出部（17）によって規制されている。したがって、配線固定ねじ（50）をナット（
52）から外しても、ねじ受け空間（21）の中である程度上下に移動するだけで本体（11）
から脱落しない。突起部（65）は、本発明の制限部を構成している。
【００７０】
　　－端子台の使用方法－
　　〈配線固定ねじの頭部が下方を向く姿勢で使用する場合〉
　本実施形態の端子台（10）は、上述のように、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が下
方を向く姿勢（本体（11）の底面が上方を向く姿勢）で使用される。この場合、配線固定
ねじ（50）をナット（52）から外しても本体（11）に保持されて脱落しない方が、作業性
が良い。したがって、かかる姿勢で端子台（10）を使用する場合には、抜け止め板（60）
を本体（11）に取り付ける。これにより、二次配線の付け外しを行うために配線固定ねじ
（50）をナット（52）から外しても、抜け止め板（60）の突起部（65）が下方から角座金
（51）に当たって、配線固定ねじ（50）が本体（11）から脱落せずにねじ受け空間（21）
内に保持される。
【００７１】
　また、配線固定ねじ（50）を回すためには、ねじ回しの先端部を頭部（50a）の十字溝
に下方から嵌合させる必要がある。ここで、本実施形態の端子台（10）では、抜け止め板
（60）の突起部（65）が配線固定ねじ（50）の頭部（50a）を覆っていないので、本体（1
1）に抜け止め板（60）を取り付けた状態で、ねじ回しの先端部を頭部（50a）の十字溝に
嵌合させて配線固定ねじ（50）を回すことができる。
【００７２】
　　〈配線固定ねじの頭部が側方を向く姿勢で使用する場合〉
　本発明に係る端子台（10）は、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が側方を向く姿勢で
使用してもよい。その場合、接続する二次配線の端子を目視できる方が作業し易いため、
配線固定ねじ（50）を本体（11）から容易に外せることが好ましい。したがって、かかる
姿勢で端子台（10）を使用する場合には、本体（11）に抜け止め板（60）を取り付けない
。これにより、二次配線の付け外しを行うときには、配線固定ねじ（50）をナット（52）
から外してねじ受け空間（21）から容易に取り出すことができる。
【００７３】
　　－実施形態の効果－
　本実施形態の端子台（10）では、本体（11）に抜け止め板（60）を取り付けて使用する
ことにより、配線固定ねじ（50）をナット（52）から外しても当該配線固定ねじ（50）が
本体（11）から脱落しない。これにより、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が下方を向
く姿勢で端子台（10）を使用する場合に、作業性が優れたものとなる。一方、本体（11）
に抜け止め板（60）を取り付けないことにより、配線固定ねじ（50）を端子台（10）から
容易に取り外せるようになる。これにより、配線固定ねじ（50）の頭部（50a）が側方な
いし上方を向く姿勢で端子台（10）を使用する場合に、作業性が優れたものとなる。
【００７４】
　さらに、銘板（30）が貼り付けられる頂面部（18）は、本体（11）の上部のうち半分以
上を覆っている。また、頂面部（18）は、本体（11）に抜け止め板（60）を取り付ける場
合と取り付けない場合との両方において、本体（11）の上側に露出するようになっている
。このため、抜け止め板（60）の有無によらず、作業者は容易に銘板（30）を視認するこ
とができる。
【００７５】
　以上のように、端子台（10）を、さまざまな姿勢で使用される場合において作業性に優
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れたものにすると共に、配線の種類等を表示する銘板（30）を設けるための十分なスペー
スを確保することができる。
【００７６】
　また、一体に形成された平板部（61）および突起部（65）からなる簡易な構成の抜け止
め板（60）によって配線固定ねじ（50）の軸方向の移動を制限するようにしたので、抜け
止め板（60）を低コストに製造することができる。つまり、さまざまな姿勢での使用に適
用可能な端子台（10）を低コストに製造することができる。
【００７７】
　また、抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入して本体（11）に取り付ける際、突起部
（65）の先端（65a）に段差部（16b）が当接することにより、それ以上深く抜け止め板（
60）を挿入できないようにした。このため、抜け止め板（60）を容易に位置決めすること
ができる。
【００７８】
　また、抜け止め板（60）が本体（11）に取り付けられていない場合、ねじ受け空間（21
）に上方から配線固定ねじ（50）を流し入れることができる。このため、例えば製造ライ
ンにおいて、抜け止め板（60）を取り付ける前に配線固定ねじ（50）を端子台（10）に組
み込むようにすれば、端配線固定ねじ（50）を端子台（10）に容易に組み込むことができ
る。このように、本実施形態の端子台（10）は、量産性に優れている。
【００７９】
　また、配線固定ねじ（50）をナット（52）から外すときには、配線固定ねじ（50）の角
座金（51）が抜け止め板（60）の突起部（65）に当たることにより、抜け止め板（60）に
は上方向への力が作用する。これに対し、抜け止め板（60）は本体（11）の背面側から挿
入孔（24）に挿入されて取り付けられているので、その取り付け方向は上記力が作用する
方向と異なっている。したがって、配線固定ねじ（50）をナット（52）から外すときに抜
け止め板（60）が本体（11）から外れにくいので、端子台（10）を信頼性に優れたものと
することができる。
【００８０】
　また、抜け止め板（60）を挿入孔（24）に挿入する際には、案内空間（25）に補強突起
（63）が案内されて嵌まるようになっている。これにより、抜け止め板（60）を挿入孔（
24）にスムーズに挿入できる。さらに、仮に、抜け止め板（60）を上下逆向きにして挿入
孔（24）に挿入しようとした場合、補強突起（63）が頂面部（18）に当たるので、抜け止
め板（60）を挿入孔（24）に挿入することができない。これにより、抜け止め板（60）の
向きを誤って本体（11）に取り付けることを防止することができる。
【００８１】
　また、抜け止め板（60）と一次配線（40）とは、共に背面側から本体（11）に取り付け
られる。よって、本体（11）の向きを変えなくても一方向から抜け止め板（60）および一
次配線（40）を取り付けることができるので、端子台（10）の量産性を向上させることが
できる。
【００８２】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態では、配線固定ねじ（50）の軸方向の移動を制限するために、抜け止め板
（60）に突起部（65）を設けている。しかし、これに限らず、配線固定ねじ（50）の軸方
向の移動を制限するために、例えば、抜け止め板（60）を本体（11）の背面側端から正面
側端まで延びる矩形板状の部材とすると共に、この抜け止め板（60）のうち配線固定ねじ
（50）の上方の部分に円形貫通孔を形成するようにしてもよい。この場合、円形貫通孔の
直径を、配線固定ねじ（50）を回すのに用いるねじ回しの外径よりも大きく、かつ角座金
（51）の一辺の長さよりも短くする必要がある。これにより、ねじ回しを用いて配線固定
ねじ（50）を回すことができる一方、円形貫通孔の周縁部が角座金（51）に当たることで
配線固定ねじ（50）の軸方向の移動が制限される。
【００８３】
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　また、上記実施形態では、配線固定ねじ（50）によって一次配線（40）および二次配線
の両方を固定して両者を電気的に接続している。しかし、これに限らず、例えば、奥行き
方向に延びる導電板を本体（11）に設け、この導電板の背面側端部に一次配線（40）を固
定すると共に、導電板の正面側端部に配線固定ねじ（50）を用いて二次配線を固定するよ
うにしてもよい。この場合、導電板を介して一次配線（40）と二次配線とが互いに電気的
に接続される。
【００８４】
　また、上記実施形態では、配線固定ねじ（50）や一次配線（40）等はそれぞれ６つ設け
られているが、これに限らず、これらの数は５つ以下であってもよく、７つ以上であって
もよい。
【００８５】
　また、上記実施形態では、端子台（10）を空気調和機に用いているが、本発明に係る端
子台（10）は、その他の用途にも好適に用いられ得るものである。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　以上説明したように、本発明は、端子台について有用である。
【符号の説明】
【００８７】
　10　端子台
　11　本体
　14　側壁部（規制部）
　15　縦断壁部（規制部）
　16　横断壁部（規制部）
　16b　段差部（位置決め部）
　17　突出部（規制部）
　18　頂面部（銘板設置部）
　24　挿入孔
　40　一次配線
　50　配線固定ねじ
　50a　頭部
　51　角座金
　60　抜け止め板
　61　平板部
　65　突起部（制限部）
　65a　先端
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