
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケース内にリレー部品が収容されていると共に、前記ケース内で、且つ、前記リレー部
品の上方位置にはヒューズ装着部が設けられ、このヒューズ装着部に前記ケースの上方よ
りヒューズが着脱自在とされている電気接続箱であって、
　前記ケース内には前記リレー部品の外周を被う防水壁が設けられ、この防水壁の外面に
は水を下方に流す排水経路が設けられ、且つ、前記ケースにはこの排水経路を流れる水を
ケース外部に排出する排水口が設けられ
　

　

　

を特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　
　前記排水口は、前記側面凹溝の最下方位置に開口される下方排水口であることを特徴と
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、
前記防水壁は、他方のブスバーを支持するブスバー支持樹脂体と、前記リレー部品を内

包しつつ、前記ブスバー支持樹脂体に組み付けられた内部カバーとから構成され、
前記排水経路は、前記ブスバー支持樹脂体の外側の上面側に形成され、前記ヒューズ装

着部より進入した水が流入され、底面が傾斜面である上面凹溝と、この上面凹溝の前記傾
斜面の最下方に連通され、前記内部カバーの外側の側面に形成された側面凹溝とから構成
され、

前記傾斜面が前記リレー部品の上面全体を覆う連続した面に形成され、前記内部カバー
が前記リレー部品の上面全体を覆いつつ、前記傾斜面の下に重なるように構成されたこと

請求項１記載の電気接続箱であって、



する電気接続箱。
【請求項３】
　
　前記排水口は、 前記傾斜面の最下方位置に開口され
る上方排水口であることを特徴とする電気接続箱。
【請求項４】
　
　前記ブスバー支持樹脂体と前記内部カバーが重なる部位に、これらブスバー支持樹脂体
と内部カバーによって、

に向かって拡がる略くさび形状の空間が形成されていることを特徴
とする電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ケース内にヒューズとリレー部品とを収容する電気接続箱に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の従来の電気接続箱として、特許文献１に示すものがある。この電気接続箱５０は
、図４に示すように、ケース５１内にリレー部品５２が収容されていると共に、前記ケー
ス５１内で、且つ、リレー部品５１の上方位置にはヒューズ装着部５３が設けられ、この
ヒューズ装着部５３にケース５１の上方よりヒューズ５４が着脱自在とされている。
【０００３】
この電気接続箱５０によれば、ケース５１の上方よりヒューズ５４の状態確認やヒューズ
５４の交換作業を行うことができるという利点がある。
【０００４】
【特許文献１】
ドイツ連邦共和国特許出願公開第３２０９９１５号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の電気接続箱５０では、ヒューズ装着部５３がケース５１の上面
側に露出状態で配置されるため、結露による水滴等がヒューズ装着部５３よりケース５１
内部に進入することが避けられない。ケース５１内に水が進入すると、リレー部品５２等
の被水によって故障が発生するという問題がある。
【０００６】
そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、ケース内に水が進入
しても被水による故障を防止できる電気接続箱を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、ケース内にリレー部品が収容されていると共に、前記ケース内で、
且つ、前記リレー部品の上方位置にはヒューズ装着部が設けられ、このヒューズ装着部に
前記ケースの上方よりヒューズが着脱自在とされている電気接続箱であって、
　前記ケース内には前記リレー部品の外周を被う防水壁が設けられ、この防水壁の外面に
は水を下方に流す排水経路が設けられ、且つ、前記ケースにはこの排水経路を流れる水を
ケース外部に排出する排水口が設けられ
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請求項２記載の電気接続箱であって、
前記下方排水口とは別に形成され、

請求項１記載の電気接続箱であって、

前記傾斜面の外側端縁に向かって前記内部カバーとの隙間が大き
くなるように下方外側

、前記防水壁は、他方のブスバーを支持するブス
バー支持樹脂体と、前記リレー部品を内包しつつ、前記ブスバー支持樹脂体に組み付けら
れた内部カバーとから構成され、前記排水経路は、前記ブスバー支持樹脂体の外側の上面
側に形成され、前記ヒューズ装着部より進入した水が流入され、底面が傾斜面である上面
凹溝と、この上面凹溝の前記傾斜面の最下方に連通され、前記内部カバーの外側の側面に
形成された側面凹溝とから構成され、前記傾斜面が前記リレー部品の上面全体を覆う連続
した面に形成され、前記内部カバーが前記リレー部品の上面全体を覆いつつ、前記傾斜面



を特徴とする。
【０００８】
この電気接続箱では、結露による水滴等がヒューズ装着部よりケース内部に進入すると、
水がケース内の排水経路を通り、ケースの排水口より外部に排水される。
【０００９】
請求項２の発明は、請求項１記載の電気接続箱であって、前記排水経路は、前記防水壁の
外側の上面側に形成され、前記ヒューズ装着部より進入した水が流入され、底面が傾斜面
である上面凹溝と、この上面凹溝の前記傾斜面の最下方に連通され、前記防水壁の外側の
側面に形成された側面凹溝とから構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　 防水壁の外面に上面凹溝及び側面凹溝を形成することによ
って排水経路を作成できる。
【００１１】
　 前記排水口は、前記側面凹溝
の最下方位置に開口される下方排水口であることを特徴とする。
【００１２】
　この電気接続箱では、 ケース内に進入した全ての水をケ
ース外部に確実に排水できる。
【００１３】
　 前記排水口は、

前記傾斜面の最下方位置に開口される上方排水口であることを特徴
とする。
【００１４】
　この電気接続箱では、 上面凹溝の傾斜面を流れる水を側
面凹溝に流入させることなくケース外に排水できる。
【００１７】
　 前記ブスバー支持樹脂体と前
記内部カバーが重なる部位に、これらブスバー支持樹脂体と内部カバーによって、

に向かっ
て拡がる略くさび形状の空間が形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　この電気接続箱では、 ブスバー支持樹脂体と内部カバー
によって下方に向かって拡がる略くさび形状の空間が形成されたことにより、ブスバー支
持樹脂体と内部カバーが重なる部位に水滴が流入した場合に、略くさび形状の空間によっ
て隙間内部への水滴の浸入が防止される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
図１～図３は本発明の一実施形態を示し、図１は電気接続箱１の分解斜視図、図２は電気
接続箱１の一部破断正面図、図３は図２のＡ－Ａ線断面図である。
【００２１】
図１～図３に示すように、電気接続箱１は、一方のブスバー２と、他方のブスバー３が組
み付けられたブスバー組付け体４と、このブスバー組付け体４に組み付けられ、リレー部
品６を覆う内部カバー５と、一方のブスバー２、ブスバー組付け体４及び内部カバー５が
収容されるケース７と、このケース７の上方に組み付けられるヒューズキャビティ８と、
このヒューズキャビティ８内に突設されたヒューズ端子１１、１８に装着される４つのヒ
ューズ９とから構成されている。なお、図３中の矢印３０は、ヒューズ装着部８ｂよりケ
ース７内に進入した水が電気接続箱１の内部の排水経路を通って排出される様子を示して
いる。
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の下に重なるように構成されたこと

また、この電気接続箱では、

請求項２の発明は、請求項１記載の電気接続箱であって、

請求項１の発明の作用に加え、

請求項３の発明は、請求項２記載の電気接続箱であって、 前記下方排水
口とは別に形成され、

請求項２の発明の作用に加え、

請求項４の発明は、請求項１記載の電気接続箱であって、
前記傾

斜面の外側端縁に向かって前記内部カバーとの隙間が大きくなるように下方外側

請求項１の発明の作用に加え、



【００２２】
一方のブスバー２は、剛性を有する導電性板金を所定形状にプレス成形して作成され、下
端に電源端子１０が形成され、上端の４箇所にヒューズ端子１１がそれぞれ形成されてい
る。
【００２３】
ブスバー組付け体４は、剛性を有する導電性板金を所定形状にプレス成形して一体原型ブ
スバーを作成し、この一体原型ブスバーにブスバー支持樹脂体１３をインサート樹脂成形
してインサート成形品を作成し、このインサート成形品の一体原型ブスバーの所定箇所を
カットして所望のリレー配線経路体である他方のブスバー３を形成し、この他方のブスバ
ー３にリレー部品６のコイル６ａ及びスイッチ６ｂを固定して作成される。このようにし
て作成されたブスバー組付け体４は、下端に４組の制御端子１６及び出力端子１７が形成
され、上端の４箇所にヒューズ端子１８がそれぞれ形成されている。
【００２４】
内部カバー５は、ブスバー支持樹脂体１３のリレー部品６側に組み付けられ、内部カバー
５とブスバー支持樹脂体１３によって４組のリレー部品６のコイル６ａ及びスイッチ６ｂ
の全外周が覆われている。つまり、内部カバー５とブスバー支持樹脂体１３は、４組のリ
レー部品６の全周囲を被う防水壁として構成されている。
【００２５】
ケース７は、上面側と下面側が貫通された長方体形状を有し、下部がコネクタキャビティ
７ａとして形成されている。このケース７内には、一方のブスバー２と他方のブスバー３
とが組み付け状態で上面側の開口より収容されている。そして、コネクタキャビティ７ａ
内には、一方のブスバー２の電源端子１０と他方のブスバー３の４組の制御端子１６及び
出力端子１７とが配置されている。
【００２６】
ヒューズキャビティ８は、ケース７の上面側に装着され、ケース７の上面開口を塞ぐプレ
ート部８ａと、このプレート部２１の４箇所に形成され、各組のヒューズ端子１１、１８
を臨む位置に配置されたヒューズ装着部８ｂとを有している。この各ヒューズ装着部８ｂ
に対し作業者がケース７の上方よりヒューズ９を着脱できるようになっている。
【００２７】
また、前記防水壁である内部カバー５とブスバー支持樹脂体１３の外面には、水を下方に
流す排水経路２０が形成されている。排水経路２０は、ブスバー支持樹脂体１３の外側の
上面に形成され、前記ヒューズ装着部８ｂより入り込んだ水が流入され、底面が傾斜面２
１ａである上面凹溝２１と、この上面凹溝２１の傾斜面２１ａの最下方に連通され、内部
カバー５の外側の側面に形成された側面凹溝２２とから構成されている。又、ケース７に
は排水経路２０を流れる水をケース７外部に排出する下方排水口（排水口）２３と上方排
水口（排水口）２４が設けられ、下方排水溝２４の下方に上下方向に延びる凹溝が形成さ
れている。上方排水口２４は、組み立てた際にブスバー支持樹脂体１３の各上面凹溝２１
の傾斜面２１ａの最下方位置に開口され、内外面を貫通する貫通孔として形成されている
。下方排水口２３は、組み立てた際に、内部カバー５の各側面凹溝２２の最下方位置に開
口されている。
【００２８】
さらに、ブスバー支持樹脂体１３と内部カバー５が重なる部位の内部カバー５の外側側面
に斜面２５を設け、ブスバー支持樹脂体１３と内部カバー５によって、下方に向かって拡
がる略くさび形状の空間２６が形成されている。
【００２９】
上記電気接続箱１にあって、結露によって水滴が電気接続箱１の上方位置で発生したり、
車両への被水によって電気接続箱１の上方位置に水が飛散したりしてヒューズ装着部８ｂ
より水がケース７内部に進入する場合がある。ヒューズ装着部８ｂよりケース７内に進入
した水は、ブスバー支持樹脂体１３の上面凹溝２１に流入し、その底面の傾斜面２１ａを
自重により流下する。そして、傾斜面２１ａの最下方位置まで達すると、ケース７の上方
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排水口２４を介してケース７外部に排水される。又、上方排水口２４より排水されなかっ
た水は、内部カバー５の側面凹溝２２を自重により流下し、最下方位置まで達すると、ケ
ース７の下方排水口２３よりケース７外部に排水される。以上より、ケース４７内に水が
進入してもリレー部品６等が被水しないため、被水による故障を防止できる。
【００３０】
上記実施形態では、排水経路２０は、ブスバー支持樹脂体１３の外側の上面側に形成され
、ヒューズ装着部８ｂより進入した水が流入され、底面が傾斜面２１ａである上面凹溝２
１と、この上面凹溝２１の傾斜面２１ａの最下方に連通され、内部カバー５の外側の側面
に形成された側面凹溝２２とから構成されているので、ブスバー支持樹脂体１３の外面に
上面凹溝２１を形成し、内部カバー５の外面に側面凹溝２２を形成することによって排水
経路２０を作成できるため、従来のブスバー支持樹脂体１３や内部カバー５の形状をわず
かに設計変更するだけで排水経路２０を容易に作成できる。
【００３１】
上記実施形態では、排水口の１つは、側面凹溝２２の最下方位置に開口される下方排水口
２３であるので、ケース７内に進入した全ての水をケース７外に確実に排水できる。
【００３２】
上記実施形態では、排水口の他の１つは、傾斜面２１ａの最下方位置に開口される上方排
水口２４であるので、傾斜面２１ａを流れる水を側面凹溝２２に流入させることなくケー
ス７外に排水できるため、ケース７外への迅速な排水ができる。又、側面凹溝２２を通る
水の量を軽減でき、リレー部品６等への被水の確率が一層低減される。
【００３３】
さらに上記実施形態では、ブスバー支持樹脂体１３と内部カバー５の斜面２５によって下
方に向かって拡がる略くさび形状の空間２６が形成されたことにより、ブスバー支持樹脂
体１３と内部カバー５が重なる部位に水滴が流入した場合に、略くさび形状の空間２６に
よって隙間内部への水滴の浸入が防止される。
【００３４】
上記実施形態では、防水壁は、他方のブスバー３を支持するブスバー支持樹脂体１３と、
このブスバー支持樹脂体１３のリレー部品６が固定される側に組み付けられた内部カバー
５とから構成されているが、防水壁はリレー部品６の全外周を被うものであれば良いこと
はもちろんである。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、ケース内にリレー部品が収容されている
と共に上方位置にはヒューズ装着部が設けられ、このヒューズ装着部にケースの上方より
ヒューズが着脱自在とされている電気接続箱であって、ケース内にはリレー部品の外周を
被う防水壁が設けられ、この防水壁の外面には水を下方に流す排水経路が設けられ、且つ
、ケースにはこの排水経路を流れる水をケース外部に排出する排水口が設けられたので、
結露による水滴等がヒューズ装着部よりケース内部に進入すると、水がケース内の排水経
路を通り、ケースの排水口より外部に排水されるため、ケース内に水が進入しても被水に
よる故障を防止できる。
【００３６】
　 排水経路は、防水壁の外側の上面側に形成され、ヒューズ装着部より進入した水
が流入され、底面が傾斜面である上面凹溝と、この上面凹溝の前記傾斜面の最下方に連通
され、防水壁の外側の側面に形成された側面凹溝とから構成されているので、請求項１の
発明の効果に加え、防水壁の外面に上面凹溝及び側面凹溝を形成することによって排水経
路を作成できるため、従来の防水壁の外側の形状をわずかに設計変更するだけで排水経路
を容易に作成できる。
【００３７】
　 排水口は、側面凹溝の
最下方位置に開口される下方排水口であるので、 ケース内
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また、

請求項２の発明によれば、請求項１記載の電気接続箱であって、
請求項１の発明の効果に加え、



に進入した全ての水をケース外部に確実に排水できる。
【００３８】
　 排水口は、傾斜面の最
下方位置に開口される上方排水口であるので、 上面凹溝の
傾斜面を流れる水を側面凹溝に流入させることなくケース外に排水できるため、ケース外
への迅速な排水ができる。又、側面凹溝を通る水の量を軽減でき、リレー部品等への被水
の確率が一層低減される。
【００４０】
　 ブスバー支持樹脂体と内部カバーによって下方に向かって拡
がる略くさび形状の空間が形成されたことにより、ブスバー支持樹脂体と内部カバーが重
なる部位に水滴が流入した場合に、略くさび形状の空間によって隙間内部への水滴の浸入
が防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示し、電気接続箱の分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態を示し、電気接続箱の一部破断正面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示し、図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】従来例の電気接続箱の断面図である。
【符号の説明】
１　電気接続箱
３　他方のブスバー
５　内部カバー（防水壁）
６　リレー部品
７　ケース
８ｂ　ヒューズ装着部
９　ヒューズ
１３　ブスバー支持樹脂体（防水壁）
２０　排水経路
２１　上面凹溝
２１ａ　傾斜面
２２　側面凹溝
２３　下方排水口
２４　上方排水口

10

20

30

(6) JP 3990313 B2 2007.10.10

請求項３の発明によれば、請求項２記載の電気接続箱であって、
請求項２の発明の効果に加え、

請求項４の発明によれば、



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(7) JP 3990313 B2 2007.10.10



フロントページの続き

(72)発明者  前橋　明美
            静岡県小笠郡大東町国包１３６０　矢崎部品株式会社内

    審査官  北嶋　賢二

(56)参考文献  特開２００２－１５２９４３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０３１０９５（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０２３３３２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０１７０２３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H02G   3/16
              H01R  13/52
              H05K   5/02

(8) JP 3990313 B2 2007.10.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

