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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有底枠体状の本体と、カバーとから電子機器の筐体が構成され、前記本体を壁面側にね
じ固定して、前記本体にカバーを固定することで、前記電子機器を壁面に取り付ける電子
機器であって、
　前記本体は、底面に固定ねじが挿通される長穴状のねじ挿通穴を有し、該ねじ挿通穴の
穴周縁部に前記固定ねじを締め付けたときに前記固定ねじの頭部座面によって潰される凸
条部を備えてなることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　有底枠体状の露出ボックスを有し、該露出ボックスを壁面側にねじ固定して、該露出ボ
ックスに電子機器を挿入して固定することで、前記電子機器を壁面に取り付ける電子機器
の取付装置であって、
　前記露出ボックスは、底面に固定ねじが挿通される長穴状のねじ挿通穴を有し、該ねじ
挿通穴の穴周縁部に前記固定ねじを締め付けたときに前記固定ねじの頭部座面によって潰
される凸条部を備えてなることを特徴とする電子機器の取付装置。
【請求項３】
　前記凸条部は、該凸条部の長手方向に直交する断面形状が、先端部が尖った形状である
ことを特徴とする請求項２記載の電子機器の取付装置。
【請求項４】
　前記凸条部はねじ挿通穴の周囲に沿ってリング状に設けられていることを特徴とする請
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求項２又は３記載の電子機器の取付装置。
【請求項５】
　前記露出ボックスの枠内面側に、枠内に挿入される電子機器の周壁に当接して前記露出
ボックスの撓みを復元する形状復元用柱を設けたことを特徴とする請求項２乃至４のいず
れか一項に記載の電子機器の取付装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁面に取り付けられる電子機器、及びインターホンなどの電子機器を壁面に
取り付ける電子機器の取付装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器、例えば露出型インターホンなどを壁面へ取り付ける電子機器の取付構造とし
て、汎用のスイッチボックスを石膏ボードなどの壁内に固定し、該スイッチボックスに露
出型インターホンの本体枠をねじ固定して取り付けるものがある。
　このような露出型インターホンを新型のものにリニューアルする場合、埋込型インター
ホンは壁面内に埋め込む方式になっているため、スイッチボックスに直接固定することが
できない。
【０００３】
　そこで、有底枠体状の露出ボックスをスイッチボックスにねじ固定して、固定された露
出ボックスに新型の埋込型インターホンを挿入して固定するという方式が採られる。
　このような用途の露出ボックスとしては、例えば特許文献１に開示された「インターホ
ン親機の露出ボックス」がある。
【０００４】
　露出ボックスはスイッチボックスにねじ固定するため、通常、特許文献１の図５に示さ
れるように、複数のねじ挿通穴が設けられており、かつねじ挿通穴は長穴になっている。
　露出ボックスのねじ挿通穴を長穴にしているのは、スイッチボックスにおける固定ねじ
の螺入するねじ穴の位置と露出ボックスのねじ挿通穴の位置がずれていたとしても、この
ずれを吸収して露出ボックスを正しい姿勢で取り付けるためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－６０８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　露出ボックスをスイッチボックスに固定するためのねじ挿通穴が長穴になっているため
、上述のように露出ボックスとスイッチボックスとの位置ずれを吸収することができる。
　しかしながら、その反面、挿通した固定ねじと長穴からなるねじ挿通穴との間には、ね
じ挿通穴長手方向に隙間が生ずる。そのため、例えば取付状態で、露出ボックスに外力が
作用すると、露出ボックスがずれやすいという問題がある。
【０００７】
　この問題に対処するために、露出ボックスを固定する固定ねじを強く締め付けることも
考えられるが、固定ねじを強く締め付けると、スイッチボックスのねじ穴が潰れたり、あ
るいは樹脂製の露出ボックスが変形したりする。
　露出ボックスが変形する理由は以下の通りである。
　スイッチボックスは壁面内部に設置されていることから、スイッチボックスの表面は壁
表面よりも一段下がった壁内部にあるため、露出ボックスの背面を壁表面に当接させた状
態では、露出ボックス背面とスイッチボックス表面との間に隙間が生ずる。この状態で、
露出ボックスに固定ねじを挿入してスイッチボックスのねじ穴にねじ込むと、露出ボック
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スがスイッチボックス側に押し付けられ、これによって露出ボックス全体が内側に湾曲す
るように変形する。
【０００８】
　上記の説明は、電子機器としてインターホンを露出ボックスを用いてリニューアルする
場合を例に挙げたが、上記の問題点は、本体とカバーを有する筐体を備えた火災受信機や
中継器などの電子機器を直接壁面に取り付ける場合にも当てはまる。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、本体又は露出ボックスを
ねじ固定したときに、外力が作用してもずれ難い電子機器又は電子機器の取付装置を得る
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（１）本発明に係る電子機器は、有底枠体状の本体と、カバーとから電子機器の筐体が構
成され、前記本体を壁面側にねじ固定して、前記本体にカバーを固定することで、前記電
子機器を壁面に取り付ける電子機器であって、
　前記本体は、底面に固定ねじが挿通される長穴状のねじ挿通穴を有し、該ねじ挿通穴の
穴周縁部に前記固定ねじを締め付けたときに前記固定ねじの頭部座面によって潰される凸
条部を備えてなることを特徴とするものである。
【００１１】
（２）本発明に係る電子機器の取付装置は、有底枠体状の露出ボックスを有し、該露出ボ
ックスを壁面側にねじ固定して、該露出ボックスに電子機器を挿入して固定することで、
前記電子機器を壁面に取り付ける電子機器の取付装置であって、
　前記露出ボックスは、底面に固定ねじが挿通される長穴状のねじ挿通穴を有し、該ねじ
挿通穴の穴周縁部に前記固定ねじを締め付けたときに前記固定ねじの頭部座面によって潰
される凸条部を備えてなることを特徴とするものである。
【００１２】
（３）また、上記（２）に記載のものにおいて、前記凸条部は、該凸条部の長手方向に直
交する断面形状が、先端が尖った形状であることを特徴とするものである。
【００１３】
（４）また、上記（２）又は（３）に記載のものにおいて、前記凸条部はねじ挿通穴の周
囲に沿ってリング状に設けられていることを特徴とするものである。
【００１４】
（５）また、上記（２）乃至（４）のいずれかに記載のものにおいて、前記露出ボックス
の枠内面側に、枠内に挿入される電子機器の周壁に当接して前記露出ボックスの撓みを復
元する形状復元用柱を設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本実施の形態の電子機器においては、筐体を構成する本体の底面に、長穴状のねじ挿通
穴を設け、該ねじ挿通穴の穴周縁部に固定ねじを締め付けたときに固定ねじの頭部座面に
よって潰される凸条部を形成したので、凸条部の潰れた部分と潰れていない部分の境界に
段部が形成され、該段部が固定ねじがねじ挿通穴内を動くのを防止する。このため、固定
ねじを極端に強く締め付けることなく、本体を固定しても、本体に外力が作用した場合に
、固定ねじが凸条部の長穴内を動くのが防止され、本体がずれることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る電子機器の取付装置の説明図である。
【図２】図１における破線で示したＡ部の拡大斜視図である。
【図３】本発明の一実施の形態におけるねじ挿通穴に形成した凸条部の作用の説明図であ
る。
【図４】本発明の一実施の形態におけるねじ挿通穴に形成した凸条部の作用の説明図であ
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る。
【図５】本発明の一実施の形態における露出ボックスに電子機器を挿入した状態の水平断
面図である。
【図６】図５の矢視Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図７】本発明の一実施の形態に係る形状復元用柱の作用の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本実施の形態に係る電子機器の取付装置１は、図１に示すように、有底枠体状の露出ボ
ックス３を壁面側に設置されたスイッチボックス５に固定ねじ６によって固定して、露出
ボックス３に電子機器を取り付けることで、電子機器を壁面に固定する電子機器の取付装
置１である。
　以下詳細に説明する。
【００１８】
＜スイッチボックス＞
　スイッチボックス５は、壁面内に埋め込むように固定されたボックスであって、前面に
は固定ねじ６が螺入するねじ穴７が複数個（本例では４個）設けられている。
【００１９】
＜露出ボックス＞
　露出ボックス３は、枠部９と底部１１からなる有底枠体状に形成されている。露出ボッ
クス３の底面には、矩形状の開口部１３が形成されており、開口部１３の周縁部に複数個
（本例では６個）の長穴状のねじ挿通穴１５が設けられている。ねじ挿通穴１５の周縁部
には、図２に示すように、凸条部１７の長手方向に直交する断面形状は先端部が尖った形
状、例えば三角形であり、凸条部１７が、ねじ挿通穴１５の周囲に沿って一周するように
リング状に形成されている。凸条部１７の高さは、例えば、０．５ｍｍである。
【００２０】
　露出ボックス３における枠部９の内側中程、より具体的には開口部１３の両側であって
、枠部９の内側に、形状復元用柱１９が立設されている（図１、図５、図６、図７参照）
。形状復元用柱１９は、円筒状の柱部２１と、該柱部２１における内側に上下方向に延出
して形成されたガイド片２３とを備えている。ガイド片２３同士の間の距離Ｌは、露出ボ
ックス３に挿入される電子機器の周壁２９の幅Ｗよりも若干大きく設定されている（図５
参照）。
　また、ガイド片２３の上端部には、内側に傾斜する傾斜部２５が形成されている。
　形状復元用柱１９は、固定ねじ６の締付によって仮に露出ボックス３が、一対の形状復
元用柱１９のガイド片２３の距離が狭くなるように撓んだ場合に、露出ボックス３の枠内
に挿入される電子機器の周壁２９にガイド片２３を当接することによって、撓んだ露出ボ
ックス３の形状を復元させる機能を有している。
【００２１】
　上記のように構成された電子機器の取付装置１を用いて電子機器を壁面に取り付ける取
付方法を説明する。
　図１に示すように、露出ボックス３の背面を、スイッチボックス５に対向させ、かつス
イッチボックス５のねじ穴７と露出ボックス３のねじ挿通穴１５の位置が合うように位置
合わせをする。本例では、露出ボックス３の開口部１３の４隅に設けたねじ挿通穴１５と
スイッチボックス５のねじ穴７の位置を合わせるようにする。
【００２２】
　この状態で固定ねじ６を露出ボックス３のねじ挿通穴１５に挿通して、スイッチボック
ス５のねじ穴７にねじ込む。固定ねじ６をねじ込んだ状態におけるねじ挿通孔と固定ねじ
６との関係が図３に示されている。固定ねじ６をしめつけることで、露出ボックス３がス
イッチボックス５に固定される。このとき、図３に示されるように、固定ねじ６の頭部座
面によって、凸条部１７の一部が押し潰される。図４は固定ねじ６によって押し潰された
凸条部１７の様子を示している。凸条部１７が押し潰されることで、凸条部１７には、押
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し潰された部位と押し潰されていない部位との間に段部２７が形成される。固定ねじ６の
頭部側面がこの段部２７に当接することで、固定ねじ６が長穴の長手方向への位置ずれが
防止される。
【００２３】
　露出ボックス３がスイッチボックス５に取り付けられると、電子機器を露出ボックス３
に挿入して固定する。図５は、露出ボックス３に電子機器を挿入した状態の水平断面図で
あり、露出ボックス３と、電子機器の周壁２９のみを示している。図５、図６においては
露出ボックス３に撓みがない状態を示している。露出ボックス３に撓みがない場合には、
形状復元用柱１９におけるガイド片２３と電子機器の周壁２９との間には隙間が形成され
ている。
【００２４】
　固定ねじ６が強くしめつけられることにより露出ボックス３に撓みが生じた場合、図７
に示すように、枠部９に固定されている形状復元用柱１９が枠部９と共に露出ボックス３
の内側に倒れるようになる。図７では、図６に比較して電子機器の周壁２９とガイド片２
３との間の隙間が小さくなっていることが分かる。仮に、露出ボックス３の撓みがさらに
大きくなった場合には、形状復元用柱１９の内側への倒れ込みはさらに大きくなるが、そ
の場合、電子機器の周壁２９がガイド片２３に当接することで、形状復元用柱１９を介し
て露出ボックス３を内側から押し広げるように作用する。この作用によって、露出ボック
ス３の撓みが解消される。
　なお、ガイド片２３の上端部には内側に向って傾斜する傾斜部２５が形成されているの
で、露出ボックス３の撓みが大きい場合であっても、電子機器の周壁２９が傾斜部２５に
当接して、傾斜部２５によってガイド片２３までガイドされるため露出ボックス３に電子
機器を挿入し易くなっている。
【００２５】
　以上のように、本実施の形態の電子機器の取付装置１においては、露出ボックス３をス
イッチボックス５に固定するための長穴状のねじ挿通穴１５の周囲に凸条部１７を形成し
、固定ねじ６をねじ込んだときに凸条部１７が固定ねじ６の頭部座面で潰されるようにし
たので、固定ねじ６を極端に強く締め付けることなく、露出ボックス３を固定した場合で
あっても、露出ボックス３に外力が作用しても、固定ねじ６が長穴内を動くのが防止され
、露出ボックス３がずれることがない。
【００２６】
　また、本実施の形態の電子機器の取付装置１においては、形状復用元柱１９を設けたの
で、仮に露出ボックス３に撓みが生じたとしても、その撓みを解消することができる。
【００２７】
　上記の実施の形態では、凸条部１７の断面形状として、三角形の例を挙げたが、本発明
はこれに限られるものではなく、断面が台形状、矩形状であってもよい。要するに、固定
ねじ６をねじ込んだ際に固定ねじ６頭部の座面によって押し潰されるものであればよい。
　本実施の形態で示した露出ボックスの凸条部１７は、固定ねじ６を締め込むときの締め
込みトルクが０．２Ｎ・ｍ以上で押し潰される。本実施の形態で示した露出ボックスで使
用されるねじの場合、一般的に、ねじの締め込みトルクは０．４Ｎ・ｍ程度なので、凸条
部１７はねじの締め込みトルクが０．４Ｎ・ｍ程度で押し潰されれば充分である。
【００２８】
　なお、本実施の形態の凸条部１７は断面が三角形になっており、先端部が尖った形状で
あるため、固定ねじ６頭部座面で押し潰され易いので好ましい。
　また、上記の実施の形態では、凸条部１７を長穴の穴周囲に連続する環状に設けた例を
示したが、本発明はこれに限られるものではなく、固定ねじ６によって凸条部１７が固定
ねじ６頭部座面で押し潰されたときに、押し潰されていない部位が固定ねじ６頭部の長穴
長手方向への移動を規制するように当接するような形状であればよい。
　また、凸条部１７が固定ねじ６頭部座面で押し潰されるのは凸条部１７の全高でなくて
もよく、全高の２／３～３／４程度が潰れれば充分である。
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　なお、上記の実施の形態では、電子機器を挿入して壁面に取付ける電子機器の取向装置
である露出ボックスを例にあげたが、上記実施例と同じく、ねじ挿通穴１５の周縁部に凸
条部１７を設けていれば、電子機器本体であっても直接壁面に取付けることができる。
【符号の説明】
【００２９】
　　１　電子機器の取付装置
　　３　露出ボックス
　　５　スイッチボックス
　　６　固定ねじ
　　７　ねじ穴
　　９　枠部
　１１　底部
　１３　開口部
　１５　ねじ挿通穴
　１７　凸条部
　１９　形状復元用柱
　２１　柱部
　２３　ガイド片
　２５　傾斜部
　２７　段部
　２９　周壁
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