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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平行並列された２本以上の電線保護管（１）同士が連結部（２）を介して連結された複
式電線保護管（３）を取付け可能な屋内配線ボックスであって、ボックス本体（４）の側
壁に複式電線保護管（３）をセット可能なセット部（５）が突設され、同側壁には、セッ
ト部（５）にセットされた複式電線保護管（３）の各電線保護管（１）毎に、電線保護管
（１）と連通する接続口（６）が開設され、セット部（５）は、そこにセットされた複式
電線保護管（３）の外周面の少なくとも一部に接触する形状であると共に、セットされた
複式電線保護管（３）の連結部（２）の位置と対応する位置に、連結部（２）を固定する
ための固定手段を通す孔（８）が形成されており、前記孔（８）に通した前記固定手段に
よって、セット部（５）にセットされた複式電線保護管（３）の連結部（２）を固定可能
であることを特徴とする屋内配線ボックス。
【請求項２】
　接続口（６）の口径を複式電線保護管（３）を構成する各電線保護管（１）の外径より
も小径とし、夫々の電線保護管（１）の端面が接続口（６）の周縁に突き当たって位置決
めされるようにしたことを特徴とする請求項１記載の屋内配線ボックス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、住宅その他の建物内に電力用、通信用等の各種電線を配線する際に使用され
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る屋内配線ボックスに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　建物内に各種電線を配線する場合、同電線を保護するためにこれを合成樹脂製の電線保
護管に挿通して配線することがある。この種の電線保護管の一例として図１０に示すもの
がある。この電線保護管は、同一径のリング状山部Ａとリング状谷部Ｂが繰り返し設けら
れた可撓性のある合成樹脂製の管（波付管）である。この種の電線保護管Ｃに挿通されて
配線されている電線（図示しない）をスイッチやコンセントに接続したり、同電線を分岐
したりする場合には、当該電線保護管Ｃを建物の壁内やその他の任意の場所に設置した屋
内配線ボックスに接続し、その保護管Ｃ内の電線を当該ボックス内に引き込み、これをス
イッチやコンセントの所定端子に接続したり、分岐したりする。
【０００３】
　前記屋内配線ボックスの一例として図１０に示すものがある。この屋内配線ボックスは
、一面開口の箱形に形成されたボックス本体Ｄの背面Ｅ及び側面Ｆの一部を切り欠いて切
欠口部Ｇを形成し、その切欠口部Ｇの内側に前記電線保護管Ｃのリング状谷部Ｂに嵌合可
能な突片Ｈを突設したものである。この屋内配線ボックスでは、電線保護管Ｃの端部をボ
ックス本体Ｄの背面Ｅ側から前記切欠口部Ｇ内に押し込むと、同保護管Ｃ又はボックス本
体Ｇが弾性変形して同保護管Ｃのリング状山部Ａが前記突片Ｈを乗り越え、さらに保護管
Ｃを同方向へ押し込むと、同保護管Ｃのリング状谷部Ｂに突片Ｈが嵌合して保護管Ｃがボ
ックス本体Ｄに接続固定される。
【０００４】
　前記屋内配線ボックスの一例として図１１に示すものがある。この屋内配線ボックスは
、一面開口の箱形に形成されたボックス本体Ｊの側面Ｋに接続口Ｌを開口し、その接続口
Ｌに筒状のコネクタＭを介して電線保護管Ｃを接続可能としたものである。具体的には、
夫々の接続口Ｌに電線保護管Ｃの内側に挿入可能な外径を備えた別体のコネクタＭを取付
け、それらコネクタＭに電線保護管Ｃを被せることによってボックス本体Ｊと電線保護管
Ｃを接続固定可能としたものである。
【０００５】
　前記屋内配線ボックスのさらに他例として図１２に示すものがある。この屋内配線ボッ
クスは、一面開口の箱形に形成されたボックス本体Ｎの側面に、同本体Ｎの内外に連通す
る筒状の連結部Ｐを設け、その連結部Ｐの内側に電線保護管Ｃを挿入可能としたものであ
る。さらに、この屋内配線ボックスでは前記連結部Ｐに電線保護管Ｃを固定するための固
定ネジＱを螺合可能なネジ部Ｒを設け、当該ネジ部Ｒに固定ネジＱを螺合すると、固定ネ
ジＱの先端が連結部Ｐに挿入されている電線保護管Ｃの隣接するリング状山部Ａの間（リ
ング状谷部Ｂ）に入り込み、これによって電線保護管Ｃの抜けが規制されるようにしてあ
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　前記図１０に示す従来の屋内配線ボックスには次のような課題があった。
　（１）切欠口部Ｇに電線保護管Ｃを接続しても（嵌合しても）、同切欠口部Ｇが完全に
閉塞されず、電線保護管Ｃの外周面との間に隙間が生じ、その隙間からボックス本体Ｄ内
に塵埃が侵入して同本体Ｄ内に溜まる虞がある。
　（２）ボックス本体Ｄに接続されている電線保護管Ｃに切欠口部Ｇと略１８０°反対方
向（図１０の矢印と略反対方向）へ曲げ力が働くと、驚くほど簡単にボックス本体Ｄと電
線保護管Ｃの接続が解除されてしまう。
【０００７】
　前記図１１に示す従来の屋内配線ボックスには次のような課題があった。
　（１）ボックス本体Ｊに電線保護管Ｃを接続するためには、これらとは別体のコネクタ
Ｍが必要なので、その分だけコスト高になる。
　（２）ボックス本体Ｊに電線保護管Ｃを接続するのに先だって、ボックス本体Ｊにコネ
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クタＭを接続固定する作業が必要になるので、その分だけ作業工程が増え、作業時間も長
くかかる。
【０００８】
　前記図１２に示す従来の屋内配線ボックスには次のような課題があった。
　（１）固定ネジＱの先端が電線保護管Ｃを貫通して内部に侵入する虞があり、この場合
、固定ネジＱの先端が電線保護管Ｃ内の電線に接触して同電線を傷付ける虞がある。
　（２）連結部Ｐに挿入された電線保護管Ｃの軸方向（挿入方向）における位置決めを行
うための構造を備えていないため、固定ネジＱの先端が電線保護管Ｃの隣接するリング状
山部Ａの間に配置される位置に当該保護管Ｃの挿入長を調整することが困難であり、作業
性が極めて悪い。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の目的は前記諸問題を解決する屋内配線ボックスを提供することにある。具体的
には、ボックス本体に電線保護管を取付けるために前記コネクタのような別部材を必要と
せず、電線保護管内の電線が傷付く虞もない屋内配線ボックスを提供することを目的とす
る。
【００１０】
　本件出願の屋内配線ボックスの一つは、平行並列された２本以上の電線保護管同士が連
結部を介して連結された複式電線保護管を取付け可能な屋内配線ボックスであって、ボッ
クス本体の側壁に複式電線保護管をセット可能なセット部が突設され、同側壁には、セッ
ト部にセットされた複式電線保護管の各電線保護管毎に、電線保護管と連通する接続口が
開設され、セット部は、そこにセットされた複式電線保護管の外周面の少なくとも一部に
接触する形状であると共に、セットされた複式電線保護管の連結部の位置と対応する位置
に、連結部を固定するための固定手段を通す孔が形成されており、前記孔に通した前記固
定手段によって、セット部にセットされた複式電線保護管の連結部を固定可能なものであ
る。
【００１１】
　本件出願の屋内配線ボックスの他の一つは、接続口の口径を複式電線保護管を構成する
各電線保護管の外径よりも小径とし、夫々の電線保護管の端面が接続口の周縁に突き当た
って位置決めされるようにしたものである。
【００１２】
　本件出願の屋内配線ボックスでは、接続口の内周面をボックス本体の外側から内側に向
けて先細りになるテーパ状とすることが望ましい。また、前記セット部に複式電線保護管
の連結部を固定する手段としては、セット部に形成した孔に前記連結部を貫通する、ある
いは押圧・係止するネジやピンを取り付ける手段等がある。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　　　（実施形態１）
　本発明の屋内配線ボックスの実施形態の一例を図１～図３及び図９に基づいて詳細に説
明する。本実施形態に示す屋内配線ボックスは、図９に示すように、前記図１０に示す電
線保護管Ｃと同様の電線保護管１を２本平行に配置し、それらを長手方向全長に亙って連
結部２を介して連結してなる複式電線保護管３（以下「複式管３」と記す）を取付けるた
めの屋内配線ボックスである。具体的には、図１に示すように、箱形のボックス本体４の
対向する側壁１５に接続口６を開口し、その接続口６の外側に前記複式管３をセット可能
な略筒状のセット部５を一体に突設したものである。この屋内配線ボックスは、図２（ａ
）（ｂ）に示すように、前記セット部５の内側に複式管３の端部を挿入すると、同複式管
３が所定位置に位置決めされて前記接続口６に連通し、セット部５に設けられているネジ
孔８（図１）にネジ７を螺合すると、複式管３がその位置で固定されるものである。尚、
ネジ孔８はネジの下穴であっても良い。何れの場合にも、ネジ孔８はセット部５にセット
された複式管３の連結部２の位置と対応する位置に形成されている。
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【００１４】
　図１に示すように前記ボックス本体４は、長方形の背面板２０の四辺から夫々側壁を立
ち上げ、正面を開口させた合成樹脂製の箱である。前記側壁のうち、背面板２０の短辺か
ら立ち上げられた２つの側壁２２には同側壁２２の高さ方向に縦長な細長穴２４が２つづ
つ開設されている。この細長穴２４は当該屋内配線ボックスを建物の柱等にネジ止めする
場合に用いられるものである。また、前記側壁のうち、背面板２０の長辺から立ち上げら
れた２つの側壁１５の長手方向一方側には前記接続口６が２つづつ開設されている。
【００１５】
　図２（ｂ）に示すように前記接続口６は、複式管３を構成している夫々の電線保護管１
の外径よりも小径の丸穴であり、セット部５の内側に複式管３の端部を挿入すると、２本
の電線保護管１の夫々が夫々の接続口６に連通し、各保護管１内に挿通されている電線（
図示しない）をボックス本体４内に引込んだり、ボックス本体４内から電線を引出したり
することができるようにしてある。この際、接続口６の内径が夫々の電線保護管１の外径
よりも小さいため、セット部５の内側に挿入された電線保護管１の端面が接続口６の周縁
に突き当たり、これによって複式管３の軸方向（挿入方向）における位置決めが行われる
。また、同図に示すように、接続口６の内周面９をボックス本体４の外側から内側に向け
て次第に先細りになるテーパ状に形成して、当該接続口６に連通した複式管３（電線保護
管１）からボックス本体４内に引込まれたり、引出されたりする電線が電線保護管１の端
部や接続口６の縁に当たって傷付くことがないようにしてある。
【００１６】
　図１に示すように前記セット部５は、内側形状を複式管３の外形と略同一とした筒状体
であり、ボックス本体４の側面にこれと一体に突設されている。具体的には、略楕円形の
筒状体の内側に複式管３を構成する夫々の電線保護管１を差込み可能な形状及び寸法の穴
３０を２つ並べて形成してある。これらの穴３０は連通部３２を介して連通されており、
連通部３２の上下には凸部３４が対向するように形成され、当該セット部５の内側に複式
管３を挿入すると、図２（ａ）に示すように、同複式管３の外周面に沿って当該凸部３４
が隣接する電線保護管１の間に入り込む（連結部２に向けて入り込む）ようにしてある。
さらに、このセット部５には、その外周面から前記凸部３４の先端面３６にかけて貫通す
るネジ孔８が開設されており、セット部５の内側に複式管３を挿入してから、当該ネジ孔
８にネジ７を螺合すると、同ネジ７の先端が複式管３の連結部２を貫通し、又は連結部２
に係止して、複式管３がセット部５（ボックス本体４）に固定されるようにしてある（抜
け止めされるようにしてある）。
【００１７】
　尚、図１、図２（ａ）の４０は図１０に示す電線保護管Ｃと同様の単一の電線保護管を
接続するための接続口である。この接続口４０に電線保護管を接続する場合は、図１１に
示すコネクタＭと同様のコネクタを使用する。また、図１中の４２はボックス本体４を壁
板等の任意の位置にネジ止めする場合に利用可能なネジ孔であり、図３（ａ）（ｂ）に示
すように、背面板２０の四隅に一つづつ設けられている。
【００１８】
　　（実施形態２）
　前記図１～図３に示したセット部５は一例であり、例えば図４（ａ）（ｂ）に示すよう
に、前記図１～図３に示すセット部５を半割りにしたものであってもよい。図５（ａ）（
ｂ）に示すように、前記図４（ａ）（ｂ）に示すセット部５はその設置位置を接続口６の
径方向反対側に変更することもできる。また、セット部５は図６（ａ）（ｂ）や図７（ａ
）（ｂ）に示すように、前記図４（ａ）（ｂ）に示すセット部５のうち、凸部３４及びそ
の幅方向両側の一部を除いてその他の部分を省略し、複式管３を構成する２本の電線保護
管１、１の間に入るような略山形の形状とすることもできる。尚、図６（ａ）（ｂ）に示
すセット部５と、図７（ａ）（ｂ）に示すそれとの差異は、その設置位置のみである。即
ち、図６（ａ）（ｂ）に示すセット部５と、図７（ａ）（ｂ）に示すセット部５とは、接
続口６、６の中心を通る直線に対して互いに対称の位置に設けられている。さらに、セッ
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ト部５は図８に示すように、前記図１～図３に示すセット部５から凸部３４を省略したも
のであってもよい。要は、セット部５の形状は複式管３の外周面の全部又は一部に接触し
て、同複式管３の連結部２を当該セット部５にネジ７等の手段によって固定可能な位置に
位置決め可能な形状であれば如何なる形状であってもよい。
【００１９】
　図１に示すセット部５や図８に示すセット部５のように、同一直線上に２つのネジ孔８
が設けられている場合には、どちらか一方のネジ孔８から螺合した一本のネジ７を複式管
３の連結部２に貫通させるか、押圧するか、係止させるかしてもよく、双方のネジ孔８か
ら異なるネジ７を螺合して、夫々のネジ７を複式管３の連結部２に貫通、又は押圧、又は
係止させてもよい。
【００２０】
【発明の効果】
　本件出願の屋内配線ボックスは次のような効果を有する。
　（１）図１０に示すコネクタＭのようなボックス本体及び複式管と別体の部材を用いる
ことなく、ボックス本体と複式管を接続固定することが可能である。
　（２）ボックス本体と複式管が固定ネジによって確実に固定されるので、複式管にいず
れの方向の曲げ力が加わっても同複式管がボックス本体から外れ難い。
　（３）複式管の連設部に固定ネジを貫通させても、固定ネジは複式管の内部に侵入しな
いので、挿通されている電線が傷付く虞がない。
　（４）接続口の口径を複式電線保護管を構成する夫々の保護管の外径よりも小さくすれ
ば、保護管の端面が接続口の周縁に突き当たって位置決めされるので、複式管の軸方向の
位置決めが容易且つ確実に行われる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の屋内配線ボックスの実施形態の一例を示す斜視図。
【図２】　（ａ）は図１の屋内配線ボックスの使用状態を示す斜視図、（ｂ）は同断面図
。
【図３】　（ａ）は図１に示す屋内配線ボックスの正面図、（ｂ）は同背面図。
【図４】　位置決め体の一例を示す図であり、（ａ）は一部省略の側面説明図、（ｂ）は
一部省略の平面説明図。
【図５】　位置決め体の他例を示す図であり、（ａ）は一部省略の側面説明図、（ｂ）は
一部省略の平面説明図。
【図６】　位置決め体の他例を示す図であり、（ａ）は一部省略の側面説明図、（ｂ）は
一部省略の平面説明図。
【図７】　位置決め体の他例を示す図であり、（ａ）は一部省略の側面説明図、（ｂ）は
一部省略の平面説明図。
【図８】　位置決め体の他例を示す一部省略の側面説明図。
【図９】　複式電線保護管を示す説明図。
【図１０】　従来の屋内配線ボックスの一例を示す説明図。
【図１１】　従来の屋内配線ボックスの他例を示す一部省略の説明図。
【図１２】　従来の屋内配線ボックスのさらに他例を示す一部省略の説明図。
【符号の説明】
　　１　電線保護管
　　２　連結部
　　３　複式電線保護管
　　４　ボックス本体
　　５　セット部
　　６　接続口
　　７　ネジ
　　８　ネジ孔
　　９　接続口の内周面
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