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(57)【要約】
【課題】筐体の内部に複数の配線基板が互いに対向する
ように配置されてなる電子機器において、比較的高背の
電子部品を配線基板に実装する必要がある場合であって
も、当該電子機器が大型化してしまうことを防止する。
【解決手段】電子機器１は、互いの第１主面２０ａ，６
０ａ同士が向き合うように対向配置された第１配線基板
２０および第２配線基板６０と、第１配線基板２０およ
び第２配線基板６０が収容された筐体２とを備える。第
１配線基板２０の第１主面２０ａには、当該第１主面２
０ａを基準とした第２配線基板６０側に向けての実装高
さＨ１が第１配線基板２０と第２配線基板６０との間の
距離Ｌよりも大きい電子部品ＥＣ１が実装される。第２
配線基板６０のうちの電子部品ＥＣ１に対向する部分に
は、開口形状または切り欠き形状を有する欠除部６１が
設けられ、電子部品ＥＣ１の一部は、当該欠除部６１に
挿入される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏に位置する一対の主面である第１主面および第２主面を各々が有し、互いの第１主
面同士が向き合うように距離を隔てて対向配置された第１配線基板および第２配線基板と
、
　前記第１配線基板および前記第２配線基板が収容された筐体とを備え、
　前記第１配線基板の第１主面には、当該第１配線基板の第１主面を基準とした前記第２
配線基板側に向けての実装高さが前記第１配線基板と前記第２配線基板との間の距離より
も大きい第１電子部品が実装され、
　前記第２配線基板のうちの前記第１電子部品に対向する部分に開口形状または切り欠き
形状を有する第１欠除部が設けられ、
　前記第１電子部品の一部が、前記第１欠除部に挿入されている、電子機器。
【請求項２】
　前記筐体が、前記第１配線基板を収容するとともにこれを保持する第１ケーシングと、
前記第２配線基板を収容するとともにこれを保持する第２ケーシングとを含み、
　前記第１ケーシングと前記第２ケーシングとが、前記第１配線基板および前記第２配線
基板の対向方向に沿って並んだ状態で嵌合している、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第１ケーシングおよび前記第２ケーシングの各々が、箱形状を有し、
　前記第１ケーシングの前記第２ケーシングに面する部分に第１開口部が設けられ、
　前記第２ケーシングの前記第１ケーシングに面する部分に第２開口部が設けられ、
　前記第１電子部品が、前記第１開口部および前記第２開口部に挿通されている、請求項
２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第１ケーシングおよび前記第２ケーシングの各々が、前記対向方向に沿って並んだ
状態で嵌合してなる一対のカバー部材にて構成されている、請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第１電子部品が、リレーまたはトランスである、請求項１から４のいずれかに記載
の電子機器。
【請求項６】
　前記第２配線基板の第１主面には、当該第２配線基板の第１主面を基準とした前記第１
配線基板側に向けての実装高さが前記第１配線基板と前記第２配線基板との間の距離より
も大きい第２電子部品が実装され、
　前記第１配線基板のうちの前記第２電子部品に対向する部分に開口形状または切り欠き
形状を有する第２欠除部が設けられ、
　前記第２電子部品の一部が、前記第２欠除部に挿入されている、請求項１に記載の電子
機器。
【請求項７】
　前記筐体が、前記第１配線基板を収容するとともにこれを保持する第１ケーシングと、
前記第２配線基板を収容するとともにこれを保持する第２ケーシングとを含み、
　前記第１ケーシングと前記第２ケーシングとが、前記第１配線基板および前記第２配線
基板の対向方向に沿って並んだ状態で嵌合している、請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第１ケーシングおよび前記第２ケーシングの各々が、箱形状を有し、
　前記第１ケーシングの前記第２ケーシングに面する部分に第１開口部が設けられ、
　前記第２ケーシングの前記第１ケーシングに面する部分に第２開口部が設けられ、
　前記第１電子部品および前記第２電子部品の各々が、前記第１開口部および前記第２開
口部に挿通されている、請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記第１ケーシングおよび前記第２ケーシングの各々が、前記対向方向に沿って並んだ
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状態で嵌合してなる一対のカバー部材にて構成されている、請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記第１電子部品および前記第２電子部品が、リレーまたはトランスである、請求項６
から９のいずれかに記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、一例としては、プログラマブル・ロジック・コントローラ
（以下、ＰＬＣとも称する）のリモートターミナル装置（以下、単にリモートターミナル
装置とも称する）に代表されるようなビルディングブロック型の電子機器システムの単位
ユニットとしての電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、単位ユニットとしての電子機器を複数備えてなる電子機器システムとしては、各
種のものが存在する。その一つとして、所定方向に沿って並んで位置するように互いに組
付けられることで電気的に接続される複数の電子機器にて構成される電子機器システムが
知られている。当該構成の電子機器システムの代表例としては、ＰＬＣのリモートターミ
ナル装置が挙げられる。
【０００３】
　リモートターミナル装置は、１つの通信ユニットと、当該通信ユニットとそれぞれシリ
アルバスラインおよび単方向通信ラインを介して通信可能な１つまたは複数のＩ／Ｏユニ
ットとを含んでおり、１つまたは複数のＩ／Ｏユニットが通信ユニットに連接して設けら
れることとなるようにこれら通信ユニットおよびＩ／Ｏユニットがビルディングブロック
型に構成されることが一般的である。
【０００４】
　上記構成のリモートターミナル装置が具体的に開示された文献としては、たとえば特開
２０１６－１２９１７９号公報（特許文献１）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１２９１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に開示される如くのリモートターミナル装置においては、製品ラインナ
ップを充実化させる一方で、異なる仕様の単位ユニットを少ない部品点数で構成可能にす
るために、様々な工夫が施されている。その一つとして、部品の共通化が挙げられる。
【０００７】
　一例としては、単位ユニットが左右方向である幅方向に連接される場合にいて、筐体の
左側面を主として構成する左側カバー部材と、筐体の右側面を主として構成する右側カバ
ー部材とに筐体を予め分割しておき、さらにこれらの間に挿入可能な中間カバー部材を別
途準備しておくことにより、仕様に応じて必要な個数の中間カバー部材をこれら右側カバ
ー部材と左側カバー部材との間に挿入することにより、幅の異なる単位ユニットを共通化
された部品にて構成可能にする等の工夫が行なわれている。なお、他の一例として、この
中間カバー部材に代えて、上述した右側カバー部材および左側カバー部材と同形状のカバ
ー部材を右側カバー部材と左側カバー部材との間に必要な個数だけ挿入することとしても
よい。
【０００８】
　ここで、上述した如くの工夫を筐体に施した場合等においては、筐体の内部において複
数の配線基板が幅方向において対向して配置されることがある。このような場合において
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、対向配置された配線基板に実装された電子部品が十分に低背である場合には、これらが
相互に物理的に干渉することがないため、単位ユニットを当初の予定通りの狭小化された
幅にて構成することができる。
【０００９】
　しかしながら、たとえばリレーやトランスといった比較的高背の電子部品を配線基板に
実装する必要がある場合には、当該高背の電子部品が、この高背の電子部品が実装された
配線基板とは異なる他の配線基板に実装された電子部品あるいは当該他の配線基板と物理
的に干渉することがある。そのような場合においては、単位ユニットを当初の予定通りの
幅にて構成することができず、より大きな幅の単位ユニットにせざるを得ないこととなっ
てしまう。
【００１０】
　このような問題は、上述した如くのビルディングブロック型の電子機器システムの単位
ユニットとしての電子機器のみならず、筐体の内部に複数の配線基板が互いに対向するよ
うに配置されてなる電子機器において一般的に生じ得る問題であり、電子機器を小型化す
る際の障害となってしまう。
【００１１】
　したがって、本発明は、上述した問題を解決すべくなされたものであり、筐体の内部に
複数の配線基板が互いに対向するように配置されてなる電子機器において、比較的高背の
電子部品を配線基板に実装する必要がある場合であっても、当該電子機器が大型化してし
まうことを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に基づく電子機器は、第１配線基板および第２配線基板と、筐体とを備えている
。上記第１配線基板および上記第２配線基板は、表裏に位置する一対の主面である第１主
面および第２主面を各々が有しており、互いの第１主面同士が向き合うように距離を隔て
て対向配置されている。上記筐体には、上記第１配線基板および上記第２配線基板が収容
されている。
【００１３】
　上記本発明に基づく電子機器の第一態様にあっては、上記第１配線基板の第１主面に、
当該第１配線基板の第１主面を基準とした上記第２配線基板側に向けての実装高さが上記
第１配線基板と上記第２配線基板との間の距離よりも大きい第１電子部品が実装されてい
る。ここで、上記第２配線基板のうちの上記第１電子部品に対向する部分には、開口形状
または切り欠き形状を有する第１欠除部が設けられており、上記第１電子部品の一部が、
上記第１欠除部に挿入されている。
【００１４】
　上記本発明に基づく電子機器の第一態様にあっては、上記筐体が、上記第１配線基板を
収容するとともにこれを保持する第１ケーシングと、上記第２配線基板を収容するととも
にこれを保持する第２ケーシングとを含んでいてもよく、その場合には、上記第１ケーシ
ングと上記第２ケーシングとが、上記第１配線基板および上記第２配線基板の対向方向に
沿って並んだ状態で嵌合していてもよい。
【００１５】
　上記本発明に基づく電子機器の第一態様にあっては、上記第１ケーシングおよび上記第
２ケーシングの各々が、箱形状を有していてもよい。その場合には、上記第１ケーシング
の上記第２ケーシングに面する部分に第１開口部が設けられているとともに、上記第２ケ
ーシングの上記第１ケーシングに面する部分に第２開口部が設けられていることが好まし
く、またその場合には、上記第１電子部品が、上記第１開口部および上記第２開口部に挿
通されていることが好ましい。
【００１６】
　上記本発明に基づく電子機器の第一態様にあっては、上記第１ケーシングおよび上記第
２ケーシングの各々が、上記対向方向に沿って並んだ状態で嵌合してなる一対のカバー部
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材にて構成されていてもよい。
【００１７】
　上記本発明に基づく電子機器の第一態様にあっては、上記第１電子部品が、リレーまた
はトランスであってもよい。
【００１８】
　上記本発明に基づく電子機器の第二態様にあっては、上記第１配線基板の第１主面に、
当該第１配線基板の第１主面を基準とした上記第２配線基板側に向けての実装高さが上記
第１配線基板と上記第２配線基板との間の距離よりも大きい第１電子部品が実装されてい
るとともに、上記第２配線基板の第１主面に、当該第２配線基板の第１主面を基準とした
上記第１配線基板側に向けての実装高さが上記第１配線基板と上記第２配線基板との間の
距離よりも大きい第２電子部品が実装されている。ここで、上記第２配線基板のうちの上
記第１電子部品に対向する部分には、開口形状または切り欠き形状の第１欠除部が設けら
れており、上記第１電子部品の一部が、上記第１欠除部に挿入されている。また、上記第
１配線基板のうちの上記第２電子部品に対向する部分には、開口形状または切り欠き形状
を有する第２欠除部が設けられており、上記第２電子部品の一部が、上記第２欠除部に挿
入されている。
【００１９】
　上記本発明に基づく電子機器の第二態様にあっては、上記筐体が、上記第１配線基板を
収容するとともにこれを保持する第１ケーシングと、上記第２配線基板を収容するととも
にこれを保持する第２ケーシングとを含んでいてもよく、その場合には、上記第１ケーシ
ングと上記第２ケーシングとが、上記第１配線基板および上記第２配線基板の対向方向に
沿って並んだ状態で嵌合していてもよい。
【００２０】
　上記本発明に基づく電子機器の第二態様にあっては、上記第１ケーシングおよび上記第
２ケーシングの各々が、箱形状を有していてもよい。その場合には、上記第１ケーシング
の上記第２ケーシングに面する部分に第１開口部が設けられているとともに、上記第２ケ
ーシングの上記第１ケーシングに面する部分に第２開口部が設けられていることが好まし
く、またその場合には、上記第１電子部品および上記第２電子部品の各々が、上記第１開
口部および上記第２開口部に挿通されていることが好ましい。
【００２１】
　上記本発明に基づく電子機器の第二態様にあっては、上記第１ケーシングおよび上記第
２ケーシングの各々が、上記対向方向に沿って並んだ状態で嵌合してなる一対のカバー部
材にて構成されていてもよい。
【００２２】
　上記本発明に基づく電子機器の第二態様にあっては、上記第１電子部品および上記第２
電子部品が、リレーまたはトランスであってもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、筐体の内部に複数の配線基板が互いに対向するように配置されてなる
電子機器において、比較的高背の電子部品を配線基板に実装する必要がある場合であって
も、当該電子機器が大型化してしまうことが防止可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態におけるＩ／Ｏユニットの斜視図である。
【図２】図１に示すＩ／Ｏユニットの前方右斜め上方から見た模式的な分解斜視図である
。
【図３】図１に示すＩ／Ｏユニットの後方左斜め下方から見た模式的な分解斜視図である
。
【図４】図１に示すＩ／Ｏユニットの図１中に示すＩＶ－ＩＶ線に沿った模式断面図であ
る。
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【図５】図１に示すＩ／Ｏユニットのカバー部材の一部を取り外した状態における模式的
な側面図である。
【図６】図１に示すＩ／Ｏユニットの組立て手順を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。以下に示す実施の
形態は、本発明を電子機器としてのＰＬＣのリモートターミナル装置のＩ／Ｏユニットに
適用した場合を例示するものであるが、本発明の適用対象はこれに限定されるものではな
く、他の電子機器にも当然にその適用が可能である。なお、以下に示す実施の形態におい
ては、同一のまたは共通する部分について図中同一の符号を付し、その説明は繰り返さな
い。
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態におけるＩ／Ｏユニットの斜視図である。図２は、図１に
示すＩ／Ｏユニットの前方右斜め上方から見た模式的な分解斜視図であり、図３は、後方
左斜め下方から見た模式的な分解斜視図である。また、図４は、図１に示すＩ／Ｏユニッ
トの図１中に示すＩＶ－ＩＶ線に沿った模式断面図であり、図５は、図１に示すＩ／Ｏユ
ニットのカバー部材の一部を取り外した状態における模式的な側面図である。ここで、図
５（Ａ）は、Ｉ／Ｏユニットの左側面を構成する第１ケーシングの左側カバー部材を取り
外した状態における模式的な左側面図であり、図５（Ｂ）は、Ｉ／Ｏユニットの右側面を
構成する第２ケーシングの右側カバー部材を取り外した状態における模式的な右側面図で
ある。まず、これら図１ないし図５を参照して、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１
の構成について説明する。なお、図２ないし図５においては、理解を容易とするために、
一部の部品の図示を省略している。
【００２７】
　図１ないし図５に示すように、Ｉ／Ｏユニット１は、幅方向の大きさが高さ方向および
奥行方向の大きさよりも小さい偏平な略直方体形状を有しており、筐体２と、第１配線基
板２０と、第２配線基板６０と、前面端子台３１，７１および右側面端子台７２を含む各
種の端子台と、固定部材４０，８０とを主として備えている。
【００２８】
　筐体２は、Ｉ／Ｏユニット１の前面、後面、上面、下面、左側面および右側面を主とし
て構成する部材であり、その前面に前面端子台３１，７１が組付けられており、その後面
に固定部材４０，８０が組付けられている。
【００２９】
　第１配線基板２０および第２配線基板６０は、各種の電子部品が実装されることでＩ／
Ｏユニットに設けられる各種の回路を構成する部材であり、筐体２の内部に収容されてい
る。
【００３０】
　前面端子台３１，７１は、Ｉ／Ｏユニット１に外部機器を電気的に接続するための部位
であり、それぞれ複数の端子を備えている。前面端子台３１，７１の各々には、当該外部
機器との結線を行なうための外部配線が挿入される外部配線挿入用孔部が複数設けられて
いる。
【００３１】
　右側面端子台７２は、Ｉ／Ｏユニット１に連接される他のＩ／Ｏユニットまたは通信ユ
ニットとの間の電気的な接続を行なうための部位である。なお、図１ないし図３において
は現われていないが、Ｉ／Ｏユニット１の左側面の所定位置にも、Ｉ／Ｏユニット１に連
接される他のＩ／Ｏユニットまたは通信ユニットとの間の電気的な接続を行なうための左
側面端子台が設けられている。
【００３２】
　固定部材４０，８０は、Ｉ／Ｏユニット１をＤＩＮ（ドイツ工業規格）レールに着脱自
在に固定するための部材であり、その上端に位置する操作摘みが筐体２の上面の後端から
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上方に向けて突出している。固定部材４０，８０は、筐体２の後面に設けられるとともに
ＤＩＮレールが受け入れ可能に構成された設置用凹部２ａに達するように配設されており
、ここではその詳細な説明は省略するが、当該設置用凹部２ａに挿入されたＤＩＮレール
を保持することが可能である。
【００３３】
　図２ないし図４に示すように、筐体２は、箱形状である第１ケーシング１０と、同じく
箱形状である第２ケーシング５０とを有している。これら第１ケーシング１０と第２ケー
シング５０とは、幅方向に沿って並んだ状態で嵌合している。
【００３４】
　より詳細には、第１ケーシング１０の右側面の上端および下端には、前後方向に沿って
延在する溝部１５が設けられており、第２ケーシング５０の左側面の上端および下端には
、前後方向に沿って延在する突条部５４が設けられている。第１ケーシング１０の溝部１
５と第２ケーシング５０の突条部５４とは、スライド嵌合可能に構成されている。これに
より、これら溝部１５と突条部５４とが嵌合することにより、第１ケーシング１０と第２
ケーシング５０とが相互に組付けられている。
【００３５】
　なお、第１ケーシング１０の左側面の上端および下端には、前後方向に沿って延在する
突条部１４が設けられており、第２ケーシング５０の右側面の上端および下端には、前後
方向に沿って延在する溝部５５が設けられている。これら突条部１４および溝部５５は、
いずれもＩ／Ｏユニット１に連接される他のＩ／Ｏユニットまたは通信ユニットとの間で
相互にその組付けを行なうための部位である。
【００３６】
　第１ケーシング１０は、幅方向において二分割されることにより、第１ケーシング１０
の主として左側面を構成する左側カバー部材１１と、第１ケーシング１０の主として右側
面を構成する右側カバー部材１２とを含んでいる。ここで、第１ケーシング１０の左側カ
バー部材１１は、Ｉ／Ｏユニット１の左側面を構成している。第１ケーシング１０は、こ
れら左側カバー部材１１と右側カバー部材１２とが幅方向に沿って並んだ状態で嵌合する
ことにより、箱形状に構成されている。
【００３７】
　より詳細には、右側カバー部材１２に向き合う部分の左側カバー部材１１の所定位置に
は、複数の爪部１１ａおよび複数の受け部１１ｂが設けられており、左側カバー部材１１
に向き合う部分の右側カバー部材１２の所定位置には、複数の爪部１２ａおよび受け部１
２ｂが設けられている。左側カバー部材１１の爪部１１ａと右側カバー部材１２の受け部
１２ｂとは、嵌合可能に構成されており、右側カバー部材１２の爪部１２ａと左側カバー
部材１１の受け部１１ｂとは、嵌合可能に構成されている。これにより、これら爪部１１
ａと受け部１２ｂとが、また爪部１２ａと受け部１１ｂとが嵌合することにより、左側カ
バー部材１１と右側カバー部材１２とが相互に組付けられている。
【００３８】
　第２ケーシング５０は、幅方向において二分割されることにより、第２ケーシング５０
の主として左側面を構成する左側カバー部材５１と、第２ケーシング５０の主として右側
面を構成する右側カバー部材５２とを含んでいる。ここで、第２ケーシング５０の右側カ
バー部材５２は、Ｉ／Ｏユニット１の右側面を構成している。第２ケーシング５０は、こ
れら左側カバー部材５１と右側カバー部材５２とが幅方向に沿って並んだ状態で嵌合する
ことにより、箱形状に構成されている。
【００３９】
　より詳細には、右側カバー部材５２に向き合う部分の左側カバー部材５１の所定位置に
は、複数の爪部５１ａおよび複数の受け部５１ｂが設けられており、左側カバー部材５１
に向き合う部分の右側カバー部材５２の所定位置には、複数の爪部５２ａおよび受け部５
２ｂが設けられている。左側カバー部材５１の爪部５１ａと右側カバー部材５２の受け部
５２ｂとは、嵌合可能に構成されており、右側カバー部材５２の爪部５２ａと左側カバー
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部材５１の受け部５１ｂとは、嵌合可能に構成されている。これにより、これら爪部５１
ａと受け部５２ｂとが、また爪部５２ａと受け部５１ｂとが嵌合することにより、左側カ
バー部材５１と右側カバー部材５２とが相互に組付けられている。
【００４０】
　第１配線基板２０および第２配線基板６０は、いずれも平板状の形状を有している。第
１配線基板２０は、第１ケーシング１０に収容されているとともに、当該第１ケーシング
１０によって保持されている。第２配線基板６０は、第２ケーシング５０に収容されてい
るとともに、当該第２ケーシング５０によって保持されている。
【００４１】
　より詳細には、第１配線基板２０は、第１ケーシング１０の左側カバー部材１１の内側
に設けられたピンおよび突起に係合することにより、当該左側カバー部材１１に固定され
ており、第２配線基板６０は、第２ケーシング５０の左側カバー部材５１の内側に設けら
れたピンおよび突起に係合することにより、第２ケーシング５０の左側カバー部材５１に
固定されている。
【００４２】
　第１配線基板２０は、表裏に位置する一対の主面である第１主面２０ａおよび第２主面
２０ｂを有している。第１ケーシング１０は、これら第１配線基板２０の第１主面２０ａ
および第２主面２０ｂが幅方向を向くように、第１配線基板２０を保持している。
【００４３】
　第２配線基板６０は、表裏に位置する一対の主面である第１主面６０ａおよび第２主面
６０ｂを有している。第２ケーシング５０は、これら第２配線基板６０の第１主面６０ａ
および第２主面６０ｂが幅方向を向くように、第２配線基板６０を保持している。
【００４４】
　ここで、第１配線基板２０の第１主面２０ａは、第１ケーシング１０の右側カバー部材
１２側を向いており、第１配線基板２０の第２主面２０ｂは、第１ケーシング１０の左側
カバー部材１１側を向いている。また、第２配線基板６０の第１主面６０ａは、第２ケー
シング５０の左側カバー部材５１側を向いており、第２配線基板６０の第２主面６０ｂは
、第２ケーシング５０の右側カバー部材５２側を向いている。
【００４５】
　これにより、第１配線基板２０と第２配線基板６０とは、第１ケーシング１０の右側カ
バー部材１２および第２ケーシング５０の左側カバー部材５１を介して、互いの第１主面
２０ａ，６０ａ同士が向き合うように距離Ｌ（図４参照）を隔てて対向配置されている。
【００４６】
　第１配線基板２０の第１主面２０ａの略中央部には、他の電子部品（不図示）に比べて
比較的高背の第１電子部品ＥＣ１が実装されている。当該第１電子部品ＥＣ１は、リレー
またはトランスであり、本実施の形態においては、４個のリレーが隣接して実装されてい
る。
【００４７】
　第２配線基板６０の第１主面６０ａの下部には、他の電子部品（不図示）に比べて比較
的高背の第２電子部品ＥＣ２が実装されている。当該第２電子部品ＥＣ２は、リレーまた
はトランスであり、本実施の形態においては、４個のリレーが隣接して実装されている。
【００４８】
　ここで、第１電子部品ＥＣ１の第１配線基板２０の第１主面２０ａを基準とした第２配
線基板６０側に向けての実装高さＨ１（図４参照）は、上述した第１配線基板２０と第２
配線基板との間の距離Ｌよりも大きい。そのため、何らの手当ても施さなかった場合には
、第１電子部品ＥＣ１が第１ケーシング１０の右側カバー部材１２および第２ケーシング
５０の左側カバー部材５１に干渉するばかりでなく、第２配線基板６０にも干渉してしま
うことになる。
【００４９】
　一方、第２電子部品ＥＣ２の第２配線基板６０の第１主面６０ａを基準とした第１配線
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基板２０側に向けての実装高さＨ２（図４参照）も、上述した第１配線基板２０と第２配
線基板との間の距離Ｌよりも大きい。そのため、何らの手当ても施さなかった場合には、
第２電子部品ＥＣ２が第２ケーシング５０の左側カバー部材５１および第１ケーシング１
０の右側カバー部材１２に干渉するばかりでなく、第１配線基板２０にも干渉してしまう
ことになる。
【００５０】
　そのため、図２ないし図４に示すように、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１にお
いては、第１ケーシング１０の右側カバー部材１２のうちの第１電子部品ＥＣ１および第
２電子部品ＥＣ２に対向する部分に第１開口部１３が設けられているとともに、第２ケー
シング５０の左側カバー部材５１のうちの第１電子部品ＥＣ１および第２電子部品ＥＣ２
に対向する部分に第２開口部５３が設けられており、これら第１開口部１３および第２開
口部５３に第１電子部品ＥＣ１および第２電子部品ＥＣ２が挿通されている。
【００５１】
　これにより、第１電子部品ＥＣ１が、第１ケーシング１０の右側カバー部材１２および
第２ケーシング５０の左側カバー部材５１に干渉することが回避されているとともに、第
２電子部品ＥＣ２が、第２ケーシング５０の左側カバー部材５１および第１ケーシング１
０の右側カバー部材１２に干渉することが回避されている。
【００５２】
　さらに、図２ないし図５に示すように、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１におい
ては、第２配線基板６０のうちの第１電子部品ＥＣ１に対向する部分に開口形状の第１欠
除部６１が設けられているとともに、第１配線基板２０のうちの第２電子部品ＥＣ２に対
向する部分に開口形状の第２欠除部２１が設けられており、第１欠除部６１に第１電子部
品ＥＣ１が挿入されているとともに、第２欠除部２１に第２電子部品ＥＣ２が挿入されて
いる。
【００５３】
　これにより、第１電子部品ＥＣ１が、第２配線基板６０に干渉することが回避されてい
るとともに、第２電子部品ＥＣ２が、第１配線基板２０に干渉することが回避されている
。
【００５４】
　ここで、図５（Ｂ）に示すように、第２配線基板６０に設けられた第１欠除部６１は、
隣接して実装された第１電子部品ＥＣ１を平面視した状態におけるこれらの大きさよりも
僅かに大きい大きさとされており、これにより第２配線基板６０における実装面積の低下
が抑制されている。
【００５５】
　また、図５（Ａ）に示すように、第１配線基板２０に設けられた第２欠除部２１は、隣
接して実装された第２電子部品ＥＣ２を平面視した状態におけるこれらの大きさよりも僅
かに大きい大きさとされており、これにより第１配線基板２０における実装面積の低下が
抑制されている。
【００５６】
　このように構成することにより、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１においては、
対向配置された第１配線基板２０および第２配線基板６０の間の距離よりも実装高さが大
きい第１電子部品ＥＣ１および第２電子部品ＥＣ２の実装を可能にしている。したがって
、第１電子部品ＥＣ１および第２電子部品ＥＣ２の実装を可能にすべく、これらの実装高
さよりも大きい距離となるように第１配線基板２０と第２配線基板６０とを離して配置す
る場合に比べ、Ｉ／Ｏユニットの大きさを小型化できることになる。
【００５７】
　そのため、上述した如くの構成を採用することにより、筐体の内部に複数の配線基板が
互いに対向するように配置されてなる電子機器において、比較的高背の電子部品を配線基
板に実装する必要がある場合であっても、当該電子機器が大型化してしまうことが防止可
能になる。
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【００５８】
　ここで、上述したように、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１は、幅方向に沿って
他のＩ／Ｏユニットまたは通信ユニットが連接可能となるように構成されたビルディング
ブロック型の電子機器システムの単位ユニットとしての電子機器である。そのため、本実
施の形態におけるＩ／Ｏユニット１においては、第１配線基板２０および第２配線基板６
０が、それぞれ箱形状の第１ケーシング１０および第２ケーシング５０に収容されて保持
されるといった特徴的な構成や、第１配線基板２０が収容された空間と第２配線基板６０
が収容された空間とが、筐体２によって一部仕切られているといった特徴的な構成を有し
ている。
【００５９】
　換言すれば、上述した本実施の形態の如くの構成は、製品ラインナップを充実化させる
一方で、異なる仕様の単位ユニットを少ない部品点数で構成可能にするビルディングブロ
ック型の電子機器システムの単位ユニットとしての電子機器において、好適に適用できる
ものである。
【００６０】
　図６は、図１に示すＩ／Ｏユニットの組立て手順を説明するための模式図である。次に
、この図６を参照して、上述した本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１の組立て手順に
ついて説明する。なお、図６においては、理解を容易とするために、一部の部品の図示を
省略している。
【００６１】
　図６に示すように、本実施の形態におけるＩ／Ｏユニット１を組立てるに際しては、ま
ず、第１ケーシング１０の右側カバー部材１２に、第２ケーシング５０の左側カバー部材
５１を組付ける。具体的には、右側カバー部材１２の右側に配置されることとなるように
、当該右側カバー部材１２に対して左側カバー部材５１を前方から沿うように挿し込み、
これにより右側カバー部材１２と左側カバー部材５１とをスライド嵌合させる。これに伴
い、右側カバー部材１２に設けられた第１開口部１３と、左側カバー部材５１に設けられ
た第２開口部５３とが、重なり合うことになる。
【００６２】
　次に、第１ケーシング１０の左側カバー部材１１に、第１電子部品ＥＣ１が実装された
第１配線基板２０を挿し込むことにより、第１配線基板２０を左側カバー部材１１によっ
て保持させる。
【００６３】
　次に、第１配線基板２０を保持した状態にある左側カバー部材１１を、嵌合した状態に
ある右側カバー部材１２および左側カバー部材５１に組付ける。具体的には、第１配線基
板２０の第１主面２０ａを右側カバー部材１２に対向するように配置し、これを図中に示
す矢印方向に向けて押し付けることで第１ケーシング１０の左側カバー部材１１と右側カ
バー部材１２とを嵌合させる。その際、第１電子部品ＥＣ１が、第１開口部１３および第
２開口部５３を挿通するようにする。
【００６４】
　次に、嵌合した状態にある右側カバー部材１２および左側カバー部材５１の左側カバー
部材５１に、第２電子部品ＥＣ２が実装された第２配線基板６０を図中に示す矢印方向に
向けて挿し込むことにより、第２配線基板６０を左側カバー部材５１によって保持させる
。その際、第２電子部品ＥＣ２が、第１開口部１３および第２開口部５３を挿通するよう
にする。これにより、第１電子部品ＥＣ１の端部が、第２配線基板６０に設けられた第１
欠除部６１に挿入されることになるとともに、第２電子部品ＥＣ２の端部が、第１配線基
板２０に設けられた第２欠除部２１に挿入されることになる。
【００６５】
　次に、第２配線基板６０を保持した状態にある左側カバー部材５１に、第２ケーシング
５０の右側カバー部材５２を組付ける。具体的には、右側カバー部材５２を第２配線基板
６０の第２主面６０ｂに対向するように配置し、これを図中に示す矢印方向に向けて押し
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付けることで第２ケーシング５０の左側カバー部材５１と右側カバー部材５２とを嵌合さ
せる。
【００６６】
　以上により、上述した構成のＩ／Ｏユニット１の組立てが完了する。ここで、各部品の
組付け位置精度を確保しておくことにより、スムーズにＩ／Ｏユニット１の組立てを行な
うことができる。
【００６７】
　上述した本発明の実施の形態においては、第２配線基板に開口形状の第１欠除部を設け
るとともに、第１配線基板に開口形状の第２欠除部を設けた場合を例示して説明を行なっ
たが、第１欠除部および第２欠除部のうちの少なくとも一方を切り欠き形状とすることも
可能である。
【００６８】
　また、上述した本発明の実施の形態においては、第２配線基板に第１欠除部を設けるば
かりでなく、第１配線基板に第２欠除部を設けた場合を例示して説明を行なったが、第２
配線基板に高背の電子部品が実装されない場合においては、第１配線基板に第２欠除部を
設ける必要はない。
【００６９】
　また、上述した本発明の実施の形態においては、並んで配置される箱形状の第１ケーシ
ングおよび第２ケーシングにて筐体を構成した場合を例示して説明を行なったが、筐体の
構成は特に制限されるものではなく、どのような構成の筐体としてもよい。
【００７０】
　さらには、上述した本発明の実施の形態においては、高背の第１電子部品および第２電
子部品がリレーまたはトランスである場合を例示して説明を行なったが、これに限定され
るものではなく、抵抗やコンデンサ、コイル、ダイオード、トランジスタ、集積回路装置
等、他の電子部品であってもよい。
【００７１】
　このように、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なもの
ではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範囲
の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【符号の説明】
【００７２】
　１　Ｉ／Ｏユニット、２　筐体、２ａ　設置用凹部、１０　第１ケーシング、１１　左
側カバー部材、１１ａ　爪部、１１ｂ　受け部、１２　右側カバー部材、１２ａ　爪部、
１２ｂ　受け部、１３　第１開口部、１４　突条部、１５　溝部、２０　第１配線基板、
２０ａ　第１主面、２０ｂ　第２主面、２１　第２欠除部、３１　前面端子台、４０　固
定部材、５０　第２ケーシング、５１　左側カバー部材、５１ａ　爪部、５１ｂ　受け部
、５２　右側カバー部材、５２ａ　爪部、５２ｂ　受け部、５３　第２開口部、５４　突
条部、５５　溝部、６０　第２配線基板、６０ａ　第１主面、６０ｂ　第２主面、６１　
第１欠除部、７１　前面端子台、７２　右側面端子台、８０　固定部材、ＥＣ１　第１電
子部品、ＥＣ２　第２電子部品。
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