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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ブスバーと、第２ブスバーと、この第２ブスバーを具備するブスバー組付け体とを
有し、内部カバーに該第１ブスバーと該第２ブスバーを組み付けることにより該第１ブス
バーと該第２ブスバーとが互いの設置位置に位置決めされるブスバー間の位置決め構造で
あって、
　前記内部カバーは、前記第１ブスバー、または前記第２ブスバーに配置される回路部品
の外周を覆うように形成され、
　前記第１ブスバーと前記第２ブスバーには、対をなすヒューズ端子がそれぞれ形成され
、
　前記第１ブスバーと前記内部カバーとのいずれか一方に第１位置決め孔を、他方に第１
位置決め突起をそれぞれ設け、
　前記ブスバー組付け体と前記内部カバーとのいずれか一方に第２位置決め孔を、他方に
第２位置決め突起をそれぞれ設けたことを特徴とするブスバー間の位置決め構造。
【請求項２】
　請求項１記載のブスバー間の位置決め構造であって、
　前記内部カバーには、前記第１ブスバーが嵌り込み、且つ、周囲の面より一段窪んだブ
スバー嵌合凹部が形成されていることを特徴とするブスバー間の位置決め構造。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のブスバー間の位置決め構造であって、
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　前記第１ブスバーに前記第１位置決め孔を、前記内部カバーに第１位置決め突起をそれ
ぞれ設けたことを特徴とするブスバー間の位置決め構造。
【請求項４】
　請求項１～請求項３記載のブスバー間の位置決め構造を備えた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、互いに対抗配置されるブスバー間の位置決め構造、及び、この位置決め構造を
使用した電気接続箱に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば車両に搭載される電気接続箱は、車両用電源を各負荷に分配供給するための分岐回
路を構成し、この分配回路を剛性が高く導電性を有するブスバーによって形成したものが
ある。かかる電気接続箱の構成としては、一方のヒューズ端子等が一体的に形成された第
１ブスバーと、他方のヒューズ端子等が一体的に形成された第２ブスバーと、第２ブスバ
ーに固定されたブスバー絶縁ブロック体とを有し、このブスバー絶縁ブロック体に第１ブ
スバーを組み付けることにより第１ブスバーと第２ブスバーとが互いに適正な位置に位置
決めされる。このように組み付けられた第１ブスバーと第２ブスバーとがケース内に収容
される。
【０００３】
【特許文献１】
実開平５－５４７８７号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体とを互いに適正な位置で組み付けする
構造としては、ブスバー絶縁ブロック体の第１ブスバーが組み付けられる面に第１ブスバ
ーが嵌り込み、周囲の面より一段窪んだ凹溝が形成され、この凹溝に第１ブスバーを嵌合
させることにより第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体とを互いに適正な位置で組み付
けるようにすることが一般的である。
【０００５】
しかしながら、上述した位置決め構造では、第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体の凹
溝とを全体的に位置合わせする必要があり、又、ブスバー絶縁ブロック体の凹部が第１ブ
スバーの厚み程度の深さに形成されることから第１ブスバーがブスバー絶縁ブロック体の
凹部に完全に嵌合された状態であるか否かの判断が容易にできない場合もあり、組み付け
作業性が悪いという問題がある。そして、第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体との間
が適正な位置で組み付けられないと、第１ブスバーと第２ブスバーとが互いに適正な位置
に配置されない。すると、例えば双方のブスバー間で形成される一対のヒューズ端子が位
置ずれ状態となり、ヒューズの装着不良等を引き起こす等の不具合が発生する。
【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、第１ブスバーと絶縁
ブロック体とを容易に、且つ、確実に適正な状態で組み付けでき、第１ブスバーと第２ブ
スバーとが互いに適正に位置決めできるブスバー間の位置決め構造及び、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、第１ブスバーと、第２ブスバーと、この第２ブスバーを具備するブ
スバー組付け体とを有し、内部カバーに該第１ブスバーと該第２ブスバーを組み付けるこ
とにより該第１ブスバーと該第２ブスバーとが互いの設置位置に位置決めされるブスバー
間の位置決め構造であって、前記内部カバーは、前記第１ブスバー、または前記第２ブス
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バーに配置される回路部品の外周を覆うように形成され、前記第１ブスバーと前記第２ブ
スバーには、対をなすヒューズ端子がそれぞれ形成され、前記第１ブスバーと前記内部カ
バーとのいずれか一方に第１位置決め孔を、他方に第１位置決め突起をそれぞれ設け、前
記ブスバー組付け体と前記内部カバーとのいずれか一方に第２位置決め孔を、他方に第２
位置決め突起をそれぞれ設けたことを特徴とする。
【０００８】
このブスバー間の位置決め構造では、第１ブスバーと内部カバーとの組み付け時には、第
１位置決め孔に第１位置決め突起を挿入することを組み付け位置基準として組み付けでき
る。
【００１０】
　また、このブスバー間の位置決め構造では、第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体と
の組み付け時と同様に、第２位置決め孔に第２位置決め突起を挿入することを組み付け位
置基準として、内部カバーに第２ブスバーを組み付けできるので、第１ブスバーと第２ブ
スバーの間の組付け精度が向上する。
【００１２】
　さらに、このブスバー間の位置決め構造では、対となるヒューズ端子が互いに適正な位
置に配置される。
【００１３】
　請求項２の発明は、請求項１記載のブスバー間の位置決め構造であって、前記内部カバ
ーには、前記第１ブスバーが嵌り込み、且つ、周囲の面より一段窪んだブスバー嵌合凹部
が形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　このブスバー間の位置決め構造では、請求項１記載の発明の作用に加え、第１ブスバー
が内部カバーのブスバー嵌合凹部に嵌合されることにより第１ブスバーとブスバー絶縁ブ
ロック体が組み付けられる。
【００１５】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２記載のブスバー間の位置決め構造であって、
前記第１ブスバーに前記第１位置決め孔を、前記内部カバーに第１位置決め突起をそれぞ
れ設けたことを特徴とする。
【００１６】
　このブスバー間の位置決め構造では、請求項１又は請求項２の発明と同様の作用が得ら
れる。
【００１７】
　請求項４の発明は、請求項１～請求項３記載のブスバー間の位置決め構造を備えたこと
を特徴とする。
【００１８】
　この電気接続箱では、内部の位置決め構造によって請求項１～請求項３の発明と同様の
作用が得られる。
【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４は本発明のブスバー間の位置決め構造を電気接続箱に収容したブスバーに適用
したものであり、図１は電気接続箱１の分解斜視図、図２はヒューズ端子１１、１８を含
む第１ブスバー２と内部カバー５、および第２ブスバー３との組み付けた状態の電気接続
箱１の断面図、図３は第１ブスバー２の製作過程である一体原型ブスバー１２の斜視図、
図４（ａ）は第１ブスバー２と内部カバー５との組み付け前の斜視図、図４（ｂ）は第１
ブスバー２と内部カバー５との組み付けた状態の斜視図、図５は位置決め構造を含む第１
ブスバー２と内部カバー５、および第２ブスバー３との組み付けた状態の電気接続箱１の
断面図である。
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【００２１】
図１、および図２に示すように、電気接続箱１は、第１ブスバー２と、第２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、第１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内の所定位置に配置されたヒューズ端子１１、１８に装着され
る４つのヒューズ部品９とから構成されている。
【００２２】
第１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が形成されている。
【００２３】
　ブスバー組付け体４を作成する際にまず、剛性を有する導電性板金を所定形状にプレス
成形して図３に示す一体原型ブスバー１２を作成する。次に、この一体原型ブスバー１２
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１２の所定箇所をカットして所望のリレー配線経路体
である第２ブスバー３を形成する。そして、ブスバー組付け体４は、この第２ブスバー３
にリレー部品６のコイル１５及びスイッチ（図示せず）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が形成されていると共に、中央部分にリレー
部品６のコイル１５及びスイッチ（図示せず）が固定されている。
【００２４】
図１、および図２に戻り、内部カバー５は、樹脂材で形成されており、４組のリレー部品
６のコイル１５及びスイッチ（図示せず）の全外周を覆うようにブスバー支持樹脂体１３
に固定されている。そして、ブスバー支持樹脂体１３と内部カバー５は、第２ブスバー３
に固定されたブスバー絶縁ブロック体１４として構成されており、内部カバー５の外面側
にブスバー間の位置決め手段Ａを介して第１ブスバー２が位置決め状態で組み付けられて
いる。なお、位置決め手段Ａの構成は、後述する。
【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、第１ブスバー２と第２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、第１ブスバー２の電源端子１０と第２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８ａ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。
【００２７】
次に、ブスバー間の位置決め手段Ａを説明する。この位置決め手段Ａは、図４（ａ）、（
ｂ）、および図５に詳しく示すように、第１ブスバー２に形成された第１位置決め孔２０
と、内部カバー５の第１ブスバー２が配置される面に突設され、第１位置決め孔２０に挿
入される第１位置決め突起２１とを有していると共に、内部カバー５の第１ブスバー２が
配置される面に形成され、第１ブスバー２が嵌り込み、且つ、周囲の面より一段窪んだブ
スバー嵌合凹部２２とを有している。また、位置決め手段Ａは、ブスバー組付け体４に形
成された第２位置決め孔２０′と、内部カバー５の第１ブスバー２が配置される面の裏面
側に突設され、第２位置決め孔２０′に挿入される第２位置決め突起２１′を有している
。なお、第２位置決め孔２０′は、ブスバー組付け体４のブスバー支持樹脂体１３のみに
形成しても良いし、ブスバー支持樹脂体１３、および第２ブスバー３の両方に形成しても
良い。
【００２８】
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次に、上記電気接続箱１の組み付け作業を説明する。第２ブスバー３が固定されたブスバ
ー組付け体４のブスバー支持樹脂体１３に内部カバー５を組み付ける。ここで、図５に示
すように、内部カバー５の第２位置決め孔２０′にブスバー組付け体４の第２位置決め突
起２１′を挿入して位置合わせし、内部カバー５の所定の位置にブスバー組付け体４を組
み付ける。ブスバー支持樹脂体１３と内部カバー５によってブスバー絶縁ブロック体１４
が構成される。
【００２９】
次に、図４（ａ）に示すように、内部カバー５の外面に第１ブスバー２を位置合わせし、
図４（ｂ）に示すように、第１ブスバー２の第１位置決め孔２０に内部カバー５の第１位
置決め突起２１を挿入し、且つ、内部カバー５のブスバー嵌合凹部２２内に第１ブスバー
２を嵌合することによって双方を組み付け、この第１ブスバー２及び第２ブスバー３の組
み付け体をケース７内に挿入する。次に、このケース７の上面にヒューズキャビティ８を
装着し、このヒューズキャビティ８の各ヒューズ装着部８ｂにヒューズ９を装着する。
【００３０】
上記組み付け作業過程にあって、第１ブスバー２とブスバー絶縁ブロック体１４との組み
付け時には、第１ブスバー２の第１位置決め孔２０に内部カバー５の第１位置決め突起２
１を挿入することを組み付け位置基準として組み付けできるため、第１ブスバー２とブス
バー絶縁ブロック体１４とを容易に、且つ、確実に適正な状態で組み付けでき、第１ブス
バー２と第２ブスバー３とが互いに適正に位置決めされる。
【００３１】
また、上記実施形態では、第２位置決め孔に第２位置決め突起を挿入することを組み付け
位置基準として、内部カバーに第２ブスバーを組み付けできるので、第１ブスバーと第２
ブスバーの間の組付け精度が向上する。
【００３２】
上記実施形態では、第１ブスバー２の端子と第２ブスバー３の端子には、対をなすヒュー
ズ端子１１、１８が含まれているので、対となるヒューズ端子１１、１８が互いに適正な
位置に配置されるため、ヒューズ９の装着不良事故を防止できる。
【００３３】
上記実施形態では、ブスバー絶縁ブロック体１４の内部カバー５には、第１ブスバー２が
嵌り込み、且つ、周囲の面より一段窪んだブスバー嵌合凹部２２が形成されているので、
第１ブスバー２がブスバー絶縁ブロック体１４のブスバー嵌合凹部２２に嵌合される状態
で組み付けられるため、第１ブスバー２とブスバー絶縁ブロック体１４とが確実に、且つ
、強固に位置決めされる。
【００３４】
上記実施形態では、第１ブスバー２に第１位置決め孔２０を、ブスバー絶縁ブロック体１
４の内部カバー５に第１位置決め突起２１をそれぞれ設けたが、反対に第１ブスバー２に
第１位置決め突起２１を、ブスバー絶縁ブロック体１４の内部カバー５に第１位置決め孔
２０をそれぞれ設けても良い。
【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、第１ブスバーと、第２ブスバーと、この
第２ブスバーを具備するブスバー組付け体とを有し、内部カバーに該第１ブスバーと該第
２ブスバーを組み付けることにより該第１ブスバーと該第２ブスバーとが互いの設置位置
に位置決めされるブスバー間の位置決め構造であって、前記第１ブスバーと前記内部カバ
ーとのいずれか一方に第１位置決め孔を、他方に第１位置決め突起をそれぞれ設けたので
、第１ブスバーとブスバー絶縁ブロック体との組み付け時には、第１位置決め孔に第１位
置決め突起を挿入することを組み付け位置基準として組み付けることができるため、第１
ブスバーと内部カバーとを容易に、且つ、確実に適正な状態で組み付けられるので、第１
ブスバーと第２ブスバーとが互いに適正に位置決めされる。
【００３６】
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　また、前記ブスバー組付け体と前記内部カバーとのいずれか一方に第２位置決め孔を、
他方に第２位置決め突起をそれぞれ設けたので、第１ブスバーと内部カバーとの組み付け
時と同様に、第２位置決め孔に第２位置決め突起を挿入することを組み付け位置基準とし
て、内部カバーに第２ブスバーを組み付けできるので、第１ブスバーと第２ブスバーの間
の組付け精度が向上する。
【００３７】
　さらに、第１ブスバーと第２ブスバーには、対をなすヒューズ端子がそれぞれ形成され
ているので、対となるヒューズ端子が互いに適正な位置に配置されるため、ヒューズの装
着不良を防止できる。
【００３８】
　請求項２の発明によれば、請求項１記載のブスバー間の位置決め構造であって、内部カ
バーには、第１ブスバーが嵌り込み、且つ、周囲の面より一段窪んだブスバー嵌合凹部が
形成されているので、請求項１の発明の効果に加え、第１ブスバーが内部カバーのブスバ
ー嵌合凹部に嵌合されることにより第１ブスバーと内部カバーが組み付けられるため、確
実に、且つ、強固に位置決めされる。
【００３９】
　請求項３の発明によれば、請求項１又は請求項２記載のブスバー間の位置決め構造であ
って、第１ブスバーに前記第１位置決め孔を、内部カバーに第１位置決め突起をそれぞれ
設けたので、請求項１又は請求項２の発明と同様の効果が得られる。
【００４０】
　請求項４の発明によれば、請求項１～請求項３記載のブスバー間の位置決め構造を備え
た電気接続箱であるので、電気接続箱内の位置決め構造によって請求項１～請求項３の発
明と同様の効果が得られる。
【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、ヒューズ端子を含む第１ブスバーと内部カバー、お
よび第２ブスバーとの組み付けた状態の電気接続箱１の断面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示し、第１ブスバーの製作過程である一体原型ブスバーの
斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態を示し、（ａ）は第１ブスバーと内部カバーとの組み付け前
の斜視図、（ｂ）は第１ブスバーと内部カバーとの組み付け状態の斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態を示し、位置決め構造を含む第１ブスバー２と内部カバー５
、および第２ブスバー３との組み付けた状態の電気接続箱１の断面図である。
【符号の説明】
１　電気接続箱
２　第１ブスバー
３　第２ブスバー
５　内部カバー（ブスバー絶縁ブロック体の構成部品）
９　ヒューズ
１１、１８　ヒューズ端子
１３　ブスバー支持樹脂体（ブスバー絶縁ブロック体の構成部品）
１４　ブスバー絶縁ブロック体
２０　第１位置決め孔
２１　第１位置決め突起
２２　ブスバー嵌合凹部
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