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(57)【要約】
【課題】電気接続箱とカセットとの連結部分に負荷され
る応力を低減させ、連結部分の破損を防止する。
【解決手段】カセットの外面にロック部と、該ロック部
に隣接した位置に前記電気接続箱の側壁外面に当接させ
ると共に上下方向に延在させたリブ板を突設している一
方、電気接続箱の側壁外面に、前記カセットのロック部
と結合される被ロック部と、前記リブ板の下端面が突き
当てられる係止段部を突設し、前記ロック部と被ロック
部とのロック結合時に、前記カセットのリブ板が電気接
続箱の側板外面に当接されると共に該リブ板の下端が前
記係止段部に突き当てることでロック結合されたカセッ
トの回動を規制している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気接続箱の側壁外面へのカセットの固定構造であって、
　前記カセットの外面に、ロック部と、該ロック部に隣接した位置に前記電気接続箱の側
壁外面に当接させると共に上下方向に延在させたリブ板を突設している一方、
　前記電気接続箱の側壁外面に、前記カセットのロック部と結合される被ロック部と、前
記リブ板の下端面が突き当てられる係止段部を突設し、
　前記ロック部と被ロック部とのロック結合時に、前記カセットのリブ板が電気接続箱の
側板外面に当接されると共に該リブ板の下端が前記係止段部に突き当てることでロック結
合されたカセットの回動を規制していることを特徴とする電気接続箱とカセットの固定構
造。
【請求項２】
　前記カセットには一対のロック部を左右方向に間隔をあけて設けていると共に、これら
ロック部の間に１個の前記リブ板を配置し、かつ、
　前記電気接続箱側壁外面には前記カセットのロック部とそれぞれロック結合する一対の
被ロック部を設けていると共に、これら被ロック部の間に前記リブ板を突き当てる前記係
止段部を設けており、
　前記カセットの各ロック部の中心点と前記リブ板の中心点とを相互に結ぶ線が三角形を
形成している請求項１に記載の電気接続箱とカセットの固定構造。
【請求項３】
　前記電気接続箱の側壁外面に、前記係止段部の上端に連続する上下方向に延在するガイ
ド部を突設し、前記カセットのリブ板の側縁を前記ガイド部に接触させて、該カセットの
水平方向の動きを規制している請求項１または請求項２に記載の電気接続箱とカセットの
固定構造。
【請求項４】
　前記電気接続箱は、ケース本体と、該ケース本体に取り付けるロアカバーとを備え、
　前記ケース本体に前記被ロック部を設けていると共に上下位置を相違させて突設してい
る一方、前記左右の被ロック部の間の下方に位置する前記ロアカバーから前記ガイド部お
よび係止段部を突設させ、かつ、
　前記カセットに前記被ロック部にそれぞれロック結合するロック部を上下位置を相違さ
せて突設すると共に、これらロック部の間に下方に延在する前記リブ板を突設している請
求項３に記載の電気接続箱とカセットの固定構造。
【請求項５】
　前記カセットに突設するリブ板は断面矩形状で上下方向に延在し、その左右両側端縁よ
り一対の係止片を突設した水平断面Ｔ字形状とし、
　前記ロアカバーに突設する前記ガイド部は前記係止片をスライド自在に嵌合する一対の
水平断面コ字型とし、かつ、該一対のガイド部の下端間に前記係止段部を設けている請求
項４に記載の電気接続箱とカセットの固定構造。
【請求項６】
　前記カセットは、前記リブ板を突設しているケース本体と、該ケース本体の底壁から下
方に電線挿通部を突出させているロアカバーとを備え、該ロアカバーの側壁上端から前記
電線挿通部の下端にかけて切欠開口部を設けている一方、
　前記ケース本体のリブ板の下端から舌片を突設させ、該舌片を前記ロアカバーの切欠開
口部に嵌合して該切欠開口部を閉鎖している請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載
の電気接続箱とカセットの固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気接続箱とカセットの固定構造に関し、詳しくは、自動車に搭載する電気
接続箱の側壁外面にロック結合して取り付けるカセットの連結部分の強度向上を図るもの
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である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車に搭載される電気接続箱に、オプション仕様等で必要となるリレーボック
ス、ヒューズボックス等の付設電気接続箱をカセットとして、電気接続箱の外面に取り付
ける場合が多い。
　前記電気接続箱とカセットとの連結は、電気接続箱とカセットとの外面にそれぞれ設け
たロック部と被ロック部とのロック結合により行い、該ロック結合部を１～３箇所設けて
いる場合が多い。かつ、２点～３点のロック結合部を設ける場合、これらのロック結合部
の位置は同一水平線上に設けられている場合が多い。
【０００３】
　１点および２点固定とする場合、上方からの荷重や上下振動に対して、連結部分が回転
軸となってカセットが電気接続箱に対して回動可能となり、連結部分が破損し易い問題が
ある。また、上下位置を相違させた３点固定とする場合でも、上下方向振動や上方からの
荷重に対しては強くなるが、連結時に３箇所を連結させなければならないため、ロック時
の挿入力が高くなり、半嵌合が発生しやすくなったり、無理入れによってロック結合部に
破損が発生する恐れがある。
【０００４】
　前記１点固定の例として、特開２００３－３３３７２８号公報（特許文献１）で本出願
人はジャンクションボックスと付設電気接続箱との連結構造を提供している。
　前記付設電気接続箱１には、図７に示すように、ジャンクションボックス本体２側壁に
係合可能な１個のフック１ａを一体的に突設し、ジャンクションボックス本体２に設けた
係止受部２ａに前記フック１ａをスライドさせて係合している。付設電気接続箱１には、
ジャンクションボックス本体２に連結された状態でリレー３を上方から挿入している。
【０００５】
　しかしながら、前述したように、ジャンクションボックス本体２と付設電気接続箱１の
連結部分は１点固定であるため上下方向振動や上方からの荷重に対して強度が弱い。その
ため、リレー３挿入時に、連結位置を回転軸として付設電気接続箱１が下方に押され、係
止受部２ａおよびフック１ａが破損してしまう恐れがある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３３３７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記問題に鑑みてなされたものであり、電気接続箱とカセットとの連結部分
に負荷される応力を低減させ、連結部分の破損を防止するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明は、電気接続箱の側壁外面へのカセットの固定構造
であって、
　前記カセットの外面に、ロック部と、該ロック部に隣接した位置に記電気接続箱の側壁
外面に当接させると共に上下方向に延在させたリブ板を突設している一方、
　前記電気接続箱の側壁外面に、前記カセットのロック部と結合される被ロック部と、前
記リブ板の下端面が突き当てられる係止段部を突設し、
　前記ロック部と被ロック部とのロック結合時に、前記カセットのリブ板が電気接続箱の
側板外面に当接されると共に該リブ板の下端が前記係止段部に突き当てることでロック結
合されたカセットの回動を規制していることを特徴とする電気接続箱とカセットの固定構
造を提供している。
【０００９】
　前記構成とすると、カセットにはロック部に隣接する位置に上下方向に延在させたリブ
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板を設け、ロック結合時にリブ板の外側面を電気接続箱側壁外面に当接させると共に、ロ
ック部よりは下方の位置でリブ板の下端を係止段部へ突き当てることで、上下方向の荷重
や振動によるカセットの回動を抑制することができる。よって、カセットと電気接続箱と
の連結部分に負荷される応力を低減させることができ、連結部分の破損を防止することが
できる。また、ロック結合部だけでなく、カセットのリブ板を電気接続箱外面に当接させ
ているため、カセットのロック部と電気接続箱の被ロック部とのロック結合部およびカセ
ットのリブ板と電気接続箱側壁外面との当接部に振動を分散させることができる。
　リブ板を当接させる電気接続箱側の当て面は、ロアカバーをケース本体に被せている場
合はロアカバー、ケース本体をロアカバーに被せている場合はケース本体に設けているが
、ロアカバーとケース本体の連続面に当接させても良い。
　前記電気接続箱とカセットとのロック結合部は１カ所でも良いし、複数箇所でもよい。
　複数箇所に設けるロック結合部を設ける場合、リブ板により回動を防止しているため、
同一軸線上に設けてもよい。
【００１０】
　前記カセットには一対のロック部を左右方向に間隔をあけて設けていると共に、これら
ロック部の間に１個の前記リブ板を配置し、かつ、
　前記電気接続箱側壁外面には前記カセットのロック部とそれぞれロック結合する一対の
被ロック部を設けていると共に、これら被ロック部の間に前記リブ板を突き当てる前記係
止段部を設けており、
　前記カセットの各ロック部の中心点と前記リブ板の中心点とを相互に結ぶ線が三角形を
形成しているのが好ましい。
【００１１】
　前述したように、カセットの各ロック部の中心点とリブ板点の中心とを相互に結ぶ線が
三角形を形成しているため、電気接続箱に対してカセットを３点支持することができ、よ
り安定してカセットを電気接続箱に固定することができる。
　前記カセットにおいて、一対のロック部とリブ板の配置は、２つのロック部の中心にリ
ブ板を設けてもよく、リブ板が一方のロック部に寄っていてもよいが、ロック部側端とリ
ブ板側端とは左右方向に隙間を空けているのが好ましい。また、ロック部とリブ板は上下
方向に重なっていてもよい。
【００１２】
　カセットのロック部の中心点とは、ロック部の係止爪の位置とし、リブ板の中心点とは
重心位置とする。また、リブ板の中心点から２個のロック部の中心点まで結ぶ２辺のなす
角度は６０度以上が好ましい。該角度が６０度未満である場合、リブ板がロック部から離
れすぎ、ロック部のみに荷重が負荷されるため、リブ板が回動防止、振動分散に寄与しな
い。
　なお、前記角度は６０度以上であれば、鋭角、鈍角を問わず、また、カセットの各ロッ
ク部の中心点と前記リブ板の中心点とで形成する三角形は、直角三角形、二等辺三角形、
不等辺三角形のいずれでもよい。即ち、ロック部とリブ板の外観の大きさ、ロック部とリ
ブ板との離間距離やロック部同士の距離などの配置における自由度が確保でき、カセット
および電気接続箱のレイアウト変更にも対応可能となる。
【００１３】
　前記電気接続箱の側壁外面に、前記係止段部の上端に連続する上下方向に延在するガイ
ド部を突設し、前記カセットのリブ板の側縁を前記ガイド部に接触させて、該カセットの
水平方向の動きを規制しているのが好ましい。
　前述したように、電気接続箱に対するカセットの水平方向の動きを規制することで、電
気接続箱に対するカセットのガタ付きを防止することができる。
【００１４】
　前記電気接続箱は、ケース本体と、該ケース本体に取り付けるロアカバーとを備え、
　前記ケース本体に前記被ロック部を設けていると共に上下位置を相違させて突設してい
る一方、前記左右の被ロック部の間の下方に位置する前記ロアカバーから前記ガイド部お
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よび係止段部を突設させ、かつ、
　前記カセットに前記被ロック部にそれぞれロック結合するロック部を上下位置を相違さ
せて突設すると共に、これらロック部の間に下方に延在する前記リブ板を突設しているの
が好ましい。
【００１５】
　ケース本体の被ロック部とカセットのロック部との係止を外す際、ドライバーを係止部
に差し込んでロックを解除する。前述したように、ケース本体の被ロック部およびカセッ
トのロック部の上下位置を相違させることで、水平方向に配置する場合と比較し、ドライ
バーを差し込んだときのカセットのリブ板の浮き上がりが少なくなり、被ロック部および
ロック部をこじることなくロックを解除することができる。さらに、一対のロック部とリ
ブ板の３箇所に振動が分散しやすくなり、係止部の破損を防止することができる。
　ケース本体の被ロック部の同一軸線上の上下位置にアッパーカバーおよびロアカバーと
ロック結合するロック爪を設けるのが好ましい。この場合、該ロック爪をケース本体の被
ロック部と左右方向を相違させて設ける場合と比較し、上下方向の型抜きが可能となり形
成が容易となると共に、左右方向に対して最適なレイアウトとなりケース本体全体を小型
化することができる。
【００１６】
　なお、カセットのロック部とリブ板、電気接続箱の被ロック部とガイド部との上下関係
は前記に限定されず、カセットを下方から挿入する場合はロック部および被ロック部の上
方にリブ板およびガイド部を設けていてもよい。
　一対のカセットのロック部および電気接続箱の被ロック部の上下位置の差は、大きすぎ
た場合、上側あるいは下側のみに大部分の荷重がかかってしまうため、ロック部および被
ロック部の少なくとも一部がその高さ方向において互いに重なっているのが好ましい。
【００１７】
　前記カセットに突設するリブ板は断面矩形状で上下方向に延在し、その左右両側端縁よ
り一対の係止片を突設した水平断面Ｔ字形状とし、
　前記ロアカバーに突設する前記ガイド部は前記係止片をスライド自在に嵌合する一対の
水平断面コ字型とし、かつ、該一対のガイド部の下端間に前記係止段部を設けているのが
好ましい。
【００１８】
　前記構成とすると、リブ板の係止片を水平断面コ字型のガイド部に嵌合させることで、
ガイド部に対してリブ板が半嵌合となることを防止することができると共に、電気接続箱
に対するカセットの水平方向の動きを確実に規制することができる。
【００１９】
　前記カセットは、前記リブ板を突設しているケース本体と、該ケース本体の底壁から下
方に電線挿通部を突出させているロアカバーとを備え、該ロアカバーの側壁上端から前記
電線挿通部の下端にかけて切欠開口部を設けている一方、
　前記ケース本体のリブ板の下端から舌片を突設させ、該舌片を前記ロアカバーの切欠開
口部に嵌合して該切欠開口部を閉鎖していることが好ましい。
【００２０】
　前記構成とすると、リブ板と一体的に舌片を突出させているため、リブ板の強度を高め
ることができ、電気接続箱への当て面となるリブ板に大きな応力が負荷されても、リブ板
の破損を防止することができる。かつ、電線挿通部をリブ板と組み合わせて環状とするこ
とができ、電線のガイド機能を高めることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　前述したように、本発明によれば、カセットのロック部と上下方向を相違させた位置に
リブ板を設け、ロック結合時にリブ板の外側面を電気接続箱側壁外面に当接させると共に
下端を係止段部へ突き当てることで、上下方向の荷重や振動によるカセットの回動を抑制
することができる。よって、カセットと電気接続箱との連結部分に負荷される応力を低減
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させることができ、連結部分の破損を防止することができる。
　また、カセットの一対のロック部の間に１個のリブ板を配置し、カセットの各ロック部
の中心と前記リブ板の中心とを相互に結ぶ線が三角形を形成すると、電気接続箱に対して
カセットを３点支持することができ、より安定してカセットを電気接続箱に固定すること
ができる。
【００２２】
　さらに、ケース本体の被ロック部およびカセットのロック部の上下位置を相違させるこ
とで、水平方向に配置する場合と比較し、ドライバーを差し込んだときのカセットのリブ
板の浮き上がりが少なくなり、被ロック部およびロック部をこじることなくロックを解除
することができる。さらに、一対のロック部とリブ板の３箇所に振動が分散しやすくなり
、係止部の破損を防止することができる。
【００２３】
　さらにまた、リブ板の左右両側端縁より一対の係止片を突設した水平断面Ｔ字形状とし
、ロアカバーに突設するガイド部を係止片をスライド自在に嵌合する一対の水平断面コ字
型としており、リブ板の係止片を水平断面コ字型のガイド部に嵌合させると、ガイド部に
対してリブ板が半嵌合となることを防止することができると共に、電気接続箱に対するカ
セットの水平方向の動きを確実に規制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１乃至図６に、本発明に係る電気接続箱１０とカセット２０との固定構造の実施形態
を示す。
　図１および図２は、電気接続箱１０にカセット２０が連結している状態を示し、付設電
気接続箱であるカセット２０を電気接続箱１０の一側壁１０ａに連結している。
【００２５】
　前記カセット２０は、図３（Ａ）～（Ｃ）に示すように、ボックス状であり、樹脂成形
品からなるケース本体２１と、ケース本体２１と、該ケース本体２１の下部に組みつける
ロアカバー２２と、ケース本体２１の上部に組みつけるアッパーカバー２３とからなり、
内部には電子部品（図示せず）を収容している。
【００２６】
　前記ケース本体２１の一側壁の外面には、図４（Ａ）～（Ｃ）に示すように、一対のロ
ック部２１ａ（２１ａ－１、２１ａ－２）を左右方向に間隔をあけて設けており、後述す
るケース本体１１の被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２に合わせてロック部２１ａ－１、
２１ａ－２の上下位置を互いに相違させている。ロック部２１ａ－１、２１ａ－２の中央
には爪部２１ｍ－１、２１ｍ－２を突設しており、連結時には後述するケース本体１１の
被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２に設けた爪部１１ｅ－１、１１ｅ－２と係止する。
　なお、ロック部２１ａ－１、２１ａ－２および被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２の上
下位置は同じであってもよい。
【００２７】
　また、前記ロック部２１ａ－１と２１ａ－２の間に、リブ板２１ｂを側壁外面から突設
させている。該リブ板２１ｂは断面矩形状で上下方向に延在していると共に、ケース本体
２１の下端から所定長さだけ突出させている。
　リブ板２１ｂはケース本体側壁２１ｃからの水平方向に突出長さＬ３（図４（Ｂ）参照
）で突出させ、連結時にリブ板２１ｂの外側面２１ｄが電気接続箱１０の側壁１０ａに当
接する長さとしている。リブ板２１ｂの電気接続箱側端部の左右両端縁より一対の係止片
２１ｅを突設して水平断面Ｔ字形状としている。
　リブ板２１ｂ内部には、軽量化のための貫通穴２１ｆを数個設けていると共に、リブ板
２１ｂの両側壁からケース本体２１の側壁２１ｃにかけて補強用のリブ２１ｈを突設して
いる。
【００２８】
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　前記リブ板２１ｂとロック部２１ａ－１、２１ａ－２は、図４（Ｃ）に示すように、前
記リブ板２１ｂの重心位置となる中心点Ｐ１とロック部２１ａ－１、２１ａ－２の爪部２
１ｍ－１、２１ｍ－２位置となる中心点Ｐ２、Ｐ３を相互に結ぶ線が三角形となるよう配
置している。本実施形態では、リブ板２１ｂの中心点Ｐ１からロック部２１ａ－１、２１
ａ－２の中心点Ｐ２、Ｐ３までを結ぶ線のなす角度αを約１００度としている。
【００２９】
　前記ロアカバー２２の底壁２２ａからは、図５（Ａ）（Ｂ）に示すように、下端に電線
挿通用開口２２ｂを備える電線挿通部２２ｃを突出させている。該電線挿通部２２ｃを有
するロアカバー側壁２２ｄには、該側壁２２ｄ上端から電線挿通部２２ｃ下端まで延在す
る切欠開口部２２ｅを設けている。ケース本体２１にロアカバー２２を組み付ける前に電
線（図示せず）を切欠開口部２２ｅへ挿通させている。
　切欠開口部２２ｅの両端にはコ字形状の溝部２２ｆを設け、該溝部２２ｆに後述するケ
ース本体２１の舌片２１ｉをスライド自在に嵌合して組みつけている。
【００３０】
　一方、ケース本体２１の下端からは、リブ板２１ｂの内側より舌片２１ｉを下向きに突
設させ、該舌片２１ｉの下端をリブ板２１ｂの下端よりも下方に延在させている。該舌片
２１ｉは、前述したロアカバー１１の切欠開口部２２ｅの溝部２２ｆに嵌合し、切欠開口
部２１ｅを側面から閉鎖している。
【００３１】
　アッパーカバー２３の側壁下端およびロアカバー２１の側壁上端には、所定間隔をあけ
てロック枠２３ａ、２２ｇを設け、ケース本体２１の側壁上端および下端には前記ロック
枠２３ａ、２２ｇとロック結合するするロック爪２１ｊ、２１ｋを設けている。
【００３２】
　前記カセット２０を取り付ける前記電気接続箱１０は樹脂成形品からなり、図１に示す
ように、ケース本体１１と、ケース本体１１に下方から取り付けるロアカバー１２と、ケ
ース本体１１上面に被せるアッパーカバー１３とを備えている。電気接続箱１０の一側壁
１０ａをケース本体１１からロアカバー１２かけてカセット２０の取付面としている。
【００３３】
　前記ケース本体１１の側壁１１ａ外面には、図６（Ａ）～（Ｃ）に示すように、カセッ
ト２０の一対のロック部２１ａ、２１ａと結合される被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２
を左右方向に間隔をあけて突設している。被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２の中央部に
は、カセットのロック部２１ａ－１、２１ａ－２の爪部２１ｍ－１、２１ｍ－２と係止す
る爪部１１ｅ－１、１１ｅ－２を突設している。
　一方の被ロック部１１ｂ－１の上下同一軸線上の上方位置には、後述するアッパーカバ
ー１３のロック枠１３ａとロック結合するロック爪１１ｃを設けている。また、他方の被
ロック部１１ｂ－２の上下同一軸線上の下方位置には後述するロアカバー１２とロック結
合するロック爪１１ｄを設けており、一方の被ロック部１１ｂ－１を他方の被ロック部１
１ｂ－２よりも下方に位置させ、被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２の上下位置を互いに
相違させている。
【００３４】
　また、ロアカバー１２の側壁１２ａ外面からは、組み付け時においてケース本体１１の
左右の被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２の間の下方位置に、１個のガイド部１２ｂを突
設させている。
　前記ガイド部１２ｂは、ロアカバー１２上端から一対の水平断面コ字型の突設部１２ｃ
を上下に延在させており、カセット２０のリブ板２１ｂの係止片２１ｅをスライド自在に
嵌合している。前記一対の突設部１２ｃの間は、カセット２０のリブ板外側面２１ｄを当
接させる当て面１２ｆとしている。
【００３５】
　本実施形態では、突設部１２ｃの上下長さよりもリブ板２１ｂが長いため、カセット２
０を電気接続箱１０に連結した状態では、リブ板外側面１２ｄがガイド部１２ｂの当て面
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１２ｆからケース本体１１まで延在した状態となる。即ち、リブ板外側面２１ｄは、ケー
ス本体１１とロアカバー１２との連続面に当接させている。
　ガイド部１２ｂの下端間にはガイド部１２ｂと連続する係止段部１２ｄを突設させ、ロ
ック結合時にリブ板２１ｂの下端面を該係止段部１２ｄに突き当てる構成としている。
【００３６】
　アッパーカバー１３の側壁下端およびロアカバー１２の側壁上端には、所定間隔をあけ
てロック枠１３ａ、１２ｅを設け、ケース本体１１の側壁上端および下端には前記ロック
枠１３ａ、１２ｅに係止するロック爪１１ｃ、１１ｄを設けている。
【００３７】
　前記構成とすると、ロック結合時に、リブ板２１ｂの外側面２１ｄが電気接続箱のケー
ス本体からロアカバーの側壁１０ａに当接すると共に、リブ板２１ｂの下端が係止段部１
２ｄに突き当てられ、上下方向の荷重や振動によるカセット２０の回動を抑制することが
できる。よって、カセット２０のロック部２１ａと電気接続箱１０の被ロック部１１ｂ－
１、１１ｂ－２に負荷されるカセット２０の回動による応力を低減させることができ、連
結部分の破損を防止することができる。
【００３８】
　また、ケース本体１１の被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２およびカセット２０のロッ
ク部２１ａ－１、２１ａ－２の上下位置を相違させていることで、ロックの解除時の係止
部にドライバーを差し込んだときのカセット２０のリブ板２１ｂの浮き上がりが少なくな
り、係止部をこじることなくロックを解除することができる。さらに、一対のロック部２
１ａ－１、２１ａ－２とリブ板２１ｂの３箇所に振動が分散しやすくなり、連結部の破損
を防止することができる。さらに、ケース本体１１の被ロック部１１ｂ－１、１１ｂ－２
の上下同一軸線上の位置にアッパーカバー１３およびロアカバー１２とロック結合するロ
ック爪１１ｃ、１１ｄを設けることで、上下方向の型抜きが可能となり形成が容易となる
と共に、左右方向に対して最適なレイアウトとなりケース本体全体を小型化することがで
きる。
【００３９】
　さらに、カセット２０の一対のロック部２１ａ、２１とリブ板２１ｂを三角形配置とし
、ケース本体１１にカセット２０を３点で保持しているため、安定してカセット２０を電
気接続箱１０に固定することができる。
【００４０】
　さらにまた、カセットのリブ板２１ｂの係止片２１ｅを電気接続箱１０のガイド部１２
ｂに嵌合させることで、ガイド部１２ｂに対してリブ板２１ｂが半嵌合となることを防止
することさができると共に、電気接続箱１０に対するカセット２０の水平方向の動きを確
実に規制することができる。また、リブ板２１ｂと一体的にロアカバー１２に嵌合する舌
片２１ｉを突出させているため、リブ板２１ｂの強度を高めることができ、カセット２０
と電気接続箱１０との連結部分に大きな荷重が負荷され電気接続箱１０の側壁１０ａに当
接するリブ板外側面２１ｄに大きな応力が負荷されても、リブ板２１ｂの破損を防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の電気接続箱とカセットとの固定状態を示し、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は
正面図である。
【図２】（Ａ）は図１の平面図、（Ｂ）は（Ａ）の要部を拡大した図、（Ｃ）は（Ｂ）の
Ａ－Ａ線断面図である。
【図３】カセットを示し、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は平面図である。
【図４】カセットのケース本体を示し、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は平面図、（Ｃ）は右側
面図である。
【図５】カセットのロアカバーを示し、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は右側面図である。
【図６】電気接続箱のケース本体とロアカバーとを組み付けた状態を示す図であり、（Ａ
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）は斜視図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は要部を拡大した平面図である。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）は従来例を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
１０　電気接続箱
　１０ａ　側壁
１１　ケース本体
　１１ｂ－１、１１ｂ－２　被ロック部
１２　ロアカバー
　１２ｂ　ガイド部
　１２ｄ　係止段部
２０　カセット
２１　ケース本体
　２１ａ（２１ａ－１、２１ａ－２）　ロック部
　２１ｂ　リブ板
　２１ｅ　係止片
　２１ｉ　舌片
２２　ロアカバー
　２２ｃ　電線挿通部
　２２ｅ　切欠開口部

【図１】 【図２】
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