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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面部にレールを嵌挿する凹部が形成され、前記凹部の一側に係合溝が形成され、前記
係合溝に対向する前記凹部の他側に案内溝に装着された保持具を備える電気機器を、
断面形状がＵ字状でその両上端にそれぞれ外側に張出す縁部を有する前記レールの一側の
縁部に前記係合溝を係合させ、前記レールの他側の縁部に前記保持具を弾性的に係合させ
ることにより、
前記レールに取付け得る電気機器の取付装置において、
前記電気機器には、前記保持具の前記案内溝の上方に前記電気機器を固定部材に固定する
取付ねじ用の取付孔を形成し、
前記保持具には、中空部を有する枠部と、前記枠部の前記レール側の端部に形成された係
合部と、前記係合部と一体に連続して形成され前記中空部に収納され蛇行足を有する弾性
体と、前記弾性体の蛇行足の自由端に形成された係合突起と、前記弾性体の蛇行足間の空
間に形成される前記取付ねじ用の貫通部とを備え、
前記保持具は前記案内溝に装着されて、前記弾性体の蛇行足の自由端の係合突起が前記案
内溝の内壁に形成された係合穴に係止され、
前記電気機器は前記案内溝の上方に形成した前記取付孔に前記取付ねじを挿入し、前記取
付ねじが前記弾性体の蛇行足間の空間の貫通部を通って前記固定部材に達して前記固定部
材に取付けられ得るようにした電気機器の取付装置。
【請求項２】
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　前記弾性体の蛇行足は、逆Ｕ字部とＵ字部とを互い違いに直列に連結して蛇行状に形成
した請求項１記載の電気機器の取付装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の電気機器の取付装置を備えた回路遮断器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気機器をレールに取付し得ると共に固定部材にねじ取付し得る電気機器
の取付装置及びその取付装置を備えた回路遮断器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気機器の取付装置としては、上面部側に電気機器が装着され底面部側にレール
を挟持する凹部が形成され、レールを凹部に嵌挿させた状態で弾性部材により係合部をレ
ールに係合させて電気機器をレールに保持させるようにすると共に、底面部にねじ孔を配
設し固定部材に底面側を当接させ取付ねじで電気機器を固定部材へ取付けるように形成さ
れている（例えば、特許文献１、第２図参照）。
　また、レールに保持させる構造において、レールに係合部を押圧付勢する弾性部材を蛇
行状弾性体に形成させたものがある（例えば、特許文献２、第２図参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平０１－１７６９８４号公報（第２図）
【特許文献２】実用新案登録第２５３２８５６号公報（第２図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の電気機器の取付装置は、以上のように構成されており、レールに電気機器を保持
させるための弾性部材と、固定部材に取付ねじで電気機器を固定するための取付ねじ孔と
が、底面部の離れた位置にそれぞれ配設されており、底面部のスペースが必要であり取付
装置自体が大型になってしまうという課題があった。
　また、弾性部材においては必要な取付力を発生させるためには所要のたわみ量が必要で
あるが、有効長が制限されており、必要な取付力を発生させるためには取付装置の横幅を
広げたり、全長を長くしたりすると共に、取付ねじ孔のまわりに必要なスペースを確保す
る必要があった。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、弾性体の必要なたわ
み量を確保しつつ、必要な取付力を発生させることができると共に、電気機器を固定部材
にねじ取付を行うためのねじ孔を前記弾性体と上下方向に重ねて配設して、省スペース化
を図った電気機器の取付装置及びその取付装置を備えた回路遮断器を得ることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係わる電気機器の取付装置は、底面部にレールを嵌挿する凹部が形成され、
前記凹部の一側に係合溝が形成され、前記係合溝に対向する前記凹部の他側に案内溝に装
着された保持具を備える電気機器を、断面形状がＵ字状でその両上端にそれぞれ外側に張
出す縁部を有する前記レールの一側の縁部に前記係合溝を係合させ、前記レールの他側の
縁部に前記保持具を弾性的に係合させることにより、前記レールに取付け得る電気機器の
取付装置において、前記電気機器には、前記保持具の前記案内溝の上方に前記電気機器を
固定部材に固定する取付ねじ用の取付孔を形成し、前記保持具には、中空部を有する枠部
と、前記枠部の前記レール側の端部に形成された係合部と、前記係合部と一体に連続して



(3) JP 5270479 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

形成され前記中空部に収納され蛇行足を有する弾性体と、前記弾性体の蛇行足の自由端に
形成された係合突起と、前記弾性体の蛇行足間の空間に形成される前記取付ねじ用の貫通
部とを備え、前記保持具は前記案内溝に装着されて、前記弾性体の蛇行足の自由端の係合
突起が前記案内溝の内壁に形成された係合穴に係止され、前記電気機器は前記案内溝の上
方に形成した前記取付孔に前記取付ねじを挿入し、前記取付ねじが前記弾性体の蛇行足間
の空間の貫通部を通って前記固定部材に達して前記固定部材に取付けられ得るようにした
ものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明の電気機器の取付装置によれば、電気機器には、保持具の案内溝の上方に電気
機器を固定部材に固定する取付ねじ用の取付孔を形成し、保持具には、中空部を有する枠
部と、枠部のレール側の端部に形成された係合部と、係合部と一体に連続して形成され中
空部に収納され蛇行足を有する弾性体と、弾性体の蛇行足の自由端に形成された係合突起
と、弾性体の蛇行足間の空間に形成される取付ねじ用の貫通部とを備え、保持具は案内溝
に装着されて、弾性体の蛇行足の自由端の係合突起が案内溝の内壁に形成された係合穴に
係止され、電気機器は案内溝の上方に形成した取付孔に取付ねじを挿入し、取付ねじが弾
性体の蛇行足間の空間の貫通部を通って固定部材に達して固定部材に取付けられ得るよう
にしたので、保持具と取付孔は電気機器の上下方向に重なって配置されて、弾性体の有効
長を長くすることができ、弾性体としての必要なたわみ量、保持力を得ることができ、省
スペース化が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１における電気機器の取付装置のレール取付時を示す側面
図である。
【図２】図１を矢印Ａ方向（下面）からみた要部拡大斜視図である。
【図３】図２の保持具の拡大斜視図である。
【図４】図３の平面図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】図１の底面図である。
【図７】この発明の実施の形態１における電気機器の取付装置の固定部材への取付時を示
す側面図である。
【図８】実施の形態２における保持具の他の例を示す平面図である。
【図９】実施の形態２の保持具が装着され、電気機器をレールに取付けた場合において、
電気機器を底面側から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１における電気機器の取付装置のレール取付時を示す側面
図である。図２は図１を矢印Ａ方向（下面）からみた要部拡大斜視図である。図３は図２
の保持具の拡大斜視図である。図４は図３の平面図である。図５は図４のＢ－Ｂ線断面図
である。図６は図１の底面図である。
【００１０】
　図１及び２において、例えば、回路遮断器である電気機器１には分電盤や配電盤に敷設
されたレール２が嵌挿される凹部１ａが底面部１ｂに形成されている。底面部１ｂは電気
機器１と一体に形成されていてもよいし、別個に形成して電気機器１に固定されていても
よい。レール２は断面形状がＵ字状でその両上端にそれぞれ外側に張出す板状縁部２ａ，
２ｂが形成されている。前記凹部１ａの一側には、レール２の一側の板状縁部２ａが係合
する係合溝１ｃが形成され、この係合溝１ｃに対向する前記凹部１ａの他側には、段付案
内溝１ｄに装着されレール２の板状縁部２ｂと係合する保持具３が配設されている。
【００１１】
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　電気機器１は、レール２の一側の板状縁部２ａに係合溝１ｃを係合させ、レール２の他
側の板状縁部２ｂに保持具３を弾性的に係合させることにより、レール２に取付け保持さ
れる。保持具３は、図２に示すように、底面部１ｂにレール２と直交するように形成され
た段付案内溝１ｄに装着されている。段付案内溝１ｄは底面に開口する下部の幅が狭く上
部の幅が広い溝で、レール２側からレール２側と反対側の電気機器１の側面まで貫通して
形成されている。
【００１２】
　図３から図５において、保持具３は、中空部３ａ１を有する傾斜付板状の枠部３aを有
している。この枠部３ａにはその先端部にレール２に係合する係合部３ｂを有し、この係
合部３ｂには、これに連なる傾斜部３ｂ１と、抜止突起３ｂ２が形成されている。枠部３
ａの後端部には、引掛孔３ｇが形成されている。枠部３ａの中空部３ａ１には、係合部３
ｂをレール２の板状縁部２ｂに弾性的に係合させて電気機器１を保持させ蛇行足３ｃ３を
有する弾性体３ｃが収納されている。弾性体３ｃにはその一端が係合部３ｂと一体に連続
した蛇行足３ｃ３を有し、蛇行足３ｃ３を逆Ｕ字部３ｃ１とＵ字部３ｃ２とを互い違いに
直列に連結して蛇行状に形成している。弾性体３ｃの蛇行足３ｃ３の他端は、自由端３ｅ
であり、強度を増すために傾斜部３ｅ１を有すると共に、係合突起３ｄを有している。係
合突起３ｄは、図１に示すように、電気機器１の側面近傍の段付案内溝１ｄの上方に形成
された係合穴に係合する。
【００１３】
　保持具３は段付案内溝１ｄに装着されたときは、図２に示すように、電気機器１の底面
と、弾性体３ｃの底面とは略、面一であり、電気機器１の側面と、保持具３の後端部（傾
斜部３ｂ１の他端）の側面とは略、面一である。保持具３は、枠部３a，係合部３ｂ，弾
性体３ｃ等の全体が、例えば、ＰＢＴ（ポリ・ブチレン・テレフタレート）などの熱可塑
性樹脂で一体に形成されている。弾性体３ｃの蛇行足３ｃ３の逆Ｕ字部３ｃ１とＵ字部３
ｃ２の間の空間に形成する貫通部３ｆは後述の取付ねじ４（図７参照）が嵌挿できる寸法
としてある。
【００１４】
　図６は図１の底面図である。図６は、保持具３が段付案内溝１ｄに装着され、保持具３
をレール２の板状縁部２ｂに係合させて、電気機器１を保持させた場合において、電気機
器１を底面側から見た図である。弾性体３ｃの蛇行足３ｃ３間に形成された貫通部３ｆの
上方の電気機器１には、取付ねじ４用の取付孔１ｆが形成されている。取付孔１ｆは電気
機器１にさらに３箇所形成されている。これらに取付ねじ４を挿入して電気機器１を固定
部材５に固定することができる。
【００１５】
　以上のように構成された電気機器の取付装置において、保持具３の段付案内溝１ｄへの
装着は、電気機器１の凹部１ａにレール２が嵌挿されていない状態で、電気機器１の底面
の凹部１ａ側から、保持具３の後端部を段付案内溝１ｄに挿入する。このとき、保持具３
の枠部３ａを段付案内溝１ｄの幅が広い溝側に、弾性体３ｃを段付案内溝１ｄの幅が狭い
溝側に挿入する。枠部３ａが段付案内溝１ｄの幅が広い溝に挿入されると、段付案内溝１
ｄの段部に案内されて、保持具３が段付案内溝１ｄから落下することなく、保持具３を容
易に摺動させることができる。保持具３を摺動させるとき、弾性体３ｃの自由端３ｅに設
けた係合突起３ｄの先端は、段付案内溝１ｄの上面（電気機器１の底面）に当接している
ので、弾性体３ｃの自由端３ｅが下方（電気機器１の下方）に撓んだ状態になっている。
【００１６】
　保持具３をさらに段付案内溝１ｄに押し込むように摺動させていくと、弾性体３ｃの自
由端３ｅの係合突起３ｄが、電気機器１の側面近傍の段付案内溝１ｄの上方に形成された
係合穴の位置に達する。このとき、弾性体３ｃの自由端３ｅは下方に撓んだ状態になって
いたので、自由端３ｅの係合突起３ｄが係合穴に嵌り込み、弾性体３ｃの自由端３ｅの撓
みは元の状態に復帰する。これにより、弾性体３ｃの自由端３ｅの動きが係止され、保持
具３の段付案内溝１ｄへの装着が完了する。
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【００１７】
　このように保持具３が装着された電気機器１のレール２への取付は、図１～図６を参照
して、電気機器１の凹部１ａの一側の係合溝１ｃを、レール２の一側の板状縁部２ａに係
合させた後、この係合部を中心に電気機器１を回転させ、レール２の他側の板状縁部２ｂ
に、保持具３の傾斜部３ｂ１を当接させる（図５参照）。この状態で更に電気機器１を回
転させて押し込むと傾斜部３ｂ１が板状縁部２ｂの端面を滑り、保持具３の係合部３ｂは
弾性体３ｃの弾性力に抗して図６の右方向へ摺動する。このとき、弾性体３ｃはその自由
端３ｅが係止されているので、圧縮される。電気機器１をさらに押し込むことにより、傾
斜部３ｂ１がレール２の板状縁部２ｂを乗り越えると、今まで圧縮されていた弾性体３ｃ
が復元し、保持具３が左方向に摺動し元に戻る。これにより係合部３ｂがレール２の板状
縁部２ｂに係合する。この係合状態は、弾性体３ｃの圧縮付勢力により安定して保持され
る。
【００１８】
　図６，図７において、電気機器１は、この電気機器１に形成された取付孔１ｆに取付ね
じ４（図７参照）を嵌挿させ、例えば、配電盤の固定部材５に固着される。このとき、取
付ねじ４を取付孔１ｆに嵌挿させたときに、取付ねじ４が弾性体３ｃの蛇行足３ｃ３間の
貫通部３ｆを貫通するので、保持具３が電気機器１に装着されていても、電気機器１を固
定部材５に取付ねじ４で固定することができる。このように、保持具３と取付孔１ｆは電
気機器１の上下方向に重なって配置されるので、換言すれば、弾性体３ｃが取付ねじ４を
避けるように形成されることにより、弾性体３ｃの有効長を長くすることができ、保持具
３の横幅を広げることがなく、弾性体３ｃとしての必要なたわみ量、保持力を得ることが
でき、省スペース化が可能になるという効果を有する。
【００１９】
　図７では、実施の形態１における電気機器の取付装置の固定部材への取付時を示す側面
図である。図７では、保持具を装着した状態で、電気機器１を固定部材へ取付ねじ４で固
定している。前記のように、取付ねじ４が弾性体３ｃの蛇行足３ｃ３間の貫通部３ｆを貫
通するので、保持具３が電気機器１に装着されていても、電気機器１を固定部材５に取付
ねじ４で固定することができる。図７の場合は、レールが嵌挿されていなくとも、電気機
器１を固定部材５に取付ねじ４で固定できることを示している。
【００２０】
　次に、電気機器１がレール２に保持具３を用いて係合し、取付けられている場合に、電
気機器１をレール２から取り外すときは、図１，図２，図５において、電気機器１の側面
の段付案内溝１ｄの開口で、保持具３との隙間より、例えば、マイナスドライバーを保持
具３の引掛孔３ｇ（図５）に挿入して、保持具３を電気機器１の側面側に、弾性体３ｃの
圧縮力に抗して引っ張る。すると、保持具３の係合部３ｂとレール２の板状縁部２ｂとの
係合が外れる。この状態で、レール２の板状縁部２ａと凹部１ａの係合溝１ｃの係合部を
中心として電気機器１を回転させるように持ち上げ、その後、レール２の板状縁部２ａと
凹部１ａの係合溝１ｃの係合部を外すことにより、電気機器１をレール２から取り外すこ
とができる。
【００２１】
　なお、保持具３を電気機器１の側面側に引っ張り過ぎないように、係合部３ｂには、抜
止突起３ｂ２を形成し、適切な引き出しで、抜止突起３ｂ２が段付案内溝１ｄのレール２
側の傾斜部３ｂ１の上方に形成された係合穴に係合し、保持具３が必要以上に引き出され
るのを防止している。保持具３は電気機器１に一旦装着されれば、取り外す必要はないが
、仮に取り外すとすれば、電気機器１の底面側から、弾性体３ｃの自由端３ｅを下方にペ
ンチなどで引っ張り、係合突起３ｄを係合穴から抜出し、この状態で、保持具３を段付案
内溝１ｄの左方向（凹部方向）に摺動させれば、保持具３を取り外すことができる。
【００２２】
実施の形態２．
　図８は実施の形態２における保持具の他の例を示す平面図である。図９は実施の形態２
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の保持具３が装着され、電気機器１をレール２に取付けた場合において、電気機器１を底
面側から見た図である。実施の形態１では、取付ねじ４が弾性体３ｃの自由端３ｅの近傍
の貫通部３ｆを貫通するようにしたが、保持具３を図８に示す形状とし、取付ねじ４が弾
性体３ｃの自由端３ｅから離れた貫通部３ｆを貫通するようにしても良い。また、弾性体
３ｃの貫通部３ｆは全て同じ形状として、取付ねじ４がいずれの貫通部３ｆでも貫通でき
るようにしても良い。
【００２３】
　以上のように、保持具３と取付孔１ｆは電気機器１の上下方向に重なって配置され、換
言すれば、保持具３の弾性体３ｃが取付ねじ４を避けるように形成されることにより、弾
性体３ｃの有効長を長くすることができ、保持具３の横幅を広げることがなく、弾性体３
ｃとしての必要なたわみ量、保持力を得ることができ、省スペース化が可能となる。
【符号の説明】
【００２４】
　１　電気機器　　　　　　　　　　　　　　　１ａ　凹部
　１ｂ　底面部　　　　　　　　　　　　　　　１ｃ　係合溝
　１ｄ　段付案内溝　　　　　　　　　　　　　１ｆ　取付孔
　２　レール　　　　　　　　　　　　　　　　２ａ，２ｂ　板状縁部
　３　保持具　　　　　　　　　　　　　　　　３ａ　枠部
　３ａ１　中空部　　　　　　　　　　　　　　３ｂ　係合部
　３ｂ１　傾斜部　　　　　　　　　　　　　　３ｂ２　抜止突起
　３ｃ　弾性体　　　　　　　　　　　　　　　３ｃ１　逆Ｕ字部
　３ｃ２　Ｕ字部　　　　　　　　　　　　　　３ｃ３　蛇行足
　３ｄ　係合突起　　　　　　　　　　　　　　３ｅ　自由端
　３ｅ１　傾斜部　　　　　　　　　　　　　　３ｆ　貫通部
　３ｇ　引掛孔　　　　　　　　　　　　　　　４　取付ねじ
　５　固定部材。
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