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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に投函口を有する箱状のケースを備え、
前記ケースは、
前記投函口を有する前板、天板及び左右一対の側板を含む上ケースと、底板を含む下ケー
スとを組み合わせたものであり、
前記底板は、その下面の一部を上側に凹ませ、且つ下側に開口させた形状の凹部と、前記
底板を上下方向に貫通する貫通孔とを有し、
前記凹部は、前記貫通孔と連通し、前記貫通孔に挿通された電気配線を収納可能な配線溜
りであることを特徴とする郵便受け。
【請求項２】
　前記底板は、前記凹部を有する樹脂成型体であることを特徴とする請求項１に記載の郵
便受け。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、郵便受けに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来の郵便受け箱が開示されている。特許文献１記載の郵便受け箱は
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、インターホン等の機能部品が正面側に取り付けられており、郵便受け箱の下面板には開
口が設けられている。
【０００３】
　特許文献１記載の郵便受け箱は、コンクリートブロックを積み重ねて形成される塀に設
けた開口部内に取り付けられる。開口部内には、開口部の下方のコンクリートブロック内
に挿通された配線が突出しており、この配線が下面板の開口に引き入れられて、機能部品
に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２０５６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１記載の郵便受け箱は、開口部内に取り付ける際に、下面板の開口
を配線の突出位置に合わせないと、配線が下面板とその下方のコンクリートブロックとの
間に挟まって潰れてしまうおそれがある。
【０００６】
　上記事情を鑑みて、設置の際に電気配線が挟まることを抑制できて、施工性の高い郵便
受けを提案することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の郵便受けは、前面に投函口を有する箱状のケースを備え、前記ケースは、前記
投函口を有する前板、天板及び左右一対の側板を含む上ケースと、底板を含む下ケースと
を組み合わせたものであり、前記底板は、その下面の一部を上側に凹ませ、且つ下側に開
口させた形状の凹部と、前記底板を上下方向に貫通する貫通孔とを有し、前記凹部は、前
記貫通孔と連通し、前記貫通孔に挿通された電気配線を収納可能な配線溜りであることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の郵便受けは、設置の際に電気配線が挟まることを抑制できて、施工性が高い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１Ａは本発明の一実施形態の郵便受けの設置例を示す正面図であり、図１Ｂは
同上の郵便受けの他の設置例を示す正面図である。
【図２】同上の郵便受けを示す斜視図である。
【図３】同上の郵便受けを示す分解斜視図である。
【図４】同上の郵便受けの内部構造を示す斜視図である。
【図５】図４のａ―ａ線における斜視断面図であり、口枠、前板、及びフラップの図示を
省略した図である。
【図６】同上の郵便受けの底板を上側から視たときの斜視図である。
【図７】同上の郵便受けの底板を下側から視たときの斜視図である。
【図８】同上の郵便受けの内部構造を示す斜視図であり、フラップ受けの他例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について添付図面に基づいて説明する。
【００１１】
　本発明の一実施形態の郵便受け１は、図１Ａに示すように、住宅家屋の外構に設置され
たポール１００の上端の板状の取付台１０１上に取り付けられる。郵便受け１は、ねじ等
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の固定具を用いて取付台１０１に固定される。ポール１００の下端は、地面に埋め込まれ
ている。なお、郵便受け１は、図１Ｂに示すように、住宅家屋の外構用の門柱１０２に埋
め込まれるように取り付けられてもよい。この場合、郵便受け１は、門柱１０２に貫通さ
せて設けた開口部内に載置して取り付けられる。
【００１２】
　郵便受け１は、図２及び図３に示すように、前面に投函口２０を有し、後面に取出口２
１を有する箱状のケース２と、ケース２の前面に取り付けられた口枠３とを備える。口枠
３は、正面視にて投函口２０を囲むように位置する。口枠３の上下長さは、本実施形態で
は、ケース２の上下長さの半分程度である。なお、口枠３の上下長さは、ケース２の上下
長さと同じであってもよい。本明細書では、図２及び図３の矢印Ｘ１で示す方向を前方と
し、その反対方向を後方とし、矢印Ｙ１で示す方向を右方とし、その反対方向を左方とし
、矢印Ｚ１で示す方向を上方とし、その反対方向を下方として、各構成について説明する
。
【００１３】
　ケース２は、直方体状（ここで言う「直方体」は「立方体」を含む）であり、天板２２
、左右一対の側板２３、前板２４、後板２５、及び底板２６を有する。
【００１４】
　ケース２は、投函口２０を有する前板２４、天板２２及び左右一対の側板２３を含む上
ケースと、底板２６を含む下ケースと、後板２５とを組み合わせることによって形成され
る。下ケースは、底板２６の後端部に取り付けられる扉受け部材２８を更に含む。扉受け
部材２８は、後板２５の下端部を受けるためのものである。
【００１５】
　天板２２と左右一対の側板２３とは一体に設けられ、前板２４は、ねじ等の固定手段を
用いて、天板２２の前端部と左右一対の側板２３の前端部にそれぞれ固定される。底板２
６は、ねじ等の固定手段を用いて、前板２４の下端部と左右一対の側板２３の下端部にそ
れぞれ固定される。後板２５は、後板２５の上端部を軸として上下に回動するように、左
右一対の側板２３の後端の上端部に取り付けられる。
【００１６】
　ケース２は、天板２２の後端部と左右一対の側板２３の後端部と扉受け部材２８とで囲
んで形成される取出口２１を有し、この取出口２１が後板２５によって開閉される構造で
ある。後板２５の下端部には、錠部材２７が取り付けられている。また、底板２６の後端
部の上面には、錠部材２７が引っ掛かる錠受け９が取り付けられている。錠部材２７は、
後板２５を取出口２１を閉塞する閉位置に固定するロック状態と、後板２５を前記閉位置
から後方に回動自在とするロック解除状態とに切り替え自在である。錠部材２７としては
、ダイヤル錠等の各種の錠が用いられる。
【００１７】
　天板２２、左右一対の側板２３及び前板２４はそれぞれ、金属板で形成されている。底
板２６は、本実施形態では、樹脂成型体である。底板２６は、天板２２、左右一対の側板
２３、及び前板２４のいずれの主体部よりも厚みが大きい。ここで、前記主体部は、各板
２２，２３，２４のうち、前後や左右や上下の端部を除く部分を意味する。後板２５は、
本実施形態では、樹脂成型体であるが、金属板で形成されたものであってもよい。なお、
底板２６は、アルミダイキャストで形成されてもよい。
【００１８】
　前板２４は、上下左右の端部にそれぞれ後方に突出するフランジ２４０を有する。前板
２４は、上端部のフランジ２４０の後端に下方に突出する垂下片２４１を有する。垂下片
２４１は、上端部のフランジ２４０の後端のうち、左右方向の両端部を除いた部分に左右
方向に亘って位置する。天板２２は、前後の端部にそれぞれ下方に突出するフランジ２２
０を有する。
【００１９】
　左右一対の側板２３は、それぞれの前端部及び下端部に左右方向内側に突出するフラン
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ジ２３０を有する。そして、左右一対の側板２３は、それぞれの後端部に、左右方向内側
にジグザクに突出するフランジ２３１を有する。詳しくは、フランジ２３１は、側板２３
の後端部から左右方向内側に突出する第一フランジ部２３２と、第一フランジ部２３２の
左右方向内側の端部から前方に突出する第二フランジ部２３３とを有する。更に、フラン
ジ２３１は、第二フランジ部２３３の前端部から左右方向内側に突出する第三フランジ部
２３４と、第三フランジ部２３４の左右方向内側の端部から後方に突出する第四フランジ
部２３５とを有する。第一フランジ部２３２は、その後面が、前記閉位置にあるときの後
板２５の後面と略面一である。第二フランジ部２３３は、その左右方向内側の面が、前記
閉位置にあるときの後板２５の左右方向外側の面と対向する。第三フランジ部２３４は、
その後面が、前記閉位置にあるときの後板２５の前面との間に前後方向に隙間をおいて位
置する。第四フランジ部２３５は、その後端が、前記閉位置にあるときの後板２５の前面
を受ける。
【００２０】
　天板２２、左右一対の側板２３、及び前板２４の各フランジは、ケース２の組み立てに
用いられる。天板２２、左右一対の側板２３、及び前板２４の主体部はそれぞれ、各フラ
ンジを除く部位を意味する。
【００２１】
　前板２４は、上部に投函口２０を有する。投函口２０は、前板２４を前後方向に貫通す
る正面視矩形状の孔である。投函口２０は、左右方向を長手方向とし、上下方向を短手方
向とする孔である。投函口２０の左右方向の長さは、前板２４の左右方向の長さよりもや
や短い。また、前板２４は、下部の右側の端部に、インターホンやカメラ付インターホン
を取り付け可能な取付孔２４２を有する。
【００２２】
　後板２５は、上端部に水受け部２５０を有し、左右端部の上部にそれぞれ左右方向外側
に突出した軸部２５１を有し、下端部の左右方向中央部に錠部材２７が取り付けられる取
付孔２５２を有する。水受け部２５０は、後板２５の上端部に左右方向に亘って位置する
。水受け部２５０は、後板２５の下端部を後上方に回動させた際に、後板２５の後面を伝
う雨水を受けて、この雨水がケース２内に流れ込むことを抑制するためのものである。ま
た、後板２５は、左右方向及び上下方向の中央部に、ケース２内を視認可能とする透明部
２５３を有する。
【００２３】
　口枠３は、天板部３０、底板部３１、左右一対の側板部３２、上縦板部３３、及び下縦
板部３４を有する。口枠３は、例えば、ステンレス等の金属や合成樹脂によって形成され
る。天板部３０、底板部３１、及び左右一対の側板部３２は、正面視矩形枠状をなすよう
に一体に設けられている。上縦板部３３は、上端が天板部３０の下面と一体に設けられ、
左右端が左右一対の側板部３２のそれぞれの左右方向内側の面と一体に設けられている。
下縦板部３４は、底板部３１との間に僅かな隙間３５が形成される位置に配置されており
、左右端が左右一対の側板部３２のそれぞれの左右方向内側の面と一体に設けられている
。下縦板部３４は、その上端部に後方に向けて突出するガイド板部３６を有する。ガイド
板部３６は、天板部３０と略平行に設けられる。
【００２４】
　口枠３は、上縦板部３３と下縦板部３４との間に、前後方向に貫通する開口３７を有す
る。開口３７は、正面視にて投函口２０に重なる孔であり、上下長さが投函口２０の上下
長さと略同じであり、左右長さが投函口２０の左右長さよりもやや大きい。
【００２５】
　上縦板部３３の後方には、照明装置が設置されている。照明装置は、例えば、左右方向
に長尺な棒状の導光体と、導光体の長手方向の端面に対向させて配置されるＬＥＤ等の光
源とを有する。なお、照明装置は、導光体を有さず、左右方向に互いに距離をあけて配置
される複数のＬＥＤ等の光源を有するものであってもよい。照明装置は、スイッチの手動
操作やセンサー検知による自動操作によって、照明のオンオフが切り替えられる。
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【００２６】
　下縦板部３４の前面には、表札３８が設けられる。表札３８は、下縦板部３４の前面に
直接氏名を記載したものや、下縦板部３４の前面に、氏名が記載されたプレートを固定し
たものである。表札３８は、その上方に位置する照明装置によって照らされる。
【００２７】
　本実施形態では、口枠３は、前板２４のうち、取付孔２４２よりも上方の部位に取り付
けられる。なお、口枠３は、前板２４の前面に上下方向に亘って取り付けるものであって
もよく、この場合、下縦板部３４には前後方向に貫通する開口が設けられ、この開口を通
じてインターホンやカメラ付インターホンが前板２４の取付孔２４２に取り付けられる。
【００２８】
　郵便受け１は、ケース２の内側に、投函口２０を閉塞するフラップ４と、フラップ受け
５と、仕切板６と、センサーケース８と、錠受け９と、制御ボックス１０とを備える。セ
ンサーケース８には、ケース２の外側の明るさを検知するセンサーが収納されている。制
御ボックス１０には、センサーや照明装置等の郵便受け１に取り付けられる各種の電気機
器の制御を行う制御回路が収納されている。
【００２９】
　フラップ受け５は、図４及び図５に示すように、開口５０を有する前面板部５１と、天
面板部５２と、左右一対の側面板部５３と、底面板部５４とを有する。フラップ受け５は
、本実施形態では、樹脂成型体である。天面板部５２は、前面板部５１の上端から後方に
突出しており、左右一対の側面板部５３は、前面板部５１の左右の端部から後方に突出し
ており、底面板部５４は、前面板部５１の下端部から後下方に突出している。底面板部５
４は、その後端に下方に突出する垂下片部５４０を有する。開口５０は、前面板部５１の
上部を前後方向に貫通する正面視略矩形状の孔であり、投函口２０よりもやや小さい。
【００３０】
　前面板部５１の後面からは、背面視にて開口５０を囲むように、矩形枠状の筒部５５が
後方に突出している。筒部５５のうち下側の片を構成する下片５５０の後端部からは、垂
下片５５１が下方に突出しており、垂下片５５１の下端からは突片５５２が前方に突出し
ている。突片５５２の前端は、前面板部５１と一体となっている。垂下片５５１及び突片
５５２は、筒部５５の下片５５０の長手方向に亘って配されている。また、下片５５０、
垂下片５５１及び突片５５２のそれぞれの左右の端部には、側片５５３が一体に設けられ
ている。
【００３１】
　前面板部５１は、下片５５０、垂下片５５１、突片５５２、及び左右一対の側片５５３
で囲んで形成される前方に開口した溝５５４を、開口５０の下方に有する。溝５５４内に
は、複数のリブ５５５が設けられている。溝５５４は、複数のリブ５５５によって左右方
向に仕切られている。筒部５５のうち左右の片を構成する側片５５３と、下片５５０は、
前板２４の厚みと略同じ分だけ前面板部５１の前面よりも前方に突出している。
【００３２】
　フラップ４は、上端部を軸として下端部が前後に回動するようにフラップ受け５に取り
付けられており、筒部５５に後方から当たることで筒部５５を介して開口５０を閉塞する
。フラップ受け５には、筒部５５にフラップ４を後方から押し当てるばね等の付勢手段３
９が設けられている。フラップ４は、投函口２０から投函された郵便物によって後方に押
圧されることによって、下端部が後上方に回動して、開口５０を開く。
【００３３】
　底面板部５４は、その上面が、後方ほど下方に位置するように傾斜している。底面板部
５４は、その上面のうち開口５０の下方の部位に、上方に突出する複数の突出片７０を有
する。複数の突出片７０は、左右方向に互いに距離をあけて配置されている。本実施形態
では、複数の突出片７０は、左右方向に互いに同じ間隔をあけて配置されている。ここで
、前記間隔は、投函口２０から投函される郵便物が、底面板部５４の上面に接触しない長
さに設定されている。
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【００３４】
　各突出片７０は、直立姿勢の板状のものであり、前端面が前面板部５１と一体であり、
後端面が底面板部５４の上面の後端よりもやや前側に位置する。各突出片７０の上端面は
、前端部が突片５５２と一体であり、突片５５２よりも後方の部位が、後端に近いほど低
くなるようになだらかに傾斜している。各突出片７０の上端面の後端の高さ位置は、仕切
板６の上端の高さ位置よりも高くなるように設定されている。
【００３５】
　また、底面板部５４は、その上面のうち複数の突出片７０よりも左右方向外側の部位に
、筒部５５の左右方向外側の位置まで上方に突出した水返し片７１を有する。左右一対の
水返し片７１は、筒部５５の左右方向外側に位置する上片部７１０と、底面板部５４の上
面と一体の下片部７１１と、上片部７１０の下端部と下片部７１１の上端部に連続する傾
斜片部７１２とを有する。
【００３６】
　上片部７１０は、筒部５５の左右方向外側に、筒部５５の上端から下端に亘るように位
置し、筒部５５よりも後方に突出している。下片部７１１は、底面板部５４の上面のうち
、筒部５５の左右端部の真下の部位から上方に突出している。下片部７１１は、前端面が
前面板部５１と一体であり、後端面が底面板部５４の後端と同じ前後位置に位置する。下
片部７１１の上端面は、前端部が傾斜片部７１２の下端部と一体であり、傾斜片部７１２
よりも後方の部位が、後端に近いほど低くなるようになだらかに傾斜している。下片部７
１１の上端面の後端の高さ位置は、仕切板６の上端の高さ位置よりも高くなるように設定
されている。傾斜片部７１２は、上片部７１０の下端部と下片部７１１の上端部とを連続
し、その上面が左右方向内側ほど下方に位置するように傾斜している。傾斜片部７１２の
前後方向の長さは、上片部７１０の前後方向の長さと同じである。
【００３７】
　筒部５５の左右方向外側に浸入した雨水は、上片部７１０の左右方向内側の面や傾斜片
部７１２の上面で受けられて、下片部７１１の左右方向内側の面へと伝わって、底面板部
５４の上面へとガイドされる。
【００３８】
　前面板部５１と底面板部５４とでなされる角部には、側断面Ｌ字状の補強部７２が設け
られている。補強部７２は、左右一対の水返し片７１の間に左右方向に亘って位置する。
左右一対の水返し片７１とこの間に位置する複数の突出片７０は、それぞれ補強部７２と
一体化されて、補強されている。
【００３９】
　本実施形態では、フラップ受け５は、投函口２０から浸入した雨水を受けて排水スペー
スＳ１へと送る水切り部材７を含んだ構造となっている。つまり、本実施形態では、フラ
ップ受け５の各構成のうち、底面板部５４と、複数の突出片７０と、左右一対の水返し片
７１とが、水切り部材７を構成している。
【００４０】
　仕切板６は、ケース２内を排水スペースＳ１とその後方に位置する収納スペースＳ２と
に仕切るものである。仕切板６は、直立姿勢の板状の主体部６０と、主体部６０の下端か
ら後方に突出する台座部６１と、主体部６０の上端から前方に突出するカバー部６２と、
カバー部６２の前端から下方に突出する垂下部６３とを有する。台座部６１、カバー部６
２、及び垂下部６３はいずれも、主体部６０の左右方向に亘って位置する。台座部６１、
カバー部６２、及び垂下部６３はいずれも板状である。
【００４１】
　仕切板６は、台座部６１をねじ等の固定手段によって底板２６に固定することによって
、底板２６上に設置される。仕切板６は、仕切板６の上端が投函口２０よりもやや下方に
位置する上下長さを有する。仕切板６の左右長さは、左右一対の側板２３間の距離よりも
やや短い。なお、仕切板６の左右長さは、左右一対の側板２３間の距離と同じであっても
よい。
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【００４２】
　仕切板６は、主体部６０が前板２４に対して略平行に配され、且つ主体部６０が前板２
４との間に前後に距離をあけて配される。ここで、仕切板６は、複数の突出片７０のそれ
ぞれの後端面と垂下部６３との間に僅かな隙間が形成されるように配置される。カバー部
６２及び垂下部６３のうち、左右一対の水返し片７１に対応する部位には、切欠き６４が
設けられている。仕切板６は、各切欠き６４内に各水返し片７１の後端部が挿入された状
態で設置される。仕切板６の主体部６０と底面板部５４の垂下片部５４０との間には、左
右方向に亘って隙間Ｓ３が形成される。底面板部５４の上面で受けた雨水は、隙間Ｓ３を
介して下方の排水スペースＳ１へと落下する。隙間Ｓ３は、突出片７０と垂下部６３との
間の隙間よりも後方にずれた箇所に位置している。そのため、もし仮に、垂下部６３と各
突出片７０との間の隙間に郵便物が入り込んだ場合でも、この郵便物が前部排水溝２６０
まで落下することが防止される。
【００４３】
　フラップ受け５は、開口５０が前板２４の投函口２０の後方に並ぶように、前板２４の
後面に取り付けられる。フラップ受け５は、前面板部５１のうち開口５０の周囲に、前方
に突出する引掛け片５６を複数有する。前板２４は、各引掛け片５６に対応する位置に、
前板２４を前後方向に貫通する引掛け孔２９を有する。フラップ受け５は、各引掛け片５
６を前板２４の各引掛け孔２９に後方から差し込んで引掛けることによって、前板２４の
後面に前面板部５１が当たった状態で取り付けられる。このとき、下片５５０の前端部と
左右一対の側片５５３の前端部とが、投函口２０内に配される。フラップ受け５が、前板
２４の後面に取り付けられた状態で、前板２４の投函口２０は、フラップ４によって後方
から閉塞される。
【００４４】
　口枠３は、フラップ受け５が取り付けられた前板２４の前面に重ねて配置し、フラップ
受け５の前面板部５１に後方からねじ等の固定具を打ち込むことによって、前板２４の前
面に当たった状態で前板２４に取り付けられる。このとき、口枠３の開口３７と、前板２
４の投函口２０と、フラップ受け５の開口５０とが、前後に並んで位置し、これらの口が
フラップ４によって後方から閉塞される。
【００４５】
　センサーケース８は、一方（左方）の側板２３の左右方向内側の面（右面）に取り付け
られる。センサーケース８が取り付けられる側板２３には、図３に示すように、左右方向
に貫通する取付孔２３６が設けられている。センサーケース８内のセンサーは、側板２３
の取付孔２３６を介してケース２の外側に露出させて設けられる。センサーは、ケース２
の外側の明るさを検知して、検知結果を制御ボックス１０内の制御回路に送信する。本実
施形態では、センサーは、制御回路にケーブルを介して電気的に接続されている。センサ
ーケース８は、ケース２内の取付孔２３６のある箇所からケース２の前端部にかけて配置
されている。
【００４６】
　制御回路は、図４及び図５に示すように、制御ボックス１０に収納された状態で、フラ
ップ受け５の下方の排水スペースＳ１に配される。制御ボックス１０は、後方に向けて開
口した箱部１１と、箱部１１の後部開口を塞ぐ板部１２とを有する。板部１２は、側面視
Ｌ字状であり、箱部１１上に配される上板部１２０と、箱部１１の後面に当てて配される
後板部１２１とを有する。制御回路は、箱部１１と板部１２とで囲んで形成される空間の
内側に内蔵される。箱部１１は、左右の壁に、電気配線が挿通される挿通孔１１０を有す
る。箱部１１内の制御回路と、外部の電気機器や電源やスイッチとは、挿通孔１１０に挿
通された電気配線によって接続される。
【００４７】
　フラップ受け５は、垂下片部５４０の前面から下方に突出する左右一対の支持部５７を
有する。制御ボックス１０は、左右一対の支持部５７によって箱部１１が支持されて、排
水スペースＳ１内に配される。ここで、制御ボックス１０は、排水スペースＳ１のうち底
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面板部５４の真下の領域に配されているため、底面板部５４を伝って落ちる雨水がかかり
にくくなっている。
【００４８】
　ケース２の底板２６は、図６及び図７に示すように、その上面に、仕切板６の前方に位
置する前部排水溝２６０と、底板２６の左右の端部に位置する左右一対の側部排水溝２６
１とを有する。また、底板２６は、その下面に、左右一対の側部排水溝２６１の間に位置
する凹部２６２を有する。また、底板２６は、底板２６を上下方向に貫通する貫通孔２７
１を有する。凹部２６２は、底板２６の下面の一部を凹ませた形状であり、貫通孔２７１
と連通する。凹部２６２は、貫通孔２７１を挿通した電気配線を収納可能な配線溜りであ
る。
【００４９】
　底板２６は、その上面の前端部に、前板２４の下端部のフランジ２４０が載置されて固
定される前板固定部２６３を有する。前板固定部２６３は、底板２６の左右方向に亘って
位置する上方に開口した平面視長方形状の溝２６４と、溝２６４内を左右方向に仕切る複
数の補強用のリブ２６５とを有する。複数のリブ２６５は、左右方向に互いに距離をあけ
て配される。各リブ２６５は、前端、後端、及び下端がそれぞれ溝２６４の内面と一体に
設けられる。複数のリブ２６５のうちの一部には、前板２４の下端部のフランジ２４０を
固定するねじ等の固定具が打ち込まれる固定穴２６６が設けられている。また、溝２６４
のうち左右方向の両端部にはそれぞれ、上下方向に貫通する孔２６７が設けられている。
【００５０】
　前部排水溝２６０は、前板固定部２６３の後方に隣接する箇所に位置し、底板２６の左
右方向に亘って位置する。左右一対の側部排水溝２６１はそれぞれ、前部排水溝２６０の
左右端部に連通し、前部排水溝２６０の後端から底板２６の後端に亘って位置する。左右
一対の側部排水溝２６１は、それぞれの後端部に、上下方向に貫通する水抜き孔２６８を
有する。本実施形態では、各側部排水溝２６１は、水抜き孔２６８を２つ有しており、２
つの水抜き孔２６８は、前後方向に距離をおいて配置されている。
【００５１】
　また、前部排水溝２６０の左右の端部と、左右一対の側部排水溝２６１には、固定穴２
６９を内側に有する円筒部２７０が設けられている。側部排水溝２６１に位置する円筒部
２７０は、側部排水溝２６１の左右方向内側の側壁と一体に設けられている。左右一対の
側板２３は、下端部のフランジ２３０を各円筒部２７０上に載せた状態で、ねじ等の固定
具をフランジ２３０の上方から固定穴２６９に打ち込むことによって、底板２６に固定さ
れる。このとき、左右一対の側部排水溝２６１はそれぞれ、その上部開口が、左右一対の
側板２３の下端部のフランジ２３０によって閉塞される。
【００５２】
　凹部２６２は、左右一対の側部排水溝２６１の間のうち前寄りの部分に位置する。そし
て、凹部２６２は、前記前寄りの部分において底板２６の左右方向の中央部に位置する。
凹部２６２は、前部排水溝２６０の後方に隣接して配置されている。凹部２６２の前壁と
前部排水溝２６０の後壁は、１つの壁で構成されており、この壁は、後側ほど上方に位置
するように傾斜した傾斜壁となっている。底板２６は、前部排水溝２６０と凹部２６２と
の境界部分である傾斜壁に、底板２６を上下方向に貫通する貫通孔２７１を有する。本実
施形態では、底板２６は、２つの貫通孔２７１を有し、２つの貫通孔２７１は、左右方向
に距離をおいて位置する。底板２６は、平面視において各貫通孔２７１を囲むように上方
に突出するＵ字状の囲い部２７２を有する。この囲い部２７２によって、前部排水溝２６
０上に至った雨水が、貫通孔２７１に流れ込むことが抑制される。
【００５３】
　底板２６は、その上面に、錠受け９が載置される凹み２７３を更に有する。凹み２７３
は、左右一対の側部排水溝２６１の間に位置し、底板２６の後端部の左右方向の中央部に
位置する。凹み２７３は、凹部２６２との間に前後方向に距離をおいて位置する。
【００５４】



(9) JP 6497604 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

　底板２６は、その下面に、補強用のリブ２７４を有する。リブ２７４は、格子状に設け
られている。リブ２７４は、底面視にて、左右一対の側部排水溝２６１の間のうち、凹部
２６２及び凹み２７３を除く部分に全体的に配置されている。
【００５５】
　リブ２７４は、凹部２６２の左右の壁２６２０と後方の壁２６２１に一体に設けられて
いる。また、リブ２７４は、前部排水溝２６０の後壁２６００、左右一対の側部排水溝２
６１の左右方向内側の壁２６１０、及び底板２６の後端部の下方に突出した後壁２７８に
対してそれぞれ一体に設けられている。
【００５６】
　また、リブ２７４には、凹部２６２の周囲を囲むように複数の段部２７４０が設けられ
ている。各段部２７４０は、底面視にて全体形状が矩形状をなすように配置されている。
リブ２７４は、その下面の高さ位置が、各段部２７４０を境にして異なっている。リブ２
７４は、その下面の高さ位置が、各段部２７４０よりも内側（凹部２６２に近い側）の部
位が各段部２７４０よりも外側の部位よりも高くなっている。凹部２６２の左右の壁２６
２０と後方の壁２６２１の下端の高さ位置は、リブ２７４のうち各段部２７４０よりも内
側の部位の下端の高さ位置と同じである。凹部２６２よりも前側に位置する各段部２７４
０は、貫通孔２７１よりもやや後方に位置する。
【００５７】
　底板２６は、凹部２６２の周囲に、上下方向に貫通する取付孔２７５を複数有する。各
取付孔２７５は、リブ２７４の各段部２７４０よりも内側に位置する。底板２６の下面に
は、底面視にて取付孔２７５を囲むように位置する円筒部２７６が下方に突出させて設け
られている。各円筒部２７６の下端の高さ位置は、リブ２７４のうち各段部２７４０より
も外側の部位の下端の高さ位置と同じである。底板２６は、各円筒部２７６の下端とリブ
２７４のうち各段部２７４０よりも外側の部位の下端とを取付台１０１の上面に当て、各
取付孔２７５にねじ等の固定具を挿入することによって、取付台１０１上に固定される。
取付台１０１は、底板２６の下面のうち、貫通孔２７１よりも後方であり、且つ左右一対
の側部排水溝２６１よりも左右方向内側の部位に固定される。
【００５８】
　底板２６は、その上面の後端部に、上方に突出した取付部２７７を有する。取付部２７
７は、左右一対の側部排水溝２６１の左右方向内側に隣接する箇所と、凹み２７３の右側
に隣接する箇所と、凹み２７３の左側に隣接する箇所にそれぞれ配置されている。取付部
２７７は、扉受け部材２８を底板２６の後端部に取り付けるためのものである。
【００５９】
　扉受け部材２８は、図３に示すように、底板２６の後方に配されるベース部２８０と、
ベース部２８０と一体であり、底板２６の後端部の上方に配される左右一対の受け部２８
１とを有する。左右一対の受け部２８１は、底板２６の後端部の上方において、左右一対
の側部排水溝２６１の間に位置する。ベース部２８０の上下厚みは、底板２６の上下厚み
と同じであり、ベース部２８０の左右長さは、底板２６の左右長さと同じである。左右一
対の受け部２８１は、左右方向に距離をおいて配される。左右一対の受け部２８１は、凹
み２７３に隣接する取付部２７７の左右方向外側に配されるブロック部２８２と、凹み２
７３に隣接する取付部２７７の後方に配される板部２８３とを有する。ブロック部２８２
は、長手方向（左右方向）に亘って下方に開口する溝を有し、この溝が複数のリブで左右
方向に仕切られた構造である。ブロック部２８２は、溝内の左右方向外側の端部に、取付
部２７７を挿入可能に設けられている。
【００６０】
　扉受け部材２８は、ブロック部２８２の溝内に底板２６の左右端部の取付部２７７を挿
入し、板部２８３を底板２６の左右方向中央部の取付部２７７の後方に配し、ブロック部
２８２と板部２８３をねじ等の固定具で取付部２７７に固定することによって設置される
。本実施形態では、底板２６の左右方向中央部の各取付部２７７と受け部２８１の各板部
２８３との間には、錠受け９の後端部に形成された立ち上がり片９０が配される。そのた
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め、受け部２８１を取付部２７７に固定具で固定することによって、錠受け９も底板２６
の凹み２７３上に固定される。
【００６１】
　受け部２８１は、扉をなす後板２５の下端部を受ける扉受けとして機能する。後板２５
を左右一対の受け部２８１で受けた状態において、左右一対の受け部２８１間には、錠部
材２７が位置して、錠受け９に引っ掛かる。この状態で、錠部材２７を操作することによ
って、後板２５を、取出口２１を閉じる閉位置に固定することができる。
【００６２】
　以上説明した本実施形態の郵便受け１は、ポール１００の上端の取付台１０１上に取り
付ける前に、制御ボックス１０内の制御回路に接続した電気配線を貫通孔２７１から引き
出しておく。そして、ポール１００内に挿通された電源用等の電気配線を、貫通孔２７１
から引き出された電気配線と接続した状態で、郵便受け１を取付台１０１上に取り付ける
。このとき、本実施形態の郵便受け１では、貫通孔２７１に連通する凹部２６２を底板２
６の下面に有するため、この凹部２６２に接続された電気配線を収納することができる。
これにより、本実施形態の郵便受け１では、取付の際に設置面（取付台１０１）との間に
電気配線が挟まって潰れることを抑制できる。
【００６３】
　また、本実施形態の郵便受け１では、雨風が強くて、風圧によりフラップ４の下端部が
後上方に回動して、雨水が投函口２０よりケース２内に浸入した場合に、この雨水を、水
返し片７１や底面板部５４の上面で受けることができる。底面板部５４の上面で受けた雨
水は、底面板部５４の後端部の垂下片部５４０と仕切板６の主体部６０との間の隙間Ｓ３
を通じて下方の排水スペースＳ１に落下して、底板２６の前部排水溝２６０で受けられる
。そして、前部排水溝２６０で受けられた雨水は、左右一対の側部排水溝２６１へと流れ
て、各側部排水溝２６１の水抜き孔２６８から排水される。
【００６４】
　なお、本実施形態の郵便受け１は、図８に示すフラップ受け５を有するものであっても
よい。図８に示すフラップ受け５では、垂下片部５４０の後面からガイド片５８が後方に
突出している。ガイド片５８は、背面視にて上下逆のＶ字状であり、その上面が、左右方
向の中央部側が最も高く、且つ左右方向外側ほど低くなるように傾斜している。ガイド片
５８は、その上面が最も高くなる箇所が、垂下片部５４０の左右方向の中央部に位置する
ように配置されている。また、ガイド片５８の左右の端部は、左右一対の水返し片７１よ
りもやや左右方向内側に位置する。仕切板６は、主体部６０がガイド片５８に当たった状
態で、底板２６上に固定される。
【００６５】
　図８に示すフラップ受け５を備える郵便受け１では、底面板部５４の上面で受けた雨水
は、ガイド片５８でガイドして、前部排水溝２６０の左右の端部へ落下させ、左右一対の
側部排水溝２６１へと流して、水抜き孔２６８から排水させることができる。そのため、
本実施形態の郵便受け１では、電気配線が挿通される貫通孔２７１に雨水が落下すること
を抑制できる。また、本実施形態の郵便受け１では、制御ボックス１０の後方における雨
水の落下を抑制できるため、制御ボックス１０を、箱部１１のみを有する（つまり板部１
２を有さない）ものとすることができる。そのため、本実施形態の郵便受け１では、箱部
１１の後部開口を、電気配線を挿通させるための孔として用いることができ、箱部１１の
側部への挿通孔１１０の形成も省略することができる。
【００６６】
　なお、上述した実施形態では、フラップ受け５は、水切り部材７を含む構造となってい
たが、フラップ受け５と水切り部材７とはそれぞれ別々の部材であってもよい。
【００６７】
　以上まとめると、本実施形態の郵便受け１は、下記の構成を備えることを特徴とする。
【００６８】
　すなわち、本実施形態の郵便受け１は、前面に投函口２０を有する箱状のケース２を備
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える。ケース２は、投函口２０を有する前板２４、天板２２及び左右一対の側板２３を含
む上ケースと、底板２６を含む下ケースとを組み合わせたものである。底板２６は、下面
の一部を凹ませた形状の凹部２６２と、底板２６を上下方向に貫通する貫通孔２７１とを
有する。凹部２６２は、貫通孔２７１と連通し、貫通孔２７１に挿通された電気配線を収
納可能な配線溜りである。
【００６９】
　このように本実施形態の郵便受け１では、前板２４、天板２２及び側板２３を含む上ケ
ースと、底板２６を含む下ケースとを組み合わせてケース２を形成するようにしたことで
、底板２６を厚みの出しやすい樹脂成型体やアルミダイキャストで形成することができる
。そのため、本実施形態の郵便受け１では、底板２６の厚み内のスペースを利用して、底
板２６の下面を凹ませた形状の凹部２６２を形成することができ、この凹部２６２を、底
板２６を上下方向に貫通する貫通孔２７１に連通させることができる。これにより、本実
施形態の郵便受け１は、設置の際に貫通孔２７１に挿通された電気配線を凹部２６２に収
納することができ、電気配線が設置面と郵便受け１との間に挟まれて潰れることを抑制で
きて、施工性の高いものとなっている。
【００７０】
　また、本実施形態の郵便受け１は、上述の構成に加えて、更に下記の構成を備えること
を特徴とする。なお、下記の構成は、必ずしも備えていなくてもよい。
【００７１】
　すなわち、本実施形態の郵便受け１では、底板２６は、凹部２６２を有する樹脂成型体
である。
【００７２】
　このように本実施形態の郵便受け１は、底板２６が樹脂成型体であるため、凹部２６２
等の加工がしやすく、また、補強用のリブ２７４を含む構造とすることができ、樹脂の使
用量を抑えた上で強度を確保することができて、底板２６を安価に製造することができる
。
【００７３】
　また、本実施形態の郵便受け１では、凹部２６２の周囲に設けた格子状のリブ２７４に
、複数の段部２７４０を設けて、各段部２７４０よりも内側の部位の下端の高さ位置を、
各段部２７４０よりも外側の部位の下端の高さ位置よりも高くしている。そのため、本実
施形態の郵便受け１では、底板２６を取付台１０１上に載せて設置した状態で、凹部２６
２と取付台１０１との間だけでなく、リブ２７４の各段部２７４０よりも内側の部位と取
付台１０１との間にも配線溜りが形成される。これにより、本実施形態の郵便受け１では
、底板２６の下面に広く配線溜りを設けることができ、電気配線が設置面と郵便受け１と
の間に挟まれて潰れることを更に抑制できる。
【００７４】
　また、本実施形態の郵便受け１は、底板２６を厚みの出しやすい樹脂成型体やアルミダ
イキャストで形成することで、前部排水溝２６０や側部排水溝２６１の深さを確保しやす
く、これらの溝２６０，２６１から雨水が溢れ出すことを抑制することができる。
【００７５】
　以上、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記の実施形
態に限定されるものではなく、本発明の意図する範囲内であれば、適宜の設計変更が可能
である。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　郵便受け
２　　　ケース
２０　　投函口
２２　　天板
２３　　側板
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２４　　前板
２６　　底板
２６２　凹部
２７１　貫通孔

【図１】 【図２】
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