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(57)【要約】
【課題】内蔵された回路遮断器がトリップした際、前扉
を一々開放操作する必要のない使い勝手に優れた住宅用
分電盤を提供する。
【解決手段】前扉３を、上下方向へスライド可能で、且
つ、覆い枠７から露出する操作ハンドル４ａを被覆する
閉塞位置からの下方へのスライドにより操作ハンドル４
ａを露出するように備える一方、覆い枠７に係止凹部を
、前扉３に保持片１１を夫々設け、保持片１１と係止凹
部との係止により前扉３を閉塞位置にて保持するととも
に、主幹ブレーカ４のトリップ動作に伴う操作ハンドル
４ａの回動によって、保持片１１と係止凹部との係止が
解除され、前扉３が自動的に開放動作するようにした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に回路遮断器を設置可能で前面に開口を有する基台と、電路をＯＮ／ＯＦＦ操作す
べく前記回路遮断器に設けられた操作手段を露出する窓部を備え、前記基台の前面を覆う
ように取り付けられる覆い枠と、前記窓部を介して露出する前記操作手段を被覆／露出可
能に前記基台又は覆い枠に取り付けられた前扉とを備えた住宅用分電盤であって、
　前記前扉を、上下方向へスライド可能で、且つ、前記操作手段を被覆する閉塞位置から
の下方へのスライドにより前記操作手段を露出するように備える一方、
　前記前扉の取付対象に係止部又は被係止部の一方を、前記前扉に他方を夫々設け、前記
係止部と前記被係止部との係止により、前記前扉を前記閉塞位置にて保持するとともに、
前記回路遮断器のトリップ動作をうけて前記係止部と前記被係止部との係止を解除する係
止解除手段を設けたことを特徴とする住宅用分電盤。
【請求項２】
　内部に回路遮断器を設置可能で前面に開口を有する基台と、電路をＯＮ／ＯＦＦ操作す
べく前記回路遮断器に設けられた操作手段を露出する窓部を備え、前記基台の前面を覆う
ように取り付けられる覆い枠と、前記窓部を介して露出する前記操作手段を被覆／露出可
能に前記基台又は覆い枠に取り付けられた前扉とを備えた住宅用分電盤であって、
　前記操作手段を露出する開放方向へ前記前扉を付勢し、前記前扉を開放位置にて保持可
能な付勢手段を設ける一方、
　前記前扉の取付対象に係止部又は被係止部の一方を、前記前扉に他方を夫々設け、前記
係止部と前記被係止部との係止により、前記操作手段を被覆する閉塞位置にて前記前扉を
保持するとともに、前記回路遮断器のトリップ動作をうけて前記係止部と前記被係止部と
の係止を解除する係止解除手段を設けたことを特徴とする住宅用分電盤。
【請求項３】
　操作手段が回動可能な操作ハンドルである回路遮断器が設置された住宅用分電盤にあっ
ては、
　前記操作ハンドルを係止解除手段とし、
　前記回路遮断器のトリップ動作に伴う前記操作ハンドルのＯＦＦ側への回動によって閉
塞位置にある前記前扉が押圧され、該押圧力によって係止部と被係止部との係止が解除さ
れるようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載の住宅用分電盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一つの回路遮断器を内蔵した住宅用分電盤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来一般的な回路遮断器を内蔵した住宅用分電盤について、図７をもとに説明する。図
７は、従来の住宅用分電盤６１を示した説明図である。
　住宅用分電盤６１は、前面に開口を有する基台６２と、該基台６２の前面開口を開閉す
るための前扉６３とからなるものであって、基台６２には、主幹ブレーカ、及び複数の分
岐ブレーカが内蔵されている。一方、前扉６３は、基台６２の前面開口の上縁に左右方向
を軸として軸着されており、図７に示す如く、上下方向への回動操作により前面開口を開
閉するようになっている。尚、このような構成を有する住宅用分電盤としては、たとえば
特許文献１に開示されたものがある。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０２９０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の住宅用分電盤６１では前扉６３の開閉動作を全て手動で行わ
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なければならないため、たとえば主幹ブレーカがトリップした際、一旦前扉６３を開放操
作しなければならず、煩わしいといった問題がある。特に、主幹ブレーカのトリップによ
り停電してしまうと暗所での作業となることが考えられるため、そのような場合、前扉６
３の開放操作が一層煩わしくなると言える。また、一般的に住宅用分電盤は、図７に示す
如く、天井付近の高所に設置されることが多いため、前扉６３を上下方向に回動操作して
開閉する構成では、天井が邪魔となり十分に前面開口を開放できない、開閉操作が煩わし
いといった問題もある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、内蔵された回路遮断器がト
リップした際、前扉を一々開放操作する必要のない使い勝手に優れた住宅用分電盤を提供
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、内部に回路遮断器
を設置可能で前面に開口を有する基台と、電路をＯＮ／ＯＦＦ操作すべく前記回路遮断器
に設けられた操作手段を露出する窓部を備え、前記基台の前面を覆うように取り付けられ
る覆い枠と、前記窓部を介して露出する前記操作手段を被覆／露出可能に前記基台又は覆
い枠に取り付けられた前扉とを備えた住宅用分電盤であって、前記前扉を、上下方向へス
ライド可能で、且つ、前記操作手段を被覆する閉塞位置からの下方へのスライドにより前
記操作手段を露出するように備える一方、前記前扉の取付対象に係止部又は被係止部の一
方を、前記前扉に他方を夫々設け、前記係止部と前記被係止部との係止により、前記前扉
を前記閉塞位置にて保持するとともに、前記回路遮断器のトリップ動作をうけて前記係止
部と前記被係止部との係止を解除する係止解除手段を設けたことを特徴とする。
　また、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項２に記載の発明は、内部に回路
遮断器を設置可能で前面に開口を有する基台と、電路をＯＮ／ＯＦＦ操作すべく前記回路
遮断器に設けられた操作手段を露出する窓部を備え、前記基台の前面を覆うように取り付
けられる覆い枠と、前記窓部を介して露出する前記操作手段を被覆／露出可能に前記基台
又は覆い枠に取り付けられた前扉とを備えた住宅用分電盤であって、前記操作手段を露出
する開放方向へ前記前扉を付勢し、前記前扉を開放位置にて保持可能な付勢手段を設ける
一方、前記前扉の取付対象に係止部又は被係止部の一方を、前記前扉に他方を夫々設け、
前記係止部と前記被係止部との係止により、前記操作手段を被覆する閉塞位置にて前記前
扉を保持するとともに、前記回路遮断器のトリップ動作をうけて前記係止部と前記被係止
部との係止を解除する係止解除手段を設けたことを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、操作手段が回動可能
な操作ハンドルである回路遮断器が設置された住宅用分電盤にあっては、前記操作ハンド
ルを係止解除手段とし、前記回路遮断器のトリップ動作に伴う前記操作ハンドルのＯＦＦ
側への回動によって閉塞位置にある前記前扉が押圧され、該押圧力によって係止部と被係
止部との係止が解除されるようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１及び２に記載の発明によれば、回路遮断器のトリップ動作をうけて係止部と被
係止部との係止を解除する係止解除手段を設けており、回路遮断器がトリップ動作した際
、前扉を自動的に開放動作させ、操作手段を露出するようにしている。したがって、作業
者等はトリップ時に一々前扉を手動で開放する必要がなく、使い勝手がよい。
　また、特に請求項１に記載の発明によれば、前扉を、基台又は覆い枠からの下方へのス
ライドにより操作手段を露出するように設けているため、たとえ天井付近の高所に設置さ
れたとしても、天井が邪魔となり十分に操作手段を露出させることができない、開閉操作
が煩わしいといった問題が生じない。
　さらに、請求項３に記載の発明によれば、基台内に設置する回路遮断器の操作ハンドル
を係止解除手段としているため、係止解除手段を別途設ける必要がなく、構成の合理化、
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部材点数の削減等といった効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態となる住宅用分電盤（以下、単に分電盤と称す）について、
図面をもとに説明する。
【０００９】
　図１は、本実施例に係る分電盤１の外観を示した斜視説明図であり、図２は、分電盤１
の前扉３が開放位置にある状態を示した斜視説明図である。また、図３は、分電盤１の縦
断面説明図である。
　分電盤１は、前面に開口を有する箱状の基台２と、前面開口を覆うように基台２に取り
付けられる覆い枠７と、該覆い枠７の前面に取り付けられた前扉３とからなるものであっ
て、基台２内には、１つの主幹ブレーカ（回路遮断器）４と、複数の分岐ブレーカ５、５
・・とが設置されている。また、覆い枠７には、複数の窓部６、６・・が開設されている
。そして、各窓部６を介して主幹ブレーカ４の操作ハンドル（係止解除手段）４ａ及び分
岐ブレーカ５の操作ハンドル５ａが覆い枠７よりも前方へ突出しており、覆い枠７の前面
側から各操作ハンドル４ａ、５ａが操作可能となっている（以下、覆い枠７における各操
作ハンドル４ａ、５ａの露出部近傍を操作部と称す）。さらに、覆い枠７上部には、後述
する前扉３の保持片（係止部）１１が係止可能な係止凹部（被係止部）８が設けられてい
る。加えて、覆い枠７の前面下部には、後述の如くして前扉３が開放動作した際、操作部
が十分広く開放された所定の開放位置で前扉３を支持する（すなわち、前扉３の脱落を防
止する）ための支持部材（図示しない）が備えられている。
【００１０】
　尚、主幹ブレーカ４の操作ハンドル４ａは、主幹ブレーカ４本体に対して起立する起立
位置と、主幹ブレーカ４本体側へ傾倒する傾倒位置との間で回動可能に設けられており、
傾倒位置がＯＮ位置となり、過電流や漏電等の異常の発生を検知するとトリップ動作して
操作ハンドル４ａが起立し、回路を遮断するようになっている（つまり、起立位置がＯＦ
Ｆ位置となる）。そして、該主幹ブレーカ４は、操作ハンドル４ａの回動方向が上下方向
となり、且つ、操作ハンドル４ａをＯＮ操作した際、操作ハンドル４ａが上方へ傾倒する
ように基台２へ設置されている。したがって、トリップ動作に伴う操作ハンドル４ａのＯ
ＦＦ側への回動により、操作ハンドル４ａはＯＮ位置よりも前方へ突出することになる。
【００１１】
　一方、前扉３は、覆い枠７の前面に上下方向へスライド可能に取り付けられており、覆
い枠７の操作部を被覆して閉塞する閉塞位置からの下方へのスライドにより、操作部を露
出させ開放するようになっている。また、前扉３の上部には、覆い枠７の係止凹部８に係
止して前扉３を閉塞位置にて保持するための保持片１１が上方へ突設されている。さらに
、前扉３の後面で、且つ、閉塞位置に位置させた際に主幹ブレーカ４の操作ハンドル４ａ
の前方となる位置には、押圧板１２が取り付けられている。そして、前扉３を閉塞位置に
位置させると、ＯＮ位置にある操作ハンドル４ａの先端部が押圧板１２に当接するように
なっている。そのため、当該状態から操作ハンドル４ａがＯＦＦ側へ回動すると、操作ハ
ンドル４ａにより前扉３が前方へ押圧され、該押圧力によって保持片１１と係止凹部８と
の係止が解除となり、前扉３が下方へスライドして操作部が開放されることになる。
【００１２】
　加えて、前扉３の後面で、押圧板１２の上方となる位置には、ハンドル操作片１３が取
り付けられている。ハンドル操作片１３は、前扉３に軸着される頭部１３ａ（図５に示す
）と、該頭部１３ａに一体的に設けられた舌部１３ｂ（図５に示す）とからなり、舌部１
３ｂを略水平方向へ延ばした操作位置を初期位置として、当該操作位置から上側（前面か
ら見て反時計回り）方向へのみ回転可能に取り付けられ、操作位置から下側への回転は規
制部材（図示せず）により規制されている。そして、該ハンドル操作片１３は、前扉３の
上下方向へのスライド時に舌部１３ｂがＯＦＦ位置にある操作ハンドル４ａと接触し、後
述の如くして操作ハンドル４ａを操作する。
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【００１３】
　ここで、主幹ブレーカ４が異常の発生を検知しトリップ動作した場合における分電盤１
の動作、及びトリップ状態から通常状態への復帰操作について図４～図６をもとに説明す
る。図４は、主幹ブレーカ４のトリップ動作に伴う各部の動作を示した部分断面説明図で
あり、図５及び６は、ハンドル操作片１３による操作ハンドル４ａの操作を示した説明図
である。
【００１４】
　まず、異常の発生が検知されない通常状態にあっては、当然主幹ブレーカ４の操作ハン
ドル４ａは上方へ傾倒したＯＮ位置にあり、前扉３は閉塞位置に位置し、保持片１１と係
止凹部８との係止により該閉塞位置にて保持されている（図４（ａ））。
　ここで、過電流や漏電等といった異常の発生が検知されると、主幹ブレーカ４はトリッ
プ動作し、ＯＮ位置にある操作ハンドル４ａがＯＦＦ側へ回動して回路を遮断する。この
ＯＦＦ側への回動により操作ハンドル４ａが押圧板１２を押圧するため、該押圧力によっ
て保持片１１と係止凹部８との係止が解除となり、前扉３は支えを失って下方へスライド
し、操作部を開放する（図４（ｂ））。また、前扉３の下方へのスライド時に、ハンドル
操作片１３の舌部１３ｂが操作ハンドル４ａに接触するものの、該接触によりハンドル操
作片１３は頭部１３ａを軸として上側方向へ回転して退避し、操作ハンドル４ａを操作し
ない（図５）。尚、操作ハンドル４ａがＯＮ位置にある通常状態において手動により前扉
３を開放した場合、ハンドル操作片１３は、操作ハンドル４ａに接触することはなく、当
然操作ハンドル４ａをＯＦＦ側等へ操作したりしない。
【００１５】
　次に、上記トリップ状態から通常状態へ復帰させるにあたっては、開放している前扉３
を保持片１１と係止凹部８とが係止するまで上方へスライドさせて、操作部を閉塞すれば
よい。この時、前扉３の上方へのスライドに伴い、図６に示す如く、ハンドル操作片１３
の舌部１３ｂが起立状態にある操作ハンドル４ａに下方から接触することになる。しかし
ながら、前扉３の開放時とは異なり、舌部１３ｂの下側方向への回転は規制されているた
め、舌部１４ｂが操作ハンドル４を上方へ押し上げ（すなわち、ＯＮ側へ回動させ）、最
終的に操作ハンドル４ａをＯＮ位置とする。したがって、主幹ブレーカ４は、前扉３を閉
塞操作するだけで、通常状態へ復帰することになる。
【００１６】
　以上のような構成を有する分電盤１によれば、覆い枠７の前面に下方へスライドする前
扉３を備える一方、傾倒位置がＯＮ位置となるとともに起立位置がＯＦＦ位置となるよう
に操作ハンドル４ａを設けた主幹ブレーカ４を、ＯＮ位置からＯＦＦ側への回動で操作ハ
ンドル４ａが前方へ突出するように、且つ、ＯＮ位置にある操作ハンドル４ａの先端部が
前扉３の後面に当接するように基台２内に設置しており、主幹ブレーカ４のトリップ動作
に伴う操作ハンドル４ａのＯＦＦ側への回動によって前扉３が前方へ押圧され、該押圧力
により前扉３を閉塞位置で保持する保持片１１と係止凹部８との係止が解除となるように
している。そのため、主幹ブレーカ４のトリップ動作に伴って、自動的に前扉３が下方へ
スライドし、覆い枠７の操作部が開放されることになる。したがって、作業者はトリップ
時に一々前扉３を手動で開放する必要がなく、特に主幹ブレーカ４のトリップにより暗所
となった場合における使い勝手がよい。また、前扉３を、下方へのスライドにより操作部
を開放するように設けているため、たとえ天井付近の高所に設置されたとしても、天井が
邪魔となり十分に操作部を開放できない、開閉操作が煩わしいといった問題が生じない。
【００１７】
　また、分電盤１によれば、前扉３の後面に、前扉３のスライドに伴って操作ハンドル４
ａに接触するハンドル操作片１３を設けており、前扉３を閉塞するに際して、ハンドル操
作片１３が操作ハンドル４ａをＯＮ操作するようにしている。したがって、トリップに伴
って開放位置にある前扉３を上方へスライドさせて閉塞するだけで、主幹ブレーカ４につ
いてはＯＮ操作可能であり、特に暗所等における使い勝手が非常によい。
　さらに、ハンドル操作片１３は、舌部１３ｂを略水平方向へ延ばした操作位置を初期位
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置として、当該操作位置から上側（前面から見て反時計回り）方向へは回転可能に取り付
けられている。そのため、前扉３が開放方向へスライドするに際し、既にＯＦＦ位置にあ
る操作ハンドル４ａに対して上側から下側へ（すなわち、ＯＦＦ操作側へ）負荷がかかる
ように接触した場合、上側へ回転して退避し操作ハンドル４ａを操作しない。したがって
、既にＯＦＦ位置にある操作ハンドル４ａに対して無理な負荷がかかり、主幹ブレーカ４
が破損・故障してしまうといった事態を防止することができる。
【００１８】
　なお、本発明の分電盤に係る構成は、上記実施形態に記載の態様に何ら限定されるもの
ではなく、前扉、覆い枠、及び基台の構造、基台内部に設置する回路遮断器の数や設置位
置等に係る構成を、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更することがで
きる。
【００１９】
　たとえば、前扉を閉塞位置で保持する構成としては、上記保持片と係止凹部との係止に
限定されることはなく、前扉に凹部を設ける一方、覆い枠に通電状態にあっては前扉の凹
部内へ突出する突出体（係止部）を備えたソレノイド（係止解除手段）を設け、主幹ブレ
ーカ等が通電状態にある通常状態にあっては、該ソレノイドにより前扉を閉塞位置で保持
し、トリップにより停電状態となるとソレノイドの突出体が引き込まれ（凹部内から引き
出され）、前扉が開放方向へスライドするような構成とすることも可能である。尚、当該
構成を採用するにあたっては、ソレノイドをＯＮ／ＯＦＦするための操作部材を別途基台
や覆い枠外部に設けた方がよい。
【００２０】
　また、上記実施形態においては、主幹ブレーカのトリップ動作に伴って前扉が自動的に
開放したり、前扉を閉塞する際に主幹ブレーカの操作ハンドルをＯＮ操作するような構成
としているが、分岐ブレーカ（回路遮断器）のトリップ動作によって前扉が自動的に開放
するようにしてもよいし、前扉の閉塞時に分岐ブレーカの操作ハンドルをＯＮ操作するよ
うに構成することも当然可能である。
　さらに、前扉を、従来同様、回動により開閉するように構成するとともに、前扉を開放
側へ付勢する付勢手段を設置し、前扉及び基台の係止部と被係止部との係止により前扉を
閉塞位置にて保持可能とする一方、係止部及び／又は被係止部を、主幹ブレーカへ導かれ
る商用電力や主幹ブレーカの二次側を電源として動作可能とし、主幹ブレーカや分岐ブレ
ーカのトリップ動作に伴って、係止部及び／又は被係止部が係止解除動作するように構成
してもよい。当該構成を採用しても、トリップ時に前扉を自動的に開放させることができ
、使い勝手の向上といった効果を期待することができる。
【００２１】
　さらにまた、上記実施形態では前扉を下方へスライドさせることにより操作部を開放す
るように構成しているが、前扉を開放方向へ付勢する付勢手段を設けることにより、水平
方向へのスライドにより前面開口を開放させることも可能であるし、上方へのスライドに
より前面開口を開放させることも可能である。尚、上記実施形態に記載の構成であれば付
勢手段等を設ける必要がなく、構成の合理化を図ることができる。
　加えて、前扉と覆い枠とのどちらに係止部を設け、どちらに被係止部を設けるかは適宜
変更可能であるし、前扉を覆い枠ではなく基台に取り付けるように構成することも可能で
ある（この場合、基台に係止部又は被係止部を設けてもよいことは言うまでもない）。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る分電盤の外観を示した斜視説明図である。
【図２】分電盤の前扉が開放位置にある状態を示した斜視説明図である。
【図３】分電盤の縦断面説明図である。
【図４】主幹ブレーカのトリップ動作に伴う各部の動作を示した部分断面説明図である。
【図５】ハンドル操作片による操作ハンドルの操作を示した説明図である。
【図６】ハンドル操作片による操作ハンドルの操作を示した説明図である。
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【図７】従来の分電盤を示した説明図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１・・分電盤、２・・基台、３・・前扉、４・・主幹ブレーカ、４ａ・・操作ハンドル
、５・・分岐ブレーカ、５ａ・・操作ハンドル、７・・覆い枠、８・・係止凹部、１１・
・保持片、１２・・押圧板、１３・・ハンドル操作片、１３ａ・・頭部、１３ｂ・・舌部
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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