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(57)【要約】
【課題】端子を簡易に絶縁保護する端子の絶縁保護具を
提供する。
【解決手段】絶縁保護具１０は、端子台７から取り外し
た圧着端子９ｔが端子台７に設けた第１導電金具７１に
誤接触しないように、圧着端子９ｔを絶縁保護する。絶
縁保護具１０は、Ｃ字状の第１電線挟持部１ａと帯板状
の第１端子絶縁部１ｂを備える。第１電線挟持部１ａは
、圧着端子９ｔを端末に設けた電線９ｗをその外周方向
から導入して、電線９ｗを挟持できる。第１端子絶縁部
１ｂは、第１電線挟持部１ａの一部が電線９ｗの軸方向
に延出している。第１端子絶縁部１ｂは、圧着端子９ｔ
の接触面を覆うことができる。絶縁保護具１０を電線９
ｗの軸方向にスライドすることで、第１端子絶縁部１ｂ
が第１導電金具７１に誤接触しないように、圧着端子９
ｔの接触面を覆うことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子台から取り外した端子が当該端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、当該
端子を絶縁保護する端子の絶縁保護具であって、
　前記端子を端末に設けた電線をその外周方向から導入して当該電線を挟持するＣ字状の
第１電線挟持部と、
　前記第１電線挟持部の一部が前記電線の軸方向に延出すると共に、前記端子における前
記端子台との接触面を覆う帯板状の第１端子絶縁部と、を備える端子の絶縁保護具。
【請求項２】
　前記第１端子絶縁部は、前記端子が導電接触可能な第１導電金具と当該端子の接触面と
の間に介在される請求項１記載の端子の絶縁保護具。
【請求項３】
　端子ねじをリフトアップして保持するねじアップ式端子台から取り外した端子が当該ね
じアップ式端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、当該端子を絶縁保護する電線
付き端子の絶縁保護具であって、
　前記端子を端末に設けた電線をその外周方向から導入して当該電線を挟持するＣ字状の
第２電線挟持部、及び前記第２電線挟持部の一部が前記電線の軸方向に延出すると共に、
前記端子における前記ねじアップ式端子台との接触面を覆う帯板状の第２端子絶縁部を有
する本体と、
　前記本体の基端部から立設する支持片の先端部に保持され、前記第２電線挟持部に対し
て傾斜して配置されると共に、前記第２端子絶縁部の先端部に向かって延び、前記端子の
接触面と反対側の面を覆う帯板状の端子絶縁板と、を備える端子の絶縁保護具。
【請求項４】
　前記第２端子絶縁部は、前記端子が導電接触可能な第２導電金具と当該端子の接触面と
の間に介在され、
　前記端子絶縁板は、前記端子ねじの先端部と前記端子の接触面と反対側の面との間に介
在される請求項３記載の端子の絶縁保護具。
【請求項５】
　前記端子絶縁板は、前記支持片の先端部に対して、スライド可能に連結している請求項
３又は４記載の端子の絶縁保護具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端子の絶縁保持具に関する。特に、端子台から端子ねじを取り外して解放さ
れた端子が端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、端子を絶縁保護する絶縁保護
具の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　変電所などでは、制御盤や配電盤に多くの端子台を使用している。端子台は、配線され
た多くの電線を接続、又は分岐、及び中継している。一般に、端子台は、電線の端末に設
けた圧着端子を端子ねじでねじ止めすることで、多くの電線を配線している。
【０００３】
　例えば、制御盤や配電盤に実装した保護リレーなどを点検するときには、保護リレーに
接続した電線を端子台から一時的に取り外している。又、遮断器などの主機類のＣＴ回路
の絶縁抵抗を測定するためにアース線を浮かすときに、アース線を端子台から一時的に取
り外している。そして、所定の作業を終了後に、これらの電線を元の端子台に接続して、
電気回路を復旧している。
【０００４】
　ところで、端子台の極数（端子数）が多い場合、又は、端子台を多く設置している場合
には、同じような電線が同じような端子台に接続されているため、所定の作業を終了後に
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、電線を端子台に誤接続することがある。この場合、制御盤や配電盤に実装した電気部品
を損傷させることがある。
【０００５】
　このような不具合を解消するため、端子台から一時的に取り外した電線の端子を端子台
の元の接続位置に復旧する場合に、誤接続を確実に防止する端子の誤接続防止具が開示さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１による端子の誤接続防止具は、非導電性の紐材、紐材の一端部に形成した円
筒状の絶縁キャップ、及び紐材の他端部に形成した端子台への接続部材で構成している。
特許文献１による端子の誤接続防止具は、一時的に取り外した電線の端子を絶縁キャップ
の開口端から差し込むと共に、接続部材を端子台側に接続することで、取り外した電線の
端子と端子台との正しい接続関係を保持できる。
【０００７】
　又、端子台から電線の端子を一時的に取り外し、この電線の端子に測定端子を接触して
、導通チェックする場合に、取り外された端子が端子台に設けた導電部材に誤接触するこ
とを防止すると共に、導通チェックが可能な端子の誤接触防止具が開示されている（例え
ば、特許文献２参照）。
【０００８】
　特許文献２による端子の誤接触防止具は、絶縁性を有する帯板状の本体と、本体の基端
部に開口された端子口と、本体の先端部に突出したＹ端子と、本体の中間部に設けた試験
端子と、を有している。特許文献２による端子の誤接触防止具は、Ｙ端子を端子台に端子
ねじで固定すると共に、電線の端子に接続した試験端子に測定端子を接触して導通チェッ
クできので、端子の誤接触を防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１７３６９２号公報
【特許文献２】特開２０００－４６８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図７は、従来技術の配線作業によるワイヤハーネス及びこのワイヤハーネスから分配さ
れた電線の端末に接続される端子台の平面図である。図７を参照すると、ワイヤハーネス
９は、複数の電線９ｗを結束バンド９ｂで束ねている。電線９ｗの端末は、その被覆が所
定の長さで剥離されて、芯線に圧着端子９ｔを圧着している。圧着端子９ｔのターミナル
エンドは、絶縁スリーブ９ｓで被覆されている。そして、これらの圧着端子９ｔを端子ね
じ７ｂで端子台７にねじ止めしている。
【００１１】
　図７を参照すると、ワイヤハーネス９は、各電線９ｗの伸長方向と平行に敷設されてい
る。又、ワイヤハーネス９から分配された複数の電線９ｗの端末は、略直角に屈曲されて
、端子台７に接続されている。
【００１２】
　図７に示すように、端子ねじ７ｂを取り外して、一部の圧着端子９ｔを端子台７から取
り外すと、電線９ｗの弾性で圧着端子９ｔが端子台７に設けた座金などの導電部材に接触
することがある。このため、圧着端子９ｔを端子台７から取り外した場合には、圧着端子
９ｔを絶縁テープなどで覆い、端子台７に接触することを防止していた。
【００１３】
　しかし、従来の対策は、圧着端子９ｔを端子台７から取り外す度に、圧着端子９ｔに絶
縁テープを取り付け、復旧時には、圧着端子９ｔから絶縁テープを取り外す必要があるの
で、手間と時間を必要とする作業となっていた。端子台から端子ねじを取り外して解放さ
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れた電線付きの端子が端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、電線付き端子を簡
易に絶縁保護する絶縁保護具が求められていた。
【００１４】
　図７を参照して、特許文献１による端子の誤接続防止具を上記の対策に適用した場合に
は、電線９ｗの端末に結線した圧着端子９ｔを端子台７から後退させる必要があるので、
結束バンド９ｂを切断するなど、配線フォームが変更されるという問題がある。
【００１５】
　同様に、図７を参照して、特許文献２による端子の誤接触防止具を上記の対策に適用し
た場合には、電線９ｗの端末に結線した圧着端子９ｔを端子台７から後退させる必要があ
るので、結束バンド９ｂを切断するなど、配線フォームが変更されるという問題がある。
【００１６】
　配線フォームを変更することなく、端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、電
線付き端子を簡易に絶縁保護する絶縁保護具が求められている。そして、以上のことが本
発明の課題といってよい。
【００１７】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、配線フォームを変更すること
なく、端子台に設けた導電部材に誤接触しないように、電線付きの端子を簡易に絶縁保護
する端子の絶縁保護具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは、端子台から取り外した電線付き端子が端子台に設けた導電部材に誤接触
しないように、電線付きの端子を簡易に絶縁保護する電線付き端子の絶縁保護具であって
、電線の端末をその外周方向から導入して電線を挟持するＣ字状の電線挟持部と、電線挟
持部の一部が前記電線の軸方向に延出すると共に、端子の接触面を覆う端子絶縁部と、を
一体に構成することにより、これらの課題が解決可能なことを見出し、これに基づいて、
以下のような新たな端子の絶縁保護具を発明するに至った。
【００１９】
　（１）本発明による端子の絶縁保護具は、端子台から取り外した端子が当該端子台に設
けた導電部材に誤接触しないように、当該端子を絶縁保護する端子の絶縁保護具であって
、前記端子を端末に設けた電線をその外周方向から導入して当該電線を挟持するＣ字状の
第１電線挟持部と、前記第１電線挟持部の一部が前記電線の軸方向に延出すると共に、前
記端子における前記端子台との接触面を覆う帯板状の第１端子絶縁部と、を備える。
【００２０】
　（２）前記第１端子絶縁部は、前記端子が導電接触可能な第１導電金具と当該端子の接
触面との間に介在されることが好ましい。
【００２１】
　（３）本発明による端子の絶縁保護具は、端子ねじをリフトアップして保持するねじア
ップ式端子台から取り外した端子が当該ねじアップ式端子台に設けた導電部材に誤接触し
ないように、当該端子を絶縁保護する電線付き端子の絶縁保護具であって、前記端子を端
末に設けた電線をその外周方向から導入して当該電線を挟持するＣ字状の第２電線挟持部
、及び前記第２電線挟持部の一部が前記電線の軸方向に延出すると共に、前記端子におけ
る前記ねじアップ式端子台との接触面を覆う帯板状の第２端子絶縁部を有する本体と、前
記本体の基端部から立設する支持片の先端部に保持され、前記第２電線挟持部に対して傾
斜して配置されると共に、前記第２端子絶縁部の先端部に向かって延び、前記端子の接触
面と反対側の面を覆う帯板状の端子絶縁板と、を備える。
【００２２】
　（４）前記第２端子絶縁部は、前記端子が導電接触可能な第２導電金具と当該端子の接
触面との間に介在され、前記端子絶縁板は、前記端子ねじの先端部と前記端子の接触面と
反対側の面との間に介在されることが好ましい。
【００２３】
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　（５）前記端子絶縁板は、前記支持片の先端部に対して、スライド可能に連結している
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明による端子の絶縁保護具は、Ｃ字状の第１電線挟持部と帯板状の第１端子絶縁部
を備え、第１電線挟持部が電線を挟持した状態で、電線の軸方向にスライドすることで、
第１端子絶縁部が導電部材に誤接触しないように、端子の接触面を覆うことができるので
、配線フォームを変更することなく、端子台に接続する端子を簡易に絶縁保護できる。
【００２５】
　又、本発明による端子の絶縁保護具は、Ｃ字状の第２電線挟持部及び帯板状の第２端子
絶縁部を有する本体と帯板状の端子絶縁板を備え、第２電線挟持部が電線を挟持した状態
で、電線の軸方向にスライドすることで、第２端子絶縁部及び端子絶縁板が導電部材に誤
接触しないように、端子の両面を覆うことができるので、配線フォームを変更することな
く、ねじアップ式端子台に接続する端子を簡易に絶縁保護できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す斜視図である。
【図２】第１実施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す正面図である。
【図３】本発明の第２実施形態による端子の絶縁保護具が適用されるねじアップ式端子台
の斜視図である。
【図４】第２実施形態による端子の絶縁保護具が適用されるねじアップ式端子台のユニッ
トの斜視分解組立図である。
【図５】第２実施形態による端子の絶縁保護具が適用されるねじアップ式端子台のユニッ
トの構成を示す正面図であり、本発明の第２実施形態による端子の絶縁保護具の使用状態
図である。
【図６】第２実施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す図であり、図６（Ａ）は正面
図、図６（Ｂ）は平面図、図６（Ｃ）は左側面図、図６（Ｄ）は右側面図、図６（Ｅ）は
下面図、図６（Ｆ）は図６（Ａ）のＸ－Ｘ矢視断面図である。
【図７】従来技術の配線作業によるワイヤハーネス及びこのワイヤハーネスから分配され
た電線の端末に接続される端子台の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための形態を説明する。
　［第１実施形態］
　（端子の絶縁保護具の構成）
　最初に、本発明の第１実施形態による端子の絶縁保護具の構成を説明する。図１は、本
発明の第１実施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す斜視図である。図２は、第１実
施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す正面図である。なお、従来技術で用いた符号
と同じ符号を付した構成品は、その作用を同じとするので、説明を省略することがある。
【００２８】
　図１又は図２を参照すると、本発明の第１実施形態による端子の絶縁保護具（以下、絶
縁保護具と略称する）１０は、Ｃ字状の第１電線挟持部１ａと帯板状の第１端子絶縁部１
ｂを備えている。第１電線挟持部１ａは、圧着端子９ｔを端末に設けた電線９ｗをその外
周方向から導入して、電線９ｗを挟持できる。第１端子絶縁部１ｂは、第１電線挟持部１
ａの一部が電線９ｗの軸方向に延出している。第１端子絶縁部１ｂは、圧着端子９ｔの接
触面９１ｔを覆うことができる。
【００２９】
　図１又は図２を参照して、第１電線挟持部１ａは、所定の弾性を有していることが好ま
しい。図１に示すように、第１電線挟持部１ａに設けた開口１ｋを開いて、電線９ｗをそ
の外周方向から第１電線挟持部１ａの内部に導入できる。そして、第１電線挟持部１ａが
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弾性復帰することで、電線９ｗを挟持できる。なお、第１電線挟持部１ａが電線９ｗを挟
持するとは、第１電線挟持部１ａが絶縁スリーブ９ｓを挟持することを排除しない。
【００３０】
　図１又は図２を参照して、絶縁保護具１０は、絶縁性を有する合成樹脂で第１電線挟持
部１ａと第１端子絶縁部１ｂを一体に成形することが好ましい。しかし、絶縁保護具１０
は、金属板を成形して、第１端子絶縁部１ｂを絶縁被覆する別の態様を排除しない。又、
少なくとも第１電線挟持部１ａを蛍光色で彩色することが好ましく、圧着端子９ｔの再接
続忘れを防止できる。
【００３１】
　（端子の絶縁保護具の作用）
　次に、第１実施形態による絶縁保護具１０の使用方法を説明しながら、絶縁保護具１０
の作用及び効果を説明する。図１又は図２を参照すると、絶縁保護具１０が適用される端
子台７は、絶縁性を有する基台７０と複数の帯板状の第１導電金具７１を備えている。
【００３２】
　図１又は図２を参照すると、基台７０は、その長手方向に隣接する端子ねじ７ｂを隔絶
する複数の隔壁７ｗを有している。又、基台７０は、その長手方向に延びる中央隔壁７ｃ
を中央部に有している。そして、基台７０は、一対の隔壁７ｗ・７ｗと中央隔壁７ｃで囲
われた空間を圧着端子９ｔが収容される端子収容室７３としている。
【００３３】
　図２を参照すると、第１導電金具７１は、端子ねじ７ｂのねじ部が螺合する一対の雌ね
じ部７１ｆ・７１ｆを両端部に設けている。圧着端子９ｔの舌部９ｒに開口したスタッド
ホール９ｈ（図４参照）に端子ねじ７ｂのねじ部を挿通して、端子ねじ７ｂを第１導電金
具７１に締結することで、圧着端子９ｔを端子台７に取り付けることができる。
【００３４】
　図１又は図２を参照して、端子ねじ７ｂを端子収容室７３から取り外して、圧着端子９
ｔを端子収容室７３から一時的に取り外す場合には、電線９ｗを挟持した絶縁保護具１０
を圧着端子９ｔ側にスライドすることで、第１端子絶縁部１ｂを第１導電金具７１と圧着
端子９ｔの接触面９１ｔとの間に介在できる。そして、圧着端子９ｔが第１導電金具７１
に誤接触しないように、圧着端子９ｔを絶縁保護できる。
【００３５】
　図１又は図２を参照すると、第１実施形態による絶縁保護具１０は、Ｃ字状の第１電線
挟持部１ａと帯板状の第１端子絶縁部１ｂを備え、第１電線挟持部１ａが電線９ｗを挟持
した状態で、電線９ｗの軸方向にスライドすることで、第１端子絶縁部１ｂが第１導電金
具７１に誤接触しないように、圧着端子９ｔの接触面９１ｔを覆うことができるので、配
線フォームを変更することなく、端子台７に接続する圧着端子９ｔを簡易に絶縁保護でき
る。
【００３６】
　［第２実施形態］
　（ねじアップ式端子台の構成）
　次に、本発明の第２実施形態による絶縁保護具２０の構成を説明する前に、絶縁保護具
２０が適用される、ねじアップ式端子台の構成を説明する。
【００３７】
　図３は、本発明の第２実施形態による端子の絶縁保護具が適用されるねじアップ式端子
台の斜視図である。図４は、本発明の第２実施形態による端子の絶縁保護具が適用される
ねじアップ式端子台の斜視図である。図５は、第２実施形態による端子の絶縁保護具が適
用されるねじアップ式端子台のユニットの構成を示す正面図であり、本発明の第２実施形
態による端子の絶縁保護具の使用状態図である。
【００３８】
　図３を参照すると、ねじアップ式端子台８００は、後述するねじアップ式端子台８をユ
ニットとして多極に連設している。ねじアップ式端子台８００は、ユニットとなるねじア
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ップ式端子台８の連設数を増減できる。そして、第２実施形態による端子の絶縁保護具が
適用されるねじアップ式端子台は、ユニットとなるねじアップ式端子台８に基づいて、以
下に説明する。
【００３９】
　図４又は図５を参照すると、ねじアップ式端子台（以下、端子台と略称する）８は、第
２導電金具８２と基台８３を備えている。第２導電金具８２は、例えば、導電性の鉄板か
らなり、帯板部８２１の両翼が略直角に屈折された一対の屈折片８２２・８２２を有して
いる。そして、帯板部８２１は、端子ねじ７ｂのねじ部７１ｂが螺合する一対の雌ねじ部
８２ａ・８２ａを両端部に設けている。雌ねじ部８２ａは、ボス加工されており、所定の
ねじ山数を確保している。
【００４０】
　図４を参照すると、帯板部８２１には、一対の切り欠き溝８２ｂ・８２ｂを一方の端縁
に設けている。これらの切り欠き溝８２ｂ・８２ｂには、一対の脚片８４ｂ・８４ｂが挿
入されて、座金具８４１又は座金具８４２をスライド可能に案内できる。
【００４１】
　又、図１を参照すると、帯板部８２１には、一対の凸部８２ｃ・８２ｃを一方の端縁に
設けている。これらの凸部８２ｃ・８２ｃは、基台８３に設けた一対の凹部８３ｃ・８３
ｃに挿入されて、基台８３に対して第２導電金具８２を位置決めして収容できる。
【００４２】
　図４又は図５を参照すると、基台８３は、非導電性の材料からなり、絶縁性の合成樹脂
を成形している。そして、基台８３は、鍔状の背面板８３１を有している。図３を参照す
ると、複数の基台８３を相互に連設することもでき、背面板８３１は、隣接する端子ねじ
７ｂを隔絶する隔壁として機能している。
【００４３】
　図４又は図５を参照すると、基台８３は、一対の受け部８３２・８３２を中段に有して
いる。一対の受け部８３２・８３２は、一対の屈折片８２２・８２２を支持できる。又、
基台８３は、一対のリブ８３３・８３３を上段の中央部に有している。
【００４４】
　図４又は図５を参照すると、基台８３は、背面板８３１とリブ８３３で囲われた空間を
圧着端子９ｔが収容される端子収容室８３４としている。そして、端子収容室８３４の底
面に第２導電金具８２を配置している。又、第２導電金具８２を形成する内壁８３ａと対
向するガイド片８３５が背面板８３１から僅かに突出している。ガイド片８３５は、座金
片８４ａの運動を規制することができる。
【００４５】
　図４又は図５を参照すると、端子台８は、一対の座金具８４１・８４２を備えている。
一対の座金具８４１・８４２は、導電性の鉄板からなることが好ましい。座金具８４１は
、座金片４ａ、脚片８４ｂ、及び停止片８４ｃを有している。同様に、座金具８４２は、
座金片８４ａ、脚片８４ｂ、及び停止片８４ｃを有している。
【００４６】
　なお、図４又は図５を参照すると、座金具８４１と座金具８４２とは、基台８３の中心
線に対して線対称に配置されるように構成されている。又、座金具８４１と座金具８４２
とは、その作用を同じとするので、以下において、一方の座金具の説明のみとし、他方の
座金具の説明を省略する場合がある。
【００４７】
　図４又は図５を参照すると、座金片８４ａは、スプリングワッシャ８１１を介して、端
子ねじ７ｂの首部と回動自在に嵌合している。つまり、端子ねじ７ｂ、スプリングワッシ
ャ８１１、及び座金片８４ａは、一体に移動でき、座金片８４ａに対して端子ねじ７ｂを
回転できる。このような座金組み込みねじは、座金の貫通穴を鍛造する（かしめる）こと
で実現できる。
【００４８】
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　図４又は図５を参照すると、脚片８４ｂは、座金片８４ａの一辺をＬ字状に屈折してい
る。又、脚片８４ｂは、第２導電金具８２とスライド自在に連結している。停止片８４ｃ
は、脚片８４ｂの端部がＬ字状に屈折されて、座金片８４ａに対向している。停止片８４
ｃは、雌ねじ部８２ａに当接して、座金片８４ａを雌ねじ部８２ａから離間したトップ位
置で停止できる。
【００４９】
　図４又は図５を参照すると、端子ねじ７ｂは、頭部７１ａ及びねじ部７１ｂを有してい
る。図示された端子ねじ７ｂは、頭部７１ａに十字穴を設けた「なべ子ねじ」となってい
る。ねじ部７１ｂには、雌ねじ部８２ａに螺合する雄ねじが形成されている。端子ねじ７
ｂの首部は、スプリングワッシャ８１１を介して、座金片８４ａと回動自在に嵌合してい
る。端子ねじ７ｂと座金具８４１（又は座金具８４２）とは、一体に移動できる。
【００５０】
　又、図４又は図５を参照すると、端子台８は、一対のねじりコイルばね８５１・８５２
を備えている。ねじりコイルばね８５１は、座金片８４ａが雌ねじ部８２ａから離間する
方向に座金具８４１に力を付勢している。同様に、ねじりコイルばね８５２は、座金片８
４ａが雌ねじ部８２ａから離間する方向に座金具８４２に力を付勢している。
【００５１】
　なお、図４又は図５を参照すると、ねじりコイルばね８５１とねじりコイルばね８５２
とは、基台８３の中心線に対して線対称に配置されるように、それらの巻回方向を異なら
せて構成している。又、ねじりコイルばね８５１とねじりコイルばね８５２とは、その作
用を同じとするので、以下において、一方のねじりコイルばねの説明のみとし、他方のね
じりコイルばねの説明を割愛する場合がある。
【００５２】
　図４又は図５を参照すると、ねじりコイルばね８５１は、巻回部８５ａ、一方の端末と
なる長いアーム８５ｂ、及び他方の端末となる短いアーム８５ｃを有して構成している。
巻回部８５ａは、基台８３に設けた円柱部８３６に挿入される。
【００５３】
　図４又は図５を参照すると、長いアーム８５ｂは、停止片８４ｃの底面に当接している
。一方、短いアーム８５ｃは、円柱部８３６を囲う内壁に当接している。長いアーム８５
ｂと短いアーム８５ｃとは、開角する方向に力を付勢している。つまり、ねじりコイルば
ね８５１は、停止片８４ｃを押し上げる方向に力を付勢している。
【００５４】
　更に、図４又は図５を参照すると、端子台８は、内壁８３ａに突出する係止爪８６ｂを
有するトリガー８６を備えている。トリガー８６は、倒立したＭの字状に形成された板ば
ね８６ａと、板ばね８６ａの先端部に固定され、相反する向きに向かう一対の円柱状の係
止爪８６ｂ・８６ｂと、を有している。例えば、係止爪８６ｂは、板ばね８６ａの先端部
に溶接で固定されている。
【００５５】
　図４又は図５を参照すると、板ばね６ａの中央部は、基台８３に設けた円弧状の溝部８
３７に挿入されて、支持されている。係止爪８６ｂは、内壁８３ａから突出している。又
、係止爪８６ｂは、僅かに傾斜した平坦な停止面、及び停止面と反対側に設けた曲面を先
端部に有している。トリガー８６は、係止爪８６ｂが座金片８４ａに当接することで、端
子ねじ７ｂのトップ位置を規定している。
【００５６】
　図４又は図５を参照すると、端子台８には、圧着端子９ｔが接続される。圧着端子９ｔ
は、電線９ｗの端末を結線している。図示された圧着端子９ｔは、丸形圧着端子を示して
いる。そして、圧着端子９ｔの舌部９ｒには、端子ねじ７ｂのねじ部７１ｂが入るスタッ
ドホール９ｈを開口している。
【００５７】
　図４又は図５を参照すると、通常は、圧着端子９ｔのスタッドホール９ｈに端子ねじ７
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ｂのねじ部７１ｂが挿通されて、端子ねじ７ｂが雌ねじ部８２ａに締結することにより、
圧着端子９ｔと第２導電金具８２とが電気的に接続される。
【００５８】
　図５を参照して、例えば、一方の電線９ｗを外部機器側電力線としてよく、他方の電線
９ｗを盤内側電力線としてよく、それぞれの電線９ｗの端末に結線した圧着端子９ｔを第
２導電金具８２の両翼にねじ止めして、外部機器側と盤内側とを電気的に接続できる。
【００５９】
　図５を参照して、図示しない工具（ドライバー）を用いて、端子ねじ７ｂを一方の方向
に回転すると、端子ねじ７ｂをリフトアップでき、端子ねじ７ｂを第２導電金具８２から
離間できる。そして、端子台８から圧着端子９ｔを取り外すことができる。
【００６０】
　（端子の絶縁保護具の構成）
　次に、本発明の第２実施形態による絶縁保護具２０の構成を説明する。図６は、第２実
施形態による端子の絶縁保護具の構成を示す図であり、図６（Ａ）は正面図、図６（Ｂ）
は平面図、図６（Ｃ）は左側面図、図６（Ｄ）は右側面図、図６（Ｅ）は下面図、図６（
Ｆ）は図６（Ａ）のＸ－Ｘ矢視断面図である。
【００６１】
　図５又は図６を参照すると、本発明の第２実施形態による絶縁保護具２０は、本体２と
帯板状の端子絶縁板３ｂを備えている。本体２は、Ｃ字状の第２電線挟持部２ａと帯板状
の第２端子絶縁部２ｂを有している。第２電線挟持部２ａは、圧着端子９ｔを端末に設け
た電線９ｗをその外周方向から導入して、電線９ｗを挟持できる。
【００６２】
　図５又は図６を参照すると、第２端子絶縁部２ｂは、第２電線挟持部２ａの一部が電線
９ｗの軸方向に帯状に延出している。第２端子絶縁部２ｂは、その基端部側から所定の段
差を設けて、先端部側に向けて平行に延びる端子当接部２１ｂを形成している。端子当接
部２１ｂは、圧着端子９ｔの接触面９１ｔに当接できる（図２又は図４参照）。そして、
端子当接部２１ｂは、圧着端子９ｔの接触面９１ｔを覆うことができる（図２又は図４参
照）。更に、端子当接部２１ｂは、鉤状に僅かに屈曲した先端縁２２ｂを形成している。
【００６３】
　図５又は図６を参照すると、端子絶縁板３ｂは、本体２の基端部から立設する支持片２
ｃの先端部に保持されている。又、端子絶縁板３ｂは、第２端子絶縁部２ｂの先端部に向
けて下り傾斜して配置されている。端子絶縁板３ｂは、その基端部側の途中から屈曲して
、先端部側に向けて延びる端子当接部３１ｂを形成している。端子当接部３１ｂは、端子
当接部２１ｂと略平行に配置している。端子当接部３１ｂは、圧着端子９ｔ接触面９１ｔ
と反対側の面９２ｔに当接できる（図２又は図４参照）。そして、端子当接部３１ｂは、
接触面９１ｔと反対側の面９２ｔを覆うことができる（図２又は図４参照）。更に、端子
当接部３１ｂは、鉤状に僅かに屈曲した先端縁３２ｂを形成している。
【００６４】
　図５又は図６を参照すると、本体２は、第２端子絶縁部２ｂの基端部から立設する支持
片２ｃを有している。支持片２ｃは、略平行に延び、対向する一対の支持部材２１・２２
を先端部に有している。一対の支持部材２１・２２は、連結部材２３で連結されている。
【００６５】
　図５又は図６を参照すると、一対の支持部材２１・２２には、互いに対向しかつ、連結
部材２３の一端から一対の支持部材２１・２２の他端に至る方形の溝２１ａ・２２ａを設
けている。そして、対向する２１ａ・２２ａの間に、端子絶縁板３ｂを収容している。一
対の支持部材２１・２２に対して、端子絶縁板３ｂをスライドできる。
【００６６】
　図５又は図６を参照して、端子絶縁板３ｂを一方の方向にスライドすると、第２端子絶
縁部２ｂの先端縁２２ｂと端子絶縁板３ｂの先端縁２２ｂを当接できる。端子絶縁板３ｂ
を他方の方向にスライドすると、第２端子絶縁部２ｂの先端部から端子絶縁板３ｂの先端
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部を離間できる。なお、端子絶縁板３ｂには、スライドを容易するために滑り止め部３１
を一方の面に設けている。
【００６７】
　図６を参照して、第２電線挟持部２ａは、所定の弾性を有していることが好ましい。図
６に示すように、第２電線挟持部２ａに設けた開口２ｋを開いて、電線９ｗをその外周方
向から第２電線挟持部２ａの内部に導入できる。そして、第２電線挟持部２ａが弾性復帰
することで、電線９ｗを挟持できる。
【００６８】
　図５又は図６を参照して、絶縁保護具２０は、絶縁性を有する合成樹脂で第２電線挟持
部２ａと第２端子絶縁部２ｂを一体に成形することが好ましい。端子絶縁板３ｂは、第２
端子絶縁部２ｂと同じ材料の合成樹脂で成形してもよく、第２端子絶縁部２ｂと異なる材
料の合成樹脂で成形してもよい。又、少なくとも第２電線挟持部２ａを蛍光色で彩色する
ことが好ましく、圧着端子９ｔの再接続忘れを防止できる。
【００６９】
　（端子の絶縁保護具の作用）
　次に、第２実施形態による絶縁保護具２０の使用方法を説明しながら、絶縁保護具２０
の作用及び効果を説明する。
【００７０】
　図５又は図６を参照すると、絶縁保護具２０が適用される端子台８は、端子ねじ７ｂを
リフトアップして保持するねじアップ式端子台となっている。このため、端子ねじ７ｂを
第２導電金具８２から離間して、圧着端子９ｔを端子台８から一時的に取り外す場合には
、絶縁保護具１０を用いて（図２参照）、圧着端子９ｔの接触面９１ｔを覆うだけでは、
圧着端子９ｔの接触面９１ｔと反対側の面９２ｔが端子ねじ７ｂに接触する心配がある。
【００７１】
　図５又は図６を参照して、端子ねじ７ｂを第２導電金具８２から離間して、圧着端子９
ｔを端子台８から一時的に取り外す場合には、電線９ｗを挟持した絶縁保護具２０を圧着
端子９ｔ側にスライドすることで、第２端子絶縁部２ｂの端子当接部２１ｂを第２導電金
具８２と圧着端子９ｔの接触面９１ｔとの間に介在できる。そして、圧着端子９ｔが第２
導電金具８２に誤接触しないように、圧着端子９ｔの接触面９１ｔを絶縁保護できる。
【００７２】
　更に、図５又は図６を参照して、第２端子絶縁部２ｂに対して、端子絶縁板３ｂを一方
の方向にスライドすることで、端子絶縁板３ｂの端子当接部３１ｂを端子ねじ７ｂの先端
部と圧着端子９ｔの他方の面との間に介在できる。そして、圧着端子９ｔが端子ねじ７ｂ
に誤接触しないように、圧着端子９ｔの接触面９１ｔと反対側の面９２ｔを絶縁保護でき
る。
【００７３】
　なお、図５又は図６を参照して、第２端子絶縁部２ｂの先端縁２２ｂと端子絶縁板３ｂ
の先端縁２２ｂが互いに閉じることで、圧着端子９ｔが座金具８４１又は座金具８４２に
誤接触することを防止できる。
【００７４】
　図５又は図６を参照すると、第２実施形態による絶縁保護具２０は、Ｃ字状の第２電線
挟持部２ａ及び帯板状の第２端子絶縁部２ｂを有する本体２と、帯板状の端子絶縁板３ｂ
を備え、第２電線挟持部２ａが電線９ｗを挟持した状態で、電線９ｗの軸方向にスライド
することで、第２端子絶縁部２ｂ及び端子絶縁板３ｂが導電部材に誤接触しないように、
圧着端子９ｔの両面を覆うことができるので、配線フォームを変更することなく、ねじア
ップ式の端子台８に接続する圧着端子９ｔを簡易に絶縁保護できる。
【００７５】
　本発明による端子の絶縁保護具は、次のような効果が期待される。
　（ア）端子ねじを端子台から取り外す前に、電線の接続先をメモ帳に記載しておく手間
を省くことができる。
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　（イ）複数の電線を束ねている結束バンドを切断した後に、新たな結束バンドを用いて
、配線フォームを修復する手間を省くことができる。
　（ウ）圧着端子を端子台に再接続するにあたり、ヒューマンエラーを軽減できる。
　（エ）端子の絶縁保護具を蛍光色で彩色することにより、圧着端子の再接続忘れを防止
できる。
【００７６】
　本発明による端子の絶縁保護具は、複数の圧着端子が接続される端子台に用途を限定さ
れない。本発明による端子の絶縁保護具は、複数の圧着端子が接続されるバスバー（ｂｕ
ｓ　ｂａｒ）に用いることもできる。又、本発明による端子は、電線の端末を圧着接続す
る圧着端子に限定されない。本発明による端子は、電線の端末を圧接接続する圧接端子に
適用可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　１ａ　第１電線挟持部
　１ｂ　第１端子絶縁部
　７　端子台
　７ｂ　端子ねじ
　９ｔ　圧着端子（端子）
　９ｗ　電線
　１０　絶縁保護具（端子の絶縁保護具）
　７１　第１導電金具（導電部材）
　９１ｔ　接触面

【図１】

【図２】

【図３】
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