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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の連結可能なソケットで構成される電源ス
トリップ（テーブルタップ）を提供する。
【解決手段】側部電気プラグは、電源コードソケット７
のベースに垂直な垂直方向に側部電気受け口８に差し込
まれ、これにより延長ソケットを電源コードソケット７
に接続する。延長ソケットは、２つ延長ソケットを互い
に接続するために、反対側に段差側壁をさらに有する。
電源ストリップは、電源コードソケット７または延長ソ
ケットの受け口８へ挿入可能なプラグを有する端部ピー
スを有する。突起・溝係合、および留め具・凹部係合が
、ソケット７および端部ピースの係合段差側壁に形成さ
れる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１ソケットであって、外装パネルと、ベースと、前記ベースに沿って延設され
る第１段差部が形成される第１段差側壁と、前記外装パネルに配置されるメイン電気受け
口と、前記第１段差側壁に配置される第１電気コネクタと、を備え、前記メイン電気受け
口および第１電気コネクタが電源コードに電気的に連結される第１ソケットと、
　（ｂ）第２ソケットであって、外装パネルと、ベースと、該第２ソケットの外装パネル
に沿って延設される第２段差部が形成されるとともに前記第１段差側壁とは反転した形状
で該第２ソケットの一方の側に形成される第２段差側壁と、前記第２ソケットの外装パネ
ルに配置されるメイン電気受け口と、前記第２段差側壁に配置されるとともに前記第２ソ
ケットのメイン電気受け口に電気的に連結されており前記第１ソケットの第１電気コネク
タに連結可能である第２電気コネクタと、を備える第２ソケットと、
を備える電源ストリップ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電源ストリップであって、前記第２ソケットが、前記第２ソケットの
ベースに沿って延設される第３段差部が形成されるとともに前記第２ソケットの他方の側
に形成される第３段差側壁と、前記第３段差側壁に配置されるとともに前記第２ソケット
のメイン電気受け口に電気的に連結されており他の第２ソケットの第２電気コネクタに連
結可能である第３電気コネクタと、をさらに備えている電源ストリップ。
【請求項３】
　請求項２に記載の電源ストリップであって、さらに、保護端部ピースを備えており、該
保護端部ピースが、外装パネルと、ベースと、該保護端部ピースの外装パネルに沿って延
設される第４段差部が形成されるとともに前記第１または第３段差側壁とは反転した形状
で形成される第４段差側壁と、前記第４段差側壁に配置されるとともに前記第１ソケット
の第１電気コネクタまたは前記第２ソケットの第３電気コネクタに連結可能である第４電
気コネクタと、を備えている電源ストリップ。
【請求項４】
　請求項３に記載の電源ストリップであって、前記第１電気コネクタは、前記第１ソケッ
トの外装パネルと概ね同じ方向に面する前記第１段差部の受け口配置壁に配置される電気
受け口であり、前記第２電気コネクタは、前記第２ソケットの外装パネルと概ね反対に面
する前記第２段差部のプラグ配置壁に配置される電気プラグであり、前記第３電気コネク
タは、前記第２ソケットの外装パネルと概ね同じ方向に面する前記第３段差部の受け口配
置壁に配置される電気受け口であり、前記第４電気コネクタは、前記保護端部ピースの外
装パネルと概ね反対に面する前記第４段差部のプラグ配置壁に配置されるプラグであり、
前記第２ソケットの電気プラグおよび前記保護端部ピースのプラグは、前記第１または第
２ソケットの電気受け口へとそのベースに垂直な方向に挿入可能である電源ストリップ。
【請求項５】
　請求項４に記載の電源ストリップであって、前記第１および第３段差側壁のそれぞれは
、接続されている前記ベースに垂直な第１壁を有し、前記逆向きの第２および第４段差側
壁のそれぞれは、接続されている前記ベースに垂直な係合第２壁を有し、第１および第３
段差側壁のそれぞれは、接続されている外装パネルに垂直な係合第３壁を有し、前記逆向
きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続されている外装パネルに垂直な係合第４
壁を有し、前記第１、第２、第３および第４壁は互いに平行である電源ストリップ。
【請求項６】
　請求項５に記載の電源ストリップであって、前記第１および第２壁の一方には、接続さ
れている前記ベースに垂直な細長い突起が配置されており、また、前記第１および第２壁
の他方には、接続されている前記ベースに垂直な、前記細長い突起と摺動可能に係合する
細長い溝が配置されている電源ストリップ。
【請求項７】
　請求項５に記載の電源ストリップであって、前記第１および第２壁の一方には凹部が配
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置されており、前記第１および第２壁の他方には前記凹部に挿入されるとともに係合する
突出留め具が配置されている電源ストリップ。
【請求項８】
　請求項５に記載の電源ストリップであって、前記第３および第４壁の一方には、接続さ
れている前記外装パネルに垂直な細長い突起が配置されており、また、前記第３および第
４壁の他方には、接続されている前記外装パネルに垂直な、前記細長い突起と摺動可能に
係合する細長い溝が配置されている電源ストリップ。
【請求項９】
　請求項６または８に記載の電源ストリップであって、前記細長い突起および溝は、概ね
長方形状の断面またはありつぎ状の断面を有する電源ストリップ。
【請求項１０】
　請求項４に記載の電源ストリップであって、前記側部電気プラグは前記第２ソケットの
プラグ配置壁に垂直である電源ストリップ。
【請求項１１】
　請求項４に記載の電源ストリップであって、前記第２ソケットの側部電気プラグのピン
が、プラグ配置壁に沿って一列に配置されており、また、前記第１ソケットの側部電気受
け口の対応する開口部が、受け口配置壁に沿って一列に配置されている電源ストリップ。
【請求項１２】
　請求項４に記載の電源ストリップであって、前記第１ソケットの外装パネルと前記第１
ソケットの受け口配置壁との間の距離は、前記第２ソケットの外装パネルと前記第２ソケ
ットのプラグ配置壁との間の距離と実質的に同じであり、また、前記第１ソケットの受け
口配置壁と前記第１ソケットのベースとの間の距離は、前記第２ソケットのプラグ配置壁
と前記第２ソケットのベースとの間の距離と実質的に同じである電源ストリップ。
【請求項１３】
　請求項４に記載の電源ストリップであって、前記第１および第２ソケットが互いに接続
された場合、前記第１および第２ソケットの外装パネルが同じ面上に配置される電源スト
リップ。
【請求項１４】
　複数の連結可能なソケットで構成される電源ストリップであって、
　（ａ）電源コードと、
　（ｂ）第１ソケットであって、外装パネルと、ベースと、前記ベースに沿って延設され
る第１段差部が形成される第１段差側壁と、前記外装パネルに配置されるメイン電気受け
口と、前記外装パネルと概ね同じ方向に面する前記第１段差部の受け口配置壁に配置され
る側部電気受け口と、を備え、前記メインおよび側部電気受け口が前記電源コードに電気
的に連結されている第１ソケットと、
　（ｃ）第２ソケットであって、外装パネルと、ベースと、該第２ソケットの前記外装パ
ネルに沿って延設される第２段差部が形成されるとともに前記第１段差側壁とは反転した
形状で該第２ソケットの一方の側に形成される第２段差側壁と、前記第２ソケットの外装
パネルに配置されるメイン電気受け口と、前記第２段差側壁に配置される側部プラグ該第
２ソケットの外装パネルと反対に面する前記第２段差部のプラグ配置壁に配置される側部
電気プラグと、を備え、該側部電気受け口が前記第２ソケットの前記メイン電気プラグに
電気的に連結されている第２ソケットと、
を備えており、
　（ｄ）前記第２ソケットの側部電気プラグが前記第１ソケットの側部電気受け口へとベ
ースに垂直な方向に挿入可能であり、これにより、第１および第２ソケットを互いに接続
できる電源ストリップ。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の電源ストリップであって、前記第２ソケットは、さらに、前記第２
ソケットのベースに沿って延設される第３段差部が形成されるとともに前記第２ソケット
の他方の側に形成される第３段差側壁と、前記第２ソケットの外装パネルと概ね同じ方向
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に面する前記第３段差部の受け口配置壁に配置される側部電気受け口と、を備えており、
前記第２ソケットの側部電気受け口は、前記第２ソケットのメイン電気受け口に電気的に
連結されるとともに、他の第２ソケットの側部電気プラグを受けるよう構成されている電
源ストリップ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２００９年１０月１２日に出願した中国特許出願２００９２０２４４７５２．
７号の優先権を主張し、その内容全体をここに参照として援用する。
【０００２】
　本願は、概して電源ストリップに関し、特に複数の連結可能なソケットで形成される電
源ストリップ（テーブルタップ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在の技術において、電気器具は、屋内あるいは屋外のソケットであって、壁に固定さ
れるまたは延長コードに接続されるソケットからの電気を得る。そのためには、ソケット
に電気器具の電気プラグを挿入することにより、電源をソケットの電極に接続する。これ
により、プラグ電極がソケット電極と接触し、電気器具に電気を供給できる。通常、出力
コンセント数は固定である。しかしながら、実際の使用時において、必要とされる出力コ
ンセント数は一定ではない。出力コンセント数が不十分であって、さらなる電気器具が必
要な場合、出力コンセント数が足らなくなる。この問題に対する既存の解決法は、第１の
電源ストリップの電気プラグを、既存の出力コンセント数リソースの残りの電気ソケット
に挿入することである。出力コンセント数がさらに必要な場合、第２電源ストリップの電
気プラグを第１電源ストリップの残りの電気ソケットに挿入することになる。しかしなが
ら、この解決法の１つの欠点は、一の電気ソケットがさらなる電源ストリップの電気プラ
グを受けることにある。これは出力コンセント数リソースの無駄である。また、既存の出
力コンセント数の上およびその周辺の空間の無駄である。他の欠点は、既存の出力コンセ
ント数とさらなる電源ストリップとの間の接続が安定していないということにある。既存
の出力コンセント数とさらなる電源ストリップとが、電源ストリップの一端の電気プラグ
によってのみ接続されるからである。
【０００４】
　上記の背景技術の説明は電源ストリップの理解する助けるためのものであって、本願に
おいて開示する電源ストリップに関係する従来技術を説明あるいは構成することを自認す
るものではなく、引用した引用文献は本願の実用新案請求の範囲の進歩性に対する材料と
見なすことを自認するものではない。
【考案の概要】
【０００５】
　一の面では、複数の連結可能なソケットで構成される電源ストリップを提供する。電源
ストリップは、電源コードと、第１ソケットと、第２ソケットと、を備える。
【０００６】
　第１ソケットは、外装パネルと、ベースと、第１段差側壁と、メイン電気受け口と、側
部電気受け口と、を有する。第１段差側壁は、ベースに沿って延設される第１段差部が形
成される。メイン電気受け口は、外装パネルに配置される。側部電気受け口は、外装パネ
ルと概ね同じ方向に面する第１段差部の受け口配置壁に配置される。メインおよび側部電
気受け口は電源コードに電気的に連結される。
【０００７】
　第２ソケットであって、外装パネルと、ベースと、第２段差側壁と、メイン電気受け口
と、側部電気プラグと、を有する。第２段差側壁は、第２ソケットの外装パネルに沿って
延設される第２段差部が形成されるとともに、第１段差側壁とは反転した形状で第２ソケ
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ットの一方の側に形成される。メイン電気受け口は、第２ソケットの外装パネルに配置さ
れる。側部電気プラグは、第２ソケットの外装パネルと反対に面する第２段差部のプラグ
配置壁に配置される。側部電気プラグは第２ソケットのメイン電気受け口に電気的に連結
される。
【０００８】
　第２ソケットの側部電気プラグが第１ソケットの側部電気受け口へとベースに垂直な方
向に挿入可能であり、これにより、第１および第２ソケットを互いに接続できる。
【０００９】
　一の態様では、第２ソケットは、さらに、第３段差側壁と、側部電気受け口と、を有す
る。第３段差側壁は、第２ソケットのベースに沿って延設される第３段差部が形成される
とともに、第２ソケットの他方の側に形成される。側部電気受け口は、第２ソケットの外
装パネルと概ね同じ方向に面する第３段差部の受け口配置壁に配置される。第２ソケット
の側部電気受け口は、第２ソケットのメイン電気受け口に電気的に連結されるとともに、
他の第２ソケットの側部電気プラグを受けるよう構成されている。
【００１０】
　一の態様では、電源ストリップは、保護端部ピースをさらに有する。保護端部ピースは
、外装パネルと、ベースと、保護端部ピースの外装パネルに沿って延設される第４段差部
が形成されるとともに、第１または第３段差側壁とは反転した形状で形成される第４段差
側壁と、保護端部ピースの外装パネルと概ね反対に面する第４段差部のプラグ配置壁に配
置される側部プラグであって、保護端部ピースの側部プラグは、第１または第２ソケット
の側部電気受け口へ挿入可能である側部プラグと、を有する。
【００１１】
　一の態様では、第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されているベースに垂直な
第１壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続されているベース
に垂直な係合第２壁を有する。第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されている外
装パネルに垂直な第３壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続
されている外装パネルに垂直な係合第４壁を有する。第１、第２、第３および第４壁は互
いに平行である。
【００１２】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には、接続されているベースに垂直な細長い突
起が配置されており、また、第１および第２壁の他方には、接続されているベースに垂直
な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００１３】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には凹部が配置されており、第１および第２壁
の他方には凹部に挿入されるとともに、係合する突出留め具が配置されている。
【００１４】
　一の態様では、第３および第４壁の一方には、接続されている外装パネルに垂直な細長
い突起が配置されており、また、第３および第４壁の他方には、接続されている外装パネ
ルに垂直な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００１５】
　一の態様では、細長い突起および溝は、概ね長方形状の断面を有する。
【００１６】
　一の態様では、細長い突起および溝は、概ねありつぎ状の断面を有する。
【００１７】
　一の態様では、側部電気プラグは第２ソケットのプラグ配置壁に垂直である。
【００１８】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグは２ピンの電気プラグであり、第１ソケ
ットの側部電気受け口は２ピンの電気受け口である。
【００１９】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグは３ピンの電気プラグであり、第１ソケ
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ットの側部電気受け口は３ピンの電気受け口である。
【００２０】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグのピンが、プラグ配置壁に沿って一列に
配置されており、また、第１ソケットの側部電気受け口の対応する開口部が、受け口配置
壁に沿って一列に配置されている。
【００２１】
　一の態様では、第１ソケットの外装パネルと第１ソケットの受け口配置壁との間の距離
は、第２ソケットの外装パネルと第２ソケットのプラグ配置壁との間の距離と実質的に同
じであり、また、第１ソケットの受け口配置壁と第１ソケットのベースとの間の距離は、
第２ソケットのプラグ配置壁と第２ソケットのベースとの間の距離と実質的に同じである
。
【００２２】
　一の態様では、第１および第２ソケットが互いに接続されると、第１および第２ソケッ
トの外装パネルが同じ面上に配置される。
【００２３】
　一の態様では、第１および第２ソケットのそれぞれは電源スイッチを有する。
【００２４】
　一の態様では、第１および第２ソケットのそれぞれはネオン管パワーインジケータを有
する。
【００２５】
　他の面では、電源ストリップであって、第１ソケットと、第２ソケットと、を備える電
源ストリップを提供する。
【００２６】
　第１ソケットであって、外装パネルと、ベースと、第１段差側壁と、メイン電気受け口
と、第１電気コネクタと、を有する。第１段差側壁は、ベースに沿って延設される第１段
差部が形成される。メイン電気受け口は、外装パネルに配置される。第１電気コネクタは
、第１段差側壁に配置される。メイン電気受け口および第１電気コネクタが電源コードに
電気的に連結される。
【００２７】
　第２ソケットは、外装パネルと、ベースと、第２段差側壁と、メイン電気受け口と、第
２電気コネクタと、を有する。第２段差側壁は、第２ソケットの外装パネルに沿って延設
される第２段差部が形成されるとともに、第１段差側壁とは反転した形状で第２ソケット
の一方の側に形成される。メイン電気受け口は、第２ソケットの外装パネルに配置される
。第２電気コネクタは、第２段差側壁に配置されるとともに、第２ソケットのメイン電気
受け口に電気的に連結されており第１ソケットの第１電気コネクタに連結可能である。
【００２８】
　一の態様では、第２ソケットが、第３段差側壁と、第３電気コネクタと、をさらに有す
る。第３段差側壁は、第２ソケットのベースに沿って延設される第３段差部が形成される
とともに、第２ソケットの他方の側に形成される。第３電気コネクタは、第３段差側壁に
配置されるとともに、第２ソケットのメイン電気受け口に電気的に連結されており他の第
２ソケットの第２電気コネクタに連結可能である。
【００２９】
　一の態様では、電源ストリップは、保護端部ピースをさらに備える。保護端部ピースは
、外装パネルと、ベースと、第４段差側壁と、第４電気コネクタと、を有する。第４段差
側壁は、保護端部ピースの外装パネルに沿って延設される第４段差部が形成されるととも
に、第１または第３段差側壁とは反転した形状で形成される。第４電気コネクタは、第４
段差側壁に配置されるとともに、第１ソケットの第１電気コネクタまたは第２ソケットの
第３電気コネクタに連結可能である。
【００３０】
　一の態様では、第１電気コネクタは、第１ソケットの外装パネルと概ね同じ方向に面す
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る第１段差部の受け口配置壁に配置される電気受け口である。第２電気コネクタは、第２
ソケットの外装パネルと概ね反対に面する第２段差部のプラグ配置壁に配置される電気プ
ラグである。第３電気コネクタは、第２ソケットの外装パネルと概ね同じ方向に面する第
３段差部の受け口配置壁に配置される電気受け口である。第４電気コネクタは、保護端部
ピースの外装パネルと概ね反対に面する第４段差部のプラグ配置壁に配置されるプラグで
ある。第２ソケットの電気プラグおよび保護端部ピースのプラグは、第１または第２ソケ
ットの電気受け口へとそのベースに垂直な方向に挿入可能である。
【００３１】
　一の態様では、第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されているベースに垂直な
第１壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続されているベース
に垂直な係合第２壁を有する。第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されている外
装パネルに垂直な第３壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続
されている外装パネルに垂直な係合第４壁を有する。第１、第２、第３および第４壁は互
いに平行である。
【００３２】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には、接続されているベースに垂直な細長い突
起が配置されており、また、第１および第２壁の他方には、接続されているベースに垂直
な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００３３】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には凹部が配置されており、第１および第２壁
の他方には凹部に挿入されるとともに、係合する突出留め具が配置されている。
【００３４】
　一の態様では、第３および第４壁の一方には、接続されている外装パネルに垂直な細長
い突起が配置されており、また、第３および第４壁の他方には、接続されている外装パネ
ルに垂直な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００３５】
　一の態様では、細長い突起および溝は、概ね長方形状の断面を有する。
【００３６】
　一の態様では、細長い突起および溝は、概ねありつぎ状の断面を有する
　一の態様では、側部電気プラグは第２ソケットのプラグ配置壁に垂直である。
【００３７】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグは２ピンの電気プラグであり、第１ソケ
ットの側部電気受け口は２ピンの電気受け口である。
【００３８】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグは３ピンの電気プラグであり、第１ソケ
ットの側部電気受け口は３ピンの電気受け口である。
【００３９】
　一の態様では、第２ソケットの側部電気プラグのピンが、プラグ配置壁に沿って一列に
配置されており、また、第１ソケットの側部電気受け口の対応する開口部が、受け口配置
壁に沿って一列に配置されている。
【００４０】
　一の態様では、第１ソケットの外装パネルと第１ソケットの受け口配置壁との間の距離
は、第２ソケットの外装パネルと第２ソケットのプラグ配置壁との間の距離と実質的に同
じであり、また、第１ソケットの受け口配置壁と第１ソケットのベースとの間の距離は、
第２ソケットのプラグ配置壁と第２ソケットのベースとの間の距離と実質的に同じである
。
【００４１】
　一の態様では、第１および第２ソケットが互いに接続されると、第１および第２ソケッ
トの外装パネルが同じ面上に配置される。
【００４２】
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　一の態様では、第１および第２ソケットのそれぞれは電源スイッチを有する。
【００４３】
　一の態様では、第１および第２ソケットのそれぞれはネオン管パワーインジケータを有
する。
【００４４】
　さらに他の面では、電源ストリップを構成するソケットキットを提供する。ソケットキ
ットは、電源ソケットと、延長ソケットと、を備える。
【００４５】
　電源ソケットは、外装パネルと、ベースと、第１段差側壁と、第１電気コネクタと、を
有する。第１段差側壁は、ベースに沿って延設される第１段差部が形成される。第１電気
コネクタは、外装パネルに配置されるメイン電気受け口と、第１段差側壁に配置される。
メイン電気受け口および第１電気コネクタが電源コードに電気的に連結される。
【００４６】
　延長ソケットであって、外装パネルと、ベースと、第２段差側壁と、第２電気コネクタ
と、を有する。第２段差側壁は、延長ソケットの外装パネルに沿って延設される第２段差
部が形成されるとともに、第１段差側壁とは反転した形状で延長ソケットの一方の側に形
成される。メイン電気受け口は、延長ソケットの外装パネルに配置される。第２電気コネ
クタは、第２段差側壁に配置されるとともに、延長ソケットのメイン電気受け口に電気的
に連結されており電源コードソケットの第１電気コネクタに連結可能である。
【００４７】
　一の態様では、延長ソケットが、第３段差側壁と、第３電気コネクタと、をさらに有す
る。第３段差側壁は、延長ソケットのベースに沿って延設される第３段差部が形成される
とともに、延長ソケットの他方の側に形成される。第３電気コネクタは、第３段差側壁に
配置されるとともに、延長ソケットのメイン電気受け口に電気的に連結されており他の延
長ソケットの第２電気コネクタに連結可能である。
【００４８】
　一の態様では、ソケットキットは、さらに、保護端部ピースを備える。保護端部ピース
が、外装パネルと、ベースと、第４段差側壁と、第４電気コネクタと、を有する。第４段
差側壁は、保護端部ピースの外装パネルに沿って延設される第４段差部が形成されるとと
もに、第１または第３段差側壁とは反転した形状で形成される。第４電気コネクタは、第
４段差側壁に配置されるとともに、電源コードソケットの第１電気コネクタまたは延長ソ
ケットの第３電気コネクタに連結可能である。
【００４９】
　一の態様では、第１電気コネクタは、電源コードソケットの外装パネルと概ね同じ方向
に面する第１段差部の受け口配置壁に配置される電気受け口である。第２電気コネクタは
、延長ソケットの外装パネルと概ね反対に面する第２段差部のプラグ配置壁に配置される
電気プラグである。第３電気コネクタは、延長ソケットの外装パネルと概ね同じ方向に面
する第３段差部の受け口配置壁に配置される電気受け口である。第４電気コネクタは、保
護端部ピースの外装パネルと概ね反対に面する第４段差部のプラグ配置壁に配置されるプ
ラグである。延長ソケットの電気プラグおよび保護端部ピースのプラグは、電源コードソ
ケットまたは延長ソケットの電気受け口へとそのベースに垂直な方向に挿入可能である。
【００５０】
　一の態様では、第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されているベースに垂直な
第１壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続されているベース
に垂直な係合第２壁を有する。第１および第３段差側壁のそれぞれは、接続されている外
装パネルに垂直な第３壁を有する。逆向きの第２および第４段差側壁のそれぞれは、接続
されている外装パネルに垂直な係合第４壁を有する。第１、第２、第３および第４壁は互
いに平行である。
【００５１】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には、接続されているベースに垂直な細長い突
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起が配置されており、また、第１および第２壁の他方には、接続されているベースに垂直
な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００５２】
　一の態様では、第１および第２壁の一方には凹部が配置されており、第１および第２壁
の他方には凹部に挿入されるとともに、係合する突出留め具が配置されている。
【００５３】
　一の態様では、第３および第４壁の一方には、接続されている外装パネルに垂直な細長
い突起が配置されており、また、第３および第４壁の他方には、接続されている外装パネ
ルに垂直な、細長い突起と摺動可能に係合する細長い溝が配置されている。
【００５４】
　一の態様では、電源コードソケットおよび延長ソケットのそれぞれは電源スイッチを有
する。
【００５５】
　一の態様では、電源コードソケットおよび延長ソケットのそれぞれはネオン管パワーイ
ンジケータを有する。
【００５６】
　いくつかの実施形態を参照して本願において開示する電源ソケットを示し説明するが、
当業者は本明細書を読んで理解することによって均等物および変形物を当然思いつくであ
ろう。本願は、そのような均等物や変形物をすべて含むものであって、実用新案請求の範
囲によってのみ規定される。
【００５７】
　本願に開示する電源コードソケットの具体的な実施形態を添付の図面を参照して例示的
に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本願において開示する電力電源ストリップの電源コードソケットの第１実施形態
の側面図である。
【図２】電源コードソケットの第１実施形態の上面図である。
【図３】電源コードソケットの第１実施形態の斜視図である。
【図４】延長ソケットの第１実施形態の側面図である。
【図５】延長ソケットの第１実施形態の上面図である。
【図６】延長ソケットの第１実施形態の斜視図である。
【図７】本願において開示する第１実施形態にかかる電源コードソケットおよび延長ソケ
ットの連結を示す斜視図である。
【図８Ａ】延長ソケットの第２実施形態の斜視図である。
【図８Ｂ】延長ソケットの第２実施形態の上面図である。
【図８Ｃ】延長ソケットの第２実施形態の斜視図である。
【図８Ｄ】延長ソケットの第２実施形態の側面図である。
【図９】延長ソケットの第２実施形態の他の側の斜視図である。
【図１０】延長ソケットの第２実施形態の上面図である。
【図１１】本願において開示する第２実施形態にかかる電源コードソケットおよび延長ソ
ケットの連結を示す斜視図である。
【図１２】第３実施形態にかかる保護端部ピースの斜視図である。
【図１３】本願において開示する第３実施形態にかかる電源コードソケットと延長ソケッ
トと保護端部ピースとの連結を示す斜視図である。
【図１４】他の保護端部ピースの斜視図である。
【図１５】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図１６】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図１７】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図１８】電源ストリップの第４実施形態を示す。
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【図１９】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図２０】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図２１】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図２２】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【図２３】電源ストリップの第４実施形態を示す。
【考案を実施するための形態】
【００５９】
　次に、本願において開示する電源ストリップの好ましい実施形態を詳細に説明する。ま
た、以下の説明に、その実施例を示す。本願において開示する電源ストリップの例示的な
実施形態を詳細に説明するが、電源ストリップの理解に特に重要でないいくつかの特徴は
簡略化のために示していないことは当業者には明らかであろう。
【００６０】
　また、本願において開示する電源ストリップは、後述する詳細な実施形態に限定されず
、添付の実用新案の範囲の精神あるいは範囲を逸脱することなく種々の変形および変更を
当業者によってなしうることは、理解されよう。例えば、種々の例示的な実施形態のエレ
メントおよび／または特徴を、本開示および添付の実用新案請求の範囲内で、互いに組み
合わせること、および／または互いと置き換えることもできる。
【００６１】
　本開示、図面および添付の実用新案登録請求の範囲から当業者にとって明らかとなる改
良や変形は、添付の実用新案登録請求の精神および範囲内である。
【００６２】
　なお、明細書および実用新案の範囲を通じて、１つのエレメントが他のエレメントに「
連結される」あるいは「接続される」場合、エレメントは他のエレメントに必ずしも固定
し、留める、あるいは取り付けることを意味しない。それよりむしろ、用語「連結される
」あるいは「接続される」は、あるエレメントが他のエレメントに直接的あるいは間接的
に接続される、または他のエレメントとの機械的あるいは電気的な連絡状態にあること、
を意味する。
【実施例１】
【００６３】
　図１乃至図７は、本願において開示する第１実施形態にかかる電源ストリップを示す。
電源ストリップは、電源コードおよび延長ソケット１１に接続される電源コードソケット
７を有することができる。図１乃至図３に示すように、電源コードソケット７は、電源コ
ードソケット７の外装パネルに配置されるメイン電気受け口９（電極を有する）を有する
ことができる。メイン電気受け口９は、英国規格、米国規格、中国規格または他の国の規
格に応じて形成される規格電気プラグを受けるあらゆる規格の電気受け口とできる。
【００６４】
　電源コードソケット７は、そのベースに沿って電源コードソケット７の一方の側から延
設される第１段差部１４が形成される第１段差側壁を有することができる。第１段差部１
４は、電源コードソケット７と一体的に形成することができる。側部電気受け口８は、外
装パネルと概ね同じ方向に面する受け口配置壁６２に配置することができる。メイン電気
受け口９および側部電気受け口８は、電源コードに電気的に連結でき、したがって電源に
接続できる。絶縁スリーブ（図示せず）を、側部電気受け口８内に一体的に形成すること
ができる。図示の実施形態では、側部電気受け口８は３ピンの電気受け口である。３ピン
の電気受け口８の３つの開口部は、電源コードソケット７の受け口配置壁６２に沿って一
列に配置することができる。
【００６５】
　図４、図５および図６に示すように、延長ソケット１１にはメイン電気受け口１３が配
置される。延長ソケット１１は、その外装パネルに沿って延長ソケット１１の一方の側か
ら延設される第２段差部１５が形成される第２段差側壁を有することができる。第２段差
側壁は、第１段差側壁とは反転した形状で配置される。第２段差部１５は、延長ソケット
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１１と一体的に形成することができる。側部電気プラグ１２は、延長ソケット１１の外装
パネルと反対に面するプラグ配置壁６５に配置することができる。延長ソケット１１の側
部電気プラグ１２は、延長ソケット１１のメイン電気受け口１３に電気的に連結すること
ができる。図示の実施形態では、側部電気プラグ１２は３ピンの電気プラグである。３つ
のピンは、延長ソケット１１のプラグ配置壁６５に沿って一列に配置することができる。
これにより、側部電気プラグ１２は、３つのピンが三角形状に配置される規格の３ピンの
電気プラグと比較して、比較的横幅のない（フラットな）構成配置となる。これにより、
電源コードソケット７および延長ソケット１１によってこのように形成される電源ストリ
ップの長さを低減でき、また電源ストリップによって占有される空間を低減できる。
【００６６】
　電源コードソケット７および延長ソケット１１のそれぞれに、１つの規格の電気プラグ
を受けるための１つの規格の電気受け口のみが配置される例を示して説明したが、電源コ
ードソケット７および延長ソケット１１のそれぞれに、２つ以上の電気受け口を配置する
ことも考えられる。
【００６７】
　さらに、側部電気受け口８が電源コードソケット７に配置され、そして、側部電気プラ
グ１２が延長ソケット１１に配置される例を示して説明したが、代わりに、側部電気プラ
グ１２は電源コードソケット７に配置することもでき、そして、側部電気受け口８は、延
長ソケット１１に提供することができることは理解されよう。
【００６８】
　図７は、電源コードソケット７と延長ソケット１１との接続を示す。接続するために、
延長ソケット１１の側部電気プラグ１２は、電源コードソケット７のベースに垂直な垂直
方向に電源コードソケット７の側部電気受け口８に差し込まれる。延長ソケット１１の側
部電気プラグ１２が電源コードソケット７の側部電気受け口８に差し込まれると、延長ソ
ケット１１の逆向きの第２段差側壁が電源コードソケット７の第１段差側壁と係合する。
電源コードソケット７と延長ソケット１１とは容易には分離できない。これにより、電源
コードソケット７と延長ソケット１１との接続の安定性が向上し、電源ストリップの安全
性を確保できる。
【００６９】
　電源コードソケット７の高さと延長ソケット１１の高さとを同じにできる。図１および
図４に示すように、電源コードソケット７の垂直側壁６１の高さＬ１（つまり電源コード
ソケット７の外装パネルと受け口配置壁６２との間の距離）は、延長ソケット１１の第２
段差部１５の高さＬ２（つまり延長ソケット１１の外装パネルとプラグ配置壁６５との間
の距離）と実質的に同じである。さらに、電源コードソケット７の第１段差部１４の高さ
Ｌ３（つまり電源コードソケット７の受け口配置壁６２とベースとの間の距離）は、延長
ソケット１１の側壁６６の高さＬ４（つまり延長ソケット１１のプラグ配置壁６５とベー
スとの間の距離）と実質的に同じである。したがって、電源コードソケット７と延長ソケ
ット１１とが互いに連結されると、電源コードソケット７および延長ソケット１１の外装
パネルを同じ面すなわち同じ高さに配置することができる。これにより、電源ストリップ
を一体的で整った外観とできる。
【００７０】
　電源コードソケット７の外装パネルと延長ソケット１１の外装パネルとを同じ面すなわ
ち同じ高さに配置される例を示し説明したが、電源コードソケット７の外装パネルを延長
ソケット１１の外装パネルより高くまたは低くできることは理解されよう。
【００７１】
　さらに、電源コードソケット７および延長ソケット１１の第１側壁および第２側壁には
、電源コードソケット７および延長ソケット１１を互いに保持するための係合要素を形成
することができる。
【００７２】
　図１乃至図６に示すように、凸部すなわち留め具２２を、電源コードソケット７のベー
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スに垂直な第１段差側壁の垂直壁６３に形成することができる。また、対応する凹部すな
わち凹部２３を、延長ソケット１１のベースに垂直な第２段差側壁の係合垂直壁６６に形
成することができる。留め具２２は、外側に延設される位置に留め具２２を付勢するため
の内部バネを有するバネ付勢留め具の態様とできる。電源コードソケット７および延長ソ
ケット１１の他の適当な係合面に留め具２２および凹部２３を配置することができること
は当業者には理解されよう。
【００７３】
　さらに、電源コードソケット７と延長ソケット１１とは、摺動可能な係合によって互い
に接続することができる。図示の実施形態では、２つの垂直の細長い溝１６を、電源コー
ドソケット７の第１段差側壁の垂直壁６３に形成することができ、そして、２つの対応す
る垂直の細長い突起１９を、延長ソケット１１の第２段差側壁の垂直壁６６に形成するこ
とができる。延長ソケット１１の側部電気プラグ１２を、電源コードソケット７のベース
に垂直な垂直方向に電源コードソケット７の側部電気受け口８へ挿入するとき、延長ソケ
ット１１の２つの垂直の突起１９が、電源コードソケット７の２つの対応する垂直溝１６
内へ摺動し、これにより、電源コードソケット７と延長ソケット１１とを互いに所定位置
に保持できる。
【００７４】
　溝１６および突起１９によって、電源コードソケット７と延長ソケット１１とを接続す
るとき、延長ソケット１１を電源コードソケット７上に正しい姿勢で位置決めすることが
できる。電源コードソケット７と延長ソケット１１とが接続されると、係合した溝１６お
よび突起１９により、電源コードソケット７と延長ソケット１１との分離を防止できる。
細長い溝１６および細長い突起１９は概ね長方形状の断面または概ねありつぎ状の断面を
有することができる。
【００７５】
　２つの垂直溝１６を電源コードソケット７に形成し、そして２つ垂直突起１９を延長ソ
ケット１１に形成する例を示し説明したが、溝１６と突起１９との係合により電源コード
ソケット７および延長ソケット１１を所望位置に保持するのに十分である限り、溝１６お
よび突起１９の数、位置、ならびに形状を変更できることは、当業者には理解されよう。
【００７６】
　さらに、２つの垂直の細長い突起１７を、電源コードソケット７の外装パネルに垂直な
第１段差側壁の垂直壁６１に形成することができ、そして、２つの対応する垂直の細長い
溝１８を、延長ソケット１１の外装パネルに垂直な第２段差側壁の垂直壁６４に形成する
ことができる。延長ソケット１１の側部電気プラグ１２を、電源コードソケット７のベー
スに垂直な垂直方向に電源コードソケット７の側部電気受け口８へ挿入するとき、電源コ
ードソケット７の２つの対応する垂直の突起１７が延長ソケット１１の２つの垂直溝１８
内へ摺動し、これにより、電源コードソケット７と延長ソケット１１とをさらに一体に保
持できる。
【００７７】
　溝１８および突起１７は、電源コードソケット７と延長ソケット１１とをよりしっかり
と接続することができる。電源コードソケット７と延長ソケット１１とが接続されると、
係合した溝１８および突起１７により、電源コードソケット７と延長ソケット１１との分
離をよりいっそう防止できる。細長い溝１８および細長い突起１７は概ね長方形状の断面
または概ねありつぎ状の断面を有することができる。
【００７８】
　２つの垂直突起１７を電源コードソケット７に形成し、そして２つ対応する垂直溝１８
を延長ソケット１１に形成する例を示し説明したが、溝１８と突起１７との係合により電
源コードソケット７および延長ソケット１１を所望位置に保持するのに十分である限り、
溝１８および突起１７の数、位置、ならびに形状を変更できることは、当業者には理解さ
れよう。
【００７９】
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　図２、図３、図５および図６に示すように、電源スイッチ５を、電源コードソケット７
および延長ソケット１１のそれぞれに配置することができる。電力スイッチ５は、電源コ
ードソケット７および延長ソケット１１のメイン電気受け口９および１３の電極への電力
を制御するために使用される。ネオン管パワーインジケータ６を、電源コードソケット７
のメイン電気受け口９の電力状態を示すために電源コードソケット７に配置することがで
きる。同様に、他のネオン管パワーインジケータ６を、延長ソケット１１のメイン電気受
け口１３の電力状態を示すために延長ソケット１１に配置することができる。パワーイン
ジケータとして発光ダイオードのような他の従来の点灯デバイスを用いることができるこ
とは理解されよう。
【００８０】
　図７に示すように、電源ストリップにおけるメイン電気受け口の数を増加するために、
電源コードソケット７のベースに垂直な垂直方向（矢印で示す）に延長ソケット１１の側
部電気プラグ１２を電源コードソケット７の側部電気受け口８に差し込むことができ、こ
れにより、電源コードソケット７と延長ソケット１１とを機械的かつ電気的に互いに接続
できる。こうして、延長ソケット１１が電源コードソケット７のメイン電気受け口９を覆
わないようにできる。これにより、電源ストリップのコンセント（差し込み口）リソース
を無駄にすることなく、メイン電気受け口の数を増加させることができる。延長ソケット
１１の側部電気プラグ１２は、垂直方向に電源コードソケット７の側部電気受け口８に差
し込まれるので、電源コードソケット７と延長ソケット１１とは容易には分離することが
できない。これにより、接続しているソケットの機械的構造の安定性を向上できる。留め
具２２および凹部２３を用いることにより、接続しているソケットの機械的構造の安定性
をさらに向上でき、電源コードソケット７と延長ソケット１１との分離をよりいっそう防
止できる。
【実施例２】
【００８１】
　図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ、図８Ｄおよび図９乃至図１１に示すように、延長ソケット１
１の反対側には、そのベースに沿って延長ソケット１１の他方の側から延設される第３段
差部４５を形成する第３段差側壁を配置することができる。第３段差部４５は、延長ソケ
ット１１と一体的に形成することができる。側部電気受け口４８を、延長ソケット１１の
外装パネルに概ね面する第３段差部４５の受け口配置壁に配置することができる。側部電
気受け口４８は、メイン電気受け口１３に電気的に連結することができる。図示の実施形
態では、側部電気受け口４８は３ピンの電気受け口である。３ピンの電気受け口の３つの
開口部は、第３段差部４５の受け口配置壁に沿って一列に配置することができる。
【００８２】
　第２実施形態では、延長ソケット１１を、他の延長ソケット１１に接続することができ
る。接続するために、延長ソケット１１の側部電気プラグ１２は、他の延長ソケット１１
の側部電気受け口４８に、そのベースに垂直な垂直方向に差し込まれる。延長ソケット１
１の側部電気プラグ１２が他の延長ソケット１１の側部電気受け口４８に差し込まれると
、延長ソケット１１の逆向きの第２段差側壁が他の延長ソケット１１の第３段差側壁と係
合する。したがって、２つの接続される延長ソケット１１は、容易には分離することがで
きない。長手方向に延設される電源ストリップを形成する必要な場合、２つ以上の延長ソ
ケット１１を互いに接続できることは理解されよう。
【００８３】
　同様に、第２段差側壁および第３段差側壁には、細長い突起および細長い溝を配置する
ことができる。これにより、２つの延長ソケット１１が分離するおそれを低減することが
できる。図示の実施形態では、２つの細長い突起１９が第２段差側壁に配置され、一方、
２つの細長い溝４６が、第３段差側壁に配置される。
【００８４】
　細長い突起が第２段差側壁に配置され、対応する細長い溝が第３段差側壁に配置される
例を示し説明したが、細長い溝を第２段差側壁に配置し、対応する細長い突起を第３段差
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側壁に配置でき、あるいは細長い溝と突起を第２段差側壁に配置し、対応する細長い突起
と溝を第３段差側壁に配置できることは理解されよう。
【００８５】
　留め具４２を、延長ソケット１１の第３段差側壁の垂直壁に形成することもできる。２
つの延長ソケット１１が互いに接続されるとき、留め具４２は、延長ソケット１１の第２
段差側壁の垂直壁６６に形成される対応する凹部２３と係合する。留め具４２は、外側に
延設される位置に留め具４２を付勢するための内部バネを有するバネ付勢留め具の態様と
できる。
【００８６】
　第２段差側壁および第３段差側壁が延長ソケット１１の両側に形成される例を示し説明
したが、第３段差側壁を第２段差側壁の隣接する側に配置することもできることは理解さ
れよう。
【実施例３】
【００８７】
　図１２に示すように、電源ストリップは保護端部ピース５０をさらに有することができ
る。保護端部ピース５０は、外装パネルと、ベースと、その外装パネルに沿って延設され
る第４段差部５５を形成する第４段差側壁と、を有することができる。保護端部ピース５
０には、電気受け口は配置されず、したがって、全体的に絶縁されている。
【００８８】
　第４段差側壁は、第１段差側壁および第３段差側壁とは反転した形状で配置される。第
４段差部５５は、保護端部ピース５０と一体的に形成することができる。側部プラグ５２
は、保護端部ピース５０の外装パネルと反対に面するプラグ配置壁に配置することができ
る。図示の実施形態では、側部プラグ５２は３ピンのプラグである。３つのピンは、保護
端部ピース５０のプラグ配置壁に沿って一列に配置することができる。これにより、側部
プラグ５２は、３つのピンが三角形状に配置される規格の３ピンの電気プラグと比較して
、比較的横幅のない（フラットな）構成配置となる。保護端部ピース５０は、電源コード
ソケット７の側部電気受け口８または延長ソケット１１の側部電気受け口４８へそのベー
スに垂直な方向に挿入可能である。これにより、保護端部ピース５０の電源コードソケッ
ト７または延長ソケット１１への接続の安定性を向上できる。保護端部ピース５０は、ま
た、電源ストリップの雷防護効果を与えるよう機能する。
【００８９】
　図１３に示すように、保護端部ピース５０は、電源コードソケット７に接続されている
複数の延長ソケット１１のうちの最後の１つの延長ソケット１１へ挿入することができる
。このように形成される電源ストリップは、外観を一体的にでき、全体的に絶縁できる。
【００９０】
　同様に、保護端部ピース５０の第４段差側壁は、保護端部ピース５０を電源コードソケ
ット７または延長ソケット１１に保持するための係合要素を有するよう形成できる。
【００９１】
　図１４に示すように、延長ソケット１１の留め具４２または電源コードソケット７の留
め具２２を受けて係合するための凹部５３を、保護端部ピース５０のベースに垂直な第４
段差側壁の垂直壁に形成することができる。
【００９２】
　さらに、保護端部ピース５０を、摺動可能な係合によって電源コードソケット７または
延長ソケット１１に接続することができる。図１４に示す例示の実施形態では、２つの垂
直な細長い溝を、保護端部ピース５０の外装パネルに垂直な第４段差側壁の第４段差部５
５の垂直壁に形成でき、そして２つの垂直な細長い突起５９を、保護端部ピース５０のベ
ースに垂直な第４段差側壁の垂直壁に形成できる。これにより、保護端部ピース５０の電
源コードソケット７または延長ソケット１１への接続を行うことができる。保護端部ピー
ス５０が電源コードソケット７または延長ソケット１１に接続されると、係合溝および突
起により保護端部ピース５０が電源コードソケット７または延長ソケット１１から分離す
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るのを防止できる。保護端部ピース５０を、保護端部ピース５０と電源コードソケット７
または延長ソケット１１との間の溝・突起接続によって定位置にしっかりと保持すること
ができるので、側部プラグ５２を必ずしも保護端部ピース５０に配置する必要がないこと
は理解されよう。
【００９３】
　電源コードソケット７および延長ソケット１１の電気接続は電気プラグと電気受け口と
によって達成される例を示し説明したが、電源コードソケット７および延長ソケット１１
の電気接続は、電気金属ピン、プレート、ボス、スプリング、クリップなどあらゆる他の
使用可能な電気接続によっても達成できることは当業者には理解されよう。
【実施例４】
【００９４】
　電源コードソケット７、延長ソケット１１および保護端部ピース５０には、３ピンプラ
グおよび３ピン受け口が配置されている例を示し説明したが、電源コードソケット７、延
長ソケット１１および保護端部ピース５０は、より多いピンまたはより少ないピンを有す
るプラグおよびソケットを配置できることは理解されよう。
【００９５】
　図１５乃至図２３は、電源コードソケット７、延長ソケット１１および保護端部ピース
５０に、２ピンのプラグと２ピン受け口とが配置されている第４実施形態を示す。
【００９６】
　本願において開示した電源ストリップをいくつかの好ましい実施形態を特に参照して示
し、説明したが、添付の実用新案請求の範囲から逸脱することなく種々の変形および変更
を行うことができることを述べておく。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１５】
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【図２０】

【図２１】
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