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(57)【要約】
【課題】
　レール本体への取付および回転により、複数のソケッ
トが受入可能な、可動ソケット用のレールに関する装置
である。
【解決手段】
　この装置は、レールの全長に亘って、矩形の間隙が内
部にある本体を有する、電気エネルギー伝導体レールを
備え、レールに挿入される可動ソケットを接続および収
容する。
　一旦レール長手方向側面図に沿って可動ソケットの取
り付け場所が決定すれば、各ソケットは、金属接続部を
有しており、それは前面開口部からレールの間隙に挿入
され、９０度回転され、凸状突起が接触し、金属プレー
トに繋がり、電気的に接続し、前記ソケットに電力供給
するものである。
　ソケットは、レールに対してもう一度９０度回転する
ことにより取外され、その結果前記プレートの金属接続
から分離し、それに伴いソケットの電力供給が切断され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動ソケット対応の電源用レールについての装置であり、
長尺な、好ましくは台形形状の絶縁体からなり、孔（４）を備え、表面が平らで滑らかな
長辺の底面（３）を備えた、本体（２）を有する電力伝導体のレール（１）と；
長手方向には、前記本体（２）は、その内部に、前記レール（１）の全長にわたって伸延
し、かつ短辺の底面（７）の矩形の前面開口部（６）に通じる矩形の間隙（５）を備え、
上記レール（１）に挿入される可動ソケット（８）を接続および収容し、；
前記可動ソケット（８）は、凸状突起（１０）を備える「Ｌ」字断面を有する金属製接続
部（９）を備え、前記矩形の前面開口部（６）から前記レール（１）の前記間隙（５）内
部への挿入が可能であり、；
前記レール（１）は、内部において、前記短辺の底面（７）の矩形のタブ部（１１）に面
するように、前記レール（１）の全長にわたって伸延する金属製の接続プレート（１２）
を有し、前記プレート（１２）は、矩形の区画部（１４）の内部まで伸びて突出する屈曲
部（１３）を有し、電気接続端子（１５）を構成し、
上記前記接続端子（１５）は、電気コード（１６）に接続され、電気プラグ（１７）また
は壁の電気ボックス（１９）の電力ケーブル（１８）に直接接続されることにより、前記
レール（１）は電力ネットワークへ電力供給し、
前記電気コード（１６）で前記電気プラグ（１７）に前記レール（１）を接続するとき、
前記矩状区画部（１４）は、前記レールの一端に配置され、「Ｌ」字形状のキャップ（２
０）で閉じられて、
または、壁の前記電気ボックス（１９）の前記電力ケーブル（１８）に直接前記レールが
接続されるとき、前記区画部（１４）は、前記長辺の底面（３）の内部にキャップがない
状態で配置され、
前記レール（１）は前記孔（４）を通して固定用ねじ（２１）により、
若しくは、例えば両面テープなどの接着手段（２２）により、壁に取付けられるか
または、電源タップとして床の上で使用され、
一旦前記可動ソケット（８）に対して、前記レール（１）の長手方向に沿った取り付け位
置を選択すれば、前記各ソケット（８）の金属接続部（９）は前記矩形の前面開口部（６
）から前記レール（１）の前記間隙内部に挿入され、９０度回転することにより、凸状突
起（１０）が接触して、金属製のプレート（１２）に繋がり、電気的に接続し、可動ソケ
ット（８）に電力供給し、
可動ソケット（８）をもう一度前記レール（１）に対して９０度回転させ取外すと、金属
接続部（９）が分離し、それに伴いソケット（８）の電力供給が切断され、
前記ソケット（８）は、他のソケット（８）の位置と干渉することなく、前記ソケットを
配置し、若しくは前記レール（１）に沿って長手方向に移動することが可能であることを
特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レール本体への簡単な取付および回転により通電が可能となり、同時に複数
の可動ソケットが受入可能な、可動ソケット向け電源用レールのための装置を明らかにす
る。
【背景技術】
【０００２】
　本レールは接着手段や固定具によって壁に直接取付けられるか、電源タップとして床の
上で使用できる。
【０００３】
　さらにまた、本レールは壁の電気ボックスに直接接続されるか、またはソケットに接続
するためのプラグを更に備えており、この事は使用の際に大変優れた汎用性を有する製品
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であるということを意味する。
【０００４】
　従来の技術において、ソケットまたは電源タップには数種類の装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＰＩ　９１０１５０９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通常、電源タップはソケットに取付けられるプラグを備えており、そのコンパクトな装
置は、製品の電力供給用接続線が届く範囲を、狭い場所や決まった所に限定してしまう。
【０００７】
　前記電源タップは、互いに平行に配置されたソケットを備えており、多くの場合、使用
者は、様々なサイズや形状といった、機器のプラグの幾何学的な原因により、すぐ隣り合
わせのソケットが使用し難くなることがある。
【０００８】
　このように、多くの場合、１つのプラグが電源タップに接続されていると、傍のソケッ
トの邪魔になり、それが使えなくなってしまい、同時に複数の機器に電力を配分するとい
う、その製品の機能を大幅に損ねることとなる。
【０００９】
　この事や他の不便について考慮した結果、有益な代替案が電源タップおよび電源用レー
ルのために開発された。
【００１０】
　ブラジルの特許出願ＰＩ９１０１５０９には、電源用レールの異なる位置にソケットの
接続を可能にするため、電力の伝導用レールに連結する可動ソケットが開示されている。
【００１１】
　このレールは、すそ板の上部の壁にネジで取り付けられ、電気ソケットを取り付けるラ
ビリンス形状物を有している。
【００１２】
　前記レールが不便な点は、ソケットを使用位置まで長手方向に移動させるには、レール
の端部を通して、ソケットを横方向から取り付けなければならないことである。
【００１３】
　そうすると、構成部分どうしが直接接触し、部品の使用および取扱い中に摩耗を生じる
ことがある。
【００１４】
　さらに、そのラビリンス形状物は、通常の使用や間違った取扱いにより、摩耗および破
損されやすい複数の部品を含む複雑な構造を有する。
【００１５】
　その上、１つのソケットを取り外すためにレールの端まで移動するのに、他のものを取
り外す必要があり、製品全体として実用性および融通性がない。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　従来技術の不便を解消するため、本発明は、可動ソケット対応の電源用レールのための
装置を開示し、本可動ソケットは、簡単に回すだけで、取り付け、設置ができ、使用者は
ソケットの取り付け場所を選び、ソケットをレールの間隙に入れ、９０度回転させるだけ
で、電気的に接続できる。
【００１７】
　本発明の大きな利点は、本レールが壁の電気ボックスに直接取り付けられ、またはプラ
グによってソケットへの接続が可能であるという事である。
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【００１８】
　さらにまた、本レールは、壁又は床に、接着剤または固定手段により固定して使用する
ことができ、或いは、本体が絶縁体で作られているため、電源タップとして床の上でも用
いることが可能である。
【００１９】
　本レールの電気的接続部は、間隙の内側で保護されており、ただソケットを持って回転
しさえすれば、電気的接続をすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　このように、本構成物は、実用的でシンプルな形状を有しており、結合のための複雑な
手段を排除するものである。
【００２１】
　さらにまた、ソケットの取り付けまたは取り外しは、選んだ場所にて直接行うことが可
能であり、その他のソケットをレールから取り外す必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明の目的は、添付の図面を参照して、より特徴づけられるであろう。
【００２３】
【図１】壁に組み立てる場合において、電気プラグにより接続される、本電源用レールお
よびソケットの分解斜視図である。
【図２】一部分の分解立体図（背面斜視図）であり、ネジによって固定される場合におい
て、閉じ蓋（キャップ）によって保護された、本レールの電気端子および電力ネットワー
クへつながる接続電線を示す。
【図３】接着手段により固定される場合における、本レールの背面斜視図である。
【図４】電気プラグなしで壁の電気ボックスに直接接続し、壁に組立る電源用レールおよ
びソケットの分解斜視図である。
【図５】壁の電気ボックスへ直接接続（図４参照）し、ネジにより取付けする場合におけ
る、本レールの電気端子および電力ネットワークの接続電線を明らかにする背面斜視図で
ある。
【図６】壁に取付けられ、電気プラグで接続された本レールの斜視図であり、可動ソケッ
トの長手方向の動きを示す。
【図７】壁に取付けられ、直接電気ボックスに接続された本レールの斜視図であり、可動
ソケットの長手方向の動きを示す。
【図８】接着手段により壁または床に取付けられる場合において、本レールとレール本体
の間隙の取付け位置にある電気ソケットの横断面図である。
【図９】本レール本体の間隙内で９０度回転され、固定され通電された状態の可動ソケッ
トを有する図８のレールの横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　　図１～３によれば、本発明は、好ましくは台形状であり、平らで滑らかな面を有する
長辺の底面（３）と孔（４）とを備えた、長尺な絶縁体で作られた本体（２）を有する電
力の導電体である本レール（１）から構成される。
【００２５】
　長手方向に、前記本体（２）は、その内部に矩形の間隙（５）を有し、それは本レール
（１）の全長にわたって伸延し、短辺の底面（７）の矩形状の前面開口部（６）と通じ、
前記レール（１）に挿入される可動ソケット（８）に接続し収容する。
【００２６】
　可動ソケット（８）は、凸状突起（１０）を備えた「Ｌ」字断面を有する金属製接続部
（９）を備えており、それは矩形の前面開口部（６）からレール（１）の間隙（５）内部
へ挿入可能である。
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　図２および８により良く可視化される様に、短辺の底面（７）の矩形のタブ部（１１）
の内側で面するように、本レール（１）には金属製の接続プレート（１２）を有し、それ
は前記レール（１）の全長に亘って伸延する。ここで、前記プレート（１２）は、屈曲部
（１３）を備え、それは矩形状区画部（１４）の内部まで伸び、突出しており、電気接続
端子（１５）を構成する。
【００２８】
　図１、４および５から観察されるように、前記接続端子（１５）は、電気コード（１６
）に接続され、電気プラグ（１７）または壁の電気ボックス（１９）の電力ケーブル（１
８）に直接接続されることにより、レール（１）は電力ネットワークへ電力供給する。
【００２９】
　本コード（１６）を用い本レール（１）が電気プラグ（１７）に接続される場合、図２
にあるように、矩形状区画部（１４）は本レール（１）の一端に配置され、「Ｌ」字形状
のキャップ（２０）で閉じられる。
【００３０】
　壁の電気ボックス（１９）の電源ケーブル（１８）に直接本レール（１）が接続される
場合、図５にあるように、本区画部（１４）は、長辺の底面（３）の内部にキャップがな
い状態で位置する。
【００３１】
　図２および３に最も良く視覚化されているように、本レール（１）は、孔（４）を通し
て固定用ねじ（２１）か、例えば両面テープなどの接着手段（２２）で壁に取付けられ、
あるいは、電源タップとして床の上で使用される。
【００３２】
　図８および９によると、一旦、本レール（１）の長手方向に沿って可動ソケット（８）
の取り付け位置を選択すると、各ソケット（８）には、金属製接続部（９）があり、矩形
状の前面開口部（６）からレール（１）の間隙（５）の内部に挿入され、９０度回転する
ことにより、凸状突起（１０）が接触して、金属製のプレート（１２）に繋がり、電気的
に接続し、可動ソケット（８）に電力供給される。
【００３３】
　可動ソケット（８）が、本レール（１）に対してもう一度９０度回転され、取外される
と、金属接続部（９）が本プレート（１２）から分離し、それに伴い本ソケット（８）の
電力供給が切断される。
【００３４】
　図６および７にて観察されるように、本ソケット（８）は、使用者の必要に応じて、他
のソケット（８）の位置と干渉することなく、より良い位置に配置でき、また本レール（
１）の形状に沿って長手方向に移動させることができる。
【００３５】
　このように、本出願は、色々な場所に、素早く、実用的かつ簡単に取り付けられるソケ
ットの受入れが可能な電源用レール（１）を明らかにし、定義するものであり、本レール
は、汎用性が高く、様々な用途や固定に対応する。
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【図７】 【図８】
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