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(57)【要約】
【課題】安全コンセントの安全性を高め、使用寿命を延
ばすコンセントの安全回路装置の提供。
【解決手段】コンセントの安全回路装置は、主に一コン
セント本体、導電回路及びアクセス回路を含む。そのう
ち、コンセント本体上には電気製品の両差込片を挟持す
る挟持部品を設置し、またコンセント本体には別にアク
セス回路と通電する電源コードを設置し、更に導電回路
には両挟持部品の両側間に、対応が異なる両挟持部品の
常開接点を少なくとも形成し、上述の設計により、プラ
グの差込片が挟持部品に差し込まれると、アクセス回路
によって導電回路の常開接点の通電を制御して常閉接点
を形成し、異物が同時に入り、両挟持部品に挿入されて
通電する現象を防止し、コンセント使用の安全性を向上
させる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンセント本体、導電回路、アクセス回路から構成されたコンセントの安全回路装置に
おいて、
　両挟持部品を設置し、その両挟持部品に電気製品のプラグの両差込片を差し込み、且つ
両挟持部品の両側にはそれぞれ電源コードの活線、アースを連接する電源接続片を設置し
、且つ両電源接続片と両挟持部品は未導電状態であるコンセント本体と、
　絶縁未導電の両連結片から構成され、更に両連結片は架設状で、両連結片の両端にはそ
れぞれ異なる挟持部品の相互に異なる側辺に対応し、且つ両連結片の両端と挟持部品の両
側は常開接点状態である導電回路と、
　各電源接続片の両可動接触片と、各挟持部品に形成する連接接触片から構成され、両可
動接触片と両連接接触片はそれぞれ両連結片両端とプラグ差込片の両側の辺縁間にそれぞ
れ設置し、且つ連結片の両端と常開接点を形成し、同時に両可動接触片と両連接接触片は
相互に差込片に相対する内面には絶縁片を具えるアクセス回路から構成され、
　これらによって、プラグの両差込片を同時に挿入し、且つ両差込片の幅が規格に符合し
た時だけ、両側の可動接触片と連接接触片が作動して連結片の両端に当たり、常閉接点し
て通電するので、安全性が高く、且つ使用寿命を延ばすことを特徴とするコンセントの安
全回路装置。
【請求項２】
　前記コンセント本体は、絶縁の底台を具え、その底台上には最上面に差込孔を具えたカ
バー蓋を設置し、また電源接続片は底台の最上面両側に設置し、カバー蓋の差込孔に対応
する両挟持部品の両側にはそれぞれ上向きに伸びて相対したバネ片を成形し、それがプラ
グの両差込片を挟持し、また両連結片間には絶縁の間隔片を設置し、両連結片を通電しな
い絶縁状に形成し、また両連結片の両端には上向きに伸びる入力案内片及び転送案内片を
成形し、各連結片の両端の入力案内片及び転送案内片は別々に可動接触片と連接接触片に
対応することを特徴とする請求項１記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項３】
　前記可動接触片と連接接触片の絶縁片は、その内側下向きに内傾斜した斜面を成形し、
差込片が完全に挿入されて初めて可動接触片と連接接触片に当たって連結片に通電するこ
とにより、使用上の安全性を更に高めることを特徴とする請求項１記載のコンセントの安
全回路装置。
【請求項４】
　前記両連結片は、その内の連結片が対応するそのうちの連接接触片の一端と接続して一
体となり、回路の一端を常開接点に形成し、回路全体が架設状で、且つ三個の接触点を具
える状態にすることを特徴とする請求項１記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項５】
　前記両連結片は、その内の連結片が対応する活線の可動接触片の一端と接続して一体と
なり、その連結片と対応する別側の連接接触片の一端が接続して一体となり、回路を常開
接点に形成し、回路全体が架設状で、且つ二個の接触点を具える状態にすることを特徴と
する請求項１記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項６】
　コンセント本体、導電回路、アクセス回路から構成されたコンセントの安全回路装置に
おいて、
　両挟持部品を設置し、その両挟持部品に電気製品のプラグの両差込片を差し込み、且つ
両挟持部品の両側にはそれぞれ電源コードの活線、アースを連接する電源接続片を設置し
、且つ両電源接続片と両挟持部品は未導電状態であるコンセント本体と、
　絶縁未導電の両連結片から構成され、更に両連結片は両挟持部品の両側にそれぞれ設置
され、不架設状で、両連結片の両端にはそれぞれ異なる挟持部品の同じ側辺に対応し、且
つ両連結片の両端と挟持部品の両側は常開接点状態である導電回路と、
　各電源接続片の両可動接触片と、各挟持部品に形成する連接接触片から構成され、両可
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動接触片と両連接接触片は両連結片両端とプラグ差込片の両側の辺縁間にそれぞれ設置し
、且つ連結片の両端と常開接点を形成し、同時に両可動接触片と両連接接触片は相互に差
込片に相対する内面には一絶縁片を具えるアクセス回路から構成され、
　これらによって、プラグの両差込片を同時に挿入し、且つ両差込片の幅が規格に符合し
た時だけ、両側の可動接触片と連接接触片が作動して連結片の両端に当たり、常閉の導電
状を形成するため、安全性が高く、且つ使用寿命を延ばすことを特徴とするコンセントの
安全回路装置。
【請求項７】
　前記コンセント本体は、絶縁の底台を具え、その底台上には最上面に差込孔を具えたカ
バー蓋を設置し、また電源接続片は底台の最上面両側に設置し、カバー蓋の差込孔に対応
する両挟持部品の両側にはそれぞれ上向きに伸びて相対したバネ片を成形し、それをプラ
グの両差込片に挟持することを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項８】
　前記両連結片は、両端に上向きに伸びた入力案内片及び転送案内片を形成し、各連結片
の両端の入力案内片及び転送案内片はそれぞれ可動接触片と連接接触片に対応し、可動接
触片と連接接触片の絶縁片内側に下向きに内傾斜した斜面を成形し、差込片が完全に挿入
されて初めて可動接触片と連接接触片に当たり、連結片に通電することで、使用の安全性
を更に高めることを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項９】
　前記両連結片は、その内の連結片が対応するそのうちの連接接触片の一端と接続して一
体となり、回路の一端を常開接点に形成し、回路全体が不架設状で、且つ三個の接触点を
具える状態にすることを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全回路装置。
【請求項１０】
　前記両連結片は、その内の連結片が対応する活線の可動接触片の一端と接続して一体と
なり、その連結片と対応する別側の連接接触片の一端が接続して一体となり、回路を常開
接点に形成し、回路全体が不架設状で、且つ二個の接触点を具える状態にすることを特徴
とする請求項６記載のコンセントの安全回路装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンセントの安全回路装置に関するもので、使用時の安全性を高めるもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　家電の普及により、今日の生活では毎日、テレビ、パソコン、洗濯機、卓上ライト等の
電気製品に接触する。またこれらの家電はプラグを壁面のコンセントに差し込むか、もし
くは延長コードのコンセントに差し込んで電源を得る。一般のコンセントは電気製品のプ
ラグを差し込むための差込孔が開放状になっているため、仮に幼児が異物を差込孔内に入
れた場合、往々にして感電の危険がある。上述の欠点を改善するため、公知ではコンセン
トの差込孔に蓋をするのが主流であるが、蓋をすると、使用上の便宜性に影響を与える。
故に現在のコンセント内部の導電回路を改良するのが主流となっている。
【０００３】
　現在の安全コンセント構造は、図１、図２に示すとおり、コンセント１内の底台箇所に
一組の両高固定台１１及び両低固定台によって構成された固定台ユニットを設置する。そ
のうち、両高固定台１１は、それぞれ低固定台１２の両側に設置し、且つその上にはそれ
ぞれ開槽１１１を設計し、その間に対応する滑動孔２１を具えた滑動板２を設置する。ま
た両高固定台１１の間の両低固定台１２は、滑動板２に相対して併設状態を形成する。両
低固定台１２の最上端にはピン柱３を架設する半円弧槽１２１を設計し、両滑動板２を定
位させ、且つ左右に滑動させる。別に両組の長、短バネ片４，５はそれぞれ固定及び可動
式でコンセント１内部に設置して台孔１３の位置に相対し、滑動板２及びピン柱３が高、



(4) JP 2009-199989 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

低固定台１１、１２で固定した時、両滑動板２の滑動孔２１をピン柱３に相対させて左右
に滑動する。これにより、一側の台孔１３に異物が差し込まれた時、導電されないため、
感電の危険を防止する。
【０００４】
　上述の公知の安全コンセントは、理論上確かに感電を防止する機能を具えているが、た
だ、実際に運用する場合、安全機能が正しく働かない。言い換えると、この公知の構造は
使用時に感電の危険があるということである。同時にこの構造は設計が悪く、使用上、下
述の問題がある。
１．公知の安全コンセントは滑動板２が左右に滑動して短バネ片５を押し、短バネ片５と
長バネ片４が接触し電源が通るようになっている。しかしながら、異物が一側の台孔１３
にだけ挿入された場合、その側の台孔１３は通電することができないが別側の台孔１３は
通電してしまう。幼児が類似の金属挟み等両挟持片を具える異物を同時に台孔１３に差し
込むか、もしくは両手で一異物を差し込んだ場合、両滑動板２を押して短バネ片５を作動
させ、不当な通電により感電することもある。故に確実な安全度が不足している。
２．更に、前述の公知構造は、滑動板２の滑動機能によって通電の目的が達成する。これ
ら両滑動板２は、ピン柱３が設置されているが、滑動板２は横方向の左右に滑動する時、
ピン柱３と摩擦が発生し、プラグを差し込んだ時何かが詰まっているように感じやすく、
差し込みのスムーズさにも影響を与える。同時にもし摩擦が大きく損傷した場合、更に電
源通電の接触が悪くなるため、この構造はよくない。
【０００５】
　これらの問題を解決するため、特許文献１は、前述公知の欠点と不便を解決しているが
、本発明者はそれに満足することなく、更に良い設計を研究し、使用者の真の要求に応え
ることを目的とする。
【０００６】
　本発明者上述のコンセントに対して安全上の問題に対して深く研究し、積極的に解決の
道を求め、長期の努力により、一種のコンセントの安全回路装置の開発に成功し、更に安
全コンセントの安全性を高め、使用寿命を延ばす。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第ＵＳ７，０７０，４３２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　コンセントの安全回路装置を提供することにより、コンセントに規格に適用するプラグ
だけを適用させ、その安全性を高め、使用寿命を延ばすことを本発明の主な目的とする。
【０００９】
　本発明は、下述の技術手段に基づき、前述の目的と効果を実現する。
【００１０】
　そのうち、コンセント本体は、両挟持部品を設置し、その両挟持部品に電気製品のプラ
グの両差込片を挿入し、且つコンセント本体は両挟持部品両側に電源コードの活線、アー
スを連接した一電源接続片をそれぞれ設置し、且つ、両電源接続片と両挟持部品は導電状
を形成しない。
【００１１】
　導電回路は、絶縁されて通電しない両連結片から構成され、更に両連結片は架設状で、
その両連結片の両端はそれぞれ異なる挟持部品の異なる側辺に対応して設置し、且つ両連
結片の両端と挟持部品の両側は常開接点状態である。
【００１２】
　アクセス回路は、各電源接続片に設置した両可動接触片と各挟持部品に形成した両連接
接触片から構成される。両可動接触片と両連接接触片はそれぞれ両連結片両端とプラグの
差込片の両側辺間に設置し、且つ連結片両端は常開接点を形成し、同時に両可動接触片と
両連接接触片は差込片の内面に相対して絶縁片を具える。
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【００１３】
　これら前述の技術手段により、本発明は更にその使用の安全性を高めて付加価値を上げ
、更には製品の競争力及び経済公益を高める。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１の発明は、コンセント本体、導電回路、アクセス回路から構成されたコンセン
トの安全回路装置において、
　両挟持部品を設置し、その両挟持部品に電気製品のプラグの両差込片を差し込み、且つ
両挟持部品の両側にはそれぞれ電源コードの活線、アースを連接する電源接続片を設置し
、且つ両電源接続片と両挟持部品は未導電状態であるコンセント本体と、
　絶縁未導電の両連結片から構成され、更に両連結片は架設状で、両連結片の両端にはそ
れぞれ異なる挟持部品の相互に異なる側辺に対応し、且つ両連結片の両端と挟持部品の両
側は常開接点状態である導電回路と、
　各電源接続片の両可動接触片と、各挟持部品に形成する連接接触片から構成され、両可
動接触片と両連接接触片はそれぞれ両連結片両端とプラグ差込片の両側の辺縁間にそれぞ
れ設置し、且つ連結片の両端と常開接点を形成し、同時に両可動接触片と両連接接触片は
相互に差込片に相対する内面には絶縁片を具えるアクセス回路から構成され、
　これらによって、プラグの両差込片を同時に挿入し、且つ両差込片の幅が規格に符合し
た時だけ、両側の可動接触片と連接接触片が作動して連結片の両端に当たり、常閉接点し
て通電するので、安全性が高く、且つ使用寿命を延ばすことを特徴とするコンセントの安
全回路装置としている。
　請求項２の発明は、前記コンセント本体は、絶縁の底台を具え、その底台上には最上面
に差込孔を具えたカバー蓋を設置し、また電源接続片は底台の最上面両側に設置し、カバ
ー蓋の差込孔に対応する両挟持部品の両側にはそれぞれ上向きに伸びて相対したバネ片を
成形し、それがプラグの両差込片を挟持し、また両連結片間には絶縁の間隔片を設置し、
両連結片を通電しない絶縁状に形成し、また両連結片の両端には上向きに伸びる入力案内
片及び転送案内片を成形し、各連結片の両端の入力案内片及び転送案内片は別々に可動接
触片と連接接触片に対応することを特徴とする請求項１記載のコンセントの安全回路装置
としている。
　請求項３の発明は、前記可動接触片と連接接触片の絶縁片は、その内側下向きに内傾斜
した斜面を成形し、差込片が完全に挿入されて初めて可動接触片と連接接触片に当たって
連結片に通電することにより、使用上の安全性を更に高めることを特徴とする請求項１記
載のコンセントの安全回路装置としている。
　請求項４の発明は、前記両連結片は、その内の連結片が対応するそのうちの連接接触片
の一端と接続して一体となり、回路の一端を常開接点に形成し、回路全体が架設状で、且
つ三個の接触点を具える状態にすることを特徴とする請求項１記載のコンセントの安全回
路装置としている。
　請求項５の発明は、前記両連結片は、その内の連結片が対応する活線の可動接触片の一
端と接続して一体となり、その連結片と対応する別側の連接接触片の一端が接続して一体
となり、回路を常開接点に形成し、回路全体が架設状で、且つ二個の接触点を具える状態
にすることを特徴とする請求項１記載のコンセントの安全回路装置としている。
　請求項６の発明は、コンセント本体、導電回路、アクセス回路から構成されたコンセン
トの安全回路装置において、
　両挟持部品を設置し、その両挟持部品に電気製品のプラグの両差込片を差し込み、且つ
両挟持部品の両側にはそれぞれ電源コードの活線、アースを連接する電源接続片を設置し
、且つ両電源接続片と両挟持部品は未導電状態であるコンセント本体と、
　絶縁未導電の両連結片から構成され、更に両連結片は両挟持部品の両側にそれぞれ設置
され、不架設状で、両連結片の両端にはそれぞれ異なる挟持部品の同じ側辺に対応し、且
つ両連結片の両端と挟持部品の両側は常開接点状態である導電回路と、
　各電源接続片の両可動接触片と、各挟持部品に形成する連接接触片から構成され、両可
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動接触片と両連接接触片は両連結片両端とプラグ差込片の両側の辺縁間にそれぞれ設置し
、且つ連結片の両端と常開接点を形成し、同時に両可動接触片と両連接接触片は相互に差
込片に相対する内面には一絶縁片を具えるアクセス回路から構成され、
　これらによって、プラグの両差込片を同時に挿入し、且つ両差込片の幅が規格に符合し
た時だけ、両側の可動接触片と連接接触片が作動して連結片の両端に当たり、常閉の導電
状を形成するため、安全性が高く、且つ使用寿命を延ばすことを特徴とするコンセントの
安全回路装置としている。
　請求項７の発明は、前記コンセント本体は、絶縁の底台を具え、その底台上には最上面
に差込孔を具えたカバー蓋を設置し、また電源接続片は底台の最上面両側に設置し、カバ
ー蓋の差込孔に対応する両挟持部品の両側にはそれぞれ上向きに伸びて相対したバネ片を
成形し、それをプラグの両差込片に挟持することを特徴とする請求項６記載のコンセント
の安全回路装置としている。
　請求項８の発明は、前記両連結片は、両端に上向きに伸びた入力案内片及び転送案内片
を形成し、各連結片の両端の入力案内片及び転送案内片はそれぞれ可動接触片と連接接触
片に対応し、可動接触片と連接接触片の絶縁片内側に下向きに内傾斜した斜面を成形し、
差込片が完全に挿入されて初めて可動接触片と連接接触片に当たり、連結片に通電するこ
とで、使用の安全性を更に高めることを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全回路
装置としている。
　請求項９の発明は、前記両連結片は、その内の連結片が対応するそのうちの連接接触片
の一端と接続して一体となり、回路の一端を常開接点に形成し、回路全体が不架設状で、
且つ三個の接触点を具える状態にすることを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全
回路装置としている。
　請求項１０の発明は、前記両連結片は、その内の連結片が対応する活線の可動接触片の
一端と接続して一体となり、その連結片と対応する別側の連接接触片の一端が接続して一
体となり、回路を常開接点に形成し、回路全体が不架設状で、且つ二個の接触点を具える
状態にすることを特徴とする請求項６記載のコンセントの安全回路装置としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のコンセントの安全回路装置は、安全コンセントの安全性を高め、使用寿命を延
ばすという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、一種のコンセントの安全回路装置であり、図３に示すとおり、一コンセント
本体５０、一導電回路６０及びアクセス回路７０を含む。そのうち、コンセント本体５０
上にはアクセス回路７０と連通する電源コード８０を設置し、且つプラグ９０をコンセン
ト本体５０に差し込んだ時、アクセス回路７０で導電回路６０の常開接点と常閉接点を制
御する。
【００１７】
　本発明の実施例の構成に関して、図３、図４及び図５、図６に示す。そのうち、コンセ
ント本体５０は、一般に壁面に設置されたコンセント、もしくは延長コードのコンセント
とする。このコンセント本体５０は、絶縁の底台５１を具え、その底台５１上には一最上
面に差込孔５３を具えたカバー蓋５２を設置する。また、底台５１最上面はカバー蓋５２
で囲む空間両側にそれぞれ電源接続片５４の活線８１とアース８２を連接するのに使用さ
れる。次に底台５１底面にはカバー蓋５２の両差込孔５３に対応する上向き「コ」の字型
の両挟持部品５５を設置し、各挟持部品５５両側にはそれぞれ上向きに伸びてバネ片５６
に相対し、プラグ９０の両差込片９１を各々挟持する。
【００１８】
　また、導電回路６０は両連結片６１、６５によって構成され、且つ両連結片６１、６５
の間には絶縁のための間隔片６４を挟設する。次に両連結片６５の両端にはそれぞれ上向
きに伸びた入力案内片６２、６６及び転送案内片６３、６７を設置し、各連結片６１、６
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５の両端の入力案内片６２、６６及び転送案内片６３、６７は、それぞれ異なる挟持部品
５５の両側に対応する。これは異なる側の架設状でもよく（図６、図１１、図１２参照）
、また同じ側に不架設状でもよい(図１３、図１４及び図１５参照)。プラグ９０の両差込
片９１を両挟持部品５５に差し込んだ時、両差込片９１の両側の辺縁９２は両連結片６１
、６５の両側の入力案内片６２、６６及び転送案内片６３，６７の通電状態を相対して制
御する。
【００１９】
　更にアクセス回路７０は、両可動接触片７１と両連接接触片７５から構成される。この
アクセス回路の可動接触片７１と連接接触片７５には、別々に導電回路６０とプラグ９０
の差込片９１両側の辺縁９２間でそれぞれ設置する。そのうち、可動接触片７１は両側の
電源接続片５４でそれぞれ設置し、且つ可動接触片７１の一端は両連結片６１、６５の入
力案内片６２、６６内側に伸び、且つ両者間は適する間隔の常開接点を維持する。差込片
９１を差し込むと、可動接触片７１を押して入力案内片６２、６６に当たり、常閉接点と
なる。また連接接触片７５は、挟持部品５５に対応する外側のバネ片５６の辺縁で一体に
成形され、且つ連接接触片７５の一端は両連結片６１、６５の転送案内片６３、６７の内
側で伸び、且つ両者間では適する間隔の常開接点を保持する。差込片が挿入されると、連
接接触片７５が押されて対応する転送案内片６３、６７に当たり、常閉接点となる。次に
図７、図８に示すとおり、可動接触片７１と連接接触片７５は差込片９１に相対する内側
表面に一絶縁片７２を設置し、差込片９１が可動接触片７１及び連接接触片７５が直接通
電するのを防止する。更に絶縁片７２内側には下内向きに傾斜する斜面７３が形成され、
プラグ９０の差込片９１が完全に挿入されて初めて可動接触片７１と連接接触片７５に当
たり、連結片６１、６５の入力案内片６２、６６と転送案内片６３、６７を通電して使用
時の安全性を高める。
【００２０】
　プラグ９０の両差込片９１は、同時に差し込み、その差込片９１の幅は規格に符合して
両側の可動接触片７１と連接接触片７５が作動して連結片６１、６５の入力案内片６２、
６６と転送案内片６３、６７に当たり、常閉接点の通電状態を形成することができるため
、安全性が高く、且つ使用寿命を延ばすコンセントの安全回路装置を構成する。
【００２１】
　本発明の実際の運用に対して、図４～図７及び図９に示す。本発明のコンセントを実際
に使用する時、プラグ９０の差込片９１を同時にカバー蓋５２の差込孔５３に差し込むと
、両挟持部品５５のバネ片５６で対応する差込片９１を同時に挟持することができ、且つ
各差込片９１の両側の辺縁が対応する可動接触片７１と連接接触片７５を同時に押し、対
応する連結片６１、６５の入力案内片６２、６６と転送案内片６３、６７に当たり、それ
が常閉接点（図９参照）を形成する。この電源コード８０の活線８１が対応する電源接続
片５４、可動接触片７１、連結片６５の入力案内片６６と転送案内片６６を経て、相対す
る連接接触片７５へ伝送する。連接接触片７５と一体の挟持部品５５のバネ片５６が相対
する差込片９１へ伝送し、同時に電源コード８０のアース８２もまた対応する別の電源接
続片５４、別の可動接触片７１、別の連結片６１の入力案内片６２と転送案内片６３を経
て相対する連接接触片７５へ伝送する。また連接接触片７５と一体の別の挟持部品５５の
バネ片５６は相対する別の差込片９１へ伝送し、完成した導電回路を形成し、電源をプラ
グ９０上へ伝送する。
【００２２】
　異物を入れる、もしくは規格に合わないプラグ９０の差込片９１を差し込んだ場合、図
１０に示すとおり、異物もしくは両差込片９１のいずれか一辺縁９２が、対応する可動接
触片７１もしくは連接接触片７５に当たった時、可動接触片７１もしくは連接接触片７５
は相対する連結片６１、６５の入力案内片６２、６６もしくは転送案内片６３、６７を押
すことができないため、電源コードの内の一側の活線８１もしくはアース８２は、対応す
る電源接続片５４、可動接触片７１を経て連結片６５が相対する連接接触片７５へ伝送す
ることができないため連接接触片７５と一体の挟持部品５５のバネ片５６が相対する差込
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片９１へ伝送し、常開接点を形成するため、感電の発生を防止する。故に例え人が両金属
片の異物を同時にコンセント内に挿入したとしても、更には左右に異物を揺らしても有効
に導電現象を防止し、安全性を大幅に高める。
【００２３】
　更にプラグ９０の差込片９１は、コンセント本体５０の挟持部品５５内で上から下へ差
し込み、公知のように別に滑動板を押す必要がないので、その構造強度は良好で、不必要
な磨耗破損がなく、有効に使用寿命を延ばす。
【００２４】
　本発明の別の異なる実施例として、図１１に示すのが第二実施例である。主にそのうち
の連結片６５の転送案内片６７と、その内の挟持部品５５で形成する連接接触片７５が接
続して一体になり、常開接点を形成し、回路全体が架設状となり、且つ三個の接触点を具
える状態となる。そのため、前述の安全使用を高め、使用寿命を延ばす効果を高める。
【００２５】
　別に図１２に示すのは、本発明の第三実施例で、主にその内の連結片６５の入力案内片
６６及び転送案内片６７は、それぞれ活線８１の可動接触片７１及びその内の挟持部品で
形成する連接接触片７５を繋いで一体にして常開接点を形成し、回路全体が架設状となり
、且つ二個の接触点だけの状態で、この両接触点は両差込片９１でそれぞれ設置される。
そのため、前述の安全使用を高め、使用寿命を延ばす効果を具える。
【００２６】
　更に図１３に示すのは、本発明の第四実施例である。両連結片６１、６５は、両差込片
９１の両側にそれぞれ設置し、架設しない。且つ連結片６１の入力案内片６２と転送案内
片は、それぞれ両差込片９１に対応し、並びに可動接触片７１と、別側と差込片９１で一
体に形成した連接接触片７５の間で別に設置する。また別の連結片６５の入力案内片６６
と転送案内片６７もまたそれぞれ両差込片９１で対応し、アースの可動接触片７１と別側
の連接接触片７５の間でそれぞれ設置し、各回路両端は常開接点を形成し、回路全体を架
設状にしない。更に四個の接触点を具えた状態であるため、前述の安全使用を高め、使用
寿命を延ばす効果を具える。
【００２７】
　図１４に示すのは、本発明の第五実施例である。この両連結片６１、６５は架設状にせ
ず、且つ両差込片９１の両側でそれぞれ設置する。そのうち連結片６１の入力案内片６２
と転送案内片６２は、それぞれ活線８１の可動接触片７１と別側の連接接触片７５の間で
別に設置する。そのうち入力案内片６２と活線８１は一体の連接状で、また転送案内片は
、連接接触片７５と一体連接状であり、回路両端は常閉接点である。また別の連結片６５
の入力案内片６６と転送案内片６７もアース８２の可動接触片７１と別側の連接接触片７
５の間でそれぞれ設置し、その回路両端は常開接点を形成し、回路全体は架設せず、二個
の接触点を具える状態であるため、前述の安全使用を高め、使用寿命を延ばす効果を具え
る。
【００２８】
　更に第図１５に示すのは、本発明の第六実施例である。この両連結片６１，６５は架設
せず、且つ両差込片９１の両側でそれぞれ設置する。そのうち、連結片６１の入力案内片
６２と転送案内片６３はそれぞれ活線８１の可動接触片７１と別側の連接接触片７５の間
それぞれ設置する。そのうち入力案内片６２と活線８１は一体の連接状で、また転送案内
片６３は、連接接触片７５と一体連接状に形成し、回路両端は常閉接点を形成する。また
別の連結片６５の入力案内片６６と転送案内片６７もまたアース８２の可動接触片７１と
別側の連接接触片７５の間にそれぞれ設置し、その回路両端は常開接点を形成し、回路全
体は架設せず、且つ二個の接触点を具える状態であるため、前述の安全使用を高め、使用
寿命を延ばす効果を具える。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】公知の安全コンセントの立体分解概略図である。
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【図２】公知の安全コンセントの平面動作概略図である。
【図３】本発明のコンセントの第一実施例の構成外観概略図で、本発明コンセントの第一
実施例のカバー蓋を外した時の状態図を説明したものである。
【図４】本発明のコンセントの第一実施例の立体分解概略図で、本発明の各部品の状態及
びその相対関係について説明したものである。
【図５】本発明のコンセントの第一実施例の俯瞰平面概略図で、各回路の相対連接関係に
ついて説明したものである。
【図６】本発明のコンセントの第一実施例の簡易回路概略図で、連結回路を架設状にし、
且つ四個の接触点を具えた状態である。
【図７】本発明のコンセントにプラグを差し込み通電する動作概略図である。
【図８】本発明のコンセントにプラグを差し込んだ別の通電動作概略図で、接触片の別一
実施例を説明したものである。
【図９】本発明応用実施した俯瞰平面概略図で、プラグの差込片が規格に符合して通電す
る状態を説明したものである。
【図１０】本発明の別の一応用実施した俯瞰平面概略図で、プラグの差込片が規格に符合
しないか、もしくは異物が入って通電しない状態を説明したものである。
【図１１】本発明のコンセントの第二実施例の簡易回路概略図で、連結回路を架設状にし
、且つ三個の接触点を具えた状態である。
【図１２】本発明のコンセントの第三実施例の簡易回路概略図で、連結回路が架設状で、
且つ二個の接触点を具えた状態である。
【図１３】本発明のコンセントの第四実施例の簡易回路概略図で、連結回路が不架設状で
、且つ四個の接触点を具えた状態である。
【図１４】本発明のコンセントの第五実施例の簡易回路概略図で、連結回路が不架設状で
、且つ三個の接触点を具えた状態である。
【図１５】本発明のコンセントの第六実施例の簡易回路概略図で、連結回路が不架設状で
、且つ二個の接触点を具えた状態である。
【符号の説明】
【００３０】
１　コンセント
１１　高固定台
１１１　開槽
１２　低固定台
１２１　半円弧槽
１３　台孔
２　滑動板
２１　滑動孔
３　ピン柱
４　長バネ片
５　短バネ片
５０　コンセント本体
５１　底台
５２　カバー蓋
５３　差込孔
５４　電源接続片
５５　挟持部品
５６　バネ片
６０　導電回路
６１　連結片
６２　入力案内片
６３　転送案内片
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６４　間隔片
６５　連結片
６６　入力案内片
６７　転送案内片
７０　アクセス回路
７１　可動接触片
７２　絶縁片
７３　斜面
７５　連接接触片
８０　電源コード
８１　活線
８２　アース
９０　プラグ
９１　差込片
９２　辺縁

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】
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