
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからなり、
ソケットは、
半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定された第１スリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされた第１スリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢する第１バネ部材と、
を有し、
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上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
該先端部分の後方端縁に続く円筒面であって、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１  半径方向位置にある上記施錠
子に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされている
管継手のソケットにおいて、
上記ソケット本体は、
上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記第１スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記スリーブ操作子に係合して
同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上記軸
線方向での力を受けて当該スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くように作用
するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に係合し、
該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を受け、当
該スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有しており、
当該ソケットは更に、
上記第１スリーブの周囲に設定され、軸線方向の第１軸線方向位置と第２軸線方向位置と
の間で変位可能とされ、第１軸線方向位置にあるときは、上記第１スリーブが挿入される
プラグにより軸線方向で動かされるのを許容し、第１軸線方向位置から第２軸線方向位置
へ変位するときは、第１スリーブを上記第１バネに抗して上記施錠位置から上記施錠解除
位置へ変位させる第２スリーブであって、上記ソケット上で周方向の第１角度位置と第２
角度位置との間で変位可能とされている第２スリーブと、
上記ソケットに設けられ、上記第１角度位置にある上記第２スリーブと係合して該第２ス
リーブが上記軸線方向で変位するのを阻止する第２スリーブ係止部材と、
を有し、
上記第２スリーブが上記第２角度位置にあるときに、当該第２スリーブの上記軸線方向で
の動きを可能とするために上記第２スリーブ係止部材が当該第２スリーブに係合しないよ
うにする第２スリーブ係止部材通過部を、同第２スリーブに設けた
ことを特徴とする管継手のソケット。
【請求項２】
　第２スリーブを上記第１角度位置に付勢する第２バネ部材を有することを特徴とする請
求項 に記載の管継手のソケット。
【請求項３】
　上記ソケット本体の周りを巻くように設定されたコイルバネを有し、該コイルバネの一
端が上記第１スリーブに係合して該第１スリーブを上記施錠位置に付勢する上記第１バネ
として作用するとともに、同コイルバネの他端が上記第２スリーブに係合して該第２スリ
ーブを上記第１角度位置に付勢する上記第２バネとして作用するようにされていることを
特徴とする請求項 に記載の管継手のソケット。
【請求項４】
　上記第２のスリーブは、上記プラグ寄りの第１端縁と、プラグから離れた側の第２端縁
とを有し、
　上記第２スリーブ係止部材通過部は、第２端縁から第１端縁に向けて延びる凹部とされ
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、
　上記第２スリーブ係止部材は、上記ソケットの外周面から半径方向外側に突出し、上記
第１角度位置にある第２スリーブの上記第２端縁と係合するとともに、第２角度位置とさ
れた第２スリーブの上記凹部と軸線方向で整合し、第２スリーブが上記第２軸線方向位置
となるのを許容する
　ことを特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記載の管継手のソケット。
【請求項５】
　ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからなり、
ソケットは、
半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定された第１スリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされた第１スリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢するバネ部材と、
を有し、
上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
該先端部分の後方端縁に続く円筒面であって、上記先端部分よりも大きな直径で上記ソケ
ット本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１半径方向位置にある上記施錠子
に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされており、
上記ソケット本体は、
上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記第１スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記スリーブ操作子に係合して
同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上記軸
線方向での力を受けて当該スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くように作用
するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に係合し、
該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を受け、当
該スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有しており、
当該管継手は更に、
上記第１スリーブの周囲に設定され、軸線方向の第１軸線方向位置と第２軸線方向位置と
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の間で変位可能とされ、第１軸線方向位置にあるときは、上記第１スリーブが挿入される
プラグにより軸線方向で動かされるのを許容し、第１軸線方向位置から第２軸線方向位置
へ変位するときは、第１スリーブを上記バネに抗して上記施錠位置から上記施錠解除位置
へ変位させる第２スリーブであって、上記ソケット上で周方向の第１角度位置と第２角度
位置との間で変位可能とされている第２スリーブと、
上記ソケットに設けられ、上記第１角度位置にある上記第２スリーブと係合して該第２ス
リーブが上記軸線方向で変位するのを阻止する第２スリーブ係止部材と、
を有し、
上記第２スリーブが上記第２角度位置にあるときに、当該第２スリーブの上記軸線方向で
の動きを可能とするために上記第２スリーブ係止部材が当該第２スリーブに係合しないよ
うにする第２スリーブ係止部材通過部を、同第２スリーブに設けた
ことを特徴とする管継手。
【請求項６】
　上記バネが上記ソケット本体の周りを巻くように設定されたコイルバネとされ、該コイ
ルバネの一端が上記第１スリーブに係合して該第１スリーブを上記施錠位置に付勢すると
ともに、同コイルバネの他端が上記第２スリーブに係合して該第２スリーブを上記第１角
度位置に付勢するようにされていることを特徴とする請求項 に記載の管継手のソケット
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明はソケット及びプラグからなる管継手に関し、特に、プラグをソケットに挿入
するだけで両者の連結ができる、いわゆるワンタッチ連結式の管継手に関する。
【背景技術】
【０００２】
ワンタッチ連結式の管継手は、プラグ（雄型継手部材）をソケット（雌型継手部材）に挿
入するだけで、当該ソケットが備える球形の施錠子が、挿入されたプラグの外表面に形成
された施錠凹部に入り施錠され、同プラグが引き抜かれないように連結するものであり、
これまで幾つかの形式のものが開発されてきている。
１つは、ソケットのプラグ挿入孔の内壁面に当該ソケットの軸線方向で摺動可能とした施
錠子保持部材により、施錠子が同挿入構内に入るのを阻止するように保持しておき、挿入
するプラグにより同施錠子保持部材をプラグ挿入構内に押し込み、同プラグが所定長さだ
けプラグ挿入構内に挿入されたときに、当該施錠子が、該プラグの外周面に形成されてい
る施錠凹部に入るようにしたものである。ソケットの外周には操作スリーブが、同ソケッ
ト上で可動に取り付けられており、施錠子が施錠凹部に入ると、該施錠子を半径方向外側
から係合（施錠）し、同施錠子が施錠凹部から外れるのを阻止し、それによりプラグが外
れるのを阻止するようになっている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
他の１つの形式は、施錠子の半径方向内側に上記施錠子保持部材を設ける代わりに、外側
に軸線方向で移動可能に設定され、施錠子と係合する傾斜面を有する筒状部材を設け、ソ
ケット内に挿入されるプラグの先端が施錠子を半径方向外側に押圧し、該施錠子を筒状部
材の傾斜面に係合して押圧力をかけ、それによって当該筒状部材を軸線方向で変位して、
同施錠子の半径方向外側への移動を許容して、最終的には、施錠子がプラグの外周面に設
けた施錠凹部に入ることにより、該プラグの連結を行うものである（例えば、特許文献２
）。
【０００４】
また、上記の如きワンタッチ連結式のものにおいては、上記操作スリーブや筒状部材に切
欠きを形成し、ソケット本体の方にはピンを設け、ピンと切欠きとが軸線方向で一致した
ときにのみ操作スリーブ等が変位できるようにしたものがある（例えば、特許文献３及び
特許文献４）。
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【特許文献１】実公昭５７－４９０３０
【特許文献２】実公昭４７－４２０１３
【特許文献３】実開昭５１－６９１１９
【特許文献４】実公平３－４２３０５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記２番目のワンタッチ連結式のものにおいては、施錠子が施錠凹部内に入ると、筒状
部材はバネにより元の位置に戻されて、同筒状部材の傾斜面が同施錠子と係合する状態と
なって、ソケットに対するプラグの連結を行うものであるが、該プラグに所定以上の引抜
力がかかると、施錠部材は施錠凹部の（傾斜している）側壁面によって再び半径方向外側
へ付勢され、挿入の場合と同様に、上記筒状部材を軸線方向に変位させることになり、同
施錠子は半径方向外側に変位し、当該プラグはソケットから引き抜かれることになる
　本発明は、このような形式の管継手において、連結されたプラグに引抜力が加わっても
、抜け出ることがないようにした管継手を提供することを第１の目的とするものである。
【０００６】
　また、上記特許文献３及び４に開示されるようなものは、プラグをソケットに挿入、引
出しする際には、操作スリーブ等を回動して、ピン及び切欠きを軸線方向で整合させなけ
ればならないが、本発明は、そのような回動操作の必要のない管継手を提供することを第
２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明は、ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからな
る管継手であって、
ソケットは、
半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定されたスリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされたスリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢するバネ部材と、
を有し、
上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
該先端部分の後方端縁に続く円筒面であって、上記先端部分よりも大きな直径で上記ソケ
ット本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１半径方向位置にある上記施錠子
に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされている
管継手のソケットにおいて、
上記ソケット本体は、
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上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記操作スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記操作スリーブ操作子に係合
して同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上
記軸線方向での力を受けて当該操作スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くよ
うに作用するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に
係合し、該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を
受け、当該操作スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有している
ことを特徴とする管継手のソケットを提供する。
この管継手のソケットは、上記の通りの構成を有するので、プラグをソケット内に挿入し
て連結した後は、操作スリーブをバネ部材に抗して施錠解除位置へ動かさない限り、当該
プラグが引き出されることはなく、当該プラグが不用意に引き出されることを回避するこ
とが出来る。
【０００８】
　上記施錠凹部は、スリーブの軸線方向で一定幅を有しており、プラグが挿入されて上記
スリーブ操作子及び施錠子が該施錠凹部に入り、上記スリーブが上記バネ部材により、上
記プラグの挿入方向と反対の方向に動かされ、該スリーブの上記施錠面により半径方向外
側から係合された状態において、該スリーブ操作子及び施錠子に当該スリーブの軸線方向
で係合する、一対の軸線方向で間隔があけられて当該スリーブの周方向に延びる凹部側壁
面を有するものとすることができる。これは挿入されたプラグが軸線方向でぐらつくのを
防止するためである。
【０００９】
本発明はまた、ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからなる管継手
であって、
ソケットは、
半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定された第１スリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされた第１スリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢する第１バネ部材と、
を有し、
上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
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該先端部分の後方端縁に続く円筒面であって、上記先端部分よりも大きな直径で上記ソケ
ット本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１半径方向位置にある上記施錠子
に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされている
管継手のソケットにおいて、
上記ソケット本体は、
上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記第１スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記スリーブ操作子に係合して
同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上記軸
線方向での力を受けて当該スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くように作用
するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に係合し、
該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を受け、当
該スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有しており、
当該ソケットは更に、
上記第１スリーブの周囲に設定され、軸線方向の第１軸線方向位置と第２軸線方向位置と
の間で変位可能とされ、第１軸線方向位置にあるときは、上記第１スリーブが挿入される
プラグにより軸線方向で動かされるのを許容し、第１軸線方向位置から第２軸線方向位置
へ変位するときは、第１スリーブを上記第１バネに抗して上記施錠位置から上記施錠解除
位置へ変位させる第２スリーブであって、上記ソケット上で周方向の第１角度位置と第２
角度位置との間で変位可能とされている第２スリーブと、
上記ソケットに設けられ、上記第１角度位置にある上記第２スリーブと係合して該第２ス
リーブが上記軸線方向で変位するのを阻止する第２スリーブ係止部材と、
を有し、
上記第２スリーブが上記第２角度位置にあるときに、当該第２スリーブの上記軸線方向で
の動きを可能とするために上記第２スリーブ係止部材が当該第２スリーブに係合しないよ
うにする第２スリーブ係止部材通過部を、同第２スリーブに設けた
ことを特徴とする管継手のソケットを提供する。
この管継手のソケットは、上記の通りの構成を有するので、前述のソケットと同様の作用
効果とともに、第２スリーブを第２角度位置に動かさない限り、ソケットからプラグを外
すことが出来ないようにすることができるという作用効果を得ることができる。
【００１０】
　第２スリーブは第２バネ部材により、上記第１角度位置に付勢するようにすることでき
る。
　具体的には、ソケット本体の周りを巻くようにコイルバネを設け、該コイルバネの一端
が上記第１スリーブに係合して該第１スリーブを上記施錠位置に付勢する上記第１バネと
して作用するとともに、同コイルバネの他端が上記第２スリーブに係合して該第２スリー
ブを上記第１角度位置に付勢する上記第２バネとして作用するようにすることができる。
　上記第２スリーブの上記第２スリーブ係止部材通過部は、当該第２スリーブのプラグか
ら離れた側の第２端縁から同第２スリーブの第１端縁に向けて延びる凹部とされ、上記第
２スリーブ係止部材は、上記ソケットの外周面から半径方向外側に突出し、第２スリーブ
が上記第１角度位置にあるときは同第２スリーブの上記第２端縁と係合し、上記第２角度
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位置にあるときは、上記凹部と整合して同凹部内に受け入れられるようなものとすること
ができる。
【００１１】
また、本発明は、ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからなる管継
手であって、
ソケットは、
半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定されたスリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされたスリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢するバネ部材と、
を有し、
上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
該傾斜面の後方端縁に続く円筒面であって、上記先端部分よりも大きな直径で上記ソケッ
ト本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、　
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１半径方向位置にある上記施錠子
に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされており、
上記ソケット本体は、
上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記スリーブ操作子に係合して
同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上記軸
線方向での力を受けて当該スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くように作用
するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に係合し、
該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を受け、当
該スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有している
ことを特徴とする管継手を提供する。
【００１２】
　更に、本発明は、ソケットと、該ソケットに挿入されて連結されるプラグとからなる管
継手であって、
ソケットは、
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半径方向で貫通するように設けられた第１貫通孔を有する筒状のソケット本体と、
第１貫通孔内に半径方向で可動とされた施錠子であって、
当該ソケットに挿入されたプラグの周面に形成された施錠凹部に係合して、該プラグのソ
ケットからの引抜を阻止するための第１半径方向位置と、
該第１半径方向位置から半径方向外側に変位して、上記施錠凹部からはずれ、上記ソケッ
トからの上記プラグの引抜きを可能とする第２半径方向位置と
の間で変位可能とされた施錠子と、
上記ソケット本体の周囲に設定された第１スリーブであって、
上記第１半径方向位置にある上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを阻止する施錠面と、上記施錠子が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置と
なるのを許容する開放面とを有し、
上記施錠子の半径方向外側位置に上記施錠面が来る施錠位置と、
上記開放面が来る施錠解除位置と
の間で軸線方向で可動とされた第１スリーブと、
上記スリーブを施錠位置に向けて付勢するバネ部材と、
を有し、
上記プラグは、
上記ソケットに向かう先端部分と、
該先端部分の後方端縁に続く円筒面であって、上記先端部分よりも大きな直径で上記ソケ
ット本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部が形成されている円筒面と、
を有し、
ソケット内に挿入されるときに、上記先端部分が上記第１半径方向位置にある上記施錠子
に摺動係合して、同施錠子を半径方向外側へ押圧するようになされており、
上記ソケット本体は、
上記第１貫通孔よりも上記軸線方向で上記プラグ側に位置し、同ソケット本体を半径方向
で貫通するように設けられた第２貫通孔と、
該第２貫通孔内に設定されたスリーブ操作子であって、
上記プラグが当該ソケットに挿入されるときに上記プラグの先端部分に係合する半径方向
内側位置と、該半径方向内側位置よりも半径方向外側の半径方向外側位置との間で可動と
されたスリーブ操作子と
を有し、
上記第１スリーブは、
上記施錠面から上記開放面に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面であって、上記プラグ
が上記ソケットに挿入されて、同プラグの上記先端部分が上記スリーブ操作子に係合して
同スリーブ操作子を半径方向外側に動かすときに、該スリーブ操作子に係合されて上記軸
線方向での力を受けて当該スリーブが上記バネ部材に抗して同軸線方向で動くように作用
するとともに、上記プラグが更に挿入されて該プラグの先端部分が上記施錠子に係合し、
該施錠子を半径方向外側に動かすときに、該施錠子によって上記軸線方向の力を受け、当
該スリーブを更に上記軸線方向で動くように作用する傾斜面を有しており、
当該管継手は更に、
上記第１スリーブの周囲に設定され、軸線方向の第１軸線方向位置と第２軸線方向位置と
の間で変位可能とされ、第１軸線方向位置にあるときは、上記第１スリーブが挿入される
プラグにより軸線方向で動かされるのを許容し、第１軸線方向位置から第２軸線方向位置
へ変位するときは、第１スリーブを上記バネに抗して上記施錠位置から上記施錠解除位置
へ変位させる第２スリーブであって、上記ソケット上で周方向の第１角度位置と第２角度
位置との間で変位可能とされている第２スリーブと、
上記ソケットに設けられ、上記第１角度位置にある上記第２スリーブと係合して該第２ス
リーブが上記軸線方向で変位するのを阻止する第２スリーブ係止部材と、
を有し、
上記第２スリーブが上記第２角度位置にあるときに、当該第２スリーブの上記軸線方向で
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の動きを可能とするために上記第２スリーブ係止部材が当該第２スリーブに係合しないよ
うにする第２スリーブ係止部材通過部を、同第２スリーブに設けた
ことを特徴とする管継手を提供する。
【００１３】
好ましくは、上記バネはソケット本体の周りを巻くように設定されたコイルバネとされ、
該コイルバネの一端が上記第１スリーブに係合して該第１スリーブを上記施錠位置に付勢
するとともに、同コイルバネの他端が上記第２スリーブに係合して該第２スリーブを上記
第１角度位置に付勢するようにする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る管継手を添付図面に示した図面に基づき詳細に説明する。
　図１乃至図６は、本発明の管継手の第１の実施形態を示している。
　図示のように、この管継手１０は、通常のものと同様、ソケット１２と、該ソケット１
２に挿入されて連結されるプラグ１４とからなる。
【００１５】
ソケット１２は、半径方向で貫通するように設けられた複数の第１貫通孔１８－１（図中
では１つのみ示すが、同一円周上に複数設けられている）を有する筒状のソケット本体１
８と、第１貫通孔１８－１内に半径方向で可動とされた施錠子２０と、ソケット本体１８
の周囲に設定された操作スリーブ２２と、操作スリーブ２２を付勢するバネ部材２４を有
する。
【００１６】
該施錠子２０は、ソケット１２に挿入されたプラグ１４の円筒面１４－１に形成された環
状の施錠凹部１４－２に係合して、該プラグ１４のソケット１２からの引抜を阻止するた
めの第１半径方向位置（図６、図１、図２）と、該第１半径方向位置から半径方向外側に
変位して、上記施錠凹部１４－２からはずれ、上記ソケット１２からの上記プラグ１４の
引抜きを可能とする第２半径方向位置（図５）との間で変位可能とされている。
【００１７】
操作スリーブ２２は、上記第１半径方向位置（図６、図１，図２）にある上記施錠子２０
が半径方向外側に動いて上記第２半径方向位置 (図５ )となるのを阻止する施錠面２２－１
と、上記施錠子２０が半径方向外側に動いてプラグ１４の円筒面１４－１と接する上記第
２半径方向位置となるのを許容する開放面２２－２とを有し、施錠子２０の半径方向外側
位置に上記施錠面２２－１が来る施錠位置（図６、図１，図２）と、上記開放面２２－２
が来る施錠解除位置 (図５ )との間で軸線方向で可動とされている。バネ部材２４は、該操
作スリーブ２２を施錠位置（図６）に向けて付勢している。
【００１８】
プラグ１４は、ソケット１２に向かう先端部分後方に向かって次第に半径方向で広がる傾
斜面１４－３と、該傾斜面１４－３の後方端縁に続く円筒面１４－１であって、上記先端
部分よりも大きな直径で上記ソケット本体の内径にほぼ等しい直径を有し、上記施錠凹部
１４－２が形成されている円筒面１４－１とを有し、ソケット１２内に挿入されるときに
、傾斜面１４－３が第１半径方向位置にある上記施錠子２０に摺動係合して、同施錠子２
０を半径方向外側へ押圧するようになされている。
【００１９】
上記ソケット本体１８は、第１貫通孔１８－１よりも上記軸線方向で上記プラグ１４側に
位置し、同ソケット本体１８を半径方向で貫通するように設けられた複数の第２貫通孔１
８－２（図中では１つのみ示すが、同一円周上に複数設けられ、好ましくは、第１貫通孔
と円周方向で交互に配置されるようにあっている）と、該第２貫通孔１８－２内に設定さ
れたスリーブ操作子２８であって、プラグ１４が当該ソケット１２に挿入されるときにプ
ラグ１４の傾斜面１４－３に係合する半径方向内側位置（図２，図１、）と、該半径方向
内側位置よりも半径方向外側に動いてプラグ１４の円筒面１４－１と接する半径方向外側
位置との間で可動とされたスリーブ操作子２８とを有している。操作スリーブ２２は、そ
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の施錠面２２－１から開放面２２－２に向けて半径方向外側に傾斜する傾斜面２２－３を
有している。該傾斜面２２－３は、プラグ１４がソケット１２内に挿入されて、同プラグ
１４の同傾斜面１４－３がスリーブ操作子２８に係合して同スリーブ操作子２８を半径方
向外側に動かすときに、該スリーブ操作子２８に係合されて軸線方向での力を受けて当該
操作スリーブ２２がバネ部材２４に抗して同軸線方向で動くように作用する。また、該傾
斜面１４－３は、プラグ１４が更に挿入されて該プラグ１４の傾斜面が施錠子２０に係合
し、該施錠子２０を半径方向外側に動かすときに、該施錠子２０によって上記軸線方向の
力を受け、当該操作スリーブ２２を更に上記軸線方向で動くように作用する。
【００２０】
　施錠凹部１４－２は、当該プラグ１４の軸線方向で一定幅を有しており、プラグ１４が
挿入されてスリーブ操作子２８及び施錠子２０が該施錠凹部１４－２に入り、操作スリー
ブ２２がバネ部材２４により、プラグ１４の挿入方向と反対の方向に動かされ、該操作ス
リーブ２２の上記施錠面２２－１により半径方向外側から係合された状態において、該ス
リーブ操作子２８及び施錠子２０に当該操作スリーブ２２の軸線方向で係合する、一対の
軸線方向で間隔があけられて当該操作スリーブ２２の周方向に延びる施錠凹部側壁面１４
－４，１４－５を有している。
【００２１】
　この管継手１０においては、施錠子２０がプラグ１４の施錠凹部１４－２に入ると、バ
ネ部材２４が操作スリーブ２２を施錠位置に戻し、それにより当該操作スリーブ２２の施
錠面２２－１が施錠子２０と係合するようになるので、この状態において、プラグ１４に
ソケット１２からの引抜力がかかっても、ソケット１２から引き抜かれることは無い。プ
ラグ１４をソケット１２から引き抜くためには、使用者が操作スリーブ２２をバネ部材２
４に抗して軸線方向に動かし施錠解除位置にし、操作スリーブ２２の開放面２２－２が施
錠子２０の半径方向外側位置になるようにする。
【００２２】
　図７乃至図１２は、本発明に係る管継手１１０の第２の実施形態を示している。
図示のように、この管継手１１０も第１の実施形態のものと同様に、ソケット１１２と、
該ソケット１１２に挿入されて連結されるプラグ１１４とからなる。ソケットは、ソケッ
ト本体１１８と、該ソケット本体１１８の第１貫通孔１１８－１内に半径方向で可動とさ
れた施錠子１２０と、ソケット本体１１８の周囲に設定された第１スリーブ１２２とを有
し、それらは、第１実施形態の管継手におけるソケット本体１８と、施錠子２０と、スリ
ーブ２２に、構成及び作用において、対応するものである。プラグ１１４も第１の実施形
態のプラグ１４に対応する。
【００２３】
この第２の実施形態に係る管継手１１０は更に、第１スリーブ１２２の周囲に設定された
第２スリーブ１３０を有する。該第２スリーブ１３０は、第１軸線方向位置 (図７～図１
１ )と第２軸線方向位置 (図１２ )との間で変位可能とされ、第１軸線方向位置にあるとき
は、第１スリーブ１２２がソケット１１２に挿入されるプラグ１１４によって軸線方向に
変位するのを許容し、第１軸線方向位置から第２軸線方向位置へ動かされるときは、第１
スリーブ１２２を施錠位置から施錠解除位置へ変位させるようになっている。また、該第
２スリーブ１３０は、上記ソケット１１２上で周方向の第１角度位置（当該第２スリーブ
に回転力がかけられていない図７に示す位置）と第２角度位置（図７に後述する凹部１３
０－３が鎖線で示す位置となる角度位置）との間で変位可能とされている。
【００２４】
　ソケット本体１１８の周りには、コイルバネ１３４が設けられており、該コイルバネ１
３４は、その一端が第１スリーブ１２２に係合して該第１スリーブ１２２を施錠位置に付
勢するとともに、同コイルバネの他端が上記第２スリーブ１３０に係合して該第２スリー
ブ１３０を上記第１角度位置に付勢する。
【００２５】
　第２のスリーブ１３０は、プラグ１１４寄りの第１端縁１３０－１と、プラグ１１４か
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ら離れた側の第２端縁１３０－２とを有し、第２端縁１３０－２から第１端縁１３０－１
に向けて延びる凹部１３０－３が形成されている。ソケット本体１１８の外周面には半径
方向外側に突出するピン１３６が設けられており、該ピン１３６は、上記第１角度位置に
ある第２スリーブ１３０の上記第２端縁１３０－２と係合して、該第２スリーブが上記第
１軸線方向位置 (図７ )から第２軸線方向位置 (図１２ )に変位するのを阻止すると共に、第
２スリーブ１３０が上記第２角度位置にされたときは、該第２スリーブ１３０の上記凹部
１３０－３と軸線方向で整合して、同第２スリーブ１３０が第２軸線方向位置に変位する
のを許容するようになっている。
【００２６】
　図示の例では、ソケット本体１１８は、大径段状部分１１８－２と、小径段状部分１１
８－３を有しており、小径段状部分１１８－３には、軸線方向に所定長さだけ延びる溝１
１８－４が形成され、該溝１１８－４内には第１のバネ端部係合ピン１４０が設定されて
おり、第２スリーブ１３０の上記凹部１３０－３内には第２のバネ端部係合ピン１４２が
設定されている。
　上記コイルバネ１３４は、小径段状部分１１８－３のまわりに設定されており、その端
部が第１及び第２のバネ端部係合ピンに係合され、第１のバネ端部係合ピン１４０を介し
て第１スリーブを施錠位置に向けて（図で見て右方へ）付勢し、従って該第１スリーブに
係合している第２スリーブを第１軸線方向位置に付勢しており、第２のバネ端部係合ピン
１４２を小径段状部分１１８－３の端部側壁１１８－５に押圧している。これにより、第
２スリーブ１３０は、それに対する力が加えられない状態において、上記第１軸線方向位
置及び第１角度位置（図７）とされるようにされている。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る管継手の第１の実施形態を示す断面側面図であり、プラグがソケッ
トに挿入されていない状態を示す。
【図２】同管継手においてプラグがソケットへ挿入され、その先端部分の傾斜面がスリー
ブ操作子に係合した状態を示す断面側面図である。
【図３】同管継手においてプラグが更にソケットへ挿入され、その先端部分の傾斜面が施
錠子に係合した状態を示す断面側面図である。
【図４】同管継手においてプラグが更にソケットへ挿入され、スリーブ操作子がプラグの
円筒面に達した状態を示す断面側面図である。
【図５】同管継手においてプラグが更にソケットへ挿入され、施錠子がプラグの円筒面に
達した状態を示す断面側面図である。
【図６】同管継手において、操作スリーブが最初の位置に戻され、施錠子を施錠面で抑え
て、プラグがソケットから外れないようにした状態を示す断面側面図である。
【図７】本発明に係る管継手の第２の実施形態を示す平面図であり、プラグがソケットに
挿入されていない状態を示す。
【図８】同管継手の断面側面図である。
【図９】同管継手においてプラグがソケットへ挿入され、その先端部分の傾斜面が施錠子
に達し、スリーブ操作子が半径方向外方へ変位されてプラグの円筒面に達した状態を示す
断面側面図である。
【図１０】同管継手が更に挿入されて、施錠子がプラグの円筒面に達した状態を示す断面
側面図である。
【図１１】同管継手において、第１スリーブが初めの位置に戻されて施錠子を半径方向外
側から抑えている状態を示す断面側面図である。
【図１２】同管継手において、第２スリーブが第２角度位置にされて軸線方向でプラグか
ら離れる方向で変位され、施錠子及びスリーブ操作子が半径方向外側に変位可能とされた
状態を示す断面側面図である。
【符号の説明】
【００２８】
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１０　　　　　　　管継手
１２　　　　　　　ソケット
１４　　　　　　　プラグ
１４－１　　　　　円筒面
１４－２　　　　　施錠凹部　　
１４－３　　　　　傾斜面
１４－４　　　　　施錠凹部側壁面
１４－５　　　　　施錠凹部側壁
１８　　　　　　　ソケット本体
１８－１　　　　　第１貫通孔
１８－２　　　　　第２貫通孔
２０　　　　　　　施錠子　　　　　　
２２　　　　　　　操作スリーブ
２２－１　　　　　施錠面
２２－２　　　　　開放面
２２－３　　　　　傾斜面
２４　　　　　　　バネ部材
２８　　　　　　　スリーブ操作子
１１０　　　　　　管継手
１１２　　　　　　ソケット
１１４　　　　　　プラグ
１１８　　　　　　ソケット本体
１１８－２　　　　大径段状部分
１１８－３　　　　小径段状部分
１１８－４　　　　溝
１２０　　　　　　施錠子
１２２　　　　　　第１スリーブ
１３０　　　　　　第２スリーブ
１３０－１　　　　第１端縁
１３０－２　　　　第２端縁
１３０－３　　　　凹部
１３４　　　　　　コイルバネ
１４０　　　　　　第１のバネ端部係合ピン
１４２　　　　　　第２のバネ端部係合ピン
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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