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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに接続するオス型コネクタとメス型コネクタとを備えるコネクタ組立体であって、
　前記オス型コネクタは、
　コネクタ本体と、
　前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、
　前記メス型コネクタと係合する複数の爪部、および、
　前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と、
　前記係合部材の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、
かつ前記係合部材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロ
ック部材と、を備えており、
　前記メス型コネクタは、
　前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれと係合するように、半径外側方向
に突出している複数のフランジ部、および、
　前記複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備え
ており、
　前記オス型コネクタと前記メス型コネクタとは、それぞれ、
　前記オス型コネクタが前記メス型コネクタに接続される際に、前記オス型コネクタのコ
ネクタ本体が前記メス型コネクタに接続されるとともに、前記オス型コネクタの係合部材
の複数の爪部それぞれが前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれに係合
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することで前記オス型コネクタが前記メス型コネクタに固定される構成となり、
　前記係合部材の複数の爪部が前記ロック部材による半径外側方向に対する移動の規制を
受けている状態で、前記係合部材および前記ロック部材が前記メス型コネクタに対して円
周方向に回転することを規制し、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれが
前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれから複数の非フランジ部それぞ
れに移動することを規制することで、前記オス型コネクタが前記メス型コネクタから離脱
することを阻止する構成となっている
　ことを特徴とするコネクタ組立体。
【請求項２】
　半径外側方向に突出している複数のフランジ部、および、
　前記複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備え
るメス型コネクタと接続するオス型コネクタであって、
　コネクタ本体と、
　前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、
　前記メス型コネクタと係合する複数の爪部、および、
　前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と、
　前記係合部材の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、
かつ前記係合部材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロ
ック部材と、を備えており、
　前記メス型コネクタに接続される際に、前記コネクタ本体が前記メス型コネクタに接続
されるとともに、前記係合部材の複数の爪部それぞれが前記メス型コネクタの本体部の複
数のフランジ部それぞれに係合することで、前記メス型コネクタに固定される構成となり
、
　前記係合部材の複数の爪部が前記ロック部材による半径外側方向に対する移動の規制を
受けている状態で、前記係合部材および前記ロック部材が前記メス型コネクタに対して円
周方向に回転することが規制され、前記係合部材の複数の爪部それぞれが前記メス型コネ
クタの本体部の複数のフランジ部それぞれから複数の非フランジ部それぞれに移動するこ
とが規制されることで、前記メス型コネクタから離脱することが阻止される構成となって
いる
　ことを特徴とするオス型コネクタ。
【請求項３】
　コネクタ本体と、前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、複数の爪部、および
、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と、前記係合部材
の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、かつ前記係合部
材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロック部材と、を
備えるオス型コネクタと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれと係合す
るように、半径外側方向に突出している複数のフランジ部、および、前記複数のフランジ
部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備えるメス型コネクタと、
を準備するステップと、
　前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれを前記メス型コネクタの本体部の
複数のフランジ部それぞれに係合することで、前記オス型コネクタを前記メス型コネクタ
に固定するステップと、を含み、
　前記オス型コネクタを前記メス型コネクタに固定するステップにおいて、前記係合部材
および前記ロック部材が前記メス型コネクタに対して円周方向に回転することが規制され
ることを特徴とする前記オス型コネクタと前記メス型コネクタとを互いに接続したコネク
タ組立体を組み立てる組立方法。
【請求項４】
　コネクタ本体と、前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、複数の爪部、および
、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と、前記係合部材
の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、かつ前記係合部
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材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロック部材と、を
備えるオス型コネクタと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれと係合す
るように、半径外側方向に突出している複数のフランジ部、および、前記複数のフランジ
部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備えるメス型コネクタと、
を準備するステップと、
　前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれを前記メス型コネクタの本体部の
複数のフランジ部それぞれに係合することで、前記オス型コネクタを前記メス型コネクタ
に固定するステップと、を含み、
　前記オス型コネクタを前記メス型コネクタに固定するステップにおいて、前記係合部材
の複数の爪部それぞれが前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれから複
数の非フランジ部それぞれに移動することが規制されることで、前記オス型コネクタが前
記メス型コネクタから離脱することが阻止されることを特徴とする前記オス型コネクタと
前記メス型コネクタとを互いに接続したコネクタ組立体を組み立てる組立方法。
【請求項５】
　前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれが、前記メス型コネクタの本体部
の複数のフランジ部それぞれの横を通過するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項３または４に記載の組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、医療用具として使用するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来から、医療用具として、患者に薬液を注入するための輸液セットが多く使用されて
いる。また、輸液セットの流路の途中に、他の薬液を注入するための流路を、双方のコネ
クタを用いてさらに接続する場合もある。そのように追加接続された流路が不要になった
とき、双方のコネクタを離脱させることで、その追加流路が切り離される。
【０００３】
  そのような場合、コネクタ同士が接続されているか否かに関わらず、流路内が細菌等に
汚染されないことが、重要なことの１つである。例えば、特許文献１では、コネクタの各
所に弁を設け、コネクタ同士が接続されているとき以外は流路内が外部に露出しないよう
にすることで、流路内が細菌等に汚染されるのを防止することができる技術が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１０７３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  しかしながら、特許文献１のコネクタも含め、従来のコネクタでは、接続操作が一動作
（例えば、「押し込み」、「ひねり」など）であれば、離脱操作も一動作（例えば、「引
っ張り」、「ひねり」、「ボタン押し」など）であり、意図しない場面でのコネクタの離
脱が比較的起きやすいという問題があった。意図しない場面でのコネクタの離脱とは、例
えば、患者の寝返りやその他の動作による、コネクタに接続されたチューブの引っ張りな
どによるコネクタ同士の離脱である。
【０００６】
  また、コネクタ同士が簡単に離脱しないようにもできるが、その場合、接続操作も複雑
になり、そうなると実用的に好ましくない。
【０００７】
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  そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、コネクタ同士の接続
を容易にするとともに、意図しない場面でのコネクタ同士の離脱の可能性を低減すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明のコネクタ組立体は、互いに接続するオス型コネク
タとメス型コネクタとを備えるコネクタ組立体であって、前記オス型コネクタは、コネク
タ本体と、前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、前記メス型コネクタと係合す
る複数の爪部、および、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合
部材と、前記係合部材の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能で
あり、かつ前記係合部材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可
能なロック部材と、を備えており、前記メス型コネクタは、前記オス型コネクタの係合部
材の複数の爪部それぞれと係合するように、半径外側方向に突出している複数のフランジ
部、および、前記複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本
体部を備えており、前記オス型コネクタと前記メス型コネクタとは、それぞれ、前記オス
型コネクタが前記メス型コネクタに接続される際に、前記オス型コネクタのコネクタ本体
が前記メス型コネクタに接続されるとともに、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪
部それぞれが前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれに係合することで
前記オス型コネクタが前記メス型コネクタに固定される構成となり、前記係合部材の複数
の爪部が前記ロック部材による半径外側方向に対する移動の規制を受けている状態で、前
記係合部材および前記ロック部材が前記メス型コネクタに対して円周方向に回転すること
を規制し、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれが前記メス型コネクタの
本体部の複数のフランジ部それぞれから複数の非フランジ部それぞれに移動することを規
制することで、前記オス型コネクタが前記メス型コネクタから離脱することを阻止する構
成となっている。
【０００９】
　また、本発明のオス型コネクタは、半径外側方向に突出している複数のフランジ部、お
よび、前記複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を
備えるメス型コネクタと接続するオス型コネクタであって、コネクタ本体と、前記コネク
タ本体を内部に固定支持する支持部、前記メス型コネクタと係合する複数の爪部、および
、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と、前記係合部材
の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、かつ前記係合部
材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロック部材と、を
備えており、前記メス型コネクタに接続される際に、前記コネクタ本体が前記メス型コネ
クタに接続されるとともに、前記係合部材の複数の爪部それぞれが前記メス型コネクタの
本体部の複数のフランジ部それぞれに係合することで、前記メス型コネクタに固定される
構成となり、前記係合部材の複数の爪部が前記ロック部材による半径外側方向に対する移
動の規制を受けている状態で、前記係合部材および前記ロック部材が前記メス型コネクタ
に対して円周方向に回転することが規制され、前記係合部材の複数の爪部それぞれが前記
メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれから複数の非フランジ部それぞれに
移動することが規制されることで、前記メス型コネクタから離脱することが阻止される構
成となっている。
【００１０】
  これにより、コネクタ同士（オス型コネクタとメス型コネクタ。以下、同様）の接続操
作を一動作とすることができる。そして、コネクタ同士の接続操作において、お互いを押
し込むことで、オス型コネクタのコネクタ本体をメス型コネクタに接続しつつ、オス型コ
ネクタの係合部材の複数の爪部それぞれを、メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部
それぞれに係合させることで、オス型コネクタとメス型コネクタとを安定的に固定させる
ことができる。
  したがって、コネクタ同士の接続を容易にするとともに、意図しない場面でのコネクタ
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同士の離脱の可能性を低減することができる。
【００１１】
　本発明のオス型コネクタとメス型コネクタとを互いに接続したコネクタ組立体を組み立
てる組立方法は、コネクタ本体と、前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部、複数
の爪部、および、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合部材と
、前記係合部材の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能であり、
かつ前記係合部材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可能なロ
ック部材と、を備えるオス型コネクタと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部そ
れぞれと係合するように、半径外側方向に突出している複数のフランジ部、および、前記
複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備えるメス
型コネクタと、を準備するステップと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それ
ぞれを前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれに係合することで、前記
オス型コネクタを前記メス型コネクタに固定するステップと、を含み、前記オス型コネク
タを前記メス型コネクタに固定するステップにおいて、前記係合部材および前記ロック部
材が前記メス型コネクタに対して円周方向に回転することが規制されることを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明のオス型コネクタとメス型コネクタとを互いに接続したコネクタ組立体を
組み立てる組立方法は、コネクタ本体と、前記コネクタ本体を内部に固定支持する支持部
、複数の爪部、および、前記複数の爪部の間に設けられた複数のスリット部を有する係合
部材と、前記係合部材の外側に配置され、前記係合部材に対して軸方向にスライド可能で
あり、かつ前記係合部材と回転方向に係合することにより前記係合部材と連動して回転可
能なロック部材と、を備えるオス型コネクタと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の
爪部それぞれと係合するように、半径外側方向に突出している複数のフランジ部、および
、前記複数のフランジ部の間に設けられている複数の非フランジ部を有する本体部を備え
るメス型コネクタと、を準備するステップと、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪
部それぞれを前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれに係合することで
、前記オス型コネクタを前記メス型コネクタに固定するステップと、を含み、前記オス型
コネクタを前記メス型コネクタに固定するステップにおいて、前記係合部材の複数の爪部
それぞれが前記メス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれから複数の非フラン
ジ部それぞれに移動することが規制されることで、前記オス型コネクタが前記メス型コネ
クタから離脱することが阻止されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明のオス型コネクタとメス型コネクタとを互いに接続したコネクタ組立体を
組み立てる組立方法は、前記オス型コネクタの係合部材の複数の爪部それぞれが、前記メ
ス型コネクタの本体部の複数のフランジ部それぞれの横を通過するステップをさらに含む
ことが好ましい。
　これにより、コネクタ同士の接続を容易にするとともに、意図しない場面でのコネクタ
同士の離脱の可能性を低減するコネクタ組立体の組立方法を具体的に実現することができ
る。
【００１４】
  なお、前記したオス型コネクタとメス型コネクタとは、必ずしも同一の者によって同時
に製作されなくてもよく、例えば、別々に製作され、使用時に一緒に用いられてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
  本発明によれば、コネクタ同士の接続を容易にするとともに、意図しない場面でのコネ
クタ同士の離脱の可能性を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態のコネクタ組立体を構成する部材の分解斜視図である。
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【図２Ａ】各部材を連結したオス型コネクタの斜視図である。
【図２Ｂ】各部材を連結したオス型コネクタについて、（ａ）は図２ＡのＡ－Ａ断面図で
あり、（ｂ）は図２ＡのＢ－Ｂ断面図である。
【図３Ａ】オス型コネクタとメス型コネクタを連結したコネクタ組立体の斜視図である。
【図３Ｂ】連結したコネクタ組立体の斜視図について、（ａ）は図３ＡのＣ－Ｃ断面図で
あり、（ｂ）は図３ＡのＤ－Ｄ断面図である。
【図４Ａ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した場合の
斜視図である。
【図４Ｂ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した場合に
ついて、（ａ）は図４ＡのＥ－Ｅ断面図であり、（ｂ）は図４ＡのＦ－Ｆ断面図である。
【図４Ｃ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した場合に
ついて、図４ＡのＧ方向矢視図である。
【図５Ａ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した後にさ
らに回転させた場合の斜視図である。
【図５Ｂ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した後にさ
らに回転させた場合について、図５ＡのＨ－Ｈ断面図である。
【図５Ｃ】コネクタ組立体においてオス型コネクタのロック部材を上方に移動した後にさ
らに回転させた場合について、図５ＡのＩ方向矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
  以下、本発明を実施するための形態（以下、実施形態と称する。）について、図面を参
照（言及図以外の図面も適宜参照）しながら説明する。なお、本実施形態において、上下
、時計回り、反時計回りの方向は、図１に示した通りとし、図２Ａ～図５Ｃについても同
様とする。
【００１８】
  図１に示すように、コネクタ組立体１０００は、オス型コネクタ１とメス型コネクタ２
とを備える。
  オス型コネクタ１は、コネクタ本体３と、ロック部材４と、係合部材５とを備える。そ
れらの材質は、ある程度の柔軟性、耐久性等を有するものとして、例えば、ポリカーボネ
ート、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンテレフタレ
ート等の合成樹脂であればよいが、それらに限定されない。
【００１９】
  コネクタ本体３は、内部に流路を有しており、先端部３１と、係合部材５の上面部５１
の孔部５１１で支持されるように少し窪んだ被支持部３２と、を有している。
【００２０】
  ロック部材４は、全体が略円筒形状で、使用時に係合部材５の外側に配置される部材で
ある。ロック部材４は、開口部４１、４２と、係合部材５の複数のスリット部５４それぞ
れにスライド可能に挿入される複数のリブ４３１（図２Ｂ（ａ）参照）を内側に有する凸
部４３と、複数の凸部４３の間に位置する複数の凹部４４と、を備える。
【００２１】
  係合部材５は、全体が略円筒形状で、メス型コネクタ２と係合する部材である。係合部
材５は、内挿されたコネクタ本体３の被支持部３２を固定支持する孔部５１１（支持部）
を有する上面部５１と、上面部５１に一端が固定されている爪支持部５２と、メス型コネ
クタ２と係合する複数の爪部５３と、複数の爪部５３の間に設けられた複数のスリット部
５４と、スリット部５４の開放方向の延長上に位置するストッパ５５と、を備える。なお
、爪部５３は、内側に爪５３１を有している（図２Ｂ（ａ）（ｂ）参照）。
【００２２】
  メス型コネクタ２は、本体部２１と、ポート２２、２３と、弁体支持部２４と、弁体２
４１とを備える。
  本体部２１は、全体が略円筒形状で、オス型コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３
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の爪５３１それぞれと係合するように、半径外側方向に突出している複数のフランジ部２
１１を有する。また、複数のフランジ部２１１の間には、フランジ部２１１と比べて、軸
方向全体にわたって半径外側方向に隆起している複数の非フランジ部２１２が設けられて
いる。
【００２３】
  なお、オス型コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれと、メス型コネクタ２
の複数の非フランジ部２１２それぞれとは、オス型コネクタ１とメス型コネクタ２とが接
続するときに対向する部分が山型の形状となっている。これにより、オス型コネクタ１と
メス型コネクタ２との接続操作時に、円周方向の位置決めをしなくても、オス型コネクタ
１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれが、メス型コネクタ２の本体部２１の複数の非
フランジ部２１２からフランジ部２１１の位置に誘導されるので、接続操作がより容易に
なる。
【００２４】
  ポート２２、２３は、医療用チューブを接続するための部材であり、内部に流路を有す
る。
  弁体２４１は、オス型コネクタ１のコネクタ本体３と接続する部材であり、弁体支持部
２４、２５によって支持される（図３Ｂ（ａ）参照）。
【００２５】
  次に、図１～図２Ｂを参照して、オス型コネクタ１においてコネクタ本体３とロック部
材４と係合部材５とを連結（接続）させる場合の動作について説明する。
  まず、コネクタ本体３を先端部３１側から係合部材５の上面部５１の孔部５１１に上か
ら挿入し、コネクタ本体３の被支持部３２と係合部材５の上面部５１の孔部５１１とを係
合させる（図２Ｂ（ａ）（ｂ）参照）。
【００２６】
  次に、係合したコネクタ本体３と係合部材５を、ロック部材４に対して、下から、つま
り開口部４２側から挿入する。ストッパ５５の外周面部分がテーパー状になっているので
（図２Ｂ（ａ）参照）、ロック部材４のリブ４３１が係合部材５のストッパ５５の横を通
過する際に必要な力は小さくて済む。ロック部材４の底面と係合部材５が接したとき、ロ
ック部材４と係合部材５は、それぞれ凸部４５とリブ５６が軽く当接することによって、
軽く固定される（図２Ｂ（ｂ）参照）。以下、図２Ａに示す状態のオス型コネクタ１を「
連結したオス型コネクタ１」と称する。
【００２７】
  次に、図１～図３Ｂを参照して、連結したオス型コネクタ１とメス型コネクタ２とを連
結させる場合の動作について説明する。
  連結したオス型コネクタ１とメス型コネクタ２とを、それぞれ、係合部材５の爪部５３
と、本体部２１のフランジ部２１１および非フランジ部２１２とが対向するような相対位
置の状態で、お互いに近づける。
【００２８】
  そうすると、フランジ部２１１の上部がテーパー状になっているので、小さな力で、係
合部材５の爪５３１が本体部２１のフランジ部２１１の横を通過し、爪５３１がフランジ
部２１１と係合し、連結したオス型コネクタ１とメス型コネクタ２とが連結し、それらは
お互いに固定される（図３Ｂ（ｂ）参照）。その際、コネクタ本体３は、メス型コネクタ
２の弁体２４１に接続される。
【００２９】
  なお、オス型コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれと、メス型コネクタ２
の複数の非フランジ部２１２それぞれとが、山型の形状となっていることで、オス型コネ
クタ１とメス型コネクタ２との接続操作時に、円周方向の位置決めをしなくても、オス型
コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれが、メス型コネクタ２の複数の非フラ
ンジ部２１２からフランジ部２１１の位置に誘導されるので、容易に接続操作を行うこと
ができる。
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【００３０】
  なお、以下、図３Ａに示す状態のコネクタ組立体１０００を「連結したコネクタ組立体
１０００」と称する。また、図３Ａに示す連結したコネクタ組立体１０００におけるＣ－
Ｃ断面図は、図３Ｂ（ａ）に示す通りである。
【００３１】
  次に、図４Ａ～図５Ｃを参照して、連結したコネクタ組立体１０００を、オス型コネク
タ１とメス型コネクタ２に分離させる場合の動作について説明する。
  まず、図４Ａに示すように、ユーザは、ロック部材４を上方に移動させ、係合部材５か
ら遠ざける。これにより、係合部材５の複数の爪部５３は、ロック部材４による半径外側
方向に対する移動の規制がなくなって、半径外側方向に開放可能となる（図４Ｂ（ａ）（
ｂ）参照）。ただし、この状態では、図４Ｃに示すように、係合部材５の爪部５３の爪５
３１がメス型コネクタ２の本体部２１のフランジ部２１１と係合しているので、係合部材
５はメス型コネクタ２から離脱しない。
【００３２】
  なお、ロック部材４と係合部材５は、凸部４５とリブ５６の当接によって軽く固定され
ているだけなので（図２Ｂ（ｂ）参照）、ユーザは軽い力でそれらを遠ざけることができ
る。また、ロック部材４と係合部材５を遠ざけたとき、リブ４３１とストッパ５５が当接
することで（図４Ｂ（ａ）参照）、ユーザがよほど大きな力を加えない限り、ロック部材
４が係合部材５から完全に離脱することはない。
【００３３】
  次に、ユーザは、図５Ａに示すように、係合部材５から遠ざけたロック部材４を時計回
りに３０度ほど回転させる。そうすると、ロック部材４のリブ４３１が係合部材５のスリ
ット部５４に挿入されているので、ロック部材４の回転に連動して、係合部材５も回転す
る。
【００３４】
  これにより、係合部材５の複数の爪部５３の爪５３１は、それぞれ、本体部２１の複数
の非フランジ部２１２に乗り上げ（図５Ｂ、図５Ｃ参照）、フランジ部２１１との係合状
態から解放される。したがって、オス型コネクタ１がメス型コネクタ２から離脱可能とな
り、ユーザは、この状態からオス型コネクタ１とメス型コネクタ２とを互いに遠ざける方
向に動かせば、オス型コネクタ１とメス型コネクタ２を分離させることができる。
【００３５】
  このように、本実施形態のコネクタ組立体１０００によれば、オス型コネクタ１とメス
型コネクタ２との接続操作を一動作とし、それらの離脱操作を二動作とすることができる
。
  つまり、それらの接続操作では、お互いを押し込むことで、オス型コネクタ１のコネク
タ本体３をメス型コネクタ２の弁体２４１に接続しつつ、オス型コネクタ１の係合部材５
の複数の爪部５３（の爪５３１）それぞれを、メス型コネクタ２の本体部２１の複数のフ
ランジ部２１１それぞれに係合させることで、オス型コネクタ１とメス型コネクタ２とを
安定的に固定させることができる。また、このような固定により、通常のネジのように、
固定が徐々に緩んだり、もしくは、そのような緩みを防止するために固く締め付けすぎて
緩めることが困難になったり、といった事態を回避できる。
【００３６】
  また、それらの離脱操作では、オス型コネクタ１のロック部材４を係合部材５から遠ざ
けるという１つ目の動作と、ロック部材４を回転させるという２つ目の動作とによって初
めて、オス型コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３（の爪５３１）それぞれがメス型
コネクタ２の本体部２１の複数のフランジ部２１１それぞれから複数の非フランジ部２１
２それぞれに移動し、オス型コネクタ１とメス型コネクタ２との離脱が可能になる。
【００３７】
  したがって、コネクタ同士の接続を容易にするとともに、意図しない場面でのコネクタ
同士の離脱の可能性を低減することができる。つまり、図３Ａに示す状態で、ロック部材
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４を回転させようとしても、係合部材５の複数の爪部５３とつながっている爪支持部５２
がロック部材４による半径外側方向に対する移動の規制を受けているので、爪部５３は半
径外側方向に開放できない。そして、メス型コネクタ２の本体部２１の非フランジ部２１
２が半径外側方向に隆起していることから、係合部材５は回転できない。したがって、ス
リット部５４とリブ４３１によって係合部材５と回転方向に係合しているロック部材４も
回転できない。
【００３８】
  また、オス型コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれと、メス型コネクタ２
の複数の非フランジ部２１２それぞれとが、山型の形状となっていることで、オス型コネ
クタ１とメス型コネクタ２との接続操作時に、円周方向の位置決めをしなくても、オス型
コネクタ１の係合部材５の複数の爪部５３それぞれが、メス型コネクタ２の複数の非フラ
ンジ部２１２からフランジ部２１１の位置に誘導されるので、接続操作がより容易になる
。
【００３９】
  また、オス型コネクタ１の係合部材５の爪部５３（の爪５３１）や、メス型コネクタ２
のフランジ部２１１が複数であることで、それらが単一の場合に比べて、オス型コネクタ
１とメス型コネクタ２との接続状態のときに、接続部分が互いに近づき、それ以外の部分
が遠ざかるような部材の変形（反り返り）の可能性や度合いを低減することができる。
【００４０】
  なお、図２Ｂ（ａ）（ｂ）に示すように、オス型コネクタ１は、係合部材５の爪支持部
５２の内面にネジ溝が形成されている。これにより、オス型コネクタ１は、公知の一般的
な形状でネジ山を有するメス型コネクタに対して、コネクタ本体３がルアー嵌合するとと
もに、係合部材５が螺合することが可能となっている。
【００４１】
  また、図１に示すように、メス型コネクタ２は、弁体支持部２４の外面にネジ山が形成
されている。これにより、メス型コネクタ２に対して、公知の一般的な形状でネジ溝を有
するオス型コネクタを、弁体２４１に挿入するとともに、弁体支持部２４に螺合させるこ
とが可能となっている。
【００４２】
  以上で本実施形態の説明を終えるが、本発明の態様はこれらに限定されるものではない
。
  例えば、係合部材５における爪部５３やスリット部５４の数を「４」としたが、「６」
などのそれ以外の数であってもよい。
  その他、各部や各手段の具体的な構成について、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜
変更が可能である。
【符号の説明】
【００４３】
  １      オス型コネクタ
  ２      メス型コネクタ
  ３      コネクタ本体
  ４      ロック部材
  ５      係合部材
  ２１    本体部
  ２２、２３  ポート
  ２４    弁体支持部
  ３１    先端部
  ３２    被支持部
  ４１、４２  開口部
  ４３    凸部
  ４４    凹部
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  ４５    凸部
  ５１    上面部
  ５２    爪支持部
  ５３    爪部
  ５４    スリット部
  ５５    ストッパ
  ５６    リブ
  ２１１  フランジ部
  ２１２  非フランジ部
  ２４１  弁体
  ４３１  リブ
  ５１１  孔部
  ５３１  爪
  １０００  コネクタ組立体

【図１】 【図２Ａ】
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