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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手コネクタに配した相手フェルールと互いに突き合わされるフェルールを支持するコ
ネクタ部材であって、該コネクタ部材は、前記相手コネクタに配した前記相手フェルール
を支持するアダプタ部材と着脱自在に嵌合されて前記フェルールを前記相手フェルールと
互いに突き合わせ該突き合わせを維持するように前記アダプタ部材に係止される、前記コ
ネクタ部材と、
　前記フェルールと前記相手フェルールの突き合わせ方向に沿って前記相手コネクタ側に
張り出した結合部材であって、該結合部材は、前記アダプタ部材の周囲を前記突き合わせ
方向に沿って取り囲むように前記コネクタ部材側に前記相手コネクタから張り出した筒状
部に固定されるものであり、前記筒状部に固定された際に前記筒状部との間に前記突き合
わせ方向にて重なり部分を形成する、略筒状の前記結合部材と、
　前記コネクタ部材を前記突き合わせ方向に沿って所定の範囲でスライドするように支持
する本体部であって、前記結合部材が遊嵌され且つ支持される前記本体部と、
　前記コネクタ部材の外壁と前記本体部の内壁のそれぞれに前記突き合わせ方向と交差す
る方向に設けた凹部によって形成された空間に該空間を埋めて前記凹部同士を連結するよ
うに前記交差する方向に設けられた連結部材と、を備え、
　前記連結部材を利用して、前記コネクタ部材は所定の範囲で前記突き合わせ方向に沿っ
て前記本体部と連動してスライドするものであり、
　前記コネクタ部材の外壁に設けた凹部は前記突き合わせ方向に沿って前記連結部材より
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も大きな長さ部分を有しており、
　前記相手コネクタとの接続時には、前記本体部を前記コネクタ部材に対して前記突き合
わせ方向に沿って前記相手コネクタ側に移動させ、これにより、前記連結部材を、前記本
体部の凹部との接触を通じて、前記コネクタ部材の凹部において前記相手コネクタ側に移
動させて該凹部における前記交差する方向に沿った面と接触させ、該接触を通じて、前記
本体部によって支持された前記コネクタ部材を前記アダプタ部材に接近させると同時に前
記本体部によって支持された前記結合部材を前記筒状部に接近させることにより、前記コ
ネクタ部材と前記アダプタ部材を嵌合させた後に、前記コネクタ部材の凹部に設けた前記
長さ部分を利用して、前記コネクタ部材に対して前記本体部を前記相手コネクタ側にスラ
イドさせつつ前記結合部材を前記筒状部にバイヨネット接続によって固定するものであり
、
　前記相手コネクタとの接続の解除時には、前記コネクタ部材の凹部に設けた前記長さ部
分を利用して、前記コネクタ部材に対して前記本体部を前記突き合わせ方向に沿って前記
相手コネクタ側とは反対の側にスライドさせて前記結合部材と前記筒状部のバイヨネット
接続による固定を解除し、更に、前記本体部を前記コネクタ部材に対して前記相手コネク
タ側とは反対の側に移動させて、前記連結部材を、前記本体部の凹部との接触を通じて、
前記コネクタ部材の凹部において前記相手コネクタ側とは反対の側に移動させて該凹部に
おける前記交差する方向に沿った面と接触させ、該接触を通じて、前記本体部を前記コネ
クタ部材に対して前記相手コネクタ側とは反対の側に移動させて、前記本体部によって支
持された前記結合部材を前記筒状部から引き離すと同時に前記コネクタ部材を前記アダプ
タ部材から引き離し、前記コネクタ部材と前記アダプタ部材の嵌合を解除するものであり
、
　前記本体部は、前記筒状部に固定された際に前記筒状部の内周との間に前記突き合わせ
方向にて重なり部分を形成し得るように前記突き合わせ方向にて前記相手コネクタ側に張
り出した筒部を有し、前記防水コネクタと前記相手コネクタの接続時に、前記結合部材は
前記筒状部の外周を覆い、前記相手コネクタの前記筒状部は、前記結合部材と前記防水コ
ネクタの前記筒部との間に形成された隙間に挟み込まれることを特徴とする防水コネクタ
。
【請求項２】
　前記本体部の内部に配置され、前記フェルールに接続される光ファイバとともに前記本
体部の内部に延長された剛性コード部材に固定される部材を設け、前記剛性コード部材が
前記突き合わせ方向に沿って前記相手コネクタ側とは反対の側に引っ張られたときに、前
記本体部の壁面と衝突して前記光ファイバに加わる力を軽減させる請求項１に記載の防水
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載した前記防水コネクタと、この防水コネクタと接続される相手
コネクタから成る防水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防水コネクタ、及び、この防水コネクタを用いた防水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１０に、特開２００７－２３４４１６号に開示された従来の防水装置（防水コネクタ
）の一例を示す。この防水装置は、防水コネクタと相手コネクタの対から成る。前者の防
水コネクタは、主に、ケーブル１１４が固定されるコネクタ部材１１１と、ケーブル１１
４に側面からも取り付けることができるシール部材１９０と、更に、ケーブル１１４を挿
通させた状態でケーブル１１４に沿って延びるフード部材１５０を備える。一方、後者の
相手コネクタは、主に、アダプタ部材１１２と、このアダプタ部材１１２の外部を環状に
覆うハウジング１２０を備える。
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　この防水装置の使用時には、防水コネクタのコネクタ部材１１１を相手コネクタのアダ
プタ部材１１２に嵌合させることの他、これらが完全に嵌合させた後に、防水コネクタの
フード部材１５０をケーブル１１４に沿って移動させて、相手コネクタのアダプタ部材１
１２の外部をフード部材１５０の先端によって覆うこと、といった、互いに独立した別個
の作業が必要となる。尚、シール部材１９０は必ずしも必要ではないが、いずれにせよ、
シール部材１９０を取り付ける場合、作業はより複雑になる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２３４４１６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上の従来装置では、使用時に、互いに独立した別個の作業が必要とされ、この結果、作
業が比較的煩雑なものとなっていた。本発明はこのような従来技術における問題点を解決
するためになされたものであり、これらの作業間に関連を持たせることにより、作業効率
の向上を図った、防水コネクタ、或いは、そのような防水コネクタを用いた防水装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、相手コネクタに配した相手フェルールと互いに突き合わされるフェルールを
支持するコネクタ部材であって、該コネクタ部材は、前記相手コネクタに配した前記相手
フェルールを支持するアダプタ部材と着脱自在に嵌合されて前記フェルールを前記相手フ
ェルールと互いに突き合わせ該突き合わせを維持するように前記アダプタ部材に係止され
る、前記コネクタ部材と；前記フェルールと前記相手フェルールの突き合わせ方向に沿っ
て前記相手コネクタ側に張り出した結合部材であって、該結合部材は、前記アダプタ部材
の周囲を前記突き合わせ方向に沿って取り囲むように前記コネクタ部材側に前記相手コネ
クタから張り出した筒状部に固定されるものであり、前記筒状部に固定された際に前記筒
状部との間に前記突き合わせ方向にて重なり部分を形成する、略筒状の前記結合部材と；
前記コネクタ部材を前記突き合わせ方向に沿って所定の範囲でスライドするように支持す
る本体部であって、前記結合部材が遊嵌され且つ支持される前記本体部と；前記コネクタ
部材の外壁と前記本体部の内壁のそれぞれに前記突き合わせ方向と交差する方向に設けた
凹部によって形成された空間に該空間を埋めて前記凹部同士を連結するように前記交差す
る方向に設けられた連結部材と、を備え；前記連結部材を利用して、前記コネクタ部材は
所定の範囲で前記突き合わせ方向に沿って前記本体部と連動してスライドするものであり
；前記コネクタ部材の外壁に設けた凹部は前記突き合わせ方向に沿って前記連結部材より
も大きな長さ部分を有しており；前記相手コネクタとの接続時には、前記本体部を前記コ
ネクタ部材に対して前記突き合わせ方向に沿って前記相手コネクタ側に移動させ、これに
より、前記連結部材を、前記本体部の凹部との接触を通じて、前記コネクタ部材の凹部に
おいて前記相手コネクタ側に移動させて該凹部における前記交差する方向に沿った面と接
触させ、該接触を通じて、前記本体部によって支持された前記コネクタ部材を前記アダプ
タ部材に接近させると同時に前記本体部によって支持された前記結合部材を前記筒状部に
接近させることにより、前記コネクタ部材と前記アダプタ部材を嵌合させた後に、前記コ
ネクタ部材の凹部に設けた前記長さ部分を利用して、前記コネクタ部材に対して前記本体
部を前記相手コネクタ側にスライドさせつつ前記結合部材を前記筒状部にバイヨネット接
続によって固定するものであり；前記相手コネクタとの接続の解除時には、前記コネクタ
部材の凹部に設けた前記長さ部分を利用して、前記コネクタ部材に対して前記本体部を前
記突き合わせ方向に沿って前記相手コネクタ側とは反対の側にスライドさせて前記結合部
材と前記筒状部のバイヨネット接続による固定を解除し、更に、前記本体部を前記コネク
タ部材に対して前記相手コネクタ側とは反対の側に移動させて、前記連結部材を、前記本
体部の凹部との接触を通じて、前記コネクタ部材の凹部において前記相手コネクタ側とは
反対の側に移動させて該凹部における前記交差する方向に沿った面と接触させ、該接触を
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通じて、前記本体部を前記コネクタ部材に対して前記相手コネクタ側とは反対の側に移動
させて、前記本体部によって支持された前記結合部材を前記筒状部から引き離すと同時に
前記コネクタ部材を前記アダプタ部材から引き離し、前記コネクタ部材と前記アダプタ部
材の嵌合を解除するものであり；前記本体部は、前記筒状部に固定された際に前記筒状部
の内周との間に前記突き合わせ方向にて重なり部分を形成し得るように前記突き合わせ方
向にて前記相手コネクタ側に張り出した筒部を有し、前記防水コネクタと前記相手コネク
タの接続時に、前記結合部材は前記筒状部の外周を覆い、前記相手コネクタの前記筒状部
は、前記結合部材と前記防水コネクタの前記筒部との間に形成された隙間に挟み込まれる
防水コネクタを特徴とする。
【０００９】
　また、上記防水コネクタにおいて、前記本体部の内部に配置され、前記フェルールに接
続される光ファイバとともに前記本体部の内部に延長された剛性コード部材に固定される
部材を設け、前記剛性コード部材が前記突き合わせ方向に沿って前記相手コネクタ側とは
反対の側に引っ張られたときに、前記本体部の壁面と衝突して前記光ファイバに加わる力
を軽減させ、または前記光ファイバに力を加えないようにさせてもよい。
　更に、本発明は、前記防水コネクタと、この防水コネクタと接続され得る相手コネクタ
から成る防水装置を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しつつ、本願発明の好適な実施形態を説明する。
【００１１】
　図１に、本発明による防水装置１の一例を外観斜視図で示す。本装置１には、互いに接
続され得る防水コネクタ（プラグコネクタ）１０と相手コネクタ（レセプタクルコネクタ
）８０の２つの部品が含まれる。
　図２は、これらの部品のうち、特に、防水コネクタ１０の分解斜視図を、図３は、この
防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の上面図を、図４は、図３のＡ－Ａ線断面図を、図
５は、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の横面図を、図６は、図５のＢ－Ｂ線断面図
を、それぞれ示す。尚、図１は、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の接続前の状態を
、図３乃至図６は、それらの接続後の状態を、示している。
【００１２】
　相手コネクタ８０は、例えば、ネジ穴８５を貫通させたネジ（図示されていない）によ
って壁面（図示されていない）に固定して使用する。相手コネクタ８０との間に隙間を生
じさせないよう、相手コネクタ８０のＲシェル８２に円環状の窪み９２を設け、そこにＯ
リング８３を配置できる。Ｏリング８３を設けることによって、相手コネクタ８０との間
に生じ得る隙間を塞ぎ、水の流入をより確実に防止できる。
【００１３】
　防水コネクタ１０は、相手コネクタ８０に着脱自在に固定される。防水コネクタ１０と
相手コネクタ８０は、バイヨネット接続によって固定される。これを可能にするため、相
手コネクタ８０の筒状部外面には、終端に窪み９８を形成した固定溝９０が、対向位置に
２つ設けられている。更に、これに対応して、防水コネクタ１０の結合部材１８の先端側
内周には、対向位置に２つの突起３６が設けられている。相手コネクタ８０の筒状部８６
は、アダプタ部材８１の周囲を環状に取り囲むように、コネクタ部材１２側に向かって張
り出しており、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の固定時には、筒状部８６の固定溝
９０に沿って結合部材１８の突起３６を図示矢印「ア」方向に押し込み、次いで、結合部
材１８を筒状部８６の外面に沿って「イ」方向に回動させて、結合部材１８の突起３６を
「ア」方向において筒状部８６の窪み９８に落とし込む。
【００１４】
　コネクタ部材１２は、相手コネクタ８０に設けたアダプタ部材８１と着脱自在に嵌合さ
れ得る。コネクタ部材１２とアダプタ部材８１の基本構造、或いは、これらの間の嵌合構
造は、ＳＣコネクタやＭＵコネクタとして従来からよく知られている。故に、ここでは詳
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細には説明しない。明らかなように、本装置は、これら一般的なＳＣコネクタやＭＵコネ
クタに幅広く利用できる。
【００１５】
　コネクタ部材１２は、一列に配した、フェルール２３を支持する第一部材６７と、この
第一部材６７の内部に固定された第二部材６８と、この第一部材６７の外部に固定された
第三部材６９から成る。いずれも光ファイバ２２やフェルール２３等を貫通させるように
筒状に形成してある。フェルール２３の端面には、ファイバ芯線２４を露出させた状態で
光ファイバ２２が固定される。光ファイバ２２は、例えば、テンションメンバー（剛性の
コード部材）２１を両側から挟み込むように並列に配置されており、テンションメンバー
２１とともにケーブル２８の被覆２９によって覆われた状態でコネクタ部材１２の内部に
入り込むように延長される。尚、図示実施例で使用される光ファイバは２本の光ファイバ
のうち１本のみである。
【００１６】
　アダプタ部材８１には、コネクタ部材１２と、これと略同形状の相手コネクタ部材とを
、対向側から互いに突き合わせて嵌合させることができる嵌合空間（８４）が２つ対向位
置に設けられている。相手コネクタ８０側の嵌合空間８４に、コネクタ部材（図示されて
いない）によって支持した相手フェルールを配した状態で、防水コネクタ１０側の嵌合空
間に、コネクタ部材１２を嵌合させることにより、相手コネクタ８０側に配された相手フ
ェルール（図示されていない）と防水コネクタ１０側のフェルール２３とを、アダプタ部
材８１に設けた接続スリーブ９１を通じて互いに突き合わせて光接続を行うことができる
。尚、コネクタ部材１２とアダプタ部材８１の嵌合がスムーズに行われるように、コネク
タ部材１２に位置決め突起３７を、アダプタ部材８１の対応位置に位置決め溝８９を、そ
れぞれ設けておいてもよい。
【００１７】
　アダプタ部材８１から防水コネクタ１０側に、及び、相手コネクタ（８０）側に、それ
ぞれ、２つ一組とした弾性変位部９３が延びている。図７に示すように、コネクタ部材１
２とアダプタ部材８１の嵌合時に、これら弾性変位部９３は、各弾性変位部９３の先端に
設けた係止突起９５と、コネクタ部材１２（第一部材６７）の突出部６５との接触を通じ
て、互いに引き離される方向に変位され、突出部６５を乗り越えたときに係止突起９５は
コネクタ部材１２の窪み４２にパチンと嵌まる。この結果、コネクタ部材１２はアダプタ
部材８１に係止され、また、フェルール２３と相手フェルールの突き合わせは維持され得
る。
【００１８】
　防水コネクタ１０は、主に、筒状体として形成された本体部１４と、この本体部１４に
対して図２に示した図示矢印「ウ」方向にて順次に取り付けられる、引止金具１３、コネ
クタ部材１２、及びゴムフード１１と、更に、この本体部１４に対して図２に示した図示
矢印「エ」方向にて順次に取り付けられる、ガスケット１５、コードクランプ１６、締付
金具１７、及び結合部材１８から成る。尚、本体部１４に対応して、ゴムフード１１、ガ
スケット１５、コードクランプ１６、締付金具１７は、略円筒状とされている。
【００１９】
　本体部１４は、便宜上、小径部５０、中径部５１、大径部５２に分類できる。小径部５
０には、内部にケーブル２８を挿通させた状態でガスケット１５、コードクランプ１６、
締付金具１７を取り付ける。小径部５０の後方側の内径は拡径されており、この拡径部に
、ガスケット１５を挿入し、ケーブル２８が挿通されたガスケット１５を押し潰すように
コードクランプ１６を取り付け、更に、コードクランプ１６の後端に設けた弾性部５８を
押し潰して縮径するように締付金具１７を取り付ける。締付金具１７の後端内径は、弾性
部５８を押し潰してケーブル２８を固定できるよう、後部に向かって小径とされており、
そこに傾斜部５７を形成している。尚、小径部５０に対するコードクランプ１６の位置決
めを容易にするため、小径部５０に位置決め用の切り欠き５５を、これに対応して、コー
ドクランプ１６に位置決め用の突起５６を、それぞれ設けてもよい。これらの全て取り付
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けたとき、小径部５０の外面、及び、この小径部５０から飛び出たコードクランプ１６の
後端の弾性部５８は、それらの外面を締付金具１７によって完全に覆われる。
【００２０】
　中径部５１は、コネクタ部材１２を支持する。コネクタ部材１２の後端側（第三部材６
９）は、中径部５１の内径と略等しい外径を有し、コネクタ部材１２の後端の一部は中径
部５１の内部に遊嵌される。この結果、コネクタ部材１２は、本体部１４によって、フェ
ルール２３と相手フェルールの突き合わせ方向（図示矢印「ア」方向、以下、単に「突き
合わせ方向」と呼ぶ）に沿って所定の範囲でスライド可能に支持される。また、中継部５
１の内部には引止金具１３が収容される。引止金具１３は、中径部５１の内径より小さな
外径を有し、中径部５１の内部に完全に挿入される。引止金具１３には、テンションメン
バー２１の先端が挿入される固定穴６２が設けてあり、この固定穴６２にテンションメン
バー２１を挿入し、ネジ穴２６を貫通させたネジ（図示されていない）を利用して、引止
金具１３とテンションメンバー２１に固定できるようになっている。尚、固定穴６２の両
側に沿って縦方向に設けた割れ目６３は、光ファイバ２２を取り出すためのものである。
引止金具１３にテンションメンバー２１を固定することにより、例えば、テンションメン
バー２１が、突き合わせ方向にて相手コネクタ８０側とは反対の側に引っ張られたときで
も、テンションメンバー２１を、その後面４５にて、本体部１４の環状の壁面４７と衝突
させるようにして、光ファイバ２２に加わる力を軽減させることができる。
【００２１】
　中径部５１の先端側外周には、結合部材１８の後板３５を中径部５１と大径部５２の境
目間付近に位置付けた後、Ｃ字状の抜止部材（スプリングワッシャー）１９を取り付ける
。抜止部材１９は、中径部５１によって支持した結合部材１８の後板３５と衝突して、結
合部材１８の中径部５１からの抜け落ちを防止する。抜止部材１９は、その弾性作用を利
用して、中径部５１に設けた環状Ｃ字状凹部３２に嵌め込まれる。
【００２２】
　中径部５１の先端側内周、且つ、抜止部材１９の内側付近に、Ｃ字状の連結部材２０（
スプリングワッシャー）を取り付ける。連結部材２０は、抜止部材１９同様、弾性作用を
利用してそこに取り付けられる。取り付けた連結部材２０は、コネクタ部材１２の外壁３
８と本体部１４の内壁３９のそれぞれに設けた環状外凹部３０、環状内凹部３３によって
形成された空間６０を連結する。環状外凹部３０、環状内凹部３３は、突き合わせ方向と
交差する方向（図示矢印「オ」方向）に窪みを有し、特に、環状外凹部３０は、突き合わ
せ方向に、連結部材２０よりも大きな長さ部分（図示矢印「カ」の部分）を有する。環状
外凹部３０のこの長さ部分を利用して、コネクタ部材１２は、本体部１４に対して所定の
範囲でスライドし得る。尚、中継部５１の後端部の一部には、スパナなどの工具により締
めこむための平坦部５３が対向位置に形成してある。なお、締付金具１７にも同様の平坦
部が設けられている。
【００２３】
　大径部５２は、突き合わせ方向に沿って相手コネクタ８０の筒状部８６側に張り出した
筒部２５を有する。コネクタ部材１２は、この筒部２５の内部で、突き合わせ方向に沿っ
て所定の範囲でスライドし得る。筒部２５は、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の固
定時に、筒状部８６の内周９７と接触し、筒状部８６との間に突き合わせ方向にて重なり
部分８８を形成し得る。このような重なり部分８８を形成することにより、より効果的に
防水を行うことができる。また、大径部５２には、中径部５１を貫通させた略筒状の結合
部材１８が遊嵌される。結合部材１８は、フェルール２３と相手フェルールの突き合わせ
方向に沿って相手コネクタ８０側に張り出した略筒状の部材であって、大径部５２の外周
を覆い、且つ、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の固定時には、上述した方法で相手
コネクタ８０側の筒状部８６にバイヨネット接続によって接続される。防水コネクタ１０
と相手コネクタ８０の固定時に、相手コネクタ８０の筒状部８６は、防水コネクタ１０の
筒部２５と結合部材１８との間に形成された隙間９９に挟み込まれた状態で配置される。
更に、結合部材１８は、筒状部８６の外周９６を覆い、且つ、筒部２５と同様に、筒状部
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８６との間に突き合わせ方向にて重なり部分８７を形成し得る。このような構成により、
防水を確実に行うことができる。結合部材１８と大径部５２の間に形成された隙間９９に
設けたゴムフード１１も、防水効果を高める。ゴムフード１１は、大径部５２の一部を構
成する筒部２５の段部２７にその後面を突き当てるようにして位置決めされる。
【００２４】
　最後に、図８、図９を参照して、本装置１の作用を説明する。図８、図９は、コネクタ
部材１２をスライド可能に支持するための構造、特に、連結部材２０周辺の断面構造を示
す図であり、図８は、特に、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の接続時における状態
を、図９は、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の接続の解除時における状態を、それ
ぞれ示す。
【００２５】
　防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の接続は、主として、コネクタ部材１２ではなく
、把持の容易な本体部１４を操作することによって行う。防水コネクタ１０と相手コネク
タ８０の接続時には、コネクタ部材１２とアダプタ部材８１を嵌合させるべく、本体部１
４を突き合わせ方向に沿って相手コネクタ８０側（図示矢印「キ」方向）に移動させる。
この移動により、図８のａ）に示すように、本体部１４の凹部３３に保持された連結部材
２０が、凹部３０を相手コネクタ８０側（図示矢印「キ」方向）に移動して、コネクタ部
材１２の前面７０と衝突・接触し、この接触を通じて、コネクタ部材１２も相手コネクタ
８０側（図示矢印「キ」方向）に移動する。尚、結合部材１８は本体部１４によって支持
されているから、これと同時に、結合部材１８は筒状部８６に接近し得る。コネクタ部材
１２とアダプタ部材８１を嵌合させた後でも、図８のｂ）に示すように、凹部３０の長さ
部分（図示矢印「カ」）を利用して、本体部１４を、コネクタ部材１２に対して、突き合
わせ方向に沿ってスライドさせることができるため、バイヨネット接続等のために結合部
材１８が突き合わせ方向に沿って多少移動しても、結合部材１８を筒状部８６に容易に固
定できる。
【００２６】
　逆に、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０の接続の解除時には、図９のａ）に示すよ
うに、バイヨネット接続を解除等するために結合部材１８が突き合わせ方向に沿って多少
移動しても、凹部３０の長さ部分（図示矢印「カ」）を利用して、本体部１４を、コネク
タ部材１２に対して、突き合わせ方向に沿ってスライドさせることができるため、結合部
材１８と筒状部８６の固定を容易に解除できる。その後、本体部１４を、コネクタ部材１
２に対して、突き合わせ方向に沿って相手コネクタ８０とは反対の側（図示矢印「ク」方
向）にスライドさせるようにして、本体部１４によって支持された結合部材１８を筒状部
８６から引き離すと同時に、同様に本体部１４によって支持されたコネクタ部材１２をア
ダプタ部材８１から引き離し、図９のｂ）に示すように、本体部１４の凹部３３に保持さ
れた連結部材２０を、凹部３０において相手コネクタ８０側（図示矢印「キ」方向）に移
動させてコネクタ部材１２の後面７１と衝突・接触させ、この接触を通じて、本体部１４
とともにコネクタ部材１２を相手コネクタ８０とは反対の側（図示矢印「ク」方向）に移
動させるようにして、結合部材１８と筒状部８６を引き離すと同時にコネクタ部材１２と
アダプタ部材８１の嵌合を解除できる。
【００２７】
　この本願発明の構成によれば、防水コネクタ１０と相手コネクタ８０との接続時には、
本体部１４をコネクタ部材１２に対して移動させる１つの作業を通じて、コネクタ部材１
２とアダプタ部材８１を嵌合させ、且つ、結合部材１８と筒状部８６を接続（或いは、そ
の後のバイヨネット接続による固定）させることができ、逆に、防水コネクタ１０と相手
コネクタ８０との接続の解除時には、本体部１４をコネクタ部材１２に対して移動させる
１つの作業を通じて、結合部材１８と筒状部８６のバイヨネット接続の解除と、コネクタ
部材１２とアダプタ部材８１の嵌合を解除する作業を行うことができ、故に、作業の効率
化が図られる。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】本発明による防水装置の外観斜視図である。
【図２】防水コネクタの分解斜視図である。
【図３】防水コネクタと相手コネクタの上面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】防水コネクタと相手コネクタの横面図である。
【図６】図５のＢ－Ｂ線断面図である。
【図７】コネクタ部材とアダプタ部材の嵌合時における状態を示す図である。
【図８】防水コネクタと相手コネクタの接続時における状態を示す図である。
【図９】防水コネクタと相手コネクタの接続の解除時における状態を示す図である。
【図１０】従来の防水装置（防水コネクタ）の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００２９】
１０　防水コネクタ
１２　コネクタ部材
１４　本体部
１８　結合部材
２１　剛性コード部材
２２　光ファイバ
２３　フェルール
３０　凹部
３３　凹部
３８　外壁
３９　内壁
８０　相手コネクタ
８１　アダプタ部材
８６　筒状部
８７　重なり部分
８８　重なり部分
９６　外周
９７　内周
９９　隙間
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【図９】
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