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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
交流電源に接続されて内蔵した交流－直流変換回路によって電源変換を行い、接続機器に
対して直流電源を出力する電源変換アダプタ装置において、
前記交流－直流変換回路の構成部品を内蔵した筐体に、前記交流電源のコンセントのプラ
グ孔に対応して少なくとも一対のプラグ嵌挿孔を厚み方向に貫通して形成するとともに、
これらプラグ嵌挿孔の内壁に前記交流－直流変換回路と接続された電極部をそれぞれ設け
たアダプタ本体と、
前記アダプタ本体の筐体の厚みよりも長辺とされて前記アダプタ本体の筐体の一方側から
前記プラグ嵌挿孔に嵌挿されることによって先端部が前記筐体の他方側に突出される少な
くとも一対のプラグ片を有し、前記アダプタ本体と別部材によって形成されたプラグ部材
とから構成され、
前記プラグ部材の各プラグ片が、前記アダプタ本体のプラグ嵌挿孔に嵌挿されることによ
って前記各電極部とそれぞれ接続されるとともに、前記プラグ嵌挿孔から突出された先端
部を前記コンセントのプラグ孔に嵌挿されることを特徴とする電源変換アダプタ装置。
【請求項２】
前記アダプタ本体が、前記交流－直流変換回路を構成するトランス等の構成部品を薄膜素
子によって構成することで、前記筐体が全体薄箱体に構成されることを特徴とする請求項
１に記載の電源変換アダプタ装置。
【請求項３】
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前記プラグ部材が、前記アダプタ本体に対して脱落防止用の連結部材によって連結されて
いることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電源変換アダプタ装置。
【請求項４】
前記アダプタ本体が、前記アダプタ本体に対して前記その表裏いずれ側からも前記プラグ
片を前記プラグ嵌挿孔に嵌挿されて組み合わされることを特徴とする請求項請求項１又は
請求項２に記載の電源変換アダプタ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、交流電源に接続されて内蔵した交流－直流変換回路によって電源変換を行い、
接続機器に対して直流電源を出力する電源変換アダプタ装置（以下、ＡＣアダプタと略称
する。）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＡＣアダプタは、例えば充電型電池を充電する充電器や、直流電源を電源とする電子機器
を商用電源に接続して使用する場合等に用いられ、交流を直流に変換して接続機器に供給
する。従来のＡＣアダプタ５０は、図７に示すように、筐体５１の内部に図示しない電源
トランスや電源回路部品が実装された回路基板が内蔵されるとともに、筐体５１の一方側
面に電源コンセント６０のプラグ孔６１ａ、６１ｂに差し込まれる一対のプラグ片５２ａ
、５２ｂが突設されかつ図示しない接続機器と接続される接続コード５３が引き出されて
いる。
【０００３】
ＡＣアダプタは、携帯電話機や各種のモバイル機器或いはブック型パーソナルコンピュー
タ等の普及に伴って、しばしば外出先等でこれらの電源となる充電型電池の充電等を行う
ために携帯されることも多くなっている。従来のＡＣアダプタ５０は、上述したように比
較的重量が大きくかつ大型の電源トランスが内蔵されているために、大型で重量が重たく
携帯用として持ち運びすることが困難であるといった問題があった。また、ＡＣアダプタ
５０においては、携帯時等において誤って落下等させた場合に、プラグ片５２が曲がった
り破損したりするといった問題もあった。
【０００４】
ところで、ＡＣアダプタ５０においては、例えば交流－直流変換回路を構成する各種部品
の薄膜素子化等の対応により、小型、軽量も図られるようになっている。しかしながら、
ＡＣアダプタ５０は、上述したように筐体５１の側面にプラグ片５２が直交して突出され
ていることから、全体の厚みを小さくすることができなかった。このため、ＡＣアダプタ
においては、例えば図８に示したようにプラグ片５２の基端部を回転機構によって支持し
たプラグ片回転型ＡＣアダプタ５５や、図９に示したようにプラグ片５２が筐体５１に対
して出入り自在なプラグ片スライド型ＡＣアダプタ５７等も提供されている。
【０００５】
プラグ片回転型ＡＣアダプタ５５は、図８に鎖線で示すように、未使用時にはプラグ片５
２が筐体５１に形成したスリット５６の内部に収納されるように構成される。また、プラ
グ片回転型ＡＣアダプタ５５は、使用時には、同図実線で示すようにプラグ片５２が筐体
５１に対して直交するようにして回転操作されて電源コンセント６０のプラグ孔６１に差
し込まれる。プラグ片回転型ＡＣアダプタ５５は、このように未使用時にはプラグ片５２
を筐体５１に収納さすることによって、このプラグ片５２が邪魔にならずに携帯されるよ
うになる。
【０００６】
また、プラグ片スライド型ＡＣアダプタ５７は、図９に鎖線で示すように、未使用時には
プラグ片５２が筐体５１に形成された取付孔内に収納された状態となる。プラグ片スライ
ド型ＡＣアダプタ５７は、使用時には、同図実線で示すようにプラグ片５２が筐体５１か
ら引き出され、電源コンセント６０のプラグ孔６１に差し込まれる。プラグ片スライド型
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ＡＣアダプタ５７は、かかる構成によって、プラグ片５２が邪魔にならずに携帯されるよ
うになる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したプラグ片回転型ＡＣアダプタ５５においては、プラグ片５２を回
転支持する軸受け機構や、これらプラグ片５２と回路基板とを接続する接点機構或いはプ
ラグ片５２を回転位置に保持するロック機構等が設けられるために、部品点数も多くかつ
構造が複雑となるといった問題があった。また、プラグ片回転型ＡＣアダプタ５５におい
ては、筐体５１にプラグ片５２を収納するスリット５６が形成されるために、筐体５１の
内部にデッドスペースが生じて大幅な小型化を図ることが困難であるといった問題があっ
た。さらに、プラグ片回転型ＡＣアダプタ５５においては、プラグ片５２がある程度厚み
のある金属片によって形成されるために、スリット５６の幅も大きくなって筐体５１が大
型化するといった問題があった。
【０００８】
また、プラグ片スライド型ＡＣアダプタ５７においても、プラグ片５２を収納状態と引出
し状態とに保持するロック機構が必要となり、部品点数も多くかつ構造が複雑となるとい
った問題があった。また、プラグ片スライド型ＡＣアダプタ５７は、プラグ片５２の支持
部が不安定となるために、機械的強度の大きい支持機構を構成して強固な支持を行うよう
にした場合に全体がより大きくなってしまうといった問題があった。さらに、プラグ片ス
ライド型ＡＣアダプタ５７は、筐体５１がプラグ片５２を収納するに足る幅を有すること
から、全体として小型化に制約があるといった問題があった。
【０００９】
したがって、本発明は、上述した従来装置の問題点を解消して、構造が簡易で、軽量、薄
型化によって携帯性の大幅な向上が図られるようにする電源変換アダプタ装置を提供する
ことを目的としたものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成する本発明にかかる電源変換アダプタ装置は、アダプタ本体に対して
プラグ部材が別部材によって構成されてなる。アダプタ本体は、交流－直流変換回路の構
成部品を内蔵した筐体に、交流電源のコンセントのプラグ孔に対応して少なくとも一対の
プラグ嵌挿孔を厚み方向に貫通して形成するとともに、これらプラグ嵌挿孔の内壁に交流
－直流変換回路と接続された電極部がそれぞれ設けられてなる。プラグ部材は、アダプタ
本体の筐体の厚みよりも長辺とされて筐体の一方側からプラグ嵌挿孔に嵌挿されることに
よって先端部が筐体の他方側に突出される少なくとも一対のプラグ片を有してなる。
【００１１】
以上のように構成された本発明にかかる電源変換アダプタ装置によれば、使用時には、プ
ラグ部材の各プラグ片をアダプタ本体のプラグ嵌挿孔に嵌挿することによってこれらプラ
グ嵌挿孔内において各電極部とそれぞれ接続されるようにして、プラグ嵌挿孔から突出さ
れた先端部をコンセントのプラグ孔に嵌挿される。電源変換アダプタ装置によれば、交流
－直流変換回路によって電源変換を行って接続機器に対して直流電源を出力する。電源変
換アダプタ装置によれば、アダプタ本体とプラグ部材とが別部材によって構成されており
、未使用状態でプラグ片が筐体から直交して突出しないことから全体の小型化と薄型化が
図られている。電源変換アダプタ装置によれば、プラグ片が邪魔にならず携帯性の向上が
図られる。電源変換アダプタ装置によれば、プラグ片を回転支持したり、スライド支持す
る機構が不要であることから、構造の簡易化が図られるとともに一層の小型、軽量及び薄
型化に構成される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態として示すＡＣアダプタ１について、図面を参照して詳細に説
明する。ＡＣアダプタ１は、図１乃至図３に示すように、別部材からなるアダプタ本体２
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と、プラグ部材３とから構成され、アダプタ本体２に対してプラグ部材３が連結鎖４によ
って連結されることによって紛失防止が図られてなる。ＡＣアダプタ１には、図１に示す
ように、アダプタ本体２から接続コード５が引き出されており、この接続コード５の先端
に設けたプラグ６を充電型電池を充電する充電器や、直流電源を電源とする電子機器等に
接続されることによって商用電源を直流に電源変換して供給する。
【００１３】
アダプタ本体２は、絶縁性の合成樹脂材によって矩形浅皿状に成形された一対のハーフを
組み立てて全体薄箱状を呈する筐体７を有しており、この筐体７に詳細を省略する交流－
直流変換回路が設けられた回路基板８が内蔵されている。アダプタ本体２は、回路基板８
に交流－直流変換回路を構成する適宜の電子部品等が実装されるとともに、例えば薄膜形
成技術を利用して電源トランスを構成するコイル素子や各種の薄膜素子を形成してなる。
アダプタ本体２には、筐体７の表裏主面７ａ、７ｂを貫通して一対のプラグ嵌挿孔９ａ、
９ｂが形成されている。アダプタ本体２には、筐体７の長さ方向の一方側面（上面）７ｃ
に、連結鎖４の一端部を結合する結合凸部１０が一体に突設されている。
【００１４】
なお、アダプタ本体２は、筐体７の長さ方向の他方側面（底面）７ｄに引出し孔を形成し
、この引出し孔にブッシュをはめ込んで抜止め及び保護を図って上述した接続コード５を
引き出している。接続コード５は、筐体７に引き込まれた一端部が回路基板８に形成した
出力端子部と接続されている。接続コード５は、例えば先端に同軸プラグを接続し、筐体
７に組み付けたジャックにはめ込んでアダプタ本体２と接続するようにしてもよい。
【００１５】
プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂは、電源コンセント６０のプラグ孔６１ａ、６１ｂと等しい間隔
と開口寸法とを以って筐体７に形成されている。プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂには、図２及び
図３に示すように、筐体７に内蔵された回路基板８に貫通して形成されたガイド孔１１ａ
、１１ｂが連通している。各ガイド孔１１ａ、１１ｂは、等しい間隔と開口寸法とを以っ
てそれぞれプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに対応して回路基板８に形成されている。
【００１６】
回路基板８には、ガイド孔１１ａを挟んで一対の電極片１２ａ、１２ｂが取り付けられる
とともに、ガイド孔１１ｂを挟んで一対の電極片１３ａ、１３ｂが取り付けられている。
電極片１２ａ、１２ｂ及び電極片１３ａ、１３ｂは、それぞれ金属板ばね材によって一体
に形成され、詳細を省略するがガイド孔１１ａ、１１ｂの開口縁に沿って回路基板８の主
面上に固定された基部と、この基部からガイド孔１１ａ、１１ｂとそれぞれ平行に立ち上
がり形成された接触片部とからなる。電極片１２ａ、１２ｂ及び電極片１３ａ、１３ｂは
、それぞれ接触片部が、ガイド孔１１ａ、１１ｂを挟んで互いに対向されるとともに、図
３に示すように中央部を互いに突き合わせるようにして折曲されてなる。したがって、電
極片１２ａ、１２ｂ及び電極片１３ａ、１３ｂは、ガイド孔１１ａ、１１ｂ、換言すれば
プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに対して接触片部がその幅方向の両側に延在されるとともに突出
してなる。
【００１７】
なお、アダプタ本体２は、プラグ嵌挿孔９に突出する金属板ばね材からなる電極片１２、
１３を回路基板８に設けたが、例えば金属ボールと、この金属ボールに対してプラグ嵌挿
孔９内への突出習性を付与するスプリング等によって電極片を構成するようにしてもよい
ことは勿論である。また、アダプタ本体２は、各電極片１２、１３を筐体７に適宜一体に
形成した取付部に取り付けて、リード線等により回路基板８の端子部と接続するようにし
てもよい。
【００１８】
プラグ部材３は、絶縁性の合成樹脂材によって全体板状を呈して成形された基板部１４と
、この基板部１４に対してインサート成形された一対のプラグ片１５ａ、１５ｂとからな
る。プラグ部材３は、基板部１４の上辺部に結合凸部１６が一体に形成され、上述した連
結鎖４の他端が結合されることによって未使用時においてアダプタ本体２と連結されるよ
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うして紛失が防止されてなる。基板部１４は、プラグ片１５ａ、１５ｂの対向間隔を保持
して基端部を支持すればよく、機械的強度が要求されないために比較的薄厚に成形されて
なる。
【００１９】
各プラグ片１５ａ、１５ｂは、この基板部１４の主面に対して直交しかつ互いに平行に対
峙して設けられている。各プラグ片１５ａ、１５ｂは、その対向間隔を電源コンセント６
０のプラグ孔６１ａ、６１ｂの間隔と等しくされ、それぞれの断面寸法がプラグ孔６１ａ
、６１ｂの開口寸法とほぼ等しい。各プラグ片１５ａ、１５ｂは、換言すればその間隔と
断面形状とがアダプタ本体２のプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂの間隔と開口寸法とほぼ等しい。
また、各プラグ片１５ａ、１５ｂは、アダプタ本体２の筐体７の厚みよりも充分に大きい
長さを有している。
【００２０】
以上のように構成されたプラグ部材３は、各プラグ片１５ａ、１５ｂがアダプタ本体２の
プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿される。プラグ部材３は、筐体７の表裏主面７ａ、７ｂの
いずれ側からでも、各プラグ片１５ａ、１５ｂがプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿される。
プラグ部材３は、例えばアダプタ本体２の筐体７の一方主面７ａから各プラグ片１５ａ、
１５ｂをプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿すると、それぞれの先端部が筐体７の他方主面７
ｂから突出する。
【００２１】
プラグ部材３は、プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿された各プラグ片１５ａ、１５ｂが図３
に示すように回路基板８のガイド孔１１ａ、１１ｂ内に突出した電極片１２ａ、１２ｂ及
び電極片１３ａ、１３ｂを押し広げながらアダプタ本体２を貫通する。プラグ部材３は、
これによってプラグ片１５ａと電極片１２ａ、１２ｂ及びプラグ片１５ｂと電極片１３ａ
、１３ｂとがそれぞれ導通され、アダプタ本体２に内蔵した回路基板８の交流－直流変換
回路との接続が図られる。
【００２２】
以上のように構成されたＡＣアダプタ１は、未使用時には、図１に示すように各プラグ片
１５ａ、１５ｂがプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂから抜かれてアダプタ本体２とプラグ部材３と
が連結鎖４によって連結された状態とされる。したがって、ＡＣアダプタ１は、例えば筐
体７の表裏主面７ａ、７ｂに沿って各プラグ片１５ａ、１５ｂを重ね合わせるようにする
ことで、全体を小型、薄型化して持ち運びすることが可能となる。また、ＡＣアダプタ１
は、アダプタ本体２とプラグ部材３とが別部材であることから、適宜に組み合わせること
が可能となる。
【００２３】
ＡＣアダプタ１は、上述したように筐体７の一方主面７ａ側からプラグ片１５ａ、１５ｂ
がプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿されることによってアダプタ本体２とプラグ部材３との
組合せが行われる。ＡＣアダプタ１は、図２及び図３に示すようにアダプタ本体２の筐体
７の他方主面７ｂ側から突出露呈されたプラグ部材３のプラグ片１５ａ、１５ｂの先端部
が、電源コンセント６０のプラグ孔６１ａ、６１ｂにそれぞれ嵌挿される。ＡＣアダプタ
１は、プラグ片１５ａ、１５ｂが電源コンセント６０の電極ばね部材６２ａ、６２ｂに挟
み込まれて接続される。
【００２４】
ＡＣアダプタ１には、電極ばね部材６２ａ、６２ｂを介して電源コンセント６０から交流
電源が供給される。ＡＣアダプタ１は、印加された交流がプラグ片１５ａ、１５ｂを介し
て交流－直流変換回路へと供給されることで、この交流－直流変換回路において所定の電
圧の直流へと電源変換が行われる。ＡＣアダプタ１は、変換した直流を接続コード５から
出力して接続機器へと供給する。
【００２５】
ＡＣアダプタ１においては、上述したようにプラグ部材３が板状の基板部１４と一対のプ
ラグ片１５ａ、１５ｂとによって構成される。ＡＣアダプタ１においては、プラグ部材３
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がその基板部１４を薄厚に形成されて多少の弾力性を有することから、この基板部１４を
変形させることが可能である。したがって、ＡＣアダプタ１においては、プラグ部材３が
その基板部１４を変形させてアダプタ本体２と組み合わされることで、未使用時に小型化
を図ることが可能とされる。
【００２６】
図４及び図５に本発明の第２の実施の形態として示したＡＣアダプタ２０は、さらに小型
化して取り扱うことを可能としたプラグ部材２１を備えた構成に特徴を有している。ＡＣ
アダプタ２０は、上述したＡＣアダプタ１のアダプタ本体２が用いられることから、詳細
な説明を省略する。ＡＣアダプタ２０のプラグ部材２１は、絶縁性の合成樹脂材によって
成形された連結基部２２と、この連結基部２２に対してインサート成形された一対のプラ
グ片２３ａ、２３ｂとからなる基本的な構成を上述したプラグ部材３と同様とする。
【００２７】
プラグ部材２１は、連結基部２２がアダプタ本体２のプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂの間隔より
もやや大きな長さを有する薄厚矩形の形状に形成されており、厚み方向に対して可撓性を
有した構造となっている。連結基部２２には、長手方向の両側にプラグ片２３ａ、２３ｂ
がそれぞれインサート成形されて一体に連設されてなる。プラグ部材２１は、図５に実線
で示すように、未使用時において連結基部２２を介してプラグ片２３ａ、２３ｂが一直線
上に位置されて全体板状を呈している。
【００２８】
各プラグ片２３ａ、２３ｂは、それぞれの断面寸法が電源コンセント６０のプラグ孔６１
ａ、６１ｂの開口寸法とほぼ等しく形成されている。換言すれば、各プラグ片２３ａ、２
３ｂは、その間隔と断面形状とがアダプタ本体２のプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂの間隔と開口
寸法とほぼ等しく形成されている。各プラグ片２３ａ、２３ｂは、アダプタ本体２の筐体
７の厚みよりも充分に大きい長さを有している。各プラグ片２３ａ、２３ｂは、連結基部
２２によって互いに絶縁が保持されている。
【００２９】
以上の構成されたプラグ部材２１は、上述したように通常状態では全体板状を呈すること
から、ＡＣアダプタ２０の携帯時や保管時において薄型のアダプタ本体２に重ね合わされ
て取り扱うことが可能である。したがって、ＡＣアダプタ２０においては、プラグ部材２
１の各プラグ片２３ａ、２３ｂが突出して邪魔になることがないので小型化され、携帯性
の向上が図られるようになる。
【００３０】
プラグ部材２１は、ＡＣアダプタ２０の使用時には、全体板状の状態から図５矢印で示す
ように各プラグ片２３ａ、２３ｂを互いに対向するように連結基部２２がＵ字状に折り曲
げられる。プラグ部材２１は、この状態で図４矢印で示すように各プラグ片２３ａ、２３
ｂがアダプタ本体２のプラグ嵌挿孔９ａ、９ｂにそれぞれ嵌挿される。プラグ部材２１は
、アダプタ本体２の筐体７の一方主面７ａから各プラグ片２３ａ、２３ｂをプラグ嵌挿孔
９ａ、９ｂに嵌挿すると、それぞれの先端部が筐体７の他方主面７ｂから突出する。
【００３１】
プラグ部材２１は、プラグ嵌挿孔９ａ、９ｂに嵌挿された各プラグ片２３ａ、２３ｂが回
路基板８のガイド孔１１ａ、１１ｂ内に突出した電極片１２ａ、１２ｂ及び電極片１３ａ
、１３ｂとそれぞれ導通され、アダプタ本体２に内蔵した回路基板８の交流－直流変換回
路との接続が図られる。
【００３２】
ＡＣアダプタ２０は、上述したようにアダプタ本体２に対してプラグ部材２１を組み合わ
せた後に、アダプタ本体２の筐体７の他方主面７ｂ側から突出露呈されたプラグ部材２１
のプラグ片２３ａ、２３ｂの先端部が、電源コンセント６０のプラグ孔６１ａ、６１ｂに
それぞれ嵌挿される。ＡＣアダプタ２０は、プラグ片２３ａ、２３ｂが電源コンセント６
０の電極ばね部材６２ａ、６２ｂに挟み込まれて接続される。
【００３３】
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ＡＣアダプタ２０には、電極ばね部材６２ａ、６２ｂとプラグ片２３ａ、２３ｂとを介し
て電源コンセント６０からアダプタ本体２の交流－直流変換回路に交流電源が供給される
。ＡＣアダプタ２０は、印加された交流を交流－直流変換回路において所定の電圧の直流
へと電源変換を行って、変換した直流を接続コード５から出力して接続機器へと供給する
。
【００３４】
ところで、上述したＡＣアダプタ２０においては、小型で薄型に形成されたプラグ部材２
１を別部材のアダプタ本体２に対して紛失を防止する連結鎖４により連結する構造が採用
されていない。したがって、ＡＣアダプタ２０においては、例えば図６に示したアダプタ
本体２のように、未使用時においてプラグ部材２１を保持する構造を筐体７に形成するよ
うにしてもよい。
【００３５】
すなわち、アダプタ本体２には、筐体７の長さ方向の一方側面７ｅに、全域に亘ってプラ
グ部材嵌合凹部２５が形成されている。プラグ部材嵌合凹部２５は、中央部の基部嵌合凹
部２５ａと、この基部嵌合凹部２５ａの両側に連通形成されたプラグ片嵌合凹部２５ｂ、
２５ｃとから構成される。基部嵌合凹部２５ａは、プラグ部材２１の連結基部２２を嵌合
するに足る溝形状を以って筐体７の長さ方向の一方側面７ｅに形成されている。プラグ片
嵌合凹部２５ｂ、２５ｃは、一端をこの基部嵌合凹部２５ａに開放されるとともに、他端
をそれぞれ上面７ｃ及び底面７ｃとに開放されて筐体７の長さ方向の一方側面７ｅに形成
されている。プラグ片嵌合凹部２５ｂ、２５ｃは、プラグ部材２１のプラグ片２３ａ、２
３ｂを嵌合するに足る溝形状とされる。
【００３６】
アダプタ本体２には、ＡＣアダプタ２０が未使用時において、図６に示すように基部嵌合
凹部２５ａ内に連結基部２２が嵌合されるとともにプラグ片嵌合凹部２５ｂ、２５ｃ内に
プラグ片２３ａ、２３ｂが嵌合されて、プラグ部材２１が組み付けられる。プラグ部材２
１は、連結基部２２或いはプラグ片２３ａ、２３ｂがそれぞれプラグ部材嵌合凹部２５の
溝壁によって保持されることで、アダプタ本体２と一体化される。したがって、ＡＣアダ
プタ２０によれば、アダプタ本体２にプラグ部材２１が保持されることによって、このプ
ラグ部材２１の紛失が抑制されるとともに、取り扱いがより簡便となる。
【００３７】
なお、アダプタ本体２は、プラグ部材嵌合凹部２５が上述した構成に限定されるものでは
なく、さらにプラグ部材２１を確実に保持するために溝内に突出する適宜の係止凸部を一
体に形成するようにしてもよい。また、アダプタ本体２は、プラグ部材２１の長さが筐体
７の側面７ｅの長さよりも大きい場合には、直交する他の側面に跨ってプラグ部材嵌合凹
部２５を形成するようにしてもよい。
【００３８】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明にかかる電源変換アダプタ装置によれば、アダプタ本
体とプラグ部材とが別部材によって構成され、使用時にプラグ部材の各プラグ片をアダプ
タ本体のプラグ嵌挿孔に嵌挿することによってこれらプラグ嵌挿孔内において各電極部と
それぞれ接続されるようにし、プラグ嵌挿孔から突出された先端部をコンセントのプラグ
孔に嵌挿するようにしたことから、未使用状態でプラグ片が筐体から直交して突出しない
構成となり全体の小型化と薄型化が図られて取り扱うことが可能となり、プラグ片が邪魔
にならず携帯性を大幅に向上することが可能となる。また、電源変換アダプタ装置によれ
ば、プラグ片を回転支持したり、スライド支持する機構が不要であることから、構造の簡
易化とコストダウンとが図られるとともにより小型化、軽量化及び薄型化を図ることが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかるＡＣアダプタの分解斜視図である。
【図２】同ＡＣアダプタを電源コンセントに接続した状態の要部縦断面図である。
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【図３】同ＡＣアダプタを電源コンセントに接続した状態の要部横断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態として示すＡＣアダプタの分解斜視図である。
【図５】同ＡＣアダプタに用いられるプラグ部材の斜視図である。
【図６】同アダプタ本体にプラグ部材を組み合わせた状態の斜視図である。
【図７】従来のＡＣアダプタの斜視図である。
【図８】プラグ片回転型ＡＣアダプタの斜視図である。
【図９】プラグ片スライド型ＡＣアダプタの斜視図である。
【符号の説明】
１　　　ＡＣアダプタ（電源変換アダプタ装置）
２　　　アダプタ本体
３　　　プラグ部材
４　　　連結鎖
５　　　接続コード
６　　　プラグ
７　　　筐体
８　　　回路基板
９　　　プラグ嵌挿孔
１１　　ガイド孔
１２　　電極片
１３　　電極片
１４　　基板部
１５　　プラグ片
２０　　ＡＣアダプタ
２１　　プラグ部材
２２　　連結基部
２３　　プラグ片
２５　　プラグ片嵌合凹部
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