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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のプラグ刃(12)を有するＡＣプラグ(11)を傾動できるように連結している機器本体
(10)と、この機器本体(10)のＡＣプラグ(11)に脱着できるように連結される変換プラグ(2
0)とを備え、
　変換プラグ(20)を外してＡＣプラグ(11)を電源コンセントに連結し、ＡＣプラグ(11)に
変換プラグ(20)を連結して、ＡＣプラグ(11)の電源コンセントと異なる形状の電源コンセ
ントに連結するようにしてなる電気機器であって、
　ＡＣプラグ(11)は、絶縁回転台(13)に一対のプラグ刃(12)を固定したもので、絶縁回転
台(13)を機器本体(10)に傾動できるように連結しており、かつ、ＡＣプラグ(11)は、プラ
グ刃(12)の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台(13)を機器本体(10)に連結し
ており、
　機器本体(10)は、折り畳み状態のＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を収納する案内スペー
ス(14)を開口して設けており、この案内スペース(14)は、一対のプラグ刃(12)を別々に収
納する第１スペース(14A)と第２スペース(14B)を有し、
　さらにＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)には、プラグ刃(12)を垂直な姿勢に起こした状
態で、機器本体(10)の表面側に開口する係止凹部(15)を設けており、
　変換プラグ(20)は、ＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を挿入するプラグ挿入部(23)を有す
ると共に、ＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)に設けた係止凹部(15)に係止される係止フッ
クを有し、この係止フックを係止凹部(15)に係止し、プラグ挿入部(23)にプラグ刃(12)を
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挿入して、変換プラグ(20)をＡＣプラグ(11)を介して機器本体(10)に連結するようにして
なる電気機器。
【請求項２】
　ＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)が、一対のプラグ刃(12)の間に係止凹部(15)を設けて
いる請求項１に記載される電気機器。　
【請求項３】
　変換プラグ(20)と機器本体(10)を、ロック機構(30)を介して脱着できるように連結して
いる請求項１に記載される電気機器。
【請求項４】
　ロック機構(30)が、機器本体(10)に設けたロックフック(31)と、変換プラグ(20)に設け
られてなるロックフック(31)を連結するロック係止部(32)と、ロックフック(31)がロック
係止部(32)に連結された状態に停止するストッパ(33)とを備える請求項３に記載される電
気機器。
【請求項５】
ロックフック(31)を第１スペース(14A)と第２スペース(14B)の間に配設している請求項４
に記載される電気機器。
【請求項６】
　一対のプラグ刃(12)を有するＡＣプラグ(11)を傾動できるように連結している機器本体
(10)と、この機器本体(10)のＡＣプラグ(11)に装着できるように連結される変換体とを備
え、
　変換体を外してＡＣプラグ(11)を電源コンセントに連結し、ＡＣプラグ(11)に変換体を
連結して、ＡＣプラグ(11)の電源コンセントと異なる形状の電源に連結するようにしてな
る電気機器であって、
　ＡＣプラグ(11)は、絶縁回転台(13)に一対のプラグ刃(12)を固定したもので、絶縁回転
台(13)を機器本体(10)に傾動できるように連結しており、かつ、ＡＣプラグ(11)は、プラ
グ刃(12)の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台(13)を機器本体(10)に連結し
ており、
　機器本体(10)は、折り畳み状態のＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を収納する案内スペー
ス(14)を開口して設けており、この案内スペース(14)は、一対のプラグ刃(12)を別々に収
納する第１スペース(14A)と第２スペース(14B)を有し、
　さらにＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)には、プラグ刃(12)を垂直な姿勢に起こした状
態で、機器本体(10)の表面側に開口する係止凹部(15)を設けており、
　変換体は、ＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を挿入するプラグ挿入部(23)を有すると共に
、ＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)に設けた係止凹部(15)に係止される係止フックを有し
、この係止フックを係止凹部(15)に係止し、プラグ挿入部(23)にプラグ刃(12)を挿入して
、変換体をＡＣプラグ(11)を介して機器本体(10)に連結するようにしてなる電気機器。
【請求項７】
　一対のプラグ刃(12)を有するＡＣプラグ(11)を傾動できるように連結している機器本体
(10)と、この機器本体(10)のＡＣプラグ(11)に装着できるように連結される変換体とを備
え、
　ＡＣプラグ(11)に変換体を連結して、ＡＣプラグ(11)の電源コンセントと異なる形状の
電源に連結するようにしてなる電気機器であって、
　ＡＣプラグ(11)は、絶縁回転台(13)に一対のプラグ刃(12)を固定したもので、絶縁回転
台(13)を機器本体(10)に傾動できるように連結しており、かつ、ＡＣプラグ(11)は、プラ
グ刃(12)の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台(13)を機器本体(10)に連結し
ており、
　機器本体(10)は、折り畳み状態のＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を収納する案内スペー
ス(14)を開口して設けており、この案内スペース(14)は、一対のプラグ刃(12)を別々に収
納する第１スペース(14A)と第２スペース(14B)を有し、
　さらにＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)には、プラグ刃(12)を垂直な姿勢に起こした状
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態で、機器本体(10)の表面側に開口する係止凹部(15)を設けており、
　変換体は、ＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を挿入するプラグ挿入部(23)を有すると共に
、ＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)に設けた係止凹部(15)に係止される係止フックを有し
、この係止フックを係止凹部(15)に係止し、プラグ挿入部(23)にプラグ刃(12)を挿入して
、変換体をＡＣプラグ(11)を介して機器本体(10)に連結するようにしてなる電気機器。
【請求項８】
　一対のプラグ刃(12)を有するＡＣプラグ(11)を傾動できるように連結している機器本体
(10)と、この機器本体(10)のＡＣプラグ(11)に脱着できるように連結される変換プラグ(2
0)とを備え、
　ＡＣプラグ(11)に変換プラグ(20)を連結して、ＡＣプラグ(11)の電源コンセントと異な
る形状の電源コンセントに連結するようにしてなる電気機器であって、
　ＡＣプラグ(11)は、絶縁回転台(13)に一対のプラグ刃(12)を固定したもので、絶縁回転
台(13)を機器本体(10)に傾動できるように連結しており、かつ、ＡＣプラグ(11)は、プラ
グ刃(12)の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台(13)を機器本体(10)に連結し
ており、
　機器本体(10)は、折り畳み状態のＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を収納する案内スペー
ス(14)を開口して設けており、この案内スペース(14)は、一対のプラグ刃(12)を別々に収
納する第１スペース(14A)と第２スペース(14B)を有し、
　さらにＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)には、プラグ刃(12)を垂直な姿勢に起こした状
態で、機器本体(10)の表面側に開口する係止凹部(15)を設けており、
　変換プラグ(20)は、ＡＣプラグ(11)のプラグ刃(12)を挿入するプラグ挿入部(23)を有す
ると共に、ＡＣプラグ(11)の絶縁回転台(13)に設けた係止凹部(15)に係止される係止フッ
クを有し、この係止フックを係止凹部(15)に係止し、プラグ挿入部(23)にプラグ刃(12)を
挿入して、変換プラグ(20)をＡＣプラグ(11)を介して機器本体(10)に連結するようにして
なる電気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラグを電源コンセントに挿入して、商用電源から電力を得る電気機器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　商用電源から電力を供給する電気機器は、プラグを電源コンセントに接続して使用され
る。商用電源は、使用する国や地域によって規格が異なり、電圧や周波数の他、コンセン
トの挿入孔やここに挿入するプラグの形状が異なっている。従って、使用する国や地域が
異なると、異なった仕様で電気機器を設計する必要がある。ただ、プラグの形状毎に異な
る電気機器を作成すると、特定の国でしか使用できなくなる。
【０００３】
　この欠点は、プラグを脱着できるケースに連結して解消できる。（特許文献１及び２参
照）
【特許文献１】特開平７－２６４８５５号公報
【特許文献２】特開平７－３２０８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ケースに変換プラグを連結する電気機器は、各々の国のコンセントに適合する変換プラ
グを連結する。この構造の電気機器は、全ての国で使用するときに変換プラグを使用する
必要がある。このため、たとえば日本と外国で使用できる電気機器が日本で使用されると
きにも変換プラグを装着する必要がある。このことは、たとえば外国で使用して、日本用
の変換プラグを失うと、本国の日本で使用できなくなる欠点がある。
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【０００５】
　また、変換プラグをケースに連結するための脱着凹部をケースに設け、さらに脱着凹部
には変換プラグを抜けないように保持する機構も装備する必要がある。このため、変換プ
ラグとケースの連結構造が複雑となって、すっきりとしたデザインとするのが難しい欠点
がある。
【０００６】
　本発明は、このような欠点を解決することを目的に開発されたものである。本発明の重
要な目的は、変換プラグを使用しない状態と使用する状態とで、異なるコンセントに連結
でき、さらに折り畳みするＡＣプラグの絶縁回転台に係止凹部を設けて、この係止凹部に
変換プラグの係止フックを係止して変換プラグを連結して、変換プラグを機器本体にしっ
かりと連結し、また、変換プラグとＡＣプラグを使用しない状態では、ＡＣプラグを折り
畳みして全体のデザインをすっきりと美しくできる電気機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電気機器は、前述の目的を達成するために以下の構成を備える。
　電気機器は、一対のプラグ刃１２を有するＡＣプラグ１１を傾動できるように連結して
いる機器本体１０と、この機器本体１０のＡＣプラグ１１に脱着できるように連結される
変換プラグ２０とを備える。電気機器は、変換プラグ２０を外してＡＣプラグ１１を電源
コンセントに連結し、ＡＣプラグ１１に変換プラグ２０を連結して、ＡＣプラグ１１の電
源コンセントと異なる形状の電源コンセントに連結するようにしている。ＡＣプラグ１１
は、絶縁回転台１３に一対のプラグ刃１２を固定したもので、絶縁回転台１３を機器本体
１０に傾動できるように連結している。さらに、ＡＣプラグ１１は、プラグ刃１２の両面
に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台１３を機器本体１０に連結している。機器本
体１０は、折り畳み状態のＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を収納する案内スペース１４を
開口して設けている。この案内スペース１４は、一対のプラグ刃１２を別々に収納する第
１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂを有する。さらにＡＣプラグ１１の絶縁回転台１
３には、プラグ刃１２を垂直な姿勢に起こした状態で、機器本体１０の表面側に開口する
係止凹部１５を設けている。変換プラグ２０は、ＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を挿入す
るプラグ挿入部２３を有すると共に、ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３に設けた係止凹部
１５に係止される係止フック２７を有する。電気機器は、係止フック２７を係止凹部１５
に係止し、プラグ挿入部２３にプラグ刃１２を挿入して、変換プラグ２０をＡＣプラグ１
１を介して機器本体１０に連結する。
【０００８】
　ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３は、一対のプラグ刃１２の間に係止凹部１５を設ける
ことができる。
【０００９】
　本発明の電気機器は、変換プラグ２０と機器本体１０を、ロック機構３０を介して脱着
できるように連結することができる。ロック機構３０は、機器本体１０に設けたロックフ
ック３１と、変換プラグ２０に設けられてなるロックフック３１を連結するロック係止部
３２と、ロックフック３１がロック係止部３２に連結された状態に停止するストッパとを
備え、ロックフック３１を第１スペースと第２スペースの間に配設することができる。
　更に、本発明の電気機器は、一対のプラグ刃１２を有するＡＣプラグ１１を傾動できる
ように連結している機器本体１０と、この機器本体１０のＡＣプラグ１１に装着できるよ
うに連結される変換体とを備え、変換体を外してＡＣプラグ１１を電源コンセントに連結
し、ＡＣプラグ１１に変換体を連結して、ＡＣプラグ１１の電源コンセントと異なる形状
の電源に連結するようにしてなる電気機器であって、ＡＣプラグ１１は、絶縁回転台１３
に一対のプラグ刃１２を固定したもので、絶縁回転台１３を機器本体１０に傾動できるよ
うに連結しており、かつ、ＡＣプラグ１１は、プラグ刃１２の両面に平行な面内で傾動す
るように、絶縁回転台１３を機器本体(10)に連結しており、機器本体１０は、折り畳み状
態のＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を収納する案内スペース１４を開口して設けており、
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この案内スペース１４は、一対のプラグ刃１２を別々に収納する第１スペース１４Ａと第
２スペース１４Ｂを有し、さらにＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３には、プラグ刃１２を
垂直な姿勢に起こした状態で、機器本体１０の表面側に開口する係止凹部１５を設けてお
り、変換体は、ＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を挿入するプラグ挿入部２３を有すると共
に、ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３に設けた係止凹部１５に係止される係止フックを有
し、この係止フックを係止凹部１５に係止し、プラグ挿入部２３にプラグ刃１２を挿入し
て、変換体をＡＣプラグ１１を介して機器本体１０に連結する。
　更に、本発明の電気機器は、一対のプラグ刃１２を有するＡＣプラグ１１を傾動できる
ように連結している機器本体１０と、この機器本体１０のＡＣプラグ１１に装着できるよ
うに連結される変換体とを備え、ＡＣプラグ１１に変換体を連結して、ＡＣプラグ１１の
電源コンセントと異なる形状の電源に連結するようにしてなる電気機器であって、ＡＣプ
ラグ１１は、絶縁回転台１３に一対のプラグ刃１２を固定したもので、絶縁回転台１３を
機器本体１０に傾動できるように連結しており、かつ、ＡＣプラグ１１は、プラグ刃１２
の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台１３を機器本体(10)に連結しており、
機器本体１０は、折り畳み状態のＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を収納する案内スペース
１４を開口して設けており、この案内スペース１４は、一対のプラグ刃１２を別々に収納
する第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂを有し、さらにＡＣプラグ１１の絶縁回転
台１３には、プラグ刃１２を垂直な姿勢に起こした状態で、機器本体１０の表面側に開口
する係止凹部１５を設けており、変換体は、ＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を挿入するプ
ラグ挿入部２３を有すると共に、ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３に設けた係止凹部１５
に係止される係止フックを有し、この係止フックを係止凹部１５に係止し、プラグ挿入部
２３にプラグ刃１２を挿入して、変換体をＡＣプラグ１１を介して機器本体１０に連結す
る。
　更に、本発明の電気機器は、一対のプラグ刃１２を有するＡＣプラグ１１を傾動できる
ように連結している機器本体１０と、この機器本体１０のＡＣプラグ１１に脱着できるよ
うに連結される変換プラグ２０とを備える。電気機器は、ＡＣプラグ１１に変換プラグ２
０を連結して、ＡＣプラグ１１の電源コンセントと異なる形状の電源コンセントに連結す
るようにしている。ＡＣプラグ１１は、絶縁回転台１３に一対のプラグ刃１２を固定した
もので、絶縁回転台１３を機器本体１０に傾動できるように連結している。さらに、ＡＣ
プラグ１１は、プラグ刃１２の両面に平行な面内で傾動するように、絶縁回転台１３を機
器本体１０に連結している。機器本体１０は、折り畳み状態のＡＣプラグ１１のプラグ刃
１２を収納する案内スペース１４を開口して設けている。この案内スペース１４は、一対
のプラグ刃１２を別々に収納する第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂを有する。さ
らにＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３には、プラグ刃１２を垂直な姿勢に起こした状態で
、機器本体１０の表面側に開口する係止凹部１５を設けている。変換プラグ２０は、ＡＣ
プラグ１１のプラグ刃１２を挿入するプラグ挿入部２３を有すると共に、ＡＣプラグ１１
の絶縁回転台１３に設けた係止凹部１５に係止される係止フック２７を有する。電気機器
は、係止フック２７を係止凹部１５に係止し、プラグ挿入部２３にプラグ刃１２を挿入し
て、変換プラグ２０をＡＣプラグ１１を介して機器本体１０に連結する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の電気機器は、変換プラグを使用しない状態と使用する状態とで、異なるコンセ
ントに連結できる。この電気機器は、変換プラグを使用しないで日本のコンセントに使用
できる構造にできる。このため、主として使用するコンセントにおいては、変換プラグを
使用しないで使用できる構造として、便利に使用できる。また、変換プラグを使用しない
状態は、ＡＣプラグを直接にコンセントに接続して使用することで、変換プラグを使用す
る状態に比較して、接触不良を少なくできる。
【００１１】
　また、本発明の電気機器は、折り畳みするプラグ刃の絶縁回転台に係止凹部を設けて、
この係止凹部に変換プラグの係止フックを係止して、変換プラグを機器本体に連結して、
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変換プラグを機器本体にしっかりと連結できる。また、変換プラグとＡＣプラグの両方を
使用しない状態では、ＡＣプラグを折り畳みして、全体のデザインをすっきりと美しくで
きる。
【００１２】
　また、本発明の電気機器は、変換プラグを機器本体に係止凹部をＡＣプラグの絶縁回転
台に設け、この係止凹部に変換プラグに設けた係止フックを係止して連結するので、変換
プラグを安定して確実に機器本体に連結できる。それは、係止フックをプラグ刃に接近す
る位置であって、一対のプラグ刃の間に配設できるからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための電気機器を例示するものであって、本発明は電気機器を
以下のものに特定しない。
【００１４】
　さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材
に対応する番号を、「特許請求の範囲」および「課題を解決するための手段の欄」に示さ
れる部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定
するものでは決してない。
【００１５】
　図１ないし図６に示す電気機器は、ＡＣプラグ１１を傾動できるように連結している機
器本体１０と、この機器本体１０のＡＣプラグ１１に脱着できるように連結される変換プ
ラグ２０とを備える。これ等の図に示す電気機器は、図３に示すように、変換プラグ２０
を外してＡＣプラグ１１を電源コンセント（図示せず）に連結する。また、図１に示すよ
うに、ＡＣプラグ１１に変換プラグ２０を連結して、ＡＣプラグ１１の電源コンセントと
異なる形状の電源コンセント（図示せず）に連結される。
【００１６】
　本実施例の機器本体１０は、２分割されたプラスチック製の本体ケース１０Ａ、本体ケ
ース１０Ｂの外観を有している。本実施例の電気機器は、充電器であって、図２に示すよ
うに、機器本体１０の前面側に、凹部４０を備え、ここに、円筒型二次電池を２本を装着
して、充電を行う。本実施例においては、図２の状態で、屋内壁の電源コンセントに、プ
ラグを挿入して、充電することになる。本実施例の説明においては、特に、個別の部品等
を説明する以外は、図２の機器本体１０の状態で、紙面手前側を前面、その後ろを背面、
紙面上側を上面とする。
【００１７】
　図５の分解図に示すＡＣプラグ１１は、一対の面状の金属板からなるプラグ刃１２をプ
ラスチック製の絶縁回転台１３に固定している。絶縁回転台１３は、両端に突出する回転
軸を機器本体に回転できるように連結している。この絶縁回転台を介して、ＡＣプラグは
、傾動できるように機器本体１０に連結される。さらに、図示しないが、一対のプラグ刃
１２は、機器本体１０に内蔵している電源回路に接続されて、電源回路に商用電力を供給
する。そして、電源回路は、世界各国の商用電力の仕様に対応できる特性を備えている。
【００１８】
　このＡＣプラグ１１は、図３に示すように、プラグ刃１２の両面に平行な面内で傾動で
きるように、絶縁回転台１３の回転軸を機器本体１０に連結している。この姿勢で傾動す
るＡＣプラグ１１は、図５の分解図に示すように、プラスチック製の絶縁回転台１３の両
端に、プラグ刃１２の両面に直交するように回転軸１６を一体的に成形して設けている。
一対の回転軸１６は、プラグ刃１２の後端に位置し、互いに直線上に配置される。この回
転軸１６を回転できるように支持する、回転穴（図示せず）が機器本体１０に設けられて
いる。この回転穴に回転軸１６を支持して、ＡＣプラグ１１は回転できるように機器本体
１０に連結される。
　本実施例においては、図示しない内部の構造により、プラグ刃１２を折り畳む状態では
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、電子機器内部の電気回路と、プラグ刃１２は電気接続されない。また、プラグ刃１２を
起こした状態では、電子機器内部の電気回路と、プラグ刃１２は電気接続される。
【００１９】
　機器本体１０は、折り畳み状態のＡＣプラグ１１のプラグ刃１２を収納する案内スペー
ス１４を表面に開口して設けている。ＡＣプラグ１１は、折り畳まれた状態で、機器本体
１０から突出しない。図３の機器本体１０は、折り畳まれたＡＣプラグ１１を、図におい
て機器本体１０の上部に配置する。したがって、案内スペース１４は、機器本体１０の上
面（図３紙面の手前側）に開口して設けている。ＡＣプラグ１１は、一対のプラグ刃１２
を有するので、一対のプラグ刃１２を収納するために、案内スペース１４は、各々のプラ
グ刃１２を別々に収納する第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂを有する。ＡＣプラ
グ１１は、プラグ刃１２の両面を含む面内で回転して傾動するので、案内スペース１４の
第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂの幅は、プラグ刃１２の厚さよりも大きい溝形
として設けられる。
【００２０】
　ＡＣプラグ１１が、プラグ刃１２の両面に平行な面内で傾動するので、一対のプラグ刃
１２を別々に収納する第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂは、プラグ刃１２の傾動
面に対する垂直方向の幅を狭くすることができる。
【００２１】
　図６に示すように、変換プラグ２０は、一対のピンプラグ２１を絶縁ホルダー２２に固
定している。ピンプラグ２１は金属ロッドである。絶縁ホルダー２２はプラスチック製で
、本体ホルダー２２Ａと、この本体ホルダー２２Ａに固定しているインナーホルダー２２
Ｂとを備える。インナーホルダー２２Ｂは本体ホルダー２２Ａに固定されて、ピンプラグ
２１を絶縁ホルダー２２に固定している。本体ホルダー２２Ａは、図７の断面図に示すよ
うに、ピンプラグ２１よりも太い一対の貫通孔２２ａを開口し、かつ、内部を、インナー
ホルダー２２Ｂとプラグ刃１２を挿入できるように中空状に成形している。インナーホル
ダー２２Ｂは、本体ホルダー２２Ａの中空部に嵌入されて定位置に配置される。図の絶縁
ホルダー２２は、インナーホルダー２２Ｂを止ネジ（図示せず）で本体ホルダー２２Ａに
固定している。止ネジは、インナーホルダー２２Ｂの中心を貫通して、先端を本体ホルダ
ー２２Ａの中心部分にねじ込んでいる。インナーホルダー２２Ｂは、ピンプラグ２１をイ
ンサートして固定している。ただし、インナーホルダーには、ピンプラグをインサートす
ることなく、たとえば嵌着し、あるいは接着して固定することもできる。インナーホルダ
ー２２Ｂは、ピンプラグ２１の周囲を保持している筒部２２ｂを、本体ホルダー２２Ａの
貫通孔２２ａに挿通して、ピンプラグ２１を定位置に保持している。
【００２２】
　さらに、変換プラグ２０の絶縁ホルダー２２は、図７と図８に示すように、ＡＣプラグ
１１のプラグ刃１２を嵌入してＡＣプラグ１１に連結されるプラグ挿入部２３を設けてい
る。プラグ挿入部２３は、本体ホルダー２２Ａとインナーホルダー２２Ｂに設けている。
プラグ挿入部２３は、挿入されたプラグ刃１２を、プラグ刃１２の表面に平行な方向に平
行移動できるように、その内幅をプラグ刃１２の外幅よりも広くしている。この変換プラ
グ２０は、プラグ刃１２をプラグ挿入部２３に挿入する状態で、図１０の矢印で示す方向
に移動させて、機器本体１０に抜けないように装着される。
【００２３】
　また、変換プラグ２０の絶縁ホルダー２２は、プラグ挿入部２３にＡＣプラグ１１のプ
ラグ刃１２を挿入する状態で、一対のプラグ刃１２をピンプラグ２１に電気接続する接続
機構２４を内蔵している。図６に示す接続機構２４は、ピンプラグ２１の下端に固定して
いる弾性接点である。弾性接点は、図において上端をピンプラグ２１の下端にカシメ構造
で連結している。ただ、弾性接点は、ピンプラグの下端を弾性的に押圧し、あるいは弾性
的に挟着して接続することもできる。さらに、弾性接点は、下部に弾性接続アーム２４Ａ
を設けている。この弾性接続アーム２４Ａは、プラグ挿入部２３に挿入されるＡＣプラグ
１１のプラグ刃１２の表面に弾性的に押圧する状態で接触して電気接続される。したがっ
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て、弾性接続アーム２４Ａは、プラグ刃１２の挿入位置に配置されている。
【００２４】
　さらに、変換プラグ２０の絶縁ホルダー２２は、プラグ挿入部２３にＡＣプラグ１１の
プラグ刃１２を挿入する状態、言いかえると、変換プラグ２０を機器本体１０に連結する
状態で、折り畳み状態のＡＣプラグ１１に連結する係止フック２７を設けている。係止フ
ック２７は、ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３に設けている係止凹部１５に係止されて、
変換プラグ２０を機器本体１０に連結する。
【００２５】
　変換プラグ２０の係止フック２７を連結するために、機器本体１０のＡＣプラグ１１は
絶縁回転台１３に係止凹部１５を設けている。絶縁回転台１３は、プラグ刃１２の間に係
止凹部１５を設けている。ＡＣプラグ１１の絶縁回転台１３は、プラグ刃１２を垂直に起
こした状態で、係止凹部１５に係止フック２７を連結して係止する。したがって、絶縁回
転台１３は、図３、図５及び図６に示すように、プラグ刃１２を垂直な姿勢に起こした状
態で、機器本体１０の表面側に開口する係止凹部１５を設けている。絶縁回転台１３は、
プラグ刃１２を水平姿勢に折り畳む状態では、機器本体１０の表面側に係止凹部１５を設
ける必要がない。このため、絶縁回転台１３は、図４に示すように、プラグ刃１２を折り
畳む状態で機器本体１０の表面となる面を平面状に成形している。
【００２６】
　係止凹部１５は、係止フック２７を挿入して、図１０の矢印で示す方向に移動させて係
止する。この係止凹部１５は、図９ないし図１１の断面図に示すように、開口部を狭くし
て、変換プラグ２０の係止フック２７を係止するようにしている。図の係止凹部１５は、
図１０の矢印で示す方向に変換プラグ２０を移動させて、係止フック２７を係止する。し
たがって、係止凹部１５は、底部の幅を図１０の矢印で示す方向に広くしている。即ち、
係止凹部１５は、底部を深くしていることになる。
【００２７】
　変換プラグ２０の係止フック２７を図８に示す。この係止フック２７は、絶縁ホルダー
２２の表面から突出して設けられる。さらに、係止フック２７は、プラグ刃１２の間に設
けている係止凹部１５に連結するように、プラグ挿入部２３の開口部の間に配設している
。係止フック２７は、その下端部を、変換プラグ２０の移動方向、すなわち、プラグ刃１
２の両面に平行な方向に突出させて断面視Ｌ字状のフック状としている。図の係止フック
２７は、変換プラグ２０を図１０の矢印で示す方向に移動して、係止凹部１５に係止する
ので、先端部を図１０の矢印で示す方向に突出させている。
【００２８】
　図の変換プラグ２０は、係止フック２７を機器本体１０に係止して機器本体１０に連結
し、さらに、変換プラグ２０と機器本体１０をロック機構３０を介して脱着できるように
連結している。ロック機構３０は、機器本体１０に設けたロックフック３１と、変換プラ
グ２０に設けているロック係止部３２と、ロックフック３１がロック係止部３２に連結さ
れた状態に停止するストッパ３３とを備える。
【００２９】
　ロックフック３１は、図３と図５に示すように、第１スペース１４Ａと第２スペース１
４Ｂの間に配設している。図において機器本体１０の本体ケース１０Ａの背面（図の上面
）には、第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂを設けて、その間に四角柱状の突出部
１７を設けている。ただ、この突出部１７は、第１スペース１４Ａと第２スペース１４Ｂ
の底面からは突出するが、機器本体１０の裏面の表面からは突出しない。突出部１７の中
央には、円柱状の凹部を設けてこの凹部にねじの頭部を入れて、本体ケース１０Ａ、１０
Ｂをねじ止めしている。この四角柱の突出部１７は、ひとつの面の上部、図において四角
柱の右下側に位置する背面の上部に、凸条を一体的に成形して設けてロックフック３１と
している。
【００３０】
　さらに、この四角柱の突出部１７は、ロックフック３１の下方にストッパ３３を配設し
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ている。ストッパ３３は、変換プラグ２０のロック係止部３２をロックフック３１に係止
状態に停止される。ストッパ３３を設けるために、図の機器本体１０においては、第１ス
ペース１４Ａと第２スペース１４Ｂの凹部の底面と同一面に位置して、この底面が延在し
て、底面板１８となっている。この底面板１８は、ストッパ３３を弾性的に上方に突出さ
せるストッパ開口１８Ａを設けている。ストッパ開口１８Ａは、四角柱の突出部１７の背
面から離して開口される。ストッパ３３と四角柱の突出部１７とロックフック３１の凸条
と底板１８で、変換プラグ２０のロック係止部３２を囲んで、抜けないように保持するた
めである。
【００３１】
　ストッパ３３は、全体をプラスチックで一体的に成形している。図５のストッパ３３は
、底板１８のストッパ開口１８Ａから突出する突出部３３Ａと、この突出部３３Ａの突出
位置を停止させると共に、ストッパ３３を強制的に降下させるツマミ部３３Ｂと、下方に
突出する弾性アーム３３Ｃとからなる。このストッパ３３は、一体成型された弾性アーム
３３Ｃで弾性的に押し上げられて、突出部３３Ａを底板１８のストッパ開口１８Ａから突
出させる。弾性アーム３３Ｃは、略への字状（図５参照）であって、その先端部が本体ケ
ース１０Ｂの内側に押されて、たわむことで、弾性力を発生させている。ツマミ部３３Ｂ
は、図において横方向に突出して、機器本体１０の側面に設けた開口窓１９から外部に突
出している。このツマミ部３３Ｂを指で押し下げて、突出部３３Ａを底板１８のストッパ
開口１８Ａから下げることができる。この押し下げた状態で、ロックフック３１をロック
係止部３２に脱着する。
【００３２】
　変換プラグ２０は、図８に示すように、機器本体１０の第１スペース１４Ａに挿入され
る第１連結突出部２５と、第２スペース１４Ｂに挿入される第２連結突出部２６をプラス
チックで一体的に成形して設けている。図の変換プラグ２０は、本体ホルダー２２Ａに一
体的に成形して、第１連結突出部２５と第２連結突出部２６を設けている。
【００３３】
　第１連結突出部２５と第２連結突出部２６は、図において本体ホルダー２２Ａの下面に
突出して設けている。さらに、第１連結突出部２５と第２連結突出部２６は、ＡＣプラグ
１１に変換プラグ２０を挿入する方向、図３、及び図５ないし図８において下方に突出し
て設けられて、変換プラグ２０をＡＣプラグ１１に連結する状態で、第１スペース１４Ａ
と第２スペース１４Ｂに挿入される。
【００３４】
　また、このような構造の第１連結突出部２５と第２連結突出部２６は、以下のように、
使用者が、誤った使用ができないようにしている。使用者が、変換プラグ２０のみを利用
して、別途、用意されたプラグ刃のソケット（図示せず）を、変換プラグ２０のプラグ挿
入部２３に挿入することを試みるとき、プラグ刃のソケットの本体が、第１連結突出部２
５と第２連結突出部２６に当り、ソケットが正常に挿入できない。よって、ソケットより
電力が供給される電子機器（図示せず）を使用することができず、変換プラス２０の電気
仕様（例えば、２４０Ｖ）に対応していない電子機器（例えば、１００Ｖ仕様）を使用す
ることがないので、誤った使用により電子機器に高電圧が印加され、電気的に電子機器が
破壊されることもない。
【００３５】
　図８の変換プラグ２０は、第１連結突出部２５と第２連結突出部２６を連結するリブ２
８を機器本体１０の絶縁ホルダー２２に一体的に成形して、ロック係止部３２を設けてい
る。このリブ２８は、ロックフック３１を係止する係止孔を設けて、ロック係止部３２と
している。このロック係止部３２は、係止孔にロックフック３１の凸条を入れて、ロック
フック３１に係止される。この構造の変換プラグ２０は、第１連結突出部２５と第２連結
突出部２６を、ロック係止部３２となるリブ２８で連結して補強する。このため、第１連
結突出部２５と第２連結突出部２６の変形を防止して、これ等を第１スペース１４Ａと第
２スペース１４Ｂに正確に案内して、変換プラグ２０を機器本体１０に連結する。
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【００３６】
　リブ２８には、係止段部２８Ａが設けられている。ストッパ３３のツマミ部３３Ｂを指
で押し下げて（押し下げる方向を、図１１においてツマミ部３３Ｂの近傍に矢印で示す）
、あるいは、後述するように、リブ２８がストッパ３３の突出部３３Ａに当接することで
、突出部３３Ａを底板１８のストッパ開口１８Ａから下げて、ロックフック３１をロック
係止部３２に装着して変換プラグ２０を機器本体１０に装着でき、あるいは、ロックフッ
ク３１をロック係止部３２から外して変換プラグ２０を機器本体１０から外すことができ
る。変換プラグ２０を機器本体１０に装着したときは、ツマミ部３３Ｂから指を離すこと
、あるいは、リブ２８がストッパ３３の突出部３３Ａに当接しなくなることで、突出部３
３Ａが底板１８のストッパ開口１８Ａから突出し、突出部３３Ａが変換プラグ２０の係止
段部２８Ａと係合（図１１参照）することで、変換プラグ２０が、本体１０の上方向に抜
けることを防止する。
【００３７】
　以上の電源装置は、図９ないし図１１に示すように、以下の方法で使用して、変換プラ
グ２０を機器本体１０に装着する。
　図９に示す位置から図１０に示すように、まず、このツマミ部３３Ｂを指で押し下げて
、突出部３３Ａを底板１８のストッパ開口１８Ａから下げることができる。この押し下げ
た状態で、ロックフック３１をロック係止部３２に脱着する。
変換プラグ２０を機器本体１０に接近させる。このとき、図１０に示すように、プラグ刃
１２はプラグ挿入部２３に挿入され、係止フック２７は係止凹部１５に挿入される。また
、第１連結突出部２５と第２連結突出部２６を連結しているリブ２８がストッパ３３の突
出部３３Ａに当接することで、突出部３３Ａを押し下げる。なお、突出部３３Ａを押し下
げるのに、指でツマミ部３３Ｂを押し下げても良い。
【００３８】
　その後、図１０の矢印で示すように、変換プラグ２０を機器本体１０の表面に沿って、
プラグ刃１２の面と平行な方向に移動させて、図１１の位置とする。この状態で、係止フ
ック２７は係止凹部１５に係止され、ロックフック３１はロック係止部３２に係止される
。したがって、変換プラグ２０と機器本体１０は、係止フック２７と係止凹部１５により
係止されると共に、ロックフック３１とロック係止部３２で抜けないように連結される。
さらに、ストッパ３３が弾性的に突出して、変換プラグ２０が図１１の位置から図１０の
位置に戻るのを停止する。このため、変換プラグ２０は抜けないように機器本体１０に連
結される。
この状態では、弾性アーム３３Ｃの弾性力にて突出部３３Ａが底板１８のストッパ開口１
８Ａから突出し、突出部３３Ａが変換プラグ２０の係止段部２８Ａと係合することで、変
換プラグ２０が、本体１０の上方向に抜けることを防止する。
【００３９】
　機器本体１０に連結された変換プラグ２０は、以下のようにして機器本体１０から外さ
れる。
　図１１においては、ストッパ３３のツマミ部３３Ｂを指で押し下げて（押し下げる方向
を、ツマミ部３３Ｂの近傍に矢印で示す）ストッパ３３の突出部３３Ａを、底板１８のス
トッパ開口１８Ａから突出しないようにする。この状態で、変換プラグ２０を矢印で示す
方向にずらせて、係止フック２７と係止凹部１５の係止状態と、ロックフック３１とロッ
ク係止部３２、突出部３３Ａと変換プラグ２０の係止段部２８Ａとの係止状態を解除して
、変換プラグ２０を機器本体１０から分離する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施例にかかる電気機器であって、変換プラグを機器本体に装着した
状態を示す斜視図である。
【図２】図１に示す電気機器のプラグを電源コンセントに装着する姿勢を示す斜視図であ
る。
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【図３】図１に示す電気機器において、変換プラグを機器本体から外した状態を示す斜視
図である。
【図４】図３に示す機器本体のＡＣプラグを折り畳んだ状態を示す斜視図である。
【図５】図３に示す電気機器の機器本体を分解した状態を示す分解斜視図である。
【図６】図３に示す電気機器の変換プラグを分解した状態を示す分解斜視図である。
【図７】図１に示す変換プラグの断面を含む斜視図である。
【図８】変換プラグの底面斜視図である。
【図９】変換プラグと機器本体の連結構造を示す断面を含む分解斜視図である。
【図１０】装着する途中の状態での変換プラグと機器本体の連結構造を示す断面を含む斜
視図である。
【図１１】装着した状態での変換プラグと機器本体の連結構造を示す断面を含む斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００４１】
　１０…機器本体　　　　　　　１０Ａ…本体ケース
　　　　　　　　　　　　　　　１０Ｂ…本体ケース
　１１…ＡＣプラグ
　１２…プラグ刃
　１３…絶縁回転台
　１４…案内スペース　　　　　１４Ａ…第１スペース
　　　　　　　　　　　　　　　１４Ｂ…第２スペース
　１５…係止凹部
　１６…回転軸
　１７…突出部
　１８…底面板　　　　　　　　１８Ａ…ストッパ開口
　１９…開口窓
　２０…変換プラグ
　２１…ピンプラグ
　２２…絶縁ホルダー　　　　　２２Ａ…本体ホルダー
　　　　　　　　　　　　　　　２２Ｂ…インナーホルダー
　　　　　　　　　　　　　　　２２ａ…貫通孔
　　　　　　　　　　　　　　　２２ｂ…筒部
　２３…プラグ挿入部
　２４…接続機構　　　　　　　２４Ａ…弾性接続アーム
　２５…第１連結突出部
　２６…第２連結突出部
　２７…係止フック
　２８…リブ　　　　　　　　　２８Ａ…係止段部
　３０…ロック機構
　３１…ロックフック
　３２…ロック係止部
　３３…ストッパ　　　　　　　３３Ａ…突出部
　　　　　　　　　　　　　　　３３Ｂ…ツマミ部
　　　　　　　　　　　　　　　３３Ｃ…弾性アーム
　４０…凹部
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