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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの第１型コネクタを接続するための標準アダプタであって前記第１型コネクタを第
１方向において対向させた状態で挿入可能な２つの第１開口部を有する標準アダプタと、
　前記第１開口部に挿入されることにより、前記第１開口部を前記第１型コネクタとは形
状の異なる第２型コネクタの端部に対応した第２開口部に変換する開口部変換部材と
を備えるアダプタセットであって、
　前記標準アダプタの前記第１開口部の夫々の内部には、前記第１方向と直交する第２方
向において、互いに対向するようにして形成された２つの係止部が設けられており、
　前記第１型コネクタは、前記標準アダプタの前記第１開口部に挿入された際に前記２つ
の係止部とそれぞれ係合することにより当該第１型コネクタを前記標準アダプタへ保持さ
せるための被係止部を有しているものであり、
　前記開口部変換部材には、前記第１型コネクタの前記被係止部に対応する受部が設けら
れており、前記開口部変換部材が前記第１開口部に挿入された際に前記受部が前記係止部
を受けるように構成されている
アダプタセット。
【請求項２】
　請求項１記載のアダプタセットであって、
　前記受部が前記係止部を受けている際に前記係止部が前記第２方向において前記受部か
ら離れるように移動することを抑制する移動抑制部材を更に備えている、アダプタセット
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。
【請求項３】
　請求項２記載のアダプタセットであって、
　前記標準アダプタは、前記第１方向に沿って延びる２つの板部を有しており、
　前記係止部のそれぞれは、それぞれが互いに対向するようにして突出して設けられた凸
部を有し、該凸部のそれぞれは前記板部にそれぞれ設けられており、
　前記移動抑制部材は、閉ループ形状を有しており、前記受部が前記凸部を受けた状態に
おいて前記板部の上から前記開口部変換部材を囲うように前記開口部変換部材に取り付け
られる
アダプタセット。
【請求項４】
　請求項３記載のアダプタセットであって、
　前記移動抑制部材には、前記第１方向に直交する第３方向において当該移動抑制部材を
貫通する孔部と、当該移動抑制部材の縁部の一方から前記孔部まで延びる解除間隙部とが
形成されており、
　前記開口部変換部材には、前記移動抑制部材が当該開口部変換部材に取り付けられた際
に前記孔部に係合する係合部が設けられている
アダプタセット。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のいずれかに記載のアダプタセットであって、
　前記移動抑制部材は、前記標準アダプタに保持された前記開口部変換部材に取り付けら
れた状態において、前記標準アダプタの端部よりも前記第１方向において突出している
アダプタセット。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のアダプタセットであって、
　前記受部は、前記第２方向において前記開口部変換部材を貫通する貫通孔であり、
　前記開口部変換部材には、当該開口部変換部材の縁部から前記受部まで延びる解除溝部
が形成されている
アダプタセット。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のアダプタセットであって、
　前記開口部変換部材は、前記標準アダプタに保持された状態において、前記標準アダプ
タの端部よりも前記第１方向において突出している
アダプタセット。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のアダプタセットであって、
　前記開口部変換部材は、前記係止部の挿入を案内するガイド溝を有する
アダプタセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、型の異なるコネクタ同士を接続するアダプタセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数種のコネクタを相互接続するためのアダプタセットとしては、例えば、特許文献１
に開示されたものがある。特許文献１のアダプタセットは、複数の部材を相互に回転させ
ることによりそれら複数の部材を取り外し可能に締結するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００１－２１７６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のアダプタセットは部材間の固定（締結）の構造が複雑であ
り、単価を低くすることができないという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、簡易な構造で部材間の固定（締結）ができる構造を有するアダプタ
セット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】
【０００６】
　本発明によれば、第１のアダプタセットとして、
　２つの第１型コネクタを接続するための標準アダプタであって前記第１型コネクタを第
１方向において対向させた状態で挿入可能な２つの第１開口部を有する標準アダプタと、
　前記第１開口部に挿入されることにより、前記第１開口部を前記第１型コネクタとは形
状の異なる第２型コネクタの端部に対応した第２開口部に変換する開口部変換部材と
を備えるアダプタセットであって、
　前記標準アダプタの前記第１開口部の夫々の内部には、前記第１方向と直交する第２方
向において、互いに対向するようにして形成された２つの係止部が設けられており、
　前記第１型コネクタは、前記標準アダプタの前記第１開口部に挿入された際に前記２つ
の係止部とそれぞれ係合することにより当該第１型コネクタを前記標準アダプタへ保持さ
せるための被係止部を有しているものであり、
　前記開口部変換部材には、前記第１型コネクタの前記被係止部に対応する受部が設けら
れており、前記開口部変換部材が前記第１開口部に挿入された際に前記受部が前記係止部
を受けるように構成されている
アダプタセットが得られる。
【０００７】
　また、本発明によれば、第２のアダプタセットとして、第１のアダプタセットであって
、
　前記受部が前記係止部を受けている際に前記係止部が前記第２方向において前記受部か
ら離れるように移動することを抑制する移動抑制部材を更に備えている、アダプタセット
が得られる。
【０００８】
　また、本発明によれば、第３のアダプタセットとして、第２のアダプタセットであって
、
　前記標準アダプタは、前記第１方向に沿って延びる２つの板部を有しており、
　前記係止部のそれぞれは、それぞれが互いに対向するようにして突出して設けられた凸
部を有し、該凸部のそれぞれは前記板部にそれぞれ設けられており、
　前記移動抑制部材は、閉ループ形状を有しており、前記受部が前記凸部を受けた状態に
おいて前記板部の上から前記開口部変換部材を囲うように前記開口部変換部材に取り付け
られる
アダプタセットが得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、第４のアダプタセットとして、第３のアダプタセットであって
、
　前記移動抑制部材には、前記第１方向に直交する第３方向において当該移動抑制部材を
貫通する孔部と、当該移動抑制部材の縁部の一方から前記孔部まで延びる解除間隙部とが
形成されており、
　前記開口部変換部材には、前記移動抑制部材が当該開口部変換部材に取り付けられた際
に前記孔部に係合する係合部が設けられている
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アダプタセットが得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、第５のアダプタセットとして、第２乃至第４のアダプタセット
のいずれかであって、
　前記移動抑制部材は、前記標準アダプタに保持された前記開口部変換部材に取り付けら
れた状態において、前記標準アダプタの端部よりも前記第１方向において突出している
アダプタセットが得られる。
【００１１】
　また、本発明によれば、第６のアダプタセットとして、第１乃至第５のアダプタセット
のいずれかであって、
　前記受部は、前記第２方向において前記開口部変換部材を貫通する貫通孔であり、
　前記開口部変換部材には、当該開口部変換部材の縁部から前記受部まで延びる解除溝部
が形成されている
アダプタセットが得られる。
【００１２】
　また、本発明によれば、第７のアダプタセットとして、第１乃至第６のアダプタセット
のいずれかであって、
　前記開口部変換部材は、前記標準アダプタに保持された状態において、前記標準アダプ
タの端部よりも前記第１方向において突出している
アダプタセットが得られる。
【００１３】
　また、本発明によれば、第８のアダプタセットとして、第１乃至第７のアダプタセット
のいずれかであって、
　前記開口部変換部材は、前記係止部の挿入を案内するガイド溝を有する
アダプタセットが得られる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、同一形状の第１型コネクタ同士の接続に用いられていた標準アダプタ
に対する第１型コネクタの固定用として予め設けられていた凸部（係止部）を利用して、
開口部変換部材を標準アダプタに保持させることとしたため、標準アダプタと開口部変換
部材との固定を簡易な構造で決めることができる。
【００１５】
　特に、上述したような移動抑制部材を更に備えることとすると標準アダプタと開口部変
換部材との固定をより確実に維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に用いられる標準アダプタに対して２つの第１型コネ
クタを接続する状態を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態によるアダプタセットであって第１型コネクタと第２
型コネクタとを接続するアダプタセットを示す分解斜視図である。標準アダプタの２つの
第１開口部の一方には第１型コネクタが接続されている。
【図３】図２のアダプタセットを示す斜視図である。標準アダプタの２つの第１開口部の
一方には第１型コネクタが接続されている。
【図４】図２のアダプタセットを構成する開口部変換部材を示す斜視図である。
【図５】図２のアダプタセットを構成する移動抑制部材を示す斜視図である。
【図６】第１の実施の形態によるアダプタセットに第１型コネクタを接続した状態を示す
断面斜視図である。
【図７】第１の実施の形態によるアダプタセットに第１型コネクタを接続した状態を示す
正面図である。
【図８】冶具を用いて移動抑制部材を外す工程を示す斜視図である。
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【図９】図８の冶具を用いて開口部変換部材を外す工程を示す斜視図である。
【図１０】変形例によるアダプタセットを示す分解斜視図である。標準アダプタの２つの
第１開口部の一方には第１型コネクタが接続されている。
【図１１】図１０の変形例によるアダプタセットを示す斜視図である。標準アダプタの２
つの第１開口部の一方には第１型コネクタが接続されている。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１乃至図３を参照すると、本発明の実施の形態によるアダプタセット１００は、２つ
の第１型コネクタ５００を接続するための標準アダプタ２００を利用して、第１型コネク
タ５００と第２型コネクタ６００とを接続するためのものであり、標準アダプタ２００に
加えて、開口部変換部材３００と移動抑制部材４００とを備えている。なお、本実施の形
態におけるアダプタセット１００の接続対象物である第１型コネクタ５００及び第２型コ
ネクタ６００は、いずれも光ファイバ接続用のコネクタであり、図から明らかに理解され
るように、互いに異なる形状を有している。
【００１８】
　図１乃至図３及び図６に示されるように、標準アダプタ２００には、Ｘ方向（第１方向
）に開口した２つの第１開口部２１０が設けられている。第１開口部２１０は、第１型コ
ネクタ５００の端部の形状に対応している。各第１開口部２１０内には、Ｘ方向に沿って
延びる２つの板部２２０と、板部２２０の先端に設けられた凸部（係止部）２３０とが形
成されている。即ち、標準アダプタ２００には、計４つの板部２２０と計４つの凸部２３
０とが設けられている。各第１開口部２１０内において、２つの凸部２３０は、Ｚ方向（
第２方向）において互いに対向するように突出している。第１型コネクタ５００には、Ｚ
方向に凹んだ凹部（被係止部）５１０がＺ方向の上下に一つずつ計２つ設けられている。
第１型コネクタ５００を第１開口部２１０に挿入接続すると、凹部５１０が凸部２３０を
受けることにより、第１型コネクタ５００が標準アダプタ２００に保持される。
【００１９】
　図２乃至図４及び図６に示されるように、開口部変換部材３００は、第１型コネクタ５
００の端部形状に対応した第１開口部２１０を第２型コネクタ６００の端部形状に対応し
た第２開口部３１０に変換するためのものである。開口部変換部材３００は、Ｘ方向に沿
って見た場合に、略競技用トラック形状の外形を有しており、Ｚ方向において対向する曲
面上であって開口部変換部材３００のＸ方向における一方の縁部３０２よりの位置に受部
３２０が形成されている。これら受部３２０は、第１型コネクタ５００の凹部５１０に対
応するものであり、標準アダプタ２００の第１開口部２１０に開口部変換部材３００を挿
入した際に、凸部２３０を受けるためのものである。本実施の形態における受部３２０は
、開口部変換部材３００をＺ方向において貫通する貫通孔である。開口部変換部材３００
の他方の縁部３０４と受部３２０との間には、縁部３０４から受部３２０に向かって延び
るガイド溝３２５と、ガイド溝３２５と受部３２０との間を遮るようにＺ方向に隆起した
隆起部３２７とが形成されている。ガイド溝３２５は、開口部変換部材３００を標準アダ
プタ２００内に挿入する際に標準アダプタ２００の板部２２０に極力不要な負荷をかけず
に凸部２３０を受部３２０までガイドするためのものである。ガイド溝３２５内を通って
ガイドされた凸部２３０は、隆起部３２７に一旦乗り上げた後、受部３２０に受けられる
。それによって、隆起部３２７と凸部２３０とが係止することとなるため、標準アダプタ
２００と開口部変換部材３００との位置的関係が維持される。このように、本実施の形態
においては、第１型コネクタ５００の凹部５１０に対応する受部３２０を開口部変換部材
３００に設けたことから、既存の標準アダプタ２００の構造に変更を加えることなく、標
準アダプタ２００に開口部変換部材３００を適切に保持させることができる。なお、本実
施の形態における開口部変換部材３００は、図３に最も良く示されているように、標準ア
ダプタ２００に取り付けられた状態において、標準アダプタ２００の端部２０２からＸ方
向に突出している。従って、開口部変換部材３００を標準アダプタ２００から取り外す際
の作業性が良好である。
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【００２０】
　再び図２及び図４を参照すると、開口部変換部材３００には、開口部変換部材３００の
一方の縁部３０２から各受部３２０までＸ方向に延びる解除溝部３３０と、Ｙ方向（第３
方向）に突出した係合部３４０と、開口部変換部材３００の他方の縁部３０４からＸ方向
に凹んだ被係止部３５０とが設けられている。解除溝部３３０は、後述するように、開口
部変換部材３００を標準アダプタ２００から取り外す際に利用される溝部である。図７に
示されるように、アダプタセット１００をＸ方向に沿って見ると、解除溝部３３０を通し
て受部３２０に受けられた標準アダプタ２００の凸部２３０を部分的に確認することがで
きる。係合部３４０は、図４に示されるように、バネ片に設けられた突部で構成されてお
り、Ｙ方向に変位することができる。被係止部３５０は、開口部変換部材３００に対して
第２型コネクタ６００を挿入した際に、第２型コネクタ６００の係止部６１０が係止する
部位である。
【００２１】
　図２、図３、図５及び図６に示されるように、移動抑制部材４００は、開口部変換部材
３００の受部３２０が標準アダプタ２００の凸部２３０を受けている際に凸部２３０が受
部３２０から離れる方向へ移動することを抑制するためのものである。移動抑制部材４０
０は標準アダプタ２００と開口部変換部材３００との固定をより確実に維持することを可
能とする。本実施の形態による移動抑制部材４００は、閉ループ形状を有しており、受部
３２０が凸部２３０を受けた状態において板部２２０の上から開口部変換部材３００を囲
うように開口部変換部材３００に取り付けられる。これによって、図６に最も良く示され
ているように、凸部２３０のＺ方向への移動が抑制される。
【００２２】
　また、図５に示されるように、本実施の形態による移動抑制部材４００には、Ｙ方向に
おいて移動抑制部材４００を貫通する孔部４１０が形成されている。本実施の形態におい
ては、開口変換部材３００の外周に移動抑制部材４００を配するように標準アダプタ２０
０と開口部変換部材３００との間に移動抑制部材４００を挿入すると、移動抑制部材４０
０の孔部４１０に開口部変換部材３００の係合部３４０が係合し、それによって移動抑制
部材４００が開口部変換部材３００に取り付けられる。この状態において、移動抑制部材
４００は、図３に示されるように、標準アダプタ２００の端部２０２よりもＸ方向に突出
している。従って、移動抑制部材４００を標準アダプタ２００から取り外す際の作業性が
良好である。
【００２３】
　更に、図２及び図５に示されるように、本実施の形態による移動抑制部材４００には、
移動抑制部材４００の一方の縁部４０２から孔部４１０までＸ方向に沿って延びる解除間
隙部４２０が形成されている。図７に示されるように、アダプタセット１００をＸ方向に
沿って見ると、解除間隙部４２０を通して孔部４１０に係合した開口部変換部材３００の
係合部３４０を部分的に確認することができる。
【００２４】
　上述した構造を有するアダプタセット１００は、凸部２３０と受部３２０並びに係合部
３４０と孔部４１０によって互いに組み合わせられた状態を維持することができる一方、
図８及び図９に示されるように、冶具７００を用いて簡単に分解することができる。
【００２５】
　図８及び図９を参照すると、図示された冶具７００は、略四角形平板状の形状を有して
おり、一辺から突出した解除凸部７１０を備えている。解除凸部７１０の形成された辺と
直交する２つの辺は押圧縁部７２０として機能する。
【００２６】
　かかる冶具７００を用いてアダプタセット１００を分解する（即ち、標準アダプタ２０
０から移動抑制部材４００と開口部変換部材３００とを取り外す）際には、まず図８に示
されるように、解除凸部７１０を解除間隙部４２０内に挿入し、解除凸部７１０によって
係合部３４０をＹ方向に変位させることで孔部４１０外に出し、それによって、係合部３
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４０と孔部４１０との係合を解除して、移動抑制部材４００を開口部変換部材３００から
取り外す。次いで、図９に示されるように、２つの押圧縁部７２０を解除溝部３３０内に
挿入し、２つの押圧縁部７２０によって２つの凸部２３０を同時にＺ方向外側に移動させ
て受部３２０外に出し、それによって、開口部変換部材３００と標準アダプタ２００との
係止を解き、標準アダプタ２００から開口部変換部材３００を取り外す。このように、本
実施の形態によるアダプタセット１００は、解除間隙部４２０及び解除溝部３３０を設け
ていることから例えば冶具７００を用いることによって簡単に分解することができる。
【００２７】
　上述した実施の形態によりアダプタセット１００は、開口部変換部材３００と別体の移
動抑制部材４００を備えるものであったが、本発明はこれに限定されるものではない。例
えば、凸部２３０が受部３２０から離れる方向へ移動することを抑制するためのアームを
第２型コネクタ６００に設けることとし、移動抑制部材４００を省略することとしてもよ
い。
【００２８】
　また、上述した実施の形態においては、冶具７００を用いた標準アダプタ２００からの
開口部変換部材３００及び移動抑制部材４００の取り外しを考慮して、開口部変換部材３
００に解除溝部３３０を設けると共に移動抑制部材４００に解除間隙部４２０を設けるこ
ととしているが、冶具７００以外の取り外し手段により取り外す場合や取り外し自体を行
わない場合などにおいては、例えば、図１０及び図１１に示されるように、解除溝部を有
さない開口部変換部材３００ａや解除間隙部を有さない移動抑制部材４００ａを用いるこ
ととしても良い。この場合、開口部変換部材３００ａの受部３２０ａは、解除溝部と連通
している必要がないことから図１０に示されるように、貫通孔でない（底を有している凹
部である）形状を有することができる。更に、開口部変換部材３００ａの受部３２０ａは
、標準アダプタ２００と開口部変換部材３００ａとの位置的関係の維持のための必要なも
のであるが、第２型コネクタ６００の操作等により開口部変換部材３００ａに加わる力に
比べて移動抑制部材４００ａに加わる力が小さいことから、移動抑制部材４００ａが誤っ
て外れてしまう可能性が低いと判断し、移動抑制部材４００ａの孔部４１０を省略するこ
ととしても良い。その場合、開口部変換部材３００ａの係合部３４０を省略することもで
きる。
【００２９】
　上述した実施の形態においては、標準アダプタ２００の係止部２３０の形状は凸部であ
り、第１型コネクタ５００の被係止部５１０と開口部変換部材３００の受部３２０のそれ
ぞれの形状は凹部や孔、開口等の形状であるが、これを逆の形状にしても良い。即ち、係
止部２３０の形状を凹部や孔、開口等の形状にし、被係止部５１０と受部３２０のそれぞ
れの形状を凸部にしても良い。
【符号の説明】
【００３０】
　１００，１００ａ　　　　アダプタセット
　２００　　　　標準アダプタ
　２０２　　　　端部
　２１０　　　　第１開口部
　２２０　　　　板部
　２３０　　　　凸部（係止部）
　３００，３００ａ　　　　開口部変換部材
　３０２，３０４　　　　縁部
　３１０　　　　第２開口部
　３２０，３２０ａ　　　　受部
　３２５　　　　ガイド溝
　３２７　　　　隆起部
　３３０　　　　解除溝部
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　３４０　　　　係合部
　３５０　　　　被係止部
　４００，４００ａ　　　　移動抑制部材
　４０２　　　　縁部
　４１０　　　　孔部
　４２０　　　　解除間隙部
　５００　　　　第１型コネクタ
　５１０　　　　凹部（被係止部）
　６００　　　　第２型コネクタ
　６１０　　　　係止部
　７００　　　　冶具
　７１０　　　　解除凸部
　７２０　　　　押圧縁部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】
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【図１１】
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