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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　代替のプラグ差し込み方向をもたない主電気ピン／ソケットのパターンを有する複数の
国で使用するための電気アダプターにおいて、
　複数の電気端子を有し、かつ係合可能なピボット接続機能を有する基部と、
　該基部の接続機能と連携する係合ピボット接続機能を有し、かつ、前記基部へ180 度方
向の異なる二方向の内のいずれかひとつの方向に差し替え可能に係止するようにした本体
とからなり、しかも、
　該本体は、本体と基部を係止すると、基部の電気端子に係合するように配置された電気
接点を有し、また、その本体の電気接点は、本体から横に延長される電源コードの個々の
導体に接続されることで、その電源コードは、本体から、前記差し替え可能の二方向の内
のいずれか一つの方向に対応する、差し替え可能の二方向の内のいずれかひとつの方向に
延び、さらに、
　前記基部は、嵌合ソケットの孔部に差し込むために一面側から突出する複数の導電ピン
を有し、前記複数の電気端子は、基部の他面側に配置され、各導電ピンに対応して電気的
に接続されていることを特徴とする電気アダプター。
【請求項２】
　前記基部は、係合可能なバヨネット接続機能を有し、
　前記本体は、前記基部の接続機能と連携するバヨネット接続機能を有して前記基部に差
し替え可能に係合するように構成され、かつ該本体は、本体と基部を係止すると基部の端
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子に係合するように配置された電気接点を有することを特徴とする請求項１に記載の電気
アダプター。
【請求項３】
　前記基部に代えて、基部と、その基部から延長される電源コードと、その電源コードの
端部に取り付けられたプラグとからなる組み合わせを備え、しかもその基部は複数の電気
端子を有するとともに係合可能なピボット接続機能を有し、またそのプラグには嵌合ソケ
ットの孔部に差し込むための導電ピンが備えられ、そうしてそれら電気端子は電源コード
内の個々の導体を介して各導電ピンに電気的に接続されていることを特徴とする請求項１
または２に記載の電気アダプター。
【請求項４】
　前記基部の係合可能ピボット接続機能は、円周方向に延在する傾斜面を有する複数の放
射状に突起するラグを備えていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の
電気アダプター。
【請求項５】
　前記本体の係合ピボット接続機能は、基部と本体の相互係合が生じるために複数のラグ
が通らなければならない複数の開口部を備えていることを特徴とする請求項４記載の電気
アダプター。
【請求項６】
　前記複数のラグは、相互接続される際に、本体と基部の許容できる配列方向を制約する
ために異なるサイズであり、前記複数の開口部は、それに対応して異なるサイズであるこ
とを特徴とする請求項４または５に記載の電気アダプター。
【請求項７】
　前記基部は、端子が中に配置されている環状通路を備えていることを特徴とする請求項
１ないし６のいずれかに記載の電気アダプター。
【請求項８】
　前記端子は、前記環状通路の幅狭の部分内に配置されていることを特徴とする請求項７
記載の電気アダプター。
【請求項９】
　前記本体の電気接点は、端子方向にバネで付勢されていることを特徴とする請求項１な
いし８に記載の電気アダプター。
【請求項１０】
　前記本体は、電気器具、二重アダプター、複数のプラグボード、変圧器箱等と一体化さ
れていることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の電気アダプター。
【請求項１１】
　本体には、さらに、ロック装置が配置されていて、
　ピボット接続機能により本体と基部とが相互接続されると、本体は前記ロック装置を介
して自動的に基部にロックされ、一方、前記ロック装置を手で押圧すると本体と基部との
ロック状態は解除される、請求項１または１０のいずれかに記載の電気アダプター。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主電源電気コネクターに関するものである。更に詳細には、これに限定され
ないが、本発明は形態を選択することのできる主電源電気アダプターに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　壁のソケットに差し込むための電気プラグは、勿論知られている。これらは、アースピ
ンが必要であるか否かによって、２個または３個のピンのいずれかからなっている。この
プラグは、これから延長する電源コードを有しているが、このコードは、通常は壁から直
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接、外方向に、または壁と平行方向に下方に、または下方に角度をずらして延長されてい
る。電源コードがプラグ本体から延長されるこの予め設定された角度は、不便である場合
がある。例えば、電源コードは、普通に壁の方へ延長されており、しかも壁に沿ってその
位置に家具を配置するのが望ましい場合には、大抵の場合、その家具は壁からスペースを
設けて置く必要がある。電源コードが短かくて、プラグを壁のソケットに差し込む際に、
プラグから下方に延長される場合には、種々の問題が発生し、例えば、壁のソケットの高
さよりも高く設置されるデスクランプからコードが延長される場合などである。こうした
状況では、プラグは下方ではなくて、上方に延長される電源コードを有していることが好
ましい。また、壁のソケットのピンと電気プラグの形態は、国毎に異なる。例えばラップ
トップ・コンピューターを持って旅行するときには、大抵の場合、旅行者用アダプターを
携帯しなければならない。これらは嵩張る厄介な代物である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記の欠点のうち少なくとも一つを解決するか、実質的に改善し、さらに詳
細には改良された電気アダプターを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、その一実施態様では、代替のプラグ差し込み方向をもたない主電気ピン／ソ
ケットのパターンを有する複数の国で使用するための電気アダプターにおいて、電気端子
を有し、かつ係合可能なピボット接続機能を有する基部と、該基部の接続機能と連携する
係合ピボット接続機能を有しており、かつ、前記基部に180 度方向の異なる二方向の内の
いずれかひとつの方向に差し替え可能に係止するようにした本体と、ピボット接続機能に
より相互接続されると、本体は自動的に基部にロックされ、基部から本体をロック解除す
るためには手で押圧する必要のあるロック装置とからなり、該本体は、本体と基部を係止
すると、基部の端子に係合するように配置された電気接点を有する。
【０００５】
　本発明は、他の実施態様では、代替のプラグ差し込み方向をもたない主電気ピン／ソケ
ットのパターンを有する複数の国で使用するための電気アダプターにおいて、電気端子を
有し、かつ係合可能なピボット接続機能を有する基部と、該基部の接続機能と連携する係
合ピボット接続機能を有し、かつ、前記基部へ180 度方向の異なる二方向の内のいずれか
ひとつの方向に差し替え可能に係止するようにした本体とからなり、しかも、該本体は、
本体と基部を係止すると、基部の端子に係合するように配置された電気接点を有し、また
、その本体の電気接点は、本体から横に延長される電源コードの個々の導体に接続される
ことで、その電源コードは、本体から、前記差し替え可能の二方向の内のいずれか一つの
方向に対応する、差し替え可能の二方向の内のいずれかひとつの方向に延びる。
【０００６】
　前記基部は、係合可能なバヨネット接続機能を有し、前記本体は、前記基部の接続機能
と連携するバヨネット接続機能を有して前記基部に差し替え可能に係合するように構成さ
れ、かつ該本体は、本体と基部を係止すると基部の端子に係合するように配置された電気
接点を有することが望ましい。
【０００７】
　前記基部は、嵌合ソケットの孔部に差し込むために一面側から突出する複数の導電ピン
を有し、複数の電気端子は、基部の他面側に配置され、各導電ピンに対応して電気的に接
続されていることが望ましい。
【０００８】
　前記基部は、それから延長される電源コードを有し、かつその離れた端部には嵌合ソケ
ットの孔部に差し込むための導電ピンを有するプラグを備えており、そこにおいて電気端
子は電源コード内の個々の導体を介して各導電ピンに電気的に接続されていることが望ま
しい。
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【０００９】
　前記係合可能な係合ピボット装着機能は、互いにバヨネット式により係合可能であるこ
とが望ましい。
【００１０】
　前記基部の係合可能ピボット接続機能は、円周方向に延在する傾斜面を有する複数の放
射状に突起するラグを備えていることが望ましい。
【００１１】
　前記本体の係合ピボット接続機能は、基部と本体の相互係合が生じるために複数のラグ
が通らなければならない複数の開口部を備えていることが望ましい。
【００１２】
　前記複数のラグは、異なるサイズであり、前記複数の開口部はそれに対応して異なるサ
イズであって、相互接続される際に、本体と基部の許容できる配置方向を制約するように
なされていることが望ましい。
【００１３】
　前記基部は、端子が中に配置されている環状通路を備えていることが望ましい。
【００１４】
　前記端子は、前記通路の幅狭の部分内に配置されていることが望ましい。
【００１５】
　前記本体は、電気器具、二重アダプター、複数のプラグボード、変圧器箱等と一体化さ
れることができる。
【００１６】
　前記本体の電気接点は、端子方向にバネで付勢されていることが望ましい。
【００１７】
　前記本体の電気接点は、本体から延長される電源コードの個々の導体に接続されている
ことが望ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の望ましい実施形態を添付図面を参照しながら例示として説明する。
　添付図面には、アダプター基部10と嵌合プラグ本体20が概略的に表されている。
【００１９】
　図１と図２は、アダプター基部10を表している。アダプター基部10は、代表的にはプラ
スチック材料の成型で製作され、一面側から突起する３個の突起状金属製電気伝導ピンを
有するプレート13を備えている。これらは、アクティブピンとニュートラルピン11とアー
スピン12である。あるいは、単に一対のアクティブピンとニュートラルピンとであっても
良い。更に、ピン12は、プラスチックまたは他の非導電性ダミーピンであっても良い。図
示された実施例のアダプター基部10は、標準英国仕様の形態をしたピンを有するが、この
ピンの形態を同様にオーストラリア、米国またはその他の国の形態にすることができる点
を理解すべきである。実際、図３と図４のプラグ本体20は、異なる国でそれぞれ適用され
る形態を有する多くの基部10と係合することができる。
【００２０】
　プレート13の他面側には、これと一体成型で形成された平坦なベアリングリング14が設
けられている。ベアリングリング14の内部側に、これと同心的に配置されているのは、内
部円形突起レール７と外部円形レール15である。この二つのレールの間には、限定された
環状通路９があり、これは直径方向に対向する一対の幅狭部８を有している。各幅狭部８
の底部には、端子17が設けられている。複数の端子17の内の１個は、アクティブピン、ニ
ュートラルピン11のいずれか一方に電気的に接続され、他の端子は、他方のピン11に接続
されている。また、アースピン12に接続された端子17を更に設けることもできる。
【００２１】
　外部レール15は、これから突出す４個のバヨネットラグ（差し込みラグ）16を有してい
る。各バヨネットラグ16は、ベアリング表面14からスペースをおいて離間しており、円周
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方向に延長される傾斜上面を備えている。直径方向に対向するバヨネットラグ16は、同一
のサイズであるが、隣接するバヨネットラグ16は、異なるサイズである。
【００２２】
　図３と図４は、アダプター基部10にバヨネット接続されるプラグ本体20を表している。
プラグ本体20は、代表的には種々のプラスチックで成型された部品から、ネジ止め、スナ
ップ止め、あるいは超音波溶接されて、製作され、かつゴム製グロメット22を経て延長さ
れる電源コード21を有する。
【００２３】
　プラグ本体20は、アダプター基部10のベアリングリング14と係合するための平坦な円形
ベアリングリング33を備えている。このベアリングリング33には中央凹陥部32が設けられ
ており、ここには直径方向に対向する一対の電気バネ接点26が配置されている。これらの
バネ接点26は、コード21内の個々の導体に電気的に接続されている。中央凹陥部32の外周
には、４個の開口部31が設けられている。直径方向に対向する開口部31は、同じサイズで
あるが、隣接する開口部31は異なるサイズである。この配置によって、アダプター基部10
のバヨネットラグ16は、可能性のある二つの方向、即ち、図５と図６においてそれぞれ表
されている方向にのみプラグ本体20の開口部31内へと下降することができる。即ち、開口
部31は、ラグ16を受入れるにちょうど十分な大きさであり、４個のラグ16の内の大きい方
の一対は、小さい方の開口部31には嵌らない。
【００２４】
　各開口部31に隣接するように、かつベアリングリング33の下には、ラグ受取りスロット
29が配置されている。各開口部31の底部には傾斜面が設けられている。
【００２５】
　開口部31の一つに隣接して位置し、かつその内部に突出するように、ロック装置が配置
されており、この装置は、相互ロック舌片24とこれと一体成形されたアクチベータ23を備
えている。舌片24は、図４に表すように舌片凹陥部25内へと突出する。再度、図１を参照
すると、外部レール15は、直径方向に対向する一対の相互ロック凹陥部18を備えており、
その一つの凹陥部18には、舌片24が、二つの構成部品のバヨネット取付具によりスナップ
係合する。アクチベータ23は、プラグ本体20の一体部分であり、アクチベータ23に指で圧
力を加えると、相互ロックされた舌片24が下方向へ動くことができるように両側に一対の
切込みを有する。指で圧力を加えることによってのみ相互ロックされた部品を取外すこと
ができる。
【００２６】
　使用に当たっては、アダプター基部10とプラグ本体20とを図５または図６に示すように
相互接続した後、アダプター基部10を、そのバヨネットラグ16が各スロット29の端壁28に
進むまで、時計回りに回転させる。この時、相互ロック舌片24は、図７または図８のいず
れかに表すように選択された方向に応じて、相互ロック凹陥部18の一つにスナップ嵌合さ
れる。この相互接続されたアダプター基部10とプラグ本体20とは、それから例えば壁のソ
ケット、プラグボードまたは延長コードに差し込むことができる。
【００２７】
　プラグ本体20上には位置合わせ指示標30があり、アダプター基部上10には対応する一対
の表示標34とがあり、図５と図６に図示するように構成部品の組み合わせの補助をする。
【００２８】
　当業者に自明な修正と変更は、本発明の範囲を超えるものとみなされるべきでないこと
を理解すべきである。例えば、プラグ本体20内には、低電圧出力を電源コード21に供給す
るための変圧器を配置することができる。また、バヨネット式の相互係合に代えて、他の
形式のプラグイン接続機構を採用することもできる。
【００２９】
　更に、電気アダプターの基部は、嵌合ソケットの孔部に直接に嵌合されるピンを有する
形態とする必要もない点も認識すべきである。例えば、図９に表すように、基部は、これ
から延長された延長コード35を有しており、その離れた端部には壁のソケットまたは例え
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【００３０】
　また、本体は，電気器具、二重アダプター、複数のプラグボード、変圧器箱等と一体に
成形することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】基部の概略斜視図である。
【図２】反対側から見た基部の概略斜視図である。
【図３】図１と図２の基部に接続するための本体の概略斜視図である。
【図４】図３の本体の要部の概略斜視図である。
【図５】本体と基部の概略斜視図であり、基部は一方の差し込み方向で表されている。
【図６】本体と基部の概略斜視図であり、基部は他方の差し込み方向で表されている。
【図７】本体と基部の概略斜視図であり、基部は一方のロック方向で表されている。
【図８】本体と基部の概略斜視図であり、基部は他方のロック方向で表されている。
【図９】基部から延長された延長コードを有し、かつ離れた端部にプラグを有する他の基
部の概略斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
７ 内部円形突起レール
８ 幅狭部
９ 環状通路
１０ アダプター基部
１１ アクティブピン、ニュートラルピン
１２ アースピン
１３ プレート
１４ ベアリングリング
１５ 外部円形レール
１６ バヨネットラグ
１７ 端子
１８ 相互ロック凹陥部
２０ プラグ本体
２１ 電源コード
２２ ゴム製グロメット
２３ アクチベータ
２４ 相互ロック舌片
２６ バネ接点
２９ ラグ受取りスロット
３１ 開口部
３２ 中央凹陥部
３３ ベアリングリング
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