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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースパネル、および、前記ベースパネルに互いに順次接続され、かつ前記ベースパネ
ルから垂下して、シールドカバー空洞を当該シールドカバーに形成する4つの側壁を有し
、前記ベースパネルには、ベースパネル穴が貫通形成され、前記接続された4つの側壁は
、前記シールドカバー空洞に開口部を形成する外周側壁縁部を形成している、シールドカ
バーと、
　ケーブル、後カバー、ケーブル封止部およびケーブルアセンブリ端子を含む少なくとも
1つのケーブルアセンブリであって、前記ケーブルは、露出された導線部を備える導線、
前記導線を包囲しており、露出された絶縁性の被覆部を有する絶縁性の被覆、前記絶縁性
の被覆を包囲しており、露出されたワイヤシールド部および当該ワイヤシールドを包囲す
る外側絶縁覆いを含む露出されたワイヤシールド構成部を有するワイヤシールドを有し、
前記後カバーは、前記絶縁性の被覆に接触し前記絶縁性の被覆を包囲し、前記ケーブルア
センブリ端子は、前記露出された導線部に接続されているケーブルアセンブリと、
　前記4つの側壁から選ばれた1つと接続され、導管通路が貫通形成された導管であって、
前記導管通路は前記シールドカバー空洞に連通し、当該導管は、前記ケーブルアセンブリ
の少なくとも1つの一部が貫通して受け入れられる寸法とされ、前記ケーブル封止部が前
記外側絶縁覆いを包囲し当該導管および前記外側絶縁覆いと封止接触した状態で、前記後
カバーが解除可能に接続されるよう構成された導管と、
　接地アセンブリと、
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　前記開口部に隣接した、前記接続された4つの側壁に接触して、前記接続された4つの側
壁の周りに延びているシールドカバー封止部と、
　固定ヘッド、および、前記ベースパネル穴に摺動可能に受け入れられる寸法とされた長
尺のシャフトを有している固定構造部材と、
　前記シールドカバー空洞内に配置され前記シールドカバーに接続された端子取り付けブ
ロックであって、少なくとも前記ケーブルアセンブリ端子および前記露出された導線部を
受け入れて保持するように、かつ、前記長尺のシャフトを貫通させるように構成された端
子取り付けブロックとを備え、
　前記接地アセンブリは、前記端子取り付けブロックと前記導管通路との間で、前記シー
ルドカバー空洞に受け入れられて解除可能に保持される寸法とされ、
　前記接地アセンブリは、弾性的に付勢されており当該接地アセンブリが前記シールドカ
バー空洞に受け入れられて解除可能に保持されたときに前記開口部から外側に向けて突出
するヨーク部材を含み、前記ヨーク部材は導電性のシート材料で形成されている、電気コ
ネクタ。
【請求項２】
　前記後カバーを前記導管に解除可能に接続すると、前記ケーブル封止部が、前記導管お
よび前記外側絶縁覆いを封止する状態で、前記導管通路に受け入れられて保持される、請
求項1に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記接地アセンブリは、導電性の材料で形成された接地棒状部材と、1対の接地アセン
ブリ固定部材とを含み、前記接地棒状部材には、1対の接地棒状部材穴が貫通形成され、
前記ヨーク部材は、1対の脚部と、前記1対の脚部を相互接続する接触部とを有し、前記脚
部のそれぞれには、脚部穴が貫通形成されている、請求項1に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　前記接触部は、内側に向かって突出するU字状部によって相互接続された、1対の外側に
向かって突出するU字状部を含み、前記1対の脚部はそれぞれ、前記外側に向かって突出す
るU字状部のそれぞれに接続されている、請求項3に記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　前記シールドカバー空洞内に配置され、前記ベースパネルに一体的に接続された接地ア
センブリ取り付けブロックをさらに備え、前記接地アセンブリ取り付けブロックは、互い
に間隔を空けて配置された1対のねじ溝付き接地アセンブリ取り付けブロック穴を有して
おり、前記接地アセンブリと前記シールドカバーとを互いに解除可能に接続するため前記
接地アセンブリ固定部材のそれぞれを受けるために、かつ、前記ヨーク部材と前記接地ア
センブリ取り付けブロックとの間に、前記露出されたワイヤシールド構成部を挟持するた
めに、前記1対の接地棒状部材穴、前記1対のねじ溝付き接地アセンブリ取り付けブロック
穴および前記脚部穴のそれぞれが互いに調節されるような仕方で、前記接地アセンブリ取
り付けブロックおよび前記接地棒状部材が互いに関連付けられている、請求項4に記載の
電気コネクタ。
【請求項６】
　前記接地アセンブリおよび前記シールドカバーが互いに解除可能に接続されているとき
、前記外側に向かって突出するU字状部の少なくとも一部は、前記開口部から外側に向か
って突出し、前記内側に向かって突出するU字状部および前記1対の脚部は、前記シールド
カバー空洞の内部に配置され、前記接地アセンブリ取り付けブロックは前記4つの側壁か
ら選ばれた1つに隣接して配置される、請求項5に記載の電気コネクタ。
【請求項７】
　前記接地棒状部材は、平坦面および反対側の波形面を有しており、前記接地棒状部材穴
は、前記平坦面と前記波形面との間を貫通して延びている、請求項3に記載の電気コネク
タ。
【請求項８】
　前記ヨーク部材は、2つの平坦な端片、中央片および2つのアーチ片を有するヨーク部材
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ベースを有し、各アーチ片は、平坦な端片のそれぞれ、前記中央片、および1対のヨーク
部材アーム部と一体的に形成され、各ヨーク部材アーム部は、直線片および湾曲片を有し
、各直線片は、前記湾曲片および前記平坦な端片のそれぞれと一体的に相互接続され、前
記中央片には、中央片穴が貫通形成されている、請求項3に記載の電気コネクタ。
【請求項９】
　前記2つの平坦な端片および前記中央片は共通の平面に配置され、前記2つの直線片は前
記共通の平面に垂直に延びている、請求項8に記載の電気コネクタ。
【請求項１０】
　前記2つの湾曲片はそれぞれ、前記直線片のそれぞれから、互いに向かって、かつ、前
記共通の平面から離れる方向へ延び、互いに接触する前に反対方向に向かって遠ざかり、
終端となってフック形状の接触部を形成している、請求項9に記載の電気コネクタ。
【請求項１１】
　前記接地アセンブリは、接地棒状部材および接地アセンブリ固定部材を含み、前記接地
棒状部材は、平坦面、反対側の波形面、および前記平坦面と前記波形面とを相互接続する
1対の対向する平坦な側面を有し、前記接地棒状部材は、前記平坦面と前記波形面との間
を貫通して延びる、中央に配置された接地棒状部材穴を有し、前記平坦な側面のそれぞれ
および前記直線片のそれぞれは、互いに向き合って接触し、前記波形面および前記ヨーク
部材ベースは、互いに向き合って接触し、前記接地棒状部材穴および前記中央片穴は、前
記接地アセンブリ固定部材が受け入れられて前記接地アセンブリと前記シールドカバーと
を解除可能に互いに接続することができるように、互いに位置合わせされている、請求項
10に記載の電気コネクタ。
【請求項１２】
　前記シールドカバー空洞内に配置され、前記ベースパネルに一体的に接続された接地ア
センブリ取り付けブロックをさらに備え、前記接地アセンブリ取り付けブロックには、ね
じ溝付き接地アセンブリ取り付けブロック穴が形成され、前記接地棒状部材穴および前記
接地アセンブリ取り付けブロック穴が互いに位置合わせされて、前記接地アセンブリおよ
び前記シールドカバーを互いに解除可能に接続するため前記接地アセンブリ固定部材を受
け入れるように、かつ、前記露出されたワイヤシールド構成部を前記ヨーク部材と前記接
地アセンブリ取り付けブロックとの間に挟持するように、前記接地アセンブリ取り付けブ
ロックおよび前記接地棒状部材が、互いに関連付けられている、請求項11に記載の電気コ
ネクタ。
【請求項１３】
　前記外周側壁縁部は、前記シールドカバーの周りを周方向に延びる内側外周側壁および
前記シールドカバーの少なくとも一部の周りを周方向に延びる外側外周側壁を含み、前記
外側外周側壁は、前記内側外周側壁に対して外側に向かって間隔を置いて接続および配置
され、前記開口部に向かって延びて、その間にチャネルを区画し、前記開口部に隣接した
前記4つの側壁に沿って、前記4つの側壁の周りに延びている、請求項1に記載の電気コネ
クタ。
【請求項１４】
　前記内側外周側壁には、周方向溝が形成され、前記周方向溝は、前記シールドカバー空
洞の反対側を向いている、請求項13に記載の電気コネクタ。
【請求項１５】
　前記シールドカバー封止部は、前記周方向溝内に少なくとも部分的に受け入れられる寸
法とされている、請求項14に記載の電気コネクタ。
【請求項１６】
　前記周方向溝は、前記チャネルと前記開口部との間に配置されている、請求項14に記載
の電気コネクタ。
【請求項１７】
　前記内側外周側壁は、前記開口部に隣接した前記内側外周側壁内へと延びて前記内側外
周側壁の周りを周方向に延びる周方向切り欠きを有し、前記周方向切り欠きは、前記内側
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外周側壁の外部において前記シールドカバー空洞へと延びる第1の切り欠き面と、内側外
周側壁縁から前記第1の切り欠き面へ垂直に延びる第2の切り欠き面とによって形成されて
いる、請求項14に記載の電気コネクタ。
【請求項１８】
　前記シールドカバー封止部の少なくとも一部は、前記周方向切り欠き内に受け入れられ
る寸法とされている、請求項17に記載の電気コネクタ。
【請求項１９】
　前記後カバーは、ケーブル受け穴が貫通形成された後カバーメインパネルと、互いに面
を離して配置され、互いに並行に延び、前記後カバーメインパネルに対して片持ち状に垂
直に接続された1対のラッチパネルとを含み、各ラッチパネルには、ラッチパネル穴が貫
通形成され、各ラッチパネルは、通常状態および緩和状態へと、ならびに通常状態と緩和
状態との間を移動することができ、前記通常状態へと弾性的に付勢されている、請求項1
に記載の電気コネクタ。
【請求項２０】
　前記後カバーは、カラー通路を区画する中空のカラーを含み、前記カラーは、前記後カ
バーメインパネルに接続され、前記1対のラッチパネルの間に配置され、前記カラー通路
および前記ケーブル受け穴は、軸方向に整列されて互いに連通している、請求項19に記載
の電気コネクタ。
【請求項２１】
　前記導管は、1対の対向する外部平坦面および少なくとも1対の対向するラッチ突起を有
し、一方のラッチ突起は一方の外部平坦面から突出し、対の他方のラッチ突起は他方の外
部平坦面から突出し、前記ラッチパネル穴のそれぞれは、前記少なくとも1つのケーブル
アセンブリが前記導管と接続されたときに、前記ラッチ突起のそれぞれを捕獲する寸法と
されている、請求項20に記載の電気コネクタ。
【請求項２２】
　前記ケーブルアセンブリ端子は、接続片と、前記接続片に一体的に接続されたU字片と
を有する雌ブレード受け端子とされ、前記接続片は、前記露出された導線部に接続されて
いる、請求項1に記載の電気コネクタ。
【請求項２３】
　前記少なくとも1つのケーブルアセンブリは、前記露出されたワイヤシールド部に接続
されて接触し前記露出されたワイヤシールド部を包囲する内側フェルールを含む、請求項
1に記載の電気コネクタ。
【請求項２４】
　前記露出されたワイヤシールド構成部は、前記露出されたワイヤシールド部に電気的お
よび機械的に接続された、折り返されて露出されたワイヤシールド部を有し、前記少なく
とも1つのケーブルアセンブリは、内側フェルールおよび外側フェルールを有しており、
前記内側フェルールは、前記露出されたワイヤシールド部に接続されて接触し、前記露出
されたワイヤシールド部を包囲し、前記折り返されて露出されたワイヤシールド部は、前
記内側フェルールの上方で折り返されて前記内側フェルールに包囲接触し、前記外側フェ
ルールは、前記折り返されて露出されたワイヤシールド部に接続されて接触し、前記折り
返されて露出されたワイヤシールド部を包囲している、請求項1に記載の電気コネクタ。
【請求項２５】
　前記端子取り付けブロックには、前記長尺のシャフトを摺動可能に受け入れる寸法とさ
れた端子取り付けブロック穴が貫通形成されている、請求項1に記載の電気コネクタ。
【請求項２６】
　前記端子取り付けブロックは、第1の端子取り付けブロック部、 第2の端子取り付けブ
ロック部および端子位置保証部を含み、前記第1の端子取り付けブロック部および前記第2
の端子取り付けブロック部は互いに重ねられ、前記第1の端子取り付けブロック部は、前
記端子位置保証部を解除可能に受け入れ、前記シールドカバーに解除可能に接続される、
請求項25に記載の電気コネクタ。
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【請求項２７】
　電源の複数の電源端子に電気的に接続され、支持面に機械的に接続されるよう構成され
、前記支持面には、固定穴と、前記電源端子が貫通して突出する複数の端子穴とが形成さ
れた、電気コネクタアセンブリであって、
　ベースパネル、および、互いに順次接続され前記ベースパネルに接続され、かつ前記ベ
ースパネルから垂下して、シールドカバー空洞を当該シールドカバーに形成する4つの側
壁を有するシールドカバーであって、前記ベースパネルには、ベースパネル穴が貫通形成
され、前記接続された4つの側壁は、前記シールドカバー空洞に開口部を形成する外周側
壁縁部を形成している、シールドカバーと、
　前記シールドカバー空洞の外部で前記外周側壁縁部の周りを周方向に延び、前記外周側
壁縁部に接触しているシールドカバー封止部と、
　それぞれがケーブル、後カバー、ケーブル封止部およびケーブルアセンブリ端子を含む
複数のケーブルアセンブリであって、前記ケーブルは、露出された導線部を備える導線、
前記導線を包囲しており、露出された絶縁性の被覆部を有する絶縁性の被覆、および、前
記絶縁性の被覆を包囲しており、露出されたワイヤシールド部と前記露出されたワイヤシ
ールド部の後方で前記絶縁性の被覆を包囲する外側絶縁覆いを含む露出されたワイヤシー
ルド構成部とを有するワイヤシールドを有し、前記後カバーは、前記絶縁性の被覆に接触
し前記絶縁性の被覆を包囲し、前記ケーブルアセンブリ端子は、前記露出された導線部に
接続されているケーブルアセンブリと、
　前記4つの側壁から選ばれた1つと接続され、導管通路が貫通形成された導管であって、
前記導管通路は前記シールドカバー空洞に連通し、当該導管は、前記少なくとも1つのケ
ーブルアセンブリの一部が貫通して受け入れられる寸法とされ、前記ケーブル封止部が前
記外側絶縁覆いを包囲し当該導管および前記外側絶縁覆いと封止接触した状態で、前記後
カバーが解除可能に接続されるよう構成された導管と、
　接地アセンブリと、
　固定ヘッド、および、前記ベースパネル穴に摺動可能に受け入れられる寸法とされた長
尺のシャフトを有している固定構造部材と、
　前記シールドカバー内に配置され前記シールドカバーに接続された端子取り付けブロッ
クであって、少なくとも前記ケーブルアセンブリ端子および前記露出された導線部を受け
入れて保持するように、かつ、前記長尺のシャフトを貫通させるように構成された端子取
り付けブロックと、を含む電気コネクタ、ならびに、
　前記支持面に接続され前記支持面から突出して障壁凹部を形成する障壁を有する障壁構
造部材であって、前記障壁は、前記複数の電源端子、前記支持面固定穴および前記複数の
支持面端子穴の周りを周方向に延び、前記シールドカバー封止部とともに、前記シールド
カバーの前記外周側壁縁部を受け入れるよう構成された障壁構造部材を備え、
　前記外周側壁縁部および前記シールドカバー封止部が前記障壁凹部に受け入れられたと
き、前記複数の電源端子および前記ケーブルアセンブリ端子は、互いに噛合い可能に係合
し、前記シールドカバー封止部は、前記障壁と押圧接触され、前記固定構造部材は、前記
支持面固定穴にねじ付け可能に係合するために整列される、
　前記接地アセンブリは、前記端子取り付けブロックと前記導管通路との間で、前記シー
ルドカバー空洞に受け入れられて解除可能に保持される寸法とされ、
　前記接地アセンブリは、弾性的に付勢されており当該接地アセンブリが前記シールドカ
バー空洞に受け入れられて解除可能に保持されたときに前記開口部から外側に向けて突出
するヨーク部材を含み、前記ヨーク部材は導電性のシート材料で形成されている、電気コ
ネクタアセンブリ。
【請求項２８】
　前記外周側壁縁部は、前記シールドカバーの周りを周方向に延びる内側外周側壁と、前
記内側外周側壁に対して外側に向かって間隔を置いて接続および配置され、前記開口部に
向かって延びて、その間にチャネルを区画する外側外周側壁とを含み、前記外側外周側壁
は、前記開口部に隣接した前記4つの側壁に沿って、前記4つの側壁の周りに延び、前記開
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口部から間隔を置いて配置され、前記チャネルは、前記障壁を摺動可能に受け入れる寸法
とされている、請求項27に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項２９】
　前記内側外周側壁には、周方向溝が形成され、前記周方向溝は、前記シールドカバー空
洞の反対側を向いており、前記シールドカバー封止部は、少なくとも一部が前記周方向溝
に受け入れられる寸法とされている、請求項28に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項３０】
　前記周方向溝は、前記チャネルと前記開口部との間に配置されている、請求項29に記載
の電気コネクタアセンブリ。
【請求項３１】
　前記内側外周側壁は、前記開口部に隣接した前記内側外周側内へと延びて前記内側外周
側壁の周りを周方向に延びる周方向切り欠きを有し、前記周方向切り欠きは、前記内側外
周側壁の外部において前記シールドカバー開口部へと延びる第1の切り欠き面と、内側外
周側壁縁から前記第1の切り欠き面へ垂直に延びる第2の切り欠き面とによって形成され、
前記シールドカバー封止部は、少なくとも一部が前記周方向切り欠きに受け入れられる寸
法とされている、請求項28に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項３２】
　前記後カバーを前記導管に解除可能に接続すると、前記ケーブル封止部が、前記導管お
よび前記外側絶縁覆いを封止する状態で、前記導管通路に受け入れられて保持される、請
求項27に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項３３】
　前記障壁構造部材は、前記障壁に接続され前記障壁凹部内に配置された障壁内側パネル
と、前記障壁に接続され前記障壁を包囲する障壁外側パネルとを含む、請求項28に記載の
電気コネクタアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気コネクタに関する。より詳しくは、本発明は、封止および接地された電気
コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気コネクタは先行技術において周知である。このような電気コネクタの一つが、シー
ルドコネクタを開示する下記特許文献1に開示されている。このシールドコネクタは、導
電性のコネクタハウジング、コネクタハウジングから延びた遮蔽導線、および導電性のシ
ールド端子を含んでいる。遮蔽導線は、噛合い端子に電気的に接続された導体、導体を覆
う絶縁性の被覆、および被覆を覆う導電性のシールド部材を含んでいる。導電性のシール
ド端子は、第1のプレート、導電性の第2のプレートおよび複数の固定部材を含んでいる。
第1のプレートは、コネクタハウジング上に配置され、遮蔽導線が通過する第1の貫通穴と
、シールド部材に接触している接触部とを有している。導電性の第2のプレートは、遮蔽
導線が通過する第2の貫通穴を有している。複数の固定部材は、第1のプレートが第2のプ
レートによりコネクタハウジングに対して押圧されるように、第1のプレートおよび第2の
プレートをコネクタハウジングに固定している。
【０００３】
　先行技術において公知の別の電気コネクタが、電磁妨害被遮蔽コネクタを開示する下記
特許文献2に記載されている。電磁妨害被遮蔽コネクタは、複数の電線、コネクタハウジ
ングおよび金属製の遮蔽殻を含んでいる。複数の電線は、電線のそれぞれの端部に接続部
を有している。コネクタハウジングは、電線および接続部を収容している。金属製の遮蔽
殻は、円筒状の電線引き出し部および端子引き出し部を含んでいる。電線は、円筒状の電
線引き出し部を通って引き出される。接続部は、端子引き出し部から突出している。コネ
クタハウジングは、電線が電線引き出し部を通って挿入され、かつ、接続部が端子引き出
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し部を通って引き出された状態で、金属製の遮蔽殻の内部に樹脂が充填されるように、一
体鋳造されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第7,0485,586号（Ishizaki et al.）
【特許文献２】米国特許第7,165,995号（Fukushima et al.）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの先行技術のコネクタは、高電圧または大電流用途について適していない。また
、これらの先行技術のコネクタは、ブレードタイプの雄コネクタに適用できない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電気コネクタは、シールドカバー、少なくとも1つのケーブルアセンブリ、導
管、接地アセンブリ、シールドカバー封止部、固定構造部材および端子取り付けブロック
を含んでいる。シールドカバーは、ベースパネルと、互いに順次接続されベースパネルに
接続され、かつベースパネルから垂下して、シールドカバー空洞を当該シールドカバーに
形成する4つの側壁とを有している。ベースパネルには、ベースパネル穴が貫通形成され
ている。接続された4つの側壁は、シールドカバー空洞に開口部を形成する外周側壁縁部
を形成している。少なくとも1つのケーブルアセンブリは、ケーブル、後カバー、ケーブ
ル封止部およびケーブルアセンブリ端子を含んでいる。ケーブルは、露出された導線部を
備える導線と、導線を包囲しており、露出された絶縁性の被覆部を有する絶縁性の被覆と
、絶縁性の被覆を包囲しており、露出されたワイヤシールド部および当該ワイヤシールド
を包囲する外側絶縁覆いを含む露出されたワイヤシールド構成部を有するワイヤシールド
とを有している。後カバーは、絶縁性の被覆に接触し絶縁性の被覆を包囲している。
【０００７】
　ケーブルアセンブリ端子は、露出された導線部に接続されている。ケーブル封止部は、
外側絶縁覆いを包囲し、導管および外側絶縁覆いと封止接触している。導管は、4つの側
壁から選ばれた1つと接続され、導管通路が貫通形成されている。導管通路は、シールド
カバー空洞に連通している。導管は、ケーブルアセンブリの少なくとも1つの一部が貫通
して受け入れられる寸法とされ、後カバーが解除可能に接続されるよう構成されている。
接地アセンブリは、端子取り付けブロックと導管通路との間で、シールドカバー空洞に受
け入れられて解除可能に保持される寸法とされている。シールドカバー封止部は、開口部
に隣接した、接続された4つの側壁に接触して、接続された4つの側壁の周りに延びている
。固定構造部材は、固定ヘッドおよび長尺のシャフトを有している。長尺のシャフトは、
ベースパネル穴に摺動可能に受け入れられる寸法とされている。端子取り付けブロックは
、シールドカバー空洞内に配置され、シールドカバーに接続されている。端子取り付けブ
ロックは、少なくともケーブルアセンブリ端子および露出された導線部を受け入れて保持
するように、かつ、長尺のシャフトを貫通させるように構成されている。
【０００８】
　本発明の別の実施形態は、電源の複数の電源端子に電気的に接続され、支持面に機械的
に接続されるよう構成され、支持面には、固定穴と、電源端子が貫通して突出する複数の
端子穴とが形成された、電気コネクタアセンブリである。電気コネクタアセンブリは、上
述した電気コネクタと、障壁構造部材とを含んでいる。障壁構造部材は、支持面に接続さ
れ支持面から突出して障壁凹部を形成する障壁を有している。障壁は、複数の電源端子、
支持面固定穴および複数の支持面端子穴の周りを周方向に延びている。障壁は、シールド
カバー封止部とともに、シールドカバーの外周側壁縁部を受け入れるよう構成されている
。外周側壁縁部およびシールドカバー封止部が障壁凹部に受け入れられたとき、複数の電
源端子およびケーブルアセンブリ端子は、互いに噛合い可能に係合し、シールドカバー封
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止部は、障壁と押圧接触され、固定構造部材は、支持面固定穴にねじ付け可能に係合する
ために整列される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】支持面から突出し電源から電気的に接続解除された複数の電源端子から離れて配
置および接続解除された本発明の電気コネクタの第1の実施形態の部分分解斜視図である
。
【図２】電源に電気的に接続された本発明の電気コネクタの第1の実施形態の部分分解斜
視図である。
【図３】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の分解斜視図である。
【図４】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の上部平面図である。
【図５】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の側面図である。
【図６】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の構成要素としてのケーブルアセンブリ
の拡大斜視図である。
【図７】図2の7-7-7線に沿った、本発明の電気コネクタの第1の実施形態の断面図である
。
【図８】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の別の分解斜視図である。
【図９】図8に示す構成要素に組み付けられた本発明の電気コネクタの第1の実施形態の分
解斜視図である。
【図１０】接地アセンブリの分解斜視図と一緒の、本発明の電気コネクタの第1の実施形
態の部分組み立て分解斜視図である。
【図１１】本発明の電気コネクタの第1の実施形態の組み立て斜視図である。
【図１２】支持面から突出し電源から電気的に接続解除された複数の電源端子から離れて
配置および接続解除された本発明の電気コネクタの別の実施形態の部分分解斜視図である
。
【図１３】電源に電気的に接続された本発明の電気コネクタの別の実施形態の部分分解斜
視図である。
【図１４】本発明の電気コネクタの別の実施形態の分解斜視図である。
【図１５】本発明の電気コネクタの別の実施形態の構成要素としてのケーブルアセンブリ
の拡大斜視図である。
【図１６】図13の16-16-16線に沿った、本発明の電気コネクタの別の実施形態の断面図で
ある。
【図１７】3つの部分を有する端子取り付けブロックと一緒の、本発明の電気コネクタの
さらに別の実施形態の分解斜視図である。
【図１８】3つの部分を有する端子取り付けブロックが組み立てられた状態の、図17に示
す電気コネクタのさらに別の実施形態の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態を記載する。先行技術のものと共
通の構造部品および本発明のそれぞれの実施形態に共通の構造部品を同一の記号で示し、
その説明を繰り返すことは省略する。
　本発明の電気コネクタ10の第1の実施形態について、図1～図11を参照しながら以下に説
明する。図1～図3に全体として示すように、電気コネクタ10は、シールドカバー12、複数
のケーブルアセンブリ14、導管16、接地アセンブリ18、シールドカバー封止部20、固定構
造部材22および端子取り付けブロック24を含んでいる。
【００１１】
　図1、図2、図4および図6において、シールドカバー12は、ベースパネル12aと、ベース
パネル12aに互いに順次接続され、かつベースパネル12aから垂下して、シールドカバー空
洞12c（図2）をシールドカバー12に形成する4つの側壁12b1～12b4とを有している。図1に
おいて、ベースパネル12aには、ベースパネル穴12a1が貫通形成されている。接続された4
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つの側壁12b1～12b4は、シールドカバー空洞12cに開口部26を形成する外周側壁縁部12bp
を形成している。限定のためでなく例示に過ぎないが、本発明の第1の実施形態用のシー
ルドカバー12は、銅、鋼、亜鉛またはアルミニウムなどの導電性の材料で形成されている
。
【００１２】
　本発明の第1の実施形態について、複数のケーブルアセンブリ12が記載されているが、
本発明の実施に必要なのは少なくとも1つのケーブルアセンブリ12であることを、当業者
であれば理解するであろう。
　図3および図6に最もよく示されているように、各ケーブルアセンブリ12は、ケーブル28
、後カバー30、ケーブル封止部32およびケーブルアセンブリ端子34を含んでいる。ケーブ
ル封止部32は、導管16とケーブル28との間の封止を形成している。ケーブル28は、露出さ
れた導線部28a1を備える導線28aと、導線28aを包囲しており、露出された絶縁性の被覆部
28b1を有する絶縁性の被覆28bと、絶縁性の被覆28bを包囲しており、露出されたワイヤシ
ールド部28c1aおよび当該ワイヤシールド28cを包囲する外側絶縁覆い28dを含む露出され
たワイヤシールド構成部28c（本発明の第2の実施形態に関連して、以下により詳しく説明
する）を有するワイヤシールド28cとを有している。
【００１３】
　図1、図2および図6において、後カバー30は、外側絶縁覆い28dに接触し外側絶縁覆い28
dを包囲している。図6に最もよく示されているように、ケーブルアセンブリ端子34は、超
音波溶接などの従来の手段により、露出された導線部28a1に接続されている。さらに、図
3および図6に示すように、ケーブル封止部32は、外側絶縁覆い28dを包囲しており、導管1
6および外側絶縁覆い28dと封止接触している。
【００１４】
　図1および図2を参照して、導管16は、4つの側壁12b1～12b4から選ばれた1つと接続され
ている。単なる例示として、導管16は側壁12b1と接続されている。図3に示すように、導
管16には、導管通路16aが貫通形成されている。導管通路16aは、複数の側壁穴12b1aを介
して、シールドカバー空洞12cに連通している。図8および図9に特に示すように、導管16
は、各ケーブルアセンブリ14の一部が貫通して受け入れられる寸法とされている。以下に
、より詳しく説明するように、導管16は、後カバー30が導管16と解除可能に接続されるよ
う構成されている。
【００１５】
　図3、図7、図10および図11に示されているように、接地アセンブリ18は、端子取り付け
ブロック24と導管通路16aとの間で、シールドカバー空洞12cに受け入れられて解除可能に
保持される寸法とされている。シールドカバー封止部20は、開口部26に隣接した、接続さ
れた4つの側壁12b1～12b4に接触して、その周りに延びている。
　図1において、固定構造部材22は、固定ヘッド22aと、保持クリップ溝22cが形成された
長尺のシャフト22bとを有している。くわえて、シャフトＯリング23が、シャフト22bを摺
動可能に受け入れてシールドカバー12を封止する寸法とされていること、および、保持ク
リップ25が、保持クリップ溝22cに挿入されて固定構造部材22をシールドカバー12に対し
て保持することにより、シャフト22bに解除可能に係合することを、当業者は理解するで
あろう。長尺のシャフト22bは、ベースパネル穴12a1に摺動可能に受け入れられる寸法と
されている。さらに、限定のためでなく例示に過ぎないが、端子取り付けブロック24には
、ベースパネル穴12a1に摺動可能に受け入れられた後に長尺のシャフト22bを摺動して受
け入れる寸法とされた端子取り付けブロック穴24aが貫通形成されている。さらに、端子
取り付けブロック24は、当該技術において公知の従来のものであり、端子取り付けブロッ
ク穴24aと、そこに形成された1対の端子受け入れ穴24bとを有する箱型の構造部材として
示されている。本発明の理解のために、従来の端子取り付けブロック24について、これ以
上の説明は不要であろう。
【００１６】
　図9～図11において、端子取り付けブロック24は、シールドカバー空洞12c内に配置され
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ており、接着剤または固定部品などの従来の手段によってシールドカバー12に接続されて
いる。当該技術で公知のように、端子取り付けブロック24は、少なくともケーブルアセン
ブリ端子34および露出された導線部28a1を受け入れて保持するように、ならびに、長尺の
シャフト22bを貫通させるように構成されている。図1に最もよく示されているように、後
カバー30を導管16に解除可能に接続すると、ケーブル封止部32が、導管16および外側絶縁
覆い28d（図6）を封止する状態で、導管通路16aに受け入れられて保持される。
【００１７】
　図3、図7および図10を参照して、接地アセンブリ18はヨーク部材36を含んでいる。図5
および図7において、ヨーク部材36は弾性的に付勢された構成要素であり（すなわち、ば
ねのような特性を示し）、接地アセンブリ18がシールドカバー空洞12cに受け入れられて
解除可能に保持されたときに、開口部26（図5）から外側に向けて突出する。ヨーク部材3
6は、銅、鋼またはアルミニウムなどの導電性のシート材料で形成されている。本発明の
第1の実施形態である電気コネクタ10に関し、接地アセンブリ18は、導電性の材料で形成
された接地棒状部材38と、従来のねじなどの1対の接地アセンブリ固定部材40とを含んで
いる。接地棒状部材38には、1対の接地棒状部材穴38aが貫通形成されている。接地棒状部
材38は、平坦面38bおよび反対側の波形面38cを有している。1対の接地棒状部材穴38aは、
平坦面38bと波形面38cとの間を貫通して延びている。ヨーク部材36は、1対の脚部36aと、
1対の脚部36aを相互接続する接触部36bとを有している。各脚部36aには、脚部穴36cが貫
通形成されている。図7に最もよく示されているように、接触部36bは、内側に向かって突
出するU字状部36b2によって相互接続された、1対の外側に向かって突出するU字状部36b1
を含んでいる。1対の脚部36aはそれぞれ、外側に向かって突出するU字状部のそれぞれに
接続されて、そこから外側に向かって突出している。
【００１８】
　図3に最もよく示されているように、接地アセンブリ取り付けブロック42がシールドカ
バー空洞12c内に配置されている。単なる例示であるが、接地アセンブリ取り付けブロッ
ク42は、シールドカバー12のベースパネル12aに一体的に接続されている。接地アセンブ
リ取り付けブロック42は、互いに間隔を空けた1対のねじ溝付き接地アセンブリ取り付け
ブロック穴42aを有している。当業者であれば理解するであろうが、接地アセンブリ18と
シールドカバー12とを互いに解除可能に接続するため接地アセンブリ固定部材40のそれぞ
れを受けるために、かつ、さらに、図10および図11に示すように、ヨーク部材36と接地ア
センブリ取り付けブロック42との間に、露出されたワイヤシールド部28c1a を挟持するた
めに、1対の接地棒状部材穴38a、1対のねじ溝付き接地アセンブリ取り付けブロック穴42a
および脚部穴36cのそれぞれが互いに調節されるような仕方で、接地アセンブリ取り付け
ブロック42および接地棒状部材38は互いに関連付けられている。
【００１９】
　接地アセンブリ18およびシールドカバー12が互いに解除可能に接続されたとき、外側に
向かって突出するU字状部36b1の少なくとも一部は、図5に示すように開口部から外側に向
かって突出し、内側に向かって突出するU字状部36b2および1対の脚部36aは、図7に示すよ
うにシールドカバー空洞12cの内部に配置される。図3に最もよく示されているように、接
地アセンブリ取り付けブロック42が側壁12b1に隣接して配置されることに注意されたい。
【００２０】
　図1～図5および図7において、外周側壁縁部12bpは、シールドカバー12の周りを周方向
に延びる内側外周側壁12bp1および外側外周側壁12bp2を含んでいる。しかし、外側外周側
壁12bp2が、本発明の精神から逸脱することなしに、シールドカバー12の周りを単に部分
的に延びていてもよいことを、当業者は理解するであろう。外側外周側壁12bp2は、内側
外周側壁12bp1に対して外側に向かって間隔を置いて接続および配置されており、開口部2
6に向かって延びて、その間にチャネル44を区画している。外側外周側壁12bp2は、4つの
側壁12b1～12b4に沿って、その周りに延びており、開口部26から間隔を置いて配置されて
いる。すなわち、外側外周側壁12bp2は、内側外周側壁12bp1よりも短くされている。
【００２１】
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　図5および図7に最もよく示されているように、内側外周側壁12bp1には、周方向溝46が
形成されている。周方向溝46は、シールドカバー空洞12cの反対側を向いている。さらに
、図7に最もよく示されているように、好ましくはＯリング封止部の形状をしたシールド
カバー封止部20は、周方向溝46内に少なくとも部分的に受けられる寸法とされている。限
定のためでなく例示に過ぎないが、周方向溝46は、チャネル44と開口部26との間に配置さ
れている。
【００２２】
　図3および図6に最もよく示されているように、後カバー30は、ケーブル受け穴30a1が貫
通形成された後カバーメインパネル30aと、1対のラッチパネル30bとを含んでいる。1対の
ラッチパネル30bは、互いに面を離して配置され、互いに並行に延びている。また、1対の
ラッチパネル30bは、後カバーメインパネル30aに対して片持ち状に垂直に接続されている
。各ラッチパネル30bには、ラッチパネル穴30b1が貫通形成されている。当業者であれば
理解するように、各ラッチパネル30bは、通常状態（図6の実線）および緩和状態（図6の
破線）へと、ならびに通常状態と緩和状態との間を移動することができる。さらに、各ラ
ッチパネル30bは、通常状態へと弾性的に付勢されている。
【００２３】
　図3を参照して、後カバー30はまた、カラー通路30c1を区画する中空のカラー30cを含ん
でいる。カラー30cは、後カバーメインパネル30aに接続されており、1対のラッチパネル3
0bの間に配置されている。カラー通路30c1およびケーブル受け穴30a1は、軸方向に整列さ
れており、互いに連通している。
　再び図1～図3および図5を参照して、導管16は、1対の対向する外部平坦面16bを有して
いる。また、本発明の第1の実施形態に関し、導管16は、第1の対の対向するラッチ突起16
c1aおよび16c1bならびに第2の対の対向するラッチ突起16c2aおよび16c2bを有してもいる
。しかし、少なくとも1対の対向するラッチ突起を設けて本発明を実施できることを、当
業者は理解するであろう。対向するラッチ突起の各対に関し、一方のラッチ突起16c1aお
よび16c2aは一方の外部平坦面16bから突出し、対の他方のラッチ突起16c1bおよび16c2bは
他方の外部平坦面16bから突出する。当該技術で公知のように、ラッチパネル穴30b1のそ
れぞれは、ケーブルアセンブリ14が導管16と解除可能に接続されたときにラッチ突起16c1
a、16c1b、16c2aおよび16c2bのそれぞれを捕獲する寸法とされている。
【００２４】
　図6に最もよく示されているように、ケーブルアセンブリ端子34は、接続片34aおよびU
字片34bを有する雌ブレード受け端子とされている。U字片34bは、接続片34aに一体的に接
続されている。接続片34aは、露出された導線部28a1に接続されている。
　本発明の第2の実施形態である電気コネクタ210を図12～図16に示す。本発明の第2の実
施形態である電気コネクタ210は、上述した第1の実施形態の電気コネクタ10に類似してい
る。ゆえに、第1の実施形態と第2の実施形態とで参照番号が共通である場合、さらなる説
明を加えない。しかし、異なる特徴を以下で説明する。
【００２５】
　図14および図15に最もよく示されているように、異なるケーブルアセンブリ214につい
て以下に説明する。図15において、露出されたワイヤシールド構成部28c1は、露出された
ワイヤシールド部28c1aと、露出されたワイヤシールド部28c1aに電気的および機械的に接
続された、折り返されて露出されたワイヤシールド部28c1bとを有している。また、ケー
ブルアセンブリ214は、内側フェルール48および外側フェルール50を有している。内側フ
ェルール48は、露出されたワイヤシールド部28c1aに接続されて接触し、露出されたワイ
ヤシールド部28c1aを包囲している。折り返されて露出されたワイヤシールド部28c1bは、
露出されたワイヤシールド部28c1aと同じであるが、内側フェルール48に包囲接触するた
めに、露出されたワイヤシールド部28c1aの一部（すなわち、折り返されて露出されたワ
イヤシールド部28c1b）が内側フェルール48の上方で折り返されている点が異なっている
。外側フェルール50は、折り返されて露出されたワイヤシールド部28c1bに接続されて接
触し、折り返されて露出されたワイヤシールド部28c1bを包囲し、それにより、露出され
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たワイヤシールド構成部28c1を第2の実施形態の電気コネクタ210用としている。このよう
にして、第2の実施形態の電気コネクタ210の露出されたワイヤシールド構成部28c1は、ヨ
ーク部材30と接地アセンブリ取り付けブロック42との間で挟持されている。
【００２６】
　図14において、第2の実施形態の電気コネクタ210はまた、2つの平坦な端片236a1、中央
片236a2および2つのアーチ片236a3を有するヨーク部材ベース236aを有するヨーク部材236
を有している。各アーチ片236a3は、平坦な端片236a1のそれぞれ、中央片236a2、および1
対のヨーク部材アーム部236a4と一体的に形成されている。各ヨーク部材アーム部236a4は
、直線片236a4aおよび湾曲片236a4bを有している。各直線片236a4aは、湾曲片236a4bおよ
び平坦な端片236a1のそれぞれと一体的に相互接続されている。中央片236a2には、中央片
穴236a2hが貫通形成されている。2つの平坦な端片236a1および中央片236a2は共通の平面C
Pに配置されており、2つの直線片236a4aは共通の平面CPに垂直に延びている。2つの湾曲
片236a4bはそれぞれ、各直線片236a4aから、互いに向かって、かつ、共通の平面CPから離
れる方向へ延びており、互いに接触する前に反対方向に向かって遠ざかり、終端となって
フック形状の接触部236a4b1を形成している。
【００２７】
　また、図14および図16において、接地アセンブリ18は、接地棒状部材238および接地ア
センブリ固定部材240を含んでいる。接地棒状部材238は、平坦面238a、反対側の波形面23
8b、および平坦面238aと波形面238bとを相互接続する1対の対向する平坦な側面238cを有
している。接地棒状部材238は、平坦面238aと波形面238bとの間を貫通して延びる、中央
に配置された接地棒状部材穴238dを有している。
【００２８】
　図16において、平坦な側面238cのそれぞれおよび直線片236a4aのそれぞれは、互いに向
き合って接触している。波形面238bおよびヨーク部材ベース236aは、互いに向き合って接
触している。接地アセンブリ固定部材240を受け入れて接地アセンブリ18とシールドカバ
ー12とを解除可能に互いに接続することができるように、接地棒状部材穴238dおよび中央
片穴236a2hは、互いに位置合わせされている。
【００２９】
　また、図16において、接地アセンブリ取り付けブロック42は、上述したものと類似して
いるが、この接地アセンブリ取り付けブロックには、単一のねじ溝付き接地アセンブリ取
り付けブロック穴42hが形成されている点が異なっている。上述のように、接地棒状部材
穴238dおよび接地アセンブリ取り付けブロック穴42hが互いに位置合わせされて、接地ア
センブリ18およびシールドカバー12を互いに解除可能に接続するために接地アセンブリ固
定部材240を受け、かつ、露出されたワイヤシールド構成部28c1をヨーク部材236と接地ア
センブリ取り付けブロック42との間に挟持し、それによって、電気接続を接地するような
仕方で、接地アセンブリ取り付けブロック42および接地棒状部材238は、互いに関連付け
られている。
【００３０】
　くわえて、図16に最もよく示されているように、内側外周側壁12bp1は、本発明の第1の
実施形態で設けられている周方向溝46の代わりに、周方向切り欠き246を有している。周
方向切り欠き246は、開口部26に隣接した内側外周側壁12bp1内へと延びて、内側外周側壁
12bp1の周りを周方向に延びている。周方向切り欠き246は、内側外周側壁12bp1の外部に
おいてシールドカバー空洞12cへと延びる第1の切り欠き面246aと、内側外周側壁縁246cか
ら第1の切り欠き面246aへ垂直に延びる第2の切り欠き面246bとによって形成されている。
シールドカバー封止部20の少なくとも一部が、周方向切り欠き246内に受け入れられる寸
法とされていることに注意されたい。
【００３１】
　図12および図14において、シールドカバー12は、ベースパネル12aに形成されたシール
ドカバー凹部12rを有している。シールドカバー凹部12rは、電気コネクタ210が固定構造
部材22により支持面56に固定されたときに固定ヘッド22aの少なくとも一部を中に配置で
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きるように、ベースパネル穴12a1を同心に包囲して、ベースパネル12a内へと延びている
。
【００３２】
　第3の実施形態である電気コネクタアセンブリ310を図1に示す。電気コネクタアセンブ
リ310は、電源54の複数の電源端子に電気的に接続され、支持面56に機械的に接続される
よう構成されている。支持面56は、鋼などの導電性の材料で形成されており、支持面固定
穴58が形成されている。電源端子52が支持面56を通って突出できるよう、複数の支持面端
子穴60も支持面56に形成されている。電気コネクタアセンブリは、上述した電気コネクタ
10または210と、障壁構造部材62とを有している。障壁構造部材62は、支持面56に接続さ
れ支持面56から突出して障壁凹部66を形成する障壁64を有している。障壁64は、複数の電
源端子52、支持面固定穴58および複数の支持面端子穴60の周りを周方向に延びている。障
壁64は、シールドカバー12の外周側壁縁部12bpと、図2に示すように接続されたシールド
カバー封止部20とを受け入れる寸法とされている。外周側壁縁部12bpおよびシールドカバ
ー封止部20が障壁凹部66に受け入れられたとき、複数の電源端子52およびケーブルアセン
ブリ端子34は、当該技術で公知のように、互いに噛合い可能に係合し、シールドカバー封
止部20は、図2に示すように障壁64と押圧接触され、固定構造部材20は、図1に最もよく示
されているように、支持面固定穴58に摺動可能に係合するために整列される。図2および
図7においても、チャネル44が障壁64を摺動可能に受け入れる寸法とされていることに注
意されたい。
【００３３】
　図5に示すように、ヨーク部材36の外側に向かって突出するU字状部36b1は、開口部26を
越えて、シールドカバー空洞12cから外側に向かって突出している。ヨーク部材36は、銅
または鋼などの、弾性の導電性材料で形成されている。固定構造部材20が支持面固定穴58
内へと前進したとき、電気コネクタ10は結果として支持面56へ向かって移動するが、外側
に向かって突出するU字状部36b1は、支持面56に対するばね抵抗力により、こうした動き
に抵抗する。しかし、支持面固定穴58と前進係合している固定構造部材20は、ばね抵抗力
を克服し、外側に向かって突出するU字状部36b1は全体（図7）または一部（以下に説明す
る図16）が、支持面56に対しばね抵抗力を継続的に加えつつ、シールドカバー空洞12c内
へと後退する。電気コネクタ10を支持面56へと確実に接地するのは、このばね抵抗力であ
る。これは、ヨーク部材36および露出されたワイヤシールド部28c1aが、直接的または非
直接的に互いに電気接触するためである。
【００３４】
　第4の実施形態である電気コネクタアセンブリ410を、図12、図13および図16に示す。第
4の実施形態である電気コネクタアセンブリ410は、上述した第3の実施形態である電気コ
ネクタアセンブリ310に類似している。以下に相違点を記載する。
　限定のためでなく例示に過ぎないが、第4の実施形態410は、周方向切り欠き246を備え
る電気コネクタ210を有している。また、障壁構造部材62が、障壁64に接続され障壁凹部6
6内に配置された障壁内側パネル64aと、障壁64に接続され障壁64を包囲する障壁外側パネ
ル64bとを含んでいることに注意されたい。障壁内側パネル64aは、複数の電源端子52を収
容するための複数の内側パネル端子穴64a1と、固定構造部材22を収容するための内側パネ
ル固定穴64a2とを有している。ここで、この障壁構造部材62を、支持面56に接続すること
ができる。障壁内側パネル64aおよび支持面56が導電性であって互いに接触している限り
、電気コネクタ10または210の接地を、上述した仕方で実現することができる。しかし、
図16において、シールドカバー12は障壁内側パネル64aに接触しておらず、ヨーク部材36
が、障壁内側パネル64aに接触して、これにばね抵抗力を加え、電気コネクタ210の接地を
確実にしていることに注意されたい。
【００３５】
　第5の実施形態である電気コネクタ510を、図17および図18に示す。第5の実施形態であ
る電気コネクタアセンブリ510は、上述した第1の実施形態である電気コネクタ10に類似し
ている。以下に相違点を記載する。
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　図17および図18に示すように、電気コネクタ510は、第1の端子取り付けブロック部224a
、 第2の端子取り付けブロック部224bおよび端子位置保証部224cを含む端子取り付けブロ
ック224を有している。第1の端子取り付けブロック部224aおよび第2の端子取り付けブロ
ック部224bは、図18に最もよく示されているように、接続された状態で、互いに重ねられ
ている。また、第1の端子取り付けブロック部224aは、図18に示すように、端子位置保証
部224cを解除可能に受け入れる。当該技術で一般に公知のように、端子取り付けブロック
224が組み立てられたとき、第1の端子取り付けブロック部224aは、1対の可撓性のラッチ
片224a1（1つだけを示す）により、シールドカバー12に解除可能に接続されて、端子取り
付けブロック224をシールドカバー空洞12c内に解除可能に保持する。
【００３６】
　電気コネクタ10を支持面56に接続したときに、ケーブルアセンブリ端子34のU字片34bと
電源端子52との間に摩擦力が発生し、ヨーク部材36が支持面56に接触し支持面56に向かっ
て前進すると抵抗力が発生することを、当業者は理解するであろう。電気コネクタ10が支
持面56に固定されるように、固定構造部材22が電気コネクタ10を支持面56へと前進させた
ときに、摩擦力と抵抗力との組み合わせが、固定構造部材22によって生み出された反発力
により、等しく釣り合った仕方で相殺されるベースパネル穴位置に、ベースパネル穴12a1
を配置することは有益であろう。すなわち、ベースパネル穴位置は、摩擦力と抵抗力とを
組み合わせた単一の合力が、支持面56との接続に抵抗するシールドカバー12に作用すると
ころでなければならない。本発明は、このベースパネル穴位置を提供することを意図して
いる。
【００３７】
　上述した本発明の実施形態は、高電圧または大電流用途に特に有効である。また、本発
明の実施形態では、ブレードタイプの雄ターミナルが使用可能である。さらに、これらの
実施形態は、ワイヤシールドを介して電気的に接地される。ケーブル封止部およびシール
ドカバー封止部の使用により、本発明の実施形態は、防水式であるとみなされる。また、
電気コネクタを支持面に固定するのに、1つの固定部材のみが使用される。シールドカバ
ーを形成するのに鋼などの導電性材料を使用した場合、電磁妨害の影響が低減される。
【００３８】
　しかし、本発明は、さまざまな異なる形態で実施してもよく、本明細書に記載した実施
形態に限定されると理解するべきではない。むしろ、これらの実施形態は、開示を徹底的
かつ完全にし、当業者に本発明の範囲を十分に伝えるために提供されている。
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