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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装置に対する連続的な電力供給を維持し、かつ
プラグ接続およびプラグ接続解除が都合よくかつ容易に
なされ得るプラグコネクタアッセンブリを提供する。
【解決手段】オスプラグ２０は、複数の電気ピンを有し
ており、メスプラグ２５は、複数の差込口を有しており
、差込口は、ピンの連結を受け入れるように電気端子に
接続されており、オスプラグ２０およびメスプラグ２５
の間における電気接続手段を規定する。オスプラグ２０
およびメスプラグ２５の外壁に作られている解除可能な
復元性のバイアス固定手段をさらに備えている。固定手
段は、オスプラグ２０およびメスプラグ２５がプラグ接
続され得るか、またはプラグ接続解除され得るように、
解除位置および固定位置の間を移動可能である。固定手
段は、指によるグリップを向上させる表面構造を有して
作られているレバーアーム４０を含んでいる。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）を備えており、
　上記オスプラグ（２０）は、間隔を空けて配置されている複数の電気ピン（３０）の少
なくとも１対を収納している本体を有しており、上記ピン（３０）の一端は電気端子に接
続されており、上記ピン（３０）の自由端は上記本体から突出しており、
　上記メスプラグ（２５）は、間隔を空けて配置されている複数の差込口（３５）の少な
くとも１対を収納している本体を有しており、複数の上記差込口（３５）のそれぞれは、
上記オスプラグ（２０）の複数の上記ピン（３０）の連結を受け入れるように電気端子に
接続されており、当該連結は、上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の間に
おける電気接続手段を規定する、プラグコネクタアッセンブリ（１５）であって、
　上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の外壁に作られている解除可能な復
元性のバイアス固定手段をさらに備えており、上記固定手段は、上記オスプラグ（２０）
およびメスプラグ（２５）がプラグ接続され得るか、またはプラグ接続解除され得るよう
に、解除位置および固定位置の間を移動可能であることを特徴とするプラグコネクタアッ
センブリ（１５）。
【請求項２】
　上記固定手段は、バイアス付加手段、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム（４０
）、および少なくとも１つの突起（７０）を備えており、
　上記レバーアーム（４０）は、上記オスプラグ（２０）の上記外壁にある回転領域（５
０）に、回転するように配置されている１つのカンティレバーアーム（４５）と、一体に
かつ反対方向に作られており、
　上記バイアス付加手段は、固定位置および解除位置の間において上記カンティレバーア
ーム（４５）を動作させるために、上記レバーアーム（４０）および上記オスプラグ（２
０）の上記外壁に取り付けられ、
　上記突起（７０）は、上記メスプラグ（２５）の上記外壁と一体に作られており、通路
（７１）を備えるために適合されており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、上記メスプラグ（２５）の上記通路（７１）に
接続するために形成されているフック（６０）を備えるために適合されている、請求項１
に記載のアッセンブリ（１５）。
【請求項３】
　上記バイアス付加手段は、軸（５３）に支持されている対向する複数のアームを有して
いるばね（６５）であり、上記軸（５３）は、上記オスプラグの側壁のそれぞれの面に対
して長さ方向に配置されている対向する複数の出っ張り（５１）の対、および上記回転領
域（５０）における上記レバーアーム（４０）に対して作られている出っ張り（５１’’
）のさらなる対に取り付けるために適合されており、上記レバーアームにある出っ張り（
５１’’）の上記対は、上記オスプラグ（２０）の側壁にある上記出っ張り（５１）の上
記対の間にはめ込むために構成されており；
　上記ばね（６５）の一方のアームは上記レバーアームの内側に接して、かつ対向する他
方のアームは上記オスプラグの上記壁の外側と接して、バイアス付加機能を実現している
、請求項２に記載のアッセンブリ。
【請求項４】
　上記レバーアーム（４０）は、必要に応じて、指によるグリップを向上させる表面構造
（５５）を有して作られている、請求項３に記載のアッセンブリ。
【請求項５】
　上記メスプラグは、少なくとも１つの電気コンセントソケット（３４）を有している壁
取り付け型であり、上記通路（７１）を含んでいる上記突起（７０）は、支持板（７５）
、カバーページ（cover page）（７６）またはコンセントソケット（３４）と一体に作ら
れている、請求項１～４のいずれか１項に記載のアッセンブリ。
【請求項６】
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　上記オスプラグ（２０）は複数のピン（３０）を有しているＶＧＡケーブルであり、上
記メスプラグ（２５）は複数の差込口（３５）を有しているＶＧＡポートである、請求項
１～４のいずれか１項に記載のアッセンブリ。
【請求項７】
　オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）を備えており、
　上記オスプラグ（２０）は、間隔を空けて配置されている複数の電気ピン（３０）の少
なくとも１対を収納している本体を有しており、上記電気ピン（３０）の一端は電気端子
に接続されており、上記ピン（３０）の自由端は上記本体から突出しており、
　上記メスプラグ（２５）は、間隔を空けて配置されている複数の差込口（３５）の少な
くとも１対を収納している本体を有しており、複数の上記差込口（３５）のそれぞれは、
上記オスプラグ（２０）の上記ピン（３０）の連結を受け入れるように電気端子に接続さ
れており、当該連結は、上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の間における
電気接続手段を規定する、プラグコネクタアッセンブリ（１５）であって、
　上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の壁と一体に作られている解除可能
な復元性のバイアス固定手段（１６）をさらに備えており、上記固定手段（１６）は、上
記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）がプラグ接続され得るか、またはプラグ
接続解除され得るように、固定位置および非固定位置の間においてバイアスをかけられて
いることを特徴とするプラグコネクタアッセンブリ（１５）。
【請求項８】
　上記固定手段（１６）は、少なくとも１つのカンティレバーアーム（４５）および少な
くとも１つの突起（７０）を備えており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、回転領域（５０）において上記オスプラグ（２
０）の本体と一体に配置されており、上記電気ピン（３０）と同じ方向に上記オスプラグ
（２０）の本体から突出しており、
　上記突起（７０）は、上記メスプラグ（２５）の内壁と一体に作られており、かつ肩（
７２）を備えるために適合されており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、上記メスプラグ（２５）の上記肩（７２）に接
続するために形成されたフック（６０）を備えるために適合されている、請求項７に記載
のアッセンブリ（１５）。
【請求項９】
　上記カンティレバーアーム（４５）は、必要に応じて、指によるグリップを向上させる
表面構造（５５）を有して作られている、請求項８に記載のアッセンブリ（１５）。
【考案の詳細な説明】
【考案の詳細な説明】
【０００１】
　〔背景技術〕
　本発明は、それに対する優先権が主張される、２０１０年９月１７日付の国際特許番号
ＰＣＴ／ＴＨ２０１０／００００３４の継続開発である。
【０００２】
　本発明は、差込型の電気接続用のプラグコネクタアッセンブリ、より詳細にはケーブル
プラグ、壁面に取り付けられているコンセント、ＶＧＡケーブルに関し、ここで、電気プ
ラグは、オスプラグ（電気ピンを有している）およびメスプラグ（オスプラグの電気ピン
を受け入れるための差込口を有している）の間における接続を向上させるための固定構造
をさらに備えている。
【０００３】
　従来のプラグ（特に最古身型の電気プラグ）において、オスプラグおよびメスプラグは
、メスプラグの複数の差込口にオスプラグの複数の電気ピンを挿入することによって、単
に互いに接続されている。装置に対する連続的な電力供給は、オスプラグの複数の電気ピ
ンおよびメスプラグの差込口の間における適切なはめ合いにまったく依存する。しかし、
そのような構成に関連するいくつかの欠点がある。例えば、ある場合に、電気ピンおよび
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差込口は、極めて緊密に設計されており、特定のグループのユーザにとってのプラグ接続
およびプラグ接続解除を困難にしている。ある場合に、電気ピンおよび差込口（すなわち
電気差込口）は緩くはめ込まれており、プラグは気付かずにプラグ接続解除されて、装置
に対する電力供給の中断を引き起こし得る。この継続しない電力供給は、装置に対する損
傷を引き起こし得るか、またはその用途を減少させ得る。オスプラグおよびメスプラグが
異なる製造者によって製造されているときに、緊密なはめ合いまたは緩いはめ合いの問題
は最も頻度高く発生する。
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、プラグコネクタアッセンブリを提供することであり、当
該プラグコネクタアッセンブリにおいて、オスプラグおよびメスプラグは、オスプラグお
よびメスプラグの間における安定した接続を確保するための単純かつ有効な対応する固定
手段を有して作られており、したがって、装置に対する連続的な電力供給を維持し、かつ
プラグ接続およびプラグ接続解除が都合よくかつ容易になされ得る。
【０００５】
　〔発明の概要〕
　この目的は、給電機能から切り離されている固定構造をさらに備えているプラグコネク
タアッセンブリによって達成される。複数のオスプラグおよびメスプラグに対する固定構
造は、オスプラグおよびメスプラグの間における容易かつ有効な安定した接続をもたらし
て、複数のオスプラグおよびメスプラグの不慮の接続解除による、電気装置に対する継続
しない電力供給を最小限にする。
【０００６】
　一実施形態において、固定手段は、回転するように回転領域に配置されており、オスプ
ラグの外壁に作られている少なくとも１つの動作可能なレバーアームおよび１つのカンテ
ィレバーアームを備えている。上記レバーアームは、固定位置および解除位置の間におい
てカンティレバーアームを動作させるために、カンティレバーアームの反対側に回転領域
から突出している。フックを備えており、かつメスプラグに向かうカンティレバーアーム
の自由端は、メスプラグに作られている突起とはめ合わせるために設けられている。
【０００７】
　他の実施形態において、固定手段は、上記オスプラグの壁と一体にされている少なくと
も１つのアームを備えており、当該アームは、解除可能であり、復元するようにバイアス
を加えられている。上記アームは、固定位置および解除位置の間において、移動可能であ
り、かつバイアスを加えられている。メスプラグに向かい、内側のフックが設けられてい
るアームの自由端は、メスプラグの内壁に作られている突起に接続するために配置されて
いる。
【０００８】
　固定手段は、複数のオスプラグおよびメスプラグの、プラグ接続および／またはプラグ
接続解除の過程の間における指の滑りを防ぐために、グリップを向上させる複数の表面構
造またはパターンをその外表面に備えていることが好ましい。
【０００９】
　〔図面の簡単な説明〕
　本発明の利点および特徴は、本発明の原理のいくつかの好ましい実施形態が非限定的な
例として、添付の図面を参照して説明されている以下の記載から正しく理解される。
【００１０】
　図１は、オスプラグおよびメスプラグに固定構造を有している、本発明に係るプラグコ
ネクタアッセンブリの実施形態の正面図を示している。
【００１１】
　図２は、オスプラグおよびメスプラグが互いに固定されている、図１のプラグコネクタ
アッセンブリの正面図を示している。
【００１２】
　図３は、オスプラグにおける固定構造が解除位置にある図２のプラグコネクタアッセン
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ブリの実施形態の正面図を示している。
【００１３】
　図４は、図２のプラグコネクタアッセンブリの、正面からの模式的な断面図を示してい
る。
【００１４】
　図５は、分解されているオスコネクターの概略図を示している。
【００１５】
　図６は、突起に関する拡大図をともなっているメスプラグの斜視図を示している。
【００１６】
　図７は、分解されている模式的なオスプラグが示されている、本発明に係るプラグコネ
クタアッセンブリのさらなる実施形態の斜視図を示している。
【００１７】
　図８は、図７の完全なプラグコネクタアッセンブリの斜視図を示している。
【００１８】
　図９は、図８のプラグコネクタアッセンブリの正面からの模式的な断面図を示している
。
【００１９】
　図１０は、本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、壁取付けプラグとしてのさら
なる実施形態を示している。
【００２０】
　図１１は、本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、ＶＧＡポートプラグとしての
さらなる実施形態を示している。
【００２１】
　図１２は、本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、ケーブルプラグとしてのさら
なる実施形態を示している。
【００２２】
　〔発明の詳細な説明〕
　本発明はプラグコネクタアッセンブリを提供する。当該プラグコネクタアッセンブリに
おいて、オスプラグおよびメスプラグは、オスプラグおよびメスプラグの間における安定
した接続を保証するための単純かつ有効な対応する固定手段を有して作られており、した
がって、装置に対する連続的な電力供給を維持し、プラグ接続およびプラグ接続解除が都
合よくかつ容易になされ得る。
【００２３】
　本明細書に記載されている「オスプラグ」という用語は、複数の電気ピンを有している
電気コンセントを指し、単一または複数のコンセントを包含している。本明細書に記載さ
れている「メスプラグ」は、上記オスプラグの複数の上記電気ピンを受け入れるための電
気差込口を有している電気コンセントを指し、ここで、上記メスプラグの上記電気差込口
に対する上記オスプラグの上記電気ピンの接触は、電気接続手段を規定する。
【００２４】
　図１は、本発明に係るプラグコネクタアッセンブリ１５の一実施形態を示している。こ
の実施形態において、アッセンブリ１５は、オスプラグ２０およびメスプラグ２５を一般
的に備えている。プラグコネクタアッセンブリ１５は、固定位置および解除位置の間にお
いて移動可能な、解除可能な復元性のバイアス固定手段１６をさらに備えており、当該固
定位置および解除位置において、オスプラグ２０およびメスプラグ２５は、プラグ接続（
結合）されるか、またはプラグ接続解除され得る。
【００２５】
　当該技術において一般に知られているようなオスプラグ２０は、間隔を空けて配置され
ている複数の電気ピン３０の少なくとも１対を収納している本体を有している。当該技術
において一般に知られているようなメスプラグ２５は、間隔を空けて配置されている複数
の電気差込口３５を収納している本体を有しており、電気差込口３５は、オスプラグ２０
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のピン３０を受け入れ可能である。さらに、当該技術において一般に知られているように
、オスプラグ２０は、２ピン、３ピン（アースピンを有している）または多ピンのプラグ
である。ピンの一端は、電気端子に接続されており、ピンの自由端は、オスプラグ２０の
本体から突出している。また、メスプラグ２５は、オスプラグ２０の複数のピン３０の連
結を受け入れる対応する電気差込口３５を有して作られている。当該連結は、オスプラグ
２０の複数のピン３０がメスプラグ２５の差込口３５に接続されると、オスプラグ２０お
よびメスプラグ２５の間に電気接続手段を規定する。
【００２６】
　オスプラグ２０（複数の電気ピンを含んでいる）およびメスプラグ２５は、当業者によ
って公知の好適な任意の製造方法によって製造され得る。しかし、オスプラグ２０および
メスプラグ２５の本体は、当該技術において一般に知られているような好適な材料を用い
た射出成型によって、製造されることが好ましい。射出成型加工は、オスプラグ２０およ
びメスプラグ２５に対して作られる固定手段１６の容易な形成を可能にする。
【００２７】
　図１～５において理解され得るように、オスプラグ２０は固定手段１６をさらに備えて
おり、固定手段１６は、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム４０および１つのカン
ティレバーアーム４５を含んでいる。これらのアームは、回転するように、オスプラグ２
０の外側壁に対して回転領域５０に配置されている。レバーアーム４０は、固定位置およ
び解除位置の間においてカンティレバーアーム４５を動作させるために、カンティレバー
アーム４５の反対側に作られている。レバーアーム４０の外面またはその一部は、必要に
応じて、固定位置および解除位置の間におけるレバーアーム４０の動作を容易にするため
のグリップを向上させる表面構造またはパターン５５を有して、作られている。フック６
０を備えており、かつメスプラグ２５に向かうカンティレバーアーム４５の自由端は、メ
スプラグ２５に対して作られている突起７０に接続するために配置されている。カンティ
レバーアーム４５はレバーアーム４５の動作に応じて移動して、フック６０が、メスプラ
グ２５上の突起７０とかみ合うか、または突起７０から外れることを可能にし、したがっ
て、図２および３に示されているように、固定手段１６の固定または解除を所望の通りに
可能にする。カンティレバーアーム４５のバイアス付加機能は、バイアス付加手段（例え
ばばね６５など）によってもたらされる。図４および５においてより詳細に示されている
ように、ばね６５は回転領域５０に設けられている。オスプラグ２０の壁、より詳細には
回転領域５０において、対向する出っ張り５１の対は、上記側壁の各側に対して１つずつ
長さ方向に配置されている。出っ張り５１は、軸５３の一端を受け入れ可能な中心穴５２
を有して作られている。また、回転領域５０と対応する位置におけるレバーアーム４０は
、オスプラグ２０の壁上の出っ張り５１に向かって伸びている出っ張り５１’’の対応す
る対を、レバーアーム４０の側面のそれぞれに１つずつ有している。レバーアーム４０に
おける出っ張り５１’’の対は、オスプラグ２０の側壁の出っ張り５１の対の間にはめ込
むために形成されている。また、出っ張り５１’’のそれぞれは、中心穴５２’’を有し
て作られている。ばね６５（対向するアームを有しているコイルばね）は、軸５３に支持
されている。ここで、軸５３は、ばね６５のらせん状のコイルを通って挿入されており、
軸５３の端のそれぞれは、レバーアーム４０にある対応する穴５１’’およびオスプラグ
２０にある出っ張り５１の穴５２を通って挿入されている。ばね６５の一方のアームは、
レバーアーム４０の内側と接し、かつ対向する他方のアームは、オスプラグ２５の壁の外
側と接して、バイアス付加機能を実現している。
【００２８】
　図６に示されているように、メスプラグ２５は、メスプラグ２５の本体の外壁に少なく
とも１つの突起７０をさらに備えている。突起７０は、カンティレバーアーム４５のフッ
ク６０とはめ合わせるために構成されるように、対応する側壁に対して作られている。こ
の実施形態において、突起７０は、カンティレバーアーム４５のフック６０の形状に対応
する形状を有している通路７１を備えており、フック６０を通路７１に収納する。したが
って、フック６０および突起７０の形状および配置は、フック６０および突起７０が互い
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にはめ合い、オスプラグ２０およびメスプラグ２５の間において確実かつ安定した連結を
もたらすために適合されている限り、特に重要ではない。
【００２９】
　プラグ接続またはプラグ接続解除の間に、メスプラグ２５とはめ合わせるか、またはメ
スプラグ２５から外すために、ユーザは、都合よくかつ容易にレバーアーム４０にバイア
スを加えて、カンティレバーアーム４５を開または閉に操作する。
【００３０】
　アッセンブリのさらなる実施形態において、図７～９に示されるように、オスプラグ２
０およびメスプラグ２５は、異なる固定構造を用いた固定手段１６を有して作られている
。この実施形態において、固定手段１６は、上述した実施形態のようにプラグの外壁に取
り付けられているのではなく、図７に示されているようにオスプラグ２０およびメスプラ
グ２５の本体と一体にされている。図７においてより詳細に示されているように、オスプ
ラグ２０は、オスプラグ２０の壁に作られている少なくとも１つの動作可能なカンティレ
バーアーム４５を含んでいる固定手段１６をさらに備えている。カンティレバーアーム４
５は、オスプラグ２０の本体から電気ピン３０と同じ方向に突出しており、回転するよう
に、本体の側壁に対して回転領域５０に配置されている。カンティレバーアーム４５は、
射出成型処理の間にオスプラグ２０の壁と一体に形成され得るか、または別々に製造され
、続いてオスプラグ２０の壁に取り付けられ得る。バイアス付加機能は、単純、有効かつ
経済的な設計をもたらすカンティレバーアーム４５自体の弾性によってもたらされ、当該
弾性は、固定位置および解除位置においてバイアスを加えることを、カンティレバーアー
ム４５に可能にさせる。カンティレバーアーム４５は、必要に応じて、指によるグリップ
を向上させる表面構造５５を有して作られており、表面構造５５は、メスプラグ２５の固
定要素とはめ合わせるためにカンティレバーアーム４５を操作することを容易にする。カ
ンティレバーアーム４５の自由端はフック６０を有して作られている。同様に、メスプラ
グ２５は、少なくとも１つの通路７１を有してさらに作られており、少なくとも１つの通
路７１は、プラグ接続過程および接続解除過程の間において、オスプラグ２０のフック６
０を通すために適合されている。メスプラグ２５の通路７１は肩７２を備えている。肩７
２は、メスプラグ２５の内壁に作られており、カンティレバーアーム４５のフック６０と
はめ合わせるために適合されている。メスプラグ２５にオスプラグ２０をプラグ接続する
間に、オスプラグ２０の複数の電気ピン３０は、メスプラグ２５の電気差込口３５にガイ
ドされ、カンティレバーアーム４５は、メスプラグ２５の通路７１にフック６０を通す方
向に向けて、（人による指の操作によって）内側に曲げられる（回転させられる）。カン
ティレバーアーム４５自体の弾性のために、カンティレバーアーム４５は指が離れるにし
たがって外側に曲がる。その結果として、図９に示されているように、フック６０は、メ
スプラグ２５の通路７０の肩７２に捕えられ、オスプラグ２０およびメスプラグ２５の間
において安定かつ確実な接続をもたらす。同様に、プラグ接続解除の間に、オスプラグ２
０が接続を解除するために引き抜かれるとき、カンティレバーアーム４５は、フック６０
のはめ合いを通路７１の肩７２から解除するために内側に曲げられる。安全上の理由から
、電気的要素であるオスプラグ２０およびメスプラグ２５の、電気ピン３０および電気差
込口３５は、プラグ接続またはプラグ接続解除の間における電気ショックの可能性を回避
するために、固定手段１６と別に区画化されている。
【００３１】
　本発明のさらなる実施形態において、メスプラグ２５は、壁取付け型であり、複数の電
気コンセントソケット３４用である。オスプラグ２０の構成は、第１の実施形態に記載さ
れている構成と同じであり、オスプラグ２０は、少なくとも１つの動作可能なレバーアー
ム４０および１つのカンティレバーアーム４５を含んでいる固定手段１６を備えている。
上記複数のアームは、回転するように、オスプラグ２０の外壁に対して回転領域５０に配
置されている。レバーアーム４０は、固定位置および解除位置の間においてカンティレバ
ーアーム４５を動作させるために、カンティレバーアーム４５の反対側に作られている。
したがってさらなる詳細を繰り返さない。この実施形態において、メスプラグ２５は、電
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気コンセントソケット３４のそれぞれに対して作られている少なくとも１つの突起７０を
備えている。突起７０は、オスプラグ２０のフック６０とはめ合わせるために構成されて
いる通路７１を含んでいる。図１０は、２つの電気コンセントソケット３４をメスプラグ
２５が有している実施形態を示している。それぞれのコンセントソケット３４は２つの対
向する突起７０を有しており、突起７０は、突起７０の通路７１に対してオスプラグ２０
のフック６０がはめ合せ可能なように、オスプラグ２０の固定手段１６の方向に作られて
いる。この実施形態において、突起７０は、オスプラグのフックのはめ合いを受け入れる
ことを見込んで、メスプラグ２５の支持板７５から上方に突出させるために作られている
。また、突起７０は、オスプラグ２０のフック６０とはめ合せ可能な、異なる突起７０を
構成すること、またはメスプラグ２５の構成部品の異なる部分に対して突起７０を構成し
得る。例えば、突起７０は、代替的に、メスプラグ２５の上部カバー７６または電気コン
セントソケット３４に対して作られ得る。
【００３２】
　オスプラグ２０およびメスプラグ２５の固定手段１６のさらなる実施形態、より詳細に
はさらなる構成において、本発明の原理を利用している。この実施形態において、本発明
の原理は、図１１に示されるように、ＶＧＡポート／ケーブルを用いた用途に適合されて
いる。この実施形態において、複数のピン３０を有しているオスプラグ２０（すなわちＶ
ＧＡケーブル）は、第１の実施形態に記載されているような固定手段を有して作られてい
る。オスプラグ２０は、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム４０および１つのカン
ティレバーアーム４５を含んでいる固定手段１６を備えている。複数の上記アームは、回
転するように、オスプラグ２０の外壁に対して回転領域において配置されている。レバー
アーム４０は、固定位置および解除位置の間においてカンティレバーアーム４５を動作さ
せるために、カンティレバーアーム４５の反対側に作られている。したがってさらなる詳
細を繰り返さない。メスプラグ２５（すなわちＶＧＡポート）は、図６および図１０の実
施形態を用いて示されており、かつ説明されているように、オスプラグ２０のフック６０
のはめ合いを受け入れるための突起７０および通路７１を有して作られている。本発明の
原理にしたがう、ＶＧＡポートおよびＶＧＡケーブルをともなった固定手段の利用は、Ｖ
ＧＡポートおよびＶＧＡケーブルの間における接続を安定させるねじ形態の従来の接続手
段と比べて、ＶＧＡ危機の接続をはるかに容易かつ有効にする。
【００３３】
　上述の通り、本発明の種々の実施形態において、オスプラグ２０の固定手段は、固定手
段を備えており、当該固定手段は、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム４０および
１つのカンティレバーアーム４５を含んでいる。上記複数のアームは、回転するように、
オスプラグ２０の外壁に対して回転領域５０に配置されている。レバーアーム４０は、固
定位置および解除位置の間においてカンティレバーアーム４５を動作させるために、カン
ティレバーアーム４５の反対側に作られている。しかし、メスプラグの特定の構成に対す
るそのような配置も可能である。図１２に示されているように、メスプラグ２５は、突出
している電気差込口３５を有している。メスプラグ２５の本体は、固定手段１６を有して
作られており、固定手段１６は、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム４０、および
１つのカンティレバーアーム４５を備えている。上記複数のアームは、回転するように、
メスプラグ２５の外壁に対して回転領域５０に配置されている。レバーアーム４０は、固
定位置および解除位置の間においてカンティレバーアーム４５を動作させるために、カン
ティレバーアーム４５の反対側に作られている。次に、オスプラグ２０は、突起７０の対
および引き込められている複数のピン３０を有して作られており、突起７０のそれぞれは
、メスプラグ２５におけるカンティレバーアーム４５のフック６０のはめ合いを受け入れ
るための通路７１を有している。
【００３４】
　理解される通り、本発明はプラグコネクタアッセンブリを提供する。当該プラグコネク
タアッセンブリにおいて、オスプラグおよびメスプラグは、プラグ接続およびプラグ接続
解除が都合よくかつ容易になされ得るように、容易かつ有効な対応する固定手段を有して
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作られている。さらに、固定手段は、オスプラグおよびメスプラグの間の安定した接続を
もたらす。安定した接続は、不慮のプラグ接続解除を回避すること、および装置に対する
連続的な電力供給を維持することに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】オスプラグおよびメスプラグに固定構造を有している、本発明に係るプラグコネ
クタアッセンブリの実施形態の正面図を示している。
【図２】オスプラグおよびメスプラグが互いに固定されている、図１のプラグコネクタア
ッセンブリの正面図を示している。
【図３】オスプラグにおける固定構造が、解除位置にある図２のプラグコネクタアッセン
ブリの実施形態の正面図を示している。
【図４】図２のプラグコネクタアッセンブリの、正面からの模式的な断面図を示している
。
【図５】分解されているオスコネクターの模式図を示している。
【図６】突起に関する拡大図をともなっているメスプラグの斜視図を示している。
【図７】分解されている模式的なオスプラグが示されている、本発明に係るプラグコネク
タアッセンブリのさらなる実施形態の斜視図を示している。
【図８】図７の完全なプラグコネクタアッセンブリの斜視図を示している。
【図９】図８のプラグコネクタアッセンブリの正面からの模式的な断面図を示している。
【図１０】本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、壁取付けプラグとしてのさらな
る実施形態を示している。
【図１１】本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、ＶＧＡポートプラグとしてのさ
らなる実施形態を示している。
【図１２】本発明に係るプラグコネクタアッセンブリの、ケーブルプラグとしてのさらな
る実施形態を示している。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月16日(2013.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）を備えており、
　上記オスプラグ（２０）は、間隔を空けて配置されている複数の電気ピン（３０）の少
なくとも１対を収納している本体を有しており、上記ピン（３０）の一端は電気端子に接
続されており、上記ピン（３０）の自由端は上記本体から突出しており、
　上記メスプラグ（２５）は、間隔を空けて配置されている複数の差込口（３５）の少な
くとも１対を収納している本体を有しており、複数の上記差込口（３５）のそれぞれは、
上記オスプラグ（２０）の複数の上記ピン（３０）の連結を受け入れるように電気端子に
接続されており、当該連結は、上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の間に
おける電気接続手段を規定する、プラグコネクタアッセンブリ（１５）であって、
　上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の外壁に作られている解除可能な復
元性のバイアス固定手段をさらに備えており、上記固定手段は、上記オスプラグ（２０）
およびメスプラグ（２５）がプラグ接続され得るか、またはプラグ接続解除され得るよう
に、解除位置および固定位置の間を移動可能であり、上記固定手段は、指によるグリップ
を向上させる表面構造（５５）を有して作られているレバーアーム（４０）を含んでいる
ことを特徴とするプラグコネクタアッセンブリ（１５）。
【請求項２】
　上記固定手段は、バイアス付加手段、少なくとも１つの動作可能なレバーアーム（４０
）、および少なくとも１つの突起（７０）を備えており、
　上記レバーアーム（４０）は、上記オスプラグ（２０）の上記外壁にある回転領域（５
０）に、回転するように配置されている１つのカンティレバーアーム（４５）と、一体に
かつ反対方向に作られており、
　上記バイアス付加手段は、固定位置および解除位置の間において上記カンティレバーア
ーム（４５）を動作させるために、上記レバーアーム（４０）および上記オスプラグ（２
０）の上記外壁に取り付けられ、
　上記突起（７０）は、上記メスプラグ（２５）の上記外壁と一体に作られており、通路
（７１）を備えており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、上記メスプラグ（２５）の上記通路（７１）に
接続するために形成されているフック（６０）を備えている、請求項１に記載のアッセン
ブリ（１５）。
【請求項３】
　上記バイアス付加手段は、軸（５３）に支持されている対向する複数のアームを有して
いるばね（６５）であり、上記軸（５３）は、上記オスプラグの側壁のそれぞれの面に対
して長さ方向に配置されている対向する複数の出っ張り（５１）の対、および上記回転領
域（５０）における上記レバーアーム（４０）に対して作られている出っ張り（５１’’
）のさらなる対に取り付けるために適合されており、上記レバーアームにある出っ張り（
５１’’）の上記対は、上記オスプラグ（２０）の側壁にある上記出っ張り（５１）の上
記対の間にはめ込むために構成されており；
　上記ばね（６５）の一方のアームは上記レバーアームの内側に接して、かつ対向する他
方のアームは上記オスプラグの上記壁の外側と接して、バイアス付加機能を実現している
、請求項２に記載のアッセンブリ。
【請求項４】
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　上記メスプラグは、少なくとも１つの電気コンセントソケット（３４）を有している壁
取り付け型であり、上記通路（７１）を含んでいる上記突起（７０）は、支持板（７５）
、カバーページ（cover page）（７６）またはコンセントソケット（３４）と一体に作ら
れている、請求項１～３のいずれか１項に記載のアッセンブリ。
【請求項５】
　上記オスプラグ（２０）は複数のピン（３０）を有しているＶＧＡケーブルであり、上
記メスプラグ（２５）は複数の差込口（３５）を有しているＶＧＡポートである、請求項
１～３のいずれか１項に記載のアッセンブリ。
【請求項６】
　オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）を備えており、
　上記オスプラグ（２０）は、間隔を空けて配置されている複数の電気ピン（３０）の少
なくとも１対を収納している本体を有しており、上記電気ピン（３０）の一端は電気端子
に接続されており、上記ピン（３０）の自由端は上記本体から突出しており、
　上記メスプラグ（２５）は、間隔を空けて配置されている複数の差込口（３５）の少な
くとも１対を収納している本体を有しており、複数の上記差込口（３５）のそれぞれは、
上記オスプラグ（２０）の上記ピン（３０）の連結を受け入れるように電気端子に接続さ
れており、当該連結は、上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の間における
電気接続手段を規定する、プラグコネクタアッセンブリ（１５）であって、
　上記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）の壁と一体に作られている解除可能
な復元性のバイアス固定手段（１６）をさらに備えており、上記固定手段（１６）は、上
記オスプラグ（２０）およびメスプラグ（２５）がプラグ接続され得るか、またはプラグ
接続解除され得るように、固定位置および非固定位置の間においてバイアスをかけられて
おり、上記固定手段は、指によるグリップを向上させる表面構造（５５）を有して作られ
ているカンティレバーアーム（４５）を含んでいることを特徴とするプラグコネクタアッ
センブリ（１５）。
【請求項７】
　上記固定手段（１６）は、少なくとも１つのカンティレバーアーム（４５）および少な
くとも１つの突起（７０）を備えており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、回転領域（５０）において上記オスプラグ（２
０）の本体と一体に配置されており、上記電気ピン（３０）と同じ方向に上記オスプラグ
（２０）の本体から突出しており、
　上記突起（７０）は、上記メスプラグ（２５）の内壁と一体に作られており、かつ肩（
７２）を備えており、
　上記カンティレバーアーム（４５）は、上記メスプラグ（２５）の上記肩（７２）に接
続するために形成されたフック（６０）を備えている、請求項６に記載のアッセンブリ（
１５）。
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