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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略Ｄ字形の外形を備える嵌合端（１２２，１５２）を有するハウジング（１２０，１５
０）を備える電気コネクタ（１０２，１０４）であって、前記ハウジングが一対の角部（
１３４，１３６，１６４，１６６）を有し、前記電気コネクタが更に前記ハウジング内に
保持されるインサート（２２０，２５０）を備え、前記インサートが嵌合端（２２４，２
５４）を有する電気コネクタと、
　前記ハウジングの前記角部の少なくとも１つを通るように配索された高電圧インターロ
ック（ＨＶＩＬ）コンダクタ（１９２，１９４，１９６，１９８）であって、前記ＨＶＩ
Ｌコンダクタは、前記電気コネクタと前記第２の電気コネクタ（１０２，１０４）が互い
に連結されると前記第２の電気コネクタの対応するＨＶＩＬコンダクタに電気的に接続さ
れるように構成されたＨＶＩＬコンダクタと、
を備えるコネクタアセンブリ（１００）。
【請求項２】
　前記ハウジング（１２０）の外形が、前記角部（１３４，１３６）で交わる平らな上面
（１３０）とＵ字形底面（１３２）によって画定され、前記ハウジング（７５０）が前記
角部を軸方向に貫通するチャネル（７５６，７５８）を有し、前記ＨＶＩＬコンダクタ（
７３０，７３１，７３２）が前記ハウジングのチャネルの内の対応する一つを貫通する、
請求項１のコネクタアセンブリ（１００）。
【請求項３】
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　前記インサート（２２０）の前記嵌合端（２２４）が略Ｄ字形の外形を有し、前記イン
サートが前記インサートの前記角部（２３２，２３４）を軸方向に貫通するチャネル（２
４０，２４２）を含み、前記ＨＶＩＬコンダクタが前記インサートのチャネルの内の対応
する一つを貫通する、請求項１のコネクタアセンブリ（１００）。
【請求項４】
　前記ハウジング（１２０）がその内部にチャンバ（２４４）を有し、前記インサート（
２２０）が端子（２２２）を保持し、前記インサート及び前記端子がインサートサブアセ
ンブリ（２８０）を画定し、前記インサートサブアセンブリが前記チャンバに収容され、
前記インサートが前記端子を前記インサート内に保持するフィンガー（３９０）を有する
、請求項１のコネクタアセンブリ（１００）。
【請求項５】
　前記ハウジング（１２０）が内部にチャンバ（２４４）を有し、前記インサート（２２
０）が端子（２２２）を保持し、前記インサート及び前記端子がインサートサブアセンブ
リ（２８０）を画定し、前記インサートサブアセンブリが前記チャンバに収容され、前記
端子が、前記端子を前記インサート内に保持するための前記インサートのロックショルダ
（３９８）と係合するロック舌部（３２９）を有する、請求項１のコネクタアセンブリ（
１００）。
【請求項６】
　前記コネクタ（１０２）が前記ハウジング（１２０）の終端（３０４）を密閉するため
のグロメット（２９４）を含み、前記終端が前記嵌合端（１２２）の反対側であり、前記
グロメットが略Ｄ字形であり且つ一対の角部を有し、前記グロメットが対応する角部に少
なくとも一つの開口（２９６）を有し、前記ＨＶＩＬコンダクタが前記グロメットの前記
対応する角部を通るように配索される、請求項１のコネクタアセンブリ（１００）。
【請求項７】
　前記ハウジング（１２０）が、前記第２の電気コネクタ（１０４）のロックフィンガー
（１７０）を収容して前記電気コネクタ（１０２）を前記第２の電気コネクタに対してロ
ックするように構成されたロック開口（１４０）を含み、前記ロック開口が前記ハウジン
グの前記嵌合端（１２２）に近接し、前記ハウジングは前記ハウジング内部にシールウェ
ル（４１０）を有し、前記シールウェルが界面シール（４１２）を保持し、前記シールウ
ェルは、前記界面シールが前記ハウジングと前記第２の電気コネクタとの間を密閉した状
態で前記第２の電気コネクタのシールシュラウド（４１４）を収容するように構成され、
前記シールウェルが前記ロック開口の軸方向後方に位置決めされる、請求項１のコネクタ
アセンブリ（１００）。
【請求項８】
　前記ハウジング（１５０）が前記嵌合端（１５２）に近接したロックフィンガー（１７
０）を含み、前記ロックフィンガーが、前記第２の電気コネクタ（１０２）のロック開口
（１４０）内に収容されて前記電気コネクタを前記第２の電気コネクタに対してロックす
るように構成され、前記ハウジングが前記ハウジングの正面（１５４）にシールシュラウ
ド（４１４）を有し、前記シールシュラウドが前記ロックフィンガーの軸方向前方に位置
決めされ、前記シールシュラウドが、前記第２の電気コネクタのシールウェル（４１０）
内に収容され、その内部に保持された界面シール（４１２）と係合する、請求項１のコネ
クタアセンブリ（１００）。
【請求項９】
　前記ハウジング（１５０）が、前記嵌合端（１５２）に近接したロックフィンガー（１
７０）を含み、前記ロックフィンガーが、前記第２の電気コネクタ（１０２）のロック開
口（１４０）内に収容されて前記電気コネクタ（１０４）を前記第２の電気コネクタに対
してロックするように構成され、前記電気コネクタは、更に、前記ロックフィンガーが前
記ロック開口内に収容された後、前記ロックフィンガーが撓むのを阻止するコネクタ位置
保証デバイス（１８０）を備える、請求項１のコネクタアセンブリ（１００）。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 5797283 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本書の主題は広く高電圧コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料コストが増加し、環境汚染を削減する努力が増すことによって、自動車産業は電気
自動車及びハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）の方へ向かっている。これらの車両の一設
計的側面として高作動電圧に対する考慮がある。その結果、車両の特定のコンポーネント
は高電圧に対応可能なように設計されなければならない。
【０００３】
　現在の自動車産業での用途においては、安定して密閉された機械的且つ電気的接続を行
うために高電圧で電気と磁気との両立性（ＥＭＣ）シールドコネクタが必要とされる。用
途によっては、ＥＭＣシールドモジュールに取り付けられる高電圧プラグコネクタとヘッ
ダコネクタとの間を接続する必要がある。他の用途では、インライン高電圧コネクタを要
する用途もある。既知の高電圧（ＨＶ）デバイス又はコネクタの中には、高電圧電源から
電気負荷へ電流を流す際に制御するインターロック回路を有するものもある。インターロ
ック回路は、高電圧回路においてコネクタの夫々のハウジング内の高電圧雄端子と高電圧
雌端子を係合又は係合解除する際に使用される可能性がある。インターロック回路によっ
て、高電圧回路に沿って又は高電圧回路を通るように電流を流す前に、高電圧雄端子と高
電圧雌端子とが係合されることが保証される。更に、インターロック回路によって、高電
圧回路に沿って又は高電圧回路を通るように電流を流した後に高電圧雄端子と高電圧雌端
子との係合が解除されることが保証される。
【０００４】
　例えば、既知のデバイスには第１のコネクタを含むものがあり、この第１のコネクタは
、ヘッダコネクタ又はインラインコネクタである。第１のコネクタは、デバイス内のイン
ターロック回路に直接配線されることができる。また、第１のコネクタは、高電圧回路に
電流を流す雄端子を含んでもよい。第２の嵌合又はプラグコネクタは、雌端子を含み、第
１のコネクタと嵌合して高電圧雄端子と高電圧雌端子とを電気的に連結する。同時に、低
電圧雄端子及び低電圧雌端子を介して高電圧インターロック（ＨＶＩＬ）回路が電気的に
接続される。例えば、プラグコネクタは、インターロック回路の雄端子と雌端子を橋絡し
てインターロック回路を閉じる導電シャントを含む。また、プラグコネクタは高電圧雌端
子も含む。順序としては、高電圧雌端子はまず第１のコネクタの高電圧雄端子と嵌合して
高電圧回路を接続する。次に、プラグコネクタのシャントが嵌合してインターロック回路
を閉じる。この順序によって、高電圧雄端子と高電圧雌端子は、インターロック回路が閉
じて高電圧電流が流れる前に嵌合することができるようになる。同様に、コネクタの嵌合
を解除する場合は、上記の逆の順序に従う。高電圧回路を接続する高電圧雌端子及び高電
圧雄端子は、シャントが嵌合解除してインターロック回路を開く前に嵌合解除する。この
順序によって、高電圧雄端子と高電圧雌端子は、インターロック回路が開かれて高電圧電
流が流れなくなった後に嵌合解除できるようになる。インターロック回路の目的は、高電
圧雌端子と高電圧雄端子が嵌合／嵌合解除中のアーク放電を回避することである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、現在の高電圧コネクタには幾つかの問題を含んでいる。まず、各端子の
サイズが固有のコネクタを必要とすることである。現在のコネクタハウジングは、１つの
サイズの端子のみに対応可能なサイズにされている。また、端子が大きくなるほどより大
きなコネクタが必要になり、より大きなコネクタは同様にそのコネクタに対応可能なより
大きな空間が必要になり、特定の用途に関しては大きくなり過ぎる可能性がある。更に、
シャントされたインターロック回路を備えるコネクタは、所定の嵌合及び嵌合解除順序に
対応可能にするための特定の設計を要する。これは全ての用途に関して望ましいとはいえ
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ない可能性がある。第三に、現在の設計において、シャントがコネクタの内部にある場合
、ＨＶＩＬ回路はコネクタの内部にある（内部シャント内蔵ＨＶＩＬ回路（ｉｎｔｅｒｎ
ａｌ　ｓｈｕｎｔ－ｉｎｔｅｒｎａｌ　ＨＶＩＬ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ））。或いは、シャ
ントがコネクタ外部にある場合、ＨＶＩＬ回路はコネクタ外部にある（外部シャント外在
ＨＶＩＬ回路（ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｓｈｕｎｔ－ｅｘｔｅｒｎａｌ　ＨＶＩＬ　ｃｉｒｃ
ｕｉｔｓ））。第４に、一旦コネクタの両半体が制作されると、シャントはプラグ側か第
１のコネクタ側のいずれかに決定される。従って、エンドユーザはこれにシステムの設計
を対応させなければならない。第５に、エンドユーザは、シャント回路の代わりにインラ
インインターロック回路を好むかもしれないが、現在の既存のコネクタはこの解決策を提
供しない。現在の設計は柔軟性がほとんどなく限界がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記問題の解決策は、略Ｄ字形の外形を備える嵌合端を含むハウジングを有する電気コ
ネクタを備える本書に記述されるコネクタアセンブリによって提供される。ハウジングは
一対の角部を有する。電気コネクタは、更に、嵌合端を有するハウジング内に保持された
インサートを含む。ハウジングの少なくとも一つの角部内には高電圧インターロック（Ｈ
ＶＩＬ）コンダクタが位置する。ＨＶＩＬコンダクタは、電気コネクタと第２の電気コネ
クタが互いに連合されると第２の電気コネクタの対応するＨＶＩＬコンダクタに電気的に
接続されるように構成される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明はこれから添付の図面を参照して一例として記述される。
【０００８】
【図１】図１は例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリの斜視図である。
【０００９】
【図２】図２は、相手コネクタと嵌合可能な状態にあるプラグコネクタを示す図１に示す
コネクタアセンブリの斜視図である。
【００１０】
【図３】図３は、図２に示す、例示的実施形態に従って形成されたプラグコネクタ用のプ
ラグインサートの正面の斜視図である。
【００１１】
【図４】図４は、図２に示すプラグコネクタの正面の斜視図である。
【００１２】
【図５】図５は、図２に示す、例示的実施形態に従って形成された相手コネクタ用の嵌合
インサートの正面の斜視図である。
【００１３】
【図６】図６は、図２に示す相手コネクタの正面の斜視図である。
【００１４】
【図７】図７は、相手コネクタと嵌合されたプラグコネクタを示す図１に示す線７－７に
沿って切断されたコネクタアセンブリの断面図である。
【００１５】
【図８】図８は、プラグコネクタ用のグロメットを図示する。
【００１６】
【図９】図９は、例示的実施形態に従うプラグコネクタ用のプラグ端子を図示する。
【００１７】
【図１０】図１０は、例示的実施形態に従うプラグコネクタ用のプラグ端子を図示する。
【００１８】
【図１１】図１１は、例示的実施形態に従う相手コネクタ用の嵌合端子を図示する。
【００１９】
【図１２】図１２は、例示的実施形態に従う相手コネクタ用の嵌合端子を図示する。
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【００２０】
【図１３】図１３は、図１に示す線１３－１３に沿って切断されたコネクタアセンブリの
断面図である。
【００２１】
【図１４】図１４は、コネクタアセンブリの他の断面図である。
【００２２】
【図１５】図１５は、例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリを図示する
。
【００２３】
【図１６】図１６は、図１５に示すコネクタアセンブリ用の相手コネクタの正面の斜視図
である。
【００２４】
【図１７】図１７は、図１６に示すヘッダコネクタ用の嵌合インサートの正面の斜視図で
ある。
【００２５】
【図１８】図１８は、ＨＶＩＬ回路を示す図１に示すコネクタアセンブリの斜視図である
。
【００２６】
【図１９】図１９は、図１８に示すＨＶＩＬ回路を示す図１に示すコネクタアセンブリの
一部を示す。
【００２７】
【図２０】図２０は、ＨＶＩＬ回路を示す図１５に示すコネクタアセンブリの斜視図であ
る。
【００２８】
【図２１】図２１は、例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリの斜視図で
ある。
【００２９】
【図２２】図２２は、図２１に示すコネクタアセンブリの断面図である。
【００３０】
【図２３】図２３は、図２１に示すコネクタアセンブリ用のプラグハウジングの背面の斜
視図である。
【００３１】
【図２４】図２４は、図２１に示すコネクタアセンブリ用のプラグハウジングの正面の斜
視図である。
【００３２】
【図２５】図２５は、図２３乃至図２４に示すプラグハウジング内にプラグインサートを
装着した状態の図２１に示すコネクタアセンブリ用のプラグコネクタの正面の斜視図であ
る。
【００３３】
【図２６】図２６は、図２１に示すコネクタアセンブリ用の嵌合ハウジングの背面の斜視
図である。
【００３４】
【図２７】図２７は、図２６に示す嵌合ハウジングの正面の斜視図である。
【００３５】
【図２８】図２８は、図２６乃至図２７に示す嵌合ハウジング内に嵌合インサートを装着
した状態の図２１に示すコネクタアセンブリ用の相手コネクタの正面の斜視図である。
【００３６】
【図２９】図２９は、ＨＶＩＬ回路を備える図１に示すコネクタアセンブリを図示する。
【００３７】
【図３０】図３０は、ＨＶＩＬ回路を備える図１５に示すコネクタアセンブリを図示する



(6) JP 5797283 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

。
【００３８】
【図３１】図３１は、ＨＶＩＬ回路を備える図２１に示すコネクタアセンブリを図示する
。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本書に記述する実施形態は、異なる型のインサートに受け入れるキャビティを備えたハ
ウジングを有する高電圧コネクタを提供する。このインサートは異なる端子サイズを受け
入れるためにフレキシブルな取り付け機能を有するキャビティを有する。同一のハウジン
グを使用して異なるインサート及び端子を保持し、製品群の全部品点数を減少することが
できる。
【００４０】
　本書に記述する実施形態は、対応するＤ字形相手コネクタとキー嵌合するためにハウジ
ングの嵌合端が略Ｄ字形状の外形を有するハウジングを有する高電圧コネクタを提供する
ことができる。このコネクタの形状は、その角部に（例えば、Ｄ字形ハウジングの平らな
部分に近い角部に）ＨＶＩＬコンダクタを収容可能である。ＨＶＩＬコンダクタを角部の
無駄になっている空間に配置することによって、コネクタの全体的なサイズを減少するこ
とができる。
【００４１】
　本書に記述した実施形態は、フレキシブルなＨＶＩＬ構成を有する高電圧コネクタを提
供することができる。シャント型ＨＶＩＬ接続部に対応可能な構成もあれば、インライン
ＨＶＩＬ接続部に対応可能な構成もある。コネクタのハウジングは、ＨＶＩＬ回路のため
の様々な配線構成に対応可能な機能部を提供する。任意で、内部シャントＨＶＩＬ回路を
設けてもよい。或いは、外部ＨＶＩＬ回路を設けてもよい。シャントはプラグ側又は相手
コネクタ側のいずれかに設けることができる。
【００４２】
　本書に記述した実施形態は、ロック機能部及び密閉機能部を半径方向にずらすのではな
くロック機能部及び密閉機能部を軸方向にずらすことによって全体的なサイズを減少させ
た高電圧コネクタを提供することができる。任意で、ロック機能部及び／又は密閉機能部
はコネクタ内部に含まれてもよく、それによってコネクタアセンブリのエンベロープのサ
イズを減少してもよい。
【００４３】
　図１は、例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリ１００の斜視図である
。コネクタアセンブリ１００は、電気自動車又はハイブリッド電気自動車などの車両内の
高出力電気システムの一部を形成してもよい。コネクタアセンブリ１００は、互いに嵌合
する第１及び第２の電気コネクタ１０２，１０４を含む。第１及び第２の電気コネクタ１
０２，１０４は、図１ではプラグコネクタ及び相手コネクタとして表されており、以下で
はプラグコネクタ１０２及び相手コネクタ１０４と呼ぶこともある。相手コネクタ１０４
を第１の電気コネクタと呼び、プラグコネクタ１０２を第２の電気コネクタと呼ぶことも
ある。第１及び第２という用語は、プラグコネクタ及び相手コネクタを指すために交換可
能に使用される。例示的実施形態では、プラグコネクタ１０２及び相手コネクタ１０４は
、コネクタ１０２，１０４が対応する高電圧ケーブルとインライン配置されているインラ
イン構成を有する。図１にはインライン構成が図示されているが、例えば、相手コネクタ
が、電気自動車又はハイブリッド電気自動車内のモジュールやデバイスなど、コンポーネ
ントやデバイス内に取り付けられたヘッダコネクタを画定する場合など、他の実施形態で
は他の構成が可能である。
【００４４】
　プラグコネクタ１０２は、第１の高電圧ケーブル１０６の端部に対して終端され、相手
コネクタ１０４は、第２の高電圧ケーブル１０８の端部に対して終端される。相手コネク
タ１０４は、電気自動車又はハイブリッド電気自動車内など、固定位置に相手コネクタ１
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０４を取外し不可能に固定する機能部を含んでもよい。プラグコネクタ１０２は、相手コ
ネクタ１０４に連結されるように構成される。
【００４５】
　例示的実施形態では、コネクタアセンブリ１００は、プラグコネクタ１０２を相手コネ
クタ１０４に固定するためのラッチ及び／又はロック機能部を含む。コネクタアセンブリ
１００は、プラグコネクタ１０２と相手コネクタ１０４との間の適切な向きを保証するた
めのキー機能部を含んでもよい。コネクタアセンブリ１００は、プラグコネクタ１０２と
相手コネクタ１０４が適切に嵌合し、互いに嵌合された状態を維持することを保証するた
めのコネクタ位置保証（ＣＰＡ）機能部を含んでもよい。コネクタアセンブリ１００は、
コネクタアセンブリ１００の主電力端子が、ケーブル１０６，１０８に沿って電力を搬送
する前に適切且つ完全に電気的に接続されていることを保証し、且つ／又は、コネクタア
センブリ１００の主電力端子間の電気的接続が、分離する前に電力の搬送を停止すること
を保証する高電圧インターロック（ＨＶＩＬ）回路を含んでもよい。コネクタアセンブリ
１００は、主電力端子に密閉された環境を提供するようにしてもよい。コネクタアセンブ
リ１００は、プラグコネクタ１０２と相手コネクタ１０４のサイズを減少且つ／又は最小
化できるようにする機能部を含んでもよい。コネクタアセンブリ１００は、プラグコネク
タ１０２が相手コネクタ１０４に連結されたとき、異なるサイズの電力端子及び／又はケ
ーブル１０６，１０８を嵌合することができるようにする機能部を含んでもよい。
【００４６】
　図２は、相手コネクタ１０４と嵌合可能な状態にあるプラグコネクタ１０２を示すコネ
クタアセンブリ１００の斜視図である。プラグコネクタ１０２と相手コネクタ１０４は、
一般的に、長手軸１１０に沿って延出している。プラグコネクタ１０２は、長手軸１１０
に沿って相手コネクタ１０４に連結される。
【００４７】
　プラグコネクタ１０２はプラグハウジング１２０を含む。プラグハウジング１２０は、
プラグコネクタ１０２の正面１２４に位置する嵌合端１２２と正面１２４の反対側に位置
する終端１２６との間に延出している。例示的実施形態では、プラグハウジング１２０は
、プラスチック材料などの誘電材料から製造される。プラグハウジング１２０はモールド
成型されてもよい。高電圧ケーブル１０６は終端１２６から延出する。嵌合端１２２は、
相手コネクタ１０４と嵌合するように構成される。終端１２６にはケーブルリテーナ１２
８が設けられる。ケーブルリテーナ１２８は高電圧ケーブル１０６にストレインリリーフ
を提供する。
【００４８】
　例示的実施形態では、プラグハウジング１２０は、平坦な上面１３０と略Ｕ字形の底面
１３２を有する略Ｄ字形の外形を有する。角部１３４，１３６は一般的に上面１３０と底
面１３２の交差部分に画定される。任意で、角部１３４，１３６は丸められてもよい。或
いは、角部１３４，１３６は直交されて直角をなしてもよい。
【００４９】
　プラグハウジング１２０はプラグコネクタ１０２を相手コネクタ１０４に固定するため
のロック機能部を含む。図示の実施形態では、ロック機能部は、上面１３０を貫通するロ
ック開口１４０によって画定される。他の実施形態では、他の型のロック機能部が使用さ
れてもよい。任意で、相手コネクタ１０４に対するプラグコネクタ１０２の段階的嵌合を
可能にするために複数のロック開口１４０が設けられてもよい。例えば、プラグコネクタ
１０２は、最も前方に位置するロック開口１４０を使用して部分的に嵌合されてもよく、
或いは、プラグコネクタ１０２は、最も後方に位置するロック開口１４０を使用して完全
に嵌合されてもよい。ロック開口１４０は正面１２４に近接して位置決めされる。
【００５０】
　例示的実施形態では、プラグハウジング１２０は、コネクタ位置保証（ＣＰＡ）デバイ
ス１８０へのアクセスを提供にする開口１４２を含む。図示の実施形態では、開口１４２
は、正面１２４に近接して角部１３４に位置決めされる。他の実施形態では、開口１４２
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は他の個所に設けられてもよい。開口１４２は、以下により詳細に記述するように、ＣＰ
Ａデバイス１８０が軸方向にスライドできるように軸方向に細長くなっている。
【００５１】
　相手コネクタ１０４は嵌合ハウジング１５０を含む。嵌合ハウジング１５０は、相手コ
ネクタ１０４の正面１５４に位置する嵌合端１５２と正面１５４の反対側に位置する終端
１５６との間に延出している。例示的実施形態では、嵌合ハウジング１５０は、プラスチ
ック材料などの誘電材料から製造される。嵌合ハウジング１５０はモールド成型されても
よい。高電圧ケーブル１０６は終端１５６から延出する。嵌合端１５２は、プラグコネク
タ１０２と嵌合するように構成される。終端１５６にはケーブルリテーナ１５８が設けら
れる。ケーブルリテーナ１５８は高電圧ケーブル１０６にストレインリリーフを提供する
。
【００５２】
　例示的実施形態では、嵌合ハウジング１５０は、平坦な上面１６０と略Ｕ字形の底面１
６２を有する略Ｄ字形の外形を有する。角部１６４，１６６は一般的に上面１６０と底面
１６２の交差部分に画定される。任意で、角部１６４，１６６が丸められてもよい。或い
は、角部１６４，１６６は直交して直角をなしてもよい。
【００５３】
　嵌合ハウジング１５０は、相手コネクタ１０４をプラグコネクタ１０２に固定するロッ
ク機能部を含む。図示の実施形態では、ロック機能部は、プラグハウジング１２０のロッ
ク開口１４０に収容されてプラグコネクタ１０２を相手コネクタ１０４に固定するように
構成されたロックフィンガー１７０によって画定される。ロックフィンガー１７０は可撓
性である。ロックフィンガー１７０は、アーム１７２と、アーム１７２から延出する突起
１７４を含む。アーム１７２は、片持ち梁状になっており、内側に向かって撓ませられて
又は押圧されてロックフィンガー１７０をロック開口１４０から解放するように構成され
る。例示的実施形態では、アーム１７２の先端又はその近くに突起１７４が設けられてい
る。突起１７４は、前方を向いた傾斜面１７６と、後方を向いたロック壁１７８とを含む
。ロック壁１７８は、突起１７４がロック開口１４０内に位置するときにプラグハウジン
グ１２０と係合するように構成される。嵌合中は、傾斜面１７６がプラグハウジング１２
０に沿って乗り上げ、突起１７４がロック開口１４０と一直線上になるまでロックフィン
ガー１７０を強制的に内側に撓ませる。突起１７４は、ロック壁１７８がロック開口１４
０とロックするようにロック開口１４０内に入る。最も前方のロック開口１４０にロック
している突起１７４は、係合解除されているＨＶＩＬ回路と関連付けられ、それによって
、ケーブル１０６及び／又は１０８に沿って主電力を中断させる。突起１７４が最も前方
のロック開口１４０内にあるとき、相手コネクタ１０４とプラグコネクタ１０２内部の電
力端子は係合されている。最も後方のロック開口１４０でロックしている突起１７４は、
完全に係合しているＨＶＩＬ回路と関連付けられ、ケーブル１０６とケーブル１０８との
間で主電力が伝送される。同時に、コネクタ１０４，１０２内部の電力端子が更に係合さ
れる。
【００５４】
　相手コネクタ１０４は、ＣＰＡデバイス１８０を含む。ＣＰＡデバイス１８０によって
、プラグコネクタ１０２及び相手コネクタ１０４が完全に嵌合されることが保証される。
ＣＰＡデバイス１８０はコネクタ１０２，１０４を一緒に更にロックする。ＣＰＡデバイ
ス１０８は、コネクタ１０２，１０４同士が嵌合していることを視覚的に示す。図示の実
施形態では、ＣＰＡデバイス１８０は、嵌合ハウジング１５０に対してスライド可能に嵌
合されている。ＣＰＡデバイス１８０の一部は、ロックフィンガー１７０の下方又はその
半径方向内側に位置決めされる。ＣＰＡデバイス１８０は、事前ロック位置とロック位置
との間で移動可能である。事前ロック位置では、ＣＰＡデバイス１８０は、ＣＰＡデバイ
ス１８０がロックフィンガー１７０の内側への撓みを妨げないように、後方位置にスライ
ド又は位置決めされる。ロック位置では、ＣＰＡデバイス１８０は、ＣＰＡデバイス１８
０が、例えばアーム１７２の先端に近接するなど、アーム１７２と大体一直線上になるま
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で前方にスライドさせる。ＣＰＡデバイス１８０は、ロック位置ではロックフィンガー１
７０の撓みを阻止し、その結果、コネクタアセンブリ１００に補助的なロックを提供する
。他の実施形態では他の型のＣＰＡデバイス１８０が使用されてもよい。
【００５５】
　例示的実施形態では、嵌合ハウジング１５０は、車両内部の固定位置において相手コネ
クタ１０４を取り付けるための取付機能部を含む。例えば、嵌合ハウジング１５０は、相
手コネクタ１０４を取り付けるための１つ以上のクリップ１８２を含んでもよい。相手コ
ネクタ１０４は、嵌合ハウジング１５０を車両のシャーシ又は他の支持構造に固定するた
めの、例えばねじ付きファスナ１８４などのファスナを含んでもよい。他の実施形態では
他の型の取付機能部が使用されてもよい。
【００５６】
　例示的実施形態では、コネクタアセンブリ１００は、高電圧インターロック（ＨＶＩＬ
）回路１９０を含む。ＨＶＩＬ回路１９０は、第１のワイヤ１９２と第２のワイヤ１９４
を含む。他の実施形態では、ＨＶＩＬ回路１９０が更なるワイヤを含んでもよい。図示の
実施形態では、ＨＶＩＬ回路１９０は、ハウジング１２０，１５０によって提供される単
一ワイヤ間貫通口（ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ｗｉｒｅ　ｔｏ　ｓｉｎｇｌｅ　ｗｉｒｅ　ｐａ
ｓｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ）を有するインライン構成である。第１のワイヤ１９２は、プラグ
コネクタ１０２に関連し、第１の高電圧ケーブル１０６に沿って延出する。第２のワイヤ
１９４は相手コネクタ１０４に関連し、第２の高電圧ケーブル１０８に沿って延出する。
第１のワイヤ１９２と第２のワイヤ１９４は、ケーブル１０６，１０８の全長にわたって
ケーブル１０６，１０８に沿って配索される。或いは、第１ワイヤ１９２と第２のワイヤ
１９４は、ケーブル１０６，１０８及びコネクタ１０２，１０４から離れて車両の他の部
分へと配索されてもよい。
【００５７】
　ＨＶＩＬ回路１９０は、第１のワイヤ１９２の端部に対して終端された第１のＨＶＩＬ
端子１９６（図７に示す）と、第２のワイヤ１９４の端部に対して終端された第２のＨＶ
ＩＬ回路１９８を含む。端子１９６，１９８及びワイヤ１９２，１９４は、通常１９９で
参照されるＨＶＩＬコンダクタを画定する。プラグコネクタ１０２を相手コネクタ１０４
と嵌合させると、第１のＨＶＩＬ端子１９６と第２のＨＶＩＬ端子１９８とが嵌合されて
ＨＶＩＬ回路１９０を完成する。例示的実施形態では、ＨＶＩＬワイヤ１９２，１９４及
び対応する端子１９６，１９８はコネクタ１０２，１０４の角部１３６，１６６内を通る
ように配索される。ＨＶＩＬ回路１９０のコンポーネントは、角部１３６，１６６内を通
るＨＶＩＬコンポーネントの配索に加えて、又はその代わりに、角部１３４，１６４内に
配索されてもよい。角部１３６，１３４，１６４，１６６は余分な空間であり、ＨＶＩＬ
コンポーネントのために使用される。従って、ＨＶＩＬ回路１９０を組み込むことによっ
てコネクタ１０２，１０４が大きくなることはない。Ｄ字形プラグハウジング１２０と嵌
合ハウジング１５０はハウジング１２０，１５０間に方向性を提供する。Ｄ字形プラグハ
ウジング１２０と嵌合ハウジング１５０は、ＨＶＩＬ回路１９０のコンポーネントの配索
用の余分な空間を提供する。
【００５８】
　図３は、例示的実施形態に従って形成されたプラグインサート２２０の正面の斜視図で
ある。図４は、プラグハウジング１２０内に収容されたプラグインサート２２０を示すプ
ラグコネクタ１０２の正面の斜視図である。プラグインサート２２０は、プラグ端子２２
２（図７に示す）を保持するように構成される。
【００５９】
　プラグインサート２２０は、嵌合端２２４と、プラグ端子２２２を収容するプラグイン
サート２２０を軸方向に貫通する開口２２６を有する。例示的実施形態では、プラグイン
サート２２０は、プラスチック材料などの誘電材料から製造される。プラグインサート２
２０はモールド成型されてもよい。プラグインサート２２０は、嵌合端２２４が略Ｄ字形
の外形を有する。この外形は、平坦な上面２２８と略Ｕ字形の底面２３０を有する。角部
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２３２，２３４は一般的に上面２２８と底面２３０の交差部分に画定される。
【００６０】
　例示的実施形態では、プラグインサート２２０は、嵌合端２２４から後方に延出する溝
２３６，２３８を含む。溝２３６，２３８は、夫々、角部２３２，２３４に位置される。
例示的実施形態では、角部２３２，２３４にＨＶＩＬチャネル２４０，２４２が形成され
る。ＨＶＩＬチャネル２４０，２４２は、溝２３６，２３８に対して開口している。ＨＶ
ＩＬチャネル２４０，２４２はＨＶＩＬ回路１９０（図２に示す）のコンポーネントを収
容するように構成される。角部２３２，２３４は、余分な空間であり、ＨＶＩＬコンポー
ネントのために使用される。ＨＶＩＬコンポーネントを角部２３２，２３４内に組み入れ
ることでプラグインサート２２０の高さ又は幅が大きくなることはなく、従って、プラグ
インサート２２０の外形に悪影響を及ぼすことはない。角部２３２，２３４はＨＶＩＬ回
路１９０のコンポーネントを配索するための余分な空間を提供する。
【００６１】
　図４に示すように、プラグコネクタ１０２が組み立てられるとき、プラグインサート２
２０はプラグハウジング１２０のチャンバ２４４内に装着される。プラグハウジング１２
０はプラグインサート２２０の周囲を完全に包囲する。プラグインサート２２０は、チャ
ンバ２４４内に嵌合して固定されるようなサイズ及び形状を有する。例示的実施形態では
、プラグハウジング１２０は、嵌合端１２２にシュラウド２４６を有する。シュラウド２
４６は、相手コネクタ１０４（図２に示す）を収容する空間を環囲又は包囲する。
【００６２】
　図５は、例示的実施形態に従って形成された嵌合インサート２５０の正面の斜視図であ
る。図６は、嵌合ハウジング１５０に収容された嵌合インサート２５０を示す相手コネク
タ１０４の正面の斜視図である。嵌合インサート２５０は嵌合端子２５２（図７に示す）
を保持するように構成される。
【００６３】
　嵌合インサート２５０は、嵌合端２５４と、嵌合端子２５２を収容する嵌合インサート
２５０を軸方向に貫通する開口２５６を有する。例示的実施形態では、嵌合インサート２
５０は、プラスチック材料など、誘電材料から製造される。嵌合インサート２５０はモー
ルド成型されてもよい。嵌合インサート２５０は、嵌合端２５４が略Ｄ字形の外形を有す
る。この外形は、平坦な上面２５６と、略Ｕ字形の底面２６０を有する。角部２６２，２
６４は一般的に上面２５８と底面２６０の交差部分に画定される。
【００６４】
　例示的実施形態では、嵌合インサート２５０は、嵌合端２５４から前方に延出する延出
部２６６，２６８を含む。延出部２６６，２６８は夫々角部２６２，２６４に位置する。
例示的実施形態では、ＨＶＩＬチャネル２７０，２７２が延出部２６６，２６８及び／又
は角部２６２，２６４を貫通する。ＨＶＩＬチャネル２７０，２７２は、ＨＶＩＬ回路１
９０（図２に示す）のコンポーネントを収容するように構成される。角部２６２，２６４
は、余分な空間であり、ＨＶＩＬコンポーネントのために使用される。ＨＶＩＬコンポー
ネントを角部２６２，２６４に組み入れることで嵌合インサート２５０の高さ又は幅が大
きくなることはなく、従って嵌合インサート２５０の外形に悪影響を及ぼすことはない。
角部２６２，２６４は、ＨＶＩＬ回路１９０のコンポーネントを配索するための余分な空
間を提供する。
【００６５】
　図６に示すように、相手コネクタ１０４が組み立てられるとき、嵌合インサート２５０
は嵌合ハウジング１５０のチャンバ２７４内に装着される。嵌合ハウジング１５０は、嵌
合インサート２５０の周囲を完全に包囲する。嵌合インサート２５０は、チャンバ２７４
内に嵌合して固定されるようなサイズ及び形状を有する。
【００６６】
　図７は、相手コネクタ１０４と嵌合したプラグコネクタ１０２を示すコネクタアセンブ
リ１００の断面図である。図７は、インライン構成のＨＶＩＬ回路１９０のコンポーネン
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トを図示する。
【００６７】
　組み立てられる際、プラグ端子２２２はプラグインサート２２０内に装着される。プラ
グ端子２２２及びプラグインサート２２０はともにプラグインサートサブアセンブリ２８
０を画定する。プラグ端子２２２は、高電圧ケーブル１０６の端部に対して終端する。プ
ラグインサートサブアセンブリ２８０はプラグハウジング１２０内に装着される。終端端
部１２６にはグロメット２８４が設けられ、図８に図示されている。グロメット２８４は
、高電圧ケーブル１０６の入口を密閉する。プラグハウジング１２０にはケーブルリテー
ナ１２８が連結される。ケーブルリテーナ１２８は、プラグハウジング１２０内のグロメ
ット２８４を保持する。
【００６８】
　例示的実施形態では、グロメット２８４は、ＨＶＩＬ回路１９０のワイヤ１９２を収容
する少なくとも１つのグロメット開口２８６を含む。ワイヤ１９２は、プラグハウジング
１２０の内部チャンバ２４４内に延出する。ワイヤ１９２は、ケーブルリテーナ１２８及
びグロメット２８４を通ってＨＶＩＬチャネル２４０（図３に示す）内に延出する。ＨＶ
ＩＬ端子１９６は、ワイヤ１９２の端部に対して終端する。ＨＶＩＬ端子１９６は、ＨＶ
ＩＬチャネル２４０を通って溝２３６（図３に示す）内に延出する。任意で、ＨＶＩＬ端
子１９６は、例えば締り嵌めによって、又は掛かり（ｂａｒｂ）、爪（ｔｉｎｅ）、又は
フィンガーを使用することによって、ＨＶＩＬチャネル２４０内に固定されて、ＨＶＩＬ
端子１９６を適切な位置に保持してもよい。
【００６９】
　組み立てられる際、嵌合端子２５２は嵌合インサート２５０内に装着される。嵌合端子
２５２及び嵌合インサート２５０はともに嵌合インサートサブアセンブリ２９０を画定す
る。嵌合端子２５２は、高電圧ケーブル１０８の端部に対して終端する。嵌合インサート
サブアセンブリ２９０は嵌合ハウジング１５０内に装着される。終端端部１５６にはグロ
メット２９４が設けられる。グロメット２９４はグロメット２８４と類似又は同一のもの
でもよい。グロメット２９４は、高電圧ケーブル１０８の入口を密閉する。嵌合ハウジン
グ１５０にはケーブルリテーナ１５８が連結される。ケーブルリテーナ１５８は、嵌合ハ
ウジング１５０内のグロメット２９４を保持する。
【００７０】
　例示的実施形態では、グロメット２９４は、ＨＶＩＬ回路１９０のワイヤ１９４を収容
する少なくとも１つのグロメット開口２９６を含む。ワイヤ１９４は、嵌合ハウジング１
５０の内部チャンバ２７４内に延出する。ワイヤ１９４は、ケーブルリテーナ１５８及び
グロメット２９４を通ってＨＶＩＬチャネル２７０（図５に示す）内に延出する。ＨＶＩ
Ｌ端子１９８は、ワイヤ１９４の端部に対して終端する。ＨＶＩＬ端子１９８は、ＨＶＩ
Ｌチャネル２７０を通って延出部２６６（図５に示す）内に延出する。任意で、ＨＶＩＬ
端子１９８は、例えば締り嵌めによって、又は掛かり（ｂａｒｂ）、爪（ｔｉｎｅ）、又
はフィンガーを使用することによって、ＨＶＩＬチャネル２７０内に固定されてＨＶＩＬ
端子１９８を適切な位置に保持してもよい。ＨＶＩＬ回路１９６は、プラグコネクタ１０
２が相手コネクタ１０４と嵌合されるとＨＶＩＬ端子１９８へ嵌合される。
【００７１】
　図８はグロメット２８４を図示する。グロメット２８４は、第１の高電圧ケーブル１０
６を収容するケーブルチャネル２８８を含む。グロメット２８４は、グロメット２８４の
角部にグロメット開口２８６を備える略Ｄ字形状を有している。
【００７２】
　図９はプラグ端子２２２を図示する。プラグ端子２２２は、嵌合端３０２と終端３０４
との間に延出する導電本体３００を有する。終端３０４は、第１の高電圧ケーブル１０６
に対して終端する。任意で、終端３０４は、ケーブル１０６に対して圧着されてもよい。
終端３０４は、他の実施形態では他の手段又は方法によって終端されてもよい。
【００７３】
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　図示の実施形態では、嵌合端３０２はソケット又は雌端子を画定する。プラグ端子２２
２は、嵌合端３０２に近接した溝３０６を含む。溝３０６はショルダ３０８によって画定
される。溝３０６及びショルダ３０８は、以下により詳細に記述するように、プラグイン
サート２２０（図３に示す）内にプラグ端子２２２を固定するために使用される。本体３
００は嵌合端３０２に直径３１０を有する。直径３１０は特定のタイプのプラグ端子２２
２を画定する。任意で、コネクタアセンブリ１００（図１に示す）は、以下により詳細に
記述するように、異なる直径を有する異なるタイプのプラグ端子に対応してもよい。
【００７４】
　図１０は、プラグ端子２２２´を図示する。プラグ端子２２２´はプラグ端子２２２（
図９に示す）と類似している。プラグ端子２２２´は、プラグ端子２２２とは異なるタイ
プのものである。プラグ端子２２２´はプラグ端子２２２よりも大きな直径を有する。例
えば、プラグ端子２２２´は約１１．３ｍｍの内径（ソケット内側）を有するが、プラグ
端子２２２は約８．３ｍｍの内径を有する。他の実施形態では他の直径を有するプラグ端
子が設けられてもよい。
【００７５】
　プラグ端子２２２´は嵌合端３２２と終端３２４との間に延出する導電体３２０を有す
る。終端３２４は第１の高電圧ケーブル１０６に対して終端する。任意で、終端３２４は
ケーブル１０６に対して圧着されてもよい。他の実施形態では終端２３４は他の手段又は
方法によって終端されてもよい。
【００７６】
　図示の実施形態では、嵌合端３２２はソケット又は雌端子を画定する。プラグ端子２２
２´は、嵌合端３２２の後方に溝３２６を含む。溝３２６は外側に向かって延出する舌部
（ｔａｎｇｓ）３２９を有するクリップ３２８を収容する。舌部３２９は、以下に更に詳
細に記述するように、プラグインサート２２０´（図１４に示す）内にプラグ端子２２２
´を固定するために使用される。本体３２０は嵌合端３２２に直径３３０を有する。直径
３３０は特定のタイプのプラグ端子２２２´を画定する。直径３３０は直径３１０（図９
に示す）よりも大きい。
【００７７】
　図１１は、例示的実施形態に従う嵌合端子２５２を図示する。嵌合端子２５２は、嵌合
端３５２と終端３５４との間に延出する導電本体３５０を有する。終端３５４は第２の高
電圧ケーブル１０８に対して終端する。任意で、終端３５４はケーブル１０８に対して圧
着されてもよい。他の実施形態では終端３５４は他の手段又は方法によって終端されても
よい。
【００７８】
　図示の実施形態では、嵌合端３５２はピン又は雄端子を画定する。嵌合端子２５２は嵌
合端３５２に近接した溝３５６を含む。溝３５６はショルダ３５８によって画定される。
溝３５６及びショルダ３５２は、以下により詳細に記述するように、嵌合インサート２５
０（図５に示す）内に嵌合端子２５２を固定するために使用される。本体３５０は嵌合端
３５２に直径３６０を有する。直径３６０は特定のタイプの嵌合端子２５２を画定する。
任意で、コネクタアセンブリ１００（図１に示す）は、以下により詳細に記述するように
、異なる直径を有する異なるタイプの嵌合端子に対応してもよい。
【００７９】
　図１２は、嵌合端子２５２´を図示する。嵌合端子２５２´は嵌合端子２５２（図１に
示す）と類似している。嵌合端子２５２´は嵌合端子２５２とは異なるタイプのものであ
る。嵌合端子２５２´は、嵌合端子２５２よりも大きな直径を有する。例えば、嵌合端子
２５２´は約１１ｍｍの外径３８０を有するが、嵌合端子２５２は約８ｍｍの外径を有す
る。他の実施形態では他の外径を有する嵌合端子が設けられてもよい。
【００８０】
　嵌合端子２５２´は、嵌合端３７２と終端３７４との間に延出する導電本体３７０を有
する。終端３７４は第２の高電圧ケーブル１０８に対して終端する。任意で、終端３７４
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はケーブル１０８に対して圧着されてもよい。他の実施形態では終端３７４は他の手段又
は方法によって終端されてもよい。
【００８１】
　図示の実施形態では、嵌合端３７２はピン又は雄端子を画定する。嵌合端子２５２´は
嵌合端３７２の後方に溝３７６を含む。溝３７６は、外側に向かって延出する舌部３７９
を有するクリップ３７８を収容する。舌部３７９は、以下により詳細に記述するように、
嵌合インサート２５０´（図１４に示す）内で嵌合端子２５２´を固定するために使用さ
れる。本体３７０は、嵌合端３７２に直径３８０を有する。直径３８０が特定のタイプの
嵌合端子２５２´を画定する。直径３８０は直径３６０（図１１に示す）よりも大きい。
【００８２】
　図１３は、図１に示す線１３－１３に沿って切断されたコネクタアセンブリ１００の断
面図である。図１４は、プラグ端子２２２´と嵌合端子２５２´を通って切断されたプラ
グ端子２２２´及び嵌合端子２５２´を使用するコネクタアセンブリ１００の断面図であ
る。図１３及び１４に示す実施形態は互いに類似している。両実施形態は同一のプラグハ
ウジング１２０及び嵌合ハウジング１５０を使用する。しかしながら、異なるインサート
サブアセンブリが使用されている。例えば、図１３の実施形態では、プラグインサートサ
ブアセンブリ２８０及び嵌合インサートサブアセンブリ２９０は、プラグ端子２２２及び
嵌合端子２５２とともに使用される。図１４に示す実施形態では、図１３の実施形態のプ
ラグインサート２２０及び嵌合インサート２５０とは異なるプラグインサート２２０´及
び嵌合インサート２５０´を有するインサートサブアセンブリ２８０´，２９０´が利用
されている。プラグインサート２２０´はより大きなプラグ端子２２２´を収容するよう
に構成される。プラグインサート２２０´はプラグインサート２２０と同一の外形を有し
、いずれのプラグインサート２２０，２２０´も同一のプラグハウジング１２０内に装着
されることができるようになる。嵌合インサート２５０´はより大きな嵌合端子２５２´
を収容するように構成される。嵌合インサート２５０´は嵌合インサート２５０と同一の
外形を有し、いずれの嵌合インサート２５０，２５０´も同一の嵌合ハウジング１５０内
に装着されることができるようになる。プラグインサートサブアセンブリ２８０，２８０
´及び嵌合インサートサブアセンブリ２９０，２９０´は、総称的にインサートサブアセ
ンブリと呼ぶこともあり、例えば第１のインサートサブアセンブリ、第２のインサートサ
ブアセンブリなどの名称を有することもある。第１及び第２のという用語は、プラグ又は
嵌合インサートサブアセンブリのいずれかを指すために交換可能に使用される場合がある
。
【００８３】
　図１３を参照すると、プラグインサート２２０は開口２２６内にプラグ端子２２２及び
ケーブル１０６を収容している。プラグインサート２２０は、開口２２６内に延出する可
撓性フィンガー３９０を有する。フィンガー３９０は、ショルダ３０８の背後の溝３０６
内に収容される突起３９２を有する。フィンガー３９０及び突起３９２はプラグ端子２２
２と係合してプラグインサート２２０内にプラグ端子２２２を保持する。突起３９２はプ
ラグインサート２２０からのプラグ端子２２２の後方への移動を阻止する。
【００８４】
　嵌合インサート２５０は、開口２５６内に嵌合端子２５２及びケーブル１０８を収容す
る。嵌合インサート２５０は、開口２５６内に延出する可撓性フィンガー３９４を有する
。フィンガー３９４は、ショルダ３５８の背後の溝３５６内に収容される突起３９６を有
する。フィンガー３９４及び突起３９６は嵌合端子２５２と係合して嵌合インサート２５
０内に嵌合端子２５２を保持する。突起３９６は嵌合インサート２５０からの嵌合端子２
５２の後方への移動を阻止する。
【００８５】
　図１４を参照すると、プラグインサート２２０´は、より大きなプラグ端子２２２´を
収容するサイズと形状を有する。プラグインサート２２０´はロックショルダ３９８を有
する。クリップ３２８の舌部３２９はロックショルダ３９８と係合してプラグインサート
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２２０´内にプラグ端子２２２´を保持する。嵌合インサート２５０´は、より大きな嵌
合端子２５２´を収容するサイズ及び形状を有する。嵌合インサート２５０´はロックシ
ョルダ４００を有する。クリップ３７８の舌部３７９はロックショルダ４００と係合して
嵌合インサート２５０´内に嵌合端子２５２´を保持する。
【００８６】
　図１３を参照すると、組み立てられると、プラグコネクタ１０２は相手コネクタ１０４
に対してロックされ密閉される。ロックフィンガー１７０は、相手コネクタ１０４に対し
てプラグコネクタ１０２を固定するために使用される。ロックフィンガー１７０の突起１
７４は、プラグハウジング１２０のロック開口１４０内に収容される。嵌合ハウジング１
５０の嵌合端１５２はプラグハウジング１２０のチャンバ２４４内に装着される。シュラ
ウド２４６は嵌合ハウジング１５０を包囲する。
【００８７】
　例示的実施形態では、プラグハウジング１２０はチャンバ２４４内に密閉ウェル４１０
を有する。密閉ウェル４１０は界面シール４１２を保持する。界面シール４１２は、プラ
グコネクタ１０２と相手コネクタ１０４との間を密閉するために使用される。嵌合ハウジ
ング１５０は、正面１５４にシールシュラウド４１４を有する。シールシュラウド４１４
は、嵌合ハウジング１５０の後方部分に対して半径方向外側に向かって段差が付けられて
いる。シールシュラウド４１４はシールウェル４１０内に収容される。シールシュラウド
４１４は界面シール４１２と係合してシール４１２と嵌合ハウジング１５０との間を密閉
する。
【００８８】
　例示的実施形態では、シールシュラウド４１４は、ロックフィンガー１７０の軸方向前
方に位置決めされている。ロック機能部とシール機能部を半径方向にずらす（例えば、ロ
ックフィンガー１７０をシールシュラウド４１４の半径方向外側に位置決めする）のでは
なく、ロック機能部及びシール機能部を軸方向にずらすことによって、コネクタアセンブ
リ１００は全体のサイズが減少する。例えば、コネクタアセンブリ１００の外周囲長は、
ロックフィンガーをシールシュラウドの半径方向外側に位置決めした実施形態と比較して
減少する。
【００８９】
　図１５は、例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリ５００を図示する。
コネクタアセンブリ５００は、プラグコネクタ１０２と相手コネクタ５０４を含む。例示
的実施形態では、相手コネクタ５０４は、車両のパネル、シャーシ、又はその他の部分、
又はデバイスに取り付けられるように構成されたヘッダ構成を有する。
【００９０】
　相手コネクタ５０４は、ヘッダハウジング５１０を有する。プラグハウジング１２０は
、ヘッダハウジング５１０に嵌合する。嵌合端子５１２は、プラグコネクタ１０２と係合
するためにヘッダハウジング５１０に収容される。図１５は、ＨＶＩＬ回路用のインライ
ンＨＶＩＬ構成を図示する。
【００９１】
　図１６は、相手コネクタ５０４の正面の斜視図である。図１７は、嵌合端子５１２（図
１６に示す）を保持する嵌合インサート５１４の正面の斜視図である。ヘッダハウジング
５１０は、相手コネクタ５０４をデバイス又はシャーシのパネルに取り付けるために使用
されるパネル５１６を含む。嵌合インサート５１４は、ヘッダハウジング５１０内に装着
された時のパネル５１６と係合して嵌合インサート５１４をヘッダハウジング５１０内で
位置決めするフランジ５１８を含む。
【００９２】
　嵌合インサート５１４は、嵌合インサート２５０（図５に示す）と類似の特徴を含む。
嵌合インサート５１４は、その嵌合端５２４において嵌合インサート５１４の角部に延出
部５２０，５２２を含む。延出部５２０，５２２にはＨＶＩＬチャネルが貫通している。
嵌合端５２４及び延出部５２０，５２２は、プラグコネクタ１０２と嵌合するための嵌合
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インサート２５０と類似のサイズ及び形状を有してもよい。
【００９３】
　ヘッダハウジング５１０は、プラグコネクタ１０２を相手コネクタ５０４に固定するた
めのロック機能部を含む。図示の実施形態では、ヘッダハウジング５１０はロックフィン
ガー５２６を有し、このロックフィンガー５２６はロックフィンガー１７０（図２に示す
）と類似でもよい。ヘッダハウジング５１０はシールシュラウド５２８を含み、このシー
ルシュラウド５２８はプラグコネクタ１０２に対して密閉するためのシールシュラウド４
１４（図１３に示す）と類似でもよい。
【００９４】
　例示的実施形態では、ヘッダハウジング５１０は、異なるサイズの嵌合端子を保持する
嵌合インサートなどの異なる嵌合インサートを収容するように構成されている。同一のヘ
ッダハウジング５１０が異なる嵌合インサートに対応可能である。このような構成によっ
て、製品ラインの工具費を削減することができる。
【００９５】
　図１８は、図１に示すインライン構成とは反対のループ又はシャント構成を有するＨＶ
ＩＬ回路６００を示すコネクタアセンブリ１００の斜視図である。その他のコンポーネン
ト（例えば、ハウジング、インサート、端子など）は図１に示す実施形態と同一又は類似
であるが、ＶＩＬ回路６００は異なる。図１９は、ＨＶＩＬ回路を明解に示すためにプラ
グ及び嵌合ハウジング１２０，１５０を取り除いた状態のコネクタアセンブリ１００を示
す。ＨＶＩＬ回路６００は、シャントされ、シャント６０２を含む。シャント６０２は、
プラグコネクタ１０２内に配索されたシャントワイヤ６０４を含む。ＨＶＩＬ回路６００
の第１のワイヤ６０６及び第２のワイヤ６０８は相手コネクタ１０４を通るように配索さ
れ、相手コネクタ１０４の後部から延出する。ワイヤ６０６，６０８は、ケーブルリテー
ナ１５８内の開口を貫通して延出する。ワイヤ６０６，６０８は、グロメット２９４及び
インサート２２０，２５０を通るように配索される。
【００９６】
　図２０は、ＨＶＩＬ回路６００（図１８及び図１９に示す）を使用するコネクタアセン
ブリ５００（図１５に示す）の斜視図である。ＨＶＩＬ回路６００は相手コネクタ５０４
及びプラグコネクタ１０２とともに使用される。ＨＶＩＬ回路６００の第１のワイヤ６０
６及び第２のワイヤ６０８は、相手コネクタ５０４を通るように配索され、相手コネクタ
５０４の後部から延出する。
【００９７】
　図２１は、例示的実施形態に従って形成されたコネクタアセンブリ７００の斜視図であ
る。コネクタアセンブリ７００は、コネクタアセンブリ１００（図１に示す）に類似して
いるが、コネクタアセンブリ７００は、ループ構成を有するＨＶＩＬ回路７０１であって
、コネクタアセンブリ１００とは異なる個所からコネクタアセンブリ７００のコネクタに
出入りするコンポーネントを含むＨＶＩＬ回路７００を含む。他の実施形態では、ＨＶＩ
Ｌ回路は、シャントされるのではなく、インライン回路であってもよい。
【００９８】
　コネクタアセンブリ７００は、プラグコネクタ７０２及び相手コネクタ７０４を含む。
プラグコネクタ７０２はプラグコネクタ１０２（図２に示す）と類似しているが、プラグ
コネクタ７０２は、その外側に、ＨＶＩＬ回路７０１のシャントワイヤ７０８を保持する
タブ７０６を含む。シャントワイヤ７０８は、プラグコネクタ７０２のプラグハウジング
７２０に、その後方対向壁７１２の開口７１０を通って出入りする。シャントワイヤ７０
８はプラグハウジング７２０から出るように配索され、シャントワイヤの一部がプラグコ
ネクタ７０２の外側にあるようにする。シャントワイヤ７０８は、例えばグロメット又は
シールを使用することによって、入口及び出口の個所で密閉される。
【００９９】
　相手コネクタ７０４は相手コネクタ１０４（図２に示す）と類似しているが、相手コネ
クタ７０４はその外側にタブ７０６と類似のタブ７１４を含む。実施形態によっては、シ
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ャントワイヤ７０８が相手コネクタ７０４によって保持され、タブ７１４によって固定さ
れてもよい。ＨＶＩＬ回路７０１の第１及び第２のＨＶＩＬワイヤ７１６，７１８は、相
手コネクタ７０４の嵌合ハウジング７５０から、その後方対向壁の開口を通って出る。相
手コネクタ７０４がシャントワイヤ７０８を保持する際、シャントワイヤ７０８は上記開
口を通って嵌合ハウジング７５０に出入りしてもよい。
【０１００】
　図２２は、コネクタアセンブリ７００の断面図である。ＨＶＩＬ回路７０１は、第１の
ＨＶＩＬワイヤ７１６に対して終端するＨＶＩＬ端子７３０を含む（第２のＨＶＩＬワイ
ヤ７１８に対して類似のＨＶＩＬ端子が終端する）。ＨＶＩＬ回路７０１は、シャントワ
イヤ７０８の一端に対して終端するシャント端子７３２を含む（シャントワイヤ７０８の
他端には類似のシャント端子が終端し、第２のＨＶＩＬワイヤ７１８に対して終端したＨ
ＶＩＬ端子と嵌合する）。シャント端子７３２はＨＶＩＬ端子７３０と嵌合される。シャ
ント端子７３２とＨＶＩＬ端子７３０との間の嵌合はハウジング７２０，７５０の内部で
生じる。図示の実施形態では、シャント端子７３２はソケット端子であり、ＨＶＩＬ端子
はピン端子であるが、他の実施形態では、この組み合わせは逆にしてもよいし、他のタイ
プの端子が使用されてもよい。例示的実施形態では、ＨＶＩＬ回路７０１のワイヤ及び／
又は端子は、ハウジング７２０，７５０の入口／出口の個所で密閉される。
【０１０１】
　図２３は、プラグハウジング７２０の背面の斜視図である。図２４は、プラグハウジン
グ７２０の正面の斜視図である。図２５は、プラグインサート７４０をプラグハウジング
７２０内に装着した状態のプラグコネクタ７０２の正面の斜視図である。任意で、異なる
タイプのプラグインサートをプラグハウジング７２０内に装着して異なるプラグコネクタ
を画定してもよい。例えば、異なるサイズ及び形状の端子を保持するプラグインサートが
同一のプラグハウジング７２０内に装着されてもよい。
【０１０２】
　プラグハウジング７２０はＤ字形である。プラグハウジング７２０は、貫通して延出す
る開口７１０を含む。開口７１０は、シャントワイヤ７０８及びシャント端子７３２（図
２２に示す）を収容するハウジング７２０のＨＶＩＬチャネル７４２，７４４へのアクセ
スを提供する。
【０１０３】
　図２６は、嵌合ハウジング７５０の背面の斜視図である。図２７は、嵌合ハウジング７
５０の正面の斜視図である。図２８は、嵌合インサート７５２を嵌合ハウジング７５０内
に装着した状態の相手コネクタ７０４の正面の斜視図である。任意で、異なるタイプの嵌
合インサートを嵌合ハウジング７５０内に装着して異なる相手コネクタを画定してもよい
。例えば、異なるサイズ及び形状の端子を保持する嵌合インサートが同一の嵌合ハウジン
グ７５０内に装着されてもよい。
【０１０４】
　嵌合ハウジング７５０はＤ字形である。嵌合ハウジング７５０は、貫通して延出する開
口７５４を含む。開口７５４は、ＨＶＩＬワイヤ７１６，７１８及びＨＶＩＬ端子７３０
，７３１を収容するハウジング７５０のＨＶＩＬチャネル７５６，７５８へのアクセスを
提供する。
【０１０５】
　図２９は、ＨＶＩＬ回路８００を備えたコネクタアセンブリ１００を図示する。コネク
タアセンブリ１００は図１に示すコネクタアセンブリ１００と同一であるが、ＨＶＩＬ回
路８００は図１のＨＶＩＬ回路とは異なる。ＨＶＩＬ回路８００は、インライン構成では
なく、相手コネクタ１０４にシャントを有するループ又はシャント構成である。ＨＶＩＬ
回路６００（図１８及び図１９に示す）とは対照的に、ＨＶＩＬ回路８００のシャントは
、プラグハウジング１２０の内部ではなく、嵌合ハウジング１５０の内部に配索される。
第１のＨＶＩＬワイヤ８０２及び第２のＨＶＩＬワイヤ８０４はプラグコネクタ１０２か
ら後方に延出する。
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【０１０６】
　図３０は、ＨＶＩＬ回路８１０を備える、図１５の実施形態に類似のコネクタアセンブ
リ５００を図示する。ＨＶＩＬ回路８１０は、図１５の実施形態のインライン構成とは反
対に、相手コネクタ５０４内にシャントを有するループ又はシャント構成である。シャン
トはヘッダハウジング５１０の内部に配索される。第１のＨＶＩＬワイヤ８１２及び第２
のＨＶＩＬワイヤ８１４はプラグコネクタ１０２から後方に延出する。
【０１０７】
　図３１は、図２１の実施形態と比較して反転したループ又はシャント構成のＨＶＩＬ回
路７０１を備えるコネクタアセンブリ７００を図示する。シャントワイヤ７０８は、図２
１の実施形態のようなプラグコネクタ７０２とは対照的に、相手コネクタ７０４によって
保持される。シャントワイヤ７０８はタブ７１４によって固定される。ＨＶＩＬの第１の
ＨＶＩＬワイヤ７１６及び第２のＨＶＩＬワイヤ７１８は、プラグコネクタ７０２によっ
て保持される。第１のＨＶＩＬワイヤ７１６及び第２のＨＶＩＬワイヤ７１８はプラグハ
ウジング７２０の開口７１０から延出する。
【０１０８】
　本書に記述されたコンポーネントは、大抵、例えばプラグハウジング及び嵌合ハウジン
グ、プラグインサート又は嵌合インサート、プラグ端子又は嵌合端子など、「プラグ」又
は「嵌合」などの修飾語句によって特定されているが、このようなコンポーネントは、例
えばハウジング、インサート、端子など、修飾語句を伴わずにより一般的に示されてもよ
い。このようなコンポーネントは、第１、第２、第３、第４などの修飾語句によって特定
されてもよく、プラグコネクタ又は相手コネクタのコンポーネントを特に示すものではな
い。例えば、請求項はハウジングを参照する場合があり、このハウジングは、プラグハウ
ジング、嵌合ハウジング、又はその他の型のコネクタのハウジングを構成する可能性があ
る。請求項は、同様に、第１のハウジング及び第２のハウジングを示す場合があり、これ
ら第１及び第２のハウジングは、夫々プラグハウジング及び嵌合ハウジングを構成する可
能性があり、或いは、夫々嵌合ハウジング及びプラグハウジングを構成する可能性がある
。
【０１０９】
　上記の記述は、例示的なものであり、限定的なものではないことが理解されるべきであ
る。例えば、上記の実施形態（及び／又はその態様）は、互いに組み合わせて使用されて
もよい。加えて、特定の状況又は材料を本発明の範囲から逸脱することなく本発明の教示
に合わせるために多くの修正がなされてもよい。請求項の精神及び範囲内のその他の多く
の実施形態及び修正は上記の記述を再検討すれば当業者には明らかになる。
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