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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－少なくとも１つの第１電気接点（１２０、１２１）と、前記第１電気接点と一体的に
動作する第１磁性部品（１３）とを備え、前記第１磁性部品（１３）が、前記第１電気接
点（１２０、１２１）がソケット（１）の内部に格納される第１位置と、前記第１電気接
点（１２０、１２１）がソケット（１）の外側にある第２位置との間で移動可能である、
ソケット（１）と、
　－前記ソケットに嵌合するように意図され、前記第１電気接点（１２０、１２１）が前
記ソケット（１）の外側にあるときに電気的に接続するように意図された少なくとも１つ
の第２電気接点（２２０、２２１）と、プラグが前記ソケットに嵌合されたときに前記第
１磁性部品（１３）に対向して配置され、磁気効果によって前記第１磁性部品（１３）を
その第２位置に変位させて、前記第１電気接点（１２０、１２１）を前記ソケットの外側
に移動させる第２磁性部品（２３）とを備えるプラグ（２）と、
　を有する電気コネクタアセンブリであって、
　－前記第１磁性部品（１３）又は前記第２磁性部品（２３）は、前記ソケット（１）に
前記プラグ（２）を近づけたときに磁気回路を形成するように、少なくとも１つの永久磁
石（１５、１６、２５、２６）を備え、
　－前記第１磁性部品（１３）は、第１エアギャップ面（Ｓ１）と第２エアギャップ面（
Ｓ１０）と、一方で該第１エアギャップ面と反対側の面に、他方で該第２エアギャップ面
と反対側の面に固定された第１強磁性片とを有し、
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　－前記第２磁性部品（２３）は、前記プラグ（２）を前記ソケット（１）に近づけたと
きに、第１エアギャップを形成するように、前記第１磁性部品（１３）の前記第１エアギ
ャップ面（Ｓ１）に対向する第１エアギャップ面（Ｓ２）と、第２エアギャップを形成す
るように前記第１磁性部品（１３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ１０）に対向する第２
エアギャップ面（Ｓ２０）と、一方で該第１エアギャップ面と反対側の面に、他方で該第
２エアギャップ面と反対側の面に固定された第２強磁性片とを有し、
　－前記第１強磁性片（１３０）は、接合面に平行に配置されたループ形状の構造を示し
、前記第２強磁性片（２３０）は、前記第１強磁性片と同じ構造を示し、前記第１及び前
記第２強磁性片はそれぞれ２つの側部を有し、
　－前記磁気回路は、前記第１磁性部品と前記第２磁性部品との間に形成され、前記第１
エアギャップを通過し、そして、前記第１強磁性片（１３０）の２つの側部を平行に、同
じ方向に通過し、次いで、前記第２エアギャップを通過し、そして、前記第２強磁性片（
２３０）の２つの側部を平行に、同じ方向に通過する、
　ことを特徴とする、
　電気コネクタアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１強磁性片（１３０）は環状であり、接合面に平行に配置され、前記第２強磁性
片（２３０）は、前記接合面と平行に配置された環状であることを特徴とする、
　請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記永久磁石（２５）は、前記第２強磁性片（２３０）の第１環状部に固定され、前記
第２磁性部品（２３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ２）を形成する、
　請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項４】
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁
石（２５）と対称的に第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を
形成する、前記第１強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された強磁性材料からなる２
つの素子と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ２０）を形成する、前記第
２強磁性片（２３０）の第２環状部に固定された永久磁石（２６）と、
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を
形成する、前記第１強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された強磁性材料からなる２
つの素子と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ２０）を形成する、前記第
２強磁性片（２３０）の第２環状部に固定された永久磁石（２６）と、
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ１）及び前記第２エアギャ
ップ面（Ｓ１０）を形成する、前記第１強磁性片（１３０）の２つの環状部に対称的に固
定された２つの永久磁石（１５、１６）と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁
石（２５）と対称的に第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
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　－前記第１磁性部品（１３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ１）を形成する、前記第１
強磁性片の第１環状部に固定された永久磁石（１５）と、
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ１０）を形成するように、
前記永久磁石（１５）と対照的に前記第１強磁性片（１３０）の第２環状部に固定された
強磁性材料からなる素子と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記永久磁石（１５）は、前記第１強磁性片（１３０）の第１環状部に固定され、前記
第１磁性部品（１３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ１）を形成する、
　請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項９】
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ１０）を形成するように、
前記永久磁石（１５）と対照的に、前記第１強磁性片（１３０）の第２環状部に固定され
た強磁性材料からなる素子と、
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ２）及び前記第２エアギャ
ップ面（Ｓ２０）を形成する、前記第２強磁性片（２３０）の２つの環状部に対称的に固
定された強磁性材料からなる２つの素子と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ１０）を形成する、前記第
１強磁性片（１３０）の第２環状部に固定された永久磁石（１６）と、
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ２）及び前記第２エアギャ
ップ（Ｓ２０）を形成する、前記第２強磁性片（２３０）の２つの環状部に対照的に固定
され、強磁性材料からなる２つの素子と、
　を備えることを特徴とする、
　請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　－前記第１磁性部品（１３）の前記第２エアギャップ面（Ｓ１０）を形成する、前記第
１強磁性片（１３０）の第２環状部に固定された永久磁石（１６）と、
　－前記第２磁性部品（２３）の前記第１エアギャップ面（Ｓ２）及び前記第２エアギャ
ップ（Ｓ２０）を形成する、前記第２強磁性片（２３０）の２つの環状部に対称的に固定
された２つの永久磁石（２５、２６）と、
　を備えることを特徴とする
　請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１２】
　前記プラグ（２）はケーシング（２０）を備え、前記第２磁性部品（２３）は前記ケー
シング内で自由に回転するように配置されていることを特徴とする、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項１３】
　前記第１磁性部品（１３）及び前記第２磁性部品（２３）は、前記磁気回路が前記第１
電気接点及び前記第２電気接点を囲む磁束を生成するように配置されていることを特徴と
する、
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気コネクタアセンブリに関する。電気コネクタアセンブリは、ソケットと
、該ソケットに嵌合するように意図された電気プラグとを備える。プラグとソケットとの
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接続は磁気効果によって達成される。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第２０１２／０３２２３０号は、ソケットと、該ソケットに嵌合するように意
図された電気プラグとを含む電気コネクタアセンブリを記載している。プラグは、ソケッ
トの２つの電気接点に電気的に接続するための２つの電気トラックを含む。２つの電気接
点は、接続される機器が使用されていないときに該接点へのアクセスを防止するために、
ソケット内の格納位置とソケット外の位置との間の移動の特殊性を示す。プラグをソケッ
トに近づけると、プラグに組み込まれた永久磁石と、ソケット内に収容され、電気接点と
一体である可動磁気素子とを含む磁気制御手段により、ソケットから電気接点を引き出す
ことができる。磁気素子と永久磁石は共に環状であり、それらの間に円形のエアギャップ
を生成するように互いに向き合っている。この解決策では、永久磁石によって生成された
磁場の線は、エアギャップ内に集中するが、永久磁石の反対面を満たすように空気中にル
ープバックし、磁気の解決策をむしろ無効にする。
【０００３】
　欧州特許出願公開第２６６７４５９号明細書はまた、ソケットと、該ソケットに嵌合す
るように意図された電気プラグとを含む電気コネクタアセンブリを記載している。この文
書は、電気接点の引き出しのための改良された磁気構造を記載している。この構造は、プ
ラグとソケットとの間に磁気回路を形成することに基づいており、プラグに収容された第
１部分とソケットに収容された第２部分で形成された磁気ヨークを含む。プラグがソケッ
トから離れているとき、プラグ内に存在する永久磁石によって生成された磁場の線は、プ
ラグの磁気回路内でループバックする傾向がある。従って、プラグがソケットに近づけら
れると、磁気効果が減衰され、電気接点の引き出しを行うのに用いられる磁石の量がより
重要になる。さらに、磁気効果に対する懸念に加えて、この構造は２つの他の欠点を有す
る：
－３つの異なるエアギャップが存在し、より複雑になり、より多くの磁気漏洩を発生させ
る。
－外側に磁気ヨークが存在すると、大きなバルクが発生する。
【０００４】
　仏国特許出願公開第３０１２２６３号明細書は、欧州特許出願公開第２６６７４５９号
明細書の解決策と同様の欠点を示す電気コネクタアセンブリのさらに別の構造を記載して
いる。特に、提案される解決法は、２つの異なる空気ギャップを規定し、おそらくより多
くの磁気漏洩をもたらす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１２／０３２２３０号
【特許文献２】欧州特許出願公開第２６６７４５９号明細書
【特許文献３】仏国特許出願公開第３０１２２６３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、電気接点の引き出しを行うのに用いられる磁石の量が従来技術の解決
策に対して低減された、ソケットと電気プラグとを備える、シンプルで信頼性が高く、か
さばらない電気コネクタアセンブリを提案することである。本発明の解決策は、特に、本
発明のアセンブリの２つの部分の間の磁場をより良好に閉じ込めることを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、以下の構成を備える電気コネクタアセンブリにより達成される。
　－少なくとも１つの第１電気接点と、２つの前記第１電気接点と一体的に動作する第１
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磁性部品とを備え、前記第１磁性部品が、前記第１電気接点がソケットの内部に格納され
る第１位置と、前記第１電気接点がソケットの外側にある第２位置との間で移動可能であ
る、ソケットと、
　－前記ソケットに嵌合するように意図され、前記第１電気接点が前記ソケットの外側に
あるときに電気的に接続するように意図された少なくとも１つの第２電気接点と、プラグ
が前記ソケットに嵌合されたときに前記第１磁性部品に対向して配置され、磁気効果によ
って前記第１磁性部品をその第２位置に変位させて、前記第１電気接点を前記ソケットの
外側に移動させる第２磁性部品とを備えるプラグと、
　－前記第１磁性部品又は前記第２磁性部品は、前記ソケットに前記プラグを近づけたと
きに磁気回路を形成するように、少なくとも１つの永久磁石を備え、
　－前記第１磁性部品は、第１エアギャップ面と第２エアギャップ面と、一方で該第１エ
アギャップ面と反対側の面に、他方で該第２エアギャップ面と反対側の面に固定された第
１強磁性片とを有し、
　－前記第２磁性部品は、前記プラグを前記ソケットに近づけたときに、第１エアギャッ
プを形成するように、前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面に対向する第１エアギ
ャップ面と、第２エアギャップを形成するように前記第１磁性部品の前記第２エアギャッ
プ面に対向する第２エアギャップ面と、一方で該第１エアギャップ面と反対側の面に、他
方で該第２エアギャップ面と反対側の面に固定された第２強磁性片とを有し、
　－前記磁気回路は、前記第１磁性部品と前記第２磁性部品との間に形成され、前記第１
エアギャップ及び前記第２エアギャップを通過する磁束が生成される。
【０００８】
　一特徴によれば、前記第１強磁性片は、接合面に平行に配置されたループ形状の構造を
示し、前記第２強磁性片は、前記第１強磁性片と同じ構造を示す。
【０００９】
　他の特徴によれば、前記第１強磁性片は環状であり、接合面に平行に配置され、前記第
２強磁性片は、前記接合面と平行に配置された環状である。
【００１０】
　第１形態によれば、前記永久磁石は、前記第２強磁性片の第１環状部に固定され、前記
第２磁性部品の前記第１エアギャップ面を形成する。
【００１１】
　第１形態に関する第１構造によれば、前記アセンブリは、
　－前記第２磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁石と対称
的に第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
　－前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を形成する
、前記第１強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された強磁性材料からなる２つの素子
と、
　を備える。
【００１２】
　第１形態に関する第２構造によれば、前記アセンブリは、
　－前記第２磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成する、前記第２強磁性片の第２環
状部に固定された永久磁石と、
　－前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を形成する
、前記第１強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された強磁性材料からなる２つの素子
と、
　を備える。
【００１３】
　第１形態に関する第３構造によれば、前記アセンブリは、
　－前記第２磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成する、前記第２強磁性片の第２環
状部に固定された永久磁石と、
　－前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を形成する
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、前記第１強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された２つの永久磁石と、
　を備える。
【００１４】
　第１形態に関する第４構造によれば、前記アセンブリは、
　－前記第２磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁石と対称
的に第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
　－前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面を形成する、前記第１強磁性片の第１環
状部に固定された永久磁石と、
　－前記第１磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁石と対照
的に前記第１強磁性片の第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
　を備える。
【００１５】
　第２形態によれば、前記永久磁石は、例えば、前記第１強磁性片の第１環状部に固定さ
れ、前記第１磁性部品の前記第１エアギャップ面を形成する。
【００１６】
　第２形態に関する第１構造によれば、
　－前記第１磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成するように、前記永久磁石と対照
的に、前記第１強磁性片の第２環状部に固定された強磁性材料からなる素子と、
　－前記第２磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップ面を形成する
、前記第２強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された強磁性材料からなる２つの素子
と、
　を備える。
【００１７】
　第２形態に関する第２構造によれば、前記アセンブリは、
　－前記第１磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成する、前記第１強磁性片の第２環
状部に固定された永久磁石と、
　－前記第２磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップを形成する、
前記第２強磁性片の２つの環状部に対照的に固定され、強磁性材料からなる２つの素子と
、
　を備える。
【００１８】
　第２形態に関する第３構造によれば、
　－前記第１磁性部品の前記第２エアギャップ面を形成する、前記第１強磁性片の第２環
状部に固定された永久磁石と、
　－前記第２磁性部品の前記第１エアギャップ面及び前記第２エアギャップを形成する、
前記第２強磁性片の２つの環状部に対称的に固定された２つの永久磁石と、
　を備える。
【００１９】
　本発明の他の特徴によれば、前記プラグはケーシングを備え、前記第２磁性部品は前記
ケーシング内で自由に回転するように配置されている。
【００２０】
　本発明の他の特徴によれば、前記第１磁性部品及び前記第２磁性部品は、前記磁気回路
が前記第１電気接点及び前記第２電気接点を囲む磁束を生成するように配置されている。
【００２１】
　他の特徴及び利点は、添付の図面に関して与えられた以下の詳細な説明において明らか
になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】結合されていないソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブ
リの第１構造を示している。



(7) JP 6783256 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

【図１Ｂ】結合されているソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブリ
の第１構造を示している。
【図２Ａ】結合されていないソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブ
リの第２構造を示している。
【図２Ｂ】結合されているソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブリ
の第２構造を示している。
【図３Ａ】結合されていないソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブ
リの第３の構造を示している。
【図３Ｂ】結合されているソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブリ
の第３の構造を示している。
【図４Ａ】結合されていないソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブ
リの第４の構造を示している。
【図４Ｂ】結合されているソケットとプラグからなる、本発明の電気コネクタアセンブリ
の第４の構造を示している。
【図５】用いられる磁性部品の変形例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１Ａ～図４Ｂにおいて、磁性部品１３、２３は、ソケットとプラグとの間に置かれる
観察者によって視認されることを理解されたい。
【００２４】
　添付図面において、文字Ｎは磁石のＮ極を示し、文字Ｓは磁石のＳ極を示す。
【００２５】
　添付図面を参照すると、本発明の電気コネクタアセンブリは、ソケット１と、ソケット
１に嵌合するように意図された電気プラグ２とを備える。
【００２６】
　ソケット１は、例えば壁に埋め込まれるように意図されたプラスチックケーシング１０
を含む。ソケット１は、電気プラグが嵌合可能な前面１１を有している。ソケットはまた
、２つの第１電気接点１２０、１２１が固定された可動支持体１２を備える。２つの第１
電気接点１２０、１２１は、導電線（図示せず）を介して電圧源に接続されている。ソケ
ット１はまた、可動支持体１２と一体的に移動し、磁気効果によって第１位置と第２位置
との間を移動するように配置された、第１可動磁性部品１３を備えている。ソケットのケ
ーシング１０の内部に配置され、例えば一方がソケットのケーシング１０に固定され、他
方が可動支持体１２に固定されたばね１４は、引き出しに必要な磁気効果がもはや十分で
ないときに、第１磁性部品１３をその第１位置に戻すように配置される。第１磁性部品１
３の第１位置では、第１電気接点１２０、１２１はソケット１内に格納され、第１磁性部
品１３の第２位置では、第１電気接点１２０、１２１はその前面１１を貫通してソケット
１の外側にある。その第２位置では、支持体１２及び磁性部品１３によって形成された可
動アセンブリは、例えばケーシング１０の一部に対して当接する。
【００２７】
　電気プラグ２は、実際には、ソケット１の前面１１に当接する前面２１を有するプラス
チックケーシング２０を備え、ソケット１と電気プラグ２との間の接合面Ｐ（添付図にお
いて垂直方向に画定される）を画定する。プラグ２はさらに、ソケット１の２つの第１電
気接点１２０、１２１と電気的に接触するように意図されている、例えば、その前面２１
と面一の２つの電気トラックである、２つの第２電気接点２２０、２２１を備えている。
また、プラグ２をソケット１に近づけて第１電気接点１２０、１２１を引き出すときに、
第１磁性部品１３を引き付けるように意図されている第２磁性部品２３を含む。好ましく
は、２つの電気トラックは円形であり、同心円状に配置されている。
【００２８】
　本発明は、電気接点１２０、１２１をソケット１から引き出すために、ばね１４によっ
て加えられる力と反対に、十分に大きな磁力を提供することを可能にする磁気回路を形成



(8) JP 6783256 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

することを目的とする。
【００２９】
　磁気回路は、プラグ２がソケット１に十分に接近すると、２つの磁性部品１３、２３の
間に生成される。
【００３０】
　２つの磁性部品１３、２３は、第１電気接点１２０、１２１と第２電気接点２２０、２
２１の周囲に磁気回路が形成されるように形成され、配置されている。
【００３１】
　第１磁性部品１３は、第１エアギャップ面Ｓ１と、第２エアギャップ面Ｓ１０と、一方
で第１エアギャップ面Ｓ１とは反対側の面、及び、他方で第２エアギャップ面Ｓ１０の反
対側の面に固定された第１強磁性片１３０とを有している。
【００３２】
　第２磁性部品２３は、プラグ２をソケット１に近づけたときに、第１エアギャップを形
成するように第１磁性部品１３の第１エアギャップ面Ｓ１と対向する第１エアギャップ面
Ｓ２と、第２エアギャップを形成するように第１磁性部品１３の第２エアギャップ面Ｓ１
０と対向する第２エアギャップ面Ｓ２０とを有している。第２磁性部品２３は、一方で第
１エアギャップ面Ｓ２とは反対側の面、及び、他方で第２エアギャップ面Ｓ２０とは反対
側の面に固定された第２強磁性片２３０を備えている。
【００３３】
　各磁性部品１３、２３において、２つの強磁性片１３０、２３０は、プラグがソケット
に近づけられたときに２つのエアギャップ面の間で磁束を流すことを可能にする。
【００３４】
　磁気回路は、第１磁性部品１３がまだ第１位置にあるときでも、第１磁性部品１３と第
２磁性部品２３が、同一の磁性部品１３（又は２３）の２つのエアギャップ面Ｓ１、Ｓ１
０（又はＳ２、Ｓ２０）の間ではなく、第１エアギャップと第２エアギャップを横切って
磁束が通過するような方法で配置されるように、形成されている。言い換えれば、各磁性
部品１３、２３において、エアギャップ面は、これらの２つの面の間の磁場の線のループ
バックを回避するような方法で配置される。
【００３５】
　より正確には、
【００３６】
　第１強磁性片１３０は、好ましくは環状形状であり、その回転軸がその前面１１に対し
て垂直になるようにソケット１の内側に配置される。
【００３７】
　第２強磁性片２３０は、好ましくは環状形状であり、その回転軸がその前面２１に対し
て垂直になるようにプラグ２の内側に配置される。
【００３８】
　２つの環状の強磁性片１３０、２３０は、ソケット１に対してプラグ２を回転させるよ
うに同軸に配置され、プラグ２の角度位置決めをソケット１に対して独立にする。この利
点は、プラグ２の電気的トラックが円形で同心円状に配置されている場合にのみ許容され
る。
【００３９】
　有利には、第２磁性部品２３は、第１磁性部品１３に対してそれ自身を向けるように、
ケーシング２０の内部で自由に回転できるような方法で、プラグのケーシング２０の内部
に配置される。
【００４０】
　この構造によれば、２つの強磁性片１３０、２３０は、同一の又は同一でないサイズで
あってもよい。
【００４１】
　有利には、環状の２つの強磁性片は、それらの全周にわたって一定の厚さである。
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【００４２】
　環状の各強磁性片１３０、２３０は、第１角度スパンにわたって広がる第１環状部と、
第２角度スパンにわたって広がる第２環状部とを含む。２つの環状部は別個であり、例え
ば、強磁性片の対称横断面に対して対称的に配置される。好ましくは、各環状部は１８０
°未満の角度スパンを占め、例えば約１２０°に等しい。
【００４３】
　この構造によれば、各環状部は、永久磁石１５、１６、２５、２６、及び／又は、強磁
性片によって形成される、環状体の厚さに対して厚くなる強磁性材料１５０、１６０、２
６０からなる素子で覆われている。永久磁石又は強磁性材料からなる素子は、上記で定義
したような磁性部品１３、２３のエアギャップ表面をそれぞれ形成するように意図されて
いる。
【００４４】
　すべての構造において、アセンブリは、磁気回路を生成するように、第１強磁性片１３
０又は第２強磁性片２３０の環状部に固定された少なくとも１つの永久磁石を含む。
【００４５】
　各永久磁石は、固定された強磁性片の環状部を覆うように意図された環の一部の形で製
造される。これは、強磁性片に対する第１磁極面と、プラグ又はソケットの前面１１、２
１に向けられた第２磁極面とを示すように配置される。永久磁石の磁極面の向きは、磁気
回路内で発生する磁束の感覚を決定する。
【００４６】
　添付の図面を参照すると、上述した磁気回路を形成するためのいくつかの構造が可能で
ある。これらのすべての構造において、用いられる各永久磁石は、第１強磁性片１３０又
は第２強磁性片２３０に固定できることを理解されたい。
【００４７】
　第１構造－図１Ａ、１Ｂ
　第１構造では、磁気回路は単一の永久磁石２５のみを含む。図１Ａ、図１Ｂでは、永久
磁石２５が第２強磁性片２３０の第１環状部に固定されている。その第２磁極面は、第２
磁性部品２３の第１エアギャップ面Ｓ２に対応する。第２磁性部品２３の第２エアギャッ
プ面Ｓ２０は、第２強磁性片２３０の第２環状部の第２強磁性片２３０に固定された強磁
性材料２６０からなる素子によって形成されている。
【００４８】
　この第１構造では、第１磁性部品１３の第１エアギャップ面Ｓ１、第２エアギャップ面
Ｓ１０はいずれも、第１強磁性片１３０の２つの異なる環状部にそれぞれ固定された強磁
性材料１５０、１６０からなる素子によって形成される。
【００４９】
　永久磁石２５及び各磁気素子は、プラグがソケットに近づけられたときに上記で定義し
たエアギャップを生成するように配置される。
【００５０】
　永久磁石２５によって生成された磁束は、これらの２つの磁極面の間の永久磁石を通過
した後、第１エアギャップを横切って素子１５０に循環し、次いで、素子１６０、第１磁
性部品の第２エアギャップ面Ｓ１０に達するように、第１強磁性片１３０の２つの側部を
平行に、同じ方向に通過し、そして、第２強磁性片体２３０の２つの側部を平行に、同じ
方向に通過することによって、永久磁石２５の第１磁極面に達する前に、素子２６０に達
するように第２エアギャップを通過する。
【００５１】
　この第１構造では、２つの環状の強磁性片１３０、２３０は、必ずしも同一である必要
はない。
【００５２】
　第２構造－図２Ａ、２Ｂ
　この構造では、第１構造に対して、その磁気素子２６０の代わりに、第２永久磁石２６
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５の磁極面と逆向きになるように固定され、磁気回路内の磁束を良好にする。
【００５３】
　第１構造に対して、２つの環状体の回転軸に対して対称的に配置された２つの永久磁石
２５、２６により、この第２構造は、プラグがソケットに近づけられたときにもたらされ
る磁力の平衡をとるという利点を示す。
【００５４】
　この構造では、生成される磁束は、第１構造と同じ経路とたどる。
【００５５】
　第３構造－図３Ａ、３Ｂ
　この第３構造では、第２磁性部品２３は、上述した第１構造のものと同一である。ソケ
ット１内に存在する第１磁性部品１３は、実際には、第２磁性部品２３の永久磁石２５と
は反対側の第１エアギャップ面Ｓ１を形成するように、上記で定義されたその環状部の１
つに固定された永久磁石１５を備えている。第１磁性部品１３では、第２エアギャップ面
Ｓ１０は、磁性材料からなる素子１６０によって生成される。
【００５６】
　この構造では、環状の２つの強磁性片１３０、２３０は同じ大きさである。
【００５７】
　この構造は、ソケット１及びプラグ２内に分散された２つの永久磁石１５、２５により
、ソケット１上のプラグ２の自動的なセンタリングを可能にするという利点を示す。
【００５８】
　この構造では、生成される磁束は、第１構造と同じ経路をたどる。
【００５９】
　第４構造－図４Ａ、４Ｂ
　この構造では、第１強磁性片１３の２つの環状部はそれぞれ永久磁石１５、１６によっ
て占められ、第２強磁性片の２つの環状部もそれぞれ永久磁石２５、２６によって占めら
れており、プラグ２をソケット１に近づけたときに磁気回路の２つのエアギャップを対に
して形成する。
【００６０】
　この構成は、効果的な自己センタリングとバランスのとれた磁力の利点を示し、４つの
磁石１５、１６、２５、２６は、プラグがソケットに近づけられたときに対称的に分配さ
れる。
【００６１】
　この構造では、環状の２つの強磁性片１３０、２３０は同じ大きさである。
【００６２】
　この構造では、生成される磁束は、第１構造と同じ経路をたどる。
【００６３】
　変形例として、図５に示すように、各永久磁石のサイズを大きくし、重ねられた環状部
を伸長させて、もたらされる磁力をより集中させることができる。
【００６４】
－電気接点の引き出しに完全に専用化された磁力の生成、発生した磁気回路に吸収され、
空気中に分散していない磁力線、
－ソケットとプラグの両方が永久磁石を含む場合、ソケット上のコネクタの自動自己セン
タリングを得る可能性、
－磁性部品が対称的に配置された２つの永久磁石を含む場合、もたらされる磁力は平衡し
、
－電気接続設備の周りに磁気回路を生成することにより、より良好な機械的締結と、より
良好な電気的接続を保証することが可能になる。
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