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(57)【要約】
リオリエンタブル電気拡張アウトレット（２０）が、開示される。アウトレットは、ハウ
ジングキャビティを有するハウジングおよびキャビティ内にすえつけられる回転可能な電
気メスレセプタクル（７３）を有する。プラグは、もう一方のアウトレットを拡張するた
めに別のアウトレットに接続するために備えられる。好適には、各回転可能なメス電気レ
セプタクルは、互いに電気的に絶縁されて位置し、上下に配置される電気導体（２０５，
２１０）のセットを含む。一実施形態において、ハウジングキャビティは、スライド可能
な接触（２０６、２１１）が回転してたどる電気伝導性通路を提供するために、上下に形
成される環状の伝導性構造（１２）のセットを有する。別の実施形態は、メスレセプタク
ルに環状の伝導性構造を置く。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リオリエンタブル電気アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブを有する電気レセプタ
クルと、
　該メス電気レセプタクルを受けるために該固定ハウジングに配置されたハウジングキャ
ビティであって、該ハウジングキャビティは、第１および第２の環状の電気伝導性通路が
上下にあるように配置された実質的に円形の壁を有する、ハウジングキャビティと、
　該第１および第２の電気スリーブを、それぞれ、該第１および第２の環状の電気伝導性
通路に接続する伝導性通路と
　を備える、リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２】
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性通路と
　をさらに備える、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット
【請求項３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って固
定して配置される、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項４】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って回
転可能なように配置される、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項５】
　前記第１の伝導性スリーブはＬ形ポーションを有し、前記第２の伝導性スリーブは逆さ
Ｌ形ポーションを有する、請求項４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項６】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路に対して、それぞれ、スライド可能なように配
置された第１および第２の固定電気接触をさらに備える、請求項１に記載のリオリエンタ
ブル電気アウトレット。
【請求項７】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路において形成されるストッパをさらに備える、
請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項８】
　前記伝導性通路において形成されるストッパをさらに備える、請求項１に記載のリオリ
エンタブル電気アウトレット。
【請求項９】
　ソケットにおいて電気プラグを回転させる方法であって、該方法は、
　二つの環状の伝導性接触に対して二つの環状の電気接触をスライドさせるステップであ
って、該二つの環状の伝導性接触は上下に置かれる、ステップ
　を包含する、方法。
【請求項１０】
　前記二つの環状の伝導性接触はハウジングに固定される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記二つの環状の伝導性接触は回転可能なメス電気レセプタクルに取りつけられる、請
求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　リオリエンタブル電気アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリであって、各メスレセプタクルアセ
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ンブリは、互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブを有し、第１
の伝導性通路は、該第１の電気伝導性スリーブに接続され、該第１の伝導性通路は、該メ
ス電気レセプタクルアセンブリに対して少なくとも部分的に放射状に延伸し、第２の伝導
性通路は、該第２の電気伝導性スリーブに接続され、該第２の伝導性通路は、該メス電気
レセプタクルアセンブリに対して少なくとも部分的に放射状に延伸する、第１および第２
のメス電気レセプタクルアセンブリと、
　該第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリを受けるために該固定ハウジング
に配置された第１および第２のハウジングキャビティであって、該第１および第２のハウ
ジングキャビティは、各々、第１および第２の環状の伝導性通路を有し、該環状の伝導性
通路に対して該第１および第２の伝導性通路が、それぞれ、配置され、該第１および第２
のメス電気アセンブリは、該第１および第２のハウジングキャビティにおいてそれぞれ回
転可能であり、該第１および第２の伝導性通路を該第１および第２の環状の伝導性通路に
接触してスライド可能なように維持する、第１および第２のハウジングキャビティと
　を備える、リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、上下に配置される、請求項１２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１４】
　前記固定ハウジングは、隣接する第１の環状の伝導性通路に接続された伝導性メンバを
さらに備え、該伝導性メンバは、電気配線を取りつけるためのねじ接続を有する、請求項
１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１５】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
　露出した表面と、
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る第１およ
び第２のアパーチャであって、オスプラグの第１および第２のプロングが該第１および第
２のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１および第２の電気伝導性スリーブと電気
的接触を得ることを可能にする、第１および第２のアパーチャと
　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１６】
　前記固定ハウジングは、前記第１および第２の環状の伝導性通路を挿入するためのリッ
ジを有する一つ以上の層ポーションから作られる、請求項１２に記載のリオリエンタブル
電気アウトレット。
【請求項１７】
　前記第１の伝導性通路および第２の伝導性通路は各々、前記第１および第２の環状の伝
導性通路にそれぞれ接触するためのスプリングポーションを有する、請求項１２に記載の
リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１８】
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性通路と
　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１９】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
　露出した表面と、
　前記第１、第２のおよび第３の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る
第１、第２および第３のアパーチャは、オスプラグの第１、第２および第３のプロングが
該第１、第２および第３のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１、第２および第３
の電気伝導性スリーブと電気的接触を得ることを可能にする、第１、第２および第３のア
パーチャと
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　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２０】
　前記固定ハウジングは、高衝撃アモリファスポリカーボネートおよびアクリロニトリル
ブタジエンスチレンを含む樹脂から少なくとも部分的に作られる、請求項１２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２１】
　前記オスプラグの前記第１、第２および第３のプロングは、それぞれ、電源、共通、接
地である、請求項１９に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２２】
　前記オスプラグは３６０度回転することができる、請求項１９に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項２３】
　統合フェースプレートをさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウ
トレット。
【請求項２４】
　リオリエンタブル電気拡張アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　二つ以上のメス電気レセプタクルであって、各メス電気レセプタクルは、互いに電気的
に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブを有する、二つ以上のメス電気レセプ
タクルと、
　該メス電気レセプタクルをそれぞれ受けるように該固定ハウジングに配置された二つ以
上のハウジングキャビティであって、該ハウジングキャビティは各々実質的に円形の壁を
有し、該壁に沿って第１および第２の環状の伝導性通路が上下に配置される、二つ以上の
ハウジングキャビティと、
　該メス電気レセプタクルの各々の該第１および第２の電気スリーブを該ハウジングキャ
ビティのそれぞれの第１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに接続する伝導性通路
と、
　壁アウトレットに接続するように適合された第１および第２の電気プロングを有する電
気プラグであって、該第１および第２の電気プロングは、各ハウジングキャビティの該第
１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに並行して電気的に接続される、電気プラグ
と
　を備える、リオリエンタブル電気拡張アウトレット。
【請求項２５】
　各メス電気レセプタクルにおいて、前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気
的に絶縁された第３の電気伝導性スリーブ、ならびに該第３の電気伝導性スリーブと電気
的に通信する第３の伝導性通路
　をさらに備える、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２６】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って固
定して配置される、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２７】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って回
転可能なように配置される、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２８】
　前記第１の伝導性スリーブはＬ形ポーションを有し、前記第２の伝導性スリーブは逆さ
Ｌ形ポーションを有する、請求項２７に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２９】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに対してスライド可能なように配置
される第１および第２の固定電気接触をさらに備える、請求項２４に記載のリオリエンタ
ブル電気アウトレット。



(5) JP 2008-521202 A 2008.6.19

10

20

30

40

50

【請求項３０】
　前記電気プラグは、前記ハウジングに固定される、請求項２４に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項３１】
　前記電気プラグは、延長コード上に配置され、該延長コードは、前記ハウジングから突
き出る、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３２】
　リオリエンタブル電気拡張アウトレットであって、
　ハウジングと、
　該固定ハウジングに配置された第１および第２のハウジングキャビティであって、該第
１および第２のハウジングキャビティは、環状の領域を各々規定する第１および第２の環
状の伝導性通路を各々有する、第１および第２のハウジングキャビティと、
　該第１および第２のハウジングキャビティにそれぞれ少なくとも部分的に挿入されるよ
うに適合された第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリであって、各メスレセ
プタクルアセンブリは、互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブ
ならびに該第１および第２環状の伝導性通路によってそれぞれ規定される環状の領域の内
部に部分的に配置される第１および第２の伝導性接触を有し、該第１および第２の伝導性
接触は、該第１および第２の環状の伝導性通路に対して部分的に配置される第１および第
２のスプリングメンバをそれぞれ有し、該第１および第２のメス電気アセンブリは、該第
１および第２ハウジングキャビティにおいてそれぞれ回転可能であり、一方、該第１およ
び第２のスプリングメンバが該第１および第２の環状の伝導性通路に接触することをスラ
イド可能なように維持する、第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリと、
　壁アウトレットに接続するように適合された第１および第２の電気プロングを有する電
気プラグであって、該第１および第２の電気プロングは、各ハウジングキャビティの該第
１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに並行して電気的に接続される、電気プラグ
と
　を備える、リオリエンタブル電気拡張アウトレット。
【請求項３３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、上下に配置される、請求項３２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３４】
　前記電気プラグは、前記ハウジングに固定される、請求項３２に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項３５】
　前記電気プラグは、延長コード上に配置され、該延長コードは、前記ハウジングから突
き出る、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３６】
　前記ハウジングは、前記第１および第２の環状の伝導性通路を挿入するためのリッジを
有する一つ以上の層ポーションから作られる、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気
アウトレット。
【請求項３７】
　前記第１の伝導性通路および前記第２の伝導性通路は各々、前記第１および第２の環状
の伝導性通路にそれぞれ接触するためのスプリングポーションを有する、請求項３２に記
載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３８】
　各メス電気アセンブリは、
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性接触と
　をさらに備える、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
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【請求項３９】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
　露出した表面と、
　前記第１、第２および第３の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る第
１、第２および第３のアパーチャであって、オスプラグの第１、第２および第３のプロン
グが該第１、第２および第３のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１、第２および
第３の電気伝導性スリーブと電気的接触を得ることを可能にする、第１、第２および第３
のアパーチャと
　をさらに備える、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項４０】
　前記オスプラグは３６０度回転することができる、請求項３９に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項４１】
　前記固定ハウジングは、高衝撃アモルファスポリカーボネートおよびアクリロニトリル
ブタジエンスチレンを含む樹脂から少なくとも部分的に作られる、請求項３２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項４２】
　電気拡張アウトレットであって、
　上下に配置された二つ以上の環状の伝導性経路を備えるハウジングと、
　電気レセプタクルであって、該電気レセプタクルは、それぞれの環状の伝導性通路に対
して各々配置された二つ以上のスプリング様の接触を有し、該電気レセプタクルは、該ハ
ウジングに対して少なくとも部分的に回転可能である、電気レセプタクルと、
　該環状の伝導性通路に電気的に接続された電気プラグであって、該電気プラグは該拡張
アウトレットを別の電気アウトレットに接続するように適合された、電気プラグと
　を備える、電気拡張アウトレット。
【請求項４３】
　前記二つ以上の環状の伝導性通路は、絶縁層部品によって分離された伝導性はめこみ部
品から形成される、請求項４２に記載の電気拡張アウトレット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、電気レセプタクル（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅ）、特に
、リオリエンタブル（ｒｅｏｒｉｅｎｔａｂｌｅ）レセプタクルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景技術）
　平均的家庭における電気器具の数が増えるに従い、多くの電気アウトレット（ｏｕｔｌ
ｅｔ）への便利なアクセスに対するニーズが増える。電気アウトレットは、もちろん、公
知の技術であり、典型的には、フェースプレート、複数のメスソケット、およびアウトレ
ット本体を備える。
【０００３】
　典型的な住宅の電気アウトレットにおいて、メス電気ソケットは、オリエンテーション
（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）が固定している。そのようなソケットの固定されたオリエン
テーションは、電気アウトレットのフレキシビリティを減少させ得る。いくつかのアプリ
ケーションにおいて、固定されたソケットオリエンテーションは、事実上２ソケットアウ
トレットを１ソケットアウトレットに減少させ得る。
【０００４】
　電力送出しソケットおよびプラグのフレキシビリティを増加させるために、種々の技術
が考案されている。例えば、電源コードをオスプラグのプロング（ｐｒｏｎｇ）の軸から
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離れるようにオリエント（ｏｒｉｅｎｔ）する低外形（ｌｏｗ　ｐｒｏｆｉｌｅ）のオス
プラグの種類が開発されている。そのような電源コードは、ソケットが取り付けられてい
る壁から垂直に延伸するよりはむしろ、横にまたは曲がって延伸し、その結果、電源コー
ドが居住スペースへ入り込む意図または家具への妨害を減少させる。しかしながら、その
ような低外形オスプラグは、アウトレットのフレキシビリティを減少させ得る。例えば、
偏向したソケットおよびプラグ配置において、要求される方向のオリエンテーションは、
プラグが一方向のみに向かって挿入されるように指示する。いくつかの場合、特に４ソケ
ットアウトレットの場合において、電源コードが同じアウトレットの他のソケットへのア
クセスを妨害する結果となり得る。
【０００５】
　電源コードが他のアウトレットレセプタクルに重ならないことを確実にするための従来
の技術がある。そのような設計は、Ｄｉｃｋｉｅの特許文献１およびＭａｓｏｎの特許文
献２に例示されている。これらの問題のいくつかは、コードがプロングに対して回転する
オスプラグ設計によって解決され得る。回転可能なオスプラグの例は、Ｓｔｒａｋａの特
許文献３に、その主張のとおり、示される。これらの設計の多くは、オスプラグと電源コ
ードとの間の３６０度通路のまわりに自由に動けるようにする。しかしながら、プラグは
、任意の特定な角度位置に設定または保持されるようには設計されていない。
【０００６】
　ソケット妨害は、低電圧デバイス用のトランスが壁アウトレットに直接挿入されるよう
にオス電源ソケットと統合されているとき、特に深刻となり得る。そのようなボックス様
のトランスは、アウトレットフェースプレートにおいてその他のソケットへのアクセスを
直接ふさぎ得る。
【０００７】
　従来の電気アウトレットは、通常、複数のメス電気レセプタクルを対称的な位置に置く
ことのみを可能にする。従って、統合オスプラグトランスが電気アウトレットの一つのメ
ス電気レセプタクルに差し込まれたとき、隣接するソケットは、典型的にふさがれる。こ
の妨害を軽減するために、マルチプラグアダプタは、電気アウトレットの所定のメス電気
レセプタクルにおいて複数のオスプラグに適合するメス電気レセプタクルに挿入され得る
。しかしながら、そのような複数のアダプタは、見苦しい乱雑さの他に、電気的な危険を
引き起こし得る。
【０００８】
　電気配線規約は、国の異なる地域または国々において異なり得る。いくつかの電気規約
は、同じ電気アウトレットボックスにおけるメスレセプタクルが互いに水平に位置される
ことを要求し、一方、他の規約は、同じ電気アウトレットボックスにおけるメス電気レセ
プタクルが互いに垂直に位置されることを要求する。いくつかの例において、電気器具は
、ある方向の電気アウトレットによって容易に適合され得るが、所定の方向から９０度設
定を変えての使用に適し得ない。
【０００９】
　その結果、選択された角度方向が実質的に固定された状態で、種々の配列および組合せ
のオスプラグに適合する角度リオリエンタブルソケットに対するニーズがある。
【特許文献１】米国特許第４，９２７，３７６号明細書
【特許文献２】米国特許第３，９７５，０７５号明細書
【特許文献３】米国特許第４，０２６，６１８号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（概要）
　固定されたハウジング内のハウジングキャビティおよびハウジングキャビティにすえつ
けられた回転可能な電気メスレセプタクルを有するリオリエンタブルな電気アウトレット
が開示される。好適には、回転可能なメス電気レセプタクルは、互いに電気的絶縁に位置
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し、上下に配置された電気導体の一式を含む。
【００１１】
　一実施形態において、ハウジングキャビティは、スライド可能な接触が回転しながらた
どる電気伝導性通路の一式を提供することをサポートするために、上下に形成される環状
の伝導性構造体の一式を有する。別の実施形態は、環状の伝導性構造体をメスレセプタク
ル上に置く。そのような構造体は、ハウジングキャビティ内の固定された接触上をスライ
ドしながらたどる。回転可能なメス電気レセプタクルは、さらに、電気伝導性スリーブに
整列された外側上面上のアパーチャの一式を含み、該アパーチャの一式は、オスプラグの
プロングの一式が、電気伝導性スリーブを介して電気伝導性通路と電気的に接触を得るた
めに延伸することを可能にするためである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（好適な実施形態の詳細な説明）
　図１は、本発明の好適な実施形態の透視図を示す。リオリエンタブル電気アウトレット
２０は、プラスチックまたはポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）などの不伝導性材料から好適に形
成される。不伝導性ポーションもまた、ナイロンまたは任意のその他の適切な支持材料か
ら形成され得る。いくつかの実施形態において、アウトレット２０は、ＧＥ　Ｐｌａｓｔ
ｉｃｓのＣｙｃｏｌｏｙ（登録商標）ＣＹ６１２０などの高衝撃アモリファスポリカーボ
ネート（ＰＣ）およびアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）ターポリマーブレ
ンドを含む樹脂を使用して製造され得る。樹脂におけるＰＣのＡＢＳに対する割合を変動
させることによって、アウトレット２０は、住宅用または産業用に仕立てられ得る。さら
に、アウトレット２０の総コストは、リグラインドまたはパウダリング技術を使用するこ
とによって減少され得る。好適には、わずか１５％のリグラインドが採用される。アウト
レット２０は、フェースプレートポーション３５を有するプレート３０および二つのハウ
ジングキャビティ４５Ａおよび４５Ｂを有するレセプタクルハウジング４０から構成され
る。さらねじ穴５０などのねじ穴は、電気ボックスまたは壁などの所望の表面にリオリエ
ンタブル電気アウトレット２０を取り付けるためのねじを受ける。
【００１３】
　二つの電気レセプタクル６０Ａおよび６０Ｂ（総称的に「６０」）は、円形のアパーチ
ャ７０Ａおよび７０Ｂによってそれぞれのレセプタクルハウジングキャビティ４５Ａおよ
び４５Ｂに適合される。
【００１４】
　円形アパーチャ７０Ａおよび７０Ｂは、図１の断面図に示された環状の伝導性接触１２
（「接触１２」、「環状の接触１２」）を有する。環状の接触１２は、銅または真鍮など
の金属導体から好適に作られる。好適には、環状の接触１２は、レセプタクル６０Ａおよ
び６０Ｂ上の電気接触に電気的接続を提供するように考えられた方法で、円形アパーチャ
７０Ａおよび７０Ｂの内部壁のあたりに配置される。そのような接続は、さらに、後に参
照される図に関して記述される。そのような実施形態において、環状の接触１２は、レセ
プタクル６０Ａおよび６０Ｂ上の接触２０５、２１０および２１５のそれぞれへの接続の
ための固定内部面を提供する（図２）。
【００１５】
　環状の接触１２は、代わりに、レセプタクル６０Ａおよび６０Ｂの一部であり得る。そ
のような実施形態において、環状の接触１２は、内部壁または円形アパーチャ７０Ａおよ
び７０Ｂ上の固定接触に回転面を提供する。
【００１６】
　各メス電気レセプタクル６０Ａおよび６０Ｂは、パワープラグの挿入のために設定され
たアパーチャ８０、９０をさらに含む。描かれたアパーチャ８０および９０は、一般に異
なるサイズであり、特定の電気規約および／または規格によって決定され得るような形と
なる。各描かれたメス電気レセプタクル６０Ａおよび６０Ｂは、それぞれの接地アパーチ
ャ１００をさらに含む。



(9) JP 2008-521202 A 2008.6.19

10

20

30

40

50

【００１７】
　好適な実施形態において、共通アパーチャ８０、電源アパーチャ９０および接地アパー
チャ１００付きのメス電気レセプタクル６０Ａは、メス電気レセプタクルサブアセンブリ
を形成する。メス電気レセプタクル６０Ａサブアセンブリは、円形アパーチャ７０Ａの中
にはめ込まれる。アパーチャ７０Ａの直径は、メス電気レセプタクル６０Ａサブアセンブ
リの直径よりわずかに大きい。
【００１８】
　メス電気レセプタクル６０Ａおよび６０Ｂサブアセンブリは、軸ねじ１２０によってま
とめて保持される層で好適に構成される。好適な実施形態において、軸ねじ１２０は、電
気レセプタクル６０の下部から挿入され、絶縁カバープレートの表面の下で終端する。
【００１９】
　動作時、オスプラグ９５がリオリエンタブル電気アウトレット２０にプラグインされる
とき、オスプラグ９５は、回転可能なメス電気レセプタクル６０Ａの角度オリエンテーシ
ョンを修正することによって所望の角度位置に簡単にリオリエントされ得、それによって
、異なるサイズとコンフィギュレーションを有する種々の電気オスプラグの異なるオリエ
ンテーションの簡単な配置が可能になる。
【００２０】
　本発明の描かれた好適な実施形態は、二つの接地メス電気レセプタクルを採用している
が、本発明は、一つのレセプタクルを採用するメス電気レセプタクルを含む種々のメス電
気レセプタクル用に使用可能である。メス電気レセプタクル６０におけるアパーチャ８０
、９０および１００は、正しい挿入およびオスプラグの一致するオスタイプの伝導性プロ
ングに接触を可能にする任意のタイプの同様なメスソケットによって置き換えられ得る。
さらに、本発明は、１１０－２２０ＶＡＣタイプまたはＤＣタイプ器具で使用されること
に限定されない。
【００２１】
　図２は、メス電気レセプタクル６０の断面描画であり、断面は、図１の「Ａ」と表され
た方向に沿って取られている。この実施形態において、レセプタクル６０は、本体６１に
含まれる伝導性スリーブ２０５および２１０を有する。伝導性スリーブ２０５および２１
０は、アパーチャ８０およびアパーチャ９０のそれぞれを通ってアクセス可能である（図
１）。第３の伝導性スリーブ２１５は、図３に描かれる。伝導性スリーブ２０５、２１０
および２１５（「描かれた伝導性スリーブ」）は、銅または真鍮などの伝導性金属から成
る。描かれた伝導性スリーブは、二つ以上の金属部品をファスナーによって組合わせるこ
とによって作られ得る。スリーブ２０５および２１０の好適な実施形態は、二つの金属部
品から作られる。
【００２２】
　この実施形態において、スリーブ２０５および２１０は、伝導性接触通路２０６および
２１１をそれぞれ有する。伝導性接触通路２０６および２１１（「接触」）は、各々、メ
スレセプタクル６０の中心Ｃから離れた伝導性通路を形成する。伝導性接触通路２０６は
、好適には、レセプタクル６０の中心から離れて環状の接触１２に向かって、少なくとも
小距離を半径的に横切りまたは横切って延伸し、環状の接触１２は、本実施形態において
、レセプタクル６０の外側の回りに配置される。別の実施形態は、レセプタクル６０の中
心に向かって配置された環状の伝導性接触を有し得、レセプタクル６０はそのような接触
のまわりを回転する。外側が好適である。接触２０６は、環状の接触１２Ｃにスライド可
能なように接触または寄りかかる。１２Ｃのラベルのついた描画の二つのポーションは、
同じ環状の接触１２の反対のポーションである。この実施形態において、接触２０６は、
伝導性スリーブ２０５から環状の接触１２Ｃへの距離を放射状に横切って延伸する。その
ような延伸は、直線の半径方向に向き得るかまたは向き得ない。接触２０６は、少なくと
も部分的には、環状の接触１２Ｃの垂直高さに配置される。
【００２３】
　スリーブ２１０は、伝導性スリーブ２１０から環状の接触１２Ｂに放射状に横切り、延
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伸する伝導性接触通路２１１を有する。そのような通路は、直接の放射方向に向き得るか
または向き得ない。伝導性接触通路２１１は、メスレセプタクル６０がその中心Ｃのまわ
りを回るとき、他の伝導性接触通路または環状のリングに対して機械的な妨害を避けるよ
うに考案される方法で、少なくとも部分的には、環状の接触１２Ｂの垂直高さに配置され
る。好適には、そのような回転には制限はなく、レセプタクル６０は、全３６０度回転さ
れ得る。好適には、スリーブ２０５および２１０は、伝導性接触通路２０６および２１１
と共に、それらを構成する金属部品を曲げることによって、形成される。
【００２４】
　図３は、本発明の好適な実施形態に従った伝導性スリーブ２１５を描く。本実施形態に
おいて、伝導性スリーブ２１５は、アパーチャ１００を通ってアクセス可能であり、典型
的には、ソケット２０の接地接続に対応する。伝導性スリーブ２１５は、レセプタクル６
０の中心Ｃから離れる半径距離を横切るように好適に配置される。この実施形態において
、伝導性接触通路２１６は、上部環状の接触１２Ａの垂直高さにある（図２）。外側接触
面２１７は、環状の接触１２の内部のレセプタクル６０の回転を可能にするように考案さ
れた方法で、環状の接触１２Ａにスライド可能に接触または寄りかかるように位置が定め
られる。
【００２５】
　図４は、本発明の好適な実施形態に従ったメス電気レセプタクル６０の上面図を描く。
アパーチャ８０および９０は、プラグプロングを受けるために上方への伝導性スリーブ２
０５および２１０において開口部を提供する。アパーチャ１００は、同様に伝導性スリー
ブ２１５の開口上部を提供する。好適な実施形態において、図４に描かれた伝導性スリー
ブ２０５、２１０および２１５の露出したポーションを覆うように絶縁カバープレートが
置かれる。
【００２６】
　図５は、本発明の好適な実施形態に従ったアウトレット２０のハウジング４０の下部ポ
ーション５０２を描く。
【００２７】
　図６は、図５に描かれたポーション５０２の断面描画であり、断面は「Ｄ」と表された
方向に沿って取られている。
【００２８】
　図５および図６を参照すると、本実施形態におけるハウジングは、下部層がポーション
５０２である層で構成される。ポーション５０２は、ハウジングキャビティ４５Ａおよび
４５Ｂの下部分を表し、そのキャビティは、フロア（ｆｌｏｏｒ）５０６を有する。キャ
ビティ４５Ａおよび４５Ｂの描かれたポーションは、各々、環状の伝導性接触１２を保持
するためのレッジ（ｌｅｄｇｅ）５１０を有する。ライン６０２は、本実施形態において
、ポーション５０２の中間にスロット５０４の存在を表示するために示される。キャビテ
ィ４５Ａは、環状の伝導性接触１２Ｃがキャビティ４５Ａの壁の伝導性リングポーション
を提供するように挿入された状態で描かれる。
【００２９】
　一代替の実施形態は、フロア５０６を有してなく、それによって、伝導性メンバが環状
の伝導性接触１２のより低いポーションへの接続を可能にする。
【００３０】
　本実施形態において、ポーション５０２は、その上部側に、伝導性メンバ９０２の挿入
のために形成されるスロット５０４を有する（図９）。この実施形態において、伝導性メ
ンバ９０２は、環状の伝導性接触１２への電気的接続を形成し、電気的配線を取り付ける
ためのねじ穴９０４を提供する。構成の一好適なシーケンスにおいて、ポーション５０２
は、形成され、次に、環状の伝導性接触１２は、妨害がフィットする状態で挿入される。
伝導性ポーション９０２は、環状の伝導性接触１２にはんだづけまたは溶接される。伝導
性ポーション９０２は、代わりに、妨害がフィットしている状態においてのみ接触１２に
接続され得、または、ポーション９０２はまた、接触１２と共に一体として形成され得る
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。
【００３１】
　図７は、本発明の好適な実施形態に従ったアウトレット２０のハウジング４０のポーシ
ョン７０２を描く。
【００３２】
　図８は、図７に描かれたポーション７０２の断面描画であり、断面は「Ｅ」と表された
方向に沿って取られている。
【００３３】
　図７および図８を参照すると、本実施形態におけるハウジング４０は、二つの内部層が
各々ポーション７０２に対して形成される状態で、層に構成される。ポーション７０２は
、ハウジングキャビティ４５Ａおよび４５Ｂの上部ポーションを表す。キャビティ４５Ａ
および４５Ｂの描かれたポーションは、各々、環状の伝導性接触１２を保持するためのレ
ッジ７１０を有する。ポーション７０２は、その上部側に、伝導性メンバ９０２の挿入の
ために形成されるスロット７０４を有する（図９）。この実施形態において、伝導性メン
バ９０２は、環状の伝導性接触１２への電気的接続を形成し、電気的配線を取り付けるた
めのねじ穴９０４を提供する。構成の一好適なシーケンスにおいて、ポーション７０２は
、形成され、次に、環状の伝導性接触１２は、レッジ７１０においてフィットするように
、妨害がフィットしている状態で挿入される。他の実施形態は、伝導性接触１２を場所に
接着またはさもなければ、固定する。
【００３４】
　図９は、本発明の好適な実施形態に従った伝導性フィッティングを描く。
【００３５】
　図１０Ａは、本発明の好適な実施形態に従った別の伝導性フィッティング１００２を描
く。
【００３６】
　図１０Ｂは、本発明の代替の実施形態に従った別の伝導性フィッティング１００４を描
く。この実施形態において、環状の伝導性接触１２は、伝導性フィティング１００４と一
体に組み合わされる。伝導性フィティング１００４は、下部ポーション５０２の上のスロ
ット５０４にはめ込まれる。スロット５０４もまた、伝導性フィッティング１００４が、
電気配線を取り付けるためのねじ穴１００６を提供するために、ポーション５０２の下に
延伸することを可能にするように考案された方法で、下部ポーション５０２の下に位置が
定められ得る。
【００３７】
　図１１は、本発明の好適な実施形態に従った上部伝導性プレート１１０２を描く。プレ
ート１１は、電気配線のねじ取り付けのための接触１１０４を有する。
【００３８】
　前の図を参照すると、本発明に従ったソケット２０をアセンブリする一好適なシーケン
スは、次のとおりである。下部ポーション５０２は、スロット５０４に置かれた伝導性メ
ンバ９０２に接続された環状の伝導性接触１２Ｃが備えつけられる。第１ポーション７０
２は、下部ポーション５０２の上に置かれ、環状の伝導性接触１２Ｂが備えつけられる。
伝導性メンバ９０２は、環状の伝導性接触１２Ｂと電気的に接続され、スロット７０４に
置かれる。第２のポーション７０２は、第１ポーション７０２の上に置かれ、環状の伝導
性接触１２Ａが備えつけられる。伝導性メンバ１００２は、環状の伝導性接触１２Ａと電
気的に接続され、第２のポーションのスロット７０４に置かれる。そのような接続は、ハ
ウジングキャビティを形成するように整列されるポーション５０２および７０２の各々の
開口部４５Ａおよび４５Ｂを有するハウジングを形成する。
【００３９】
　第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリ６０は、ハウジングキャビティ４５
Ａおよび４５Ｂの中にそれぞれ置かれる。それぞれの電気的接続は、図２に描かれている
ように、アセンブリ６０および環状の伝導性リング上の接触間になされる。次に、上部伝
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導性プレート１１０２は、伝導性メンバ１００２と電気的に接続され、アセンブリされた
ソケットの上に置かれる。
【００４０】
　本発明の描かれた実施形態において採用される種々の伝導性コンポーネントは、好適に
は真鍮製である。しかしながら、この目的のために任意の適切な伝導性材料が使用され得
ることは、当業者は認識する。例えば、真鍮、銅、鋼合金、およびその他の合金を使用す
ることは、広く認められる。本発明の描かれた実施形態の採用された不伝導性コンポーネ
ントは、プラスチックおよびポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）を含む任意の不伝導性または絶縁
材料製であり得る。再び、任意の適切な不伝導性または絶縁材料が採用され得ることを当
業者は理解する。本説明の明快さのため、単純な例示的リオリエンタブル電気アウトレッ
ト２０が例示される。但し、本明細書に記述されたリオリエンタブル電気アウトレット２
０は、種々のモデル、コンフィギュレーションに適応でき、メス電気レセプタクルおよび
アダプタの多くのその他のタイプを含むように考案され得ることは当業者は理解する。例
えば、本発明は、固定ソケットをリオリエンタブル手段に変換するように考案されたアダ
プタにおいて実施され得る。
【００４１】
　メス電気レセプタクルの数、形状、および構造は、単に例であり、本発明の採用のため
に必要な設計制限として解釈されるべきではない。例えば、メス電気レセプタクル６０Ａ
および６０Ｂは、接地および非接地の両方の典型的な住宅用レセプタクルからテーブルタ
ップ、２２０Ｖレセプタクル、および２、３、４またはそれ以上のプロング受け設計を含
む４８０Ｖレセプタクルまでの広い範囲に広がっている。これらのデバイスは、種々のオ
スプラグのプロングがメスの電気レセプタクルに挿入されること、および任意の所望の位
置に回転されることを可能にし得、それによって、他のオスプラグまたは任意の所定のオ
スプラグが隣接するメス電気レセプタクルの中への使用を不可能にし得るその他の制限に
関して妨害しない位置に定めることを可能にする。
【００４２】
　本発明の代替の実施形態において、メス電気レセプタクルは、例示的無極オスプラグの
従来の電力および共通プロングの挿入のために方向を合わせられ、反対に配置されたアパ
ーチャのみを含むように考案され得る。メス電気レセプタクルのそのような２プロングオ
スプラグ受け設計は、３プロングオスプラグ受けの好適な実施形態の場合に存在する接地
プロングが無いことによる構造コンポーネントを支持する外側の同心の環状の伝導性を必
要としない。
【００４３】
　図１２Ａは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクル６０を描く。
【００４４】
　図１２Ｂは、図１２Ａのメス電気レセプタクル６０の分解図を描く。図１２Ａおよび図
１２Ｂを参照すると、この実施形態において、メス電気レセプタクル６０は、環状の伝導
性接触１２を有する。分割された接触１２は、八角形の真鍮フィッティングとして実施さ
れる。この実施形態において、レセプタクル６０は、２個の環状の伝導性接触１２のみを
有する。上部の描かれた接触１２は、伝導性スリーブ２０５に接続される。伝導性スリー
ブ２０５のポーションは、逆さＬ形を有し、それぞれのスリーブ１２へ放射状に横切る伝
導性通路を提供する。下部の描かれた接触１２は、伝導性スリーブ２１０に接続される。
伝導性スリーブ２０５のポーションは、Ｌ形を有し、下部スリーブ１２へ放射状に横切る
伝導性通路を提供する。
【００４５】
　この実施形態において、中央サポートポーション１２０２は、描かれたスロットへ挿入
された伝導性スリーブ２０５、２１０および２１５ならびにレッジ１２０８に隣接する環
状の伝導性接触１２と共にアセンブリされる。下部ポーション１２０４は、下部の描かれ
た接触１２を適切な場所にロックするために、中央サポートポーション１２０２にフィッ
トする。同様に、スロットキャップ１２０６は、上部の描かれた接触１２を適切な場所に
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ロックするために、中央サポートポーション１２０２にフィットする。この実施形態にお
いて、スリーブ２１５は、導体１３０４に電気的に接続するための下部接触ポーション１
２１０を有する（図１３）。
【００４６】
　図１３は、本発明の代替の実施形態に従ったハウジング４０を描く。接触１３０２は、
回転可能なレセプタクル６０を受けるように考案される。この実施形態において、接触１
３０２および環状の接触１２は、その周囲にまっすぐにされたセクションを有するように
考案される。これらの描かれたまっすぐのセクションは、ある整列された方向においてレ
セプタクル６０の回転動作の限度を提供するためのストッパとして働き得る。そのような
ストッパは、また、例えば、刻み目または高くなったバンプ（ｂｕｍｐ）または他の特徴
を置くことによって達成され得る。接触１３０２は、ねじ１３０６に取り付けられた線へ
の電流をサポートするように考案された方法で、選択されたねじ１３０６に電気的に接続
される。導体１３０４は、好適には、接地線を受ける。
【００４７】
　図１４は、本発明の一実施形態に従ってレセプタクル６０がハウジング４０にはめ込ま
れる方法のアウトレット２０の分解図を描く。一般に、レセプタクル６０は、伝導性接触
１３０２の中に収容される。各レセプタクル６０に関して、伝導性接触１３０２は、好適
には電力の異なる極性を伝える。例えば、上部の描かれた接触１３０２は、レセプタクル
６０のホットライン電圧を伝え得、一方、下部の描かれた接触１３０２は、レセプタクル
６０の中立ライン電圧を伝え得る。
【００４８】
　図１５は、本発明の別の代替の実施形態に従った別のメス電気レセプタクル６０を描く
。この実施形態において、レセプタクル６０は、伝導性スリーブ２０５および２１０を受
けるためのスロット１５０２を有する。スリーブ２０５および２１０の各々は、好適には
、スプリングポーションを形成するように形作られた伝導性接触通路１５０４を有する。
スプリングポーションは、回転に対する抵抗を生成するために環状の伝導性接触１２に対
して押圧するかまたは接触する。そのような抵抗は、例えば、接触通路１５０２上のバン
プポーションおよび／または環状の伝導性接触１２上のバンプポーションなどの停止特徴
の使用によってさらに強化され得る。
【００４９】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。図１
６Ａは、下部立面図である。図１６Ｂは、上部立面図である。この実施形態において、拡
張アウトレット２０は、壁プラグまたはその他の電気アウトレットへの接続のためのプラ
グ１６２が備えつけられている。３プロングの米国標準プラグが示されているが、他のプ
ラグは、もちろん、使用され得る。プラグ１６２のプロングは、４拡張プラグレセプタク
ルを提供するように考案される類似の方法で、レセプタクル６０Ａ～６０Ｄの接触に並行
して好適に接続される。描かれたアウトレットは、壁アウトレットフェースプレートを覆
ってはめこまれ、確実な機械的支持を提供するように考案されたリップ１６１を有する。
他の実施形態は、他の種類の取り付け具にはめこむように考案され得る。２プラグ～４プ
ラグ拡張アウトレットが示されるが、他の数のプラグ、例えば、１プラグ～４プラグアウ
トレットなどは、もちろん、使用され得る。
【００５０】
　図１７は、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットの分解図を示す。アウトレット
２０は、積み重ねてはめこまれ、まとめてねじ止めされアウトレット２０を作成するフェ
ースプレートポーション３５およびいくつかの部品１７１～１７８を有するプレート３０
を含む。ハウジングキャビティ４５は、バッキング部品１７８以外の描かれたすべての部
品を通って延伸する。メス電気レセプタクルは、図１～図２に関して記述された方法と同
様な方法で、ハウジングキャビティ４５にはめこまれる。
【００５１】
　プレート３０の下に描かれているのは、絶縁層部品１７４である。部品１７４の下は、
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伝導性はめこみ部品１７１であり、図５～６に関して記述された方法と同様な方法で、部
品絶縁層部品１７５にはめこまれるように設計される。描かれた部品１７５は、４つの環
状の接触１２にはめこまれ、部品１７５の穴４５にはめこまれる。穴４５は、レッジ５１
０を有し、該レッジ５１０は、各環状の接触を支持し、部品１７５の下の伝導性はめこみ
部品１７２上の環状の接触からの絶縁分離を提供する。伝導性はめこみ部品１７２は、絶
縁層部品１７６に同様に配置される。
【００５２】
　この実施形態において、最下に描かれる伝導性はめこみ部品１７３は、絶縁層部品１７
７に置かれる。この実施形態において、部品１７７は、レッジ５１２を有しないで、代わ
りに、バッキング部品１７８上にある部品１７３の環状の接触１２を有する。この実施形
態において、伝導性はめこみ部品は環状の接触１２を有し、該環状の接触の上部は平部品
によって接続されているが、他の実施形態は、４つの環状の接触１２を、例えば、環状の
接触１２の下部に接続されたプレートなどと一緒に接続するための他の構造を有し得る。
【００５３】
　さらに図１７を参照すると、伝導性はめこみ部品１７１～１７３は、各々、プラグ１６
２Ａ～Ｃを形成するためのプロング１６２Ａ～Ｃを有する。プロング１６２Ａ～Ｃは、描
かれた穴を通って、種々の絶縁層部品およびバッキング部品１７８に突き出る。好適には
、プロング１６２は、描かれた部品がアセンブリされるとき、バッキング１７８の外側に
均一または所望のプロング長を有するプラグを作成するようにスタッガードの長さを有し
得る。
【００５４】
　図１８Ａ～図１８Ｅは、別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解された部品
を描く。描かれた部品は、図１５に示された部品と同様である。伝導性接触スリーブ２０
５、２１０および２１５は、下部部品１８２にはめこまれるように考案される。次に、上
部部品１８１は、接触スリーブを覆うようにはめこまれる。次に、スプリングポーション
１５０４は、レセプタクルがハウジングキャビティ４５の中に挿入されるとき、スプリン
グポーション１５０４が伝導性スリーブ１２に接触するように、アセンブリされたレセプ
タクルの外側に沿って３つの異なる高さで配置される。
【００５５】
　図１９Ａおよび図１９Ｂは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。図１
９Ａは下部立面図である。図１９Ｂは上部立面図である。この実施形態において、アウト
レット２０は、図１６Ｂに示されるものと同様な４つの回転可能なプラグレセプタクルが
備えつけられる。この実施形態は、ハウジング４０に取りつけられた固定プラグよりはむ
しろ、延長コードプラグ１９１を有する。
【００５６】
　当業者は、この仕様を理解した後に理解するように、本明細書の発明コンセプトは、種
々のアプリケーションにおいて使用され得る。例えば、本明細書に記述された回転可能な
アウトレットおよび拡張アウトレットは、任意の電圧規格およびプラグ設計と共に使用さ
れるように作られ得る。さらに、例えば、リセットまたはテストボタンを有する接地事故
回路インタラプタ（ＧＦＣＩ）を有する接地事故インタラプト（ＧＦＩ）アウトレットは
、本明細書に記述されるコンセプトと組み合わせて使用され得、種々の数のレセプタクル
を有する種々のパワーストリップ設計が使用され得る。
【００５７】
　図２０は、本発明の別の実施形態に従った環状の伝導性接触１２を描く。この実施形態
において、接触１２は、絶縁ポーション２０２を有し、該絶縁ポーション２０２は、電力
がアウトレットに供給されない「オフ」位置を提供するために使用される。オフ位置は、
レセプタクルを直立位置から最も遠くのオフ軸方向に回すことによって、好適に達成され
る。他の実施形態は、傾斜した円形の接触１２を有し得、該接触１２は、アクティブポー
ションの下に絶縁ポーション２０２を提供し、直立「オフ」位置および直立「オン」位置
を可能にする。
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【００５８】
　この実施形態において、絶縁ポーション２０２は、絶縁されたオフ位置において２１１
および２０６のような伝導性接触通路を確保するためのバンプポーション２０４を有する
。バンプポーション２０４は、また、レセプタクルが「オフ」位置になっているという触
知できるフィードバックを提供し得る。さらに、アウトレット２０の前面のインジケータ
ウィンドウは、色づけされたタブ、または、レセプラクルが「オフ」位置になっていると
いう他の表示信号を提供し得る。その他の実施形態は、レセプタクルをオフ位置にするた
めのスイッチを採用し得る。
【００５９】
　絶縁ポーション２０２は、金属伝導性接触１２の全体に絶縁コーティングを使用してイ
ンプリメントされ得、または、例えば、間隙および堅固な絶縁構造などの電気的絶縁を提
供するための他の構造またはそのような構造の組み合わせであり得る。
【００６０】
　本明細書の実施形態は、詳細に記述されているが、種々の特定の形式をとり、変更、代
替、修正を表す多くの実施形態は、本発明の精神と範囲を逸脱することなく、なされ得る
ことは、当業者にとって明らかである。記述された実施形態は、特許請求の範囲の範囲を
例示するが、特許請求の範囲を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図１は、本発明に従った、好適な実施形態の透視図である。
【図２】図２は、メス電気レセプタクルの断面描画であり、断面は図１の「Ａ」と表され
た方向に沿って取られている。
【図３】図３は、本発明の好適な実施形態に従った伝導性スリーブを描く。
【図４】図４は、本発明の好適な実施形態に従ったメス電気レセプタクルの上面図を描く
。
【図５】図５は、本発明の好適な実施形態に従ったアウトレットのハウジングの下部を描
く。
【図６】図６は、図５に描かれたポーションの断面描画であり、断面は「Ｄ」と表された
方向に沿って取られている。
【図７】図７は、本発明の好適な実施形態に従ったハウジングのポーションを描く。
【図８】図８は、図７に描かれたポーションの断面描画であり、断面は「Ｅ」と表された
方向に沿って取られている。
【図９】図９は、本発明の好適な実施形態に従った伝導性フィッティングを描く。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の好適な実施形態に従った別の伝導性フィッティングを
描く。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の代替の実施形態に従った別の伝導性フィッティングを
描く。
【図１１】図１１は、本発明の好適な実施形態に従った上部伝導性プレートを描く。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルを描く。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａのメス電気レセプタクルの分解図を描く。
【図１３】図１３は、本発明の代替の実施形態に従ったハウジングを描く。
【図１４】図１４は、本発明の一実施形態に従ってレセプタクルがハウジングにはめこま
れる方法を描くアウトレットの分解図を例示する。
【図１５】図１５は、本発明の別の代替の実施形態に従ったメス電気レセプタクルのポー
ションを描く。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。
【図１７】図１７は、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットの分解図を示す。
【図１８Ａ】図１８Ａは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解さ
れた部品を描く。
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【図１８Ｂ】図１８Ｂは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解さ
れた部品を描く。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解さ
れた部品を描く。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解さ
れた部品を描く。
【図１８Ｅ】図１８Ｅは、本発明の別の実施形態に従ったメス電気レセプタクルの分解さ
れた部品を描く。
【図１９Ａ】図１９Ａは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、本発明の別の実施形態に従ったアウトレットを描く。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】
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【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】
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【図１７】 【図１８Ａ】

【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】

【図１８Ｄ】

【図１８Ｅ】

【図１９Ａ】
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【図１９Ｂ】 【図２０】

【手続補正書】
【提出日】平成18年9月25日(2006.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リオリエンタブル電気アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　電気レセプタクルと、
　該電気レセプタクルに配置され、互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝導
性スリーブと、
　該電気レセプタクルを受けるために該固定ハウジングに配置されたハウジングキャビテ
ィであって、該ハウジングキャビティは、第１および第２の環状の電気伝導性通路が上下
にあるように配置された実質的に円形の壁を有し、該第１および第２の環状の伝導性のう
ちの少なくとも一つは該電気レセプタクルのまわりを少なくとも部分的に取り囲む、ハウ
ジングキャビティと、
　第１および第２の電気接触であって、該接触の各々はアーチ形の接触面に形成される統
合スプリングポーションを有し、該第１および第２の電気接触の該アーチ形の接触面は、
それぞれ、該第１および第２の環状の伝導性通路とスライド可能なように接触して配置さ
れる、第１および第２の接触と
　を備える、リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２】
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　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性通路と
　をさらに備える、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット
【請求項３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って固
定して配置される、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項４】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って回
転可能なように配置される、請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項５】
　前記第１の伝導性スリーブはＬ形ポーションを有し、前記第２の伝導性スリーブは逆さ
Ｌ形ポーションを有する、請求項４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項６】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路に対して、それぞれ、スライド可能なように配
置された第１および第２の固定電気接触をさらに備える、請求項１に記載のリオリエンタ
ブル電気アウトレット。
【請求項７】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路において形成されるストッパをさらに備える、
請求項１に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項８】
　前記伝導性通路において形成されるストッパをさらに備える、請求項１に記載のリオリ
エンタブル電気アウトレット。
【請求項９】
　ソケットにおいて電気プラグを回転させる方法であって、該方法は、
　該電気プラグを受けるように構成されたレセプタクルを提供するステップと、
　第１および第２の電気接触を提供するステップであって、各接触は、３６０度未満の円
弧に沿って接触面を露出するように形成される統合アーチ形スプリングポーションを有す
るステップと、
　第１および第２の環状の伝導性接触を提供するステップであって、該第１および第２の
環状の伝導性接触は、上下に配置され、該レセプタクルのまわりを少なくとも部分的に取
り囲むステップと、
　該第１および第２の環状の伝導性接触に対して、それぞれ、該第１および第２の電気接
触の接触面をスライドさせるステップと
　を包含する、方法。
【請求項１０】
　前記二つの環状の伝導性接触はハウジングに固定される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記二つの環状の伝導性接触は回転可能なメス電気レセプタクルに取りつけられる、請
求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　リオリエンタブル電気アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリであって、各メスレセプタクルアセ
ンブリは、互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブを有し、第１
の伝導性通路は、該第１の電気伝導性スリーブに接続され、該第１の伝導性通路は、該メ
ス電気レセプタクルアセンブリに対して少なくとも部分的に放射状に延伸し、第２の伝導
性通路は、該第２の電気伝導性スリーブに接続され、該第２の伝導性通路は、該メス電気
レセプタクルアセンブリに対して少なくとも部分的に放射状に延伸する、第１および第２
のメス電気レセプタクルアセンブリと、
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　該第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリを受けるために該固定ハウジング
に配置された第１および第２のハウジングキャビティであって、該第１および第２のハウ
ジングキャビティは、各々、第１および第２の環状の伝導性通路を有し、該第１および第
２の環状の伝導性通路の各々は、該第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリの
それぞれのまわりに少なくとも部分的に配置され、該第１および第２のメス電気レセプタ
クルアセンブリに対して、第１および第２の環状の伝導性通路が該第１および第２の伝導
性通路にそれぞれ配置され、該第１および第２のメス電気アセンブリは、該第１および第
２のハウジングキャビティにおいてそれぞれ回転可能であり、該第１および第２の伝導性
通路を該第１および第２の環状の伝導性通路に接触してスライド可能なように維持する、
第１および第２のハウジングキャビティと
　を備える、リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、上下に配置される、請求項１２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１４】
　前記固定ハウジングは、隣接する第１の環状の伝導性通路に接続された伝導性メンバを
さらに備え、該伝導性メンバは、電気配線を取りつけるためのねじ接続を有する、請求項
１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１５】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
　露出した表面と、
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る第１およ
び第２のアパーチャであって、オスプラグの第１および第２のプロングが該第１および第
２のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１および第２の電気伝導性スリーブと電気
的接触を得ることを可能にする、第１および第２のアパーチャと
　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１６】
　前記固定ハウジングは、前記第１および第２の環状の伝導性通路を挿入するためのリッ
ジを有する一つ以上の層ポーションから作られる、請求項１２に記載のリオリエンタブル
電気アウトレット。
【請求項１７】
　前記第１の伝導性通路および第２の伝導性通路は各々、前記第１および第２の環状の伝
導性通路にそれぞれ接触するためのスプリングポーションを有する、請求項１２に記載の
リオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１８】
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性通路と
　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項１９】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
　露出した表面と、
　前記第１、第２のおよび第３の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る
第１、第２および第３のアパーチャは、オスプラグの第１、第２および第３のプロングが
該第１、第２および第３のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１、第２および第３
の電気伝導性スリーブと電気的接触を得ることを可能にする、第１、第２および第３のア
パーチャと
　をさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２０】
　前記固定ハウジングは、高衝撃アモリファスポリカーボネートおよびアクリロニトリル
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ブタジエンスチレンを含む樹脂から少なくとも部分的に作られる、請求項１２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２１】
　前記オスプラグの前記第１、第２および第３プロングは、それぞれ、電源、共通、接地
である、請求項１９に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２２】
　前記オスプラグは３６０度回転することができる、請求項１９に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項２３】
　統合フェースプレートをさらに備える、請求項１２に記載のリオリエンタブル電気アウ
トレット。
【請求項２４】
　リオリエンタブル電気拡張アウトレットであって、
　固定ハウジングと、
　二つ以上のメス電気レセプタクルであって、各メス電気レセプタクルは、互いに電気的
に絶縁された第１および第２の電気伝導性スリーブを有する、二つ以上のメス電気レセプ
タクルと、
　該メス電気レセプタクルをそれぞれ受けるように該固定ハウジングに配置された二つ以
上のハウジングキャビティであって、該ハウジングキャビティは各々実質的に円形の壁を
有し、該壁に沿って第１および第２の環状の伝導性通路が上下に配置され、該第１および
第２の環状の伝導性通路は該電気レセプタクルの一つを少なくとも部分的に取り囲む、二
つ以上のハウジングキャビティと、
　アーチ形接触面に形成された統合スプリングポーションを有する少なくとも一つの電気
接触であって、該アーチ形接触面は、該第１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに
接触して配置される、少なくとも一つの電気接触と、
　壁アウトレットに接続するように適合された第１および第２の電気プロングを有する電
気プラグであって、該第１および第２の電気プロングは、各ハウジングキャビティの該第
１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに並行して電気的に接続される、電気プラグ
と
　を備える、リオリエンタブル電気拡張アウトレット。
【請求項２５】
　各メス電気レセプタクルにおいて、前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気
的に絶縁された第３の電気伝導性スリーブ、ならびに該第３の電気伝導性スリーブと電気
的に通信する第３の伝導性通路
　をさらに備える、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２６】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って固
定して配置される、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２７】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、前記ハウジングキャビティの壁に沿って回
転可能なように配置される、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２８】
　前記第１の伝導性スリーブはＬ形ポーションを有し、前記第２の伝導性スリーブは逆さ
Ｌ形ポーションを有する、請求項２７に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項２９】
　前記電気的接触は固定であり、該電気的接触のアーチ形接触面は、該電気的接点に対し
て回転可能なように配置される前記第１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに対し
てスライド可能なように配置される、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレ
ット。
【請求項３０】
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　前記電気プラグは、前記ハウジングに固定される、請求項２４に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項３１】
　前記電気プラグは、延長コード上に配置され、該延長コードは、前記ハウジングから突
き出る、請求項２４に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３２】
　リオリエンタブル電気拡張アウトレットであって、
　ハウジングと、
　該ハウジングに配置された第１および第２のハウジングキャビティであって、該第１お
よび第２のハウジングキャビティは、該ハウジングキャビティに配置された第１および第
２の環状の伝導性通路を各々有する、第１および第２のハウジングキャビティと、
　該第１および第２のハウジングキャビティに少なくとも部分的にそれぞれ挿入されるよ
うに適合された第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブリであって、それぞれの
該第１および第２の環状の伝導性通路が少なくとも部分的に該第１および第２のメス電気
レセプタクルアセンブリのそれぞれのまわりに少なくとも部分的に配置されている、第１
および第２のメス電気レセプタクルアセンブリであって、
　各メスレセプタクルアセンブリは、互いに電気的に絶縁された第１および第２の電気伝
導性スリーブならびに第１および第２の伝導性接触を有し、該第１および第２の伝導性接
触は、該第１および第２の環状の伝導性通路に対して部分的に配置される第１および第２
のスプリングメンバをそれぞれ有し、該第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブ
リは該第１および第２のハウジングキャビティにおいてそれぞれ回転可能であり、一方、
該第１および第２のスプリングメンバが該第１および第２の環状の伝導性通路に接触する
ことをスライド可能なように維持する、第１および第２のメス電気レセプタクルアセンブ
リと、
　壁アウトレットに接続するように適合された第１および第２の電気プロングを有する電
気プラグであって、該第１および第２の電気プロングは、各ハウジングキャビティの該第
１および第２の環状の伝導性通路のそれぞれに並行して電気的に接続される、電気プラグ
と
　を備える、リオリエンタブル電気拡張アウトレット。
【請求項３３】
　前記第１および第２の環状の伝導性通路は、上下に配置される、請求項３２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３４】
　前記電気プラグは、前記ハウジングに固定される、請求項３２に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項３５】
　前記電気プラグは、延長コード上に配置され、該延長コードは、前記ハウジングから突
き出る、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３６】
　前記ハウジングは、前記第１および第２の環状の伝導性通路を挿入するためのリッジを
有する一つ以上の層ポーションから作られる、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気
アウトレット。
【請求項３７】
　各メス電気アセンブリは、
　前記第１および第２の電気伝導性スリーブから電気的に絶縁された第３の電気伝導性ス
リーブと、
　該第３の電気伝導性スリーブと電気的に通信する第３の伝導性接触と
　をさらに備える、請求項３２に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３８】
　前記第１および第２のメス電気レセプタクルは、
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　露出した表面と、
　前記第１、第２および第３の電気伝導性スリーブに整列された該露出した表面を通る第
１、第２および第３のアパーチャであって、オスプラグの第１、第２および第３のプロン
グが該第１、第２および第３のアパーチャをそれぞれ通って延伸し、該第１、第２および
第３の電気伝導性スリーブと電気的接触を得ることを可能にする、第１、第２および第３
のアパーチャと
　をさらに備える、請求項３７に記載のリオリエンタブル電気アウトレット。
【請求項３９】
　前記オスプラグは３６０度回転することができる、請求項３８に記載のリオリエンタブ
ル電気アウトレット。
【請求項４０】
　前記固定ハウジングは、高衝撃アモルファスポリカーボネートおよびアクリロニトリル
ブタジエンスチレンを含む樹脂から少なくとも部分的に作られる、請求項３２に記載のリ
オリエンタブル電気アウトレット。
【請求項４１】
　電気拡張アウトレットであって、
　電気レセプタクルのまわりに、上下に配置された二つ以上の環状の伝導性経路を備える
ハウジングと、
　電気レセプタクルであって、二つ以上のアーチ形のスプリング様の接触の各々がそれぞ
れの環状の伝導性通路に対してスライド可能なように配置された二つ以上のスプリング様
の接触を備え、該電気レセプタクルは、該ハウジングに対して少なくとも部分的に回転可
能である、電気レセプタクルと、
　該環状の伝導性通路に電気的に接続された電気プラグであって、該電気プラグは該拡張
アウトレットを別の電気アウトレットに接続するように適合された、電気プラグと
　を備える、電気拡張アウトレット。
【請求項４２】
　前記二つ以上の環状の伝導性通路は、一つ以上の絶縁層部品によって分離された伝導性
はめこみ部品から形成される、請求項４１に記載の電気拡張アウトレット。
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