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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に接続する接続相手との接続が可能な電気接続部を有する導電部材と、導電部材
の電流を測定する電流センサーと有し、前記電気接続部を前記電流センサーの本体部分を
構成するセンサー本体部に設けた測定孔に挿通した状態で前記導電部材と前記電流センサ
ーとをハウジングに組み付ける電流センサーと導電部材との組み付け構造において、
　前記電流センサーは、
　前記センサー本体部から突出する少なくとも一つのガイド突起部
　を有し、
　前記ハウジングは、
　前記ガイド突起部をガイドするように前記センサー本体部の組み付けのための移動方向
に沿って設けることによって、前記センサー本体部をガイドするガイド壁を有するガイド
壁部と、
　前記ガイド壁の前記導電部材が配置される側の面である導電部材配置側面に設けた壁で
あり、前記接続相手との接続の際に負荷される荷重によって前記導電部材が回転すること
を規制する回転規制壁部と、
　を有することを特徴とする電流センサーと導電部材との組み付け構造。
【請求項２】
　前記ガイド突起部は、
　前記センサー本体部の前記ハウジングへの組み付けのための移動方向に直交する方向に
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間隔を空けて複数箇所に設け、
　前記ガイド壁部は、
　複数の前記ガイド突起部に対応して複数箇所に設け、
　隣り合う２つの前記ガイド壁部の互いに他方の前記ガイド壁部の前記ガイド壁に向かい
合う２つの前記ガイド壁の前記ガイド突起部をガイドする側の面の間隔が、前記２つのガ
イド壁がそれぞれガイドする２つの前記ガイド突起部の間隔に比して大きい
　ことを特徴とする請求項１に記載の電流センサーと導電部材との組み付け構造。
【請求項３】
　前記センサー本体部は、
　前記ハウジングへの組み付けのための移動方向に直交する方向に複数の前記測定孔を有
し、
　前記ガイド突起部は、
　前記複数の測定孔の間に配置するように複数箇所に設け、
　前記ガイド壁部は、
　前記ガイド突起部に対応して複数設ける
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の電流センサーと導電部材との組み付け構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電部材と電流センサーとをハウジングに組み付ける電流センサーと導電部
材との組み付け構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタ、あるいは、電力等の分配機能をなす電気接続箱は、端子等の導電部材
に流れる電流を検出し、制御部等に出力するため、いわゆるホール電流センサー等の電流
センサーを備えるものがある。電流センサーは、測定孔に導電部材の一部を挿通すること
によって非接触で導電部材に流れる電流を測定している。このような電流センサーを備え
るコネクタ、あるいは電気接続箱は、電流センサーの測定孔に導電部材を挿通した状態で
、導電部材と電流センサーとをハウジングに組み付けた電流センサーと導電部材との組み
付け構造を組み込んでいる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、電気的に接続する接続相手とのボルトによる締結が可能な電
気接続部を有するメス端子（導電部材）と、電気接続部をセンサー本体部の角孔（測定孔
）に挿通してメス端子の電流を測定する電流センサーと、をハウジングに組み付けた電流
センサーと導電部材との組み付け構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６０４３８号公報
【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、メス端子を接続相手にボルトによって締結する場合、メス端子がボルト
を締め付ける方向に回転し、メス端子の電気接続部が電流センサーの角孔の内壁面に接触
して電流センサーを損傷してしまうおそれがあった。また、電流センサーをハウジングに
組み付ける際、ハウジングに対して位置決めし難く、ハウジングに組み付け難いという問
題があった。
【０００６】
　これら問題を解決するため、メス端子の回転を阻止する壁をハウジングに設けるととも
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に、電流サンサーの位置決めガイド用の壁を設けることが考えられるが、ハウジングが大
型化してしまう問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ハウジングの大型化を抑えつつ、電流
センサーをハウジングに組み付け易くし、かつ、電流センサ―が損傷することを防止する
ことができる電流センサーと導電部材との組み付け構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の請求項１に係る電流センサー
と導電部材との組み付け構造は、電気的に接続する接続相手との接続が可能な電気接続部
を有する導電部材と、導電部材の電流を測定する電流センサーと有し、前記電気接続部を
前記電流センサーの本体部分を構成するセンサー本体部に設けた測定孔に挿通した状態で
前記導電部材と前記電流センサーとをハウジングに組み付ける電流センサーと導電部材と
の組み付け構造において、前記電流センサーは、前記センサー本体部から突出する少なく
とも一つのガイド突起部を有し、前記ハウジングは、前記ガイド突起部をガイドするよう
に前記センサー本体部の組み付けのための移動方向に沿って設けることによって、前記セ
ンサー本体部をガイドするガイド壁を有するガイド壁部と、前記ガイド壁の前記導電部材
が配置される側の面である導電部材配置側面に設けた壁であり、前記接続相手との接続の
際に負荷される荷重によって前記導電部材が回転することを規制する回転規制壁部と、を
有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は、上記の発
明において、前記ガイド突起部が前記センサー本体部の前記ハウジングへの組み付けのた
めの移動方向に直交する方向に間隔を空けて複数箇所に設け、前記ガイド壁部が複数の前
記ガイド突起部に対応して複数箇所に設け、隣り合う２つの前記ガイド壁部の互いに他方
の前記ガイド壁部の前記ガイド壁に向かい合う２つの前記ガイド壁の前記ガイド突起部を
ガイドする側の面の間隔が、前記２つのガイド壁がそれぞれガイドする２つの前記ガイド
突起部の間隔に比して大きいことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項３に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は、上記の発
明において、前記センサー本体部は、前記ハウジングへの組み付けのための移動方向に直
交する方向に複数の前記測定孔を有し、前記ガイド突起部は、前記複数の測定孔の間に配
置するように複数箇所に設け、前記ガイド壁部は、前記ガイド突起部に対応して複数設け
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の請求項１に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は、前記センサー本
体部をガイドするガイド壁を利用して前記導電部材が前記接続相手との接続の際に回転す
ることを規制する前記回転規制壁部を設けているので、前記ハウジングの大型化を抑えつ
つ、前記電流センサーをハウジングに組み付け易くし、かつ、前記電流センサ―が損傷す
ることを防止することができる。
【００１２】
　本発明の請求項２に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は、前記電流センサ
ーに設けた隣り合う２つの前記ガイド突起部が該２つのガイド突起部の間に位置する２つ
の前記ガイド壁のそれぞれに隙間無く嵌め込まれるので前記電流センサーのガタつきを防
止することができる。
【００１３】
　本発明の請求項３に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は、前記複数のガイ
ド突起部と、前記複数のガイド壁部とで前記センサー本体部をガタつきなく安定してガイ
ドすることができるとともに、前記導電部材の並び方向での前記導電部材の配置間隔を利
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用してスペース効率良く前記複数のガイド突起部と、前記複数のガイド壁部とを配置して
いるのでハウジングの大型化を効果的に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造を組み
込んだコネクタの分解斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すコネクタの斜視図である。
【図３】図３は、図１に示すハウジングの斜視図である。
【図４】図４は、ハウジングを斜め下方から視た図である。
【図５】図５は、ハウジングの回転規制壁部周辺を拡大した図である。
【図６】図６は、電流センサーの斜視図である。
【図７】図７は、電流センサーを斜め下方から視た図である。
【図８】図８は、端子をハウジングに組み付けた組立体の斜視図である。
【図９】図９は、（ａ）が図８の組立体に対してさらにハウジングに電流センサーを組み
付けた組立体の斜視図であり、（ｂ）が組み付けを完了したコネクタの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造の好適
な実施例を詳細に説明する。
【実施例】
【００１６】
　図１は、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１を組み込ん
だコネクタ１００の分解斜視図である。図２は、図１に示すコネクタ１００の斜視図であ
る。図３は、図１に示すハウジング３０の斜視図である。図４は、ハウジング３０を斜め
下方から視た図である。図５は、ハウジング３０の回転規制壁部７１周辺を拡大した図で
ある。図６は、電流センサー２０の斜視図である。図７は、電流センサー２０を斜め下方
から視た図である。
　なお、本発明の実施例では説明の便宜上、図中に示すように前後、および上下方向を定
義する。
　本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、例えば、自動車
の機器に取り付けるコネクタ１００に組み込む。
【００１７】
　コネクタ１００は、取り付け先となる不図示の機器に設けたバスバー１１０に接続する
とともに、ハウジング３０に設けた相手コネクタ嵌合部４１によって自動車内に配索した
ワイヤーハーネス等の電線を有する不図示の相手コネクタに接続するようになっている。
【００１８】
　このコネクタ１００は、電気的に接続する接続相手としてのバスバー１１０との接続が
可能な電気接続部１１を有する導電部材としての３つの端子１０と、電気接続部１１をセ
ンサー本体部２１の測定孔２２に挿通して端子１０の電流を測定する電流センサー２０と
、３つの端子１０および電流センサー２０を組み付けるハウジング３０と、を有する。
【００１９】
　なお、電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、端子１０と、電流センサー２０
と、をハウジング３０に組み付ける構造である。
【００２０】
　以下、コネクタ１００について説明しつつ、電流センサーと導電部材との組み付け構造
１の各部について説明する。
【００２１】
　端子１０は、板状の導電部材を抜き打ち加工や曲げ加工を施すことによって形成したも
のである。この端子１０は、一方の端部にバスバー１１０とボルト８０によって締結する
電気接続部１１を設け、他方の端部に不図示の相手コネクタに設けた雄端子に接続するメ
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ス端子部１２を設ける。
　また、端子１０は、電気接続部１１と、メス端子部１２との間を中間部１３によって連
続するようになっている。
【００２２】
　電気接続部１１は、電流測定のために電流センサー２０の測定孔２２に挿通する挿通部
１１ａと、測定孔２２から露出する先端部分であり、バスバー１１０をボルト８０によっ
て締結するためのボルト挿通孔１１ｃを形成したボルト締結部１１ｂと、を有する。
【００２３】
　メス端子部１２は、中間部１３の後述する平行連続部１３ｂに対して直交するように連
続する。
【００２４】
　中間部１３は、電気接続部１１に直交するように連接する直交連続部１３ａと、電気接
続部１１に平行になるように直交連続部１３ａに連接するとともにメス端子部１２に連接
する平行連続部１３ｂと、を有する。
　すなわち、平行連続部１３ｂは、電気接続部１１と平行かつ、向かい合って並ぶように
位置する。このため、電気接続部１１がガタついた場合、その動きとほぼ同様に動くよう
になっている。
【００２５】
　電流センサー２０は、本体部分を構成するセンサー本体部２１と、３つの測定孔２２と
、２つのガイド突起部２３と、ネジ穴２４と、を有する。
　センサー本体部２１は、外郭が合成樹脂等の絶縁材によって構成した略直方体形状をな
す。
　測定孔２２は、電気接続部１１の挿通部１１ａを挿通することによって電流を測定する
部分である。この測定孔２２は、電気接続部１１の断面外形に対応した矩形状に形成し、
センサー本体部２１を短手方向に貫通してなる。
　このような測定孔２２は、センサー本体部２１の長手方向に沿って３箇所に並んで設け
ている。
【００２６】
　ガイド突起部２３は、センサー本体部２１から突出するように設けている。より具体的
には、ガイド突起部２３は、ボルト８０を締結する際のボルト８０の回転軸Ｃ方向にセン
サー本体部２１から突出するように設けている。
　このガイド突起部２３は、センサー本体部２１のハウジング３０への組み付けのための
移動方向に直交する方向に間隔を空けて２箇所に設けている。より具体的には、ガイド突
起部２３は、センサー本体部２１の長手方向に沿って、かつ、測定孔２２の間に配置する
。
【００２７】
　ネジ穴２４は、センサー本体部２１をハウジング３０に固定するネジ９０を取り付ける
ための穴であり、ハウジング３０の後述する固定孔５１ａに対応した位置に形成する。
【００２８】
　ハウジング３０は、合成樹脂等の絶縁材からなり、各端子１０を配置する３つの端子配
置部４０と、センサー本体部２１を保持固定するセンサー保持固定部５０と、センサー本
体部２１をハウジング３０の組み付け位置までガイドするガイド壁部６０と、端子１０の
ガタつきを規制する壁からなるガタつき規制壁部７０と、を有する。
【００２９】
　各端子配置部４０は、メス端子部１２を相手コネクタの雄端子に接続可能に配置する相
手コネクタ嵌合部４１と、中間部１３を配置する中間部配置部４２と、を有する。
【００３０】
　相手コネクタ嵌合部４１は、後述する端子載置面４２ａ側にメス端子部１２の端子挿入
口４１ａを形成したフード状をなし、内部にメス端子部１２を相手コネクタ嵌合部４１の
突出方向に沿って突出するように配置する。
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　中間部配置部４２は、平行連続部１３ｂを載置する端子載置面４２ａを有する。
【００３１】
　このような端子配置部４０に端子１０を配置する場合、平行連続部１３ｂが端子載置面
４２ａに当接するまでメス端子部１２を端子挿入口４１ａから相手コネクタ嵌合部４１内
に押し込む。
【００３２】
　センサー保持固定部５０は、センサー本体部２１を載置するセンサー載置面５１と、２
つのセンサー保持アーム５２と、を有する。
【００３３】
　センサー載置面５１は、センサー本体部２１の長手方向の両端部を載置する面であり、
センサー本体部２１をネジ止め固定するための固定孔５１ａを形成したセンサー端部載置
面５１ｂと、後述するガイド壁６０の上端縁面６０ａとで構成する。
【００３４】
　センサー保持アーム５２は、測定孔２２への電気接続部１１の挿入方向入口側となるセ
ンサー本体部２１の後面、およびセンサー本体部２１の上面に沿うように屈曲したアーム
状をなし、センサー本体部２１が上下方向でガタつくことを阻止するようになっている。
【００３５】
　ガイド壁部６０は、ガイド突起部２３の幅より僅かに大きい間隔を空けて向かい合い、
かつ、センサー本体部２１の組み付けのための移動方向に沿って設けることによって、ガ
イド突起部２３を間にしてセンサー本体部２１を組み付け位置までガイドする一対のガイ
ド壁６１からなる。
【００３６】
　ガイド壁部６０は、２つのガイド突起部２３に対応して２箇所に設けている。このガイ
ド壁部６０は、図３および図６に示すように、互いに他方のガイド壁部６０のガイド壁６
１に向かい合う２つのガイド壁６１のガイド突起部２３をガイドする側の面６１ａの間隔
ａが、２つのガイド壁６１のそれぞれにガイドされる２つのガイド突起部２３の間隔ｂに
比して大きくなるように調整する。
　このため、センサー本体部２１に設けた隣り合う２つのガイド突起部２３が２つのガイ
ド突起部２３の間に位置する２つのガイド壁６１のそれぞれに隙間無く嵌め込まれる。こ
れにより、センサー本体部２１のガタつき、特に、センサー本体部２１の組み付けのため
の移動方向に直交する方向でのガタつきを防止することができる。
【００３７】
　ガタつき規制壁部７０は、ガイド壁部６０の端子１０が配置される側の面である導電部
材配置側面６１ｂに設けた壁であり、端子１０のガタつきを規制する。このガタつき規制
壁部７０は、端子載置面４２ａに載置した平行連続部１３ｂの側部縁面に近接するように
導電部材配置側面６１ｂに突設し、かつ、端子載置面４２ａからガイド壁６１の上端面に
向けて延びる回転規制壁部７１と、上方から平行連続部１３ｂを視た場合に、平行連続部
１３ｂの側部に重なるように回転規制壁部７１の上端部から突出した上端突出部７２と、
を有する。
【００３８】
　なお、この実施例では、ガタつき規制壁部７０は、ガイド壁６１以外にも、端子載置面
４２ａとセンサー端部載置面５１ｂとの段差を形成する壁にも設けることによって、ガイ
ド壁６０が側方に位置しない２つの端子１０についても、ガタつき規制壁部７０を両側部
に配置している。
【００３９】
　回転規制壁部７１は、バスバー１１０との接続の際に負荷される荷重によって端子１０
が回転することを規制する壁である。より具体的には、回転規制壁部７１は、電流センサ
ー２０とともにハウジング３０に組み付けた端子１０がバスバー１１０とのボルト８０に
よる締結によってボルト８０の締結方向に回転しようとした場合に、端子１０の回転を阻
止するように平行連続部１３ｂの側部縁面が当接する壁である。
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【００４０】
　なお、この実施例では、回転規制壁部７１は各端子１０の両側部側に配置するようにな
っているので、ボルト８０を緩める場合であっても、同様にして端子１０の回転を阻止す
るようになっている。
【００４１】
　上端突出部７２は、端子１０が上下方向でガタついた場合に端子１０の上面に当接する
ことによって、ガタつきを阻止するようになっている。
　なお、本発明の実施例では、ガタつき規制壁部７０が、回転規制壁部７１および上端突
出部７２を有するものを例示したが、これに限らず、回転規制壁部７１を有していればよ
い。
【００４２】
　次に、図８および図９を用いてコネクタの組み付け手順について説明する。
　図８は、端子１０をハウジング３０に組み付けた組立体の斜視図である。図９は、（ａ
）が図８の組立体に対してさらにハウジング３０に電流センサー２０を組み付けた組立体
の斜視図であり、（ｂ）が組み付けを完了したコネクタ１００の斜視図である。
【００４３】
　まず、作業者は、３つの端子１０をハウジング３０に組み付ける（図８参照）。ここで
、メス端子部１２が相手コネクタ嵌合部４１内に配置され、平行連続部１３ｂが端子載置
面に載置される。これにより、各端子１０の平行連続部１３ｂは、向かい合う回転規制壁
部７１の間に配置される。
【００４４】
　その後、作業者は、電流センサー２０をハウジング３０に組み付ける（図９（ａ）参照
）。ここで、各測定孔２２に各端子１０の電気接続部１１を挿通しつつ、２つのガイド突
起部２３を対応する各ガイド壁部６０の一対のガイド壁６１の間に嵌め込み、センサー本
体部２１をガイド壁部６０によってガイドしながらハウジング３０の組み付け位置まで移
動する。
　作業者は、このようにしてセンサー本体部２１を組み付け位置まで移動したら、ネジ９
０によってセンサー本体部２１をハウジング３０に固定する。このとき、センサー本体部
２１は、ガイド突起部２３とガイド壁部６０とによって位置決めされながら組み付け位置
に配置されるので、センサー本体部２１のネジ穴２４と、ハウジング３０の固定孔５１ａ
とを容易に合わせることができる。
【００４５】
　その後、作業者は、各端子１０とバスバー１１０とをボルト締結し、コネクタ１００の
組み付けを完了する（図９（ａ）参照）。ここで、端子１０がボルト８０を締めつける方
向に回転しようとすると、電気接続部１１の動きに同調して回転した平行連続部１３ｂの
側部縁面が回転規制壁部７１に当接することによって端子１０の回転が阻止される。これ
により、電気接続部１１が測定孔２２の内壁面に接触することを防ぐことができる。
【００４６】
　本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、センサー本体部
２１を組み付け位置までガイドするガイド壁６０を利用して端子１０がボルト８０の締結
によって回転することを規制する回転規制壁部７１を設けているので、ハウジング３０の
大型化を抑えつつ、電流センサー２０をハウジング３０に組み付け易くし、かつ、電流セ
ンサ―２０が損傷することを防止することができる。
【００４７】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、電流セン
サー２０に設けた隣り合う２つのガイド突起部２３が２つのガイド突起部２３の間に位置
する２つのガイド壁６１のそれぞれに隙間無く嵌め込まれるので電流センサー２０のガタ
つきを防止することができる。
【００４８】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、２つのガ
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イド突起部２３と、２つのガイド壁部６０とでセンサー本体部２１をガタつきなく安定し
てガイドすることができるとともに、端子１０の並び方向での端子１０の配置間隔を利用
してスペース効率良く２つのガイド突起部２３と、２つのガイド壁部６０とを配置してい
るのでハウジング３０の大型化を効果的に抑えることができる。
【００４９】
　なお、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、コネクタ
１００に組み込むものを例示したが、これに限らず、その他のデバイスに組み込んでも構
わない。例えば、電気接続箱に組み込んでもよい。
【００５０】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、導電部材
が端子１０であるものを例示したが、これに限らず、電気的に接続する接続相手との接続
が可能な電気接続部を有するものであればその他のものであっても構わない。例えば、バ
スバーであってもよい。
【００５１】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、導電部材
が接続相手であるバスバー１１０とボルト締結することによって接続するものを例示した
が、これに限らず、導電部材と接続相手とが電気的に接続できるようになっていればその
他の接続構造であっても構わない。例えば、導電部材と接続相手とが雄雌端子によって接
続する接続構造であっても構わない。なお、導電部材と接続相手とが雄雌端子によって接
続する接続構造においても、接続の際のこじり等によって前記導電部材が回転することを
回転規制壁部が阻止する。
【００５２】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造１は、３つの端
子を有するものを例示したが、これに限らず、少なくとも１つの端子を有していればよい
。
【００５３】
　また、本発明の実施例に係る電流センサーと導電部材との組み付け構造は１、ガイド壁
部６０がガイド突起部２３を間にして向かい合う一対のガイド壁６１からなり、１つのガ
イド突起部２３を一対のガイド壁６０でガイドするものを例示したが、これに限らず、１
つのガイド突起部２３を１つのガイド壁６０でガイドするようにしても構わない。
【００５４】
　以上、本発明者によってなされた発明を、上述した発明の実施例に基づき具体的に説明
したが、本発明は、上述した発明の実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲において種々変更可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　　　１　　　　電流センサーと導電部材との組み付け構造
　　　１０　　　端子（導電部材）
　　　１１　　　電気接続部
　　　１１ａ　　挿通部
　　　１１ｂ　　ボルト締結部
　　　１１ｃ　　ボルト挿通孔
　　　１２　　　メス端子部
　　　１３　　　中間部
　　　１３ａ　　直交連続部
　　　１３ｂ　　平行連続部
　　　２０　　　電流センサー
　　　２１　　　センサー本体部
　　　２２　　　測定孔
　　　２３　　　ガイド突起部
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　　　２４　　　ネジ穴
　　　３０　　　ハウジング
　　　４０　　　端子配置部
　　　４１　　　相手コネクタ嵌合部
　　　４１ａ　　端子挿入口
　　　４２　　　中間部配置部
　　　４２ａ　　端子載置面
　　　５０　　　センサー保持固定部
　　　５１　　　センサー載置面
　　　５１ａ　　固定孔
　　　５１ｂ　　センサー端部載置面
　　　５２　　　センサー―保持アーム
　　　６０　　　ガイド壁部
　　　６０ａ　　上端縁面
　　　６１　　　ガイド壁
　　　６１ａ　　面
　　　６１ｂ　　導電部材配置側面
　　　７０　　　ガタつき規制壁部
　　　７１　　　回転規制壁部
　　　７２　　　上端突出部
　　　８０　　　ボルト
　　　９０　　　ネジ
　　　１００　　コネクタ
　　　１１０　　バスバー（接続相手）

【図１】 【図２】
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