
JP 5890468 B2 2016.3.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
接続対象物に取り付けられて、電線に取り付けられた相手コネクタと嵌合することで、前
記電線を前記接続対象物に電気的に接続する、電気コネクタであって、
コンタクトと、
前記コンタクトに取り付けられるハウジングと、
を備え、
前記コンタクトは、前記接続対象物に対して固定可能な平板状の第１コンタクト部と、前
記相手コネクタと接触可能な平板状の第２コンタクト部と、を有し、
前記ハウジングは、前記相手コネクタを前記電気コネクタに嵌合する嵌合方向と反対方向
である抜去方向で前記第2コンタクト部が挿入されるハウジング本体と、前記ハウジング
本体に取り付けられるコンタクトロックと、を有し、
前記コンタクトロックは、前記嵌合方向を向く第1ロック面と、前記抜去方向を向く第2ロ
ック面と、を有し、
前記ハウジング本体は、前記抜去方向を向くハウジングロック面を有し、
前記コンタクトは、前記嵌合方向を向くコンタクトロック面を有し、
前記抜去方向と実質的に直交する方向で前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿
入して前記ハウジング本体に取り付けると、前記第1ロック面が前記ハウジングロック面
と対向し、前記第2ロック面が前記コンタクトロック面と対向し、
前記ハウジングは、前記コンタクトが貫通可能であって前記接続対象物に向かって開口す
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る第１の開口と、前記第１の開口と異なる開口であって前記コンタクトが貫通可能であっ
て前記嵌合方向に開口する第２の開口と、を有する、
電気コネクタ。
【請求項２】
請求項１に記載の電気コネクタであって、
前記ハウジングは、前記コンタクトロックが前記ハウジング本体から引き抜かれると、前
記コンタクトロックが前記接続対象物へと近づくように構成されている、
電気コネクタ。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の電気コネクタであって、
前記コンタクトは、前記第１コンタクト部の板厚方向と前記第２コンタクト部の板厚方向
が略直角であるL字型に形成されている、
電気コネクタ。
【請求項４】
請求項１又は２に記載の電気コネクタであって、
前記コンタクトは、前記第１コンタクト部の板厚方向と前記第２コンタクト部の板厚方向
が略平行であって、前記第１コンタクト部と前記第２コンタクト部が前記第１コンタクト
部の板厚方向においてズレている、クランク型に形成されている、
電気コネクタ。
【請求項５】
請求項１～４の何れかに記載の電気コネクタであって、
前記ハウジング本体は、前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿入する挿入方向
に延びる挿入溝を有し、
前記コンタクトロックは、前記ハウジング本体の前記挿入溝に収容可能な挿入部を有し、
前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部に形成されており、
前記ハウジング本体の前記ハウジングロック面は、前記挿入溝に形成されている、
電気コネクタ。
【請求項６】
請求項５に記載の電気コネクタであって、
前記挿入部は、前記挿入方向に沿って延びる梁と、前記梁に設けられた爪と、を有し、
前記ハウジング本体は、前記挿入溝に挿入された前記挿入部の前記爪が引っ掛かる引っ掛
かり面を有する、
電気コネクタ。
【請求項７】
請求項６に記載の電気コネクタであって、
前記挿入部は、前記挿入方向において前記梁を挟む一対の突部を有し、
前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部の前記一対の突部に形成されて
いる、
電気コネクタ。
【請求項８】
請求項７に記載の電気コネクタであって、
前記梁は、前記一対の突部の何れか一方によって支持された片持ち梁である、
電気コネクタ。
【請求項９】
接続対象物に取り付けられて、電線に取り付けられた相手コネクタと嵌合することで、前
記電線を前記接続対象物に電気的に接続する、電気コネクタであって、
コンタクトと、
前記コンタクトに取り付けられるハウジングと、
を備え、
前記コンタクトは、前記接続対象物に対して固定可能な平板状の第１コンタクト部と、前
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記相手コネクタと接触可能な平板状の第２コンタクト部と、を有し、
前記ハウジングは、前記相手コネクタを前記電気コネクタに嵌合する嵌合方向と反対方向
である抜去方向で前記第2コンタクト部が挿入されるハウジング本体と、前記ハウジング
本体に取り付けられるコンタクトロックと、を有し、
前記コンタクトロックは、前記嵌合方向を向く第1ロック面と、前記抜去方向を向く第2ロ
ック面と、を有し、
前記ハウジング本体は、前記抜去方向を向くハウジングロック面を有し、
前記コンタクトは、前記嵌合方向を向くコンタクトロック面を有し、
前記抜去方向と実質的に直交する方向で前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿
入して前記ハウジング本体に取り付けると、前記第1ロック面が前記ハウジングロック面
と対向し、前記第2ロック面が前記コンタクトロック面と対向し、
前記ハウジング本体は、前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿入する挿入方向
に延びる挿入溝を有し、
前記コンタクトロックは、前記ハウジング本体の前記挿入溝に収容可能な挿入部を有し、
前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部に形成されており、
前記ハウジング本体の前記ハウジングロック面は、前記挿入溝に形成されており、
前記挿入部は、前記挿入方向に沿って延びる梁と、前記梁に設けられた爪と、を有し、
前記ハウジング本体は、前記挿入溝に挿入された前記挿入部の前記爪が引っ掛かる引っ掛
かり面を有し、
前記挿入部は、前記挿入方向において前記梁を挟む一対の突部を有し、
前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部の前記一対の突部に形成されて
いる、
電気コネクタ。
【請求項１０】
請求項９に記載の電気コネクタであって、
前記梁は、前記一対の突部の何れか一方によって支持された片持ち梁である、
電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、特許文献１は、本願の図３０に示すように、バッテリ側に接続さ
れる入力端子１００とタブ状の出力端子１０１を有するバスバー１０２をボックス１０３
に抜け止め状態で収容する技術を開示している。特許文献１では、バスバー１０２を表裏
両面から挟む樹脂モールド部１０４を設け、樹脂モールド部１０４の左右の面に設けた突
起１０５をボックス１０３の左右の壁面に設けたロック片１０６に弾性的に係止させてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３５８８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、コンタクトとハウジングを備えた電気コネクタには以下のような問題がある
。即ち、例えばバッテリーなどの固定物にコンタクトが固定されていると、ハウジングに
外力が作用した際、ハウジングがコンタクトから脱落してしまう場合があった。コンタク
トをハウジングに挿入して取り付ける際の挿入方向で上記の外力が作用すると、上記の脱
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落問題は更に顕著となる。
【０００５】
　本発明の目的は、電気コネクタのハウジングに外力が作用してハウジングがコンタクト
から脱落することで、電線と接続対象物との電気的な接続が失われるのを防止する技術を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明の第１の観点によれば、接続対象物に取り付けられて、電線に取り付けられた
相手コネクタと嵌合することで、前記電線を前記接続対象物に電気的に接続する、電気コ
ネクタであって、コンタクトと、前記コンタクトに取り付けられるハウジングと、を備え
、前記コンタクトは、前記接続対象物に対して固定可能な平板状の第１コンタクト部と、
前記相手コネクタと接触可能な平板状の第２コンタクト部と、を有し、前記ハウジングは
、前記相手コネクタを前記電気コネクタに嵌合する嵌合方向と反対方向である抜去方向で
前記第2コンタクト部が挿入されるハウジング本体と、前記ハウジング本体に取り付けら
れるコンタクトロックと、を有し、前記コンタクトロックは、前記嵌合方向を向く第1ロ
ック面と、前記抜去方向を向く第2ロック面と、を有し、前記ハウジング本体は、前記抜
去方向を向くハウジングロック面を有し、前記コンタクトは、前記嵌合方向を向くコンタ
クトロック面を有し、前記抜去方向と実質的に直交する方向で前記コンタクトロックを前
記ハウジング本体に挿入して前記ハウジング本体に取り付けると、前記第1ロック面が前
記ハウジングロック面と対向し、前記第2ロック面が前記コンタクトロック面と対向し、
前記ハウジングは、前記コンタクトが貫通可能であって前記接続対象物に向かって開口す
る第１の開口と、前記第１の開口と異なる開口であって前記コンタクトが貫通可能であっ
て前記嵌合方向に開口する第２の開口と、を有する、電気コネクタが提供される。
　前記ハウジングは、前記コンタクトロックが前記ハウジング本体から引き抜かれると、
前記コンタクトロックが前記接続対象物へと近づくように構成されている。
　前記コンタクトは、前記第１コンタクト部の板厚方向と前記第２コンタクト部の板厚方
向が略直角であるL字型に形成されている。
　前記コンタクトは、前記第１コンタクト部の板厚方向と前記第２コンタクト部の板厚方
向が略平行であって、前記第１コンタクト部と前記第２コンタクト部が前記第１コンタク
ト部の板厚方向においてズレている、クランク型に形成されている。
　前記ハウジング本体は、前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿入する挿入方
向に延びる挿入溝を有し、前記コンタクトロックは、前記ハウジング本体の前記挿入溝に
収容可能な挿入部を有し、前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部に形
成されており、前記ハウジング本体の前記ハウジングロック面は、前記挿入溝に形成され
ている。
　前記挿入部は、前記挿入方向に沿って延びる梁と、前記梁に設けられた爪と、を有し、
前記ハウジング本体は、前記挿入溝に挿入された前記挿入部の前記爪が引っ掛かる引っ掛
かり面を有する。
　前記挿入部は、前記挿入方向において前記梁を挟む一対の突部を有し、前記コンタクト
ロックの前記第１ロック面は、前記挿入部の前記一対の突部に形成されている。
　前記梁は、前記一対の突部の何れか一方によって支持された片持ち梁である。
　本願発明の第２の観点によれば、接続対象物に取り付けられて、電線に取り付けられた
相手コネクタと嵌合することで、前記電線を前記接続対象物に電気的に接続する、電気コ
ネクタであって、コンタクトと、前記コンタクトに取り付けられるハウジングと、を備え
、前記コンタクトは、前記接続対象物に対して固定可能な平板状の第１コンタクト部と、
前記相手コネクタと接触可能な平板状の第２コンタクト部と、を有し、前記ハウジングは
、前記相手コネクタを前記電気コネクタに嵌合する嵌合方向と反対方向である抜去方向で
前記第2コンタクト部が挿入されるハウジング本体と、前記ハウジング本体に取り付けら
れるコンタクトロックと、を有し、前記コンタクトロックは、前記嵌合方向を向く第1ロ
ック面と、前記抜去方向を向く第2ロック面と、を有し、前記ハウジング本体は、前記抜
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去方向を向くハウジングロック面を有し、前記コンタクトは、前記嵌合方向を向くコンタ
クトロック面を有し、前記抜去方向と実質的に直交する方向で前記コンタクトロックを前
記ハウジング本体に挿入して前記ハウジング本体に取り付けると、前記第1ロック面が前
記ハウジングロック面と対向し、前記第2ロック面が前記コンタクトロック面と対向し、
前記ハウジング本体は、前記コンタクトロックを前記ハウジング本体に挿入する挿入方向
に延びる挿入溝を有し、前記コンタクトロックは、前記ハウジング本体の前記挿入溝に収
容可能な挿入部を有し、前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部に形成
されており、前記ハウジング本体の前記ハウジングロック面は、前記挿入溝に形成されて
おり、前記挿入部は、前記挿入方向に沿って延びる梁と、前記梁に設けられた爪と、を有
し、前記ハウジング本体は、前記挿入溝に挿入された前記挿入部の前記爪が引っ掛かる引
っ掛かり面を有し、前記挿入部は、前記挿入方向において前記梁を挟む一対の突部を有し
、前記コンタクトロックの前記第１ロック面は、前記挿入部の前記一対の突部に形成され
ている、電気コネクタが提供される。
　前記梁は、前記一対の突部の何れか一方によって支持された片持ち梁である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電気コネクタのハウジングに外力が作用してハウジングがコンタクト
から脱落することで、電線と接続対象物との電気的な接続が失われるのを防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ピンコネクタにソケットコネクタを嵌合させる前の状態を示す斜視図である。（
第１実施形態）
【図２】ピンコネクタにソケットコネクタを嵌合させた後の状態を示す斜視図である。（
第１実施形態）
【図３】ピンコネクタの斜視図である。（第１実施形態）
【図４】ピンコネクタの別の角度から見た斜視図である。（第１実施形態）
【図５】ピンコネクタの組み立て手順の説明図である。（第１実施形態）
【図６】ピンコネクタの組み立て手順の説明図である。（第１実施形態）
【図７】ピンコネクタの組み立て手順の説明図である。（第１実施形態）
【図８】ピンコネクタの組み立て手順の説明図である。（第１実施形態）
【図９】ピンハウジング本体の斜視図である。（第１実施形態）
【図１０】ピンハウジング本体の一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図１１】図１０のA部拡大図である。（第１実施形態）
【図１２】ピンハウジング本体の別の角度から見た一部切り欠き斜視図である。（第１実
施形態）
【図１３】ピンコンタクトロックの斜視図である。（第１実施形態）
【図１４】ピンコンタクトロックの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図１５】ピンコンタクトロックの別の角度から見た斜視図である。（第１実施形態）
【図１６】ピンコンタクトロックの別の角度から見た斜視図である。（第１実施形態）
【図１７】ピンコンタクトの斜視図である。（第１実施形態）
【図１８】ピンコンタクトの別の角度から見た斜視図である。（第１実施形態）
【図１９】ピンコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図２０】図１９のB部拡大図である。（第１実施形態）
【図２１】ピンコネクタの別の角度から見た一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態
）
【図２２】ソケットコネクタの斜視図である。（第１実施形態）
【図２３】ソケットコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図２４】ピンコネクタをソケットコネクタに嵌合させた状態の一部切り欠き斜視図であ
る。（第１実施形態）
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【図２５】ピンコンタクトの斜視図である。（第２実施形態）
【図２６】ピンコネクタの斜視図である。（第２実施形態）
【図２７】ピンコネクタをバッテリーユニットに取り付けた状態を示す斜視図である。（
第２実施形態）
【図２８】ピンコンタクトの斜視図である。（第３実施形態）
【図２９】ピンコネクタの斜視図である。（第３実施形態）
【図３０】特許文献１の図１に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　以下、図１～図２４を参照して、第１実施形態を説明する。図１及び図２は、コネクタ
組立体１を用いて電線２をバッテリーユニット３（接続対象物）に接続する様子を示して
いる。図１及び図２に示すように、本実施形態においてバッテリーユニット３は、略直方
体であって、上面３Ａと一対の側面３Ｂを有する。上面３Ａには、一対の外部端子４が配
置されている。
【００１０】
　コネクタ組立体１は、バッテリーユニット３の外部端子４に取り付けられるピンコネク
タ５（電気コネクタ）と、電線２に取り付けられるソケットコネクタ６（相手コネクタ）
と、によって構成されている。そして、図２に示すように、ソケットコネクタ６をピンコ
ネクタ５に嵌合させることで、電線２がバッテリーユニット３の外部端子４に電気的に接
続される。
【００１１】
　図１に示すように、ピンコネクタ５は、ピンコンタクト７（コンタクト）と、ピンコン
タクト７に取り付けられるピンハウジング８（ハウジング）と、を備える。ピンコンタク
ト７をバッテリーユニット３の外部端子４に取り付けると、ピンハウジング８は、バッテ
リーユニット３の側面３Ｂと対向する。
【００１２】
　ここで、図１及び図２を参照して、「コネクタ挿抜方向（第１方向）」「バッテリー対
向方向（第２方向）」「コネクタ幅方向（第３方向）」を定義する。コネクタ挿抜方向、
バッテリー対向方向及びコネクタ幅方向は互いに直交している。コネクタ挿抜方向は、ピ
ンコネクタ５に対してソケットコネクタ６を挿抜する方向である。コネクタ挿抜方向は、
コネクタ嵌合方向（嵌合方向）とコネクタ抜去方向（抜去方向）を有する。コネクタ嵌合
方向は、ピンコネクタ５に対してソケットコネクタ６を嵌合させる方向である。コネクタ
抜去方向は、ピンコネクタ５からソケットコネクタ６を抜去する方向である。バッテリー
対向方向は、ピンコネクタ５のピンハウジング８とバッテリーユニット３の側面３Ｂが対
向する方向である。バッテリー対向方向は、バッテリー近接方向とバッテリー離間方向を
有する。バッテリー近接方向は、ピンコネクタ５のピンハウジング８からバッテリーユニ
ット３の側面３Ｂを見る方向である。バッテリー離間方向は、バッテリーユニット３の側
面３Ｂからピンコネクタ５のピンハウジング８を見る方向である。コネクタ幅方向は、コ
ネクタ挿抜方向及びバッテリー対向方向に対して直交する方向である。コネクタ幅方向は
、コネクタ幅中央方向とコネクタ幅反中央方向を有する。コネクタ幅中央方向は、ピンコ
ネクタ５のコネクタ幅方向の中央に近づく方向である。コネクタ幅反中央方向は、ピンコ
ネクタ５のコネクタ幅方向の中央から離れる方向である。
【００１３】
　図１及び図２には、２つのコネクタ組立体１が描かれているが、２つのコネクタ組立体
１は同一構造を有する。従って、以下、一方のコネクタ組立体１のみについて説明し、他
方のコネクタ組立体１については説明を省略する。
【００１４】
（ピンコネクタ５）
　図３及び図４には、異なる方向から見たピンコネクタ５を描いている。前述したように
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、ピンコネクタ５は、ピンコンタクト７とピンハウジング８を備える。ピンハウジング８
は、ピンハウジング本体９と、ピンハウジング本体９に取り付けられるピンコンタクトロ
ック１０（コンタクトロック）と、を有する。そして、図５～図８に示すように、ピンコ
ンタクト７をピンハウジング本体９に挿入し、ピンコンタクトロック１０をピンハウジン
グ本体９に取り付けることで、ピンコンタクト７はピンハウジング本体９に固定される。
【００１５】
（ピンハウジング本体９）
　図９～図１２を参照して、ピンハウジング本体９を説明する。図９には、ピンハウジン
グ本体９の斜視図を示している。図１０～図１２には、ピンハウジング本体９の一部切り
欠き斜視図を示している。図９に示すように、ピンハウジング本体９は、ベースプレート
１５と、嵌合部１６と、ピンコンタクトロック収容部１７と、を有する。
【００１６】
　図９及び図１２に示すように、ベースプレート１５は、平板状の部分である。ベースプ
レート１５には、コネクタ挿抜方向においてベースプレート１５を貫通するコンタクト挿
入孔１８が形成されている。
【００１７】
　図９及び図１２に示すように、嵌合部１６は、外側カバー１９と内側カバー２０を有す
る。図１２では、内側カバー２０を説明するために、外側カバー１９を切り欠いた状態で
ピンハウジング本体９を描いている。図９に示すように、外側カバー１９は、ベースプレ
ート１５からコネクタ抜去方向に角筒状に突出して形成されている。外側カバー１９は、
バッテリー対向方向で対向する一対の大側壁１９Ａと、コネクタ幅方向で対向する一対の
小側壁１９Ｂと、を有する。各小側壁１９Ｂには、爪嵌合面１９Ｃが形成されている。図
１２に示すように、内側カバー２０は、外側カバー１９の内側において、ベースプレート
１５からコネクタ抜去方向に突出して形成されている。内側カバー２０は、ベースプレー
ト１５のコンタクト挿入孔１８と連通するコンタクト収容空間２１を形成する。内側カバ
ー２０は、コンタクト収容空間２１を取り囲む複数の梁２２によって構成されている。
【００１８】
　図１０に示すように、ピンコンタクトロック収容部１７は、ベースプレート１５からコ
ネクタ嵌合方向に突出して形成されている。ピンコンタクトロック収容部１７は、コネク
タ幅方向で対向する一対のロック保持壁部２５と、コンタクト挿入孔１８よりもバッテリ
ーユニット３から遠くに配置されたロック突き当り壁部２６と、を有する。各ロック保持
壁部２５のコネクタ幅中央方向側の壁面２５Ａには、バッテリー対向方向に延びる挿入溝
２７が形成されている。即ち、図１１に示すように、各ロック保持壁部２５は、挿入溝２
７のコネクタ幅反中央方向を区画する溝側面２７Ａと、挿入溝２７のコネクタ嵌合方向を
区画する溝天井２７Ｂ（ハウジングロック面）と、を有する。また、各ロック保持壁部２
５には、溝側面２７Ａからコネクタ幅反中央方向に延びる引っ掛かり孔２７Ｃと、引っ掛
かり孔２７Ｃのバッテリー近接方向を区画する引っ掛かり面２７Ｄと、を有する。図１０
に示すように、ロック突き当り壁部２６は、板厚方向がバッテリー対向方向に等しい突き
当り壁部本体２６Ａと、突き当り壁部本体２６Ａのコネクタ幅方向における中央からバッ
テリー近接方向に突出する突き当り壁部突出部２６Ｂと、を有する。
【００１９】
（ピンコンタクトロック１０）
　次に、図１３～図１６を参照して、ピンコンタクトロック１０を説明する。図１３、図
１５及び図１６には、異なる角度から見たピンコンタクトロック１０を描いている。図１
４には、ピンコンタクトロック１０の一部切り欠き斜視図を示している。
【００２０】
　図１３～図１６に示すように、ピンコンタクトロック１０は、コンタクト保持部３０と
、一対の挿入部３１と、を有する。
【００２１】
　図１３に示すように、コンタクト保持部３０は、バッテリー対向方向に角筒状に延びる
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部分である。図１４に示すように、コンタクト保持部３０は、バッテリー対向方向に貫通
するコンタクト貫通孔３２を有する。図１３～図１５に示すように、コンタクト保持部３
０は、コネクタ嵌合方向を向く上面３０Ａと、コネクタ抜去方向を向く下面３０Ｂ（第２
ロック面）と、コネクタ幅反中央方向を向く一対の側面３０Ｃと、を有する。図１６に示
すように、コンタクト保持部３０のバッテリー離間方向側の端部には、コネクタ挿抜方向
に貫通する切り欠き３５が形成されている。
【００２２】
　図１３に示すように、各挿入部３１は、コンタクト保持部３０の各側面３０Ｃの下部か
らコネクタ幅反中央方向に突出して形成されている。各挿入部３１は、バッテリー対向方
向に細長く形成されている。詳しくは、各挿入部３１は、一対の保持突部３６（突部）と
、ロック梁３７（梁）と、爪３８と、を有する。各挿入部３１が有する一対の保持突部３
６は、コンタクト保持部３０の側面３０Ｃからコネクタ幅反中央方向に突出する部分であ
る。各挿入部３１が有する一対の保持突部３６は、バッテリー対向方向において互いに離
れて配置されている。各保持突部３６は、コネクタ嵌合方向を向く突起上面３６Ａ（第1
ロック面）を有する。ロック梁３７は、一対の保持突部３６のうちバッテリーユニット３
から遠い保持突部３６によって支持された片持ち梁であって、バッテリー近接方向に延び
ている。爪３８は、ロック梁３７の自由端からコネクタ幅反中央方向に突出して形成され
ている。
【００２３】
（ピンコンタクト７）
　図１７及び図１８には、異なる方向から見たピンコンタクト７を描いている。図１７及
び図１８に示すように、ピンコンタクト７は、約３ｍｍの厚みを有する金属板を折り曲げ
て形成されている。ピンコンタクト７は、平板状のバッテリー固定部４０（第１コンタク
ト部）と、平板状の接触部４１（第２コンタクト部）と、連結部４２と、を有する。
【００２４】
　バッテリー固定部４０の板厚方向は、コネクタ挿抜方向に等しい。バッテリー固定部４
０は、バッテリー対向方向に延びている。バッテリー固定部４０のバッテリー近接方向側
の端部には、固定孔４３が形成されている。接触部４１の板厚方向は、バッテリー対向方
向に等しい。接触部４１は、コネクタ挿抜方向に延びている。連結部４２は、バッテリー
固定部４０と接触部４１を連結する部分である。本実施形態において、バッテリー固定部
４０の板厚方向と接触部４１の板厚方向は略直角であり、もって、ピンコンタクト７は、
L字型に形成されている。また、図１８に示すように、接触部４１のコネクタ幅方向の寸
法４１Ｗは、連結部４２のコネクタ幅方向の寸法４２Ｗよりも大きい。従って、接触部４
１は、コネクタ嵌合方向を向く一対のコンタクトロック面４４を有する。一対のコンタク
トロック面４４は、コネクタ幅方向において連結部４２を挟むように配置されている。
【００２５】
　次に、ピンコネクタ５の組み立て手順を説明する。
【００２６】
　先ず、図５及び図６に示すように、ピンコンタクト７をピンハウジング本体９に挿入す
る。ピンコンタクト７をピンハウジング本体９に挿入する方向は、コネクタ抜去方向に等
しい。具体的には、ピンコンタクト７の接触部４１をピンハウジング本体９のベースプレ
ート１５のコンタクト挿入孔１８に挿入する。
【００２７】
　次に、図６～図８に示すように、ピンコンタクトロック１０をピンハウジング本体９に
取り付ける。ピンコンタクトロック１０をピンハウジング本体９に取り付ける方向は、バ
ッテリー離間方向に等しい。具体的には、図５～図８に示すように、ピンコンタクトロッ
ク１０のコンタクト保持部３０のコンタクト貫通孔３２にピンコンタクト７のバッテリー
固定部４０を挿入させつつ、ピンコンタクトロック１０の一対の挿入部３１を、ピンハウ
ジング本体９のピンコンタクトロック収容部１７の一対の挿入溝２７に挿入していく。す
ると、図１９及び図２０に示すように、ピンコンタクトロック１０の一対の挿入部３１の
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爪３８が、一対のロック保持壁部２５の引っ掛かり面２７Ｄに引っ掛かり、ピンコンタク
トロック１０のピンハウジング本体９からの引き抜きが禁止される。また、図１９に示す
ように、コンタクト保持部３０がロック突き当り壁部２６の突き当り壁部本体２６Ａに突
き当り、ピンコンタクトロック１０のバッテリー離間方向へのそれ以上の挿入も禁止され
る。
【００２８】
　こうして、ピンコネクタ５が組み立てられると、第１に、図１８に示す各コンタクトロ
ック面４４と、図１５に示すコンタクト保持部３０の下面３０Ｂと、がコネクタ挿抜方向
で対向する。第２に、図１３に示す各挿入部３１の一対の突起上面３６Ａと、図１１に示
す溝天井２７Ｂと、がコネクタ挿抜方向で対向する。これにより、ピンコンタクト７がピ
ンハウジング８に対して相対的にコネクタ嵌合方向へ移動することが禁止される。換言す
れば、ピンハウジング８がピンコンタクト７に対して相対的にコネクタ抜去方向へ移動す
ることが禁止される。
【００２９】
　図２１には、ピンコンタクト７の接触部４１が内側カバー２０に収容された様子を示し
ている。内側カバー２０は複数の梁２２によって構成されているので、接触部４１は、内
側カバー２０に収容された状態で部分的に外部に露出している。
【００３０】
（ソケットコネクタ６）
　次に、図２２及び図２３を参照して、ソケットコネクタ６を説明する。図２２及び図２
３には、電線２に取り付けられたソケットコネクタ６を示している。
【００３１】
　図２２及び図２３に示すように、ソケットコネクタ６は、ソケットコンタクト５０と、
ソケットコンタクト５０を収容するソケットハウジング５１と、を有する。
【００３２】
　図２３に示すように、ソケットコンタクト５０は、電線２の導体２Ａに圧着される圧着
部５２と、８つの弾性片５３と、８つの弾性片５３を支持する弾性片支持部５４と、を有
する。
【００３３】
　図２２に示すように、ソケットハウジング５１は、コネクタ挿抜方向に角筒状に延びて
形成されている。ソケットハウジング５１は、コネクタ幅方向に対向する一対の側壁５５
を有する。各側壁５５には、側壁５５によって両端支持された梁５６と、梁５６の長手方
向の中途部からコネクタ幅反中央方向に突出する嵌合爪５７と、が設けられている。
【００３４】
　次に、コネクタ組立体１の使用方法を説明する。
【００３５】
　先ず、図１７に示すバッテリー固定部４０の固定孔４３を利用して、ピンコネクタ５の
ピンコンタクト７を図１に示す外部端子４にボルト締結する。
【００３６】
　次に、図１及び図２に示すように、ソケットコネクタ６をピンコネクタ５に嵌合させる
。すると、図２４に示すように、ソケットコンタクト５０の８つの弾性片５３がピンコン
タクト７の接触部４１に接触し、もって、電線２の導体２Ａがバッテリーユニット３の外
部端子４に電気的に接続される。
【００３７】
　また、図２２に示す一対の嵌合爪５７が、図９に示す一対の爪嵌合面１９Ｃに引っ掛か
り、ソケットコネクタ６のピンコネクタ５からの意図しない抜去が禁止される。
【００３８】
　ピンコネクタ５からソケットコネクタ６を抜去するには、図２２の梁５６をコネクタ幅
中央方向に撓ませて、一対の嵌合爪５７と、図９に示す一対の爪嵌合面１９Ｃと、の引っ
掛かりを解除した上で、ソケットコネクタ６をコネクタ抜去方向に引き下ろせばよい。
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【００３９】
　以上に、第１実施形態を説明したが。上記第１実施形態は、以下の特長を有する。
【００４０】
（１）ピンコネクタ５（電気コネクタ）は、バッテリーユニット３（接続対象物）に取り
付けられて、電線２に取り付けられたソケットコネクタ６（相手コネクタ）と嵌合するこ
とで、電線２をバッテリーユニット３に電気的に接続する。ピンコネクタ５は、ピンコン
タクト７（コンタクト）と、ピンコンタクト７に取り付けられるピンハウジング８と、を
備える。ピンコンタクト７は、バッテリーユニット３の外部端子４に対して固定可能な平
板状のバッテリー固定部４０（第１コンタクト部）と、ソケットコネクタ６のソケットコ
ンタクト５０と接触可能な平板状の接触部４１（第２コンタクト部）と、を有する。ピン
ハウジング８は、コネクタ抜去方向（抜去方向）で接触部４１が挿入されるピンハウジン
グ本体９（ハウジング本体）と、ピンハウジング本体９に取り付けられるピンコンタクト
ロック１０（コンタクトロック）と、を有する。ピンコンタクトロック１０は、コネクタ
嵌合方向（嵌合方向）を向く突起上面３６Ａ（第1ロック面）と、コネクタ抜去方向を向
く下面３０Ｂ（第2ロック面）と、を有する。ピンハウジング本体９は、コネクタ抜去方
向を向く溝天井２７Ｂ（ハウジングロック面）を有する。ピンコンタクト７は、コネクタ
嵌合方向を向くコンタクトロック面４４を有する。バッテリー離間方向でピンコンタクト
ロック１０をピンハウジング本体９に挿入してピンハウジング本体９に取り付けると、突
起上面３６Ａが溝天井２７Ｂと対向し、下面３０Ｂがコンタクトロック面４４と対向する
。詳しくは、バッテリー離間方向でピンコンタクトロック１０をピンハウジング本体９に
挿入してピンハウジング本体９に取り付けると、コネクタ挿抜方向において突起上面３６
Ａが溝天井２７Ｂと接触可能に対向し、コネクタ挿抜方向において下面３０Ｂがコンタク
トロック面４４と接触可能に対向する。以上の構成によれば、ピンコンタクト７をピンハ
ウジング本体９に確実に固定することができる。従って、電線２がコネクタ抜去方向に引
っ張られるなどして、ピンハウジング本体９にコネクタ抜去方向の外力が作用してピンハ
ウジング８がピンコンタクト７から脱落することで、電線２とバッテリーユニット３との
電気的な接続が失われるのを防止することができる。
【００４１】
（２）また、ピンハウジング８は、ピンコンタクトロック１０がピンハウジング本体９か
ら引き抜かれると、ピンコンタクトロック１０がバッテリーユニット３へと近づくように
構成されている。以上の構成によれば、何らかの原因によりピンコンタクトロック１０が
ピンハウジング本体９から外れ掛かった際、ピンコンタクトロック１０はバッテリーユニ
ット３へと近づくことになり、もって、ピンコンタクトロック１０がバッテリーユニット
３に接触してピンコンタクトロック１０のピンハウジング本体９からの完全な脱落が回避
される場合がある。
【００４２】
（３）本実施形態において、ピンコンタクト７は、バッテリー固定部４０の板厚方向と接
触部４１の板厚方向が略直角であるL字型に形成されている。
【００４３】
（５）ピンハウジング８は、ピンコンタクト７が貫通可能であってバッテリーユニット３
に向かって開口するコンタクト貫通孔３２（第１の開口）と、ピンコンタクト７が貫通可
能であってコネクタ嵌合方向に開口するコンタクト貫通孔５８（第２の開口、図８参照）
と、を有する。なお、コンタクト貫通孔５８は、バッテリー対向方向におけるピンハウジ
ング本体９とピンコンタクトロック１０の間の隙間として形成される。以上の構成によれ
ば、バッテリー固定部４０の板厚方向と接触部４１の板厚方向が略直角であるL字型のピ
ンコンタクト７と、バッテリー固定部４０の板厚方向と接触部４１の板厚方向が略平行で
あってバッテリー固定部４０と接触部４１がバッテリー固定部４０の板厚方向においてズ
レているクランク型のピンコンタクトと、バッテリー固定部４０と接触部４１が直線的に
並んでいるストレート型のピンコンタクトと、のすべてに対応可能なピンハウジング８が
実現される。
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【００４４】
（６）ピンハウジング本体９は、バッテリー対向方向（ピンコンタクトロック１０をピン
ハウジング本体９に挿入する挿入方向）に延びる挿入溝２７を有する。ピンコンタクトロ
ック１０は、ピンハウジング本体９の挿入溝２７に収容可能な挿入部３１を有する。ピン
コンタクトロック１０の突起上面３６Ａは、挿入部３１に形成されている。ピンハウジン
グ本体９の溝天井２７Ｂは、挿入溝２７に形成されている。
【００４５】
（７）挿入部３１は、バッテリー対向方向に沿って延びるロック梁３７（梁）と、ロック
梁３７に設けられた爪３８と、を有する。ピンハウジング本体９は、挿入溝２７に挿入さ
れた挿入部３１の爪３８が引っ掛かる引っ掛かり面２７Ｄを有する。以上の構成によれば
、ピンコンタクトロック１０をピンハウジング本体９に取り付けた状態で挿入部３１のロ
ック梁３７及び爪３８が挿入溝２７内に収容された状態となるので、挿入部３１のロック
梁３７及び爪３８が破損し難い。
【００４６】
（８）挿入部３１は、バッテリー対向方向においてロック梁３７を挟む一対の保持突部３
６（突部）を有する。ピンコンタクトロック１０の突起上面３６Ａは、挿入部３１の一対
の保持突部３６に形成されている。
【００４７】
（９）ロック梁３７は、一対の保持突部３６の一方によって支持された片持ち梁である。
【００４８】
（第２実施形態）
　次に、図２５～図２７を参照して、第２実施形態を説明する。本実施形態が上記第１実
施形態と相違する点を中心に説明し、重複する説明は省略する。
【００４９】
　図２５に示すように、本実施形態のピンコンタクト７は、バッテリー固定部４０の板厚
方向と接触部４１の板厚方向が略平行であって、バッテリー固定部４０と接触部４１がバ
ッテリー固定部４０の板厚方向においてズレているクランク型に形成されている。
【００５０】
　図２６には、ピンコンタクト７にピンハウジング８を取り付けた状態を描いている。図
２５及び図２６に示すように、ピンコンタクト７のバッテリー固定部４０は、接触部４１
と比較して、ピンコンタクトロック１０をピンハウジング本体９へ挿入する挿入方向と反
対方向にズレている。ピンコンタクト７の連結部４２は、コンタクト貫通孔５８を貫通し
ている。
【００５１】
　図２７には、本実施形態のピンコネクタ５がバッテリーユニット３の外部端子４に取り
付けられている様子を示している。図２７に示すように、本実施形態においてピンコネク
タ５は、外側カバー１９の突出方向がバッテリーユニット３の上面３Ａに対して平行とな
るように、バッテリーユニット３の外部端子４にボルト締結される。以上の構成によれば
、電線２の引出方向のバッテリーユニット３の上面３Ａに対して平行にすることができる
。
【００５２】
（２）本実施形態でも、上記第１実施形態と同様に、ピンハウジング８は、ピンコンタク
トロック１０がピンハウジング本体９から引き抜かれると、ピンコンタクトロック１０が
バッテリーユニット３へと近づくように構成されている。従って、何らかの原因によりピ
ンコンタクトロック１０がピンハウジング本体９から外れ掛かった際、ピンコンタクトロ
ック１０はバッテリーユニット３へと近づくことになり、もって、ピンコンタクトロック
１０がバッテリーユニット３に接触してピンコンタクトロック１０のピンハウジング本体
９からの完全な脱落が回避される場合がある。
【００５３】
（第３実施形態）
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　次に、図２８及び図２９を参照して、第３実施形態を説明する。本実施形態が上記第１
実施形態と相違する点を中心に説明し、重複する説明は省略する。
【００５４】
　図２８に示すように、本実施形態のピンコンタクト７は、バッテリー固定部４０と接触
部４１が直線的に並んでいるストレート型に形成されている。
【００５５】
　図２９には、ピンコンタクト７にピンハウジング８を取り付けた状態を描いている。図
２９に示すように、ピンコンタクト７の連結部４２は、コンタクト貫通孔５８を貫通して
いる。
【００５６】
　以上に、本発明の第１～第３実施形態を説明した。特筆すべきは、ピンハウジング８は
、ピンコンタクト７が貫通可能であってバッテリーユニット３に向かって開口するコンタ
クト貫通孔３２（第１の開口）と、ピンコンタクト７が貫通可能であってコネクタ嵌合方
向に開口するコンタクト貫通孔５８（第２の開口、図８参照）と、を有する点である。こ
の構成により、ピンハウジング８は、上記第１～第３実施形態に示すようにピンコンタク
ト７の形状が全く異なっていても問題なくそれらのピンコンタクト７を収容することがで
きている。
【符号の説明】
【００５７】
１　コネクタ組立体
２　電線
２Ａ　導体
３　バッテリーユニット（接続対象物）
３Ａ　上面
３Ｂ　側面
４　外部端子
５　ピンコネクタ（電気コネクタ）
６　ソケットコネクタ（相手コネクタ）
７　ピンコンタクト（コンタクト）
８　ピンハウジング
９　ピンハウジング本体（ハウジング本体）
１０　ピンコンタクトロック（コンタクトロック）
１５　ベースプレート
１６　嵌合部
１７　ピンコンタクトロック収容部
１８　コンタクト挿入孔
１９　外側カバー
１９Ａ　大側壁
１９Ｂ　小側壁
１９Ｃ　爪嵌合面
２０　内側カバー
２１　コンタクト収容空間
２２　梁
２５　ロック保持壁部
２５Ａ　壁面
２６　ロック突き当り壁部
２６Ａ　突き当り壁部本体
２６Ｂ　突き当り壁部突出部
２７　挿入溝
２７Ａ　溝側面
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２７Ｂ　溝天井（ハウジングロック面）
２７Ｃ　引っ掛かり孔
２７Ｄ　引っ掛かり面
３０　コンタクト保持部
３０Ａ　上面
３０Ｂ　下面（第2ロック面）
３０Ｃ　側面
３１　挿入部
３２　コンタクト貫通孔（第１の開口）
３３　コンタクト抑え面
３５　切り欠き
３６　保持突部（突部）
３６Ａ　突起上面（第1ロック面）
３７　ロック梁（梁）
３８　爪
４０　バッテリー固定部（第１コンタクト部）
４１　接触部（第２コンタクト部）
４１Ｗ　寸法
４２　連結部
４２Ｗ　寸法
４３　固定孔
４４　コンタクトロック面
５０　ソケットコンタクト
５１　ソケットハウジング
５２　圧着部
５３　弾性片
５４　弾性片支持部
５５　側壁
５６　梁
５７　嵌合爪
５８　コンタクト貫通孔（第２の開口）
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