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(57)【要約】
【課題】特殊な接続端子形状が不要で一般的な治具を使
用して圧着することができ、確実な電気的接続性と機械
的強度の向上を安価に達成して電線と接続端子とを圧着
接続する。
【解決手段】接続端子１０は、例えば接続部１１、圧着
バレル部１２、保持バレル部１３を備え、アルミ電線２
０は、芯線２１を被覆２２で覆った構造からなる。アル
ミ電線２０は、接続端子１０と、保持バレル部１３にお
いては被覆２２とともに圧着保持され、圧着バレル部１
２においては被圧着部２３によって圧着され電気的導通
が図られる。被圧着部２３は、例えば芯線２１の先端を
１回折り返して構成されており、基端側の芯線径Ｒ１よ
りも大きな先端側の芯線径Ｒ２を有して構成されている
。これにより、特殊な端子形状が不要で一般的な治具を
用いて圧着バレル部１２にて芯線２１を確実かつ強固に
圧着することができ、安価に圧着接続することができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電材から構成された芯線を有する電線と、この電線に圧着接続される接続端子との圧
着接続構造であって、
　前記接続端子は、少なくとも前記芯線が圧着される圧着バレル部を有し、
　前記圧着バレル部にて圧着される前記芯線の被圧着部のうち、一の部分は、前記芯線の
軸方向の位置を異にする他の部分に比して大径に形成されている
　ことを特徴とする圧着接続構造。
【請求項２】
　前記被圧着部は、前記一の部分が前記芯線を少なくとも１回折り返して構成されている
ことを特徴とする請求項１記載の圧着接続構造。
【請求項３】
　前記被圧着部は、前記一の部分が前記芯線にメッキ部を形成して構成されていることを
特徴とする請求項１記載の圧着接続構造。
【請求項４】
　前記被圧着部は、前記一の部分が前記芯線の先端部を芯線方向に押し潰して構成されて
いることを特徴とする請求項１記載の圧着接続構造。
【請求項５】
　前記被圧着部は、前記一の部分が前記芯線とともに導電材からなる別部材が圧着されて
なることを特徴とする請求項１記載の圧着接続構造。
【請求項６】
　前記別部材の導電材は、前記芯線を構成する導電材または前記接続端子を構成する導電
材からなることを特徴とする請求項５記載の圧着接続構造。
【請求項７】
　前記芯線を構成する導電材は、アルミニウムであることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項記載の圧着接続構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電材から構成された芯線を有する電線と、この電線に圧着接続される接続
端子との圧着接続構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電線と、この電線に圧着接続される接続端子との圧着接続構造としては、例えば次のよ
うなものが知られている。すなわち、下記特許文献１に開示されている構造は、アルミ電
線被覆部圧着用インシュレーションバレルに加えてアルミ電線導通用圧着バレルとアルミ
電線保持用圧着バレルとを備えた接続端子をアルミ電線に接続する構造である。
【０００３】
　この接続端子は、インシュレーションバレルに隣接する位置にアルミニウム電線（アル
ミ電線）保持用圧着バレルが形成されるとともに、このアルミ電線保持用圧着バレルに関
してインシュレーションバレルと反対側にアルミ電線導通用圧着バレルが形成されている
。そして、両圧着バレルがアルミ電線に圧着された状態で、端子圧着方向で見てアルミ電
線導通用圧着バレルがアルミ電線保持用圧着バレルよりも低い高さでアルミ電線に圧着さ
れるとしている。
【０００４】
　また、下記特許文献２に開示されている構造は、接続端子の電線接続部に保持突起を突
設し、この保持突起に対してアルミ電線を圧入することでアルミ電線の芯線に保持突起を
突き刺す。そして、芯線から突き出た保持突起の先端部をマイクロアーク等によって溶融
することで保持突起と芯線とを溶接一体化し接続するとされている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－５０７３６号公報
【特許文献２】特開２００４－２５３１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されている構造では、一般的にワイヤバレルと呼
ばれるアルミ電線と接続端子との導通およびアルミ電線の芯線保持の２つの役割を持つ部
分を、アルミ電線導通用圧着バレルとアルミ電線保持用圧着バレルとに分割し、これらの
役割を分散させた構造としている。このため、電線圧着部が２段構成となり、圧着のため
に特殊な治具（例えば、両圧着バレルを異なる高さで圧縮する治具など）が必要となった
り接続端子構造が複雑となったりして、接続のためのコストが高くなってしまうという問
題がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２に開示されている構造では、接続端子の電線接続部に保持突起を
形成し、アルミ電線を圧入した上で保持突起と芯線とを溶接しなければならないため、接
続端子が特殊形状となったり溶接作業が必要となったりして、同様に接続のためのコスト
が高くなってしまうという問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、特殊な接続端子形状が不要で一
般的な治具を使用して圧着することができ、確実な電気的接続性および機械的強度の向上
を安価に達成しつつ電線と接続端子とを圧着接続することができる圧着接続構造を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る圧着接続構造は、導電材から構成された芯線を有する電線と、この電線に
圧着接続される接続端子との圧着接続構造であって、前記接続端子は、少なくとも前記芯
線が圧着される圧着バレル部を有し、前記圧着バレル部にて圧着される前記芯線の被圧着
部のうち、一の部分は、前記芯線の軸方向の位置を異にする他の部分に比して大径に形成
されていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る圧着接続構造において、前記被圧着部のうち、大径部分より基端側は、芯
線径と同等に形成されていることが好ましい。
【００１１】
　前記被圧着部は、例えば前記一の部分が前記芯線を少なくとも１回折り返して構成され
てもよい。
【００１２】
　また、前記被圧着部は、例えば前記一の部分が前記芯線にメッキ部を形成して構成され
てもよい。
【００１３】
　さらに、前記被圧着部は、例えば前記一の部分が前記芯線の先端部を芯線方向に押し潰
して構成されてもよい。
【００１４】
　また、前記被圧着部は、例えば前記一の部分が前記芯線とともに導電材からなる別部材
が圧着されてなってもよい。
【００１５】
　前記別部材の導電材は、例えば前記芯線を構成する導電材または前記接続端子を構成す
る導電材からなる。
【００１６】
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　前記芯線を構成する導電材は、例えばアルミニウムである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、特殊な接続端子形状が不要で一般的な治具を使用して圧着することが
でき、確実な電気的接続性および機械的強度の向上を安価に達成しつつ電線と接続端子と
を圧着接続することができる圧着接続構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る圧着接続構造の例を説明するための説明図である。
【図２】同圧着接続構造の例による圧着状態を説明するための説明図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る圧着接続構造の他の例を説明するための説明図である
。
【図４】本発明の一実施形態に係る圧着接続構造のさらに他の例を説明するための説明図
である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る圧着接続構造の例を説明するための説明図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る圧着接続構造の他の例を説明するための説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係る圧着接続構造の好適な実施の形態を詳細に
説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る圧着接続構造の例を説明するための説明図である。
図２は、同圧着接続構造の例による圧着状態を説明するための説明図である。
【００２１】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る圧着接続構造は、芯線２１が例えばア
ルミニウムの導体（導電材）からなり、この芯線２１を絶縁材料からなる被覆２２で覆っ
た構造のアルミニウム電線（以下、「アルミ電線」と呼ぶ。）２０と、このアルミ電線２
０に圧着接続される接続端子１０との圧着接続構造である。
【００２２】
　接続端子１０は、例えば金属（鉄、銅、銅合金など）母材を打ち抜き／折り曲げ加工等
して、少なくともアルミ電線２０の芯線２１が圧着される圧着バレル部１２を有してなる
ものであり、ここでは先端側に接続相手方接続端子（図示せず）と嵌合して接続される接
続部１１と、この接続部１１よりも基端側に圧着バレル部１２と、さらに基端側にアルミ
電線２０を被覆２２とともに挟持して圧着保持する保持バレル部１３とを備えている。
【００２３】
　なお、接続端子１０の接続部１１に形成された係止片１４や係止穴１５は、例えばこの
接続端子１０が挿入されるコネクタ（図示せず）の端子収容孔内に形成された凹部や凸部
と係合して、端子収容孔内での接続端子１０の位置決めや取付固定をするために用いられ
るものである。
【００２４】
　そして、この接続端子１０の圧着バレル部１２にて圧着されるアルミ電線２０の先端側
の芯線２１は、この圧着バレル部１２に圧着される部分（以下、「被圧着部」と呼ぶ。）
２３のうち、一の部分が芯線２１の軸方向の位置を異にする部分に比して大径に形成され
ている。具体的には、芯線２１は、例えば被圧着部２３の基端側および先端側の芯線径Ｒ
１，Ｒ２が、それぞれ異なるように（例えば、アルミ電線２０の他の部分の芯線２１の芯
線径Ｒと異なるように）形成されている。ここでは、例えばアルミ電線２０の被覆２２内
の芯線２１の芯線径Ｒと被圧着部２３の基端側の芯線径Ｒ１が同じであるが、先端側の芯
線径Ｒ２が大きくなるように（すなわち、被圧着部２３の先端側が基端側と比して大径と
なるように）形成されている。
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【００２５】
　その他、圧着バレル部１２にて圧着されるアルミ電線２０の芯線２１の表層を破壊させ
て電気的接続性を確保するために、次のような構成であってもよい。すなわち、例えば被
圧着部２３の先端側の芯線径と基端側の芯線径とを芯線径Ｒと同等に形成し、これら先端
側と基端側との間の一の部分の径を芯線径Ｒよりも大径に形成してもよい。この場合は、
後述するように、大径となる部分にメッキ部３１（図３参照）を形成したり、別部材２６
ａ（図５参照）を配置したりすればよい。これにより、圧着バレル部１２において、芯線
２１の被圧着部２３が、芯線量（接触量）の多い範囲Ｆ２と芯線量の少ない範囲Ｆ１とに
分けられる。
【００２６】
　このため、範囲Ｆ２においてはより多くの芯線２１が圧着されるので、芯線２１の表層
を破壊して確実に電気的接続されるとともに、範囲Ｆ１においては範囲Ｆ２よりも弱く圧
着されるので、芯線径Ｒ１がそれほど小さくならずに機械的強度を向上させることができ
る。
【００２７】
　図１においては、被圧着部２３の先端側の芯線径Ｒ２を基端側の芯線径Ｒ１や芯線２１
の芯線径Ｒよりも大きくするために、例えば芯線２１の先端を１回折り返して上述したよ
うな被圧着部２３を構成している。なお、被圧着部２３の先端側の芯線径Ｒ２を他の部分
よりもより大きくするために、芯線２１の先端を複数回折り返すようにして被圧着部２３
を構成するようにしてもよい。このようにすれば、芯線２１をそのまま圧着バレル部１２
において圧着する場合と比較して、図２（ａ）に示すように、圧着バレル部１２と被圧着
部２３との接触量（芯線２１の電線量）を先端側の範囲Ｆ２において増やすことができる
。
【００２８】
　このため、例えば一般的な圧着のための治具を用いて、保持バレル部１３におけるアル
ミ電線２０との圧着と同じような状態で圧着バレル部１２を潰した場合（すなわち、側方
から見て高さが同じになるように圧着した場合）であっても、図２（ｂ）に示すように、
圧着バレル部１２において先端側の被圧着部２３が強く圧着され、先端側の範囲Ｆ２にお
いては芯線２１の表層を十分に破壊してアルミ電線２０との電気的導通を図ることができ
る。これとともに、図２（ｃ）に示すように、基端側の被圧着部２３は弱く圧着されるの
で基端側の範囲Ｆ１においては芯線径Ｒ１をあまり小さくせずに圧着することができ、機
械的強度を落とさずに強固に芯線２１を保持することが可能となる。
【００２９】
　このように、本実施形態の圧着接続構造では、接続端子１０の形状が一般的なものであ
るため特殊な接続端子形状が不要であり、圧着バレル部１２や保持バレル部１３を潰す治
具も一般的なものを使用して圧着することができるので、安価にアルミ電線２０と接続端
子１０とを圧着接続することが可能となる。また、圧着バレル部１２において圧着される
芯線２１の被圧着部２３の芯線径Ｒ１，Ｒ２がそれぞれ異なるように形成されているので
、確実な電気的接続性と機械的強度の向上を安価に達成することができる。
【００３０】
　図３は、本発明の一実施形態に係る圧着接続構造の他の例を説明するための説明図であ
る。なお、以降において、既に説明した部分と重複する箇所には同一の符号を付して説明
を省略する場合があることとし、本発明に特に関連しない部分については明記しないこと
があるとする。
【００３１】
　図３に示すように、この例においては、接続端子１０およびアルミ電線２０の基本的な
構造は上述した例のものと同様であるが、アルミ電線２０の被圧着部２４の構造が上述し
た例とは相違している。すなわち、ここでのアルミ電線２０の被圧着部２４は、芯線２１
の先端に、例えばアルミニウム用半田からなるメッキ部３１を形成して芯線径Ｒ１，Ｒ２
となるように構成されている。なお、アルミニウム用半田は安価な材料であるので、コス
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ト的には十分に安価に抑えることができる。
【００３２】
　したがって、このように構成しても、被圧着部２４の先端側の芯線径Ｒ２を基端側の芯
線径Ｒ１や芯線２１の芯線径Ｒよりも大きく構成することができ、圧着バレル部１２にお
いて被圧着部２４の先端側が強く圧着されてアルミ電線２０との電気的導通を図ることが
できるとともに、被圧着部２４の基端側が弱く圧着されて圧着バレル部１２において強固
に芯線２１を保持することが可能となる。このため、確実な電気的接続性と機械的強度の
向上を安価に達成しつつアルミ電線２０と接続端子１０とを圧着接続することが可能とな
る。
【００３３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る圧着接続構造のさらに他の例を説明するための説明
図である。図４に示すように、この例においては、接続端子１０およびアルミ電線２０の
基本的な構造は上述した例のものと同様であるが、アルミ電線の被圧着部２５の構造が上
述した例とは相違している。
【００３４】
　すなわち、ここでのアルミ電線２０の被圧着部２５は、例えば芯線２１の先端部を、芯
線方向（図中矢印方向）にプレス機（図示せず）の押圧部３９によって押し潰すことによ
り、芯線径Ｒ１，Ｒ２となるように構成されている。このようにしても、被圧着部２５の
先端側の芯線径Ｒ２を基端側の芯線径Ｒ１や芯線２１の芯線径Ｒよりも大きく構成するこ
とができ、圧着バレル部１２において被圧着部２５の先端側が強く圧着されてアルミ電線
２０との電気的導通を図ることができるとともに、被圧着部２５の基端側が弱く圧着され
て圧着バレル部１２においても強固に芯線２１を保持することが可能となり、確実な電気
的接続性と機械的強度の向上を安価に達成しつつアルミ電線と接続端子１０とを圧着接続
できる。なお、芯線２１の先端部を押し潰すのは、上述したプレス機に限定されるもので
はない。
【００３５】
　図５は、本発明の他の実施形態に係る圧着接続構造の例を説明するための説明図である
。図５に示すように、本実施形態においては、接続端子１０およびアルミ電線２０の基本
的な構造は上述した実施形態のものと同様であるが、アルミ電線２０の被圧着部２７の構
造が上述した実施形態とは相違している。
【００３６】
　すなわち、ここでのアルミ電線２０の被圧着部２７は、芯線２１の先端側の接続端子１
０の圧着バレル部１２との当接側に、例えば導電材からなる別部材２６ａを配置して芯線
径Ｒ１，Ｒ２となるように構成されている。なお、この別部材２６ａは、例えば芯線２１
を構成する導電材と同様にアルミニウムの合金や接続端子１０を構成する導電材（鉄、銅
、銅合金など）と同様の材料からなるものであるため、アルミ電線２０の製造過程や接続
端子１０の製造過程において余った材料や、切断屑あるいは裁断屑などを利用することが
できるので、コスト的には十分に安価に抑えることができる。
【００３７】
　このように構成しても、被圧着部２７の先端側の芯線径Ｒ２を基端側の芯線径Ｒ１や芯
線２１の芯線径Ｒよりも大きく構成することができ、圧着バレル部１２において先端側の
被圧着部２７が強く圧着されてアルミ電線２０との電気的導通を図りつつ、基端側の被圧
着部２７が弱く圧着されて圧着バレル部１２において強固に芯線２１を保持することがで
き、確実な電気的接続性と機械的強度の向上を安価に達成しつつアルミ電線２０と接続端
子１０とを圧着接続することができる。
【００３８】
　図６は、本発明の他の実施形態に係る圧着接続構造の他の例を説明するための説明図で
ある。図６に示すように、この例においては、接続端子１０およびアルミ電線２０の基本
的な構造は上述した例のものと同様であるが、アルミ電線２０の被圧着部２８の構造が上
述した例とは相違している。
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【００３９】
　すなわち、ここでのアルミ電線２０の被圧着部２８は、芯線２１の先端側の外周面側に
、この外周面を覆うように導電材からなる別部材２６ｂを配置して芯線径Ｒ１，Ｒ２とな
るように構成されている。この別部材２６ｂも上述した別部材２６ａと同様の材料からな
るため、コスト的には十分に安価に抑えることができる。
【００４０】
　このようにしても、被圧着部２８の先端側の芯線径Ｒ２を基端側の芯線径Ｒ１や芯線２
１の芯線径Ｒよりも大きく構成することができ、圧着バレル部１２において先端側の被圧
着部２８が強く圧着されてアルミ電線２０との電気的導通を図り、基端側の被圧着部２８
が弱く圧着されて圧着バレル部１２にて強固に芯線２１を保持することができる。これに
より、確実な電気的接続性と機械的強度の向上を安価に達成しつつアルミ電線２０と接続
端子１０とを圧着接続することができる。
【００４１】
　なお、上述した実施形態では、接続端子１０と圧着接続される電線としてアルミ電線２
０を例に挙げて説明したが、この電線はアルミ電線２０に限られるものではなく、例えば
芯線２１が鉄、銅、銅合金などの別の導電材により構成されるものでもよい。また、メッ
キ部３１を構成する材料としてアルミニウム用半田を例に挙げて説明したが、これも同様
に他の金属材料からなるものでもよい。さらに、被圧着部において、芯線径Ｒ１，Ｒ２や
大径となる箇所が複数形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　１０…接続端子、１１…接続部、１２…圧着バレル部、１３…保持バレル部、１４…係
止片、１５…係止穴、２０…アルミ電線、２１…芯線、２２…被覆、２３，２４，２５，
２７，２８…被圧着部、２６ａ，２６ｂ…別部材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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