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(57)【要約】
【課題】締結部品の点数を少なくし、光源ユニットを表
示プレートにボルト締結する作業をなくす。
【解決手段】本明細書によって開示されるコネクタ１０
は、車両のボディに取り付けられる取付板３１を有し、
この取付板３１を前後方向に貫通する形態でコネクタ嵌
合部３２が設けられたコネクタ本体３０と、コネクタ嵌
合部３２の外周側でかつ取付板３１の前側に取り付けら
れた表示プレート５０とを備え、この表示プレート５０
は、表示部５２と、この表示部５２から後方に開口して
設けられたフード部５３と、表示部５２を後方から照射
する光源を有し、フード部５３の内部に収容された状態
で取付板３１によって後方から係止される光源ユニット
７０とを備える構成とした。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のボディに取り付けられる取付板を有し、この取付板を前後方向に貫通する形態で
コネクタ嵌合部が設けられたコネクタ本体と、
　前記コネクタ嵌合部の外周側でかつ前記取付板の前側に取り付けられた表示プレートと
を備え、
　この表示プレートは、表示部と、この表示部から後方に開口して設けられたフード部と
、前記表示部を後方から照射する光源を有し、前記フード部の内部に収容された状態で前
記取付板によって後方から係止される光源ユニットとを備える光源一体型コネクタ。
【請求項２】
　前記取付板は、前記コネクタ嵌合部を中心として外周側に張り出して設けられた複数の
張出部を備えて構成されており、
　前記光源ユニットは、隣り合う一対の前記張出部によって後方から係止される請求項１
に記載の光源一体型コネクタ。
【請求項３】
　前記光源ユニットは、前記フード部に設けられた被係止部に前方から係止する係止部を
有する請求項１または請求項２に記載の光源一体型コネクタ。
【請求項４】
　前記光源ユニットは、前記表示部と前記取付板によって前後方向から挟持されている請
求項１から請求項３のいずれか一項に記載の光源一体型コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書によって開示される技術は、光源一体型コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、給電側コネクタを受電側コネクタに結合することでバッテリーへの充電を行う充
電コネクタとして、例えば特開２０１２－１８１９８４号公報（下記特許文献１）に記載
のものが知られている。この充電コネクタでは、受電側コネクタと照明ユニットが横並び
に配設されて、それぞれが車両のボディにボルト締結されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１８１９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の充電コネクタでは、受電側コネクタと照明ユニットが別々に設けられているため
、ボディ側の設置スペースが大きくなってしまう。また、受電側コネクタと照明ユニット
をボディに対して別々にボルト締結する必要があるため、ボディへの締結作業が多くなり
、締結部品の数も多くなる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書によって開示される光源一体型コネクタは、車両のボディに取り付けられる取
付板を有し、この取付板を前後方向に貫通する形態でコネクタ嵌合部が設けられたコネク
タ本体と、前記コネクタ嵌合部の外周側でかつ前記取付板の前側に取り付けられた表示プ
レートとを備え、この表示プレートは、表示部と、この表示部から後方に開口して設けら
れたフード部と、前記表示部を後方から照射する光源を有し、前記フード部の内部に収容
された状態で前記取付板によって後方から係止される光源ユニットとを備える構成とした
。
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【０００６】
　このような構成によると、光源ユニットが内蔵された表示プレートを車両のボディに取
り付けるのではなく、コネクタ本体の取付板に取り付けるようにしたから、ボディ側の設
置スペースが小さくなり、ボディへの締結作業が少なくなる。また、光源ユニットのフー
ド部への取付構造として、後方に配置された取付板を利用して光源ユニットを抜け止めす
るようにしたから、光源ユニットを表示プレートにボルト締結する必要がなく、締結部品
の点数を少なくすることができる。さらに、表示プレートに光源ユニットを締結する締結
部品の設置スペースが不要となることで、表示プレートを小型化することができる。
【０００７】
　本明細書によって開示される光源一体型コネクタの態様として、以下のような構成とし
てもよい。
　前記取付板は、前記コネクタ嵌合部を中心として外周側に張り出して設けられた複数の
張出部を備えて構成されており、前記光源ユニットは、隣り合う一対の前記張出部によっ
て後方から係止される構成としてもよい。
　このような構成によると、一対の張出部によって光源ユニットを抜け止めできるため、
１つの張出部のみで抜け止めする場合よりも強固に抜け止めすることができる。
【０００８】
　前記光源ユニットは、前記フード部に設けられた被係止部に前方から係止する係止部を
有する構成としてもよい。
　このような構成によると、係止部を被係止部に係止させることにより、取付板による抜
け止めを行う前に、光源ユニットをフード部に仮保持することができる。
【０００９】
　前記光源ユニットは、前記表示部と前記取付板によって前後方向から挟持されている構
成としてもよい。
　このような構成によると、光源ユニットをフード部に強固に固定することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本明細書によって開示される光源一体型コネクタによれば、ボディ側の設置スペースが
小さくなり、ボディへの締結作業が少なくなるとともに、締結部品の点数を少なくするこ
とができ、光源ユニットを表示プレートにボルト締結する作業をなくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】光源一体型コネクタの背面図
【図２】光源一体型コネクタの側面図
【図３】図１におけるＡ－Ａ線断面図
【図４】光源ユニットの斜視図
【図５】図１におけるＢ－Ｂ線断面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜実施形態＞
　実施形態を図１から図５の図面を参照しながら説明する。本実施形態のコネクタ１０は
、図１および図２に示すように、車両のボディにボルトで取り付け固定される取付板３１
を有するコネクタ本体３０と、取付板３１の前側に取り付けられた表示プレート５０とを
備えて構成された光源一体型コネクタとされている。以下における本実施形態の説明にお
いて前後方向は図２の左右方向を基準とし、図示右側を前側とする。
【００１３】
　コネクタ本体３０は、図２に示すように、取付板３１を前後方向に貫通する形態で設け
られたコネクタ嵌合部３２を有している。このコネクタ嵌合部３２は、略円筒状をなして
おり、その内部には、複数のピン端子３３が収容されている。また、コネクタ嵌合部３２
のうち取付板３１よりも後側に突出した部分の外周面には、リテーナ３４が後方から嵌着
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されており、このリテーナ３４によって複数のピン端子３３が抜け止めされている。一方
、コネクタ嵌合部３２のうち取付板３１よりも前側に突出した部分は、表示プレート５０
において前後方向に貫通して設けられた図示しない貫通孔に適合して内部に収容されてい
る。すなわち、表示プレート５０は、コネクタ嵌合部３２の外周側でかつ取付板３１の前
側に取り付けられている。
【００１４】
　取付板３１は、図１に示すように、コネクタ嵌合部３２を中心として外周側に張り出し
て設けられた複数の張出部３５によって構成されている。この張出部３５の先端部には、
カラー３８が固定されている。複数の張出部３５のうちコネクタ嵌合部３２の上側に配さ
れた一対の張出部３５は一体に形成されており、全体として逆三角形状をなしている。ま
た、本実施形態では４つの張出部３５がコネクタ嵌合部３２を中心としてほぼ９０°間隔
で設けられている。
【００１５】
　張出部３５には、ボルト３６が締結された締結座３７が設けられている。この締結座３
７は、張出部３５の側縁から張り出す態様で設けられている。上側の締結座３７は、斜め
下方に張り出す形態をなし、下側の締結座３７は、斜め上方に張り出す形態をなしている
。締結座３７は、４つの張出部３５にそれぞれ設けられ、図示４つの締結座３７が設けら
れている。各締結座３７に組み付けた各ボルト３６を表示プレート５０の図示しない各ナ
ットに締結することにより、コネクタ本体３０と表示プレート５０が一体となって固定さ
れる。
【００１６】
　表示プレート５０は、ＬＥＤを光源とする光源ユニット７０が内部に収容される収容部
５１を有している。この収容部５１は、図１に示すように、コネクタ嵌合部３２の側方で
かつ上下一対の張出部３５と前後方向に重複する配置とされている。収容部５１は、図３
に示すように、表示プレート５０の前面を構成する表示部５２と、この表示部５２の周縁
から後方に立ち上がって設けられたフード部５３とを備えて構成されている。光源ユニッ
ト７０のＬＥＤは、表示部５２を後方から照射し、これにより表示部５２の充電インジケ
ーター等が点灯するようになっている。
【００１７】
　光源ユニット７０は、図３に示すように、ＬＥＤが実装されたＬＥＤ基板７１と、この
ＬＥＤ基板７１の後方に配されてシール部材７３が前方から嵌着された裏蓋７２とを備え
て構成されている。ＬＥＤ基板７１は、表示部５２に後方から当接している。また、シー
ル部材７３は、ＬＥＤ基板７１と裏蓋７２の間に挟持されている。詳細には、シール部材
７３は、裏蓋７２の前面に周設された装着壁７４に前方から嵌着されている。これにより
、フード部５３の内周面と装着壁７４の外周面との間がシール部材７３によって液密状に
シールされている。
【００１８】
　一方、裏蓋７２の後面には、上下一対の突当部７５、７６が設けられている。これらの
突当部７５、７６は、いずれも裏蓋７２の周縁から後方に突出しており、フード部５３の
内周面に沿って配されている。図４に示すように、上側の突当部７５に連なる周壁７７は
、同突当部７５よりも低くなっており、この周壁７７の外周面には、上下一対の係止突部
７８、７９が設けられている。
【００１９】
　一方、フード部５３の内周面には、図５に示すように、上側の係止突部７８が内側から
嵌まり込んで前方から係止する係止孔５４が設けられている。この係止孔５４は、フード
部５３を板厚方向に貫通する形態をなしている。同様に、図２に示すように、フード部５
３の内周面には、下側の係止突部７９が内側から嵌まり込んで前方から係止する係止孔５
５が設けられている。
【００２０】
　各係止突部７８、７９が各係止孔５４、５５に嵌まり込んで係止した状態では光源ユニ



(5) JP 2015-213030 A 2015.11.26

10

20

30

40

50

ット７０がフード部５３の内部に収容された状態に保持される。また、図３に示すように
、光源ユニット７０の上下一対の突当部７５、７６の後端には、取付板３１の上下一対の
締結座３７が後方から当接している。これにより、光源ユニット７０は、表示部５２と取
付板３１によって前後方向から挟持される。このようにして、光源ユニット７０は、フー
ド部５３の内部にがたつきなく固定されている。
【００２１】
　次に、光源ユニット７０の取り付け手順について簡単に説明する。光源ユニット７０は
、表示プレート５０のフード部５３に対して後方から装着される。すると、光源ユニット
７０の上側の係止突部７８がフード部５３の上側の係止孔５４に嵌まり込んで前方から係
止するとともに、下側の係止突部７９が下側の係止孔５５に嵌まり込んで前方から係止す
る。これにより、光源ユニット７０がフード部５３に仮保持された状態になる。引き続き
、表示プレート５０をコネクタ本体３０に対して前方から装着する。すると、表示プレー
ト５０がコネクタ嵌合部３２の外周側に嵌合し、取付板３１の前側に配置される。
【００２２】
　そして、各ボルト３６を各締結座３７のボルト挿通孔に挿通して表示プレート５０側の
各ナットに締め込んでいく。これにより、表示プレート５０がコネクタ本体３０に固定さ
れ、図３に示すように、上側の突当部７５が上側の締結座３７と当接し、下側の突当部７
６が下側の締結座３７と当接する。したがって、光源ユニット７０が取付板３１と表示プ
レート５０によって前後方向から挟持され、取付板３１によって抜け止めされた状態でフ
ード部５３に固定される。このようにしてコネクタ１０が構成される。この後、コネクタ
１０を車両のボディに取り付けるべく、４箇所のカラー３８にボルトを挿通させてボディ
側のねじ孔に締結する。
【００２３】
　このように、ボディ側の締結箇所は４箇所のみで済み、ボディへのボルト締結作業が少
なくて済む。また、ボディ側の設置スペースも小さくて済む。その上、取付板３１の締結
座３７を利用して光源ユニット７０を抜け止めしているため、光源ユニット７０の抜止部
をコネクタ本体３０に別途設けなくてもよく、コネクタ本体３０を小型化できる。これら
に加えて、表示プレート５０に光源ユニット７０をボルト締結しなくてもよいため、表示
プレート５０と光源ユニット７０の双方を小型化することもできる。
【００２４】
　以上のように本実施形態では、光源ユニット７０が内蔵された表示プレート５０を車両
のボディに取り付けるのではなく、コネクタ本体３０の取付板３１に取り付けるようにし
たから、ボディ側の設置スペースが小さくなり、ボディへの締結作業が少なくなる。また
、光源ユニット７０のフード部５３への取付構造として、後方に配置された取付板３１を
利用して光源ユニット７０を抜け止めするようにしたから、光源ユニット７０を表示プレ
ート５０にボルト締結する必要がなく、締結部品の点数を少なくすることができる。さら
に、表示プレート５０に光源ユニット７０を締結する締結部品の設置スペースが不要とな
ることで、表示プレート５０を小型化することができる。
【００２５】
　取付板３１は、コネクタ嵌合部３２を中心として外周側に張り出して設けられた複数の
張出部３５を備えて構成されており、光源ユニット７０は、隣り合う一対の張出部３５に
よって後方から係止される構成としてもよい。
　このような構成によると、一対の張出部３５によって光源ユニット７０を抜け止めでき
るため、１つの張出部３５のみで抜け止めする場合よりも強固に抜け止めすることができ
る。
【００２６】
　光源ユニット７０は、フード部５３に設けられた被係止部（係止孔５４、５５）に前方
から係止する係止部（係止突部７８、７９）を有する構成としてもよい。
　このような構成によると、係止部を被係止部に係止させることにより、取付板３１によ
る抜け止めを行う前に、光源ユニット７０をフード部５３に仮保持することができる。
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【００２７】
　光源ユニット７０は、表示部５２と取付板３１によって前後方向から挟持されている構
成としてもよい。
　このような構成によると、光源ユニット７０をフード部５３に強固に固定することがで
きる。
【００２８】
　＜他の実施形態＞
　本明細書によって開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定
されるものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。
　（１）上記実施形態では光源としてＬＥＤを例示しているものの、光源としてハロゲン
電球を用いてもよい。
【００２９】
　（２）上記実施形態では複数の張出部３５によって取付板３１が構成されているものの
、１枚の板からなる取付板としてもよい。
【００３０】
　（３）上記実施形態では被係止部として係止孔５４、５５を例示しているものの、被係
止部として突起を設けてもよい。
【００３１】
　（４）上記実施形態では光源ユニット７０が表示部５２と取付板３１によって前後方向
から挟持されている構成としているものの、挟持しないで光源ユニット７０を抜け止めし
てもよい。、
【符号の説明】
【００３２】
　１０…コネクタ
　３０…コネクタ本体
　３１…取付板
　３２…コネクタ嵌合部
　３５…張出部
　５０…表示プレート
　５１…収容部
　５２…表示部
　５３…フード部
　５４…上側の係止孔（被係止部）
　５５…下側の係止孔（被係止部）
　７０…光源ユニット
　７１…ＬＥＤ基板（光源）
　７５…上側の突当部
　７６…下側の突当部
　７８…上側の係止突部（係止部）
　７９…下側の係止突部（係止部）
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