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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方のケースの取付穴に挿入され、該ケースに固定された一方のコネクタと他方のケー
スの取付穴に挿入され、該ケースに固定された他方のコネクタとが嵌合される構造におけ
る防水構造において、
　前記一方のケースと前記一方のコネクタの前記コネクタ同士の嵌合方向に交差する面間
に、前記一方のケースの前記取付穴を囲んで前記一方のケースと前記一方のコネクタとの
間を水密に保つ環状の第１のパッキンが設けられており、
　前記他方のケースと前記他方のコネクタの前記嵌合方向と平行な面間に、前記他方のコ
ネクタの外周面に位置付けられて前記他方のケースと前記他方のコネクタの前記外周面と
の間を水密に保つ環状の第２のパッキンが設けられている
　ことを特徴とする防水構造。
【請求項２】
　前記一方のケース及び前記他方のケースが金属製であり、
　前記一方のケースの外表面と前記他方のケースの外表面とが当接する
　ことを特徴とする請求項１に記載の防水構造。
【請求項３】
　前記一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち一方が、一方の端子を収容した一方の
端子収容部を有しており、他方が、前記一方の端子と嵌合する他方の端子を収容しかつ前
記一方の端子収容部を内側に受け入れる筒状の他方の端子収容部を有しており、
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　前記一方の端子収容部の外周面と前記他方の端子収容部の内周面との間に、前記一方の
端子収容部の前記外周面と前記他方の端子収容部の前記内周面との間を水密に保つ環状の
第３のパッキンが設けられている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の防水構造。
【請求項４】
　前記一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち一方が、端子を収容した端子収容部と
、他方に向かって開口した有底筒状に形成され、内側に前記端子収容部を前記嵌合方向と
直交する方向に沿って移動自在に収容し、前記ケースに固定されたアウタハウジングと、
を有しており、
　前記アウタハウジングに、当該アウタハウジングの内底面から凹に形成され、前記端子
収容部から突出した前記端子を内側に位置付ける凹部が設けられており、
　前記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間に、前記凹部を囲んで前記
アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間を水密に保つ環状の第４のパッキ
ンが設けられている
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の防水構造。
【請求項５】
　前記一方のコネクタが、前記一方のケースの外表面に重ねられるとともに前記一方のケ
ースの前記取付穴を囲む環状の重なり部を有しており、
　前記第１のパッキンが前記重なり部に取り付けられて前記一方のケースの前記外表面に
密着している
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の防水構造。
【請求項６】
　前記他方のコネクタが、前記他方のケースの前記取付穴の内側に位置付けられる取付穴
挿通部を有しており、
　前記第２のパッキンが前記取付穴挿通部の外周面に取り付けられて前記他方のケースの
前記取付穴の内周面に密着している
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の防水構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、一方の電子機器のケースに固定されたコネクタと他方の電子機器の
ケースに固定されたコネクタとが直接嵌合される構造において、前記ケース内や前記コネ
クタ内を防水する防水構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車には種々の電子機器が搭載されている。これら電子機器同士を接続する際には従
来よりワイヤハーネスが用いられてきた。ワイヤハーネスとは複数の電線とこれら電線の
端末に取り付けられた複数のコネクタとで構成されるものである。そして、このワイヤハ
ーネスの各コネクタが各電子機器のケースなどに固定された各コネクタにそれぞれ接続さ
れることでこれら電子機器同士が接続される。
【０００３】
　一方、近年では、図３及び図４に示すように、コスト面や組み立て作業性の理由からワ
イヤハーネスを用いずに各電子機器のコネクタ同士を直接嵌合することが行われている（
例えば特許文献１を参照。）。
【０００４】
　図３及び図４は、自動車に搭載されたモータのケース１１の取付穴１１ａに固定された
コネクタ２０１と、インバータのケース１２の取付穴１２ａに固定されたコネクタ２０２
とが嵌合される構造における防水構造２００を示す図である。
【０００５】
　上記コネクタ２０１は、端子２０５を収容した端子収容部２０４と、コネクタ２０２に
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向かって開口した筒状に形成され、内側に端子収容部２０４を収容し、ケース１１に固定
されたアウタハウジング２０３と、を有している。また、アウタハウジング２０３は、取
付穴１１ａの内側に位置付けられ内側に端子収容部２０４を収容した筒部２３１と、筒部
２３１のコネクタ２０２寄りの端部から筒部２３１の外側に鍔状に延びた重なり部２３５
と、を有している。
【０００６】
　この重なり部２３５は、ケース１１の外表面１１ｂに重ねられるとともにケース１１の
取付穴１１ａを囲む環状に形成されている。また、重なり部２３５には、ケース１１の外
表面１１ｂと当接する表面から凹に形成されるとともに重なり部２３５の全周に亘って環
状に形成された第１の凹溝２３５ａと、インバータのケース１２の外表面１２ｂと当接す
る表面から凹に形成されるとともに重なり部２３５の全周に亘って環状に形成された第２
の凹溝２３５ｂと、が設けられている。前記第１の凹溝２３５ａには第１のパッキン２０
８ａが嵌め込まれて取り付けられている。また、前記第２の凹溝２３５ｂには第２のパッ
キン２０８ｂが嵌め込まれて取り付けられている。
【０００７】
　上記コネクタ２０２は、コネクタ２０１の端子２０５と嵌合する端子２０７と、この端
子２０７を収容し、ケース１２に固定されたコネクタハウジング２０６と、を有している
。
【０００８】
　このような防水構造２００においては、図４に示すように、コネクタ２０１とコネクタ
２０２とが嵌合すると、コネクタ２０１の重なり部２３５とインバータのケース１２の外
表面１２ｂとが当接し、第２のパッキン２０８ｂが重なり部２３５とケース１２との間を
水密に保つ。また、第１のパッキン２０８ａが重なり部２３５とケース１１との間を水密
に保つ。このことによって、図４中の矢印で示すケース１１，１２間に浸入した水等が、
各取付穴１１ａ，１２ａと各コネクタ２０１，２０２との間から各ケース１１，１２内に
浸入すること、及び、コネクタ２０１，２０２内に浸入することが防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－３２２４３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した防水構造２００においては、以下に示す問題があった。即ち、
防水構造２００においては、重なり部２３５とインバータのケース１２との間に第２のパ
ッキン２０８ｂを設けているがゆえに、コネクタ２０１とコネクタ２０２とが嵌合してい
る状態において、重なり部２３５即ちコネクタ２０１がインバータのケース１２に押圧さ
れて応力が生じた状態となってしまい、望ましくないという問題があった。さらに、コネ
クタ２０１またはコネクタ２０２に組み付け誤差が生じている場合、コネクタ２０１がイ
ンバータのケース１２にさらに大きい力で押圧されて過剰な応力が生じた状態となり、コ
ネクタ２０１が破損してしまうおそれがあるという問題があった。
【００１１】
　また、これらの問題の他に、上述した防水構造２００においては、ケース１１またはケ
ース１２が振動することにより、第２のパッキン２０８ｂがケース１２の外表面１２ｂと
擦れて、第２のパッキン２０８ｂの防水性能が低下してしまうおそれがあるという問題が
あった。
【００１２】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、ケースに固定されたコネクタ同士が
直接嵌合される構造において、ケース内を確実に防水でき、かつ、コネクタの破損を回避
できる防水構造を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、一方のケースの取付穴に挿入
され、該ケースに固定された一方のコネクタと他方のケースの取付穴に挿入され、該ケー
スに固定された他方のコネクタとが嵌合される構造における防水構造において、前記一方
のケースと前記一方のコネクタの前記コネクタ同士の嵌合方向に交差する面間に、前記一
方のケースの前記取付穴を囲んで前記一方のケースと前記一方のコネクタとの間を水密に
保つ環状の第１のパッキンが設けられており、前記他方のケースと前記他方のコネクタの
前記嵌合方向と平行な面間に、前記他方のコネクタの外周面に位置付けられて前記他方の
ケースと前記他方のコネクタの前記外周面との間を水密に保つ環状の第２のパッキンが設
けられていることを特徴とする防水構造である。
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、前記一方のケース
及び前記他方のケースが金属製であり、前記一方のケースの外表面と前記他方のケースの
外表面とが当接することを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項３に記載された発明は、請求項１又は請求項２に記載された発明において、前記
一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち一方が、一方の端子を収容した一方の端子収
容部を有しており、他方が、前記一方の端子と嵌合する他方の端子を収容しかつ前記一方
の端子収容部を内側に受け入れる筒状の他方の端子収容部を有しており、前記一方の端子
収容部の外周面と前記他方の端子収容部の内周面との間に、前記一方の端子収容部の前記
外周面と前記他方の端子収容部の前記内周面との間を水密に保つ環状の第３のパッキンが
設けられていることを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項４に記載された発明は、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載された発
明において、前記一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち一方が、端子を収容した端
子収容部と、他方に向かって開口した有底筒状に形成され、内側に前記端子収容部を前記
嵌合方向と直交する方向に沿って移動自在に収容し、前記ケースに固定されたアウタハウ
ジングと、を有しており、前記アウタハウジングに、当該アウタハウジングの内底面から
凹に形成され、前記端子収容部から突出した前記端子を内側に位置付ける凹部が設けられ
ており、前記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間に、前記凹部を囲ん
で前記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間を水密に保つ環状の第４の
パッキンが設けられていることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項５に記載された発明は、請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載された発
明において、前記一方のコネクタが、前記一方のケースの外表面に重ねられるとともに前
記一方のケースの前記取付穴を囲む環状の重なり部を有しており、前記第１のパッキンが
前記重なり部に取り付けられて前記一方のケースの前記外表面に密着していることを特徴
とするものである。
【００１７】
　請求項６に記載された発明は、請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載された発
明において、前記他方のコネクタが、前記他方のケースの前記取付穴の内側に位置付けら
れる取付穴挿通部を有しており、前記第２のパッキンが前記取付穴挿通部の外周面に取り
付けられて前記他方のケースの前記取付穴の内周面に密着していることを特徴とするもの
である。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載された発明によれば、前記一方のケースと前記一方のコネクタの前記コ
ネクタ同士の嵌合方向に交差する面間に、前記一方のケースの前記取付穴を囲んで前記一
方のケースと前記一方のコネクタとの間を水密に保つ環状の第１のパッキンが設けられて
おり、前記他方のケースと前記他方のコネクタの前記嵌合方向と平行な面間に、前記他方
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のコネクタの外周面に位置付けられて前記他方のケースと前記他方のコネクタの前記外周
面との間を水密に保つ環状の第２のパッキンが設けられているので、前記第１のパッキン
により前記一方のケースの前記取付穴と前記一方のコネクタとの間から前記一方のケース
内に水等が浸入することが防止され、前記第２のパッキンにより前記他方のケースの前記
取付穴と前記他方のコネクタとの間から前記他方のケース内に水等が浸入することが防止
される。また、前記第１のパッキン及び前記第２のパッキンが、どちらも前記一方のケー
スまたは前記一方のコネクタと前記他方のケースまたは前記他方のコネクタとの間に配置
されていないので、各コネクタに組み付け誤差等が生じている場合でも、前記コネクタ同
士の嵌合時にこれらコネクタが相手側のケースまたはコネクタに過剰に押圧されることが
なく、そのために、これらコネクタに過剰な応力が生じることがない。また、前記第１の
パッキンが前記他方のケースまたは前記他方のコネクタに接触しておらず、前記第２のパ
ッキンが前記一方のケースまたは前記一方のコネクタに接触していないので、前記一方の
ケースまたは前記他方のケースが振動した場合でも、前記第１のパッキンが前記他方のケ
ースまたは前記他方のコネクタと擦れて当該第１のパッキンの防水性能が低下することが
なく、前記第２のパッキンが前記一方のケースまたは前記一方のコネクタと擦れて当該第
２のパッキンの防水性能が低下することがない。よって、ケース内を確実に防水でき、か
つ、コネクタの破損を回避できる防水構造を提供することができる。
【００１９】
　請求項３に記載された発明によれば、前記一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち
一方が、一方の端子を収容した一方の端子収容部を有しており、他方が、前記一方の端子
と嵌合する他方の端子を収容しかつ前記一方の端子収容部を内側に受け入れる筒状の他方
の端子収容部を有しており、前記一方の端子収容部の外周面と前記他方の端子収容部の内
周面との間に、前記一方の端子収容部の前記外周面と前記他方の端子収容部の前記内周面
との間を水密に保つ環状の第３のパッキンが設けられているので、前記第３のパッキンに
より前記一方の端子収容部及び前記他方の端子収容部内に水等が浸入することが防止され
る。
【００２０】
　請求項４に記載された発明によれば、前記一方のコネクタと前記他方のコネクタのうち
一方が、端子を収容した端子収容部と、他方に向かって開口した有底筒状に形成され、内
側に前記端子収容部を前記嵌合方向と直交する方向に沿って移動自在に収容し、前記ケー
スに固定されたアウタハウジングと、を有しており、前記アウタハウジングに、当該アウ
タハウジングの内底面から凹に形成され、前記端子収容部から突出した前記端子を内側に
位置付ける凹部が設けられており、前記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部
との間に、前記凹部を囲んで前記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間
を水密に保つ環状の第４のパッキンが設けられているので、前記第４のパッキンにより前
記アウタハウジングの前記内底面と前記端子収容部との間から前記凹部内及び前記端子収
容部内に水等が浸入することが防止される。
【００２１】
　請求項５に記載された発明によれば、前記一方のコネクタが、前記一方のケースの外表
面に重ねられるとともに前記一方のケースの前記取付穴を囲む環状の重なり部を有してお
り、前記第１のパッキンが前記重なり部に取り付けられて前記一方のケースの前記外表面
に密着しているので、前記第１のパッキンにより前記重なり部と前記一方のケースの前記
外表面との間が水密に保たれ、そのために、前記一方のケースの前記取付穴と前記一方の
コネクタとの間から前記一方のケース内に水等が浸入することが防止される。
【００２２】
　請求項６に記載された発明によれば、前記他方のコネクタが、前記他方のケースの前記
取付穴の内側に位置付けられる取付穴挿通部を有しており、前記第２のパッキンが前記取
付穴挿通部の外周面に取り付けられて前記他方のケースの前記取付穴の内周面に密着して
いるので、前記第２のパッキンにより前記取付穴挿通部の外周面と前記他方のケースの前
記取付穴の内周面との間が水密に保たれてこれらの間から前記他方のケース内に水等が浸
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入することが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るケース内及びコネクタ内の防水構造を示す断面斜視
図である。
【図２】図１に示された防水構造の断面図である。
【図３】従来のケース内及びコネクタ内の防水構造を示す断面斜視図である。
【図４】図３に示された防水構造の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施の形態に係る防水構造を図１及び図２を参照しながら説明する。
【００２５】
　上記防水構造１００は、自動車に搭載されたモータの金属製のケース１１の取付穴１１
ａに固定されたコネクタ１と、インバータの金属製のケース１２の取付穴１２ａに固定さ
れたコネクタ２とが嵌合される構造において、各ケース１１，１２内、及び、各コネクタ
１，２の端子収容部４，６１内を防水する防水構造である。即ち、防水構造１００は、前
記モータに前記インバータがマウントされる場合において、各ケース１１，１２に固定さ
れた各コネクタ１，２同士が直接嵌合される構造における防水構造である。また、「ケー
ス１１」は、特許請求の範囲に記載した「一方のケース」に相当し、「ケース１２」は、
「他方のケース」に相当する。また、「コネクタ１」は、特許請求の範囲に記載した「一
方のコネクタ」に相当し、「コネクタ２」は、「他方のコネクタ」に相当する。
【００２６】
　また、図１及び図２中の矢印Ｙは、コネクタ１とコネクタ２との嵌合方向を表しており
、矢印Ｘは、前記嵌合方向と直交する方向を表している。
【００２７】
　上記コネクタ１は、端子５と、端子５の第１電気接続部５１を収容した端子収容部４と
、コネクタ２に向かって開口した有底筒状に形成され、内側に端子収容部４を嵌合方向Ｙ
と直交する方向Ｘに沿って移動自在に収容し、ケース１１に固定されたアウタハウジング
３と、を有している。また、「端子５」は、特許請求の範囲に記載した「一方の端子」に
相当し、「端子収容部４」は、「一方の端子収容部」に相当する。
【００２８】
　上記端子５は、コネクタ２の雄型の端子７と嵌合するとともに電気接続される雌型の第
１電気接続部５１と、モータのケース１１内の電気回路に電気接続される第２電気接続部
５２と、第１電気接続部５１と第２電気接続部５２との間に配置されてこれら第１電気接
続部５１と第２電気接続部５２とを電気接続した接続部５３と、を有している。
【００２９】
　上記第１電気接続部５１は、導電性の金属にプレス加工等が施されて得られるものであ
り、コネクタ２側に開口した四角筒状の角筒部５６と、角筒部５６の内側に設けられ、角
筒部５６内に挿入された端子７を角筒部５６の内面に向かって付勢する付勢バネ５７と、
を有している。
【００３０】
　上記第２電気接続部５２は、導電性の金属により板状に形成され、モータの電気回路に
電気接続される際にボルト９が通される丸穴５２ａが設けられている。
【００３１】
　上記接続部５３は、柔軟性を有する導電部材である編組電線５４と、編組電線５４を被
覆した絶縁外皮５５と、で構成されている。この接続部５３は、超音波接合により第１電
気接続部５１及び第２電気接続部５２と電気接続されている。
【００３２】
　上記端子収容部４は、合成樹脂で構成されており、外形が四角柱状に形成され内側に第
１電気接続部５１を収容するとともにその後端面から接続部５３及び第２電気接続部５２
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を導出させた端子収容部本体４０と、端子収容部本体４０の後端部から第１電気接続部５
１の嵌合方向と直交する方向に鍔状に延び、環状に形成された鍔部４１と、鍔部４１から
端子収容部本体４０の前端部側に立設した複数の弾性変形アーム４２と、を一体に有して
いる。
【００３３】
　上記端子収容部本体４０は、第１電気接続部５１を収容する端子収容室４０ａを有して
いる。また、端子収容室４０ａは、端子収容部本体４０の前端面即ちコネクタ２側の端面
、及び、後端面即ちコネクタ２から離れた側の端面の２方向に開口している。また、端子
収容部本体４０の外周面には、当該端子収容部本体４０の外周の全周に亘って環状に形成
された凹溝４０ｂが設けられている。この凹溝４０ｂは、端子収容室４０ａを囲むように
設けられており、第１電気接続部５１の嵌合方向と直交する方向に沿った端子収容部本体
４０の外側に開口している。即ち、凹溝４０ｂは、コネクタ２の後述する端子収容部６１
の内周面６１ａと重なる端子収容部本体４０の外周面から凹に形成されている。この凹溝
４０ｂには、環状の第３のパッキン８ｄが嵌め込まれて取り付けられている。この第３の
パッキン８ｄは、端子収容部本体４０の外周面と端子収容部６１の内周面６１ａとの間を
水密に保つ。
【００３４】
　上記鍔部４１には、当該鍔部４１の全周に亘って環状に形成された凹溝４１ａが設けら
れている。この凹溝４１ａは、端子収容室４０ａの後端面側の開口部を囲むように設けら
れており、第１電気接続部５１の嵌合方向に沿った第２電気接続部５２側に開口している
。即ち、凹溝４１ａは、鍔部４１の、アウタハウジング３の後述する内底面３１ｂと当接
する表面から凹に形成されている。この凹溝４１ａには、環状の第４のパッキン８ｃが嵌
め込まれて取り付けられている。この第４のパッキン８ｃは、前記内底面３１ｂから凹に
形成された後述する凹部３２ａを囲んで前記内底面３１ｂに密着しており、前記内底面３
１ｂと端子収容部４との間を水密に保っている。
【００３５】
　上記複数の弾性変形アーム４２は、それぞれ、弓状に湾曲した形状に形成されており、
第１電気接続部５１の嵌合方向と直交する方向に沿った端子収容部本体４０の外側に向か
って膨らんだ前記弓状に形成されている。また、これら複数の弾性変形アーム４２は、端
子収容部本体４０を囲む格好で互いに間隔をあけて設けられている。このような複数の弾
性変形アーム４２は、アウタハウジング３の後述する筒部３１の内周面３１ａに弾性的に
接触する。
【００３６】
　上記アウタハウジング３は、合成樹脂で構成されている。このアウタハウジング３は、
嵌合方向Ｙに沿って筒状に延び、コネクタ２に向かって開口した開口部３０とこの開口部
３０から離れた側に位置する内底面３１ｂとを有する有底筒状に形成された筒部３１と、
前記内底面３１ｂから開口部３０と離れた側に延設された延設部３２と、延設部３２の筒
部３１から離れた側に設けられた取付部３３と、筒部３１の開口部３０側の端部から筒部
３１の外側に鍔状に延び、環状に形成された重なり部３５と、を一体に有している。
【００３７】
　上記筒部３１は、端子収容部本体４０の前端面が開口部３０側に位置し、鍔部４１が内
底面３１ｂ側に位置する向きで、端子収容部４を内側に収容する。また、筒部３１の内径
は、端子収容部本体４０の外径及び鍔部４１の外径よりも大きく形成されている。また、
筒部３１内に収容された端子収容部４の全ての弾性変形アーム４２は、筒部３１の内周面
３１ａに弾性的に接触する。このことから、筒部３１は、端子収容部４を矢印Ｘ方向に沿
って移動自在に収容する。
【００３８】
　即ち、端子収容部４は、筒部３１内に当該筒部３１との間に間隔をあけた状態で収容さ
れ、筒部３１の開口部３０から挿入されるコネクタ２の端子収容部６１と嵌合する。また
、コネクタ１とコネクタ２との間に矢印Ｘ方向の位置ずれが生じている場合は、コネクタ
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１，２同士の嵌合時に、相手側の端子７が第１電気接続部５１の角筒部５６内に差し込ま
れるように、即ち、端子収容部本体４０が端子収容部６１と嵌合するように、弾性変形ア
ーム４２が弾性変形することにより、端子収容部本体４０が筒部３１内を移動してコネク
タ１とコネクタ２との位置ずれを吸収する。
【００３９】
　さらに、コネクタ１においては、端子５の第２電気接続部５２が編組電線５４で構成さ
れた接続部５３を介して第１電気接続部５１に電気接続されているので、コネクタ２との
嵌合によって端子収容部４及び第１電気接続部５１が移動したとしても、第２電気接続部
５２が移動することがなく、そのために、第２電気接続部５２と接続されるモータの電気
回路の接続箇所に応力が生じることを防止できる。
【００４０】
　上記延設部３２には、筒部３１の内底面３１ｂから凹に形成され、端子収容部本体４０
の端子収容室４０ａから導出されて端子収容部本体４０から突出した接続部５３及び第２
電気接続部５２を内側に位置付ける凹部３２ａが設けられている。また、凹部３２ａの内
底面には、第２電気接続部５２の接続部５３から離れた端部を延設部３２の後端面から取
付部３３側に突出させる貫通穴３４が設けられている。また、この貫通穴３４の内周面と
第２電気接続部５２との間には、これらの間を水密に保つ環状の第５のパッキン８ｅが取
り付けられている。
【００４１】
　上記取付部３３は、貫通穴３４を通されて延設部３２外に突出した第２電気接続部５２
の端部を表面上に位置付ける。また、取付部３３には、第２電気接続部５２に設けられた
丸穴５２ａと重なるナット１０が取り付けられている。また、第２電気接続部５２は、丸
穴５２ａを通されるボルト９とナット１０によってモータのケース１１内の電気回路に固
定されて、該電気回路に電気接続される。
【００４２】
　上記重なり部３５は、ケース１１の外表面１１ｂに重ねられるとともにケース１１の取
付穴１１ａを囲む環状に形成されている。この重なり部３５は、ボルト１３によってケー
ス１１に固定されている。また、重なり部３５には、ケース１１の外表面１１ｂと当接す
る表面から凹に形成されるとともに重なり部３５の全周に亘って環状に形成された凹溝３
５ａが設けられている。この凹溝３５ａには第１のパッキン８ａが取り付けられている。
この第１のパッキン８ａは、ケース１１の外表面１１ｂに密着しており、ケース１１とコ
ネクタ１との間を水密に保っている。即ち、第１のパッキン８ａは、ケース１１とコネク
タ１の嵌合方向Ｙに交差する面間に設けられている。
【００４３】
　上記コネクタ２は、コネクタ１の端子５の第１電気接続部５１と嵌合する棒状の端子７
と、端子７を収容し、ケース１２に固定されたコネクタハウジング６と、を有している。
また、「端子７」は、特許請求の範囲に記載した「他方の端子」に相当する。
【００４４】
　上記コネクタハウジング６は、合成樹脂で構成されている。このコネクタハウジング６
は、嵌合方向Ｙに沿って筒状に延び、コネクタ１に向かって開口した開口部６０とこの開
口部６０から離れた側に位置する内底面６１ｂとを有する有底筒状に形成された端子収容
部６１と、前記内底面６１ｂから開口部６０と離れた側に延設された取付穴挿通部６２と
、取付穴挿通部６２の外周面から鍔状に延び、環状に形成されたフランジ部６３と、を一
体に有している。また、フランジ部６３は、ケース１２の内表面に重ねられて、ボルトに
よってケース１２に固定されている。また、「端子収容部６１」は、特許請求の範囲に記
載した「他方の端子収容部」に相当する。
【００４５】
　上記端子収容部６１は、ケース１２の外表面１２ｂよりもコネクタ１側に突出している
。また、端子収容部６１は、内底面６１ｂから端子収容部６１内に突出した端子７の先端
部を収容しており、コネクタ１の端子収容部本体４０を内側に受け入れる。また、端子収
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容部６１内に端子収容部本体４０が挿入されると同時に端子７が端子５の第１電気接続部
５１内に差し込まれてコネクタ１とコネクタ２とが嵌合する。
【００４６】
　上記取付穴挿通部６２は、外形が四角柱状に形成されており、ケース１２の取付穴１２
ａの内側に位置付けられる。また、取付穴挿通部６２は、端子収容部６１の内底面６１ｂ
から凹に形成された収容凹部６２ａと、収容凹部６２ａ内に設けられた係止アーム６４と
、を有している。この係止アーム６４は、収容凹部６２ａ内に収容された端子７の係止穴
７０に係止して、この端子７をコネクタハウジング６に取り付ける。
【００４７】
　また、取付穴挿通部６２の外周面には、当該取付穴挿通部６２の外周の全周に亘って環
状に形成された凹溝６２ｂが設けられている。この凹溝６２ｂは、収容凹部６２ａを囲む
ように設けられており、端子７の嵌合方向と直交する方向に沿った取付穴挿通部６２の外
側に開口している。即ち、凹溝６２ｂは、ケース１２の取付穴１２ａの内周面と重なる取
付穴挿通部６２の外周面から凹に形成されている。この凹溝６２ｂには、環状の第２のパ
ッキン８ｂが嵌め込まれて取り付けられている。この第２のパッキン８ｂは、ケース１２
の取付穴１２ａの内周面に密着しており、取付穴挿通部６２の外周面と取付穴１２ａの内
周面との間を水密に保っている。即ち、第２のパッキン８ｂは、ケース１２とコネクタ２
の嵌合方向Ｙと平行な面間に設けられている。
【００４８】
　上記防水構造１００においては、図２に示すように、コネクタ１とコネクタ２とが嵌合
すると、ケース１１の外表面１１ｂとケース１２の外表面１２ｂとが当接し、ケース１２
の外表面１２ｂとコネクタ１の重なり部３５との間に僅かな間隔が形成される。そして、
第１のパッキン８ａが重なり部３５とケース１１の外表面１１ｂとの間を水密に保つこと
によって、図２中の矢印で示すケース１１，１２間に浸入した水等が、取付穴１１ａとコ
ネクタ１との間からケース１１内に浸入することが防止される。また、第２のパッキン８
ｂが取付穴挿通部６２の外周面と取付穴１２ａの内周面との間を水密に保つことによって
、図２中の矢印で示すケース１２の外表面１２ｂと重なり部３５との間に浸入した水等が
、取付穴１２ａとコネクタ２との間からケース１２内に浸入することが防止される。また
、第３のパッキン８ｄが端子収容部本体４０の外周面と端子収容部６１の内周面６１ａと
の間を水密に保つことによって、図２中の矢印で示すアウタハウジング３と端子収容部６
１との間に浸入した水等が、端子収容部本体４０内及び端子収容部６１内に浸入すること
が防止される。また、第４のパッキンがアウタハウジング３の内底面３１ｂと端子収容部
４との間を水密に保つことによって、図２中の矢印で示すアウタハウジング３と端子収容
部６１との間に浸入した水等が、凹部３２ａ内及び端子収容部本体４０内に浸入すること
が防止される。また、第５のパッキン８ｅが貫通穴３４の内周面と第２電気接続部５２と
の間を水密に保つことによって、貫通穴３４からケース１１内に水等が浸入することが防
止される。
【００４９】
　また、本発明では、第１のパッキン８ａ及び第２のパッキン８ｂが、どちらもケース１
１またはコネクタ１とケース１２またはコネクタ２との間に配置されていないので、各コ
ネクタ１，２に組み付け誤差等が生じている場合でも、コネクタ１，２同士の嵌合時にこ
れらコネクタ１，２が相手側のケース１１，１２またはコネクタ１，２に過剰に押圧され
ることがなく、そのために、これらコネクタ１，２に過剰な応力が生じることがない。よ
って、コネクタ１，２の破損を回避することができる。
【００５０】
　また、仮に、ケース１１の外表面１１ｂとケース１２の外表面１２ｂとの間に隙間が生
じていると、この隙間を電磁シールド部材で覆う必要あるが、本発明では、全てのパッキ
ン８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄ，８ｅがケース１１またはコネクタ１とケース１２またはコネ
クタ２との間に配置されていないことから、金属製のケース１１の外表面１１ｂと金属製
のケース１２の外表面１２ｂとが確実に当接するようになっているので、前述した電磁シ
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ールド部材が必要ない。よって、部品点数を少なくすることができ、前記自動車の廃車時
における資源の分別回収を容易にすることができる。
【００５１】
　また、本発明では、第１のパッキン８ａがケース１２またはコネクタ２に接触しておら
ず、第２のパッキン８ｂがケース１１またはコネクタ１に接触していないので、ケース１
１またはケース１２が振動した場合でも、第１のパッキン８ａがケース１２またはコネク
タ２と擦れて当該第１のパッキン８ａの防水性能が低下することがなく、第２のパッキン
８ｂがケース１１またはコネクタ１と擦れて当該第２のパッキン８ｂの防水性能が低下す
ることがない。よって、ケース１１，１２内を確実に防水することができる。
【００５２】
　また、上述した実施形態では、コネクタ１がモータのケース１１固定され、コネクタ２
がインバータのケース１２に固定されている例を説明したが、本発明の防水構造では、一
方のコネクタ及び他方のコネクタは、如何なるケースに固定されていても良い。
【００５３】
　また、上述した実施形態では、一方のコネクタ１が雌型の第１電気接続部５１を収容し
た端子収容部４を有し、他方のコネクタ２が雄型の端子７を収容した筒状の端子収容部６
１を有している構成であったが、本発明では、他方のコネクタが雌型の端子を収容した端
子収容部を有し、一方のコネクタが雄型の端子を収容した筒状の端子収容部を有している
構成であっても良い。
【００５４】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　コネクタ（一方のコネクタ）
　２　コネクタ（他方のコネクタ）
　３　アウタハウジング
　４　端子収容部（一方の端子収容部）
　５　端子（一方の端子）
　７　端子（他方の端子）
　８ａ　第１のパッキン
　８ｂ　第２のパッキン
　８ｄ　第３のパッキン
　８ｃ　第４のパッキン
　１１　ケース（一方のケース）
　１１ａ，１２ａ　取付穴
　１２　ケース（他方のケース）
　３２ａ　凹部
　３５　重なり部
　６１　端子収容部（他方の端子収容部）
　６２　取付穴挿通部
　１００　防水構造
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