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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、前記ハウジング内に取り付けられたシール部材とを備えるコネクタであ
って、
　前記ハウジングは、後壁部と、前記後壁部を前後方向において貫通する複数の孔部と、
前記後壁部から前方に延びる被囲い部と、前記前後方向と直交する方向における前記被囲
い部の周囲であって前記前後方向において前記複数の孔部と対応する位置に設けられた複
数のシールストッパと、前記後壁部から前方に延びると共に前記前後方向と直交する面内
において前記被囲い部及び前記シールストッパを囲う囲い部とを有しており、
　前記シール部材は、前記被囲い部の前記周囲であって前記前後方向において前記後壁部
と前記シールストッパとの間に取り付けられており、前記複数の孔部を塞いでおり、
　前記シール部材の全体が前記シールストッパの後側に位置している
コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記シールストッパは、前記被囲い部の前記周囲から前記前後方向と直交する方向へ突
出している
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のコネクタであって、
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　前記後壁部の前面上には、前記複数の孔部と連通するように後方に凹んだ溝部が形成さ
れており、
　前記シール部材の後端は前記溝部に収容されている
コネクタ。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタであって、
　前記溝部は、前記被囲い部の前記周囲の全周に亘って形成されている
コネクタ。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４記載のコネクタであって、
　前記溝部は、前記前後方向と直交する方向において前記孔部よりも大きい
コネクタ。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のコネクタであって、
　前方に向かって延びるように前記ハウジングに保持された電源コンタクトを更に備えて
おり、
　前記ハウジングには、前記電源コンタクトを覆うコンタクト外周部が設けられており、
　前記コンタクト外周部は、前記被囲い部及び前記囲い部よりも前方に突出している
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防水機能を有するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　防水機能を有するコネクタには、相手側コネクタとの嵌合時に当該コネクタのハウジン
グと相手側コネクタのハウジング（相手側ハウジング）との間に挟まれて、当該コネクタ
のハウジングと相手側コネクタのハウジングとの間を塞ぐシール部材が一般的に設けられ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１のコネクタにおいては、図１１に示されるように、ハウジングの嵌合部側に
リテーナが装着されており、ハウジングの後壁部とリテーナとの間にシール部材が取り付
けられている。即ち、特許文献１のコネクタにおいては、リテーナによりシール部材の前
方への移動が規制されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－６３１７９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、コネクタの用途によってはリテーナを設けにくい場合がある。かかる場
合、ハウジング自体にシール部材の移動規制構造を設けなければならない。
【０００６】
　従来は、ハウジングの筒状内部にシール部材の移動規制構造を簡易な構造で設けること
ができなかった。また、移動規制構造を設けようとした場合には、ハウジングを成型する
金型構造が複雑になりコストがＵＰしていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、シール部材の移動規制構造をハウジング自体に備えてなる新たな構
造のコネクタ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】
【０００８】
　本発明によれば、第１のコネクタとして、
　ハウジングと、前記ハウジング内に取り付けられたシール部材とを備えるコネクタであ
って、
　前記ハウジングは、後壁部と、前記後壁部を前後方向において貫通する複数の孔部と、
前記後壁部から前方に延びる被囲い部と、前記前後方向と直交する方向における前記被囲
い部の周囲であって前記前後方向において前記複数の孔部と対応する位置に設けられた複
数のシールストッパと、前記後壁部から前方に延びると共に前記前後方向と直交する面内
において前記被囲い部及び前記シールストッパを囲う囲い部とを有しており、
　前記シール部材は、前記被囲い部の前記周囲であって前記前後方向において前記後壁部
と前記シールストッパとの間に取り付けられており、前記複数の孔部を塞いでいる
コネクタが得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記シールストッパは、前記被囲い部の前記周囲から前記前後方向と直交する方向へ突
出している
コネクタが得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　前記後壁部の前面上には、前記複数の孔部と連通するように後方に凹んだ溝部が形成さ
れており、
　前記シール部材の後端は前記溝部に収容されている
コネクタが得られる。
【００１１】
　また、本発明によれば、第４のコネクタとして、第３のコネクタであって、
　前記溝部は、前記被囲い部の前記周囲の全周に亘って形成されている
コネクタが得られる。
【００１２】
　また、本発明によれば、第５のコネクタとして、第３又は第４のコネクタであって、
　前記溝部は、前記前後方向と直交する方向において前記孔部よりも大きい
コネクタが得られる。
【００１３】
　また、本発明によれば、第６のコネクタとして、第１乃至第５のいずれかのコネクタで
あって、
　前方に向かって延びるように前記ハウジングに保持された電源コンタクトを更に備えて
おり、
　前記ハウジングには、前記電源コンタクトを覆うコンタクト外周部が設けられており、
　前記コンタクト外周部は、前記被囲い部及び前記囲い部よりも前方に突出している
コネクタが得られる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ハウジングの後壁部に複数の孔部を設けることとしたので、これらの
孔部を利用して囲い部に囲まれる被囲い部上にシール部材の移動規制用のシールストッパ
を形成することができる。なお、これら孔部はシール部材により塞がれるので防水構造上
は問題とならない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタ対を蓄電池モジュールのインタフェースとし
て備えるシステムを概略的に示す斜視図である。
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【図２】図１のシステムに用いられるコネクタ対を示す斜視図である。
【図３】図２のコネクタ対の電源コンタクトとその近傍を示す断面図である。
【図４】図２のコネクタ対の信号コンタクトとその近傍を示す断面図である。
【図５】図１のコネクタ対の一方を構成するレセプタクル（コネクタ）を示す斜視図であ
る。
【図６】図５のレセプタクルを示す分解斜視図である。
【図７】図５のレセプタクルを示す上面図である。
【図８】図５のレセプタクルを示す正面図である。
【図９】図８のレセプタクルをIX--IX線に沿って示す断面図である。
【図１０】図５のレセプタクルにおけるシールストッパとその近傍を拡大して示す断面図
である。
【図１１】特許文献１のコネクタを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１を参照すると、本発明の実施の形態によるコネクタ対は、蓄電池モジュール１を備
えるシステムに利用されるものであり、蓄電池１０を収容するモジュールボックス２０に
取り付けられたレセプタクル（コネクタ）３０と、パネル４０に取り付けられたプラグ５
０とを備えるものである。特に、本実施の形態によるコネクタ対は、防水機能を有してお
り、特に、レセプタクル３０に構造上の主たる特徴の一つを有している。
【００１７】
　図１乃至図４から理解されるように、コネクタ対を構成するレセプタクル３０とプラグ
５０とは、Ｘ方向（前後方向）において互いに嵌合抜去することができる。以下において
は、レセプタクル３０のプラグ５０（相手側コネクタ）との嵌合する側を前側とし、その
反対側を後側とする。即ち、レセプタクル３０の場合、＋Ｘ方向が前方であり、－Ｘ方向
が後方である。以下においては、特に、レセプタクル３０の防水機能に関する構造につい
て図面を参照して説明することとする。
【００１８】
　図５乃至図９に示されるように、本実施の形態によるレセプタクル３０は、絶縁体から
なるハウジング１００と、金属からなる２つの電源コンタクト２００と、金属からなる２
つのスプリング２５０と、弾性体からなる環状のシール部材３００と、金属からなるＣリ
ング（固定具）２６０と、中継コネクタ４００とを備えている。Ｃリング２６０は、Ｅリ
ング等の他の金属リングであってもよいし、他の固定具であってもよい。但し、Ｘ方向に
おけるサイズが小さいことを考慮すると他の固定具であるよりは金属リングであることが
好ましく、更に、固定具としての性能を考慮するとＥリング等であるよりはＣリングであ
ることが好ましい。
【００１９】
　図６乃至図９から理解されるように、ハウジング１００は、後壁部１１０と、後壁部１
１０から前方に延びる被囲い部１２０と、被囲い部１２０から更に前方に延びる２つのコ
ンタクト外周部１４０と、２つのコンタクト外周部１４０の間に位置する中継コネクタ外
周部１５０と、後壁部１１０から前方に延びる囲い部１６０と、囲い部１６０の前端を構
成するフランジ１６５とを有している。ここで、フランジ１６５は、レセプタクル３０を
モジュールボックス２０に取り付ける際に用いられる。
【００２０】
　図６及び図９から理解されるように、後壁部１１０には、後壁部１１０を前後方向に沿
って貫通する２つのコンタクト保持孔１４２及び中継コネクタ保持孔１５２とが形成され
ている。コンタクト保持孔１４２は、ＹＺ平面内においてコンタクト外周部１４０内に位
置しており、中継コネクタ保持孔１５２はＹＺ平面内において中継コネクタ外周部１５０
内に位置している。
【００２１】
　加えて、図１０に示されるように、ハウジング１００には、Ｘ方向において後壁部１１
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０を貫通する複数の孔部１３２が形成されている。この孔部１３２は、ＹＺ平面内におい
て長方形形状を有しており、孔部１３２の内側面のうちハウジング１００の中心に近い面
（例えば、図１０の孔部１３２の場合には下側面）は被囲い部１２０の周囲１２０ｐと面
一となっている。
【００２２】
　図１０に示されるように、被囲い部１２０の周囲１２０ｐには、Ｘ方向と直交する方向
（囲い部１６０に向かう方向）へ突出したシールストッパ１３４が複数設けられている。
これらシールストッパ１３４は、夫々、孔部１３２と対応している。即ち、各シールスト
ッパ１３４は、ハウジング１００の後壁部１１０の後面１１０ｂ側から見た際に、対応す
る孔部１３２の前方に位置している。一般的に、２つの金型を用いてハウジングを形成す
る際に、囲い部に囲まれる被囲い部上にシール部材の移動規制用のシールストッパを形成
することは困難であるが、本発明の孔部１３２の構成によるとシールストッパ１３４を簡
易な構造で設けることができる。詳しくは、孔部１３２は、ハウジング１００をモールド
形成する際に、シールストッパ１３４を構成するために金型を抜いた跡である。つまり、
２つの金型をＸ方向に沿って分けた際に、シールストッパ１３４の後面を形成した金型の
部位がＸ方向に沿って通った跡が孔部１３２である。
【００２３】
　図示されたシールストッパ１３４の前面は、Ｘ方向及びシールストッパ１３４の突出方
向（例えば、図１０のシールストッパ１３４の場合にはＺ方向）の双方と斜交している。
即ち、シールストッパ１３４の前面は前後方向と斜交する斜面である。一方、シールスト
ッパ１３４の後面は、Ｘ方向と直交する面である。シールストッパ１３４は、ＹＺ平面内
において長方形形状を有している。前述のように、孔部１３２はシールストッパ１３４を
モールド形成した際の金型の跡なので、ＹＺ平面内において、シールストッパ１３４の後
面は、孔部１３２とほぼ同じサイズを有している。
【００２４】
　更に、後壁部１１０には、前面１１０ｆから後方に向かって凹んだ溝部１３６が形成さ
れている。この溝部１３６は、図１０に示されるように、複数の孔部１３２と連通してお
り、また、Ｘ方向と直交する方向（例えば、図１０ではＺ方向）において孔部１３２より
も大きい。特に、本実施の形態における溝部１３６は、被囲い部１２０の周囲１２０ｐの
全周に亘って形成されている。
【００２５】
　図９及び図１０から理解されるように、囲い部１６０は、被囲い部１２０とシールスト
ッパ１３４とをＹＺ平面内において囲っている。この囲い部１６０の前端であるフランジ
１６５は、コンタクト外周部１４０及び中継コネクタ外周部１５０よりも後方に位置して
いる。換言すると、特に、図７に示されるように、コンタクト外周部１４０と中継コネク
タ外周部１５０とは、囲い部１６０よりも前方に突出している。更に、コンタクト外周部
１４０は中継コネクタ外周部１５０よりも前方に突出している。
【００２６】
　図６及び図９を参照すると、電源コンタクト２００には、相手側となるプラグ５０の電
源コンタクト７００を受容するコンタクト受容部２０２が形成されている。また、コンタ
クト受容部２０２の前端にはスプリング２５０の取り付け用の被取付部２０４が設けられ
ている。
【００２７】
　電源コンタクト２００は、コンタクト保持孔１４２に保持される被保持部２１０と、被
保持部２１０の後側に形成された被固定部２１６とを有している。
【００２８】
　被保持部２１０は、コンタクト保持孔１４２に対応する外形を有している。この被保持
部２１０をコンタクト保持孔１４２に前側から（即ち、この例の場合、－Ｘ方向に沿って
）挿入することにより、電源コンタクト２００はハウジング１００に保持される。
【００２９】
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　被固定部２１６は、電源コンタクト２００の径方向中心に向かって凹んだ溝である。被
固定部２１６を構成する溝の幅（Ｘ方向における長さ）は、Ｃリング２６０の厚みに対応
している。コンタクト保持孔１４２に対して被保持部２１０が挿入された状態において被
固定部２１６に対してＣリング２６０が取り付けられ、それによって電源コンタクト２０
０がハウジング１００に保持固定されている。
【００３０】
　シール部材３００は、Ｘ方向においてシールストッパ１３４と溝部１３６との間に挟ま
れるように被囲い部１２０の周囲１２０ｐに取り付けられている。詳しくは、図１０に示
されるように、シール部材３００の前端３００ｆはシールストッパ１３４の後面に当接し
、シール部材３００の後端３００ｂは溝部１３６に収容されている。このため、シール部
材３００は、Ｘ方向への移動が規制されている。特に、本実施の形態においては、シール
部材３００の後端３００ｂは溝部１３６に収容され保持されていることから、シール部材
３００の位置ズレが防止されている。
【００３１】
　また、シール部材３００は、後端３００ｂが溝部１３６に収容された状態において孔部
１３２の前方を塞いでいる。即ち、孔部１３２を後壁部１１０の後面１１０ｂ側から見る
と、シール部材３００の後端３００ｂのみが見えることとなっている。このため、防水構
造上は、孔部１３２は問題とならない。
【００３２】
　ここで、シール部材３００の取り付けは、ハウジング１００の前面側からシール部材３
００を挿入することにより行われる。この際、前述したように、シールストッパ１３４の
前面は斜面であるので、シール部材３００を挿入することは比較的容易であるが、シール
部材３００を一旦挿入し取付してしまうと、シールストッパ１３４の後面はＸ方向と直交
していることからシール部材３００は容易には外れないこととなっている。
【００３３】
　図６に示されるように、中継コネクタ４００は、中継ハウジング４１０と、ケーブルを
接続されると共に中継ハウジング４１０に保持される信号コンタクト４２０とを備えてい
る。この中継コネクタ４００は、ハウジング１００の後壁部１１０の後面１１０ｂ側から
中継コネクタ保持孔１５２内に挿入され、それによってハウジング１００に着脱自在に保
持される。
【００３４】
　図２乃至図４に示されるように、本実施の形態によるプラグ５０は、絶縁体からなるハ
ウジング６００と、金属からなる２つの電源コンタクト７００と、中継コネクタ９００と
を備えている。電源コンタクト７００は、プラグ５０とレセプタクル３０との嵌合時にお
いて、電源コンタクト２００と接続されるものである。同様に、中継コネクタ９００は、
プラグ５０とレセプタクル３０との嵌合時において、レセプタクル３０に組み込まれた中
継コネクタ４００と接続されるものである。
【００３５】
　図７を参照して説明したように、本実施の形態によるレセプタクル３０のコンタクト外
周部１４０等は囲い部１６０よりも突出しているため、レセプタクル３０とプラグ５０と
の嵌合時にはプラグ５０のハウジング６００が囲い部１６０と嵌合する前にコンタクト外
周部１４０等と嵌合することとなる。即ち、本実施の形態によるコネクタ対においては、
レセプタクル３０のコンタクト外周部１４０等によって粗い位置決めがなされた後に、囲
い部１６０へプラグ５０のハウジング６００が挿入され、更に位置決めがなされることと
なるので、シール部材３００によるシールを確実なものとすることができると共に嵌合操
作を容易なものとすることができる。
【００３６】
　上述した実施の形態においては、シール部材３００の後端３００ｂの保持用に溝部１３
６を設けていたが、本発明はこれに限定されるわけではない。例えば、溝部１３６を省略
して、シール部材３００に孔部１３２へ挿入される突出部を更に設けることとしてもよい
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。この場合、シール部材３００の突出部は、孔部１３２を塞ぐ役割も担わせなければなら
ないことから、ＹＺ平面内において孔部１３２に対応する形状を有している必要がある。
なお、この突出部と前述の溝部１３６は二者択一的なものではないので、両構造を同時に
備えることとしてもよい。
【符号の説明】
【００３７】
　　　１　　　　蓄電池モジュール
　　１０　　　　蓄電池
　　２０　　　　モジュールボックス
　　３０　　　　レセプタクル（コネクタ）
　　４０　　　　パネル
　　５０　　　　プラグ
　１００　　　　ハウジング
　１１０　　　　後壁部
　１１０ｆ　　　前面
　１１０ｂ　　　後面
　１２０　　　　被囲い部
　１２０ｐ　　　周囲
　１３２　　　　孔部
　１３４　　　　シールストッパ
　１３６　　　　溝部
　１４０　　　　コンタクト外周部
　１４２　　　　コンタクト保持孔
　１５０　　　　中継コネクタ外周部
　１５２　　　　中継コネクタ保持孔
　１６０　　　　囲い部
　１６５　　　　フランジ
　２００　　　　電源コンタクト
　２００ｆ　　　前端
　２００ｂ　　　後端
　２０２　　　　コンタクト受容部
　２０４　　　　被取付部
　２１０　　　　被保持部
　２１６　　　　被固定部
　２５０　　　　スプリング
　２６０　　　　Ｃリング（固定具）
　３００　　　　シール部材
　３００ｆ　　　前端
　３００ｂ　　　後端
　４００　　　　中継コネクタ
　４１０　　　　中継ハウジング
　４２０　　　　信号コンタクト
　６００　　　　ハウジング
　７００　　　　電源コンタクト
　９００　　　　中継コネクタ
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