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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円柱状基部に雌端子が収容されてなる雄型コネクタと、筒状基部内に雄端子が保持され
てなる雌型コネクタとを有してなり、前記円柱状基部が前記筒状基部の筒内に挿入嵌合さ
れた状態で、前記雌端子と前記雄端子とが接続されてなるコネクタユニットにおいて、
　前記円柱状基部は、
　該円柱状基部の外周縁辺の一箇所が直線状になるように径方向に直交し、かつ前記雌端
子に近い位置に形成された平面が外周面に形成されてなる円柱側目印部と、前記円柱側目
印部の前記平面に形成された突起部からなる円柱側回転規制部と、を有してなり、
　前記筒状基部は、
　該筒状基部の内周面に肉付けされた肉付け部分に前記円柱状基部と嵌合された状態で前
記円柱側目印部の前記平面と向かい合う平面が形成されてなる筒側目印部と、前記円柱側
回転規制部の前記突起部が嵌るように前記筒側目印部の前記平面に形成された溝部からな
る筒側回転規制部と、を有してなる
　ことを特徴とするコネクタユニット。
【請求項２】
　前記円柱側回転規制部は、
　前記外周面の複数箇所に設けられてなり、
　前記筒側回転規制部は、
　前記複数箇所の円柱側回転規制部に嵌るように前記内周面の複数箇所に設けられてなる
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　ことを特徴とする請求項１に記載のコネクタユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雄型コネクタと雌型コネクタとが嵌合されることによって、雌端子と雄端子
とが接続されるコネクタユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、雌端子が収容されてなる雄型コネクタと、雄端子が保持されてなる雌型コネクタ
とを有してなり、雄型コネクタと雌型コネクタとが嵌合されることによって、雌端子と雄
端子とが接続されるコネクタユニットがある。このようなコネクタユニットには、円柱状
基部に雌端子が収容されてなる雄型コネクタと、筒状基部内に雄端子が保持されてなる雌
型コネクタとを有してなり、円柱状基部が筒状基部の筒内に挿入嵌合されることによって
、雌端子と雄端子とが接続されるものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載されたコネクタユニットは、雄型コネクタの外周面に所定の間隔を隔
てて溝が設けられ、雌型コネクタが嵌合される際、これらの溝に雌コネクタハウジングの
内壁に設けられた位置決め部が入ることによって、雄型コネクタと雌型コネクタとの位置
決めがなされるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２００３－１６３０５６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、特許文献１に記載されたコネクタユニットは、溝が雄型コネクタの外周
面の周方向で分散配置されているので、溝を目印として雄型コネクタの雌型コネクタへの
組み付け方向を認識することが難しく、組み付け方向の向きが揃えられない状態で雄型コ
ネクタと雌型コネクタとが組み付けられた場合、雄端子が雄型コネクタの円柱状基部に当
接され、結果的に雄端子が損傷するおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、雄型コネクタと雌型コネクタとが嵌合
される際、端子の損傷を防ぐことができるコネクタユニット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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の請求項１に係るコネクタユニ
ットは、円柱状基部に雌端子が収容されてなる雄型コネクタと、筒状基部内に雄端子が保
持されてなる雌型コネクタとを有してなり、前記円柱状基部が前記筒状基部の筒内に挿入
嵌合された状態で、前記雌端子と前記雄端子とが接続されてなるコネクタユニットにおい
て、前記円柱状基部は、該円柱状基部の外周縁辺の一箇所が直線状になるように径方向に
直交し、かつ前記雌端子に近い位置に形成された平面が外周面に形成されてなる円柱側目
印部と、前記円柱側目印部の前記平面に形成された突起部からなる円柱側回転規制部と、
を有してなり、前記筒状基部は、該筒状基部の内周面に肉付けされた肉付け部分に前記円
柱状基部と嵌合された状態で前記円柱側目印部の前記平面と向かい合う平面が形成されて
なる筒側目印部と、前記円柱側回転規制部の前記突起部が嵌るように前記筒側目印部の前
記平面に形成された溝部からなる筒側回転規制部と、を有してなることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係るコネクタユニットは、上記の発明において、前記円柱側
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回転規制部は、前記外周面の複数箇所に設けられてなり、前記筒側回転規制部は、前記複
数箇所の円柱側回転規制部に嵌るように前記内周面の複数箇所に設けられてなることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に係るコネクタユニットは、前記雄型コネクタと前記雌型コネクタと
が嵌合される際、前記円柱側目印部、および前記筒側目印部を目印にして、前記雄型コネ
クタと前記雌型コネクタとの組み付け方向を揃えた後に、前記円柱側回転規制部と前記筒
側回転規制部とが嵌め合わされる。すなわち、前記円柱側回転規制部と前記筒側回転規制
部との嵌合わせ位置が定められた状態で前記雄型コネクタと前記雌型コネクタとが嵌め合
わされるので、前記雄型コネクタと前記雌型コネクタとが軸を中心として相対的に回転さ
れず、前記雄端子が前記円柱状基部に当接されることを防ぐことができるので、前記雄型
コネクタと前記雌型コネクタとが嵌合される際、端子の損傷を防ぐことができる。
　さらに、本発明の請求項１に係るコネクタユニットは、前記筒側回転規制部が、前記筒
側目印部によって肉厚となった部分を利用して形成された溝部であるので、スペースを有
効に利用することができる。
【００１２】
　本発明の請求項２に係るコネクタユニットは、前記円柱側回転規制部および前記円柱側
回転規制部が複数箇所に設けられてなるので、前記雄型コネクタと前記雌型コネクタとが
より相対的に回転され難くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施例に係るコネクタユニットの雄型コネクタと雌型コネクタ
とが嵌合される前の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した雄型コネクタを嵌合側から視た図である。
【図３】図３は、図１に示した雄型コネクタのＡ－Ａ線断面図である。
【図４】図４は、図１に示した雌型コネクタを嵌合側から視た図である。
【図５】図５は、図４に示した雌型コネクタのＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】図６は、図１に示したコネクタユニットの雄型コネクタと雌型コネクタとが嵌合
された状態を示した要部断面図である。
【図７】図７は、図６に示したコネクタユニットのＣ－Ｃ線断面図である。
【図８】図８は、雄型コネクタと雌型コネクタとが嵌合される途中を示した図である。
【図９】図９は、図８に示した雄型コネクタおよび雌型コネクタの要部拡大図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例に係るコネクタユニットの変形例を示した図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、この発明に係るコネクタユニットの好適な実施の形態を詳細に
説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例に係るコネクタユニット１の雄型コネクタ１０と雌型コネクタ
５０とが嵌合される前の斜視図である。図２は、図１に示した雄型コネクタ１０を嵌合側
から視た図である。図３は、図１に示した雄型コネクタ１０のＡ－Ａ線断面図である。図
４は、図１に示した雌型コネクタ５０を嵌合側から視た図である。図５は、図４に示した
雌型コネクタ５０のＢ－Ｂ線断面図である。図６は、図１に示したコネクタユニット１の
雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌合された状態を示した要部断面図である。図
７は、図６に示したコネクタユニット１のＣ－Ｃ線断面図である。図８は、雄型コネクタ
１０と雌型コネクタ５０とが嵌合される途中を示した図である。図９は、図８に示した雄
型コネクタ１０および雌型コネクタ５０の要部拡大図である。
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　本発明の実施例に係るコネクタユニット１は、例えば、車載電装品を制御する不図示の
ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）が収容されるＥＣＵケース
１００に取り付けられる雄型コネクタ１０、および車両用自動変速機のケースであるＡ／
Ｔケース２００に取り付けられる雌型コネクタ５０を有してなる。このコネクタユニット
１は、雄型コネクタ１０に雌端子２０が収容され、雌型コネクタ５０に雄端子６０が保持
され、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌合されることによって、雌端子２０と
雄端子６０とが接続されるようになっている。
【００１６】
　まず、雄型コネクタ１０について説明する。
　雄型コネクタ１０は、円柱状基部１１に複数の雌端子２０が収容されてなり、ＥＣＵケ
ース１００内に搭載された不図示の回路基板に直付けされるようになっている。
【００１７】
　ＥＣＵケース１００は、雌型コネクタ５０の後述する筒状基部５１のうち、雄型コネク
タ１０との嵌合部分の外径に比して僅かに大きくなるように内径が形成され、筒内に円柱
状基部５１が配置されるフード部１１０を有してなる。
　フード部１１０は、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌合された場合、雌型コ
ネクタ５０の後述する筒状基部５１の外周面５２を囲うことによって、その雄端子６０と
雌端子２０との接続部分を防水可能に囲うものである。
　また、フード部１１０の開口縁部１１１には、軸方向で開口縁部１１１の奥側位置から
に縁１１１ａに向けてフード部１１０の内径が大きくなるように傾斜されたテーパ部１１
２が形成されている。このテーパ部１１２に雌型コネクタ５０の筒状基部５１が滑らかに
摺接されて筒状基部５１がフード部１１０内に挿入されるようになっている。
【００１８】
　円柱状基部１１は、図３に示すように、複数の雌端子２０の各雌端子２０が収容される
複数の雌端子収容室１２を有してなる。各雌端子収容室１２は、円柱状基部１１の軸方向
沿って貫通して形成された室であり、不図示の係止部によって室内の所定位置に各雌端子
２０が保持されるようになっている。各雌端子２０は、この雌端子収容室１２内で、雄端
子６０との接続部分を一方の開口１２ａ側に向けて配置されるようになっている。
　また、円柱状基部１０は、円柱側目印部１３、および円柱側回転規制部１４を有してな
る。
【００１９】
　円柱側目印部１３は、円柱状基部１１の外周縁辺１１ａの一箇所が直線状になるように
径方向に直交し、かつ雌端子２０にできるだけ近づけて形成された平面１３ａが外周面１
１ｂに形成されてなる。すなわち、円柱側目印部１３は、平面１３ａができるだけ広くな
るようにして形成されてなる。
　これにより、円柱側目印部１３は、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０との組み付け
方向を認識するための目印として機能するようになっている。
　また、平面１３ａは、軸方向に沿って円柱状基部１１の縁からＥＣＵケース１００側に
向けて延びてなる。
【００２０】
　円柱側回転規制部１４は、後述する筒側回転規制部５７と嵌め合わされることによって
、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが軸を中心として相対的に回転されないように
するものである。この円柱側回転規制部１４は、第一円柱側回転規制部としての突起部１
４ａおよび第二円柱側回転規制部としての溝部１４ｂを有してなる。
【００２１】
　突起部１４ａは、円柱側目印部１３の平面１３ａから突出された突起であり、後述する
第一筒側回転規制部としての溝部５７ａに嵌ることによって雄型コネクタ１０と雌型コネ
クタ５０とが軸を中心として相対的に回転されないようにするものである。
　この突起部１４ａは、横断面が略矩形状をなし、軸方向に沿って円柱状基部１１の縁か
らＥＣＵケース１００側に向けて延びてなる。
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　また、突起部１４ａは、円柱側目印部１３が形成されることによって、径方向で軸中心
から外周面１１ｂまでの距離が短くされ、外周面１１ｂとフード部１１０との隙間が増加
した部分を利用して形成されてなる。すなわち、外周面１１ｂに円柱側目印部１３が設け
られることによって外周面１１ｂとフード部１１０との隙間が増加され、その増加した隙
間に突起部１４ａを形成することによって空きスペースを有効に利用するようになってい
る。
【００２２】
　溝部１４ｂは、外周面１１ｂのうち、円柱側目印部１３以外の部分に形成された溝であ
り、後述する第二筒側回転規制部としての突起部５７ｂが嵌ることによって雄型コネクタ
１０と雌型コネクタ５０とが軸を中心として相対的に回転されないようにするものである
。
　この溝部１４ｂは、横断面が略矩形状に凹んだ形状をなし、軸方向に沿って円柱状基部
１１の縁からＥＣＵケース１００側に向けて延びてなる。
【００２３】
　次に、雌型コネクタ５０について説明する。
　雌型コネクタ５０は、筒内径が円柱状基部１１の外形に比して僅かに大きく形成されて
なる筒状基部５１内に複数の雄端子６０が保持されてなる。各雄端子６０は筒内に設けら
れた保持部５３によって保持され、例えば不図示の樹脂等によって不図示の電線と雄端子
６０との接続部が防液可能に封止されるようになっている。
　また、筒状基部５１は、シール部材配置部５４およびフランジ部５５を有してなる。
【００２４】
　シール部材配置部５４は、Ａ／Ｔケース２００外に露出される部分の外周面５２の周方
向に沿って形成されてなる溝であり、Ｏリング等の環状弾性シール部材５４ａが取り付け
される部分である。このような環状弾性シール部材５４ａによって、筒状基部５１の外周
面５２と、ＥＣＵケース１００のフード部１１０のフード内周面１１０ａとの隙間が、Ａ
／Ｔケース２００の外部から防液可能に密閉されるようになっている。
　フランジ部５５は、雌型コネクタ５０がＡ／Ｔケース２００に取り付けられる際、Ａ／
Ｔケース２００に固定される部分となる。このフランジ部５５は、筒状基部５１の外周面
５２の周方向に沿って突出されてなる。
　また、筒状基部５１は、筒側目印部５６および筒側回転規制部５７を有してなる。
【００２５】
　筒側目印部５１は、円柱側目印部１３の平面１３ａと向かい合う平面５６ａが形成され
るように筒状基部５１の内周面５１ｂに肉付けされてなる部分である。
　この筒状側目印部５１は、筒状基部５１の内周縁辺５１ａの一箇所が直線状になるよう
に径方向に直交し、かつ雄端子６０にできるだけ近づけて形成された平面５６ａが内周面
５１ｂに形成されてなる。すなわち、筒側目印部５６は、平面５６ａができるだけ広くな
るようにして形成される。
　これにより、筒側目印部５６は、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０との組み付け方
向を認識するための目印として機能するようになっている。
【００２６】
　筒側回転規制部５７は、円柱側回転規制部１４と嵌め合わされることによって、雄型コ
ネクタ１０と雌型コネクタ５０とが軸を中心として相対的に回転されないようにするもの
である。この筒側回転規制部５７は、第一筒側回転規制部としての溝部５７ａ、および第
二筒側回転規制部としての突起部５７ｂを有してなる。
【００２７】
　溝部５７ａは、筒側目印部５６の平面５６ａに形成された溝であり、第一円柱側回転規
制部としての突起部１４ａに嵌ることによって雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが
軸を中心として相対的に回転されないようにするものである。
　この溝部５７ａは、筒側目印部５６によって肉厚となった部分を利用して形成された溝
である。すなわち、筒側目印部５６によって肉厚となった部分に溝部５７ａを形成するこ
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とによってスペースを有効に利用するようになっている。
　また、溝部５７ａは、横断面が略矩形状に凹んだ形状をなし、軸方向に沿って筒柱状基
部５１の縁からＡ／Ｔケース２００側に向けて延びてなる。
【００２８】
　突起部５７ｂは、内周面５１ｂのうち筒側目印部５６以外の部分に形成された突起であ
り、第二円柱側回転規制部としての溝部１４ｂに嵌ることによって雄型コネクタ１０と雌
型コネクタ５０とが軸を中心として相対的に回転されないようにするものである。
　この突起部５７ｂは、横断面が略矩形状をなし、軸方向に沿って筒状基部５１の縁から
Ａ／Ｔケース２００側に向けて延びてなる。
【００２９】
　このような雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とは、円柱側目印部１３、および筒側
目印部５６を目印にして雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０との組み付け方向を揃えた
後に、円柱側回転規制部１４と筒側回転規制部５７とが嵌め合わされる。
　このため、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌合される際、図８および図９に
示すように、円柱側回転規制部１４と筒側回転規制部５７との嵌合わせ位置が定められた
状態で円柱側回転規制部１４と筒側回転規制部５７とが嵌め合わされる。
【００３０】
　本発明の実施例に係るコネクタユニット１は、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０と
が嵌合される際、円柱側目印部１３、および筒側目印部５６を目印にして、雄型コネクタ
１０と雌型コネクタ５０との組み付け方向を揃えた後に、円柱側回転規制部１４と筒側回
転規制部５７とが嵌め合わされる。すなわち、円柱側回転規制部１４と筒側回転規制部５
７との嵌合わせ位置が定められた状態で雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌め合
わされるので、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０とが軸を中心として相対的に回転さ
れず、雄端子６０が円柱状基部１１に当接されることを防ぐことができるので、雄型コネ
クタ１０と雌型コネクタ５０とが嵌合される際、端子の損傷を防ぐことができる。
【００３１】
　また、本発明の実施例に係るコネクタユニット１は、溝部５７ａが、筒側目印部５６に
よって肉厚となった部分を利用して形成されているので、筒側目印部５６を設けることに
よって発生した肉付け部分を有効に利用することができる。
【００３２】
　また、本発明の実施例に係るコネクタユニット１は、雄型コネクタ１０が第一円柱側回
転規制部としての突起部１４ａおよび第二円柱側回転規制部としての溝部１４ｂを有して
なり、雌型コネクタ５０が第一筒側回転規制部としての溝部５７ａ、および第二筒側回転
規制部としての突起部５７ｂを有してなるので、すなわち円柱側回転規制部１４および円
柱側回転規制部５７が二箇所に設けられてなるので、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５
０とをより相対的に回転され難くすることができる。
【００３３】
　なお、本発明の実施例のコネクタユニット１は、第一円柱側回転規制部として突起部１
４ａが設けられ、第二円柱側回転規制部として溝部１４ｂが設けられ、第一筒側回転規制
部として溝部５７ａが設けられ、第二筒側回転規制部として突起部５７ｂが設けられてな
るものを例示したが、これに限らない。すなわち、円柱側回転規制部１４と筒側回転規制
部５７とが突起部と、溝部とで嵌め合わされるようになっていればよい。例えば、第二円
柱側回転規制部として突起部が設けられ、第二筒側回転規制部としてこの突起部が嵌る溝
部が設けられるようにしてもよい。
【００３４】
　また、本発明の実施例のコネクタユニット１は、円柱側回転規制部１４および筒側回転
規制部５７が二箇所ずつ設けられるものを例示したが、円柱側回転規制部１４および筒側
回転規制部５７は２箇所に設けられることに限らない。すなわち、円柱側回転規制部１４
および筒側回転規制部５７が少なくとも一箇所に設けられていればよい。
【００３５】
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　例えば、図１０に示すように、円柱側回転規制部１４の溝部１４ｂ、および筒状側回転
規制部５７の突起部５７ｂが複数箇所に設けられてもよい。このように溝部１４ｂ、ある
いは突起部５７ｂが設けられる箇所が増加すれば、雄型コネクタ１０と雌型コネクタ５０
とがより回転され難いようになる。すなわち、円柱側回転規制部１４および筒側回転規制
部５７が設けられる箇所は組み付け性等を考慮して適宜設定するよい。
【００３６】
　以上、本発明者によってなされた発明を、上述した発明の実施例に基づき具体的に説明
したが、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲において種々変更可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　　　１　　　　コネクタユニット
　　　１０　　　雄型コネクタ
　　　１１　　　円柱状基部
　　　１１ａ　　外周縁辺
　　　１１ｂ　　　外周面
　　　１２　　　雌端子収容室
　　　１２ａ　　開口
　　　１３　　　円柱側目印部
　　　１３ａ　　平面
　　　１４　　　円柱側回転規制部
　　　１４ａ　　突起部
　　　１４ｂ　　溝部
　　　２０　　　雌端子
　　　５０　　　雌型コネクタ
　　　５１　　　筒状基部
　　　５１ａ　　内周縁辺
　　　５１ｂ　　内周面
　　　５２　　　外周面
　　　５３　　　保持部
　　　５４　　　シール部材配置部
　　　５４ａ　　環状弾性シール部材
　　　５５　　　フランジ部
　　　５６　　　筒側目印部
　　　５６ａ　　平面
　　　５７　　　筒側回転規制部
　　　５７ａ　　溝部
　　　５７ｂ　　突起部
　　　６０　　　雄端子
　　　１００　　ＥＣＵケース
　　　１１０　　フード部
　　　１１０ａ　フード内周面
　　　１１１　　開口縁部
　　　１１１ａ　縁
　　　１１２　　テーパ部
　　　２００　　Ａ／Ｔケース
　　　Ｗ　　　　電線
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