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(57) Abstract: A water stop structure for a wire harness, wherein, when an electronic controlling unit and a device are intercon
nected by a wire harness, water is prevented om passing through between electric wire elements which form the wire harness and
entering the inside of the electronic controlling unit. In the water stop structure, a wire harness is divided into sections in a direc
tion of wiring, and terminals are connected to ends of the electric wires of the divided wire harness. The terminals are attached to
first and second connectors. The water stop structure has a relay connector having first and second connector fitting sections with
a partition wall provided in between, and the first and second connectors are fitted in the first and second connector fitting sec
tions. Relay terminals are provided in the partition wall of the relay connector so as to penetrate through the partition wall, and
electric contact sections at opposite ends of the relay terminals are made to protrude to the first and second connector fitting sec
tions. A water stop agent is placed at that portion of either or both of the first and second connector fitting sections which is in
contact with the partition wall, and those portions of the relay terminals which exclude the electric contact sections are embedded
in the water stop agent.

(57) 要約 電子制御 L— ットと機器とをワイヤ/ \ ーネスを介 して接続 した際、ワイヤ/ \ ーネスを構成す
る電線の素線間を通 って水が電子制御 L— ット内に浸入するのを防止する。 ワイヤ/ \ ーネスを配線方向
で分割 し、該分割 したワイヤ/ \ ーネスの電線の両端末にそれぞれ端子を接続 し、これらの端子をそれぞ
れ第一、第二コネクタに取 り付げる一方、前記第一、第二コネクタと嵌合する第一、第二コネクタ嵌合
部を仕切壁部を介 して備えた中継 コネクタを設 げ、前記中継 コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通 し、
各中継端子の両端の電気接触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出すると共に、前記第一、第二コ
ネクタ嵌合部の ずれか一方または両方の前記仕切壁部に接 した部分に止水剤を充填 し、前記中継端子
の電気接 を除 部分を前記止水剤中に埋設 して る。
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明 細 苫

ワイヤハーネスの止 水ィ特 告

ま支術分野

０００1 本発明はヮイャハーネスの止水構造に関し、詳しくは、電子制御ュニットと機器とを

ヮイャハーネスを介して接続した際、ヮイャハーネスを構成する電線の素線間を通っ
て水が電子制御ュニット内に浸入するのを防止するものである。

背月 支 村

０００2 自動亜や二輪亜には、高性能化に伴って種々の電子制御ュニットが搭載されてい
る。電子制御ュニットは、 センザやスピードセンザ、ノックセンザなど各種センザか

らの検出信号に某づいて、インジェクタや点火コイル装置など様々な機器の制御を

行っており、電子制御ュニットは前記センザや被制御機器、電気部品等の各機器と

ヮイャハーネスによって接続されている。

また、ヮイャハーネスの長さやその配索経路等によっては、図 4に示すよぅにヮイ

ャハーネスW を、電子制御ュニット3に接続させるュニット側ヮイャハーネスW

と、機器4に接続させる機器側ヮイャハーネスW とに分割し、ュニット側

ヮイャハーネスW の端末に取り付けたコネクタ と機器側ヮイャハーネスW

の端末に取り付けたコネクタ2とを嵌合させることにより、電子制御ュニット3と機

器4とを電気接続している場合も多い。

電子制御ュニット3と機器4との間に設けられるヮイャハーネスW は、而水等の

かかりやすい被水領城を通って配索される場合が多いため、電子制御ュニット3の内

部に水が浸入しないよぅにすることが重要である。

０００3 一方、本出願人は、ヮイャハーネスの端末に取り付けるコネクタとして、例えば、特

開2００4 4 6 8 号公報 (特許文献 ) に示されるよぅな防水コネクタ5を提案して

いる。防水コネクタ5は、図 5に示すよぅに、ハウジングの背面部に防水ゴム栓6を密

着状態で装着しており、このよぅな防水コネクタ5を、例えば、前記分割したヮイャハ

ーネスW W の端末のコネクタ 、2として用いることにより、コネクタ

、2の外部から内部への水の浸入を防止することは可能である。



０００4 しかし、電子制御ュニットに接続されるヮイヤハーネス、また、図 4のょうにヮイヤハ

ーネスW が分割されているょうな場合も、機器側ヮイヤハーネスW の電

線の絶縁被覆部が損傷し、該被覆部の一部が剥ぎ取られたり、ひびが電線の素線

部にまで達したりしているときには、該損傷部分から雨水等が電線の素線部に浸入

する場合がある。このょうな場合、素線部に浸入した水が毛細管現象にょり素線間を

浸透していき、接続端子部を経由して電子制御ュニット内にまで浸入してしまうおそ

れがある。

０００5 特許文献 1 :特開2００4 4 6 8 号公報

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課題

０００6 本発明は前記問題に鑑みてなされたものであり、電子制御ュニットと機器に接続さ

れるヮイヤハーネス、また、電子制御ュニットと接続するヮイヤハーネスを配線方向で

分割し、分割したヮイヤハーネスの端末同上を接続している場合に、分割した一方の

ヮイヤハーネスの電線素線部に浸入し該素線間を浸透してきた水が、分割した他方

のヮイヤハーネスの電線素線間に浸入するのを防止し、最終的に前記水が電子制

御ュニット内に浸入するのを防止することを課題としている。

課題を解がさするための手段

０００7 前記課題を解決するため、第一の発明は、自動亜または二輪亜に搭載される電子

制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハーネスの止水構造であって、

前記ヮイヤハーネスを配線方向で分割し、該分割したヮイヤハーネスの電線の両端

末にそれぞれ端子を接続し、これらの端子をそれぞれ第一、第二コネクタに取り付け

る一方、

前記第一、第二コネクタと嵌合する第一、第二コネクタ嵌合部を仕切壁部を介して

備えた中継コネクタを設け、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出し、

前記第一、第二コネクタ嵌合部のいずれか一方または両方の前記仕切壁部に接し

た部分、あるいは該仕切壁内に設けた空隙に止水剤を充填し、前記中継端子の電



気接触部を除く部分を前記止水剤中に埋設していることを特徴とするワイヤハーネス

の止水構造からなる。

０００8 第二の発明は、自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットと機器とを接続

するワイヤハーネスの止水構造であって、

前記ワイヤハーネスを配線方向で分割し、該分割したワイヤハーネスの電線の両端

末にそれぞれ端子を接続し、これらの端子をそれぞれ第一、第二コネクタに取り付け

る一方、

前記第一、第二コネクタと嵌合する第一、第二コネクタ嵌合部を仕切壁部を介して

備えた中継コネクタを設け、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出し、前記仕切壁を貫通する部分の前記

中継端子に予め止水剤を塗布して該仕切壁中に埋設していることを特徴とするワイ

ヤハーネスの止水構造からなる。

０００9 前記のよぅに、第一および第二の発明では、電子制御ュニットと機器とを接続する

ワイヤハーネスを分割し、分割したワイヤハーネスの端末に取り付けた第一コネクタと

第二コネクタとを中継コネクタを介して接続している。

また、前記中継コネクタは、前記第一、第二コネクタを嵌合する第一、第二コネクタ

嵌合部を仕切りかつ中継端子を貫通させた仕切壁部を有している。

第一の発明では、前記第一、第二コネクタ嵌合部のいずれか一方または両方の仕

切壁部に接した部分に止水剤を充填し、あるいは仕切壁部に設けた空隙に止水剤

を充填し、該止水剤中に前記中継端子の電気接触部を除く部分を埋設する構成とし

ている。

第二の発明では、前記仕切壁を貫通する部分の前記中継端子に予め止水剤を塗

布して該仕切壁中に埋設している。

００1０ 前記構成によれば、分割された一方のワイヤハーネス (例えば、端末に第二コネク

タを設けたワイヤハーネス ) の電線素線部に浸入した水が毛細管現象により素線間を

浸透していき、電線端末の端子を経て中継コネクタの第二コネクタ嵌合部にまで水が

浸入したとしても、仕切壁部に接する部分に充填した止水剤あるいは中継端子に塗



布した止水剤によって、第一コネクタ嵌合部内への水の浸入が不可能となる。即ち、

中継端子が前記止水剤中に埋設されている、あるいは中継端子に止水剤を塗布し

ているため、中継端子を伝って第一コネクタ嵌合部内に水が浸入できなくなり、よって

第一コネクタを端末に設けた他方のヮイヤハーネスの電線素線間に前記水が浸入す

ることも不可能となる。

００11 即ち、前記構成によれば、機器側に接続された一方のヮイヤハーネスの電線素線

部に水が浸入し素線間を浸透したとしても、前記水の流れは中継コネクタで阻止され

るため、前記中継コネクタを介して接続される他方のヮイヤハーネス、さらには該ヮイ

ヤハーネスに接続される電子制御ュニット内への前記水の浸入を効果的に防止する

ことができる。

００12 また、前記のよぅに、中継端子の電気接触部を除く部分を止水剤に埋設し、あるい

は止水剤を塗布し、前記電気接触部は突出させた状態としているため、前記止水剤

による止水効果を高めつつ、端子間の電気接続も確実に維持することができる。

００13 前記中継コネクタに取り付ける中継端子は、両端にオス端子部からなる電気接触部

を設けた細長な平板形状とし、前記分割した両側の電線端末にはメス端子を接続し

て前記第一、第二コネクタに挿入係止し、または、

前記中継端子は、一端にオス端子部、他端にメス端子部を設け、前記第一、第二

コネクタに挿入係止する前記電線端末には前記オス端子部と嵌合するメス端子部、

前記メス端子部と嵌合するオス端子部を設けていることが好ましい。

００14 特に、素線間の止水効果を高める点では、前記中継端子の両端をオス端子部とし

、該オス端子部を突出させた第一、第二コネクタ嵌合部の仕切壁部に接した部分に

前記止水剤を充填していることが好ましい。

しかし、前記中継端子の端子形状は前記した形状に限定されず、例えば、両端に

メス端子部を設けたものであってもよい。

００15 また、第三の発明は、自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットと機器と

を接続するヮイヤハーネスの止水構造であって、前記ヮイヤハーネスに防水コネクタ

接続用の分割部を設け、該分割されたヮイヤハーネスの電線の両端末にそれぞれ互

いに嵌合する電気接触部を有する端子を圧着接続すると共に、これらの端子をそれ



ぞれ挿入係止する第一、第二コネクタを設け、

前記第一、第二コネクタのいずれか一方または両方に止水剤を充填し、端子の電

気接触部を除く電線圧着部を前記止水剤中に埋設していることを特徴とするワイヤ

ハーネスの止水構造を提供している。

００16 前記のよぅに、第三の発明では、第一の発明のよぅな中継端子を介在させず、分割

された各ワイヤハーネスの端末に設けた第一コネクタと第二コネクタとを直接嵌合さ

せている。また、前記第一、第二コネクタのいずれか一方または両方に止水剤を充填

し、端子の電気接触部を除く電線圧着部を前記止水剤中に埋設する構成としている

００17 前記構成によれば、例えば、端末に第二コネクタを設けた、分割された一方のワイ

ヤハーネスの電線素線部に水が浸入し、毛細管現象により水が素線間を浸透してき

たとしても、端末の第二コネクタに充填した止水剤によって、前記水が第二コネクタ内

の電気接触部に到達することもできなくなる。また、第二コネクタでなく第一コネクタに

止水剤を充填している場合には、嵌合する第一コネクタの端子の電気接触部までは

前記水が到達可能であるものの、第一コネクタに充填した止水剤によって、前記端子

が圧着接続される他方のワイヤハーネスの電線素線間に浸入することはできない。

即ち、第一、第二コネクタのいずれか一方または両方に充填した止水剤中に端子の

電線圧着部が埋設されているため電線圧着部を伝った水の移動が不可能となり、よ

って、分割された一方のワイヤハーネスの電線素線間を浸透してきた水が、電線圧

着部を経て、分割された他方のワイヤハーネスの電線素線間に浸入することは不可

能となる。

００18 即ち、前記構成によれば、機器側に接続された一方のワイヤハーネスの電線素線

部に水が浸入し素線間を浸透したとしても、前記水の流れは端末の第二コネクタある

いは および嵌合する第一コネクタでブロックされるため、その先に連続する他方の

ワイヤハーネスの電線素線間や、該ワイヤハーネスに接続される電子制御ュニット内

への前記水の浸入を効果的に防止することができる。

また、前記構成によれば、ワイヤハーネスの電線素線間を浸透してきた水のみなら

ず、コネクタの外側からの水の浸入も防止することが可能である。



００19 また、第三の発明においても、端子の電気接触部を除く電線圧着部を止水剤に埋

設し、前記電気接触部は突出させた状態としているため、前記止水剤による止水効

果を高めつつ、端子間の電気接続は確実に維持することができる。

００2０ 第四の発明として、自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットに接続され

るヮイヤハーネスの止水構造であって、

前記電子制御ュニットのハウジングに形成されたコネクタ接続 口に嵌合して前記ハ

ウジング内のコネクタと接続する中継コネクタを設け、

前記中継コネクタは前記コネクタを嵌合する第一コネクタ嵌合部と、前記ヮイヤハー

ネス端末に接続したヮイヤハーネス側コネクタを嵌合する第二コネクタ嵌合部とを仕

切壁部を設けて区切り、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出すると共に、前記第一、第二コネクタ嵌

合部のいずれか一方または両方の前記仕切壁部に接した部分に止水剤を充填し、

前記中継端子の電気接触部を除く部分を前記止水剤中に埋設していることを特徴と

するヮイヤハーネスの止水構造を提供している。

００2 1 前記のよぅに、電子制御ュニットのハウジング内に形成されたコネクタと、ヮイヤハー

ネス端末に接続したコネクタとを中継コネクタを介して接続している。また、前記中継

コネクタは、電子制御ュニット側のコネクタを嵌合する第一コネクタ嵌合部とヮイヤハ

ーネス側のコネクタを嵌合する第二コネクタ嵌合部とを区切りかつ前記各コネクタの

端子と接続させる中継端子を貫通させた仕切壁部を有していると共に、前記第一、

第二コネクタ嵌合部のいずれか一方または両方の仕切壁部に接した部分に止水剤

を充填し、該止水剤中に前記中継端子の電気接触部を除く部分を埋設する構成とし

ている。

００22 前記構成によれば、前記ヮイヤハーネスを構成する電線の被覆部の損傷等によっ
て電線の素線部に浸入した水が毛細管現象により素線間を浸透していき、電線端末

の端子を経て中継コネクタの第二コネクタ嵌合部にまで水が浸入したとしても、前記

仕切壁部に接する部分に充填した止水剤によって、電子制御ュニット側のコネクタを

嵌合する第一コネクタ嵌合部内への水の浸入が不可能となる。即ち、中継端子が前



記止水剤中に埋設されているため、該中継端子を伝って第一コネクタ嵌合部内に水

が浸入できなくなる。よって、電子制御ュニット内への水の浸入を防止することができ

る。

００23 また、前記のよぅに、中継端子の電気接触部を除く部分を止水剤に埋設し、前記電

気接触部は突出させた状態としているため、前記止水剤による止水効果を高めつつ

、端子間の電気接続も確実に維持することができる。

００24 前記中継コネクタに取り付ける中継拙子は、前記第一コネクタ嵌合部に突出する一

端をメス端子部、前記第二コネクタ嵌合部に突出する他端をオス端子部とし、

前記電子制御ュニット内のコネクタは某板実装コネクタであり、該某板実装コネクタ

内のオス端子部を前記メス端子部と嵌合し、前記ワイヤハーネス側コネクタ内のメス

端子部を前記オス端子部と嵌合していることが好ま 、。

００25 前記のよぅに、中継端子を両端をメス端子とオス端子としているのは、電子制御ュニ

ットの某板実装コネクタの端子は、通常、タブ状のオス端子であるため、該オス端子と

接続する中継コネクタの中継端子の一端はメス端子としている。かつ、中継端子の両

端をメス端子とすると、仕切壁を貫通させるには貫通孔を大きくしなければならないた

め、オス端子としている。

なお、前記貫通孔を大きくして、両端をメス端子としてもよい。

いずれの場合も、中継端子は中継コネクタの端子収容室の内面に設けた係止部と

係止して位置決め保持している。

００26 前記中継コネクタは、前記第一コネクタ嵌合部の上下壁より第二コネクタ嵌合部の

上下壁を段状に突出させて前記第二コネクタ嵌合部の断面積を第一コネクタ嵌合部

より大とし、前記第二コネクタ嵌合部に前記仕切壁を設けると共に、該仕切壁に接す

る第二コネクタ嵌合部に前記止水剤を充填し、かつ、

前記第一コネクタ嵌合部は前記電子制御ュニットのハウジング内に突出させると共

に、

第二コネクタ嵌合部はハウジング外に突出させていることが好ま 、。

００27 前記のように、第一コネクタ嵌合部を電子制御ュニットのハウジング内に突出させる

と共に、上下壁を第一コネクタ嵌合部の上下壁より段状に突出させ第一コネクタ嵌合



部より断面積を大とした第二コネクタ嵌合部をハウジング外に突出させることにより、

電子制御ュニットのコネクタ接続 口を断面積の大きな第二コネクタ嵌合部で完全に

塞ぐことができる。よって、コネクタ接続 口から電子制御ュニット内への水や挨の進入

が防止でき、防水、防塵効果を高めることができる。

００28 また、前記のよぅに、仕切壁部を電子制御ュニットのハウジング外に突出させる第二

コネクタ嵌合部側に設けると共に、前記仕切壁部に接する第二コネクタ嵌合部に止

水剤を充填しておくことによって、前記止水剤による止水を電子制御ュニットのハウ

ジング外で行ぅことができ、電子制御ュニット内への水の浸入を確実に防止すること

ができる。

００29 前記第一～第四の発明で用いる止水剤は、ゲル状封止剤または液状ポッティング

封止剤からなり、前記中継コネクタ、前記第一コネクタまたは第二コネクタのハウジン

グ内の端子取付領城に充填して硬化していることが好ましい。

００3０ 前記のよぅに、止水剤として、ゲル状封止剤または液状ポッティング封止剤を前記

中継コネクタや前記第一、第二コネクタのハウジング内の端子取付領城に充填して

硬ィヒさせることにより、耐水性や耐熱性、絶縁性等に優れた前記ゲル状封止剤また

は液状ポッティング封止剤が、埋設した中継端子や電線圧着部に大きな負荷を与え

ることなく密着して止水効果を高めることができる。

ゲル状封止剤としては、例えば、シリコーンゲルやブチルゴムなどを用いることが好

ましい。また、液状ポッティング封止剤としては、例えば、ェポキシ樹脂剤などを用い
ることが好ましい。

００3 1 前記電子制御ュニットは、エンジン制御ュニット、燃料噴射制御ュニット、 S制御

ュニット、エアバック制御ュニット、走行安全制御ュニット、亜両レーダー制御ュニット

、暗視カメラュニットから選択される 種以上であり、

前記電子制御ュニットと接続する前記機器は、

電子制御ュニットで制御されるライト、ウオッシヤ、ドアロック、防盗用ホーン、スター

タから選択される 種以上の被制御機器、

前記電子制御ュニットに情報を送信する センザ、スピードセンザ、ノックセンザ等

からなるセンザおよび または他の電子制御ュニットからなる情報送信機器、



さらに、電気接続箱のヒューズ、リレー、コネクタ、接地部付から選択される 種以上

の電気部品であることが好ましい。

００32 前記したよぅな機器はエンジンルームなどの被水領城に配置される場合が多く、こ

れらに接続されるワイヤハーネスも被水領城を通過する場合が多い。したがって、前

記電子制御ユニットと前記機器とを接続するワイヤハーネス、および電子制御ユニッ
ト接続したワイヤハーネスを分割している場合に、本発明の止水構造を適用すること

により、機器側に接続されたワイヤハーネスの電線素線間を浸透してきた水を確実に

ブロックして、電子制御ユニット内に浸入するのを未然に防止できる点で効果的であ

る。

発明の効果

００33 前述したよぅに、第一、第二の発明によれば、分割されて機器に接続される一方の

ワイヤハーネスの電線素線部に浸入した水が素線間を浸透していき、端末の第二コ

ネクタ内の端子を経て中継コネクタの第二コネクタ嵌合部にまで水が浸入したとして

も、仕切壁部に接する部分に充填した止水剤によって、前記水が中継端子を伝って

第一コネクタ嵌合部内へ浸入することが不可能となる。したがって、第一コネクタが取

り付けられた他方のワイヤハーネス、さらには該ワイヤハーネスに接続される電子制

御ユニット内への前記水の浸入も防止することができる。

００34 また、前記のよぅに、中継端子の電気接触部を除く部分を止水剤に埋設し、前記電

気接触部は突出させた状態としているため、前記止水剤による止水効果を高めつつ

、端子間の電気接続を確実に維持することができる。

００35 第三の発明の中継端子を介在させず、分割された各ワイヤハーネスの端末に設け

た第一コネクタと第二コネクタとを直接嵌合させている場合においても、分割されて機

器側に接続された一方のワイヤハーネスの電線素線部に水が浸入し素線間を浸透

したとしても、前記水の流れは端末の第二コネクタあるいは および嵌合する第一コ

ネクタの止水剤でブロックされるため、電線圧着部を経て水が他方のワイヤハーネス

の電線素線部に浸入することができなくなる。よって、前記他方のワイヤハーネスに

接続される電子制御ユニット内への前記水の浸入も効果的に防止することができる。

また、ワイヤハーネスの電線素線間を浸透してきた水のみならず、コネクタの外側か



らの水の浸入も防止できる。

００36 第三の発明においても、端子の電気接触部を除く電線圧着部を止水剤に埋設し、

前記電気接触部は突出させた状態としているため、前記止水剤による止水効果を高

めつつ、端子間の電気接続を確実に維持することができる。

００37 第四の発明の電子制御ュニットのハウジング内に形成されたコネクタとヮイヤハー

ネス端末に接続したコネクタとを中継コネクタに接続する場合においても、ヮイヤハー

ネスを構成する電線の素線部に浸入した水が素線間を浸透していき、電線拙末の拙

子を経て中継コネクタの第二コネクタ嵌合部にまで水が浸入したとしても、前記仕切

壁部に接する部分に充填した止水剤によって、電子制御ュニット側のコネクタを嵌合

する第一コネクタ嵌合部内への水の浸入は不可能となる。よって、電子制御ュニット

内への水の浸入を防止することができる。

００38 また、中継端子の電気接触部を除く部分を止水剤に埋設し、前記電気接触部は突

出させた状態としているため、前記止水剤による止水効果を高めつつ、端子間の電

気接続は確実に維持することができる。

００39 さらに、第一～第四の発明において、止水剤としてゲル状封止剤または液状ポッテ

ィング封止剤を、前記第一、第二コネクタのハウジング内や前記中継コネクタの端子

取付領城に充填して硬化させることにより、耐水性や耐熱性、絶縁性等に優れた前

記ゲル状封止剤または液状ポッティング封止剤が埋設した中継端子に大きな負荷を

与えることなく密着し、水の浸入を効果的に防止することができる。

図面の簡単な説明

００4０ 図 第一実施形態を示し、電子制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハーネスの接

続状態を示す概念図である。

図2 第一実施形態の中継コネクタに嵌合される第一コネクタと第二コネクタの概略

斜視図である。

図3 前記中継コネクタに嵌合される第一コネクタと第二コネクタの概略断面図である

図4 第一実施形態の変形例の要部断面図である。

図 第二実施形態の要部断面図である。



図6 第三実施形態を示し、電子制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハーネスの接

続状態を示す概念図である。

図7 第三実施形態の嵌合される第一コネクタと第二コネクタの概略斜視図である。

図8 前記嵌合される第一コネクタと第二コネクタの概略断面図である。

図9 第四実施形態を示し、電子制御ュニットに接続されるヮイヤハーネスの接続状

態を示す概念図である。

図1０第四実施形態の電子制御ュニットを示し、( )は概略斜視図、( ) は概略断

面図である。

図11 第四実施形態の中継コネクタを示し、( )は概略斜視図、( ) は概略断面図

である。

図12 第四実施形態のヮイヤハーネス側コネクタを示し、( )は概略斜視図、( ) は

概略断面図である。

図13 電子制御ュニット側コネクタと中継コネクタ、中継コネクタとヮイヤハーネス側コ

ネクタの嵌合過程を示す概略図である。

図14 従来例を示す図面である。

図15 従来例を示す図面である。

符号の説明

０ 電子制御ュニット

０a ，ウジング

０a コネクタ接続 口

０b 某板実装コネクタ

０b オス端子部

機器

2 情報送信機器

3 被制御機器

4 電気部品

2 3 第一コネクタ

2 a メス端子部



3 a オス端子部

3 b 水剤

22 32 第二コネクタ

22a 32a メス端子部

23 中継コネクタ

23a 第一コネクタ嵌合部

23b 第二コネクタ嵌合部

23。仕切壁部

23d 中継端子

23d 23d オス端子部

23e 止水剤

44 中継コネクタ

44a 第一コネクタ嵌合部

44b 第二コネクタ嵌合部

44。仕切壁部

44d 中継端子

44d メス端子部

44d オス端子部

44e 水剤

4 5 ヮイヤハーネス側コネクタ

W ュニット側ヮイヤハーネス

W 機器側ヮイヤハーネス

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

図 乃至図3は第一実施形態を示し、電子制御ュニット ０と機器 とを接続するヮ

イヤハーネスW の止水構造を図示している。

自動車または二輪車に搭載される電子制御ュニット ０は、センザなどの情報送信

機器 2から受信した信号に某づいて、被制御機器 3の制御を行っており、図 に示



すよぅに、電子制御ユニット ０と、情報送信機器 2、被制御機器 3、電源に接続さ

れたヒューズボックス等の電気部品 4からなる機器 とをワイヤハーネスW で接

続している。なお、ワイヤハーネスW は亜両の被水領城を通過している。

００43 電子制御ユニット ０としては、例えば、エンジン制御ユニット、燃料噴射制御ユニッ
ト、エアバック制御ユニット、走行安全制御ユニットなどが含まれる。

また、前記のよぅに機器 は、情報送信機器 2、被制御機器 3および電気部品

4から構成され、情報送信機器 2としてほ、電子制御ユニット ０の種類によっても典

なるが、例えば、 センザやスピードセンザ、ノックセンザや他の電子制御ユニットな

どが含まれる。

また、被制御機器 3としては、電子制御ユニット ０の種類によっても典なるが、例

えば、ライト、ウオッシャ、ドアロック、防盗用ホーンなどが含まれる。

さらに、電気部品 4としては、例えば、電気接続箱のヒューズ、リレー、コネクタ、接

地部材が含まれる。

００44 図 に示すよぅに、電子制御ユニット ０と機器 とを接続するワイヤハーネスW

を、電子制御ユニット ０と接続されるユニット側ワイヤハーネスW と、機器

と接続される機器側ワイヤハーネスW とに分割している。なお、ワイヤハー

ネスW のぅち、ユニット側ワイヤハーネスW は電線の損傷等が発生せず

、電線素線部に水が浸入しないよぅな場所に配索している。

図2、図3に示すよぅに、分割したユニット側ワイヤハーネスW および機器側

ワイヤハーネスW の電線端末にはメス端子部2 a 22a をそれぞれ接続し、

第一コネクタ2 、第二コネクタ22に挿入係止している。また、ユニット側ワイヤハーネ

スW 端末の第一コネクタ2 および機器側ワイヤハーネスW 端末の

第二コネクタ22は、中継コネクタ23を介して接続している。

００45 中継コネクタ23には、第一コネクタ2 が嵌合する第一コネクタ嵌合部23a および第

二コネクタ22が嵌合する第二コネクタ嵌合部23b を設けており、第一コネクタ嵌合部

23a と第二コネクタ嵌合部23b を仕切壁部23c で区切っている。仕切壁部23c には

複数本の中継端子23d を貫通しており、各中継端子23d は、両端の電気接触部をオ

ス端子部23d 23d とした細長な平板形状としている。即ち、第一コネクタ嵌



合部23a に突出させる中継端子23d の一端側のオス端子部23d は第一コネクタ

2 のメス端子部2 aと接続させるよぅにし、第二コネクタ嵌合部23b に突出させる中

継端子23d の他端側のオス端子部23d は第二コネクタ22のメス端子部22a と接

続させるよぅにしている。

００46 また、第二コネクタ嵌合部23b の仕切壁部23c に接する端子取付領城には、シリコ

ーンゲルからなるゲル状封止剤を止水剤23e として充填している。第二コネクタ嵌合

部23bに突出する中継端子23d は、電気接触部23d を除く部分が止水剤23e 中

に埋設された状態にしている。

なお、本実施形態においては、第二コネクタ嵌合部23b の仕切壁部23c に接する

部分に止水剤23e を充填しているが、第一コネクタ嵌合部23a側に充填してもよレ七
、第一、第二コネクタ嵌合部23a 23b の両方に充填してもよい。

００47 仕切壁部23c に接する第二コネクタ嵌合部23b の端子取付領城に充填するシリコ

ーンゲル封止剤23e は、液状のシリコーンオイルを前記領城に注入し破ィヒさせて形

００48 前記中継コネクタ23の第一コネクタ嵌合部23a にュニット側ワイヤハーネスW

端末の第一コネクタ2 を嵌合させ、中継コネクタ23の第二コネクタ嵌合部23b に

機器側ワイヤハーネスW 端末の第二コネクタ22を嵌合させることにより、電

子制御ュニット ０と機器 とを電気接続することができる (図3)

００49 前記のよぅに、本実施形態では、電子制御ュニット ０と機器 とを接続するワイヤ

ハーネスW を分割し、分割されたュニット側ワイヤハーネスW の端末の

第一コネクタ2 と機器側ワイヤハーネスW の端末の第二コネクタ22とを中継

コネクタ23を介して接続している。また、中継コネクタ23は、第一、第二コネクタ2

22を嵌合する第一、第二コネクタ嵌合部23a 23b を仕切り、かつ中継端子23d を貫

通させた仕切壁部23c を有していると共に、第二コネクタ嵌合部23b の仕切壁部23c

に接した部分に止水剤23e を充填する構成としている。

００5０ 前記構成により、機器側ワイヤハーネスW を構成する電線 の絶縁被覆部

の一部が剥ぎ取られた損傷部分 から素線部に浸入した水が素線間を浸透していき

、電線端末の端子22a を経て中継コネクタ23の第二コネクタ嵌合部23b にまで水が



浸入したとしても、第二コネクタ嵌合部23b の仕切壁部23c に接する部分に充填した

止水剤23e によって、第一コネクタ嵌合部23a 内への前記水の浸入が不可能となる。

よって、第一コネクタ2 が取り付けられたュニット側ワイヤハーネスW 、さらに

は該ワイヤハーネスW に接続される電子制御ュニット ０内への前記水の浸

入も防止することができる。

００5 1 また、前記のよぅに、中継端子23d の電気接触部23d を除く部分を止水剤23e

に埋設し、電気接触部23 は突出させた状態としているため、止水剤23e による

止水効果を高めつつ、端子間の電気接続は確実に維持することができる。

００5 2 さらに、前記のよぅに、止水剤23e としてゲル状封止剤を仕切壁部23c に接する端

子取付領城に充填して硬化させることにより、耐水性や耐熱性、絶縁性等に優れた

ゲル状封止剤23e が、埋設した中継端子23d に大きな負荷を与えることなく密着して

止水効果を高めることができる。

００5 3 図4に第一実施形態の変形例を示す。

該変形例では、中継コネクタ23の仕切壁部23c を二枚の仕切壁部23c 23c

に分割して、該仕切壁部23c と23c との間に空隙23c を設け、該空隙

23c に止水剤23e を充填している。

前記仕切壁部23c 、空隙23c の止水剤23e 、仕切壁部23c に中継端子

23d を貫通して通し、貫通した中継端子23d の中央部を止水剤23e 中に通して、止

水剤23e 中に埋設している。他の構成は第一実施形態と同一であるため、図示およ

び説明を省略する。

００54 前記のよぅに二枚に分割した仕切壁部23c と23c の間に止水剤23e を充填

すると、止水剤23e の流出を防止でき、仕切壁部を貫通させる中継端子23dを確実

に止水剤23e 中に通すことができる。

００5 5 図5に第二実施形態を示す。

第二実施形態では、前記中継コネクタ23の仕切壁部に接した部分あるいは仕切壁

部内の空隙に止水剤を充填する代わりに、仕切壁部23c を貫通させる中継端子23d

の中央部表面に予め止水剤23e を塗布しておき、この状態で、中継端子23d を仕切

壁部23c となる部分にインザートモールドして、中継コネクタ23を成形している。



他の構成は第一実施形態と同様であるため、図示および説明を省略する。

００56 このよぅに、中継端子23d の表面に止水剤23e を付若させておくと、仕切壁部に接

する部分や仕切壁部に設けた空隙に止水剤23e を充填する工程を不要にできる。か

つ、止水壁部23c 内にインザートモールドされた中継端子23d の表面の止水剤23e

を確実に保持でき、止水性能を高めることができる。

００5 7 図6乃至図8に第三実施形態を示す。

第三実施形態では、第一、第二実施形態のよぅに中継端子を介在させず、分割さ

れたュニット側ワイヤハーネスW の端末に設けた第一コネクタ3 と機器側ワ

イヤハーネスW の端末に設けた第二コネクタ32とを直接嵌合させている。本

第三実施形態では、ュニット側ワイヤハーネスW の電線端末にオス端子部3

aを接続して第一コネクタ3 に取り付けている一方、機器側ワイヤハーネスW

の電線端末にメス端子部32a を接続して第二コネクタ32に取り付けており、オス

端子部3 aを突出させた第一コネクタ3 にェポキシ樹脂剤からなる液状ポッティング

封止剤を止水剤3 bとして充填し、オス端子部3 aの電気接触部を除く電線圧着部

を止水剤3 b中に埋設している。前記した点以外は第一実施形態と同様としている。

００58 前記構成によれば、機器側ワイヤハーネスW の損傷部分 より電線素線部

に水が浸入し、毛細管現象により素線間を浸透してきた場合、端末のメス端子部32a

と接続する第一コネクタ3 のオス端子部3 aの電気接触部までは前記水が到達可

能であるものの、第一コネクタ3 に充填した止水剤3 bにオス端子部3 aの電線圧

着部が埋設されているため、オス端子部3 aが圧着接続されるュニット側ワイヤハー

ネスW の電線素線間、さらには該ワイヤハーネスW に接続される電

子制御ュニット ０内への前記水の浸入を防止することができる。

００59 また、前記のよぅに、止水剤3 bとしで液状ポッティング封止剤を第一コネクタ3 の

端子取付領城に充填して硬ィヒさせることにより、耐水性や耐熱性、絶縁性等に優れ

た液状ポッティング封止剤3 bが、埋設した電線圧着部に大きな負荷を与えることな

く密着して止水効果を高めることができる。

００6０ 図9乃至図 3に第四実施形態の電子制御ュニット ０に接続されるワイヤハーネス

W の止水構造を示す。電子制御ュニット ０と機器 ( 2 3 4 ) とをワイヤハ



一ネスを介して接続し、ヮイヤハーネスW は亜両の被水領城を通過している。

００6 1 図 ０に示すよぅに、電子制御ュニット ０のハウジング ０aにコネクタ接続 口 a

を形成すると共に、ハウジング ０aの内部には某板よりオス端子部 ０b を突出さ

せた某板実装コネクタ ０bを設けている。

前記某板実装コネクタ ０bおよび図 2に示すヮイヤハーネスW 端末のコネクタ

4 5を、図 に示す中継コネクタ44に嵌合接続することにより、某板実装コネクタ b

とヮイヤハーネスW 端末のコネクタ4 5とを電気的に接続している。

００62 具体的には、図 に示すよぅに、中継コネクタ44のハウジング内には、某板実装コ

ネクタ ０bを嵌合する第一コネクタ嵌合部44a と、ヮイヤハーネスW 端末のコネク

タ4 5を嵌合する第二コネクタ嵌合部44b とを設け、第一コネクタ嵌合部44a および第

二コネクタ嵌合部44b を仕切壁部44c で区切っている。

００63 仕切壁部44c には複数本の中継端子44d を貫通しており、各中継端子44d が第一

、第二コネクタ嵌合部44a 44b に突出している。第一コネクタ嵌合部44a に突出する

中継端子44d の一端44d をメス端子部とし、電子制御ュニット ０の某板実装コネ

クタ ０bのオス端子部 ０b と嵌合させるよぅにしている。また、第二コネクタ嵌合部

44b に突出する中継端子44d の他端44d をオス端子部とし、ヮイヤハーネスW

端末のコネクタ4 5のメス端子部45a と嵌合させるよぅにしている。

００64 さらに、中継コネクタ44のハウジングは、第二コネクタ嵌合部44b の上下壁44

を第一コネクタ嵌合部44a の上下壁44a より段状に突出させた形状とし、第二コ

ネクタ嵌合部44b の断面積を第一コネクタ嵌合部44a より大としている。

００65 前記仕切壁部44c は断面積の大きな第二コネクタ嵌合部44b 側に設けて、仕切壁

部44c に接する第二コネクタ嵌合部44b の端子取付領城に、シリコーンゲルからなる

ゲル状封止剤を止水剤44e として充填している。止水剤44e の充填により、第二コネ

クタ嵌合部44b に突出する中継端子のオス端子44d の電気接触部を除く部分が

止水剤44e 中に埋設された状態にしている。

００66 仕切壁部44c に接する第二コネクタ嵌合部44b の端子取付領城に充填するシリコ

ーンゲル封止剤44e は、粘度を有する液状で領域に注入し、その後、自然硬化させ

て形成している。



００67 前記中継コネクタ44の第一コネクタ嵌合部44a を、電子制御ュニット ０のコネクタ

接続 口 ０a からハウジング ０a内に突出させ、内部の某板実装コネクタ ０bと嵌

合させている。一方、ハウジング外に突出させている中継コネクタ44の第二コネクタ

嵌合部44b をワイヤハーネスW 端末のコネクタ4 5と嵌合させることにより、電子制

御ュニット ０とワイヤハーネスW とを電気接続することができる (図 3)

００68 前記のよぅに、本第四実施形態では、電子制御ュニット ０のハウジング ０a内に形

成された某板実装コネクタ ０bとワイヤハーネスW 拙末に接続したコネクタ4 5と

を中継コネクタ44に接続している。また、中継コネクタ44には、電子制御ュニット ０

側のコネクタ ０bを嵌合する第一コネクタ嵌合部44a とワイヤハーネスW 側のコ

ネクタ4 5を嵌合する第二コネクタ嵌合部44b とを区切り、かつ中継端子44d を貫通し

た仕切壁部44c を設けていると共に、第2コネクタ嵌合部44b 側の仕切壁部44c に接

した部分にゲル状封止剤からなる止水剤44e を充填させている。

００69 前記構成とすることにより、ワイヤハーネスW を構成する電線 の絶縁被覆部

の一部が剥ぎ取られた損傷部分 から素線部に浸入した水が素線間を浸透していき

、電線端末の端子45a を経て中継コネクタ44の第二コネクタ嵌合部44b にまで水が

浸入したとしても、仕切壁部44c に接する部分に充填した止水剤44e によって、電子

制御ュニット ０側のコネクタ ０bを嵌合する第一コネクタ嵌合部44a 内への水の浸

入は不可能となる。よって、電子制御ュニット ０内への水の浸入を防止することがで

きる。

００7０ また、前記のよぅに、第二コネクタ嵌合部44b に突出させた中継端子のオス端子44

d のぅち、電気接触部を除く部分を止水剤44e 中に埋設し、電気接触部は突出さ

せた状態としているため、止水剤44e による止水効果を高めつつ、端子間の電気接

続はしっかりと維持することができる。

００7 1 さらに、前記のよぅに、止水剤44e としてゲル状封止剤を充填することにより、耐水

性や耐熱性、絶縁性等に優れたゲル状封止剤44e が、埋設した中継端子44d に

大きな負荷を与えることなく密着し、第二コネクタ嵌合部44b から第一コネクタ嵌合部

44a への水の浸入を効果的に防止できる。

００72 また、前記のよぅに、第一コネクタ嵌合部44a を電子制御ュニット ０のハウジング ０



a内に突出させると共に、上下壁44b を第一コネクタ嵌合部44a の上下壁44a

より段状に突出させ第一コネクタ嵌合部44a より断面積を大とした第二コネクタ嵌合

部44b をハウジング ０a外に突出させることにより、電子制御ュニット ０のコネクタ接

続 口 a を断面積の大きな第二コネクタ嵌合部44b で完全に塞ぐことができる。

よって、コネクタ接続 口 a から電子制御ュニット ０内への水や挨の進入が防止

でき、防水、防塵効果を高めることができる。

００73 第五実施形態 (図示せず) では、止水剤44e としてェポキシ樹脂剤からなる液状ポ

ッティング封止剤を充填、硬ィヒさせたものを用いる点以外は第四実施形態と同様とし

ている。

００74 第五実施形態においても第四実施形態と同様の効果が得られ、中継コネクタ44の

仕切壁部44c に接した部分にポッティング封止剤44e を充填することによって、ワイヤ

ハーネスW を構成する電線 の素線間を浸透してきた水が、電子制御ュニット

０内に浸入するのを効果的に防止することができる。



請求の範囲

自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハー

ネスの止水構造であって、

前記ヮイヤハーネスを配線方向で分割し、該分割したヮイヤハーネスの電線の両端

末にそれぞれ端子を接続し、これらの端子をそれぞれ第一、第二コネクタに取り付け

る一方、

前記第一、第二コネクタと嵌合する第一、第二コネクタ嵌合部を仕切壁部を介して

備えた中継コネクタを設け、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出し、

前記第一、第二コネクタ嵌合部のいずれか一方または両方の前記仕切壁部に接し

た部分、あるいま 亥仕切壁内に設けた空隙に止水剤を充填し、前記中継端子の電

気接触部を除く部分を前記止水剤中に埋設していることを特徴とするヮイヤハーネス

の止水構造。

2 自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハー

ネスの止水構造であって、

前記ヮイヤハーネスを配線方向で分割し、該分割したヮイヤハーネスの電線の両端

末にそれぞれ端子を接続し、これらの端子をそれぞれ第一、第二コネクタに取り付け

る一方、

前記第一、第二コネクタと嵌合する第一、第二コネクタ嵌合部を仕切壁部を介して

備えた中継コネクタを設け、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出し、前記仕切壁を貫通する部分の前記

中継端子に予め止水剤を塗布して該仕切壁中に埋設していることを特徴とするヮイ

ヤハーネスの止水構造。

3 前記中継コネクタに取り付ける中継端子は、両端にオス端子部からなる電気接触部

を設けた細長な平板形状とし、前記分断した両側の電線端末にはメス端子を接続し

て前記第一、第二コネクタに挿入係止し、または、



前記中継端子は、一端にオス端子部、他端にメス端子部を設け、前記第一、第二

コネクタに挿入係止する前記電線端末には前記オス端子部と嵌合するメス端子部、

前記メス端子部と嵌合するオス端子部を設けている請求項 または請求項2に記載

のヮイヤハーネスの止水構造。

4 自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットと機器とを接続するヮイヤハー

ネスの止水構造であって、

前記ヮイヤハーネスに防水コネクタを介在させる分制部を設け、該分告」されたヮイ

ヤハーネスの電線の両端末にそれぞれ互いに嵌合する電気接触部を有する端子を

圧着接続すると共に、これらの端子をそれぞれ挿入係止する第一、第二コネクタを設

け、

前記第一、第二コネクタのいずれか一方または両方に止水剤を充填し、端子の電

気接触部を除く電線圧着部を前記止水剤中に埋設していることを特徴とするヮイヤ

ハーネスの止水構造。

5 自動亜または二輪亜に搭載される電子制御ュニットに接続されるヮイヤハーネスの

止水構造であって、

前記電子制御ュニットのハゥジングに形成されたコネクタ接続 口に嵌合して、前記
，ウジング内のコネクタと接続する中継コネクタを設け、

前記中継コネクタは前記コネクタを嵌合する第一コネクタ嵌合部と、前記ヮイヤハー

ネス端末に接続したヮイヤハーネス側コネクタを嵌合する第二コネクタ嵌合部とを仕

切壁部を設けて区切り、

前記中継コネクタの仕切壁部に中継端子を貫通し、各中継端子の両端の電気接

触部を前記第一、第二コネクタ嵌合部に突出すると共に、前記第一、第二コネクタ嵌

合部のいずれか一方または両方の前記仕切壁部に接した部分に止水剤を充填し、

前記中継端子の電気接触部を除く部分を前記止水剤中に埋設していることを特徴と

するヮイヤハーネスの止水構造。

6 前記中継コネクタに取り付ける中継端子は、前記第一コネクタ嵌合部に突出する一

拙をメス拙子部、前記第二コネクタ嵌合部に突出する他端をオス端子部とし、

前記電子制御ュニット内のコネクタは某板実装コネクタであり、該某板実装コネクタ



内のオス端子部を前記メス端子部と嵌合し、前記ワイヤハーネス側コネクタ内のメス

端子部を前記オス端子部と嵌合している請求項5に記載のワイヤハーネスの止水構

造。

7 前記中継コネクタは、前記第一コネクタ嵌合部の上下壁より第二コネクタ嵌合部の

上下壁を段状に突出させて前記第二コネクタ嵌合部の断面積を第一コネクタ嵌合部

より大とし、前記第二コネクタ嵌合部に前記仕切壁を設けると共に、該仕切壁に接す

る第二コネクタ嵌合部に前記止水剤を充填し、かつ、

前記第一コネクタ嵌合部は前記電子制御ユニットのハウジング内に突出させると共

に、

第二コネクタ嵌合部はハウジング外に突出させている請求項5または請求項6に記

載のワイヤハーネスの止水構造。

8 前記止水剤はゲル状封止剤または液状ポッティング封止剤からなり、前記第一コネ

クタまたは第二コネクタのハウジング内、または前記中継コネクタ内の端子取付領城

に充填して硬化している請求項 乃至請求項7のいずれか 項に記載のワイヤハー

ネスの止水構造。

9 前記電子制御ユニットは、ェンジン制御ユニット、燃料噴射制御ユニット、 S制御

ユニット、ェアバック制御ユニット、走行安全制御ユニット、亜両レーダー制御ユニット

、暗視カメラ制御ユニットから選択される 種以上であり、

前記電子制御ユニットと接続する前記機器は、

電子制御ユニットで制御されるライト、ウオッシャ、ドアロック、防盗用ホーン、スター

タから選択される 種以上の被制御機器、

前記電子制御ユニットに情報を送信する センザ、スピードセンザ、ノックセンザ等

からなるセンザおよび または他の電子制御ユニットからなる情報送信機器、

さらに、電気接続箱のヒューズ、リレー、コネクタ、接地部材から選択される 種以上

の電気部品である請求項 乃至請求項8のいずれか 項に記載のワイヤハーネスの

止水構造。
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