
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリポストに電線を接続するためのバッテリ用コネクタであって、
　自由状態でバッテリポストに 遊嵌し得る径に形成されると
ともに、縮径させられることでバッテリポストの外周に圧着するポスト嵌合部を備えたバ
ッテリターミナルと、
　該バッテリターミナルを収容するとともに、前記バッテリポストに対してバッテリター
ミナルを嵌合するための 開口部を有したターミナ
ルカバーと、
　該ターミナルカバーに移動可能に設けられ、前記ポスト嵌合部をバッテリポストに遊嵌
させた状態で、初期位置から締め付け位置に移動させられることで、前記ポスト嵌合部を
縮径させてバッテリポストに圧着させる圧着操作部材と、からなることを特徴とするバッ
テリ用コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のバッテリ用コネクタであって、
　前記圧着操作部材を前記ターミナルカバーに回動可能に組み付けるとともに、該圧着操
作部材に、初期位置から締め付け位置に回動させられた際に、前記ポスト嵌合部を外側か
ら押圧して縮径させる押圧部を設けたことを特徴とするバッテリ用コネクタ。
【請求項３】
　請求項２記載のバッテリ用コネクタであって、
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　前記押圧部には、前記圧着操作部材の に対して傾斜し、それにより圧着操作部材を
初期位置から締め付け位置に向けて回動させるに従い前記ポスト嵌合部を外側から徐々に
押圧して縮径させる傾斜部と、該傾斜部に連続し且つ前記圧着操作部材の回動面に対して
平行に配され、それにより圧着操作部材を締め付け位置まで回動させた状態で、前記ポス
ト嵌合部の拡径方向の反力による圧着操作部材の回動方向の戻りを打ち消して、ポスト嵌
合部の縮径状態を保持する平行部と、が設けられていることを特徴とするバッテリ用コネ
クタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車等に搭載されるバッテリの電極 (バッテリポスト )に対して電線を接続す
るためのバッテリ用コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図９，図１０は実開平６－６００５３号公報に記載のバッテリターミナルの構成を示す。
このバッテリターミナル３０は、ターミナル本体３１にカムレバー（操作レバー）３２を
回動可能に取り付けたものであり、ターミナル本体３１は、Ｃ環状に湾曲形成されたポス
ト嵌合部３３と、このＣ環状のポスト嵌合部３３の両端から平行に延びる一対の折返片３
４，３５とを備えている。一対の折返片３４，３５には回動軸３６が取り付けられ、この
回動軸３６にカムレバー３２が回動可能に支持されている。そして一方の折返片３４に電
線Ｗが接続さている。
【０００３】
図１０（ａ），（ｂ）にて作用を説明すると、図１０（ａ）に示すように、カムレバー３
２を起立させた状態では、カムレバー３２のカム部３２ａが起き上がった状態となるため
、バッテリターミナル３０のポスト嵌合部３３の口径が大となる。従って、その状態でポ
スト嵌合部３３をバッテリポスト４０に容易に嵌合することができる。
【０００４】
ポスト嵌合部３３をバッテリポスト４０に嵌合したら、図１０（ｂ）に示すように、カム
レバー３２を倒すことにより、カム部３２ａをバッテリポスト４０の周面に押圧させる。
そうすると、カム部３２ａの押圧による反力で、バッテリターミナル３０のポスト嵌合部
３３の内周面がバッテリポスト４０の周面に圧着される。その結果、ポスト嵌合部３３の
内周面とバッテリポスト４０の外周面の摩擦力によって、バッテリターミナル３０がバッ
テリポスト４０に電気的及び機械的に接続される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来のバッテリターミナル３０は、圧着操作部材としてのカムレバーを３
２を含めて、金属部分がそのまま露出した構成になっているため、バッテリポスト４０に
対する脱着作業時に感電のおそれがあった。
【０００６】
本発明は、上記事情を考慮し、感電のおそれのない安全性の高いバッテリ用コネクタを提
供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、バッテリポストに電線を接続するためのバッテリ用コネクタであっ
て、自由状態でバッテリポストに 遊嵌し得る径に形成される
とともに、縮径させられることでバッテリポストの外周に圧着するポスト嵌合部を備えた
バッテリターミナルと、該バッテリターミナルを収容するとともに、前記バッテリポスト
に対してバッテリターミナルを嵌合するための 開
口部を有したターミナルカバーと、該ターミナルカバーに移動可能に設けられ、前記ポス
ト嵌合部をバッテリポストに遊嵌させた状態で、初期位置から締め付け位置に移動させら
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れることで、前記ポスト嵌合部を縮径させてバッテリポストに圧着させる圧着操作部材と
、からなることを特徴とする。
【０００８】
この発明のバッテリ用コネクタにおいては、バッテリターミナルをターミナルカバーで覆
った状態のまま、ターミナルカバーに設けた圧着操作部材を、初期位置から締め付け位置
に移動することにより、バッテリポストに対するポスト嵌合部の締め付けを行うことがで
きる。従って、必要箇所以外の金属の露出部分を無くすことができて、取り付け作業時の
安全性を確保することができる。
【０００９】
請求項２の発明は、請求項１記載のバッテリ用コネクタであって、前記圧着操作部材を前
記ターミナルカバーに回動可能に組み付けるとともに、該圧着操作部材に、初期位置から
締め付け位置に回動させられた際に、前記ポスト嵌合部を外側から押圧して縮径させる押
圧部を設けたことを特徴とする。
【００１０】
この発明のバッテリ用コネクタにおいては、圧着操作部材をターミナルカバーに回動可能
に取り付けており、その圧着操作部材を初期位置から締め付け位置に回動させるだけで、
ターミナルカバー内に収容したポスト嵌合部をバッテリポストに簡単に圧着させることが
できる。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項２記載のバッテリ用コネクタであって、前記押圧部には、前
記圧着操作部材の に対して傾斜し、それにより圧着操作部材を初期位置から締め付け
位置に向けて回動させるに従い前記ポスト嵌合部を外側から徐々に押圧して縮径させる傾
斜部と、該傾斜部に連続し且つ前記圧着操作部材の回動面に対して平行に配され、それに
より圧着操作部材を締め付け位置まで回動させた状態で、前記ポスト嵌合部の拡径方向の
反力による圧着操作部材の回動方向の戻りを打ち消して、ポスト嵌合部の縮径状態を保持
する平行部と、が設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　この発明のバッテリ用コネクタの場合、傾斜部によって圧着操作部材の回動力をポスト
嵌合部の縮径力に変換するので、圧着操作部材を回動させている途中では、ポスト嵌合部
の拡径方向の弾性反力によって圧着操作部材に戻り回転力が働くことになるが、最終的に
締め付け完了位置まで圧着操作部材を回動させた段階では、圧着操作部材の と平行に
配した平行部がポスト嵌合部に当たることで、ポスト嵌合部の拡径方向の反力による圧着
操作部材の戻り回転を打ち消すので、ポスト嵌合部を安定した縮径状態（バッテリポスト
に対する安定した圧着状態）に保持することができる。つまり、特にロック手段を設けな
くても、圧着操作部材を締め付け位置に安定保持することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
図１～図５は第１実施形態のバッテリ用コネクタＣ１の説明図で、図１はバッテリポスト
２に対してバッテリ用コネクタＣ１の取り付けを開始する前の状態を示す斜視図、図２の
（ａ），（ｂ），（ｃ）は同コネクタＣ１に使用している圧着操作部材１５の構成を示す
詳細図、図３（ａ），（ｂ）はバッテリポスト２にバッテリ用コネクタＣ１を取り付けた
状態と、その状態から圧着操作部材を押し込んで締め付けを行った状態とをそれぞれ示す
斜視図、図４（ａ），（ｂ）は図３（ａ），（ｂ）に対応する垂直断面図、図５（ａ），
（ｂ）は図３（ａ），（ｂ）に対応する水平断面図である。
【００２１】
図１において、バッテリ１の角には平面視矩形の凹部１ａが設けられており、その凹部１
ａの底面に上向きにバッテリポスト２が突設されている。また、凹部１ａの底面に対して
間隔をあけた上方位置には、バッテリ１の上壁３が凹部１ａの底面と平行に延設されてお
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り、バッテリポスト２の位置だけ、その延設された上壁３に矩形の切欠４があけられてい
る。
【００２２】
実施形態のバッテリ用コネクタＣ１は電線Ｗの先端に設けられている。このバッテリ用コ
ネクタＣ１は、図５に示すように、自由状態でバッテリポスト２に遊嵌し得る径に形成さ
れるとともに、縮径させられることでバッテリポスト２の外周に圧着するポスト嵌合部５
ａを備えた金属製のバッテリターミナル５と、図１に示すように、前記バッテリターミナ
ル５を収容するとともに、バッテリポスト２に対してバッテリターミナル５を嵌合するた
めの開口部１２を有した絶縁樹脂製のターミナルカバー１０と、このターミナルカバー１
０に回動可能に取り付けられ、ポスト嵌合部５ａをバッテリポスト２に遊嵌させた状態で
、初期位置から締め付け位置に移動させられることで、ポスト嵌合部５ａを縮径させてバ
ッテリポスト２に圧着させる絶縁樹脂製の圧着操作部材１５とからなる。
【００２３】
各要素について詳細に述べると、バッテリターミナル５は、図１及び図５に示すように、
金属の帯板をＵ字状に湾曲させてポスト嵌合部５ａを形成するとともに、Ｕ字状のポスト
嵌合部５ａの先端５ｂと基端５ｃを内側にくびれさせて、バッテリポスト２の入る円形空
間の入口５ｅを絞り気味に形成し、基端５ｃ側に延長した帯板に電線加締部５ｄを設けた
ものであり、電線加締部５ｄに電線Ｗを加締め固定することで、電線Ｗの先端に取り付け
られている。
【００２４】
また、ターミナルカバー１０は、図１及び図５に示すように、上壁１１ａと下壁１１ｂと
左右側壁１１ｃ，１１ｄと先端壁１１ｅとを有する角筒状のもので、基端開口より、電線
Ｗの先端に取り付けたバッテリターミナル５を中に挿入できるようになっている。ここで
は、ターミナルカバー１０の中にバッテリターミナル５を収容した際に、ポスト嵌合部５
ａの入口５ｅと対応する左側壁１１ｃの一部に、ポスト嵌合部５ａをバッテリポスト２に
対して嵌め込むための開口部１２が設けられている。また、ポスト嵌合部５ａの上側に位
置する上壁１１ａには、圧着操作部材１５を組み付けるための装着口１３が設けられてい
る。
【００２５】
圧着操作部材１５は、図２に示すように、装着口１３の大きさに対応した天板１５ａと、
その左右両側縁より下向きに突設された三角形の側板１５ｂ，１５ｂとを有しており、両
側板１５ｂ，１５ｂの先端に、回動軸として機能するピン１７が突設されている。そして
、図１に示すように、左右のピン１７を、ターミナルカバー１０の装着口１３の左右（タ
ーミナルカバー１０の右側壁１１ｄから見た場合の左右）に設けた凹所（図示略）に係合
することで、圧着操作部材１５が上下方向に回動可能にターミナルカバー１０に組み付け
られている。
【００２６】
この場合、ピン１７は、ポスト嵌合部５ａの入口５ｅ〔図５（ａ）参照〕付近の上側（つ
まりターミナルカバー１０の左側の側壁１１ｃに近い位置の上側）に位置しており、圧着
操作部材１５は、ターミナルカバー１０の左側の側壁１１ｃの近点にあるそれらピン１７
を支点にして、右側壁１１ｄ側に延びる自由端を上下に動かせるように取り付けられてい
る。なお、天板１５ａの端部に、指による押し下げ操作をやりやすくするための操作凸部
１５ｃが設けられている。
【００２７】
圧着操作部材１５の左右の側板１５ｂには、図２に示すように、圧着操作部材１５を図１
，図３（ａ），図４（ａ），図５（ａ）に示す初期位置から図３（ｂ），図４（ｂ），図
５（ｂ）に示す締め付け位置に回動させた際に、ポスト嵌合部５ａを外側から押圧して縮
径させる押圧壁（押圧部）１６が設けられている。左右の押圧壁１６は平行に対向してお
り、各押圧壁１６の下側の対向面（内面）には傾斜部１６ａが設けられ、上側の対向面（
内面）には平行部１６ｂが設けられている。
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【００２８】
　傾斜部１６ａは、圧着操作部材１５の に対して傾斜した面により構成
され、平行部１６ｂは、圧着操作部材１５の に対して平行な面により構
成されている。傾斜部１６ａの傾斜の方向は、互いに対向する左右の傾斜部１６ａの間隔
が押圧壁１６の上側に行くほど小さくなる方向に設定されており、傾斜部１６ａから平行
部１６ｂへは、段差もなく連続して移行している。
【００２９】
そして、傾斜部１６ａは、圧着操作部材１５を初期位置から締め付け位置に向けて回動さ
せるに従い、ポスト嵌合部５ａを外側から徐々に押圧して縮径させる機能を果たせるよう
になっている。また、平行部１６ｂは、圧着操作部材１５を締め付け位置まで回動させた
状態で、ポスト嵌合部５ａの拡径方向の反力による圧着操作部材１５の回動方向の戻りを
打ち消して、ポスト嵌合部５ａの縮径状態を保持する機能を発揮するようになっている。
【００３０】
次に作用を説明する。
【００３１】
まず、図１に示すように、電線Ｗの先端にバッテリターミナル５を取り付け、そのバッテ
リターミナル５を、圧着操作部材１５を予め先に取り付けてあるターミナルカバー１０の
中に挿入する（なお、圧着操作部材１５を後から組み付けることも可能である）。
【００３２】
この際、バッテリターミナル５のポスト嵌合部５ａの入口５ｅ側を、ターミナルカバー１
０の左側壁１１ｃの開口部１２に向けて挿入する。その状態で、バッテリターミナル５が
、絶縁体でできたターミナルカバー１０の中に隠れ、これによりバッテリ用コネクタＣ１
が出来上がる。
【００３３】
次に、このバッテリ用コネクタＣ１をバッテリポスト２に嵌める。その際、角筒状のター
ミナルカバー１０を、バッテリ１側の凹部１ａの底面と上壁３との間の空間に挿入し、バ
ッテリポスト２を、開口部１２を通してターミナルカバー１０内に受け入れることで、図
５（ａ）に示すように、ポスト嵌合部５ａをバッテリポスト２に遊嵌させる。この時点で
は、圧着操作部材１５が、図３，図４，図５の各（ａ）に示すように、上方の初期位置に
あって、何らポスト嵌合部５ａに力を及ぼしていないので、ポスト嵌合部５ａは自由状態
にあり、楽にバッテリポスト２に遊嵌させることができる。
【００３４】
次に、図３（ａ），図４（ａ）に示すように、圧着操作部材１５の後端にある操作凸部１
５ｃを押し下げる。そうすると、圧着操作部材１５が先端両側のピン１７を支点にして下
側に回動することにより、押圧壁１６の傾斜部１６ａがポスト嵌合部５ａの外周に押圧接
触し、傾斜部１６ａによるくさび作用で、ポスト嵌合部５ａが強制的に縮径させられ、ポ
スト嵌合部５ａの内周面がバッテリポスト２の外周面に圧着する。
【００３５】
この際、圧着操作部材１５の回動方向が、図４（ｂ）を見れば分かるように、ポスト嵌合
部５ａの湾曲部（入口５ｅと反対側の部分）をバッテリポスト２に押し付ける方向になっ
ているので、ポスト嵌合部５ａの内周面を隙間なくバッテリポスト２の外周面に圧着させ
ることができ、電気接続の信頼性を高めることができる。
【００３６】
そして、最終的な締め付け位置まで圧着操作部材１５を押し下げると、図５（ｂ）に示す
ように、押圧壁１６の傾斜部１６ａではなく、平行部１６ｂがポスト嵌合部５ａの外周に
圧接することになり、ポスト嵌合部５ａは縮径状態のまま左右の平行部１６ｂ，１６ｂ間
に挟まれて安定的に保持されることになる。即ち、平行部１６ｂにポスト嵌合部５ａの拡
径方向の弾性反力が作用しても、圧着操作部材１５には回転方向の分力が発生しないから
である。従って、いったん圧着操作部材１５を、平行部１６ｂがポスト嵌合部５ａに当た
る位置まで押し下げることにより、特にロック手段を設けてロックをしないでも、圧着操
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作部材１５を押し下げ位置に自然に保持しておくことができ、構成の簡略化が可能となる
。
【００３７】
このようにバッテリポスト２にバッテリ用コネクタＣ１を接続した状態からバッテリ用コ
ネクタＣ１を取り外す必要が生じた場合には、圧着操作部材１５の後端（操作凸部１５ｃ
）を上に持ち上げる。そうすると、ポスト嵌合部５ａを押圧していた押圧壁１６が上に持
ち上がることにより、ポスト嵌合部５ａが自身のバネ力により初期の拡径状態に復元する
ため、簡単にバッテリポスト２からバッテリ用コネクタＣ１を取り外すことができる。
【００３８】
このバッテリ用コネクタＣ１の場合、バッテリターミナル５をターミナルカバー１０の中
に収容することによって、必要箇所以外の金属の露出部分を無くしているので、バッテリ
ポスト２に対する脱着作業時の感電のおそれがなく、安全性を高めることができる。また
、圧着操作部材１５をターミナルカバー１０に対しピン１７を介して回動可能に組み付け
ているので、圧着操作部材１５の脱落のおそれがなく、圧着操作部材１５を回動させるだ
けで（この例では押し下げたり上に持ち上げたりするだけで）、バッテリポスト２に対し
てポスト嵌合部５ａを簡単に圧着させたり圧着を解除したりすることができる。
【００３９】
次に本発明の第２実施形態のバッテリ用コネクタについて説明する。
【００４０】
図６～図８は第２実施形態のバッテリ用コネクタＣ２の説明図で、図６はバッテリ用コネ
クタＣ２の分解斜視図、図７（ａ）～（ｃ）はバッテリ用コネクタＣ２を組み立ててバッ
テリポスト２に接続するまでの工程を示す電線方向（後方）から見た断面図、図８はバッ
テリポスト２にバッテリ用コネクタＣ２を接続した状態を示す水平断面図である。
【００４１】
実施形態のバッテリ用コネクタＣ２は、図６に示すように電線Ｗの先端に設けられている
。このバッテリ用コネクタＣ２は、自由状態でバッテリポスト２に遊嵌し得る径に形成さ
れるとともに、縮径させられることでバッテリポスト２の外周に圧着するポスト嵌合部６
ａを備えた金属製のバッテリターミナル６と、該バッテリターミナル６を収容するととも
に、バッテリポスト２に対してバッテリターミナル６を嵌合するための開口部２２を有し
た絶縁樹脂製の上面開放のターミナルカバー２０と、このターミナルカバー２０の上面開
口を塞ぐ蓋体を兼ね、しかもターミナルカバー２０に対して上下方向にスライド可能とさ
れて、ポスト嵌合部６ａをバッテリポスト２に遊嵌させた状態で、初期位置から締め付け
位置にスライドさせられることで、ポスト嵌合部６ａを縮径させてバッテリポスト２に圧
着させる絶縁樹脂製の圧着操作部材２５とからなる。
【００４２】
　各要素について詳述すると、バッテリターミナル６は、図６に示すように、金属の帯板
をＵ字状に湾曲させてポスト嵌合部６ａを形成するとともに、Ｕ字状のポスト嵌合部６ａ
の先端６ｂと基端６ｃを内側にくびれさせたもので、基端６ｃの延長方向に設けた電線加
締部 ｄに電線Ｗを加締め固定することで、電線Ｗの先端に取り付けられている。
【００４３】
また、ターミナルカバー２０は、底壁２１ａと、先端がＲ状に湾曲することで互いに連続
した左右側壁２１ｂ，２１ｂとを有する上面開放の樋形状のもので、上面開口より、電線
Ｗの先端に取り付けたバッテリターミナル６を中に挿入できるようになっている。ここで
は、ターミナルカバー２０の中にバッテリターミナル６を収容した際に、ポスト嵌合部６
ａと対応する底壁２１ａの一部に、ポスト嵌合部６ａをバッテリポスト２に対して嵌め込
むための円形の開口部１２が設けられている。
【００４４】
また、円形の開口部１２よりも基端側（電線挿入側）の位置における左右側壁２１ｂの内
面には、両者間に所定の間隔をあけた一対のターミナル係止壁２３，２３が突設されてい
る。これらターミナル係止壁２３の対向内側縁には、底壁２１ａから所定高さの位置（バ
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ッテリターミナルの高さに対応した位置）に、バッテリターミナル６の上縁を係止するた
めの係止突起２３ａが設けられており、バッテリターミナル２０のポスト嵌合部６ａの先
端６ｂと基端６ｃのくびれた部分を、左右のターミナル係止壁２３，２３間に挿入した際
に、係止突起２３ａ，２３ａでバッテリターミナル６の上縁を係止することにより、バッ
テリターミナル６の上方への抜けやがた付きを防止するようになっている。
【００４５】
なお、左右のターミナル係止壁２３，２３間の間隔は、この部分にバッテリターミナル２
０のポスト嵌合部６ａの先端６ｂと基端６ｃのくびれた部分を挿入した際に、そのくびれ
た部分を僅かには圧迫するものの、ポスト嵌合部６ａを大きく縮径させない程度（その状
態でバッテリポスト２に遊嵌させ得る程度）に設定されている。
【００４６】
また、ターミナルカバー２０の上面開口の蓋体を兼ねる圧着操作部材２５は、ターミナル
カバー２０の上面開口に合致する形状の天板２６と、その下面に突設された押圧壁（押圧
部）２７とを有している。天板２６の下面に突き出た押圧壁２７は、門形をなしており、
前記ターミナル係止壁２３の後側の空間にスライドするように設けられ、それらの内側縁
２７ｃには、上に行く程すぼまった傾斜が付けられている。そして、この押圧壁２７は、
図７（ｂ）に示す上方の初期位置から図７（ｃ）に示す下方の締め付け位置までスライド
させられることにより、ターミナル係止壁２３，２３間に挟まれたポスト嵌合部６ａの先
端６ｂと基端６ｃを外側から締め付け、ポスト嵌合部６ａを縮径させてバッテリポスト２
の外周に圧着させるようになっている。
【００４７】
また、押圧壁２７の外側縁と、該外側縁がスライドするターミナルカバー２０側の側壁２
１ｂとには、圧着操作部材２５を初期位置に仮係止する仮係止手段と締め付け位置に本係
止する本係止手段としての係止突起２７ａ，２７ｂと係止孔２４ａ，２４ｂとが設けられ
ている。ターミナルカバー２０側の係止孔２４ａ，２４ｂは上下に間隔をおいて２段に設
けられ、圧着操作部材２５側の係止突起２７ｂ，２７ａも上下に間隔をおいて２段に設け
られている。
【００４８】
　そして、圧着操作部材２５が初期位置にあるときには、図７（ｂ）に示すように、下側
の係止突起２７ａが上側の係止孔２４ａに嵌まって仮係止の状態を作り出し、圧着操作部
材２５が締め付け位置にスライドさせられたときには、図７（ｃ）に示すように、下側の
係止突起２７ａが下側の係止孔２４ｂに嵌まるとともに、上側の係止突起２７ｂが上側の
係止孔２４ に嵌まって本係止の状態を作り出すようになっている。
【００４９】
つまり、本係止時には、上段と下段で係止が行われることで、圧着操作部材２５の確実な
保持が保証されるようになっている。また、圧着操作部材２５が本係止位置にあるときに
は、圧着操作部材２５の天板２６がターミナルカバー２０の上面開口を完全に閉止するよ
うになっている。なお、上段の係止突起２７ｂの内側には、係止突起２７ｂを設けた部分
を撓みやすくするために肉抜き部２７ｄが設けられている。
【００５０】
次に作用を説明する。
【００５１】
まず、図６に示すように、電線Ｗの先端にバッテリターミナル６を取り付け、そのバッテ
リターミナル６を、圧着操作部材２５を組み付ける前のターミナルカバー２０の中に上か
ら挿入する。この際、図７（ａ）に示すように、バッテリターミナル６のポスト嵌合部６
ａの先端６ｂと基端６ｃのくびれた部分を、左右のターミナル係止壁２３，２３の間に上
から挿入し、係止突起２３ａの下側まで押し下げる。そうすると、係止突起２３ａ，２３
ａによってバッテリターミナル６が上に抜けないように係止される。
【００５２】
この状態で、圧着操作部材２５をターミナルカバー２０の上面に被せる。そして、圧着操
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作部材２５の下面に突き出した押圧壁２７を、ターミナル係止壁２３の背後のスペースに
スライドさせながら挿入し、図７（ａ）に示すように、下側の係止突起２７ａを上側の係
止孔２４ａに係合させる。これにより、圧着操作部材２５が初期位置に仮保持されたバッ
テリ用コネクタＣ２が出来上がる。この状態ではバッテリターミナル６のポスト嵌合部６
ａは初期の拡径状態にあり、この状態でバッテリ１への組み付け工程に搬入する。
【００５３】
そして、バッテリポスト２に対して上方から、このバッテリ用コネクタＣ２を組み付ける
。その際、バッテリポスト２を、ターミナルカバー２０の底壁２１ａに設けた円形の開口
部２２から受け入れて、ターミナルカバー２０内に収容したバッテリターミナル６のポス
ト嵌合部６ａをバッテリポスト２に遊嵌させる。
【００５４】
次いで、そのようにバッテリポスト２にポスト嵌合部６ａを遊嵌させた状態において、蓋
体を兼ねた圧着操作部材２５を押し下げる。そうすると、図７（ｃ）に示すように、門形
の押圧壁２７の傾斜のついた内側縁２７ｃが、ポスト嵌合部６ａの先端６ｂと基端６ｃに
圧接し、これら先端６ｂと基端６ｃの間隔を狭める方向の締め付け力を発生して、それに
伴いポスト嵌合部６ａが縮径されて、その内周面がバッテリポスト２の外周に圧着させら
れる。
【００５５】
最終的な締め付け位置まで圧着操作部材２５を押し下げると、押圧壁２７に設けた上下の
係止突起２７ｂ，２７ａがターミナルカバー２０側の係止孔２４に嵌まり、圧着操作部材
２５がターミナルカバー２０に本係止される。この本係止の状態で、圧着操作部材２５の
天板２６はターミナルカバー２０の上面開口を完全に塞ぐ。
【００５６】
このような構成のバッテリ用コネクタＣ２の場合、バッテリターミナル６をターミナルカ
バー２０の中に収容することによって、必要箇所以外の金属の露出部分を無くしているの
で、バッテリポスト２に対する取り付け作業時の感電のおそれがなく、安全性を高めるこ
とができる。また、圧着操作部材２５をターミナルカバー２０に対してスライド可能に組
み付けているので、圧着操作部材２５を押し下げるだけで、バッテリポスト２に対してポ
スト嵌合部６ａを簡単に圧着させることができる。また、仮係止手段と本係止手段を設け
ているので、圧着操作部材２５の脱落のおそれがない上、ポスト嵌合部６ａの締め付け状
態を確実に保持しておくことができる。
【００５７】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、

バッテリターミナルをカバーで覆っており、その状態のま
ま圧着操作部材を操作することでバッテリポストに対するポスト嵌合部の締め付けを行う
ことができるようにしているので、必要箇所以外の金属の露出を無くして、取り付け作業
時の安全性を確保することができる。
【００５８】
請求項２の発明によれば、請求項１の発明の効果に加えて、圧着操作部材をカバーに回動
可能に取り付けているので、圧着操作部材を回動させるだけで、カバー内に収容したポス
ト嵌合部をバッテリポストに簡単に圧着させることができ、操作性が良くなるという効果
が得られる。
【００５９】
請求項３の発明によれば、請求項２の発明の効果に加えて、ロック手段を設けなくても、
圧着操作部材を締め付け位置に安定保持することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の構成図で、バッテリポストに対してバッテリ用コネクタ
の取り付けを開始する前の状態を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態のバッテリ用コネクタに使用する圧着操作部材の構成図で
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、（ａ）は斜視図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は後面図である。
【図３】本発明の第１実施形態のバッテリ用コネクタをバッテリポストにセットした状態
を示す図で、（ａ）は圧着操作部材が初期位置にある状態を示す斜視図、（ｂ）は圧着操
作部材を締め付け位置まで押し下げた状態を示す斜視図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は図３（ａ），（ｂ）に対応する垂直断面図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は図３（ａ），（ｂ）に対応する水平断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態の分解斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態のバッテリ用コネクタの組み立てからバッテリポストへの
接続までの工程を示す後方から見た断面図で、（ａ）は圧着操作部材をカバーに組み付け
る前の状態を示す図、（ｂ）は圧着操作部材をカバーに仮係止した状態を示す図、（ｃ）
はバッテリ用コネクタをバッテリターミナルにセットし圧着操作部材を押し下げて本係止
した状態を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態のバッテリ用コネクタをバッテリポスト２に接続した状態
を示す水平断面図である。
【図９】従来のバッテリターミナルの一例を示す斜視図である。
【図１０】（ａ）は図９のバッテリターミナルをバッテリポストに単にセットした状態を
示す側断面図、（ｂ）はレバーを倒してバッテリターミナルをバッテリポストに圧着させ
た状態を示す側断面図である。
【符号の説明】
Ｃ１　バッテリ用コネクタ
Ｃ２　バッテリ用コネクタ
Ｗ　電線
１　バッテリ
２　バッテリポスト
５，６　バッテリターミナル
５ａ，６ａ　ポスト嵌合部
１０，２０　ターミナルカバー
１２，２２　開口部
１５，２５　圧着操作部材
１６　押圧壁（押圧部）
１６ａ　傾斜部
１６ｂ　平行部
２７　押圧壁（押圧部）
２７ａ　係止突起（仮係止手段、本係止手段）
２７ｂ　係止突起（本係止手段）
２４ａ　係止孔（仮係止手段、本係止手段）
２４ｂ　係止孔（本係止手段）
Ｌ　回転面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(12) JP 3679357 B2 2005.8.3



フロントページの続き

(74)代理人  100098327
            弁理士　高松　俊雄
(72)発明者  福田　英司
            静岡県榛原郡榛原町布引原２０６－１　矢崎部品株式会社内

    審査官  高木　康晴

(56)参考文献  特開平０９－００７５７９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３１２５１３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01M  2/30

(13) JP 3679357 B2 2005.8.3


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

