
JP 5352723 B1 2013.11.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
相手コネクタの相手コンタクトと接触可能なコンタクトと、
前記コンタクトが挿入されるコンタクト挿入孔が形成されたハウジングと、
を備え、
前記コンタクト挿入孔に前記コンタクトを挿入すると、前記コンタクトが前記ハウジング
に保持される、
電気コネクタであって、
前記コンタクトは、
前記コンタクト挿入孔に収容されて、前記ハウジングに保持される被保持部と、
前記被保持部から、前記コンタクトを前記コンタクト挿入孔へ挿入する方向としての挿入
方向に突出し、前記相手コネクタの前記相手コンタクトと接触可能な先端部と、
前記被保持部から、前記挿入方向と反対の方向に突出する基端部と、
前記基端部から、前記挿入方向に対して略直交する方向に突出する直交部と、
を有し、
前記直交部には、ボルト締結用のボルト孔が形成されており、
前記電気コネクタは、前記基端部が前記挿入方向と異なる方向に向かって前記ハウジング
に対して相対的に変位するのを規制する変位規制機構を更に備えた、
電気コネクタ。
【請求項２】
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請求項１に記載の電気コネクタであって、
前記変位規制機構は、前記基端部が前記挿入方向に対して略直交する方向に向かって前記
ハウジングに対して相対的に変位するのを規制する、
電気コネクタ。
【請求項３】
請求項２に記載の電気コネクタであって、
前記コンタクトは、前記基端部から突出する干渉部を有し、
前記ハウジングは、前記干渉部が前記挿入方向に対して略直交する方向に向かって前記ハ
ウジングに対して相対的に変位しようとした際に前記干渉部を受け止める規制部を有し、
前記干渉部及び前記規制部によって前記変位規制機構が構成されている、
電気コネクタ。
【請求項４】
請求項３に記載の電気コネクタであって、
前記干渉部は、前記基端部を挟んで前記被保持部と反対側に配置されている、
電気コネクタ。
【請求項５】
請求項３又は４に記載の電気コネクタであって、
前記ハウジングは、前記干渉部が挿入される干渉部挿入溝が形成されており、
前記干渉部挿入溝の内壁面が、前記規制部として機能する、
電気コネクタ。
【請求項６】
請求項５に記載の電気コネクタであって、
前記干渉部は、前記干渉部挿入溝へ圧入される、
電気コネクタ。
【請求項７】
請求項１～６の何れかに記載の電気コネクタであって、
前記被保持部は、前記コンタクト挿入孔に圧入されることで、前記ハウジングに保持され
る、
電気コネクタ。
【請求項８】
請求項１～７に記載の電気コネクタであって、
前記ハウジングは、前記コンタクトの抜け止めのためのランスを有し、
前記コンタクトの前記被保持部には、前記ランスが引っ掛かるランスロック面が形成され
ており、
前記被保持部は、前記ランスロック面に前記ランスが引っ掛かることで、前記ハウジング
に保持される、
電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、特許文献１は、本願の図１７に示すように、車載用バッテリー１
００のバッテリーポスト１０１に、略L字状に形成されたバスバー１０２が接続された構
成を開示している。バスバー１０２には、ケーブル１０３が接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－８４５１１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、本願発明者は、相手コネクタの相手コンタクトと接触可能なコンタクトと、
コンタクトが挿入されるコンタクト挿入孔が形成されたハウジングと、を備え、コンタク
ト挿入孔にコンタクトを挿入すると、コンタクトがハウジングに保持される、電気コネク
タを開発している。この場合、コンタクトをバッテリーの端子などにネジ止めする際、コ
ンタクトがハウジングに対して相対的に回転してしまうことがあった。
【０００５】
　本願発明の目的は、ネジ止めの際に、コンタクトがハウジングに対して相対的に回転す
るのを防止する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明の観点によれば、相手コネクタの相手コンタクトと接触可能なコンタクトと、
前記コンタクトが挿入されるコンタクト挿入孔が形成されたハウジングと、を備え、前記
コンタクト挿入孔に前記コンタクトを挿入すると、前記コンタクトが前記ハウジングに保
持される、電気コネクタであって、前記コンタクトは、前記コンタクト挿入孔に収容され
て、前記ハウジングに保持される被保持部と、前記被保持部から、前記コンタクトを前記
コンタクト挿入孔へ挿入する方向としての挿入方向に突出し、前記相手コネクタの前記相
手コンタクトと接触可能な先端部と、前記被保持部から、前記挿入方向と反対の方向に突
出する基端部と、前記基端部から、前記挿入方向に対して略直交する方向に突出する直交
部と、を有し、前記直交部には、ボルト締結用のボルト孔が形成されており、前記電気コ
ネクタは、前記基端部が前記挿入方向と異なる方向に向かって前記ハウジングに対して相
対的に変位するのを規制する変位規制機構を更に備えた、電気コネクタが提供される。
　前記変位規制機構は、前記基端部が前記挿入方向に対して略直交する方向に向かって前
記ハウジングに対して相対的に変位するのを規制する。
　前記コンタクトは、前記基端部から突出する干渉部を有し、前記ハウジングは、前記干
渉部が前記挿入方向に対して略直交する方向に向かって前記ハウジングに対して相対的に
変位しようとした際に前記干渉部を受け止める規制部を有し、前記干渉部及び前記規制部
によって前記変位規制機構が構成されている。
　前記干渉部は、前記基端部を挟んで前記被保持部と反対側に配置されている。
　前記ハウジングは、前記干渉部が挿入される干渉部挿入溝が形成されており、前記干渉
部挿入溝の内壁面が、前記規制部として機能する。
　前記干渉部は、前記干渉部挿入溝へ圧入される。
　前記被保持部は、前記コンタクト挿入孔に圧入されることで、前記ハウジングに保持さ
れる。
　前記ハウジングは、前記コンタクトの抜け止めのためのランスを有し、前記コンタクト
の前記被保持部には、前記ランスが引っ掛かるランスロック面が形成されており、前記被
保持部は、前記ランスロック面に前記ランスが引っ掛かることで、前記ハウジングに保持
される。
【発明の効果】
【０００７】
　本願発明によれば、ネジ止めの際に、コンタクトがハウジングに対して相対的に回転す
るのが防止される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図1は、蓄電池とレセプタクルコネクタ、プラグコネクタの分解斜視図である。
（第１実施形態）
【図２】図2は、レセプタクルコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図３】図3は、レセプタクルコネクタの分解斜視図である。（第１実施形態）
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【図４】図4は、レセプタクルハウジングの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態
）
【図５】図5は、レセプタクルハウジングの平面図である。（第１実施形態）
【図６】図6は、レセプタクルハウジングの正面図である。（第１実施形態）
【図７】図7は、図５のVII-VII線断面図である。（第１実施形態）
【図８】図8は、図６のVIII-VIII線断面図である。（第１実施形態）
【図９】図9は、レセプタクルコンタクトの斜視図である。（第１実施形態）
【図１０】図10は、レセプタクルコンタクトの平面図である。（第１実施形態）
【図１１】図11は、レセプタクルハウジングにレセプタクルコンタクトを取り付けた状態
を示す断面図（図7相当）である。（第１実施形態）
【図１２】図12は、レセプタクルハウジングにレセプタクルコンタクトを取り付けた状態
を示す断面図（図8相当）である。（第１実施形態）
【図１３】図13は、レセプタクルコネクタの断面図（図12相当）であって、レセプタクル
コネクタの作動説明図である。（第１実施形態）
【図１４】図14は、レセプタクルコネクタの断面図（図12相当）であって、レセプタクル
コネクタの作動説明図である。（第１実施形態）
【図１５】図15は、レセプタクルコネクタの分解斜視図である。（第2実施形態）
【図１６】図16は、レセプタクルコネクタの分解斜視図である。（第3実施形態）
【図１７】図17は、特許文献１の図１に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　以下、図１～図１４を参照しつつ、本願発明の第１実施形態を説明する。
【００１０】
　図１には、蓄電池１（接続対象物）と電気コード２（電線）、電池コネクタ３（コネク
タ）を示している。
【００１１】
　蓄電池１は、略直方体状の蓄電池本体４（接続対象物本体）と、蓄電池本体４の上面４
ａに形成された一対の出力端子５（接続端子）と、によって構成されている。蓄電池本体
４は、前面４ｂと一対の側面４ｃ、背面４ｄを有している。各出力端子５は、前面４ｂと
各側面４ｃの間の角部４ｅ近傍に設けられている。各出力端子５は、蓄電池本体４の上面
４ａに対して直交する方向に突出して形成されている。各出力端子５には、ボルト締結用
のメネジ５ａが形成されている。
【００１２】
　ここで、「高さ方向」及び「幅方向」、「前後方向」を定義する。高さ方向は、蓄電池
本体４の上面４ａに対して直交する方向である。高さ方向のうち、出力端子５の突出する
方向を上方向とし、上方向と反対の方向を下方向とする。幅方向は、各側面４ｃに対して
直交する方向である。幅方向のうち、蓄電池１の中央に向う方向を幅中央方向とし、蓄電
池１の中央から離れる方向を幅反中央方向とする。前後方向は、前面４ｂや背面４ｄに対
して直交する方向である。前後方向のうち、背面４ｄを基準として前面４ｂが存在する方
向を前方向とし、前面４ｂを基準として背面４ｄが存在する方向を後方向とする。従って
、高さ方向と幅方向、前後方向は相互に直交する関係にある。
【００１３】
　電気コード２は、例えば１００A程度の電流に対応した被覆付き銅線によって構成され
ている。
【００１４】
　電池コネクタ３は、電気コード２を蓄電池１の出力端子５に着脱自在に接続するための
ものである。電池コネクタ３は、レセプタクルコネクタ６（電気コネクタ、第１コネクタ
）とプラグコネクタ７（相手コネクタ、第２コネクタ）によって構成されている。レセプ
タクルコネクタ６は、蓄電池１の出力端子５に対してボルト８を用いて取り付けられるコ
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ネクタである。プラグコネクタ７は、電気コード２に取り付けられるコネクタである。そ
して、レセプタクルコネクタ６にプラグコネクタ７を嵌合させることで、電気コード２は
蓄電池１の出力端子５に電気的に接続されるようになっている。
【００１５】
（プラグコネクタ７）
　プラグコネクタ７は、電気コード２の銅線に対して接続されるプラグコンタクト９（相
手コンタクト）と、プラグコンタクト９を保持するプラグハウジング５０と、を有してい
る。
【００１６】
（レセプタクルコネクタ６）
　以下、図２～図１４を参照して、レセプタクルコネクタ６を説明する。なお、蓄電池１
に対するレセプタクルコネクタ６の取付姿勢は一義的に決められているので、図１で定義
した「高さ方向」及び「幅方向」、「前後方向」は、レセプタクルコネクタ６の説明にお
いてもそのまま使用するものとする。ただし、レセプタクルコネクタ６の説明において「
高さ方向」及び「幅方向」、「前後方向」を使用したことによっては、レセプタクルコネ
クタ６の用途や蓄電池１に対する取付姿勢が限定して解釈されてはならない。
【００１７】
　図２及び図３に示すように、レセプタクルコネクタ６は、プラグコネクタ７のプラグコ
ンタクト９（図１参照）と接触可能なレセプタクルコンタクト１０（コンタクト）と、レ
セプタクルコンタクト１０が挿入されるコンタクト挿入孔１１が形成されたレセプタクル
ハウジング１２（ハウジング）と、を備え、コンタクト挿入孔１１にレセプタクルコンタ
クト１０を挿入すると、レセプタクルコンタクト１０がレセプタクルハウジング１２に保
持されるように構成されている。図３に示すように、本実施形態においてレセプタクルコ
ンタクト１０をレセプタクルハウジング１２のコンタクト挿入孔１１に挿入する方向とし
ての挿入方向Dは、前方向と一致している。
【００１８】
（レセプタクルコネクタ６：レセプタクルハウジング１２）
　以下、図４～図８を参照しつつ、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１
２を説明する。また、図７及び図８は、説明の便宜上、レセプタクルハウジング１２の断
面を簡略化して描いている。
【００１９】
　図４～図６に示すように、レセプタクルハウジング１２は、前後方向に細長い略直方体
状の外観を有している。図７及び図８に示すように、レセプタクルハウジング１２は、ハ
ウジング本体１３と嵌合部１４によって構成されている。ハウジング本体１３は、嵌合部
１４の後方向に隣接している。嵌合部１４は、ハウジング本体１３の前方向に隣接してい
る。レセプタクルハウジング１２は、略筒状に構成されている。
【００２０】
　図７及び図８に示すように、ハウジング本体１３は、天板２０、底板２１、左側板２２
、右圧入保持部２３、左圧入保持部２４、ランス２５によって構成されている。
【００２１】
　天板２０と底板２１は、高さ方向において対向している。天板２０は底板２１よりも上
方向に位置しており、底板２１は天板２０よりも下方向に位置している。天板２０と底板
２１の間には、レセプタクルコンタクト１０の厚みを若干上回る程度の隙間ｇが形成され
ている（図６も併せて参照）。
【００２２】
　天板２０は、下面２０ａを有している。下面２０ａは、底板２１に対して対向する面で
ある。下面２０ａには、ランス２５が形成されている。ランス２５は、レセプタクルコン
タクト１０の抜け止めのためのものである。ランス２５は、天板２０の下面２０ａから、
前方向に向かって片持梁状に延びて形成されている。ランス２５の自由端には、ランス爪
２５ａが形成されている。
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【００２３】
　底板２１は、上面２１ａを有している。上面２１ａは、天板２０に対して対向する面で
ある。上面２１ａには、干渉部挿入溝２６が形成されている。干渉部挿入溝２６は、上面
２１ａの後方向側に形成されている。干渉部挿入溝２６は、上方向及び後方向に開口して
いる。図８に示すように、干渉部挿入溝２６は、前方向に向うにつれて幅方向の寸法が徐
々に狭くなるように形成されている。底板２１は、右内壁面２６ａ（内壁面、規制部）と
左内壁面２６ｂ（内壁面、規制部）を有している。右内壁面２６ａは、干渉部挿入溝２６
の幅中央方向側を区画する内壁面である。左内壁面２６ｂは、干渉部挿入溝２６の幅反中
央方向側を区画する内壁面である。右内壁面２６ａと左内壁面２６ｂは、向かい合ってい
る。右内壁面２６ａと左内壁面２６ｂとの間の隙間は、従って、前方向に向うにつれて徐
々に狭くなっている。
【００２４】
　左側板２２及び右圧入保持部２３、左圧入保持部２４は、何れも、天板２０と底板２１
との間に形成されている。
【００２５】
　図８に示すように、左側板２２及び左圧入保持部２４は、隙間ｇの幅反中央方向側を区
画している。左側板２２は、左圧入保持部２４の後方向側に隣接している。左圧入保持部
２４は、左側板２２の前方向側に隣接している。右圧入保持部２３は、隙間ｇの幅中央方
向側を区画している。右圧入保持部２３と左圧入保持部２４は、幅方向において対向して
いる。
【００２６】
　右圧入保持部２３は、右圧入保持面２３ａ及び右コンタクト挿入規制面２３ｂを有して
いる。右圧入保持面２３ａは、左圧入保持部２４と対向する面である。右コンタクト挿入
規制面２３ｂは、後方向を向く面である。
【００２７】
　左圧入保持部２４は、左圧入保持面２４ａ及び左コンタクト挿入規制面２４ｂを有して
いる。左圧入保持面２４ａは、右圧入保持部２３と対向する面である。左コンタクト挿入
規制面２４ｂは、後方向を向く面である。
【００２８】
　本実施形態において、図７及び図８において破線で示すように、天板２０の下面２０ａ
、底板２１の上面２１ａ、右圧入保持部２３の右圧入保持面２３ａ、左圧入保持部２４の
左圧入保持面２４ａによって、コンタクト挿入孔１１が形成されている。
【００２９】
　図７に示すように、ランス２５のランス爪２５ａは、コンタクト挿入孔１１内に位置し
ている。
【００３０】
　その他、底板２１には、図７及び図８に示すように、適宜、肉抜き２７が形成されてい
る。
【００３１】
　嵌合部１４は、略角筒状に、ハウジング本体１３から前方向に突出して形成されている
。嵌合部１４は、プラグコネクタ７を受け入れる嵌合空間Sを提供している。嵌合部１４
の嵌合天板１４ａには、図１に示すプラグコネクタ７のプラグハウジング５０のランス３
０のランス爪３０ａが引っ掛かるランスロック面１４ｂが形成されている。
【００３２】
（レセプタクルコネクタ６：レセプタクルコンタクト１０）
　図９及び図１０に示すように、レセプタクルコンタクト１０は、若干肉厚の金属板Mに
よって形成されている。レセプタクルコンタクト１０は、被保持部４０、先端部４１、基
端部４２、直交部４３、干渉部４４によって構成されている。図９に示すように、被保持
部４０、先端部４１、基端部４２、直交部４３は、板厚方向が互いに平行であって、同一
平面内に位置している。また、干渉部４４の板厚方向は、基端部４２等の板厚方向に対し
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て直交する関係にある。干渉部４４の板厚方向は、前後方向に対して平行である。基端部
４２、被保持部４０、先端部４１は、前方向に向かってこの順に並べられている。
【００３３】
　被保持部４０は、図８に示すレセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３のコン
タクト挿入孔１１に収容されて、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３に保
持される部分である。図１０に示すように、被保持部４０は、幅中央方向に膨らみ出る右
膨出部４０ａと、幅反中央方向に膨らみ出る左膨出部４０ｂと、を有している。右膨出部
４０ａ及び左膨出部４０ｂは、先端部４１の近傍に形成されている。なお、図８に示す右
圧入保持部２３の右圧入保持面２３ａと左圧入保持部２４の左圧入保持面２４ａによって
挟まれるコンタクト挿入孔１１の幅方向の寸法は、図１０に示す右膨出部４０ａ及び左膨
出部４０ｂを含む被保持部４０の幅方向の寸法よりも僅かに小さくなるように設定されて
いる。
【００３４】
　先端部４１は、被保持部４０から、前方向に突出し、プラグコネクタ７のプラグコンタ
クト９（図１参照）と接触可能な部分である。
【００３５】
　基端部４２は、被保持部４０から、後方向に突出する部分である。基端部４２は、右肩
面４２ａ及び左肩面４２ｂを有している。右肩面４２ａは、被保持部４０よりも幅中央方
向側に位置し、前方向を向く面である。左肩面４２ｂは、被保持部４０よりも幅反中央方
向側に位置し、前方向を向く面である。
【００３６】
　直交部４３は、基端部４２から、幅中央方向に突出する部分である。直交部４３には、
ボルト締結用のボルト孔４３ａが形成されている。
【００３７】
　干渉部４４は、図９に示すように、基端部４２から突出する部分である。干渉部４４は
、基端部４２に対して下方向側に傾斜して突出している。本実施形態において、干渉部４
４は、干渉部４４の板厚方向が基端部４２の板厚方向に対して略直角となるように、基端
部４２から突出している。即ち、干渉部４４は、基端部４２から、下方向に突出して形成
されている。干渉部４４は、基端部４２を挟んで被保持部４０と反対側に配置されている
。干渉部４４の板厚方向は、前後方向に対して平行である。干渉部４４は、右端面４４ａ
及び左端面４４ｂを有している。右端面４４ａは、幅中央方向を向く端面である。左端面
４４ｂは、幅反中央方向を向く端面である。
【００３８】
　また、レセプタクルコンタクト１０には、ランスロック孔４５が形成されている。レセ
プタクルコンタクト１０は、ランスロック孔４５の前方向側を区画するランスロック面４
５ａを有している。ランスロック面４５ａは、前後方向で見て、被保持部４０の略中央に
位置している。換言すれば、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０には、ランス２
５のランス爪２５ａが引っ掛かるランスロック面４５ａが形成されている。
【００３９】
（レセプタクルコネクタ６の組立方法）
　次に、図１１及び図１２を参照して、レセプタクルコネクタ６の組立方法を説明する。
【００４０】
　レセプタクルコネクタ６を組み立てるには、図１２に示すように、レセプタクルコンタ
クト１０をレセプタクルハウジング１２の隙間ｇに強く挿入する。
【００４１】
　すると、図１０のレセプタクルコンタクト１０の基端部４２の右肩面４２ａ及び左肩面
４２ｂが、図８のレセプタクルハウジング１２の右圧入保持部２３の右コンタクト挿入規
制面２３ｂと、左圧入保持部２４の左コンタクト挿入規制面２４ｂに対して夫々接触し、
レセプタクルハウジング１２の隙間ｇに対するレセプタクルコンタクト１０のそれ以上の
挿入が禁止される。
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【００４２】
　図１２に示す状態では、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０は、レセプタクル
ハウジング１２のコンタクト挿入孔１１に圧入されることで、レセプタクルハウジング１
２に保持されている。具体的には、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０は、コン
タクト挿入孔１１に圧入されることで、幅方向でレセプタクルハウジング１２に挟持され
、この結果、レセプタクルハウジング１２に保持されている。更に詳しく見ていくと、図
１２に示す状態で、図１０のレセプタクルコンタクト１０の被保持部４０の右膨出部４０
ａが、図８のレセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の右圧入保持部２３の右
圧入保持面２３ａに食い込んでいる。同様に、図１０のレセプタクルコンタクト１０の被
保持部４０の左膨出部４０ｂが、図８のレセプタクルハウジング１２のハウジング本体１
３の左圧入保持部２４の左圧入保持面２４ａに食い込んでいる。このように、レセプタク
ルコンタクト１０の被保持部４０がレセプタクルハウジング１２のコンタクト挿入孔１１
に圧入されることで、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０がレセプタクルハウジ
ング１２に対して前後方向及び幅方向において拘束される。
【００４３】
　また、図１２に示す状態では、レセプタクルコンタクト１０の干渉部４４が、レセプタ
クルハウジング１２の干渉部挿入溝２６に圧入されている。詳しく見ていくと、図１０の
レセプタクルコンタクト１０の干渉部４４の右端面４４ａが、図８のレセプタクルハウジ
ング１２のハウジング本体１３の右内壁面２６ａに食い込んでいる。同様に、図１０のレ
セプタクルコンタクト１０の干渉部４４の左端面４４ｂが、図８のレセプタクルハウジン
グ１２のハウジング本体１３の左内壁面２６ｂに食い込んでいる。このように、レセプタ
クルコンタクト１０の干渉部４４がレセプタクルハウジング１２の干渉部挿入溝２６に圧
入されることで、レセプタクルコンタクト１０の干渉部４４がレセプタクルハウジング１
２に対して前後方向及び幅方向において拘束される。
【００４４】
　また、図１１に示す状態で、レセプタクルコンタクト１０は、レセプタクルハウジング
１２のハウジング本体１３のランス２５によってロックされている。詳しく見ていくと、
図７のレセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３のランス２５のランス爪２５ａ
が、図１０のレセプタクルコンタクト１０のランスロック孔４５内に進入している。この
結果、図７のレセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３のランス２５のランス爪
２５ａが、図１０のレセプタクルコンタクト１０のランスロック孔４５のランスロック面
４５ａと対向している。このように、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０は、レ
セプタクルコンタクト１０のランスロック孔４５のランスロック面４５ａにレセプタクル
ハウジング１２のハウジング本体１３のランス２５のランス爪２５ａが引っ掛かることで
、レセプタクルハウジング１２に保持されている。そして、図１１において、電気コード
２が引っ張られることで、蓄電池１に固定されているレセプタクルコンタクト１０からレ
セプタクルハウジング１２が挿入方向Dに相対的に引き抜かれてしまう、という問題が未
然に防止される。
【００４５】
　そして、図１２に示すように、レセプタクルコンタクト１０の先端部４１は、レセプタ
クルハウジング１２の嵌合部１４の嵌合空間S内に位置している。レセプタクルコンタク
ト１０の直交部４３は、レセプタクルハウジング１２よりも幅中央方向側に位置している
。
【００４６】
（レセプタクルコネクタ６の使用方法及び作動）
　次に、図１及び図１３、図１４を参照して、レセプタクルコネクタ６の使用方法及び作
動を説明する。
【００４７】
　図１に示すように、レセプタクルコネクタ６を蓄電池１の出力端子５に取り付けるには
、例えばM8などのボルト８を使用する。具体的には、ボルト８をレセプタクルコネクタ６
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の直交部４３のボルト孔４３ａにボルト８を挿入し、その状態で、ボルト８を蓄電池１の
出力端子５のメネジ５ａにネジ止めする。
【００４８】
　また、プラグコネクタ７をレセプタクルコネクタ６に嵌合させるには、プラグコネクタ
７をレセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１２の嵌合部１４の嵌合空間Sに
強く挿入すればよい。すると、プラグコネクタ７のプラグハウジング５０のランス３０の
ランス爪３０ａが、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１２の嵌合部１４
のランスロック面１４ｂに引っ掛かり、もって、プラグコネクタ７がレセプタクルコネク
タ６に対してロックされる。このようにプラグコネクタ７をレセプタクルコネクタ６に嵌
合させることで、プラグコネクタ７のプラグコンタクト９は、レセプタクルコネクタ６の
レセプタクルコンタクト１０の先端部４１（図１２を併せて参照）に接触し、この結果、
電気コード２が蓄電池１の出力端子５に接続されることになる。
【００４９】
　図１に示すように、本実施形態の電池コネクタ３によれば、電気コード２の引き出し方
向を前方向とすることができる。
【００５０】
　ここで、図１に示すように、レセプタクルコネクタ６を蓄電池１の出力端子５に取り付
ける際は、作業者は、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１２を手で把持
して、レセプタクルコネクタ６の出力端子５に対する姿勢を保ちながら、ボルト８を出力
端子５のメネジ５ａにねじ込んでいく。本実施形態において、ボルト締結の際のボルト８
の回転方向は諸般の事情から反時計回りである。この場合、図１３に示すように、レセプ
タクルコネクタ６のレセプタクルコンタクト１０には、ボルト８とレセプタクルコンタク
ト１０との間における摩擦により、反時計回りのトルクT1が発生する。そして、このトル
クT1は、即座に、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の左圧入保持部２４
の左圧入保持面２４ａと、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の右内壁面
２６ａと、によって受け止められる。詳しくは、トルクT1が発生すると、即座に、レセプ
タクルコンタクト１０の被保持部４０の左膨出部４０ｂが、レセプタクルハウジング１２
のハウジング本体１３の左圧入保持部２４の左圧入保持面２４ａに受け止められると共に
、レセプタクルコンタクト１０の干渉部４４が、レセプタクルハウジング１２のハウジン
グ本体１３の右内壁面２６ａに受け止められる。即ち、レセプタクルコンタクト１０の干
渉部４４が幅中央方向に向かってレセプタクルハウジング１２に対して相対的に変位しよ
うとすると、干渉部４４は、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の右内壁
面２６ａに受け止められる。従って、トルクT1が発生しても、レセプタクルハウジング１
２に対するレセプタクルコンタクト１０の反時計回りの回転は確実に禁止される。また、
レセプタクルハウジング１２に対するレセプタクルコンタクト１０の反時計回りの回転が
禁止されるので、以降の、レセプタクルコネクタ６とプラグコネクタ７との嵌合も問題な
く行われる。
【００５１】
　反対に、レセプタクルコネクタ６を蓄電池１の出力端子５から取り外す際は、作業者は
、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１２を手で把持して、レセプタクル
コネクタ６の出力端子５に対する姿勢を保ちながら、ボルト８を出力端子５のメネジ５ａ
から緩め抜く。すると、図１４に示すように、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルコ
ンタクト１０には、ボルト８とレセプタクルコンタクト１０との間における摩擦により、
時計回りのトルクT2が発生する。そして、このトルクT2は、即座に、レセプタクルハウジ
ング１２のハウジング本体１３の右圧入保持部２３の右圧入保持面２３ａと、レセプタク
ルハウジング１２のハウジング本体１３の左内壁面２６ｂと、によって受け止められる。
詳しくは、トルクT2が発生すると、即座に、レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０
の右膨出部４０ａが、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の右圧入保持部
２３の右圧入保持面２３ａに受け止められると共に、レセプタクルコンタクト１０の干渉
部４４が、レセプタクルハウジング１２のハウジング本体１３の左内壁面２６ｂに受け止
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められる。即ち、レセプタクルコンタクト１０の干渉部４４が幅反中央方向に向かってレ
セプタクルハウジング１２に対して相対的に変位しようとすると、干渉部４４は、レセプ
タクルハウジング１２のハウジング本体１３の左内壁面２６ｂに受け止められる。従って
、トルクT2が発生しても、レセプタクルハウジング１２に対するレセプタクルコンタクト
１０の時計回りの回転は確実に禁止される。
【００５２】
　本実施形態において、レセプタクルコネクタ６は、図１３及び図１４に示すように、レ
セプタクルコンタクト１０の基端部４２が幅中央方向又は幅反中央方向に向かってレセプ
タクルハウジング１２に対して相対的に変位するのを規制する変位規制機構Eを備えてい
る。そして、変位規制機構Eは、干渉部４４及び右内壁面２６ａ、左内壁面２６ｂによっ
て構成されている。
【００５３】
　以上に、第１実施形態を説明したが、第１実施形態は、以下の特長を有している。
【００５４】
（１、２）レセプタクルコネクタ６（電気コネクタ）は、プラグコネクタ７（相手コネク
タ）のプラグコンタクト９（相手コンタクト）と接触可能なレセプタクルコンタクト１０
（コンタクト）と、レセプタクルコンタクト１０が挿入されるコンタクト挿入孔１１が形
成されたレセプタクルハウジング１２（ハウジング）と、を備える。コンタクト挿入孔１
１にレセプタクルコンタクト１０を挿入すると、レセプタクルコンタクト１０がレセプタ
クルハウジング１２に保持される。レセプタクルコンタクト１０は、コンタクト挿入孔１
１に収容されて、レセプタクルハウジング１２に保持される被保持部４０と、被保持部４
０から、レセプタクルコンタクト１０をコンタクト挿入孔１１へ挿入する方向としての挿
入方向Dに突出し、プラグコネクタ７のプラグコンタクト９と接触可能な先端部４１と、
被保持部４０から、挿入方向Dと反対の方向に突出する基端部４２と、基端部４２から、
挿入方向Dに対して略直交する方向に突出する直交部４３と、を有している。直交部４３
には、ボルト締結用のボルト孔４３ａが形成されている。レセプタクルコネクタ６は、基
端部４２が幅中央方向（直交部４３の突出する方向、挿入方向Dに対して略直交する方向
、挿入方向Dと異なる方向）に向かってレセプタクルハウジング１２に対して相対的に変
位するのを規制する変位規制機構Eを更に備えた。以上の構成によれば、図１３に示すよ
うに、ネジ止めの際に、レセプタクルコンタクト１０がレセプタクルハウジング１２に対
して相対的に回転するのが防止される。
【００５５】
（３）レセプタクルコンタクト１０は、基端部４２から突出する干渉部４４を有する。レ
セプタクルハウジング１２は、干渉部４４が挿入方向Dに対して略直交する方向に向かっ
てレセプタクルハウジング１２に対して相対的に変位しようとした際に干渉部４４を受け
止める右内壁面２６ａ（規制部）を有する。干渉部４４及び右内壁面２６ａによって変位
規制機構Eが構成されている。以上の構成によれば、簡素な構成で、変位規制機構Eが実現
される。
【００５６】
（４）干渉部４４は、基端部４２を挟んで被保持部４０と反対側に配置されている。以上
の構成によれば、ボルト締結の際に、レセプタクルコンタクト１０のレセプタクルハウジ
ング１２に対する相対的な姿勢を更に一層確実に維持することができるようになる。なぜ
なら、偶力の兼ね合いで、被保持部４０と変位規制機構Eとの間の距離を大きく確保でき
るからである。
【００５７】
（５）レセプタクルハウジング１２は、干渉部４４が挿入される干渉部挿入溝２６が形成
されている。干渉部挿入溝２６の内壁面である右内壁面２６ａが、規制部として機能する
。以上の構成によれば、簡素な構成で、規制部が実現される。
【００５８】
（６）干渉部４４は、干渉部挿入溝２６へ圧入される。以上の構成によれば、ボルト締結
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に先立って、干渉部４４と右内壁面２６ａが密着することになるので、ボルト締結の際に
、レセプタクルコンタクト１０のレセプタクルハウジング１２に対する相対的な姿勢を一
層確実に維持することができるようになる。
【００５９】
（７）被保持部４０は、コンタクト挿入孔１１に圧入されることで、レセプタクルハウジ
ング１２に保持される。以上の構成によれば、簡素な構成で、被保持部４０をレセプタク
ルハウジング１２に保持させることができる。
【００６０】
（８）レセプタクルハウジング１２は、レセプタクルコンタクト１０の抜け止めのための
ランス２５を有する。レセプタクルコンタクト１０の被保持部４０には、ランス２５が引
っ掛かるランスロック面４５ａが形成されている。被保持部４０は、ランスロック面４５
ａにランス２５が引っ掛かることで、レセプタクルハウジング１２に保持される。以上の
構成によれば、簡素な構成で、被保持部４０をレセプタクルハウジング１２に保持させる
ことができる。
【００６１】
　このように、被保持部４０をレセプタクルハウジング１２に保持させる構成としては、
被保持部４０をコンタクト挿入孔１１に圧入する構成と、ランス２５を用いた構成と、が
挙げられる。上記第１実施形態では、両方の構成を同時に採用しているが、前者の構成の
みを採用することとしてもよいし、後者の構成のみを採用することとしてもよい。
【００６２】
　なお、上記第１実施形態において、レセプタクルコネクタ６を蓄電池１の出力端子５に
取り付ける際は、作業者は、レセプタクルコネクタ６のレセプタクルハウジング１２を手
で把持して、レセプタクルコネクタ６の出力端子５に対する姿勢を保ちながら、ボルト８
を出力端子５のメネジ５ａにねじ込んでいくとした。しかし、レセプタクルコネクタ６の
レセプタクルハウジング１２を手で把持することは必ずしも必須ではなく、レセプタクル
コネクタ６が蓄電池１の蓄電池本体４の側面４ｃと物理的に干渉することでも、レセプタ
クルコネクタ６の出力端子５に対する姿勢は保たれる。
【００６３】
（第２実施形態）
　次に、図１５を参照しつつ、本願発明の第２実施形態を説明する。ここでは、本実施形
態が上記第１実施形態と異なる点を中心に説明し、重複する説明は適宜省略する。また、
上記第１実施形態の各構成要素に対応する構成要素には原則として同一の符号を付すこと
とする。
【００６４】
　本実施形態において、干渉部４４は、幅方向に対して直交するように形成されている。
そして、レセプタクルハウジング１２には、このような干渉部４４が圧入される干渉部挿
入溝２６が形成されている。本実施形態において、干渉部４４や干渉部挿入溝２６は、レ
セプタクルハウジング１２の幅方向の略中央に位置するようになっている。
【００６５】
（第３実施形態）
　次に、図１６を参照しつつ、本願発明の第３実施形態を説明する。ここでは、本実施形
態が上記第１実施形態と異なる点を中心に説明し、重複する説明は適宜省略する。また、
上記第１実施形態の各構成要素に対応する構成要素には原則として同一の符号を付すこと
とする。
【００６６】
　本実施形態において、干渉部４４は、幅方向に対して直交するように形成されている。
そして、レセプタクルハウジング１２には、このような干渉部４４が圧入される干渉部挿
入溝２６が形成されている。本実施形態において、干渉部４４や干渉部挿入溝２６は、レ
セプタクルハウジング１２の幅反中央方向側に寄せられている。
【符号の説明】
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【００６７】
１　蓄電池
２　電気コード
３　電池コネクタ
４　蓄電池本体
４ａ　上面
４ｂ　前面
４ｃ　側面
４ｄ　背面
４ｅ　角部
５　出力端子
５ａ　メネジ
６　レセプタクルコネクタ(電気コネクタ)
７　プラグコネクタ（相手コネクタ）
８　ボルト
９　プラグコンタクト（相手コンタクト）
１０　レセプタクルコンタクト（コンタクト）
１１　コンタクト挿入孔
１２　レセプタクルハウジング（ハウジング）
１３　ハウジング本体
１４　嵌合部
１４ａ　嵌合天板
１４ｂ　ランスロック面
２０　天板
２０ａ　下面
２１　底板
２１ａ　上面
２２　左側板
２３　右圧入保持部
２３ａ　右圧入保持面
２３ｂ　右コンタクト挿入規制面
２４　左圧入保持部
２４ａ　左圧入保持面
２４ｂ　左コンタクト挿入規制面
２５　ランス
２５ａ　ランス爪
２６　干渉部挿入溝
２６ａ　右内壁面（規制部）
２６ｂ　左内壁面（規制部）
２７　肉抜き
３０　ランス
３０ａ　ランス爪
４０　被保持部
４０ａ　右膨出部
４０ｂ　左膨出部
４１　先端部
４２　基端部
４２ａ　右肩面
４２ｂ　左肩面
４３　直交部
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４３ａ　ボルト孔
４４　干渉部
４４ａ　右端面
４４ｂ　左端面
４５　ランスロック孔
４５ａ　ランスロック面
５０　プラグハウジング
ｇ　隙間
D　挿入方向
E　変位規制機構
M　金属板
S　嵌合空間
T1　トルク
T2　トルク

【要約】　　　（修正有）
【課題】ネジ止めの際に、コンタクトがハウジングに対して相対的に回転するのを防止す
る技術を提供する。
【解決手段】レセプタクルコネクタ６は、プラグコネクタのプラグコンタクトと接触可能
なレセプタクルコンタクト１０と、レセプタクルコンタクト１０が挿入されるコンタクト
挿入孔が形成されたレセプタクルハウジング１２と、を備える。レセプタクルコンタクト
１０は、コンタクト挿入孔に収容されて、レセプタクルハウジング１２に保持される被保
持部４０と、挿入方向に対して略直交する方向に突出する直交部４３と、を有している。
直交部４３には、ボルト孔が形成されている。レセプタクルコネクタ６は、基端部が幅中
央方向に向かってレセプタクルハウジング１２に対して相対的に変位するのを規制する変
位規制機構Eを更に備えた。
【選択図】図１３
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【図６】
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【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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