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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に開いた収容室を有し、且つ前記第１の方向に直交する第２の方向において
ケーブルの端部に設けられた相手側コネクタが挿入される開口が形成されているハウジン
グと、
　前記収容室に収容され、前記相手側コネクタの端子が接続される導体部材と、
　前記第１の方向において前記ハウジングに取り付けられ、前記収容室を閉じるカバーと
、
　前記カバーと前記ハウジングのうち一方に形成され、他方に向かって突出し、前記収容
室の外周を囲む複数のリブと、
　前記カバーと前記ハウジングのうちの前記他方に形成され、前記複数のリブが嵌まる溝
と、を有し、
　前記複数のリブは、前記収容室に対して前記第１の方向と前記第２の方向の双方に直交
する第３の方向に位置する第１リブと、前記収容室に対して前記開口側に位置する第２リ
ブとを含み、
　前記第２リブの突出長さは前記第１リブよりも小さい、
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のコネクタにおいて、
　前記複数のリブは、前記収容室に対して前記開口側に位置する複数の第２リブを含んで
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いる、
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　第１の方向に開いた収容室を有し、且つ前記第１の方向に直交する第２の方向において
ケーブルの端部に設けられた相手側コネクタが挿入される開口が形成されているハウジン
グと、
　前記収容室に収容され、前記相手側コネクタの端子が接続される導体部材と、
　前記第１の方向において前記ハウジングに取り付けられ、前記収容室を閉じるカバーと
、
　前記カバーと前記ハウジングのうち一方に形成され、他方に向かって突出し、前記収容
室の外周を囲む複数のリブと、
　前記カバーと前記ハウジングのうちの前記他方に形成され、前記複数のリブが嵌まる溝
と、を有し、
　前記複数のリブは、前記収容室に対して前記第１の方向と前記第２の方向の双方に直交
する第３の方向に位置する第１リブと、前記収容室に対して前記開口側に位置する第２リ
ブとを含み、
　前記ハウジングは、前記第２の方向において互いに反対側に位置し且つ２つの相手側コ
ネクタがそれぞれ挿入される２つの開口を有し、
　前記複数のリブは、前記収容室を挟んで前記第３の方向において互いに反対側に位置す
る２つの第１リブと、前記収容室を挟んで前記第２の方向において互いに反対側に位置す
る２つの第２リブとを含む、
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　第１の方向に開いた収容室を有し、且つ前記第１の方向に直交する第２の方向において
ケーブルの端部に設けられた相手側コネクタが挿入される開口が形成されているハウジン
グと、
　前記収容室に収容され、前記相手側コネクタの端子が接続される導体部材と、
　前記第１の方向において前記ハウジングに取り付けられ、前記収容室を閉じるカバーと
、
　前記カバーと前記ハウジングのうち一方に形成され、他方に向かって突出し、前記収容
室の外周を囲む複数のリブと、
　前記カバーと前記ハウジングのうちの前記他方に形成され、前記複数のリブが嵌まる溝
と、を有し、
　前記複数のリブは、前記収容室に対して前記第１の方向と前記第２の方向の双方に直交
する第３の方向に位置する第１リブと、前記収容室に対して前記開口側に位置する第２リ
ブとを含み、
　前記カバーと前記ハウジングのうち前記一方に形成され、前記他方に引っ掛かるフック
を有し、
　前記フックは前記複数のリブとともに前記収容室を囲み、前記第１リブに繋がっている
、
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のコネクタにおいて、
　前記カバーと前記ハウジングとの隙間をシールする環状のシール部材をさらに備え、
　前記シール部材は前記複数のリブよりも内側に配置されている、
　ことを特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の太陽光発電パネルのそれぞれに取り付けられ、それらをケーブルを介
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して接続するためのコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電システムは、多くの場合、複数の太陽光発電パネルによって構成されている
。複数の太陽光発電パネルは上下方向及び／又は左右方向に並んで設置され、ケーブルを
介して互いに接続されている。各パネルにはケーブルを接続するためのコネクタが取り付
けられている。下記特許文献１はこのように利用されるコネクタを開示している。このコ
ネクタは、ケーブルの電線が接続される導体部材（特許文献１において端子板）を収容す
るハウジング（特許文献１においてボックスハウジング本体）を有している。ハウジング
は上面が開いた箱形である。ハウジングの上面はカバー（特許文献１において蓋板）によ
って閉じられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３０６９５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　導体部材に対する絶縁性能を十分に確保するためには、導体部材からハウジングの外面
までの距離（空間距離及び沿面距離、以下において絶縁距離）を大きくすることが望まし
い。ところが、その絶縁距離を大きくしようとすると、コネクタのサイズが大きくなると
いう問題が生じる。
【０００５】
　本発明の目的の一つは、コネクタの大型化を抑制しながら、導体部材からハウジングの
外面までの絶縁距離を増すことのできるコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係るコネクタは、第１の方向に開いた収容室を有し、且つ前記第１の方
向に直交する第２の方向においてケーブルの端部に設けられた相手側コネクタが挿入され
る開口が形成されているハウジングと、前記収容室に収容され、前記相手側コネクタの端
子が接続される導体部材と、前記第１の方向において前記ハウジングに取り付けられ、前
記収容室を閉じるカバーと、前記カバーと前記ハウジングのうちの一方に形成され、他方
に向かって突出し、前記収容室の外周を囲む複数のリブと、前記カバーと前記ハウジング
のうちの前記他方に形成され、前記複数のリブが嵌まる溝と、を有している。前記複数の
リブは、前記収容室に対して前記第１の方向と前記第２の方向の双方に直交する第３の方
向に位置する第１リブと、前記収容室に対して前記開口側に位置する第２リブとを含んで
いる。前記コネクタによれば、コネクタの大型化を抑制しながら、導体部材からハウジン
グの外面までの絶縁距離を増すことができる。
（２）前記第２リブの突出長さは前記第１リブよりも小さくてもよい。こうすることによ
り、導体部材又は相手側コネクタの端子と、第２リブとの干渉を生じることなく、導体部
材から相手側コネクタが挿入される開口に向けた方向において絶縁距離を増すことができ
る。
（３）前記複数のリブは、前記収容室に対して前記開口側に位置する複数の第２リブを含
んでもよい。こうすることにより、導体部材から相手側コネクタが挿入される開口に向け
た方向において絶縁距離をさらに増すことができる。
（４）前記ハウジングは、前記第２の方向において互いに反対側に位置し且つ２つの相手
側コネクタがそれぞれ挿入される２つの開口を有してもよい。そして、前記複数のリブは
、前記収容室を挟んで前記第３の方向において互いに反対側に位置する２つの第１リブと
、前記収容室を挟んで前記第２の方向において互いに反対側に位置する２つの第２リブと
を含んでもよい。これによれば、２つの相手側コネクタが挿入されるコネクタにおいて、



(4) JP 6095454 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

絶縁距離を増すことができる。
（５）前記コネクタは、前記カバーと前記ハウジングのうち前記一方に形成され、前記他
方に引っ掛かるフックを有してもよい。そして、前記フックは前記複数のリブとともに前
記収容室を囲み、前記第１リブに繋がってもよい。これによれば、前記第１リブが前記フ
ックに繋がっているので、コネクタの絶縁性能を向上できる。
（６）前記カバーと前記ハウジングとの隙間をシールする環状のシール部材をさらに備え
、前記シール部材は前記複数のリブよりも内側に配置されてもよい。こうすることにより
、コネクタのサイズが大きくなることを抑えながら、カバーとハウジングとの隙間をシー
ルできる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係るコネクタの分解斜視図である。
【図２】コネクタが備えるハウジングの平面図である。
【図３】コネクタが備えるカバーの下側を斜めに臨む斜視図である。
【図４】図２に示すＩＶ－ＩＶ線で得られるコネクタの断面図である。
【図５】図２に示すＶ－Ｖ線で得られるコネクタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施
形態に係るコネクタ１の分解斜視図である。図２はコネクタ１が備えるハウジング１０の
平面図である。図３はコネクタ１が備えるカバー３０の下側を斜めに臨む斜視図である。
図４は図２に示すＩＶ－ＩＶ線で得られるコネクタ１の断面図である。図５は図２に示す
Ｖ－Ｖ線で得られるコネクタ１の断面図である。
【０００９】
　以下の説明では、図１に示すＸ１，Ｘ２が示す方向をそれぞれ右方向，左方向とする。
また、Ｙ１，Ｙ２が示す方向をそれぞれ前方，後方とする。また、Ｚ１，Ｚ２が示す方向
をそれぞれ上方，下方とする。
【００１０】
　コネクタ１は、その使用時には、図示していない太陽光発電パネルに取り付けられる。
また、コネクタ１にはケーブル９０の端部に設けられた相手側コネクタ９２が接続される
（図１参照）。ケーブル９０の他方の端部には別の太陽光発電パネルのコネクタ１が接続
されており、２つの太陽光発電パネルはケーブル９０とコネクタ１とを通して互いに電気
的に連結される。ここで説明する例のコネクタ１は、２本のケーブル９０が接続可能とな
っている。
【００１１】
　図１に示すように、コネクタ１はハウジング１０と、ハウジング１０に取り付けられる
カバー３０とを有している。ハウジング１０とカバー３０はプラスチックなどの絶縁材料
によって形成されている。
【００１２】
　図１及び図２に示すように、ハウジング１０は、その中央部分に、ハウジング本体１１
を有している。ハウジング本体１１は箱形であり、その内側に、導体部材２１を収容する
収容室Ｓを有している。導体部材２１には相手側コネクタ９２の端子である図示されない
リセプタクルターミナルが接続される。導体部材２１は、例えば、金属の板を複数の位置
で折り曲げることにより形成される。収容室Ｓは上方に開いている。カバー３０は上下方
向においてハウジング本体１１に取り付けられ、収容室Ｓを閉じる。カバー３０がハウジ
ング本体１１に取り付けられると、カバー３０の上面とハウジング１０の他の部分（この
説明では、連結部１２）の上面は概ね面一となる。
【００１３】
　図１に示すように、ハウジング１０は、その側部に、連結部１２を有している。この例
のハウジング１０はハウジング本体１１を挟んで互いに反対側に位置する２つの連結部１
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２を有している。２つの連結部１２はハウジング本体１１から右方向及び左方向にそれぞ
れ延びている。ここで示す例では、相手側コネクタ９２は筒状の嵌合部９２ａを有し、連
結部１２には嵌合部９２ａが挿入される開口１２ｂが形成されている。この嵌合部９２ａ
の内側にはリセプタクルターミナルが配置されている。開口１２ｂは、収容室Ｓが開いた
方向（上方）に対して直交する方向においてケーブル９０の嵌合部９２ａが挿入可能とな
るように形成されている。この例では、左側の連結部１２に形成された開口１２ｂと、右
側の連結部１２に形成された開口１２ｂは、それぞれ左方向及び右方向に開口している。
連結部１２には、開口１２ｂから収容室Ｓに向かって延びる挿入孔１２ａが形成されてい
る。ケーブル９０の嵌合部９２ａは開口１２ｂを通して挿入孔１２ａに挿入され、リセプ
タクルターミナルは収容室Ｓの導体部材２１に接続される。なお、図１に示す相手側コネ
クタ９２は嵌合部９２ａの両側にフック９２ｂを有している。連結部１２は開口１２ｂの
両側に孔１２ｃを有している。フック９２ｂは孔１２ｃに嵌められ、連結部１２に引っ掛
かる。詳細には、孔１２ｃの深部は、連結部１２の側壁に形成された孔１２ｄに繋がって
おり、フック９２ｂは孔１２ｄの縁に引っ掛かる。
【００１４】
　図５に示すように、導体部材２１は、ケーブル９０のリセプタクルターミナルが接続さ
れる第１接続部２１ａを有している。この例では、ハウジング本体１１の側部１１ｂには
、側部１１ｂを左右方向において貫通する孔ｈが形成されている。収容室Ｓと挿入孔１２
ａは孔ｈを介して繋がっている。第１接続部２１ａは導体部材２１から孔ｈを通って挿入
孔１２ａに延びている。この例の第１接続部２１ａは略筒状である。ケーブル９０のリセ
プタクルターミナルも端部が開いた略筒状である。リセプタクルターミナルは第１接続部
２１ａの外側に接続される。なお、第１接続部２１ａやケーブル９０が備えるターミナル
の形状には種々の変更がなされていてよい。
【００１５】
　図２及び図４に示すように、導体部材２１は、太陽光発電パネルに設けられた端子（不
図示）に接続される第２接続部２１ｂを有している。ハウジング本体１１の底面には開口
１１ｍが形成されている。第２接続部２１ｂは下方に露出するように、この開口１１ｍに
配置されている。これにより、コネクタ１が太陽光発電パネルに取り付けられたとき、第
２接続部２１ｂはパネルの端子に接触できる。第２接続部２１ｂは例えばパネルの端子に
半田付けされる。第１接続部２１ａの基部と第２接続部２１ｂとの間の部分は階段状に形
成され、導体部材２１は第１接続部２１ａの基部から第２接続部２１ｂに向けて段階的に
下がっている。
【００１６】
　図２に示すように、収容室Ｓには２つの導体部材２１が配置されている。２つの導体部
材２１は左右方向において離れて配置され、ダイオード２２を通して互いに接続されてい
る。各導体部材２１は、ダイオード２２の電線が取り付けられる第３接続部２１ｃを有し
ている。ダイオード２２の電線２２ａは例えば半田によって第３接続部２１ｃに取り付け
られる。２つの導体部材２１は左右対称となっている。なお、コネクタ１は必ずしも２本
のケーブル９０が接続可能なように構成されていなくてもよい。すなわち、連結部１２の
数と導体部材２１の数はそれぞれ１つでもよい。
【００１７】
　図３に示すように、カバー３０は、ハウジング１０に向かって突出し且つ収容室Ｓを囲
む複数のリブ３１，３２を有している。具体的には、カバー３０は、収容室Ｓに対して前
方及び後方に位置する複数の第１リブ３１を有している。また、カバー３０は、収容室Ｓ
に対して、嵌合部９２ａが挿入される開口１２ｂ側に位置する、すなわち、収容室Ｓに対
して右方向及び左方向に位置する複数の第２リブ３２を有している。これらは全体として
収容室Ｓを囲むように配置されている。
【００１８】
　この例のカバー３０は、収容室Ｓを挟んで左右方向において互いに反対側に位置する２
つの第２リブ３２を有している。後において詳説するように、ここで説明する例では、収
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容室Ｓの右方向及び左方向のそれぞれに、２つの第２リブ３２が設けられている。また、
カバー３０は、収容室Ｓを挟んで前後方向において互いに反対側に位置する２つの第１リ
ブ３１を有している。後において詳説するように、収容室Ｓの前方及び後方のそれぞれに
、左右方向で並ぶ２つの第１リブ３１が設けられてる。
【００１９】
　ハウジング本体１１には、リブ３１，３２がそれぞれ嵌まる溝１１ｃ，１１ｄが形成さ
れている。詳細には、ハウジング本体１１は、収容室Ｓを規定する壁部１１ａと側部１１
ｂとを有している（図４及び図５参照）。互いに反対側に位置する２つの壁部１１ａはそ
れぞれ収容室Ｓの前面と後面とを構成している。互いに反対側に位置する２つの側部１１
ｂは、収容室Ｓの右側面と左側面とをそれぞれ構成している。第１リブ３１が嵌まる溝１
１ｃは壁部１１ａに形成されている（図４参照）。第２リブ３２が嵌まる溝１１ｄは側部
１１ｂの上面に形成されている（図６参照）。
【００２０】
　リブ３１，３２によって、コネクタ１のサイズが大きくなるのを抑えながら、導体部材
２１からハウジング１０の外面までの距離（空間距離及び沿面距離、以下において絶縁距
離と称する）を増すことができる。すなわち、導体部材２１からコネクタ１の前面までの
絶縁距離、及び導体部材２１からコネクタ１の後面までの絶縁距離は、第１リブ３１によ
って増すことができる。また、導体部材２１（例えば、導体部材２１における収容室Ｓの
内側に位置する部分Ａ（図５参照））から連結部１２の上面Ｂ（図５参照）までの絶縁距
離は、第２リブ３２によって増すことができる。
【００２１】
　図５に示すように、第２リブ３２は第１接続部２１ａの上方に位置している。換言する
と、第２リブ３２は、ハウジング本体１１の側部１１ｂに形成された孔ｈの上方に位置し
ている。第２リブ３２は前後方向に延びる壁状であり、平面視においては第１接続部２１
ａや、孔ｈ、ケーブル９０のリセプタクルターミナルと交差する。第２リブ３２の突出長
さは、第１リブ３１よりも小さい。これにより、導体部材２１と第２リブ３２との干渉を
生じさせることなく、左右方向での絶縁距離を確保できる。第２リブ３２の位置は上述し
たものに限られず、例えば挿入孔１２ａの上方に位置してもよい。
【００２２】
　図５に示すように、収容室Ｓの右方向には、平行に配置され且つ互いに向き合う複数の
第２リブ３２が形成されている。すなわち、複数の第２リブ３２が、収容室Ｓに対して、
右の連結部１２の開口１２ｂ側に位置している。この例では、収容室Ｓの右方向には２つ
の第２リブ３２が形成されている。同様に、収容室Ｓの左方向には、平行な２つの第２リ
ブ３２が形成されている。このように収容室Ｓに対して同一方向に複数の第２リブ３２を
設けることにより、より大きな絶縁距離を確保できる。
【００２３】
　図５に示すように、ハウジング本体１１の側部１１ｂの上面には、２つの第２リブ３２
がそれぞれ嵌まる２つの溝１１ｄが形成されている。側部１１ｂの上面には、上方に突出
し且つ前後方向で平行に延びる２つのリブ１１ｅが形成されている。これら２つのリブ１
１ｅの間が溝１１ｄとして機能している。
【００２４】
　カバー３０に形成された第２リブ３２又はハウジング本体１１に形成されたリブ１１ｅ
のうち少なくとも一方の側面（右方向又は左方向に面）は斜めに形成されてもよい。こう
することにより、絶縁距離をさらに増すことができる。ここで説明する例では、リブ１１
ｅの側面が上下方向に対して僅かに傾斜している。
【００２５】
　図５に示すように、カバー３０は、コネクタ１の上面を構成する矩形の板である天板部
３５を有している。天板部３５は、その右側部分と左側部分とに、ハウジング本体１１の
側部１１ｂに重なる部分３５ａを有している（以下では、この部分３５ａをカバー側部と
称する）。第２リブ３２はカバー側部３５ａに形成されている。カバー側部３５ａには孔
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が形成され、第２リブ３２は孔の底部からハウジング本体１１に向かって延びている。こ
の構造により、第２リブ３２及びリブ１１ｅの突出長さを増すことができる。
【００２６】
　図３に示すように、カバー３０には複数のコーナーフック３３が形成されている。コー
ナーフック３３は天板部３５の４つの角に設けられている。コーナーフック３３はハウジ
ング１０に向かって延びる棒状である。ハウジング本体１１は、その４つの角のそれぞれ
に、孔１１ｆを有している（図２では、明瞭化のために孔１１ｆに網掛けが施されている
）。この例の孔１１ｆは上下方向においてハウジング本体１１を貫通している。コーナー
フック３３は孔１１ｆにそれぞれ嵌まり、ハウジング１０に引っ掛かる。この例では、前
側のコーナーフック３３は、その端部に、前方に突出する係合部３３ａを有している。後
側のコーナーフック３３は、その端部に、後方に突出する係合部３３ａを有している。係
合部３３ａは、ハウジング本体１１の壁部１１ａに形成された切り欠き１１ｇ（図１参照
）の縁に引っ掛かる。
【００２７】
　第２リブ３２は前後方向で並ぶ２つのコーナーフック３３の間に位置している。すなわ
ち、第２リブ３２と２つのコーナーフック３３は前後方向において並んでいる。２つの第
２リブ３２がそれぞれ嵌まる２つの溝１１ｄは、前後方向で並ぶ２つの孔１１ｆの間に位
置している。このレイアウトにより、ハウジング本体１１の左右方向のサイズが大きくな
ることを抑えることができる。
【００２８】
　図３に示すように、カバー３０にはハウジング１０に向かって延びる壁状の中央フック
３４が形成されている。カバー３０は、その前縁と後縁のそれぞれに中央フック３４を有
している。前側の中央フック３４は前側の２つのコーナーフック３３の中間位置に位置し
、後側の中央フック３４は後側の２つのコーナーフック３３の中間位置に位置している。
ハウジング本体１１の壁部１１ａには孔１１ｉが形成されている（図２では孔１１ｉに網
掛けが施されている）。中央フック３４は孔１１ｉに嵌まり、ハウジング１０に引っ掛か
る。このように、上述したコーナーフック３３に加えて、中央フック３４をカバー３０に
設けることにより、カバー３０のハウジング１０への取付強度を増すことができる。この
例では、前側の中央フック３４は、その端部に、前方に突出する係合部３４ａを有してい
る。後側の中央フック３４は、その端部に、後方に突出する係合部３４ａを有している。
係合部３４ａは、ハウジング本体１１の壁部１１ａに形成された切り欠き１１ｊ（図１参
照）に引っ掛かる。
【００２９】
　図３に示すように、第１リブ３１は左右方向で延びる壁状である。第１リブ３１とフッ
ク３４は、全体として左右方向で並びる１つの壁を構成するように、互いに繋がっている
。この構造により、中央フック３４と第１リブ３１との間に隙間が形成される構造に比べ
て、コネクタ１の絶縁性能を向上できる。
【００３０】
　図３に示すカバー３０は、その前側に、左右方向で並ぶ（カバー３０の前縁に沿って並
ぶ）２つの第１リブ３１を有している。また、カバー３０は、その後側に、左右方向で並
ぶ（カバー３０の後縁に沿って並ぶ）２つの第１リブ３１を有している。中央フック３４
は、左右方向で並ぶ２つの第１リブ３１の間に位置している。中央フック３４は２つの第
１リブ３１に繋がっており、２つの第１リブ３１とその間のフック３４は全体として大き
な壁を構成している。
【００３１】
　図３に示すように、第１リブ３１は、中央フック３４から右方向又は左方向に離れて位
置しているメイン部３１ａと、メイン部３１ａと中央フック３４との間に位置し、且つメ
イン部３１ａと中央フック３４の双方に繋がっている接続部３１ｂとを有している。接続
部３１ｂはメイン部３１ａよりも小さな突出長さ（上下方向の長さ）を有する壁状である
。接続部３１ｂにより、中央フック３４の円滑な弾性変形（撓み）を許容できる。
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【００３２】
　カバー３０をハウジング１０に取り付けた状態では、導体部材２１の前方と後方のそれ
ぞれに、第１リブ３１が位置する。より詳細には、導体部材２１の前方と後方のそれぞれ
に、第１リブ３１のメイン部３１ａが位置する。これにより、導体部材２１に対する絶縁
性能を向上できる。なお、ダイオード２２の後方及び前方に、中央フック３４が位置する
。
【００３３】
　上述したように、ハウジング本体１１の壁部１１ａには、第１リブ３１が嵌まる溝１１
ｃが形成されている。図２に示すように、前側の壁部１１ａと後側の壁部１１ａのそれぞ
れには、左右方向で並ぶ２つの溝１１ｃが形成されている。２つの溝１１ｃの間に、中央
フック３４が嵌まる孔１１ｉが形成されている。溝１１ｃは、コーナーフック３３が嵌ま
る孔１１ｆから、中央フック３４が嵌まる孔１１ｉまで延びている。第１リブ３１の左右
方向の長さは溝１１ｃの長さに対応している。このような長さを有する溝１１ｃ及び第１
リブ３１によれば、コネクタ１の絶縁性能をさらに向上できる。
【００３４】
　この例の第１リブ３１は、メイン部３１ａに対して傾斜した傾斜部３１ｃを有している
。傾斜部３１ｃはコーナーフック３３寄りの端部に位置している。カバー３０がハウジン
グ１０に取り付けられているときに、傾斜部３１ｃは収容室Ｓの角Ｃ（図２参照）の外側
に位置する。傾斜部３１ｃによって、収容室Ｓの角Ｃを通って斜めに延びる直線（前後方
向及び左右方向の双方に傾斜している直線）上での絶縁距離を大きくできる。第１リブ３
１が嵌まる溝１１ｃは、第１リブ３１のこの形状に合わせて、その端部に傾斜した部分を
有している。
【００３５】
　図４及び図５に示すように、カバー３０には、カバー３０とハウジング１０との隙間を
シールする環状のシール部材３６が設けられている。シール部材３６はリブ３１，３２よ
りも内側に配置されている。詳細には、図３、図４及び図５に示すように、カバー３０は
、ハウジング１０に向かって突出し且つ収容室Ｓの内形に対応した外形を有する凸部３７
を有している。この例の凸部３７は四角形であり、また環状である。凸部３７はリブ３２
，３１及びフック３３，４よりも内側に位置している。詳細には、凸部３７は収容室Ｓの
内面の内側に位置している。凸部３７の４つの辺は収容室Ｓの内面に沿って配置される。
シール部材３６は凸部３７の外側に取り付けられている。シール部材３６は例えばゴムな
どの弾性部材によって構成され、その弾性力によって凸部３７を保持している。シール部
材３６は、凸部３７と収容室Ｓの内面とによって挟まれる。このように、シール部材３６
を複数のリブ３２，３１よりも内側に配置することにより、ハウジング本体１１の大型化
を抑制できる。
【００３６】
　収容室Ｓの内側の構造について説明する。図４に示すように、収容室Ｓの内側には、導
体部材２１の第３接続部２１ｃが上面に配置される台座部１１ｎが形成されている。台座
部１１ｎには孔が形成されており、この孔に第３接続部２１ｃから延びる延伸部２１ｄが
嵌まっている。これにより、導体部材２１は台座部１１ｎに固定されている。この例では
、左右方向に離れて位置する２つの台座部１１ｎが形成されている。２つの台座部１１ｎ
の間にダイオード２２が配置されている。台座部１１ｎは、収容室Ｓの内側の後側部分に
形成されている。収容室Ｓの前側部分には、上述した導体部材２１の第２接続部２１ｂが
配置される開口１１ｍが形成されている。図４に示すように、上述した第１リブ３１は台
座部１１ｎの上面よりも低い位置まで延びている。
【００３７】
　以上説明したように、ハウジング１０は、上方に開いた収容室Ｓと、左右方向において
相手側コネクタ９２が挿入される開口１２ｂとを有している。収容室Ｓにはケーブル９０
のリセプタクルターミナルが接続される導体部材２１が収容されている。カバー３０は、
上下方向においてハウジング１０に取り付けられ、収容室Ｓを閉じている。カバー３０に
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は、ハウジング１０に向かって突出し、収容室Ｓを囲む複数のリブが形成されている。ハ
ウジング１０にはリブが嵌まる溝１１ｃ，１１ｄが形成されている。カバー３０に形成さ
れた複数のリブは、収容室Ｓに対して前方又は後方に位置する第１リブ３１と、収容室Ｓ
に対して開口１２ｂ側に位置する第２リブ３２とを含んでいる。このようなコネクタ１に
よれば、コネクタの大型化を抑制しながら、導体部材２１からハウジング１０の外面まで
の絶縁距離を増すことができる。
【００３８】
　本発明は、以上説明した実施形態に限られず、種々の変更が可能である。例えば、次の
変更が可能である。
【００３９】
　第１リブ３１と第２リブ３２はハウジング１０に形成されてもよい。また、第１リブ３
１がカバー３０に形成される一方で、第２リブ３２はハウジング１０に形成されてもよい
。
【００４０】
　また、第１リブ３１と第２リブ３２は互いに接続されていてもよい。
【００４１】
　また、相手側コネクタ９２が挿入される開口１２ｂの数及び導体部材２１の数はそれぞ
れ１つでもよい。
【００４２】
　また、第１リブ３１と中央フック３４は必ずしも繋がっていなくてもよい。
【００４３】
　また、コネクタ１は、中央フック３４とコーナーフック３３のうちいずれかのみを備え
てもよい。例えば、コネクタ１はコーナーフック３３のみを備えてもよい。また、フック
の位置は適宜変更されてよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１　コネクタ、１０　ハウジング、１１　ハウジング本体、１１ｃ，１１ｄ　溝、１１
ｅ　リブ、１１ｆ　孔、１１ｉ　孔、１２　連結部、１２ａ　挿入孔、１２ｂ　開口、２
１　導体部材、３０　カバー、３１　第１リブ、３２　第２リブ、３３　コーナーフック
、３４　中央フック、３６　シール部材、３７　凸部。
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