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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と、前記回路基板に接続される少なくとも一対の接続端子と、前記一対の接続
端子が取り付けられるハウジングと、を有する電子部品であって、
　前記回路基板には、前記ハウジングに向かって凸に形成され、互いに間隔をあけて設け
られた、前記接続端子に接続される複数の端子部が設けられ、
　前記一対の接続端子各々には、これら一対の接続端子が互いに近づく方向と互いに離れ
る方向との双方向に弾性変形自在に形成された、互いの間に前記端子部を挟むばね部材が
設けられ、
　前記ハウジングには、前記一対の接続端子それぞれが通される通し孔間に設けられ、前
記回路基板が収容される基板収容部が設けられ、
　前記基板収容部の底部から前記回路基板に向かって凸に形成され、前記複数の端子部間
に侵入する少なくとも１つのリブが設けられていることを特徴とする電子部品。
【請求項２】
　前記ハウジングには、前記一対のばね部材が前記互いに離れる方向に設けられ、前記一
対のばね部材を互いの間に挟む一対の当接部が設けられていることを特徴とする請求項１
に記載の電子部品。
【請求項３】
　前記リブから前記回路基板に向かって凸に形成され、前記回路基板を互いの間に位置付
ける一対の規制部が設けられていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電
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子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、移動体としての自動車に搭載されるＣＣＤカメラユニット等の電子
部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体としての自動車には、例えば、ＣＣＤカメラユニット１０１等の電子部品が搭載
されている。上記ＣＣＤカメラユニット１０１は、開口を有する箱状に形成された第１ケ
ース１０２と、前記第１ケース１０２に取り（組み）付けられた回路基板１０４と、前記
回路基板１０４に搭載されたカメラレンズ素子１０６と、前記回路基板１０４の前記カメ
ラレンズ素子１０６と反対側の面に取り付けられたバネ部材１０３と、前記第１ケース１
０２の開口を覆うように組み付けられた第２ケース１０５と、前記第２ケース１０５に取
り付けられた、前記バネ部材１０３と電気的に接続する接続端子１０７と、を備えている
（例えば、特許文献１を参照。）。
【０００３】
　上記バネ部材１０３は、前記第１ケース１０２と、前記第２ケース１０５とが組み付け
られる方向と平行な、該第１ケース１０２と第２ケース１０５とが互いに近づく方向と互
いに離れる方向との双方向に弾性変形自在に形成されている。また、上記接続端子１０７
は、前記第１ケース１０２に向かって延びていて、前記第１ケース１０２と、前記第２ケ
ース１０５とが互いに組み付けられると、前記バネ部材１０３は、前記接続端子１０７に
弾性的に接触することで、これら接続端子１０７とバネ部材１０３とは電気的に接続して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－９９４１１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、前述した従来のＣＣＤカメラユニット１０１には、以下に示す問題があ
った。即ち、従来のＣＣＤカメラユニット１０１は、第１ケース１０２と該第１ケース１
０２に組み付けられる回路基板１０４との組付け誤差や、第１ケース１０２と該第１ケー
ス１０２に組み付けられる第２ケース１０５との組付け誤差の影響により生じる僅かな歪
みや傾きによって、予め定められたバネ部材１０３と接続端子１０７との接点から位置ず
れを生じた場合であっても、この位置ずれを、バネ部材１０３が弾性変位（即ち、弾性変
形）することで吸収するために、バネ部材１０３が弾性変形するための空間を確保する必
要があり、このために、従来のＣＣＤカメラユニット１０１はバネ部材１０３が弾性変形
する方向に大型化する傾向にあった。
【０００６】
　また、例えば、前述した自動車の走行中の振動などにより、バネ部材１０３が弾性変位
（即ち、弾性変形）することで吸収することができないほど、バネ部材１０３と接続端子
１０７とが位置ずれを生じた場合には、バネ部材１０３の弾性変位量が変動し、安定した
接触荷重を維持することができないので、これらバネ部材１０３と接続端子１０７との電
気的な接続が絶たれてしまうことがあり、これらバネ部材１０３と接続端子１０７との接
続状態を良好に保つことが困難であった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、回路基板と該回路基板に接続される
接続端子との接続状態を良好に保つとともに、小型化を図った電子部品を提供することを
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目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の本発明は、回路基板と、前記回路基板に接続される少なくとも一対の
接続端子と、前記一対の接続端子が取り付けられるハウジングと、を有する電子部品であ
って、前記回路基板には、前記ハウジングに向かって凸に形成され、互いに間隔をあけて
設けられた、前記接続端子に接続される複数の端子部が設けられ、前記一対の接続端子各
々には、これら一対の接続端子が互いに近づく方向と互いに離れる方向との双方向に弾性
変形自在に形成された、互いの間に前記端子部を挟むばね部材が設けられ、前記ハウジン
グには、前記一対の接続端子それぞれが通される通し孔間に設けられ、前記回路基板が収
容される基板収容部が設けられ、前記基板収容部の底部から前記回路基板に向かって凸に
形成され、前記複数の端子部間に侵入する少なくとも１つのリブが設けられていることを
特徴としている。
【０００９】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の本発明において、前記ハウジングには、
前記一対のばね部材の前記互いに離れる方向に設けられ、前記一対のばね部材を互いの間
に挟む一対の当接部が設けられていることを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の本発明は、請求項１または請求項２に記載の本発明において、前記リ
ブから前記回路基板に向かって凸に形成され、前記回路基板を互いの間に位置付ける一対
の規制部が設けられていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の本発明によれば、回路基板と、前記回路基板に接続される少なくとも一
対の接続端子と、前記一対の接続端子が取り付けられるハウジングと、を有する電子部品
であって、前記回路基板には、前記ハウジングに向かって凸に形成され、互いに間隔をあ
けて設けられた、前記接続端子に接続される複数の端子部が設けられ、前記一対の接続端
子各々には、これら一対の接続端子が互いに近づく方向と互いに離れる方向との双方向に
弾性変形自在に形成された、互いの間に前記端子部を挟むばね部材が設けられ、前記ハウ
ジングには、前記一対の接続端子それぞれが通される通し孔間に設けられ、前記回路基板
が収容される基板収容部が設けられ、前記基板収容部の底部から前記回路基板に向かって
凸に形成され、前記複数の端子部間に侵入する少なくとも１つのリブが設けられているの
で、例えば、前述した自動車が走行中に前記電子部品が振動した際においては、前記ばね
部材が弾性変形して前記回路基板に対して接触荷重をかけることで、前記回路基板と該回
路基板に接続される接続端子との安定した接触信頼性を維持することとなり、さらに、前
記リブが設けられていることで、前記回路基板が、前記ばね部材が弾性変形する方向と、
回路基板が一対の接続端子間に侵入する方向と、の双方向に対して交差（直交）する方向
に、移動することを規制されることとなり、よって、前記ハウジングに取り付けられた接
続端子と回路基板とが位置ずれすることを規制されることとなり、よって、前記電子部品
が、前記ばね部材が弾性変形する方向または前記交差（直交）する方向に振動した際にお
いても、前記回路基板と該回路基板に接続される接続端子との安定した接触信頼性を維持
することとなり、回路基板と接続端子との接続状態を良好に保った電子部品を提供するこ
とができる。
【００１２】
　また、前記一対の接続端子各々に設けられたばね部材が、互いの間に前記端子部（即ち
、回路基板）を挟んでいるので、これら一対のばね部材と回路基板とは重ねられることと
なり、よって、回路基板が一対の接続端子間に侵入する方向に、前記電子部品の低背化（
即ち、小型化）を図ることができる。
【００１３】
　請求項２記載の本発明によれば、前記ハウジングには、前記一対のばね部材の前記互い
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に離れる方向に設けられ、前記一対のばね部材を互いの間に挟む一対の当接部が設けられ
ているので、前記ばね部材が前記当接部に当接することで、前記ばね部材が前記回路基板
から離れる方向に移動することを規制されることとなり、よって、回路基板と接続端子と
の接続状態をより一層良好に保つことができる。
【００１４】
　請求項３記載の本発明によれば、前記リブから前記回路基板に向かって凸に形成され、
前記回路基板を互いの間に位置付ける一対の規制部が設けられているので、前記回路基板
が前記一対の規制部に当接することで、前記回路基板が、前記ばね部材が弾性変形する方
向に沿って移動することを規制されることとなり、よって、回路基板と該回路基板に接続
される接続端子との安定した接触信頼性を維持することとなり、よって、回路基板と接続
端子との接続状態をより一層良好に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施の形態に係るＣＣＤカメラユニットの斜視図である。
【図２】図１に示されたＣＣＤカメラユニットを分解して示す分解斜視図である。
【図３】図１に示されたＣＣＤカメラユニットを構成する接続端子及び電線が第２パッキ
ンに取り付けられる様子を示す斜視図である。
【図４】図１に示されたＣＣＤカメラユニットを構成する接続端子及び電線が第２パッキ
ンに取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図５】図１に示されたＣＣＤカメラユニットを構成するメスハウジングを示す斜視図で
ある。
【図６】図１に示されたＣＣＤカメラユニットを構成する回路基板の複数の端子部間に、
メスハウジングのリブが侵入する様子を示す断面図である。
【図７】図６に示された要部を拡大して示す要部拡大図である。
【図８】図１に示されたＩ－Ｉ線に沿う断面図である。
【図９】図１に示されたＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図１０】図９に示された要部を拡大して示す要部拡大図である。
【図１１】従来のＣＣＤカメラユニットの斜視図である。
【図１２】図１１に示された要部を拡大して示す要部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施の形態にかかる電子部品としてのＣＣＤカメラユニット１を、図１乃至
図１０を参照して説明する。
【００１７】
 図１、図２などに示すＣＣＤカメラユニット１は、開口を有する箱状に形成されたカメ
ラケース２と、前記開口を覆うように前記カメラケース２に組み付けられる接続コネクタ
３と、前記接続コネクタ３に取り付けられる回路基板４と、前記回路基板４に搭載される
図示しないカメラレンズ素子と、前記回路基板４に接続される少なくとも一対（即ち、複
数）の接続端子としてのメス端子７と、複数のメス端子７を取り付けるハウジングとして
のメスハウジング５と、第１パッキン６と、第２パッキン８と、メスハウジング５に取り
付けられるリアホルダ９と、を備えている。また、図１などに示された矢印Ｚは、回路基
板４が一対のメス端子７間に侵入する方向、即ち、カメラケース２と接続コネクタ３とが
組み付けられる方向を示しており、矢印Ｘは、後述するメス端子７のばね部材７２が弾性
変形する方向を示しており、矢印Ｙは、矢印Ｚと矢印Ｘとの双方向に対して交差（直交）
する方向を示している。
【００１８】
 上記カメラケース２には、後述する接続コネクタ３の凸部３４（図６などに示す）が侵
入する溝部２２が設けられている。上記溝部２２は、カメラケース２の矢印Ｚ方向の開口
側の縁の表面から（矢印Ｚ方向に）凹に形成されている。また、溝部２２は、カメラケー
ス２の前記縁に全周に亘って形成されている。
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【００１９】
　上記接続コネクタ３は、絶縁性の合成樹脂からなる。また、接続コネクタ３は、前記カ
メラケース２の前記開口を覆う板部３１と、複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ
と、を備えている。
【００２０】
　上記板部３１には、前記カメラケース２の前記溝部２２に侵入する凸部３４（図６に示
す）と、回路基板４を取り付ける開口部３３と、が設けられている。上記開口部３３は、
板部３１の中央部に設けられ、該板部３１を貫通している。また、開口部３３には、内側
に回路基板４が圧入されることで、該回路基板４は接続コネクタ３に取り付けられている
。
【００２１】
　上記凸部３４は、板部３１の前記カメラケース２側の表面から凸に形成されている。こ
の凸部３４が、前記カメラケース２の前記溝部２２に侵入することで、接続コネクタ３は
、前記カメラケース２に取り付けられている。
【００２２】
　上記複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄは、前記板部３１から矢印Ｚに沿って
立設している。また、複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄは、互いに隣り合う縁
同士が連なり枠状に形成されている。また、複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ
のうち矢印Ｘ方向に対向する一対の壁部３２ａ、３２ｂには、該壁部３２ａ、３２ｂを貫
通する一対の係合部３５が設けられている。各係合部３５は、各壁部３２ａ、３２ｂの中
央部に設けられている。
【００２３】
　上記回路基板４は、基板本体部４１と、該基板本体部４１の矢印Ｚ方向の接続コネクタ
３側に設けられ、該基板本体部４１よりも矢印Ｙ方向に幅狭に形成された圧入部４２と、
圧入部４２から矢印Ｚ方向の接続コネクタ３側に凸に形成された複数の端子部４３と、を
備えている。また、回路基板４の表面には、前記カメラレンズ素子と、メス端子７とを予
め定められたパターンに接続する配線パターン４ａ（図１０に示す）が形成されている。
前記配線パターン４ａは、各端子部４３の表面にも形成されている。
【００２４】
 上記圧入部４２は、前記基板本体部４１の中央部に設けられている。また、圧入部４２
は、前記接続コネクタ３の開口部３３に圧入される。
【００２５】
 上記複数の端子部４３は、矢印Ｙに沿って、互いに間隔をあけて並んでいる。各端子部
４３は、後述する一対のメス端子７のばね部材７２間に挟まれている。また、矢印Ｙ方向
の複数の端子部４３間には、後述するハウジングとしてのメスハウジング５のリブ５７が
侵入する。また、各端子部４３は、後述するメスハウジング５の一対の規制部５７ｂ間（
矢印Ｘ方向）に位置付けられている。また、回路基板４は、圧入部４２が、接続コネクタ
３に圧入されると、接続コネクタ３の板部３１から、複数の端子部４３及び圧入部４２の
一部が矢印Ｚ方向に突出している。
【００２６】
　上記メス端子７は、導電性の板金に打ち抜き加工や曲げ加工が施されて得られたもので
ある。メス端子７は、図３、図４に示すように、電線接続部７１と、該電線接続部７１に
連なる電気接触部としてのばね部材７２と、を一体に備えている。また、メス端子７５は
、特許請求項の範囲に示された「接続端子」に相当する。
【００２７】
　上記電線接続部７１は、平板状の矩形状に形成された底板７３と、該底板７３の底板７
３の幅方向（矢印Ｙ）の両縁部から立設する一対の芯線かしめ片７４と、を一体に備えて
いる。また、電線接続部７１の長手方向（矢印Ｚ）と、該電線接続部７１に接続される電
線１０の長手方向（矢印Ｚ）とは、互いに平行に設けられている。また、電線接続部７１
に接続された電線１０は、Ｌ字状に曲げられて、後述する第２パッキン８の挟持部８Ａ、
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８Ｂ間に挟持されている。
【００２８】
　上記一対の芯線かしめ片７４は、底板７３から離れた側の縁が底板７３に近づくように
曲げられていている。そして、一対の芯線かしめ片７４は、電線１０の被覆部が皮剥ぎさ
れて露出した状態の芯線を底板７３との間に挟んで、該芯線をかしめることで、芯線かし
め片７４と、電線１０の芯線と、を電気的に接続している。
【００２９】
　上記ばね部材７２は、前記底板７３に連なっている。また、ばね部材７２は、前記底板
７３から離れた側の端部が、一対のメス端子７それぞれに設けられた各ばね部材７２が互
いに近づく方向にうず巻き状に曲げられることで、該ばね部材７２は矢印Ｘ方向に弾性変
形自在に形成されている。
【００３０】
 上記メスハウジング５は、絶縁性の合成樹脂からなり、略矩形状に形成されている。ま
た、図２、図５に示すように、メスハウジング５には、前記メス端子７が第２パッキン８
を介して取り付けられる。前記メス端子７が取り付けられたメスハウジング５は、前記接
続コネクタ３に取り付けられる。そして、メスハウジング５が、前記接続コネクタ３に取
り付けられると、メスハウジング５に取り付けられたメス端子７と、接続コネクタ３に取
り付けられた回路基板４とが接続される。メスハウジング５は、ハウジング本体部５１と
、前記ハウジング本体部５１に設けられた一対の張出部５２と、リアホルダ９を取り付け
るホルダ取付部５３と、を備えている。また、メスハウジング５は、特許請求項の範囲に
示された「ハウジング」に相当する。なお、図５は、図２に示されたメスハウジング５を
接続コネクタ３側から見た図である。
【００３１】
　上記ハウジング本体部５１には、電線１０及び該電線１０が取り付けられたメス端子７
を通す複数の通し孔５４と、前記通し孔５４の内表面に設けられた複数の当接部５５と、
矢印Ｘに沿う通し孔５４間に設けられた基板収容部５６と、回路基板４の複数の端子部４
３間に侵入する複数のリブ５７と、第１パッキン６を取り付ける第１パッキン取付部５８
と、接続コネクタ３の一対の係合部３５それぞれに係合する一対の係合受け部５９と、が
設けられている。また、ハウジング本体部５１は、前記接続コネクタ３の枠状に形成され
た複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ間に取り付けられる。
【００３２】
　上記複数の通し孔５４は、図７、図１０などに示すように、矢印Ｘに沿って一対（２つ
）並べられ、かつ、矢印Ｙに沿って３つ並べられている。また、複数の通し孔５４同士は
、互いに間隔をあけて設けられている。また、各通し孔５４は、ハウジング本体部５１を
矢印Ｚ方向に貫通している。
【００３３】
 上記当接部５５は、前記一対のばね部材７２の矢印Ｘ方向の前記回路基板４から離れた
側に設けられ、該一対のばね部材７２を互いの間に挟む位置に複数（対）設けられている
。即ち、各一対の当接部５５は、前記一対のばね部材７２が互いに離れる方向（矢印Ｘ）
に設けられている。また、複数の当接部５５は、図示例では、矢印Ｘに沿って一対（２つ
）設けられ、かつ、矢印Ｙに沿って３つ設けられている。また、当接部５５は、前記通し
孔５４の矢印Ｘ方向の内表面の、前記ハウジング本体部５１の矢印Ｚ方向の接続コネクタ
３側の端部に設けられている。そして、複数（対）の当接部５５は、前記ばね部材７２が
前記回路基板４から離れる方向（矢印Ｘ）に移動することを規制する。
【００３４】
　上記基板収容部５６は、図６、図７などに示すように、前記ハウジング本体部５１の矢
印Ｚ方向の接続コネクタ３側の表面から凹に形成されており、前述した回路基板４の接続
コネクタ３の板部３１から突出した複数の端子部４３及び圧入部４２の一部を収容する。
また、基板収容部５６は、矢印Ｙに沿って延在している。また、複数の通し孔５４と基板
収容部５６とは互いに連通している。
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【００３５】
　上記リブ５７は、前記基板収容部５６の（矢印Ｚ方向の）底部５６ａから矢印Ｚに沿っ
て凸に形成されている。また、複数のリブ５７は、矢印Ｙに沿って互いに間隔をあけて互
いに対向するように設けられている。また、リブ５７の矢印Ｚ方向の基板収容部５６の底
部５６ａから離れた端部（即ち、リブ５７の接続コネクタ３側の端部）は、前記ハウジン
グ本体部５１の接続コネクタ３側の表面よりも奥側（接続コネクタ３から離れた側）に位
置している。また、リブ５７には、該リブ５７の前記端部から矢印Ｚ方向の前記回路基板
４に向かって凸に形成された一対の規制部５７ｂが設けられている。
【００３６】
　上記一対の規制部５７ｂは、リブ５７の矢印Ｘ方向の両端部に設けられている。そして
、一対の規制部５７ｂは、矢印Ｘ方向の該一対の規制部５７ｂ間に前記回路基板４を位置
付ける。
【００３７】
　上記第１パッキン取付部５８は、接続コネクタ３の枠状に形成された複数の壁部３２ａ
、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄに重ねられるハウジング本体部５１の表面から凹に形成されて
いる。また、第１パッキン取付部５８は、前記ハウジング本体部５１の矢印Ｚ方向の接続
コネクタ３側の端部に設けられている。また、第１パッキン取付部５８は、前記ハウジン
グ本体部５１の全周に亘って設けられている。
【００３８】
 上記一対の係合受け部５９は、前記係合部３５が設けられた壁部３２ａ、３２ｂに重ね
られる前記ハウジング本体部５１の表面から矢印Ｘ方向の互いに離れる方向に凸に形成さ
れている。また、各係合受け部５９は、矢印Ｘ方向に弾性変形自在に形成されている。ま
た、各係合受け部５９は、前記第１パッキン取付部５８と後述する張出部５２との間に設
けられている。
【００３９】
　上記一対の張出部５２それぞれは、板状に形成されている。また、一対の張出部５２は
、前記ハウジング本体部５１の矢印Ｚ方向の接続コネクタ３から離れた端部に設けられて
いる。また、一対の張出部５２は、前記ハウジング本体部５１の表面から矢印Ｘ方向の互
いに離れる方向に凸に形成されており、各張出部５２は、前記ハウジング本体部５１の矢
印Ｙの全長に亘って設けられている。また、各張出部５２は、該張出部５２の矢印Ｚ方向
の一端部が前記ハウジング本体部５１に連なっており、各張出部５２の他端部は、後述す
るホルダ取付部５３に連なっている。この張出部５２の矢印Ｚ方向の接続コネクタ３側の
端部には、接続コネクタ３の壁部３２ａ、３２ｂが当接し、張出部５２の矢印Ｚ方向の接
続コネクタ３から離れた側の端部には、後述するリアホルダ９の側壁部９２ａ、９２ｂが
当接する。
【００４０】
　上記ホルダ取付部５３は、メスハウジング５の矢印Ｚ方向の接続コネクタ３から離れた
端部に設けられている。即ち、ホルダ取付部５３は、ハウジング本体部５１の接続コネク
タ３から離れた端部に連なっている。また、ホルダ取付部５３は、前記ハウジング本体部
５１の矢印Ｙ方向の両端部に設けられ、前記ハウジング本体部５１の矢印Ｚ方向の端部か
ら板状に立設している。また、ホルダ取付部５３は、前記ハウジング本体部５１の矢印Ｘ
方向の全長に亘って設けられている。また、ホルダ取付部５３には、リアホルダ９に係止
する係止部５０が設けられている。
【００４１】
 上記係止部５０は、前記ホルダ取付部５３の矢印Ｚ方向の接続コネクタ３から離れた端
部に一対設けられている。一対の係止部５０は、前記ホルダ取付部５３の表面から互いに
離れる方向に凸に形成されている。
【００４２】
　上記第１パッキン６は、枠状に形成されており、例えばゴムなど、可撓性を有する合成
樹脂からなる。また、第１パッキン６は、縮径（内外径が縮小することをいう）する方向
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と、拡径する方向との双方向に弾性変形自在に形成されている。また、第１パッキン６は
、前記メスハウジング５に取り付けられている。第１パッキン６は、前記メスハウジング
５が前記接続コネクタ３に取り付けられると、前記メスハウジング５と前記接続コネクタ
３との間に位置付けられて、回路基板４側に水などの液体が侵入することを防止する。
【００４３】
　上記第２パッキン８は、例えばゴムなど、可撓性を有する合成樹脂からなる。また、第
２パッキン８は、図３、図４などに示すように、該第２パッキン８に前記メス端子７が取
り付けられた状態で前記メスハウジング５に取り付けられており、前記メスハウジング５
の通し孔５４及び基板収容部５６の内側に水などの液体が侵入することを防止する。また
、第２パッキン８は、互いの間に電線１０を挟持する一対の挟持部８Ａ，８Ｂと、一対の
挟持部８Ａ，８Ｂを互いに連結するヒンジ８４と、を備えている。
【００４４】
　一対の挟持部８Ａ，８Ｂは箱状に形成されている。一対の挟持部８Ａ，８Ｂは、互いの
内表面同士が重ね合わされる。
【００４５】
　上記挟持部８Ａには、前記メス端子７を通す開口部８２と、前記電線接続部７１を載置
する載置部８３と、が設けられている。上記開口部８２は、挟持部８Ａを矢印Ｚ方向に貫
通している。また、開口部８２は、挟持部８Ａの中央部に設けられている。上記載置部８
３は、挟持部８Ａの前記内表面に複数設けられている。また、複数の載置部８３は、矢印
Ｙに沿って、互いに間隔をあけて複数（図示例では３つ）設けられている。各載置部８３
は、挟持部８Ａの内表面から凹に形成された、矢印Ｘ方向に延在する溝である。また、載
置部８３には、該載置部８３の凹の底部から凸に形成された凸部８３ａが複数設けられて
いる。上記凸部８３ａは、互いに間隔をあけて設けられている。
【００４６】
　上記挟持部８Ｂには、挟持部８Ａの載置部８３との間に電線１０を挟む載置部８３が設
けられている。上記載置部８３は、該挟持部８Ｂの内表面から凹に形成されている。
【００４７】
　上記リアホルダ９は、第２パッキン８の挟持部８Ｂに重ねられる板状のカバー部９１と
、カバー部９１の縁から矢印Ｚ方向の第２パッキン８に向かって立設する複数の側壁部９
２ａ、９２ｂ、９２ｃ、９２ｄと、を備えて、有底筒状に形成されている。
【００４８】
　上記複数の側壁部９２ａ、９２ｂ、９２ｃ、９２ｄのうち、矢印Ｘ方向に対向する一対
の側壁部９２ａ、９２ｂには、複数の切欠き部９３が設けられている。上記切欠き部９３
は、側壁部９２ａ、９２ｂの矢印Ｚ方向の離れた側の端部からカバー部９１に向かって凹
に切り欠かれている。これら複数の切欠き部９３は、前記第２パッキン８の載置部８３と
対応する位置に設けられており、矢印Ｙに沿って、互いに間隔をあけて複数（図示例では
３つ）設けられている。
【００４９】
　上記複数の側壁部９２ａ、９２ｂ、９２ｃ、９２ｄのうち、矢印Ｙ方向に対向する一対
の側壁部９２ｃ、９２ｄそれぞれには、メスハウジング５の係止部５０に係止する係止受
け部９４が設けられている。
【００５０】
　上記係止受け部９４には、一対のスリット９４ａと、一対のスリット９４ａ間に設けら
れた孔部９４ｂと、が設けられている。上記一対のスリット９４ａは、矢印Ｘに沿って互
いに間隔をあけて設けられている。また、各スリット９４ａは、側壁部９２ｃ、９２ｄの
矢印Ｚ方向のカバー部９１から離れた側の端部からカバー部９１に向かって直線状に切り
欠かれている。上記孔部９４ｂは、各側壁部９２ｃ、９２ｄを貫通した孔である。係止受
け部９４は、一対のスリット９４ａが形成されていることで、矢印Ｙ方向の互いに離れる
方向に弾性変形可能に形成されている。
【００５１】
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　上述したＣＣＤカメラユニット１は、以下のように、組み立てられる。まず、電線１０
の端末において、該電線１０の被覆部が皮剥ぎされて露出した状態の芯線を、メス端子７
の電線接続部７１の底板７３に載置して、芯線かしめ片７４を、底板７３に近づけるよう
にかしめて、電線１０にメス端子７を取り付ける。そして、メス端子７が取り付けられた
電線１０を挟持部８Ａの開口部８２の内側を通して、該電線１０をＬ字状に曲げるように
して、メス端子７及びメス端子７が取り付けられた電線１０を第２パッキン８の挟持部８
Ａ、８Ｂの載置部８３間に挟持する。こうして、メス端子７及びメス端子７が取り付けら
れた電線１０は、第２パッキン８に取り付けられる。そして、第２パッキン８が取り付け
られた電線１０及びメス端子７を、メスハウジング５のホルダ取付部５３側から通し孔５
４に通して、メスハウジング５に第２パッキン８を重ねた後、第２パッキン８の挟持部８
Ｂにリアホルダ９のカバー部９１を重ねるように近づける。すると、メスハウジング５の
係止部５０がリアホルダ９の係止受け部９４に係止する。この際、リアホルダ９の側壁部
９２ａ、９２ｂは、メスハウジング５の一対の張出部５２に当接している。このように、
リアホルダ９が、メスハウジング５に取り付けられることで、電線１０及びメス端子７は
、第２パッキン８を介して、メスハウジング５に取り付けられる。
【００５２】
　次に、回路基板４の配線パターン４ａにカメラレンズ素子を接続する。こうして、回路
基板４にカメラレンズ素子を搭載する。そして、カメラレンズ素子が搭載された回路基板
４を矢印Ｚ方向に動かして、該回路基板４の圧入部４２を接続コネクタ３の開口部３３に
圧入することで、該接続コネクタ３に回路基板４を取り付ける。
【００５３】
　次に、第２パッキン８を介して電線１０及びメス端子７が取り付けられたメスハウジン
グ５の第１パッキン取付部５８に第１パッキン６を取り付けた後、該メスハウジング５を
接続コネクタ３の複数の壁部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ間に近づける。すると、メ
スハウジング５の係合受け部５９に接続コネクタ３の係合部３５が係合する。この際、メ
スハウジング５の一対の張出部５２に、接続コネクタ３の壁部３２ａ、３２ｂが当接して
いる。また、この際、図６、図７に示すように、回路基板４が矢印Ｚに沿って一対のメス
端子７間に動かされる（侵入される）にしたがって、各端子部４３が、メスハウジング５
の基板収容部５６に侵入し、図８に示すように、矢印Ｙ方向の該端子部４３間には、リブ
５７が侵入されるとともに、一対のばね部材７２が、互いの間（矢印Ｘ方向）に各端子部
４３を挟み込む。こうして、一対のばね部材７２が各端子部４３に形成された配線パター
ン４ａに弾性的に接触することとなり、各一対のメス端子７と回路基板４とが電気的に接
続する。この際、図９、図１０に示すように、前記一対のばね部材７２は、各一対の当接
部５５間に挟まれている。また、この際、回路基板４は、メスハウジング５の一対の規制
部５７ｂ間（矢印Ｘ方向）に位置付けられている。最後に、電線１０及びメス端子７を取
り付けたメスハウジング５が取り付けられた接続コネクタ３の板部３１が、カメラケース
２の開口を覆うように近づけられて、接続コネクタ３の凸部３４を、カメラケース２の溝
部２２を侵入させて、カメラケース２と接続コネクタ３とを組み付ける。こうして、ＣＣ
Ｄカメラユニット１が組み立てられる。
【００５４】
　上述した実施形態によれば、回路基板４と、前記回路基板４に接続される少なくとも一
対の接続端子としてのメス端子７と、前記一対のメス端子７が取り付けられるハウジング
としてのメスハウジング５と、を有する電子部品としてのＣＣＤカメラユニット１であっ
て、前記回路基板４には、前記メスハウジング５に向かって凸に形成され、互いに間隔を
あけて設けられた、前記メス端子７に接続される複数の端子部４３が設けられ、前記一対
のメス端子７各々には、これら一対のメス端子７が互いに近づく方向と互いに離れる方向
との双方向（矢印Ｘ）に弾性変形自在に形成された、互いの間に前記端子部４３を挟むば
ね部材７２が設けられ、前記メスハウジング５には、前記一対のメス端子７それぞれが通
される通し孔５４間に設けられ、前記回路基板４が収容される基板収容部５６が設けられ
、前記基板収容部５６の底部５６ａから前記回路基板４に向かって凸に形成され、前記複
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数の端子部４３間に侵入する少なくとも１つのリブ５７が設けられているので、例えば、
前述した自動車が走行中に前記ＣＣＤカメラユニット１が振動した際においては、前記ば
ね部材７２が弾性変形して前記回路基板４に対して接触荷重をかけることで、前記回路基
板４と該回路基板４に接続されるメス端子７との安定した接触信頼性を維持することとな
り、さらに、前記リブ５７が設けられていることで、前記回路基板４が、前記ばね部材７
２が弾性変形する方向（矢印Ｘ）と、回路基板４が一対のメス端子７間に侵入する方向（
矢印Ｚ）と、の双方向に対して交差（直交）する方向（矢印Ｙ）に、移動することを規制
されることとなり、よって、前記メスハウジング５に取り付けられたメス端子７と回路基
板４とが位置ずれすることを規制されることとなり、よって、前記ＣＣＤカメラユニット
１が、前記ばね部材７２が弾性変形する方向（矢印Ｘ）または前記交差（直交）する方向
（矢印Ｙ）に振動した際においても、回路基板４と該回路基板４に接続されるメス端子７
との安定した接触信頼性を維持することとなり、回路基板４とメス端子７との接続状態を
良好に保ったＣＣＤカメラユニット１を提供することができる。
【００５５】
　また、前記一対のメス端子７各々に設けられたばね部材７２が、互いの間に前記端子部
４３（即ち、回路基板４）を挟んでいるので、これら一対のばね部材７２と回路基板４と
は重ねられることとなり、よって、回路基板４が一対のメス端子７間に侵入する方向（矢
印Ｚ）に、前記ＣＣＤカメラユニット１の低背化（即ち、小型化）を図ることができる。
【００５６】
　また、前記メスハウジング５には、前記一対のばね部材７２の前記互いに離れる方向（
矢印Ｘ方向）に設けられ、前記一対のばね部材７２を互いの間に挟む一対の当接部５５が
設けられているので、前記ばね部材７２が前記当接部５５に当接することで、前記ばね部
材７２が前記回路基板４から離れる方向（矢印Ｘ）に移動することを規制されることとな
り、よって、回路基板４とメス端子７との接続状態をより一層良好に保つことができる。
【００５７】
　また、前記リブ５７から前記回路基板４に向かって凸に形成され、前記回路基板４を互
いの間に位置付ける一対の規制部５７ｂが設けられているので、前記回路基板４が前記一
対の規制部５７ｂに当接することで、前記回路基板４が、前記ばね部材７２が弾性変形す
る方向（矢印Ｘ）に沿って移動することを規制されることとなり、よって、回路基板４と
当該回路基板４に接続されるメス端子７との安定した接触信頼性を維持することとなり、
よって、回路基板４とメス端子７との接続状態をより一層良好に保つことができる。
【００５８】
　なお、上述した実施形態によれば、接続コネクタ３の開口部８２に、回路基板４の圧入
部４２が圧入されることで、回路基板４が接続コネクタ３に取り付けられているが、本発
明はこれに限ったものではなく、回路基板４は、接続コネクタ３にインサート成形される
ことで取り付けられていてもよい。
【００５９】
　また、上述した実施形態によれば、接続端子としてのメス端子７は複数（対）設けられ
ているが、本発明はこれに限ったものではなく、メス端子７は少なくとも一対設けられて
いればよい。
【００６０】
　また、上述した実施形態によれば、リブ５７は複数設けられているが、本発明はこれに
限ったものではなく、リブ５７は少なくとも１つ設けられていればよい。
【００６１】
　また、前述した実施形態は、本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施
形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実
施することができる。
【符号の説明】
【００６２】
１　ＣＣＤカメラユニット（電子部品）
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４　回路基板
５　メスハウジング（ハウジング）
７　メス端子（接続端子）
４３　端子部
５４　通し孔
５５　当接部
５６　基板収容部
５６ａ　底部
５７　リブ
５７ｂ　規制部
７２　ばね部材
矢印Ｘ　互いに近づく方向と互いに離れる方向

【図１】 【図２】
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