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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】配線の取り回しがきれいにでき、配線や端子を
目立たないようにすることができ、さらには簡潔な構造
のコネクタを提供する。
【解決手段】基板３００が組み付けられたコネクタ本体
１００に、カバー２００を組み付ける。図の右奥に位置
する凹条に、凸条を開放された側から噛み合わせて、カ
バー２００をコネクタ本体１００に挿入していく。そし
て、カバー本体の開放されていない側の側面に台座及び
側壁が接触することで、それ以上は奥に挿入できなくな
るまで挿入する。そうすると、カバー２００が、基板３
００に備えられたピンに覆い被さる。しかし、カバー２
００の凸条の一端は開放されているので、ピンの表側に
接続される配線を、ここから外に出すことができる。一
方、カバー２００を、図の左手前に位置する凹条から挿
入すれば、開口部を逆にすることで、逆向きに配線を外
に出すことができる。
【選択図】図５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　端子を保持可能に構成されると共に、前記保持した端子を所定のコネクタが備える端子
に自身の裏側で電気的に連結可能な構成にされ、さらに、前記端子同士が連結した状態に
おいて外部に露出する部位に凹条を有するコネクタ本体と、
　開口部と、前記凹条と噛み合う形状の二つの凸条とを有し、前記凹条と前記凸条との噛
み合いによって前記コネクタ本体に装着されるカバーと、
　を備え、
　前記凹条は、長手方向の両端が開放された状態で設けられており、
　前記各凸条は、長手方向の少なくとも一端が前記開口部によって開放された状態で設け
られており、
　前記カバーは、前記二つの凸条の任意の一方が当該凸条の開放端から前記凹条の二つの
開放端のうち当該凸条に予め割り当てられた方に挿入されて前記凹条と噛み合うことで、
前記コネクタ本体に装着され、さらに、前記二つの凸条のどちらが前記凹条と噛み合った
状態でも、前記コネクタ本体に装着された状態においては、前記コネクタ本体の表側から
前記コネクタ本体に保持された前記端子に覆い被さる形状にされており、
　前記開口部は、前記端子を保持した前記コネクタ本体に前記カバーが装着された状態に
おいて、前記コネクタ本体と前記カバーとに挟まれた空間から外に、前記コネクタ本体に
保持された前記端子に接続された配線を通すことが可能な形状にされている
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　端子を保持可能に構成されると共に、前記保持した端子を所定のコネクタが備える端子
に自身の裏側で電気的に連結可能な構成にされ、さらに、前記端子同士が連結した状態に
おいて外部に露出する部位に二つの凹条を有するコネクタ本体と、
　開口部と、前記凹条と噛み合う形状の凸条とを有し、前記凹条と前記凸条との噛み合い
によって前記コネクタ本体に装着されるカバーと、
　を備え、
　前記各凹条は、長手方向の少なくとも一端が開放された状態で設けられており、
　前記凸条は、長手方向の少なくとも一端が前記開口部によって開放された状態で設けら
れており、
　前記カバーは、前記凸条が当該凸条の開放端から前記二つの凹条のうち任意の一方の開
放端に挿入され前記任意の凹条と噛み合うことで、前記コネクタ本体に装着され、さらに
、前記凸条が前記二つの凹条のどちらと噛み合った状態でも、前記コネクタ本体に装着さ
れた状態においては、前記コネクタ本体の表側から前記コネクタ本体に保持された前記端
子に覆い被さる形状にされており、
　前記開口部は、前記端子を保持した前記コネクタ本体に前記カバーが装着された状態に
おいて、前記コネクタ本体と前記カバーとに挟まれた空間から外に、前記コネクタ本体に
保持された前記端子に接続された配線を通すことが可能な形状にされている
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　端子を保持可能に構成されると共に、前記保持した端子を所定のコネクタが備える端子
に自身の裏側で電気的に連結可能な構成にされ、さらに、前記端子同士が連結した状態に
おいて外部に露出する部位に互いに平行な二つの凹条を有するコネクタ本体と、
　開口部と、前記凹条と噛み合う形状の互いに平行な二つの凸条とを有し、前記凹条と前
記凸条との噛み合いによって前記コネクタ本体に装着されるカバーと、
　を備え、
　前記各凹条は、長手方向の両端が開放された状態で設けられており、
　前記各凸条は、長手方向の少なくとも一端が前記開口部によって開放された状態で設け
られており、
　前記カバーは、前記二つの凸条の任意の一方が当該凸条の開放端から、前記二つの凹条
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のうち任意の一方に設けられた二つの開放端のうち当該凸条に予め割り当てられた開放端
に挿入され前記任意の凹条と噛み合うことで、前記コネクタ本体に装着され、
　前記各凸条同士の位置関係および前記各凹条同士の位置関係は、一組の前記凸条および
前記凹条が前記挿入によって噛み合うときは、もう一組の前記凸条および前記凹条も前記
挿入によって噛み合うようになっており、
　前記カバーは、前記二つの凸条のどちらが前記二つの凹条のどちらと噛み合った状態で
も、前記コネクタ本体に装着された状態においては、前記コネクタ本体の表側から前記コ
ネクタ本体に保持された前記端子に覆い被さる形状にされており、
　前記開口部は、前記端子を保持した前記コネクタ本体に前記カバーが装着された状態に
おいて、前記コネクタ本体と前記カバーとに挟まれた空間から外に、前記コネクタ本体に
保持された前記端子に接続された配線を通すことが可能な形状にされている
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　前記開口部によって開放された前記凸条の端とは反対側の端は、前記カバーが備える壁
により閉塞されており、
　前記コネクタ本体に対する前記カバーの挿入は、前記壁と前記コネクタ本体との接触に
よって制限される
　ことを特徴とする請求項１～請求項３の何れかに記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記凸条と前記凹条とを互いに読み替えて成る請求項１～請求項４の何れかに記載のコ
ネクタ。
【請求項６】
　前記カバーは、前記コネクタ本体に装着された状態で外側に露出する部位に突起を備え
、
　前記突起は、前記配線を線状体によって括り付けることが可能な形状である
　ことを特徴とする請求項１～請求項５の何れかに記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記端子が基板本体に貫通して固定されることで構成された基板を保持することによっ
て、前記端子を保持する構成にされた請求項１～請求項６の何れかに記載のコネクタであ
って、
　前記端子は、前記基板本体の平面方向について、外縁部よりも前記基板本体の内側に配
置されており、
　前記コネクタ本体は、
　前記表裏の方向へ貫通し、前記基板本体に固定された端子を前記表側から前記裏側へと
差し込むことが可能なように構成された貫通穴と、
　前記端子が前記貫通穴に所定深さ挿入されると、前記基板本体の前記外縁部と接触する
ことで、前記表側から前記裏側への向きへ前記コネクタ本体に対して前記基板が移動する
ことを制限する台座と、
　を備え、
　前記カバーは、前記コネクタ本体に装着された状態において、前記台座との間に、前記
表裏の方向に、前記基板本体の厚さよりも厚い隙間を形成する押え部を備え、
　当該コネクタは、前記凹条と前記凸条とが噛み合ったときに、前記コネクタ本体に保持
された基板が前記コネクタ本体に対して前記裏側から前記表側への向きに移動すると、前
記外縁部と前記押え部とが接触することで、前記裏側から前記表側への向きへ前記コネク
タ本体に対しての前記基板の移動が制限される構成にされている
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項８】
　請求項７に記載のコネクタを備える車両用防犯装置であって、
　前記コネクタは、前記基板を備え、
　当該基板は、当該端子が前記貫通穴に差し込まれると共に、当該基板本体が前記台座に
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接触している状態で前記コネクタ本体に保持されており、
　前記基板が備える端子は、前記配線を通じて、当該車両用防犯装置の本体と電気的に連
結されている
　ことを特徴とする車両用防犯装置。
【請求項９】
　端子を保持可能に構成されると共に、前記保持した端子を前記所定のコネクタが備える
端子に自身の裏側で電気的に連結可能な構成にされ、さらに、前記端子同士が連結した状
態において外部に露出する部位に第一噛み合い部を有するコネクタ本体と、
　開口部と、前記第一噛み合い部と噛み合うことが可能な第二噛み合い部とを有し、前記
第一噛み合い部と前記第二噛み合い部との噛み合いによって、前記コネクタ本体に装着さ
れるカバーと、
　を備え、
　前記第一噛み合い部は、前記コネクタ本体の表裏方向に平行な所定の直線を軸として回
転対称性を有しており、当該回転対称性によって、前記コネクタ本体に対する前記開口部
の向きを切り替えて、前記カバーを前記コネクタ本体に、前記第一噛み合い部と前記第二
噛み合い部との噛み合いによって装着可能な構成にされ、
　前記カバーは、前記端子を保持した前記コネクタ本体に装着された状態においては、前
記開口部が何れの向きでも、前記コネクタ本体の表側から前記端子に覆い被さる形状にさ
れており、
　前記開口部は、前記カバーが前記コネクタ本体に装着された状態において、前記コネク
タ本体と前記カバーとに挟まれた空間から外に、前記コネクタ本体に保持された前記端子
に接続された配線を通すことが可能な形状にされている
　ことを特徴とするコネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、コネクタ、及び当該コネクタを備えた車両用防犯装置に関する。コネクタに
ついては、特にその形状に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両には、用途に合わせて様々なコネクタが用いられる。例えば、運転席付近に設けら
れた、車内ＬＡＮに繋がるメス型コネクタ（備え付けコネクタ）に接続するための、診断
機器に繋がるオス型のコネクタ（外部コネクタ）がある。診断機器は、車内ＬＡＮに接続
されると、車内ＬＡＮを構成する電子制御装置（ＥＣＵ）から故障診断に必要な情報を収
集し、車載装置の診断を行う。
【０００３】
　この他、多数の複雑な形状の部品を組み立てることで、自身の横から配線を引き出せる
ように構成されたコネクタが知られている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特表２０００－５０９１９４号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、本考案者らは、先述した運転席付近の備え付けコネクタに装着されることで
機能する車両用防犯装置の開発を行っている。備え付けコネクタに外部コネクタを介して
車両用防犯装置を接続すれば、車両情報を車内ＬＡＮから収集できるので、車両用防犯装
置を後付けで簡単に導入できる。
【０００５】
　しかし、このような用途に先述した備え付けコネクタを用いると、次のような課題が生
じていた。その課題を列挙すると、配線の取り回しが綺麗にできない、配線や端子が目立
つ、というものである。
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【０００６】
　まず、配線の取り回しが綺麗にできないことについて説明する。従来の外部コネクタは
、備え付けコネクタに一時的に取り付けられる用途を念頭に設計されているので、構成が
簡潔なものばかりである。具体的には、外部コネクタは、ピンと配線とが単に接続され、
コネクタからまっすぐ配線が延びたものばかりである。コネクタからまっすぐ延びる配線
は、運転席の端に沿って綺麗に這わせることが難しい。
【０００７】
　配線の取り回しが綺麗にできないと、ペダルが設けられた運転席の下方付近に配線が飛
び出てしまう。そうすると、この配線がペダルや運転者の足に引っ掛かってしまうことが
あり、ペダル操作に支障がでたり、断線してしまったりするので、深刻な事態を引き起こ
すことがある。
【０００８】
　次に、配線や端子が目立つことについて説明する。配線を外に引き出すためには、端子
と外とを繋ぐ空間が必要である。まっすぐ配線が引き出されていると、端子、あるいは端
子を備える基板が、その空間を通じて外から見えてしまう。そうすると、コネクタの位置
が直ぐに分かるので、犯人に断線されてしまい、車両用防犯装置が無能力化されてしまう
、という事態が簡単に起こり得る。
【０００９】
　一方、特許文献１のコネクタを用いると、配線の取り回しが綺麗にできない、端子や端
子を備える基板が外から見えてしまう、という課題は、ある程度解決することができる。
なぜなら、このコネクタは、横から配線を引き出せるように構成されているからである。
コネクタの横から配線を引き出せるようになっていれば、運転席の端に沿って綺麗に這わ
せることができ、さらに端子を隠すようにしてコネクタ内部に配置することができるから
である。
【００１０】
　しかし、特許文献１のコネクタは、先述したように、多数の複雑な形状の部品を組み立
てる必要があるので、サイズが大きくなることでコネクタ自体が目立ってしまい、結局は
犯人に見つかりやすい。また、配線が綺麗に取り回せたとしても、コネクタ自体が大きい
ので邪魔になる。さらには、このように複雑な構造では、コストが高くなるのは避けられ
ない。
【００１１】
　また、車両の種類毎に、備え付けコネクタの周囲の形状が異なることがある。そうする
と、備え付けコネクタから横方向に配線を取り出した構造を採用したことが裏目に出て、
その取り出し方向の障害物によって、コネクタを備え付けコネクタに取り付けられないこ
とがある。
【００１２】
　本考案は、先述した課題に鑑み、配線の取り回しがきれいにでき、配線や端子を目立た
ないようにすることができ、さらには簡潔な構造のコネクタの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　先述した課題を解決するためになされた請求項１に記載のコネクタは、コネクタ本体と
カバーとを備える。コネクタ本体は、端子を保持可能に構成されると共に、保持した端子
を所定のコネクタが備える端子に自身の裏側で電気的に連結可能な構成にされる。さらに
、コネクタ本体は、端子同士が連結した状態において外部に露出する部位に凹条を有する
。
【００１４】
　カバーは、開口部と、凹条と噛み合う形状の二つの凸条とを有し、凹条と凸条との噛み
合いによってコネクタ本体に装着される。
【００１５】
　また、凹条は、長手方向の両端が開放された状態で設けられている。一方、各凸条は、
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長手方向の少なくとも一端が開口部によって開放された状態で設けられている。
【００１６】
　そして、カバーは、二つの凸条の任意の一方が当該凸条の開放端から凹条の二つの開放
端のうち当該凸条に予め割り当てられた方に挿入されて凹条と噛み合うことで、コネクタ
本体に装着される。さらに、カバーは、二つの凸条のどちらが凹条と噛み合った状態でも
、コネクタ本体に装着された状態においては、コネクタ本体の表側からコネクタ本体に保
持された端子に覆い被さる形状にされている。
【００１７】
　また、開口部は、端子を保持したコネクタ本体にカバーが装着された状態において、コ
ネクタ本体とカバーとに挟まれた空間から外に、コネクタ本体に保持された端子に接続さ
れた配線を通すことが可能な形状にされている。
【００１８】
　請求項１に記載のコネクタによれば、配線の取り回しがきれいにでき、配線や端子を目
立たないようにすることができ、簡潔な構造で作ることができる。配線の取り回しがきれ
いにできる理由は、開口部から配線を取り出すことができ、しかもこの開口部は、二通り
の配置ができるからである。つまり、カバーをコネクタ本体に装着したときの開口部の位
置を、配線を綺麗に這わせることができるように配置させれば、無理に曲げる必要が無く
なる。
【００１９】
　また、配線や端子を目立たないようにすることができる理由は、配線を綺麗に這わせる
ことができるから、さらには、端子をカバーによって覆い隠すことができるからである。
また、凸条と凹条とを噛み合わせるだけであるので、簡潔な構造で作ることができ、省サ
イズ・省コストを実現できる。
【００２０】
　一方、請求項２に記載のコネクタも、先述した課題を解決するためになされた考案であ
り、コネクタ本体とカバーとを備える。コネクタ本体は、端子を保持可能に構成されると
共に、保持した端子を所定のコネクタが備える端子に自身の裏側で電気的に連結可能な構
成にされる。さらに、コネクタ本体は、端子同士が連結した状態において外部に露出する
部位に二つの凹条を有する。
【００２１】
　カバーは、開口部と、凹条と噛み合う形状の凸条とを有し、凹条と凸条との噛み合いに
よってコネクタ本体に装着される。
【００２２】
　また、各凹条は、長手方向の少なくとも一端が開放された状態で設けられている。一方
、凸条は、長手方向の少なくとも一端が開口部によって開放された状態で設けられている
。
【００２３】
　そして、カバーは、凸条が当該凸条の開放端から二つの凹条のうち任意の一方の開放端
に挿入され任意の凹条と噛み合うことで、コネクタ本体に装着される。さらに、カバーは
、凸条が二つの凹条のどちらと噛み合った状態でも、コネクタ本体に装着された状態にお
いては、コネクタ本体の表側からコネクタ本体に保持された端子に覆い被さる形状にされ
ている。
【００２４】
　また、開口部は、端子を保持したコネクタ本体にカバーが装着された状態において、コ
ネクタ本体とカバーとに挟まれた空間から外に、コネクタ本体に保持された端子に接続さ
れた配線を通すことが可能な形状にされている。
【００２５】
　請求項２に記載のコネクタが奏する効果は、請求項１記載のコネクタと同じである。
【００２６】
　一方、請求項３に記載のコネクタも、先述した課題を解決するためになされた考案であ
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り、コネクタ本体とカバーとを備える。コネクタ本体は、端子を保持可能に構成されると
共に、保持した端子を所定のコネクタが備える端子に自身の裏側で電気的に連結可能な構
成にされる。さらに、コネクタ本体は、端子同士が連結した状態において外部に露出する
部位に互いに平行な二つの凹条を有する。
【００２７】
　カバーは、開口部と、凹条と噛み合う形状の互いに平行な二つの凸条とを有し、凹条と
凸条との噛み合いによってコネクタ本体に装着される。
【００２８】
　また、各凹条は、長手方向の両端が開放された状態で設けられている。一方、各凸条は
、長手方向の少なくとも一端が開口部によって開放された状態で設けられている。
【００２９】
　そして、カバーは、二つの凸条の任意の一方が当該凸条の開放端から、二つの凹条のう
ち任意の一方に設けられた二つの開放端のうち当該凸条に予め割り当てられた開放端に挿
入され任意の凹条と噛み合うことで、コネクタ本体に装着される。
【００３０】
　また、各凸条同士の位置関係および各凹条同士の位置関係は、一組の凸条および凹条が
挿入によって噛み合うときは、もう一組の凸条および凹条も挿入によって噛み合うように
なっている。
【００３１】
　そして、カバーは、二つの凸条のどちらが二つの凹条のどちらと噛み合った状態でも、
コネクタ本体に装着された状態においては、コネクタ本体の表側からコネクタ本体に保持
された端子に覆い被さる形状にされている。
【００３２】
　また、開口部は、端子を保持したコネクタ本体にカバーが装着された状態において、コ
ネクタ本体とカバーとに挟まれた空間から外に、コネクタ本体に保持された端子に接続さ
れた配線を通すことが可能な形状にされている。
【００３３】
　請求項３に記載のコネクタが奏する効果は、請求項１・請求項２記載のコネクタとほぼ
同じである。ただし、違いがある。本請求項に係る考案の請求項１・請求項２に係る考案
に対する有利な点は、二組の凸条と凹条とが噛み合うので、安定してカバーがコネクタ本
体に装着されることである。
【００３４】
　一方、請求項１・請求項２に係る考案の本請求項に対する有利な点は、凸条・凹条の二
つある方について、互いに平行に設計する必要はないので、設計の自由度が増すことであ
る。
【００３５】
　請求項１～請求項３の何れかに記載のコネクタ請求項４に記載のように構成されるとよ
い。請求項４に記載のコネクタが備えるカバーは、開口部によって開放された凸条の端と
は反対側の端は、カバーが備える壁により閉塞されている。そして、コネクタ本体に対す
るカバーの挿入は、壁とコネクタ本体との接触によって制限される。
【００３６】
　請求項４に記載のコネクタによれば、カバーをコネクタ本体に対して装着させやすい。
なぜなら、ユーザがカバーをコネクタ本体に装着するときに、壁とコネクタ本体とが接触
して挿入できなくなるまで押しつければよいからである。さらに、端子をより目立たなく
することができる。なぜなら、壁によって端子を隠すことができるからである。
【００３７】
　請求項１～請求項４の何れかに記載のコネクタは、請求項５に記載のように、凸条と凹
条とを互いに読み替えた構成にされても良い。このようにしても、引用する請求項に係る
考案と同じ効果を奏することができる。
【００３８】
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　請求項１～請求項５の何れかに記載のコネクタは、請求項６に記載のように構成される
とよい。請求項６に記載のコネクタが備えるカバーは、コネクタ本体に装着された状態で
外側に露出する部位に突起を備える。そして、突起は、配線を線状体によって括り付ける
ことが可能な形状である。
【００３９】
　ここで言う「線状体」とは線状の（つまり、細長い、線の形をしている）物体である。
糸・紐・結束バンド・針金など、括り付けることができるものであれば何でも良い。
【００４０】
　請求項６に記載のコネクタによれば、カバーから外に出た配線を突起にくくり付けるこ
とができる。
【００４１】
　請求項１～請求項６の何れかに記載のコネクタは、請求項７に記載のように構成される
とよい。請求項７に記載のコネクタは、端子が基板本体に貫通して固定されることで構成
された基板を保持することによって、端子を保持する構成にされている。そして、端子は
、基板本体の平面方向について、外縁部よりも基板本体の内側に配置されている。
【００４２】
　また、コネクタ本体は、貫通穴と、台座とを備える。貫通穴は、表裏の方向へ貫通し、
基板本体に固定された端子を表側から裏側へと差し込むことが可能なように構成されてい
る。また、台座は、端子が貫通穴に所定深さ挿入されると、基板本体の外縁部と接触する
ことで、表側から裏側への向きへコネクタ本体に対して基板が移動することを制限する。
【００４３】
　そして、カバーは、コネクタ本体に装着された状態において、台座との間に表裏の方向
に、基板本体の厚さよりも厚い隙間を形成する押え部を備える。
【００４４】
　この押え部によって、コネクタは、凹条と凸条とが噛み合ったときに、コネクタ本体に
保持された基板がコネクタ本体に対して裏側から表側への向きに移動すると、外縁部と押
え部とが接触することで、裏側から表側への向きへコネクタ本体に対しての基板の移動が
制限される構成にされている。
【００４５】
　請求項７に記載のコネクタによれば、基板を安定して保持することができる。なぜなら
、押え部が基板の外縁部を押さえることになるので、コネクタ本体から基板が抜けてしま
うことを防ぐことができる。従って、接着剤などで基板をコネクタ本体に固定する必要が
無くなる。
【００４６】
　請求項８に記載の車両用防犯装置は、請求項７に記載のコネクタを備えるものである。
このコネクタは、基板を備える。そして、この基板は、当該端子が貫通穴に差し込まれる
と共に、当該基板本体が台座に接触している状態で、コネクタ本体に保持されている。さ
らに、基板が備える端子は、配線を通じて当該車両用防犯装置の本体と電気的に連結され
ている。
【００４７】
　請求項８に記載の車両用防犯装置によれば、防犯効果を上げることができる。なぜなら
、配線およびコネクタが目立たないことで、配線が切られにくいからである。
【００４８】
　一方、請求項９に記載のコネクタも、先述した課題を解決するためになされた考案であ
り、コネクタ本体とカバーとを備える。コネクタ本体は、端子を保持可能に構成されると
共に、保持した端子を所定のコネクタが備える端子に自身の裏側で電気的に連結可能な構
成にされる。さらに、コネクタ本体は、端子同士が連結した状態において外部に露出する
部位に第一噛み合い部を有する。
【００４９】
　カバーは、開口部と、第一噛み合い部と噛み合うことが可能な第二噛み合い部とを有し
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、第一噛み合い部と第二噛み合い部との噛み合いによって、コネクタ本体に装着される。
【００５０】
　第一噛み合い部は、コネクタ本体の表裏方向に平行な所定の直線を軸として回転対称性
を有しており、当該回転対称性によって、コネクタ本体に対する開口部の向きを切り替え
て、カバーをコネクタ本体に、第一噛み合い部と第二噛み合い部との噛み合いによって装
着可能な構成にされる。
【００５１】
　そして、カバーは、端子を保持したコネクタ本体に装着された状態においては、開口部
が何れの向きでも、コネクタ本体の表側から端子に覆い被さる形状にされている。
【００５２】
　また、開口部は、カバーがコネクタ本体に装着された状態において、コネクタ本体とカ
バーとに挟まれた空間から外に、コネクタ本体に保持された状態の端子に接続された配線
を通すことが可能な形状にされている。
【００５３】
　請求項９に記載のコネクタによれば、請求項３に係る考案と同じ効果を奏することがで
きる。さらに、回転対称性を有するので、簡潔に設計できる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、図面と共に説明する。図１は、本考案が適用されたコネクタ１の斜視図である。
図に示すように、コネクタ１は、コネクタ本体１００とカバー２００とから構成される。
コネクタ本体１は、配線５５０を介して、車両用防犯装置５００と連結している。車両用
防犯装置５００及び配線５５０は、既存のものなので後で簡単に述べる。ここからは、コ
ネクタ本体１を説明する。
【００５５】
　コネクタ本体１００とカバー２００とは、脱着が自由に構成されている（詳細後述）。
また、コネクタ本体１００とカバー２００との間には、基板３００が装着されている。ま
ず、基板３００を以下に説明する。なお、基板３００は既存のものなので簡単に説明する
。
【００５６】
　図２（ａ）は基板３００の斜視図、図２（ｂ）～（ｅ）は基板３００を第三角法で表し
た図である。図２（ｂ）は正面図、図２（ｃ）は右側面図、図２（ｄ）は下面図、図２（
ｅ）は背面図である。本実施例においては、基板３００について、正面図（図２（ｂ））
によって見える方を表側、背面図（図２（ｄ））によって見える方を裏側と定義する。さ
らに、図２（ｂ）に示すように、紙面の向きと同じように上下左右の向きを定義する。
【００５７】
　図２（ａ）（ｃ）（ｄ）に示すように、基板３００は、表裏方向に平べったい直方体の
基板本体３１０に、十六本の金属性のピン３２０が表裏方向に貫通した状態で固定される
ことで構成される。また、図２（ａ）に示すように、基板本体３１０は、正面から見ると
長方形であり、左右方向に長辺、上下方向に短辺が延びる。
【００５８】
　ピン３２０は、左右方向に延びる二列に平行に八本ずつが配列されている。そして、ピ
ン３２０は、基板本体３１０の表側に短く突き出ており、裏側で長く突き出ている。ピン
３２０は、基板本体３１０に対して、表側で半田付けによって固定される。ピン３２０は
、このようにして端子として機能し、基板本体３１０上には、ピン３２０に対し、図２（
ｂ）（ｅ）に示すように、表側・裏側それぞれに所望の配線が形成される。
【００５９】
　また、図２（ａ）に示したハッチングの部位は、基板本体３１０の外縁部３３０である
。この外縁部３３０は、基板本体３１０の表側から、先述したように配列されたピン３２
０を取り囲む四角形を除いた形状である。ここでは、外縁部３３０を取り除いたと仮定し
たときの短辺の長さの半分をｔ３’’とする。ｔ３’’は、後の説明で用いる。
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【００６０】
　図３は、コネクタ本体１００を第三角法で表した図である。図３（ａ）は正面図、図３
（ｂ）は左側面図、図３（ｃ）は下面図、図３（ｄ）は上面図、図３（ｅ）は背面図、図
３（ｆ）は図３（ａ）におけるＦ－Ｆ断面図である。
【００６１】
　図３（ａ）～（ｅ）に示すように、コネクタ本体１００は、土台１１０と、オスカプラ
部１２０と、一対のスペーサ１３０と、十六個の貫通穴１４０と、一対の台座１５０と、
一対の側壁１６０と、一対の凹条１７０とから構成される。また、コネクタ本体１００は
、樹脂成形で作られる。
【００６２】
　なお、本実施例においては、コネクタ本体１００について、正面図（図３（ａ））によ
って見える方を表側、背面図（図３（ｅ））によって見える方を裏側と定義し、さらに、
図３（ａ）に示すように、紙面の向きと同じように上下左右の向きを定義する。
【００６３】
　また、図３（ａ）（ｂ）に示すように、コネクタ本体１００は、オスカプラ部１２０を
除けば、上下方向に対称な形状に構成されている。そこで、上下の対称の中心である上下
対称線Ａを定義する。さらに、図３（ａ）（ｃ）（ｄ）に示すように、コネクタ本体１０
０は、左右方向に対称な形状に構成されている。そこで、左右の対称の中心である左右対
称線Ｂを定義する。
【００６４】
　土台１１０は、コネクタ本体１００の表裏の境目となる。また、図３（ｂ）～（ｅ）に
示すように、オスカプラ部１２０は、土台１１０の裏側に接続されたもので、オス型のコ
ネクタとして、既存のメス型コネクタと接続可能に、規格に適合する形状に構成されてい
る。
【００６５】
　スペーサ１３０は、図３（ｂ）（ｃ）（ｄ）に示すように、土台１１０の表側に接続さ
れ、表裏方向のスペースを稼ぐ。さらに、スペーサ１３０は、図３（ａ）に示すように、
上下方向および左右方向において、土台１１０よりも小さく構成されている。また、図３
（ｆ）（オスカプラ部１２０及び下半分の図示は省略）に示すように、スペーサ１３０（
ハッチングの部位）は、引け巣を防ぐために、上下対称線Ａ付近でくり貫かれたような形
状をしているので、その付近では土台１１０が表側に露出している。
【００６６】
　貫通穴１４０は、土台１１０とスペーサ１３０とを表裏方向に貫通する穴である。そし
て、貫通穴１４０は、基板３００が備えるピン３２０の長手方向の直交方向の断面よりも
、やや大きい形状に構成されている。さらに、貫通穴１４０は、八個ずつが二列に平行に
配列されることで、ピン３２０の十六本の配置と同じように配置される。つまり、十六本
のピン３２０それぞれを、対応する位置の貫通穴１４０に同時に挿入することが可能に、
十六個の貫通穴１４０は構成されている。
【００６７】
　台座１５０は、図３（ｂ）に示すように、スペーサ１３０に接続される。接続されるス
ペーサ１３０の部位は、土台１１０と接続された面と反対側の面、つまり、表側の面であ
る。そして、台座１５０のそれぞれは、図３（ａ）に示すように、貫通穴１４０による二
列それぞれに沿って延びるように配置されている。このとき、貫通穴１４０を塞いでしま
わないように、上下対称線Ａより遠い位置において、各貫通穴１４０に沿って配置される
。さらに、各台座１５０は、図３（ｂ）に示すように、スペーサ１３０に対して、上下対
称線Ａに対して遠ざかる向きに飛び出している。
【００６８】
　各側壁１６０は、各台座１５０に接続され、台座１５０に対して表向きに延びるように
構成されている。そして、側壁１６０同士の間にできる隙間は、基板本体３１０の幅より
もわずかに長く設計されている。なお、基板本体３１０の幅とは、ピン３２０が作る二列
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の配列方向それぞれと直交する方向の長さである（図２（ｅ）参照）。
【００６９】
　なお、台座１５０と側壁１６０との境界は、図３（ｂ）に描かれた破線に示されるよう
に、側壁１６０の所定の面を含む平面である。この所定の面とは、上下対称線Ａと平行な
面であると共に、上下対称線Ａに近い方の面である。この破線は実際には存在しないけれ
ど、説明のために仮想線として図示する。
【００７０】
　凹条１７０は、土台１１０とスペーサ１３０と台座１５０と側壁１６０とから構成され
るものである。つまり、図３（ｆ）において、スペーサ１３０が土台１１０、並びに、台
座１５０及び側壁１６０に対して凹んでいる形状のことを指している。そして、凹条１７
０は、図３（ｂ）に示すように、左右の両端で開放されているので、凹条１７０と噛み合
うことができる形状のものを、凹条１７０の開放端の左右のどちらからでも挿入できる。
なお、図３（ａ）に示すように、凹条１７０について、右上の開放端を端δ、左下の開放
端を端δ’、右下の開放端をω、左上の開放端を端ω’と呼ぶ。
【００７１】
　また、図３各図に示すように、コネクタ本体１００は、オスカプラ部１２０を除けば、
上下対称線Ａと左右対称線Ｂとの交点を通る表裏方向の直線に対して、点対称の形状にな
っている。この形状によって、コネクタ本体１００は、カバー２００を二方向から組み付
け可能（詳細後述）な形状を、簡潔な設計で実現している。
【００７２】
　以上に説明した構成によれば、コネクタ本体１００と基板３００とを、互いに組み付け
ることができる。具体的には、基板３００が備えるピン３２０のそれぞれを対応する位置
の貫通穴１４０に挿入し、基板本体３１０の裏側が台座１５０に接触するまで基板３００
をコネクタ本体１００に押し込む。この状態では、基板本体３１０が各側壁１６０に挟み
込まれることもあり、上下方向、左右方向および裏向きへの、コネクタ本体１００に対す
る基板３００の移動が拘束される。
【００７３】
　次に、カバー２００を説明する。図４（ａ）～（ｅ）はカバー２００を第三角法で表し
た図である。図４（ａ）は正面図、図４（ｂ）は右側面図、図４（ｃ）は上面図、図４（
ｄ）は左側面図、図４（ｅ）は背面図である。なお、本実施例においては、カバー２００
について、正面図（図４（ａ））によって見える方を表側、背面図（図４（ｅ））によっ
て見える方を裏側と定義し、さらに、図４（ａ）に示すように、紙面の向きと同じように
上下左右の向きを定義する。
【００７４】
　カバー２００は、カバー本体２１０と突起２２０とから構成される。また、カバー２０
０は、樹脂成形で作られる。
【００７５】
　図４各図に示すように、カバー本体２１０のシルエットは直方体である。そして、その
直方体の内部がくり貫かれたような形状が、カバー本体２１０である。また、図４（ｃ）
以外の図４各図に示すように、カバー２００は、上下に対称な形状をしているので、上下
対称線Ｃを定義する。
【００７６】
　そのくり貫き形状は、図４（ｄ）に示すように、上下及び左右に垂直な断面について、
「十」の字の様な形状をしており、左側面で外側に開放されている。また、図４（ｅ）に
示すように、くり貫き形状は、裏側でもカバー本体２１０の外側に開放されている。なお
、左側面に向けて開放された部位（図４（ｄ）参照）を開口部と呼ぶ。その一方で、図４
（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、その他の面は開放されていない。なお、カバー２００
の右側で、くり貫き形状が開放されないように塞いでいるカバー本体２１０の一部を、壁
２１６と呼ぶ。
【００７７】
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　また、カバー本体２１０は、凸条２１２と押え部２１４とをそれぞれ二つずつ備える。
凸条２１２及び押え部２１４は、そのくり貫き形状によってカバー本体２１０に残った部
位によって構成されるものである。
【００７８】
　凸条２１２は、カバー本体２１０の背面の一部を構成するものである。一部とは、壁２
１６を除くことを指している。そして、凸条２１２は、上下対称線Ｃに向けて曲げられて
いる鉤のような形状をしている。そして、凸条２１２は、コネクタ本体１００が備える凹
条１７０と噛み合わせることが可能に、その上下方向の幅が、凹条１７０の表裏方向の幅
よりも薄く設計されている。
【００７９】
　また、図４（ｅ）に示すように、上（紙面では下）の凸条２１２の開放端を端Δ、下（
紙面では上）の凸条２１２の開放端を端Ωと呼ぶ。
【００８０】
　一方、各押え部２１４は、各凸条２１２よりも表側に位置する長方形状の出っ張りであ
る。その形状は、次の三つの不等式を満たすように構成されている。一つ目は、上下方向
について同じ側にある凸条２１２との間できる表裏方向の隙間ｔ１が、コネクタ本体１０
０が備える側壁１６０の表裏方向の厚さｔ１’（図３（ｂ）参照））よりもやや長いこと
である（ｔ１’＜ｔ１…［１］）。
【００８１】
　二つ目は、押え部２１４における最も出っ張った部分から上下対称線Ｃまでの距離ｔ２
が、上下対称線Ａから側壁１６０の遠い面までの距離ｔ２’（図３（ｂ）参照）よりも長
いことである（ｔ２＜ｔ２’…［２］）。三つ目は、押え部２１４における最も引っ込ん
だ部分の上下対称線Ｃからの距離ｔ３が、上下対称線Ａから側壁１６０の近い面までの距
離ｔ３’（図３（ｂ）参照）よりも短く、かつ、ｔ３’’（図２（ｂ）参照）よりも長い
ことである（ｔ３’’＜ｔ３＜ｔ３’…［３］）。
【００８２】
　［１］及び［２］並びに［３］の左の不等式（ｔ３’’＜ｔ３）が満たされるべき理由
は、カバー２００をコネクタ本体１００に挿入可能にするためである。［３］の左の不等
式について簡単に説明すると、これが満たされないと、押え部２１４がピン３２０の接触
してしまうことで、挿入ができなくなる。
【００８３】
　一方、［３］の右の不等式（ｔ３＜ｔ３’）は、挿入に必要な条件ではない。しかし、
この不等式を満たすことで次の効果を奏する。カバー２００をコネクタ本体１００に挿入
した状態において、押え部２１４が基板本体３１０の外縁部３３０の真表に位置するので
、ピン３２０が貫通穴１４０から抜けるようにして基板３００が移動しても、押え部２１
４と外縁部３３０が接触することで、移動が止まる。従って、基板３００を更に安定的に
コネクタ本体１００に保持することが可能になる。従って、接着剤などで、コネクタ本体
１００と基板３００とを固定する必要が無くなる。
【００８４】
　また、突起２２０は、カバー本体２１０の左側面から左向きに突き出るように設けられ
た直方体である。そして、開口部を塞がないように正面に沿って、また、上下方向の中央
付近に設けられている。
【００８５】
　図５（ａ）は、基板３００が組み付けられたコネクタ本体１００に、カバー２００を組
み付ける様子を表した図である。図５（ａ）に示すように、図の右奥に位置する凹条１７
０に、開口部から噛み合わせて、カバー２００をコネクタ本体１００に挿入していく。つ
まり、この場合は、凸条２１２の端Δを凹条１７０の端δに、凸条２１２の端Ωを凹条１
７０の端ωに挿入している。
【００８６】
　そして、壁２１６に台座１５０及び側壁１６０が接触することで、それ以上は奥に挿入
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できなくなるまで挿入する。このとき、挿入した向きと逆向きにはカバー２００は自由に
動くけれど、この状態を装着と呼ぶ。
【００８７】
　そうすると、図５（ｂ）に示すように、カバー２００が、基板３００に備えられたピン
３２０に覆い被さる。しかし、カバー２００の凸条２１２の一端は開口部によって開放さ
れているので、ピン３２０の表側に接続される配線を、開口部から外に出すことができる
。なお、図５（ｂ）は図５（ａ）に対して、表裏・左右をそれぞれ反転させて見た図であ
る。
【００８８】
　また、図５（ｃ）に示すように、カバー２００を、図５（ａ）で示した例とは逆に、図
の左手前に位置する凹条から挿入することで、開口部を逆にすることができるので、逆向
きに配線を外に出すことができる。この場合は、凸条２１２の端Δを凹条１７０の端δ’
に、凸条２１２の端Ωを凹条１７０の端ω’に挿入している。
【００８９】
　以上に説明したように、コネクタ１によれば、基板３００を隠すことによってコネクタ
１自身を目立たなくすることができる。特に、コネクタ本体１００とカバー２００とを周
囲の色と同じ色にしておけば、より目立たなくなる。
【００９０】
　さらに、配線をすっきり取り回すことができる。従来のように基板本体３１０に対して
垂直に延びてくる配線は、無理に曲げる必要があったり、無理に曲げた結果として膨らん
だ配線にユーザの手などが引っ掛かり断線したりすることもあった。
【００９１】
　それに対してコネクタ１によれば、基板本体３１０に対して、平行に配線を伸ばすこと
ができるので、先述した従来技術の問題点は解消される。また、外に出した配線を、突起
２２０に結束バンドなどで固定できる。このようにすることで、配線が無理に引っ張られ
たとしても断線を防ぐことができる。
【００９２】
　また、コネクタ本体１００・カバー２００共に、簡潔な構造になっている。従って、樹
脂成形などで簡単に作ることができる。また、サイズも必要最小限に抑えることができ、
運転席付近に配置するものとして適している。
［変形例１］
　図６は、コネクタ２の斜視図である。コネクタ２は、コネクタ本体１００と、カバー４
００と、基板３００とから構成される。コネクタ本体１００と基板３００とについては、
コネクタ１が備えるものと同じであるので、ここでは説明を省略する。
【００９３】
　そこで、カバー４００について説明する。図６に示すように、カバー４００のカバー２
００に対する違いは、通し穴４１０と、キャップＡ４１５と、キャップＢ４２０とを新た
に備えることである。
【００９４】
　図７（ａ）～（ｅ）はカバー２００を第三角法で表した図である。図７（ａ）は正面図
、図７（ｂ）は右側面図、図７（ｃ）は上面図、図７（ｄ）は左側面図、図７（ｅ）は背
面図である。また、正面図によって見える方を表側、背面図によって見える方を裏側とす
る。
【００９５】
　通し穴４１０は、図７（ｃ）（ｄ）（ｅ）に示すように、カバー４００の上面および下
面、並びに、内部のくり貫き形状を貫通する穴である。図７（ｃ）に示すように、貫通す
る方向から見た形状は、長方形である。また、図７（ｄ）に示すように、通し穴４１０の
表裏方向の長さは、押え部４１４の表裏方向の長さとほぼ同じである。そして、通し穴４
１０の表裏方向の位置は、押え部４１４の表裏方向の位置に対して、裏側にわずかにずれ
た位置である。なお、押え部４１４は、通し穴４１０に付いて以外は、押え部２１４と同
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じものである。
【００９６】
　また、キャップＡ４１５は、通し穴４１０に嵌め込むことが可能に構成されている（図
６参照）。具体的には、キャップＡ４１５は、ゴムを素材とし、直方体に形作られている
。そして、嵌め込む方向と直交する方向から見た形状が、通し穴４１０の貫通方向の形状
に対して相似であると共にわずかに大きく作られている。キャップＡ４１５によれば、上
面または下面から配線を外に出すために設けられた通し穴４１０を、必要に応じて塞ぐこ
とができる。
【００９７】
　一方、キャップＢ４２０は、カバー４００の開口部の一部を塞ぐことが可能に構成され
ている（図６参照）。この開口部とは、カバー２００の開口部と同じである。そして、開
口部の一部とは、二つの押え部４１４の間に挟まれた空間を、開口部から除いた形状であ
る。そして、キャップＢ４２０は、ゴムを素材とし、嵌め込む方向と直交する方向のから
見た形状が、開口部の一部の形状に対して相似であると共にわずかに大きく作られている
。
【００９８】
　キャップＢ４２０によれば、配線を外に出すための空間を確保しながら、基板３００を
より目立たなくすることができる。さらに、カバー４００が、コネクタ本体１００に対し
て滑ることを防ぐストッパの役割も果たす。従って、カバー４００がコネクタ本体１００
から外れてしまうのを防ぐことができる。
［その他の変形例］
　本考案の実施形態は、以上に説明した実施形態に限定されない。例えば、各構成要素の
素材や製造方法は何でも良い。また、形状は、本考案と同じ効果を奏することができるの
であれば、どのような形状でも構わない。特に、オスカプラ部１２０は、相手方のコネク
タに適合する形状であれば、メス型でも何でも良い。
【００９９】
　また、凹条１７０は、コネクタ本体１００が相手方のコネクタと接続した状態において
外部に露出する部位であればどこでも、例えば、オスカプラ部１２０に設けられても良い
。
【０１００】
　また、図１に示すように、基板３００に備えられたピン３２０に接続された配線５００
によって、既存の車両用防犯装置５００と接続されると良い。車両用防犯装置とは、例え
ば、衝撃センサ・超音波センサ・傾斜センサ・レーダセンサ・サイレンが挙げられる。先
述したように、これら装置の存在は、車上荒らし又は車両盗難の実行犯に見つからないの
が望ましい。しかし、従来のコネクタに接続されていると、装置そのものは見つからなく
ともコネクタが目立つので、配線が切られてしまうことで無能力化されやすかった。そこ
で、これら装置をコネクタ１やコネクタ２に接続することで、そのような心配が少なくな
る。
【０１０１】
　また、図１に示すように、配線５５０は、突起２２０に結束バンド５７０によって括り
付けられるとよい。
【０１０２】
　また、先述した実施例では、二つずつの凸条と凹条とを、それぞれ組にして挿入する構
成であった。しかし、一組だけの凸条と凹条とを挿入する構成でも装着には足りる。その
場合は、一つの凸条を二つの凹条のどちらかに挿入するか、二つの凸条のどちらかを一つ
の凹条に挿入するかという構成になる。このような構成においては、凸条と凹条のうち二
つの方を、互いに平行にする必要はない。従って、コネクタ１とは異なり、二通りの開口
部の向きがなす角度を１８０°にする必要はなく、自由にその角度を設計できる。
【０１０３】
　また、凸条と凹条との噛み合いでなくても、ラッチ構造によってカバーのコネクタ本体
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かを、回転対称性を持たせるようにすればよい。なお、凸条と凹条との噛み合せによって
、カバーのコネクタ本体への装着を実現する場合は、このような回転対称性は必須ではな
い。ただし、回転対称性を持たせるように設計すれば、簡潔な設計を実現しやすい。
【０１０４】
　また、突起２２０は、カバー２００の機能の妨げにならなければ、どのように、例えば
正面から表向きに突き出すように、設けられていてもよい。
［対応関係］
　最後に、実用新案登録請求の範囲と実施例との対応関係について補足説明する。実用新
案登録請求の範囲に記載された「前記凸条と前記凹条とを互いに読み替えて成る」コネク
タは、コネクタ本体１００が備える側壁１６０を凸条、カバー２００が備える凸条２１２
と押え部２１４との間の引っ込みを凹条として捉えて解釈されるコネクタに対応する。
【０１０５】
　このように解釈すれば、コネクタ本体が凸条を、カバーが凹条を備える構成になる。な
お、この場合は、カバーが備える凹条は押え部と一体に構成される。言い換えると、凹条
が押え部としての機能も果たすことになる。
【０１０６】
　また、「凸条に予め定め割り当てられた凹条の開放端」とは、端Δが設けられた凸条２
１２及び凹条１７０の端δ・δ’、並びに、端Ωが設けられた凸条２１２及び凹条１７０
の端ω・ω’の関係に相当する。
【０１０７】
　また、第一及び第二噛み合い部とは、具体的には、凸条および凹条、並びに、ラッチ及
び凹みを挙げることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】コネクタ１の斜視図。
【図２】基板３００の斜視図（ａ）及び第三角法による各図（ｂ）～（ｅ）。
【図３】コネクタ本体１００の第三角法による各図。
【図４】カバー２００の第三角法による各図。
【図５】基板３００が挿入されたコネクタ本体１００に、カバー２００を組み付ける様子
を表した図。
【図６】コネクタ２の斜視図。
【図７】カバー４００の第三角法による各図。
【符号の説明】
【０１０９】
１、２…コネクタ、１００…コネクタ本体、１１０…土台、１２０…オスカプラ部、１３
０…スペーサ、１４０…貫通穴、１５０…台座、１６０…側壁、１７０…凹条、２００、
４００…カバー、２１０…カバー本体、２１２…凸条、２１４…押え部、２２０…突起、
３００…基板、３１０…基板本体、３２０…ピン、３３０…外縁部、４１０…通し穴、４
１４…押え部、４１５…キャップＡ、４２０…キャップＢ、５００…車両用防犯装置、５
５０…配線、５７０…結束バンド
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】
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【図１】
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