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(57)【要約】
【課題】プラグコネクタの端子と受けコネクタの端子と
を相互に円滑に挿抜することができるプラグコネクタ及
び電源回路遮断装置を提供する。
【解決手段】プラグコネクタ２０は、複数のプラグ端子
２１ａにおける受け端子との接点とは反対側の端部をプ
ラグ端子２１ａの各々が相対的に移動可能に接続する導
電性の編組線２１ｂを有してプラグハウジング２２に設
けられる。サービスプラグは、プラグコネクタ２０と受
けコネクタとを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的接続を行うための受けコネクタに嵌合又は離脱されるハウジングと、
　軸方向に沿って前記受けコネクタの受け端子に相互に挿抜される複数の棒状のプラグ端
子と、前記複数のプラグ端子における前記受け端子との接点とは反対側の端部を前記プラ
グ端子の各々が相対的に移動可能に接続する導電性の線状部材と、を有して前記ハウジン
グに設けられ、前記複数のプラグ端子及び前記線状部材が前記受け端子と共に電源部から
負荷への電源供給を行うための電源回路の一部を構成し前記複数のプラグ端子が前記受け
端子に接続された状態で前記電源回路を通電させるプラグ端子ユニットと、
　を備えることを特徴とするプラグコネクタ。
【請求項２】
　前記線状部材は、
　複数の金属線が編みこまれて形成された編組線、又は、複数の金属板が積層されて形成
された重ねバネである請求項１に記載のプラグコネクタ。
【請求項３】
　前記プラグ端子ユニットは、
　前記受け端子との接点とは反対側の端部を前記線状部材に締結する締結部材を有し、前
記締結部材の頭部が球面状に形成されており、
　前記プラグ端子が前記受け端子に挿入されるときに、前記締結部材の頭部が前記ハウジ
ングの内側に当接する請求項１又は２に記載のプラグコネクタ。
【請求項４】
　電気的接続を行うための受け端子を有する受けコネクタと、
　前記受けコネクタに嵌合又は離脱されるハウジングと、軸方向に沿って前記受けコネク
タの受け端子に相互に挿抜される複数の棒状のプラグ端子、及び、前記複数のプラグ端子
における前記受け端子との接点とは反対側の端部を前記プラグ端子の各々が相対的に移動
可能に接続する導電性の線状部材を有して前記ハウジングに設けられ前記複数のプラグ端
子及び前記線状部材が前記受け端子と共に電源部から負荷への電源供給を行うための電源
回路の一部を構成し前記複数のプラグ端子が前記受け端子に接続された状態で前記電源回
路を通電させるプラグ端子ユニットと、を有するプラグコネクタと、
　を備えることを特徴とする電源回路遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラグコネクタ及び電源回路遮断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電源回路遮断装置（サービスプラグ）は、主に電気自動車、燃料電池自動車、ハ
イブリッド車等の車両に搭載されており、バッテリ等の電源部から回転電機等の負荷部へ
の電源供給を行うための電源回路に組み込まれ、この電源回路を必要に応じて通電又は遮
断する（例えば、特許文献１）。電源回路遮断装置は、プラグコネクタと受けコネクタと
を備え、プラグコネクタが受けコネクタに嵌合されることで電源回路を通電し、プラグコ
ネクタが受けコネクタから離脱されることで電源回路の導通を遮断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１４６４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電源回路遮断装置は、プラグコネクタを受けコネクタに嵌合又は離脱すると
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きに、プラグコネクタの端子と受けコネクタの端子とを相互に円滑に挿抜する点で更なる
改善の余地がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、プラグコネクタの端子と受け
コネクタの端子とを相互に円滑に挿抜することができるプラグコネクタ及び電源回路遮断
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るプラグコネクタは、電気
的接続を行うための受けコネクタに嵌合又は離脱されるハウジングと、軸方向に沿って前
記受けコネクタの受け端子に相互に挿抜される複数の棒状のプラグ端子と、前記複数のプ
ラグ端子における前記受け端子との接点とは反対側の端部を前記プラグ端子の各々が相対
的に移動可能に接続する導電性の線状部材と、を有して前記ハウジングに設けられ、前記
複数のプラグ端子及び前記線状部材が前記受け端子と共に電源部から負荷への電源供給を
行うための電源回路の一部を構成し前記複数のプラグ端子が前記受け端子に接続された状
態で前記電源回路を通電させるプラグ端子ユニットと、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、上記プラグコネクタにおいて、前記線状部材は、複数の金属線が編みこまれて形
成された編組線、又は、複数の金属板が積層されて形成された重ねバネであることが好ま
しい。
【０００８】
　また、上記プラグコネクタにおいて、前記プラグ端子ユニットは、前記受け端子との接
点とは反対側の端部を前記線状部材に締結する締結部材を有し、前記締結部材の頭部が球
面状に形成されており、前記プラグ端子が前記受け端子に挿入されるときに、前記締結部
材の頭部が前記ハウジングの内側に当接することが好ましい。
【０００９】
　また、本発明に係る電源回路遮断装置は、電気的接続を行うための受け端子を有する受
けコネクタと、前記受けコネクタに嵌合又は離脱されるハウジングと、軸方向に沿って前
記受けコネクタの受け端子に相互に挿抜される複数の棒状のプラグ端子、及び、前記複数
のプラグ端子における前記受け端子との接点とは反対側の端部を前記プラグ端子の各々が
相対的に移動可能に接続する導電性の線状部材を有して前記ハウジングに設けられ前記複
数のプラグ端子及び前記線状部材が前記受け端子と共に電源部から負荷への電源供給を行
うための電源回路の一部を構成し前記複数のプラグ端子が前記受け端子に接続された状態
で前記電源回路を通電させるプラグ端子ユニットと、を有するプラグコネクタと、を備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るプラグコネクタ及び電源回路遮断装置は、プラグ端子の各々が相対的に移
動可能に接続する導電性の線状部材を備えるので、各プラグ端子が相対的に移動してプラ
グ端子と受け端子とが同軸上に位置し、プラグ端子と受け端子とを相互に円滑に挿抜する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施形態に係るサービスプラグの構成例を示す分解斜視図である。
【図２】図２は、実施形態に係る受けコネクタの構成例を示す断面図である。
【図３】図３は、実施形態に係るプラグコネクタの構成例を示す断面図である。
【図４】図４は、実施形態に係るプラグ端子ユニットの構成例を示す正面図である。
【図５】図５は、実施形態に係るプラグコネクタの機能例を示す断面図である。
【図６】図６は、実施形態に係るプラグコネクタの機能例を示す断面図である。
【図７】図７は、変形例に係るプラグコネクタの構成例を示す断面図である。
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【図８】図８は、変形例に係るプラグコネクタの構成例を示す正面図である。
【図９】図９は、変形例に係るプラグコネクタの機能例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。また、以下に記
載した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。
さらに、以下に記載した構成は適宜組み合わせることが可能である。また、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で構成の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【００１３】
〔実施形態〕
　実施形態に係るプラグコネクタ及び電源回路遮断装置について説明する。本実施形態で
は、図１に示すように、電源回路遮断装置として機能するサービスプラグ１を挙げて説明
する。サービスプラグ１は、図示しない電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド車等
の車両に搭載され、図２に示すうに、バッテリ等の電源２ａから、回転電機等の負荷２ｂ
への電源供給を行うための電源回路２の一部を構成し、この電源回路２を必要に応じて接
続（通電、非遮断）、又は、遮断する装置である。例えば、点検整備等の作業時などには
、このサービスプラグ１により電源回路２を遮断して非通電状態とし、感電防止等の作業
者の安全を確保することができるよう構成される。
【００１４】
　サービスプラグ１は、受けコネクタ１０と、プラグコネクタ２０とを備える。サービス
プラグ１は、受けコネクタ１０にプラグコネクタ２０が嵌合されて電源回路２を通電させ
、受けコネクタ１０からプラグコネクタ２０が離脱されて電源回路２を遮断する。
【００１５】
　以下の説明では、受けコネクタ１０とプラグコネクタ２０との対向方向（図１の上下方
向）を「高さ方向」と表記し、プラグコネクタ２０が位置する側を「上側」、受けコネク
タ１０が位置する側を「下側」と表記する。そして、プラグコネクタ２０が受けコネクタ
１０に対して嵌合する方向であり、高さ方向下側へ向かう方向を「嵌合方向」とも表記す
る場合がある。また、高さ方向は、「軸方向」とも表記する場合がある。さらに、高さ方
向に直交し、後述する複数のプラグ端子２１ａが並ぶ方向を「幅方向」と表記する。なお
、幅方向は、高さ方向と交差する方向を含むものとする。幅方向及び高さ方向に直交する
方向を「奥行方向」と表記する。
【００１６】
　受けコネクタ１０は、図２に示すように、受け端子１１と、受けハウジング１２とを備
える。受け端子１１は、後述するプラグ端子ユニット２１と共に電源回路２の一部を構成
するものである。受け端子１１は、雌端子であり、金属等の導電部材により形成される。
受け端子１１は、複数設けられ、例えば２つ設けられる。各受け端子１１は、円筒形状に
形成され、高さ方向に沿って受けハウジング１２に固定される。各受け端子１１は、プラ
グ端子挿入部１１ａと、リード部１１ｂとを有する。プラグ端子挿入部１１ａは、プラグ
端子２１ａが挿入される部分であり、高さ方向上側に設けられる。プラグ端子挿入部１１
ａは、複数のバネ部材から形成された円筒形状の電極部材１１ｃを有する。電極部材１１
ｃは、プラグ端子挿入部１１ａの周面に沿って装着される。電極部材１１ｃは、プラグ端
子２１ａがプラグ端子挿入部１１ａに挿入されると、プラグ端子２１ａに当接してプラグ
端子２１ａと受け端子１１とを電気的に接続する。リード部１１ｂは、高さ方向下側に設
けられ、電線２ｃを介して電源回路２の電源２ａ又は負荷２ｂに接続される。例えば、一
方側の受け端子１１のリード部１１ｂは、電線２ｃを介して電源回路２の電源２ａに接続
され、他方側の受け端子１１のリード部１１ｂは、電線２ｃを介して電源回路２の負荷２
ｂに接続される。
【００１７】
　受けハウジング１２は、絶縁可能に受け端子１１を保持するものであり、例えば、樹脂
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など絶縁部材により射出成型される。受けハウジング１２は、筒形状の受け側外壁部１２
ａと、受け側外壁部１２ａの外周面から幅方向に突出した突出部１２ｂと、受け側外壁部
１２ａの内部に設けられ受け端子１１を保持する円筒形状の円筒保持部１２ｃと、円筒保
持部１２ｃを受け側外壁部１２ａの内部に固定する固定部１２ｄとを有する。
【００１８】
　受け側外壁部１２ａは、高さ方向から見た場合に略矩形状に形成されており、４つの角
部がアール（丸み）を帯びて形成される。受け側外壁部１２ａは、高さ方向上側が開口さ
れた開口部１２ｅと、高さ方向下側が固定部１２ｄにより閉塞された閉塞部１２ｆと、受
け側外壁部１２ａと閉塞部１２ｆとで区画される嵌合空間部１２ｈとを有する。突出部１
２ｂは、受けコネクタ１０を車両に固定するものであり、例えば、受け側外壁部１２ａの
外周面の周方向に沿って環状に形成される。円筒保持部１２ｃは、高さ方向に沿って延在
し中空状に形成される。円筒保持部１２ｃは、後述する複数のプラグ端子２１ａが並ぶ幅
方向に沿って複数、例えば２つ並んで設けられる。円筒保持部１２ｃは、プラグ端子２１
ａが挿抜される開口部１２ｇが筒形状に形成され、開口部１２ｇによりプラグ端子２１ａ
を受け端子１１に案内する。
【００１９】
　プラグコネクタ２０は、図３に示すように、プラグ端子ユニット２１と、ハウジングと
してのプラグハウジング２２とを備える。プラグ端子ユニット２１は、図４に示すように
、複数のプラグ端子２１ａと、プラグハウジング２２より高い可撓性を有する導電性の線
状部材としての編組線２１ｂとを備える。各プラグ端子２１ａは、受け端子１１と共に電
源回路２の一部を構成するものである。各プラグ端子２１ａは、雄端子であり、金属等の
導電部材により形成される。各プラグ端子２１ａは、棒状に形成され、複数本、例えば２
本設けられる。各プラグ端子２１ａは、高さ方向における長さが同等であり、編組線２１
ｂにより接続されプラグ端子ユニット２１が構成される。各プラグ端子２１ａは、ボルト
２１ｃが締結されるネジ孔２１ｉが受け端子１１との接点とは反対側の端部２１ｍに設け
られている。各プラグ端子２１ａは、後述する規制部２２ｄに軸方向上側から当接する環
状の突出部２１ｅを有している。各プラグ端子２１ａは、受け端子１１との接点側の端部
２１ｎが軸方向（高さ方向）に沿って受け端子１１に挿抜される。
【００２０】
　編組線２１ｂは、各プラグ端子２１ａにおける受け端子１１との接点とは反対側の端部
２１ｍを接続するものである。編組線２１ｂは、例えば、複数の金属線が編みこまれ高さ
方向から見た場合に長板形状に形成される。編組線２１ｂは、各プラグ端子２１ａの幅方
向における中間に中空状に形成された空間部２１ｈを有する。編組線２１ｂは、両端にボ
ルト２１ｃを挿入する孔部２１ｊを有し、ボルト２１ｃにより両端の孔部２１ｊが各プラ
グ端子２１ａのネジ孔２１ｉと共に締結され、各プラグ端子２１ａを接続する。このとき
、編組線２１ｂは、ボルト２１ｃがワッシャ２１ｄを介して各プラグ端子２１ａのネジ孔
２１ｉに締結される。ボルト２１ｃは、頭部２１ｆの高さ方向上側が球面状に形成されて
おり、各プラグ端子２１ａが各受け端子１１に挿入されるときに、頭部２１ｆがプラグハ
ウジング２２の内側に当接する。プラグ端子ユニット２１は、受け端子１１と共に電源２
ａから負荷２ｂへの電源供給を行うための電源回路２の一部を構成し、受け端子１１に接
続された状態で電源回路２を通電させる。
【００２１】
　プラグハウジング２２は、絶縁可能にプラグ端子ユニット２１を保持するものである。
プラグハウジング２２は、受けハウジング１２の嵌合空間部１２ｈに嵌合されたり、嵌合
空間部１２ｈから離脱されたりする。プラグハウジング２２は、ハウジング本体２２ａと
、蓋部２２ｂとを備える。ハウジング本体２２ａは、例えば樹脂など絶縁部材により射出
成型され、筒形状のプラグ側外壁部２２ｃと、規制部２２ｄとを有する。
【００２２】
　筒形状のプラグ側外壁部２２ｃは、ハウジング本体２２ａの外壁を構成するものであり
、作業者が把持する露出部２２ｅと、受けハウジング１２に嵌合されるプラグ嵌合壁２２
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ｇとを有する。露出部２２ｅは、プラグハウジング２２が受けハウジング１２の嵌合空間
部１２ｈに嵌合された状態で露出する部分である。露出部２２ｅは、高さ方向から見た場
合に、略矩形状に形成されており４つの角部がアール（丸み）を帯びて形成され、受けハ
ウジング１２の開口部１２ｅより大きく形成されている。プラグ嵌合壁２２ｇは、露出部
２２ｅの高さ方向下側から延在し、高さ方向から見た場合に受けハウジング１２の開口部
１２ｅより小さく形成され、受けハウジング１２の受け側外壁部１２ａの内側に嵌合可能
な形状に形成されている。プラグ嵌合壁２２ｇは、受け側外壁部１２ａに嵌合することを
容易にするために、受け側外壁部１２ａの内側との間に隙間を有している。プラグ嵌合壁
２２ｇは、高さ方向における長さが、受け側外壁部１２ａの開口部１２ｅから受け側外壁
部１２ａの固定部１２ｄまでの長さと略等しくなっている。これにより、プラグ側外壁部
２２ｃは、プラグ嵌合壁２２ｇが受け側外壁部１２ａの固定部１２ｄに突き当たるか、又
は、露出部２２ｅの高さ方向下側が受け側外壁部１２ａの開口部１２ｅに突き当たるまで
嵌合空間部１２ｈに嵌合される。
【００２３】
　規制部２２ｄは、プラグ側外壁部２２ｃの内部に設けられ、プラグ端子ユニット２１の
移動を規制するものである。規制部２２ｄは、リング形状に形成され、各プラグ端子２１
ａの周面の一部を囲う。これにより、規制部２２ｄは、プラグ端子ユニット２１が軸方向
に直交する方向、例えば幅方向や奥行方向へ移動すると、各プラグ端子２１ａの周面に当
接して各プラグ端子２１ａの移動を規制する。また、規制部２２ｄは、各プラグ端子２１
ａの突出部２１ｅが軸方向上側から当接する。これにより、規制部２２ｄは、プラグ端子
ユニット２１が軸方向下側へ移動すると、各プラグ端子２１ａの突出部２１ｅに当接して
各プラグ端子２１ａの移動を所定位置に規制する。
【００２４】
　蓋部２２ｂは、筒形状のハウジング本体２２ａにおける高さ方向上側の開口部を閉塞す
るものである。蓋部２２ｂは、例えば、樹脂など絶縁部材により射出成型される。蓋部２
２ｂは、平板形状に形成され、ハウジング本体２２ａにおける高さ方向上側の開口部、つ
まり露出部２２ｅの開口部に装着される。蓋部２２ｂは、プラグ端子ユニット２１の軸方
向上側への移動を規制する。蓋部２２ｂは、プラグ端子ユニット２１が軸方向上側へ移動
すると、プラグ端子ユニット２１のボルト２１ｃが当接して各プラグ端子２１ａの移動を
規制する。
【００２５】
　次に、プラグコネクタ２０の機能について説明する。プラグコネクタ２０は、図５に示
すように、プラグハウジング２２が受けハウジング１２の嵌合空間部１２ｈに嵌合される
。このとき、プラグコネクタ２０は、プラグハウジング２２と受けハウジン１２との嵌合
隙間により、プラグ端子２１ａの軸方向が受け端子１１の軸方向と同軸上にない場合があ
る。この場合、プラグコネクタ２０は、プラグ端子２１ａの高さ方向下側の端部２１ｎが
受けハウジング１２の円筒保持部１２ｃの開口部に挿入されたとき、編組線２１ｂが幅方
向に伸縮したり高さ方向に撓んだりなどしてプラグ端子２１ａの各々が相対的に移動しプ
ラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置する。そして、プラグコネクタ２０は、
プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置しプラグ端子ユニット２１のボルト２
１ｃの頭部２１ｆが蓋部２２ｂの高さ方向下側に当接した状態で嵌合方向に押し込まれ、
プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入される。これにより、プラグコネクタ２０は、嵌
合時にプラグ端子２１ａの軸方向と受け端子１１の軸方向とが同軸上にない場合でも、プ
ラグ端子２１ａの各々が相対的に移動してプラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に
位置し、プラグ端子２１ａが受け端子１１に対して円滑に挿入される。プラグコネクタ２
０は、図６に示すように、プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入されて受け端子１１の
電極部材１１ｃに当接し、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが電気的に接続される。こ
の結果、プラグコネクタ２０は、受けコネクタ１０と共に電源回路２を通電させ、電源２
ａから負荷２ｂに電流を流すことができる。
【００２６】
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　また、プラグコネクタ２０は、受けコネクタ１０から離脱されるとき、例えば、プラグ
ハウジング２２と受けハウジン１２との嵌合隙間により、プラグハウジング２２が受けハ
ウジング１２に対して高さ方向に交差する傾斜方向に離脱される場合がある。この場合、
プラグコネクタ２０は、プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入された状態では、プラグ
ハウジング２２がプラグ端子ユニット２１に対して回動する。つまり、プラグコネクタ２
０は、プラグハウジング２２が受けハウジング１２に対して傾斜方向に離脱されてもプラ
グハウジング２２のみが回動するので、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位
置した状態で受けコネクタ１０から離脱される。これにより、プラグコネクタ２０は、離
脱時にプラグハウジング２２が受けハウジング１２に対して傾斜方向に離脱されても、プ
ラグ端子２１ａが受け端子１１に対して円滑に抜かれる。
【００２７】
　以上のように、実施形態に係るプラグコネクタ２０は、複数のプラグ端子２１ａにおけ
る受け端子１１との接点とは反対側の端部２１ｍをプラグ端子２１ａの各々が相対的に移
動可能に接続する導電性の編組線２１ｂを有してプラグハウジング２２に設けられる。ま
た、サービスプラグ１は、プラグコネクタ２０と受けコネクタ１０とを備える。これによ
り、プラグコネクタ２０及びサービスプラグ１は、嵌合時に各プラグ端子２１ａが相対的
に移動してプラグ端子２１ａの軸方向と受け端子１１の軸方向とが同軸上に位置し、プラ
グ端子２１ａと受け端子１１との接触圧を低く抑えるのでプラグ端子２１ａを受け端子１
１に対して円滑に挿入することができる。また、プラグコネクタ２０及びサービスプラグ
１は、離脱時にプラグハウジング２２がプラグ端子ユニット２１に対して相対的に移動し
、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置した状態でプラグ端子２１ａを受け
端子１１から円滑に抜くことができる。また、プラグコネクタ２０及びサービスプラグ１
は、従来のようにプラグ端子ユニット２１がプラグハウジング２２に固定されていないの
で、プラグ端子ユニット２１の組み付け誤差によりプラグ端子２１ａが受け端子１１と同
軸上に位置しない状態で挿抜されることを防止できる。また、プラグコネクタ２０及びサ
ービスプラグ１は、従来のように高い剛性を有する部材により各プラグ端子２１ａが連結
されないので、各プラグ端子２１ａの軸方向が異なる方向で固定されたり、各プラグ端子
２１ａの幅方向におけるピッチが各受け端子１１の幅方向におけるピッチと異なるピッチ
で固定されたりすることがない。
【００２８】
　また、編組線２１ｂは、複数の金属線が編みこまれて形成されたものである。これによ
り、編組線２１ｂは、プラグ端子２１ａを受け端子１１に挿抜するときに、編組線２１ｂ
が伸縮したり撓んだりしてプラグ端子２１ａの各々が相対的に移動しプラグ端子２１ａと
受け端子１１とを同軸上に位置することができる。
【００２９】
　また、プラグ端子ユニット２１は、ボルト２１ｃの頭部２１ｆが球面状に形成されてお
り、プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入されるときに、頭部２１ｆがプラグハウジン
グ２２の内側に当接する。これにより、プラグ端子ユニット２１は、ボルト２１ｃの頭部
２１ｆが平面状の場合と比較して、プラグハウジング２２に対してボルト２１ｃの傾きに
よる頭部２１ｆとの抵抗を少なくすることができる。従って、プラグ端子ユニット２１は
、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置した状態でプラグ端子２１ａを受け
端子１１に押し込むことができる。
【００３０】
〔変形例〕
　次に、実施形態に係るプラグコネクタ２０の変形例について説明する。プラグコネクタ
２０は、編組線２１ｂが各プラグ端子２１ａを接続する例について説明したが、これに限
定されない。例えば、図７及び図８に示すように、プラグコネクタ２０Ａは、重ねバネ２
１ｇが、各プラグ端子２１ａにおける受け端子１１との接点とは反対側の端部２１ｍを接
続する。例えば、重ねバネ２１ｇは、複数の金属板が隙間をあけて積層され高さ方向から
見た場合に長方形状に形成され、奥行方向から見た場合に中間部がＳ字形状に形成され、
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両端部が平板形状に形成されている。重ねバネ２１ｇは、両端部にボルト２１ｃを挿入す
る孔部２１ｋを有する。重ねバネ２１ｇは、ボルト２１ｃにより両端部の孔部２１ｋが各
プラグ端子２１ａのネジ孔２１ｉと共に締結され、各プラグ端子２１ａを接続する。
【００３１】
　次に、プラグコネクタ２０Ａの機能について説明する。プラグコネクタ２０Ａは、図９
に示すように、プラグハウジング２２が受けハウジング１２の嵌合空間部１２ｈに嵌合さ
れる。このとき、プラグコネクタ２０Ａは、プラグハウジング２２と受けハウジン１２と
の嵌合隙間により、プラグ端子２１ａの軸方向が受け端子１１の軸方向と同軸上にない場
合がある。この場合、プラグコネクタ２０Ａは、プラグ端子２１ａの高さ方向下側の端部
２１ｎが受けハウジング１２の円筒保持部１２ｃの開口部１２ｇに挿入されたとき、重ね
バネ２１ｇが幅方向に伸縮したり高さ方向に撓んだりなどしてプラグ端子２１ａの各々が
相対的に移動しプラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置する。そして、プラグ
コネクタ２０Ａは、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上に位置しプラグ端子ユニ
ット２１Ａのボルト２１ｃの頭部２１ｆが蓋部２２ｂの高さ方向下側に当接した状態で嵌
合方向に押し込まれ、プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入される。これにより、プラ
グコネクタ２０Ａは、嵌合時にプラグ端子２１ａの軸方向と受け端子１１の軸方向とが同
軸上にない場合でも、プラグ端子２１ａの各々が相対的に移動してプラグ端子２１ａと受
け端子１１とが同軸上に位置し、プラグ端子２１ａが受け端子１１に対して円滑に挿入さ
れる。
【００３２】
　また、プラグコネクタ２０Ａは、受けコネクタ１０から離脱されるとき、例えば、プラ
グハウジング２２と受けハウジンとの嵌合隙間により、プラグハウジング２２が受けハウ
ジング１２に対して高さ方向に交差する傾斜方向に離脱される場合がある。この場合、プ
ラグコネクタ２０Ａは、プラグ端子２１ａが受け端子１１に挿入された状態では、プラグ
ハウジング２２がプラグ端子ユニット２１Ａに対して回動する。つまり、プラグコネクタ
２０Ａは、プラグハウジング２２が受けハウジング１２に対して傾斜方向に離脱されても
プラグハウジング２２のみが回動するので、プラグ端子２１ａと受け端子１１とが同軸上
に位置した状態で受けコネクタ１０から離脱される。これにより、プラグコネクタ２０Ａ
は、離脱時にプラグハウジング２２が受けハウジング１２に対して傾斜方向に離脱されて
も、プラグ端子２１ａが受け端子１１に対して円滑に抜かれる。
【００３３】
　以上のように、変形例に係るプラグコネクタ２０Ａは、重ねバネ２１ｇが、複数の金属
板が積層されて形成されたものである。これにより、プラグコネクタ２０Ａは、プラグ端
子２１ａを受け端子１１に挿抜するときに、重ねバネ２１ｇが幅方向に伸縮したり高さ方
向に撓んだりしてプラグ端子２１ａの各々が相対的に移動しプラグ端子２１ａと受け端子
１１とを同軸上に位置することができる。
【００３４】
　また、サービスプラグ１は、プラグハウジング２２に回動可能に設けられ、回動操作に
よってプラグハウジング２２と受けハウジング１２との間に嵌合力または離脱力を作用さ
せるレバーを備えるレバー式コネクタであってもよい。
【００３５】
　また、サービスプラグ１は、プラグ端子２１ａを雄端子とし、受け端子１１を雌端子と
したが、これに限定されない。例えば、サービスプラグ１は、プラグ端子２１ａを雌端子
とし、受け端子１１を雄端子としてもよい。
【符号の説明】
【００３６】
１０　受けコネクタ
１１　受け端子
２０、２０Ａ　プラグコネクタ
２１、２１Ａ　プラグ端子ユニット
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２１ａ　プラグ端子
２１ｂ　編組線（線状部材）
２１ｃ　ボルト（締結部材）
２１ｆ　（頭部）
２１ｇ　重ねバネ（線状部材）
２２　プラグハウジング（ハウジング）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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