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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線及び該電線の先端に固定された端子金具を保持する電線側コネクタと、接続対象物
に設けられて前記電線側コネクタと接続される相手側コネクタと、を備えて構成され、
　前記相手側コネクタが、前記接続対象物に固定される相手側固定部を有して形成され、
　前記相手側固定部が、着脱可能な締結部材により前記接続対象物に固定され、
　前記電線側コネクタが、前記電線及び前記端子金具を保持するハウジングと、前記電線
及び前記ハウジングを保持する保持部材と、前記相手側固定部と前記締結部材の締結方向
に対向する対向部と、着脱可能な他の締結部材によって前記接続対象物に固定される電線
側固定部と、を有し、
　前記電線が、前記電線側コネクタと前記相手側コネクタとの接続方向に延びるように前
記電線側コネクタに保持され、
　前記対向部が、前記保持部材から突出して設けられ、
　前記保持部材が、第一保持部材と、第二保持部材と、を有して構成されるとともに、前
記第一保持部材と前記第二保持部材との間に、前記電線及び前記ハウジングを挟んで保持
する
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記対向部が、前記第一保持部材に一体に形成された第一対向部と、前記第二保持部材
に一体に形成された第二対向部と、前記第一対向部と前記第二対向部とを固定することに
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より前記第一保持部材と前記第二保持部材とを固定する固定部材と、を有して構成される
ことを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記電線側固定部が、前記他の締結部材の締結方向から見たときに、前記対向部と重な
らないように設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記対向部が、前記第一保持部材に一体に形成され、
　前記電線側固定部が、前記第一保持部材に一体に形成されるとともに、前記他の締結部
材の締結方向から見たときに、前記対向部と重ならないように設けられていることを特徴
とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記電線側コネクタが、前記第二保持部材に一体に形成された保持部材固定部を有し、
　前記第一保持部材と前記第二保持部材とは、前記対向部と前記保持部材固定部とを固定
する固定部材により固定されている
ことを特徴とする請求項４に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続対象物に設けられた相手側コネクタと、電線の端部に設けられた電線側
コネクタと、を備えたコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器等の接続対象物に電力を供給する際には、電力を供給する電線の端部と
接続対象物の端部に設けられたコネクタ同士が嵌合して接続されており、その接続のため
のコネクタが種々提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のコネクタは、電線と、電線の一端部を保持するハウジングと、電線
及びハウジングを保持するアウタケースと、を備え、アウタケースは、シールドシェルと
、シールドシェルとは反対側から電線及びコネクタを保持するシェルホルダと、を有して
構成され、シールドシェルに電線及びハウジングが挿通され、シールドシェル及びシェル
ホルダの幅方向の中央付近にそれぞれ設けられた固定部において、固定具を用いてシール
ドシェルとシェルホルダとを螺合して固定することにより、電線及びハウジングが保持さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１５４２８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、特許文献１に記載されたような従来のコネクタでは、電線側コネクタと
接続した状態で相手側コネクタを接続対象物から外せるようになっている場合があり、例
えば、通電状態で相手側コネクタと接続対象物内部の電気回路との接続が突然解除される
と、火花が飛んだり、ショートしたりする可能性があり、電気回路の破損原因になってし
まうという問題があった。
【０００６】
　従って、本発明は、上記のような問題点に着目し、接続対象物内部に設けられた電気回
路の破損を防止することができるコネクタ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】
【０００７】
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　上記課題を解決するために、本発明のコネクタは、電線及び該電線の先端に固定された
端子金具を保持する電線側コネクタと、接続対象物に設けられて前記電線側コネクタと接
続される相手側コネクタと、を備えて構成され、前記相手側コネクタが、前記接続対象物
に固定される相手側固定部を有して形成され、前記相手側固定部が、着脱可能な締結部材
により前記接続対象物に固定され、前記電線側コネクタが、前記相手側固定部と前記締結
部材の締結方向に対向する対向部を有していることを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、相手側コネクタを接続対象物に固定するための相手側固定部と、電線
側コネクタに設けられた対向部と、が締結部材の締結方向において対向して設けられてい
ることから、電線側コネクタと相手側コネクタとが接続された状態で相手側固定部を外そ
うとしても、締結部材を取り外すための工具が対向部に干渉して相手側固定部を外せない
ようにすることができる。従って、電線側コネクタと相手側コネクタとが接続された状態
で、接続対象物から相手側コネクタを取り外せなくすることで、接続対象物内部に設けら
れた電気回路の破損を防止することができる。
【０００９】
　また、本発明において、前記電線側コネクタが、前記電線及び前記端子金具を保持する
ハウジングと、前記電線及び前記ハウジングを保持する保持部材と、をさらに有して構成
され、前記保持部材が、第一保持部材と、第二保持部材と、を有して構成されるとともに
、前記第一保持部材と前記第二保持部材との間に、前記電線及び前記ハウジングを挟んで
保持し、前記対向部が、前記第一保持部材に一体に形成された第一対向部と、前記第二保
持部材に一体に形成された第二対向部と、前記第一対向部と前記第二対向部とを固定する
ことにより前記第一保持部材と前記第二保持部材とを固定する固定部材と、を有して構成
されることが好ましい。
【００１０】
　このような構成によれば、対向部が相手側固定部と接続方向に対向する位置に設けられ
るとともに、第一保持部に一体に形成された第一対向部と、第二保持部に一体に形成され
た第二対向部と、を有して構成されることから、対向部が第一保持部と第二保持部を固定
する機能と、電線側コネクタと相手側コネクタとが接続された状態で相手側固定部を取り
外せなくする機能と、を兼ね備えることにより、新たな部材を設けることなく、簡易な構
造にすることができる。
【００１１】
　また、本発明において、さらに、前記電線側コネクタが、着脱可能な他の締結部材によ
って前記接続対象物に固定される電線側固定部をさらに有し、前記電線側固定部が、前記
他の締結部材の締結方向から見たときに、前記対向部と重ならないように設けられている
ことが好ましい。
【００１２】
　このような構成によれば、電線側コネクタは、着脱可能な他の締結部材によって接続対
象物に固定される電線側固定部を有して構成されていることから、電線側コネクタを接続
対象物により確実に固定することができ、振動等により電線側コネクタと相手側コネクタ
との接続が解除されることを防止することができる。さらに、電線側固定部が、他の締結
部材の締結方向から見たときに、対向部と重ならないように設けられていることから、電
線側コネクタを取り外す際に、電線側固定部と接続対象物との固定を解除することが判別
しやすくなり、相手側固定部を誤って外してしまうことを防止することができる。すなわ
ち、電線側固定部が対向部と他の締結部材の締結方向に重なっておらず、かつ、相手側固
定部が対向部と締結部材の締結方向に重なっているので、電線側固定部を固定する他の締
結部材のみ取り外し可能な状態になっている。そのため、コネクタを取り外す際の順序付
けをすることができる。
【００１３】
　また、本発明において、前記電線側コネクタが、前記電線及び前記端子金具を保持する
ハウジングと、前記電線及び前記ハウジングを保持する保持部材と、着脱可能な他の締結
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部材によって前記接続対象物に固定される電線側固定部と、をさらに有して構成され、前
記保持部材が、第一保持部材と、第二保持部材と、を有して構成されるとともに、前記第
一保持部材と前記第二保持部材との間に、前記電線及び前記ハウジングを挟んで保持し、
前記対向部が、前記第一保持部材に一体に形成され、前記電線側固定部が、前記第一保持
部材に一体に形成されるとともに、前記他の締結部材の締結方向から見たときに、前記対
向部と重ならないように設けられていることが好ましい。
【００１４】
　このような構成によれば、前記対向部と、前記電線側固定部とが、前記第一保持部材に
一体に形成されている。このことから、第二保持部材が外されても第一保持部材が接続対
象物に固定されており、電線側コネクタと相手側コネクタとが接続された状態を維持する
ことができ、かつ、締結部材を取り外すための工具が対向部に干渉して相手側固定部を外
せないようにすることができる。
【００１５】
　また、本発明において、前記電気側コネクタが、前記第二保持部材に一体に形成された
保持部材固定部を有し、前記第一保持部材と前記第二保持部材とは、前記対向部と前記保
持部材固定部とを固定する固定部材により固定されていることが好ましい。
【００１６】
　このような構成によれば、対向部が第一保持部材に一体に設けられ、第二保持部材には
、第二保持部材に一体に形成された保持部材固定部が設けられ、第一保持部材と第二保持
部材とは、対向部と保持部材固定部とを固定する固定部材により固定されている。このこ
とから、対向部が第一保持部と第二保持部を固定する機能と、電線側コネクタと相手側コ
ネクタとが接続された状態で相手側固定部を取り外せなくする機能と、を兼ね備えること
により、新たな部材を設けることなく、簡易な構造にすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のような本発明のコネクタによれば、電線側コネクタと相手側コネクタとが接続さ
れた状態で相手側固定部の固定を解除しようとしても、対向部に工具が干渉して固定を解
除することができず、相手側コネクタを接続対象物から取り外せないようにでき、接続対
象物内部に設けられた電気回路の破損を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るコネクタを示す斜視図である。
【図２】前記コネクタを示す図１の矢視ＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】前記コネクタにおける電線側コネクタの部材を示す斜視図である。
【図４】前記コネクタを示す分解斜視図である。
【図５】前記コネクタを取り外す際の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態のシールドコネクタ１
は、図１，２に示すように、ワイヤハーネスを構成する二本のシールド電線２と、シール
ド電線２の先端を収容する雌側コネクタである電線側コネクタ３と、図示しない電気機器
に接続された雄端子部４１を収容する雄側コネクタである機器側コネクタ４と、電線側コ
ネクタ３と機器側コネクタ４とをそれぞれユニットケースＵに固定する着脱可能な締結部
材であるボルト５１，５２と、を備えて構成されるコネクタである。図示しない電気機器
が収容されるユニットケースＵに機器側コネクタ４を固定し、機器側コネクタ４と電線側
コネクタ３とを接続することで、電気機器内部の電気回路とワイヤハーネスとを電気的に
接続する。本実施形態におけるシールドコネクタ１は、例えば、バッテリ、モータ、及び
、インバータ等を備えた車両において、これらの電気機器同士を電気的に接続する。なお
、本実施形態において、電線側コネクタ３と機器側コネクタ４とが接続する方向を接続方
向Ｘとし、矢印Ｘで示す。また、接続方向Ｘと直交するシールドコネクタ１の幅方向を矢
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印Ｙで示し、高さ方向は矢印Ｚで示す。接続方向Ｘにおける機器側及び電線側は図１，２
に示す通りとし、矢印Ｚ方向における上下は、図１を基準とする。また、本実施形態にお
いて、ボルト５１，５２の締結方向は、接続方向Ｘと同じ方向である。なお、シールドコ
ネクタ１、シールド電線２、不図示の電気機器、機器側コネクタ４、ボルト５１、及び、
ボルト５２は、それぞれ、請求項の「コネクタ」、「電線」、「接続対象物」、「相手側
コネクタ」、「他の締結部材」、及び「締結部材」に相当する。
【００２０】
　二本のシールド電線２は、Ｙ方向を配列方向として並んで設けられ、複数の素線を撚っ
た撚線等からなる導体２１と、導体２１の周囲を覆う絶縁性の合成樹脂等からなる内部絶
縁被覆２２と、内部絶縁被覆２２の周囲に設けられる編組等の導体からなるシールド部２
３と、シールド部２３の周囲を覆う絶縁性の合成樹脂等からなる外部絶縁被覆２４と、を
それぞれ有して構成された同軸ケーブルである。シールド電線２のうち電線側コネクタ３
に収容される部分には、導体２１の先端に接続される雌端子部２５と、外部絶縁被覆２４
の外側に設けられて後述するシールドシェル３１内への水の浸入を防ぐパッキン２６と、
シールド部２３とパッキン２６とを加締めて固定する環状のシールドパイプ２７と、ゴム
等の弾性材料から全体筒状に形成されるとともにシールド電線２と後述する雌ハウジング
３２との間をシールするシール部材２８と、が設けられている。シールドパイプ２７はシ
ールド部２３と電気的に接続され、接続部材として機能する。
【００２１】
　電線側コネクタ３は、シェル本体３１ａ及びシェル蓋材３１ｂを備えた導電性のシール
ドシェル３１と、シールドシェル３１に収容されるとともにシールド電線２が挿通される
絶縁樹脂製の雌ハウジング３２と、シェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂとを固定するシ
ェル固定部３１１と、を有して構成され、シールドシェル３１が電線側コネクタ３及び機
器側コネクタ４の外側ケースとして機能する。また、シェル本体３１ａとシェル蓋材３１
ｂとはＺ方向に重ねられて１つのシールドシェルを構成する。なお、シールドシェル３１
、雌ハウジング３２、シェル固定部３１１、シェル本体３１ａ、及び、シェル蓋材３１ｂ
は、それぞれ、請求項の「保持部材」、「ハウジング」、「対向部」、「第一保持部材」
、及び、「第二保持部材」に相当する。
【００２２】
　シールドシェル３１は、図２，３に示すように、雌ハウジング３２を収容する第一収容
部３ａと、シールド電線２及びシールドパイプ２７を収容する収容部としての第二収容部
３ｂと、を有して形成され、第一収容部３ａ及び第二収容部３ｂの外側におけるＹ方向の
一方側（図１における右下側）には、シェル固定部３１１が形成されている。シェル固定
部３１１は、後述する機器側固定部４３を固定するボルト５２の締結方向において機器側
固定部４３と対向する位置に設けられている。シェル固定部３１１は、シェル本体３１ａ
に一体に形成された本体側固定部３１１ａ（請求項の「第一対向部」に相当する）と、シ
ェル蓋材３１ｂに一体に形成された蓋側固定部３１１ｂ（請求項の「第二対向部」に相当
する）と、シェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂとを固定するための固定部材であるボル
ト３１ｃと、を有して構成されている。本体側固定部３１１ａ、蓋側固定部３１１ｂには
それぞれ、ボルト３１ｃを挿通可能な挿通穴３１２ａ，３１２ｂが形成され、本体側固定
部３１１ａに設けられた挿通穴３１２ａはねじ切り加工され、蓋側固定部３１１ｂに設け
られた挿通穴３１２ｂは貫通しており、図中の矢印Ｚ方向にボルト３１ｃを挿通すること
ができる。
【００２３】
　シェル本体３１ａは、図２，３に示すように、本体部３１０と、着脱可能なボルト５１
によりユニットケースＵに固定するための電線側固定部３１３と、後述する機器側固定部
４３に沿った切欠き３１４と、後述するシェル蓋材３１ｂの突設部３１７を受け入れる受
入部３１５と、シェル本体３１ａの内周面側からシェル蓋材３１ｂ側に立設して、接続方
向Ｘに沿って第一収容部３ａ内に延びたリブ３１６と、をさらに有して形成されている。
【００２４】
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　本体部３１０は、内面が雌ハウジング３２の外側形状に沿う略円筒状の円筒部３１０ａ
と、円筒部３１０ａの下側部分と連なり、接続方向Ｘ電線側に延びる略半円筒状の半円筒
部３１０ｂと、から構成されている。電線側固定部３１３は、円筒部３１０ａの接続方向
Ｘ機器側の端部においてＹ方向他方側（図１における左上側）側面からユニットケースＵ
に沿ってＹ方向に突出して形成されている。すなわち、電線側固定部３１３は、ボルト５
１の締結方向から見たときに、シェル固定部３１１と重ならないように設けられている。
【００２５】
　切欠き３１４は、円筒部３１０ａの接続方向Ｘ機器側の端部におけるＹ方向一方側の側
面に設けられている。また、受入部３１５は、円筒部３１０ａの接続方向Ｘ電線側端部に
おけるシェル蓋材３１ｂと連なる部分に設けられている。リブ３１６は、円筒部３１０ａ
のＺ方向下側の内面から立設している。また、本体側固定部３１１ａは、半円筒部３１０
ｂのＹ方向一方側側面からＹ方向に突出して、シェル本体３１ａと一体に形成されている
。
【００２６】
　シェル蓋材３１ｂは、図３に示すように、シェル本体３１ａの半円筒部３１０ｂに重ね
られる略半円筒状の蓋本体部３２０と、蓋本体部３２０の接続方向Ｘ機器側の端部におけ
るＹ方向中央付近から連続して接続方向Ｘ機器側に延びた突設部３１７と、突設部３１７
の第一収容部３ａ側からＺ方向に沿ってシェル本体３１ａ側に延びる係止部３１８と、を
さらに有して形成されている。蓋本体部３２０は、シェル本体３１ａの半円筒部３１０ｂ
のＺ方向上側に重ねられて取り付けられることにより、円筒部３１０ａのＺ方向上側の面
と連なるように形成されている。係止部３１８は、シェル本体３１ａに組み付けられた際
に、後述する雌ハウジング３２の凹部３２５に挿入されて機器側から壁部３２６に当接す
る。また、蓋側固定部３１１ｂは、シェル蓋材３１ｂがシェル本体３１ａに重ねられた状
態における蓋本体部３２０のＹ方向一方側側面からＹ方向に突出して、シェル蓋材３１ｂ
と一体に形成されている。
【００２７】
　雌ハウジング３２は、図２，３に示すように、略直方体状に形成されてシールドシェル
３１の第一収容部３ａに沿った外側形状を有するとともに、接続方向Ｘの機器側に設けら
れて、機器側コネクタ４の雄端子部４１を受け入れて接続される接続部３２１と、接続方
向Ｘの電線側からシールド電線２を導出させる電線導出部３２２と、接続部３２１と電線
導出部３２２とに亘って接続方向Ｘに沿って延びる四面の外周面部３２３と、を有して形
成されている。
【００２８】
　四面の外周面部３２３のうち、シェル本体３１ａのリブ３１６が形成された面と当接す
る外周面部３２３ａには、接続方向Ｘに沿って電線側の端部まで設けられて、シェル本体
３１ａのリブ３１６を電線側の端部まで受け入れる溝部３２４が形成されている。また、
雌ハウジング３２に挿通されたシールド電線２を挟んだ外周面部３２３ａの反対側の外周
面部３２３である外周面部３２３ｂには、溝部３２４とＹ方向に同じ位置に接続方向Ｘに
沿って形成されるとともに、シェル蓋材３１ｂの係止部３１８を挿入することができる凹
部３２５と、凹部３２５の電線側の端部を塞いで設けられる壁部３２６と、が形成されて
いる。
【００２９】
　機器側コネクタ４は、雄端子部４１が挿通される挿通部４２が設けられた機器側本体部
４４と、ユニットケースＵに固定される機器側固定部４３（請求項の「相手側固定部」に
相当する）と、を一体に有して絶縁樹脂によって形成された雄ハウジング４０を備えてい
る。雄ハウジング４０は、接続方向Ｘ電線側においてはシールドシェル３１の円筒部３１
０ａの内側に沿うとともに、機器側においてはユニットケースＵの後述する開口部Ｕ１に
沿った形状及び寸法を有して形成されている。
【００３０】
　機器側固定部４３は、図１，２，４に示すように、機器側本体部４４のＹ方向一方側の
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側面からユニットケースＵに沿ってＹ方向に突出して設けられている。シェル本体３１ａ
及びシェル蓋材３１ｂにそれぞれ一体に形成された本体側固定部３１１ａ及び蓋側固定部
３１１ｂと、シールドコネクタ１の組立時に接続方向Ｘに対向する位置に設けられ、機器
側コネクタ４をユニットケースＵに固定するボルト５２を接続方向Ｘ電線側から挿通する
機器側接続固定孔４３１を有して形成されている。換言すると、本体側固定部３１１ａ及
び蓋側固定部３１１ｂと機器側固定部４３とは、ボルト５２の締結方向に対向して設けら
れ、図５に示すように、シールドコネクタ１の接続状態において、ボルト５２を取り外す
ための工具Ｔが本体側固定部３１１ａ及び蓋側固定部３１１ｂと干渉するように配置され
ている。また、機器側固定部４３はボルト５２を締結することによりユニットケースＵに
固定され、これにより機器側コネクタ４がユニットケースＵに固定される。
【００３１】
　ユニットケースＵは、電気機器を収容する導電性の筐体であって、全体が電気的に接地
されている。また、ユニットケースＵは、機器側コネクタ４を取り付けるための開口部Ｕ
１が形成されるとともに、電線側固定部３１３及び機器側固定部４３に対応した位置にお
いてねじ切り加工されている。
【００３２】
　次に、電線側コネクタ３の組立方法、及び、電線側コネクタ３と機器側コネクタ４とを
接続するとともにユニットケースＵに固定する方法の一例を説明する。
【００３３】
　まず、パッキン２６、シールドパイプ２７、シール部材２８、及び、雌端子部２５が取
り付けられたシールド電線２を雌ハウジング３２の接続部３２１に挿通させる。次に、機
器側コネクタ４をユニットケースＵの開口部Ｕ１に挿通するとともに、電気機器の雄端子
部４１を挿通部４２に挿通させ、機器側固定部４３をボルト５２によってユニットケース
Ｕに固定する。次に、シェル本体３１ａの切欠き３１４を機器側固定部４３に合わせつつ
雄ハウジング４０がシールドシェル３１の内側に沿うように、電線側コネクタ３と機器側
コネクタ４とを接続し、雌端子部２５に雄端子部４１を挿通させて互いに電気的に接続す
る。さらに、電線側固定部３１３をボルト５１によってユニットケースＵに固定すること
で、接続が完了する。最後に、雌ハウジング３２の溝部３２４にシェル本体３１ａのリブ
３１６を併せて、雌ハウジング３２及びシールド電線２をシェル本体３１ａにおける第一
収容部３ａ及び第二収容部３ｂに収容した後に、シェル蓋材３１ｂの係止部３１８を雌ハ
ウジング３２の凹部３２５に挿入するように図３の矢印Ａ方向にシェル蓋材３１ｂで覆い
、本体側固定部３１１ａ、蓋側固定部３１１ｂをボルト３１ｃによって固定することでシ
ェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂとを固定する。これにより、シールド電線２及び雌ハ
ウジング３２はシェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂとの間に挟んで保持される。
【００３４】
　なお、組立手順としては、上記に説明したものに限らず、電線側コネクタ３と機器側コ
ネクタ４とが接続されるよりも先に、機器側コネクタ４が機器側固定部４３を介してユニ
ットケースＵに固定されればよく、各手順が適宜に前後してもよい。
【００３５】
　以上によって、シールドシェル３１がユニットケースＵに接触するとともに、シールド
シェル３１の第二収容部３ｂ側の内面においてシールドパイプ２７に当接し、シールドパ
イプ２７がシールド部２３と電気的に接続されていることで、ユニットケースＵ、シール
ドシェル３１、シールドパイプ２７、及び、シールド部２３は等電位、即ち、接地電位と
なり、ユニットケースＵ内、第一収容部３ａ、第二収容部３ｂ、及び、導体２１はシール
ドされ、外部に電磁波が漏洩すること及び外部から電磁波が侵入することが防がれている
。
【００３６】
　また、シールドコネクタ１を取り外す際には、図４、５に示したように、電線側コネク
タ３と機器側コネクタ４とが接続された状態で機器側コネクタ４を取り外そうとすると、
工具Ｔが本体側固定部３１１ａ、蓋側固定部３１１ｂに干渉して取り外せないため、まず
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電線側コネクタ３の電線側固定部３１３に挿通されたボルト５１を取り外し、電線側コネ
クタ３と機器側コネクタ４との接続を解除した後に機器側コネクタ４の機器側固定部４３
に挿通されたボルト５２を取り外す。
【００３７】
　以上のような本実施形態によれば、機器側コネクタ４の機器側固定部４３は、コネクタ
の組立時において、シールドシェル３１のシェル固定部３１１とボルト５２の締結方向（
接続方向Ｘ）に対向する位置に設けられていることから、電線側コネクタ３と機器側コネ
クタ４とが接続された状態で機器側コネクタ４を取り外そうとすると、図５に示すように
、ボルト５２を取り外すための工具Ｔがシェル固定部３１１に干渉して取り外せない。従
って、機器側コネクタ４が接続された状態で、機器側コネクタ４を取り外せなくすること
により、電気機器内部の電気回路の破損を防止することができる。
【００３８】
　また、シールドシェル３１のシェル固定部３１１が機器側固定部４３と接続方向Ｘに対
向する位置に設けられるとともに、シェル本体３１ａに一体に形成される本体側固定部３
１１ａと、シェル蓋材３１ｂに一体に形成される蓋側固定部３１１ｂと、を有して構成さ
れ、本体側固定部３１１ａと蓋側固定部３１１ｂとがボルト３１ｃにより固定されること
によりシェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂとが固定されることから、シェル固定部３１
１は、シェル本体３１ａとシェル蓋材３１ｂを固定する機能と、電線側コネクタ３と機器
側コネクタ４とが接続された状態で機器側コネクタ４を取り外せなくする機能と、を兼ね
備えることにより、新たな部材を設けることなく、簡易な構造にすることができる。
【００３９】
　また、電線側コネクタ３のシェル本体３１ａがユニットケースＵにボルト５１を用いて
固定される電線側固定部３１３を有して形成されていることから、ユニットケースＵに対
してより確実に固定することができ、振動等により電線側コネクタ３と機器側コネクタ４
との接続が解除されることを防止することができる。
【００４０】
　さらに、電線側固定部３１３が、ボルト５１の締結方向から見たときに、シェル固定部
３１１と重ならないように設けられていることから、電線側コネクタ３を取り外す際に、
電線側固定部３１３とユニットケースＵとの固定を解除することが判別しやすくなり、機
器側固定部４３を誤って外してしまうことを防止することができる。すなわち、電線側固
定部３１３がシェル固定部３１１とボルト５１の締結方向に重なっておらず、かつ、機器
側固定部４３がシェル固定部３１１とボルト５２の締結方向に重なっているので、電線側
固定部３１３を固定するボルト５１のみ取り外し可能な状態となっている。そのため、シ
ールドコネクタ１を取り外す際の順序付けをすることができる。
【００４１】
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成できる
他の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
【００４２】
　例えば、前記実施形態においては、シェル固定部３１１が機器側固定部４３とボルト５
２の締結方向に対向して設けられていたが、本体側固定部３１１ａが、機器側固定部４３
とボルト５２の締結方向に対向して設けられ、シェル蓋材３１ｂが外されても、ボルト５
２を取り外すための工具Ｔが本体側固定部３１１ａと干渉するように構成されていてもよ
い。電線側固定部３１３がシェル本体３１ａに設けられ、本体側固定部３１１ａが機器側
固定部４３を固定するボルト５２の締結方向に対向して設けられていることから、本体側
固定部３１１ａと蓋側固定部３１１ｂとの固定が解除されてシェル蓋材３１ｂが外されて
も、シェル本体３１ａがユニットケースＵに固定され、電線側コネクタ３と機器側コネク
タ４とが接続された状態を維持することができ、かつ、ボルト５２を取り外すための工具
Ｔが本体側固定部３１１ａに干渉して機器側固定部４３を外せないようにすることができ
る。なお、このような構成において、本体側固定部３１１ａは請求項における「対向部」
に相当し、蓋側固定部３１１ｂは請求項における「保持部材固定部」に相当する。
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【００４３】
　また、シェル固定部３１１が機器側固定部４３とボルト５２の締結方向（接続方向Ｘ）
に対向して工具Ｔが干渉する位置に設けられていたが、同じ位置に工具Ｔが干渉する部材
（対向部）が設けられていればよく、例えば、対向部とは別の位置にシェル固定部３１１
を設けてもよい。
【００４４】
　また、対向部として、電線側コネクタ３における本体部３１０、蓋本体部３２０と一体
に本体側固定部３１１ａ、蓋側固定部３１１ｂが形成されていたが、本体部３１０、蓋本
体部３２０自体が対向部として機能するように構成されていてもよい。すなわち、本体部
３１０、蓋本体部３２０が、ボルト５２の締結方向において、機器側固定部４３と対向す
るような形状に形成され、ボルト５２を取り外す工具Ｔと干渉するように構成されていて
もよい。
【００４５】
　さらに、機器側コネクタ４が複数の機器側固定部４３によってユニットケースＵに固定
されていてもよく、その場合は、複数の機器側固定部４３のそれぞれに対して、対向部が
設けられていればよい。なお、複数設けられた対向部のうち、一部又は全てをシェル固定
部３１１としてもよいし、対向部とは別の位置にシェル固定部３１１を設けてもよい。
【００４６】
　また、機器側固定部４３は、機器側本体部４４のＹ方向一方側の側面からユニットケー
スＵに沿ってＹ方向に突出して設けられていたが、ユニットケースＵに沿ってユニットケ
ースＵに固定されるとともに、機器側固定部４３を固定するボルト５２を取り外す工具Ｔ
とシェル固定部３１１とを干渉させることができればよく、機器側固定部４３がＹ方向以
外に設けられていてもよい。なお、機器側固定部４３が前記実施形態と異なる方向に設け
られる場合は、シェル固定部３１１も機器側固定部４３に対応した位置に設けられる。
【００４７】
　なお、前記実施形態においては、電線として同軸ケーブルからなるシールド電線２を例
示したが、シールド電線以外の電線を用いたコネクタにおいても本発明は利用可能である
。その場合、コネクタにシールド性をもたせるための部材は省略可能であり、また、シェ
ル本体３１ａ及びシェル蓋材３１ｂは、樹脂等の導電性の無い材料により形成されてもよ
い。
【００４８】
　その他、本発明を実施するための最良の構成、方法などは、以上の記載で開示されてい
るが、本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施
形態に関して特に図示され、且つ、説明されているが、本発明の技術的思想および目的の
範囲から逸脱することなく、以上述べた実施形態に対し、形状、材質、数量、その他の詳
細な構成において、当業者が様々な変形を加えることができるものである。
【００４９】
　従って、上記に開示した形状、材質などを限定した記載は、本発明の理解を容易にする
ために例示的に記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状
、材質などの限定の一部、もしくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に
含まれるものである。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　　シールドコネクタ（コネクタ）
２　　　　シールド電線（電線）
３　　　　電線側コネクタ
４　　　　機器側コネクタ（相手側コネクタ）
３１　　　シールドシェル（保持部材）
３２　　　雌ハウジング（ハウジング）
４３　　　機器側固定部（相手側固定部）
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５１　　　ボルト（他の締結部材）
５２　　　ボルト（締結部材）
３１ａ　　シェル本体（第一保持部材）
３１ｂ　　シェル蓋材（第二保持部材）
３１１　　シェル固定部（対向部）
３１１ａ　本体側固定部（第一対向部）
３１１ｂ　蓋側固定部（第二対向部）
３１３　　電線側固定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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