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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線の端末に接続される端子金具と、前記端子金具を収容するハウジングと、前記ハウ
ジングを覆うシールドシェルと、前記電線の外周に取り付けられて前記ハウジング内を防
水するゴム栓と、を備え、前記シールドシェルには、前記電線を通すための電線挿通穴が
設けられているシールドコネクタにおいて、
　前記ゴム栓が、パッキンと、該パッキンに一体化された樹脂部材と、で構成されており
、
　前記樹脂部材に、円筒部と、該円筒部の外周面から鍔状に突出した鍔部と、が設けられ
、
　前記円筒部の軸方向一端部よりも軸方向他端部側に前記鍔部が設けられ、
　前記円筒部の前記軸方向一端部が前記電線挿通穴内に位置付けられ、前記鍔部の前記一
端部側の面が前記電線挿通穴を構成する外縁の前記他端部側の面に当接している
ことを特徴とするシールドコネクタ。
【請求項２】
　前記樹脂部材に、前記円筒部の軸方向他端部から延設され、内外径が前記円筒部よりも
小さい第２円筒部が設けられ、
　前記パッキンに、前記円筒部の内周に配置された内周筒部と、該内周筒部から突出して
前記電線の外周面に密着する内周リップと、前記第２円筒部の外周に配置された外周筒部
と、該外周筒部から突出して前記ハウジングの内面に密着する外周リップと、が設けられ
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、
　前記第２円筒部と前記内周リップとの間に間隔が設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載のシールドコネクタ。
【請求項３】
　前記鍔部が、前記ハウジングと前記電線挿通穴の外縁との間に挟まれている
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のシールドコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端子金具を収容したハウジングをシールドシェルで覆ったシールドコネクタ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１０は、従来のシールドコネクタを示す断面図である（特許文献１を参照。）。この
シールドコネクタ３４０は、電線３３０の端末に接続された端子金具３０３と、端子金具
３０３を収容したハウジング３１１と、ハウジング３１１を覆ったシールドシェル３１２
と、電線３３０の外周に取り付けられてハウジング３１１内を防水するゴム栓３４１と、
を備えている。また、電線３３０は図示しない筒状の編組導体で覆われており、即ち電磁
シールドされており、前記編組導体はシールドシェル３１２に電気接続されている。
【０００３】
　上記端子金具３０３は、金属板にプレス加工等が施されることによって得られるもので
あり、相手方のコネクタの端子金具に電気接続される電気接触部３３１と、電線３３０に
電気接続される電線接続部３３４と、が設けられている。
【０００４】
　上記ハウジング３１１には、絶縁性の樹脂で構成されたハウジング本体３１５が設けら
れている。このハウジング本体３１５には、端子金具３０３、端子金具３０３と接続され
た電線３３０の端部、電線３３０の外周に取り付けられたゴム栓３４１、が収容されるキ
ャビティ３１７が設けられている。
【０００５】
　上記シールドシェル３１２は、導電性の金属で構成されている。このシールドシェル３
１２には、ハウジング本体３１５の後端部に重なる底板３２３と、底板３２３の外縁から
立設した円環部３２２と、が設けられている。また、底板３２３には、電線３３０を通す
ための電線挿通穴３２７が設けられている。
【０００６】
　上記ゴム栓３４１は、ゴム製のゴム栓本体３４２と、ゴム栓本体３４２に埋設された硬
質の樹脂部材３４３と、で構成されている。また、樹脂部材３４３には、ゴム栓本体３４
２の軸方向一端部からゴム栓本体３４２外部に突出した延出部３４４が設けられている。
このゴム栓３４１は、ゴム栓本体３４２の軸方向一端部がシールドシェル３１２における
電線挿通穴３２７の外縁に当接し、延出部３４４が電線挿通穴３２７内に位置付けられる
ように配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１２３５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した従来のシールドコネクタ３４０においては、以下に示す問題があった。即ち、
シールドコネクタ３４０は、ゴム栓本体３４２の一端部をシールドシェル３１２における
電線挿通穴３２７の外縁に当接させることで、ゴム栓３４１がキャビティ３１７から抜け
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出ることを防止する構成であるが、ゴム栓本体３４２は弾性変形する部材であるので、ゴ
ム栓本体３４２の一端部を電線挿通穴３２７の外縁に当接させるだけでは、ゴム栓３４１
がキャビティ３１７から抜け出る可能性があるという問題があった。
【０００９】
　したがって、本発明は、ゴム栓がハウジングから抜け出ることを確実に防止できるシー
ルド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】
【００１０】
　上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、電線の端末に接続される端子
金具と、前記端子金具を収容するハウジングと、前記ハウジングを覆うシールドシェルと
、前記電線の外周に取り付けられて前記ハウジング内を防水するゴム栓と、を備え、前記
シールドシェルには、前記電線を通すための電線挿通穴が設けられているシールドコネク
タにおいて、前記ゴム栓が、パッキンと、該パッキンに一体化された樹脂部材と、で構成
されており、前記樹脂部材に、円筒部と、該円筒部の外周面から鍔状に突出した鍔部と、
が設けられ、前記円筒部の軸方向一端部よりも軸方向他端部側に前記鍔部が設けられ、前
記円筒部の前記軸方向一端部が前記電線挿通穴内に位置付けられ、前記鍔部の前記一端部
側の面が前記電線挿通穴を構成する外縁の前記他端部側の面に当接していることを特徴と
するシールドコネクタである。
【００１１】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、前記樹脂部材に、
前記円筒部の軸方向他端部から延設され、内外径が前記円筒部よりも小さい第２円筒部が
設けられ、前記パッキンに、前記円筒部の内周に配置された内周筒部と、該内周筒部から
突出して前記電線の外周面に密着する内周リップと、前記第２円筒部の外周に配置された
外周筒部と、該外周筒部から突出して前記ハウジングの内面に密着する外周リップと、が
設けられ、前記第２円筒部と前記内周リップとの間に間隔が設けられていることを特徴と
するものである。
【００１２】
　請求項３に記載された発明は、請求項１または請求項２に記載された発明において、前
記鍔部が、前記ハウジングと前記電線挿通穴の外縁との間に挟まれていることを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載された発明によれば、前記円筒部の軸方向一端部が前記電線挿通穴内に
位置付けられ、前記鍔部が前記電線挿通穴の外縁に当接しているので、ゴム栓がハウジン
グから抜け出ることを確実に防止できるシールドコネクタを提供することができる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明によれば、前記第２円筒部と前記内周リップとの間に間隔が
設けられているので、ゴム栓を電線に装着する際に内周リップが第２円筒部に押し付けら
れることを回避でき、そのために、内周リップが切れることを防止できる。
【００１５】
　請求項３に記載された発明によれば、前記鍔部が、前記ハウジングと前記電線挿通穴の
外縁との間に挟まれているので、ゴム栓がハウジングから抜け出ることを確実に防止でき
る上にゴム栓がハウジング内で位置ずれすることを防止できるシールドコネクタを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態にかかるシールドコネクタを示す斜視図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１中のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図４】図１に示されたシールドコネクタの分解図である。
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【図５】図１に示されたシールドコネクタを構成するゴム栓の斜視図である。
【図６】図５に示されたゴム栓を構成する樹脂部材の斜視図である。
【図７】図５に示されたゴム栓を構成するパッキンの斜視図である。
【図８】図５に示されたゴム栓の変形例を示す斜視図である。
【図９】図８中のＤ－Ｄ線に沿った断面図である。
【図１０】従来のシールドコネクタを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施の形態にかかるシールドコネクタを、図１～７を参照して説明する。
【００１８】
　シールドコネクタ１は、図１～４に示すように、電線２の端末に接続される複数の端子
金具３と、複数の端子金具３を収容するハウジング４と、ハウジング４を覆うシールドシ
ェル５と、電線２の外周に取り付けられてハウジング４内を防水する複数のゴム栓６と、
電線２を覆った筒状の編組導体１１をシールドシェル５に固定するためのリング１０と、
ハウジング４に取り付けられる防水パッキン９と、を備えている。また、図３においては
、端子金具３及び電線２の図示を省略している。
【００１９】
　上記電線２は、芯線と該芯線を被覆した絶縁被覆とで構成された断面円形の被覆電線で
ある。この電線２は、端部において絶縁被覆が皮むきされて芯線が露出している。また、
電線２は、ゴム栓６を装着する際にゴム栓６の後述する内周リップ７１を損傷させないよ
うにするために皮むきされた箇所の先端がさらに面取りされている。また、電線２は、筒
状の編組導体１１で覆われることにより電磁シールドされる。
【００２０】
　上記端子金具３は、金属板にプレス加工等が施されることによって得られるものであり
、相手方のコネクタ（不図示）の端子金具に電気接続される電気接触部３１と、電線２の
芯線に電気接続される電線接続部３２と、が設けられている。また、電線接続部３２には
、電気接触部３１に連なった底板３３と、底板３３の幅方向両端部から立設した一対の圧
着片３４と、が設けられている。この電線接続部３２は、底板３３上に電線２の芯線を位
置付けて、一対の圧着片３４で前記芯線をかしめるようにして該芯線を圧着する。
【００２１】
　上記ハウジング４は、絶縁性の合成樹脂で構成されており、複数のキャビティ４０が設
けられたハウジング本体４１と、ハウジング本体４１の外周から環状に突出したフランジ
部４２と、が設けられている。キャビティ４０には、端子金具３と、端子金具３に接続さ
れた電線２の端部と、該電線２の外周に取り付けられたゴム栓６と、が収容される。また
、ハウジング本体４１の図２中左側の端部には、図示しない相手方のコネクタのハウジン
グが嵌合する。また、防水パッキン９は、ゴムなどの弾性変形自在な合成樹脂で環状に形
成されており、フランジ部４２に設けられた凹溝内に取り付けられている。
【００２２】
　上記シールドシェル５は、導電性の金属で構成されている。このシールドシェル５は、
ハウジング本体４１の後端側、即ち相手方のコネクタから離れた側、を覆う第１覆い部５
２と、フランジ部４２を覆う第２覆い部５３と、が設けられている。また、第１覆い部５
２には、各キャビティ４０から引き出された各電線２を通すための電線挿通穴５０が複数
設けられている。
【００２３】
　上記ゴム栓６は、図５に示すように、ゴムなどの弾性変形自在な合成樹脂で構成された
パッキン７と、このパッキン７よりも硬質で弾性変形し難い合成樹脂で構成された樹脂部
材８と、で構成されている。これらパッキン７と樹脂部材８とは、インサート成形等によ
り一体化されている。
【００２４】
　上記樹脂部材８には、図６などに示すように、円筒部８０と、該円筒部８０の外周面の
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一部から鍔状に突出した一対の鍔部８１と、円筒部８０の軸方向他端部から延設され、内
外径が円筒部８０よりも小さい第２円筒部８２と、が設けられている。
【００２５】
　上記パッキン７には、円筒部８０の内周に配置された内周筒部７０と、該内周筒部７０
から突出して電線２の外周面に密着する内周リップ７１と、第２円筒部８２の外周に配置
された外周筒部７２と、該外周筒部７２から突出してハウジング４の内面、即ちキャビテ
ィ４０を形成する面、に密着する外周リップ７３と、が設けられている。また、内周リッ
プ７１及び外周リップ７３は、円環状に形成されている。また、内周リップ７１及び外周
リップ７３は、それぞれ２つずつ設けられている。
【００２６】
　このようなゴム栓６は、図３に示すように、円筒部８０の軸方向一端部が電線挿通穴５
０内に位置付けられ、一対の鍔部８１が電線挿通穴５０の外縁５１に当接している。また
、一対の鍔部８１は、ハウジング本体４１の後端部、即ち相手方のコネクタから離れた側
の端部、と電線挿通穴５０の外縁５１との間に挟まれている。さらに、円筒部８０の軸方
向一端部及び一対の鍔部８１以外の部分がキャビティ４０内に位置付けられている。
【００２７】
　本発明では、硬質な樹脂で構成された一対の鍔部８１を電線挿通穴５０の外縁５１に当
接させることにより、ゴム栓６がハウジング４のキャビティ４０から抜け出ることを確実
に防止できる。また、一対の鍔部８１をハウジング本体４１の後端部と電線挿通穴５０の
外縁５１との間に挟むことにより、ゴム栓６がハウジング４のキャビティ４０内で位置ず
れすることを防止できる。このように、本発明では、シールドシェル５を用いてゴム栓６
がハウジング４から抜け出ることを防止しており、専用のゴム栓抜け止め部材を使用して
いないので、部品点数を少なくすることができる。
【００２８】
　さらに、本発明では、ゴム栓６をハウジング４の防水目的だけでなく、端子金具３をハ
ウジング４に固定するために用いている。即ち、シールドコネクタ１は、端子金具３に接
続された電線２にゴム栓６を取り付け、該ゴム栓６をハウジング４とシールドシェル５と
で挟んで固定することにより、ハウジング４に係止ランスを設けずとも端子金具３をハウ
ジング４に固定することができる。即ち、ゴム栓６によって端子金具３がハウジング４の
キャビティ４０から抜け出ることを防止できる。また、ハウジング４には、端子金具３の
抜け止めを行う係止ランスが設けられていない。このような構成により、ハウジング４を
小型化することができる。
【００２９】
　上記リング１０は、図２に示すように、シールドシェル５の第１覆い部５２の外周に取
り付けられて、第１覆い部５２との間に編組導体１１の端部を挟む。
【００３０】
　前述した構成のシールドコネクタ１は、以下のように組み立てられる。まず、ハウジン
グ４のフランジ部４２に防水パッキン９を取り付ける。そして、端部の絶縁被覆を皮むき
して面取りした電線２をシールドシェル５の電線挿通穴５０に通し、この電線２をゴム栓
６の内側に通す。そして、電線２の芯線を端子金具３の電線接続部３２で圧着する。そし
て、これら端子金具３、ゴム栓６、電線２をハウジング４のキャビティ４０に挿入する。
そして、シールドシェル５をハウジング４に取り付け、このシールドシェル５の第１覆い
部５２に編組導体１１の端部を被せ、該編組導体１１の端部をリング１０で固定すること
により前述したシールドコネクタ１が得られる。
【００３１】
　また、本発明のシールドコネクタ１は、前述したゴム栓６の代わりに図８，９に示すゴ
ム栓１０６を用いることも可能である。また、図８，９において、前述したゴム栓６と同
一構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００３２】
　上記ゴム栓１０６は、ゴムなどの弾性変形自在な合成樹脂で構成されたパッキン１０７
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と、このパッキン１０７よりも硬質で弾性変形し難い合成樹脂で構成された樹脂部材８と
、で構成されている。これらパッキン１０７と樹脂部材８とは、インサート成形等により
一体化されている。
【００３３】
　上記パッキン１０７には、円筒部８０の内周に配置された内周筒部７０と、該内周筒部
７０から突出して電線２の外周面に密着する内周リップ７１ａ，７１ｂと、第２円筒部８
２の外周に配置された外周筒部７２と、該外周筒部７２から突出してハウジング４の内面
に密着する外周リップ７３と、が設けられている。また、内周リップ７１ａ，７１ｂ及び
外周リップ７３は、円環状に形成されている。また、内周リップ７１ａ，７１ｂ及び外周
リップ７３は、それぞれ２つずつ設けられている。
【００３４】
　さらに、図９に示すように、２つの内周リップ７１ａ，７１ｂのうち第２円筒部８２寄
りの内周リップ７１ｂは、第２円筒部８２から離れた位置に設けられている。即ち、第２
円筒部８２と内周リップ７１ｂとの間には間隔Ｋが設けられている。また、電線２は、矢
印Ｃに沿ってゴム栓１０６の内側に通される。
【００３５】
　このように、本発明のゴム栓１０６は、第２円筒部８２と内周リップ７１ｂとの間に間
隔Ｋが設けられ、内周リップ７１ｂが第２円筒部８２から離れた位置に設けられているの
で、電線２を通す際に内周リップ７１ｂが第２円筒部８２に押し付けられることを回避で
き、そのために、内周リップ７１ｂが切れることを防止できる。よって、前述したように
電線２の端部における絶縁被覆に面取り加工を施すことを省略できる。
【００３６】
　なお、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】
【００３７】
　１　シールドコネクタ
　２　電線
　３　端子金具
　４　ハウジング
　５　シールドシェル
　６，１０６　ゴム栓
　７，１０７　パッキン
　８　樹脂部材
　５０　電線挿通穴
　５１　外縁
　８０　円筒部
　８１　鍔部
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