
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面部に開口部を有し、電子回路ユニットを収容するケース本体と、
　このケース本体の開口部を閉塞するカバーと、
　前記ケース本体の側壁部に前記開口部に連通するように設けられ、前記電子回路ユニッ
トに設けられたコネクタが嵌合するコネクタ用開口部と、
　前記ケース本体の開口縁部と前記カバーの周縁部との間、前記コネクタの上面部と前記
カバーの周縁部との間、並びに、前記コネクタ用開口部の内面部と前記コネクタの外面部
との間をシールする液状シール材と、
　前記コネクタ用開口部の両側の内側面部または前記コネクタの両側の外側面部

設けられ、前記コネクタの位置を決めることにより前記コネクタ用開口部の内側面
部と前記コネクタの外側面部との間に所定の隙間を確保する 位置決め部とを備え
て成る電子制御機器のケース。
【請求項２】
　前記位置決め部は、

で構成されていることを特徴とする請求項１記載
の電子制御機器のケース。
【請求項３】
　 ことを
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における
、前記コネクタを前記ケース本体に組み付けるときの組付方向に沿う方向の側面部の中間
部分に

突起状の

前記コネクタ用開口部の両側の内側面部に前記コネクタの組付方向
に沿って延びるように設けられた突条部

前記コネクタの外側面部のうちの前記液状シール材が接する部分は、平坦である



特徴とする請求項２記載の電子制御機器のケース。
【請求項４】
　

ことを特徴とする請求項３記載の電子制御機器のケース。
【請求項５】
　
　
　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば自動車のエンジンルーム内に設置する電子制御機器として好適するもの
であり、その防水構造を改良した電子制御機器のケースに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車のエンジンルーム内に設置する電子制御機器の一例として、例えばエンジンコント
ロールユニット（以下、ＥＣＵと称す）がある。このＥＣＵは、マイコンを含む各種の電
子部品を実装して成るプリント配線基板と、このプリント配線基板を収容するケースとか
ら構成されている。ここで、本発明者らが開発中のＥＣＵを、図１０ないし図１４に示す
。
【０００３】
まず、図１０に示すように、ＥＣＵのケース１は、矩形容器状のケース本体２と、このケ
ース本体２の上面部の開口部２ａを閉塞するカバー３とから構成されている。上記ケース
本体２内に、プリント配線基板４が収容されていると共に、ねじ５により取り付けられて
いる。そして、上記プリント配線基板４の右端部には、コネクタ６が取り付けられており
、ケース本体２の右側の側壁部２ｂには、コネクタ６を嵌合させるためのコネクタ用開口
部２ｃが前記開口部２ａに連通するように形成されている。
【０００４】
また、図１１にも示すように、ケース本体２の開口縁部に、フランジ部２ｄが形成されて
いると共に、このフランジ部２ｄの上面に、液状シール材７を充填するための溝部２ｅが
形成されている。尚、溝部２ｅを、図１０に図示することは省略している。また、コネク
タ６の上面部６ａにも、液状シール材７を充填するための溝部（図示しない）が形成され
ている。そして、ケース本体２のコネクタ用開口部２ｃの底面部２ｆにも、液状シール材
７を充填するための溝部（図示しない）が形成されている。ここで、コネクタ用開口部２
ｃの両側の内側面部２ｇ、２ｈは、平坦な面となっている。
【０００５】
上記構成の場合、ケース本体２とコネクタ６に液状シール材７を、図１１において斜線領
域で示すように塗布する。そして、ケース本体２内にプリント配線基板４を収容してねじ
止めすると共に、ケース本体２の開口部２ａ（のフランジ部２ｄ）上にカバー３を載置し
てねじ止めする。すると、図１１に示すように、液状シール材７によりカバー３のフラン
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前記コネクタは、前記コネクタ用開口部の上方から組み付けられるように構成されてい
る

上面部に開口部を有し、電子回路ユニットを収容するケース本体と、
このケース本体の開口部を閉塞するカバーと、
前記ケース本体の側壁部に前記開口部に連通するように設けられ、前記電子回路ユニッ

トに設けられたコネクタが嵌合するコネクタ用開口部と、
前記ケース本体の開口縁部と前記カバーの周縁部との間、前記コネクタの上面部と前記

カバーの周縁部との間、並びに、前記コネクタ用開口部の内面部と前記コネクタの外面部
との間をシールする液状シール材と、

前記コネクタ用開口部の両側の内側面部における、前記コネクタを前記ケース本体に組
み付けるときの組付方向に沿う方向の側面部の中間部分に設けられ、前記コネクタの位置
を決めることにより前記コネクタ用開口部の内側面部と前記コネクタの外側面部との間に
所定の隙間を確保する突条部状の位置決め部と、

前記コネクタ用開口部の両側の内側面部における前記突条部状の位置決め部の両側に設
けられた溝部とを備えて成る電子制御機器のケース。



ジ部３ａとケース本体２のフランジ部２ａとの間がシールされる。そして、図示はしない
が、同様にして、液状シール材７により、コネクタ６の上面部６ａとカバー３のフランジ
部３ａとの間、コネクタ６の下面部とコネクタ用開口部２ｃの底面部２ｆとの間、並びに
、コネクタ６の両側の外側面部６ｂ、６ｃとコネクタ用開口部２ｃの両側の内側面部２ｇ
、２ｈとの間がシールされる。これにより、ケース１が十分な防水性能を得るように構成
されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、コネクタ６の両側の外側面部６ｂ、６ｃとコネクタ用開口部２ｃの両側の内側面
部２ｇ、２ｈとの間のシールについて考察してみる。上記構成において、コネクタ６がコ
ネクタ用開口部２ｃのちょうど中央部に位置する、即ち、正規の位置に位置するようによ
うに組み付けられた場合は、図１２に示すように、コネクタ６の両側の外側面部６ｂ、６
ｃとコネクタ用開口部２ｃの両側の内側面部２ｇ、２ｈとの間に、それぞれ適切な距離の
隙間が形成されるようになる。そして、この適切な隙間に液状シール材７が介在すること
により、十分なシール性能が得られる。
【０００７】
これに対して、コネクタ６がコネクタ用開口部２ｃ内の正規位置から横方向へずれた位置
に位置するように組み付けられた場合は、図１３に示すように、コネクタ６の側面部６ｂ
、６ｃとコネクタ用開口部２ｃの一方の内側面部２ｇ、２ｈとの間の隙間のうちの一方の
隙間がかなり小さくなる。この場合、小さくても隙間が存在すれば、この小さい隙間に液
状シール材７が介在するため、シール性能は確保できる。しかし、図１３に示すように、
隙間が小さいため、液状シール材７のはみ出し量が多くなるという不具合がある。
【０００８】
また、コネクタ６がコネクタ用開口部２ｃ内の正規位置から横方向へもっとずれた位置に
位置するように組み付けられた場合には、図１４に示すように、コネクタ６の一方の側面
部６ｂ（または６ｃ）がコネクタ用開口部２ｃの一方の内側面部２ｇ（または２ｈ）に接
触した（当たった）状態となる。この場合には、液状シール材７がかき落とされてしまう
ので、シール性能がなくなってしまうという問題点がある。
【０００９】
ここで、コネクタ６の組み付け位置が正規位置になるように、コネクタ６（即ち、プリン
ト配線基板４）の組み付け位置の精度を高くする対策が容易に考えられるが、実際のＥＣ
Ｕの生産ラインにおいて、コネクタ６の組み付け位置の精度を高くすることは、生産設備
の複雑化や高コスト化を招くという問題点が発生してしまうため、上記対策の採用は困難
である。
【００１０】
そこで、本発明の目的は、コネクタの組み付け位置の精度を高めなくても、コネクタの両
側の側面部とケース本体のコネクタ用開口部の両側の内側面部との間に隙間を確実に確保
することができ、十分なシール性能を得ることができる電子制御機器のケースを提供する
ことにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　 によれば、コネクタ用開口部の両側の内側面部またはコ
ネクタの両側の外側面部

に設けられた 位置決め部によって、コネクタの位
置を決めることにより、コネクタ用開口部の内側面部とコネクタの外側面部との間に所定
の隙間を確保することができる。このため、コネクタの組み付け位置の精度が低くても、
コネクタの両側の側面部とケース本体のコネクタ用開口部の両側の内側面部との間に隙間
を確実に確保することができる。従って、この隙間に液状シール材を介在させることによ
り、十分なシール性能を得ることができる。
【００１２】
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本発明の電子制御機器のケース
における前記コネクタをケース本体に組み付けるときの組付方向

に沿う方向の側面部の中間部分 突起状の



　

【００１３】
　

【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をエンジンコントロールユニット（以下、ＥＣＵと称す）に適用した第１の
実施例について、図１ないし図７を参照しながら説明する。まず、図２は本実施例のＥＣ
Ｕ１１の全体構成を概略的に示す分解斜視図である。この図２に示すように、ＥＣＵ１１
は、マイコンを含む各種の電子部品を実装して成るプリント配線基板１２と、このプリン
ト配線基板１２を収容するケース１３とから構成されている。上記プリント配線基板１２
が、本発明の電子回路ユニットを構成するものであり、その一端部である右端部にはコネ
クタ１４が例えば半田付けにより取り付けられている。
【００１７】
ＥＣＵ１１のケース１３は、矩形容器状のケース本体１５と、このケース本体１５の上面
部の開口部１５ａを閉塞するカバー１６とから構成されている。上記ケース本体１５は、
例えばアルミダイカストにより形成されており、各壁部の厚みは比較的肉厚に形成されて
いる。ケース本体１５内には、複数個（例えば４個）の支持凸部１７が、図３中左右の側
壁部１５ｂ、１５ｃの内面に沿って上下方向に形成されている。上記支持凸部１７の高さ
寸法は、側壁部１５ｂ、１５ｃの高さ寸法と同じになっている。
【００１８】
また、ケース本体１５の図３中下側の側壁部１５ｄには、上記コネクタ１４が嵌合可能な
形状の、即ち、ほぼ台形状の開口部１５ｅが上記開口部１５ａと連通するように形成され
ている（図３参照）。この開口部１５ｅが本発明のコネクタ用開口部である。
【００１９】
この構成の場合、ケース本体１５にプリント配線基板１２を取り付けるに当たっては、プ
リント配線基板１２を支持凸部１７上に載置すると共に、プリント配線基板１２のコネク
タ１４をコネクタ用開口部１５ｅ内に挿入して嵌合する。そして、ねじ１８を、プリント
配線基板１２に形成されたねじ挿通孔に挿通すると共に、支持凸部１７に形成されたねじ
孔に締め付け固定する。
【００２０】
これにより、プリント配線基板１２がケース本体１５に取り付けられる。そして、この取
付状態において、コネクタ１４の上面部１４ａの高さと、ケース本体１５の開口縁部１５
ｆの高さとがほぼ同じになるように、即ち、両者がほぼ面一になるように構成されている
。
【００２１】
また、ケース本体１５の開口縁部１５ｆには、フランジ部１５ｇが外方へ突出するように
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また、上記構成の場合、前記位置決め部は、前記コネクタ用開口部の両側の内側面部に
前記コネクタの組付方向に沿って延びるように設けられた突条部で構成されていることが
好ましい。更に、前記コネクタの外側面部のうちの前記液状シール材が接する部分は、平
坦であることが良い構成である。更にまた、前記コネクタは、前記コネクタ用開口部の上
方から組み付けられるように構成されていることが好ましい構成である。

本発明の他の電子制御機器のケースは、上面部に開口部を有し電子回路ユニットを収容
するケース本体と、このケース本体の開口部を閉塞するカバーと、前記ケース本体の側壁
部に前記開口部に連通するように設けられ、前記電子回路ユニットに設けられたコネクタ
が嵌合するコネクタ用開口部と、前記ケース本体の開口縁部と前記カバーの周縁部との間
、前記コネクタの上面部と前記カバーの周縁部との間、並びに、前記コネクタ用開口部の
内面部と前記コネクタの外面部との間をシールする液状シール材と、前記コネクタ用開口
部の両側の内側面部における前記コネクタを前記ケース本体に組み付けるときの組付方向
に沿う方向の側面部の中間部分に設けられ、前記コネクタの位置を決めることにより前記
コネクタ用開口部の内側面部と前記コネクタの外側面部との間に所定の隙間を確保する突
条部状の位置決め部と、前記コネクタ用開口部の両側の内側面部における前記突条部状の
位置決め部の両側に設けられた溝部とを備えて構成されている。



形成されている。このフランジ部１５ｇ（即ち、開口縁部１５ｆ）の上面には、液状シー
ル材１９（図６参照）を充填して保持するための溝部１５ｈ（図６も参照）が形成されて
いる。上記液状シール材１９としては、例えばシール性を有する粘着性樹脂、具体的には
、紫外線硬化型樹脂やアクチベータ硬化型樹脂や嫌気硬化型樹脂や湿気硬化型樹脂などを
用いることが好ましい。
【００２２】
更に、コネクタ１４の上面部１４ａにも、液状シール材１９を充填して保持するための溝
部１４ｂが形成されている（図７も参照）。このコネクタ１４の溝部１４ｂは、上記ケー
ス本体１５の溝部１５ｈとほぼ連続して連なるようになっている。尚、コネクタ１４の溝
部１４ｂの幅寸法の方が、ケース本体１５の溝部１５ｈの幅寸法よりも広く設定されてい
る。この場合、両溝部１４ｂ、１５ｈの幅寸法を同じ寸法に設定しても良い。
【００２３】
更にまた、本体ケース１５のコネクタ用開口部１５ｅの底面部１５ｉにも、液状シール材
１９を充填して保持するための溝部１５ｊが形成されている（図７も参照）。そして、コ
ネクタ１４の下面部１４ｃには、図７に示すように、上記溝部１５ｊに嵌合する凸部１４
ｄが形成されている。
【００２４】
また、上記コネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌには、その上端部か
ら下端部まで延びるように突条部１５ｎが設けられている。この突条部１５ｎの高さ寸法
は、例えば０．１～０．２ｍｍ程度である。上記突条部１５ｎが本発明の位置決め部を構
成している。そして、突条部１５ｎの両側には、図１及び図５に示すように、液状シール
材１９を充填して保持するための溝部１５ｏ、１５ｐが形成されている。尚、これら溝部
１５ｏ、１５ｐを、図２、図３に図示することは省略した。
【００２５】
これに対して、コネクタ１４の両側の外側面部１４ｅ、１４ｆは、平坦な平面となってい
る。そして、これらコネクタ１４の両側の外側面部１４ｅ、１４ｆは、コネクタ用開口部
１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌと対向するように構成されている。
【００２６】
上記構成の場合、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆのいずれか一方が、コネクタ用
開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌのいずれか一方に近付くように、コネクタ１４が
組み付けられた場合には、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆのいずれか一方が、コ
ネクタ用開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌの突条部１５ｎのいずれか一方に当たる
（図１参照）。このため、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆのいずれか一方と、コ
ネクタ用開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌのいずれか一方との間に、所定距離（例
えば０．１～０．２ｍｍ程度）の隙間が確保され、他方と他方との間には、上記隙間より
も大きい隙間が確保される。
【００２７】
尚、ケース本体１５のフランジ部１５ｇ（即ち、開口縁部１５ｆ）の外側には、壁部１５
ｍが立上り状に（即ち、ほぼ垂直に）形成されている（図２、図４及び図６参照）。この
壁部１５ｍは、図６に示すように、はみ出した液状シール材１９をせき止める機能を有し
ている。
【００２８】
また、ケース本体１５の左右の側壁部１５ｂ、１５ｃの上端部には、図示しない取付片部
が左右方向へ突出するように設けられている。これら取付片部は、ＥＣＵ１１（のケース
１３）を例えば自動車のエンジンルーム内の所定の設置部位に取り付け固定するときに使
用するものである。
【００２９】
一方、前記カバー１６は、例えば鉄板をプレス加工することにより形成されている。この
カバー１６には、膨出部１６ａが上方へ向けて膨出するように形成されている。そして、
カバー１６の周縁部の全周には、フランジ部１６ｂが形成されている。このフランジ部１
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６ｂは、図６にも示すように、内側水平部１６ｃと、断面ほぼＵ字状の突条部１６ｄと、
外側水平部１６ｅとから構成されている。上記突条部１６ｄの下端部は、ケース本体１５
の溝部１５ｈに嵌合する大きさに形成されている。ここで、突条部１６ｄのうちのコネク
タ１４の上面部１４ａの溝部１４ｂに対応する部分の下端部は、上記溝部１４ｂに嵌合す
る大きさに形成されており、これ以外の部分よりも幅広になっている。尚、溝部１５ｈと
溝部１４ｂの幅寸法をほぼ同じ寸法に構成した場合には、上記突条部１６ｄの下端部の大
きさ（幅寸法）を全て同じに構成しても良い。また、上記外側水平部１６ｅは、突条部１
６ｄよりも外方へ向けて水平に延びるように形成されている。
【００３０】
そして、上述したような形状の各部を有するカバー１６は、例えば４～５工程からなるプ
レス加工を実行することにより製造されている。また、カバー１６の周縁部のフランジ部
１６ｂに、突条部１６ｄ及び外側水平部１６ｅが形成されているため、カバー１６が薄板
材（薄い鉄板）から形成されるものでありながら、カバー１６全体の剛性（強度）を十分
高くすることができる。これにより、カバー１６全体が反ったり、歪んだりすることがな
くなる。
【００３１】
ここで、ケース本体１５にプリント配線基板１２とカバー１６を取り付ける作業について
説明する。この場合、まず、ケース本体１５の開口縁部１５ｆのフランジ部１５ｇの溝部
１５ｈ内と、ケース本体１５のコネクタ用開口部１５ｅの底面部１５ｉの溝部１５ｊ内と
、上記コネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌ上とに、液状シール材１
９を塗布（充填）しておく。これと共に、プリント配線基板１２のコネクタ１４の上面部
１４ａの溝部１４ｂ内と、コネクタ１４の左右の外側面部１４ｅ、１４ｆ上と、コネクタ
１４の下面部１４ｃの凸部１４ｄ上とに液状シール材１９を塗布（充填）しておく。
【００３２】
そして、ケース本体１５にプリント配線基板１２を、前述したようにして、ねじ１８止め
して取り付ける。この取付状態では、コネクタ１４の両側の外側面部１４ｅ、１４ｆと、
ケース本体１５のコネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌとの間に、及
び、コネクタ１４の下面部１４ｃ（の凸部１４ｄ）とケース本体１５のコネクタ用開口部
１５ｅの底面部１５ｉ（の溝部１５ｊ）との間に、液状シール材１９が介在することによ
り、上記各間が水密にシールされる構成となっている。
【００３３】
この場合、コネクタ１４をケース本体１５のコネクタ用開口部１５ｅ内に挿入して組み付
ける際に、コネクタ１４（即ち、プリント配線基板１２）の組み付け位置の精度が低いと
、コネクタ１４がコネクタ用開口部１５ｅ内の中央部（正規位置）から横方向へずれた位
置に位置するように組み付けられる場合がある。このような場合には、図１に示すように
、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆのいずれか一方が、コネクタ用開口部１５ｅの
内側面部１５ｋ、１５ｌのいずれか一方に近付き、その結果、コネクタ１４の外側面部１
４ｅ、１４ｆのいずれか一方が、コネクタ用開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌの突
条部１５ｎのいずれか一方に当たる。
【００３４】
これによって、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆのいずれか一方と、コネクタ用開
口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌのいずれか一方との間に、所定距離（例えば０．１
～０．２ｍｍ程度）の隙間を確保することができ、そして、他方と他方との間には上記隙
間よりも大きい隙間を確保することができる。従って、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、
１４ｆとコネクタ用開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌとの間の隙間に液状シールド
材１９が切れることなく充填されるため、上記隙間を確実にシールすることができる。
【００３５】
この後、カバー１６でケース本体１５の上面部の開口部１５ａを閉塞する。具体的には、
図２、図６及び図７に示すように、カバー１６の周縁部の突条部１６ｄを、ケース本体１
５の開口縁部１５ｆの溝部１５ｈ内と、コネクタ１４の上面部１４ａの溝部１４ｂ内とに
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嵌合する。そして、ねじ２０を、カバー１６の四隅部に形成されたねじ挿通孔に挿通する
と共に、ケース本体１５の開口縁部１５ｆ（のフランジ部１５ｇ）の四隅部に形成された
ねじ孔に締め付け固定する。これにより、カバー１６がケース本体１５に取り付け固定さ
れる。
【００３６】
この取付状態では、カバー１６のフランジ部１６ｂの突条部１６ｄと、ケース本体１５の
フランジ部１５ｇ（開口縁部１５ｆ）の溝部１５ｈとの間、並びに、カバー１６のフラン
ジ部１６ｂの突条部１６ｄとコネクタ１４の上面部１４ａの溝部１４ｂとの間に、液状シ
ール材１９が介在することにより、上記各間が水密にシールされるように構成されている
。この結果、ＥＣＵ１１のケース１３は、十分な防水性能を備えた筐体となる。
【００３７】
このような構成の本実施例によれば、ケース本体１５のコネクタ用開口部１５ｅの両側の
内側面部１５ｋ、１５ｌに突条部（位置決め部）１５ｍ、１５ｎを設け、この突条部１５
ｎによって、コネクタ用開口部１５ｅ内におけるコネクタ１４の左右方向の位置を決める
ように構成したので、コネクタ用開口部１５ｅの内側面部１５ｋ、１５ｌとコネクタ１４
の外側面部１４ｅ、１４ｆとの間に所定の隙間を確実に確保することができる。
【００３８】
このため、生産設備（生産ライン）側のコネクタ１４の組み付け位置の精度が低くても、
コネクタ１４の両側の外側面部１４ｅ、１４ｆとケース本体１５のコネクタ用開口部１５
ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌとの間に、隙間を確実に確保することができる。従っ
て、この隙間に液状シール材１９を切れることなく充填することにより、上記隙間を十分
にシールすることができる。
【００３９】
そして、上記実施例では、ケース本体１５の側壁部１５ｄに、開口部１５ａと連通するコ
ネクタ用開口部１５ｅを設け、このコネクタ用開口部１５ｅ内にプリント配線基板１２の
コネクタ１４を上方から嵌合させるように構成した。この構成によれば、ケース本体１５
にプリント配線基板１２を取り付ける工程と、ケース本体１５にカバー１６を取り付ける
工程を、いずれも上方組み付けで実行できるので、組み付け作業の自動化が容易になる。
【００４０】
更に、上記構成においては、コネクタ１４の左右の外側面部１４ｅ、１４ｆ及び下面部１
４ｃ（の凸部１４ｄ）と、ケース本体１５のコネクタ用開口部１５ｅの左右の内側面部１
５ｋ、１５ｌ及び底面部１５ｉ（の溝部１５ｊ）との各間に、液状シール材１９を介在さ
せることにより、上記各間を水密にシールするように構成した。加えて、コネクタ１４の
上面部１４ａの溝部１４ｂと、カバー１６のフランジ部１６ｂの突条部１６ｄとの間に、
並びに、ケース本体１５のフランジ部１５ｇ（開口縁部１５ｆ）の溝部１５ｈと、カバー
１６のフランジ部１６ｂの突条部１６ｄとの間に、液状シール材１９を介在させることに
より、上記各間を水密にシールするように構成した。これにより、プリント配線基板１２
（及びコネクタ１４）をケース本体１５に上方組み付け可能に構成しながら、十分な防水
性能を備えたケース１３を実現することができる。
【００４１】
また、上記実施例では、カバー１６のフランジ部１６ｂに、断面ほぼＵ字状の突条部１６
ｄを設けたので、カバー１６を、薄板材である例えば鉄板から形成しながら、カバー１６
全体の剛性を高めることができ、カバー１６が反ったり、歪んだりすることを確実に防止
できる。これにより、カバー１６とケース本体１５との間の隙間を均一にすることができ
、カバー１６とケース本体１５との間を確実にシールすることができる。
【００４２】
更に、上記実施例では、カバー１６のフランジ部１６ｂの突条部１６ｄが液状シール材１
９と接触する構成であるので、液状シール材１９との接触長さ、即ち、シール長さが長く
なり、シール性能を高くすることができる。更にまた、上記実施例では、カバー１６のフ
ランジ部１６ｂの突条部１６ｄの断面積に対応する分だけ、液状シール材１９の充填量を
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減らすことができる。
【００４３】
また、上記実施例では、カバー１６を、鋼板をプレス加工することにより形成したので、
カバーをアルミダイカストで形成する場合に比べて、製造コストを安くすることができる
と共に、重量を軽くすることができる。
【００４４】
更に、上記実施例では、ケース本体１５のフランジ部１５ｇ（開口縁部１５ｆ）における
溝部１５ｈの外側に、壁部１５ｍを立上り状に設けた。このため、液状シール材１９の充
填量（塗布量）のばらつきにより、図６に示すように、液状シール材１９が、ケース本体
１５のフランジ部１５ｇとカバー１６のフランジ部１６ｂとの間から外方へはみ出してし
まうような場合に、上記壁部１５ｍにより液状シール材１９のはみ出しをせき止めること
ができる。これにより、液状シール材１９がケース本体１５の側壁部の外面に垂れること
を防止でき、製品の見栄えを良くすることができる。
【００４５】
更にまた、上記実施例では、壁部１５ｍによりせき止められた液状シール材１９が、壁部
１５ｍに当たって折り返されることにより、カバー１６のフランジ部１６ｂの外側水平部
１６ｅの上側に付着するようになる。このため、液状シール材１９との接触長さ、即ち、
シール長さがより一層長くなるから、シール性能をより一層高くすることができる。
【００４６】
尚、上記実施例では、突条部１５ｎを、コネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ
、１５ｌにその上端から下端まで延びるように形成したが、これに限られるものではなく
、突条部１５ｎの長さをもっと短く構成しても良いし、また、突条部を複数設けても良い
。更に、突条部に代えて、突起を設けるように構成しても良いし、突起の個数は１個でも
複数個でも良い。
【００４７】
また、上記実施例では、突条部１５ｎ（位置決め部）を、ケース本体１５のコネクタ用開
口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌに設けたが、これに代えて、突条部１５ｎ（
位置決め部）を、コネクタ１４の左右の外側面部１４ｅ、１４ｆに設けるように構成して
も良い。この構成の場合、コネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１５ｌは、
平坦な面とすれば良い。また、この構成において、突条部の両側に溝部を設けるように構
成したり、突条部の長さを短くしたり、突条部の代わりに突起を設けたりしても良い。
【００４８】
更に、上記実施例では、カバー１６を鉄板により形成したが、これに限られるものではな
く、他の金属板、例えばアルミ板やステンレス板等で構成しても良いし、プラスチック（
樹脂）の成形材で構成しても良いし、また、アルミダイカストで構成しても良い。
【００４９】
また、上記実施例では、ケース本体１５のフランジ部１５ｇにおける溝部１５ｈの外側に
、壁部１５ｍを立上り状に設けたが、この壁部１５ｍを設けないように構成しても良い。
この構成の場合、はみ出した液状シールド材１９をせき止める作用効果はなくなるが、こ
れ以外については、上記実施例と同じ作用効果を得ることができる。
【００５０】
更に、上記実施例では、カバー１６のフランジ部１６ｂに、外側水平部１６ｅを突条部１
６ｄよりも外方へ延びるように設けたが、この外側水平部１６ｅを省略するように、即ち
、断面Ｕ字状の突条部１６ｄだけを設けるように構成しても良い。この構成においても、
カバー１６の強度を十分強くすることができる。
【００５１】
更にまた、上記実施例では、カバー１６のフランジ部１６ｂに突条部１６ｄを設けたが、
この突条部１６ｄを省略するように構成しても良い。この構成の場合、カバー１６の強度
を上げるために、カバー１６を形成する板材を厚くしたり、カバー１６をアルミダイカス
トで形成したりする必要があるが、ケース本体１５のフランジ部１５ｇにおける溝部１５
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ｈの外側に立上り状に設けられた壁部１５ｍによって、はみ出した液状シールド材１９を
せき止めるという作用効果を得ることができる。
【００５２】
図８は本発明の第２の実施例を示すものであり、第１の実施例と異なるところを説明する
。尚、第１の実施例と同一部分には、同一符号を付している。上記第２の実施例では、図
８に示すように、本体ケース１５のコネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１
５ｌにおいて、突条部１５ｎの両側に、溝部１５ｏ、１５ｐを形成することを止めた。こ
の構成の場合も、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆと、コネクタ用開口部１５ｅの
内側面部１５ｋ、１５ｌとの間に、所定距離の隙間を確保できるので、その隙間に液状シ
ール材１９を充填して保持することができる。
【００５３】
上述した以外の第２の実施例の構成は、第１の実施例と同じ構成となっている。従って、
第２の実施例においても、第１の実施例とほぼ同じ作用効果を得ることができる。
【００５４】
図９は本発明の第３の実施例を示すものであり、第１の実施例と異なるところを説明する
。尚、第１の実施例と同一部分には、同一符号を付している。上記第３の実施例では、図
９に示すように、本体ケース１５のコネクタ用開口部１５ｅの両側の内側面部１５ｋ、１
５ｌにおいて、突条部１５ｎ及び溝部１５ｏ、１５ｐに代えて、２個の突条部１５ｑ、１
５ｒを形成するように構成した。この場合、２個の突条部１５ｑ、１５ｒは、内側面部１
５ｋ、１５ｌの両辺部に上下方向に指向して配置されるように形成されている。
【００５５】
上記構成の場合も、コネクタ１４の外側面部１４ｅ、１４ｆと、コネクタ用開口部１５ｅ
の内側面部１５ｋ、１５ｌとの間に、所定距離の隙間を確実に確保できるので、その隙間
に液状シール材１９を充填して保持することができる。
【００５６】
また、上述した以外の第３の実施例の構成は、第１の実施例と同じ構成となっている。従
って、第３の実施例においても、第１の実施例とほぼ同じ作用効果を得ることができる。
【００５７】
尚、上記各実施例では、本発明をＥＣＵ１１のケース１３に適用したが、これに限られる
ものではなく、防水性能を必要とする他の電子制御機器のケースに適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例を示すものであり、ケース本体のコネクタ用開口部の内側
面部の突条部に、コネクタの外側面部が当たった状態を示す横断面図
【図２】ＥＣＵの分解斜視図
【図３】ケース本体の上面図
【図４】図３中 IV-IV 線に沿う縦断面図
【図５】ケース本体のコネクタ用開口部の内側面部を示す部分斜視図
【図６】ケース本体のフランジ部にカバーのフランジ部を取り付けた部分の縦断面図
【図７】ＥＣＵのコネクタ部分の縦断面図
【図８】本発明の第２の実施例を示す図１相当図
【図９】本発明の第３の実施例を示す図１相当図
【図１０】従来構成を示す図２相当図
【図１１】図６相当図
【図１２】コネクタを正規位置に組み付けた状態の図１相当図
【図１３】コネクタを正規位置から少しずらして組み付けた状態の図１２相当図
【図１４】コネクタを正規位置からかなりずらして組み付けた状態の図１２相当図
【符号の説明】
１１はＥＣＵ（電子制御機器）、１２はプリント配線基板（電子回路ユニット）、１３は
ケース、１４はコネクタ、１４ｂは溝部、１４ｄは凸部、１４ｅ、１４ｆは外側面部、１
５はケース本体、１５ａは開口部、１５ｅはコネクタ用開口部、１５ｆは開口縁部、１５
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ｇはフランジ部、１５ｈは溝部、１５ｉは底面部、１５ｊは溝部、１５ｋ、１５ｌは内側
面部、１５ｍは壁部、１５ｎは突条部（位置決め部）、１５ｏ、１５ｐは溝部、１６はカ
バー、１６ａは膨出部、１６ｂはフランジ部、１６ｄは突条部、１６ｅは外側水平部、１
９は液状シール材を示す。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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