
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンタクトを保持固定したハウジングをシェルで覆って成ると共に、配線回路基
板上に実装搭載されるコネクタにおいて、前記シェルは、前記ハウジングにおける嵌合部
を覆ったフロントシェル、及び前記 コンタクトのアングル部を覆ったバックシェル
から成り、前記フロントシェルは、前記配線回路基板との接続に供される端子と、前記バ
ックシェルへの取り付け固定用に供されると共に、ネジを挿通させるための挿通穴が設け
られた固定用片とを一体的に有しており、前記バックシェルは、前記配線回路基板との接
続に供される端子と、前記フロントシェルにあっての前記固定用片との間における固定用
に供されると共に、前記ネジを締結するためのタップ部が設けられた被固定用片とを一体
的に有しており、前記フロントシェル及び前記バックシェルのうちの何れか一方には相手
側と弾性的に接続するための接触片が一体的に設けられ、更に、前記ネジを前記挿通穴を
通して前記タップ部へ締結することにより、前記フロントシェル及び前記バックシェルが
前記ハウジングに固定される構造であ

ことを特徴とするコネクタ。
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複数の

り、前記フロントシェルの前記端子は、前記複数の
コンタクトが配列されて成るコンタクト群におけるピッチ方向での両側面のそれぞれ外側
に配置されて接地接続されるものであり、前記バックシェルの前記端子は、前記コンタク
ト群における前記ピッチ方向と垂直な前記ネジの前記タップ部に対する締結方向での外側
に配置されて接地接続されるものを含み、前記コンタクト群は、前記配線回路基板との接
続時に前記フロントシェルの前記端子、及び前記バックシェルの前記端子により実装面で
三方が囲まれる



【請求項２】
　請求項１記載のコネクタにおいて、前記ハウジングは、前記フロントシェルにあっての
前記固定用片と前記バックシェルにあっての前記被固定用片との間に挟持されるフランジ
部を一体的に有することを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　請求項２記載のコネクタにおいて、前記固定用片は、前記被固定用片と接続するために
前記接触片を有しており、前記固定用片及び前記接触片により前記被固定用片を介して前
記フランジ部を挟持することを特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一つに記載のコネクタにおいて、前記フロントシェルにあっての
前記端子は、前記配線回路基板に対して係合させるためのフック部を一体的に有すること
を特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として配線回路基板上に実装搭載された上で筐体パネルに装着固定される
と共に、電磁干渉（ＥＭＩ）によるノイズ発生を抑制するように対策を施したコネクタで
あって、詳しくはシールド構造を強化したシールド強化型のコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のシールドを対策したコネクタとして、一例に係る電子コネクタタでは、
バックシェルに設けられた接触片によりバックシェルがフロントシェルとの間で全体の上
部で電気的に接続され、フロントシェルに設けられたタップ部にネジを用いて締結するこ
とにより筐体パネルに装着固定される構造（特許文献１参照）となっている。尚、このコ
ネクタにおける配線回路基板への実装時には、接地用に別個な部品を用いて配線回路基板
との結線を行うようになっている。
【特許文献１】米国特許第６５５４６４２号明細書抜粋
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した特許文献１に係るコネクタの場合、基本構成として、配線回路基板との間で接
地用に結線を行うための部品が別個に必要であることにより、部品点数が多くなって組み
立てに手間（工数）がかかり、これがコスト高を招く要因となっているばかりでなく、バ
ックシェルに設けられた接触片によりバックシェルがフロントシェルとの間で全体の上部
で電気的に接続され、且つフロントシェルに設けられたタップ部に対してネジを用いて締
結した上で筐体パネル及びフロントシェルを固定する構造であることにより、筐体パネル
への取り付けに際してフロントシェルが筐体パネル側へ引っ張られて負荷がかかり、この
ときにフロントシェル及びハウジングの接続強度やフロントシェル及びバックシェルの固
定強度が弱ければフロントシェルが外れてしまう恐れがあり、さほど機械的強度が優れな
い構造であるといえる上、バックシェルが配線回路基板に終端されておらずにフロントシ
ェルと接続される別部品が配線回路基板に終端されるため、接地用の信号がバックシェル
に流れ難くなっており、しかもフロントシェルから流れて来た信号がバックシェルの端部
で反射を生じたり、或いはフロントシェル及び別部品の間の接触性に問題が生じると電気
的に安定したループが得られなくなってフロントシェルにおいても端部で反射を生じるこ
とが考えられ、こうした反射が電磁干渉を起こしてノイズを誘発させる要因となることに
より、電気的にも十分にノイズ（シールド）対策が施されていないという問題がある。
【０００４】
　本発明は、このような問題点を解決すべくなされたもので、その技術的課題は、フロン
トシェル及びバックシェルの接続強度、並びにシールド対策が十分に強化され、配線回路
基板への実装接続や筐体パネルへの取り付けを安定して行い得る簡素な構造のコネクタを
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提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、複数のコンタクトを保持固定したハウジングをシェルで覆って成ると
共に、配線回路基板上に実装搭載されるコネクタにおいて、シェルは、ハウジングにおけ
る嵌合部を覆ったフロントシェル、及び コンタクトのアングル部を覆ったバックシ
ェルから成り、フロントシェルは、配線回路基板との接続に供される端子と、バックシェ
ルへの取り付け固定用に供されると共に、ネジを挿通させるための挿通穴が設けられた固
定用片とを一体的に有しており、バックシェルは、配線回路基板との接続に供される端子
と、フロントシェルにあっての固定用片との間における固定用に供されると共に、ネジを
締結するためのタップ部が設けられた被固定用片とを一体的に有しており、フロントシェ
ル及びバックシェルのうちの何れか一方には相手側と弾性的に接続するための接触片が一
体的に設けられ、更に、ネジを挿通穴を通してタップ部へ締結することにより、フロント
シェル及びバックシェルがハウジングに固定される構造であ

コネクタが得られる。
【０００６】
　又、本発明によれば、上記コネクタにおいて、ハウジングは、フロントシェルにあって
の固定用片とバックシェルにあっての被固定用片との間に挟持されるフランジ部を一体的
に有するコネクタが得られる。
【０００７】
　更に、本発明によれば、上記コネクタにおいて、

コネクタが得られる。
【０００８】
　加えて、本発明によれば、上記何れか一つ ネクタにおいて、フロントシェルにあっ
ての端子は、配線回路基板に対して係合させるためのフック部を一体的に有する
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のコネクタ

【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の最良の形態に係るコネクタは、複数のコンタクトを保持固定したハウジングを
シェルで覆って成ると共に、配線回路基板上に実装搭載される基本構造のものにあって、
シェルをハウジングにおける嵌合部を覆ったフロントシェル、及び コンタクトのアング
ル部を覆ったバックシェルから成るものとした上、フロントシェルについては、配線回路
基板との接続に供される端子と、バックシェルへの取り付け固定用に供されると共に、ネ
ジを挿通させるための挿通穴が設けられた固定用片とを一体的に有するものとし、バック
シェルについては、配線回路基板との接続に供される端子と、フロントシェルにあっての
固定用片との間における固定用に供されると共に、ネジを締結するためのタップ部が設け
られた被固定用片とを一体的に有するものとし、更に、ネジを挿通穴を通してタップ部へ
締結することにより、フロントシェル及びバックシェルがハウジングに固定される構造と
したものである。
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複数の

り、フロントシェルの端子は
、複数のコンタクトが配列されて成るコンタクト群におけるピッチ方向での両側面のそれ
ぞれ外側に配置されて接地接続されるものであり、バックシェルの端子は、コンタクト群
におけるピッチ方向と垂直なネジのタップ部に対する締結方向での外側に配置されて接地
接続されるものを含み、コンタクト群は、配線回路基板との接続時にフロントシェルの端
子、及びバックシェルの端子により実装面で三方が囲まれる

固定用片は、被固定用片と接続するた
めに接触片を有しており、固定用片及び接触片により被固定用片を介してフランジ部を挟
持する

のコ

の場合、フロントシェル及びバックシェルの接続強度、並びにシール
ド対策が十分に強化され、配線回路基板への実装接続や筐体パネルへの取り付けを安定し
て行い得る簡素な構造となる。

各

但し、フロントシェルの端子については、各コンタクトが配列されて成
るコンタクト群におけるピッチ方向での両側面のそれぞれ外側に配置されて接地接続され
るものであり、バックシェルの端子については、コンタクト群におけるピッチ方向と垂直



【００１１】
　このコネクタにおいて、ハウジングについては、フロントシェルにあっての固定用片と
バックシェルにあっての被固定用片との間に挟持されるフランジ部を一体的に有するもの
とし

或い
はフロントシェルにあっての端子については、配線回路基板に対して係合させるためのフ
ック部を一体的に有するものとすることが好適である。
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明の実施例１に係るシールド強化型のコネクタの基本構成を示した外観斜
視図であり、同図（ａ）はフロントシェル１側からの上方向に関するもの，同図（ｂ）は
バックシェル２側からの上方向に関するもの，同図（ｃ）はバックシェル２側からの下方
向に関するものである。又、図４は、このコネクタに備えられるバックシェル２の外観構
成を示した斜視図であり、同図（ａ）は一方向図に関するもの，同図（ｂ）は他方向図に
関するものである。更に、図６は、このコネクタに備えられるフロントシェル１の細部構
成を示したものであり、同図（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，同図（ｂ）は
右方向からの側面図に関するもの，同図（ｃ）は上面方向からの平面図に関するものであ
る。加えて、図８は、このコネクタに備えられるバックシェル２の細部構成を示したもの
であり、同図（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，同図（ｂ）は右方向からの側
面図に関するもの，同図（ｃ）は内部構造を露呈して示すために一部を切り欠いた上面方
向からの平面図に関するもの，同図（ｄ）は裏面方向からの背面図に関するものである。
【００１３】
　このコネクタは、複数のコンタクト４を保持固定したハウジング５における嵌合部をフ
ロントシェル１で覆い、コンタクト４のアングル部をバックシェル２で覆って成るもので
、図示されない配線回路基板上に実装搭載される点は従来通りであるが、フロントシェル
１は、正面方向での両側部分に配線回路基板との接続に供されるフック付き端子１ａと、
バックシェル２への取り付け固定用に供されると共に、ネジ３を挿通させるための挿通穴
１ｃが設けられた固定用片１ｂとを一体的に有しており、バックシェル２は、正面方向で
の両側部分に配線回路基板との接続に供される幅広な一対の端子２ａを有すると共に、こ
れらの一対の端子２ａの間に配置された比較的幅の狭い一対の端子２ｂを有する他、正面
方向での両側部分にフロントシェル１にあっての固定用片１ｂとの間における固定用に供
されると共に、ネジ３を締結するためのタップ部２ｄが設けられた被固定用片２ｃを一体
的に有しており、一対のネジ３をそれぞれ挿通穴１ｃを通してタップ部２ｄへ締結するこ
とにより、フロントシェル１及びバックシェル２がハウジング５に固定される構造となっ
ている。
【００１４】
　このうち、ハウジング５は、フロントシェル１にあっての固定用片１ｂとバックシェル
２にあっての被固定用片２ｃとの間に挟持されるフランジ部５ａを正面方向での両側部分
に一体的に有しており、バックシェル２のタップ部２ｄが設けられた被固定用片２ｃの面
に対する位置合わせ用の溝が形成されている。フロントシェル１には相手側のバックシェ
ル２と弾性的に接続するための接触片１ｄ，１ｄ′が正面方向での両側部分に一体的に設
けられており、フロントシェル１のフック付き端子１ａは、配線回路基板に対して係合さ
せるためのフック部を一体的に有している。尚、図６（ａ）の側面図において内部側に配
置される接触片１ｄはフランジ部５ａを介した上でその先端の折り曲げられた部分がバッ
クシェル２の上面端に設けられた切り欠き溝部に挿入されて係止される［細部構成は後文
で説明する図３（ｂ）中に示されている］もので、外部側に配置される接触片１ｄ′は接
触片１ｄを付勢するように働くが、これらは協働してバックシェル２を対象として弾性的
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なネジのタップ部に対する締結方向での外側に配置されて接地接続されるものを含んでい
る。これにより、コンタクト群は、配線回路基板との接続時にフロントシェルの端子、及
びバックシェルの端子により実装面で三方が囲まれてシールド効果が高められる。

たり、固定用片については、被固定用片と接続するために接触片を有するものとし、
固定用片及び接触片により被固定用片を介してフランジ部を挟持するようにしたり、



に接続するように機能する。
【００１５】
　即ち、このコネクタの場合、フロントシェル１のフック付き端子１ａとバックシェル２
の総計４本の端子２ａ，２ｂとがコンタクト４と一緒に配線回路基板との接続に供される
他、一対のネジ３をフロントシェル１の一対の固定用片１ｂにそれぞれ設けられた挿通穴
１ｃを通してバックシェル２の一対の被固定用片２ｃに設けられたタップ部２ｄへそれぞ
れ締結することにより、フロントシェル１及びバックシェル２がハウジング５に固定され
る構造であり、フロントシェル１にあっての固定用片１ｂとネジ３との間に図示されない
筐体パネルが挟持されるようになっている。
【００１６】
　図２は、上述した図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタを筐体パネル６へ取り付けた
状態を示した外観斜視図であり、同図（ａ）はフロントシェル１側からの上方向図に関す
るもの，同図（ｂ）はバックシェル２側からの上方向図に関するものである。又、図３は
、これらの図２（ａ），（ｂ）で説明した筐体パネル６への装着状態でのコネクタにおけ
る電気の流れを示した模式図であり、同図　（ａ）はフロントシェル１側からの上方向の
斜視図に関するもの，同図（ｂ）はバックシェル２側における側面図に関するものである
。
【００１７】
　図３（ａ），（ｂ）では、上述したコネクタを筐体パネル６へ取り付ける際、一対のネ
ジ３をフロントシェル１にあっての各固定用片１ｂに設けられた各挿通穴１ｃと筐体パネ
ル６に設けられた各挿通穴とを通してバックシェル２にあっての各被固定用片２ｃに設け
られた各タップ部２ｄへ締結することにより、フロントシェル１にあっての各固定用片１
ｃとネジ３との間に筐体パネル６が挟持され、この状態で筐体パネル６の外方にはフロン
トシェル１の局部，ハウジング５の嵌合部（コネクタとしての相手側コネクタへの嵌合部
），及びネジ３の本体部分が露呈され、筐体パネル６の内方にはハウジング５にあっての
コンタクト４のアングル部を覆ったバックシェル２における本体，各端子２ａ，２ｂ，及
び各被固定用片２ｃと、ハウジング５におけるフランジ部５ａ及び各コンタクト４の実装
接続部分と、ネジ３のネジ部分とが露呈されている様子を示している。
【００１８】
　何れにせよ、このコネクタの場合、フロントシェル１に配線回路基板との接続に供され
る各フック付き端子１ａが一体的に設けられていることにより、接地用の別部品を必要と
せず、部品点数が削減されて組み立てに手間（工数）がかからずに廉価に提供できるよう
になり、コスト面で改善が図られる。又、フロントシェル１にあっての各固定用片１ｂと
ネジ３との間に筐体パネル６が挟持され、且つ同じネジ３でバックシェル２の接続固定を
行う他、フロントシェル１及びバックシェル２のそれぞれに配線回路基板との接続に供さ
れる端子（フロントシェル１の各フック付き端子１ａ、バックシェル２の各端子２ａ，２
ｂを示す）が一体的に設けられ

フロントシェル１には相手側のバ
ックシェル２と弾性的に接続するための接触片１ｄ，１ｄ′が一体的に設けられているた
め、フロントシェル１及びバックシェル２では電気的にそれぞれループが形成されて接地
用の信号による反射が起きず、簡素な構造で全体を強固にシールド化したシールド強化型
にできる。更に、バックシェル２にあっての各被固定用片２ｃにタップ部２ｄをそれぞれ
設けて筐体パネル６への取り付けに際して、ネジ３をフロントシェル１にあっての各固定
用片１ｂに設けられた挿通穴１ｃと筐体パネル６に設けられた挿通穴とをそれぞれ通して
タップ部２ｄへ締結することにより、フロントシェル１にあっての各固定用片１ｂとネジ
３との間に筐体パネル６が挟持されるため、負荷がバックシェル２にかかってバックシェ
ル２が筐体パネル６側へ引き寄せられ、このときに筐体パネル６との間に位置されるフロ
ントシェル１及びハウジング５も筐体パネル６側へ負荷を受ける構造となり、特許文献１
の場合とは相違してフロントシェル１及びハウジング５の接続強度やフロントシェル１及
びバックシェル２の固定強度が安定維持されてフロントシェル１が外れてしまうことが無
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て各コンタクト４を配列して成るコンタクト群における配
線回路基板との接続時に実装面の三方を囲むようにし、



く、機械的強度が極めて向上される構造となる。加えて、筐体パネル６への取り付けに際
して、フロントシェル１も筐体パネル６側へと負荷を受ける構造であることにより、筐体
パネル６及びフロントシェル１の密着性が向上し、特許文献１のフロントシェルにタップ
部が設けられた場合の構造と同様に確実に装着固定を行うことができる。
【００１９】
　ところで、上述した実施例１に係るコネクタに備えられるフロントシェル１やバックシ
ェル２の接地用の端子に関する数や形状は、基本的機能を損なわない限り、任意に代替変
更することが可能である。
【００２０】
　図５は、上述した実施例１に係るコネクタに適用可能な他のバックシェル２′の外観構
成を示した斜視図であり、同図（ａ）は一方向図に関するもの，同図　（ｂ）は他方向図
に関するもの，同図（ｃ）は内部構造を露呈して示すために一部を切り欠いた他方向図に
関するものである。
【００２１】
　このバックシェル２′は、先のバックシェル２の場合と比べ、正面方向での両側に延在
する幅寸法を大きくすることにより、被固定用片２ｃ′を本体部分内側に折り込むように
設け、正面方向での両側に端子２ａ′のみを設けるようにした点が相違している。このよ
うな構造のバックシェル２′であっても、各被固定用片２ｃ′にタップ部２ｄが設けられ
ているため、フロントシェル１との間でネジ３を用いて接続固定することにより、先の実
施例１の場合のコネクタと同等に機能し、同等な効果を得ることができる。
【００２２】
　図７は、上述した実施例１に係るコネクタに適用可能な他のフロントシェル１′の細部
構成を示したものであり、同図（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，同図（ｂ）
は右方向からの側面図に関するもの，同図（ｃ）は下面方向からの平面図に関するもので
ある。
【００２３】
　このフロントシェル１′は、先のフロントシェル１の場合と比べ、フック部を有するフ
ック付き端子１ａに代えて通常の断面略Ｌ字状に折り曲げられた端子１ａ′にした点が相
違している。このような構造のフロントシェル１′であっても、各固定用片１ｃに挿通穴
１ｃが設けられているため、バックシェル２，２′との間でネジ３を用いて被固定用片２
ｃ，２ｃ′のタップ部２ｄへ締結するようにして接続固定することにより、先の実施例１
の場合のコネクタと同等に機能し、同等な効果を得ることができる。
【００２４】
　尚、上述したコネクタでは、ハウジング５がフランジ部５ａを有するものとして説明し
たが、このフランジ部５ａは無くても基本機能には影響しないため、フランジ部５ａを持
たない構成にすることも可能である。但し、このようにハウジング５がフランジ部５ａを
持たない構成の場合、フロントシェル１の固定用片１ｂとバックシェル２の被固定用片２
ｃとが直接的に当接する構成となるため、これらのうちの何れか一方に設ける接触片の形
状を変更して相手側との間で弾性的に接続を行い得るように工夫する必要がある。又、上
述したコネクタでは、フロントシェル１及びバックシェル２がネジ３を用いた締結により
両側の２箇所で結合固定される構成を説明したが、コネクタ全体が大型で質量（重量）が
大きい場合等には、例えば両側の上下４箇所で結合固定する等、ネジ３の使用数を含めて
適宜構成を変更することが可能であるので、本発明のコネクタは、上述した形態のものに
限定されない。更に、上述したコネクタにおいて、フロントシェル１，１′とバックシェ
ル２，２′とを確実に固定するため、例えば図８（ｂ）に示されるようにバックシェル２
の所定箇所に固定片２ｅを設けると共に、図７（ｃ）に示されるようにフロントシェル１
′の所定箇所にも固定片１ｅを設けた上、これらの各固定片１ｅ，２ｅを相手側シェルに
かしめるようにして固定するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
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　本発明のコネクタは、フロントシェル及びバックシェルの接続強度、並びにシールド対
策が十分に強化され、配線回路基板への実装接続や筐体パネルへの取り付けを安定して行
い得る簡素な構造であるため、特に電磁干渉によるノイズの抑制（ＥＭＩ対策）が必要と
され、高いシールド性を要する高周波伝送用コネクタであるＤＶＩコネクタ，インフィニ
バンドコネクタ，ＰＣＩコネクタ等への適用が好適となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例１に係るシールド強化型のコネクタの基本構成を示した外観斜視
図であり、（ａ）はフロントシェル側からの上方向図に関するもの，（ｂ）はバックシェ
ル側からの上方向図に関するもの，（ｃ）はバックシェル側からの下方向図に関するもの
である。
【図２】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタを筐体パネルへ取り付けた状態を示した
外観斜視図であり、（ａ）はフロントシェル側からの上方向図に関するもの，（ｂ）はバ
ックシェル側からの上方向図に関するものである。
【図３】図２（ａ），（ｂ）で説明した筐体パネルへの装着状態でのコネクタにおける電
気の流れを示した模式図であり、（ａ）はフロントシェル側からの上方向の斜視図に関す
るもの，（ｂ）はバックシェル側における側面図に関するものである。
【図４】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタに備えられるバックシェルの外観構成を
示した斜視図であり、（ａ）は一方向図に関するもの，（ｂ）は他方向図に関するもので
ある。
【図５】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタに適用可能な他のバックシェルの外観構
成を示した斜視図であり、（ａ）は一方向図に関するもの，（ｂ）は他方向図に関するも
の，（ｃ）は内部構造を露呈して示すために一部を切り欠いた他方向図に関するものであ
る。
【図６】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタに備えられるフロントシェルの細部構成
を示したものであり、（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，（ｂ）は右方向から
の側面図に関するもの，（ｃ）は上面方向からの平面図に関するものである。
【図７】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタに適用可能な他のフロントシェルの細部
構成を示したものであり、（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，（ｂ）は右方向
からの側面図に関するもの，（ｃ）は下面方向からの平面図に関するものである。
【図８】図１（ａ）～（ｃ）で説明したコネクタに備えられるバックシェルの細部構成を
示したものであり、（ａ）は正面方向からの正面図に関するもの，（ｂ）は右方向からの
側面図に関するもの，（ｃ）は内部構造を露呈して示すために一部を切り欠いた上面方向
からの平面図に関するもの，（ｄ）は裏面方向からの背面図に関するものである。
【符号の説明】
【００２７】
　１，１′　フロントシェル
　１ａ　フック付き端子
　１ａ′，２ａ，２ａ′，２ｂ　端子
　１ｂ　固定用片
　１ｃ　挿通穴
　１ｄ，１ｄ′　接触片
　１ｅ，２ｅ　固定片
　２，２′　バックシェル
　２ｃ，２ｃ′　被固定用片
　２ｄ　タップ部
　３　ネジ
　４　コンタクト
　５　ハウジング
　５ａ　フランジ部
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　６　筐体パネル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(9) JP 3907614 B2 2007.4.18



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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