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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同軸ケーブルを挿入して装着する筒状のコネクタ本体と、該コネクタ本体の前方に連結さ
れ、接続対象と接続するための接続手段とを有する同軸ケーブル用コネクタであって、
前記コネクタ本体内に、挿入した同軸ケーブルの回転を阻止するための回転阻止手段と、
装着する同軸ケーブルの内部絶縁体と外部導体との間に挿入されるスリーブ体と、同軸ケ
ーブルの抜脱を阻止する抜け止め具とを備え、
前記抜け止め具は、前方に窄み形成した略円盤状の金属体から成り、先端内周部が同軸ケ
ーブル周囲を咬持する咬持部、外周部が前記コネクタ本体内に固定するための係止部であ
って、少なくとも前記咬持部がその径方向に弾性を有し、
同軸ケーブル端部を前記コネクタ本体内へ後方から挿入操作することで、前記咬持部が前
記同軸ケーブル周囲を咬持して同軸ケーブルの抜脱を阻止することを特徴とする同軸ケー
ブル用コネクタ。
【請求項２】
抜け止め具の咬持部は、先端が同軸ケーブルに線接触するよう形成されて成る請求項１記
載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項３】
抜け止め具による同軸ケーブルの抜脱阻止を解除するリリーサを有し、該リリーサは、同
軸ケーブルに外嵌する円筒状の摺動部と該摺動部を操作する操作部とを有し、前記摺動部
先端が抜け止め具の咬持部に当接するよう配置され、前記摺動部を前方へ摺動させること
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で、摺動部先端が咬持部を前方へ押上げ、同軸ケーブルの咬持動作を解除する請求項１又
は２に記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項４】
スリーブ体の周囲には、同軸ケーブルの抜け止め防止加工が施されている請求項１乃至３
の何れかに記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項５】
回転阻止手段は、スリーブ体側面に、前後に長く形成した帯状突起であり、該帯状突起に
より挿入したケーブルの回転を阻止する請求項１乃至４の何れかに記載の同軸ケーブル用
コネクタ。
【請求項６】
スリーブ体の後方端部が抜け止め具の咬持部より後方に位置する請求項１乃至５の何れか
に記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項７】
同軸ケーブルの抜け止め防止加工が、スリーブ体後方端部に形成した環状突起である請求
項６記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項８】
回転阻止手段は、挿入した同軸ケーブルを嵌挿する筒状の係止体であって、スリーブ体を
覆う様に配置され、前方側基部がコネクタ本体に係止されて径方向に弾性を有すると共に
、内側面に同軸ケーブル周囲に食い込む係止刃を備え、
該係止刃は、コネクタ中心軸に平行に配置されると共にコネクタ中心軸に向かって形成さ
れ、挿入された同軸ケーブルの周囲に前記係止刃が食い込んで同軸ケーブルの回転を阻止
する請求項５乃至７の何れかに記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項９】
係止刃の突出量は、挿入された同軸ケーブル保護被覆の厚みの１０～２０％食い込む大き
さである請求項８記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項１０】
接続手段は、内側面に雌ねじが切られたナット体であって、コネクタ本体の前面に前記ナ
ット体を嵌合保持する筒状嵌合部が突設して前記ナット体後部を回転可能に嵌合保持し、
前記筒状嵌合部には、装着した同軸ケーブルの内部絶縁体及び中心導体を挿通する挿通孔
がスリーブ体から連続形成され、装着した同軸ケーブルの中心導体を前記挿通孔から突出
させて、前記ナット体の中心軸上に配置させて成る請求項１乃至９の何れかに記載の同軸
ケーブル用コネクタ。
【請求項１１】
接続手段は、コネクタ本体に一体形成されて周囲に雄ねじが切られたボルト体であり、該
ボルト体中心軸上に、コネクタ本体に挿入装着した同軸ケーブルの中心導体と接続対象の
中心導体とを連結するための連通孔が形成され、該連通孔内に双方の中心導体を挟持して
連結する連結金具が配置されて成る請求項１乃至９の何れかに記載の同軸ケーブル用コネ
クタ。
【請求項１２】
接続手段は、コネクタ本体と対称に形成して成り、２つのコネクタ本体を対向配置して全
体を一体に形成し、スリーブ体及び抜け止め具も双方のコネクタ本体内に対称に配置し、
中央に双方のコネクタ本体に挿入装着した同軸ケーブルの中心導体を連結するための連結
金具が配置されて成る請求項１乃至９の何れかに記載の同軸ケーブル用コネクタ。
【請求項１３】
外部から同軸ケーブルを装着する同軸ケーブル用コネクタを有する電子機器用箱体であっ
て、
前記同軸ケーブル用コネクタは、同軸ケーブルを挿入して装着する筒状のコネクタ本体を
有し、該コネクタ本体内に、装着する同軸ケーブルの内部絶縁体と外部導体との間に挿入
されるスリーブ体と、同軸ケーブルの抜脱を阻止する抜け止め具とを備え、
前記抜け止め具は、前記コネクタ本体の内部方向に窄み形成した略円錐形を成し、先端内
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周部が同軸ケーブル周囲を咬持する咬持部、外周部が前記コネクタ本体内に固定するため
の係止部であって、少なくとも前記咬持部がその径方向に弾性を有し、
同軸ケーブル端部を前記コネクタ本体内へ挿入操作することで、前記箱体に装着され、前
記咬持部が前記同軸ケーブル周囲を咬持して同軸ケーブルの抜脱を阻止することを特徴と
する電子機器用箱体。
【請求項１４】
抜け止め具の咬持部は、先端が同軸ケーブルに線接触するよう形成されて成る請求項１３
記載の電子機器用箱体。
【請求項１５】
抜け止め具による同軸ケーブルの抜脱阻止を解除するリリーサを有し、該リリーサは、同
軸ケーブルに外嵌する円筒状の摺動部と該摺動部を操作する操作部とを有し、前記摺動部
先端が抜け止め具の咬持部に当接するよう配置され、前記摺動部を箱体方向へ摺動させる
ことで、摺動部先端が咬持部を前方へ押上げ、同軸ケーブルの咬持動作を解除する請求項
１３又は１４に記載の電子機器用箱体。
【請求項１６】
スリーブ体、或いは挿入した同軸ケーブルが当接するコネクタ本体の当接面の少なくとも
一方に、挿入した同軸ケーブルの回転を阻止するための回転阻止手段を設けて成る請求項
１３乃至１５の何れかに記載の電子機器用箱体。
【請求項１７】
回転阻止手段は、スリーブ体側面に、スリーブ体軸方向に長く形成した帯状突起であり、
該帯状突起により挿入したケーブルの回転を阻止する請求項１６に記載の電子機器用箱体
。
【請求項１８】
スリーブ体の後方端部が抜け止め具の咬持部より後方に位置する請求項１３乃至１７の何
れかに記載の電子機器用箱体。
【請求項１９】
スリーブ体後方端部に環状突起を有する請求項１８記載の電子機器用箱体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同軸ケーブル同士或いは同軸ケーブルを電子機器の筐体に接続するために同
軸ケーブル端部に装着する同軸ケーブル用コネクタ、及び同軸ケーブルを直接接続できる
電子機器用箱体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　同軸ケーブルにコネクタを装着する場合、従来はケーブルの抜けを防ぐために、フェル
ール又はシェルと一体になったリング部分をペンチや特殊工具を用いてカシメを行い、コ
ネクタをケーブルに装着する方法が広く採用されていた（例えば、特許文献１の従来技術
参照）。
　しかし、この方法は工具を用いてカシメを行わなければならず、コネクタの装着作業が
面倒であったため、特許文献１に記載されているように内側筒部に内側爪部、外側筒部に
外側爪部を設けて同軸ケーブルを挿入するだけでコネクタに装着できる構成や、本出願人
が先に出願した特許文献２に示すように、爪部を有するリング状の抜け止め具を同軸ケー
ブルに外嵌して、爪部をケーブルに食い込ませて抜けを防止させ、カシメの工程を必要と
せずにケーブルを抜け難くしたコネクタの構成や、同様の端子を設けた電子機器用箱体の
構成が知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２８８７６７号公報（第１０図）
【特許文献２】特開２００２－１８４５３６号公報（第７図）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１及び２で開示した技術は、リリース機能がなく、一度装着した
同軸ケーブルを外すことが困難なため、同軸ケーブルを変更したい場合は新たなコネクタ
を必要としたし、同軸ケーブルの長さを変えたい場合はケーブルのコネクタ部を切断して
新たなコネクタを装着していた。また、電子機器用箱体に至っては、箱体自体を交換して
対応する以外になく、コネクタや箱体を再利用できず無駄になっていた。
　そこで、本発明は上記問題点に鑑み、同軸ケーブルが抜け難く且つリリース機能を有す
る同軸ケーブル用コネクタ及び電子機器用箱体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】
【０００５】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、同軸ケーブルを挿入して装着する筒状の
コネクタ本体と、該コネクタ本体の前方に連結され、接続対象と接続するための接続手段
とを有する同軸ケーブル用コネクタであって、前記コネクタ本体内に、挿入した同軸ケー
ブルの回転を阻止するための回転阻止手段と、装着する同軸ケーブルの内部絶縁体と外部
導体との間に挿入されるスリーブ体と、同軸ケーブルの抜脱を阻止する抜け止め具とを備
え、前記抜け止め具は、前方に窄み形成した略円盤状の金属体から成り、先端内周部が同
軸ケーブル周囲を咬持する咬持部、外周部が前記コネクタ本体内に固定するための係止部
であって、少なくとも前記咬持部がその径方向に弾性を有し、同軸ケーブル端部を前記コ
ネクタ本体内へ後方から挿入操作することで、前記咬持部が前記同軸ケーブル周囲を咬持
して同軸ケーブルの抜脱を阻止することを特徴とする。
　この構成により、コネクタに装着した同軸ケーブルは、抜け止め具の作用により引っ張
り応力が加わっても抜けてしまうようなことがなく、堅牢な装着ができる。また、同軸ケ
ーブルの端部を所定の形状に処理してコネクタ本体に挿入すれば、コネクタ装着が完了し
てコネクタ部が完成するので、コネクタ装着も容易である。
　また、装着した同軸ケーブルが、コネクタに対して回転し難く、良好な接続状態を維持
できる。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の発明において、抜け止め具の咬持部は、先端が同
軸ケーブルに線接触するよう形成されて成ることを特徴とする。
　この構成により、抜け止め具の同軸ケーブル抜け止め力が向上する。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、抜け止め具による同軸ケー
ブルの抜脱阻止を解除するリリーサを有し、該リリーサは、同軸ケーブルに外嵌する円筒
状の摺動部と該摺動部を操作する操作部とを有し、前記摺動部先端が抜け止め具の咬持部
に当接するよう配置され、前記摺動部を前方へ摺動させることで、摺動部先端が咬持部を
前方へ押上げ、同軸ケーブルの咬持動作を解除することを特徴とする。
　この構成により、リリーサを操作することで抜け止め具による抜脱阻止作用を解除でき
、容易に抜き取ることができる。よって、ケーブル交換等の作業を容易に実施できる。ま
た、リリーサを押込操作するだけの簡易な操作で装着した同軸ケーブルを抜き取りできる
し、リリーサは簡単な構成で済む。
【０００８】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れかに記載の発明において、スリーブ体の周囲
には、同軸ケーブルの抜け止め防止加工が施されていることを特徴とする。
　この構成により、抜け止め具と合わせて確実に同軸ケーブルの抜けを防止できる。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４に記載の発明において、回転阻止手段は、スリーブ
体側面に、前後に長く形成した帯状突起であり、該帯状突起により挿入したケーブルの回
転を阻止することを特徴とする。
　この構成により、簡易な構成で同軸ケーブルの回転を阻止でき、部材を別途設けずに済
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む。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項１乃至５の何れかの発明において、スリーブ体の後方端部が
抜け止め具の咬持部より後方に位置することを特徴とする。
　この構成により、ケーブル径のバラツキにより径が細くなっても抜け止め具に咬持する
部位のケーブル保護被覆の内径は、スリーブ体により一定の径に拡径され、抜け止め具が
咬持する部位の保護被覆の径は変化することがない。そのため、常に保護被覆を良好に咬
持でき、同軸ケーブルの径がばらついても、同軸ケーブルの抜去力を所定値以上に維持で
き、抜け易くなることがない。また、抜け止め具とスリーブ体を重ねることで、コネクタ
本体の長さの短縮を図ることができる。
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項６記載の発明において、同軸ケーブルの抜け止め防止加工が
、スリーブ体後方端部に形成した環状突起であることを特徴とする。
　この構成により、環状突起３７は、抜け止め具３による咬持部位の後方で保護被覆７ｄ
を押し広げるので、咬持力が向上し、更に抜け難くなる。
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項５乃至７の何れかに記載の発明において、回転阻止手段は、
挿入した同軸ケーブルを嵌挿する筒状の係止体であって、スリーブ体を覆う様に配置され
、前方側基部がコネクタ本体に係止されて径方向に弾性を有すると共に、内側面に同軸ケ
ーブル周囲に食い込む係止刃を備え、該係止刃は、コネクタ中心軸に平行に配置されると
共にコネクタ中心軸に向かって形成され、挿入された同軸ケーブルの周囲に前記係止刃が
食い込んで同軸ケーブルの回転を阻止することを特徴とする。
　この構成により、係止刃が同軸ケーブルの保護被覆に線状に食い込むので、確実に同軸
ケーブルの回転を阻止できる。
【００１４】
　また、請求項９の発明は、請求項８に記載の発明において、係止刃の突出量は、挿入さ
れた同軸ケーブル保護被覆の厚みの１０～２０％食い込む大きさであることを特徴とする
。
この構成により、同軸ケーブルは確実に係止刃に係止して回転を阻止できるし、保護被覆
が破れることがない。
【００１５】
　請求項１０の発明は、請求項１乃至９の何れかに記載の発明において、接続手段は、内
側面に雌ねじが切られたナット体であって、コネクタ本体の前面に前記ナット体を嵌合保
持する筒状嵌合部が突設して前記ナット体後部を回転可能に嵌合保持し、前記筒状嵌合部
には、装着した同軸ケーブルの内部絶縁体及び中心導体を挿通する挿通孔がスリーブ体か
ら連続形成され、装着した同軸ケーブルの中心導体を前記挿通孔から突出させて、前記ナ
ット体の中心軸上に配置させて成ることを特徴とする。
　この構成により、同軸ケーブル端部を所定の形状に処理するだけでプラグ端子を装着で
き、電子機器等のレセプタクル端子と接続できる。
【００１６】
　請求項１１の発明は、請求項１乃至９の何れかに記載の発明において、接続手段は、コ
ネクタ本体に一体形成されて周囲に雄ねじが切られたボルト体であり、該ボルト体中心軸
上に、コネクタ本体に挿入装着した同軸ケーブルの中心導体と接続対象の中心導体とを連
結するための連通孔が形成され、該連通孔内に双方の中心導体を挟持して連結する連結金
具が配置されて成ることを特徴とする。
　この構成により、同軸ケーブル端部を所定の形状に処理するだけでレセプタクル端子を
装着でき、プラグ端子と容易に接続できる。よって、同軸ケーブル同士の接続を容易に実
施できる。
【００１７】
　請求項１２の発明は、請求項１乃至９の何れかに記載の発明において、接続手段は、コ
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ネクタ本体と対称に形成して成り、２つのコネクタ本体を対向配置して全体を一体に形成
し、スリーブ体及び抜け止め具も双方のコネクタ本体内に対称に配置し、中央に双方のコ
ネクタ本体に挿入装着した同軸ケーブルの中心導体を連結するための連結金具が配置され
て成ることを特徴とする。
　この構成により、ケーブル同士を直接接続するケーブル中継コネクタを得ることができ
、ケーブル端部を所定の形状に切断処理して挿入操作するだけで、容易に連結できる。ま
た、リリーサを操作すれば、容易にケーブルを抜き取りできる。
【００１８】
　請求項１３の発明は、外部から同軸ケーブルを装着する同軸ケーブル用コネクタを有す
る電子機器用箱体であって、前記同軸ケーブル用コネクタは、同軸ケーブルを挿入して装
着する筒状のコネクタ本体を有し、該コネクタ本体内に、装着する同軸ケーブルの内部絶
縁体と外部導体との間に挿入されるスリーブ体と、同軸ケーブルの抜脱を阻止する抜け止
め具とを備え、前記抜け止め具は、前記コネクタ本体の内部方向に窄み形成した略円錐形
を成し、先端内周部が同軸ケーブル周囲を咬持する咬持部、外周部が前記コネクタ本体内
に固定するための係止部であって、少なくとも前記咬持部がその径方向に弾性を有し、同
軸ケーブル端部を前記コネクタ本体内へ挿入操作することで、前記箱体に装着され、前記
咬持部が前記同軸ケーブル周囲を咬持して同軸ケーブルの抜脱を阻止することを特徴とす
る。
　この構成により、箱体に装着した同軸ケーブルは、抜け止め具の作用により引っ張り応
力が加わっても抜けてしまうようなことがなく、堅牢な装着ができる。また、同軸ケーブ
ルの端部を所定の形状に処理してコネクタ本体に挿入する簡単な操作で、箱体に直接同軸
ケーブルを接続でき、別途コネクタを同軸ケーブルに装着する必要がない。
【００１９】
　請求項１４の発明は、請求項１３記載の発明において、抜け止め具の咬持部は、先端が
同軸ケーブルに線接触するよう形成されて成ることを特徴とする。
　この構成により、確実に同軸ケーブルを把持し、抜け止め力が向上する。
【００２０】
　請求項１５の発明は、請求項１３又は１４に記載の発明において、抜け止め具による同
軸ケーブルの抜脱阻止を解除するリリーサを有し、該リリーサは、同軸ケーブルに外嵌す
る円筒状の摺動部と該摺動部を操作する操作部とを有し、前記摺動部先端が抜け止め具の
咬持部に当接するよう配置され、前記摺動部を箱体方向へ摺動させることで、摺動部先端
が咬持部を前方へ押上げ、同軸ケーブルの咬持動作を解除することを特徴とする。
　この構成により、リリーサを操作することで抜け止め具による抜脱阻止作用を解除でき
、容易に抜き取ることができる。よって、ケーブル交換等の作業を容易に実施できる。ま
た、リリーサを押込操作するだけの簡易な操作で装着した同軸ケーブルを抜き取りできる
し、リリーサは簡単な構成で済む。
【００２１】
　請求項１６の発明は、請求項１３乃至１５の何れかに記載の発明において、スリーブ体
、或いは挿入した同軸ケーブルが当接するコネクタ本体の当接面の少なくとも一方に、挿
入した同軸ケーブルの回転を阻止するための回転阻止手段を設けて成ることを特徴とする
。
　この構成によれば、装着した同軸ケーブルが、コネクタに対して回転し難く、良好な接
続状態を維持できる。
【００２２】
　請求項１７の発明は、請求項１６に記載の発明において、回転阻止手段は、スリーブ体
側面に、スリーブ体軸方向に長く形成した帯状突起であり、該帯状突起により挿入したケ
ーブルの回転を阻止することを特徴とする。
　回転阻止手段をこのように形成することで、簡易な構成で同軸ケーブルの回転を阻止で
き、部材を別途設けずに済む。
【００２３】
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　請求項１８の発明は、請求項１３乃至１７の何れかに記載の発明において、スリーブ体
の後方端部が抜け止め具の咬持部より後方に位置することを特徴とする。
　この構成により、同軸ケーブルの径にバラツキがあっても、抜け止め具に係止する部位
の保護被覆の内径は、スリーブ体の径により一定となるため、抜け止め具は確実に保護被
覆を咬持し、同軸ケーブルの抜けを防止する。
【００２４】
　請求項１９の発明は、請求項１８に記載の発明において、スリーブ体後方端部に環状突
起を有し、該環状突起は抜け止め具の咬持部の直後に位置することを特徴とする。
　この構成により、保護被覆は環状突起により抜け止め具係止部位の直後で押し広げられ
るので、咬持力が向上する。
【発明の効果】
【００２５】
　このように、本発明に係る同軸ケーブル用コネクタによれば、コネクタに装着した同軸
ケーブルは、抜け止め具の作用により引っ張り応力が加わっても抜けてしまうようなこと
がなく、堅牢な装着ができる。それでいて、リリーサを操作することで抜け止め具による
抜脱阻止作用を解除して容易に抜き取ることができるので、ケーブル交換等の作業を容易
に実施できる。また、抜き取り可能な構成であっても、装着状態で同軸ケーブルは回転し
難く、良好な接続状態を維持できるし、同軸ケーブルの端部を所定の形状に処理してコネ
クタ本体に挿入するだけで、コネクタ装着が完了するので、コネクタ装着も容易である。
　そして、本発明に係る電子機器用箱体によれば、箱体に装着した同軸ケーブルは、抜け
止め具の作用により引っ張り応力が加わっても抜けてしまうようなことがなく、堅牢な装
着ができる。それでいて、リリーサを操作すれば、抜け止め具による抜脱阻止作用を解除
できるので、ケーブル交換等の作業を容易に実施できる。また、同軸ケーブルの端部を所
定の形状に処理してコネクタ本体に挿入するだけで、箱体への装着が完了するので、同軸
ケーブルの装着が容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
  以下、本発明を具体化した実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発
明に係る同軸ケーブル用コネクタ（以下、単にコネクタと称する。）の第１の実施形態を
示し、同軸ケーブルに装着した状態のコネクタの要部を断面で示した説明図及びその一部
拡大図を示している。
　図１において、１は内部にケーブル装着手段を備え、同軸ケーブル（以下、単にケーブ
ルと称する。）に外嵌する筒状のコネクタ本体、２はレセプタクル等の接続対象に接続す
る接続手段としてのナット体である。ケーブル装着手段は、装着したケーブルの抜けを防
止する抜け止め具３、抜け止め具３を固定する固定具４、抜け止め具３の抜け止め作用を
解除するリリーサ５、装着するケーブル７の内部絶縁体７ｂと外部導体７ｃの間に挿入す
るスリーブ体６とから成り、以下図示左方向を前方として説明する。尚、７ａはケーブル
の中心導体、７ｄは保護被覆である。
【００２７】
　 コネクタ本体１は、後部にケーブル挿入口を有し、前面にナット体２を装着するため
の細径の筒状嵌合部８が突出形成され、筒状嵌合部８には装着するケーブル７の内部絶縁
体７ｂ及び中心導体７ａを挿通する挿通孔８ａが形成されている。そして、ナット体２は
、内部に雌ねじが切られ、後部にコネクタ本体１の筒状嵌合部８を挿入嵌合する連結孔２
ａを有し、回転可能にコネクタ本体１前面にて連結されている。尚、筒状嵌合部８は、ナ
ット体２と嵌合した後に先端部が拡径され、ナット体２が抜け落ちることはない。
【００２８】
　図２は、スリーブ体６を後方から見た斜視図を示している。スリーブ体６は、図２に示
すようにコネクタ本体１に連結するための環状連結部１０の背部に一体形成され、後方端
部にかけて肉厚を徐々に薄く且つ先端を細く、円錐状に形成されている。但し、挿通孔６
ａは同一径で形成されている。こうすることで、ケーブル７の内部絶縁体７ｂと外部導体
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７ｃの間に挿入し易くしている。
　そして、スリーブ体６の側面に、環状連結部１０から後方端部に亘り回転阻止手段とし
ての直線状の帯状突起１１が複数形成されている。この帯状突起１１は、スリーブ体６と
同様に、環状連結部１０から先端に向けて徐々に低く形成されている。
【００２９】
　尚、帯状突起１１は１つだけであっても良いし、スリーブ体６の基部から後方端部にか
けて全体に形成せず、一部だけに設けても良い。また、スリーブ体６の挿通孔６ａとコネ
クタ本体１前面の筒状嵌合部８に形成された挿通孔８ａは、コネクタ中心軸Ｍ上に同一径
で形成されているし、スリーブ体６はコネクタ本体１に一体形成することもできる。
【００３０】
　抜け止め具３は、図３（ａ）の正面図に示すように、略円盤状に形成され、弾性を有す
る金属、例えばバネ用ステンレスで形成されている。そして、内周側及び外周側から交互
に放射状に切り欠き１３，１３・・が互いに交差する長さで形成され、内周部が同軸ケー
ブル７を咬持する咬持部３ａ、外周部はコネクタ本体１に係止固定する係止部３ｂであり
、切り欠き１３の形成により、抜け止め具３全体が径方向にも弾性を有するよう形成され
ている。また、内径は装着するケーブル７の外径より小さな径で形成され、咬持部３ａ先
端はケーブル７に線接触するように内周は、ケーブルの径に合わせたアールを設けて形成
されている。
　このようにケーブルに線接触させることで、先端を鋭角にしてケーブルに食い込ませる
従来の抜け止め具（例えば、上記特許文献２の図１）に比べて、確実に咬持動作させ、抜
け止め力を向上できる。
　尚、咬持部３ａの先端はアールを設けず直線で切断してもケーブルに線接触でき、良好
に咬持動作する。
【００３１】
　そして、咬持部３ａは、図３（ｂ）のＢ－Ｂ線端面図に示すように、コネクタ前方とな
るコネクタ本体１の内部方向に、折り曲げ角θを約４５°として折り曲げ形成され、抜け
止め具３全体は前方に窄み形成した略円錐形状となっている。
　このように折り曲げることで、抜け止め具３が径方向に弾性を有し、咬持部３ａも径方
向に伸縮する作用と合わせて、ケーブルの挿入操作の際咬持部３ａは容易に拡径するので
、挿入操作をスムーズに実施できるまた、挿入したケーブルに引っ張り応力が加わった場
合、咬持部がケーブルに確実に食い込むので、抜け落ちることがない。更に、抜け止め具
３の係止部３ｂの端部３ｃは、固定スリーブ１４の段部１４ａ手前の内周部１４ｅに当接
して移動を制限されるため、外周が拡径されることがなく、ケーブルに大きな引き抜き応
力が加わっても、抜け止め具３の咬持部３ａの折り曲げ角θは維持され、良好に咬持動作
する。
【００３２】
　尚、抜け止め具作製の際、打ち抜きにより切り欠き１３及び咬持部３ａを作製し、その
後咬持部３ａを折り曲げることになるが、咬持部３ａの打ち抜きは前方（図３（ｂ）の左
側）から打ち抜くと良い。こうすることで、その反対側となる咬持部３ａのケーブル７に
接触する端部（図３（ｂ）左側の内周端部）が鋭角に形成され、ケーブル７を確実に咬持
操作するよう作製できる。また図３では、切り欠きは内周側、外周側に１６づつ形成され
ているが、切り欠きの幅を変更することで容易にその数を変更できる。即ち咬持部３ａ、
係止部３ｂの数を変更できる。
　また、抜け止め具３は、少なくとも咬持部３ａが径方向の弾性を有していれば、全体に
径方向に弾性を持たなくてもケーブルを挿通できるし、抜け止め作用も得ることができる
ので、上記抜け止め具の場合、外周からの切り欠き１３を無くすことも可能である。
【００３３】
　このように形成した抜け止め具３は、固定具４に固定してからコネクタ本体１へ組み付
けられる。固定具４は、コネクタ本体１に係止する固定スリーブ１４と固定スリーブ１４
に抜け止め具３を固定する固定リング１５から成り、固定スリーブ１４は内側面に抜け止
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め具３を係止する段部１４ａと、リリーサ挿入部１４ｂを有している。また、固定リング
１５は抜け止め具３と同一径で形成されている。そして、固定具４への抜け止め具３の固
定は、固定スリーブ１４前面から係止位置まで抜け止め具３を挿入すると共に固定リング
１５を挿入し、固定スリーブ１４の先端開口部をプレス等で縮径する。こうして、固定リ
ング１５の抜けは防止され、抜け止め具３は固定具４内に挟持固定される。
　そして、抜け止め具３を固定した固定具４を、コネクタ本体１背部から圧入することで
、抜け止め具３は、コネクタ本体１に組み付けられる。
【００３４】
　リリーサ５は、ケーブル７周囲を摺動する円筒状の摺動部５ａと、その後部に設けた摺
動部５ａを操作するための鍔状の操作部５ｂとから構成されている。摺動部５ａは、固定
スリーブ１４の背部から抜け止め具３に達する長さを有し、先端は図１のＡ部拡大図に示
すように、抜け止め具３の咬持部３ａに当接する係合部５ｄがテーパ面を設けて先端を鋭
角にして形成されている。そして、摺動部５ａ外周には、固定スリーブ１４のリリーサ挿
入部１４ｂに形成された係止突起１４ｃに係止する段部５ｃを有し、係止突起１４ｃによ
り挿入されたリリーサ５は抜け落ちることがない。
　また、操作部５ｂは、コネクタ本体１の後方に配置され、操作部５ｂを操作して前方に
押圧することで摺動部５ａが摺動し、先端操作部５ｄが咬持部３ａを前方へ押す。その結
果、咬持部３ａは拡径して、ケーブル７から咬持部３ａが浮き上がる。こうして、抜け止
め具３によるケーブル７咬持作用が解除、即ち抜脱阻止作用が解除される。
【００３５】
　次に、上記コネクタの組立て及びケーブルへの装着手順を説明する。コネクタの組立て
は、先ずコネクタ本体１にスリーブ体６を備えた環状連結部１０が後方から挿入され連結
される。この時、環状連結部１０は圧入等により両者は固着一体化される。そして、筒状
嵌合部８にナット体２を嵌合した後、嵌合部８を拡径させることで、ナット体２は回転自
在にコネクタ本体１に連結される。
　その後、上述するように固定スリーブ１４と固定リング１５で把持固定された抜け止め
具３を、コネクタ本体１内に挿入して抜け止め具３を装着し、リリーサ５を挿入すること
でコネクタは完成する。
【００３６】
　ケーブル７の装着操作は次のように実施される。最初に挿入するケーブル７端部を加工
する。具体的には図１（或いは、後述する図４）に示すように、中心導体７ａ及び内部絶
縁体７ｂが所定の長さに露出されるよう内部絶縁体７ｂ及び保護被覆７ｄを切除し、外部
導体７ｃを保護被覆７ｄ上に捲りあげる。後は、ケーブル７をコネクタ本体１に後方から
挿入操作すれば良い。
　図４はケーブル挿入前の状態、図５はケーブル挿入途中の状態を示す側面説明図であり
、装着完了した状態は図１のようになる。ケーブル７の挿入は、保護被覆７ｄがコネクタ
本体１の前面背部、正確には環状連結部１０に当接する所定位置まで行われる。こうする
ことで、スリーブ体６は内部絶縁体７ｂと外部導体７ｃの間に挿入され、外部導体７ｃと
コネクタ本体１とはスリーブ体６を介して確実に電気的接続が成されるし、スリーブ体６
周囲に形成された帯状突起１１の作用で、ケーブル７は回転応力が加わっても容易に回転
することがなく、良好な接続状態を維持できる。
　そして、咬持部３ａは上述するように確実にケーブル７を咬持するよう作用する。更に
、中心導体７ａの先端はナット体２先端位置まで突出し、ナット体２の中心軸（Ｍ）上に
ケーブル７の中心導体が配置され、接続手段の中心導体を得る。
【００３７】
　尚、図４，図５において、７ｅはアルミ箔を示している。同軸ケーブルの外部導体は、
網状の導体（上述する外部導体７ｃ）とその内側に設けられたアルミ箔７ｅから構成され
てるのが一般的であり、このようにアルミ箔７ｅを有する場合、ケーブル端部加工の際、
アルミ箔７ｅは捲ること無く内部絶縁体７ｂに沿わせたままで、スリーブ体６はアルミ箔
７ｅと網状の導体（上述する外部導体７ｃ）の間に挿入される。
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【００３８】
　このように、コネクタに装着した同軸ケーブルは、抜け止め具の作用により引っ張り応
力が加わっても抜けてしまうようなことがなく、堅牢な装着ができる。それでいて、リリ
ーサを操作することで抜け止め具による抜脱阻止作用を解除して容易に抜き取ることがで
きるので、ケーブル交換等の作業を容易に実施できる。更に、同軸ケーブルの端部を所定
の形状に処理してコネクタ本体に挿入すれば、コネクタ装着が完了してコネクタ部が完成
するので、コネクタ装着も容易である。また、外したコネクタを再利用できるので無駄が
ない。
　また、抜け止め具は全体が径方向に弾性を有するので、ケーブルの挿入をスムーズに実
施できるし、スリーブ体に形成した帯状突起により別途回転阻止手段を設けることなく装
着したケーブルの回転を阻止でき、良好な接続状態を維持できる。
　更に、リリーサは簡単な構造及び形状で済み、コネクタの構成が複雑になることがない
し、接続手段をプラグとすることで電子機器等のレセプタクル端子に接続できる。
【００３９】
　次に、本発明に係るコネクタの第２の実施形態を図６～図８に基づいて説明する。図６
、図７は要部を断面で示したコネクタの側面図で、図６は同軸ケーブルを接続した状態、
図７は同軸ケーブル接続前の状態である。図１との相違点は、コネクタ本体１内に回転阻
止手段として専用の係止体１７を設けている点であり、図８はその係止体１７を示し、（
ａ）は係止体の側面図、（ｂ）は係止体の正面図を示している。尚、上記図１と同様の構
成部材には同一の符号を付与し、説明を省略する。
　以下、係止体１７について説明する。図７に示すように、係止体１７はスリーブ体６と
同程度の長さを有する円筒状として形成されている。そして、図８に示すように、スリッ
ト１７ａを設けて径を変更可能とし、バネ用ステンレスを用いて全体が径方向に弾性を有
するよう形成され、更に、周囲４ヶ所に係止刃１８が打ち抜き形成されている。
【００４０】
　１７ｂは係止刃１８を形成するために打ち抜かれた開口部であり、係止刃１８は、その
開口部１７ｂの１辺に、内側に折り曲げられて形成され、中心軸であるコネクタ中心軸Ｍ
に平行に帯状に形成されている。また、同軸ケーブル７に食い込む先端部は打ち抜く際に
鋭角に形成され、同軸ケーブル７の保護被覆７ｄに食い込みやすくなっている。また、係
止刃１８の突出量は、コネクタ本体１に組み付けた際にスリーブ体６との間の隙間が、挿
入する同軸ケーブル７の保護被覆７ｄの厚みより所定量狭くなるように設定されているし
、同軸ケーブル７挿入側となる後端部１７ｃは拡開され、同軸ケーブル７を挿入し易くし
ている。
　そして、係止体１７前面の対向する２ヶ所には、環状連結部１０に係止させるための突
起１９が設けられ、環状連結部１０の対応する周囲２ヶ所には突起１９を係止する凹部（
図示せず）が設けられている。
【００４１】
　このように形成した係止体１７は、環状連結部１０組み付け時に合わせて組み付けられ
、係止体１７の一端先端部がコネクタ本体１に係止して、コネクタ本体に連結される。そ
して、挿入した同軸ケーブル７の保護被覆７ｄに係止刃１８を食い込ませることができる
。但し、挿入する同軸ケーブル７の加工は、上記実施形態とは若干異なり、図７に示すよ
うに外部導体７ｃは保護被覆７ｄ状に捲り上げることはせず、保護被覆７ｄ切断位置で同
様に切断して挿入される。
　このように、係止体により挿入した同軸ケーブルが回転するようなことがない。特に、
スリーブ体を覆うように係止体を配置することで、同軸ケーブル挿入操作により、内部絶
縁体と外部導体の間にスリーブ体が進入し、保護被覆がスリーブ体周囲にせり上がって行
くので、係止刃が確実に保護被覆に食い込む。従って、確実に同軸ケーブルの回転を阻止
できる。また、係止体は弾性を有するので、経年変化により同軸ケーブルの保護被覆が塑
性変形しても、同軸ケーブルの回転阻止機能を維持できる。
【００４２】
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　尚、上記実施形態は、何れも回転阻止手段をスリーブ体に設けた帯状突起１１としてい
るが、図１１に示すように、ケーブル７先端が当接する環状連結部１０に突起片１２ａ，
１２ｂを設けても良い。図１１（ａ）では、横長で鋭角な先端を有する突起片１２ａを２
箇所に備え、図１１（ｂ）では針状の突起１２ｂを備えている。このような形状で回転阻
止手段を設けても、ケーブルの回転阻止に有効である。そして、更に帯状突起１１と上記
突起片１２ａ，１２ｂを合わせて設ければ更に効果的である。
　また、第２の実施形態では、係止刃１８を係止体１７の周囲４ヶ所に設けているが、対
向する２ヶ所だけに設けても回転阻止に十分有効であるし、１ヶ所だけであっても、回転
阻止力を発揮させることは可能である。更に、係止刃１８の保護被覆７ｄへ食い込む割合
は、大きい方がケーブルの回転阻止には有効であるが、大き過ぎると保護被覆７ｄが切断
され破れてしまうので、保護被覆７ｄの厚みの２０％以内が好ましいし、少ないと回転阻
止作用が弱いので１０％以上が好ましい。
【００４３】
　更に、第２の実施形態のスリーブ体６は、図１６に示すように、差し込んだ同軸ケーブ
ルの抜け止め加工を施した形状とすると良い。図１６は環状連結部１０を含むスリーブ体
６の側面図であり、（ａ）はスリーブ体６周囲に、コネクタ前方に向けて先端を鋭角に形
成して抜け止め作用を持たせた係止環３４を複数設けた構成を示し、（ｂ）はスリーブ体
周囲に網目状の溝、所謂ローレット溝３５を設けて抜け止め作用を持たせた構成を示して
いる。このように、係止体１７を有する場合、スリーブ体に上記図２に示すような帯状突
起１１を設けず、抜け止め加工を施すと効果的である。特に、ローレット溝３５の場合、
同軸ケーブルの回転止め作用も奏するし、同軸ケーブルの外部導体ｃに付着した酸化物皮
膜も除去でき、電気的接続が確実になる。また、この抜け止め加工は他の実施形態のスリ
ーブ体に適用することもできる。
【００４４】
　次に、本発明に係るコネクタの第３の実施形態を図９を基に説明する。図９は要部を断
面で示した側面図であり、図１との相違点は、接続手段を雄ねじが切られたボルト体２０
から成るレセプタクルとしている点である。尚、上記図１と同様の構成部材には同一の符
号を付与し、説明を省略する。
　ボルト体２０は、中心軸Ｍ上に接続対象のコネクタの中心導体（図示せず）を挿入し、
コネクタ本体２１内のスリーブ体６の挿通孔６ａに連通する連通孔２２が形成されている
。そして、この連通孔２２内には、コネクタ本体２１に装着されたケーブル７の中心導体
７ａと接続対象のコネクタの中心導体（図示せず）を連結する連結金具２３が配置されて
いる。この連結金具２３は、樹脂製の保持筒２４内に配置され、保持筒２４は前面及び背
面に夫々中心導体を挿通するための挿通孔２４ａが形成されている。
【００４５】
　このコネクタの組立ては、最初に連結金具２３を組み付けた保持筒２４をコネクタ本体
２１後方からボルト体２０内に挿入し、次にスリーブ体６を有する環状連結部１０を同様
に後方から挿入及び圧入する。そして、第１の実施形態と同様に、固定スリーブ１４と固
定リング１５に挟持された抜け止め具３、リリーサ５等を組み付けることで組立てられる
。
　また、ケーブル７の装着手順も上記第１の実施形態と同様であり、所定形状に端部を加
工したケーブル７をコネクタ本体２１に挿入することで確実に装着され、引っ張り応力が
作用しても抜けてしまうようなことがない。そして、差し込んだケーブル７の中心導体７
ａは保持筒２４内に挿入され、連結金具２３に挟持される。
　このように、接続手段をセプタクルとして形成することで、上記第１の実施形態のよう
なプラグを連結でき、連結した中心導体同士は連結金具２３により連結されるし、外部導
体同士はボルト体２０を介して連結され、ケーブル同士の良好な接続ができる。そして、
第１の実施形態と同様に、堅牢なケーブルの装着ができるし、リリーサを操作すればケー
ブルを抜き取りできる。
【００４６】
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　図１０は、本発明のコネクタの更に他の形態を示している。これは上記図９の構成のう
ち、接続手段としてのボルト体をコネクタ本体と同一形状にして、直接ケーブルを装着可
能としている。尚、図９と同一の構成部材には同一の符号を付与して説明を省略する。
　図１０に示すように、中央に中心導体７ａ，７ａ同士を連結する連結金具２３を配置し
、その左右両側に図６に示すコネクタ本体２１を対向配置したようなコネクタ筒体２５を
形成し、全体を一体に形成している。そして、コネクタ筒体２５内部には上述するスリー
ブ体６、抜け止め具３、リリーサ５が左右に対称に組み付けられている。
　このように構成することで、ケーブル同士を直接接続するケーブル中継コネクタを得る
ことができ、ケーブル端部を所定の形状に切断処理して挿入操作するだけで、容易に連結
できる。また、リリーサを操作すれば、容易にケーブルを抜き取りできる。
【００４７】
　図１２及び図１３に示す断面図は、本発明のコネクタの第４の実施形態を示している。
図１２はケーブルを挿入した状態、図１３（ａ）はケーブル挿入前の状態、図１３（ｂ）
は挿入したケーブルに引っ張り応力が加わった状態を示し、上記第１の実施形態とは、抜
け止め具３とスリーブ体６の位置関係が大きく異なっている。尚、上記図１と同様の構成
部材には同一の符号を付与し、説明を省略する。
　図示するように、抜け止め具３は上記図１に比べて前方（図示左側）に移動して配置し
、スリーブ体６の後方端部が抜け止め具３の咬持部３ａを突き抜けて抜け止め具３より後
方に位置するよう形成され、コネクタ本体３６を上記実施形態に比べて短く形成している
。また、スリーブ体６の後方端部位には環状突起３７が周設され、この環状突起３７は、
抜け止め具咬持部３ａの直後に位置するよう配置されている。
　更に、図６に示すような係止体１７が組み込まれている。但し、ここでは抜け止め具３
に干渉しないように、係止体１７はスリーブ体６より短く形成されている。
【００４８】
　このように、抜け止め具がスリーブ体と重なる位置に配置されることで、ケーブル径の
バラツキにより径が細くなっても抜け止め具に咬持する部位のケーブル保護被覆の内径は
、スリーブ体により一定の径に拡径され、抜け止め具が咬持する部位の保護被覆の径は変
化することがない。そのため、常に保護被覆を良好に咬持でき、ケーブルの径がばらつい
ても、ケーブルの抜去力（引っ張り応力）を例えば２４５Ｎ以上に維持でき、抜け易くな
ることがない。また、抜け止め具とスリーブ体を重ねることで、コネクタ本体の長さの短
縮を図ることができる。
　更に、図１３（ｂ）に示すように、スリーブ体に形成した環状突起３７は、抜け止め具
３による咬持部位の後方、而も直後で保護被覆７ｄを押し広げるので、咬持力が向上し、
抜け難くなる。
【００４９】
　更に、図１４に示す断面図は、上記図１２のコネクタの変形例を示すもので、スリーブ
体６は上記第１実施形態と同様に、後方端部にかけて肉厚を徐々に薄く且つ細く、円錐状
に形成されている。
　このように、環状突起を設けなくとも、抜け止め具をスリーブ体と重なる位置に配置す
ることで、ケーブル径がばらついても抜け止め具による咬持力を安定させることができる
。
　尚、上記実施形態は、何れもコネクタ本体１，２１或いはコネクタ筒体２５を円筒形状
としているが、他の形状、例えば６角柱形状としても何ら差し支えない。また、接続手段
は、上記プラグ或いはレセプタクル構造以外の形状であっても良く、コネクタ本体内のケ
ーブル装着手段が上記構成であれば、抜脱作用を良好に発揮できる。
【００５０】
　図１５は、本発明に係る電子機器用箱体（以下、単に箱体と称する。）の一例を示して
いる。図１５は断面説明図であり、２７は箱体、２８は箱体内に組み付けられた回路基板
、２９は同軸ケーブルを接続するコネクタを示している。尚、上記図１と同様の構成部材
には同一の符号を付与し、説明を省略する。
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【００５１】
　箱体２７は、本体２７ａと蓋板２７ｂから成り、共に金属製であり内部空間は電磁気的
にシールドされるよう形成されている。そして、本体２７ａ側面にケーブルを接続するコ
ネクタ２９が形成されている。コネクタ２９は、筒状のコネクタ本体３０を突設して、内
部に図１と同様のケーブル装着手段を設けて構成されている。
　一方、コネクタ２９の先端に相当する本体２７ａ壁面は、接続された同軸ケーブル７の
中心導体７ａ及び内部絶縁体７ｂを箱体２７内部に挿通する連結孔３１が形成され、コネ
クタ本体３０に挿入されたケーブル７の中心導体７ａを内部空間に突出させている。そし
て、中心導体７ａを接続する連結金具３２が、箱体２７内に配置された回路基板２８上に
、挿入されたケーブル７の中心軸Ｍ上に中心導体７ａの位置に合わせて組み付けられ、こ
の回路基板２８上に接続手段が構成されている。
【００５２】
　このように、箱体に上記コネクタと同様の同軸ケーブル装着手段を設けることで、装着
したケーブルは、抜け止め具の作用により引っ張り応力が加わっても抜けてしまうような
ことがなく、堅牢な装着ができる。それでいて、リリーサを操作すれば、抜け止め具によ
る抜脱阻止作用を解除でき、抜き取りできるので、ケーブル交換等の作業を容易に実施で
きる。また、ケーブルの端部を所定の形状に処理してコネクタ本体に挿入するだけで、箱
体への装着が完了するので、ケーブルに別途コネクタを装着する必要がなく、簡易な構成
で接続できる。
　また、抜け止め具は全体が径方向に弾性を有するので、ケーブルの挿入をスムーズに実
施できるし、スリーブ体に形成されている帯状突起により別途回転阻止手段を設けること
なく装着したケーブルの回転を阻止でき、良好な接続状態を維持できる。
　更に、リリーサは簡単な構造及び形状で済み、ケーブル装着手段の構成が複雑になるこ
とがない。
【００５３】
　尚、この電子機器用箱体の実施形態では、コネクタ本体３０を箱体２７の外方へ突出さ
せているが、反対方向の箱体２７の内部空間へ突出させて、同軸ケーブル装着手段をその
箱体内に形成しても良い。そうすることで、内部空間は狭くなるが、ケーブル接続部の露
出部を短くでき、接続部の堅牢化を図ることができるし見映えも向上する。また、接続手
段を回路基板上に組み付けているが、連結金具３２をコネクタ本体３０側に設けても良い
。
　また、図１２～図１４に示す第４の実施形態のような構成、即ち抜け止め具３をスリー
ブ体６に重なるように配置した構成のコネクタも電子機器用箱体に好適であり、ケーブル
径にバラツキがあっても、抜け止め具３は接続したケーブルを良好に咬持して、抜去力を
所定値以上に維持することができるし、コネクタ本体の短縮化に貢献できる。
　更に、何れの実施形態もリリース機能を持たせるためにリリーサを設けているが、リリ
ース機能が必要ない部位に使用するものであれば、当然リリーサを設ける必要が無く、装
着したケーブルが抜けにくい堅牢なコネクタをその分安価に構成できる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】発明に係る同軸ケーブル用コネクタの第１の実施形態を示し、同軸ケーブルを挿
入した状態の一部断面で示した同軸ケーブル用コネクタの側面図、及びＡ部拡大図である
。
【図２】図１のスリーブ体の斜視図である。
【図３】図１の抜け止め具を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線端面図である。
【図４】図１の同軸ケーブル用コネクタにおいて、同軸ケーブル挿入前の側面図である。
【図５】図１の同軸ケーブル用コネクタにおいて、同軸ケーブル挿入途中の側面図である
。
【図６】本発明に係る同軸ケーブル用コネクタの第２の実施形態を示し、一部断面で示し
た側面図である。
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【図７】図６の同軸ケーブル用コネクタの側面図において、同軸ケーブル挿入前の図であ
る。
【図８】図６の係止体を示し、（ａ）は一部断面で示した側面図、（ｂ）は正面図である
。
【図９】本発明に係る同軸ケーブル用コネクタの第３の実施形態を示し、一部断面で示し
た側面図である。
【図１０】本発明に係る同軸ケーブル用コネクタの他の例を示す一部断面で示した側面図
である。
【図１１】回転阻止手段の他の例を示すスリーブ体の斜視図である。
【図１２】本発明に係る同軸ケーブル用コネクタの第４の実施形態を示し、同軸ケーブル
を挿入した状態の断面図である。
【図１３】（ａ）は図１２の同軸ケーブル用コネクタに同軸ケーブルを挿入する前の状態
を示し、（ｂ）図１２の同軸ケーブル用コネクタに挿入した同軸ケーブルに引っ張り応力
が作用して抜け止め具が保護被覆に食い込んだ状態を示している。
【図１４】第４の実施形態の変形例を示し、同軸ケーブルを挿入した状態の断面図である
。
【図１５】本発明に係る電子機器用箱体の実施形態の一例を示す断面説明図である。
【図１６】図１のスリーブ体の他の例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１・・コネクタ本体、２・・ナット体（接続手段）、３・・抜け止め具、３ａ・・咬持
部、３ｂ・・係止部、４・・固定具、５・・リリーサ、６・・スリーブ体、７・・同軸ケ
ーブル、１１・・帯状突起（回転阻止手段）、１３・・切り欠き、１７・・係止体（回転
阻止手段）、１８・・係止刃、２０・・ボルト体（接続手段）、２１・・コネクタ本体、
２５・・コネクタ筒体、２７・・箱体、２９・・コネクタ、３０・・コネクタ本体、３４
・・係止環、３５・・ローレット溝、３６・・コネクタ本体、３７・・環状突起。
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