
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載された電気機器を収納する筐体に設けられた第１のコネクタと、前記第１の
コネクタに接続される第２のコネクタとにおける、前記第２のコネクタの固定構造であっ
て、前記第２のコネクタは、前記第１のコネクタの接点に接続される接点と、前記接点に
接続されるケーブルと、前記接点を覆うシールド部とを含み、
　前記第２のコネクタの固定構造は、
　前記接点部側において、前記シールド部と前記筐体とを固定するための第１の固定部材
と、
　前記ケーブル側において、前記ケーブルと前記筐体とを固定するための第２の固定部材
とを含み、
　前記第２の固定部材による前記ケーブルの固定状態は、前記第１の固定部材による前記
シールド部の固定状態よりも、固定対象物の移動が許容される状態であ
　 、コネクタの固
定構造。
【請求項２】
　前記第２の固定部材は、予め定められた形状に折り曲げられた金属平板から形成される
、請求項１に記載のコネクタの固定構造。
【請求項３】
　前記第２の固定部材は、前記シールド部と一体的に形成される、請求項１または２に記
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って、
前記第２の固定部材は、その形状により弾性を有するように形成される



載のコネクタの固定構造。
【請求項４】
　前記第２のコネクタは、前記筐体の形状に沿って形成される、請求項１～３のいずれか
に記載のコネクタの固定構造。
【請求項５】
　前記第２のコネクタは、Ｌ字形状に形成される、請求項１～３のいずれかに記載のコネ
クタの固定構造。
【請求項６】
　前記電気機器は、車両に搭載されたモータである、請求項１～５のいずれかに記載のコ
ネクタの固定構造。
【請求項７】
　前記固定対象物は、前記シールド部である、請求項１～６のいずれかに記載のコネクタ
の固定構造。
【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタの固定構造に関し、特に、ケーブルの振動を吸収する固定構造に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＨＶ（ Hybrid Vehicle）、ＥＶ（ Electric Vehicle）、ＦＣＶ（ Fuel Cell Vehi
cle）車両には、複数の電気機器が搭載される。たとえば、回転電機が搭載された車両に
おいては、回転電機とインバータ等の各電気機器同士は、導線等のケーブルにより接続さ
れる。このとき、電気機器に対して、導線等のケーブルを接続する際には、一般にコネク
タが用いられる。すなわち、ケーブル側と電気機器側には、互いに嵌合可能な形状を有す
るコネクタがそれぞれ設けられている。それぞれのコネクタは、オスコネクタ、メスコネ
クタとして電気的接続を行なうための接点を有する。そのため、オスコネクタとメスコネ
クタとを嵌合させることにより、それぞれの接点が接合して電気的に接続される。
【０００３】
　また、特に、回転電機等の振動の厳しい環境において接続されるコネクタには、確実に
固定する固定構造が必要であった。そのため、コネクタは、たとえば、ボルトの締結によ
り筐体に固定される。以下の公報にボルトの締結によるコネクタの固定が行なわれる技術
が開示されている。
【０００４】
　特許文献１（特開２００２－７５５５７号公報）は、シールド電線を相手側のシールド
壁と平行した方向に取り廻すことができ、かつ、小型化可能なシールドコネクタを開示す
る。このシールドコネクタは、シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部に、シー
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前記第２の固定部材は、棒状の金属平板が予め定められた形状に折り曲げられて前記ケ
ーブルを跨ぐように形成されるクランプであって、
　前記クランプには、前記ケーブルと前記筐体との間にさらに折り曲げ形状が形成される
、請求項１～７のいずれかに記載のコネクタの固定構造。

前記クランプは、前記第１の固定部材よりもケーブル側に２個設けられる、請求項８に
記載のコネクタの固定構造。

前記第２の固定部材は、金属平板を予め定められた形状に折り曲げられて前記ケーブル
を２箇所で跨ぐように形成されるクランプであって、

前記クランプには、前記ケーブルと前記筐体との間にさらに折り曲げ形状が形成される
、請求項１～７のいずれかに記載のコネクタの固定構造。



ルド電線の芯線に圧着した端子金具の基端側を収容してなる。そして、シールドコネクタ
は、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り付けられる。そして、シールド電線のシ
ールド層を、相手側のシールド壁に導通接続し、かつ、端子金具の先端側を相手側のシー
ルド壁内に突入させた状態に保持する。シールドコネクタにおいて、端子金具は、芯線へ
の圧着部から連続形成した平板部を曲げて、全体がＬ字状に形成される。そして、その端
子金具の基端側から先端寄り位置までを、絶縁部材に覆われる。ハウジングの内部には、
端子金具を覆った絶縁部材の外側を覆うシールド部材が設けられる。そのシールド部材の
一端は、シールド電線のシールド層に連続しまたは導通接続される。一方、他端は、ハウ
ジングのうち相手側のシールド壁との当接部分に配される。
【０００５】
　特許文献１に開示されたシールドコネクタによると、シールドコネクタのハウジングを
、相手側のシールド壁に取り付けると、ハウジングの一端側では、シールド電線の芯線に
圧着した端子金具がシールド壁内に突入する。ハウジングの他端側では、シールド電線が
、相手側のシールド壁と平行して延びた状態になる。ここで、端子金具は、圧着部から延
びた平板部を直角曲げしてＬ字状に形成されているが、平板部は、シールド電線に比べて
小さな屈曲半径で屈曲させることができる。そのため、屈曲部分の小型化が図られ、ひい
ては、シールドコネクタ全体の小型化が図られる。
【特許文献１】特開２００２－７５５５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、たとえば、ＦＲ（ Front engine Rear drive）のＨＶ車両に回転電機を
搭載する場合、回転電機は、搭載スペースの小さい車両のセンタートンネル内に搭載する
必要がある。そのため、回転電機の搭載後にコネクタの組み付けをするとなると、ケーブ
ル長さも非常に長くなる場合がある。また、回転電機に組み付けられたコネクタは、回転
電機の動作に伴って振動の厳しい環境となる。したがって、コネクタ同士の接触およびケ
ーブルの信頼性を高めることが必要である。すなわち、コネクタおよびケーブルをモータ
に確実に固定する必要がある。
【０００７】
　特許文献１によると、コネクタを１箇所のボルトの締結により固定している。しかしな
がら、回転電機等の振動の厳しい環境にさらされた場合を考慮すると、確実に固定するた
めにはコネクタおよびケーブルの固定点を増やす必要がある。
【０００８】
　単純にコネクタおよびケーブルの固定点を増やしていくと、ケーブル自体の動きが抑制
される。そのため、ケーブルが振動した時に、コネクタおよびケーブルの固定点において
応力が集中するという問題がある。コネクタおよびケーブルの固定点において応力が集中
すると、ケーブルは、振動により繰返して固定点に応力を受けることとなり、ケーブルを
構成する導線が疲労により劣化するという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ケーブ
ルからの振動を吸収するコネクタの固定構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明に係るコネクタの固定構造は、車両に搭載された電気機器を収納する筐体に
設けられた第１のコネクタと、第１のコネクタに接続される第２のコネクタとにおける、
第２のコネクタの固定するための構造である。第２のコネクタは、第１のコネクタの接点
に接続される接点と、接点に接続されるケーブルと、接点を覆うシールド部とを含む。第
２のコネクタの固定構造は、接点部側において、シールド部と筐体とを固定するための第
１の固定部材と、ケーブル側において、ケーブルと筐体とを固定するための第２の固定部
材とを含む。第２の固定部材によるケーブルの固定状態は、第１の固定部材によるシール

10

20

30

40

50

(3) JP 3997208 B2 2007.10.24



ド部の固定状態よりも、固定対象物の移動が許容される状態である。
【００１１】
　第１の発明によると、コネクタの固定構造は、車両に搭載された電気機器（たとえば、
回転電機）を収納する筐体に設けられた第１のコネクタ（たとえば、メスコネクタ）と、
メスコネクタに接続される第２のコネクタ（たとえば、オスコネクタ）とにおけるオスコ
ネクタを固定するための構造である。オスコネクタは、メスコネクタの接点に接続される
接点と、接点に接続されるケーブルと、接点を覆うシールド部とを含む。オスコネクタの
固定構造は、接点部側において、シールド部と筐体とを固定するための第１の固定部材（
たとえば、ボルト）と、ケーブル側において、ケーブルと筐体とを固定するための第２の
固定部材（たとえば、クランプ）とを含む。クランプによるケーブルの固定状態は、ボル
トによるシールド部の固定状態よりも、固定対象物（たとえば、シールド部とクランプと
の固定点）の移動が許容される状態である。クランプの形状を、弾性を有するように形成
すると、ケーブル側の固定状態は、移動が許容される状態となる。そのため、回転電機の
動作あるいは車両の走行状態に応じてケーブルが振動した場合に、弾性形状を有するクラ
ンプに振動を吸収させることができる。すなわち、振動によるケーブルへの応力を分散さ
せることができる。そのため、ケーブルに対する応力の集中を緩和することができる。そ
して、オスコネクタのシールド部側を、ボルトの締結により、筐体に固定するため、接点
の接続を維持することができる。したがって、ケーブルからの振動を吸収するコネクタの
固定構造を提供することができる。
【００１２】
　第２の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１の発明の構成に加えて、第２の
固定部材は、その形状により弾性を有するように形成されるものである。
【００１３】
　第２の発明によると、第２の固定部材（たとえば、クランプ）は、その形状により弾性
を有するように形成される。これにより、電気機器（たとえば、回転電機）の動作あるい
は車両の走行状態に応じてケーブルが振動した場合に、クランプの弾性を有する形状にお
いて振動を吸収させることができる。すなわち、振動によるケーブルへの応力を分散させ
ることができる。そのため、ケーブルに対する応力の集中を緩和することができる。
【００１４】
　第３の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１または２の発明の構成に加えて
、第２の固定部材は、予め定められた形状に折り曲げられた金属平板から形成されるもの
である。
【００１５】
　第３の発明によると、第２の固定部材（たとえば、クランプ）は、予め定められた形状
に折り曲げられた金属平板から形成される。これにより、筐体とシールド部との間のクラ
ンプに、弾性を有するように折り曲げられた部分を形成させることができる。すなわち、
電気機器（たとえば、回転電機）の動作あるいは車両の走行状態に応じてケーブルが振動
した場合に、クランプの折り曲げられた部分において振動を吸収させることができる。そ
のため、振動によるケーブルへの応力を分散させることができる。したがって、ケーブル
に対する応力の集中を緩和することができる。
【００１６】
　第４の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１～３のいずれかの発明の構成に
加えて、第２の固定部材は、シールド部と一体的に形成されるものである。
【００１７】
　第４の発明によると、第２の固定部材（たとえば、クランプ）は、シールド部（たとえ
ば、シールド部）と一体的に形成されるものである。たとえば、クランプをシールド部に
カシメにより一体的に形成する。これにより、シールド部を固定する固定点が増えるため
、シールド性能を向上させることができる。また、クランプの形状を、弾性を有するよう
に形成すると、筐体側とクランプとの締結部における位置ずれを吸収が可能となる。すな
わち、公差を吸収することができる。
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【００１８】
　第５の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１～４のいずれかの発明の構成に
加えて、第２のコネクタは、筐体の形状に沿って形成されるものである。
【００１９】
　第５の発明によると、第２のコネクタ（たとえば、オスコネクタ）を筐体の形状に沿っ
て形成する。これにより、第２の固定部材（たとえば、クランプ）を、金属平板のような
薄板を折り曲げて弾性を有するように形成すると、オスコネクタを第１のコネクタ（たと
えば、メスコネクタ）側に嵌合したときに、コネクタの筐体からの張り出しを抑制するこ
とができる。そのため、狭いスペースにおいても電気機器（たとえば、回転電機）の搭載
スペースを確保することができる。
【００２０】
　第６の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１～４のいずれかの発明の構成に
加えて、第２のコネクタは、Ｌ字形状に形成されるものである。
【００２１】
　第６の発明によると、第２のコネクタ（たとえば、オスコネクタ）をＬ字形状に形成す
る。これにより、第２の固定部材（たとえば、クランプ）を、金属平板のような薄板を折
り曲げて弾性を有するように形成すると、オスコネクタを第１のコネクタ（たとえば、メ
スコネクタ）側に嵌合したときに、コネクタの筐体からの張り出しを抑制することができ
る。そのため、狭いスペースにおいても電気機器（たとえば、回転電機）の搭載スペース
を確保することができる。
【００２２】
　第７の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１～６のいずれかの発明の構成に
加えて、電気機器は、車両に搭載されたモータである。
【００２３】
　第７の発明によると、コネクタの固定構造を車両に搭載された電気機器であるモータ（
たとえば、車両走行用モータ）に適用することにより、車両走行用モータの動作あるいは
車両の走行状態に応じてケーブルが振動した場合に、第２の固定部材（たとえば、クラン
プ）において振動を吸収させることができる。そのため、振動によるケーブルへの応力を
分散させることができる。したがって、ケーブルに対する応力の集中を緩和することがで
きる。
【００２４】
　第８の発明に係るコネクタの固定構造においては、第１～７のいずれかの発明の構成に
加えて、固定対象物は、シールド部である。
【００２５】
　第８の発明によると、第２の固定部材（たとえば、クランプ）によるケーブルの固定状
態は、第１の固定部材（たとえば、ボルト）によるシールド部の固定状態よりも、シール
ド部の移動が許容される状態である。そのため、回転電機の動作あるいは車両の走行状態
に応じてケーブルが振動した場合に、弾性形状を有するクランプに振動を吸収させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態に係るコネクタの固定構造について、車
両に搭載された回転電機を一例に説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号
を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細
な説明は繰返さない。また、本発明に係るコネクタの固定構造は、回転電機への適用に限
定されるものではない。たとえば、車両搭載されたインバータ、コンバータ等の電気機器
に適用してもよい。また、回転電機が搭載された車両は、特に限定されるものではないが
、たとえば、車両走行用モータが搭載された、ＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶである。
【００２７】
　＜第１の実施の形態＞
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　本実施の形態に係るコネクタは、オスコネクタとメスコネクタとから構成される。オス
コネクタおよびメスコネクタは、内部にそれぞれ対応する接点を有する。そして、オスコ
ネクタとメスコネクタとを嵌合させることにより、接点同士が接合して、電気的に接続さ
れる。本実施の形態に係るコネクタを構成するメスコネクタは、回転電機の筐体に設けら
れる。そして、メスコネクタに嵌合されるオスコネクタは、複数箇所において筐体に固定
される。
【００２８】
　図１に示すように、本実施の形態に係るコネクタを構成するオスコネクタ２００は、シ
ールドシェル１０２と、クランプ１００，１０８と、ボルト１１０～１２０と、ケーブル
カバー１０４と、ケーブル１２４，１２５，１２６と、コネクタ部１２２とから構成され
る。
【００２９】
　ケーブル１２４，１２５，１２６は、三相交流モータである回転電機の各相に対応する
。ケーブル１２４，１２５，１２６のそれぞれの一方端は、それぞれ対応する接点に接続
されている。ケーブル１２４，１２５，１２６のそれぞれの他方端は、インバータ（図示
せず）に接続される。
【００３０】
　シールドシェル１０２は、ケーブル１２４，１２５，１２６と、それぞれの接点とを覆
うようにして形成される。シールドシェル１０２は、外部と遮蔽して、外部からの電磁波
等のノイズによる影響を防ぐために銅などの金属により形成される。シールドシェル１０
２にはコネクタ部１２２が接点を露出させて形成される。そして、コネクタ部１２２をメ
スコネクタ（図示せず）に設けられるコネクタ部に嵌合させることにより、コネクタ同士
の接点を接合させることができる。
【００３１】
　シールドシェル１０２のコネクタ部１２２側においては、図２に示すように、ボルト１
１８，１２０の締結により筐体１２８に固定される。そして、シールドシェル１０２のケ
ーブル１２４，１２５，１２６側には、棒状の金属平板からプレス成形等により形成され
るクランプ１００が設けられる。クランプ１００は、シールドシェル１０２に跨ぐように
して予め定められた形状に形成される。そして、クランプ１００は、中央部をシールドシ
ェル１０２にカシメにより固定されて、一体的に形成される。そして、クランプ１００の
両端は、ボルト１１６，１１４の締結により筐体１２８に固定される。このとき、本実施
の形態に係るクランプ１００によるケーブルの固定状態は、ボルト１１８，１２０による
シールドシェル１０２の固定状態よりも、固定対象物であるシールドシェル１０２のケー
ブル側とクランプ１００との固定点の移動が許容される状態となる。
【００３２】
　すなわち、シールドシェル１０２にカシメられるクランプ１００の中央部からボルト１
１４，１１６の締結により筐体１２８に固定されるクランプ１００の両端部までの間の形
状が、弾性を有するように折り曲げられて形成される。クランプ１００の中央部と両端部
との間を弾性を有するように形成することにより、クランプ１００に固定されるシールド
シェル１０２のケーブル側の移動が許容される状態となる。
【００３３】
　また、シールドシェル１０２のケーブル側は、ケーブルカバー１０４に接続される。ケ
ーブルカバー１０４は、特に限定されるものではないが、たとえば、熱収縮チューブ等に
より形成される。ケーブルカバー１０４のケーブル側は、クランプ１０８が固定される。
クランプ１０８の固定方法は特に限定されないがたとえば、クランプ１０８をケーブルカ
バー１０４にカシメ等により固定される。
【００３４】
　クランプ１０８は、クランプ１００と同様に棒状の金属平板が予め定められた形状に形
成されて設けられる。クランプ１０８の中央部において、ケーブルカバー１０４にカシメ
等により固定される。そして、クランプ１０８の両端部は、ボルト１１０，１１２の締結
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により筐体１２８に固定される。
【００３５】
　また、ケーブルカバー１０４に固定されるクランプ１０８の中央部から、ボルト１１０
，１１２の締結により筐体１２８に固定される両端部までの間の形状は、弾性を有するよ
うに折り曲げられて形成される。
【００３６】
　図３に示すように、筐体１２８は、メスコネクタ１３０と、端子固定台１３８と、ボル
ト１４０と、接続端部１３６と、コイル１３４と、ステータコア１３２を収納する。
【００３７】
　ステータコア１３２には、コイル１３４が巻着されている。そして、ステータコア１３
２は、たとえば、ボルト等の締結により筐体１２８に固定される。コイル１３４は、接続
端部１３６に接続される。端子固定台１３８は、メスコネクタ１３０の回転電機の径方向
への移動を制限するように設けられる。メスコネクタ１３０の内部には、接点（図示せず
）を有する。接点は、接続端部１３６にボルト１４０により接続される。
【００３８】
　一方、オスコネクタ２００の内部にも、接点（図示せず）を有する。そして、オスコネ
クタ２００をメスコネクタ１３０に嵌合することにより、オスコネクタ２００の接点とメ
スコネクタ１３０の接点とが接合して、電気的に接続される。オスコネクタ２００は、シ
ールドシェル１０２において接点を有する側に設けられるボルト１１８により筐体１２８
に固定される。そのため、回転電機の動作あるいは車両の走行状態に応じてケーブル１２
４が振動した場合でも、オスコネクタ２００とメスコネクタ１３０との接続を維持する。
また、ケーブル側のクランプ１００は、シールドシェル１０２に固定される。クランプ１
００とシールドシェル１０２との固定方法は、特に限定されないが、たとえば、クランプ
１００とシールドシェル１０２とはカシメ等により、互いに固定される。そして、クラン
プ１００は、ボルト１１４，１１６により筐体１２８に固定される。そして、ケーブル１
２４，１２５，１２６は、上述したようにケーブルカバー１０４を介してクランプ１０８
により固定される。なお、クランプ１０８は、クランプ１００と同じ形状に形成されるこ
とに特に限定されない。すなわち、クランプ１０８の形状は、少なくともクランプ１００
よりも弾性を有するように金属平板を折り曲げて予め定められた形状に形成してもよい。
【００３９】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）および図４（Ｃ）に示すように、クランプ１００またはクラン
プ１０８は、棒状の金属平板からプレス成形等により形成される。そして、クランプ１０
０またはクランプ１０８の中央部から両端部までのそれぞれの間を折り曲げた形状に形成
される。これにより、クランプ１００または１０８には、弾性を有する形状に形成するこ
とができる。
【００４０】
　以上のような構造を有する本実施の形態に係るコネクタの固定構造は、車両に搭載され
た回転電機を収納する筐体に設けられたメスコネクタと、メスコネクタに接続されるオス
コネクタとにおけるオスコネクタを筐体に固定するための構造である。オスコネクタは、
メスコネクタの接点に接続される接点と、接点に接続されるケーブルと、接点を覆うシー
ルドシェルとを含む。オスコネクタの固定構造は、接点部側において、シールドシェルと
筐体とを固定するためのボルトと、ケーブル側において、ケーブルと筐体とを固定するた
めのクランプとを含む。クランプによるケーブルの固定状態は、ボルトによるシールドシ
ェルの固定状態よりも、固定対象物（たとえば、シールドシェルとクランプとの固定点）
の移動が許容される状態である。クランプの形状を、弾性を有するように形成することに
より、ケーブル側の固定状態に移動が許容される。そのため、回転電機の動作あるいは車
両の走行状態に応じてケーブルが振動した場合に、弾性形状を有するクランプがケーブル
の振動に応じてクランプも振動する。このとき、クランプに設けられる弾性形状によりケ
ーブルの振動を吸収させることができる。すなわち、振動によるケーブルへの応力を分散
させることができる。そのため、ケーブルに対する応力の集中を緩和することができる。
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そして、オスコネクタのシールドシェル側においては、ボルトの締結により、筐体に固定
するため、接点の接続を維持することができる。したがって、ケーブルからの振動を吸収
するコネクタの固定構造を提供することができる。
【００４１】
　また、クランプは、シールドシェルと一体的に形成される。これにより、シールドシェ
ルを固定する固定点が増えるため、シールド性能を向上させることができる。また、クラ
ンプに弾性を有するように形成された形状により、筐体側とクランプとの締結部における
位置ずれを吸収が可能となる。すなわち、公差を吸収することができる。
【００４２】
　また、オスコネクタは、筐体の形状に沿って形成される。あるいは、オスコネクタは、
Ｌ字形状に形成される。これにより、クランプを、薄板を折り曲げて形成すると、オスコ
ネクタをメスコネクタ側に嵌合したときに、コネクタの筐体からの張り出しを抑制するこ
とができる。そのため、狭いスペースにおいても回転電機の搭載スペースを確保すること
ができる。
【００４３】
　＜第２の実施の形態＞
　以下、図５を参照して、第２の実施の形態に係るコネクタの固定構造について説明する
。第２の実施の形態に係るコネクタを構成するオスコネクタ２００は、上述した第１の実
施の形態に係るオスコネクタ２００におけるクランプ１００，１０８に代えてクランプ１
４２を含む。それ以外の構成は、第１の実施の形態の構成と同じである。したがって、そ
れらについての詳細な説明はここでは繰返さない。
【００４４】
　クランプ１４２は、シールドシェル１０２にカシメ等により固定されて、一体的に形成
される。また、クランプ１４２は、板形状の金属平板に４箇所に端部を有する。そして、
４箇所の端部のそれぞれはボルト１１０～１１６の締結により筐体１２８に固定される。
そして、板形状の金属平板と４箇所の端部とのそれぞれの間は、折り曲げられて弾性を有
するように形成される。なお、クランプ１４２は、ケーブルカバー１０４にカシメ等によ
りさらに固定してもよい。
【００４５】
　以上のようにして、本実施の形態に係るコネクタの固定構造によると、上述した第１の
実施の形態に係るコネクタの固定構造と同様の効果を有する。さらに、クランプは、板形
状の金属平板に４箇所の端部を折り曲げて形成される。そして、クランプの４箇所の端部
を筐体にそれぞれ固定することにより、クランプをケーブルの振動を有する弾性材として
だけでなく、ケーブルの保護材としても用いることができる。
【００４６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】第１の実施の形態に係るコネクタの外観を示す図である。
【図２】第１の実施の形態に係るコネクタの正面図である。
【図３】第１の実施の形態に係るコネクタの断面を示す図である。
【図４】第１の実施の形態に係るコネクタに固定されるクランプを示す図である。
【図５】第２の実施の形態に係るコネクタの外観を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１００，１０８，１４２　クランプ、１０２　シールドシェル、１０４　ケーブルカバ
ー、１２４，１２５，１２６　ケーブル、１１０，１１２，１１４，１１６，１１８，１
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２０，１４０　ボルト、１２２　コネクタ部、１２８　筐体、１３０　メスコネクタ、１
３２　ステータコア、１３４　コイル、１３６　接続旦部、１３８　端子固定台、２００
　オスコネクタ。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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