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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ハウジングと相手側筐体との間をシールするシ
ール部材のつぶし率が不均一となることを抑制する。
【解決手段】コネクタは、第２ハウジング２８から前方
に突出し、取付孔に収容される相手側嵌合部４２を有す
るハウジング１４と、第２ハウジング２８の外周全周を
覆う収容部、相手側筐体の被固定部に固定される固定部
を有するシールドシェル１６と、ハウジング１４の筒部
に嵌着され筒部の外周面と筐体の取付孔の内周面との間
をシールするシールリングとを備え、固定部にはシェル
側締結孔が開口し、第２ハウジング２８とシールドシェ
ル１６との間にクリアランスＣＬが設けられ、ハウジン
グ１４がクリアランスＣＬの範囲内においてシールドシ
ェル１６に対して相対変位可能とされることで、シール
ドシェル１６は被固定部を基準とした位置に固定される
一方、ハウジング１４は取付孔を基準とした位置に保持
される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱状の本体部、及び、前記本体部から前方に突出し、相手側筐体の取付孔内に収容され
る筒部を有するハウジングと、
　前記本体部の外周を全周に亘って覆う収容部、及び、前記相手側筐体の被固定部に固定
される固定部を有するシールドシェルと、
　前記ハウジングの前記筒部に嵌着され、前記筒部の外周面と前記相手側筐体の取付孔の
内周面との間をシールするシール部材と、を備え、
　前記シールドシェルの前記固定部には、前記相手側筐体と締結固定するための締結孔が
開口して設けられており、
　前記ハウジングの前記本体部と前記シールドシェルとの間にクリアランスが設けられ、
前記ハウジングが前記クリアランスの範囲内において前記シールドシェルに対して相対変
位可能とされることで、前記シールドシェルは前記被固定部を基準とした位置に固定され
る一方、前記ハウジングは前記取付孔を基準とした位置に保持されるコネクタ。
【請求項２】
　前記収容部の前記締結孔は、前記筒部の前記取付孔に対する取付方向と直交する方向に
開口しており、
　前記シールドシェルの前記収容部は、
　前記締結孔の軸線方向に開口する開口部を有する収容部本体と、
　前記収容部本体の前記開口部に覆蓋される板状のカバーと、を備え、
　前記ハウジングにおける前記カバーと対向する面には、突部が突設され、
　前記カバーにおける前記突部と対応する位置には、前記突部が挿通される挿通口が設け
られている請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記挿通口は、前記カバーに貫通して設けられている請求項２に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書によって開示される技術は、コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のコネクタの一例として、下記特許文献１に記載のシールドコネクタが知られてい
る。このシールドコネクタは、機器側のケースに形成された取付孔に嵌合して取り付けら
れるシールドコネクタであって、Ｌ字端子と、このＬ字端子と別体に形成され、電線が挿
通される電線挿通孔を有し、この電線挿通孔に先通しされた電線の端末に予め接続された
Ｌ字端子のバレル部を前方から組み込むためのサービスホールが前方に開口して形成され
た別体ハウジングと、取付孔に嵌合可能な機器側嵌合部を有し、この機器側嵌合部にＬ字
端子の接続部を挿通させる端子挿通孔が形成され、サービスホールを前方から塞ぐことで
端子挿通孔から接続部の先端部が前方に突出して配設されるサービスカバーと、別体ハウ
ジングを覆うシールドシェルと、を備える。
【０００３】
　機器側嵌合部の外周面には、機器側シールリングが嵌着されており、シールドコネクタ
が取付孔に嵌合されると、取付孔の内周面と機器側嵌合部の外周面との間に、機器側シー
ルリングが挟持される。また、シールドシェルには、機器側のケースに設けられた被取付
部にボルト締結される機器側取付部が設けられている。シールドコネクタを取付孔に嵌合
した状態で、機器側取付部を機器側の被取付部にボルト締結することでシールドコネクタ
が機器側のケースに固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１５－５４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、機器側の被取付部に対する取付孔の配置は所定の公差を有しているため
、シールドシェルの機器側取付部を機器側の被取付部にボルト締結すると、被取付部の位
置を基準として取付孔の位置が決定されることになる。このため、機器側嵌合部は取付孔
を基準とした位置から被取付部を基準とした位置まで変位することになり、機器側嵌合部
の外周面に嵌着されたシールリングのつぶし率が不均一になることでシール性が低下する
ことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書で開示されるコネクタは、箱状の本体部、及び、前記本体部から前方に突出し
、相手側筐体の取付孔内に収容される筒部を有するハウジングと、前記本体部の外周を全
周に亘って覆う収容部、及び、前記相手側筐体の被固定部に固定される固定部を有するシ
ールドシェルと、前記ハウジングの前記筒部に嵌着され、前記筒部の外周面と前記相手側
筐体の取付孔の内周面との間をシールするシール部材と、を備え、前記シールドシェルの
前記固定部には、前記相手側筐体と締結固定するための締結孔が開口して設けられており
、前記ハウジングの前記本体部と前記シールドシェルとの間にクリアランスが設けられ、
前記ハウジングが前記クリアランスの範囲内において前記シールドシェルに対して相対変
位可能とされることで、前記シールドシェルは前記被固定部を基準とした位置に固定され
る一方、前記ハウジングは前記取付孔を基準とした位置に保持される。
【０００７】
　ハウジングは、シールドシェルに対してクリアランスの分だけ相対変位可能とされる。
これにより、シールドシェルの固定部と相手側筐体の被固定部とをボルト締結すると、シ
ールドシェルは被固定部を基準とした位置に固定され、ハウジングは取付孔を基準とした
位置に保持される。これにより、シール部材のつぶし率が不均一となることが抑制され、
シール性が低下することを抑制できる。
【０００８】
　また、前記収容部の前記締結孔は、前記筒部の前記取付孔に対する取付方向と直交する
方向に開口しており、前記シールドシェルの前記収容部は、前記締結孔の軸線方向に開口
する開口部を有する収容部本体と、前記収容部本体の前記開口部に覆蓋される板状のカバ
ーと、を備え、前記ハウジングにおける前記カバーと対向する面には、突部が突設され、
前記カバーにおける前記突部と対応する位置には、前記突部が挿通される挿通口が設けら
れている構成としても良い。
【０００９】
　ハウジングの突部がカバーの挿通口に挿通されることにより、ハウジングが締結孔の軸
線方向と交差する方向に変位すると、突部が、締結孔の軸線方向と交差する方向の内壁に
当たるため、ハウジングの締結孔の軸線方向と交差する方向への変位を抑制することがで
きる。
【００１０】
　また、前記挿通口は、前記カバーに貫通して設けられている構成としても良い。
【００１１】
　挿通口は、カバーに貫通して設けられているため、挿通口からハウジングの突部が視認
可能となり、カバーの収容部本体への取付けが容易なものとなる。
【発明の効果】
【００１２】
　本明細書に開示されるコネクタによれば、シールドシェルの固定部を相手側筐体の被固
定部へ締結することにより、ハウジングと相手側筐体との間をシールするシール部材のつ
ぶし率が不均一となることを抑制することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態におけるコネクタの斜視図
【図２】相手側筐体に固定された状態におけるコネクタの斜視図
【図３】コネクタの正面図
【図４】図２におけるＡ－Ａ断面図
【図５】図３におけるハウジングの突起部付近の拡大図
【図６】ハウジングのシールドシェルに対する相対変位後の、図４と対応するハウジング
の突起部付近の拡大図
【図７】コネクタの分解斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜実施形態＞
　図１から図７を参照して本実施形態を説明する。本実施形態のコネクタ１０は、相手側
機器（例えば、インバータ）の端子台（図示せず）に接続される２極のシールドコネクタ
であって、図７に示すように、Ｌ字状をなし、電線Ｗの端末に接続される２つのＬ字端子
１２と、ハウジング１４と、シールドシェル１６と、を備えている。以降の説明では、図
１から図７におけるＸ方向を前後方向の前方とし、Ｙ方向を左右方向の右方とし、Ｚ方向
を上下方向の上方とする。
【００１５】
　Ｌ字端子１２は、図７に示すように、前方に突出する板状の端子接続部１８と、端子接
続部１８の後端から下方に突出しており、電線Ｗの芯線に圧着される電線接続部２０と、
から構成されている。端子接続部１８の前端部２２には端子台の相手側端子（図示せず）
とボルト締結される端子側締結孔が開口して設けられている。
【００１６】
　ハウジング１４は、図７に示すように、前方にハウジングフード２４が開口しており、
下方に電線挿通孔２６が開口している箱状の第２ハウジング（本体部）２８と、ハウジン
グ本体部２８のハウジングフード２４の開口を前方から塞ぐ別体の第１ハウジング３０と
から構成されている。電線Ｗは、ゴム栓３２及びバックリテーナ３３が先通しされた状態
で、第２ハウジング２８の電線挿通孔２６に上方から挿通される。第２ハウジング２８の
上面には、突部３４が突設されている。突部３４が突設されている第２ハウジング２８の
上面は、後述するシールドシェル１６のカバー６８と対向する面となっている。
【００１７】
　ハウジングフード２４は、図７に示すように、角部が丸みを帯びた略正方形の開口形状
とされている。ハウジングフード２４の開口縁部における両側部には、それぞれ上下一対
のロック片３６が形成されている。このロック片３６は、片持ち状をなして前方に延びる
形態をなし、第１ハウジング３０に形成されたロック突起３８に係止することで、第２ハ
ウジング２８と第１ハウジング３０とを組付状態に保持できるようになっている。
【００１８】
　第１ハウジング３０は、図７に示すように、角部が丸みを帯びた略正方形の板状をなす
ハウジング側嵌合部４０と、ハウジング側嵌合部４０の前面から前方に突出する長円筒状
の相手側嵌合部（筒部）４２と、から構成されている。
【００１９】
　ハウジング側嵌合部４０の外周面には、図４に示すように、ハウジング側シールリング
４４が嵌着され、ハウジング側嵌合部４０は、ハウジングフード２４に前方から嵌合され
る。相手側嵌合部４２の外周面には、相手側シールリング（シール部材）４６が嵌着され
、相手側嵌合部４２は、図２に示すように、相手側筐体４８の取付孔５０に前方から嵌合
される。相手側シールリング４６は、相手側嵌合部４２の外周面、及び、相手側筐体４８
の取付孔５０の内周面に弾性的に接触し、相手側嵌合部４２の外周面と、相手側筐体４８
の取付孔５０の内周面との間をシールする。
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【００２０】
　相手側嵌合部４２の筒内には、図１、図７に示すように、前後方向に開口する箱状をな
す左右一対の端子挿通部５２、及び、端子挿通部５２を補強する格子状のリブ５４が設け
られている。端子挿通部５２の開口は、ハウジング側嵌合部４０をハウジングフード２４
に嵌合する際に、Ｌ字端子１２の端子接続部１８が後方から挿通される端子挿通孔５６と
され、図１に示すように、Ｌ字端子１２の前端部２２は、端子挿通孔５６の開口から前方
に突出している。
【００２１】
　シールドシェル１６は、導電性の金属板材をプレス加工することによって形成されてお
り、図２に示すように、前方が開口する箱状をなしており、第２ハウジング２８が収容さ
れ、第２ハウジング２８の外周を全周に亘って覆う収容部５８と、相手側筐体４８に設け
られた被固定部６０に固定される一対の固定部６２と、筒状をなし、収容部５８の下面か
ら下方に突出しており、編組線（図示せず）が取付けられる編組線取付筒部６４と、を備
えている。
【００２２】
　収容部５８は、図７に示すように、前方及び上方（後述するシェル側締結孔７０の軸線
方向ＡＸの方向）に開口する開口部６６Ａ、６６Ｂを有する箱状の収容部本体６６と、収
容部本体６６の上方の開口に覆蓋され、一対のボルトＴ１によって固定される別体の板状
のカバー６８とから構成されている。収容部５８の底面には、第２ハウジング２８の下部
及び電線Ｗを挿通するための開口が設けられており、収容部５８の底面の開口の内部は、
編組線取付筒部６４の内部と連通している。
【００２３】
　一対の固定部６２は、図１、図２に示すように、収容部５８の両側面から側方に突出し
、さらに前方に突出する形状をなしおり、一対の固定部６２の上面には、相手側筐体４８
の被固定部６０にボルトＴ２により締結固定するためのシェル側締結孔（締結孔）７０が
上方（相手側嵌合部４２の取付孔５０に対する取付方向と直交する方向）に開口して設け
られている。一対の固定部６２は、相手側筐体４８に設けられた被固定部６０にボルト締
結され、シールドシェル１６は、相手側筐体４８に締結固定される。
【００２４】
　カバー６８には、図７に示すように、上下方向に貫通する突部挿通口（挿通口）７２が
開口して設けられている。カバー６８の突部挿通口７２は、第２ハウジング２８が収容部
５８に収容された状態における第２ハウジング２８の突部３４と対応する位置に設けられ
ており、カバー６８が収容部本体６６に取付けられると、図２に示すように、第２ハウジ
ング２８の突部３４は、カバー６８の突部挿通口７２に下方から挿通される。突部挿通口
７２は、カバー６８に貫通して設けられているため、突部挿通口７２から第２ハウジング
２８の突部３４が視認可能となっており、カバー６８の収容部本体６６への取付けが容易
なものとなる。第２ハウジング２８の突部３４がカバー６８の突部挿通口７２に挿通され
ることにより、ハウジング１４が前後方向に変位すると、突部３４が突部挿通口７２の内
壁に当たるため、ハウジング１４の前後方向への変位を抑制することができる。
【００２５】
　図５、図６に示すように、第２ハウジング２８の上面と、カバー６８の下面との間には
、クリアランスＣＬが設けられており、ハウジング１４は、クリアランスＣＬの範囲内に
おいて、シールドシェル１６に対して上下方向に相対変位可能となっている。
【００２６】
　次に、図２、図５、図６を参照して、本実施形態の作用について説明する。
　ハウジング１４の相手側嵌合部４２を相手側筐体４８の取付孔５０に嵌合すると、ハウ
ジング１４は、取付孔５０を基準とした位置（図５に示す位置）に取付けられる。次に、
シールドシェル１６の固定部６２を、相手側筐体４８の被固定部６０にボルト締結すると
、シールドシェル１６は、ボルトＴ２の締結方向（即ち、上方）に変位し、相手側筐体４
８の被固定部６０を基準とした位置（図６に示す位置）に固定される。このとき、第２ハ
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ウジング２８の上面と、カバー６８の下面との間には、クリアランスＣＬが設けられてい
ることから、ハウジング１４は、シールドシェル１６に対して、ボルトＴ２の締結方向と
逆方向（即ち、下方）に相対変位する（即ち、図５におけるハウジング１４の位置から図
６におけるハウジング１４の位置に移行する）。これにより、シールドシェル１６を相手
側筐体４８にボルト締結することにより、シールドシェル１６がボルトＴ２の締結方向で
ある上方に引っ張られても、ハウジング１４がシールドシェル１６に対して相対変位する
ことで、相手側シールリング４６が締結方向に引っ張られることなく、ハウジング１４を
取付孔５０を基準とした位置に保持することができる。これにより、相手側シールリング
４６のつぶし率が不均一となることが抑制され、シール性が低下することを抑制できる。
【００２７】
　以上のように本実施形態によれば、ハウジング１４は、シールドシェル１６に対してク
リアランスＣＬの分だけ相対変位可能とされる。これにより、シールドシェル１６の固定
部６２と相手側筐体４８の被固定部６０とをボルト締結すると、シールドシェル１６は被
固定部６０を基準とした位置に固定され、ハウジング１４は取付孔５０を基準とした位置
に保持される。これにより、相手側シールリング（シール部材）４６のつぶし率が不均一
となることが抑制され、シール性が低下することを抑制できる。
【００２８】
　また、ハウジング１４の突部３４がカバー６８の突部挿通口７２に挿通されることによ
り、ハウジング１４が、シェル側締結孔（締結孔）７０の軸線方向ＡＸと交差する方向に
変位すると、突部３４が、シェル側締結孔（締結孔）７０の軸線方向ＡＸと交差する方向
の内壁に当たるため、ハウジング１４の、シェル側締結孔（締結孔）７０の軸線方向ＡＸ
と交差する方向への変位を抑制することができる。
【００２９】
　また、突部挿通口７２は、カバー６８に貫通して設けられているため、突部挿通口７２
からハウジング１４の突部３４が視認可能となり、カバー６８の収容部本体６６への取付
けが容易なものとなる。
【００３０】
　＜他の実施形態＞
　本明細書によって開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定
されるものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。
（１）上記実施形態では、コネクタ１０は２極のシールドコネクタである構成としたが、
コネクタの極数、コネクタの種類については限定しない。例えば、１極又は３極以上のシ
ールドコネクタである構成としても良い。
（２）上記実施形態では、シールドシェル１６の固定部６２の締結方向は、上下方向であ
る構成としたが、例えば、左右方向又は前後方向である構成としても良い。この場合、ハ
ウジング１４のシールドシェル１６に対する変位可能な方向は、左右方向又は前後方向と
なる。
（３）上記実施形態では、シールドシェル１６の収容部５８のカバー６８は、収容部本体
６６と別体である構成としたが、一体である構成としても良い。
【符号の説明】
【００３１】
１０：コネクタ
１４：ハウジング
１６：シールドシェル
２８：第２ハウジング（本体部）
３４：突部
４２：相手側嵌合部（筒部）
４６：相手側シールリング（シール部材）
４８：相手側筐体
５０：取付孔
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５８：収容部
６０：被固定部
６２：固定部
６６：収容部本体
６６Ｂ：開口部
６８：カバー
７０：シェル側締結孔（締結孔）
７２：突部挿通口（挿通口）
ＡＸ：軸線方向
ＣＬ：クリアランス

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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