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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の導電性金属材料からなる第１シェルと、
　複数のケーブルを保持し、前記ケーブルの芯線と電気接続される複数の端子を含むハウ
ジングと、
　板状の導電性金属材料からなる第２シェルと、を有し、
　前記第１シェルと前記第２シェルとが前記ハウジングを挟み込んで組み立てられる電気
コネクタであって、
　前記第１シェルは、第１本体部と、前記複数のケーブルの並び方向の両端部に、前記第
１本体部から折り曲げられた第１係止部とを有し、
　前記第２シェルは、第２本体部と、前記複数のケーブルの並び方向の両端部に、前記第
２本体部から折り曲げられた第２係止部とを有し、
　前記ハウジングは、前記第１係止部がスライド移動可能な、前記複数のケーブルの線方
向に延びたスリットを有し、
　前記電気コネクタが組み立てられるとき、前記第１シェルと前記第２シェルとが前記ハ
ウジングを挟み込んだ状態で、前記第２シェルに対して前記第１シェルがスライド移動し
、前記第１係止部と前記第２係止部とが引っ掛かり合い、前記第１シェルと前記ハウジン
グと前記第２シェルとが一体的に固定されることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　前記第１係止部はＬ字形状であり、前記第２係止部には前記第１係止部が嵌り合う折り
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曲げ片が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記第１係止部または前記第２係止部は突起部を有し、前記突起部により前記第１シェ
ルと前記第２シェルとが電気接続されることを特徴とする、請求項１又は２に記載の電気
コネクタ。
【請求項４】
　前記第１シェルは、前記複数のケーブルの並び方向の両端部に、第３係止部を有し、
　前記ハウジングは、前記複数のケーブルの並び方向の両端部に、第４係止部を有し、
　前記電気コネクタが組み立てられるとき、前記ハウジングに対して前記第１シェルがス
ライド移動し、前記第３係止部と前記第４係止部とが引っ掛かり合い、前記第１シェルと
前記ハウジングとが固定されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の
電気コネクタ。
【請求項５】
　前記第１シェルは、前記ハウジング方向に突出した舌片を有し、
　前記ハウジングは、前記舌片に対応する位置に溝を有し、
　前記第１シェルがスライド移動して前記電気コネクタが組み立てられた後、前記第１シ
ェルが逆方向へスライド移動すること制止するように構成されていることを特徴とする、
請求項１～４のいずれか１項に記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　前記第１シェルは、前記複数のケーブルの導出方向の反対側の側面に孔を有し、
　前記ハウジングは、前記複数のケーブルの導出方向の反対側の側面に突起部を有し、
　前記電気コネクタが組み立てられるとき、前記突起部が前記孔に嵌合し、前記第１シェ
ルと前記ハウジングとが固定されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記
載の電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気コネクタに関し、特に、複数の電気ケーブルと配線基板の配線とを接続
する電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータや携帯電子機器等の電子機器には、多くの電子部品が搭載され
、半導体集積回路（ＬＳＩ）やその他の能動・受動部品等を搭載した配線基板、液晶ディ
スプレイ、ＲＦ回路等を接続する電気コネクタが必要となる。そして、これらの電子機器
の薄型化・小型化等に伴い、その電気コネクタには、高密度実装化に対応するとともに、
剛性・耐久性などの高信頼性が要求される。
【０００３】
　複数の電気ケーブルを配線基板と接続するための電気コネクタとしては、例えば、特許
文献１（特開２００５－２４３４７１号公報）に記載されたものがある。特許文献１の電
気コネクタは、複数のコンタクトと、コンタクトが保持・固定されるとともに相手物が嵌
合される嵌合部を有するハウジングと、ハウジングを覆う２つのシェルとを備え、一方の
シェルの長辺のほぼ中央位置に略Ｌ字形状をした係合部を設け、その係合部を他方のシェ
ルに係合させて、シェルの変形を防止しようとしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２４３４７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところで、前記のような電気コネクタの技術について、本発明者が検討した結果、以下
のようなことが明らかとなった。
【０００６】
　例えば、電子機器内でのケーブルの引き回しの際、ケーブルを手で持って引っ張ったり
、曲げたりすることがあり、それによりケーブルに余分な力が加わり、場合によっては、
ケーブルの芯線が断線するおそれがある。とくに、一列に並んだケーブルの束が接続され
た電気コネクタの場合、そのケーブルの束の外側のケーブルに最も大きな負荷がかかる。
また、電気コネクタの着脱（抜き差し）の際、ケーブルを手で持って引き抜く場合も考え
られ、これにより、ケーブルの芯線が断線するばかりでなく、電気コネクタを覆っている
シェルが変形したり、はがれたりするおそれもある。
【０００７】
　前記特許文献１記載の電気コネクタの場合、コンタクトとケーブルを含むハウジングを
２枚のシェルが挟み込む構造となっており、下方のシェルの長辺の中央部にＬ字状の係合
部を有し、その係合部を上方のシェルに引っ掛けて固定し、これにより、シェルの変形を
防止している。しかし、この構造では、シェルの変形は防止することができるかもしれな
いが、ケーブルの引き回しによるケーブルの芯線の断線を防止することはできない。
【０００８】
　そこで、本発明の１つの目的は、複数のケーブルと配線基板とを接続する電気コネクタ
において、ケーブルの引き回し等におけるケーブルへの負荷を軽減し、電気コネクタの信
頼性を向上させることができる技術を提供することにある。
【０００９】
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明
らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
　すなわち、本発明による電気コネクタは、板状の導電性金属材料からなる第１シェルと
、複数のケーブルを保持し、前記ケーブルの芯線と電気接続される複数の端子を含むハウ
ジングと、板状の導電性金属材料からなる第２シェルと、を有し、前記第１シェルと前記
第２シェルとが前記ハウジングを挟み込んで組み立てられるものである。そして、前記第
１シェルは、第１本体部と、前記電気コネクタの長手方向の両端部に、前記第１本体部か
ら折り曲げられた第１係止部とを有し、前記第２シェルは、第２本体部と、前記電気コネ
クタの長手方向の両端部に、前記第２本体部から折り曲げられた第２係止部とを有し、前
記電気コネクタが組み立てられるとき、前記第１シェルと前記第２シェルとが前記ハウジ
ングを挟み込んだ状態で、前記第２シェルに対して前記第１シェルがスライド移動し、前
記第１係止部と前記第２係止部とが引っ掛かり合い、前記第１シェルと前記ハウジングと
前記第２シェルとが一体的に固定されるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
　（１）ケーブルの引き回しによる芯線への負荷が軽減され、芯線の断線が防止される。
　（２）電気コネクタ全体の剛性が向上する。
　（３）２枚の金属シェルを物理的・電気的に接触させることで、耐ノイズ性が向上する
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタおよび
基板側コネクタの嵌合前の状態を示す斜視図である（上側から見た図）。
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【図２】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタおよび
基板側コネクタの嵌合前の状態を示す斜視図である（下側から見た図）。
【図３】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタおよび
基板側コネクタの嵌合前の状態を示す平面図である（上側から見た図）。
【図４】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタおよび
基板側コネクタの中央部分（図３のＡ－Ａ線）を示す断面図である。
【図５】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの構成
を示す斜視図である。
【図６】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの組み
立て前の構成を示す分解側面図である。
【図７】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの上シ
ェルの構成を示す斜視図である（右上側から見た図）。
【図８】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの上シ
ェルの構成を示す斜視図である（左上側から見た図）。
【図９】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの端子
付きハウジングの構成を示す斜視図である（右上側から見た図）。
【図１０】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの端
子付きハウジングの構成を示す斜視図である（左上側から見た図）。
【図１１】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの下
シェルの構成を示す斜視図である（右上側から見た図）。
【図１２】本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネクタの下
シェルの構成を示す斜視図である（左上側から見た図）。
【図１３】本発明の一実施の形態によるケーブル側コネクタの組み立てにおいて、端子に
ケーブルを位置合わせした状態を示す平面図である。
【図１４】本発明の一実施の形態によるケーブル側コネクタの組み立てにおいて、上シェ
ルの取り付けの様子を示す図である（組み立て途中の状態）。
【図１５】本発明の一実施の形態によるケーブル側コネクタの組み立てにおいて、上シェ
ルの取り付けの様子を示す図である（組み立て後の状態）。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説
明は省略する。
【００１４】
　図１及び図２は、本発明の一実施の形態による電気コネクタにおいて、ケーブル側コネ
クタ１００および基板側コネクタ３００の嵌合前の状態を示す斜視図であり、図１は上側
から見た図、図２は下側から見た図である。図３は、ケーブル側コネクタ１００および基
板側コネクタ３００の嵌合前の状態を示す平面図であり、図４は、ケーブル側コネクタ１
００および基板側コネクタ３００の中央部分（図３のＡ－Ａ線）の構成を示す断面図であ
る。
【００１５】
　まず、図１～図４により、本発明の一実施形態による電気コネクタの構成の一例を説明
する。図１～図４に示すように、本実施の形態による電気コネクタ１は、複数のケーブル
４の末端に取付けられるケーブル側コネクタ１００と、配線基板（図示せず）に実装され
、ケーブル側コネクタ１００と嵌合可能な基板側コネクタ３００とからなる。ケーブル側
コネクタ１００は、基板側コネクタ３００に対して基板垂直方向（Ｚ方向）から着脱自在
に嵌合可能となっており、基板側コネクタ３００側（Ｚ２方向）に突出した嵌合部３７に
設けられたケーブル側コネクタ１００の端子２１が基板側コネクタ３００の端子３５０（
接触部３５３，３５４）に接触することにより、複数のケーブル４のそれぞれと基板配線
のそれぞれとが電気的に接続される。
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【００１６】
　基板側コネクタ３００は、ハウジング３３０と、ハウジングを覆うように取り付けられ
る金属製のシェル３１０と、ハウジング３３０の下側から上方向（Ｚ１方向）に挿入、取
り付けられる端子３５０とを有する。基板側コネクタ３００のハウジング３３０は、長手
方向（Ｘ方向）に延びており、ケーブル側コネクタ１００の端子２１と同じ間隔（ピッチ
）で端子３５０を保持している。端子３５０は、基板接続部３５１と、ハウジング３３０
への挿入部３５２と、Ｕ字状の相手端子との接触部３５３，３５４とを有する。
【００１７】
　基板側コネクタ３００がケーブル側コネクタ１００と嵌合した場合、それぞれの端子２
１，３５０が接触することによって電気的に接続される。一方、ケーブル側コネクタ１０
０の上シェル１０の一部１４ａが、基板側コネクタ３００のシェル３１０の外側面と接触
することによって、シールド性能が向上する。また、ケーブル側コネクタ１００の下シェ
ル３０は、基板側コネクタ３００のシェル３１０の対応部分（符号３１２）と接触するこ
とによって、電気的に接続される。さらに、基板側コネクタ３００の長手方向の両端内側
にあるロック用凸部３１１が、ケーブル側コネクタ１００の両側面に設けられた孔１３ｂ
に嵌ることによって両コネクタ間でのロックが実現するとともに、シェル同士（上シェル
１０，下シェル３０，シェル３１０）が接触することでシールド性が向上する。
【００１８】
　次に、図５～図１２により、ケーブル側コネクタ１００の構成を説明する。図５は、ケ
ーブル側コネクタ１００の全体構成を示す斜視図である。図６は、ケーブル側コネクタ１
００の組み立て前の構成を示す分解側面図である。図５および図６に示すように、ケーブ
ル側コネクタ１００は、上シェル１０（第１シェル）と、複数の端子２１（図２，図４参
照）を一体成形により保持したハウジング２０と、下シェル３０（第２シェル）とからな
る。
【００１９】
　複数の端子２１のそれぞれには、複数のケーブル４のそれぞれの芯線４ａが電気的に接
続される。ケーブル４として、同軸ケーブルや通常の電線が使用可能である。図６では、
一例としてケーブル４が同軸ケーブルの場合を示しているが、これに限定されるものでは
ない。図６に示す同軸ケーブル４は、例えば、銅線などの中心導体（芯線４ａ）、ポリエ
チレンなどの絶縁体、編組銅線などの外部導体、ビニルなどの絶縁性の外皮などから構成
される。また、同軸ケーブル４のそれぞれの編組は、導電性金属のグランドバー５に接続
されている。グランドバー５は、さらに上シェル１０および下シェル３０と電気接続され
、グランドをとるようになっている。
【００２０】
　図７および図８は、ケーブル側コネクタ１００の上シェル１０の構成を示す斜視図であ
り、図７は右上側から見た図、図８は左上側から見た図である。
　図７および図８に示すように、上シェル１０は、ケーブル側コネクタ１００の長手方向
（Ｘ方向）に延びる本体部１１と、この本体部１１の長手方向の両側端部から下側（Ｚ２
方向）に向けて折り曲げられた第１係止片１２（第１係止部），第２係止片１３（第３係
止部）、さらに、前側（Ｙ１側）において下側に向けて折り曲げられた前壁片１４を有す
る。すなわち、第１係止片１２，第２係止片１３及び前壁片１４はそれぞれ、コネクタ１
００の組立て状態にあってはハウジング２０側に折り曲げられたものであり、ケーブル側
コネクタ１００の基板側コネクタ３００に対する嵌合方向（Ｚ方向）に沿って設けられて
いる。第１係止片１２，第２係止片１３はそれぞれ前後方向（Ｙ方向、短手方向）におい
て異なる位置、および長手方向（Ｘ方向、長手方向）において異なる位置に形成されてい
る。具体的には、第１係止片１２は、前後方向（Ｙ方向）にあっては第２係止片１３に対
してケーブル４の導出側（Ｙ２側）の位置に設けられており、長手方向（Ｘ方向）にあっ
ては第２係止片に対して内側（端子２１側）の位置に設けられている。そして、後述する
下シェルおよびハウジングの被係止部に対して嵌り込む（引っ掛かる）ようになっている
。
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【００２１】
　また、上シェル１０の本体部１１のケーブル側には所定間隔をもって複数の孔１９が形
成されており、ケーブル４を保持しその外部導体と接続されるグランドバー５とハンダ付
け接続できるようになっている。これらの孔１９は、コネクタの前後方向（Ｙ方向）にお
いて、第１係止片１２とほぼ同じ位置に設けられている。また、上シェル１０の本体部１
１の両端付近に、ハウジング方向（Ｚ２方向）に突出して折り曲げられた舌片１６を有し
、ハウジング２０の溝２２ｂ（図９および図１３参照）に嵌るようになっている。なお、
上シェル１０は、平板状（板状）の導電性金属（ステンレス等）板を、金型で打ち抜き、
その後折り曲げ加工することによって成形される。
【００２２】
　図９および図１０は、ケーブル側コネクタ１００の端子付きハウジング２０の構成を示
す斜視図であり、図９は右上側から見た図、図１０は左上側から見た図である。
　図９および図１０に示すように、ハウジング２０には長手方向（Ｘ方向）に所定の間隔
をもって複数の端子２１が保持される本体部２２と、本体部２２を挟み込むように長手方
向の両側端域において上シェル１０と下シェル２０が取り付けられる領域２３がある。ハ
ウジング２０の本体部２２の前方向（Ｙ１方向）の側面には、前方向に向けて突出した凸
部２９ａ，２９ｂが設けられ、組み立て時に上シェル１０の孔１４ｂ，１４ｃに嵌るよう
になっている。ハウジング２０の両側の領域２３には、前後方向（Ｙ方向、短手方向）に
延びるスリット２４と、下シェル３０の側壁片３４（第２係止部、図６および図１１等参
照）が取り付けられる取り付け部２６と、上シェルの第２係止片１３が取り付けられる取
り付け部２５が形成されている。取り付け部２６，２５にはそれぞれ外側（Ｘ１，Ｘ２方
向）に向けて突出して形成された抑え部２６ａ，２５ａが設けられている。また、ハウジ
ング２０の長手方向の両端付近に溝２２ｂを有し、上シェル１０の舌片１６が嵌るように
なっている。なお、ハウジング２０は、例えば、絶縁性の樹脂などからなり、導電性金属
の端子２１と一体的に成形される。
【００２３】
　図１１および図１２は、ケーブル側コネクタ１００の下シェル３０の構成を示す斜視図
であり、図１１は右上側から見た図、図１２は左上側から見た図である。
　図１１および図１２に示すように、下シェル３０は、長手方向（Ｘ方向）に延びる本体
部３１と、この本体部３１の長手方向の両側端部から上側（Ｚ１方向）に向けて折り曲げ
られた側壁片３４（第２係止部）と、本体部３１の前側（Ｙ１方向）において側面視Ｕ字
形状に折り曲げられた挿入部３２，３３を有する。また、側壁片３４は、組み立て時に上
シェル１０のＬ片１２ａと係合し引っ掛かるため側壁片３４に対して外側（Ｘ１，Ｘ２方
向）に向けて折り曲げられた折り曲げ片３５と、上シェル１０の第１係止片１２と係合し
て電気接続を確保するため外側（Ｘ１，Ｘ２方向）に向けて突出した突部３６とを有する
。なお、下シェル３０は、上シェル１０と同様に、平板状（板状）の導電性金属（ステン
レス等）板を、金型で打ち抜き、その後折り曲げ加工することによって成形される。
【００２４】
　次に、本実施の形態によるケーブル側コネクタ１００の組み立て方法を説明する。図１
３は、ケーブル側コネクタ１００の組み立てにおいて、端子２１にケーブル４を位置合わ
せした状態を示す平面図である。図１４および図１５は、ケーブル側コネクタ１００の組
み立てにおいて、上シェル１０の取り付けの様子を示す図であり、図１４は組み立て途中
の状態、図１５は組み立て後の状態を示す。
【００２５】
　前述のような構成において、ケーブル側コネクタ１００は、以下のように組み付けられ
る。
（１）　端子２１を一体成形したハウジング２０に対して、下シェル３０を下側から上方
向（Ｚ１方向）に移動されることにより、下シェル３０の挿入部３２，３３がハウジング
本体部２２の対応する溝２２ａに挿入され保持されるとともに、下シェル３０の側壁片３
４がハウジング２０の取り付け部２６に取り付けられる。これにより、下シェル３０の折
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り曲げ片３５がハウジング２０の抑え部２６ａの下側に位置されるとともに、突起３６が
第１係止片１２のスライド軌道上にわずかに突出した状態となる。
（２）　次ぎに、端子２１の端子接続部２１ａに対してケーブルの芯線４ａがハンダ接続
される。ケーブル４は、グランドバー５によって整列保持される（図１３参照）。なお、
グランドバー５は導電性の材料から構成されており、本実施形態では、ケーブル４は同軸
ケーブルであるため、グランドバー５は、同軸ケーブルの外部導体（図示せず）部分を露
出させた状態においてケーブル４を保持している。
（３）　次ぎに、上シェル１０を取り付ける。上シェル１０の取り付けは、まず、上シェ
ル１０をハウジング２０の上側（Ｚ１側）に位置させ、ハウジング２０側（Ｚ２側）に向
けて移動させ、上シェル１０の第１係止片１２を、ハウジング２０のスリット２４の内部
に位置させる（図１４の状態）。このときハウジング２０に対する上シェル１０のＸ方向
、Ｚ方向の位置決めがなされる。その後、この、上シェル１０と下シェル３０とがハウジ
ング２０を挟み込んだ状態で、下シェル３０に対して上シェル１０をスリット２４に沿っ
てＹ２方向（短手方向、後方向。ケーブル４の導出方向）にスライド移動させることによ
り、上シェル１０の第１係止片１２のＬ字状のＬ片１２ａが、下シェル３０の側壁片３４
の折り曲げ片３５に引っ掛かり、上シェル１０とハウジング２０と下シェル３０とが一体
的に固定され、図１５の状態になる。この状態で、上シェル１０の孔１９にハンダを流し
込むことによって、グランドバー５と上シェル１０とが電気的及び物理的に接続される。
【００２６】
　すなわち、第１係止片１２のＬ字状のＬ片１２ａが下シェル３０の折り曲げ片３５の下
側に入り込み固定されることでＬ片１２ａと折り曲げ片３５と抑え部２６ａとが密着した
状態となり、ハウジング２０及び下シェル３０とが上シェル１０（本体部１１）に向けて
押し付けられことで上シェル１０とハウジング２０と下シェル３０とが一体的に固定され
る。また、下シェル３０の突部３６が第１係止片１２の内面と接触することで上シェル１
０と下シェル３０との電気的接続が確保される。なお、折り曲げ片３５の上側には、ハウ
ジング２０の一部である抑え部２６ａが設けられているため、上シェル１０および下シェ
ル３０にかかる上方向（Ｚ１方向）の力は、最終的にはハウジング２０で受けることがで
きるようになっている。なお、下シェル３０の突部３６は、下シェル３０の代わりに上シ
ェル１０側に設けてもよい。
【００２７】
　一方、上シェル１０の第２係止片１３（第３係止部）は、ハウジング２０の取り付け部
２５に取り付けられる。具体的には、第２係止片１３のＬ字状のＬ片１３ａが、取り付け
部２５の凸状の抑え部２５ａ（第４係止部）の下に嵌め込まれる。Ｌ片１３ａの上側には
、抑え部２５ａが設けられているため、ここでも上方向（Ｚ１方向）の力は、最終的はハ
ウジング２０で受けることができるようになっている。なお、第２係止片１３には、基板
側コネクタ３００のロック用凸部３１１と嵌り合うための孔１３ｂが形成されている。
【００２８】
　また、組み立ての際のスライド移動により、上シェル１０の舌片１６の先端が、ハウジ
ング２０の溝２２ｂに嵌り込む。これによって、コネクタ組み立て後、上シェル１０が前
方向（Ｙ１方向）に移動しないようになる。
　また、ハウジング２０の前側（Ｙ１方向）の側面には凸部２９ａ，２９ｂが形成されて
おり、これらが上シェル１０の対応する孔１４ｂ，１４ｃに嵌り、上シェル１０とハウジ
ング２０との取り付けを強固にしている。
【００２９】
　以上説明したような本発明の一実施形態による電気コネクタによれば、上シェル１０の
第１係止片１２のＬ片１２ａと、下シェル３０の側壁片３４の折り曲げ片３５とが引っ掛
かり合うことにより、それらの固定が強固となり、ケーブルの引き回しによる芯線への負
荷が軽減され、電気コネクタ全体の剛性が向上する。とくに、一列に並んだケーブルの外
側のケーブルには、ケーブル引き回しの際、曲げられたりして大きな負荷がかかるが、電
気コネクタの長手方向両端に設けられた第１係止片１２と側壁片３４により、その負荷が
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電気コネクタの両端に偏ることなく、コネクタ全体に広がるので、電気ケーブルの信頼性
が向上する。
【００３０】
　さらに、上シェル１０の第２係止片１３のＬ片１３ａと、ハウジング２０の抑え部２５
ａと引っ掛かり合うことにより、それらの固定が強固になる。その結果として、ケーブル
側コネクタ全体の剛性が向上する。
　また、パッケージ全体を覆う上シェルと下シェルの２枚の金属シェルを物理的・電気的
に接触させることで、ケーブル側コネクタ全体の耐ノイズ性が向上する。
【００３１】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００３２】
１：電気コネクタ
４：ケーブル
５：グランドバー
１０：上シェル（第１シェル）
１１：本体部（第１本体部）
１２：第１係止片（第１係止部）
１２ａ：Ｌ片
１３：第２係止片（第３係止部）
１３ａ：Ｌ片
１３ｂ：孔
１４：前壁片
１４ａ：上シェルの一部
１４ｂ，１４ｃ：孔
１６：舌片
１９：孔
２０：ハウジング
２１：端子
２１ａ：端子接続部
２２：ハウジング本体部
２２ａ，２２ｂ：溝
２３：領域
２４：スリット
２５：取り付け部
２５ａ：抑え部（第４係止部）
２６：取り付け部
２６ａ：抑え部
２９ａ，２９ｂ：凸部
３０：下シェル（第２シェル）
３１：本体部（第２本体部）
３２，３３：挿入部
３４：側壁片（第２係止部）
３５：折り曲げ片
３６：突部
３７：嵌合部
１００：ケーブル側コネクタ
３００：基板側コネクタ
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３１０：シェル
３１１：ロック用凸部
３３０：ハウジング
３５０：端子
３５１：基板接続部
３５２：挿入部
３５３，３５４：接触部
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