
JP 4683577 B2 2011.5.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レセプタクルコネクタの貫通孔とプラグコネクタの突起部との係合を解除して前記レセ
プタクルコネクタと前記レセプタクルコネクタに挿入された前記プラグコネクタとのロッ
ク状態を解除するロック解除治具において、
　前記レセプタクルコネクタに対して、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタ
との嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着される治具本体と、
　前記治具本体に設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき
前記突起部を前記貫通孔に付勢するばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突
起部と前記貫通孔との係合を解除する押圧部とを備え、
　前記治具本体が半円筒状であり、
　前記押圧部が、前記治具本体の一端部の内周面に半径方向へ対向するように配置され、
前記レセプタクルコネクタの外周面に前記貫通孔を前記嵌合・離脱方向と直交する方向へ
横切るように形成されたガイド溝にガイドされる一対の凸部であり、
　前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記レセプタクルコネクタ
の外周面に形成されたガイド部にガイドされ、前記レセプタクルコネクタに対する前記治
具本体の姿勢を安定させる姿勢安定突起部が、前記治具本体の他端部の内周面に半径方向
へ対向するように形成されている
　ことを特徴とするロック解除治具。
【請求項２】
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　レセプタクルコネクタと、このレセプタクルコネクタに挿入されるプラグコネクタと、
それらのコネクタのロック状態を解除するロック解除治具とを備えるコネクタ装置におい
て、
　前記レセプタクルコネクタは、貫通孔を有し、
　前記プラグコネクタは、前記貫通孔に係合可能な突起部と、前記貫通孔と前記突起部と
が係合するように、前記突起部を前記貫通孔に向けて付勢するばね部と、このばね部を支
持するコネクタ本体とを有し、
　前記ロック解除治具は、前記レセプタクルコネクタに対して前記プラグコネクタと前記
レセプタクルコネクタとの嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着される治具本
体と、前記治具本体に設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着される
とき前記突起部を前記ばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突起部と前記貫
通孔との係合を解除する押圧部とを有し、
　前記治具本体が半円筒状であり、前記押圧部が前記治具本体の一端部の内周面に半径方
向へ対向するように配置された一対の凸部であり、
　前記治具本体の他端部の内周面に一対の姿勢安定突起部が半径方向へ対向するように形
成され、
　前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記姿勢安定突起部をガイ
ドして前記レセプタクルコネクタに対する前記治具本体の姿勢を安定させるガイド部が、
前記レセプタクルコネクタの外周面に形成されている
　ことを特徴とするコネクタ装置。
【請求項３】
　レセプタクルコネクタと、このレセプタクルコネクタに挿入されるプラグコネクタと、
それらのコネクタのロック状態を解除するロック解除治具とを備えるコネクタ装置におい
て、
　前記レセプタクルコネクタは、貫通孔を有し、
　前記プラグコネクタは、前記貫通孔に係合可能な突起部と、前記貫通孔と前記突起部と
が係合するように、前記突起部を前記貫通孔に向けて付勢するばね部と、このばね部を支
持するコネクタ本体とを有し、
　前記ロック解除治具は、前記レセプタクルコネクタに対して前記プラグコネクタと前記
レセプタクルコネクタとの嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着される治具本
体と、前記治具本体に設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着される
とき前記突起部を前記ばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突起部と前記貫
通孔との係合を解除する押圧部とを有し、
　前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記嵌合・離脱方向と直交
する方向へ前記押圧部をガイドするガイド溝が、前記レセプタクルコネクタの外周面に前
記貫通孔を横切るように形成されており、
　前記治具本体が半円筒状であり、前記押圧部が前記治具本体の一端部の内周面に半径方
向へ対向するように配置された一対の凸部であり、
　前記治具本体の他端部の内周面に一対の姿勢安定突起部が半径方向へ対向するように形
成され、
　前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記姿勢安定突起部をガイ
ドして前記レセプタクルコネクタに対する前記治具本体の姿勢を安定させるガイド部が、
前記レセプタクルコネクタの外周面に形成されている
　ことを特徴とするコネクタ装置。
【請求項４】
　前記突起部が、前記凸部に前記突起部が押圧されたとき前記コネクタ本体を前記レセプ
タクルコネクタから離れる方向へ移動させる形状であることを特徴とする請求項２又は３
記載のコネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明はロック解除装置及びコネクタ装置に関する。特にプラグコネクタとレセプタ
クルコネクタとのロック状態を解除するロック解除装置に関するとともに、プラグコネク
タとレセプタクルコネクタとロック解除装置とで構成されるコネクタ装置であって、例え
ば太陽電池モジュールのセル間の電気的接続に好適なコネクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、円筒状のコネクタソケットとこのコネクタソケットに挿入される円筒状のコネク
タプラグとを備えるコネクタ装置が知られている（下記特許文献１参照）。
【０００３】
　コネクタソケットに２つの角穴が形成されている。２つの角穴はコネクタソケットの径
方向で対向している。
【０００４】
　コネクタプラグは中心軸方向へ延びる２つのバネ片を有し、２つのバネ片はコネクタプ
ラグの中心軸に対し線対称の位置にある。バネ片の自由端にはコネクタソケットの角穴に
係合可能なロック用爪が形成されている。ロック爪には角穴との係合を解除するための傾
斜面が形成されている。
【０００５】
　コネクタソケットにコネクタプラグを挿入（嵌合）し、コネクタプラグを所定方向へ回
転させると、コネクタプラグのバネ片のロック用爪がコネクタソケットの角穴に係合し、
コネクタソケットにコネクタプラグがロックされ、両コネクタの嵌合状態が維持される。
これに対し、コネクタソケットにコネクタプラグがロックされた状態からコネクタプラグ
を所定方向と反対の方向へ回転させると、コネクタプラグのバネ片のロック用爪とコネク
タソケットの角穴との係合が解かれ、コネクタソケットとコネクタプラグとのロック状態
が解除される。
【０００６】
　このコネクタ装置の他の従来技術として、レセプタクルコネクタにプラグコネクタがロ
ックされた状態からプラグコネクタをいずれの方向へ回転させようとしても、プラグコネ
クタのばね片のロック用爪とレセプタクルコネクタの角穴との係合が解除されないコネク
タ装置がある。このコネクタ装置では、レセプタクルコネクタの２つの角穴に２つのドラ
イバーの先端を同時に突っ込んでばね片のロック用爪と角穴との係合を解くとともに、そ
の状態でプラグコネクタを引っ張ることによって、レセプタクルコネクタからプラグコネ
クタを離脱することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２２８２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述の通り従来技術として２つのコネクタ装置があるが、前者のコネクタ装置（上記特
許文献１記載のコネクタ装置）には、プラグコネクタのわずかな量の回転でばね片のロッ
ク用爪と角穴との係合が解かれるため、手で誤ってレセプタクルコネクタとプラグコネク
タとのロック状態が解除される可能性がある。
【０００９】
　これに対し、後者のコネクタ装置にはこのような問題がない。しかし、レセプタクルコ
ネクタからプラグコネクタを離脱するためにはドライバー等の治具の位置合せ、係合を解
除後のプラグコネクタの引き抜き、また治具自体をレセプタクルコネクタから離脱するこ
とが困難であった。
【００１０】
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　この発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その課題は、手で誤ってロック状
態が解除されないようにするとともに、容易にレセプタクルコネクタからプラグコネクタ
を離脱することができるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述の課題を解決するため請求項１の発明は、レセプタクルコネクタの貫通孔とプラグ
コネクタの突起部との係合を解除して前記レセプタクルコネクタと前記レセプタクルコネ
クタに挿入された前記プラグコネクタとのロック状態を解除するロック解除治具において
、前記レセプタクルコネクタに対して、前記プラグコネクタと前記レセプタクルコネクタ
との嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着される治具本体と、前記治具本体に
設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記突起部を前記
貫通孔に付勢するばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突起部と前記貫通孔
との係合を解除する押圧部とを備え、前記治具本体が半円筒状であり、前記押圧部が、前
記治具本体の一端部の内周面に半径方向へ対向するように配置され、前記レセプタクルコ
ネクタの外周面に前記貫通孔を前記嵌合・離脱方向と直交する方向へ横切るように形成さ
れたガイド溝にガイドされる一対の凸部であり、前記治具本体が前記レセプタクルコネク
タに装着されるとき前記レセプタクルコネクタの外周面に形成されたガイド部にガイドさ
れ、前記レセプタクルコネクタに対する前記治具本体の姿勢を安定させる姿勢安定突起部
が、前記治具本体の他端部の内周面に半径方向へ対向するように形成されていることを特
徴とする。
【００１２】
プラグコネクタに対してロック状態にあるレセプタクルコネクタにロック解除治具を装着
したとき、ロック解除治具の押圧部がプラグコネクタの突起部をばね部の付勢力に抗して
押圧して突起部とレセプタクルコネクタの貫通孔との係合を解除する。したがって、プラ
グコネクタをレセプタクルコネクタから簡単に引き抜くことができる。
【００１３】
　請求項２の発明は、レセプタクルコネクタと、このレセプタクルコネクタに挿入される
プラグコネクタと、それらのコネクタのロック状態を解除するロック解除治具とを備える
コネクタ装置において、前記レセプタクルコネクタは、貫通孔を有し、前記プラグコネク
タは、前記貫通孔に係合可能な突起部と、前記貫通孔と前記突起部とが係合するように、
前記突起部を前記貫通孔に向けて付勢するばね部と、このばね部を支持するコネクタ本体
とを有し、前記ロック解除治具は、前記レセプタクルコネクタに対して前記プラグコネク
タと前記レセプタクルコネクタとの嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着され
る治具本体と、前記治具本体に設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装
着されるとき前記突起部を前記ばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突起部
と前記貫通孔との係合を解除する押圧部とを有し、前記治具本体が半円筒状であり、前記
押圧部が前記治具本体の一端部の内周面に半径方向へ対向するように配置された一対の凸
部であり、前記治具本体の他端部の内周面に一対の姿勢安定突起部が半径方向へ対向する
ように形成され、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装着されるとき前記姿勢安
定突起部をガイドして前記レセプタクルコネクタに対する前記治具本体の姿勢を安定させ
るガイド部が、前記レセプタクルコネクタの外周面に形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項３の発明は、レセプタクルコネクタと、このレセプタクルコネクタに挿入される
プラグコネクタと、それらのコネクタのロック状態を解除するロック解除治具とを備える
コネクタ装置において、前記レセプタクルコネクタは、貫通孔を有し、前記プラグコネク
タは、前記貫通孔に係合可能な突起部と、前記貫通孔と前記突起部とが係合するように、
前記突起部を前記貫通孔に向けて付勢するばね部と、このばね部を支持するコネクタ本体
とを有し、前記ロック解除治具は、前記レセプタクルコネクタに対して前記プラグコネク
タと前記レセプタクルコネクタとの嵌合・離脱方向と直交する方向へ着脱可能に装着され
る治具本体と、前記治具本体に設けられ、前記治具本体が前記レセプタクルコネクタに装
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着されるとき前記突起部を前記ばね部の付勢力に抗して前記突起部を押圧して前記突起部
と前記貫通孔との係合を解除する押圧部とを有し、前記治具本体が前記レセプタクルコネ
クタに装着されるとき前記嵌合・離脱方向と直交する方向へ前記押圧部をガイドするガイ
ド溝が、前記レセプタクルコネクタの外周面に前記貫通孔を横切るように形成されており
、前記治具本体が半円筒状であり、前記押圧部が前記治具本体の一端部の内周面に半径方
向へ対向するように配置された一対の凸部であり、前記治具本体の他端部の内周面に一対
の姿勢安定突起部が半径方向へ対向するように形成され、前記治具本体が前記レセプタク
ルコネクタに装着されるとき前記姿勢安定突起部をガイドして前記レセプタクルコネクタ
に対する前記治具本体の姿勢を安定させるガイド部が、前記レセプタクルコネクタの外周
面に形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４の発明は、請求項２又は３記載のコネクタ装置において、前記突起部が、前記
凸部に前記突起部が押圧されたとき前記コネクタ本体を前記レセプタクルコネクタから離
れる方向へ移動させる形状であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、手で誤ってロック状態が解除されないようにするとともに、作業者
が一人で容易にレセプタクルコネクタからプラグコネクタを離脱することができるように
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１はこの発明の第１実施形態のコネクタ装置のレセプタクルコネクタとプラグ
コネクタとのロック状態をロック解除治具で解除する前の状態を示す斜視図である。
【図２】図２は図１に示すコネクタ装置のレセプタクルコネクタの側面図である。
【図３】図３は図１に示すコネクタ装置のレセプタクルコネクタの平面図である。
【図４】図４は図１に示すコネクタ装置のプラグコネクタの側面図である。
【図５】図５は図１に示すコネクタ装置のレセプタクルコネクタとプラグコネクタとのロ
ック状態を示す側面図である。
【図６】図６は図１のVI－VI線に沿う断面図である。
【図７】図７は図１に示すコネクタ装置のレセプタクルコネクタにロック解除治具を装着
し終る前であって、まだロック状態が解除されていない状態を示す平面図である。
【図８】図８は図７のVIII－VIII線に沿う断面図である。
【図９】図９は図７のIX－IX線に沿う断面図である。
【図１０】図１０は図１に示すコネクタ装置のレセプタクルコネクタにロック解除治具を
装着し終わり、ロック状態が解除された状態を示す平面図である。
【図１１】図１１は図１０のXI－XI線に沿う断面図である。
【図１２】図１２は図１０のXII－XII線に沿う断面図である。
【図１３】図１３はこの発明の第２実施形態のコネクタ装置のレセプタクルコネクタとプ
ラグコネクタとのロック状態をロック解除治具で解除する前の状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２３】
　図１に示すように、この発明の第１実施形態のコネクタ装置１はレセプタクルコネクタ
３とプラグコネクタ６とロック解除治具９とを備える。
【００２４】
　図２、図３、図５、図６に示すように、レセプタクルコネクタ３は円筒状のレセプタク
ルハウジング４とソケットコンタクト５とを有する。
【００２５】
　レセプタクルハウジング４は第１円筒部４１と第２円筒部４２とくびれ部（ガイド部）
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４４と電線保持部４５とを有する。レセプタクルハウジング４は例えば合成樹脂で一体成
形されている。
【００２６】
　第１円筒部４１の外周面には２つの貫通孔４１１が形成されている。２つの貫通孔４１
１は第１円筒部４１の中心軸に関して線対称の関係にある。貫通孔４１１は矩形である。
また、第１円筒部４１の外周面には各貫通孔４１１を横切るようにガイド溝４１２が形成
されている。ガイド溝４１２はプラグコネクタ６とレセプタクルコネクタ３との嵌合・離
脱方向Ｄ１（図１参照）と直交する方向Ｄ２（図１参照）へ延びている。
【００２７】
　第２円筒部４２は第１円筒部４１内に収容され、第２円筒部４２の中心軸と第１円筒部
４１の中心軸とは一致している。第１円筒部４１と第２円筒部４２との間には環状空間４
３が形成されている。
【００２８】
　第１円筒部４１の後端部（図６の第１円筒部４１の右側部分）と第２円筒部４２の後端
部（図６の第２円筒部４２の右側部分）とは結合されている。
【００２９】
　第１、第２円筒部４１，４２の後端部にはくびれ部４４を介して電線保持部４５が連な
る。電線保持部４５はほぼ円筒状であり、電線１１の被覆１１１の先端部を保持する。電
線保持部４５とくびれ部４４とを中心線に沿って貫く中心孔４７は第２円筒部４２の空間
４２１に通じている。中心孔４７の先端部の内径は空間４２１の内径よりも小さく、空間
４２１の内周面には段差面４２２が形成されている（図６参照）。中心孔４７の後端部４
７ｂの内径は中心孔４７の先端部４７ａよりも大きく、中心孔４７の後端部４７ｂには、
電線１１の外周面に装着されたブッシング４９が収容されている。電線保持部４５にはカ
ップリングナット４８が着脱可能に装着されている。電線保持部４５に装着されたカップ
リングナット４８によりブッシング４９の脱落が防止される。
【００３０】
　くびれ部４４の外周面には２対のリブ４６が形成されている。２対のリブ４６は互いに
くびれ部４４の中心軸に関して線対称の関係にある。いずれの対のリブ４６も周方向へ所
定の間隔をおいて配置されている。一方の対のリブ４６の先端を結ぶ仮想直線（中心軸と
直交する直線）と他方の対のリブ４６の先端を結ぶ仮想直線とはガイド溝４１２の底面と
平行である。
【００３１】
　図６に示すように、ソケットコンタクト５はコンタクト本体５０と接触部５１とランス
５２と接続部５３とを有する。ソケットコンタクト５は弾性金属板で一体に形成されてい
る。コンタクト本体５０はほぼ円筒状である。複数の接触部５１はコンタクト本体５０の
周方向に沿ってコンタクト本体５０に所定の間隔に配置されている。接触部５１はコンタ
クト本体５０内で延びている。複数のランス５２はコンタクト本体５０の周方向に沿って
コンタクト本体５０に所定の間隔に配置されている。接続部５３はコンタクト本体５０に
連なる。接続部５３は電線１１の導線１１２にかしめられて接続されている。ソケットコ
ンタクト５のコンタクト本体５０は中心孔４７を通じて第２円筒部４２の空間４２１内に
挿入される。空間４２１内に挿入されたソケットコンタクト５のランス５２は段差面４２
２に係合し、ソケットコンタクト５は第２円筒部４２から抜けなくなる。
【００３２】
　図４、図５、図６に示すように、プラグコネクタ６はプラグハウジング７とピンコンタ
クト８とを有する。
【００３３】
　プラグハウジング７はハウジング本体（コネクタ本体）７１と連結部７２と電線保持部
７３とを有する。プラグハウジング７は例えば合成樹脂で一体成形されている。
【００３４】
　ハウジング本体７１はほぼ円筒状である。ハウジング本体７１の外周面には２つの板ば
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ね（ばね部）７１１が形成されている。２つの板ばね７１１はハウジング本体７１の中心
軸に関して線対称の関係にある。板ばね７１１は両持ち梁状であり、嵌合・離脱方向Ｄ１
へ延びている。板ばね７１１の両端はハウジング本体７１に支持され、板ばね７１１の中
間部には爪部（突起部）７１２が形成されている。爪部７１２には傾斜面７１２ａが形成
されている。爪部７１２はレセプタクルハウジング４の貫通孔４１１に収まるが、貫通孔
４１１から突出しない。傾斜面７１２ａは爪部７１２が貫通孔４１１に収まったとき、第
１円筒部４１のガイド溝４１２内に入り込む。
【００３５】
　ハウジング本体７１の後端部（図６のハウジング本体７１の左側部分）には連結部７２
を介して電線保持部７３が連なる。連結部７２はほぼ円筒状である。電線保持部７３はほ
ぼ円筒状であり、電線１２の被覆１２１の先端部を保持する。電線保持部７３と連結部７
２とを中心線に沿って貫く中心孔７４はハウジング本体７１の空間７１３に通じている。
中心孔７４の先端部の内径は空間７１３の内径よりも小さく、中心孔７４の内周面には段
差面７１４が形成されている（図６参照）。中心孔７４の後端部７４ｂの内径は中心孔４
７の先端部７４ａよりも大きく、中心孔７４の後端部７４ｂには、電線１２の外周面に装
着されたブッシング７９が収容されている。電線保持部７３にはカップリングナット７８
が着脱可能に装着されている。電線保持部７３に装着されたカップリングナット７８によ
りブッシング７９の脱落が防止される。
【００３６】
　図６に示すように、ピンコンタクト８はコンタクト本体８１とランス８２と接続部８３
とを有する。ピンコンタクト８は弾性金属板で一体に形成されている。コンタクト本体８
１の前部（図６のコンタクト本体８１の右側部分）はピン状に形成され、接触部８１１を
構成する。コンタクト本体８１の後部（図６のコンタクト本体８１の左側部分）はほぼ円
筒状である。複数のランス８２はコンタクト本体８１の周方向に沿ってコンタクト本体８
１の後部に等間隔に配置されている。接続部８３はコンタクト本体８１に連なる。接続部
８３は電線１２の導線１２２にかしめられている。ピンコンタクト８のコンタクト本体８
１は中心孔７４を通じてハウジング本体７１の空間７１３内に挿入される。空間７１３内
に挿入されたピンコンタクト８のランス８２は段差面７１４に係合し、ピンコンタクト８
はハウジング本体７１から抜けなくなる。
【００３７】
　図１、図９、図１２に示すように、ロック解除治具９は治具本体９１と２つの凸部（押
圧部）９２と２つの姿勢安定突起部９３とを有する。ロック解除治具９は弾性変形可能な
材料で一体成形されている。治具本体９１は半円筒状である。２つの凸部９２は治具本体
９１の一端部（治具本体９１の中心軸方向の一端部）の内周面に半径方向へ対向するよう
に配置されている。凸部９２は押圧面９２ａと傾斜面９２ｂとを有する。押圧面９２ａは
ほぼ平坦面である。２つの押圧面９２ａは互いに平行である。傾斜面９２ｂは押圧面９２
ａの一端に連なる。２つの姿勢安定突起部９３は治具本体９１の他端部（治具本体９１の
中心軸方向の他端部）の内周面に半径方向へ対向するように配置されている。姿勢安定突
起部９３は３つの被ガイド面９３ａ，９３ｂ，９３ｃを有する。被ガイド面９３ａは平坦
面である。２つの姿勢安定突起部９３の被ガイド面９３ａは互いに平行である。被ガイド
面９３ｂ，９３ｃは被ガイド面９３ａに対して直角な面である。
【００３８】
　図５、図６に示すように、レセプタクルコネクタ３にプラグコネクタ６を挿入（嵌合）
すると、プラグハウジング７のハウジング本体７１はレセプタクルハウジング４の環状空
間４３に収容され、プラグハウジング７の爪部７１２が板ばね７１１のばね力によってレ
セプタクルハウジング４の貫通孔４１１と係合する。その結果、プラグハウジング７がレ
セプタクルハウジング４にロックされ、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６との
嵌合状態が維持される。貫通孔４１１に入り込んだ爪部７１２は貫通孔４１１から突出し
ないので、図示しない作業者の指で爪部７１２を押圧してレセプタクルコネクタ３とプラ
グコネクタ６とのロック状態を解除することができない。したがって、作業者の取扱ミス
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などによってレセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６とのロック状態が解除されるこ
とを防止できる。
【００３９】
　また、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６とを嵌合させると、プラグコネクタ
６のピンコンタクト８の接触部８１１がレセプタクルコネクタ３のソケットコンタクト５
のコンタクト本体５０内に挿入され、ピンコンタクト８の接触部８１１がソケットコンタ
クト５の接触部５１に接触する。その結果、電線１１と電線１２とが電気的に接続される
。
【００４０】
　次に、ロック解除操作について説明する。レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６
とのロック状態を解除するには、図１に示すロック解除治具９を嵌合・離脱方向Ｄ１と直
交する方向Ｄ２に沿ってレセプタクルコネクタ３に装着するだけでよい。
【００４１】
　レセプタクルコネクタ３に対するロック解除治具９の装着開始位置（図７、図８、図９
に示す状態）から装着完了位置（図１１、図１２、図１３に示す状態）までロック解除治
具９が移動する間に、ロック解除治具９の姿勢安定突起部９３がリブ４６上をスライドす
る。このとき、姿勢安定突起部９３の被ガイド面９３ａはリブ４６に、被ガイド面９３ｂ
，９３ｃはくびれ部４４の内面にそれぞれ接触して移動するので、ロック解除治具９は嵌
合・離脱方向Ｄ１と直交する方向Ｄ２へスムースに案内されるとともに、ロック解除治具
９の中心軸を回転中心とする回転が阻止される。
【００４２】
　また、ロック解除治具９の装着開始位置から装着完了位置までロック解除治具９が移動
する間に、ロック解除治具９の凸部９２がレセプタクルハウジング４のガイド溝４１２内
をスライドし、凸部９２の傾斜面９２ｂがプラグハウジング７の爪部７１２の傾斜面７１
２ａに乗り上げて板ばね７１１のばね力に抗して爪部７１２を押し下げる。凸部９２の押
圧面９２ａが爪部７１２の傾斜面７１２ａを押圧すると、爪部７１２は貫通孔４１１から
抜け、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６とのロック状態が解除される。したが
って、手でプラグコネクタ６をレセプタクルコネクタ３から引き抜くことができる。
【００４３】
　なお、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ６とのロック状態が解除されたとき、
押圧面９２ａで傾斜面７１２ａが押圧されるので、プラグコネクタ６が図１１の左側へ少
し動く（図１１はプラグコネクタ６が左側へ少し動いた状態を示している）。その結果、
レセプタクルコネクタ３からロック解除治具９を外したとしても、爪部７１２が貫通孔４
１１に戻れなくなり、ロック解除状態が維持される。
【００４４】
　この実施形態によれば、レセプタクルコネクタ２０３とプラグコネクタ６とのロック状
態を解除すべきでないとき、手でプラグコネクタ６の爪部７１２をレセプタクルコネクタ
３の貫通孔４１１から押し出せないので、手で誤ってロック状態が解除されないようにす
ることができ、レセプタクルコネクタ２０３とプラグコネクタ６とのロック状態を解除す
べきとき、作業者の一方の手でプラグコネクタ６又はレセプタクルコネクタ３を保持し、
他方の手でロック解除治具９を操作して爪部７１２と貫通孔４１１との係合を容易に解く
ことができるので、作業者が一人で容易にレセプタクルコネクタ３からプラグコネクタ６
を離脱することができる。
【００４５】
これに対し、上述の従来のコネクタ装置の場合、レセプタクルコネクタからプラグコネク
タを離脱するとき、レセプタクルコネクタの２つの角穴に２つのドライバーの先端を同時
に突っ込んでバネ片のロック用爪と角穴との係合を解き、その状態でレセプタクルコネク
タからプラグコネクタを引き抜かなければならないので、作業者が一人でレセプタクルコ
ネクタからプラグコネクタを離脱することができない。
【００４６】
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　図１３はこの発明の第２実施形態のコネクタ装置２０１のレセプタクルコネクタ２０３
とプラグコネクタ６とのロック状態をロック解除治具２０９で解除する前の状態を示す斜
視図である。
【００４７】
　第１実施形態と共通する部分については同一符号を付してその説明を省略する。以下、
第１実施形態との主な相違部分についてだけ説明する。
【００４８】
　第１実施形態では、レセプタクルハウジング４にガイド溝４１２を形成して、凸部９２
がガイド溝４１２を通じて貫通孔４１１に進入できるようにした。これに対し、第２実施
形態では、レセプタクルハウジング２０４にガイド溝が形成されておらず、凸部２９２は
レセプタクルハウジング２０４の外周面を摺動して貫通孔４１１に進入する。
【００４９】
　凸部２９２は貫通孔４１１に収まる形状に形成されている。貫通孔４１１内に進入した
凸部２９２はばね部７１１の爪部７１２に対する付勢力に抗して爪部７１２を貫通孔４１
１から押し出し、レセプタクルコネクタ２０３とプラグコネクタ６とのロック状態が解除
される。
【００５０】
　この実施形態によれば、第１実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、ガイド溝４
１２が必要ないので、レセプタクルコネクタ２０３をより簡単に作ることができる。
【００５１】
　なお、上述の実施形態では、貫通孔として矩形の貫通孔４１１をレセプタクルハウジン
グ４，２０４に設けたが、貫通孔の形状は矩形に限られない。
【００５２】
　また、ガイド部としてくびれ部４４を設けたが、ガイド部としてはくびれ部４４に限ら
れず、姿勢安定突起部９３を嵌合・離脱方向Ｄ１と直交する方向Ｄ２へ案内できるもので
あれば平行な２つの直線的な溝等でもよい。
【００５３】
　なお、ロック解除治具９，２０９はほぼ半円筒状であるが、ロック解除治具９，２０９
の形状は半円筒状に限られず、断面ほぼＵ字形のもの等でもよい。
【００５４】
　また、ばね部として板ばね７１１を用いたが、ばね部は板ばね７１１に限られない。
【００５５】
　なお、突起部として傾斜面７１２ａを有する爪部７１２のような形状のものを用いたが
、突起部の形状としては半球状や半球を半分にカットしたような形状等でもよい。
【００５６】
　また、押圧部は凸部であるが、凸部以外の押圧部として、ボールやピン等の可動部材と
この可動部材をレセプタクルコネクタに押圧するばねとで構成したものでもよい。
【００５７】
　更に、他の押圧部として、治具本体を二分割し、二分割した一対の部材をヒンジで連結
し、一対の部材間にばねを装着してなるクリップ型のロック解除治具がある。このロック
解除治具の先端部は開閉可能であり、その先端部に形成された凸部で爪部を貫通孔４１１
から押し出すようにしてもよい。
【００５８】
　なお、上述の実施形態のコネクタ装置１，２０１のレセプタクルコネクタ３，２０３の
レセプタクルハウジング４の形状は円筒状であるが、レセプタクルハウジングの形状は円
筒以外の筒形状（例えば角筒状等）でもよい。
【００５９】
　また、プラグコネクタ６に対して嵌合状態にあるレセプタクルコネクタ３にロック解除
治具９を装着したとき、姿勢安定突起部９３がくびれ部４４に、凸部９２,２９２がガイ
ド溝４１２にそれぞれ進入する。しかし、半円筒状の治具本体９１の一端部には押圧部で
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され、治具本体９１の一端部の円弧は治具本体９１の他端部の円弧よりも長い（図１、図
７、図１０参照）ので、姿勢安定突起部９３がくびれ部４４に進入するタイミングは凸部
９２がガイド溝４１２に進入するタイミングよりも少し早い。したがって、治具本体９１
がレセプタクルコネクタ３に対して嵌合・離脱方向Ｄ１と直交する方向Ｄ２へ案内され、
凸部９２はガイド溝４１２に滑らかに進入する。
【符号の説明】
【００６０】
　１　コネクタ装置
　３　レセプタクルコネクタ
　４　レセプタクルハウジング
　４１１　貫通孔
　４１２　ガイド溝
　４４　くびれ部（ガイド部）
　６　プラグコネクタ
　７　プラグハウジング
　７１１　板ばね（ばね部）
　７１２　爪部（突起部）
　９　ロック解除治具
　９１　治具本体
　９２　凸部（押圧部）
　９３　姿勢安定突起部
Ｄ１　嵌合・離脱方向
Ｄ２　嵌合・離脱方向と直交する方向

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 4683577 B2 2011.5.18

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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