
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードと回路基板を電気的に接続するカード用コネクタにおいて、
　上方が開放され、前記回路基板上に配置されるケース本体と、該ケース本体に被嵌され
、該ケース本体の上方を閉塞するケースカバーとを備えたケースと、
　前記カードの抜脱側に付勢され、前記ケースの側壁に沿って前記カードと共にスライド
可能に設けられたイジェクターと、
　該イジェクターに支持される支持部と該支持部を支点に回動可能な回動部とを備えたピ
ン部材と、
　前記ケース本体と前記ケースカバーのいずれかの側壁に形成され、前記ピン部材の回動
部が摺動可能な摺動部と該回動部が係止可能な係止部とを有するカム部と、
　前記イジェクト部材に嵌設し、前記ピン部材の支持部の動きを拘束するように形成され
たピン支持部材と、
　前記イジェクターに設けられ、前記ピン部材を前記カム部側に押圧し、前記ピン部材の
上方への動きを規制するピン規制部材とを備え、
　前記カードを前記ケース内の所定位置まで挿入すると、前記ピン部材の回動部が前記カ
ム部の係止部に係止し、前記ピン規制部材が前記ピン部材を前記カム部側に押圧すること
により、前記回動部と前記係止部との係止状態を保持するように構成されていることを特
徴とするカード用コネクタ。
【請求項２】
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　前記イジェクターの外側において、前記カム部に沿ってスライド可能に設けられ、先端
方向に下り勾配の傾斜部が形成されたプッシュロッド部と前記ケースより基端側に突出す
るプッシュ釦部とを有する係止解除部材を備え、
　前記カードが前記ケース内の所定位置に保持された状態において、前記プッシュ釦部を
押込むと、前記ピン部材の回動部は前記ピン規制部材の押圧力に抗しつつ前記傾斜部に沿
って上方に摺動し、前記回動部と前記係止部との係止状態を解除するように構成されてい
る に記載のカード用コネクタ。
【請求項３】
　前記プッシュロッド部が摺動可能な案内部が前記カム部に形成されている に記
載のカード用コネクタ。
【請求項４】
　

【請求項５】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カードと回路基板とを電気的に接続するために使用されるカード用コネクタ、
特に、携帯用機器に用いられるカードを保持するためのカード用コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種のカード用コネクタとしては、例えば、特開平１１－１３５１９２号公報に
記載されているものがある。
【０００３】
この特開平１１－１３５１９２号公報に記載されているものは、ボディと、カードと共に
前記ボディ内に押込まれるスライダと、該スライダと前記ボディとの間に介在されたばね
体と、前記スライダの側面に形成されたカム部及び前記ボディの側壁に設けられたピン部
材からなるカム機構と、前記側壁から側方に突出した張出壁に取付けられたピン押えばね
とを備え、前記カム機構が前記スライダのロック及びロック解除機構として機能し、カー
ドの挿脱をいずれもカードの端部の押圧動作、いわゆるプッシュ・プッシュ操作によって
行うものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、特開平１１－１３５１９２号公報に記載されているものは、カードの挿脱機構
、特に、前記スライダのロック及びロック解除機構が複雑で、構成する部品点数が多く、
製造コストの低減化が図り難かった。また、ボディの側壁から側方に張出壁が突出してい
るので、機器の小型化が図り難いといった問題もあった。
【０００５】
本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、部品点数の削減、機構の簡素化、コ
ストの低減化、機器の小型化が可能なカード用コネクタを提供するものである。
【０００８】

　 カードと回路基板を電気的に接続するカード用コネクタにおいて、上方が開
放され、前記回路基板上に配置されるケース本体と、該ケース本体に被嵌され、該ケース
本体の上方を閉塞するケースカバーとを備えたケースと、前記カードの抜脱側に付勢され
、前記ケースの側壁に沿って前記カードと共にスライド可能に設けられたイジェクターと
、該イジェクターに支持される支持部と該支持部を支点に回動可能な回動部とを備えたピ
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請求項１

請求項２

前記摺動部と前記係止部は前記ケースの側壁に沿って配置されており、それらの間に前
記側壁の高さ方向において突出する突部が設けられている請求項１乃至３のいずれかに記
載のカード用コネクタ。

前記ピン支持部材と前記ピン規制部材は一体として形成されている請求項１乃至４のい
ずれかに記載のカード用コネクタ。

【課題を解決するための手段】
本発明は、



ン部材と、前記ケース本体と前記ケースカバーのいずれかの側壁に形成され、前記ピン部
材の回動部が摺動可能な摺動部と該回動部が係止可能な係止部とを有するカム部と、前記
イジェクト部材に嵌設し、前記ピン部材の支持部の動きを拘束するように形成されたピン
支持部材と、前記イジェクターに設けられ、前記ピン部材を前記カム部側に押圧し、前記
ピン部材の上方への動きを規制するピン規制部材とを備え、前記カードを前記ケース内の
所定位置まで挿入すると、前記ピン部材の回動部が前記カム部の係止部に係止し、前記ピ
ン規制部材が前記ピン部材を前記カム部側に押圧することにより、前記回動部と前記係止
部との係止状態を保持するように構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　好ましくは、前記イジェクターの外側において、前記カム部に沿ってスライド可能に設
けられ、先端方向に下り勾配の傾斜部が形成されたプッシュロッド部と前記ケースより基
端側に突出するプッシュ釦部とを有する係止解除部材を備え、
　前記カードが前記ケース内の所定位置に保持された状態において、前記プッシュロッド
部材を押込むと、前記ピン部材の回動部は前記ピン規制部材の押圧力に抗しつつ前記傾斜
部に沿って上方に摺動し、前記回動部と前記係止部との係止状態を解除するように構成さ
れ、また、前記プッシュロッド部が摺動可能な案内部が前記カム部に形成されている。
　

　
【００１２】
このような構成において、ピン部材やピン規制部材をイジェクターに取付け、また、カム
部をケースの側壁に形成させるように構成したので、部品点数の削減、機構の簡素化、コ
ストの低減化、機器の小型化を図ることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
図１及び図２は本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタを示し、該カード用コ
ネクタは、カード６０（図５及び図６参照）、例えばメモリカードを挿脱可能に保持する
ケース１と、該ケース１内に前記カード６０と共にスライド可能に設けられたイジェクタ
ー２とを備えている。
【００１５】
前記ケース１は、例えば、合成樹脂製で上方及び基端側が開放されたケース本体３と該ケ
ース本体３の上方を閉塞可能な金属製のケースカバー４とで構成されている。前記ケース
本体３は、薄板状の底板５と、該底板５の先端部に立設された先端壁６と、前記底板５の
両端部にそれぞれ立設された右側壁７、左側壁８とを備え、該右側壁７及び左側壁８の先
端部は前記先端壁６より先端側に突出している。前記底板５の先端部には所要数（図示で
は１０本）の端子９が並列に配列され、該各端子９は前記先端壁６を貫通し、前記各端子
９の先端部は前記ケース本体３の外部に露出している。前記先端壁６の左側には欠込み部
１０が形成され、該欠込み部１０より基端側の前記底板５には逆挿防止部１１が突設され
ている。また、前記先端壁６と前記左側壁８との接合部分には嵌合凹部１２が形成され、
前記嵌合凹部１２には前記左側壁８に沿ってスプリング装着溝（図示せず）が形成されて
いる。該スプリング装着溝の上方にはボス部１３が形成され、該ボス部１３にスプリング
１４が嵌設されている。さらに、前記底板５には前記左側壁８に沿って突条部３５が突設
されている。前記ケースカバー４は両側が下方に折曲し、前記右側壁７及び左側壁８の外
面を覆うように形成されている。また、前記ケースカバー４の基端側縁部は斜め上方に僅
かに屈曲し、前記ケース１内にカード６０を誘い込み易くしている。さらに、前記ケース
カバー４の左側縁部の一部分は切欠され、下方に屈曲するストッパ片３２が形成されてい
る。
【００１６】
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また、前記摺動部と前記係止部は前記ケースの側壁に沿って配置されており、それらの
間に前記側壁の高さ方向において突出する突部が設けられている。

また、前記ピン支持部材と前記ピン規制部材は一体として形成されていてもよい。



前記左側壁８の基端側は凹状に切欠され、カム部１５が形成されている。該カム部１５は
前記左側壁８より低い摺動部１６と、該摺動部１６より先端側に形成された係止凹部１７
とを備えている。前記摺動部１６の先端側には突部１８が形成され、前記係止凹部１７は
前記突部１８より低くなっている。該突部１８の上端部には先端方向に延出する突起部１
９が形成され、前記突部１８の基端側にはテーパ面２０が形成されている。また、前記係
止凹部１７の先端側には鉛直面３４が形成され、該鉛直面３４に前記ケースカバー４のス
トッパ片３２が当接するようになっている。さらに、前記左側壁８には基端部から中央部
にかけて案内溝２１が形成され、該案内溝２１により前記カム部１５は左右に２分されて
いる。
【００１７】
　前記イジェクター２は前記左側壁８と前記突条部３５の間に配置されている。前記イジ
ェクター２の先端部分２２には前記嵌合凹部１２に嵌合可能な嵌合部２３が形成され、該
嵌合部２３の下面側に前記スプリング１４が収納され、前記イジェクター２は前記カード
の抜脱方向に付勢されるようになっている。前記先端部分２２の嵌合部 より基端側に
は右方に突出した当接部２４が形成され、該当接部２４は前記欠込み部１０に係合可能と
なっている。また、前記イジェクター２の中央部分２５は内側が切欠され、くの字状を成
す側方突起部２６が形成され、該側方突起部２６から基端側方向へは緩やかに右方に傾斜
する側方テーパ部２７が形成されている。さらに、前記イジェクター２の基端部分２８は
前記中央部分２５より若干低くなっており、前記基端部分２８には前記側方テーパ部２７
の延長上にスリット溝２９が形成され、該スリット溝２９には一段深い深溝部（図示せず
）が２箇所形成されている。また、前記基端部分２８には前記スリット溝２９を横切るよ
うに円弧状の支持溝３０が形成され、前記基端部分２８外側の前記支持溝３０より基端側
には段差部３１が形成されている。
【００１８】
前記イジェクター２にはピン部材３６が設けられている。該ピン部材３６は前記支持溝３
０に嵌設するＵ字状の支持部３７と、前記カム部１５上を摺動するＬ字状の回動部３８と
から成り、該回動部３８は前記支持部３７の湾曲部３３を支点として上下方向に回動可能
となっている。
【００１９】
また、前記イジェクター２には、例えば金属製の、弾性部材３９が設けられている。該弾
性部材３９は、前記スリット溝２９に嵌設するピン支持部４０と、該ピン支持部４０から
先端方向に延出するカードロック部４１と、前記ピン支持部４０から一端外側に屈曲した
後に基端側斜め下方に延出するピン規制部４２とから構成されている。前記ピン支持部４
０には下方に延出する先端側脚部４３及び基端側脚部４４が形成されており、前記先端側
脚部４３及び基端側脚部４４はそれぞれ前記各深溝（図示せず）に嵌合し、前記ピン部材
３６の支持部３７の上方への動きを拘束するようになっている。また、前記先端側脚部４
３及び基端側脚部４４にはそれぞれ係止突起部４５が形成され、該係止突起部４５が前記
各深溝の側面に圧接することにより、前記前記先端側脚部４３及び基端側脚部４４が前記
各深溝から抜脱するのを防止している。また、前記ピン支持部４０は、前記ピン支持部４
０が前記スリット溝２９に嵌設した状態で、上端部が前記基端部分２８の上面より僅かに
突出するように形成されているのが好ましく、これにより、前記ピン支持部４０を前記ス
リット溝２９に所要圧で確実に圧入することができる。このように、前記ピン支持部４０
は前記スリット溝２９に確実に圧入され、また、前記ピン部材３６の支持部３７はＵ字状
を成しているので、前記ピン部材３６は前記ピン支持部４０にしっかりと固定させること
ができる。
【００２０】
前記カードロック部４１は、側方にくの字状に屈曲した係合突起部４７を有し、該係合突
起部４７は側方に弾性変形可能となっている。また、前記ピン規制部４２は前記段差部３
１上方に位置し、その先端部４８は前記ピン部材３６の回動部３８を前記カム部１５側に
押圧し、前記回動部３８の上方への動きを規制するようになっている。
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２３



【００２１】
前記イジェクター２の外側には、前記カム部１５に沿って係止解除部材４９が設けられて
いる。該係止解除部材４９は前記案内溝２１内を摺動するプッシュロッド部５０と、前記
ケース１の基端側から外側に突出するプッシュ釦部５１とから構成されている。前記プッ
シュロッド部５０には、先端側から順に先端側係止部５２、係止解除部５３、基端側係止
部５４が形成され、前記係止解除部５３には先端及び基端方向にそれぞれ下り勾配の傾斜
部５５，５６が形成されている。図３に示すように、前記先端側係止部５２の基端面５７
は前記ケースカバー４のストッパ片３２に当接するようになっているので、前記先端側係
止部５２は前記案内溝２１の先端面５８と前記基端面５７の間で摺動する。そして、前記
係止解除部５３は、前記先端側係止部５２の先端が前記先端面５８に当接した時、或いは
それ以前に、頂部５９が前記突起部１９と重合し、また、前記先端側係止部５２の基端面
５７が前記ストッパ片３２に当接した時に、前記頂部５９が前記突部１８より基端側に飛
び出さないように形成されている。また、前記基端側係止部５４は、前記先端側係止部５
２の基端面５７が前記ストッパ片３２に当接した時に、前記摺動部１６上に露出するよう
に形成されている。
【００２２】
次に、図５及び図６を参照しつつ、本発明の実施の形態で使用される前記カード６０を概
説する。
【００２３】
前記カード６０は薄板矩形状を成し、先端部左角部６１は丸みを帯び、該先端部左角部６
１の裏面側には係合凹部６２が形成されている。また、前記カード６０の左側面には半長
円形状の係合溝６３が形成され、先端部には前記端子９に対応して所要数の接点（図示せ
ず）が配設されている。
【００２４】
以下、図３～図６において、前記カード６０の挿脱時における本発明の第１の実施の形態
に係るカード用コネクタの作用を説明する。
【００２５】
前記係合凹部６２を前記底板５側に向け、且つ前記係合溝６３を左側に向けた姿勢で、前
記カード６０を前記ケース１の基端側から該ケース１内に挿入すると、前記係合突起部４
７は、前記カード６０の左側部に当接し、前記側方テーパ部２７に沿って左方に弾性変形
した後、図５に示すように、前記係合溝６３に係合し、前記カード６０は前記当接部２４
に当接する。この間、前記イジェクター２及び前記係止解除部材４９は静止しており、前
記ピン部材３６の回動部３８は、図３（ａ）に示すように、前記ピン規制部４２により前
記摺動部１６側に押圧された状態で前記基端側係止部５４に係止されている。
【００２６】
前記カード６０を前記ケース１内にさらに挿入すると、前記イジェクター２は前記スプリ
ング１４の反発力に抗しつつ前記カード６０と共に前記左側壁８に沿って先端側にスライ
ドし、前記回動部３８は、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、前記カム部１５の摺
動部１６上を先端方向に摺動する。その後、前記カード６０の先端部が前記先端壁６に当
接すると共に、前記係合凹部６２が前記逆挿防止部１１に、そして、前記当接部２４が前
記欠込み部１０に係合すると、前記回動部３８は前記ピン規制部４２の反発力に抗して、
図３（ｄ）に示すように、前記突部１８を乗り越え、前記係止凹部１７に係止し、図６の
ように、前記カード６０は前記ケース１内の所定位置に保持される。この時、前記回動部
３８は前記イジェクター２を介して前記スプリング１４により基端側に付勢されており、
しかも、前記突起部１９が先端方向に突出しており、さらに、前記ピン規制部４２の反発
力により前記摺動部１６側に押圧されているので、前記係止凹部１７に係止した状態は確
実に保持される。従って、前記各端子９と前記カード６０の接点との接続状態は確実に保
持される。
【００２７】
また、前記カード６０を前記ケース１より排出させるには、前記プッシュ釦部５１を押込
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み、前記プッシュロッド部５０を先端側に僅かに摺動させる。図４（ａ）に示すように、
前記回動部３８は前記先端側傾斜部５５に沿って次第に上昇し始め、前記先端側係止部５
２の先端が前記案内溝２１の先端面５８に当接し、図４（ｂ）に示すように、前記係止解
除部５３の頂部５９が前記突起部１９に重合すると、前記回動部３８と前記係止凹部１７
との係止状態は解除される。そして、図４（ｃ）に示すように、前記回動部３８は、前記
スプリング１４の反発力により前記摺動部１６上を基端側に摺動し、前記基端側係止部５
４に係止し、前記係止解除部材４９を基端側に移動させ、前記プッシュ釦部５１を押込み
前の位置に戻して静止する。このような前記回動部３８の動きに伴い、前記イジェクター
２は前記カード６０と共に基端側にスライドし、図５に示す状態に戻る。この状態で、前
記カード６０を引張ると、前記係合突起部４７は左方へ弾性変形し、該係合突起部４７と
前記係合溝６３との係合状態は解除され、前記カード６０を前記ケース１から排出させる
ことができる。
【００２８】
なお、上記実施の形態において、図７に示すように、前記底板５にリブ部６４を突設し、
前記イジェクター２の先端部分２２に基端側から前記リブ部６４が挿入可能な細溝６５を
形成させてもよい。この場合、前記カード６０が前記ケース１内の所定位置に保持された
時の前記カードロック部４１の左方への弾性変形量を規制することができるので、前記カ
ード６０の前記ケース１からの脱落を確実に防止することができる。なお、前記リブ部６
４は前記ケースカバー４側に設けてもよい。
【００２９】
また、図８及び図９に示すように、カム部７１に前記案内溝２１を形成せずに、係止解除
部材７２を前記カム部７１の内側面に沿って摺動するように構成させてもよい。この場合
、前記係止解除部材７２の中央付近に係止溝７３を形成すると共に、前記ケースカバー４
の前記係止溝７３に対応する位置に前記ストッパー片３２を設け、該ストッパー片３２が
前記係止溝７３に係止することにより、前記係止解除部材７２の基端側への摺動量を規制
する。
【００３０】
さらに、図９に良く示されているように、前記イジェクター２の基端部分２８外側に摺接
部７４を突設してもよい。該摺接部７４は高さが前記基端部分２８より低く、その上面７
５、先端面７６及び基端面７７はそれぞれ外方に先細のテーパ状を成し、摺接面７８の面
積が小さくなるように形成されている。この場合、前記カード６０を前記ケース１に挿脱
する間、前記ピン部材３６の回動部３８は前記摺接面７８に摺接するが、該摺接面７８の
面積が小さいので、前記回動部３８の回動動作が円滑に行われるようになる。また、前記
上面７５がテーパ状を成しているので、前記ピン部材３６の前記支持溝３０への取付作業
が容易となる。
【００３１】
さらにまた、前記ピン部材３６の支持部３７の形状は前述したＵ字形状に限定されるもの
ではなく、図９に示すように、Ｌ字形状等他の形状であってもよい。また、前記案内溝２
１の代わりに、前記係止解除部材４９が摺動可能な貫通孔を穿設してもよい。
【００３２】
次に、図１０及び図１１を参照しつつ、本発明の第２の実施の形態を説明する。なお、以
下の説明においては、前述した第１の実施の形態と異なる部分、すなわち、イジェクター
の基端部分及びカム部の構成及び作用を中心に説明し、第１の実施の形態と同等の構成に
ついては同符号を付し、その説明は省略する。
【００３３】
本実施の形態に係るカード用コネクタのケース本体３の左側壁８の基端側にはカム部８１
が形成されている。該カム部８１はループ状に形成されたカム溝８２と、該カム溝８２の
基端側に形成されたガイド溝８３とから成り、該ガイド溝８３の基端部はテーパ部８４に
より幅広に形成されている。前記カム溝８２は、いわゆる、ハートカム構造を成し、適所
に段差部や傾斜面が配設されており、ハート型凸部８５の先端側窪みには係止部８６が形
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成されている。
【００３４】
イジェクター２は左側壁８の内側に沿って配置され、基端部分８７は前記カム部８１上に
摺動可能に配置されている。前記基端部分８７には側方テーパ部２７の延長上にスリット
溝２９が形成され、該スリット溝２９に弾性部材３９が圧入されている。また、前記基端
部分８７には、前記スリット溝２９の外側に第１凹部８８が形成され、該第１凹部８８の
基端側に該第１凹部８８より深い第２凹部８９が形成されている。前記第１凹部８８及び
第２凹部８９にはピン規制部４２が嵌設され、前記第１凹部８８の基端部は前記ピン規制
部４２の傾斜に沿ってテーパ状を成している。前記第２凹部８９には先端側に該第２凹部
８９の幅一杯に開口部９０が形成され、基端側にピン孔（図示せず）が穿設されている。
前記開口部９０と前記ピン孔の間には摺接部９２が突設され、該摺接部９２の上面は凸曲
面状を成している。前記ピン孔にはコの字状を成すピン部材９３の支持部９４が挿入され
、前記開口部９０には前記ピン部材９３の回動部９５が遊嵌し、前記ピン部材９３は前記
摺接部９２上を摺接しつつ前記支持部９４を支点として回動可能となっている。また、前
記ピン部材９３は前記ピン規制部４２により押圧され、上方への動きが規制されている。
【００３５】
次に、本実施の形態に係るカード用コネクタの作用を説明する。
【００３６】
カード（図示せず）をケース１の基端側から該ケース１内に挿入すると、前記ピン部材９
３の支持部９４は前記ガイド溝８３に沿って先端側に摺動し、また、前記回動部９５は前
記カム溝８２の、例えば内側の溝内を反時計回りに摺動する。そして、前記カードを所定
位置まで挿入すると、前記回動部９５は前記係止部８６に係止する。この時、前記回動部
９５は前記イジェクター２を介してスプリング１４により基端側に付勢されており、しか
も、前記ピン部材９３は前記ピン規制部４２により下方に押圧されているので、前記回動
部９５が前記係止部８６に係止した状態は確実に保持される。このような前記回動部９５
の動きに伴い、前記カードは所定位置に保持され、各端子９は前記カードの各接点に確実
に接続される。
【００３７】
また、前記カード６０を前記ケース１より排出させるには、前記カードを僅かに押込む。
前記回動部９５は前記カム溝８２の、例えば外側の溝内を反時計回りに摺動し始め、前記
回動部９５と前記係止部８６との係止状態は解除される。そして、前記回動部９５は、前
記スプリング１４の反発力により前記カム溝８２の外側の溝内を反時計回りに摺動し、元
の位置に戻る。そして、このような前記回動部９５の動きに伴い、前記イジェクター２は
前記カードと共に基端側にスライドし、元の状態に戻り、この状態で前記カードを引張り
、該カードを排出させる。
【００３８】
なお、上記第１及び第２の実施の形態においては、前記カム部１５，８１は前記ケース本
体３の側壁に形成されているが、前記ケースカバー４側に形成されていてもよい。
【００３９】
また、上記各実施の形態に係るカードコネクタに使用されるカードはメモリカードに限定
されるものではなく、携帯用機器に装着されるＩＣカード等他のカードであってもよいこ
とは言う迄もない。
【００４０】
【発明の効果】
以上述べた如く本発明によれば、ピン部材やピン規制部材をイジェクターに取付け、また
、カム部をケースの側壁に形成させるように構成したので、部品点数の削減、機構の簡素
化、コストの低減化、機器の小型化を図ることができる。
【００４１】
また、イジェクター、ピン規制部、ピン部材等の各構成部品をケースに載置して組立てる
構造としたので、製品の組立作業が簡素化でき、製作コストの低減化を図ることができる
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等種々の優れた効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタを示す分解斜視図である。
【図２】　本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタを示す斜視図である。
【図３】　（ａ）～（ｄ）は本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタにカード
を挿入する時の作用を示す断面図である。
【図４】　（ａ）～（ｃ）は本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタからカー
ドを抜脱する時の作用を示す断面図である。
【図５】　本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタにカードを挿入する時の作
用を示す平面図である。
【図６】　本発明の第１の実施の形態に係るカード用コネクタにカードを挿入する時の作
用を示す平面図である。
【図７】　本発明の第１の実施の形態において、ケース本体にリブ部を設けた場合を示す
平面図である。
【図８】　本発明の第１の実施の形態における別の例を示す斜視図である。
【図９】　本発明の第１の実施の形態における別の例を示す斜視図である。
【図１０】　本発明の第２の実施の形態を示す分解斜視図である。
【図１１】　本発明の第２の実施の形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　ケース
２　　　　　イジェクター
３　　　　　ケース本体
４　　　　　ケースカバー
８　　　　　左側壁
１５　　　　カム部
１６　　　　摺動部
１７　　　　係止凹部
２１　　　　案内溝
３６　　　　ピン部材
３７　　　　支持部
３８　　　　回動部
３９　　　　弾性部材
４０　　　　ピン支持部
４１　　　　カードロック部
４２　　　　ピン規制部
４９　　　　係止解除部材
５０　　　　プッシュロッド部
５１　　　　プッシュ釦部
５５　　　　傾斜部
６０　　　　カード
６４　　　　リブ部
７１　　　　カム部
７２　　　　係止解除部材
８１　　　　カム部
８２　　　　カム溝
９３　　　　ピン部材
９４　　　　支持部
９５　　　　回動部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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