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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１，第２フレキシブルプリント基板の一端部を、ハウジングの対向する開口部からそ
れぞれ挿入し、前記ハウジングに回動可能に組み付けた操作レバーを動作させることによ
り、前記第１フレキシブルプリント基板の一端部に、前記ハウジング内に交互に並設して
保持した第１，第２接触子の一端側にそれぞれ形成した第１能動接点を、それぞれ圧接し
て電気接続するコネクタであって、
　前記第１，第２接触子から前記第１能動接点にそれぞれ対向するように受動接点を突設
するとともに、前記第１，第２接触子の他端側に、前記第１能動接点と同一直線上に位置
する第２能動接点を設け、前記操作レバーを回動し、挿入された前記第２フレキシブルプ
リント基板を介して前記第１，第２接触子の第２能動接点を動作させることにより、
　前記第１，第２接触子にそれぞれ突設した受動接点と、前記受動接点と対向するように
形成され、かつ、前記受動接点側に付勢された前記第１能動接点とで、前記第１フレキシ
ブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する一方、
　前記操作レバーと、前記第１，２接触子の他端側にそれぞれ形成した第２能動接点とで
前記第２フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続することを特徴とするコ
ネクタ。
【請求項２】
　第１，第２フレキシブルプリント基板の一端部を、ハウジングの対向する開口部からそ
れぞれ挿入し、前記ハウジングに回動可能に組み付けた操作レバーを動作させることによ
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り、前記第１フレキシブルプリント基板の一端部に、前記ハウジング内に交互に並設して
保持した第１，第２接触子の一端側にそれぞれ形成した第１能動接点を、それぞれ圧接し
て電気接続するコネクタであって、
　前記第１，第２接触子から前記第１能動接点にそれぞれ対向するように受動接点を延在
するとともに、前記第１，第２接触子の他端側に、前記第１能動接点と同一直線上に位置
する第２能動接点を設け、前記操作レバーを回動し、挿入された前記第２フレキシブルプ
リント基板を介して前記第１，第２接触子の第２能動接点を動作させることにより、
　前記第１，第２接触子から弾性変形可能にそれぞれ延在した受動接点と、前記受動接点
と対向するように形成され、かつ、前記受動接点側に付勢された前記第１能動接点とで、
前記第１フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する一方、
　前記操作レバーと、前記第１，２接触子の他端側にそれぞれ形成した第２能動接点とで
前記第２フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続することを特徴とするコ
ネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコネクタ、特に、２枚のフレキシブルプリント基板（以下、「ＦＰＣ」という
）を相互に接続するため、ゼロインサーションフォース（ＺＩＦ）構造を備えた中継用コ
ネクタあるいはバックロック式コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＦＰＣのためのＺＩＦ構造を備えた中継用コネクタとしては、例えば、ハウジン
グ９に第一，第二のフレキシブル基板３，４を挿入して位置決めした後、スライドカバー
２５をスライドさせることにより、前記フレキシブル基板３，４をコンタクト１１の両端
部１７，１９に所定の接触圧でそれぞれ弾性接触させ、前記第一，第二のフレキシブル基
板３，４を相互に電気接続するものがある（特許文献１参照）。
　また、ＦＰＣのためのＺＩＦ構造を備えたバックロック式コネクタとしては、ハウジン
グ２０に組み込んだ略Ｈ字形状の接触子１０のうち、回転ビーム１１をレバー３０で回動
し、接触ビーム１２の接触部１６をＦＰＣ４０に接触させて電気接続するものがある（特
許文献２参照）。
【特許文献１】特開平９－１９９２４１号公報
【特許文献２】特開平１０－２０８８１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述のいずれのコネクタも、ＦＰＣの先端部のうち、その片面にコンタ
クトの能動接点が接触し、残る片面がハウジングの内部に接触している。このため、先端
部の上面あるいは下面のいずれか一方に接続パッドを設けたＦＰＣを接続できるだけであ
り、接続できるＦＰＣが限定され、使い勝手が悪かった。
　また、装置の小型化に伴い、コネクタの構成部品も小型化する必要があるが、高い接触
信頼性を確保しようとすると、高い部品精度、組立精度を必要とし、製造、組立に手間が
かかり、生産性が低いという問題点がある。
【０００４】
　本発明は、前記問題点に鑑み、一端部の上下面のいずれの面に接続パッドを設けたＦＰ
Ｃであっても接続でき、使い勝手が良いとともに、製造、組立が容易で接触信頼性が高い
コネクタを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明にかかるコネクタは、前記課題を解決すべく、第１，第２フレキシブルプリント
基板の一端部を、ハウジングの対向する開口部からそれぞれ挿入し、前記ハウジングに回
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動可能に組み付けた操作レバーを動作させることにより、前記第１フレキシブルプリント
基板の一端部に、前記ハウジング内に交互に並設して保持した第１，第２接触子の一端側
にそれぞれ形成した第１能動接点を、それぞれ圧接して電気接続するコネクタであって、
　前記第１，第２接触子から前記第１能動接点にそれぞれ対向するように受動接点を突設
するとともに、前記第１，第２接触子の他端側に、前記第１能動接点と同一直線上に位置
する第２能動接点を設け、前記操作レバーを回動し、挿入された前記第２フレキシブルプ
リント基板を介して前記第１，第２接触子の第２能動接点を動作させることにより、
　前記第１，第２接触子にそれぞれ突設した受動接点と、前記受動接点と対向するように
形成され、かつ、前記受動接点側に付勢された前記第１能動接点とで、前記第１フレキシ
ブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する一方、
　前記操作レバーと、前記第１，２接触子の他端側にそれぞれ形成した第２能動接点とで
前記第２フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する構成としてある。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ＦＰＣの一端部を受動接点および能動接点で挟持して電気接続するの
で、ＦＰＣの一端部の上下面のいずれの面に設けた接続パッドであっても接続でき、使い
勝手が良い。
　また、接触子の能動接点が受動接点側に付勢され、かつ、能動接点と受動接点とがＦＰ
Ｃの一端部に設けた接続パッドを挟持するので、ハウジングや接触子等の構成部品の寸法
精度，組立精度にバラツキがあっても、前記能動接点が変位して前記ハウジング等のバラ
ツキを吸収，緩和する。このため、受動接点あるいは能動接点の少なくともいずれか一方
がＦＰＣの一端部に設けた接続パッドに常時圧接するので、接触信頼性を維持できるとと
もに、製造，組立が容易になる。
【０００７】
　本発明にかかる他のコネクタとしては、第１，第２フレキシブルプリント基板の一端部
を、ハウジングの対向する開口部からそれぞれ挿入し、前記ハウジングに回動可能に組み
付けた操作レバーを動作させることにより、前記第１フレキシブルプリント基板の一端部
に、前記ハウジング内に交互に並設して保持した第１，第２接触子の一端側にそれぞれ形
成した第１能動接点を、それぞれ圧接して電気接続するコネクタであって、
　前記第１，第２接触子から前記第１能動接点にそれぞれ対向するように受動接点を延在
するとともに、前記第１，第２接触子の他端側に、前記第１能動接点と同一直線上に位置
する第２能動接点を設け、前記操作レバーを回動し、挿入された前記第２フレキシブルプ
リント基板を介して前記第１，第２接触子の第２能動接点を動作させることにより、
　前記第１，第２接触子から弾性変形可能にそれぞれ延在した受動接点と、前記受動接点
と対向するように形成され、かつ、前記受動接点側に付勢された前記第１能動接点とで、
前記第１フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する一方、
　前記操作レバーと、前記第１，２接触子の他端側にそれぞれ形成した第２能動接点とで
前記第２フレキシブルプリント基板の一端部を挟持し、電気接続する構成としてもよい。
【０００８】
　本発明によれば、前述の効果に加え、受動接点が接触子から弾性変形可能に延在してい
るので、受動接点が部品精度、組立精度のバラツキを吸収，緩和するとともに、外力によ
るＦＰＣの変位に追従し、より一層接触信頼性の高いコネクタが得られるという効果があ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明にかかるコネクタの実施形態を図１ないし図１７の添付図面に従って説明する。
　第１実施形態は、図１ないし図１５に示すように、中継用コネクタ１０に適用した場合
であり、ハウジング２０と、第１，第２接触子３０，４０と、仮止め金具５０と、操作レ
バー６０と、第１，第２ＦＰＣ７０，８０と、から構成されている。
【００１０】
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　ハウジング２０は、図４に示すように、ハウジング本体２１の対向する正面および背面
に相互に連通する開口部２１ａ，２１ｂをそれぞれ形成してあるとともに、対向する両側
面から腕部２２，２２を平行にそれぞれ延在してある。そして、図４Ｂに示すように、前
記ハウジング本体２１の背面側のうち、下方縁部から延在した受け部２３に、後述する第
１，第２接触子３０，４０を圧入するための圧入溝２４，２５を所定のピッチで交互に設
けてある。また、両端に位置する前記圧入溝２４，２４の外側には、仮止め金具５０を圧
入するための圧入溝２６，２６をそれぞれ形成してある。そして、前記腕部２２は、その
内向面の上段部にテーパ面２２ａおよび軸受け部２２ｂを形成してある。さらに、前記内
向面の下段部のうち、前記テーパ面２２ａの直下に第１凹部２２ｃを形成してあるととも
に、前記軸受け部２２ｂの直下に第２凹部２２ｄある。ついで、前記軸受け部２２ｂおよ
び第２凹部２２ｄの奥側には、第３凹部２２ｅを形成してある。
【００１１】
　一方、図４Ａに示すように、前記ハウジング２０の正面側の開口部２１ａから前記圧入
溝２４，２５，２６の端部を目視可能である。また、前記ハウジング２０の正面側の両側
縁部から上段部２７および下段部２８を側方にそれぞれ突設することにより、後述する第
１ＦＰＣ７０を挿入できるスリット２１ｃが形成されている。ただし、前記上段部２７よ
りも前記下段部２８が外方に迫り出している。なお、前記開口部２１ａの奥側には、図３
および図１３Ｂに示すように、挿入した第１ＦＰＣ７０の先端部が当接する位置決め部２
１ｄが形成されている。
【００１２】
　第１接触子３０は、図５に示すように、正面略Ｈ字形状を有する導電性板バネ材からな
るものである。すなわち、連結部３１の上端部から両側方に上辺部３２を延在してある一
方、その下端部から両側方に下辺部３３を延在してある。そして、前記上辺部３２の一端
側に係合爪３２ａを形成してある一方、他端側に支点部３２ｂを設けてある。また、前記
下辺部３３の一端側には第１能動接点３３ａを設けてある一方、他端側には第２能動接点
３３ｂを設けてある。さらに、前記上辺部３２の下辺縁部うち、前記連結部３１の上端部
近傍から受動接点３４ａが前記第１能動接点３３ａに対向するように延在しているととも
に、係止用突起３４ｂが突設されている。そして、前記支点部３２ｂの近傍には圧入用突
起３４ｃが突き出し加工で形成されている。
【００１３】
　そして、前記第１接触子３０は、図２Ｃに示すように、前記ハウジング２０に設けた圧
入溝２４に開口部２１ａ側から圧入することにより、係止用突起３４ｂがハウジングの内
部に係止するとともに、前記係合爪３２ａが前記開口部２１ａの上方縁部に係合して抜け
止めされる。このとき、前記第１接触子３０の下辺部３３は連結部３１に吊り下げられ、
ハウジング２０に接触していない。
【００１４】
　第２接触子４０は、図６に示すように、正面略Ｈ字形状を有する導電性板バネ材からな
るものである。すなわち、連結部４１の上端部から両側方に上辺部４２を延在してある一
方、その下端部から両側方に下辺部４３を延在してある。前記上辺部４２の一端側に係止
爪４２ａを形成してある一方、他端側に係合爪４２ｂおよび支点部４２ｃを設けてある。
また、前記下辺部４３の一端側には第１能動接点４３ａを設けてある一方、他端側には第
２能動接点４３ｂを設けてある。さらに、前記上辺部４２の下辺縁部うち、前記連結部４
１の上端部近傍から受動接点４４ａが前記第１能動接点４３ａに対向するように延在して
いるとともに、前記受動接点４４ａの基部に係止用突起４４ｂが突設されている。そして
、前記上辺部４２の前記連結部４１の近傍に圧入用突起４４ｃが突き出し加工で形成され
ている。
【００１５】
　そして、前記第２接触子４０は、図２Ｂに示すように、前記ハウジング２０に設けた圧
入溝２５に開口部２１ｂから圧入することにより、係止爪４２ａおよび係止用突起４４ｂ
がハウジング２０の内部に係止するとともに、前記係合爪４２ｂが開口部２１ａの上方縁
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部に係合して抜け止めされる。このとき、前記第２接触子４０の下辺部４３は連結部４１
に吊り下げられ、ハウジング２０に接触していない。
【００１６】
　なお、図２Ｂ，２Ｃから明らかなように、前記ハウジング２０に前記第１，第２接触子
３０，４０をそれぞれ組み込むことにより、第１接触子３０の受動接点３４ａおよび第１
能動接点３３ａが、第２接触子４０の受動接点４４ａおよび第１能動接点４３ａよりもハ
ウジング２０の奥側に位置する。このため、前記第１，第２接触子３０，４０は後述する
第１ＦＰＣ７０にそれぞれ異なる位置で電気接続される。
　同様に、第１接触子３０の第２能動接点３３ｂが、第２接触子４０の第２能動接点４３
ｂよりもハウジング２０の奥側に位置する。このため、前記第１，第２接触子３０，４０
は後述する第２ＦＰＣ８０にそれぞれ異なる位置で電気接続される。
【００１７】
　仮止め金具５０は、図７に示すように、正面略Ｈ字形状を有する板バネ材からなるもの
である。すなわち、連結部５１の上端部から両側方に上辺部５２を延在してある一方、そ
の下端部から両側方に下辺部５３を延在してある。前記上辺部５２の一端側に係止爪５２
ａを形成してある一方、他端側に係合爪５２ｂを設けてある。また、前記下辺部５３の一
端側には可動爪５３ａを設けてある一方、他端側には操作部５３ｂを設けてある。さらに
、前記上辺部５２の下辺縁部うち、前記連結部５１の上端部近傍に係止用突起５４ａが突
設されている。
【００１８】
　そして、前記仮止め金具５０は、図１３Ｂに示すように、前記ハウジング２０に設けた
圧入溝２６に圧入することにより、係止爪５２ａおよび係止用突起５４ａがハウジング２
０の内部に係止するとともに、前記係合爪５２ｂが開口部２１ｂの上方縁部に係合して抜
け止めされる。このとき、前記仮止め金具５０の下辺部５３は連結部５１に吊り下げられ
、ハウジング２０に接触していない。
【００１９】
　操作レバー６０は、図８に示すように、レバー本体６１の両側端部から延在部６２，６
２をそれぞれ延在してある。前記レバー本体６１には、所定のピッチでスリット６３，６
４が交互に並設されている。前記スリット６３，６４内には、前記第１，第２接触子３０
，４０の支点部３２ｂ，４２ｃに圧接する操作部６３ａ，６４ａ（図２Ｂ，２Ｃ）を架け
渡すように形成してある。
【００２０】
　一方、前記延在部６２の外向面には、回動軸６５が同一軸心上にそれぞれ突設されてい
るとともに、仮止め用突部６６が同一軸心上にそれぞれ突設されている。また、前記延在
部６２の内向面には、押圧部６７がそれぞれ突設され、前記押圧部６７の外周面には圧接
用リブ６７ａ（図８Ｃ）がそれぞれ形成されている。さらに、前記延在部６２の外周縁部
には、係合爪部６８がそれぞれ突設されている。
【００２１】
　そして、前記操作レバー６０は、前記回動軸６５を前記ハウジング２０のテーパ面２２
ａに沿って押し込み、前記腕部２２を弾性変形させることにより、前記回動軸６５を軸受
け部２２ｂに嵌合するとともに、前記仮止め用突部６６を前記ハウジング２０の第１凹部
２２ｃに嵌合する。
【００２２】
　したがって、図１１および図１２に示すように、操作レバー６０を倒すことにより、回
動軸６５を中心とし、仮止め用突部６６が第１，第２，第３凹部２２ｃ，２２ｄ，２２ｅ
に順次、係合するとともに、係合爪部６８がハウジング２０の第１凹部２２ｃに係合する
ことにより、ロック状態となる。
【００２３】
　第１ＦＰＣ７０は、図９に示すように、前記ハウジング２０への組み付け作業を容易に
するため、フレキシブルな樹脂フィルムの一端部の下面に補強シート７１を裏打し、折れ
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曲がらない先端部７２を形成してある。また、前記先端部７２の上面には２種類の接続パ
ッド７３，７４を所定のピッチで千鳥状に交互に設けてある。さらに、前記第１ＦＰＣは
、その先端部７２の両側に仮止め用切り欠き部７５をそれぞれ形成してある。
【００２４】
　第２ＦＰＣ８０は、図１０に示すように、前記ハウジング２０への組み付け作業を容易
にするため、フレキシブルな樹脂フィルムの一端部の上面に補強シート８１を裏打し、折
れ曲がらない先端部８２を形成してある。また、前記先端部８２の下面には２種類の接続
パッド８３，８４を所定のピッチで千鳥状に設けてある。
【００２５】
　次に、前述の構成部品からなる中継用コンタクト１０に第１，第２ＦＰＣ７０，８０を
接続する方法について説明する。
　まず、図１３に示すように、操作レバー６０の仮止め用突部６６が第１凹部２２ｃに係
合しているとともに、操作部６３ａ，６４ａが第１，第２接触子３０，４０の支点部４２
ｃ，３２ｂに圧接することにより、ガタツキなく支持されている。
【００２６】
　ついで、図１４に示すように、ハウジング２０の開口部２１ａおよびスリット２１ｃか
ら第１ＦＰＣ７０の先端部７２を挿入し、ハウジング２０内の位置決め部２１ｄに当接さ
せる。そして、前記操作レバー６０を略垂直に引き起こすと、回動軸部６５を支点に前記
操作レバー６０が回動し、仮止め用突部６６が第２凹部２２ｄに係合するとともに、前記
操作レバー６０の押圧部６７が仮止め金具５０の操作部５３ｂを押し下げる。このため、
仮止め金具５０の下辺部５３が連結部５１の下端部を支点に回動し、可動爪５３ａが第１
ＦＰＣ７０の切り欠き部７５に係止することにより、第１ＦＰＣ７０が仮止めされる。こ
のとき、操作レバー６０の仮止め用突部６６が第２凹部２２ｄに係合しているので、操作
レバー６０が自動復帰せず、第１ＦＰＣ７０が脱落することもない。
【００２７】
　ついで、図１５に示すように、第２ＦＰＣ８０をハウジング２０の開口部２１ｂから挿
入した後、操作レバー６０を完全に倒すと、仮止め用突部６６が第３凹部２２ｅに嵌合す
るとともに、係合爪部６８が第１凹部２２ｃに係合する。このため、図２Ｂ，２Ｃに示す
ように、操作レバー６０のレバー本体６１が第２ＦＰＣ８０を介して第１，第２接触子３
０，４０の第２能動接点３３ｂ，４３ｂを押し下げる。この結果、第２ＦＰＣ８０の接続
パッド８３，８４と第１，第２接触子３０，４０の第２能動接点３３ｂ，４３ｂとがそれ
ぞれ電気接続する。さらに、第１，第２接触子３０，４０の下辺部３３，４３が連結部３
１，４１の下端部を支点としてそれぞれ回動し、第１接触子３０の受動接点３４ａと第１
能動接点３３ａとが第１ＦＰＣ７０の接続パッド７３を挟持して電気接続する。同様に、
第２接触子４０の受動接点４４ａと第１能動接点４３ａとが第１ＦＰＣ７０の接続パッド
７４を挟持して電気接続し、接続作業が完了する。
【００２８】
　本実施形態によれば、ハウジング２０に第１ＦＰＣ７０を仮止めした後、ハウジング２
０に第２ＦＰＣ８０を組み付けて電気接続でき、ハウジング２０に第１，第２ＦＰＣ７０
，８０を同時に位置決めする必要がない。このため、第１，第２ＦＰＣ７０，８０の接続
作業が容易となり、作業性が向上するという利点がある。
【００２９】
　また、本実施形態よれば、図２Ｂ，２Ｃに示すように、第１ＦＰＣ７０をハウジング２
０の上段部２７に沿って引き上げた場合には、前記第１ＦＰＣ７０のハウジング２０に挿
入した先端部７２が硬い板状体であり、ハウジング２０の位置決め部２１ｄを支点として
傾斜し、開口部２１ａの上方縁部に当接する。しかし、第１ＦＰＣ７０の接続パッド７３
，７４が第１，第２接触子３０，４０の受動接点３４ａ，３４ａにより強く圧接するので
、接触信頼性が低下することはない。また、第１，第２接触子３０，４０の第１能動接点
３３ａ，４３ａは上方に付勢されているので、著しく接点圧が低下することはない。
【００３０】
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　一方、第１ＦＰＣ７０をハウジング２０の下段部２８に沿って引き下げた場合には、ハ
ウジング２０の下段部２８が上段部２７よりも迫り出している。このため、第１ＦＰＣ７
０のハウジング２０内に挿入された先端部７２が強く位置規制され、前述のように傾斜す
ることがない。この結果、第１ＦＰＣ７０の接続パッド７３，７４に対する第１，第２接
触子３０，４０の受動接点３３ａ，４３ａおよび第１能動接点３３ａ，４３ａの接点圧が
それぞれ著しく低下することがなく、接触信頼性が低下しない。特に、第１，第２接触子
３０，４０の第１能動接点３３ａ，４３ａは上方に付勢されているので、著しい接点圧の
低下を防止できる。さらに、受動接点３４ａ，４４ａは若干の弾性変形が可能であるので
、接触信頼性が著しく低下することはない。
【００３１】
　このため、本実施形態よれば、第１ＦＰＣ７０が上下に引き回されても、その接点パッ
ド７３，７４が第１，第２接触子３０，４０の受動接点３３ａ，４３ａおよび第１能動接
点３４ａ，４４ａに接触している。このため、先端部の下面に接続パッドを設けたＦＰＣ
（図示せず）を接続しても、接触信頼性を低下させることがなく、接続の自由度が大きい
汎用性に優れた中継コネクタ１０が得られる。また、下段部２８が上段部２７よりも迫り
出しているので、第１ＦＰＣ７０をハウジング２０に挿入する際の位置決めが容易となり
、接続作業性がより一層向上するという利点がある。
【００３２】
　第２実施形態は、図１６および図１７に示すように、プリント基板に実装できる、いわ
ゆるバックロック式コネクタ１１に適用した場合である。バックロック式コネクタ１１と
は、ハウジングにおけるＦＰＣの挿入位置と操作レバーの取付位置とが反対側に位置して
いるコネクタをいう。
【００３３】
　本実施形態にかかるハウジング２０は、図１７Ｂに示すように、ＦＰＣ（図示せず）を
挿入する開口部２１ａの両側縁部に上段部２７と下段部２７とが突設されている。特に、
前記上段部２７は前記下段部２８よりも外方に迫り出した位置にあり、第１実施形態と同
様、ＦＰＣの上下方向の引き回しによる不具合を防止できる。
【００３４】
　また、接触子９０は、正面略Ｈ字形状を有する導電性板バネ材からなるものである。す
なわち、連結部９１の上端部から両側方に上辺部９２を延在してある一方、その下端部か
ら両側方に下辺部９３を延在してある。前記上辺部９２の一端側に能動接点９２ａを形成
してある一方、他端側に操作部９２ｂを設けてある。また、前記下辺部９３の一端側には
係止爪９３ａを設けてある一方、他端側には支点部９３ｂを設けてある。さらに、前記下
辺部９３の上辺縁部うち、前記連結部９１の下端部近傍から受動接点９４が前記能動接点
９２ａに対向するように延在している。
【００３５】
　そして、前記接触子９０は、前記ハウジング２０に設けた圧入溝２５に圧入することに
より、係止爪９３ａがハウジング２０内に係止して抜け止めされる。このとき、前記接触
子９０の上辺部９２は連結部９１に支持され、ハウジング２０に接触していない。このた
め、前記ハウジング２０に取り付けた操作レバー６０を回動することにより、前記上辺部
９２の操作部９２ｂを押圧部６９が押し上げ、連結部９１の上端部を支点として前記上辺
部９２が回動し、図示しないＦＰＣの接続パッド部を受動接点９４と能動接点９２ａとで
挟持して電気接続する。他は、前述の第１実施形態とほぼ同様であるので、同一部分に同
一番号を附して説明を省略する。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明にかかるコネクタは、前述の中継用コネクタおよびバックロックタイプのコネク
タ以外のコネクタにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
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【図１】本発明に係るコネクタの第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２Ａ，図２Ｂおよび図２Ｃは、図１で示した第１実施形態の平面図、Ｂ－Ｂ線
断面図およびＣ－Ｃ線断面図である。
【図３】図２Ｃの部分拡大図である。
【図４】図４Ａおよび図４Ｂはハウジング単体を異なる角度から視た斜視図である。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは第１接触子を示す斜視図である。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは第２接触子を示す斜視図である。
【図７】図７Ａおよび図７Ｂは仮止め金具を示す斜視図および正面図である。
【図８】図８Ａ，図８Ｂおよび図８Ｃは操作レバーを異なる角度から視た斜視図である。
【図９】図９Ａ，図９Ｂおよび図９Ｃはバックロック形式で接続されるＦＰＣを示す斜視
図、平面図および正面図である。
【図１０】図１０Ａ，図１０Ｂ，図１０Ｃおよび図１０Ｄはフロントロック形式で接続さ
れるＦＰＣを示す裏面斜視図、表面斜視図、平面図および正面図である。
【図１１】図１１Ａ，図１１Ｂおよび図１１Ｃは第１実施形態にかかるアクチュエーター
の操作方法を説明するための斜視図である。
【図１２】図１２Ａ，図１２Ｂおよび図１２Ｃは第１実施形態かかるアクチュエーターの
操作方法を説明するための異なる角度から視た斜視図である。
【図１３】図１３Ａ，図１３Ｂおよび図１３Ｃは操作前を示す平面図、Ｂ－Ｂ線断面図お
よびＣ－Ｃ線断面図である。
【図１４】図１４Ａ，図１４Ｂおよび図１４Ｃは操作途中を示す平面図、Ｂ－Ｂ線断面図
およびＣ－Ｃ線断面図である。
【図１５】図１５Ａ，図１５Ｂおよび図１５Ｃは操作途中を示す平面図、Ｂ－Ｂ線断面図
およびＣ－Ｃ線断面図である。
【図１６】本発明に係るコネクタの第２実施形態を示す斜視図である。
【図１７】図１７Ａおよび図１７Ｂは、図１６で示した第２実施形態の平面図およびＢ－
Ｂ線断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０：中継用コネクタ
　１１：バックロック式コネクタ
　２０：ハウジング
　２１：ハウジング本体
　２１ａ，２１ｂ：開口部
　２２：腕部
　２２ａ：テーパ面
　２２ｂ：軸受け部
　２２ｃ，２２ｄ，２２ｅ：第１，第２，第３凹部
　２３：受け部
　２４，２５，２６：圧入溝
　２７：上段部
　２８：下段部
【００３９】
　３０：第１接触子
　３１：連結部
　３２：上辺部
　３２ａ：係合爪
　３２ｂ：支点部
　３３ａ：第１能動接点
　３３ｂ：第２能動接点
　３４ａ：受動接点
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　３４ｂ：係止用突起
【００４０】
　４０：第２接触子
　４１：連結部
　４２：上辺部
　４２ａ：係止爪
　４２ｂ：係合爪
　４３：下辺部
　４３ａ：第１能動接点
　４３ｂ：第２能動接点
　４４ａ：受動接点
　４４ｂ：係止用突起
　４４ｃ：圧入用突起
【００４１】
　５０：仮止め金具
　５１：連結部
　５２：上辺部
　５２ａ：係止爪
　５２ｂ：係合爪
　５３：下辺部
　５３ａ：可動爪
　５３ｂ：操作部
　５４ａ：係止用突起
【００４２】
　６０：操作レバー
　６１：レバー本体
　６２：延在部
　６３，６４：スリット
　６５：回動軸
　６６：仮止め用突部
　６７：押圧部
　６７ａ：圧接用リブ
　６８：係合爪部
【００４３】
　７０：第１ＦＰＣ
　７１：補強シート
　７２：先端部
　７３，７４：接続パッド
　７５：仮止め用切り欠き部
【００４４】
　８０：第２ＦＰＣ
　８１：補強シート
　８２：先端部
　８３，８４：接続パッド
【００４５】
　９０：接触子
　９１：連結部
　９２：上辺部
　９２ａ：能動接点
　９２ｂ：操作部
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　９３：下辺部
　９３ａ：係止爪
　９３ｂ：支点部
　９４：受動接点

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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