
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄ハウジングと、この雄ハウジングに長手方向の一側と他側との間が接続されて回動自
在なレバーと、このレバーを前記雄ハウジングに接続するための接続部と、前記雄ハウジ
ングが収容、嵌合される雌ハウジングとを備え、前記レバーの接続部から一側を前記雌ハ
ウジング側に係合させて支点とし、前記レバーの接続部から他側を雌ハウジング側に押圧
して回動させることで前記雄ハウジングを前記雌ハウジングに嵌合させ、前記雄ハウジン
グと前記雌ハウジングとの嵌合状態で前記雄ハウジングと共に前記レバーが前記雌ハウジ
ング内に収容されるレバー式コネクタにおいて、
　前記接続部が、前記雄ハウジングまたは前記レバーのいずれか一方に設けられた突起部
と、前記雄ハウジングまたは前記レバーの他方に設けられて前記突起部に係合し、かつ前
記突起部に対して前記レバーの一側に向けて長く形成された係合穴とからなり、前記レバ
ーを、 平常状態で前記雌雄
のハウジングの嵌合状態での 嵌合位置に対し
て他側に変位可能とし、
　前記係合穴が、前記レバーの一側から他側に向けて

次第に傾斜していることを特徴とするレバー式コネクタ。
【請求項２】
　雄ハウジングと、この雄ハウジングに長手方向の一側と他側との間が接続されて回動自
在なレバーと、このレバーを前記雄ハウジングに接続するための接続部と、前記雄ハウジ
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ングが収容、嵌合される雌ハウジングとを備え、前記レバーの接続部から一側を前記雌ハ
ウジング側に係合させて支点とし、前記レバーの接続部から他側を雌ハウジング側に押圧
して回動させることで前記雄ハウジングを前記雌ハウジングに嵌合させ、前記雄ハウジン
グと前記雌ハウジングとの嵌合状態で前記雄ハウジングと共に前記レバーが前記雌ハウジ
ング内に収容されるレバー式コネクタにおいて、
　前記接続部が、前記雄ハウジングまたは前記レバーのいずれか一方に設けられた突起部
と、前記雄ハウジングまたは前記レバーの他方に設けられて前記突起部に係合し、かつ前
記突起部に対して前記レバーの一側に向けて長く形成された係合穴とからなり、前記レバ
ーを、 平常状態で前記雌雄
のハウジングの嵌合状態での 嵌合位置に対し
て他側に変位可能とし、
　前記係合穴が前記レバーの一側から他側に向けて前記雄ハウジングの前記雌ハウジング
への嵌合方向の後側に次第に傾斜していると共に、前記係合穴の一側と他側との中間部が
前記嵌合方向の後側に向けて湾曲し、前記レバーの所定の回動位置で前記係合穴の中間部
から他側が前記嵌合方向に交差することを特徴とするレバー式コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のレバー式コネクタであって、
　前記レバーおよび前記雄ハウジングにそれぞれ設けられ、前記レバーを 平常状態で

嵌合位置に対して他側に変位させたときに相互に係合して前記レバーの他側への変位
状態を保持する保持段部を有していることを特徴とするレバー式コネクタ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のレバー式コネクタであって、
　前記レバーの他側に設けられ、前記レバーの回動時に前記雌ハウジング側に摺動して前
記レバーを嵌合位置に案内する摺動案内部を備えたことを特徴とするレバー式コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、雄ハウジングに取り付けたレバーを回動させることで雄ハウジングを雌ハウジ
ングに嵌合させるレバー式コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のレバー式コネクタとしては、図７～図９に示すようなものがある。このレバー式コ
ネクタ１は、雄ハウジング３と、この雄ハウジング３に長手方向の一側と他側との間が接
続されて回動自在なレバー５と、このレバー５を雄ハウジング３に接続するための接続部
７と、雄ハウジング３が収容、嵌合される雌ハウジング９とを備えている。
【０００３】
雄ハウジング３は、端子（不図示）がそれぞれ収容されている複数の端子収容室１１を有
している。この雄ハウジング３の幅方向の両側面には、それぞれ突設された突起部１３が
形成されていると共に、長手方向の一側の上下方向に沿って突設され、貫通穴１５を有し
た案内リブ１７が形成されている。
【０００４】
また、レバー５は、雄ハウジング３を介して相互に対向配置されている一対の側壁１９，
１９と、これらの側壁１９，１９を長手方向の他側上部で相互に連結している操作部２０
とを備えている。側壁１９は、案内リブ１７の貫通穴１５内に収容される突出部２１が長
手方向の一側に設けられている。また、側壁１９は、雄ハウジング３の突起部１３に係合
する係合穴２３が設けられている。この側壁１９は、突出部２１と係合穴２３との間の外
側面の下部に係合突起２５が突設されている。
【０００５】
上述した接続部７は、雄ハウジング３に設けられた突起部１３，１３と、レバー５に設け
られた係合穴２３，２３とからなる。接続部７は、突起部１３，１３と係合穴２３，２３
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とがそれぞれ係合して雄ハウジング３にレバー５の一側と他側との間を接続し、突起部１
３，１３を軸にレバー５を回動させるようになっている。
【０００６】
また、雌ハウジング９は、雄ハウジング３が嵌合されるフード部２７を有している。この
フード部２７は、レバー５の係合突起２５，２５に対応した内周面に上下方向に沿って係
合溝３１が設けられている。このフード部２７の係合溝３１は、レバー５の回動時に係合
突起２５，２５が係合してこれらの係合突起２５，２５と共に支点となる係合段部２９を
有している。また、フード部２７の内周面には、雄ハウジング３の案内リブ１７，１７に
対応した位置にこれらの案内リブ１７，１７が挿入される案内溝３３，３３を有している
。また、フード部２７は、雄ハウジング３の端子に接続される複数の相手端子３５が底面
から突設されている。
【０００７】
このようなレバー式コネクタ１では、雄ハウジング３と雌ハウジング９とを嵌合させると
き、レバー５の係合突起２５，２５を雌ハウジング９の係合溝３１，３１の係合段部２９
，２９に係合させて支点とし、レバー５の操作部２０を雄ハウジング３と雌ハウジング９
との嵌合方向の前端側である下方に押圧して回動させる。このとき、雄ハウジング３は、
回動したレバー５のてこ作用と、操作部２０を押圧する押圧力により突起部１３，１３に
力がかかって直接押圧されることとにより全体として下方に移動する。この結果、雄ハウ
ジング３は、雌ハウジング９のフード部２７内に嵌合される。この状態では、雄ハウジン
グ３と共にレバー５が雌ハウジング９のフード部２７内に収容されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来のレバー式コネクタ１では、レバー５が一側を支点として回動するこ
とによるてこ作用を利用して雌雄のハウジング３，９を嵌合させるため、レバー５を平常
状態で長手方向の一側から他側にかけて上方に傾斜させておく必要がある。したがって、
レバー５が上下方向に対して斜めに配置されており、レバー５を回動させるときに操作部
２０を押圧する押圧力により雄ハウジング３の突起部１３，１３にかかる力の方向が斜め
下方となる。この結果、レバー式コネクタ１では、雄ハウジング３が突起部１３，１３に
かかった力の上下方向の分力により直接下方に押圧され、突起部１３，１３にかかった力
の上下方向に交差する方向の分力の分だけ雄ハウジング３を直接下方に押圧する力にロス
が生じ、その分、雌雄のハウジング３，９の嵌合作業の作業性が低下するおそれがあった
。
【０００９】
逆に、レバー式コネクタ１では、雄ハウジング３の突起部１３，１３にかかった力のロス
を補うために、レバー５の他側を延ばして操作部２０とレバー５の回動の軸である突起部
１３，１３との間の寸法を大きくし、回動したレバー５のてこ作用による力および押圧力
により突起部１３，１３にかかる力を大きくすると、雌雄のハウジング３，９の嵌合状態
で操作部２０が雌ハウジング９から大きく突出し、全体として大型化するおそれがあった
。
【００１０】
そこで、本発明は、大型化することなく、雌雄のハウジングの嵌合作業の作業性を向上さ
せることができるレバー式コネクタの提供を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、雄ハウジングと、この雄ハウジング
に長手方向の一側と他側との間が接続されて回動自在なレバーと、このレバーを前記雄ハ
ウジングに接続するための接続部と、前記雄ハウジングが収容、嵌合される雌ハウジング
とを備え、前記レバーの接続部から一側を前記雌ハウジング側に係合させて支点とし、前
記レバーの接続部から他側を雌ハウジング側に押圧して回動させることで前記雄ハウジン
グを前記雌ハウジングに嵌合させ、前記雄ハウジングと前記雌ハウジングとの嵌合状態で
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前記雄ハウジングと共に前記レバーが前記雌ハウジング内に収容されるレバー式コネクタ
において、前記接続部が、前記雄ハウジングまたは前記レバーのいずれか一方に設けられ
た突起部と、前記雄ハウジングまたは前記レバーの他方に設けられて前記突起部に係合し
、かつ前記突起部に対して前記レバーの一側に向けて長く形成された係合穴とからなり、

平常状態で前記雌雄のハウ
ジングの嵌合状態での 嵌合位置に対して他側
に変位可能とし、前記係合穴が、前記レバーの一側から他側に向けて

次第に傾斜していることを特徴とする。
【００１２】
このように構成された請求項１記載の発明では、雌雄のハウジングの嵌合時に、予め、レ
バーを嵌合位置に対して他側に変位させ、この状態でレバーの接続部から一側を雌ハウジ
ング側に係合させて支点とし、レバーの接続部から他側を雌ハウジング側に押圧して回動
させることができる。このとき、レバーを回動に応じて一側に変位させることで、雌雄の
ハウジングの嵌合状態で、レバーを嵌合位置に配置させて雄ハウジングと共に雌ハウジン
グ内に収容させることができる。
【００１４】
　 記載の発明は、雌雄のハウジングを嵌合するときに、レバーの回動によ
るてこ作用、およびレバーの接続部に対する他側を押圧する押圧力により突起部にかかっ
た上下方向の分力に加え、一側へ変位しているレバーの係合穴が突起部を摺動することで
雄ハウジングを雌ハウジングとの嵌合方向の前端側に移動させることができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、雄ハウジングと、この雄ハウジングに長手方向の一側と他側と
の間が接続されて回動自在なレバーと、このレバーを前記雄ハウジングに接続するための
接続部と、前記雄ハウジングが収容、嵌合される雌ハウジングとを備え、前記レバーの接
続部から一側を前記雌ハウジング側に係合させて支点とし、前記レバーの接続部から他側
を雌ハウジング側に押圧して回動させることで前記雄ハウジングを前記雌ハウジングに嵌
合させ、前記雄ハウジングと前記雌ハウジングとの嵌合状態で前記雄ハウジングと共に前
記レバーが前記雌ハウジング内に収容されるレバー式コネクタにおいて、前記接続部が、
前記雄ハウジングまたは前記レバーのいずれか一方に設けられた突起部と、前記雄ハウジ
ングまたは前記レバーの他方に設けられて前記突起部に係合し、かつ前記突起部に対して
前記レバーの一側に向けて長く形成された係合穴とからなり、前記レバーを、

平常状態で前記雌雄のハウジングの嵌
合状態での 嵌合位置に対して他側に変位可能
とし、前記係合穴が前記レバーの一側から他側に向けて前記雄ハウジングの前記雌ハウジ
ングへの嵌合方向の後側に次第に傾斜していると共に、前記係合穴の一側と他側との中間
部が前記嵌合方向の後側に向けて湾曲し、前記レバーの所定の回動位置で前記係合穴の中
間部から他側が前記嵌合方向に交差することを特徴とする。
【００１６】
　このように構成された 記載の発明は、レバーが一側へ変位するとき、係合穴の
中間部から他側が突起部を摺動して嵌合方向の前端側に押圧し、嵌合方向に交差した方向
への分力の発生を低減することができる。
【００１７】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載のレバー式コネクタであって、前記レバー
および前記雄ハウジングにそれぞれ設けられ、前記レバーを 平常状態で 嵌合位置
に対して他側に変位させたときに相互に係合して前記レバーの他側への変位状態を保持す
る保持段部を有していることを特徴とする。
【００１８】
　このように構成された 記載の発明は、平常状態でレバーを嵌合位置に対して他
側に変位させたとき、レバーおよび雄ハウジングに設けられた保持段部が相互に係合して
レバーの他側への変位状態を保持することができる。
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【００１９】
　 記載の発明は、 のレバー式コネクタであって、
前記レバーの他側に設けられ、前記レバーの回動時に前記雌ハウジング側に摺動して前記
レバーを嵌合位置に案内する摺動案内部を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　このように構成された 記載の発明は、雌雄のハウジングの嵌合時に雄ハウジン
グが雌ハウジングとの嵌合方向の前端側に移動すると、予め嵌合位置に対して他側に変位
させたレバーの摺動案内部が、雌ハウジング側に摺動してレバーを一側に変位させ、雄ハ
ウジングと雌ハウジングとの嵌合状態で、レバーを嵌合位置に確実に配置させることがで
きる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明にかかるレバー式コネクタの第１実施形態について説明する。図１は、本発
明にかかるレバー式コネクタの第１実施形態を示す斜視図である。図２は、図１に示すレ
バー式コネクタの側面図である。
【００２２】
本実施形態のレバー式コネクタ３７は、図１に示すように、雄ハウジング３９と、この雄
ハウジング３９に長手方向の一側と他側との間が接続されて回動自在なレバー４１と、こ
のレバー４１を雄ハウジング３９に接続するための接続部４３と、雄ハウジング３９が収
容、嵌合される雌ハウジング４５とを備えている。
【００２３】
雄ハウジング３９は、図１，図２に示すように、内部にそれぞれ端子（不図示）を収容し
た複数の端子収容室４９を有している。この雄ハウジング３９の幅方向の両側面には、そ
れぞれ幅方向に向けて突設された突起部５１と、長手方向の一側に雌雄のハウジング３９
，４５の嵌合方向である上下方向に沿って突設され、貫通穴５３を有した案内リブ５５と
、これらの案内リブ５５に対して他側である一側下部に設けられた保持段部５７を有して
いる。
【００２４】
保持段部５７は、側面の一側下部の長手方向に沿って幅方向に突設されている。この保持
段部５７は、上面５９が、上下方向に交差して形成され、一側に対して他側が雌雄のハウ
ジング３９，４５の嵌合方向の前端側である下方に配置されている。また、保持段部５７
の上面５９は、一側と他側との間が、一側から他側に向けて次第に下方に傾斜している斜
面６１により連結されている。
【００２５】
このような雄ハウジング３９に接続されているレバー４１は、平常状態で、長手方向の一
側から他側にかけて傾斜していると共に、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合状態での嵌
合位置に対して他側に変位している。このレバー４１は、雄ハウジング３９を介して相互
に対向配置されている一対の側壁６３，６３と、これらの側壁６３，６３を長手方向の他
側で連結している操作部６５とを備えている。また、レバー４１は、他側の端面に不図示
の係止部が設けられている。
【００２６】
側壁６３は、複数の開口を有した板状体からなり、レバー４１の平常状態で長手方向の一
側の下面６７が上下方向に交差するようになっている。この側壁６３は、長手方向の一側
に設けられた突出部６９と、他側に設けられた摺動案内部７１と、他側の上部に設けられ
たリブ７３と、雄ハウジング３９の突起部５１に係合する係合穴７５と、レバー４１の平
常状態で係合穴７５の略真下に配置される側面突起７７と、突出部６９と係合穴７５との
間に設けられた係合突起７９と、突出部６９と係合突起７９との間に設けられた保持段部
８１とを備えている。
【００２７】
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請求項４ 請求項１～３のいずれかに記載

請求項４



突出部６９は、側壁６３の長手方向の一側から長手方向に突設され、案内リブ５５の貫通
穴５３内に収容されてレバー４１の雄ハウジング３９からの外れを防止する。この突出部
６９の下面８３は、側壁６３の一側の下面６７と略平行に形成され、レバー４１の平常状
態で側壁６３の下面６７に対して上方に配置されると共に、上下方向に交差して雄ハウジ
ング３９の保持段部５７の上面５９の一側に接合する。また、突起部５１の反対側には、
摺動案内部７１が設けられている。
【００２８】
摺動案内部７１は、曲面からなり、側壁６３の他側に上下方向に沿って設けられている。
この摺動案内部７１は、上方から下方に向けて次第に一側に近づくように形成されている
。
【００２９】
また、リブ７３は、側壁６３の他側の上部に長手方向に沿って設けられ、雌雄のハウジン
グ３９，４５の嵌合解除時に操作される。このリブ７３に対する一側には、係合穴７５が
設けられている。
【００３０】
係合穴７５は、レバー４１の一側に向けて長く形成された長穴からなり、側壁６３の長手
方向の一側と他側との中間部に対して一側に偏った位置に設けられている。この係合穴７
５は、レバー４１の平常状態で、上下方向に交差する方向に対して一側から他側に向けて
次第に下方に傾斜している。
【００３１】
上述したようにレバー４１の平常状態で係合穴７５の略真下に配置される側面突起７７は
、側壁６３の下部から幅方向に突設されている。この側面突起７７に対する一側には、係
合突起７９が設けられている。
【００３２】
係合突起７９は、長手方向の一側下部から幅方向に突設され、突出部６９に対して他側に
配置されている。この係合突起７９は、上面が、レバー４１の平常状態で一側から他側に
かけて次第に上方に傾斜しており、レバー４１が所定位置まで回動したときに上下方向に
交差するようになっている。
【００３３】
この係合突起７９と突出部６９との間に設けられている保持段部８１は、側壁６３の一側
の下面６７と、上述した突出部６９の下面８３と、これらの下面６７，８３を連結する斜
面８５とからなる。斜面８５は、レバー４１の平常状態で、一側から他側にかけて次第に
下方に傾斜した状態となって雄ハウジング３９の保持段部５７の斜面６１に接合する。
【００３４】
そして、保持段部８１は、レバー４１の平常状態で、下面８３と斜面８５とが雄ハウジン
グ３９の保持段部５７の上面５９の一側と斜面６１とにそれぞれ当接することで保持段部
５７に係合し、レバー４１の嵌合位置に対する他側への変位状態を保持する。
【００３５】
上述した操作部６５は、レバー４１を回動させるときに上面が下方に押圧されて力点とな
る。
【００３６】
このようなレバー４１は、接続部４３を介して雄ハウジング３９に接続されている。接続
部４３は、図１，図２，図４に示すように、雄ハウジング３９に設けられた突起部５１，
５１と、レバー４１に設けられた係合穴７５，７５とからなる。接続部４３は、突起部５
１，５１に係合穴７５，７５がそれぞれ係合することで雄ハウジング３９にレバー４１の
一側と他側との間を接続し、突起部５１，５１を軸にレバー４１を回動させるようになっ
ている。また、接続部４３は、レバー４１の平常状態で係合穴７５，７５の突起部５１，
５１に係合している係合位置をずらすことで嵌合位置に対してレバー４１を他側に変位可
能としている。
【００３７】
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上述した雌ハウジング４５は、雄ハウジング３９の端子に接続される複数の相手端子８７
が底面から突設され、雄ハウジング３９が収容、嵌合されるフード部８９を有している。
このフード部８９の内周面は、長手方向の一側に設けられて雄ハウジング３９の案内リブ
５５，５５が挿入される案内溝９１，９１と、他側に設けられて雌雄のハウジング３９，
４５の嵌合状態で雄ハウジング３９を係止するための係止突起９３と、レバー４１の係合
突起７９，７９に対応した位置に設けられて係合突起７９，７９が挿入される係合溝９５
，９５と、レバー４１の側面突起７７，７７に対応した位置に設けられて側面突起７７，
７７が挿入される側面溝９７とを有している。
【００３８】
案内溝９１は、雄ハウジング３９の案内リブ５５，５５に対応した位置に上下方向に沿っ
て設けられている。この案内溝９１の反対側には、係止突起９３が設けられている。
【００３９】
係止突起９３は、フード部８９の他側から内側に突設されてレバー４１の不図示の係止部
に係合するようになっている。
【００４０】
また、係合溝９５は、フード部８９の上下方向に沿って形成されている。この係合溝９５
は、雌雄のハウジング３９，４５を嵌合するときのレバー４１の回動時に係合突起７９が
係合してこの係合突起７９と共に支点となる係合段部９９が一側に設けられている。また
、係合溝９５は、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合を解除するときのレバー４１の回動
時に係合突起７９が係合してこの係合突起７９と共に支点となる解除用段部１０１が他側
に設けられている。この係合溝９５に対する他側には、側面溝９７が設けられている。
【００４１】
側面溝９７は、フード部８９の上下方向に沿って設けられており、雌雄のハウジング３９
，４５の嵌合時にレバー４１の側面突起７７が雄ハウジング３９のフード部８９への挿入
状態に応じて当接する当接部１０３，１０５が設けられている。
【００４２】
このように構成されたレバー式コネクタ３７を用いる場合には、図１，図２に示すように
、まず、雄ハウジング３９を雌ハウジング４５のフード部８９内に所定位置まで挿入する
。次に、レバー４１を回動させる。雄ハウジング３９を雌ハウジング４５のフード部８９
内の所定位置まで挿入するときには、レバー４１を嵌合位置に対して他側に変位させ、雄
ハウジング３９を雌ハウジング４５のフード部８９上に配置し、その後、雄ハウジング３
９を下方に移動させる。
【００４３】
レバー４１を嵌合位置に対して他側に変位させると、雄ハウジング３９の保持段部５７と
レバー４１の保持段部８１とが相互に係合してレバー４１の他側への変位状態が保持され
る。そこで、雄ハウジング３９をフード部８９上に配置する。
【００４４】
このとき、雄ハウジング３９の案内リブ５５，５５とフード部８９の案内溝９１，９１と
を一致させると共に、レバー４１の係合突起７９，７９および側面突起７７，７７とフー
ド部８９の係合溝９５，９５および側面溝９７，９７とをそれぞれ一致させておく。
【００４５】
この状態では、レバー４１の摺動案内部７１，７１の下方側がフード部８９の他側の開口
縁上に配置されて摺動案内部７１，７１の上方側がフード部８９に対して外側に配置され
ている。
【００４６】
そこで、雄ハウジング３９を下方に移動させると、雄ハウジング３９が雌ハウジング４５
のフード部８９内に挿入される。このとき、雄ハウジング３９の案内リブ５５，５５がフ
ード部８９の案内溝９１，９１に挿入されると共に、レバー４１の係合突起７９，７９お
よび側面突起７７，７７が係合溝９５，９５および側面溝９７，９７内にそれぞれ挿入さ
れる。このため、雄ハウジング３９の雌ハウジング４５のフード部８９への挿入が案内さ
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れる。
【００４７】
また、レバー４１は、雄ハウジング３９の雌ハウジング４５のフード部８９への挿入に応
じて側面突起７７，７７がそれぞれ側面溝９７，９７内の当接部１０３，１０５に当接す
るため、不用意な回動が規制されている。このようにして雄ハウジング３９をフード部８
９内の所定の挿入位置まで挿入した後、レバー４１を回動させる。
【００４８】
レバー４１を回動させるときには、レバー４１の操作部６５を下方に押圧する。レバー４
１の操作部６５を下方に押圧すると、レバー４１の係合突起７９，７９がフード部８９，
８９の係合溝９５，９５の係合段部９９，９９にそれぞれ係合して支点となる。この状態
で、レバー４１の操作部６５を下方に押圧すると、レバー４１が回動して係合突起７９，
７９がフード部８９の係合段部９９，９９を上方に押圧する。
【００４９】
このとき、レバー４１は、嵌合位置に対して他側に変位しているため、回動するときの軸
である雄ハウジング３９の突起部５１，５１と力点である操作部６５との間の距離が大き
くなっており、係合突起７９，７９がフード部８９の係合段部９９，９９を押圧する力が
大きくなっている。
【００５０】
また、レバー４１は、操作部６５を下方に押圧する押圧力により自身に他側の斜め下方に
向かう力が加わり、その力方向に全体として移動しようとする。このとき、レバー４１の
係合穴７５，７５は、雄ハウジング３９の突起部５１，５１に係合しているため、内周面
により突起部５１，５１の外周面を他側の斜め下方に向けて押圧する。
【００５１】
この結果、雄ハウジング３９は、回動したレバー４１のてこ作用と、係合穴７５，７５の
内周面に押圧されて突起部５１，５１にかかった力の上下方向の分力により直接下方に押
圧されることとで下方に移動する。
【００５２】
そして、雄ハウジング３９が下方に移動すると、図３，図４に示すように、レバー４１の
摺動案内部７１がフード部８９（図示省略）の他側の開口縁を摺動して自信の曲率により
レバー４１を一側に変位させる。このとき、レバー４１の係合穴７５，７５は、雄ハウジ
ング３９の突起部５１，５１を摺動して突起部５１，５１との係合位置が他側から一側に
ずれると共に、一側から他側に向けて上下方向に対して次第に下方に傾斜しているため、
突起部５１，５１を摺動することで下方に押圧する。この結果、レバー４１は、一側への
変位に応じて雄ハウジング３９を下方に移動させる。
【００５３】
このようにして、雄ハウジング３９が雌ハウジング４５のフード部８９内に収容、嵌合さ
れると、図示しないが、フード部８９の係止突起９３がレバー４１の不図示の係止部に係
合して雌雄のハウジング３９，４５の嵌合状態を保持する。
【００５４】
また、レバー４１は、図４に示すように、嵌合位置に完全に変位しており、フード部８９
内に雄ハウジング３９と共に収容される。
【００５５】
上述したように嵌合された雌雄のハウジング３９，４５の嵌合状態を解除するときには、
図示しないが、レバー４１のリブ７３，７３の下面を把持してこれらのリブ７３，７３を
上方に引き上げる。このとき、レバー４１は、係合突起７９，７９がフード部８９の係合
溝９７，９７の解除用段部１０１，１０１に係合して支点となり、回動する。
【００５６】
この結果、レバー４１の回動によるてこ作用により雌雄のハウジング３９，４５の嵌合状
態を解除することができる。
【００５７】
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上記本実施形態のレバー式コネクタ３７では、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合時に、
予め、レバー４１を嵌合位置に対して他側に変位させて回動の軸である雄ハウジング３９
の突起部５１，５１と力点である操作部６５との間の距離を大きくし、回動したレバー４
１のてこ作用により係合突起７９，７９がフード部８９の係合段部９９，９９を押圧する
力を大きくすることができる。
【００５８】
また、予め嵌合位置に対して他側に変位させたレバー４１を、雌雄のハウジング３９，４
５の嵌合時に一側に変位させることで、雌雄のハウジング３９，４５が嵌合した状態で嵌
合位置に配置させることができる。
【００５９】
したがって、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合時に、雄ハウジング３９を下方に移動さ
せる力を大きくして、突起部５１，５１にかかった力の上下方向に交差する方向の分力分
のロスを補うことができ、かつ雌雄のハウジング３９，４５が嵌合した状態でレバー４１
を雄ハウジング３９と共に雌ハウジング４５のフード部８９内に確実に収容させることが
できる。
【００６０】
この結果、レバー式コネクタ３７では、大型化することなく、雌雄のハウジング３９，４
５の嵌合作業の作業性を向上させることができる。
【００６１】
また、上記本実施形態のレバー式コネクタ３７では、雌雄のハウジング３９，４５を嵌合
するときに、レバー４１の回動によるてこ作用、および操作部６５を押圧する押圧力によ
り突起部５１，５１にかかった上下方向の分力に加え、一側へ変位しているレバー４１の
係合穴７５，７５が突起部５１，５１を摺動することで雄ハウジング３９を下方に移動さ
せることができる。
【００６２】
このため、レバー式コネクタ３７では、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合時に、雄ハウ
ジング３９を下方に移動させる力を、より大きくすることができ、雌雄のハウジング３９
，４５の嵌合作業の作業性を、より向上させることができる。
【００６３】
さらに、レバー式コネクタ３７では、平常状態でレバー４１を嵌合位置に対して他側に変
位させたとき、レバー４１の保持段部８１と雄ハウジング３９の保持段部５７とが相互に
係合してレバー４１の他側への変位状態を保持するため、雌雄のハウジング３９，４５の
嵌合作業の作業性をより向上することができる。
【００６４】
また、レバー式コネクタ３７では、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合時に雄ハウジング
３９が下方に移動すると、予め嵌合位置に対して他側に変位させたレバー４１の摺動案内
部７１が、フード部８９の他側の開口縁を摺動してレバー４１を一側に変位させることが
できる。このため、レバー式コネクタ３７では、嵌合作業の作業性を、より向上させるこ
とができる。
【００６５】
なお、上記実施形態のレバー式コネクタ３７では、レバー４１の係合穴７５，７５が上下
方向に交差した方向に対して一側から他側に向けて次第に下方に傾斜していたが、一側か
ら他側に向けて次第に上方に傾斜、または上下方向に交差した方向に沿った方向、レバー
４１の長手方向に沿った方向に形成してもよい。
【００６６】
なお、レバー式コネクタ３７では、係合穴７５，７５をレバー４１に設け、突起部５１，
５１を雄ハウジング３９に設けたが、係合穴７５，７５を雄ハウジングに設け、突起部５
１，５１をレバーに設けてもよい。
【００６７】
また、レバー式コネクタ３７は、保持段部５７，８１および摺動案内部７１を備えていた
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が、双方またはいずれか一方を省略してもよい。
【００６８】
（第２実施形態）
以下、本発明にかかるレバー式コネクタの第２実施形態について図５を参照して説明する
。なお、上記実施形態と同一構成部分には、同一符号を付して詳細な説明を省略する。図
５は、本発明にかかるレバー式コネクタの第２実施形態のレバーが一側に変位するときの
側面図、図６は、図５に示すレバーが所定の回動位置まで回動したときの接続部を示す側
面図である。
【００６９】
上記第１実施形態のレバー式コネクタ３７では、接続部４３の係合穴７５，７５が略真直
の長穴により形成されていたが、本実施形態のレバー式コネクタ１０７では、接続部１０
９の係合穴１１１，１１１が中間部を湾曲させた長穴により形成されている。
【００７０】
すなわち、係合穴１１１，１１１は、図５，図６に示すように、一側から他側に向けて雌
雄のハウジング３９，４５（いずれも不図示）の嵌合方向である上下方向に交差した方向
に沿って次第に上方に傾斜していると共に、一側と他側との中間部が雌雄のハウジング３
９，４５の嵌合方向の後端側である上方に湾曲している。
【００７１】
この係合穴１１１，１１１は、レバー１１３の一側に向けて長く形成された長穴からなり
、レバー１１３の平常状態で、図５，図６の二点鎖線に示すように、一側から中間部が上
下方向に略沿って上方に向けて次第に若干他側に傾斜し、中間部から他側がレバー１１３
の他側に向けて次第に若干上方に傾斜しており、図６に示すように、レバー１１３が所定
の回動位置で中間部から他側にかけて上下方向に略交差するように形成されている。
【００７２】
このような本実施形態のレバー式コネクタ１０７では、上記第１実施形態と同様に、雌雄
のハウジング３９，４５を嵌合するときに、レバー１１３の回動によるてこ作用、および
操作部６５を押圧する押圧力により突起部５１，５１にかかった上下方向の分力に加え、
一側へ変位しているレバー１１３の係合穴１１１，１１１が突起部５１，５１を摺動する
ことで雄ハウジング３９を下方に移動させることができる。
【００７３】
また、レバー式コネクタ１０７では、レバー１１３の回動に応じて接続部１１３の係合穴
１１１，１１１が突起部５１，５１を摺動してその突起部５１，５１との係合位置を一側
から中間部側にずらし、図６に示すように、レバー１１３が一側に変位する所定の回動位
置となると、係合穴１１１，１１１の中間部から他側が上下方向に略交差した状態となる
と共に、その係合穴１１１，１１１の中間部が突起部５１，５１に係合する。
【００７４】
このため、レバー式コネクタ１０７では、レバー１１３が一側へ変位するとき、図５に示
すように、係合穴１１１，１１１の中間部から他側が突起部５１，５１を摺動して上下方
向に略沿った下方に押圧し、上下方向に交差した方向への分力の発生を低減することがで
きる。
【００７５】
この結果、レバー式コネクタ１０７では、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合時に、雄ハ
ウジング３９を下方に移動させる力を、より大きくすることができ、雌雄のハウジング３
９，４５の嵌合作業の作業性を、より向上させることができる。
【００７６】
さらに、レバー式コネクタ１０７では、レバー１１３を嵌合位置に対して他側に変位させ
た状態で、接続部１１３の突起部５１，５１が係合穴１１１，１１１の上下方向に略沿っ
ている中間部に対する一側に係合する。このため、雌雄のハウジング３９，４５の嵌合の
際に雄ハウジング３９を雌ハウジング４５のフード部８９内に挿入するときなどには、レ
バー１１３が雄ハウジング３９に対して上下方向に交差した方向にがたつくことを防止で
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きる。
【００７７】
なお、本実施形態のレバー式コネクタ１０７では、係合穴１０９の中間部から他側にかけ
て、レバー１１３の所定の回動位置で上下方向に略交差するように形成したが、レバー１
１３の所定の回動位置で上下方向に交差した方向に若干傾斜するように形成してもよい。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように請求項１記載の発明は、雌雄のハウジングの嵌合時に、予め、レバー
を嵌合位置に対して他側に変位させ、回動したレバーのてこ作用により雄ハウジングを雌
ハウジングとの嵌合方向の前端側に移動させる力を大きくすることができる。
【００７９】
また、予め嵌合位置に対して他側に変位させたレバーを、雌雄のハウジングの嵌合時に一
側に変位させることで、雌雄のハウジングが嵌合した状態で嵌合位置に配置させてレバー
を雄ハウジングと共に雌ハウジング内に確実に収容させることができる。
【００８０】
この結果、レバー式コネクタでは、大型化することなく、雌雄のハウジングの嵌合作業の
作業性を向上させることができる。
【００８１】
　 記載の発明は、雌雄のハウジングを嵌合するときに、レバーの回動によ
るてこ作用、およびレバーの接続部に対する他側を押圧する押圧力により突起部にかかっ
た嵌合方向の分力に加え、一側へ変位しているレバーの係合穴が突起部を摺動することで
雄ハウジングを雌ハウジングとの嵌合方向の前端側に移動させることができる。
【００８２】
このため、レバー式コネクタでは、雌雄のハウジングの嵌合時に、雄ハウジングを雌ハウ
ジングとの嵌合方向の前端側に移動させる力を、より大きくすることができ、雌雄のハウ
ジングの嵌合作業の作業性を、より向上させることができる。
【００８３】
　 記載の発明は、レバーが一側へ変位するとき、係合穴の中間部から他側が突起
部を摺動して嵌合方向の前端側に押圧し、嵌合方向に交差した方向への分力の発生を低減
することができる。
【００８４】
このため、レバー式コネクタでは、雌雄のハウジングの嵌合時に、雄ハウジングを雌ハウ
ジングとの嵌合方向の前端側に移動させる力を、より大きくすることができ、雌雄のハウ
ジングの嵌合作業の作業性を、より向上させることができる。
【００８５】
　 記載の発明は、平常状態でレバーを嵌合位置に対して他側に変位させたとき、
レバーの保持段部と雄ハウジングの保持段部とが相互に係合してレバーの他側への変位状
態を保持するため、雌雄のハウジングの嵌合作業の作業性を、より向上することができる
。
【００８６】
　 記載の発明は、雌雄のハウジングの嵌合時に雄ハウジングが雌ハウジングとの
嵌合方向の前端側に移動すると、予め嵌合位置に対して他側に変位させたレバーの摺動案
内部が、雌ハウジング側に摺動してレバーを一側に変位させることができるため、嵌合作
業の作業性を、より向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明にかかるレバー式コネクタの第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すレバー式コネクタの側面図である。
【図３】図３は、図１に示すレバー式コネクタの雄ハウジングを雌ハウジングに嵌合した
状態の雄ハウジングの側面図である。
【図４】図４は、図３に示すレバー式コネクタの接続部を示す側面図である。
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請求項２

請求項３

請求項４



【図５】図５は、本発明にかかるレバー式コネクタの第２実施形態のレバーが一側に変位
するときの側面図である。
【図６】図６は、図５に示すレバーが所定の回動位置まで回動したときの接続部を示す側
面図である。
【図７】図７は、従来のレバー式コネクタを示す斜視図である。
【図８】図８は、図７に示すレバー式コネクタの側面図である。
【図９】図９は、図７に示すレバー式コネクタの雄ハウジングを雌ハウジングに嵌合する
ときの断面図である。
【符号の説明】
３７　レバー式コネクタ
３９　雄ハウジング
４１　レバー
４３　接続部
４５　雌ハウジング
５１　突起部
５７，８１　保持段部
７１　摺動案内部
７５　係合穴
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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