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(57)【要約】
【課題】ムービングプレートがレバーと連動するレバー
式コネクタにおいて、ハウジングからレバーを取り外さ
なくても、雄端子金具の抜き取り作業を行うことができ
るようにする。
【解決手段】レバー１１は、ハウジング１０に対して嵌
合開始位置から嵌合完了位置へと回動され、その回動過
程で、合体状態にある相手ハウジング１４のカムフォロ
ア２１及びムービングプレート１３のカム部５５とカム
係合して両ハウジング１０、１４の嵌合動作を進め、ム
ービングプレート１３を移動開始位置から移動完了位置
へと移動させるカム溝６８を有する。カム溝６８の入り
口側には、嵌合開始位置にてカム部５５を係止してムー
ビングプレート１３のフード部２６からの離脱を規制す
る離脱規制部６９が設けられている。さらに、レバー１
１は、嵌合開始位置から嵌合完了位置側とは逆方向に回
動され、離脱規制部６９からカム部５５を離間させてム
ービングプレート１３のフード部２６からの離脱を許容
する離脱許容位置を有する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手ハウジングが内嵌されるフード部を有し、前記フード部内に雄端子金具のタブを突
出させるハウジングと、
　前記フード部内にて移動開始位置と移動完了位置とに移動可能に配置され、前記タブが
略位置決めして挿通される挿通孔を有し、前記移動開始位置から前記移動完了位置へと向
かうに従い前記タブを前記挿通孔から先方に大きく突出させるものであり、且つ、前記相
手ハウジングに設けられたカムフォロアと合体するカム部を有するムービングプレートと
、
　前記ハウジングに対して嵌合開始位置と嵌合完了位置とに回動可能に支持され、前記嵌
合開始位置から前記嵌合完了位置へと向かう過程で、合体状態にある前記カムフォロア及
びカム部とカム係合して両ハウジングの嵌合動作を進めるとともに、前記ムービングプレ
ートを前記移動完了位置へ向けて移動させるカム溝を有し、前記カム溝の入り口側に、前
記嵌合開始位置にて前記カム部を係止して前記ムービングプレートの前記フード部からの
離脱を規制する離脱規制部が設けられているレバーと、を備え、
　前記レバーは、前記嵌合開始位置から前記嵌合完了位置側とは逆方向に回動され、前記
離脱規制部から前記カム部を離間させて前記ムービングプレートの前記フード部からの離
脱を許容する離脱許容位置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２】
　前記ハウジングにストッパ受部が設けられ、前記レバーのカム板に、前記嵌合開始位置
にて前記ストッパ受部に係止され、前記レバーの前記離脱許容位置への回動を規制するス
トッパ部が設けられ、前記カム板を弾性変位させることで前記ストッパ受部と前記ストッ
パ部との係止が解除可能となっていることを特徴とする請求項１記載のレバー式コネクタ
。
【請求項３】
　前記カム板と前記ハウジングの少なくとも一方に、前記カム板を弾性変位させる治具を
ガイドするべく、直線状に延びて外面側に開口するガイド溝が設けられていることを特徴
とする請求項２記載のレバー式コネクタ。
【請求項４】
　前記ハウジングに、前記雄端子金具を抜け止め係止する撓み可能なランスが設けられ、
　前記フード部内に、前記ムービングプレートのプレート面と前記フード部の奥面との間
に挟まるようにして、前記ランスの撓み動作を規制する撓み規制部が設けられたフロント
リテーナが配置されることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項記載のレバー式
コネクタ。
【請求項５】
　前記レバーに、このレバーの回動方向に沿って湾曲する弧状溝が設けられ、前記ハウジ
ングに、前記離脱許容位置にて前記弧状溝の奥端に当接して、前記レバーのそれ以上の回
動動作を規制する干渉部が設けられていることを特徴とする請求項１ないし請求項４のい
ずれか１項に記載のレバー式コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レバー式コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されたレバー式コネクタは、相手の雌側コネクタハウジングを内嵌可
能なフード部を有する雄側コネクタハウジングと、フード部内に突出するタブを有する雄
端子金具と、雄側コネクタハウジングに対して嵌合開始位置と嵌合完了位置とに回動可能
に支持されるレバーと、フード部内にてタブ保持位置（移動開始位置）と保持解除位置（
移動完了位置）とに移動可能に配置されるムービングプレートとを備えている。ムービン
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グプレートは雄端子金具のタブを略位置決めして挿通可能な位置決め孔を有し、タブ保持
位置では位置決め孔にタブの先端部が保護状態で挿入されるようになっている。
【０００３】
　また、雌側コネクタハウジング及びムービングプレートにはそれぞれカムピン（カムフ
ォロア及びカム部）が設けられている。レバーが嵌合開始位置から嵌合完了位置に向かう
過程では、合体状態にある両カムピンがレバーに設けられたカム溝の溝面を摺動してカム
作用が発揮され、もって両コネクタハウジングの嵌合動作が進行するようになっている。
また、ムービングプレートは、カムピンを介してレバーの回動動作と連動し、両コネクタ
ハウジングの嵌合過程で、タブ保持位置から保持解除位置へと移動するようになっている
。なお、特許文献１には図示されていないが、雄側コネクタハウジングには、雄端子金具
を抜け止め係止する撓み可能なランスが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３２４４０３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１には明確に記載されていないが、通常、レバーが嵌合開始位
置にあるときに、カム溝の受入口側（入り口側）の溝縁に、ムービングプレートのカムピ
ンを引っ掛け係止する構造が設けられており、その係止構造によってタブ保持位置のムー
ビングプレートがフード部から脱出しないように構成される。しかし、このように構成さ
れると、メンテナンス等の事情により雄端子金具をハウジングから抜き取るときに、ハウ
ジングからレバーを取り外した後、ムービングプレートをフード部から離脱させ、その状
態で、治具をランスに作用させ、ランスを撓ませて、雄端子金具を引き抜く作業を行わね
ばならない。つまり、ムービングプレートの離脱作業に先立ち、レバーの取り外し作業を
行う必要があり、その分の作業負担が大きいという問題が生じる。
【０００６】
　その点、ムービングプレートに治具挿通孔を設け、治具挿通孔に治具を挿通させてラン
スに作用させれば、ムービングプレートの離脱作業及びレバーの取り外し作業を行う必要
がなく、上記作業負担の問題点を解消することができる。しかし、治具挿通孔の新設に起
因して構造が複雑になり、それに伴い樹脂流動性が悪化して、ムービングプレートの成形
性が低下するおそれが生じる。また、例えば、ムービングプレートのプレート面とフード
部の奥面との間にフロントリテーナが介在するような場合では、フロントリテーナにも治
具挿通孔を設けなければならず、構造がさらに複雑になるという事情がある。
【０００７】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、ムービングプレートが
レバーと連動するレバー式コネクタにおいて、ハウジングからレバーを取り外さなくても
、雄端子金具の抜き取り作業を行うことができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のレバー式コネクタは、相手ハウジングが内嵌されるフード部を有し、前記フー
ド部内に雄端子金具のタブを突出させるハウジングと、前記フード部内にて移動開始位置
と移動完了位置とに移動可能に配置され、前記タブが略位置決めして挿通される挿通孔を
有し、前記移動開始位置から前記移動完了位置へと向かうに従い前記タブを前記挿通孔か
ら先方に大きく突出させるものであり、且つ、前記相手ハウジングに設けられたカムフォ
ロアと合体するカム部を有するムービングプレートと、前記ハウジングに対して嵌合開始
位置と嵌合完了位置とに回動可能に支持され、前記嵌合開始位置から前記嵌合完了位置へ
と向かう過程で、合体状態にある前記カムフォロア及びカム部とカム係合して両ハウジン
グの嵌合動作を進めるとともに、前記ムービングプレートを前記移動完了位置へ向けて移
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動させるカム溝を有し、前記カム溝の入り口側に、前記嵌合開始位置にて前記カム部を係
止して前記ムービングプレートの前記フード部からの離脱を規制する離脱規制部が設けら
れているレバーと、を備え、前記レバーは、前記嵌合開始位置から前記嵌合完了位置側と
は逆方向に回動され、前記離脱規制部から前記カム部を離間させて前記ムービングプレー
トの前記フード部からの離脱を許容する離脱許容位置を有しているところに特徴がある。
【発明の効果】
【０００９】
　雄端子金具の抜き取り作業を行う際には、レバーを嵌合開始位置から離脱許容位置に回
動させて、離脱規制部からカム部を離間させ、その状態で、ムービングプレートをフード
部から離脱させる。その後、端子抜き取り用の治具をフード部の奥面に臨むランス等に作
用させることで、雄端子金具の抜き取りが可能となる。したがって、レバーをハウジング
から取り外さなくても、雄端子金具の抜き取り作業を行うことができ、作業負担が軽減さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１のレバー式コネクタの分解斜視図である。
【図２】レバー式コネクタの斜視図である。
【図３】レバー式コネクタの正面図である。
【図４】レバーがハウジングに対して嵌合開始位置にある状態を示す側面図である。
【図５】レバーがハウジングに対して嵌合完了位置にある状態を示す側面図である。
【図６】レバーがハウジングに対して離脱許容位置にある状態を示す側面図である。
【図７】ムービングプレートがハウジングに対して移動開始位置にある状態を示す断面図
である。
【図８】ムービングプレートがハウジングに対して移動完了位置にある状態を示す断面図
である。
【図９】レバーが嵌合開始位置にあるときに、合体状態にあるカムフォロア及びカム部が
カム溝の入り口側に進入した状態を示す断面図である。
【図１０】レバーが嵌合完了位置にあるときに、合体状態にあるカムフォロア及びカム部
がカム溝の奥側に移行した状態を示す断面図である。
【図１１】レバーが離脱許容位置にあるときに、合体状態にあるカムフォロア及びカム部
がカム溝が離脱規制部から離間した状態を示す断面図である。
【図１２】両ハウジングが正規嵌合され、カムフォロアがカム部と合体し、解除部によっ
て回動規制部の回動規制状態が解除された状態を示す拡大断面図である。
【図１３】ハウジングの側面図である。
【図１４】ムービングプレートの正面図である。
【図１５】フロントリテーナの背面図である。
【図１６】フロントリテーナの側面図である。
【図１７】相手ハウジングの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の好ましい形態を以下に記載する。
　前記ハウジングにストッパ受部が設けられ、前記レバーのカム板に、前記嵌合開始位置
にて前記ストッパ受部に係止され、前記レバーの前記離脱許容位置への回動を規制するス
トッパ部が設けられ、前記カム板を弾性変位させることで前記ストッパ受部と前記ストッ
パ部との係止が解除可能となっているとよい。ストッパ受部とストッパ部との係止が維持
されることにより、レバーが嵌合開始位置から離脱許容位置へと不用意に回動されるのが
防止される。また、ストッパ受部とストッパ部との係止を解除させる際は、カム板を弾性
変位させればよいから、解除作業が特に困難になることもない。
【００１２】
　前記カム板と前記ハウジングの少なくとも一方に、前記カム板を弾性変位させる治具を
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ガイドするべく、直線状に延びて外面側に開口するガイド溝が設けられているとよい。こ
れによれば、治具をガイド溝に沿わせるだけで、カム板を簡単に弾性変位させることがで
きる。
【００１３】
　前記ハウジングに、前記雄端子金具を抜け止め係止する撓み可能なランスが設けられ、
前記フード部内に、前記ムービングプレートのプレート面と前記フード部の奥面との間に
挟まるようにして、前記ランスの撓み動作を規制する撓み規制部が設けられたフロントリ
テーナが配置されるとよい。このようなフロントリテーナを備えるレバー式コネクタの場
合、仮に、端子抜き取り用の治具を挿通させる治具挿通孔がフロントリテーナに設けられ
るとすると、フロントリテーナの樹脂流動性が悪化する懸念がある。特に、フロントリテ
ーナにはランスの撓み動作を規制する撓み規制部が設けられ、治具挿通孔の開設領域が撓
み規制部と重なるため、治具導通孔を開設しづらいという事情がある。その点、本発明に
よれば、レバーをハウジングに取り付けたまま、フロントリテーナをフード部から離脱さ
せ、その状態で、雄端子金具の抜き取り作業を行うことができるから、フロントリテーナ
に治具挿通孔を設けなくて済む。
【００１４】
　前記レバーに、このレバーの回動方向に沿って湾曲する弧状溝が設けられ、前記ハウジ
ングに、前記離脱許容位置にて前記弧状溝の奥端に当接して、前記レバーのそれ以上の回
動動作を規制する干渉部が設けられているとよい。干渉部が弧状溝の奥端に当接すること
により、レバーが離脱許容位置で停止するため、その後、ムービングプレートの離脱作業
を迅速に行うことができる。
【００１５】
　＜実施例１＞
　以下、本発明を具体化した実施例１を図１～図１７を参照して説明する。本実施例１の
レバー式コネクタは、図１に示すように、ハウジング１０、レバー１１、フロントリテー
ナ１２及びムービングプレート１３を備えている。ハウジング１０は、相手ハウジング１
４に嵌合可能とされている。なお、以下の説明において、前後方向については、両ハウジ
ング１０、１４が嵌合開始時に互いに向き合う面側を前側とし、上下方向及び左右方向は
、それぞれ高さ方向及び幅方向と同義であって、図３及び図１７を基準とする。
【００１６】
　相手ハウジング１４は合成樹脂製であって、図１７に示すように、角ブロック状をなし
、上下方向及び左右方向に複数の相手キャビティ１５が整列して設けられている。相手キ
ャビティ１５には、後方から図示しない相手側の雌端子金具が挿入されて収容される。ま
た、相手キャビティ１５には、撓み可能な相手ランス１６が対応して設けられている。雌
端子金具は、相手ランス１６に弾性的に係止されて、相手キャビティ１５内に抜け止め状
態に保持される。
【００１７】
　相手ハウジング１４には、この相手ハウジング１４の前面を覆うようにして、図１に示
す相手フロントリテーナ１７が装着される。相手フロントリテーナ１７は合成樹脂製であ
って、相手ハウジング１４への装着時に、各相手ランス１６の撓み空間に進入する相手撓
み規制部１８を複数有している。相手ランス１６の撓み動作が相手撓み規制部１８によっ
て規制されることにより、雌端子金具が相手ランス１６に係止される状態を維持すること
が可能となっている。
【００１８】
　相手フロントリテーナ１７には、各相手キャビティ１５と連通する複数の相手窓部１９
が開口して設けられ、さらに略中央部に、こじり防止受部２０が開口して設けられている
（図１７を参照）。こじり防止受部２０は、相手ハウジング１４の前面にも対応して凹設
されている。
【００１９】
　相手ハウジング１４の両側面（左右両側面）における上下方向の略中央部には、一対の



(6) JP 2018-206617 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

カムフォロア２１が突出して設けられている。カムフォロア２１は、左右方向に沿って扁
平な柱状又は板状に形成されている。また、相手ハウジング１４の両側面の下部には、一
対の解除部２２が突出して設けられている。解除部２２は、前後方向に延出する板片状を
なし、各カムフォロア２１と略平行に配置されている。
【００２０】
　相手ハウジング１４の上面の後部で且つ左右方向の略中央部には、ロック部２３が突出
して設けられている。図１に示すように、ロック部２３は、略箱形の本体部分の上端部か
ら後方に突出する爪状の突起２４を有している。
【００２１】
　ハウジング１０は合成樹脂製であって、図２に示すように、角ブロック状のハウジング
本体２５と、ハウジング本体２５の前端外周から前方に突出する筒状のフード部２６とを
有している。図７に示すように、ハウジング本体２５には、上下方向及び左右方向に複数
のキャビティ２７が整列して設けられている。各キャビティ２７には、後方から雄端子金
具３０が挿入されて収容される。また、各キャビティ２７には、撓み可能なランス２８が
対応して設けられている。
【００２２】
　雄端子金具３０は導電性の金属板を曲げ加工等して一体に成形され、図７に示すように
、筒状部分の前方にタブ３１が突出して設けられ、筒状部分の後方にバレル部３２が連設
されている。雄端子金具３０は、筒状部分にランス２８が弾性的に係止されることにより
、キャビティ２７内に抜け止め状態に保持される。バレル部３２は、電線２９の端末部に
機械的及び電気的に接続されている。タブ３１は、雄端子金具３０がキャビティ２７に収
容された状態で、フード部２６内に突出して配置される。
【００２３】
　図２に示すように、フード部２６の上壁の前端で且つ左右方向の略中央部には、嵌合凹
部３３が切欠状に開口して設けられている。
　フード部２６の両側壁における上下方向の略中央部には、図１及び図１３に示すように
、前後方向に延びて前端に開口する移動案内溝３４が設けられ、下部に、同じく前後方向
に延びて前端に開口する解除案内溝３５が設けられている。移動案内溝３４の溝幅（上下
方向の開口幅）は、解除案内溝３５の溝幅よりも大きくされている。図１３に示すように
、移動案内溝３４の上縁における板厚方向の内側には、この上縁に沿って前後方向に延び
る薄肉の突条受部３６が設けられている。また、フード部２６の両側壁には、移動案内溝
３４及び解除案内溝３５に跨って両溝３４、３５の前部外方を覆う一対の外壁部３７が膨
出して設けられている。
【００２４】
　フード部２６の両側壁の外面における上下方向の略中央部で且つハウジング本体２５寄
りの位置には、一対の支軸３８が突出して設けられている。図１３に示すように、支軸３
８は、略円柱状をなし、側面視においてハウジング１０の側面の略中央部で且つ移動案内
溝３４のすぐ後方に配置される。また、フード部２６の両側壁の外面における上部で且つ
ハウジング本体２５寄りの位置には、一対の干渉部３９が突出して設けられている。干渉
部３９は、略角柱状をなし、断面形状が略正方形を呈している。
【００２５】
　ハウジング本体２５の両側面には、図１３に示すように、本係止部４０及び仮係止部４
１が上下方向に間隔をあけて突出して設けられている。本係止部４０は、仮係止部４１よ
りも上方で且つ後方に位置ずれして配置されている。
【００２６】
　フロントリテーナ１２は合成樹脂製であって、図１５及び図１６に示すように、上下方
向に沿った矩形板状の前壁部４２と、前壁部４２の両側面の上下位置から後方に突出する
一対ずつの弾性係止部４３と、前壁部４２の略中央部から前方に大きく突出する角筒状又
は角柱状のこじり防止部４４とを有している。フロントリテーナ１２は、ハウジング１０
に対して図７に示す仮係止位置から図８に示す本係止位置へと移動可能とされている。図
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８に示すように、前壁部４２は、フード部２６の奥面（ハウジング本体２５の前面）のう
ちの上下端部を除く部分に対面して配置される。弾性係止部４３は、矩形枠状をなし、前
壁部４２に連結される上下端を支点として内外（左右方向）に撓み変形可能とされている
。
【００２７】
　図１５に示すように、前壁部４２には、ハウジング本体２５の各キャビティ２７と連通
する複数の窓部４５が開口して設けられている。各窓部４５は、各キャビティ２７の段毎
と対応して、上下方向に複数段に分かれて配置され、それぞれ左右方向に細長く延びる開
口形状を呈している。前壁部４２の各窓部４５の下辺部分には、複数の撓み規制部４６が
後方に突出して設けられている。各撓み規制部４６は、板片状をなし、図８に示すように
、フロントリテーナ１２が本係止位置にあるときに、各ランス２８の撓み空間に進入して
各ランス２８の撓み動作を規制する。これにより、各ランス２８が雄端子金具３０を係止
する状態が維持されるようになっている。
【００２８】
　ムービングプレート１３は合成樹脂製であって、フード部２６内にて図７に示す移動開
始位置と図８に示す移動完了位置との間を前後方向に移動可能とされている。ムービング
プレート１３は、上下方向に沿った矩形平板状のプレート本体４７と、プレート本体４７
の外周から前方に突出する角筒状の周壁部４８とを有している。
【００２９】
　図１４に示すように、プレート本体４７には、複数の挿通孔４９が設けられている。各
挿通孔４９は、略矩形の開口形状をなし、各雄端子金具３０と対応する位置に配置される
。図７に示すように、挿通孔４９には、雄端子金具３０のタブ３１が略位置決めして挿通
される。図７に示す移動開始位置では、プレート本体４７がフロントリテーナ１２の前壁
部４２（フード部２６の奥面）よりも前方に離間して配置され、タブ３１の先端部が挿通
孔４９内に挿入されて、タブ３１が保護状態に置かれる。一方、図８に示す移動完了位置
では、プレート本体４７がタブ３１の先端部から退いてフロントリテーナ１２の前壁部４
２に近接又は当接して配置され、タブ３１の基端部が挿通孔４９内に挿入されるようにな
っている。図１４に示すように、プレート本体４７には、各挿通孔４９の下方にそれぞれ
対応した複数の治具挿通孔５０が開口して設けられている。さらに、プレート本体４７の
略中央部には、略矩形の貫通孔５１が開口して設けられている。
【００３０】
　周壁部４８の外面はフード部２６の内面と適合する形状をなし、ムービングプレート１
３の移動時に、周壁部４８の外面とフード部２６の内面とが互いに摺動することにより、
プレート本体４７がフード部２６内で傾くことなく変位することが可能となっている。
【００３１】
　図１４に示すように、周壁部４８の両側壁における上下方向の略中央部には、前後方向
に延びて前端に開口する一対の導入溝５２が設けられている。導入溝５２の上下の溝縁に
は、同溝縁に沿って前後方向に延出するリブ状の案内部５３が設けられている。このうち
、上側の案内部５３には、レール状の突条部５４が上方に突出して設けられている。また
、各案内部５３の後端部には、導入溝５２を跨ぐようにして正面視門型のカム部５５が架
設されている。カム部５５の内側には、導入溝５２に連通する断面矩形の合体空間部５６
が区画されている。
【００３２】
　また、周壁部４８の両側壁の下部には、前後方向に延びて前端に開口する一対の進入溝
５７が設けられている。図１２に示すように、進入溝５７は、解除案内溝３５と連通する
位置に配置される。
【００３３】
　続いて、レバー１１について説明する。レバー１１は合成樹脂製であって、図１及び図
３に示すように、左右方向に延出する操作部６０と、操作部６０の両端部から互いに平行
に突出するカム板６１とを有し、正面視門型に形成されている。操作部６０の左右方向の
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略中央部には、レバーロック部６２が設けられている。レバーロック部６２は、矩形枠状
をなし、左右両端の連結部位を略支点として撓み可能とされている。
【００３４】
　各カム板６１には、操作部６０から離間した拡張領域６３に、軸受孔６４が開口して設
けられている。レバー１１は、軸受孔６４に支軸３８が嵌合されることでハウジング１０
に支持され、支軸３８を中心として、ハウジング１０に対し、嵌合開始位置と嵌合完了位
置との間を回動可能とされるとともに、嵌合開始位置と離脱許容位置との間を回動可能と
される。なお、図４に示すように、支軸３８の先端部に張り出し形成された一対の抜止片
６５が軸受孔６４の外面側の開口周縁部に当接することで、レバー１１のハウジング１０
からの離脱が規制される。また、カム板６１の拡張領域６３の外周縁部が外壁部３７の内
側に配置されることで、カム板６１の拡開動作が規制される。
【００３５】
　各カム板６１の拡張領域６３の外周縁には、一対の回動規制部６６が切り欠くようにし
て設けられている。回動規制部６６は、嵌合開始位置にて前方へ向けて突出する片持ち状
をなし、図１に示すように、先端部に、内向きに突出する係止突起６７が設けられている
。
【００３６】
　各カム板６１の拡張領域６３の内面には、曲状に延出する一対のカム溝６８が設けられ
ている。カム溝６８は、カム板６１の外面に閉塞される有底溝とされ、嵌合開始位置にて
カム板６１の外周縁に前方に向けて開口する入り口を有している。図１に示すように、各
カム板６１のカム溝６８における入り口側の溝底面には、離脱規制部６９が突出して設け
られている。離脱規制部６９は、嵌合開始位置にて、前面が前方へ向けて外側に拡開する
斜面形状をなし、後面が板厚方向（左右方向）に切り立つ垂直面形状をなしている。また
、各カム板６１のカム溝６８の入り口側は、上側の溝側面に離脱規制部６９の一端が連結
され、下側の溝側面と離脱規制部６９の他端との間に、カム部５５の通過を許容する通過
口７０が前後方向に開口して設けられている。
【００３７】
　図９に示すように、各カム板６１の拡張領域６３には、レバー１１の回動方向に沿って
湾曲する一対の弧状溝７１が開口して設けられている。弧状溝７１は、カム板６１の上下
面に開口する無底溝とされ、カム板６１の外周縁に近接する一端から軸受孔６４の後方に
位置する奥端にかけて延びる形態になっている。図１１に示すように、弧状溝７１の奥端
は、レバー１１が離脱許容位置に至ったときに、ハウジング１０の干渉部３９が面当たり
することが可能な当て面部５９とされている。
【００３８】
　また、図１及び図９に示すように、各カム板６１の内面には、拡張領域６３と操作部６
０との間の繋ぎ領域７２に、嵌合開始位置にて上下方向に直線状に延びて上端に開口する
一対のガイド溝７３が設けられている。ガイド溝７３の奥端（下端）は、弧状溝７１の一
端側の近傍に配置されている。さらに、各カム板６１の内面の繋ぎ領域７２には、ガイド
溝７３の近傍で且つガイド溝７３に対して操作部６０寄りの位置に、一対のストッパ部７
４が突出して設けられている。ストッパ部７４は、爪状をなし、図９に示すように、嵌合
開始位置にてハウジング本体２５の上面の後方の両側端部（ストッパ受部７５）に弾性的
に係止される。なお、ストッパ受部７５は、ハウジング本体２５の上面の両側端部におい
て前後方向に連なる平面領域の一部であり、特別な形状を有するものではない。
【００３９】
　次に、本実施例１のレバー式コネクタの作用効果を説明する。
　組み付けに際し、フロントリテーナ１２が仮係止位置に留め置かれ、その状態で、雄端
子金具３０がハウジング本体２５のキャビティ２７内に後方から挿入される（図７を参照
）。雄端子金具３０は、予め電線２９の端末部に接続され、キャビティ２７内に正規挿入
されることでランス２８によって抜け止め係止される。フロントリテーナ１２は、下側の
弾性係止部４３の内側に仮係止部４１が弾性的に嵌まり込むことで、仮係止位置に保持さ
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れる。仮係止位置では、各撓み規制部４６が対応するランス２８の撓み空間の前方に離間
して配置される。
【００４０】
　続いて、フロントリテーナ１２がフード部２６の奥面側に押し込まれる。弾性係止部４
３と仮係止部４１との係止は、フロントリテーナ１２に付与される押圧力によって解除さ
れる。フロントリテーナ１２が本係止位置に至ると、各撓み規制部４６が対応するランス
２８の撓み空間に進入し、雄端子金具３０が二重に抜け止めされた状態になる。フロント
リテーナ１２は、上側の弾性係止部４３の内側に本係止部４０が弾性的に嵌まり込むこと
で、本係止位置に保持される。
【００４１】
　また、ムービングプレート１３がフード部２６内に挿入される。このムービングプレー
ト１３の挿入に先立ち、レバー１１が嵌合開始位置に留め置かれる。レバー１１は、回動
規制部６６の係止突起６７がフード部２６の解除案内溝３５に弾性的に嵌合されて解除案
内溝３５の溝縁に係止されることにより、嵌合完了位置へ向けて回動されるのが規制され
る（図４を参照）。また、ストッパ部７４がストッパ受部７５に当接することで、レバー
１１が離脱許容位置へ向けて回動されるが規制される（図９を参照）。そして、嵌合開始
位置では、操作部６０がハウジング本体２５の後端上方に配置され、干渉部３９が弧状溝
７１に挿入されて当て面部５９の近傍において当て面部５９から離間して配置される。
【００４２】
　ところで、ムービングプレート１３がフード部２６内に挿入される過程では、カム部５
５が離脱規制部６９の前面を摺動して、カム板６１が外側へ弾性的に拡開させられる。ム
ービングプレート１３がフード部２６内に挿入されると、カム板６１が弾性的に復帰し、
それとともにカム部５５が対応するカム溝６８の入り口に挿入されて離脱規制部６９の後
面に係止可能に配置される（図９を参照）。これにより、ムービングプレート１３が移動
開始位置にてフード部２６からの離脱を規制された状態に保持される。
【００４３】
　また、案内部５３が対応する移動案内溝３４に嵌合挿入され、突条部５４と周壁部４８
の外面との間に突条受部３６が嵌合挿入されることで、ムービングプレート１３の前後方
向への移動案内がなされる（図３を参照）。さらに、フロントリテーナ１２のこじり防止
部４４がムービングプレート１３の貫通孔５１に略位置決めして挿通される。
【００４４】
　上記の状態で、相手ハウジング１４がフード部２６内に浅く嵌合される。このとき、両
ハウジング１０、１４が互いに正対した状態から傾いた姿勢をとっていると、こじり防止
部４４の先端が相手ハウジング１４の対向する壁面部分に当接し、両ハウジング１０、１
４の嵌合動作が規制され、雄端子金具３０が相手ハウジング１４によってこじられる事態
が回避される。一方、両ハウジング１０、１４が正規の嵌合姿勢をとっていると、こじり
防止部４４が相手フロントリテーナ１７及び相手ハウジング１４のこじり防止受部２０に
略位置決めして挿入され、両ハウジング１０、１４の嵌合動作が適正になされる。
【００４５】
　また、相手ハウジング１４がフード部２６内に浅く嵌合されると、カムフォロア２１が
、導入溝５２を通してカム部５５内の合体空間部５６に嵌合挿入され、導入溝５２の奥端
に当て止めされる（図１２を参照）。これにより、カムフォロア２１とカム部５５とが合
体して略一体化する。また、解除部２２が解除案内溝３５に挿入されて係止突起６７と干
渉し、回動規制部６６が外側に撓み変形させられ、係止突起６７と解除案内溝３５の溝縁
との係止が解除される。これにより、レバー１１の嵌合完了位置への回動操作が可能とな
る。
【００４６】
　続いて、操作部６０を摘みつつレバー１１が嵌合完了位置へ向けて回動させられる（図
４及び図５を参照）。レバー１１の回動過程では、合体状態にあるカムフォロア２１及び
カム部５５がカム溝６８の溝面を摺動し、相手ハウジング１４とレバー１１との間のカム
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作用によって相手ハウジング１４がフード部２６の奥面側へと引き寄せられる。また、カ
ム部５５がカム溝６８内を変位することで、ムービングプレート１３が移動完了位置（フ
ード部２６の奥面側）へ向けて移動する。このとき、突条部５４が突条受部３６を摺動す
ることでムービングプレート１３の移動案内がなされる。
【００４７】
　合体状態にあるカムフォロア２１及びカム部５５がカム溝６８の奥端側に至ると、相手
ハウジング１４のロック部２３が嵌合凹部３３に嵌合挿入され、操作部６０のレバーロッ
ク部６２がロック部２３の突起２４に弾性的に係止されて、レバー１１の回動動作が規制
される。これにより、レバー１１が嵌合完了位置に回動規制状態に保持される。
【００４８】
　レバー１１が嵌合完了位置に至ると、干渉部３９が弧状溝７１の一端寄りの位置に配置
されるとともに、ムービングプレート１３のプレート本体４７がフロントリテーナ１２の
前壁部４２に当接又は近接して配置され、前壁部４２がプレート本体４７とフード部２６
の奥面との間に挟まれた状態になる（図８を参照）。また、各雄端子金具３０のタブ３１
が、各挿通孔４９から前方に大きく突出し、相手ハウジング１４に収容された各雌端子金
具に電気的に接続される。かくして、両ハウジング１０、１４が正規嵌合状態に保持され
る。
【００４９】
　一方、メンテナンス等の事情により、雄端子金具３０をキャビティ２７から抜き取る必
要が生じる。この場合は、まずレバーロック部６２とロック部２３との係止を解除した後
、操作部６０を摘みつつレバー１１が嵌合開始位置へ向けて回動させられる。レバー１１
が嵌合開始位置へ向けて回動させられると、カム部５５がカム溝６８の入り口側に変位し
て、ムービングプレート１３が移動開始位置へ向けて移動させられる。
【００５０】
　レバー１１が嵌合開始位置に戻った後、レバー１１のガイド溝７３に治具Ｊが差し込ま
れる（図９を参照）。治具Ｊは、ガイド溝７３の溝形状に対応するピン状又は棒状をなし
、先端部がガイド溝７３にその上面開口から差し込まれ、ガイド溝７３の溝面に沿って下
向きにほぼ真っ直ぐ変位させられる。すると、カム板６１が治具Ｊに押圧されて操作部６
０との連結部位を略支点として外側へ弾性的に拡開させられる。こうしてカム板６１が拡
開させられるのに伴い、ストッパ部７４がストッパ受部７５から離間し、レバー１１が離
脱許容位置へ向けて回動可能な状態になる。
【００５１】
　その後、レバー１１が嵌合開始位置から嵌合完了位置とは逆方向に回動させられ、離脱
許容位置に至らしめられる。離脱許容位置に至るに伴い、干渉部３９が弧状溝７１の当て
面部５９に当接し、レバー１１のそれ以上先方（嵌合開始位置側とは逆方向）への回動動
作が規制される（図１１を参照）。また、レバー１１が離脱許容位置に回動される過程で
は、カム部５５がカム溝６８の入り口側にて離脱規制部６９から通過口７０側へ向けて変
位する。レバー１１が離脱許容位置に至ると、カム部５５の全体が離脱規制部６９から解
離して通過口７０側に移行する。これにより、移動開始位置におけるムービングプレート
１３がフード部２６から離脱可能な状態になる。
【００５２】
　上記によってレバー１１が離脱許容位置にあるときに、ムービングプレート１３がフー
ド部２６から前方へ引き抜かれ、続いて、フロントリテーナ１２がフード部２６から前方
へ引き抜かれる。その後、図示しない端子抜き抜き用の治具がフード部２６の奥面に臨む
ランス２８にあてがわれ、ランス２８が端子抜き取り用の治具によって係止解除方向（図
示下方）に撓み変形させられる。その状態で、雄端子金具３０に接続された電線２９が後
方へ引っ張られる等して、雄端子金具３０がキャビティ２７から引き抜かれる。
【００５３】
　このように、本実施例１の場合、レバー１１が離脱許容位置にあるときに、カム部５５
が離脱規制部６９から離間して、ムービングプレート１３がフード部２６から離脱可能な
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状態になるため、ハウジング１０からレバー１１を取り外さなくても、ムービングプレー
ト１３をフード部２６から離脱させ、雄端子金具３０の抜き取り作業を行うことができる
。したがって、面倒なレバー１１の取り外し作業を行わずに済み、作業負担が軽減される
。
【００５４】
　特に、本実施例１の場合、フロントリテーナ１２に端子抜き取り用の治具を通す治具挿
通孔を開設しづらいという事情があるため、ハウジング１０にレバー１１を取り付けた状
態のまま、雄端子金具３０の抜き取り作業を行うことができるメリットは大きい。
【００５５】
　また、ストッパ受部７５とストッパ部７４との係止が維持されることにより、レバー１
１が嵌合開始位置から離脱許容位置へと不用意に回動されるのが防止される。ストッパ受
部７５とストッパ部７４との係止を解除させる際は、治具Ｊによってカム板６１を弾性変
位させればよいから、解除作業を比較的簡単に行うことができる。しかも、カム板６１に
、このカム板６１を弾性変位させる治具Ｊをガイドするべく、直線状に延びて外面側に開
口するガイド溝７３が設けられているため、治具Ｊをガイド溝７３に沿わせるだけで、カ
ム板６１を簡単に弾性変位させることができる。
【００５６】
　さらに、レバー１１に、このレバー１１の回動方向に沿って湾曲する弧状溝７１が設け
られ、ハウジング１０の干渉部３９が離脱許容位置にて弧状溝７１の奥端における当て面
部５９に当接することにより、レバー１１が離脱許容位置で停止するため、ムービングプ
レート１３の離脱作業を円滑且つ迅速に開始することができる。
【００５７】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）合体状態にあるカムフォロア及びカム部は、カム溝の溝面に、少なくとも一方が
摺動してカム作用を発揮するものであればよい。
　（２）ガイド溝は、ハウジングに設けられていてもよく、あるいは、カム板及びハウジ
ングの双方に設けられていてもよい。
　（３）カム溝は、カム板を板厚方向に貫通する無底の形態であってもよい。
　（４）レバーは一つのカム板のみで構成される一枚板状の形態であってもよい。
　（５）離脱規制部、ガイド溝、ストッパ部及びストッパ受部は、それぞれ一つだけ設け
られるものであってもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１０…ハウジング
　１１…レバー
　１２…フロントリテーナ
　１３…ムービングプレート
　１４…相手ハウジング
　２１…カムフォロア
　２６…フード部
　２８…ランス
　３０…雄端子金具
　３１…タブ
　４６…撓み規制部
　４９…挿通孔
　５５…カム部
　５９…当て面部
　６１…カム板
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　６８…カム溝
　６９…離脱規制部
　７０…通過口
　７１…弧状溝
　７３…ガイド溝
　７４…ストッパ部
　７６…ストッパ受部
　Ｊ…治具

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 2018-206617 A 2018.12.27

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(15) JP 2018-206617 A 2018.12.27

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(16) JP 2018-206617 A 2018.12.27

【図１５】

【図１６】

【図１７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

