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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の雄型部分と第１の雌型部分とを有する第１のハウジングと、
　前記第１の雄型部分が嵌合する第２の雌型部分と前記第１の雌型部分に嵌合する第２の
雄型部分とを有する第２のハウジングと、
　前記第１、第２の雄型部分に保持される第１のコンタクトと、
　前記第１、第２の雌型部分に保持される第２のコンタクトとを備え、
　前記第１、第２のコンタクトのそれぞれは、弾性変形可能な接触部と、この接触部に前
記嵌合・離脱方向とほぼ直交する方向へ突出するように設けられた接点部と、前記接触部
の前記接点部と反対側の面に、前記嵌合・離脱方向とほぼ平行に延びるように形成された
接触面とを有し、
　前記第１、第２のコンタクトのそれぞれは、前記第１、第２のハウジングに対して、前
記第１、第２のハウジングが嵌合したとき前記第１、第２のコンタクトの一方のコンタク
トの前記接点部が他方のコンタクトの前記接触面に前記第１、第２のハウジングのほぼ嵌
合開始から完了まで接触するように、配置されており、
　前記第１、第２のコンタクトの形状と大きさとがほぼ同じである
　ことを特徴とするコネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明はコネクタ装置に関し、特に第１のコネクタと第２のコネクタとを備えるコネ
クタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プラグ側コネクタとレセプタクル側コネクタ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】
　このコネクタ装置のプラグ側コネクタはプラグ側コンタクトとプラグ側インシュレータ
とを備える。
【０００４】
　プラグ側コンタクトはばね部と接触受け部と保持部とを有する。ばね部はプラグ側コネ
クタのレセプタクル側コネクタに対する嵌合・離脱方向へ延びている。ばね部の先端部に
は接触部がある。接触受け部はばね部の後端部に連結され、嵌合・離脱方向へ延びている
。保持部は接触受け部に連結されている。
【０００５】
　プラグ側インシュレータにはプラグ側コンタクトの保持部が圧入される。
【０００６】
　コネクタ装置のレセプタクル側コネクタはレセプタクル側コンタクトとレセプタクル側
インシュレータとを備える。
【０００７】
　レセプタクル側コンタクトはばね部と接触受け部と保持部とを有する。ばね部はプラグ
側コネクタのレセプタクル側コネクタに対する嵌合・離脱方向へ延びている。ばね部の先
端部には接触部がある。接触部はプラグ側コンタクトの接触受け部に接触する。接触受け
部はばね部の後端部に連結されている。接触受け部はプラグ側コンタクトの接触部と接触
する。保持部は接触受け部に連結されている。
【０００８】
　レセプタクル側インシュレータはプラグ側コネクタのプラグ側インシュレータに対して
嵌合・離脱可能である。
【０００９】
　レセプタクル側インシュレータにはレセプタクル側コンタクトの保持部が圧入される。
【００１０】
　プラグ側インシュレータとレセプタクル側インシュレータとが嵌合すると、プラグ側コ
ンタクトの接触部がレセプタクル側コンタクトの接触受け部に接触し、レセプタクル側コ
ンタクトの接触部がプラグ側コンタクトの接触受け部に接触する。その結果、プラグ側コ
ネクタに接続されたプラグ側接続対象物とレセプタクル側コネクタに接続されたレセプタ
クル側接続対象物とが電気的に接続される。
【特許文献１】特開２００８－７１５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述のコネクタ装置では、コンタクトのばね部と接触受け部と保持部とが嵌合・離脱方
向に沿って並んでいるので、コネクタ装置の嵌合離脱方向の寸法が大きくなり、コネクタ
装置の高さ寸法が大きくなるという問題があった。
【００１２】
　この発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その課題は低背化を達成すること
ができるコネクタ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述の課題を解決するため請求項１の発明は、第１の雄型部分と第１の雌型部分とを有
する第１のハウジングと、前記第１の雄型部分が嵌合する第２の雌型部分と前記第１の雌
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型部分に嵌合する第２の雄型部分とを有する第２のハウジングと、前記第１、第２の雄型
部分に保持される第１のコンタクトと、前記第１、第２の雌型部分に保持される第２のコ
ンタクトとを備え、前記第１、第２のコンタクトのそれぞれは、弾性変形可能な接触部と
、この接触部に前記嵌合・離脱方向とほぼ直交する方向へ突出するように設けられた接点
部と、前記接触部の前記接点部と反対側の面に、前記嵌合・離脱方向とほぼ平行に延びる
ように形成された接触面とを有し、前記第１、第２のコンタクトのそれぞれは、前記第１
、第２のハウジングに対して、前記第１、第２のハウジングが嵌合したとき前記第１、第
２のコンタクトの一方のコンタクトの前記接点部が他方のコンタクトの前記接触面に前記
第１、第２のハウジングのほぼ嵌合開始から完了まで接触するように、配置されており、
前記第１、第２のコンタクトの形状と大きさとがほぼ同じであることを特徴とする。
【００１４】
　上述のように、第２のコンタクトは、第２の接触部に嵌合・離脱方向とほぼ平行に延び
るように形成され、第１、第２のハウジングの嵌合開始から完了まで第１のコンタクトの
接点部に接触する接触面を有し、第１の接触部と第２の接触部との内の少なくとも一方の
接触部が弾性変形可能であるので、ばね部と接触部とを嵌合・離脱方向へ並べる必要がな
い。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、コネクタの低背化を達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図１はこの発明の第１実施形態に係るコネクタ装置の第１のコネクタの斜視図、図２は
図１のII－II線に沿う断面図、図３は図１のIII－III線に沿う断面図、図４は図１に示す
コネクタ装置の第１、第２のコネクタの嵌合開始の状態を示す斜視図、図５はその第１、
第２のコネクタの嵌合完了の状態を示す斜視図、図６は図５のVI－VI線に沿う断面図であ
る。なお、図１、図２、図３において、便宜上、第２のコネクタ３´を構成するコンタク
ト５－I´，５－II´とハウジング７´とを括弧書きで示した。
【００２２】
　図４に示すように、このコネクタ装置は第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´とを備
える。
【００２３】
　図１に示すように、第１のコネクタ３は複数のコンタクト（第１のコンタクト）５－I
，５－IIとハウジング（第１のハウジング）７とを有する。
【００２４】
　図２に示すように、コンタクト５－Iはばね部（第１の接触部）５１と挿入部５２と接
点部５３と端子部５５とを有する。コンタクト５－Iは導電性及び弾性を有する金属板に
打抜き加工を施すことによって形成されている。
【００２５】
　ばね部５１はほぼＬ字形であり、先端側部分５１１と後端側部分５１２とを有する。先
端側部分５１１は第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´との嵌合・離脱方向ＤＦへ延び
ている。先端側部分５１１は接触面５１１ａを有する。接触面５１１ａは嵌合・離脱方向
ＤＦへ延びている。後端側部分５１２は先端側部分５１１に対して直角の方向へ延びてい
る。
【００２６】
　挿入部５２はばね部５１の後端側部分５１２に連結されている。挿入部５２は嵌合・離
脱方向ＤＦへ延びている。挿入部５２は凸部５４を有する。凸部５４は嵌合・離脱方向Ｄ
Ｆと直角の方向へ突出している。挿入部５２の高さ寸法（嵌合・離脱方向ＤＦの寸法）は
ばね部５１の先端側部分５１１の高さ寸法のほぼ半分である。挿入部５２を保持部７４の
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圧入孔７４ａ，７４ｂへ挿入することにより、コンタクト５－I ，５－IIがハウジング７
に保持される。
【００２７】
　接点部５３はばね部５１の先端側部分５１１の接触面５１１ａと反対側の面に形成され
ている。接点部５３は嵌合・離脱方向ＤＦと直角の方向へ突出している。
【００２８】
　端子部５５はばね部５１の後端側部分５１２に連結されている。
【００２９】
　図３に示すように、コンタクト５－IIはばね部（第１の接触部）５１と挿入部５２と接
点部５３と端子部１５５とを有する。コンタクト５－IIの形状、大きさは端子部１５５を
除き、コンタクト５－I の形状、大きさと同じであるので、共通の部分には同一符号を付
してその形状の説明を省略する。コンタクト５－IIの端子部１５５とコンタクト５－I の
端子部５５との違いは長さだけであり、端子部１５５の方が端子部５５よりも短い。コン
タクト５－I とコンタクト５－IIとは、キャリア（図示せず）に連結された状態では同一
形状を呈しており、それぞれの端子部を形成する際、切断箇所を異ならせるのみで、コン
タクト５－I とコンタクト５－IIとは形成される。
【００３０】
　なお、コンタクト５－I とコンタクト５－IIのそれぞれの端子部を形成する際、切断位
置を同一にして、コンタクト５－I とコンタクト５－IIとの形状を同一になるように形成
してもよい。
【００３１】
　図１に示すように、ハウジング７は１つの板状部７１と１つの凸部７２と１対の凸部７
３と１対の保持部７４とを有し、これらは絶縁性を有する合成樹脂で一体に形成されてい
る。
【００３２】
　板状部７１は矩形である。板状部７１の一端側部分と他端側部分とにはそれぞれ複数の
切欠７１ａ，７１ｂ（図５参照（後述するように第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´
とは同じ構造であるので、図５に示す第２のコネクタ３´の切欠７１ａ，７１ｂと図１，
２，３に示すコネクタ３の切欠７１ａ，７１ｂとは同じ形状、大きさである））が形成さ
れている。切欠７１ａ，７１ｂはハウジング７の幅方向Ｗへ延びている。
【００３３】
　凸部７２は板状部７１の一端側部分の中央部（ハウジング７の幅方向Ｗの中央部）に形
成されている。凸部７２はハウジング７の長手方向Ｌへ延びている。凸部７２の両側面（
長手方向Ｌに平行な２つの面）にはそれぞれ複数の溝７２ａがハウジング７の長手方向Ｌ
へ等間隔に形成されている（図１、図４参照）。溝７２ａは嵌合・離脱方向ＤＦへ延びて
いる。溝７２ａは板状部７１の一端側部分の切欠７１ａに通じている。
【００３４】
　１対の凸部７３は板状部７１の他端側部分に形成されている。１対の凸部７３はハウジ
ング７の長手方向Ｌへ延びている。１対の凸部７３の互いに対向するそれぞれの面（ハウ
ジング７の長手方向Ｌに平行な２つの面）に複数の溝７３ａがハウジング７の長手方向Ｌ
へ等間隔に形成されている（図１、図６参照）。溝７３ａは嵌合・離脱方向ＤＦへ延びて
いる。溝７３ａは板状部７１の他端側部分の切欠７１ｂに通じている（図３参照）。
【００３５】
　１対の保持部７４は板状部７１の両側部に（幅方向Ｗの両端部）形成されている。１対
の保持部７４の一端側部分には複数の圧入孔７４ａが形成されている。保持部７４の一端
側部分の圧入孔７４ａは板状部７１の一端側部分の切欠７１ａに通じている（図２参照）
。
【００３６】
　１対の保持部７４の他端側部分には複数の圧入孔７４ｂが形成されている。保持部７４
の他端側部分の圧入孔７４ｂは板状部７１の他端側部分の切欠７１ｂに通じている（図３
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参照）。
【００３７】
　ハウジング７の凸部７２が形成された部分はハウジング７の雄型ハウジング部分７ａと
して機能し、ハウジング７の１対の凸部７３が形成された部分はハウジング７の雌型ハウ
ジング部分７ｂとして機能する。
【００３８】
　図４、図５に示すように、第２のコネクタ３´は第１のコネクタ３と同じ構造であるの
で、第２のコネクタ３´の構造について簡単に説明する。
【００３９】
　第２のコネクタ３´は複数のコンタクト（第２のコンタクト）５－I´，５－II´とハ
ウジング（第２のハウジング）７´とを有する（図１参照）。
【００４０】
　コンタクト５－I´ の形状、大きさは第１のコネクタ３のコンタクト５－I の形状、大
きさと同じであり、ばね部（第２の接触部）５１と挿入部５２と接触部５３と端子部５５
とを有する（図２参照）。
【００４１】
　コンタクト５－II´の形状、大きさは第１のコネクタ３のコンタクト５－IIの形状、大
きさと同じであり、ばね部（第２の接触部）５１と挿入部５２と接触部５３と端子部１５
５とを有する（図３参照）。
【００４２】
　ハウジング７´の形状、大きさは第１のコネクタ３のハウジング７の形状、大きさと同
じであり、１つの板状部７１と１つの凸部７２と１対の凸部７３と１対の保持部７４とを
有し、これらは絶縁性を有する合成樹脂で一体に形成されている（図１参照）。
【００４３】
　第１のコネクタ３を組み立てるには、コンタクト５－I の挿入部５２をハウジング７の
保持部７４の圧入孔７４ａに圧入し（図２参照）、コンタクト５－IIの挿入部５２をハウ
ジング７の保持部７４の圧入孔７４ｂに圧入すればよい（図３参照）。コンタクト５－I
の挿入部５２をハウジング７の保持部７４の圧入孔７４ａに圧入したとき、コンタクト５
－Iのばね部５１はハウジング７の板状部７１の切欠７１ａと凸部７２の溝７２ａとに収
容され、コンタクト５－IIの挿入部５２をハウジング７の保持部７４の圧入孔７４ｂに圧
入したとき、コンタクト５－IIのばね部５１はハウジング７の板状部７１の切欠７１ｂと
凸部７３の溝７３ｂとに収容される。
【００４４】
　第２のコネクタ３´の組立は第１のコネクタ３の組立と同様である。
【００４５】
　次に、このコネクタ装置の使用方法について説明する。
【００４６】
　予め第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´とをそれぞれ図示しないプリント基板に実
装しておく。
【００４７】
　図４に示すように、第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´とを対向させ、第１のコネ
クタ３のハウジング７と第２のコネクタのハウジング７´とを嵌合させる。その結果、第
１のコネクタ３の凸部７２が第２のコネクタ３´の１対の凸部７３の間に挿入されるとと
もに、第２のコネクタ３´の凸部７２が第１のコネクタ３の１対の凸部７３の間に挿入さ
れる。
【００４８】
　ハウジング７，７´同士が嵌合すると、図６に示すように、第１のコネクタ３のコンタ
クト５－I の接点部５３は第２のコネクタ３´のコンタクト５－II´のばね部５１の接触
面５１１ａに接触する。
【００４９】
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　同様に、第２のコネクタ３´のコンタクト５－I´ の接点部５３は第１のコネクタ３の
コンタクト５－IIのばね部５１の接触面５１１ａに接触する。接点部５３はハウジング７
，７´同士の嵌合とほぼ同時に接触面５１１ａに接触し、ハウジング７，７´同士の嵌合
が完了した後も接触面５１１ａに接触し続ける。その結果、第１のコネクタ３と第２のコ
ネクタ３´とによってプリント基板同士が電気的に接続される。
【００５０】
　接点部５３が接触面５１１ａに接触するとき、第１のコネクタ３のばね部５１と第２の
コネクタ３´のばね部５１とが弾性変形するので、接点部５３と接触面５１１ａとの接触
が円滑に行われる。なお、コネクタ３´のばね部５１は弾性変形しないように構成しても
よい。
【００５１】
　以上のように、コネクタ３，３´のコンタクト５－I，５－I´の接点部５３がそれぞれ
コネクタ３´，３のコンタクト５－II´，５－IIのばね部５１の先端側部分５１１の接触
面５１１ａに接触するので、ハウジング７，７´同士の嵌合長さを短くしても、接触有効
長を長くとることができ、ハウジング７，７´の寸法誤差やコンタクト５－I ，５－II，
５－I´，５－II´の取付け誤差等を吸収することができ、コンタクト５－I，５－II，５
－I´ ，５－II´同士を確実に接触させることができる。このように、ハウジング７，７
´同士の嵌合長さを短くできるので、コネクタ装置の低背化を達成することができる。
【００５２】
　また、第１のコネクタ３と第２のコネクタ３´とを同構造としたので、製造コストを低
減することができる。
【００５３】
　更に、コンタクト５－I，５－II，５－I´，５－II´の挿入部５２の高さをばね部５１
の先端側部分５１１のほぼ半分の高さにしたので、嵌合・離脱方向ＤＦでコネクタ３の挿
入部５２とコンタクト３´の挿入部５２とを嵌合・離脱方向ＤＦへ並べることができ、そ
の結果、ハウジング７，７´の幅寸法Ｗを小さくすることができる。
【００５４】
　図７はこの発明の第２実施形態に係るコネクタ装置の第１のコネクタの斜視図、図８は
図７に示す第１のコネクタの平面図、図９は図７に示す第１のコネクタの正面図、図１０
は図７に示す第１のコネクタの側面図、図１１は図７に示す第１のコネクタの底面図、図
１２は図９のXII－XII線に沿う断面図、図１３は図９のXIII－XIII線に沿う断面図、図１
４は図７に示すコネクタ装置の第１、第２のコネクタの嵌合前の状態を示す斜視図、図１
５は同第１、第２のコネクタの嵌合開始の状態を示す断面図、図１６は同第１、第２のコ
ネクタの嵌合完了の状態を示す断面図、図１７は同第１、第２のコネクタの嵌合完了の状
態を示す斜視図である。なお、図７、図８、図９、図１０、図１１、図１２、図１３にお
いて、便宜上、第２のコネクタ２０３´を構成するコンタクト２０５´とハウジング２０
７´とを括弧書きで示した。
【００５５】
　図１４に示すように、このコネクタ装置は第１のコネクタ２０３と第２のコネクタ２０
３´とを備える。
【００５６】
　図７、図８、図９、図１０、図１１に示すように、第１のコネクタ２０３は複数のコン
タクト（第１のコンタクト）２０５とハウジング（第１のハウジング）２０７とを有する
。
【００５７】
　図１２に示すように、コンタクト２０５は第１アーム部２５１と第２アーム部２５２と
凸部２５３と端子部２５５とを有する。コンタクト２０５は導電性及び弾性を有する金属
板に打抜き加工を施すことによって形成されている。
【００５８】
　第１アーム部２５１はほぼＬ字形であり、先端側部分２５１１と後端側部分２５１２と
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を有する。先端側部分２５１１は第１のコネクタ２０３と第２のコネクタ２０３´との嵌
合・離脱方向ＤＦへ延びている。後端側部分２５１２は先端側部分２５１１に対して直角
の方向へ延びている。
【００５９】
　第２アーム部２５２は第１アーム部２５１の後端側部分２５１２に連結されている。第
２アーム部２５２は嵌合・離脱方向ＤＦへ延びている。第２アーム部２５２は凸部２５４
を有する。凸部２５４は第２アーム部２５２の第１アーム部２５１側の面と反対側の面に
形成されている。凸部２５４は嵌合・離脱方向ＤＦと直角な方向へ突出している。第２ア
ーム部２５２の高さ寸法は（嵌合・離脱方向ＤＦの寸法）は第１アーム部２５１の高さ寸
法にほぼ等しい。
【００６０】
　凸部２５３は第１アーム部２５１の先端側部分２５１１に形成されている。凸部２５３
は嵌合・離脱方向ＤＦと直角の方向へ突出している。
【００６１】
　端子部２５５は第１アーム部２５１の後端側部分２５１２に連結されている。
【００６２】
　図７、図８、図９、図１１に示すように、ハウジング２０７は１つの板状部２７１と２
つの凸部２７２と２つの凸部２７３と１つの保持部２７４と２つの保持部２７５とを有し
、これらは絶縁性を有する合成樹脂で一体に形成されている。
【００６３】
　板状部２７１は一端側部分２７１ａと他端部側部分２７１ｂとを有する（図１１参照）
。板状部２７１の一端側部分２７１ａの両側部（ハウジング２０７の幅方向Ｗの両端部）
にはそれぞれ複数の切欠２７１ｃが形成されている。切欠２７１ｃはハウジング２０７の
幅方向Ｗへ延びている。板状部２７１の他端側部分２７１ｂの両側部（ハウジング２０７
の幅方向Ｗの両端部）にはそれぞれ複数の切欠２７１ｄが形成されている。切欠２７１ｄ
はハウジング２０７の幅方向Ｗへ延びている。
【００６４】
　２つの凸部２７２は板状部２７１の一端側部分２７１ａの両側部（ハウジング２０７の
幅方向Ｗの両端部）にそれぞれ形成されている。凸部２７２はハウジング２０７の長手方
向Ｌへ延びている。凸部２７２の内側面には複数の溝２７２ａがハウジング２０７の長手
方向Ｌへ等間隔に形成されている（図７、図１２参照）。溝２７２ａは嵌合・離脱方向Ｄ
Ｆへ延びている。溝２７２ａは板状部２７１の一端側部分２７１ａの切欠２７１ｃに通じ
ている（図１２参照）。
【００６５】
　２つの凸部２７３は板状部２７１の他端側部分２７１ｂの両側部の近傍に形成されてい
る。凸部２７３はハウジング２０７の長手方向Ｌへ延びている。凸部２７３の保持部２７
５と対向する面には複数の溝２７３ａがハウジング２０７の長手方向Ｌへ等間隔に形成さ
れている（図７、図１３参照）。溝２７３ａは嵌合・離脱方向ＤＦへ延びている。溝２７
３ａは板状部２７１の他端側部分２７１ｂの切欠２７１ｄに通じている（図１３参照）。
【００６６】
　保持部２７４は板状部２７１の一端側部分２７１ａの中央部（ハウジング２０７の幅方
向Ｗの中央部）に形成されている。保持部２７４は長手方向Ｌへ延びている。保持部２７
４には複数の圧入孔２７４ａがハウジング２０７の長さ方向Ｌへ等間隔に形成されている
。圧入孔２７４ａはハウジング２０７の長さ方向Ｌへ２列に並んでいる。圧入孔２７４ａ
は板状部２７１の一端側部分２７１ａの切欠２７１ｃに通じている（図１２参照）。
【００６７】
　２つの保持部２７５は板状部２７１の他端側部分２７１ｂの両側部（ハウジング２０７
の幅方向Ｗの両端部）に形成されている。保持部２７５は長手方向Ｌへ延びている。保持
部２７５には複数の圧入孔２７５ａが長手方向Ｌへ等間隔に形成されている。圧入孔２７
５ａは板状部２７１の他端側部分２７１ｂの切欠２７１ｄに通じている（図１３参照）。
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【００６８】
　ハウジング２０７の凸部２７２が形成された部分はハウジング２０７の雄型ハウジング
部分２０７ａとして機能し、ハウジング２０７の凸部２７３が形成された部分はハウジン
グ２０７の雌型ハウジング部分２０７ｂとして機能する。
【００６９】
　図１０に示すように、第２のコネクタ２０３´は第１のコネクタ２０３と同じ構造であ
るので、第２のコネクタ２０３´の構造について簡単に説明する。
【００７０】
　第２のコネクタ２０３´は複数のコンタクト（第２のコンタクト）２０５´とハウジン
グ（第２のハウジング）２０７´とを有する。
【００７１】
　コンタクト２０５´の形状、大きさは第１のコネクタ２０３のコンタクト２０５の形状
、大きさと同じであり、第１アーム部２５１と第２アーム部２５２と凸部２５３と端子部
２５５とを有する（図１５、図１６参照）。
【００７２】
　ハウジング２０７´の形状、大きさは第１のコネクタ３のハウジング２０７の形状、大
きさと同じであり、１つの板状部２７１と２つの凸部２７２と２つの凸部２７３と１つの
保持部２７４と２つの保持部２７５とを有し、これらは絶縁性を有する合成樹脂で一体に
形成されている。
【００７３】
　第１のコネクタ２０３を組み立てるには、ハウジング２０７にコンタクト２０５を保持
させなければならないが、コンタクト２０５の保持には２つの態様がある。１つ目の態様
は、コンタクト２０５の第１のアーム部２５１の先端側部分２５１１及び凸部２５３をハ
ウジング２０７の保持部２７４の圧入孔２７４ａに圧入する態様（図１２参照）である。
２つ目の態様は、コンタクト２０５の第２のアーム部２５２をハウジング２０７の保持部
２７５の圧入孔２７５ａに圧入する態様（図１３参照）である。
【００７４】
　上記１つ目の態様（図１２参照）では、第２のアーム部２５２がばね部になる。なお、
第２のアーム部２５２は弾性変形しないように構成してもよい。
【００７５】
　上記２つ目の態様（図１３参照）では、第１のアーム部２５１の先端側部分２５１１が
ばね部になる。
【００７６】
　コネクタ２０３´の組立はコネクタ２０３の組立と同様である。
【００７７】
　次に、このコネクタ装置の使用方法について説明する。
【００７８】
　予め第１のコネクタ２０３と第２のコネクタ２０３´とをそれぞれ図示しないプリント
基板に実装しておく。
【００７９】
　図１４に示すように、第１のコネクタ２０３と第２のコネクタ２０３´とを対向させ、
第１のコネクタ２０３のハウジング２０７と第２のコネクタのハウジング２０７´とを嵌
合させる。このとき、第１のコネクタ２０３の凸部２７２が第２のコネクタ２０３´の凸
部２７３と保持部２７５との間に挿入されるとともに、第２のコネクタ２０３´の凸部２
７２が第１のコネクタ２０３の凸部２７３と保持部２７５との間に挿入される（図１６、
図１７参照）。
【００８０】
　ハウジング２０７，２０７´同士が嵌合すると、第１のコネクタ２０３の雌側ハウジン
グ部分２０７ｂと第２のコネクタ２０３´の雄型ハウジング部分２０７ａとでは、図１６
に示すように、第１のコネクタ２０３のコンタクト２０５の凸部２５３は第２のコネクタ



(9) JP 4827106 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

２０３´のコンタクト２０５´の第２アーム部２５２の接触面２５２ａに接触する。また
、このとき、第１のコネクタ２０３の雄側ハウジング部分２０７ａと第２のコネクタ２０
３´の雌型ハウジング部分２０７ｂとでは、第２のコネクタ２０３´のコンタクト２０５
´の凸部２５３は第１のコネクタ２０３のコンタクト２０５の第２アーム部２５２の接触
面２５２ａに接触する。
【００８１】
　このように、コンタクト２０５，２０５´の凸部２５３は接点部として機能する。凸部
２５３はハウジング２０７，２０７´同士の嵌合とほぼ同時に接触面２５２ａに接触し（
図１５参照）、ハウジング２０７，２０７´同士の嵌合が完了した後も接触面２５２ａに
接触し続ける。その結果、第１のコネクタ２０３と第２のコネクタ２０３´とによってプ
リント基板同士が電気的に接続される。
【００８２】
　第２実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果を奏するととともに、コンタクト２
０５の種類が１つだけであるので、製造コストをより低減することができる。
【００８３】
　なお、第１実施形態において、コンタクト５－II，５－II´の接点部５３を省略しても
よい。
【００８４】
　また、第１、第２実施形態において、第１のコネクタ３，２０３と第２のコネクタ３´
，２０３´とを同じ構造にしたが、必ずしも第１のコネクタと第２のコネクタとを同じ構
造にする必要はない。
【００８５】
　なお、第１、第２実施形態では、ハウジング７，２０７は雄型ハウジング部分７ａ，２
０７ａと雌型ハウジング部分７ｂ，２０７ｂとを一体に有しているが、ハウジングは必ず
しもこのように構成する必要はなく、ハウジングを雄型のハウジングと雌型のハウジング
とに分けても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】図１はこの発明の第１実施形態に係るコネクタ装置の第１のコネクタの斜視図で
ある。
【図２】図２は図１のII－II線に沿う断面図である。
【図３】図３は図１のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】図４は図１に示すコネクタ装置の第１、第２のコネクタの嵌合開始の状態を示す
斜視図である。
【図５】図５はその第１、第２のコネクタの嵌合完了の状態を示す斜視図である。
【図６】図６は図５のVI－VI線に沿う断面図である。
【図７】図７はこの発明の第２実施形態に係るコネクタ装置の第１のコネクタの斜視図で
ある。
【図８】図８は図７に示す第１のコネクタの平面図である。
【図９】図９は図７に示す第１のコネクタの正面図である。
【図１０】図１０は図７に示す第１のコネクタの側面図である。
【図１１】図１１は図７に示す第１のコネクタの底面図である。
【図１２】図１２は図９のXII－XII線に沿う断面図である。
【図１３】図１３は図９のXIII－XIII線に沿う断面図である。
【図１４】図１４は図７に示すコネクタ装置の第１、第２のコネクタの嵌合前の状態を示
す斜視図である。
【図１５】図１５は同第１、第２のコネクタの嵌合開始の状態を示す断面図である。
【図１６】図１６は同第１、第２のコネクタの嵌合完了の状態を示す断面図である。
【図１７】図１７は同第１、第２のコネクタの嵌合完了の状態を示す斜視図である。
【符号の説明】



(10) JP 4827106 B2 2011.11.30

10

【００８７】
　３，２０３　第１のコネクタ
　３´，２０３´　第２のコネクタ
　５－I，５－II，２０５　コンタクト（第１のコンタクト）
　５－I´，５－II´，２０５´　コンタクト（第２のコンタクト）
　５１　ばね部（第１の接触部、第２の接触部）
　５１１ａ　接触面
　５３　接点部
　７，２０７　ハウジング（第１のハウジング）
　７´，２０７´　ハウジング（第２のハウジング）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１６】

【図１７】
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