
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続相手側と互いに嵌合するとともに、接続相手側からコネクタを抜去するための操作
部材を備えたコネクタにおいて、前記操作部材は、前記操作部材を当該コネクタに回転自
在に保持するための回転軸 を有し、更に，当該コネクタ
はカム部を有し、前記回転軸は前記接続相手側と係合し、ロックするロック機構を構成し
、前記操作部材を前記回転軸回りに回転して当該コネクタの抜去を行う際、前記カム部に
より 前記回転軸が移動し 前記接続相手側とのロックを
解除するように構成されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタにおいて、前記操作部材は弾性を有し、前記接続相手側と接続
する際、前記接続相手側のカム部により前記回転軸が移動し、一方、接続完了時に前記回
転軸が所定位置に戻ることにより、前記接続相手側とロックするようにしたことを特徴と
するコネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のコネクタにおいて、前記コネクタは、ケーブル又はフレキシブル
プリント配線基板を前記接続相手側に接続するためのプラグ側コネクタであることを特徴
とするコネクタ。
【請求項４】
　接続相手側と互いに嵌合するとともに、前記接続相手側は、前記接続相手側を当該コネ
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クタから抜去するための操作部材を備えたコネクタにおいて、前記操作部材は、前記操作
部材を前記接続相手側に回転自在に保持するための回転軸と

を有し、更に，前記接続相手側はカム部を有し、前記回転軸は前記コネクタと係合し、
ロックするロック機構を構成し、前記操作部材を前記回転軸回りに回転して前記接続相手
側の抜去を行う際、前記カム部により 前記回転軸が移動

当該コネクタとのロックを解除するように構成されていることを特徴とするコネクタ
。
【請求項５】
　請求項 記載のコネクタにおいて、前記コネクタは、プリント配線基板に搭載される
基板側コネクタであることを特徴とするコネクタ。
【請求項６】
　請求項１乃至３の内のいずれか一つに記載のコネクタと、請求項 内のいずれ
か一つに記載のコネクタとを夫々互いに接続相手側として備えてい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】
　本発明はロック機構を備えたコネクタに関し、詳しくは、ロック機構を備えた同軸ケー
ブルやフラットケーブル等のケーブルと接続する中継用の電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ケーブルとプリント配線基板等の基板とを接続するために、基板に基板側コネク
タを設け、ケーブル側には、ケーブル中継用コネクタを設け、これらを互いに嵌合わせる
ことで、電気的且つ機械的に接続している。
【０００３】
　図６（ａ），（ｂ），及び（ｃ）は特許文献１に開示されたプラグコネクタ１１０（以
下、従来技術１と呼ぶ）の正面図、平面図及び側面図である。従来技術１によるプラグコ
ネクタ１１０は、金属シールドハウジング４１の上下面に抜け止め手段としてのラッチば
ね３２，３２ｋが組付けられ、操作部材４３が組付けられている。コネクタ本体４０ａは
、ハウシング４１及びケーブルクランプ４５とによって構成されている。
【０００４】
図６（ａ），（ｂ）に示すようにハウジング４１の後端には、ケーブルクランプ４５がケ
ーブル４４の端をクランプして固定され、プラグコネクタ１１０の後端からケーブル４４
が引き出されている。
【０００５】
　また、ハウジング４１内には、オスコンタクト４６が植設してあるブロック４７が、切
り起こし片に係止されて組込まれている。
【０００６】
ラッチばね３２は、先 Ｕ字状の爪３２ａ及びこの両側にＬ字状の舌部３２ｂ，３２ｃ
を有する。
【０００７】
先端近傍には、一部を傾斜部３２ｅで構成された山形部３２ｄが形成され、山形部３２ｄ
には、操作部材４３を組込むための切欠き３２ｆが形成されている。
【０００８】
この山形部３２ｄから基部側寄りに、順に、切り起こし片３２ｇ及び一対のストッパ３２
ｈ，３２ｉが形成されている。ストッパ３２ｈ，３２ｉは、半円筒状に切り起こされて形
成され、操作部材４３の腕部４３ｂの幅Ｗ１ に対応する寸法Ｗ２ 　 離して配されている。
基部３２ｂには、Ｌ字状の舌部３２ｊを有する。
【０００９】
このラッチばね３２は、図６（ａ），（ｂ）に示すように、略中央の切り起こし片３２ｇ
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がハウジング４１の開口を通ってハウジング４１の内側に入ってハウジング４１をクラン
プし、基部の舌部３２ｂがスリット４１ｃ内に係合し、且つ爪３２ａ及び舌部３２ｂ，３
２ｃが開口４１ｄ内に嵌合した状態で、ハウジング４１の上面に取り付けられている。
【００１０】
爪３２ａは、図６及び図７（ａ）に示すように、ハウジング４１内に入り込んでいる。
【００１１】
舌部３２ｂ，３２ｃは、開口４１ｄの縁に当たって爪３２ａが横ずれするのを防止する。
【００１２】
ラッチばね３２は、線３２ｊで示す個所から先 の部分が反るように弾性変形する。ハ
ウジング４１の下面側にも、ラッチばね３２ｋが、上記のラッチばね３２と同様に取り付
けられている。
【００１３】
操作部材４３は、Ｕ字状腕の各腕部４３ ，４３ の先端に、ラッチ解除カム４３ｄ，４
３ｅを有し、各腕部４３ ，４３ の途中の位置に、両側の凸の突部４３ｆ，４３ｇを有
し、更に、Ｕ字状腕の元の部分に、Ｔ字状のプルタブ４３ｈを有する構成である。
【００１４】
ラッチ解除カム４３ｄ，４３ｅは、略Ｌ字状をなし、上記ラッチばね３２の山形部３２ｄ
に対応する大きさを有する。
【００１５】
Ｕ字状腕の基部側の部分は、図６（ｂ）に示すように横方向に曲がっており、プルタブ４
３ｈは、Ｕ字状腕の延長面に対して、寸法Ｃずれている。寸法Ｃはハウジング４１の幅Ｗ

３ 　 の半分に相当する寸法である。
【００１６】
この操作部材４３は、図６に示すように、カム４３ｄがラッチばね３２の山形部３２ｄの
下側に位置し、腕部４３ｂが切欠き３２ｆより出て、ラッチばね３２上を延在し、ストッ
パ３２ｈと３２ｉとの間を延在し、同様に、カム４３ｅがラッチばね３２ｋの山形部３２
ｄの内側に位置し、腕部４３ｃがラッチばね３２ｋに沿って延在して、コネクタ本体４０
ａを上下より挟むようにして取り付けてある。
【００１７】
プルタブ４３ｈは、コネクタ本体４０ａより後方に寸法Ｄ離れて位置している。
【００１８】
また、上記曲がり部分４３ が形成されていることにより、プルタブ４３ｈは、図６（ｂ
）に示すように、ケーブル４４に近接して配されている。
【００１９】
図６（ｂ）に示すように、プルタブ４３ｈを含めてプラグコネクタ４０ａの幅は、ハウジ
ング４１の幅Ｗ３ 　 内に収まっている。
【００２０】
また、図６（ｂ）中、Ｅで示す、操作部材４３のプラグコネクタ１１０の幅方向のずれは
、腕４３ｂが切欠き３２ｆ及びストッパ３２ｈ，３２ｉによって横ずれを制限されている
ことによって制限されている。
【００２１】
　次に、上記構成の従来技術１によるプラグコネクタ４０ａの操作について説明する。
【００２２】
　接続するには、作業者は、コネクタ本体４０ａ又はケーブル４４を持って、プラグコネ
クタ４０ａを、バックボード３０に固定してあるジャックコネクタ３１に位置合わせし、
矢印Ｘ１ 　 方向に押し込む。
【００２３】
　これにより、オスコンタクト４６と、メスコンタクト３ とが接続され、且つ爪３２ａ
がジャックコネクタ３１の凹部３３を係止する。
【００２４】
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プラグコネクタ４０ａは、抜け止め手段によってロックされた状態でジャックコネクタ３
１と接続される。
【００２５】
引き抜きの際には、作業者は、プルタブ４３ｈまで指先をのばし、指でこれをつかんで、
矢印Ｘ２ 　 方向に引く。
【００２６】
（１）第１段階コネクタ本体４０ は独立に、操作部材４３だけがＸ２ 　 方向に移動す
る。カム４３ｄは、山形部３２ｄの内側でハウジング４１の上面上を、図７（ａ）の状態
から、同図（ｂ）の状態を経て同図（ｃ）の状態へ移動する。このとき、カム４３ｄが傾
斜部３２ｅに当たり、山形部３２ｄへ上方への押上げ力Ｆを作用させる。
【００２７】
これにより、ラッチばね３２が弾性的に撓んで、山形部３２ｄが寸法Ｇ押し上げられる。
これにより、爪３２ａが凹部３３より抜け出し、ラッチが解除される。また、この状態で
、突部４３ｆがストッパ３２ｈ、３２ｉに当接する。
【００２８】
（２）第２段階突部４３ｆがストッパ３２ｈ，３２ｉに当接し、プルタブ４３ｈを引く力
が、ラッチばね３２を介してコネクタ本体４０ａに伝わる。
【００２９】
このとき、ロックは、既に解除された状態にあるため、プラグコネクタ４０ａがジャック
コネクタ３１より引き抜かれる。
【００３０】
なお、プルタブ４３ｈを離すと、ラッチばね３２のばね力によって、カム４３ｄが押され
て、操作部材４３は矢印Ｘ１ 　 方向に移動して図７（ａ）に示す元の位置へ自動的に復帰
する。
【００３１】
また、上述したプルタブとロック機構とを備えた同種のコネクタとしては、特許文献２に
開示されたものがある。
【００３２】
図８（ａ）及び（ｂ）は特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの一例
（以下、従来技術２と呼ぶ）を示す平面図である。
【００３３】
　図８（ａ）及び（ｂ）を参照すると従来技術２に係るロック解除機構を備えたコネクタ
は、コネクタ本体１２１と、このコネクタ本体 の左右両端部にそれぞれ取付けたプ
ラスチック製の対のロック機構であるロックレバー５２とを含んでいる。コネクタ本体１
２１は左右に並設された複数の導電性コンタクト５３（模式的に示した）を絶縁性のハウ
ジングに保持したものである。各ロックレバー５２は、コネクタ本体１２１に対し回動中
心軸５４により回動可能に構成され、その一端に内向きの係合爪５５を備えている。係合
爪５５は、コネクタ本体１２１の接続相手となる相手コネクタ（ここには図示せず）の左
右側面に備えた凹部などよりなる係合部に係合するためのものである。
【００３４】
　対のロックレバー５２の他端にはロック解除操作部又は抜去部材となるプルタブ５６が
その両端を一体に形成されている。プルタブ５６は対のロックレバー５２間にのびた弾力
性をもつものである。コネクタ本体１２１を相手コネクタに嵌合接続させると、ロックレ
バー５２が相手コネクタの係合部に係合する。この係合動作は、回動中心軸５４を支点と
したロックレバー５２の回動を伴って行なわれる。ロックレバー５２と相手コネクタの係
合部との係合は、プルタブ５６の弾力性により維持される。したがって、コネクタ本体１
２１と相手コネクタとの接続が不意に外れることは防止される。
【００３５】
コネクタ本体１２１を相手コネクタから離脱させるには、プルタブ５６の中央部を手指に
て矢印７１で示すように引く。矢印７１の方向に引張った際の力は、矢印７２及び７４に
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方向と力が変換される。矢印７２の力により、ロックレバー５２には、矢印７３の方向に
モーメントが働く。この結果、ロックレバー５２が回動中心軸５４を支点として回動し、
相手コネクタの係合部との係合即ちロックが解除される。さらに、矢印７４方向の力によ
り、コネクタ本体１２１は相手コネクタから完全に離脱させられる。
【００３６】
図９は特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの他の一例を示す平面図
で、図８と同様な部分については同じ参照符号を付して説明を省略する。
【００３７】
図９のコネクタにおいては、コネクタ本体１２１に長溝５７を設け、ロックレバー５２に
一体に設けた軸部５８をその長溝５７に挿入している。
【００３８】
　プルタブを前述と同様に引張ると、力は矢印７２及び７４に変換され、矢印７２の力に
よりロックレバー５２が内側に移動し、ロックが解除され、矢印７２の力によりコネクタ
本体１２１を相手コネクタから抜去できる。この場合、ロックレバー５２は操作時には回
動ではなくスライドすることになる。即ち、コネクタ本体１２１を相手コネクタに対し接
続させる際や離脱させる際には、ロックレバー５２の軸部５８がコネクタ本体１２１の長
溝５７に沿って移動する。この構造による接続や離脱を可能にするために、係合爪５５は
図８におけるそれとは反対に外向きに形成されている。
【００３９】
　図１０（ａ）及び（ｂ）は図９の変形例を示している。コネクタ本体１２１、ロックレ
バー５２、及びプルタブ５６をプラスチック射出技術などを用いて一体に形成することも
でき、これらの場合、コネクタ本体１２１とロックレバー５２とを接続している接続部５
９に弾力性をもたせ、これによりコネクタ本体１２１に対しロックレバー５２を移動可能
若しくは回動可能になす。プルタブ５６は、コネクタ本体１２１とは別体に作られてもよ
い。尚、プルタブ５６の形状は、他の部品との干渉を防ぐ目的や、操作性（つかみやすさ
）を向上させる目的で、他の様々な形状をとり得る。
【００４０】
　図１０（ａ）においては、相手コネクタにコネクタ本体１２１を第１の方向で接離させ
ることを想定すると、ロックレバー５２は第１の方向と直交する第２の方向に可動であり
、またプルタブ５６は第１の方向に引くように設計されている。
【００４１】
　一方、図１０（ｂ）においては、相手コネクタにコネクタ本体１２１を第１の方向で接
離させることを想定すると、ロックレバー５２は第１の方向と直交する第２の方向に可動
であり、またプルタブ５６は第１及び第２の方向に直交する第３の方向に引くように設計
されている。
【００４２】
　図１１は特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの更にもう一つの例
（以下、従来技術４と呼ぶ）を示す斜視図で、図９乃至図１０と同様な部分については同
じ参照符号を付して説明を省略する。ここで使用したプルタブ５６は柔軟な細いケーブル
若しくは紐部材のようなものであり、その両端を対のロックレバー５２の回動端に半田付
けにより接続されている。図１１に示すようにコネクタ本体１２１が相手コネクタ６０に
嵌合していない未嵌合状態では、ロックレバー５２は付勢手段である板バネ６２により係
合爪５５を互いに近づける向きに付勢されている。
【００４３】
　コネクタ本体１２１を相手コネクタ６０に嵌合接続させると、ロックレバー５２の先端
が相手コネクタ６０のレバー受け部６２に挿入され、嵌合接続が確実に成された状態で、
ロックレバー５２の係合爪５５が相手コネクタ６０の凹部又は係合部（図示せず）に係合
し、コネクタ本体１２１と相手コネクタ６０との離脱を確実に阻止する。なお、係合爪５
５が係合部に係合する動作は、ロックレバー５２が板バネ１１の付勢力に逆らって少し回
動することを伴って自動的に行なわれる。
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【００４４】
従来技術によるケーブル中継用コネクタは、コネクタ抜去を容易に行い易く、且つケーブ
ルを掴んでの抜去を避ける目的で、操作部材もしくはプルタブという剛性のある金属製の
丸い棒がコネクタに装着されていた。この従来のプルバーは回転する構造となっており、
抜去時以外は倒れた状態で、外形寸法を広げない工夫はしていた。
【００４５】
　しかしながら、従来技術によるロック機構を備えたコネクタは、プルバーとロック動作
部とが別部品で構成されるために、コネクタの抜去の動作においてもロック機構の保持力
においても、改善の余地があった。
【００４６】
【特許文献１】特開平６－２０８８６４号公報
【特許文献２】特開２００３－２９７４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４７】
　そこで、本発明の技術的課題は、部品点数を増加させることなく、コネクタ抜去の簡便
性を高め、且つロック機構のコネクタ保持力を強めることができるロック機構付コネクタ
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４８】
　本発明によれば、接続相手側と互いに嵌合するとともに、接続相手側からコネクタを抜
去するための操作部材を備えたコネクタにおいて、前記操作部材は、前記操作部材を当該
コネクタに回転自在に保持するための回転軸 を有し、更
に，当該コネクタはカム部を有し、前記回転軸は前記接続相手側と係合し、ロックするロ
ック機構を構成し、前記操作部材を前記回転軸回りに回転して当該コネクタの抜去を行う
際、前記カム部により 前記回転軸が移動し 前記接続相
手側とのロックを解除するように構成されていることを特徴とするコネクタが得られる。
【００４９】
　また、本発明によれば、前記コネクタに いて、前記操作部材は弾性を有し、前記接続
相手側と接続する際、前記接続相手側のカム部により前記回転軸が移動し、一方、接続完
了時に前記回転軸が所定位置に戻ることにより、前記接続相手側とロックするようにした
ことを特徴とするコネクタが得られる。
【００５０】
　また、本発明によれば、前記いずれかのコネクタにおいて、前記コネクタは、ケーブル
又はフレキシブルプリント配線基板を接続するためのプラグコネクタであることを特徴と
するコネクタが得られる。
【００５１】
　また、本発明によれば、接続相手側と互いに嵌合するとともに、前記接続相手側は、前
記接続相手側を当該コネクタから抜去するための操作部材を備えたコネクタにおいて、前
記操作部材は、前記操作部材を前記接続相手側に回転自在に保持するための回転軸

を有し、更に，前記接続相手側はカム部を有し、前記回転軸は
前記コネクタと係合し、ロックするロック機構を構成し、前記操作部材を前記回転軸回り
に回転して前記接続相手側の抜去を行う際、前記カム部により

前記回転軸が移動 当該コネクタとのロックを解除するように構成されているこ
とを特徴とするコネクタが得られる。
【００５２】
【００５３】
　また、本発明によれば、前 おいて、前記コネクタは リント配線基板に
搭載される基板側コネクタであることを特徴とするコネクタが得られる。
【００５４】
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と前記回転軸から延在する腕部と

前記腕部が移動し、それによって て

お

と前記
回転軸から延在する腕部と

前記腕部が移動し、それに
よって して

記コネクタに 、プ



　また、本発明によれば、前記いずれか一つに記載のコネクタと、前記いずれか一つに記
載のコネクタとを夫々互いに接続相手側として備えていることを特徴とするコネクタ装置
が得られる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明においては、部品点数を増加させることなく、コネクタ抜去の簡便性を高め、且
つロック機構のコネクタ保持力を強めることができるロック機構付コネクタを提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００５７】
　図１は本発明の実施の形態によるプラグ側コネクタを示す図で、（ａ）は組み込み前の
プルバーを示す正面図，（ｂ）はコネクタの平面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は底面図，
（ｅ）は側面図である。
【００５８】
　図１（ａ）～（ｅ）を参照すると、プラグ側コネクタ１００はコネクタ本体１０１と、
ロック機構の操作部材としてのブルバー１０とを備えている。
【００５９】
　図１（ａ）に最も良く示されるように、プルバー１０は、剛性を備えた金属棒
からなるＣ字形状で、後に詳しく説明するように、両端の腕部 ｂと、腕部 ｂより
さらに先端に、互いに対向するとともにプルバー１０の回転軸となるとともにロック機構
の一部をなす回転軸１０ａを備えている。プルバー１０は、この回転軸１０ａにおいて、
互いに離間又は接近する方向に沿って移動可能な弾性を備えた材料からなる。
【００６０】
　図１（ｂ）～図１（ｅ）に示すように、コネクタ本体１０１は、断面略Ｌ字形状で、幅
方向に長いインシュレータ１１と、インシュレータ１１の周囲を覆う導電性の材料からな
るシェル１３とを備えている。コネクタ本体１０１は、長さ方向に交差する方向に突出し
たケーブル嵌合部１２と、下方に突出した相手側コネクタ嵌合部１６とを備えている。ケ
ーブル嵌合部１２は、先端から内側に向かって設けられた嵌合孔１２ａを備え、この嵌合
孔１２ａの両側に、ケーブルの露出した導電部と接続するためのコンタクト１４が設けら
れている。
【００６１】
　相手側コネクタ嵌合部１６には、後に詳しく説明する基板側コネクタと嵌合するための
嵌合口１７が設けられ、その内側面の一面に幅方向に並んでコンタクト１８が設けられて
いる。コンタクト１４とコンタクト１８とは一体に設けられているが、別体にして端部等
で接触する構成であっても良い。
【００６２】
　図１（ａ）に示したプルバー１０を広げて、プルバー１０の回転軸１０ａをコネクタ本
体１０１のインシュレータの両側に設けられた保持孔１１ａに装着すると、図 に
示すように、嵌合口１７の内部に回転軸１０ａが互いに対向して突出した形となるととも
に、図１（ｅ）で示すように、回転軸１０ａを回転軸としてコネクタ本体１０１に対して
回転可能に設けられた状態となる。なお、符号７は、先端部を図１（ｅ）における紙面に
垂直に移動させるためのプラグ側コネクタのカム部をなすリブである。
【００６３】
　図２は図１のプラグ側コネクタの相手側コネクタとしての基板側コネクタを示す図で、
（ａ）は平面図，（ｂ）は正面図，（ｃ）は側面図である。図３は（ａ）は図２（ａ）の
コネクタのＩＩＩＡ－ＩＩＩＡ線に沿う部分断面正面図、（ｂ）は図２（ａ）のＩＩＩＢ
－ＩＩＩＢ線に沿う断面図である。
【００６４】
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１０ １０

１（ｄ）



　図２を参照すると、基板側コネクタ１０２は中空角筒状のインシュレータ２１と、イン
シュレータ２１の外周面を覆う導電性材料からなるシェル２２とを備えている。インシュ
レータ２１の上端面に開口２７を備え、その内部に板状の嵌合部２５を備え、この嵌合部
２５は、インシュレータを上下方向に貫通して底部に至るとともにプラグ側コネクタ１０
０の嵌合部１６と嵌合する。この嵌合部２５の外壁面には、コネクタの幅方向に並んで、
細長いＬ字形状の金属片からなるコンタクト２３が設けられている。コンタクト２３は、
嵌合部２５に設けられた接触部２３ａと、基板に半田付け固定するために底部外方に延び
る端子部２３ｂとを備えている。尚、符号２４は基板の孔に装着される位置決め用ピンで
あり、２６はシェルから切り起こされたコネクタの支持部である。
【００６５】
　図３を参照すると、基板側コネクタ１０２の幅方向両側の上端部には、プラグ側コネク
タ１００の下部両側に設けられた位置決め用突起部１５と嵌合する断面逆Ｌ字形の位置決
め孔３と、その内側に設けられたプルバー収容溝２とを備え、プルバー収容溝内に幅方向
外側に向かって突出した突起部１とを備えている。突起部１の上側には、幅方向外方に向
かって傾斜した斜面１ａを備えている。この突起部１はインシュレータ２１と一体成形に
よって形成されている。しかし、金属製のシェル２２と一体に形成しても良い。
【００６６】
　図１のプラグ側コネクタ１００と、図２及び図３の基板側コネクタ１０２とは互いに嵌
合して、細線同軸ケーブルやフレキシブルフラットケーブルもしくはフレキシブルプリン
ト配線基板と基板とを接続するコネクタ装置が構成される。
【００６７】
　図４は本発明の実施の形態によるプラグコネクタと基板側コネクタとの嵌合動作を説明
するための図であり、（ａ）はロック前の状態、（ｂ）はロック状態を示している。図５
（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施の形態によるプラグコネクタと基板側コネクタとのロッ
ク解除動作を説明するための図、図５（ｃ）は側面図である。
【００６８】
　図４（ａ）を参照すると、コネクタ嵌合の際に、プラグ側コネクタ１００の位置決め用
突起部１５が基板側コネクタ１０２の位置決め孔３にガイドされて基板側コネクタ１０２
内に進入するとともにプラグ側コネクタ１００の嵌合部１６の両内側に突出したプルバー
１０の回転軸１０ａは、基板側コネクタ１０２の突起部１の斜面に押されて外方に移動す
る。さらに、下降して、図４（ｂ）に示すように カム部をなす
突起部１をプルバー１０の回転軸１０ａを通過したときに、プルバー１０自身の弾性力に
よって、回転軸１０ａは内側に移動し、上方への移動が不可能なように、突起部１の下面
と係合状態となり、コネクタ同士が完全に嵌合するとともに、従来よりも高いコネクタ保
持力を備えた互いに離脱が不可能なロック状態となる。このとき、プルバー１０は図１（
ｅ）に示す位置にある。
【００６９】
　次にロックを解除するには、プルバー１０を起こす、即ち、図１（ｅ）に示す位置から
図５ に示す位置に、図では回転軸１０ａを中心に反時計回りに回転させると、腕部
１０ｂがリブ７に乗り上げて、これによって、回転軸１０ａが矢印２８に示すように幅方
向外側に移動してロックが解除されて、離脱可能となる。
【００７０】
　このように、本発明の実施の形態によるコネクタは、元来必要な抜き易くする目的のプ
ルバー構造に容易に付加できるため、新たに部品を増やす必要がない。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
以上説明したように、本発明に係るロック機構付電気コネクタは、電子部品内の基板とケ
ーブルを接続するコネクタに適用される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
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、基板側コネクタ１０２の

（ｂ）



【図１】本発明の実施の形態によるプラグ側コネクタを示す図で、（ａ）は組み込み前の
プルバーを示す正面図，（ｂ）はコネクタの平面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は底面図，
（ｅ）は側面図である。
【図２】図１のプラグ側コネクタの相手側コネクタとしての基板側コネクタを示す図で、
（ａ）は平面図，（ｂ）は正面図，（ｃ）は側面図である。
【図３】（ａ）は図２（ａ）のコネクタのＩＩＩＡ－ＩＩＩＡ線に沿う部分断面正面図、
（ｂ）は図２（ａ）のＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線に沿う断面図である。
【図４】本発明の実施の形態によるプラグコネクタと基板側コネクタとの嵌合動作を説明
するための図で、（ａ）はロック前の状態、（ｂ）はロック状態を示している。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施の形態によるプラグコネクタと基板側コネクタ
とのロック解除動作を説明するための図、図５（ｃ）は側面図である。
【図６】（ａ），（ｂ），及び（ｃ）は特許文献１に開示されたプラグコネクタ１１０の
夫々正面図、平面図及び側面図である。
【図７】図６（ａ），（ｂ），及び（ｃ）のコネクタの動作説明に供せられる部分側面図
である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの
一例を示す平面図である。
【図９】特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの他の一例を示す平面
図である。
【図１０】（ａ），（ｂ）は特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの
他の一例の変形例の動作説明に供せられる斜視図である。
【図１１】特許文献２に開示されたロック解除機構を備えたコネクタの更にもう一つの例
を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７３】
　　１　　突起部
　　１ａ　　斜面
　　２　　プルバー収容溝
　　３　　位置決め孔
　　７　　リブ
　　１０　　ブルバー
　　１０ａ　　回転軸
　　１０ｂ　　腕部
　　１１　　インシュレータ
　　１１ａ　　保持孔
　　１２　　ケーブル嵌合部
　　１２ａ　　嵌合孔
　　１３　　シェル
　　１４　　コンタクト
　　１５　　位置決め用突起部
　　１６　　相手側コネクタ嵌合部
　　１８　　コンタクト
　　２１　　インシュレータ
　　２２　　シェル
　　２５　　嵌合部
　　２３　　コンタクト
　　２３ａ　　接触部
　　２３ｂ　　端子部
　　２４　　位置決め用ピン
　　２６　　支持部
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　　３０　　バックボード
　　３１　　ジャックコネクタ
　　３２，３２ｋ　　ラッチばね
　　３２ａ　　爪
　　３２ｂ，３２ｃ　　舌部
　　３２ｄ　　山形部
　　３２ｅ　　傾斜部
　　３２ｆ　　切欠き
　　３２ｇ　　切り起こし片
　　３２ｈ，３２ｉ　　ストッパ
　　３２ｊ　　舌部
　　３３　　爪
　　４０ａ　　コネクタ本体
　　４１　　（金属シールド）ハウジング
　　４１ｄ　　開口
　　４３　　操作部材
　　４３ｂ，４３ｃ　　腕部
　　４３ｄ，４３ｅ　　ラッチ解除カム
　　４３ｆ　　突部
　　４３ｈ　　プルタブ
　　４４　　ケーブル
　　４５　　ケーブルクランプ
　　４６　　オスコンタクト
　　４７　　ブロック
　　５２　　ロックレバー
　　５３　　導電性コンタクト
　　５４　　回動中心軸
　　５５　　係合爪
　　５６　　プルタブ
　　５７　　長溝
　　５８　　軸部
　　６０　　相手コネクタ
　　６２　　レバー受け部
　　１００　　プラグ側コネクタ
　　１０１　　コネクタ本体
　　１０２　　基板側コネクタ
　　１１０　　プラグコネクタ
　　１２１　　コネクタ本体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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