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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンタクトを収容したハウジングと、該ハウジングに設けられたスライダ収容溝内にス
ライド動作可能に収容されたスライダと、前記ハウジングに取り付けられ、前記コンタク
トに接続されるとともに前記ハウジングから導出された電線の束を出口から導出するワイ
ヤカバーと、前記ハウジング又は前記ワイヤカバーに回動可能かつ着脱自在に取り付けら
れ、前記スライダをスライド動作させるレバーとを具備し、該レバーが、操作部と該操作
部の両端から延出した１対のアーム部とを備え、該アーム部の根元側で前記ハウジング又
は前記ワイヤカバーに取り付けられているレバー式コネクタにおいて、
　前記レバーの前記１対のアーム部の根元側のそれぞれに、該根元側のそれぞれから延出
し、互いに先端縁で相向かう１対の壁部を設けたことを特徴とするレバー式コネクタ。
【請求項２】
　前記１対の壁部のうち一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて突出する突条を設け、
前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けた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】
　コンタクトを収容したハウジングと、該ハウジングに設けられたスライダ収容溝内にス
ライド動作可能に収容されたスライダと、前記ハウジングに取り付けられ、前記コンタク
トに接続されるとともに前記ハウジングから導出された電線の束を出口から導出するワイ
ヤカバーと、前記ハウジング又は前記ワイヤカバーに回動可能かつ着脱自在に取り付けら
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れ、前記スライダをスライド動作させるレバーとを具備し、該レバーが、操作部と該操作
部の両端から延出した１対のアーム部とを備え、該アーム部の根元側で前記ハウジング又
は前記ワイヤカバーに取り付けられているレバー式コネクタにおいて、
　前記レバーの前記１対のアーム部の根元側のそれぞれに、該根元側のそれぞれから延出
し、互いに先端縁で相向かう１対の壁部を設け、
　前記ワイヤカバーに設けられた前記出口の幅を、前記ハウジングにおけるコンタクト収
容領域の幅よりも大きく設定するとともに、前記ワイヤカバーを２分割構造としたことを
特徴とするレバー式コネクタ。
【請求項４】
　前記１対の壁部のうちの一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて突出する突条を設け
、前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けたことを特徴とする請求項３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、嵌合（分離）操作力を低減するためのいわゆるレバー式コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　極数の多いコネクタ同士を嵌合させる場合には、双方のコンタクト間に生じる嵌合抵抗
が大きくなるため、直接、手で押してコネクタ同士を嵌合させることが困難になる。この
ため、嵌合（分離）操作力を低減するための倍力機構を利用したいわゆるレバー式コネク
タが種々提案されている。
　従来のこの種のレバー式コネクタとして、例えば、図１３及び図１４に示すものが知ら
れている（特許文献１参照）。図１３は、従来例のレバー式コネクタの断面図である。図
１４は、図１３に示すレバー式コネクタのワイヤカバー及びレバーの説明図である。
【０００３】
　図１３に示すレバー式コネクタ１０１は、相手コネクタ１５０と嵌合するよう構成され
、ハウジング１１０と、１対のスライダ１２０と、レバー１３０と、ワイヤカバー１４０
とを備えている。
　ハウジング１１０の内部には、図示しない金属製の複数のコンタクトが収容され、各コ
ンタクトには、図示しない電線が接続されて後向き（図１３における上向き）に導出され
ている。また、ハウジング１１０の内部には、その左右両端面（図１３において左側を左
側、右側を右側とする）に開口する上下１対（図１３において紙面手前側を上側、紙面奥
側を下側）とする）のスライダ収容溝１１１が形成されている。更に、ハウジング１１０
の内部であって各スライダ収容溝１１１の後側には、ハウジング１１０の後面に開口する
レバー収容溝１１２が形成されている。
【０００４】
　また、各スライダ１２０は板状に形成され、ハウジング１１０のスライダ収容溝１１１
内に移動自在に収容されている。各スライダ１２０の内面には、図１３に示すように、相
手コネクタ１５０の嵌合部１５１に設けられたカムピン１５２が入り込むカム溝１２１が
形成されている。また、各スライダ１２０の外面には、レバー１３０に設けられた、後述
する連動溝１３３に嵌入する軸部１２２が設けられている。
【０００５】
　更に、レバー１３０は、図１４に示すように、操作部１３１の両端から１対をなす板状
のアーム部１３２を延出した形で形成されている。各アーム部１３２には、図１３に示す
ように、軸孔１３４が形成されている。レバー１３０は、軸孔１３４をワイヤカバー１４
０の左右方向略中央部に設けられた支持軸１４１に嵌合させることで、ワイヤカバー１４
０に対して回動するように支持されている。また、各アーム部１３２には、その外周縁か
ら軸孔１３４に向かって連動溝１３３が形成されている。以後、各アーム部１３２におい
て、操作部１３１がある側を先端側、軸孔１３４がある側を根元側とする。
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　また、ワイヤカバー１４０は、ハウジング１１０の後側に取り付けられ、ハウジング１
１０から導出された電線の束をハウジング１１０の左右方向一側（図１３において右側、
図１４において紙面手前側）に導出するようになっている。
【０００６】
　レバー式コネクタ１０１と相手コネクタ１５０とを組み付けるには、先ず、レバー１３
０及びスライダ１２０を図１３に示す分離位置に位置させておき、相手コネクタ１５０の
嵌合部１５１をレバー式コネクタ１０１の前側から嵌合する。すると、相手コネクタ１５
０のカムピン１５２が図１３に示すようにスライダ１２０に設けられたカム溝１２１の入
口に進入し、両コネクタ１０１，１５０が仮嵌合状態となる。そして、分離位置にあるレ
バー１３０を図１３における矢印Ｘ向きに回動して嵌合位置に位置させると、レバー１３
０に設けられた連動溝１３３がスライダ１２０の軸部１２２を押し、これによりスライダ
１２０がレバー１３０と連動して分離位置から嵌合位置にまで移動し、カム溝１２１とカ
ムピン１５２の作用により、両コネクタ１０１，１５０が互いに引き寄せられて嵌合状態
に至る。その逆に、嵌合位置にあるレバー１３０を矢印Ｘ向きと逆向きに回動して分離位
置に位置させると、スライダ１２０がレバー１３０と連動して嵌合位置から分離位置にま
で移動し、カム溝１２１とカムピン１５２の作用により、両コネクタ１０１，１５０が分
離されるのである。
【０００７】
　このように、レバー式コネクタ１０１にあっては、回動するレバー１３０と、このレバ
ー１３０に連動する、カム溝１２１を有するスライダ１２０とを備えた倍力構造を採用し
たことにより、嵌合及び分離操作力を大幅に低減することができる。
【特許文献１】特開２００３－１３２９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、図１３に示したようなレバー式コネクタの倍力効果を更に大きくするため、
レバーの回転中心をハウジングの左右方向一端部側に移し、スライダの左右方向一端部側
をレバーで押し込む構造を採用する場合がある。この構造をレバー式コネクタ１０１に採
用した場合には、レバー１３０の分離位置において、レバー１３０のアーム部１３２の根
元側がハウジング１１０の左右方向一端部から突出してしまう構造となってしまうことが
ある。
【０００９】
　このような場合において、相手コネクタ１５０がハウジング１１０の左右方向一端部側
の方から斜めに嵌合されると、即ちいわゆるコジリ嵌合がなされると、レバー１３０のア
ーム部１３２の根元側は図１４に示すように上下方向において所定間隔を置いて１対設け
られているため、いずれかのアーム部１３２の根元側が相手コネクタ１５０内に入り込み
、相手コネクタ１５０に設けられた相手コンタクトが損傷してしまうことがあった。
【００１０】
　また、近年のコネクタ小型化の要請に伴って図１３に示したレバー式コネクタ１０１の
タイプにあっても小型化の要請がある。特に、レバー式コネクタ１０１において、ワイヤ
カバー１４０の上下方向幅（高さ）を、ハウジング１１０におけるコンタクト収容領域の
上下方向幅（高さ）と同程度に狭くしたいという要請がある。このように、ワイヤカバー
１４０の上下方向幅を狭くしたい要請があるにもかかわらず、その一方、ハウジング１１
０から導出される多数の電線の外径は太いままで一定という事情がある。ここで、ワイヤ
カバー１４０の上下方向の幅を狭くしたまま一定とし、ワイヤカバー１４０に設けられた
、電線の束を導出する出口の幅をも狭くしたまま一定とすると、導出される電線の本数が
非常に多い場合には、電線を束ねたときの束の外径が出口の幅よりも大きくなってしまう
ことがあり、この場合には導出された電線を束ねることができないことになってしまうと
いう問題点があった。この問題点を回避するため、ワイヤカバー１４０に設けられた電線
の出口の上下方向幅（高さ）を、ハウジング１１０におけるコンタクト収容領域の上下方



(4) JP 4234179 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

向幅（高さ）よりも大きく設定することも考えられるが、電線の束の出口の幅だけを大き
くすると、金型を用いてワイヤカバー１４０を一体成形できないという問題点があった。
【００１１】
　従って、本発明はこれら問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、レ
バーのアーム部の根元側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合に、
相手コネクタに設けられた相手コンタクトの損傷を回避することができるレバー式コネク
タを提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、ワイヤカバーに設けられた電線の束の出口の幅を、ハウジ
ングにおけるコンタクト収容領域の幅よりも大きく設定したワイヤカバーを容易に製造で
きるレバー式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】
【００１２】
　上記問題を解決するため、本発明のうち請求項１に係るレバー式コネクタは、コンタク
トを収容したハウジングと、該ハウジングに設けられたスライダ収容溝内にスライド動作
可能に収容されたスライダと、前記ハウジングに取り付けられ、前記コンタクトに接続さ
れるとともに前記ハウジングから導出された電線の束を出口から導出するワイヤカバーと
、前記ハウジング又は前記ワイヤカバーに回動可能かつ着脱自在に取り付けられ、前記ス
ライダをスライド動作させるレバーとを具備し、該レバーが、操作部と該操作部の両端か
ら延出した１対のアーム部とを備え、該アーム部の根元側で前記ハウジング又は前記ワイ
ヤカバーに取り付けられているレバー式コネクタにおいて、前記レバーの前記１対のアー
ム部の根元側のそれぞれに、該根元側のそれぞれから延出し、互いに先端縁で相向かう１
対の壁部を設けたことを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明のうち請求項２に係るレバー式コネクタは、請求項１記載のレバー式コネ
クタにおいて、前記１対の壁部のうち一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて突出する
突条を設け、前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けたことを特徴として
いる。
【００１４】
　また、本発明のうち請求項３に係るレバー式コネクタは、コンタクトを収容したハウジ
ングと、該ハウジングに設けられたスライダ収容溝内にスライド動作可能に収容されたス
ライダと、前記ハウジングに取り付けられ、前記コンタクトに接続されるとともに前記ハ
ウジングから導出された電線の束を出口から導出するワイヤカバーと、前記ハウジング又
は前記ワイヤカバーに回動可能かつ着脱自在に取り付けられ、前記スライダをスライド動
作させるレバーとを具備し、該レバーが、操作部と該操作部の両端から延出した１対のア
ーム部とを備え、該アーム部の根元側で前記ハウジング又は前記ワイヤカバーに取り付け
られているレバー式コネクタにおいて、前記レバーの前記１対のアーム部の根元側のそれ
ぞれに、該根元側のそれぞれから延出し、互いに先端縁で相向かう１対の壁部を設け、前
記ワイヤカバーに設けられた前記出口の幅を、前記ハウジングにおけるコンタクト収容領
域の幅よりも大きく設定するとともに、前記ワイヤカバーを２分割構造としたことを特徴
としている。
　また、本発明のうち請求項４に係るレバー式コネクタは、請求項３記載のレバー式コネ
クタにおいて、前記１対の壁部のうちの一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて突出す
る突条を設け、前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けたことを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のうち請求項１に係るレバー式コネクタによれば、レバーが、操作部と操作部の
両端から延出した１対のアーム部とを備え、１対のアーム部の根元側のそれぞれに、根元
側のそれぞれから延出し、互いに先端縁で相向かう１対の壁部を設けたので、レバーのア
ーム部の根元側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合に、相手コネ
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クタのハウジングとアーム部に設けた１対の壁部とが当接し、いずれかのアーム部の根元
側が相手コネクタ内に入り込むことが防止される。このため、相手コネクタに設けられた
相手コンタクトの損傷を回避することができる。なお、１対の壁部は、１対のアーム部の
根元側のそれぞれから延出して互いに先端縁で相向かうように構成されて一体で構成され
ていない。レバーを構成する操作部と１対のアーム部と１対の壁部とが一体で構成されて
、レバーが環状に常時閉じた構成としても、レバーのアーム部の根元側において相手コネ
クタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合に、相手コネクタに設けられた相手コンタクト
の損傷を回避することができる。しかし、このようにレバーを環状に常時閉じた構成とす
ると、ハウジングから導出される電線の束が環状に閉じたレバーの中を通って外部に導出
されているため、レバーをハウジングから取外して交換する際に、電線の束をコンタクト
ごとハウジングから一旦抜く必要が生じ、レバーを簡単に交換することができない。請求
項１に係る発明にあっては、１対の壁部は、１対のアーム部の根元側のそれぞれから延出
して互いに先端縁で相向かうように構成されて一体で構成されておらず、１対の壁部は互
いに離反することが可能であり、レバーを環状に常時閉じた構成としていないので、レバ
ーを簡単に交換することができる。
【００１６】
　また、本発明のうち請求項２に係るレバー式コネクタによれば、請求項１記載のレバー
式コネクタにおいて、前記１対の壁部のうち一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて突
出する突条を設け、前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けたので、レバ
ーのアーム部の根元側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合におい
て、相手コネクタのハウジングとアーム部に設けた１対の壁部とが当接するときに、１対
の壁部の先端縁同士が突条とその突条が入り込む溝の凹凸構造をしているため、相手コネ
クタのハウジングが１対の壁部を押してもそれら壁部は容易に開かず、レバーがねじれな
い。このため、いずれかのアーム部の根元側が相手コネクタ内に入り込むことを確実に防
止できる。
【００１８】
　また、本発明のうち請求項３に係るレバー式コネクタによれば、レバーが、操作部と操
作部の両端から延出した１対のアーム部とを備え、１対のアーム部の根元側のそれぞれに
、根元側のそれぞれから延出し、互いに先端縁で相向かう１対の壁部を設け、ワイヤカバ
ーに設けられた電線の束の出口の幅を、ハウジングにおけるコンタクト収容領域よりも大
きく設定するとともに、ワイヤカバーを２分割構造としたので、レバーのアーム部の根元
側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合に、相手コネクタに設けら
れた相手コンタクトの損傷を回避することができるとともに、ワイヤカバーに設けられた
電線の出口の幅を、ハウジングにおけるコンタクト収容領域よりも大きく設定したワイヤ
カバーを容易に製造できる。
【００１９】
　加えて、本発明のうち請求項４に係るレバー式コネクタによれば、請求項３記載のレバ
ー式コネクタにおいて、前記１対の壁部のうち一方の壁部の先端縁に他方の壁部に向けて
突出する突条を設け、前記他方の壁部の先端縁に前記突条が入り込む溝を設けたので、レ
バーのアーム部の根元側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合がなされた場合にお
いて、相手コネクタのハウジングとアーム部に設けた１対の壁部とが当接するときに、１
対の壁部の先端縁同士が突条とその突条が入り込む溝の凹凸構造をしているため、相手コ
ネクタのハウジングが１対の壁部を押してもそれらの壁部は容易に開かず、レバーは変形
しない。このため、いずれかのアーム部の根元側が相手コネクタ内に入り込むことを確実
に防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は、本発明に係るレバー式コ
ネクタを示し、（Ａ）は背面側より見た斜視図、（Ｂ）は正面側より見た斜視図である。
図２は、図１のレバー式コネクタの分解斜視図である。図３は、図１のレバー式コネクタ
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を示し、（Ａ）はレバーが分離位置にあるときの状態、（Ｂ）はレバーが嵌合位置にある
状態を示している。図４は、図１のレバー式コネクタを示し、レバーが分離位置にある状
態のレバー式コネクタを示し、（Ａ）はレバー及びスライダを切断した断面図、（Ｂ）は
（Ａ）の４Ｂ－４Ｂ線に沿う断面図である。図５は、図１に示すレバー式コネクタからワ
イヤカバーを除いた状態を示し、（Ａ）は正面側より見た斜視図、（Ｂ）は背面図、（Ｃ
）は（Ｂ）の矢印５Ｃで示す部分の拡大図である。
【００２１】
　図１及び図２に示すレバー式コネクタ１は、インナーハウジング１０と、フロントカバ
ー２０と、リテーナ３０と、第１シール部材４０と、第２シール部材５０と、アウターハ
ウジング６０と、１対のスライダ７０と、レバー８０と、ワイヤカバー９０とを具備して
いる。
　ここで、インナーハウジング１０は、図２に示すように、幅方向（図１（Ｂ）における
左右方向）、上下方向（図１（Ｂ）における上下方向）及び前後方向（図１（Ｂ）におけ
る紙面に対して直交する方向）に延びる略直方体形状のハウジング本体１１を備えている
。以後、図１（Ｂ）において、左側を「左側」、右側を「右側」、上側を「上側」、下側
を「下側」、紙面に対して手前側を「前側」、紙面に対して奥側を「後側」とする。ハウ
ジング本体１１には、図２に示すように、ハウジング本体１１から後方に延びるフード部
１２が設けられている。そして、ハウジング本体１１には、前後方向に貫通する複数のコ
ンタクト収容キャビティ１３が設けられ、フード部１２の内側空間は、第２シール部材収
容空間１４を形成している。各コンタクト収容キャビティ１３には、図示しないコンタク
トを一次的に係止するためのハウジングランス（図示せず）が設けられている。また、イ
ンナーハウジング１０のフード部１２の幅方向両端部には、図２に示すように、アウター
ハウジング６０をインナーハウジング１０に係止するための１対のラッチアーム１５が後
方に向けて突出形成されている。
【００２２】
　また、フロントカバー２０は、インナーハウジング１０の前側に装着されるよう構成さ
れ、図２に示すように、幅方向に延びてハウジング本体１１の前面を覆うカバー本体２１
を備えている。カバー本体２１には、図１（Ｂ）に示すように、相手コネクタ４０１（図
６乃至図１２参照）に設けられた相手コンタクト（図示せず）が挿入される複数の相手コ
ンタクト挿入孔２１ａが形成されている。そして、カバー本体２１の後面には、ハウジン
グ本体１１の上面及び幅方向両側面を覆うフード部２２が後方に延びるように形成されて
いる。
【００２３】
　次に、リテーナ３０は、インナーハウジング１０の下側からインナーハウジング１０に
形成されたリテーナ収容凹部（図示せず）内に装着されるよう構成され、図２に示すよう
に、幅方向に延びる略板状に形成されている。リテーナ３０は、ハウジング本体１１に設
けられたコンタクト収容キャビティ１３に対応するように形成された複数のコンタクト挿
通孔３１を有している。そして、リテーナ３０は、コンタクトがコンタクト挿通孔３１を
通ってコンタクト収容キャビティ１３内に挿入可能となる仮係止位置でインナーハウジン
グ１０に仮保持され、更に押し込まれて本係止位置でインナーハウジング１０に固定され
る。リテーナ３０が本係止位置でインナーハウジング１０に固定されると、コンタクトが
リテーナ３０により二次的に係止される。
【００２４】
　また、第１シール部材４０は、図２に示すように、リング状に形成されてインナーハウ
ジング１０のハウジング本体１１の外側に密着するようになっている。この第１シール部
材４０は、相手コネクタ４０１がレバー式コネクタ１に嵌合したときに、相手コネクタ４
０１とハウジング本体１１との間をシールし、嵌合部からインナーハウジング１０の内部
に水が浸入するのを阻止する機能を有する。
【００２５】
　また、第２シール部材５０は、いわゆる一括シール部材と呼ばれているものであって、
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図２に示すように、略板状に形成されてインナーハウジング１０のフード部１２の第２シ
ール部材収容空間１４内に収容され、フード部１２の内周面に密着するようになっている
。第２シール部材５０には、コンタクト収容キャビティ１３に対応する位置に複数の電線
挿通孔５１が形成されている。コンタクト収容キャビティ１３に収容されたコンタクトに
接続された電線は、電線挿通孔５１を通って後方に導出される。電線挿通孔５１内周のシ
ール部分が電線の外周面に密着し、電線挿通孔５１からインナーハウジング１０の内部へ
の水の浸入を阻止するようになっている。
【００２６】
　更に、アウターハウジング６０は、インナーハウジング１０の後側に装着されて第２シ
ール部材５０の抜け止めを行うものである。アウターハウジング６０は、図２に示すよう
に、幅方向、前後方向及び上下方向に延びる略直方体形状に形成されている。このアウタ
ーハウジング６０には、図２に示すように、コンタクト収容キャビティ１３に対応する位
置に複数の電線導出孔６１が形成されている。図５（Ｂ）に示すように、これら電線導出
孔６１が形成されている領域の上下方向幅（高さ）、即ちアウターハウジング６０におけ
るコンタクト収容領域の上下方向幅（高さ）はｄとなっている。また、アウターハウジン
グ６０の上下両側の部分には、幅方向に延びる１対のスライダ収容溝６２が設けられてい
る。更に、アウターハウジング６０の幅方向右端部には、図２に示すように、レバー８０
の後述する支軸部８４が嵌入される軸受部６３が設けられている。
【００２７】
　また、各スライダ７０は略板状に形成され、アウターハウジング６０のスライダ収容溝
６２内にスライド動作可能に収容されている。各スライダ７０の内側の面には、相手コネ
クタ４０１に設けられたカムピン４１１（図６参照）が入り込むカム溝７１が形成されて
いる。また、各スライダ７０の内側の面の右端部には、レバー８０に設けられた、後述す
るスライダ移動用突起８５が嵌入する凹部７２が形成されている。
【００２８】
　また、レバー８０は、絶縁性の樹脂を成形することによって一体に形成されるものであ
り、図１（Ａ），（Ｂ）及び図２に示すように、操作部８１と、操作部８１の両端から延
出した１対のアーム部８２とを備えている。各アーム部８２の根元側端部（操作部８１が
ある側と反対側端部）には、アーム部８２に対し直角に延びる延長部８３が設けられ、各
延長部８３の先端の内面には支軸部８４が突出形成されている。また、１対の延長部８３
のそれぞれには、図１（Ｂ）に示すように、各延長部８３の右縁から延長部８３に対して
直交するように延出し、互いに先端縁８６ｃ、８６ｄで相向かう１対の壁部８６ａ，８６
ｂが設けられている。１対の壁部８６ａ，８６ｂのそれぞれは、図１（Ｂ）に示すように
、矩形状に形成されている。そして、図５（Ｃ）に示すように、１対の壁部８６ａ，８６
ｂのうちの一方の壁部８６ｂの先端縁８６ｄには、他方の壁部８６ａに向けて突出する突
条８７が設けられ、他方の壁部８６ａの先端縁８６ｃには、突条８７が入り込む溝８８が
設けられている。突条８７は、一方の壁部８６ｂの先端縁８６ｄの全長に亘って形成され
、その一方、溝８８は、他方の壁部８６ａの先端縁８６ｃの全長に亘って形成されている
。更に、各アーム部８２の根元側端部の外面には、図２に示すように、各スライダ７０の
凹部７２に嵌入するスライダ移動用突起８５が突出形成されている。
【００２９】
　レバー８０の支軸部８４は、アウターハウジング６０の幅方向右端部に設けられた軸受
部６３に嵌入されて、アウターハウジング６０に対し図３（Ａ）に示す矢印Ａ向き及び図
３（Ｂ）に示す矢印Ｂ向きの双方向に回動するようになっている。レバー８０は、アーム
部８２を外側に撓ませて支軸部８４を軸受部６３から外すことにより、アウターハウジン
グ６０から取外すことができる。ここで、図３（Ａ）に示す分離位置から図３（Ｂ）に示
す嵌合位置までレバー８０が矢印Ａ向きに回動すると、スライダ７０がレバー８０と連動
して左方向にスライド動作し、カム溝７１とカムピン４１１の作用により、レバー式コネ
クタ１及び相手コネクタ４０１が互いに引き寄せられて嵌合状態に至る。その逆に、嵌合
位置から分離位置までレバー８０が矢印Ｂ向きに回動すると、スライダ７０がレバー８０
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と連動して右方向にスライド動作し、カム溝７１とカムピン４１１の作用により、レバー
式コネクタ１及び相手コネクタ４０１が分離されるようになっている。この嵌合及び分離
の動作については後に述べる。
【００３０】
　更に、ワイヤカバー９０は、図１（Ａ），（Ｂ）及び図２に示すように、下側カバー部
材９１とこの下側カバー部材９１に取り付けられた上側カバー部材９２とからなる２分割
構造で構成されている。下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２は、それぞれ絶縁性
の樹脂を成形することによって形成されている。
　ここで、下側カバー部材９１は、図２に示すように、平板部９１ａと、平板部９１ａの
前縁９１ｂに対して略平行に延びる後縁から立ち上がる後壁部９１ｃと、平板部９１ａの
円弧状左縁部から立ち上がる円弧状左壁部９１ｄと、平板部９１ａの右縁から立ち上がる
右壁部９１ｅ（図１（Ａ）参照）と、平板部９１ａの右縁後方部に設けられ、下方に向け
て膨れた膨出部９１ｆとを具備している。下側カバー部材９１の後壁部９１ｃ、円弧状左
壁部９１ｄ及び右壁部９１ｅには、図１（Ａ）及び図２に示すように、複数の係止部９１
ｇが設けられている。一方、上側カバー部材９２は、図２に示すように、平板部９２ａと
、平板部９２ａの前縁９２ｂに対して略平行に延びる後縁から下方に延びる後壁部９２ｃ
と、平板部９２ａの円弧状左縁部から立ち上がる円弧状左壁部９２ｄと、平板部９２ａの
右縁から立ち上がる右壁部９２ｅと、平板部９２ａの右縁後方部に設けられ、上方に向け
て膨れた膨出部９２ｆとを具備している。上側カバー部材９２の後壁部９２ｃ、円弧状左
壁部９２ｄ及び右壁部９２ｅには、図１（Ａ）及び図２に示すように、下側カバー部材９
１の各係止部９１ｇに係止される複数の係止部９２ｇが設けられている。上側カバー部材
９２の後壁部９２ｃ及び円弧状左壁部９２ｄのそれぞれは、下側カバー部材９１の後壁部
９１ｃ及び円弧状左壁部９１ｄのそれぞれよりも幅広に形成され、上側カバー部材９２と
下側カバー部材９１とは対称構造をなしていない。
【００３１】
　下側カバー部材９１の平板部９１ａ及び上側カバー部材９２の平板部９２ａのそれぞれ
には、図２、図３（Ｂ）及び図４（Ｂ）に示すように、レバー８０の分離位置から矢印Ａ
向きの回動を規制する第１規制突起９４が設けられている。また、下側カバー部材９１の
平板部９１ａ及び上側カバー部材９２の平板部９２ａのそれぞれには、図２、図３（Ａ）
及び図４（Ａ）に示すように、レバー８０の分離位置から矢印Ａ向きと反対向きの回動を
規制する第２規制突起９５が設けられている。更に、上側カバー部材９２の円弧状左壁部
９２ｄには、図２及び図３（Ｂ）に示すように、レバー８０が矢印Ａ向きに回動して嵌合
位置に位置したときにレバー８０の矢印Ｂ向きへの回動を阻止するロック部材９３が設け
られている。
【００３２】
　ワイヤカバー９０は、下側カバー部材９１の各係止部９１ｇに上側カバー部材９２の係
止部９２ｇを係止することにより完成する。そして、ワイヤカバー９０は、アウターハウ
ジング６０の後側に取り付けられ、アウターハウジング６０の電線導出孔６１から導出さ
れた電線の束Ｗを、図１に示すように、下側カバー部材９１の膨出部９１ｆと上側カバー
部材９２の膨出部９２ｆとの間に形成された出口９６から導出するようになっている。
【００３３】
　ここで、下側カバー部材９１の平板部９１ａと上側カバー部材９２の平板部９２ａとの
間の上下方向幅（高さ）は、図４（Ｂ）に示すように、Ｗ１となり、この上下方向幅Ｗ１
は、アウターハウジング６０におけるコンタクト収容領域の上下方向幅（高さ）ｄとほぼ
同一となっている。そして、ワイヤカバー９０の出口９６の上下方向幅（高さ）は、図４
（Ｂ）に示すように、Ｗ２となり、この上下方向幅Ｗ２は、下側カバー部材９１の平板部
９１ａと上側カバー部材９２の平板部９２ａとの間の上下方向幅Ｗ１よりも大きく、従っ
て、アウターハウジング６０におけるコンタクト収容領域の上下方向幅（高さ）ｄよりも
大きくなっている。
【００３４】
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　次に、レバー式コネクタ１及び相手コネクタ４０１の嵌合及び分離の動作について図４
及び図６乃至図９を参照して説明する。図６は、レバー式コネクタと相手コネクタとが嵌
合する前の状態の説明図である。図７は、レバー式コネクタと相手コネクタとの仮嵌合状
態の説明図である。図８は、レバー式コネクタと相手コネクタとが嵌合途中の状態の説明
図である。図９は、レバー式コネクタと相手コネクタとの嵌合完了状態の説明図である。
【００３５】
　レバー式コネクタ１と相手コネクタ４０１とを組み付けるには、先ず、レバー８０及び
スライダ７０を図４及び図６に示す分離位置に位置させておく。この状態では、レバー８
０は下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２に設けられた第１規制突起９４によって
図７に示す矢印Ａ向きの回動は規制されている。そして、この状態で、相手コネクタ４０
１を図６に示すようにレバー式コネクタ１の前側から矢印Ｃ向きに押し込む。すると、相
手コネクタ４０１のハウジング４１０に設けられたカムピン４１１がスライダ７０に設け
られたカム溝７１の入口に進入し、図７に示すように、レバー式コネクタ１と相手コネク
タ４０１とが仮嵌合状態となる。
【００３６】
　そして、分離位置にあるレバー８０を、第１規制突起９４による規制を解除するために
必要な力よりも大きな力で図７に示す矢印Ａ向きに回動すると、スライダ７０がレバー８
０と連動して矢印Ｄ向き、即ち左向きにスライド動作し、これにより、図８に示す嵌合途
中の状態となる。この際に、スライダ７０に設けられたカム溝７１と相手コネクタ４０１
に設けられたカムピン４１１の作用により、レバー式コネクタ１及び相手コネクタ４０１
が互いに少しだけ引き寄せられる。
【００３７】
　そして、レバー８０を更に矢印Ａ方向きに回動して嵌合位置に位置させると、スライダ
７０がレバー８０と連動して矢印Ｄ向き、即ち左向きに更にスライド動作し、これにより
、図９に示す嵌合完了状態になる。この際に、スライダ７０に設けられたカム溝７１と相
手コネクタ４０１に設けられたカムピン４１１の作用により、レバー式コネクタ１及び相
手コネクタ４０１が互いに最終位置まで引き寄せられる。これにより、レバー式コネクタ
１及び相手コネクタ４０１の嵌合動作が完了する。レバー８０が嵌合位置に位置したとき
には、レバー８０の図１０に示す矢印Ｂ向きへの回動はロック部材９３により阻止される
。
【００３８】
　その一方、　レバー式コネクタ１と相手コネクタ４０１とを分離するには、先ず、ロッ
ク部材９３を押し込んでレバー８０が回動できる状態にする。そして、嵌合位置にあるレ
バー８０を図９に示す矢印Ｂ向きに回動して分離位置に位置させる。レバー８０を矢印Ｂ
向きに回動させると、スライダ７０がレバー８０と連動して図９に示す矢印Ｅ向き、即ち
右向きにスライド動作し、これにより、図８に示す嵌合途中の状態を経て図７に示す仮嵌
合状態となる。この際に、スライダ７０に設けられたカム溝７１と相手コネクタ４０１に
設けられたカムピン４１１の作用により、レバー式コネクタ１及び相手コネクタ４０１が
互い引き離れる方向に移動する。
【００３９】
　そして、相手コネクタ４０１を図６に示す矢印Ｃ向きと反対向きに引き出すと、レバー
式コネクタ１と相手コネクタ４０１とが分離されることになる。
　ここで、レバー式コネクタ１と相手コネクタ４０１とを組み付ける際に、レバー８０及
びスライダ７０が図６に示す分離位置に位置した状態では、スライダ７０の右端部はアウ
ターハウジング６０の右端部から突出し、レバー８０のアーム部８２の根元側もアウター
ハウジング６０の右端部から突出した位置にある。この状態で、図１０に示すように、レ
バー８０のアーム部８２の根元側において相手コネクタ４０１が斜めに嵌合、即ちいわゆ
るコジリ嵌合がなされることがある。
【００４０】
　この場合に、図１１に示すように、１対のアーム部８２の根元側に設けられた延長部８
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３のそれぞれに壁部８６ａ，８６ｂが設けられていないと、相手コネクタ４０１のハウジ
ング４１０の嵌合部４１２内にアーム部８２の根元側にある延長部８３のいずれかが入り
込んでしまう。すると、延長部８３が相手コネクタ４０１に設けられた相手コンタクト（
図１１にはコンタクトの先端のラインがＬで示されている）の先端に当接し、相手コンタ
クトが損傷してしまうことがある。
【００４１】
　これに対して、本実施形態のように、１対のアーム部８２の根元側に設けられた延長部
８３のそれぞれに壁部８６ａ，８６ｂが設けられていると、図１２に示すように、相手コ
ネクタ４０１のハウジング４１０と１対の壁部８６ａ，８６ｂとが当接し、アーム部８２
の根元側にある延長部８３のいずれかが相手コネクタ４０１のハウジング４１０の嵌合部
４１２内に入り込むことが防止される。このため、相手コネクタ４０１に設けられた相手
コンタクトの損傷を回避することができる。
【００４２】
　なお、１対の壁部８６ａ，８６ｂは、１対のアーム部８２の根元側にある延長部８３の
それぞれから延出して互いに先端縁８６ｃ、８６ｄで相向かうように構成されており、一
体で構成されていない。このため、１対の壁部８６ａ，８６ｂは互いに離反することが可
能であり、レバー８０を環状に常時閉じた構成としていないので、レバー８０を簡単に交
換することができる。レバー８０を構成する操作部８１と１対のアーム部８２と１対の壁
部８６ａ，８６ｂとが一体で構成されて、レバー８０が環状に常時閉じた構成としても、
レバー８０のアーム部８２の根元側において相手コネクタ４０１がいわゆるコジリ嵌合が
なされた場合に、相手コネクタ４０１に設けられた相手コンタクトの損傷を回避すること
ができる。しかし、このようにレバー８０を環状に常時閉じた構成とすると、アウターハ
ウジング６０から導出される電線の束Ｗが環状に閉じたレバー８０の中を通って外部に導
出されているため、レバー８０をアウターハウジング６０から取外して交換する際に、電
線の束Ｗをコンタクトごとインナーハウジング１０から一旦抜く必要が生じ、レバー８０
を簡単に交換することができないのである。
【００４３】
　また、レバー８０のアーム部８２の根元側における相手コネクタ４０１のコジリ嵌合対
策として、１対のアーム部８２の根元側に設けた１対の壁部８６ａ，８６ｂを一体で構成
し、その逆に操作部８１を分割することできる。しかし、操作部８１を分割構造とすると
、操作部８１を押してレバー８０を回動操作するときに、押される操作部８１の形状が安
定しないことから、レバー８０が開き、レバー８０がねじれてしまうことがある。従って
、操作部８１側を分割構造とするのではなく、１対の壁部８６ａ，８６ｂ側を分割構造と
する必要があるのである。
【００４４】
　また、レバー式コネクタ１においては、１対の壁部８６ａ，８６ｂのうち一方の壁部８
６ｂの先端縁８６ｄに他方の壁部８６ａに向けて突出する突条８７を設け、他方の壁部８
６ａの先端縁８６ｃに突条８７が入り込む溝８８を設け、１対の壁部８６ａ，８６ｂの先
端縁８６ｃ、８６ｄ同士が突条８７とその突条８７が入り込む溝８８の凹凸構造をしてい
る。このため、レバー８０のアーム部８２の根元側において相手コネクタ４０１がいわゆ
るコジリ嵌合がなされた場合において、相手コネクタ４０１のハウジング４１０と１対の
壁部８６ａ，８６ｂとが当接するときに、相手コネクタ４０１のハウジング４１０が１対
の壁部８６ａ，８６ｂを押してもそれら壁部８６ａ，８６ｂは容易に開かず、レバー８０
がねじれない。このため、いずれかのアーム部８２の根元側が相手コネク４０１内に入り
込むことを確実に防止できる。
【００４５】
　また、レバー式コネクタ１においては、ワイヤカバー９０に設けられた電線の束の出口
９６の幅Ｗ２を、アウターハウジング６０におけるコンタクト収容領域の上下方向幅（高
さ）ｄよりも大きく設定するとともに、ワイヤカバー９０を２分割構造としたので、それ
らワイヤカバー９０を構成する下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２（分割構造体
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）のそれぞれを別個に成形し、それら下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２を組み
合わせることによってワイヤカバー９０を製造することができる。このため、ワイヤカバ
ー９０に設けられた電線の束の出口９６の幅Ｗ２を、アウターハウジング６０におけるコ
ンタクト収容領域の上下方向幅（高さ）ｄよりも大きく設定したワイヤカバー９０を容易
に製造できる。そして、電線の束の出口９６の幅Ｗ２は、アウターハウジング６０におけ
るコンタクト収容領域の上下方向幅（高さ）ｄよりも大きいので、アウターハウジング６
０から導出される多数の電線の径が従来のように太いままであって電線を束ねたときの束
Ｗの外径が大きいままであっても、これら電線の束Ｗを出口９６から導出することができ
る。
【００４６】
　更に、ワイヤカバー９０を下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２の２分割構造と
し、下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２（分割構造体）のそれぞれを別個に成形
することから、下側カバー部材９１及び上側カバー部材９２の電線出口９６の形成部分、
即ち膨出部９１ｆ，９２ｆの形状を任意に変えることができ、その膨出部９１ｆ，９２ｆ
の形状を変えることで、電線の束Ｗの導出方向を変えたり、その出口９６の幅を変えたり
することができる。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明はこれに限定されずに種々の
変更、改良を行うことができる。
　例えば、１対の壁部８６ａ，８６ｂは、１対のアーム部８２の根元側端部に設けられた
１対の延長部８３，８３に設けられているが、必ずしも１対の延長部８３，８３に設けら
れる必要はなく、１対のアーム部８２の根元側に設けられればよい。
　また、レバー８０は、アウターハウジング６０に対して回動可能かつ着脱自在に取り付
けられているが、アウターハウジング６０を設けない場合には、コンタクトを収容するイ
ンナーハウジング１０に取り付けてもよい。また、レバー８０は、アウターハウジング６
０やインナーハウジング１０にではなく、ワイヤカバー９０に取り付けてもよい。
　また、ワイヤカバー９０を構成する上側カバー部材９２と下側カバー部材９１とは対称
構造をなしていないが、対称構造としてもよいし、またそれぞれのカバー部材を図示した
形状とは別個の形状としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係るレバー式コネクタを示し、（Ａ）は背面側より見た斜視図、（Ｂ）
は正面側より見た斜視図である。
【図２】図１のレバー式コネクタの分解斜視図である。
【図３】図１のレバー式コネクタを示し、（Ａ）はレバーが分離位置にあるときの状態、
（Ｂ）はレバーが嵌合位置にある状態を示している。
【図４】図１のレバー式コネクタを示し、レバーが分離位置にある状態のレバー式コネク
タを示し、（Ａ）はレバー及びスライダを切断した断面図、（Ｂ）は（Ａ）の４Ｂ－４Ｂ
線に沿う断面図である。
【図５】図１に示すレバー式コネクタからワイヤカバーを除いた状態を示し、（Ａ）は正
面側より見た斜視図、（Ｂ）は背面図、（Ｃ）は（Ｂ）の矢印５Ｃで示す部分の拡大図で
ある。
【図６】レバー式コネクタと相手コネクタとが嵌合する前の状態の説明図である。
【図７】レバー式コネクタと相手コネクタとの仮嵌合状態の説明図である。
【図８】レバー式コネクタと相手コネクタとが嵌合途中の状態の説明図である。
【図９】レバー式コネクタと相手コネクタとの嵌合完了状態の説明図である。
【図１０】レバーのアーム部の根元側において相手コネクタがいわゆるコジリ嵌合される
場合の説明図である。
【図１１】レバーのアーム部に壁部を設けていないレバー式コネクタに対し、相手コネク
タがいわゆるコジリ嵌合された場合の説明図である。
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【図１２】レバーのアーム部に壁部を設けた図１に示すレバー式コネクタに対し、相手コ
ネクタがいわゆるコジリ嵌合された場合の説明図である。
【図１３】従来例のレバー式コネクタの断面図である。
【図１４】図１３に示すレバー式コネクタのワイヤカバー及びレバーの説明図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　レバー式コネクタ
　６０　アウターハウジング（ハウジング）
　６２　スライダ収容溝
　７０　スライダ
　８０　レバー
　８１　操作部
　８２　アーム部
　８６ａ，８６ｂ　壁部
　８７　突条
　８８　溝
　９０　カバー
　９１　下側カバー部材
　９２　上側カバー部材
　９６　出口
　Ｗ　電線の束

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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