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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入用開口を有し、かつコンタクトを支持した収納ケースと、
　ＩＣカードの底面を支持する２つの支持片を具備し、上記挿入用開口から収納ケースに
挿入することにより２つの支持片の間に露出したＩＣカードの端子を上記コンタクトに接
触させ、引き出すことにより該端子をコンタクトから離間させるトレイと、
　を備えるコネクタにおいて、
　上記２つの支持片と上記収納ケースの両側部との一方に、２つの支持片の外側面を互い
に近づく方向に付勢する一対の弾性係合部を形成し、他方に上記トレイを収納ケースから
引き出したときに上記弾性係合部が係合する引出時係合部を形成し、
　少なくとも一方の上記支持片の底部と上記収納ケースの底部の一方に、上記トレイの移
動方向に延びかつ一方の端部が閉じる案内溝を形成し、他方に該案内溝にスライド可能に
係合し、かつ上記トレイを引き出したときに上記端部と係合する係合突起を形成したこと
を特徴とするトレイ式カード用コネクタ。
【請求項２】
請求項１記載のトレイ式カード用コネクタにおいて、
　上記トレイに上記ＩＣカードを支持したときに、平面視で上記係合突起の少なくとも一
部が該ＩＣカードと重なるトレイ式カード用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＩＣカードを支持したトレイを収納ケースに挿脱することにより、ＩＣカー
ドの端子を収納ケースのコンタクトに接離させるトレイ式カード用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、ＳＩＭカード（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌ
ｅ　Ｃａｒｄ）と呼ばれるＩＣカードを脱着可能なコネクタを備える携帯端末を開示して
いる。このコネクタは、上面が開口し、かつ底部に回路基板と導通するコンタクトを固定
したインシュレータ（ハウジング）と、該ハウジングの上面を塞ぐ金属製のシェル（カバ
ー）と、ＳＩＭカードを支持しながらインシュレータとシェルによって構成した収納ケー
スの端部開口から該収納ケースにスライドしながら挿脱可能なトレイ（スライダ）と、を
具備している。トレイは左右一対の支持片（アーム）を具備しており、左右の支持片でＳ
ＩＭカードの底面を支持すると、ＳＩＭカードの底面に設けた端子が左右の支持片の間か
ら下方に露出する。さらに、インシュレータの底面には板ばねが設けてあり、かつ、左右
の支持片の下面にはトレイを収納ケース内に完全に挿入したときに該板ばねと係合するス
トッパが突設してある。
　トレイを収納ケース内に完全に挿入すると、ＳＩＭカードの端子がインシュレータに固
定したコンタクトに接触するので、携帯端末に内蔵した制御部がＳＩＭカードに入力済み
のデータを読み込み可能になる。一方、トレイを収納ケースから引き出すと、上記板ばね
とストッパが係合するので、トレイが収納ケースから脱落するのが防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０９９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、携帯端末に対する低背化（薄型化）や小型化の要求が厳しいため、上記コネクタ
も低背化や省面積化する必要があり、そのためにはトレイの支持片全体を薄肉化しなけれ
ばならない。
　しかし、薄肉化すると支持片は剛性が低下し捻れや撓みが起こり易くなるため、上記板
ばねとストッパの係合力が低下してしまう。そのため、携帯端末を購入したユーザーがＳ
ＩＭカードを交換する際にトレイを誤って必要以上に大きな力で引き出すと、トレイが収
納ケースから脱落してしまうおそれがある。
【０００５】
　このような問題を解決するための方策としては、シェルの両側部に板ばねを形成し、左
右の支持片の側面にトレイを引き出したときに左右の板ばねが係合する係合凹部を形成す
ることが考えられる。支持片を薄肉化しても、支持片の左右方向への撓み易さにはそれ程
大きな影響は出ないので、このように左右両側から板ばねの弾性力を左右の支持片に及ぼ
す構造の場合は、特許文献１に比べてトレイの収納ケースからの脱落を防止し易い。
【０００６】
　しかし、上記のようなトレイを使用するカードコネクタの場合は、仮にトレイが収納ケ
ースから強い力で引き抜かれた場合であっても破損せず、かつ、再度トレイを収納ケース
に挿入できるような柔軟性と、相当程度の大きさの引き抜き力に対しても抵抗できる強さ
（硬さ）という、二律背反する機能が要求される。そのため、支持片の薄肉化を極度に進
めることにより支持片が長手方向回りに捻れ易くなったり、支持片が長手方向に捲れ易く
なった場合には、左右の板ばねの弾性力によって支持片が捻れたり捲れてしまい、その結
果、トレイを収納ケースに対して円滑にスライド操作できなくなるおそれがある。
　さらに、左右の板ばねの弾性力を強くしても、ユーザーがトレイを誤って強い力で引き
抜き方向に移動させれば、トレイが収納ケースから脱落してしまう。
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　さらに、ユーザーがトレイを収納ケースから誤って引き抜いた場合には、トレイを収納
ケースに再度挿入する必要があるが、トレイの表裏の向きを逆にして収納ケースに挿入す
ると、トレイと収納ケースが強い力で擦れて両者が破損するおそれがある。
【０００７】
　本発明の目的は、トレイを低背化した場合であってもトレイを円滑に操作することが可
能で、かつトレイの収納ケースからの安易な脱落を抑止でき、しかもトレイの表裏の向き
を逆にして収納ケースに挿入するおそれがないトレイ式カード用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】
【０００８】
　本発明のトレイ式カード用コネクタは、挿入用開口を有し、かつコンタクトを支持した
収納ケースと、ＩＣカードの底面を支持する２つの支持片を具備し、上記挿入用開口から
収納ケースに挿入することにより２つの支持片の間に露出したＩＣカードの端子を上記コ
ンタクトに接触させ、引き出すことにより該端子をコンタクトから離間させるトレイと、
を備えるコネクタにおいて、上記２つの支持片と上記収納ケースの両側部との一方に、２
つの支持片の外側面を互いに近づく方向に付勢する一対の弾性係合部を形成し、他方に上
記トレイを収納ケースから引き出したときに上記弾性係合部が係合する引出時係合部を形
成し、少なくとも一方の上記支持片の底部と上記収納ケースの底部の一方に、上記トレイ
の移動方向に延びかつ一方の端部が閉じる案内溝を形成し、他方に該案内溝にスライド可
能に係合し、かつ上記トレイを引き出したときに上記端部と係合する係合突起を形成した
ことを特徴としている。
【０００９】
　上記係合突起の配置を工夫し、上記トレイに上記ＩＣカードを支持したときに、平面視
で上記係合突起の少なくとも一部が該ＩＣカードと重なるようにするのが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明ではトレイと収納ケースの一方に設けた係合突起が他方に形成した案内溝にスラ
イド可能に係合するので、支持片の捻れや捲れを確実に防止できる。そのため、弾性係合
部の弾性力を強くすることによりトレイの収納ケースからの脱落抑止力を高めた上で、ト
レイを位置規制された状態で円滑に操作することが可能である。
　しかも、トレイを収納ケースから強い力で引き抜こうとすると、係合突起が案内溝の端
部に当接することによりトレイの引き抜きに対して抵抗するので、トレイの不意の引き抜
きを防止できる。
　さらに、トレイと収納ケースの底部に案内溝と係合突起を形成したので、トレイの表裏
の向きを正しい向きにしないとトレイを収納ケースに挿入することができない。そのため
、トレイの向きを逆にしたまま収納ケースに挿入して、両者を破損するおそれはない。
【００１１】
　請求項２のように構成すれば、ＩＣカードをトレイに載せると係合突起の少なくとも一
部の直上にＩＣカードが位置するので、係合突起を形成した支持片の上方への捲れがＩＣ
カードにより確実に規制される。係合突起の案内溝に対する係り代が大きいため、係合突
起が案内溝からより外れ難く、ＩＣカードが収納されている状態での引き抜き防止効果が
より高くなる。よって、作業中のＩＣカードの紛失等防止にも効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態を適用した携帯端末の裏面側をバッテリ収納凹部の蓋を取り
外して示す平面図である。
【図２】トレイを収納位置に位置させたときのコネクタを前斜め上方から見た斜視図であ
る。
【図３】トレイを収納位置に位置させたときのコネクタを後ろ斜め下方から見た斜視図で
ある。
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【図４】トレイを引出位置まで引き出したコネクタと、トレイから取り出したＳＩＭカー
ドの後ろ斜め上方から見た斜視図である。
【図５】ＳＩＭカードを載せたトレイを引出位置まで引き出したときのコネクタの後ろ斜
め上方から見た斜視図である。
【図６】トレイを引出位置まで引き出したコネクタの後ろ斜め下方から見た斜視図である
。
【図７】コネクタの後ろ斜め上方から見た分解斜視図である。
【図８】インシュレータとトレイの後ろ斜め上方から見た斜視図である。
【図９】図５のIX－IX矢線に沿う断面図である。
【図１０】トレイの変形例を示す後ろ斜め上方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の一実施形態について説明する。なお、以下の説
明中の前後、左右、及び上下の各方向は図中の矢印を基準としている。
　本実施形態のコネクタ１０は図１に示す携帯端末Ａに内蔵（固定）するものであり、大
きな構成要素としてインシュレータ２０、シェル４０、及び、トレイ６０を具備している
。
　インシュレータ２０は絶縁性かつ耐熱性の合成樹脂料を射出成形したものである。イン
シュレータ２０の底板部２１の内部には上記射出成形時のインサート成形により６本のコ
ンタクト２２が固定してある。コンタクト２２はスタンピング成形して得られた基材（例
えばりん青銅、ベリリウム銅、チタン銅、ステンレス、コルソン系銅合金、）上に、下地
メッキ（例えばニッケル（Ｎｉ）メッキ）を施した後に、仕上げメッキ（例えば金メッキ
、錫（Ｓｎ）－銅（Ｃｕ）メッキ、錫（Ｓｎ）－鉛（Ｐｂ）メッキ）を施して製造した一
体物であり、いずれも弾性及び導電性を有している。各コンタクト２２の前端に形成した
テール部２３は底板部２１の前端面から前方に突出しており、各コンタクト２２の後方部
分から前向きに延びるばね状端子２４は、底板部２１に貫通孔として形成した６つの長孔
２５を通って底板部２１の上方に突出している。底板部２１の上面の左右両側部は、中央
部に比べて一段低くかつ前後方向に延びる支持片案内凹部２６、２７となっている（支持
片案内凹部２６に比べて支持片案内凹部２７が広幅である）。さらに、右側の支持片案内
凹部２７（インシュレータ２０の底部）には、前後方向に延びると共に前後両端が閉じた
案内溝２８が貫通孔として形成してある。また、底板部２１の後端側の左右両端部には底
部切欠２９が形成してある。
　底板部２１の左右両側縁には略垂直な側壁３１が設けてあり、左右の側壁３１の後端に
は側部切欠３２が形成してある。さらに、左右の側壁３１の外側面には３つの上部係合突
起３３と３つの下部係合突起３４が突設してある。
　また、底板部２１の前縁の左右両端部近傍には側壁３１から左右方向に離間する略垂直
な前部ストッパ３６が左右一対として設けてあり、前部ストッパ３６の前面には係止突部
３７が突設してある（図２参照）。
【００１４】
　シェル４０は例えばりん青銅やステンレスによって成形した部材である。シェル４０は
インシュレータ２０と略同じ平面形状であり、インシュレータ２０の上面を塞ぐ天井部４
１と、天井部４１の両側縁から垂下する左右一対の側板部４２と、を具備している。天井
部４１と側板部４２に跨る部分には２つの係止孔４４と係止孔４５が前後に並べて形成し
てある。係止孔４５の下縁部の後部は前部に比べて一段下がった係合段部４６となってお
り、係止孔４５の後縁部からは先端部（前端部）に係合突部４８を備える弾性係合部４７
が前向きに延びている。弾性係合部４７は左右方向に弾性変形可能であり、図７に示すよ
うに自由状態においては側板部４２の内側に位置している。
　左右の側板部４２の下縁部には２つの下縁係合凹部５０が凹設してある。さらに、左右
の側板部４２の後端には略水平なテール部５１が内向きに突設してあり、左右のテール部
５１の表面にはＳｎ－Ｃｕ（錫銅）や金がメッキしてある。また、天井部４１の前縁部に
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は左右一対のテール部５２と、テール部５２の外側に位置する左右一対の係止部５３とが
突設してある。左右のテール部５２の表面にはＳｎ－Ｃｕ（錫銅）や金がメッキしてあり
、左右の係止部５３には係止孔が形成してある（図２参照）。
　シェル４０の天井部４１をインシュレータ２０の上部に被せると、インシュレータ２０
の左右の３つの上部係合突起３３が左右の係止孔４４の下縁部及び係止孔４５の係合段部
４６とに係止し、かつ、左右の３つの下部係合突起３４が左右の下縁係合凹部５０と側板
部４２の下縁のテール部５１の直前部分に係止し、さらに左右の弾性係合部４７の係合突
部４８がインシュレータ２０の左右の側部切欠３２を通って対応する側壁３１の内側に突
出する。さらに、左右のテール部５１がインシュレータ２０の対応する底部切欠２９内に
位置し、かつ左右の係止部５３の係止孔が左右の係止突部３７に係止する（図２参照）。
　このようにして互いに一体化したインシュレータ２０とシェル４０からなる収納ケース
Ｃは、携帯端末Ａの内部に固定した回路基板（図示略）上の回路パターンに各コンタクト
２２のテール部２３を半田付けし、かつ、シェル４０のテール部５１とテール部５２を該
回路基板の接地パターンや固定用パターンに半田付けすることにより、該回路基板に固定
される。すると、図１に示すように携帯端末Ａの裏面に凹設したバッテリ収納凹部Ｂ（図
１では、バッテリ収納凹部Ｂからバッテリとバッテリ収納凹部Ｂの開口を塞ぐ蓋を取り外
している）の前壁に形成した取付孔内に収納ケースＣが位置する。
【００１５】
　トレイ６０は絶縁性の合成樹脂料を射出成形したものである。トレイ６０は、後端部を
構成し、かつその左端部に切欠６２が形成された操作用端部６１と、操作用端部６１から
共に前方に向かって突出する支持片６３、６４と、を具備しており、操作用端部６１と支
持片６３と支持片６４の間には露出用開口６５が形成してある。図示するように、支持片
６４は支持片６３に比べて広幅であり、かつ、支持片６３はインシュレータ２０の左側の
支持片案内凹部２６と略同幅で、支持片６４はインシュレータ２０の右側の支持片案内凹
部２７と略同幅である。操作用端部６１、支持片６３及び支持片６４の上面にはＳＩＭカ
ード（ＩＣカード）８０と略同じ平面形状かつ略同じ高さの載置用凹部６７が凹設してあ
り、操作用端部６１の上面の右端部には載置用凹部６７とは独立した三角形状の引出用凹
部６８が凹設してある。トレイ６０の後端部の左右両側部には、当該部分より前方の部分
に比べて外側に出っ張った側部ストッパ６９が形成してある。トレイ６０における側部ス
トッパ６９より前方に位置する部分は左右の側壁３１の内面間寸法より小さいため収納ケ
ースＣの後端開口（挿入用開口）から収納ケースＣ内に挿入可能であるが、トレイ６０の
後端部（側部ストッパ６９を形成した部分）の左右幅は左右の側壁３１の内面間寸法より
大きいため収納ケースＣ内に挿入不能である。
　支持片６３及び支持片６４の外側面の同じ前後方向位置には引出時係合部７１と収納時
係合部７２がそれぞれ凹設してあり、支持片６３及び支持片６４の前端面には前端突部７
３が突設してある。さらに、支持片６４の下面の内側縁部の前端近傍（支持片６４の底部
）には、インシュレータ２０の案内溝２８と略同幅である係合突起７５が下向きに突設し
てある。
　トレイ６０は、収納ケースＣを上記回路基板に半田付けした後に、収納ケースＣの後端
開口から収納ケースＣの内部に挿入することにより収納ケースＣに組み付ける。トレイ６
０を収納ケースＣに組み付けると、図８に示すように支持片６３が支持片案内凹部２６に
スライド可能に係合すると共に支持片６４が支持片案内凹部２７にスライド可能に係合し
、かつ支持片６４の下面に突設した係合突起７５がインシュレータ２０の案内溝２８にス
ライド自在に嵌合する。さらに、インシュレータ２０における支持片案内凹部２６と支持
片案内凹部２７の間に位置する部分（支持片案内凹部２６及び支持片案内凹部２７より一
段高い部分）が露出用開口６５内に位置し、左右の弾性係合部４７の係合突部４８が支持
片６３及び支持片６４の外側面にそれぞれ弾性変形しながら接触する。
　収納ケースＣと一体化したトレイ６０は収納ケースＣに対して前後方向にスライド可能
となる。即ち、左右の側部ストッパ６９の前端面がシェル４０の後端面の左右両側部にそ
れぞれ当接し、トレイ６０の前端面（前端突部７３の内側部分）がインシュレータ２０の
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前部ストッパ３６にそれぞれ当接し、かつ、左右の前端突部７３が左右の側壁３１と前部
ストッパ３６の間の隙間に進入（図２参照）する収納位置（図２、図３の位置）と、トレ
イ６０が収納ケースＣから後方に大きく引き出された引出位置（図４～図６の位置）との
間をスライド可能である。トレイ６０が収納位置に位置すると、係合突起７５が案内溝２
８の前端面に当接し、かつ左右の側部ストッパ６９がトレイ６０の後端面の左右両端部に
それぞれ当接するのでトレイ６０がこれ以上前方にスライドすることはなく、さらに左右
の弾性係合部４７の係合突部４８が左右の収納時係合部７２に係合するので（図２、図３
参照）、トレイ６０は収納位置に保持される。一方、トレイ６０が引出位置に位置すると
、係合突起７５が案内溝２８の後端面に当接するのでトレイ６０がこれ以上後方にスライ
ドすることはなく、かつ、左右の弾性係合部４７の係合突部４８が左右の引出時係合部７
１に係合するので（図４～図６参照）、トレイ６０は引出位置に保持される。図１に示す
ように、トレイ６０が収納位置に位置するときも、トレイ６０の後端部はバッテリ収納凹
部Ｂの内部に位置する。
【００１６】
　以上構成のコネクタ１０にＳＩＭカード８０を装着するには、まず製造現場の作業者や
コネクタ１０を搭載した携帯端末Ａを購入したユーザーが図１に示すように収納位置に位
置するトレイ６０の引出用凹部６８に図示を省略した棒状部材等（例えばペン）の端部を
係合し、該棒状部材を後方に引っ張る。すると、左右の弾性係合部４７が外側に弾性変形
し各係合突部４８が左右の引出時係合部７１から外側に脱出するので、トレイ６０が案内
溝２８に沿って後方にスライドする。そしてトレイ６０が引出位置に達すると、係合突起
７５が案内溝２８の後端面に当接し、かつ左右の弾性係合部４７が内側に弾性変形するこ
とにより各係合突部４８が対応する収納時係合部７２に係合するので作業者またはユーザ
ーはクリック感を得られ、トレイ６０が引出位置に保持される。
　次いで、図５に示すようにＳＩＭカード８０をトレイ６０の載置用凹部６７に載置する
。すると、ＳＩＭカード８０の下面に設けた６つの端子８１（図４参照）が露出用開口６
５を通してトレイ６０の下方に露出する。トレイ６０の操作用端部６１を前方に押すと、
左右の弾性係合部４７が外側に弾性変形し各係合突部４８が左右の収納時係合部７２から
外側に脱出するので、トレイ６０が案内溝２８に沿って前方にスライドする。そしてトレ
イ６０が収納位置に達すると、係合突起７５が案内溝２８の前端面に当接し、かつ左右の
弾性係合部４７が内側に弾性変形することにより各係合突部４８が対応する収納時係合部
７２に係合するので作業者またはユーザーはクリック感により挿入完了の認識も得られ、
トレイ６０が収納位置に保持される。さらに、インシュレータ２０の６つのコンタクト２
２のばね状端子２４が露出用開口６５を通してＳＩＭカード８０の６つの端子８１に接触
するので、上記回路基板とＳＩＭカード８０が電気的に導通する。従って、携帯端末Ａに
内蔵した、上記回路基板と電気的に導通する制御部（図示略）がＳＩＭカード８０に入力
済みのデータを読み込み可能になる。
　また、ＳＩＭカード８０をコネクタ１０から取り出す際は上記と同様の手順でトレイ６
０を引出位置まで後方にスライドさせる。トレイ６０に収納されているＳＩＭカード８０
は切欠６２においては下側にも露出しているために指等で摘むことが可能であり、コネク
タ１０から容易に取り出せる。
【００１７】
　以上説明した本実施形態ではトレイ６０に設けた係合突起７５がインシュレータ２０に
形成した案内溝２８にスライド可能に係合するので、支持片６３及び支持片６４の長手方
向回りの捻れや長手方向の捲れを確実に防止できる。そのため、左右の弾性係合部４７の
弾性力を強くすることによりトレイ６０の収納ケースＣからの脱落抑止力を高めた上で、
トレイ６０を円滑にスライド操作することが可能である。
【００１８】
　さらに、ＳＩＭカード８０の挿入状態においてトレイ６０を収納位置から後方に引き出
すためには、載置したＳＩＭカード８０の下面には各コンタクト２２から弾性力が掛かる
ため相応の力が必要となる。そのため、トレイ６０を引き出す際に必要以上に大きな力で
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トレイ６０を引き出し、誤ってＳＩＭカード８０が収納された状態のトレイ６０をコネク
タ１０から引き抜いてしまう虞がある。しかし、トレイ６０が引出位置まで移動すると係
合突起７５が案内溝２８の後端に当接し当該引き抜き力に対して抵抗するので、係合突起
７５と案内溝２８を形成しない場合と比較してトレイ６０を引き抜くのに要する力が高く
なるため、トレイ６０の容易な引き抜きを防止できる。
　また、特にＳＩＭカード８０が挿入されている状態では係合突起７５の直上にＳＩＭカ
ード８０が位置するので、係合突起７５が形成されている支持片６４の上方への捲れがＳ
ＩＭカード８０により規制される。係合突起７５の案内溝２８に対する係り代が大きいた
め、係合突起７５が案内溝２８からより外れ難く、引き抜き防止効果が高くなる。これに
より、ＳＩＭカード８０を交換する作業者やユーザーが誤ってＳＩＭカード８０を落下さ
せたり紛失したりすることを防止できる。
　また、トレイ６０にＳＩＭカード８０が挿入されていない状態においても左右の弾性係
合部４７によって支持片６３と支持片６４を内側に押圧しているが、支持片６３と支持片
６４は両者とそれぞれ同幅である支持片案内凹部２６と支持片案内凹部２７に係合してい
る。そのため、支持片６３と支持片６４が支持片案内凹部２６と支持片案内凹部２７から
内側に脱出して支持片案内凹部２６と支持片案内凹部２７の間の部分に乗り上げるおそれ
は小さく、特に支持片６４については係合突起７５が案内溝２８に係合しているので、支
持片案内凹部２７から上方に外れて支持片案内凹部２６と支持片案内凹部２７の間の部分
に乗り上げるおそれはさらに小さい。そのため、左右の弾性係合部４７からトレイ６０に
弾性力を確実に与えることができ、弾性係合部４７によるトレイ６０の保持力が低下する
おそれは小さい。
　さらに、ユーザーがトレイ６０を極めて強い力で後方に引っ張った場合には、弾性係合
部４７（係合突部４８）と収納時係合部７２による係合が解除されると共に係合突起７５
が案内溝２８から脱落するので、トレイ６０が収納ケースＣから引き抜かれてしまう。こ
の場合、ユーザーはトレイ６０を再び収納ケースＣの内部に挿入しなければならないが、
インシュレータ２０の底板部２１に案内溝２８を形成しトレイ６０の底部に係合突起７５
を形成しているので、トレイ６０の表裏（上下）の向きを正しい向きにしないとトレイ６
０は収納ケースＣ内に挿入できない。そのため、ユーザーがトレイ６０の向きを逆にした
まま収納ケースＣに挿入して、両者を破損するおそれはない。さらにコネクタ１０の製造
時に、作業者がトレイ６０の向きを逆にして収納ケースＣ内に挿入することも防止できる
。
【００１９】
　以上、本発明を上記実施形態に基づいて説明したが、本発明はこの実施形態に限定され
るものではなく、様々な変形を施しながら実施可能である。
　例えば、支持片６３側のみ、あるいは支持片６３及び支持片６４の底面に係合突起７５
を形成し、インシュレータ２０の係合突起７５と対応する位置に案内溝２８を形成しても
よい。また、インシュレータ２０側の底部に係合突起７５を形成し、トレイ６０側の底部
に案内溝２８を形成してもよい。また、案内溝２８は貫通溝である必要はなく有底溝でも
よい。さらに、案内溝２８の前端を閉じずに開放してもよい（トレイ６０に案内溝２８を
形成する場合は、案内溝２８の後端を開放してもよい）。
　さらに、支持片６３及び支持片６４の外側面に弾性係合部４７に相当する部材を形成し
、シェル４０の両側部に引出時係合部７１や収納時係合部７２に相当する凹部（あるいは
孔）を形成してもよい。
　また、トレイ６０を絶縁性のみならず耐熱性も有する材料により成形してもよい。この
ようにすれば、トレイ６０を収納ケースＣに挿入した状態で各コンタクト２２のテール部
２３とテール部５１とテール部５２を上記回路基板に半田付けできる。
　さらに、コンタクト２２とインシュレータ２０をインサート成形せずに、コンタクト２
２をインシュレータ２０に圧入固定しても良い。
　また、図１０に示すトレイ６０’のように、支持片６３と支持片６４の前端同士を連結
片７０で繋いでもよい。この場合、トレイ６０’のスライド時に連結片７０がコンタクト
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２２と接触しないように、連結片７０の下面位置を支持片６３及び支持片６４より上方に
設定する。
　また、本発明をＳＩＭカード８０とは異なる用途のＩＣカードを電子機器に接続するた
めのコネクタに適用することは勿論可能である。
【符号の説明】
【００２０】
１０　　コネクタ
２０　　インシュレータ
２１　　底板部
２２　　コンタクト
２３　　テール部
２４　　ばね状端子
２５　　長孔
２６　２７　支持片案内凹部
２８　　案内溝
２９　　底部切欠
３１　　側壁
３２　　側部切欠
３３　　上部係合突起
３４　　下部係合突起
３６　　前部ストッパ
３７　　係止突部
４０　　シェル
４１　　天井部
４２　　側板部
４４　４５　係止孔
４６　　係合段部
４７　　弾性係合部
４８　　係合突部
５０　　下縁係合凹部
５１　５２　テール部
５３　　係止部
６０　６０’　トレイ
６１　　操作用端部
６２　　切欠
６３　６４　支持片
６５　　露出用開口
６７　　載置用凹部
６８　　引出用凹部
６９　　側部ストッパ
７０　　連結片
７１　　引出時係合部
７２　　収納時係合部
７３　　前端突部
７５　　係合突起
８０　　ＳＩＭカード（ＩＣカード）
８１　　端子
Ａ　　　携帯端末
Ｂ　　　バッテリ収納凹部
Ｃ　　　収納ケース
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