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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに嵌合する１対のコネクタからなる電気コネクタ組立体であって、
　前記１対のコネクタのうちの一方のコネクタは、絶縁性の第１ハウジングと、該第１ハ
ウジングに取り付けられた第１コンタクトとを有し、
　該第１コンタクトが、前記第１ハウジングに固定される固定部と、該固定部から延びる
接触部と、前記固定部から延びる基板接続部と、前記固定部から延び、前記１対のコネク
タが嵌合した際に、前記１対のコネクタのうちの他方のコネクタをロックするロックアー
ムとを備え、
　該ロックアームは、前記１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交する方向に撓むとと
もに、前記ロックアームの前記固定部から延びる方向が、前記１対のコネクタ同士の嵌合
方向とほぼ直交していることを特徴とする電気コネクタ組立体。
【請求項２】
　前記固定部が、水平方向に延びる水平部と、該水平部の略中央部から立ち下がる基部と
、前記水平部の端部から立下り、前記第１ハウジングに固定される側板部とを具備し、
　前記接触部が、前記基部の側縁から前記１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交する
内方向に延び、
　前記基板接続部が、前記基部の下端から前記１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交
する外方向に延び、
　前記ロックアームが、前記側板部から前記１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交す
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る内方向に延びることを特徴とする請求項１記載の電気コネクタ組立体。
【請求項３】
　前記１対のコネクタのうちの他方のコネクタは、一端に電線が導出される電線導出口を
有する絶縁性の第２ハウジングと、該第２ハウジングに取付けられ、前記電線に接続され
るとともに前記第１コンタクトの接触部に接触する第２コンタクトとを備え、
　前記第２ハウジングの前記電線導出口の近傍には、前記ロックアームに係止する係止部
が設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の電気コネクタ組立体。
【請求項４】
　前記係止部が、前記第２コンタクトに設けられたロック補強部により補強されているこ
とを特徴とする請求項３記載の電気コネクタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板同士あるいは回路基板と電線とを接続するために用いられる、互い
に嵌合する１対のコネクタからなる電気コネクタ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、携帯電話機等の小型電子機器においては、回路基板同士あるいは回
路基板と電線とを接続するために、互いに嵌合する１対のコネクタからなる電気コネクタ
組立体が用いられている。図９に従来例の電気コネクタ組立体を示す（特許文献１参照）
。
　図９に示す電気コネクタ組立体１００は、回路基板（図示せず）同士を接続するもので
あって、互いに嵌合するプラグコネクタ１１０及びリセプタクルコネクタ１２０で構成さ
れる。
【０００３】
　プラグコネクタ１１０は、絶縁性の第１ハウジング１１１と、第１ハウジング１１１に
取り付けられる複数対の金属製の第１コンタクト１１２とを備えている。各第１コンタク
ト１１２は、第１ハウジング１１１に固定される固定部１１３と、固定部１１３から延び
る接触アーム１１４と、固定部１１３から延びる基板接続部１１６とを備えている。接触
アーム１１４は、固定部１１３から上方（図９における矢印Ａ向き）に延び更に下方（図
９における矢印ａ向き）に折り返し湾曲して形成され、その先端にはロック用突部１１５
が設けられている。基板接続部１１６は、一方の回路基板（図示せず）上に半田接続され
る。
【０００４】
　一方、リセプタクルコネクタ１２０は、プラグコネクタ１１０を受容する絶縁性の第２
ハウジング１２１と、第２ハウジング１２１に取り付けられる複数対の金属製の第２コン
タクト１２２とを備えている。各第２コンタクト１２２は、第２ハウジング１２１に固定
される固定部１２３と、固定部１２３から延びる接触部１２４と、固定部１２３から延び
る基板接続部１２６とを備えている。接触部１２４は、固定部１２３から下方（図９にお
ける矢印ａ向き）に略直線状に延びており、第１コンタクト１１２のロック用突部１１５
に接触するよう構成される。接触部１２４の先端には、ロック用突起１２５が設けられて
いる。このロック用突起１２５は、プラグコネクタ１１０及びリセプタクルコネクタ１２
０が嵌合した際に、第１コンタクト１１２のロック用突部１１５と互いに弾性的に係合し
て両コネクタ１１０，１２０のはずれを防止するようになっている。基板接続部１２６は
、他方の回路基板（図示せず）上に半田接続される。
　図９に示す電気コネクタ組立体１００によれば、プラグコネクタ１１０及びリセプタク
ルコネクタ１２０の第１及び第２コンタクト１１２，１２２の係合により両コネクタ１１
０，１２０の嵌合をロックすることができる。
【０００５】
　また、回路基板同士を接続する電気コネクタ組立体として、例えば、図１０に示すもの
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（特許文献２参照）も知られている。
　図１０に示す電気コネクタ組立体２００は、互いに嵌合する第１コネクタ２１０及び第
２コネクタ２２０で構成される。
　第１コネクタ２１０は、絶縁性の第１ハウジング２１１と第１ハウジング２１１に取り
付けられる複数対の金属製の第１コンタクト２１２とを備えている。各第１コンタクト２
１２は、基部２１３と、基部２１３から上方（図１０における矢印Ｂ向き）に延び、第１
ハウジング２１１に固定される固定部２１４とを備えている。また、第１コンタクト２１
２は、基部２１３から内側に延び更に上方（図１０における矢印Ｂ向き）に延びる接触ア
ーム２１５と、基部２１３から外側に延びる基板接続部２１８とを備えている。更に、第
１コンタクト２１２は、固定部２１４から上方（図１０における矢印Ｂ向き）に延びるロ
ック片２１６を備え、このロック片２１６の先端にはロック用突起２１７が設けられてい
る。基板接続部２１８は、一方の回路基板（図示せず）上に半田接続される。
【０００６】
　一方、第２コネクタ２２０は、第１コネクタ２１０と嵌合する絶縁性の第２ハウジング
２２１と、第２ハウジング２２１に取り付けられる複数対の金属製の第２コンタクト２２
２とを備えている。各第２コンタクト２２２は、第２ハウジング２２１に固定される固定
部２２３と、固定部２２３から延びる接触部２２４と、固定部２２３から外側に延びる基
板接続部２２５とを備えている。接触部２２４は、固定部２２３から下方（図１０におけ
る矢印ｂ向き）に略直線状に延びており、第１コンタクト２１２の接触アーム２１５に接
触するよう構成される。また、第２ハウジング２２１の側壁には、ロック用溝２２６が設
けられている。このロック用溝２２６には、第１コネクタ２１０及び第２コネクタ２２０
が嵌合した際に、第１コンタクト２１２のロック片２１６のロック用突起２１７が入り込
み、両コネクタ２１０，２２０のはずれが防止される。基板接続部２２５は、他方の回路
基板（図示せず）上に半田接続される。
　図１０に示す電気コネクタ組立体２００によれば、ロック用溝２２６に機械的にロック
するロック片２１６を第１コンタクト２１２に設けた。このため、第１コネクタ２１０と
相手側の第２コネクタ２２０との嵌合保持力を安定して保持することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平４－４３５７９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０４０３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、図９及び図１０に示した従来の電気コネクタ組立体１００，２００にあ
っては、以下の問題点があった。
　即ち、図９に示した電気コネクタ組立体１００の場合、プラグコネクタ１１０及びリセ
プタクルコネクタ１２０が嵌合した際に、ロック用突起１１５とロック用突起１２５とが
互いに弾性的に係合して両コネクタ１１０，１２０のはずれを防止する。ここで、ロック
機能を有する第１コンタクト１１２のロック用突起１１５と第２コンタクト１２２のロッ
ク用突起１２５とが弾性的に係合することから、プラグコネクタ１１０とリセプタクルコ
ネクタ１２０との挿抜耐久性を高くすることができる。
【０００９】
　しかし、ロック機能を有する第１コンタクト１１２の接触アーム１１４の延びる方向は
固定部１１３から上下方向（図９における矢印Ａａ方向）、第２コンタクト１２２の接触
部１２４は固定部１２３から下方向（図９における矢印ａ向き）である。これらの方向は
、プラグコネクタ１１０及びリセプタクルコネクタ１２０の嵌合方向（図９における矢印
Ａａ方向）と略一致している。このため、電気コネクタ組立体１００の嵌合方向（矢印Ａ
ａ方向）の高さを小さくすることができない。
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【００１０】
　また、図１０に示した電気コネクタ組立体２００の場合、第１コネクタ２１０及び第２
コネクタ２２０が嵌合した際に、ロック用突起２１７がロック用溝２２６に入り込み、両
コネクタ２１０，２２０のはずれが防止される。ここで、ロック機能を有する第１コンタ
クト２１２のロック片２１６は弾性的に変位することから、第１コネクタ２１０と第２コ
ネクタ２２０との挿抜耐久性を高くすることができる。
【００１１】
　しかし、この電気コネクタ組立体２００にあっても、ロック機能を有する第１コンタク
ト２１２のロック片２１６の延びる方向は、固定部２１４から上方向（図１０における矢
印Ｂ向き）である。この方向は、第１コネクタ２１０及び第２コネクタ２２０の嵌合方向
（図１０における矢印Ｂｂ方向）と略一致している。従って、電気コネクタ組立体２００
にあっても、電気コネクタ組立体２００の嵌合方向（矢印Ｂｂ方向）の高さを小さくする
ことができない。
【００１２】
　近年、携帯電話機等の小型電子機器においては、回路基板同士や回路基板と電線とを接
続する電気コネクタ組立体においても、１対のコネクタの嵌合方向の高さを低背化するこ
とが望まれている。
　従って、本発明は、これら問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電気コネ
クタ組立体の嵌合方向の低背化を達成できるとともに、挿抜耐久性の高い電気コネクタ組
立体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に係る電気コネクタ組立体は、互い
に嵌合する１対のコネクタからなる電気コネクタ組立体であって、前記１対のコネクタの
うちの一方のコネクタは、絶縁性の第１ハウジングと、該第１ハウジングに取り付けられ
た第１コンタクトとを有し、該第１コンタクトが、前記第１ハウジングに固定される固定
部と、該固定部から延びる接触部と、前記固定部から延びる基板接続部と、前記固定部か
ら延び、前記１対のコネクタが嵌合した際に、前記１対のコネクタのうちの他方のコネク
タをロックするロックアームとを備え、該ロックアームは、前記１対のコネクタ同士の嵌
合方向とほぼ直交する方向に撓むとともに、前記ロックアームの前記固定部から延びる方
向が、前記１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交していることを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明のうち請求項２に係る電気コネクタ組立体は、請求項１記載の電気コネク
タ組立体において、前記固定部が、水平方向に延びる水平部と、該水平部の略中央部から
立ち下がる基部と、前記水平部の端部から立下り、前記第１ハウジングに固定される側板
部とを具備し、前記接触部が、前記基部の側縁から前記１対のコネクタ同士の嵌合方向と
ほぼ直交する内方向に延び、前記基板接続部が、前記基部の下端から前記１対のコネクタ
同士の嵌合方向とほぼ直交する外方向に延び、前記ロックアームが、前記側板部から前記
１対のコネクタ同士の嵌合方向とほぼ直交する内方向に延びることを特徴としている。
【００１５】
　更に、本発明のうち請求項３に係る電気コネクタ組立体は、請求項１又は２記載の電気
コネクタ組立体において、前記１対のコネクタのうちの他方のコネクタは、一端に電線が
導出される電線導出口を有する絶縁性の第２ハウジングと、該第２ハウジングに取付けら
れ、前記電線に接続されるとともに前記第１コンタクトの接触部に接触する第２コンタク
トとを備え、前記第２ハウジングの前記電線導出口の近傍には、前記ロックアームに係止
する係止部が設けられていることを特徴としている。
　加えて、本発明のうち請求項４に係る電気コネクタ組立体は、請求項３記載の電気コネ
クタ組立体において、前記係止部が、前記第２コンタクトに設けられたロック補強部によ
り補強されていることを特徴としている。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明に係る電気コネクタ組立体によれば、ロックアームは、１対のコネクタ同士の嵌
合方向とほぼ直交する方向に撓むので、１対のコネクタの挿抜耐久性を高くすることがで
きる。また、ロックアームの固定部から延びる方向が、１対のコネクタ同士の嵌合方向と
ほぼ直交しているので、１対のコネクタの嵌合方向の高さ、即ち電気コネクタ組立体の嵌
合方向の低背化を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る電気コネクタ組立体の斜視図である。但し、電線をともに示してあ
る。
【図２】図１の２－２線に沿う電気コネクタ組立体の断面斜視図である。
【図３】図１の２－２線に沿う断面図である。
【図４】図１に示す電気コネクタ組立体におけるリセプタクルコネクタを表面側から見た
斜視図である。
【図５】図４に示すリセプタクルコネクタにおいて、一方側のリセプタクルコンタクトを
取り外して分解した状態の分解斜視図である。
【図６】図１に示す電気コネクタ組立体におけるプラグコネクタを裏面側から見た斜視図
である。但し、電線を共に示してある。
【図７】図６に示すプラグコネクタであって電線を接続する前のプラグコンタクトをイン
サートモールドした状態の斜視図である。
【図８】図６に示すプラグコネクタにおける１対のプラグコンタクトの斜視図である。
【図９】従来例の電気コネクタ組立体の断面図である。
【図１０】従来の他の例の電気コネクタ組立体の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１乃至図８を参照して説明す
る。
　図１乃至図３に示す電気コネクタ組立体１は、携帯電話機等の小型電子機器における、
回路基板（図示せず）と電線Ｗとを電気的に接続する際に使用される。
　ここで、電気コネクタ組立体１は、互いに嵌合するリセプタクルコネクタ(一方のコネ
クタ)１０及びプラグコネクタ（他方のコネクタ）４０からなる。プラグコネクタ４０に
は電線Ｗが接続されている。その一方、リセプタクルコネクタ１０は、回路基板上に実装
されている。プラグコネクタ４０をリセプタクルコネクタ１０に嵌合することにより、電
線と回路基板とが電気的に接続される。
【００１９】
　図１乃至図３において、リセプタクルコネクタ１０及びプラグコネクタ４０の嵌合方向
は矢印Ｚｚ方向、当該嵌合方向と直交する方向は矢印Ｘｘ方向と矢印Ｙｙ方向で示される
。当該嵌合方向と直交する方向のうち矢印Ｘｘ方向はリセプタクルコネクタ１０の幅方向
、矢印Ｙｙ方向は当該リセプタクルコネクタ１０の幅方向と直交する方向と同一である。
以後、この矢印Ｘｘ方向、Ｙｙ方向及びＺｚ方向を前提に説明する。
　リセプタクルコネクタ１０は、図４及び図５に示すように、リセプタクルハウジング（
第１ハウジング）２０と、このリセプタクルハウジング２０に取り付けられた１対のリセ
プタクルコンタクト（第１コンタクト）３０とを具備している。
【００２０】
　ここで、リセプタクルハウジング２０は、図４に示すように、略矩形形状に絶縁性の樹
脂を成形することによって形成される。リセプタクルハウジング２０には、コネクタ受容
凹部２１がリセプタクルハウジング２０の頂面に開口するように形成される。コネクタ受
容凹部２１は、プラグコネクタ４０の後述する壁部５２、隆起部５３及びプラグコンタク
ト６０の接触部６３を受容する。また、リセプタクルハウジング２０の頂面には、プラグ
コネクタ４０の平板状部５１を受容する凹部２２が形成されている。そして、リセプタク
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ルハウジング２０の幅方向両端部（矢印Ｘｘ方向の両端部）には、１対のリセプタクルコ
ンタクト取付部２６が設けられている。各リセプタクルコンタクト取付部２６の矢印Ｙｙ
方向の両側部には、後述する各リセプタクルコンタクト３０の側板部３１ｃを圧入固定す
るための１対の圧入用溝２４が設けられている。そして、各圧入用溝２４からリセプタク
ルハウジング２０の矢印Ｘｘ方向内側に向けてロックアーム挿入用溝２５が形成されてい
る。また、各リセプタクルコンタクト取付部２６の下方部には、該リセプタクルコンタク
ト取付部２６から矢印Ｘｘ方向外側に向けて突出する突起２３が設けられている。また、
リセプタクルハウジング２０のコネクタ受容凹部２１の底壁２１ａには、嵌合されるプラ
グコネクタ４０の１対の隆起部５３が位置する部分に、１対の貫通孔２７が形成されてい
る。これら貫通孔２７は、電気コネクタ組立体１を嵌合方向に低背としながら、プラグコ
ンタクト６０とリセプタクルコンタクト３０との嵌合長を十分に確保するために形成され
ている。
【００２１】
　また、１対のリセプタクルコンタクト３０は、図１、図４及び図５に示すように、リセ
プタクルハウジング２０の幅方向両端、即ち矢印Ｘｘ方向の両端に設置される。リセプタ
クルハウジング２０の幅方向一端に設置されるリセプタクルコンタクト３０と、幅方向他
端に設置されるリセプタクルコンタクト３０は、対称形状となっていると共に、同一形状
である。このため、リセプタクルコンタクト３０の形状については、リセプタクルハウジ
ング２０の幅方向一端（図５における右端）に設置されるリセプタクルコンタクト３０の
形状、構造のみについて説明する。
　リセプタクルコンタクト３０は、図４及び図５に示すように、固定部３１、１対の接触
部３２、基板接続部３３及び１対のロックアーム３４を備え、金属板を打抜き及び曲げ加
工することによって形成される。
【００２２】
　固定部３１は、リセプタクルハウジング２０に固定されるものであり、図１、図４及び
図５に示すように、水平方向（矢印Ｘｘ方向及び矢印Ｙｙ方向）に延びる水平部３１ａを
備えている。固定部３１は、水平部３１ａの矢印Ｙｙ方向の略中央部側縁から立ち下がる
基部３１ｂを備えている。また、固定部３１は、水平部３１ａの矢印Ｙｙ方向の両端部か
ら立ち下がる１対の側板部３１ｃを備えている。固定部３１の水平部３１ａは、図４及び
図５に示すように、リセプタクルハウジング２０のリセプタクルコンタクト取付部２６の
上面に載置される。また、固定部３１に設けられた各側板部３１ｃは、リセプタクルコン
タクト取付部２６の側部に設けられた圧入用溝２４に入り込んで圧入固定される。更に、
基部３１ｂには、基板接続部３３を跨ぐように開口３５が形成されている。この開口３５
には、図１及び図４に示すように、リセプタクルハウジング２０の突起２３が入り込む。
これにより、リセプタクルコンタクト３０を支持する。
【００２３】
　また、１対の接触部３２の各々は、図１及び図５に示すように、基部３１ｂの側縁から
両コネクタ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する内方向（矢印ｘ向き）
に延びるよう折り曲げ形成される。各接触部３２は、図５に示すように、アーム部分３２
ａと、支持部３２ｂと、接点３２ｃとを備えている。アーム部分３２ａは、基部３１ｂの
側縁から矢印ｘ向きに延び、支持部３２ｂは、アーム部分３２ａの先端に設けられる。接
点３２ｃは、支持部３２ｂの先端に設けられる。こので、支持部３２ｂは、アーム部分３
２ａの先端から下方に延びる下方延出部分と、下方延出部分の下端部から矢印Ｙｙ方向内
側（相対する接触アーム側）に折り曲げられた折り曲げ部分と、折り曲げ部分から立ち上
がる立ち上がり部分とを備えている。折り曲げ部分のプレス面は、接触部３２が下方に変
位するときに、リセプタクルハウジング２０のコネクタ受容凹部２１の底壁２１ａに支持
される。また、接点３２ｃは、支持部３２ｂの立ち上がり部分の上端に位置し、接触部３
２の先端部分に設けられている。接点３２ｃは、そのせん断面で、プラグコンタクト６０
のＵ形状に湾曲した各接触部６３の両側面に接触する。
　また、基板接続部３３は、図１及び図５に示すように、基部３１ｂの下端から両コネク
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タ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する外方向（矢印Ｘ向き）に延びる
よう折り曲げ形成される。基板接続部３３は、略矩形平板状に形成され、回路基板（図示
せず）上に半田接続される。
【００２４】
　更に、１対のロックアーム３４の各々は、図１及び図５に示すように、１対の側板部３
１ｃの各々から両コネクタ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する内方向
（矢印矢印ｘ向き）に延びている。これらロックアーム３４は、図４及び図５に示すよう
に、両圧入用溝２４から延びるロックアーム挿入用溝２５に挿入され、側板部３１ｃが圧
入固定されると、先端がリセプタクルハウジング２０から突出した状態になる。ロックア
ーム３４は、両コネクタ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する方向（矢
印Ｙｙ方向）に撓むように構成されている。これら１対のロックアーム３４のうちリセプ
タクルコネクタ１０の幅方向と直交する矢印Ｙｙ方向手前側（図１、図４及び図５におけ
る手前側）のロックアーム３４は、両コネクタ１０，４０が嵌合した際に、プラグコネク
タ４０をロックする機能を有する。即ち、図２及び図３に示すように（図２及び図３には
、リセプタクルハウジングの幅方向他端に設置されるリセプタクルコンタクト３０のロッ
クアーム３４が示されている）、当該矢印Ｙｙ方向手前側のロックアーム３４は、両コネ
クタ１０，４０が嵌合した際に、後述するプラグコネクタ４０に設けられた凹形状の係止
部５４に係止されてプラグコネクタ４０をロックする。その一方、当該矢印Ｙｙ方向反対
側のロックアーム３４は、プラグコネクタ４０をロックする機能を有しない。強度の観点
から、当該矢印Ｙｙ方向片側のロックアーム３４による保持力で足りる。その一方、ロッ
クアーム３４を当該矢印Ｙｙ方向両側に設けてリセプタクルハウジング２０の幅方向一端
に設置されるリセプタクルコンタクト３０と、幅方向他端に設置されるリセプタクルコン
タクト３０を左右対称形状にするとともに同一形状とし、部品の共通化を図っている。
【００２５】
　次に、プラグコネクタ４０は、図６及び図７に示すように、プラグハウジング（第２ハ
ウジング）５０と、このプラグハウジング５０に取り付けられた１対のプラグコンタクト
（第２コンタクト）６０とを具備している。
　プラグハウジング５０は、図６及び図７に示すように、薄肉の水平方向（矢印Ｘｘ方向
及び矢印Ｙｙ方向）に延びる略長方形の平板状部５１を備えている。プラグハウジング５
０は、絶縁性の樹脂を成形することによって形成される。プラグハウジング５０の平板状
部５１は、図１に示すように、プラグコネクタ４０がリセプタクルコネクタ１０と嵌合し
たときに、リセプタクルハウジング２０の頂面に形成された後述の凹部２２に受容される
。平板状部５１の裏面（図６では裏面側が上を向いている）には、中央に半田付け用開口
５２ｅを有する四角形状の壁部５２が立設されている。壁部５２は、平板状部５１の幅方
向（矢印Ｘｘ方向）に延びる前壁５２ａと、前壁５２ａに対して平行に延びる後壁５２ｂ
と、前壁５２ａ及び後壁５２ｂに対して直交する方向（矢印Ｙｙ方向）に延びる左壁５２
ｃ及び右壁５２ｄを備えている。また、平板状部５１の裏面には、平板状部５１の矢印Ｙ
ｙ方向の略中間部に、左壁５２ｃ及び右壁５２ｄのそれぞれから外方へ突出する１対の隆
起部５３が設けられている。各隆起部５３は、平板状部５１の裏面から左壁５２ｃ及び右
壁５２ｄよりもやや高くなる位置まで隆起している。１対の隆起部５３は、矢印Ｙｙ方向
同一位置から矢印Ｘｘ方向に一直線状に延び、平板状部５１に対して梁のような機能を果
たし、平板状部５１の機械的強度を補強する。壁部５２及び１対の隆起部５３は、プラグ
コネクタ４０がリセプタクルコネクタ１０と嵌合したときに、リセプタクルハウジング２
０に形成されたコネクタ受容凹部２１に受容される。
【００２６】
　そして、プラグハウジング５０の後壁５２ｂには、図１、図６及び図７に示すように、
１対の電線導出口５５が矢印Ｙｙ方向に貫通するように形成されている。１対の電線導出
口５５は、互いに連通するように切り欠かれている。
　また、プラグハウジング５０の後壁５２ｂの１対の電線導出口５５の近傍には、図１、
図６及び図７に示すように、１対の凹形状の係止部５４が形成されている。各係止部５４
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は、電線導出口５５に対して矢印Ｘｘ方向の外側に設けられる。そして、各係止部５４は
、図１乃至図３に示すように、プラグコネクタ４０がリセプタクルコネクタ１０に嵌合し
た際に、１対のロックアーム３４のうち矢印Ｙｙ方向手前側のロックアーム３４が係止さ
れるようになっている。
【００２７】
　次に、１対のプラグコンタクト６０は、図７及び図８に示すように、平板状部５１の幅
方向（矢印Ｘｘ方向）に並べてプラグハウジング５０に取り付けられる。平板状部５１の
幅方向一方側（図７における上側）に取り付けられるプラグコンタクト６０と、幅方向他
方側（図７における下側）に取り付けられるプラグコンタクト６０は、図８によく示すよ
うに、対称形状となっている。
【００２８】
　各プラグコンタクト６０は、図８に示すように、補強部６１と、電線接続部６２と、接
触部６３と、ロック補強部６５とを備えている。各プラグコンタクト６０は、金属板を打
ち抜き及び曲げ加工することによって形成される。補強部６１は、水平方向（矢印Ｘｘ方
向及び矢印Ｙｙ方向）に延びるほぼ平板状に形成されるが、前後方向（矢印Ｙｙ方向）の
略中央部に設けられる接触部６３によって前後に分断されている。後側の補強部６１ａは
、接触部６３の根元から後側に延び、その後端が図６及び図７に示すようにプラグハウジ
ング５０の平板状部５１にインサート成形される。これにより、薄肉の平板状部５１を補
強する。また、前側の補強部６１ｂは、接触部６３の根元から前側に延び、その側部（幅
方向一方側のプラグコンタクトの場合は右側部、幅方向他方側のプラグコンタクトの場合
は左側部）がプラグハウジング５０の平板状部５１にインサート成形される。これにより
、薄肉の平板状部５１を補強する。
【００２９】
　また、各プラグコンタクト６０の電線接続部６２は、前側の補強部６１ｂの側部（幅方
向一方側のプラグコンタクトの場合は左側部、幅方向他方側のプラグコンタクトの場合は
右側部）から延びる連結部６４を介して延びている。電線接続部６２は、平板状に形成さ
れ、連結部６４から平板状部５１の表面に沿うように、補強部６１と平行かつ後方（矢印
ｙ向き）に向けて延びている。図６及び図７に示すように、連結部６４及び電線接続部６
２の一部は、プラグハウジング５０の平板状部５１にインサート成形される。これにより
、薄肉の平板状部５１を補強する。そして、電線接続部６２の残部は、図７に示すように
、プラグハウジング５０の半田付け用開口５２ｅの位置に配置される。そして、電線接続
部６２上には、図６に示すように、電線Ｗの芯線Ｗ１が半田接続される。
【００３０】
　また、各プラグコンタクト６０の接触部６３は、前述したように、補強部６１の前後方
向略中央部に設けられ、前側の根元が前側の補強部６１ｂに、後側の根元が後側の補強部
６１ａに連結される。接触部６３は、前側の補強部６１ｂと後側の補強部６１ａとの間で
Ｕ形状に湾曲して形成される。接触部６３は、前側の補強部６１ｂから前側の根元で折り
曲げて立ち上がり、Ｕ形状の頂面で湾曲して立下り、後側の根元で折り曲げて後側の補強
部６１ａに至る。各プラグコンタクト６０の接触部６３は、各隆起部５３を覆うように配
置される。ただし、各接触部６３の最外側（幅方向一方側のプラグコンタクトの場合は最
右側、幅方向他方側のプラグコンタクトの場合は最左側）の隅部は、隆起部５３の絶縁材
料に覆われている。そして、Ｕ形状に湾曲した各接触部６３の両側面（前面及び後面）に
は、リセプタクルコンタクト３０の１対の接触部３２が接触する。
【００３１】
　更に、各プラグコンタクト６０のロック補強部６５は、後側の補強部６１aの後端から
延びる。ロック補強部６５は、図３に示すように、プラグハウジング５０の後壁５２ｂの
係止部５４の近傍にインサート成形されて係止部５４を補強するよう機能する。ロック補
強部６５は、図３及び図８に示すように、後側の補強部６１ａの後端部側縁（幅方向一方
側のプラグコンタクトの場合は左側縁、幅方向他方側のプラグコンタクトの場合は右側縁
）から立ち上がる起立部６５ａを備えている。また、ロック補強部６５は、起立部６５ａ
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の上下方向（矢印Ｚｚ方向）略中央部から前方（矢印Ｙ向き）に延びる第１補強部６５ｂ
と、起立部６５ａの上端から後方（矢印ｙ向き）に延びる第２補強部６５ｃとを備えてい
る。第１補強部６５ｂは、図３に示すように、凹形状に形成された係止部５４の底側（図
３において右側）を補強し、第２補強部６５ｃは、係止部５４の上側（図３において下側
）を補強する。
【００３２】
　次に、電気コネクタ組立体１の組立方法及びプラグコネクタ４０とリセプタクルコネク
タ１０との嵌合方法について説明する。
　先ず、リセプタクルコネクタ１０を構成するリセプタクルコンタクト３０の基板接続部
３３を、回路基板（図示せず）上に半田接続する。これにより、リセプタクルコネクタ１
０が回路基板上に実装される。
【００３３】
　次に、図６に示すように、２本の電線Ｗの一端をプラグコネクタ４０の電線導出口５５
から電線接続部６２上に位置させ、それら電線Ｗの芯線Ｗ１を半田付け用開口５２ｅから
電線接続部６２に半田接続する。そして、プラグコネクタ４０の壁部５２、隆起部５３及
びプラグコンタクト６０の接触部６３を、図１に示すように、リセプタクルコネクタ１０
のコネクタ受容凹部２１内に挿入する。これにより、図１乃至図３に示すように、リセプ
タクルコネクタ１０のロックアーム３４がプラグコネクタ４０の係止部５４に係止され、
プラグコネクタ４０とリセプタクルコネクタ１０とが嵌合する。
【００３４】
　この両コネクタ１０，４０の嵌合の際には、リセプタクルコネクタ１０のロックアーム
３４は、プラグコネクタ４０の後壁５２ｂによって一旦後方（矢印ｙ向き）に撓む。そし
て、嵌合が進んでプラグコネクタ４０の係止部５４がロックアーム３４のところまでくる
と、ロックアーム３４は前方（矢印Ｙ向き）に撓んで元の状態に復元し、係止部５４に係
止される。これにより、プラグコネクタ４０はリセプタクルコネクタ１０にロックされる
。
【００３５】
　このように、本実施形態の電気コネクタ組立体１にあっては、ロックアーム３４は、両
コネクタ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する方向（矢印Ｙｙ方向）に
撓むように構成されている。このため、プラグコネクタ４０をリセプタクルコネクタ１０
に対して挿抜する回数を多くしてもロックアーム３４の機能に支障は生じることなく、両
コネクタ１０，４０の挿抜耐久性を高くすることができる。
【００３６】
　また、ロックアーム３４の固定部３１（側板部３１ｃ）から延びる方向が、両コネクタ
１０，４０同士の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交している。つまり、各ロックアー
ム３４は、１対の側板部３１ｃの各々から両コネクタ１０，４０の嵌合方向（矢印Ｚｚ方
向）とほぼ直交する内方向（矢印ｘ向き）に延びている。このため、両コネクタ１０，４
０の嵌合方向の高さ、即ち電気コネクタ組立体１の嵌合方向の低背化を達成することがで
きる。
　そして、プラグコネクタ４０とリセプタクルコネクタ１０とが嵌合すると、プラグコン
タクト６０各接触部６３のＵ形状両側面が、リセプタクルコンタクト３０の１対の接触部
３２における接点３２ｃに接触する。これにより、電線Ｗと回路基板とが電気的に接続さ
れる。
【００３７】
　なお、プラグコネクタ４０及びリセプタクルコネクタ１０を嵌合した後において、作業
者により電線Ｗが引っ張られて両コネクタ４０，１０の嵌合が解除されてしまうことがあ
る。ここで、電線Ｗが引っ張られた際に、電線Ｗを引っ張る部分から両コネクタ４０，１
０をロックする部分までの距離が短ければ、両コネクタ４０，１０をロックする部分にか
かる曲げモーメントが小さくなる。このため、この場合、両コネクタ１０，４０の嵌合が
解除されにくい。本実施形態の電気コネクタ組立体１においては、ロックアーム３４に係



(10) JP 5597030 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

止する係止部５４は、プラグハウジング５０に設けられた電線導出口５５の近傍に設けら
れている。このため、両コネクタ４０，１０をロックする部分が電線Ｗを導出する部分に
近接しており、電線Ｗを引っ張る部分から両コネクタ４０，１０をロックする部分までの
距離を極力短くすることができる。従って、電線Ｗが引っ張られた際に両コネクタ４０，
１０をロックする部分にかかる曲げモーメントを小さくでき、電線Ｗが引っ張られても不
用意な嵌合解除を防止することができる。
【００３８】
　また、本実施形態の電気コネクタ組立体１においては、係止部５４が、プラグコンタク
ト６０に設けられたロック補強部６５により補強されている。このため、両コネクタ１０
，４０の挿抜を繰り返しても係止部５４が損傷しがたく、挿抜の耐久性を更に高くするこ
とができる。
　以上、本発明の実施形態を説明してきたが、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。
【００３９】
　例えば、リセプタクルコネクタ１０側のリセプタクルコンタクト３０にロックアーム３
４を設け、その相手側のプラグコネクタ４０側のプラグハウジング５０に係止部５４を設
けてあるが、その反対に、リセプタクルコネクタ１０側のリセプタクルハウジング２０に
係止部を設け、プラグコネクタ１０側のプラグコンタクト６０にロックアームを設けても
よい。
【００４０】
　また、固定部３１は、水平方向に延びる水平部３１ａと、水平部３１ａの略中央部から
立ち下がる基部３１ｂと、水平部３１ａの端部から立下り、リセプタクルハウジング（第
１ハウジング）２０に固定される側板部３１ｃとを具備している。しかし、固定部３１は
、リセプタクルハウジング（第１ハウジング）２０に固定される機能を有する構成を備え
ていれば良く、これら水平部３１ａと、基部３１ｂと、側板部３１ｃとを備える構成に限
られない。
【００４１】
　また、接触部３２は、基部３１ｂの側縁から１対のコネクタ１０，４０同士の嵌合方向
（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する内方向（矢印ｘ向き）に延びているが、これに限らず、
固定部３１から延びている構成であればよい。また、基板接続部３３は、基部３１ｂの下
端から１対のコネクタ１０，４０同士の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する外方向
（矢印Ｘ向き）に延びているが、これに限らず、固定部３１から延びている構成であれば
よい。
【００４２】
　更に、ロックアーム３４の延びる方向が、側板部３１ｃから１対のコネクタ１０，４０
同士の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほぼ直交する内方向（矢印ｘ向き）であるが、これに
限らず、固定部３１から１対のコネクタ１０，４０同士の嵌合方向（矢印Ｚｚ方向）とほ
ぼ直交する内方向（矢印ｘ向き）及び外方向（矢印Ｘ向き）のいずれであってもよい。
　また、いわゆる基板対電線の電気コネクタ組立体について説明したが、本発明は、これ
に限定されず、基板対基板の電気コネクタ組立体にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　電気コネクタ組立体
　１０　リセプタクルコネクタ（一方のコネクタ）
　２０　リセプタクルハウジング（第１ハウジング）
　３０　リセプタクルコンタクト（第１コンタクト）
　３１　固定部
　３１ａ　水平部
　３１ｂ　基部
　３１ｃ　側板部



(11) JP 5597030 B2 2014.10.1

　３２　接触部
　３３　基板接続部
　３４　ロックアーム
　４０　プラグコネクタ（他方のコネクタ）
　５０　プラグハウジング（第２ハウジング）
　５４　係止部
　５５　電線導出口
　６０　プラグコンタクト（第２コンタクト）
　６５　ロック補強部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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