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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに嵌合される一対のコネクタハウジングのうちの一方のコネクタハウジングにレバ
ーが回動可能に軸支され、このレバーにカム溝が設けられ、他方のコネクタハウジングに
前記カム溝と係合する係合ピンが突設され、前記カム溝に前記係合ピンを係合させた状態
で、前記レバーを回動操作することにより、前記両コネクタハウジングの嵌合と離脱を助
勢するレバー嵌合式コネクタにおいて、
  前記一方のコネクタハウジングには、前記一方のコネクタハウジングの係止部と係合す
る係合部が設けられた電線カバーが装着され、
　前記レバーには、前記レバーの回動の所定位置にあるときのみ前記係止部及び前記係合
部の係合箇所を露出させる箇所に解除治具挿通孔が形成されたことを特徴とするレバー嵌
合式コネクタ。
【請求項２】
　前記解除治具挿通孔は、レバーの回動初期位置にあるときのみ前記係止部及び前記係合
部の係合箇所を露出させる箇所に形成されたことを特徴とする請求項１に記載のレバー嵌
合式コネクタ。
【請求項３】
　前記係止部は、前記一方のコネクタハウジングに形成される係止突起であり、前記電線
カバーに形成される前記係合部は、先端に係合突起が設けられて可撓変形可能な係合アー
ムであることを特徴とする請求項１または２に記載のレバー嵌合式コネクタ。
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【請求項４】
　前記解除治具挿通孔より挿入された解除治具先端が入り込むキー溝が、前記係合突起に
形成されたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のレバー嵌合式コネクタ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レバー嵌合式コネクタのうち電線カバーが設けられたものに関するもので、
特にコネクタの完全嵌合時において電線カバーが不用意に離脱することを防止するように
した電線カバー離脱防止機能付きレバー嵌合式コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
〈本発明が対象とするコネクタの構成〉
　本発明が対象とするレバー嵌合式コネクタは、雄コネクタと、電線カバーと、レバー付
き雌コネクタとから構成される電線カバー付きのコネクタである。レバー嵌合式コネクタ
は、互いに嵌合される一対のコネクタのうちの一方のコネクタ（例えば、雌コネクタ）に
カム溝付きのレバーが回動可能に軸支され、他方のコネクタ（例えば、雄コネクタ）にこ
のカム溝と係合する係合ピンが突設され、レバーを回動操作すると係合ピンとカム溝の係
合により両コネクタの嵌合と離脱が助勢されるようになるものである。レバー嵌合式コネ
クタ自体は公知である（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７２７６８号公報
【０００４】
　図１５～図２３は電線カバー付きの従来のレバー嵌合式コネクタの一例である。
　図１５は電線カバー付きの従来のコネクタの分解斜視図で、この電線カバー付きコネク
タＣ１００は、雄コネクタ１００と、この雄コネクタ１００と嵌合する雌コネクタ２００
と、この雌コネクタ２００の反雄コネクタ側から引き出される多数のワイヤーを覆って直
角方向にワイヤーの導出方向を変えるための電線カバー３００と、雄コネクタ１００と雌
コネクタ２００との嵌合を低摩擦で行いかつ嵌合状態を保持させるためのレバー２５０と
から構成され、このレバー２５０は雌コネクタ２００に旋回可能に取り付けられている。
【０００５】
〈雌コネクタ２００と電線カバー３００の装着〉
　図１６は電線カバー３００が雌コネクタ２００に装着された状態を示す断面平面図、図
１７は図１６の係止部の拡大図である。
　図１６および図１７において、雌コネクタ２００に設けられた係止アーム２００Ｋ（図
１７）に電線カバー３００に設けられた係合突起３００Ｋ（図１７）が係合することで、
電線カバー３００は雌コネクタ２００に装着される。
　係止アーム２００Ｋと係合突起３００Ｋの形状と設置箇所には特にこだわらない。
【０００６】
〈レバー２５０が雌コネクタ２００に仮係止〉
　図１８（ａ）は電線カバー３００が雌コネクタ２００に装着した状態の正面図であり、
図１８（ｂ）は図１８（ａ）のＡ－Ａ断面矢視図であり、図１９は図１８（ｂ）における
レバー２５０が雌コネクタ２００に仮係合する部位の拡大図である。
　図１８（ａ）のレバー２５０は、その回転中心２５０Ｃを軸として雌コネクタ２００上
で回転するようになっている。
　レバー２５０に設けられた係止ロック２５０Ｒ（図１９）が、雌コネクタ２００に設け
られた係止ロック２００Ｒ（図１９）に係合されると、レバー２５０は図１８（ｂ）に示
すような仮係止状態を維持する。
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【０００７】
〈雄コネクタ１００が雌コネクタ２００に仮嵌合〉
　図２０の（ａ）は、雄コネクタ１００が雌コネクタ２００へ仮嵌合された状態、（ｂ）
は雄コネクタ１００の完全嵌合状態を示している。
　図２０（ａ）において、雌コネクタ２００の下方側に設けられた挿入口に向けて下から
雄コネクタ１００の挿入部が挿入され、仮嵌合状態に保たれている。雌コネクタ２００に
回動可能に軸支されているレバー２５０の取っ手２５０Ｇはこのときコネクタの嵌合方向
（図で垂直方向）に対して直角方向（図で水平方向）に向いている。
　図２０（ａ）のような雄コネクタ１００の仮嵌合後、レバー２５０の回転中心２５０Ｃ
を軸としてレバー２５０の取っ手２５０Ｇを水平状態から図２０（ｂ）の矢印Ｐ１の示す
方向へ回転させて垂直にすると、レバー２５０の回転中心２５０Ｃの取っ手２５０Ｇの反
対側近傍に開けられたカム開口２５０Ｔに、雄コネクタ１００の下部中央近傍に形成され
た係止突起１００Ｔ（図１５）が、レバー２５０の回転中に嵌まり込み、レバー２５０の
回転と共に係止突起１００Ｔがカム開口２５０Ｔの端部にガイドされて雄コネクタ１００
は上昇する。
【０００８】
〈雄コネクタ１００が雌コネクタ２００に完全嵌合〉
　図２１（ａ）は図２０（ｂ）のコネクタ嵌合状態を上から見た平面図であり、図２１（
ｂ）は図２１（ａ）のＢ－Ｂ断面矢視拡大図である。
　さらに、レバー２５０の回転を続けると、レバー２５０に設けられた係止ロック２５０
Ｌ（図２１（ｂ））が電線カバー３００に設けられた係止ロック３００Ｌ（図２１（ｂ）
）を乗り越えて係止ロック３００Ｌと係合する。このとき雄コネクタ１００の上昇移動は
終了し、雄コネクタ１００と雌コネクタ２００は完全嵌合状態となる。
　図２１（ｂ）において、レバー係止ロック２５０Ｌ（図２１（ｂ））はその回転方向の
表（おもて）側がスロープ２５０Ｓに形成されており、一方、電線カバー３００の係止ロ
ック３００Ｌの係止ロック側にもスロープ３００Ｓが形成されているので、回転時に両ス
ロープ２５０Ｓと３００Ｓが低接触抵抗で接触しながら相対移動し、レバー係止ロック２
５０Ｌは最終的に係止ロック３００Ｌを乗り越えて係止ロック３００Ｌと係合する。
【０００９】
〈完全嵌合したコネクタはレバーの逆回動で仮嵌合状態に戻る〉
　図２２は雄コネクタ１００と雌コネクタ２００が完全嵌合している状態を示し、図２３
（ａ）は図２２のコネクタの断面平面図、図２３（ｂ）は図２３（ａ）の挿入部の拡大図
である。
　完全嵌合したコネクタを解除するには、回動完了位置（図２２の状態、図２０（ｂ））
まで回動させたレバー２５０を回動初期位置（図２０（ａ））にまで逆方向へ回動させる
ことで両コネクタ１００、２００の完全嵌合が解除され、両コネクタ１００、２００は仮
嵌合状態に至る。
【００１０】
〈従来のコネクタの問題点は電線カバーの不用意な離脱〉
　従来のコネクタの電線カバー３００はこのようにコネクタが完全嵌合状態においても、
図２２のように、雌コネクタ２００と電線カバー３００の係合部Ｒが露出しているので、
係合部Ｒへ解除治具Ｇが簡単に挿入可能である。そこで解除治具Ｇが雌コネクタ２００と
電線カバー３００の係合部Ｒへ挿入されると、図２３のように、電線カバー３００の係合
突起３００Ｋが雌コネクタの係止突起２００Ｋの上を乗り越え、係合が解除され、電線カ
バー３００は雌コネクタ２００から離脱する。係合部Ｒがこのように露出していると、異
物等も挿入する虞があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、電線カバーが不用意に



(4) JP 5506029 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

コネクタハウジングより離脱されないコネクタを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、第１発明はレバー嵌合式コネクタに係り、互いに嵌合され
る一対のコネクタハウジングのうちの一方のコネクタハウジングにレバーが回動可能に軸
支され、このレバーにカム溝が設けられ、他方のコネクタハウジングに前記カム溝と係合
する係合ピンが突設され、前記カム溝に前記係合ピンを係合させた状態で、前記レバーを
回動操作することにより、前記両コネクタハウジングの嵌合と離脱を助勢するレバー嵌合
式コネクタにおいて、前記一方のコネクタハウジングには、前記一方のコネクタハウジン
グの係止部と係合する係合部が設けられた電線カバーが装着され、前記レバーには、前記
レバーの回動の所定位置にあるときのみ前記係止部及び前記係合部の係合箇所を露出させ
る箇所に解除治具挿通孔が形成されたことを特徴としている。
　第２発明は、第１発明において、レバーが回動初期位置にあるときのみ前記係止部及び
前記係合部の係合箇所を露出させる箇所に前記解除治具挿通孔が形成されたことを特徴と
している。
　第３発明は、第１又は第２発明において、前記係止部が、前記一方のコネクタハウジン
グに形成される係止突起であり、前記電線カバーに形成される前記係合部は、先端に係合
突起が設けられて可撓変形可能な係合アームであることを特徴としている。
　第４発明は、第１～第３発明のいずれかにおいて、前記解除治具挿通孔より挿入された
解除治具先端が入り込むキー溝が前記係合突起に形成されたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　第１発明によれば、電線カバーを外すためには完全嵌合したコネクタを解除するレバー
を所定位置まで回動させることが必要なので、不用意な電線カバーの離脱が防止できる。
　第２発明によれば、電線カバーを外すためにはレバーを回動初期位置まで回動させるこ
とが必要なので、不用意な電線カバーの離脱が最も確実に防止できる。
　第３発明によれば、前記係止部が前記一方のコネクタハウジングに形成される係止突起
であり、前記電線カバーに形成される前記係合部は、先端に係合突起が設けられて可撓変
形可能な係合アームであるので、簡単な構成で確実な係合ができるようになる。
　第４発明によれば、前記解除治具挿通孔より挿入された解除治具先端が入り込むキー溝
が前記係合突起に形成されているので、キー溝に解除治具を入れることでテコの原理によ
ってわずかな力で簡単に解除ができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明に係るコネクタの分解斜視図である。
【図２】図２は電線カバーが雌コネクタに装着するため接近している状態を示す断面平面
図である。
【図３】図３は雌コネクタ２０の係止突起２０Ｋの斜面と電線カバー３０の可撓変形可能
な係合アームの斜面が接触した状態を示す断面平面図である。
【図４】図４は電線カバー３０が雌コネクタ２０に装着した状態を示す断面平面図である
。
【図５】図５はこの場合の係止突起２０Ｋと係合アームの先端部との係合部の拡大図で、
係合状態時の説明図ある。
【図６】図６（ａ）は電線カバー３０が雌コネクタ２０に装着した状態の正面図であり、
（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面矢視図である。
【図７】図７は図６（ｂ）におけるレバー２５が雌コネクタ２０に仮係合する部位の拡大
図である。
【図８】図８（ａ）は雄コネクタが雌コネクタへ仮嵌合された状態、（ｂ）は完全嵌合状
態を示している。
【図９】図９（ａ）は図８（ｂ）のコネクタの完全嵌合状態を上から見た平面図であり、
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（ｂ）は図９（ａ）のＢ－Ｂ断面矢視拡大図である。
【図１０】図１０（ａ）は、仮嵌合状態のコネクタの正面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断
面矢視図である。
【図１１】図１１（ａ）は完全嵌合状態のコネクタの正面図で、丸印の部位の裏側に（ｂ
）に示すキー溝があることを示している。（ｂ）はそのキー溝部分の拡大図である。
【図１２】図１２（ａ）はレバー２５の正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ矢視図（内側か
ら見た図）である。
【図１３】図１３（ａ）は電線カバー３０の正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ矢視図（内
側から見た図）である。
【図１４】図１４は電線カバーと雌コネクタが装着した状態をレバーを外して示す斜視図
である。
【図１５】図１５は従来のコネクタの分解斜視図である。
【図１６】図１６は電線カバーが雌コネクタに装着された状態を示す断面平面図である。
【図１７】図１７は図１６の係止部の拡大図である。
【図１８】図１８（ａ）は電線カバーが雌コネクタに装着した状態の正面図であり、（ｂ
）は（ａ）のＡ－Ａ断面矢視図である。
【図１９】図１９は図１８（ｂ）におけるレバーが雌コネクタに仮係合する部位の拡大図
である。
【図２０】図２０は雄コネクタが雌コネクタへ嵌合される２状態を示す正面図で、（ａ）
は仮嵌合状態、（ｂ）は完全嵌合状態を示している。
【図２１】図２１（ａ）は図２０（ｂ）のコネクタ完全嵌合状態を上から見た平面図であ
り、（ｂ）は図２１（ａ）のＢ－Ｂ断面矢視拡大図である。
【図２２】図２２は雄コネクタと雌コネクタが完全嵌合している状態でも雌コネクタと電
線カバーの係合部の隙間に解除治具Ｇを入れることができてしまう状態を示す斜視図であ
る。
【図２３】図２３（ａ）は図２２のコネクタの断面平面図、（ｂ）は図２３（ａ）の挿入
部（ｂ）の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　レバーの回動初期位置にある時にしか解除治具を雌コネクタと電線カバーの係合部の隙
間に挿入できないようにして電線カバーが不用意にコネクタハウジングより離脱されない
ようにしたこの発明の実施形態について、図１～図１４を用いて説明する。
〈本発明のコネクタの構成〉
　図１は本発明に係るコネクタの分解斜視図である。
　図１において、本発明に係るコネクタＣ１０は、雄コネクタ１０と、この雄コネクタ１
０と嵌合する雌コネクタ２０と、この雌コネクタ２０の反雄コネクタ側から引き出される
多数のワイヤーを覆って直角方向にワイヤーの導出方向を変えるための電線カバー３０と
、雄コネクタ１０と雌コネクタ２０との完全嵌合状態を保持させるため雌コネクタ２０に
旋回可能に軸支されたレバー２５とから構成される。
【００１６】
〈雌コネクタ２０に電線カバー３０が装着するまで〉
　雌コネクタ２０に電線カバー３０が装着して、互いの係止部が係止するまでの過程を図
２～図５を用いて説明する。
【００１７】
《１：接近時》
　図２は雌コネクタ２０に係止するために電線カバー３０を矢印方向ＰＬ１に接近させて
いる途中の状態を示す断面平面図である。電線カバー３０と雌コネクタ２０がそれぞれ離
れている装着前の状態であるので、雌コネクタ２０と電線カバー３０のそれぞれの輪郭形
状を分かり易くするため、雌コネクタ２０に取り付けられているレバー２５は図２および
図３では描いてない。
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　図２において、雌コネクタ２０には係止突起２０Ｋがあり、電線カバー３０にはこの係
止突起２０Ｋと係合する可撓変形可能な係合アームが設けられおり、その先端に係合突起
３０Ｋが設けられている。係止突起２０Ｋも係合突起３０Ｋも互いに最初接触する部位に
はそれぞれ斜面が形成されており、斜面を互いに乗り越えた後は直角な絶壁面となる、全
体で略直角三角形状をしている。
【００１８】
《２：接触時》
　図３は雌コネクタ２０の係止突起２０Ｋの斜面と電線カバー３０の係合突起３０Ｋの斜
面が接触した状態を示す断面平面図である。これ以後、係止突起２０Ｋの斜面と係合突起
３０Ｋの斜面が自身の材質の持つ弾性によって互いに内側と外側に撓みながら斜面を登っ
ていき、斜面を互いに乗り越えると係合する。
【００１９】
《３：装着》
　図４は電線カバー３０が雌コネクタ２０に装着した状態を示す断面平面図である。この
状態でレバー２５は電線カバー３０の外周に位置している。図５は、図４に四角で囲って
「図５」と記した部位、すなわち係止突起２０Ｋと係合突起３０Ｋとの係合部が係合した
部位の拡大図である。
　図４において、電線カバー３０は雌コネクタ２０に装着している。この状態を維持する
ために、図５のように、雌コネクタ２０の係止突起２０Ｋと電線カバー３０の係合突起３
０Ｋとが互いの絶壁面で対向して、逆方向に抜けないようにしている。
【００２０】
《４：装着解除》
　なお、このように雌コネクタ２０の係止突起２０Ｋの絶壁面と電線カバー３０の係合突
起３０Ｋの絶壁面とが対向して逆方向に抜けないようにしている状態から、電線カバー３
０を雌コネクタ２０から装着解除するには、解除治具Ｇ（図１１（ｂ）参照）を用いて、
図１１（ｂ）のように、雌コネクタ２０と電線カバー３０との隙間に解除治具Ｇを入れて
電線カバー３０の係合突起３０Ｋ近傍に形成されているキー溝３０Ｍに差し込みを持ち上
げればよい。そうすれば、電線カバー３０の係合突起３０Ｋが雌コネクタ２０の係止突起
２０Ｋの上を乗り越えるため係合が解除され、電線カバー３０は雌コネクタ２０から装着
解除され、離脱できる。
【００２１】
〈電線カバーが雌コネクタに装着した状態でレバーが雌コネクタに仮係合〉
　図６（ａ）は電線カバー３０が雌コネクタ２０に装着した状態の正面図であり、図６（
ｂ）は図６（ａ）のＡ－Ａ断面矢視図である。図７は図６（ｂ）におけるレバー２５が雌
コネクタ２０に仮係合する部位の拡大図である。
　図６（ａ）において、電線カバー３０が雌コネクタ２０に装着した状態で、レバー２５
の取っ手２５Ｇは回転中心２５Ｃから見て時計で１０時方向に向いており、この状態でレ
バー２５は雌コネクタ２０に仮係止状態となっている。すなわち、図６（ｂ）において、
雌コネクタ２０に係合されたレバー２５は、図７に示すように、雌コネクタ２０に設けら
れた係止ロック２０Ｒにレバー２５の係止ロック２５Ｒが係合され、仮係止状態を維持し
ている。
【００２２】
〈雄コネクタ１０が雌コネクタ２０に仮嵌合〉
　このようなレバー仮係止状態を待ち受け状態とし、雄コネクタ１０は雌コネクタ２０へ
仮嵌合される。図８（ａ）は雄コネクタ１０が雌コネクタ２０へ仮嵌合された状態を示し
ている。図８（ａ）において、雌コネクタ２０の下方側に設けられた挿入口に向けて下か
ら雄コネクタ１０の挿入部が挿入され、仮嵌合状態に保たれている。このときレバー２５
のレバー取っ手２５Ｇは依然として図で時計の１０時方向に向いている。
【００２３】
〈レバー２５の回動で雄コネクタ１０が雌コネクタ２０に完全嵌合〉
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　図８（ａ）が示す雄コネクタ１０の仮嵌合後、レバー２５の回転中心２５Ｃを軸として
レバー２５の取っ手２５Ｇを図で時計の１０時方向から図８（ｂ）の矢印Ｐ１の示す方向
へ回転させて１２時の向きにすると、レバー２５の回転中心２５Ｃの取っ手２５Ｇの反対
側近傍に開けられたカム開口曲線２５Ｔに、雄コネクタ１０の下部中央近傍に形成された
係止突起１０Ｔ（図１）がレバー２５の回転中に嵌まり込み、レバー２５の回転と共に係
止突起１０Ｔがカム開口曲線２５Ｔの端部にガイドされて雄コネクタ１０は上昇していき
、レバー２５に設けられた係止ロック２５Ｌ（図９（ｂ））が電線カバー３０に設けられ
た係合突起３０Ｌ（図９（ｂ））を乗り越えて係合突起３０Ｌ係合するとき、雄コネクタ
１０の上昇もストップし、このとき雄コネクタ１０と雌コネクタ２０は完全嵌合状態とな
る。
　図９（ａ）は図８（ｂ）のコネクタ完全嵌合状態を上から見た平面図であり、図９（ｂ
）は（ａ）のＢ－Ｂ断面矢視拡大図である。拡大図において、図の左下方向から図の中央
（図８（ｂ）の矢印Ｐ１の示す方向）へ回転してきたレバー係止ロック２５Ｌはその回転
方向表側がスロープ２５Ｓに形成されており、一方、電線カバー３０の係合突起３０Ｌの
係止ロック側にもスロープ３０Ｓが形成されているので、回転時に両スロープ２５Ｓと３
０Ｓが低接触抵抗で接触して相対移動し、レバー係止ロック２５Ｌは最終的に係合突起３
０Ｌを乗り越えて係止ロック３０Ｌと係合する。図８（ｂ）と図９および図１０は雄コネ
クタ１０と雌コネクタ２０が完全嵌合している状態を示している。
【００２４】
〈装着した電線カバーの装着解除は解除治具Ｇで行う〉
　図１０（ａ）は図８（ａ）と同じコネクタの正面図、図１０（ｂ）は図１０（ａ）のＣ
－Ｃ断面矢視図である。図１１（ａ）は完全嵌合状態のコネクタの正面図で、丸印のＡ部
位の裏側に（ｂ）に示すキー溝があることを示し、（ｂ）はそのキー溝部分の拡大図であ
る。装着した電線カバーを雌コネクタから装着解除するには、図１０のように、解除治具
Ｇの先端を雌コネクタ２０と電線カバー３０とが装着している係合部（図１１（ａ）の（
Ａ）で示す電線カバー３０の部位）へ挿入して、電線カバー３０の部位にある雌コネクタ
２０と電線カバー３０との係合部の係合突起３０Ｋを図１１（ｂ）のように持ち上げて、
雌コネクタ２０の係止突起２０Ｋを乗り越えさせれば装着解除可能となる。
　そこで、本発明ではレバー２５に解除治具Ｇを挿入する解除治具挿入孔２５Ｍ（図１０
（ａ））を設け、かつレバー２５が図８（ａ）の状態（コネクタの仮係止状態)にあると
き、その解除治具挿入孔２５Ｍが雌コネクタ２０と電線カバー３０との係合部（図１１（
ａ）の（Ａ）で示す電線カバー３０の部位）に位置するように構成している。逆に、レバ
ー２５が図８（ｂ）の状態（コネクタの完全嵌合状態)にあると、その解除治具挿入孔２
５Ｍは図で下方に下降し、雌コネクタ２０と電線カバー３０との係合部から離れてしまう
ようにしている。
　そこで、電線カバー３０を解除する際は、レバー２５を図８（ａ）の状態（コネクタの
仮嵌合状態)に戻して、その状態で解除治具挿入孔２５Ｍから治具Ｇを挿入すれば、電線
カバー３０に設けられたキー溝３０Ｍを持ち上げることができて、装着解除することがで
きる。
　一方、レバー２５が図８（ｂ）の位置（コネクタ完全嵌合状態）にある場合には、キー
溝３０Ｍはレバー２５により完全に覆われており、解除治具挿入孔２５Ｍは別の位置に移
動しているので、治具Ｇをキー溝３０Ｍに挿入することができない。したがってカバー３
０が解除されことはない。
【００２５】
〈レバー２５とカバー３０についての補強説明〉
　以上説明したレバー２５とカバー３０との関係について、さらにこれらを内側から見た
図を用いて補強説明する。図１２（ａ）はレバーがコネクタの仮嵌合位置にあるときの内
側から見た図、（ｂ）はレバーがコネクタの完全嵌合位置にあるときの内側から見た図（
すなわち、図（ｃ）のＡ－Ａ矢視図）、（ｃ）はコネクタの完全嵌合位置にあるレバー２
５の正面図である。



(8) JP 5506029 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

　図１２（ａ）のコネクタの仮嵌合状態において、レバー２５は回転中心２５Ｃに略円形
をしており、図で見て時計で１０時方向にレバー取っ手２５Ｇが延びている。カム開口曲
線２５Ｔの端は真下にあり、相手コネクタはまだレバー２５で引き上げられていない。
　解除治具挿入孔２５Ｍは図の高い位置にあり、この位置には電線カバー３０のキー溝３
０Ｍ（図１１（ａ））があるので、解除治具挿入孔２５Ｍから解除治具Ｇを図１１（ｂ）
のように挿入することができる。
　一方、図１２（ｂ）のコネクタの完全嵌合状態になると、レバー取っ手２５Ｇは時計で
１時方向にあるので、カム開口曲線２５Ｔの位置は（ａ）のコネクタの仮嵌合状態の位置
と比べて高くなっている（この高低差で相手コネクタがレバー２５で引き上げられ、コネ
クタは完全嵌合されている）。そして、解除治具挿入孔２５Ｍは下方に下がり、ここから
は電線カバー３０のキー溝３０Ｍ（図１１（ａ））に達することはできない。
　図１３（ａ）はカバー３０の正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ矢視図（内側から見た図
）である。図１３（ｂ）において、電線カバー３０の下部に係止突起２０Ｋと係合する係
合突起３０Ｋが設けられており、図１２（ａ）のコネクタの仮嵌合のとき解除治具挿入孔
２５Ｍがこの位置にくることで、この解除治具挿入孔２５Ｍから係合突起３０Ｋを臨むこ
とができる。しかしながら、図１２（ｂ）のコネクタの完全嵌合時には、解除治具挿入孔
２５Ｍがこの位置からずれて下方に移動するので、この解除治具挿入孔２５Ｍから係合突
起３０Ｋを臨むことができなくなる。
　図１４において、電線カバー３０と雌コネクタ２０が装着した状態にあり、その完全嵌
合した境界に係合突起３０Ｋが形成されている。治具Ｇでこの部分を持ち上げることで係
合突起３０Ｋの係合が解除できる。解除治具挿入孔２５Ｍを備えたレバー２５をここでは
描いていないが、レバー２５がコネクタの仮嵌合位置にあるとその解除治具挿入孔２５Ｍ
はこの真上にくることとなり、解除治具Ｇでこの部分を持ち上げることで係合突起３０Ｋ
の係合が解除できる。一方、レバー２５がコネクタの完全嵌合位置にあるときは、解除治
具挿入孔２５Ｍはここから移動しているので解除治具Ｇが係合突起３０Ｋにアクセスでき
ない。したがって、レバー２５がコネクタの完全嵌合状態の位置にある場合には、キー溝
３０Ｍはレバー２５により完全に覆われているため、治具Ｇがキー溝３０Ｍに挿入されて
電線カバー３０が誤って解除される、といったことはなくなる。
【符号の説明】
【００２６】
Ｃ１０　本発明に係るコネクタ
１０　雄コネクタ
１０Ｔ　係止突起
２０　雌コネクタ
２５Ｃ　回転中心
２５Ｇ　レバー取っ手
２５Ｔ　カム開口曲線
２０Ｋ　係止突起（係止アームの先端の係止突起）
２５　レバー
２５Ｌ　係止ロック
２５Ｍ　解除治具挿入孔
２５Ｓ　スロープ
３０　電線カバー
３０Ｋ　係合突起
３０Ｌ　係止ロック
３０Ｍ　キー溝
３０Ｓ　スロープ
Ｇ　解除治具
Ｔ０　カム開口曲線の端
Ｔ１　カム開口曲線の他端
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