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(57)【要約】
【課題】電子機器のケース内に取り付けた場合に、ケー
スとトレイとの相対位置を制御し易い構造を備えるコネ
クタ装置を提供すること
【解決手段】トレイ６００がコネクタ主部１００に収容
されているとき、ロック部材２００のロック部２１２が
トレイ６００の被ロック部６２０にロックし、それによ
ってトレイ６００はロック位置を超えて排出方向（＋Ｙ
方向）に移動することができなくなる。このようなコネ
クタ装置２０が電子機器１のケース１０内に取り付けら
れると、弾性部材４３０が解除部材４１０を介して被押
付部２５０を基準部１６に押し付けると共にイジェクト
機構３００がトレイ６００を介して被押付部を基準部１
６に押し付けて、ロック位置にあるトレイ６００のケー
ス１０に対する相対位置が決められる。ドア部材８００
はトレイ６００に取り付けられているので、ケース１０
とドア部材８００との相対位置も調整されることとなる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器のケース内に取り付けられるコネクタ装置であって、
　電気的接続機能を有するコネクタ主部と、トレイと、ロック部材と、ロック解除機構と
、押付部材とを備えており、
　前記トレイは、挿入方向に沿って前記コネクタ主部に少なくとも部分的に挿入され、収
容されるものであり、
　前記トレイには、被ロック部が形成されており、
　前記ロック部材は、前記挿入方向に沿って最も奥の位置である第１位置と最も手前の位
置である第２位置との間で移動可能となるように、前記コネクタ主部に保持されており、
　前記ロック部材には、ロック部と、被押付部とが設けられており、
　前記ロック部は、前記挿入方向と直交する方向に移動可能なものであり、且つ、前記ト
レイが前記コネクタ主部に収容された際に、前記被ロック部にロックして、前記トレイが
ロック位置を超えて前記挿入方向の逆方向である排出方向に移動することを防止するもの
であり、
　前記ロック解除機構は、操作されると前記ロック部を前記直交する方向に移動させて前
記ロックを解除するものであり、
　前記押付部材は、前記ロック部材を前記第２位置に向かわせるように前記ロック部材に
対して直接的又は間接的に力を加えるものであり、
　前記コネクタ装置が前記ケース内に取り付けられると、前記押付部材が前記被押付部を
前記ケースに押し付けて、それによって、前記ロック位置にある前記トレイの前記ケース
に対する相対位置が決められる
コネクタ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタ装置であって、
　前記コネクタ装置は、前記コネクタ装置に収容された前記トレイを前記排出方向に向け
て押圧するイジェクト機構を更に備えており、
　前記ロック部が前記被ロック部にロックしているとき、前記イジェクト機構は前記押付
部材としても機能し、前記トレイを介して前記ロック部材の前記被押付部を前記排出方向
に向けて押圧している
コネクタ装置。
【請求項３】
　請求項２記載のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構は、第１変換部及び被操作部が設けられた解除部材と、前記解除部
材を前記排出方向に向かわせるように押圧する弾性部材とを備えており、
　前記ロック部材には、第２変換部が設けられており、
　前記解除部材の前記被操作部を前記挿入方向に押圧すると、前記第１変換部と前記第２
変換部とが互いに当たって押し合うことで、前記挿入方向の押圧を前記直交する方向への
力に変換して前記ロック部の前記被ロック部に対する前記ロックを解除する
コネクタ装置。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構の前記弾性部材もまた、前記イジェクト機構とは別個に、前記押付
部材として機能するものであり、前記被押付部が前記排出方向に向かうように前記解除部
材を介して前記ロック部材を押圧している
コネクタ装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４記載のコネクタ装置であって、
　前記イジェクト機構は、前記ロック解除機構の前記弾性部材よりも押圧力の弱い弾性部
材を有している



(3) JP 2014-235994 A 2014.12.15

10

20

30

40

50

コネクタ装置。
【請求項６】
　請求項１記載のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構は、第１変換部及び被操作部が設けられた解除部材と、前記解除部
材を前記排出方向に向かわせるように押圧する弾性部材とを備えており、
　前記ロック部材には、第２変換部が設けられており、
　前記弾性部材は、前記押付部材としても機能するものであり、前記被押付部が前記排出
方向に向かうように前記解除部材を介して前記ロック部材を押圧しているものであり、
　前記解除部材の前記被操作部を前記挿入方向に押圧すると、前記第１変換部と前記第２
変換部とが互いに当たって押し合うことで、前記挿入方向の押圧を前記直交する方向への
力に変換して前記ロック部の前記被ロック部に対する前記ロックを解除する
コネクタ装置。
【請求項７】
　請求項３乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記コネクタ装置は、前記被操作部が押圧されたことを検知するためのプリワーニング
スイッチを更に備えており、
　前記解除部材は、前記解除部材の前記被操作部が押圧された際に前記プリワーニングス
イッチを操作するスイッチ操作部を有している
コネクタ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記ロック部は、前記排出方向と直交する縁又は面からなる第１突当部を有しており、
　前記被ロック部は、前記排出方向と直交する縁又は面からなる第２突当部を有しており
、
　前記第２突当部が前記排出方向において前記第１突当部と突き当たり前記ロックを行う
コネクタ装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記ロック部材は、前記挿入方向に向かって延びるアームと、前記直交する方向におい
て前記アームと対向するバネ部と、前記アームと前記バネ部とを連結する連結部とを有し
ており、
　前記ロック部は、前記アームに支持されており、
　前記バネ部が弾性変形すると、前記アームの向きが変わり、それによって前記ロック部
が移動する
コネクタ装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載のコネクタ装置と、ケースと、ドア部材とを備
える電子機器であって、
　前記コネクタ主部は、前記ケース内に固定されており、
　前記ドア部材は、前記挿入方向における前記トレイとの位置関係を固定された状態で前
記トレイに取り付けられており、
　前記被押付部は、前記ケース内に押し当てられており、
　前記トレイが前記ロック位置にあるとき、前記ドア部材の前記ケースに対する相対位置
は、前記被押付部の前記ケースに対する押し付けによって決まっている
電子機器。
【請求項１１】
　請求項１０記載の電子機器であって、
　前記ドア部材は、前記トレイが前記ロック位置にあるときに前記ケースの外表面と前記
ドア部材の外表面とが同一平面上にあるように、前記トレイに取り付けられている
電子機器。
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【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１記載の電子機器であって、
　前記ドア部材は、前記挿入方向と直交する面内において移動可能となるように前記トレ
イに取り付けられている
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トレイに搭載したカードと接続するコネクタ装置と、それを備える電子機器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコネクタ装置としては、例えば、特許文献１や特許文献２に開示されたものが
ある。図４２に示されるように、特許文献１においては、電気的接続機能を有するコネク
タ主部に対してトレイが収容された際に、トレイの一部とコネクタ主部の一部とが係合し
て、収容状態が維持される。図４３に示されるように、特許文献２においては、電気的接
続機能を有するコネクタ主部に対してトレイが収容された際に、トレイの被ロック部に対
してロック部が係合して、収容状態が維持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３２１３８７２号公報
【特許文献２】特開２００８－１０８６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１記載のコネクタ装置と特許文献２記載のコネクタ装置のいずれを電子機器の
ケース内に取り付けた場合も、トレイの位置はコネクタ主部の位置によって決まってしま
う。一方、各部材の製造公差や組立公差によりコネクタ主部の位置とケースとの相対位置
を制御することは困難である。そのため、ケースとトレイの相対位置も制御することがで
きず、コネクタ主部にトレイが収容された状態であってもケースからトレイが突出してし
まったりするといった状態が生じていた。
【０００５】
　そこで、本発明は、電子機器のケース内に取り付けた場合に、ケースとトレイとの相対
位置を制御し易い構造を備えるコネクタ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、第１のコネクタ装置として、
　電子機器のケース内に取り付けられるコネクタ装置であって、
　電気的接続機能を有するコネクタ主部と、トレイと、ロック部材と、ロック解除機構と
、押付部材とを備えており、
　前記トレイは、挿入方向に沿って前記コネクタ主部に少なくとも部分的に挿入され、収
容されるものであり、
　前記トレイには、被ロック部が形成されており、
　前記ロック部材は、前記挿入方向に沿って最も奥の位置である第１位置と最も手前の位
置である第２位置との間で移動可能となるように、前記コネクタ主部に保持されており、
　前記ロック部材には、ロック部と、被押付部とが設けられており、
　前記ロック部は、前記挿入方向と直交する方向に移動可能なものであり、且つ、前記ト
レイが前記コネクタ主部に収容された際に、前記被ロック部にロックして、前記トレイが
ロック位置を超えて前記挿入方向の逆方向である排出方向に移動することを防止するもの
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であり、
　前記ロック解除機構は、操作されると前記ロック部を前記直交する方向に移動させて前
記ロックを解除するものであり、
　前記押付部材は、前記ロック部材を前記第２位置に向かわせるように前記ロック部材に
対して直接的又は間接的に力を加えるものであり、
　前記コネクタ装置が前記ケース内に取り付けられると、前記押付部材が前記被押付部を
前記ケースに押し付けて、それによって、前記ロック位置にある前記トレイの前記ケース
に対する相対位置が決められる
コネクタ装置を提供する。
【０００７】
　また、本発明は、第２のコネクタ装置として、第１のコネクタ装置であって、
　前記コネクタ装置は、前記コネクタ装置に収容された前記トレイを前記排出方向に向け
て押圧するイジェクト機構を更に備えており、
　前記ロック部が前記被ロック部にロックしているとき、前記イジェクト機構は前記押付
部材としても機能し、前記トレイを介して前記ロック部材の前記被押付部を前記排出方向
に向けて押圧している
コネクタ装置を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第３のコネクタ装置として、第２のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構は、第１変換部及び被操作部が設けられた解除部材と、前記解除部
材を前記排出方向に向かわせるように押圧する弾性部材とを備えており、
　前記ロック部材には、第２変換部が設けられており、
　前記解除部材の前記被操作部を前記挿入方向に押圧すると、前記第１変換部と前記第２
変換部とが互いに当たって押し合うことで、前記挿入方向の押圧を前記直交する方向への
力に変換して前記ロック部の前記被ロック部に対する前記ロックを解除する
コネクタ装置を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第４のコネクタ装置として、第３のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構の前記弾性部材もまた、前記イジェクト機構とは別個に、前記押付
部材として機能するものであり、前記被押付部が前記排出方向に向かうように前記解除部
材を介して前記ロック部材を押圧している
コネクタ装置を提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第５のコネクタ装置として、第３又は第４のコネクタ装置であって、
　前記イジェクト機構は、前記ロック解除機構の前記弾性部材よりも押圧力の弱い弾性部
材を有している
コネクタ装置を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第６のコネクタ装置として、第１のコネクタ装置であって、
　前記ロック解除機構は、第１変換部及び被操作部が設けられた解除部材と、前記解除部
材を前記排出方向に向かわせるように押圧する弾性部材とを備えており、
　前記ロック部材には、第２変換部が設けられており、
　前記弾性部材は、前記押付部材としても機能するものであり、前記被押付部が前記排出
方向に向かうように前記解除部材を介して前記ロック部材を押圧しているものであり、
　前記解除部材の前記被操作部を前記挿入方向に押圧すると、前記第１変換部と前記第２
変換部とが互いに当たって押し合うことで、前記挿入方向の押圧を前記直交する方向への
力に変換して前記ロック部の前記被ロック部に対する前記ロックを解除する
コネクタ装置を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第７のコネクタ装置として、第３乃至第６のいずれかのコネクタ装置
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であって、
　前記コネクタ装置は、前記被操作部が押圧されたことを検知するためのプリワーニング
スイッチを更に備えており、
　前記解除部材は、前記解除部材の前記被操作部が押圧された際に前記プリワーニングス
イッチを操作するスイッチ操作部を有している
コネクタ装置を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第８のコネクタ装置として、第１乃至第７のいずれかのコネクタ装置
であって、
　前記ロック部は、前記排出方向と直交する縁又は面からなる第１突当部を有しており、
　前記被ロック部は、前記排出方向と直交する縁又は面からなる第２突当部を有しており
、
　前記第２突当部が前記排出方向において前記第１突当部と突き当たり前記ロックを行う
コネクタ装置を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第９のコネクタ装置として、第１乃至第８のいずれかのコネクタ装置
であって、
　前記ロック部材は、前記挿入方向に向かって延びるアームと、前記直交する方向におい
て前記アームと対向するバネ部と、前記アームと前記バネ部とを連結する連結部とを有し
ており、
　前記ロック部は、前記アームに支持されており、
　前記バネ部が弾性変形すると、前記アームの向きが変わり、それによって前記ロック部
が移動する
コネクタ装置を提供する。
【００１５】
　更に、本発明は、第１の電子機器として、
　第１乃至第７のいずれかのコネクタ装置と、ケースと、ドア部材とを備える電子機器で
あって、
　前記コネクタ主部は、前記ケース内に固定されており、
　前記ドア部材は、前記挿入方向における前記トレイとの位置関係を固定された状態で前
記トレイに取り付けられており、
　前記被押付部は、前記ケース内に押し当てられており、
　前記トレイが前記ロック位置にあるとき、前記ドア部材の前記ケースに対する相対位置
は、前記被押付部の前記ケースに対する押し付けによって決まっている
電子機器を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第２の電子機器として、第１の電子機器であって、
　前記ドア部材は、前記トレイが前記ロック位置にあるときに前記ケースの外表面と前記
ドア部材の外表面とが同一平面上にあるように、前記トレイに取り付けられている
電子機器を提供する。
【００１７】
　更に、本発明は、第３の電子機器として、第１又は第２の電子機器であって、
　前記ドア部材は、前記挿入方向と直交する面内において移動可能となるように前記トレ
イに取り付けられている
電子機器を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　コネクタ装置を電子機器のケース内に取り付けた際にケースに押し付けられる被押付部
をロック部材に設けて、ロック部材とケースとの相対位置を調整可能としたことにより、
ロック位置にあるトレイとケースとの相対位置を調整することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタ装置を示す断面図である。ロック部材のロッ
ク部は、トレイの被ロック部内に位置している。
【図２】図１のコネクタ装置を示す他の断面図である。ロック部材のロック部は、トレイ
の被ロック部外に位置している。
【図３】図１のコネクタ装置を示す分解斜視図である。
【図４】図１のコネクタ装置の一部を拡大して示す断面図である。
【図５】図１のコネクタ装置が組み込まれた電子機器を示す斜視図である。トレイは電子
機器のケース内に収容されている。
【図６】図５の電子機器を示す他の斜視図である。操作部材を用いてトレイが部分的に排
出されている。
【図７】図３のコネクタ装置に含まれるコネクタ主部を示す斜視図である。カバーは省略
されている。
【図８】図３のコネクタ装置に含まれるロック部材を示す上面図である。
【図９】図８のロック部材を示す斜視図である。
【図１０】図８のロック部材を示す他の斜視図である。
【図１１】コネクタ主部とロック部材とケースとの関係を示す図である。
【図１２】コネクタ主部とロック部材とケースとの関係を示す図である。
【図１３】図１１の関係をXIII--XIII線に沿って示す断面図である。
【図１４】図１２の関係をXIV--XIV線に沿って示す断面図である。
【図１５】図３のコネクタ装置に含まれる解除部材を示す上面図である。
【図１６】図１５の解除部材を示す斜視図である。
【図１７】図１５の解除部材を示す他の斜視図である。
【図１８】ロック部材と解除部材との関係を示す側面図である。
【図１９】図１８の関係をXIX--XIX線に沿って示す断面図である。
【図２０】図１９に対応する断面図である。解除部材はピン（操作部材）により操作され
ている。
【図２１】図３のコネクタ装置に含まれるイジェクトバーを示す上面図である。
【図２２】図１のコネクタ装置を示す側断面図である。図には、プリワーニングスイッチ
とその近傍が含まれている。プリワーニングスイッチの状態はオフである。
【図２３】図２２に対応する側断面図である。プリワーニングスイッチの状態はオンであ
る。
【図２４】図１のコネクタ装置に含まれるトレイを示す上面図である。トレイには、ドア
部材が取り付けられている。
【図２５】図２４のトレイ及びドア部材を示す分解斜視図である。
【図２６】図２４のトレイ及びドア部材を示す上面図である。トレイには、カードが収容
されている。
【図２７】図２４のトレイ及びドア部材を示す正面図である。トレイはドア部材の背後に
隠れている。
【図２８】図２４のトレイ及びドア部材をXXVIII--XXVIII線に沿って示す断面図である。
【図２９】図２７のトレイ及びドア部材をXXIX--XXIX線に沿って示す断面図である。
【図３０】図１のコネクタ装置の動作を説明するための図である。図示されたトレイはケ
ース内に未だ収容されていない。
【図３１】図１のコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。トレイがケース内
に部分的に収容されている。
【図３２】図１のコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。ロック部材のロッ
ク部はトレイの被ロック部をロックしている。
【図３３】図１のコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。操作部材の操作に
よりロックが解除されている。
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【図３４】図１のコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。ロックの解除によ
りイジェクトバーが移動開始している。
【図３５】図１のコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。イジェクトバーが
トレイを排出している。
【図３６】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための図である。図３０の状態に
対応している。
【図３７】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。図３１の状
態に対応している。
【図３８】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。図３２の状
態に対応している。
【図３９】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。図３３の状
態に対応している。
【図４０】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。図３４の状
態に対応している。
【図４１】変形例によるコネクタ装置の動作を説明するための他の図である。図３５の状
態に対応している。
【図４２】特許文献１のコネクタ装置を示す図である。
【図４３】特許文献２のコネクタ装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１、図２、図５、図６、図１１及び図１２から理解されるように、本発明の実施の形
態によるコネクタ装置２０は、電子機器１のケース１０内において回路基板７に搭載固定
されるものである。回路基板７は、ケース１０に固定されている。従って、コネクタ装置
２０のケース１０内における位置も固定されている。但し、コネクタ装置２０とケース１
０との位置関係は、各部材の製造バラつき及び組立バラつきの範囲内でバラついている。
【００２１】
　図３を参照すると、本実施の形態によるコネクタ装置２０は、電気的接続機能を有する
コネクタ主部１００と、ロック部材２００と、イジェクト機構３００と、ロック解除機構
４００と、カード５（図２６参照）を収容するためのトレイ６００とを備えている。更に
、トレイ６００には、キャップ７００を用いてドア部材８００が取り付けられる。
【００２２】
　図１及び図２に示されるように、トレイ６００は、挿入方向（－Ｙ方向）に沿ってコネ
クタ主部１００に少なくとも部分的に挿入され、収容されるものである。トレイ６００の
構造については後で詳述するが、少なくとも被ロック部６２０を有している。
【００２３】
　図１に示されるように、ロック部材２００は、トレイ６００がコネクタ主部１００に収
容された状態をロックするためのものである。詳しくは、ロック部材２００は、挿入方向
と直交する横方向（Ｘ方向）に移動可能なロック部２１２を少なくとも有しており、トレ
イ６００がコネクタ主部１００に収容された際に、被ロック部６２０にロックする。これ
により、トレイ６００は、ロック位置を超えて挿入方向の逆方向である排出方向（＋Ｙ方
向）に移動することができなくなり、収容状態が維持される。イジェクト機構３００は、
コネクタ主部１００に収容されたトレイ６００を排出方向（＋Ｙ方向）に向けて押圧する
ものである。ロック解除機構４００は、操作されると、ロック部材２００のロック部２１
２を横方向に移動させてロック部２１２によるロックを解除するものである。
【００２４】
　図１に示されるように、ドア部材８００の外表面８００Ｓは、コネクタ装置２０を電子
機器１のケース１０内に組み込み且つトレイ６００をコネクタ主部１００に収容した状態
において、電子機器１外部に露出している。詳しくは、本実施の形態によるドア部材８０
０の外表面８００Ｓは、以下に詳述する構造によって、ケース１０の外表面１０Ｓと同一
平面を形成している。
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【００２５】
　ここで、ケース１０のうち、コネクタ装置２０と特に関係のある部位について、図１、
図２、図２２及び図２３を用いて、説明する。ケース１０には、トレイ６００をコネクタ
主部１００に収容する際に、ドア部材８００を収容するためのドア収容部１２が形成され
ている。また、ドア収容部１２とケース１０内部とを連通する孔部１４が設けられている
。ドア収容部１２の内側に位置する部位（本実施の形態においては内壁面）は、後述する
ように、トレイ６００及びドア部材８００のケース１０に対する位置を決める際に基準と
なる基準部１６として機能する。
【００２６】
　図３を再び参照して、コネクタ主部１００は、ハウジング１１０と、カバー１２０と、
複数のコンタクト１５０とを備えている。本実施の形態によるハウジング１１０は、薄型
化と強度確保のために、薄肉の絶縁体に対して金属の補強部材を組み込んでなるものであ
る。但し、本発明はこれに限定されるわけではなく、ハウジング１１０は、絶縁体のみか
らなるものであってもよい。カバー１２０は、金属製のものであり、ハウジング１１０と
組み合わせられて、主収容部１３０と副収容部１４０とを形成する。主収容部１３０は、
トレイ６００を収容するスペースであり、副収容部１４０は、ロック部材２００、イジェ
クト機構３００及びロック解除機構４００を収容するスペースである。本実施の形態にお
いて、主収容部１３０と副収容部１４０とは、横方向（Ｘ方向：挿入方向と直交する方向
）において並んでいる。コンタクト１５０は、ハウジング１１０に保持され、主収容部１
３０内に位置している。
【００２７】
　図７に示されるように、ハウジング１１０には、検知スイッチ１６０とプリワーニング
スイッチ５００とが組み込まれている。
【００２８】
　図７に示されるように、検知スイッチ１６０は、スイッチ部１６２とスイッチ部１６４
とからなるものであり、主収容部１３０内に位置している。本実施の形態による検知スイ
ッチ１６０は、ノーマルクローズのものであり、初期状態においてスイッチ部１６２とス
イッチ部１６４とが接触している。図１及び図２から理解されるように、トレイ６００が
コネクタ主部１００に収容されると、トレイ６００又はカード５によりスイッチ部１６２
が押圧され、スイッチ部１６２とスイッチ部１６４とが非接触となる。これによって、ト
レイ６００又はカード５が挿入されたことを検知することができる。
【００２９】
　図７に示されるように、プリワーニングスイッチ５００は、スイッチ部５０２とスイッ
チ部５０４とからなるものであり、副収容部１４０内に位置している。本実施の形態によ
るプリワーニングスイッチ５００は、ノーマルオープンのものであり、初期状態において
スイッチ部５０２とスイッチ部５０４とが非接触となるように配置されている。このプリ
ワーニングスイッチ５００は、図２２及び図２３を用いて後述するように、ロック解除機
構４００が操作されたことを検知し、トレイ６００が排出されることをトレイ６００が排
出される前に把握するためのものである。
【００３０】
　更に、図７に示されるように、ハウジング１１０の副収容部１４０に相当するスペース
には、位置規制部１１２、バネ受部１１６、位置規制部１１４及び位置規制部１１８が設
けられている。このうち、位置規制部１１２，１１４及び１１８は、ロック部材２００の
位置を規制するためのものである。具体的には、位置規制部１１２は、挿入方向（－Ｙ方
向）を向いている。一方、位置規制部１１４及び位置規制部１１８は、排出方向（＋Ｙ方
向）を向いている。バネ受部１１６は、イジェクト機構３００を部分的に位置決めするた
めのものである。
【００３１】
　図８乃至図１０に示されるように、ロック部材２００は、一枚の金属板を打ち抜き且つ
折り曲げて形成されたものであり、アーム２１０と、バネ部２２０と、連結部２３０と、
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第２変換部２４０と、被押付部２５０とを有している。
【００３２】
　アーム２１０は、比較的高い剛性を有し弾性変形し難いように形成されている。アーム
２１０の挿入方向の先端には、上述したロック部２１２が形成されている。ロック部２１
２の先端（－Ｙ側）には、挿入方向と直交する面を有する第１突当部２１４が設けられて
いる。本実施の形態による第１突当部２１４は、挿入方向（－Ｙ方向）を向いている。ロ
ック部２１２の後端（＋Ｙ側）には、挿入方向と斜交する面を有するトレイ誘い部２１６
が設けられている。
【００３３】
　図１と図８乃至図１０から理解されるように、アーム２１０は、ロック部２１２がトレ
イ６００の被ロック部６２０にロックしている状態において挿入方向（－Ｙ方向）に沿っ
て延びている。
【００３４】
　バネ部２２０は、アーム２１０と比較して弾性変形し易いように形成されている。バネ
部２２０の先端（－Ｙ側端部）の下側（－Ｚ側）には、位置規制部２２２が形成されてい
る。位置規制部２２２は、排出方向（＋Ｙ方向）側を向いている。
【００３５】
　連結部２３０は、アーム２１０とバネ部２２０とを連結している。連結部２３０のバネ
部２２０の起点近傍には、位置規制部２３２が形成されている。位置規制部２３２は、挿
入方向（－Ｙ方向）を向いている。
【００３６】
　第２変換部２４０は、連結部２３０の挿入方向の先端近傍に設けられている。本実施の
形態においては、挿入方向において、第２変換部２４０とロック部２１２とは互いに近い
位置に設けられている。そのため、第２変換部２４０が横方向（Ｘ方向）に移動すると、
ロック部２１２も殆ど同じ距離だけ横方向に移動する。第２変換部２４０は、挿入方向及
び横方向の双方と斜交する面を有している。詳しくは、第２変換部２４０は、＋Ｘ側且つ
＋Ｙ側に向いた面を有している。
【００３７】
　被押付部２５０は、排出方向（＋Ｙ方向）と直交する板状の形状を有している。図８乃
至図１０に示されるように、本実施の形態による被押付部２５０は、アーム２１０の後端
（＋Ｙ側端部）から横方向（具体的には－Ｘ方向）に延びている。被押付部２５０の挿入
方向（－Ｙ方向）側の面は、第２被押圧部２５２として機能し、その下部は位置規制部２
５４として機能する。即ち、位置規制部２５４は、挿入方向（－Ｙ方向）を向いている。
【００３８】
　図１１乃至図１４に示されるように、ロック部材２００は、挿入方向（Ｙ方向）に沿っ
て移動可能な状態で、ハウジング１１０に保持される。ここで、ロック部材２００の位置
のうち、挿入方向において最も奥の位置（即ち、最も－Ｙ側の位置）を第１位置とし、挿
入方向において最も手前の位置（即ち、最も＋Ｙ側の位置）を第２位置とする。即ち、本
実施の形態によるロック部材２００は、挿入方向に沿って第１位置と第２位置との間で移
動可能である。図１１及び図１３から理解されるように、本実施の形態による第１位置は
、ロック部材２００の位置規制部２３２及び位置規制部２５４がハウジング１１０の位置
規制部１１４及び位置規制部１１８に夫々突き当たることにより決められている。一方、
図１２及び図１４に示されるように、本実施の形態による第２位置は、ロック部材２００
の位置規制部２２２がハウジング１１０の位置規制部１１２に突き当たることにより決め
られている。
【００３９】
　図３に示されるように、イジェクト機構３００は、絶縁体からなるイジェクトバー３１
０とスプリングからなる弾性部材３２０とを備えており、ロック解除機構４００は、金属
製の解除部材４１０とスプリングからなる弾性部材４３０とを備えている。
【００４０】
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　図１５乃至図１７に示されるように、解除部材４１０は、一枚の金属板を打ち抜き且つ
折り曲げて形成されたものであり、バネ受部４１２と、第１被押圧部４１４と、第１変換
部４１６と、被操作部４１８と、第２押圧部４２０と、スイッチ操作部４２２とを有して
いる。バネ受部４１２は、弾性部材４３０の一端に挿入され、弾性部材４３０からの力を
受けるためのものである。第１被押圧部４１４は、後述するようにイジェクトバー３１０
から押圧される部位であり、挿入方向（－Ｙ方向）を向いている。本実施の形態において
は、解除部材４１０が弾性部材４３０から排出方向（＋Ｙ方向）に向かう力を受けるため
、第１被押圧部４１４を省略することも可能である。
【００４１】
　第１変換部４１６は、挿入方向及び横方向の双方と斜交する面を有している。詳しくは
、第１変換部４１６は、－Ｘ側且つ－Ｙ側に向いた面を有している。
【００４２】
　被操作部４１８は、排出方向（＋Ｙ方向）に向いた面を有しており、第２押圧部４２０
は、排出方向（＋Ｙ方向）に向いた縁を有している。図１５に最も良く示されるように、
本実施の形態において、被操作部４１８は、解除部材４１０の材料の板厚分だけ、第２押
圧部４２０よりも排出方向側（＋Ｙ側）に位置している。
【００４３】
　図１７及び図１８に示されるように、スイッチ操作部４２２は、解除部材４１０の下部
（－Ｚ側）に形成されている。スイッチ操作部４２２の先端（－Ｙ側端部）は、挿入方向
（－Ｙ方向）及び上下方向（Ｚ方向）の双方と斜交する面を有しており、その面の排出方
向側（＋Ｙ側）には、下側（－Ｚ側）に向いた面が形成されている。
【００４４】
　図１８乃至図２０に示されるように、ロック部材２００と解除部材４１０とは組み合わ
せられる。詳しくは、解除部材４１０の第１変換部４１６と第２押圧部４２０が、横方向
においてロック部材２００のアーム２１０とバネ部２２０の間に位置している。また、解
除部材４１０の第２押圧部４２０は、ロック部材２００の被押付部２５０よりも挿入方向
の奥側（－Ｙ側）に位置している。更に、バネ部２２０は、横方向において、解除部材４
１０の第１変換部４１６とスイッチ操作部４２２の間に位置している。
【００４５】
　図３から理解されるように、解除部材４１０は、弾性部材４３０により排出方向（＋Ｙ
方向）に向けて押圧されている。そのため、図１９に示される状態においては、解除部材
４１０の第２押圧部４２０によりロック部材２００の第２被押圧部２５２が排出方向（＋
Ｙ方向）に向けて押圧されている。それによって、図１、図４並びに図１１乃至図１４に
示されるように、ケース１０内においてコネクタ主部１００が回路基板７に搭載固定され
た際、ハウジング１１０に保持されたロック部材２００の被押付部２５０は、ケース１０
内に設けられた基準部１６に押し付けられる。即ち、弾性部材４３０は、被押付部２５０
を基準部１６に対して押し付ける押付部材として機能している。被押付部２５０が基準部
１６に押し付けられることにより、ロック部材２００とケース１０との相対位置を決める
ことができる。
【００４６】
　なお、被押付部２５０が基準部１６に押し付けられている状態において、ロック部材２
００は上述した第１位置と第２位置との間（両位置を含む）に位置している。そのため、
押付部材として機能する弾性部材４３０は、ロック部材２００が第２位置に向かうように
解除部材４１０を介してロック部材２００に対して力を加え続けている。
【００４７】
　上述したように、コネクタ主部１００に収容されたトレイ６００の被ロック部６２０に
対してロック部２１２がロックしてトレイ６００がロック位置にあるとき、ロック部材２
００とトレイ６００との相対位置関係は固定される。また、被押付部２５０が基準部１６
に押し付けられているとき、ロック部材２００とケース１０との相対位置関係を決めるこ
とができる。そのため、トレイ６００のケース１０に対する相対位置は、ロック部材２０
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０をケース１０に押し付けることにより、調整することができ、製造バラつきや組立バラ
つきなどを吸収することができる。
【００４８】
　被押付部２５０が基準部１６に押し付けられているとき、図１９に示されるように、第
１変換部４１６は、挿入方向において第２変換部２４０と被押付部２５０との間に位置し
ている。また、第１変換部４１６と第２変換部２４０とは挿入方向において対向している
。更に、バネ部２２０は、横方向において、解除部材４１０のスイッチ操作部４２２の側
面（詳しくは、＋Ｘ側面）の内側に位置している。
【００４９】
　図２０に示されるように、ピン（操作部材）９００を用いて被操作部４１８を挿入方向
に沿って押圧（操作）すると、第１変換部４１６が第２変換部２４０に突き当たり、ピン
９００の挿入力が横方向の外側（－Ｘ方向）に向かう力に変換されて第２変換部２４０に
加えられる。これにより、バネ部２２０は、スイッチ操作部４２２の側面に押し付けられ
て弾性変形し、それによって、アーム２１０の向きが変ってアーム２１０が横方向の外側
に開き、ロック部２１２も横方向の外側に移動する。この間、ロック部材２００は、第１
変換部４１６と第２変換部２４０との間の摩擦に起因して、解除部材４１０を介して弾性
部材４３０（図３参照）によって排出方向に押圧され続けている。そのため、図２に示さ
れるように、ロック部材２００の被押付部２５０はケース１０の基準部１６に押し付けら
れたままである。
【００５０】
　図２１を参照すると、イジェクトバー３１０は、トレイ受部３１２と、バネ受部３１４
と、第１押圧部３１６とを有している。図１１及び図１２と図２１とから理解されるよう
に、トレイ受部３１２は、主収容部１３０内に突出しており、図２に示されるように、ト
レイ６００がコネクタ主部１００に収容される際にトレイ６００と直接接触する部分であ
る。詳しくは、トレイ６００の挿入時にはトレイ受部３１２はトレイ６００により挿入方
向に沿って押圧され、トレイ６００の排出時にはトレイ受部３１２はトレイ６００を排出
方向に沿って押圧する。バネ受部３１４は、弾性部材３２０の一端に挿入される。弾性部
材３２０の他端にはハウジング１１０のバネ受部１１６が挿入されているので、弾性部材
３２０は、ハウジング１１０とイジェクトバー３１０とに挟まれることになり、イジェク
トバー３１０は、弾性部材３２０から排出方向に向かう力を受けることになる。イジェク
トバー３１０は、この力を利用して上述したようにトレイ６００の排出を行う。本実施の
形態において、弾性部材３２０はトレイ６００の排出を行うものであるため、ロック解除
機構４００の弾性部材４３０より押圧力を強くするように設計されている。このように弾
性部材３２０の押圧力を強くしてトレイ６００の排出を確実に行うための押圧力を確保し
たとしても、トレイ６００の排出操作に要する力は、主として、ロック部２１２を移動さ
せるために解除部材４１０を弾性部材４３０に抗って操作する際の力であり、弾性部材３
２０の押圧力の影響をさほど受けない。従って、本実施の形態によれば、排出操作に要す
る力を低減させつつ、確実にトレイ６００の排出を行うための押圧力を確保することがで
きる。但し、本発明はこれに限定されるわけではなく、例えば、弾性部材３２０と弾性部
材４３０とが同一の押圧力を有していてもよい。
【００５１】
　コネクタ主部１００にトレイ６００が収容されている状態において、イジェクトバー３
１０がトレイ６００を排出方向に向けて押圧し続けていることから、トレイ６００の被ロ
ック部６２０はロック部材２００のロック部２１２に押し付けられ続けており、そのため
、トレイ６００は上述したロック位置に維持されることとなる。このとき、ロック部材２
００は、イジェクト機構３００のイジェクトバー３１０及びトレイ６００を介して弾性部
材３２０から排出方向に向かう力を受けており、それによって、被押付部２５０は基準部
１６に押し付けられている。即ち、本実施の形態においては、イジェクト機構３００も被
押付部２５０は基準部１６に押し付ける押付部材として機能している。
【００５２】
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　更に、第１押圧部３１６は、排出方向を向いており、弾性部材３２０の力を利用して、
解除部材４１０の第１被押圧部４１４を排出方向に向けて押圧する。このように、第１押
圧部３１６と第１被押圧部４１４とが接触している間、本実施の形態による解除部材４１
０は弾性部材４３０のみならず弾性部材３２０からも排出方向に向かう力を受けている。
【００５３】
　図２２及び図２３に示されるように、本実施の形態によるプリワーニングスイッチ５０
０は、ピン（操作部材）９００自体ではなく、解除部材４１０のスイッチ操作部４２２に
より操作するように構成されている。ピン９００により操作する場合、ピン９００の角度
やピン９００のサイズ・形状によってスイッチ動作が影響を受ける可能性があるが、本実
施の形態のように挿入方向（－Ｙ方向）に移動する解除部材４１０のスイッチ操作部４２
２を利用してプリワーニングスイッチ５００のスイッチ部５０２とスイッチ部５０４とを
高さ方向（上下方向：Ｚ方向）において接触させて検知する構成とすると、上述したよう
な問題が生じず、従ってスイッチの信頼性を向上させることができる。
【００５４】
　図２４乃至図２９に示されるように、トレイ６００には、キャップ７００を利用してド
ア部材８００が取り付けられている。
【００５５】
　トレイ６００は、主部としてカード収容部６１０を有している。カード収容部６１０の
排出方向側端部（＋Ｙ側端部）近傍には、収容したカード５（図２６参照）の脱落を防止
するための脱落防止部６１２，６１４が設けられている。トレイ６００の側部（詳しくは
－Ｘ側の側部）には、上述した被ロック部６２０が形成されている。本実施の形態による
被ロック部６２０は、トレイ６００の側部から、横方向の内側（詳しくは＋Ｘ側）に凹ん
でいる。被ロック部６２０の挿入方向（－Ｙ方向）の端部を形成している縁は排出方向（
＋Ｙ方向）を向いており、ロック部材２００のロック部２１２が被ロック部６２０にロッ
クした際に、第１突当部２１４が突き当たる第２突当部６２２として機能する。本実施の
形態においては、第１突当部２１４が挿入方向と直交する面を有しており、第２突当部６
２２が挿入方向と直交する縁を有しており、それらが挿入方向において互いに突き当たる
ように配置されていることに加えて、第１突当部２１４の第２突当部６２２に対する突き
当てを比較的剛性の高いアーム２１０によりバックアップしていることから、電子機器１
の落下の際に衝撃でロックが外れてしまうといった事態を避けることができる。
【００５６】
　トレイ６００の排出方向側端部（＋Ｙ側端部）には、－Ｚ方向に延びる支持ポスト６３
０が２つ形成されている。一方、キャップ７００には、２つの嵌入孔７０２が形成されて
いる。図２５及び図２８から理解されるように、支持ポスト６３０の先端は、キャップ７
００の嵌入孔７０２に嵌入され、それによって、支持ポスト６３０の周りには受容スペー
ス７５０が形成される。
【００５７】
　図２５に示されるように、ドア部材８００には、２つの被支持部８１０と、ピン挿入孔
８２０と、誘い部８３０とが形成されている。図２２及び図２３に示されるように、ピン
挿入孔８２０は、ピン９００を挿入するためのものである。ドア部材８００がドア収容部
１２に収容された際に、ピン挿入孔８２０はケース１０に形成された孔部１４と共にピン
９００を解除部材４１０の被操作部４１８まで挿入突当可能とするための通路を形成する
。図１、図２、図２２及び図２３に示されるように、誘い部８３０は、ドア部材８００の
挿入方向側（－Ｙ側）の面の上下方向端部近傍及び横方向端部近傍に設けられており、挿
入方向と斜交する面を有している。かかる誘い部８３０は、トレイ６００がコネクタ主部
１００に収容される際に、ドア部材８００をケース１０のドア収容部１２内に収まるよう
にガイドする。
【００５８】
　図２９に示されるように、被支持部８１０は、夫々、挿入方向（－Ｙ方向）に向かって
張り出した板状の部位である。被支持部８１０には、水平面（ＸＹ平面）内において支持
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ポスト６３０よりも大きな面積を有する孔部８１２が形成されており、その孔部８１２に
対して支持ポスト６３０が横方向に移動可能な状態で挿入されている。また、上述した受
容スペース７５０の高さ方向（Ｚ方向）のサイズは、被支持部８１０の厚み（Ｚ方向のサ
イズ）よりも十分に大きいので、被支持部８１０は、受容スペース７５０内において、高
さ方向（Ｚ方向：上下方向）にも移動可能である。即ち、ドア部材８００は、トレイ６０
０に対して、挿入方向（－Ｙ方向）と直交する面内においては相対移動可能となっている
。一方、ドア部材８００は、挿入方向（－Ｙ方向）においてはトレイ６００に対して相対
移動できない。即ち、ドア部材８００は、挿入方向におけるトレイ６００との位置関係を
固定された状態でトレイ６００に取り付けられている。前述のように、トレイ６００とケ
ース１０との位置関係はロック部材２００のケース１０に対する押し付けにより調整する
ことができる。従って、ドア部材８００のケース１０に対する位置もロック部材２００の
ケース１０に対する押し付けにより調整することができる。
【００５９】
　このように、本実施の形態においては、ケース１０とケース１０内に設けられたコネク
タ主部１００との相対位置関係におけるバラつきのうち、挿入方向にそったバラつきに関
しては上述したようにロック部材２００とケース１０との位置合わせにより吸収すること
とし、挿入方向と直交する方向におけるバラつきに関してはトレイ６００のドア部材８０
０を支持する支持構造により吸収することとしている。これにより、本実施の形態によれ
ば、トレイ６００がロック位置にあるときにケース１０の外表面１０Ｓとドア部材８００
の外表面８００Ｓとが同一平面上にある（同一平面を構成している）。なお、問題となる
ようなバラつきが挿入方向においてのみ生じると予想される場合には、ドア部材８００が
トレイ６００に対して挿入方向と直交する面内において相対移動できない構造を採用する
こととしてもよい。
【００６０】
　以下、上述したような構造を有する電子機器１におけるトレイ６００の収容動作及び排
出動作について図３０乃至３５を参照して説明する。
【００６１】
　図３０に示されるように、トレイ６００がロック部材２００のロック部２１２まで到達
していない状態においては、イジェクト機構３００と弾性部材４３０により解除部材４１
０が排出方向に向けて押圧されており、その解除部材４１０によりロック部材２００も排
出方向に向けて押圧されている。これにより、ロック部材２００の被押付部２５０はケー
ス１０の基準部１６に押し付けられている。
【００６２】
　図３１に示されるように、トレイ６００の挿入が進むと、トレイ６００によりロック部
材２００のロック部２１２が横方向外側（本実施の形態では－Ｘ側）に押圧される。
【００６３】
　図３２に示されるように、トレイ６００の挿入が更に進むと、ドア部材８００がケース
１０のドア収容部１２に収容されると共に、トレイ６００によりイジェクトバー３１０が
挿入方向に押圧され、一方、トレイ６００は弾性部材３２０から排出方向に向かう力を受
ける。このとき、ロック部材２００のロック部２１２がトレイ６００の被ロック部６２０
にロックし、トレイ６００はロック位置に維持される。トレイ６００がロック位置にある
ときのドア部材８００とケース１０との位置は、上述したように、ロック部材２００の被
押付部２５０をケース１０の基準部１６に対して押し付けることにより調整されている。
従って、本実施の形態においては、ドア部材８００の外表面８００Ｓとケース１０の外表
面１０Ｓとで同一平面を構成することができる。
【００６４】
　更に、本実施の形態によるドア部材８００は、ＺＸ平面内において移動可能となるよう
にトレイ６００に取り付けられていることから、ＺＸ平面内においてドア部材８００がド
ア収容部１２とズレていたとしても相対位置が調整され、ドア部材８００がドア収容部１
２に適切に収容される。加えて、本実施の形態においては、ドア部材８００に誘い部８３
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０が設けられていることから、ユーザは、ズレをあまり意識することなく、ドア部材８０
０を押圧挿入するだけで、ドア部材８００とドア収容部１２との相対位置の調整が図られ
る。
【００６５】
　図３３に示されるように、ピン９００により解除部材４１０の被操作部４１８を押圧し
て挿入方向へ移動させると、第１変換部４１６が第２変換部２４０に突き当たり、ピン９
００の挿入の力を横方向の外側（本実施の形態では－Ｘ側）に向かう力となってロック部
２１２を横方向外側に移動させる。これによって、被ロック部６２０に対するロック部２
１２のロックは解除される。
【００６６】
　図３４に示されるように、ロックが解除されると、イジェクトバー３１０がトレイ６０
０を排出し始める。但し、図示された時点では、ピン９００で解除部材４１０を挿入方向
に押圧しているので、イジェクトバー３１０が解除部材４１０に突き当たった時点で排出
方向への移動が一時的に止まる。
【００６７】
　図３５に示されるように、ピン９００を抜き去るかピン９００に加えていた力を除くと
、イジェクトバー３１０がトレイ６００を更に排出させる。これにより、トレイ６００を
電子機器１外に取り出すことができる。トレイ６００を電子機器１外に取り出すと、ロッ
ク部材２００、イジェクト機構３００及びロック解除機構４００は、図３０に示される状
態に戻る。
【００６８】
　上述した実施の形態では、ロック解除機構４００の弾性部材４３０とイジェクト機構３
００を押付部材として利用していたが、弾性部材４３０を省略し、イジェクト機構３００
のみを押付部材として利用することとしてもよい。
【００６９】
　以下に、イジェクト機構３００を押付部材として利用する変形例について、図３６乃至
図４１を用いて説明する。なお、上述した実施の形態では解除部材４１０に対してバネ受
部４１２が設けられていたがバネ受部４１２が省略されている点と弾性部材４３０が設け
られていた点を除き、下記変形例は上述した実施の形態と同じである。従って、同様の部
材・部位については同一の参照符号を付し、詳細な説明を省略することとする。
【００７０】
　図３６に示されるように、トレイ６００がロック部材２００のロック部２１２まで到達
していない状態においては、イジェクト機構３００により解除部材４１０′が排出方向に
向けて押圧されており、その解除部材４１０′によりロック部材２００も排出方向に向け
て押圧されている。これにより、ロック部材２００の被押付部２５０はケース１０の基準
部１６に押し付けられている。
【００７１】
　図３７に示されるように、トレイ６００の挿入が進むと、トレイ６００によりロック部
材２００のロック部２１２が横方向外側（本実施の形態では－Ｘ側）に押圧される。
【００７２】
　図３８に示されるように、トレイ６００の挿入が更に進むと、ドア部材８００がケース
１０のドア収容部１２に収容されると共に、トレイ６００によりイジェクトバー３１０が
挿入方向に押圧され、一方、トレイ６００は弾性部材３２０から排出方向に向かう力を受
ける。このとき、ロック部材２００のロック部２１２がトレイ６００の被ロック部６２０
にロックし、トレイ６００はロック位置に維持される。トレイ６００がロック位置にある
ときのドア部材８００とケース１０との位置は、上述したように、ロック部材２００の被
押付部２５０をケース１０の基準部１６に対して押し付けることにより調整されている。
従って、本実施の形態においては、ドア部材８００の外表面８００Ｓとケース１０の外表
面１０Ｓとで同一平面を構成することができる。
【００７３】
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　上述した実施の形態においては、図３７の状態から図３８の状態に移行する間、解除部
材４１０は弾性部材４３０により常に排出方向に向けて押圧されていたが、本変形例にお
いては、その押圧がない。そのため、ロック部材２００がトレイ６００に引き込まれて挿
入方向に移動してしまわないように、解除部材４１０′とロック部材２００との間の摩擦
力や解除部材４１０′とハウジング１１０との摩擦力が大きくなるように設定する必要が
ある。上述した実施の形態は、そのようなことを考慮する必要がないことから、所望とす
る動作を実施させるという点において、本変形例よりも信頼性が高いと言える。
【００７４】
　図３９に示されるように、ピン９００により解除部材４１０′の被操作部４１８を押圧
して挿入方向へ移動させると、第１変換部４１６が第２変換部２４０に突き当たり、ピン
９００の挿入の力を横方向の外側（本実施の形態では－Ｘ側）に向かう力となってロック
部２１２を横方向外側に移動させる。これによって、被ロック部６２０に対するロック部
２１２のロックは解除される。
【００７５】
　図４０に示されるように、ロックが解除されると、イジェクトバー３１０がトレイ６０
０を排出し始める。但し、図示された時点では、ピン９００で解除部材４１０′を挿入方
向に押圧しているので、イジェクトバー３１０が解除部材４１０′に突き当たった時点で
排出方向への移動が一時的に止まる。
【００７６】
　図４１に示されるように、ピン９００を抜き去るかピン９００に加えていた力を除くと
、イジェクトバー３１０がトレイ６００を更に排出させる。これにより、トレイ６００を
電子機器１外に取り出すことができる。トレイ６００を電子機器１外に取り出すと、ロッ
ク部材２００、イジェクト機構３００及びロック解除機構４００′は、図３６に示される
状態に戻る。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、例えば携帯電話のような電子機器に組み込まれるＳＩＭ（Subscriber Ident
ity Module）カードのようなＩＣカード用のコネクタ装置に適用可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　　　１　　　　電子機器
　　　５　　　　カード
　　　７　　　　回路基板
　　１０　　　　ケース
　　１０Ｓ　　　外表面
　　１２　　　　ドア収容部
　　１４　　　　孔部
　　１６　　　　基準部
　　２０　　　　コネクタ装置
　１００　　　　コネクタ主部
　１１０　　　　ハウジング
　１１２　　　　位置規制部
　１１４　　　　位置規制部
　１１６　　　　バネ受部
　１１８　　　　位置規制部
　１２０　　　　カバー
　１３０　　　　主収容部
　１４０　　　　副収容部
　１５０　　　　コンタクト
　１６０　　　　検知スイッチ
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　１６２　　　　スイッチ部
　１６４　　　　スイッチ部
　２００　　　　ロック部材
　２１０　　　　アーム
　２１２　　　　ロック部
　２１４　　　　第１突当部
　２１６　　　　トレイ誘い部
　２２０　　　　バネ部
　２２２　　　　位置規制部
　２３０　　　　連結部
　２３２　　　　位置規制部
　２４０　　　　第２変換部
　２５０　　　　被押付部
　２５２　　　　第２被押圧部
　２５４　　　　位置規制部
　３００　　　　イジェクト機構（押付部材）
　３１０　　　　イジェクトバー
　３１２　　　　トレイ受部
　３１４　　　　バネ受部
　３１６　　　　第１押圧部
　３２０　　　　弾性部材
　４００，４００′　　　　ロック解除機構
　４１０，４１０′　　　　解除部材
　４１２　　　　バネ受部
　４１４　　　　第１被押圧部
　４１６　　　　第１変換部
　４１８　　　　被操作部
　４２０　　　　第２押圧部
　４２２　　　　スイッチ操作部
　４３０　　　　弾性部材（押付部材）
　５００　　　　プリワーニングスイッチ
　５０２　　　　スイッチ部
　５０４　　　　スイッチ部
　６００　　　　トレイ
　６１０　　　　カード収容部
　６１２，６１４　　　　脱落防止部
　６２０　　　　被ロック部
　６２２　　　　第２突当部
　６３０　　　　支持ポスト
　７００　　　　キャップ
　７０２　　　　嵌入孔
　７５０　　　　受容スペース
　８００　　　　ドア部材
　８００Ｓ　　　外表面
　８１０　　　　被支持部
　８１２　　　　孔部
　８２０　　　　ピン挿入孔
　８３０　　　　誘い部
　９００　　　　ピン（操作部材）
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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月22日(2014.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　請求項３又は請求項４記載のコネクタ装置であって、
　前記イジェクト機構は、前記ロック解除機構の前記弾性部材よりも押圧力の強い弾性部
材を有している
コネクタ装置。
【手続補正書】
【提出日】平成26年8月27日(2014.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　電子機器のケース内に取り付けられるコネクタ装置であって、
　電気的接続機能を有するコネクタ主部と、トレイと、ロック部材と、ロック解除機構と
、押付部材とを備えており、
　前記トレイは、挿入方向に沿って前記コネクタ主部に少なくとも部分的に挿入され、収
容されるものであり、
　前記トレイには、被ロック部が形成されており、
　前記ロック部材は、一枚の金属板を打ち抜き且つ折り曲げて形成されたものであり、前
記挿入方向に沿って最も奥の位置である第１位置と最も手前の位置である第２位置との間
で移動可能となるように、前記コネクタ主部に保持されており、
　前記ロック部材には、ロック部と、被押付部とが設けられており、
　前記ロック部は、前記挿入方向と直交する方向に移動可能なものであり、且つ、前記ト
レイが前記コネクタ主部に収容された際に、前記被ロック部にロックして、前記トレイが
ロック位置を超えて前記挿入方向の逆方向である排出方向に移動することを防止するもの
であり、
　前記ロック解除機構は、操作されると前記ロック部を前記直交する方向に移動させて前
記ロックを解除するものであり、
　前記押付部材は、前記ロック部材を前記第２位置に向かわせるように前記ロック部材に
対して直接的又は間接的に力を加えるものであり、
　前記コネクタ装置が前記ケース内に取り付けられると、前記押付部材が前記被押付部を
前記ケースに押し付けて、それによって、前記ロック位置にある前記トレイの前記ケース
に対する相対位置が決められる
コネクタ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明は、第５のコネクタ装置として、第３又は第４のコネクタ装置であって、
　前記イジェクト機構は、前記ロック解除機構の前記弾性部材よりも押圧力の強い弾性部
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材を有している
コネクタ装置を提供する。
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