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(57)【要約】
【課題】雄端子のタブ部の変形をコネクタ嵌合前に検知
することができ、嵌合不良品を無くすことができるレバ
ー式コネクタを提供する。
【解決手段】フード部２１ａを有する雄ハウジング２１
と、雄ハウジング２１に回動自在に支持されたレバー３
０と、フード部２１ａ内にて雄端子５５のタブ部５５ａ
を位置決めするムービングプレート４０と、フード部２
１ａ内に嵌脱される雌ハウジングとを備え、レバー３０
を往動操作させることで、雌ハウジングをムービングプ
レート４０と共にフード部２１ａ内の奥側に移動させて
雄ハウジング２１に嵌合させるレバー式コネクタにおい
て、雄ハウジング２１に雄端子５５を収容保持した雄サ
ブハウジング５０を収容するサブハウジング収容室２２
を形成し、フード部２１ａとサブハウジング収容室２２
を仕切る隔壁２３にタブ変形検知機構としての雄端子５
５のタブ部５５ａを挿通させるタブ挿通孔２４を形成し
た。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側のハウジングを嵌合・離脱するハウジングと、前記ハウジングに形成されたサブ
ハウジング収容室に収容され、雄端子を収容保持するサブハウジングとを備えたコネクタ
において、
　前記ハウジングに前記雄端子のタブ部の変形を検知するタブ変形検知機構を設けたこと
を特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記ハウジングの前記サブハウジング収容室を仕切る隔壁に前記タブ変形検知機構とし
ての前記タブ部を挿通させるタブ挿通孔を形成したことを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のコネクタであって、
　フード部を有する前記ハウジングとしての雄ハウジングと、前記雄ハウジングに支軸を
介して支持されたレバーと、前記フード部内にて前記タブ部を位置決めするムービングプ
レートと、前記フード部内に嵌合・離脱される前記相手側のハウジングとしての雌ハウジ
ングを備え、
　前記レバーに形成したカム溝に前記雌ハウジングに形成したカムフォロアを係合させた
状態で前記レバーを往動操作させることで、前記雌ハウジングを前記ムービングプレート
と共に前記フード部内の奥側に移動させて前記雄ハウジングに嵌合させるようにしたこと
を特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタであって、
　前記タブ挿通孔を前記ムービングプレートに形成した位置決め孔と同一位置で同一孔径
に形成したことを特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レバーの往復動操作により雄雌両ハウジングが低挿入力で嵌合・離脱される
レバー式コネクタ等のコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のレバー式コネクタとして、特許文献１に開示されたものがある。
【０００３】
　このレバー式コネクタ１は、図１８及び図１９に示すように、雄端子５を収容保持する
複数の雄サブハウジング４を箱状のフレーム３内に嵌め込んでなる分割コネクタ２と、こ
の分割コネクタ２のフレーム３に突設されたレバー支持部６を介して回動自在に支持され
たレバー７と、このレバー７に形成したカム溝７ａに係合される係合突起９が突設され、
レバー７の操作により各雄サブハウジング４のフード部４ａ内に嵌合・離脱される相手側
の雌コネクタ８と、を備えている。
【０００４】
　そして、レバー７の操作により、分割コネクタ２に雌コネクタ８が嵌合されると、分割
コネクタ２の各雄サブハウジング４の雄端子５のタブ部５ａに雌コネクタ８の図示しない
雌端子が接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２４１８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 2018-67378 A 2018.4.26

10

20

30

40

50

【０００６】
　しかしながら、前記従来のレバー式コネクタ１では、雄サブハウジング４の雄端子５の
タブ部５ａが変形していても、分割コネクタ２に雌コネクタ８が嵌合可能であるため、雄
端子５のタブ部５ａに変形がある場合には嵌合不良品となった。これは、レバー式コネク
タ１付きのタブ部５ａを有する雄端子５を接続した複数の電線Ｗからなるワイヤハーネス
Ｗ／Ｈを製造する工程での不具合に影響を与える。
【０００７】
　そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、雄端子のタブ部の
変形をコネクタ嵌合前に検知することができ、嵌合不良品を無くすことができるコネクタ
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】
【０００８】
　請求項１の発明は、相手側のハウジングを嵌合・離脱するハウジングと、前記ハウジン
グに形成されたサブハウジング収容室に収容され、雄端子を収容保持するサブハウジング
とを備えたコネクタにおいて、前記ハウジングに前記雄端子のタブ部の変形を検知するタ
ブ変形検知機構を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１記載のコネクタであって、前記ハウジングの前記サブハウ
ジング収容室を仕切る隔壁に前記タブ変形検知機構としての前記タブ部を挿通させるタブ
挿通孔を形成したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１又は２記載のコネクタであって、フード部を有する前記ハ
ウジングとしての雄ハウジングと、前記雄ハウジングに支軸を介して支持されたレバーと
、前記フード部内にて前記タブ部を位置決めするムービングプレートと、前記フード部内
に嵌合・離脱される前記相手側のハウジングとしての雌ハウジングを備え、前記レバーに
形成したカム溝に前記雌ハウジングに形成したカムフォロアを係合させた状態で前記レバ
ーを往動操作させることで、前記雌ハウジングを前記ムービングプレートと共に前記フー
ド部内の奥側に移動させて前記雄ハウジングに嵌合させるようにしたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項３記載のコネクタであって、前記タブ挿通孔を前記ムービン
グプレートに形成した位置決め孔と同一位置で同一孔径に形成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、ハウジングに雄端子のタブ部の変形を
検知するタブ変形検知機構を設けたことにより、相手側のハウジングの嵌合前に雄端子の
タブ部の変形を簡単かつ確実に検知することできる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、ハウジングのサブハウジング収容室を仕切る隔壁にタブ変形
検知機構としての雄端子のタブ部を挿通させるタブ挿通孔を形成したことにより、タブ部
が変形した雄端子を収容保持するサブハウジングをハウジングのサブハウジング収容室へ
嵌合する前に、雄端子のタブ部の変形を簡単かつ確実に検知することができ、相手側のハ
ウジングの嵌合不良品を無くすことができる。これにより、コネクタ付きのタブ部を有す
る雄端子を接続した複数の電線からなるワイヤハーネスを製造する工程でのタブ変形不良
品の発生の不具合を可及的に無くすことができる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、レバーを往動操作させることで、雌ハウジングをムービング
プレートと共に雄ハウジングのフード部内の奥側に移動させて雄ハウジングに嵌合させる
ようにしたことにより、ムービングプレートの操作性をより一段と向上させることができ
る。
【００１５】
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　請求項４の発明によれば、隔壁のタブ挿通孔をムービングプレートに形成した位置決め
孔と同一位置で同一孔径に形成したことにより、タブ変形検知機構を簡単かつ低コストで
作ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態のレバー式コネクタの分解斜視図である。
【図２】上記レバー式コネクタの雄コネクタの組み付け前の斜視図である。
【図３】上記雄コネクタの組み付け前の断面図である。
【図４】（ａ）は上記雄コネクタの組み付け時の要部断面図、（ｂ）は雄端子に変形があ
る場合の雄コネクタの組み付け時の要部断面図である。
【図５】（ａ）は上記雄コネクタのレバーを組み付ける前の斜視図、（ｂ）は同雄コネク
タに雌コネクタをセットした状態を示す斜視図である。
【図６】上記雄コネクタのレバーを組み付ける前の側面図である。
【図７】上記レバーの組み付け時の側面図である。
【図８】上記レバーの復動操作によるムービングプレートの引き上げ開始時の側面図であ
る。
【図９】上記ムービングプレートの引き上げ完了時（レバー仮係止時）の側面図である。
【図１０】上記雄コネクタに雌コネクタをセットした未嵌合の状態を示す側面図である。
【図１１】上記レバーの往動操作開始時の側面図である。
【図１２】上記レバーの往動操作中の側面図である。
【図１３】上記レバーの往動操作完了時（嵌合完了時）の側面図である。
【図１４】上記雌コネクタを離脱する際のレバーの復動操作開始前の側面図である。
【図１５】上記レバーの復動操作によるムービングプレートの引き上げ開始時の側面図で
ある。
【図１６】上記ムービングプレートの引き上げ中の側面図である。
【図１７】上記ムービングプレートの引き上げ完了時（離脱完了状態）の側面図である。
【図１８】従来例のレバー式コネクタの斜視図である。
【図１９】従来例のレバー式コネクタの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は本発明の一実施形態のレバー式コネクタの分解斜視図、図２は同レバー式コネク
タの雄コネクタの組み付け前の斜視図、図３は同雄コネクタの組み付け前の断面図、図４
（ａ）は同雄コネクタの組み付け時の要部断面図、図４（ｂ）は雄端子に変形がある場合
の雄コネクタの組み付け時の要部断面図、図５（ａ）は同雄コネクタのレバーを組み付け
る前の斜視図、図５（ｂ）は同雄コネクタに雌コネクタをセットした状態を示す斜視図、
図６は同雄コネクタのレバーを組み付ける前の側面図、図７～図９はレバーの組み付け過
程を順に示す側面図、図１０～図１３は雄コネクタと雌コネクタの嵌合過程を順に示す側
面図、図１４～図１７は雄コネクタと雌コネクタの離脱過程を順に示す側面図である。
【００１９】
　図１に示すように、レバー式コネクタ（コネクタ）１０は、互いに嵌合・離脱可能な雄
雌一対のコネクタ２０，７０からなり、例えば自動車のフロントドア用コネクタとして使
用されるものである。雄コネクタ２０は、フード部２１ａを有する雄ハウジング（ハウジ
ング）２１と、この雄ハウジング２１に支軸２１Ａを介して回動自在に支持されたレバー
３０と、フード部２１ａ内にて雄端子５５のタブ部５５ａを位置決めするムービングプレ
ート４０と、雄ハウジング２１に形成されたサブハウジング収容室２２に収容される雄サ
ブコネクタを成す雄サブハウジング（サブハウジング）５０と、雄ハウジング２１に形成
された図示しないサブハウジング挿通孔に収容される雄同軸サブハウジング（雄同軸サブ
コネクタ）６０と、を備えている。また、雌コネクタ７０は、レバー３０に形成したカム
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溝３４に係合されるカムフォロア７５が一体突出形成され、雄ハウジング２１のフード部
２１ａ内に嵌合・離脱される雌ハウジング（相手側のハウジング）７１と、この雌ハウジ
ング７１に形成されたサブハウジング収容室７２に収容される雌サブハウジング（雌サブ
コネクタ）８０と、雌ハウジング７１に形成されたサブハウジング挿通孔７３に収容され
る雌同軸サブハウジング（雌同軸サブコネクタ）９０と、を備えている。そして、図１１
に示すように、レバー３０のカム溝３４に雌ハウジング７１のカムフォロア７５を係合さ
せた状態でレバー３０を往動操作（図中矢印Ｘで示す）させることにより、雌ハウジング
７１がムービングプレート４０と共にフード部２１ａ内の奥側に移動して雄ハウジング２
１に嵌合されるようになっている。
【００２０】
　図３、図４に示すように、雄ハウジング２１は、合成樹脂製であって、そのフード部２
１ａとサブハウジング収容室２２を仕切る隔壁２３には、雄端子５５のタブ部５５ａを挿
通させるタブ変形検知機構（アライニング構造）としてのタブ挿通孔２４を複数形成して
ある。各タブ挿通孔２４は、ムービングプレート４０に形成した雄端子５５のタブ部５５
ａを挿通させる位置決め孔４３と同一位置で同一孔径に形成されており、図４（ａ），（
ｂ）に示すように、各タブ挿通孔２４により、雄サブハウジング５０のキャビティ５１に
収容保持された雄端子５５のタブ部５５ａの変形が検知されるようになっている。即ち、
図４（ａ）に示すように、雄端子５５のタブ部５５ａに変形がない場合は、雄端子５５の
タブ部５５ａがタブ挿通孔２４に貫通できるため、雄ハウジング２１のサブハウジング収
容室２２への雄サブハウジング５０の嵌合が可能となり、また、図４（ｂ）に示すように
、雄端子５５にタブ部５５ａの変形がなる場合は、雄端子５５のタブ部５５ａがタブ挿通
孔２４に貫通できないため、雄ハウジング２１のサブハウジング収容室２２への雄サブハ
ウジング５０の嵌合が不可能となっていて、雄サブハウジング５０のキャビティ５１に収
容保持された雄端子５５のタブ部５５ａの変形が検知されるようになっている。
【００２１】
　また、図１、図２、図５、図６に示すように、雄ハウジング２１のフード部２１ａの両
側壁の中央には、レバー３０の仮係止用の切欠き状の溝部２５をそれぞれ形成してある。
この一対の溝部２５，２５は、ムービングプレート４０のボス４４及び雌ハウジング７１
の一方のガイド突起７６の移動時のガイドレールとして機能する。さらに、フード部２１
ａの両側壁の各溝部２５を挟む位置には、レバー３０の弾性係止片３５の係止突起３５ａ
と雌ハウジング７１の他方のガイド突起７７が入り込む凹状と切欠き状の受け溝２６ａ，
２６ｂをそれぞれ形成してある。尚、図９に示すレバー３０の仮係止時には、レバー３０
の弾性係止片３５の係止突起３５ａがフード部２１ａの溝部２５の溝面に係止されるよう
になっている。
【００２２】
　また、雄ハウジング２１の後端の外周には、環板状のフランジ部（鍔部）２７を一体突
出形成してある。この環状のフランジ部２７には、図示しないゴム製のグロメットの前側
の環状シール部の凹溝が嵌め込まれるようになっている。さらに、雄ハウジング２１の後
端の外周には上下各一対の係止突起２８，２８を一体突出形成してある。そして、雄ハウ
ジング２１が図示しない自動車のパネルの取付孔にドア側から貫通すると、パネルの取付
孔の周囲のボディ側の面に雄ハウジング２１の各一対の係止突起２８，２８の先端が係止
されることで、レバー式コネクタ１０がパネルの取付孔にグロメットの前側の環状シール
部を介してシールされた状態で取り付けられるようになっている。
【００２３】
　さらに、図５（ａ），（ｂ）及び図６に示すように、雄ハウジング２１のフランジ部２
７の上側中央には、係止突起２９ａを突設した弾性係止片２９を一体突出形成してある。
この係止突起２９ａは、レバー３０の突出片３７に形成された係止孔３８に係止・離脱自
在になっている。
【００２４】
　図１、図２及び図５，図６に示すように、レバー３０は、一対のアーム部３１，３１と
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、この一対のアーム部３１，３１を連結する操作部３２とを合成樹脂により一体に形成し
てある。各アーム部３１には、雄ハウジング２１のフード部２１ａの両側部に一体突出形
成した各支軸２１Ａを回動自在に支持する軸受け孔３３を形成してある。さらに、各アー
ム部３１には、雌ハウジング７１に形成されたカムフォロア７５に係合されるカム溝３４
を形成してある。そして、図１１～図１３に示すように、レバー３０の操作部３２の往動
操作（図中矢印Ｘで示す）によってカム溝３４とカムフォロア７５を介して雄、雌ハウジ
ング２１，７１が低挿入力で嵌合され、また、図１５～図１７に示すように、レバー３０
の操作部３２の復動操作（図中矢印Ｙで示す）によってカム溝３４とカムフォロア７５を
介して雄、雌ハウジング２１，７１が低挿入力で離脱されるようになっている。
【００２５】
　また、各アーム部３１には、係止突起３５ａを突設した弾性係止片３５を切り欠き形成
してある。この弾性係止片３５の係止突起３５ａが雄ハウジング２１のフード部２１ａの
側壁に形成された切欠き状の溝部２５と凹状の受け溝２６ａの溝面に弾性的に係止するこ
とにより、レバー３０が図９及び図１７に示す仮係止位置と図１３及び図１４に示す回動
規制位置にそれぞれ保持されるようになっている。
【００２６】
　さらに、図１、図５、図６に示すように、レバー３０の各アーム部３１の内面には、雌
ハウジング７１の未嵌合時（図９に示すレバー３０の仮係止時及び図１０に示す雌ハウジ
ング７１の仮セット時）にムービングプレート４０に形成したボス４４に当接し、かつ、
レバー３０の往動操作（図中矢印Ｘで示す）によりボス４４の当接が解除されて、雌ハウ
ジング７１によりムービングプレート４０の押し込みが可能となるリブ３６を一体突出形
成してある。このリブ３６は、ボス４４の一部（上側と後側）を囲むように曲がったＬ字
形状に形成してある。そして、雌ハウジング７１の離脱時にリブ３６がボス４４に当接し
て、図９及び図１７に示すように、レバー３０の復動操作（図中矢印Ｙで示す）によりム
ービングプレート４０を引き上げ完了の元の位置に戻すようになっている。
【００２７】
　さらに、図５及び図６に示すように、レバー３０の操作部３２の中央には、突出片３７
を一体突出形成してある。この突出片３７には、雄ハウジング２１の弾性係止片２９の係
止突起２９ａを係止させる係止孔３８を形成してある。
【００２８】
　図１０～図１３に示すように、ムービングプレート４０は、雄ハウジング２１のフード
部２１ａの開口側に位置する初期位置と、フード部２１ａの奥側に位置する嵌合位置との
間を前後方向に移動可能とされている。また、図１及び図６に示すように、ムービングプ
レート４０は、合成樹脂製であって、矩形平板状のプレート本体４１とプレート本体４１
の両側端より前方へ突出した両側壁部４２，４２とでコ字状に一体形成されている。プレ
ート本体４１には、複数の位置決め孔４３を整列させて形成してある。図４（ａ）に示す
ように、ムービングプレート４０が初期位置にあるときには、位置決め孔４３内に雄端子
５５のタブ部５５ａの先端部が位置決め状態で挿入され、タブ部５５ａの軸心がぶれるの
を防止するようになっている。そして、ムービングプレート４０が嵌合位置へ向けて移動
するに従い、タブ部５５ａの位置決め孔４３から前方への突出量が次第に増加するように
なっている。また、側壁部４２の上前側には、レバー３０のリブ３６に当接・離反するボ
ス４４を一体突出形成してある。さらに、側壁部４２の中央の後側には、フード部２１ａ
の側壁の内面に弾性的に係止されてムービングプレート４０を仮係止するロック部４５を
一体突出形成してある。
【００２９】
　図１～図４に示すように、雄サブハウジング（雄サブコネクタ）５０は、合成樹脂によ
り略角ブロック状に形成されており、雄ハウジング２１のサブハウジング収容室２２内に
後方から挿入されて収容される。雄サブハウジング５０の内部には、電線５６の端末に接
続された雄端子５５を収容可能な複数のキャビティ５１が前後方向に貫通して形成されて
いる。キャビティ５１の内壁には、雄端子５５を抜け止めする図示しない可撓性のランス
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を形成してある。また、雄サブハウジング５０には、各キャビティ５１と連通するスペー
サ装着孔５３が上面に開口して形成されている。このスペーサ装着孔５３内には上方から
スペーサ５４が挿入され、スペーサ装着孔５３内に正規深さで挿入されたスペーサ５４と
図示しないランスとで雄端子５５を二重係止するようになっている。
【００３０】
　図１に示すように、雄同軸サブハウジング（雄同軸サブコネクタ）６０は、合成樹脂に
より前後方向に長い略ブロック状に形成してあり、雄ハウジング２１の図示しないサブハ
ウジング挿通孔内に後方から挿入されて収容される。雄同軸サブハウジング６０の中央に
は図示しない同軸端子を収容するキャビティ６１を形成してある。このキャビティ６１の
内壁には同軸端子に係止される可撓性のランス６２を一体突出形成してある。
【００３１】
　図１に示すように、雌ハウジング７１は、合成樹脂により矩形箱形に形成してあり、そ
の略中央には、雌サブハウジング８０を収容するサブハウジング収容室７２と雌同軸サブ
ハウジング９０を収容するサブハウジング挿通孔７３をそれぞれ前後方向に貫通するよう
に形成してある。また、雌ハウジング７１のサブハウジング収容室７２とサブハウジング
挿通孔７３の周りには、図示しない電源回路用端子や信号回路用端子を収容する大小の端
子収容室７４ａ，７４ｂを前後方向に貫通するように形成してある。さらに、雌ハウジン
グ７１の両側面の略中央には、レバー３０のカム溝３４に係合されるピン状のカムフォロ
ア７５を一体突出形成してある。さらに、雌ハウジング７１の両側面のカムフォロア７５
を挟む位置には、雄ハウジング２１のフード部２１ａの切欠き状の溝部２５と切欠き状の
受け溝２６ｂにそれぞれ入り込む各一対のガイド突起７６，７７を一体突出形成してある
。
【００３２】
　図１に示すように、雌サブハウジング（雌サブコネクタ）８０は、合成樹脂により略角
ブロック状に形成されており、雌ハウジング７１のサブハウジング収容室７２内に後方か
ら挿入されて収容される。雌サブハウジング８０の内部には、電線８６の端末に接続され
た雌端子８５を収容可能な複数のキャビティ８１が前後方向に貫通して形成されている。
各キャビティ８１の内壁には、雌端子８５を抜け止めする図示しない可撓性のランスを形
成してある。また、雌サブハウジング８０には、各キャビティ８１と連通する図示しない
スペーサ装着孔が上面に開口して形成されている。このスペーサ装着孔内には上方からス
ペーサ８４が挿入され、スペーサ装着孔内に正規深さで挿入されたスペーサ８４と図示し
ないランスとで雌端子８５を二重係止するようになっている。
【００３３】
　図１に示すように、雌同軸サブハウジング（雌同軸サブコネクタ）９０は、合成樹脂に
より前後方向に長い略ブロック状に形成してあり、雌ハウジング７１のサブハウジング挿
通孔７３内に後方から挿入されて収容される。雌同軸サブハウジング９０の中央には図な
い同軸端子を収容するキャビティ９１を形成してある。このキャビティ９１の内壁には同
軸端子に係止される可撓性のランス９２を一体突出形成してある。
【００３４】
　以上実施形態のレバー式コネクタ１０によれば、図６、図７に示すように、雄ハウジン
グ２１にレバー３０とムービングプレート４０を組み付ける。この際、レバー３０のリブ
３６とムービングプレート４０のボス４４は離れている。
【００３５】
　そして、図８に示すように、レバー３０を復動操作Ｙすると、ムービングプレート４０
のボス４４にレバー３０のリブ３６が当接・押圧して、図９に示すように、ムービングプ
レート４０を引き上げて初期位置（元の位置）に戻す。この際、レバー３０の弾性係止片
３５の係止突起３５ａが雄ハウジング２１のフード部２１ａの側壁の切欠き状の溝部２５
の溝面に弾性的に係止することにより、レバー３０が仮係止状態となる。このレバー３０
の仮係止時に、レバー３０のリブ３６がムービングプレート４０のボス４４に当接してい
ることで、ムービングプレート４０の押し込みを防止している。即ち、レバー３０のリブ
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３６が雄ハウジング２１のフード部２１ａ内の奥側へのムービングプレート４０の移動を
防いでいる。
【００３６】
　図１０に示すように、雄ハウジング２１のフード部２１ａ内に雌ハウジング７１をセッ
ト（雌ハウジング７１の未嵌合状態）し、図１１に示すように、レバー３０を往動操作Ｘ
させると、図１２に示すように、レバー３０のリブ３６の移動（リブ３６がボス４４から
離れ）により、ムービングプレート４０の移動が可能となる。そして、図１３に示すよう
に、雌ハウジング７１がムービングプレート４０と共にフード部２１ａ内の奥側に移動し
て雄ハウジング２１に嵌合される。
【００３７】
　このように、雌ハウジング７１の未嵌合時にムービングプレート４０のボス４４に当接
し、かつ、レバー３０の往動操作Ｘによりボス４４の当接が解除されて、雌ハウジング７
１によりムービングプレート４０の押し込みが可能となるリブ３６をレバー３０のアーム
部３１に突設したことにより、リブ３６でレバー３０の仮係止時のムービングプレート４
０の押し込みを防止することができると共に、レバー３０の往動操作Ｘにより、雌ハウジ
ング７１をムービングプレート４０と共に雄ハウジング２１のフード部２１ａ内の奥側に
移動させて雄、雌ハウジング２１，７１を低挿入力で嵌合することができる。
【００３８】
　また、図１４～図１７に示すように、コネクタ離脱時には、レバー３０のリブ３６がＬ
字形となっているため、このＬ字形のリブ３６がムービングプレート４０のボス４４を引
き込み、レバー３０の復動操作Ｙと共にムービングプレート４０を引き上げて元の位置に
戻す。
【００３９】
　このように、ムービングプレート４０のボス４４を、レバー３０のカム溝３４ではなく
、レバー３０のリブ３６に当接・離反させて、ムービングプレート４０の移動を規制した
り、移動させるようにしたことにより、レバー３０やムービングプレート４０の取り換え
時に、レバー３０とムービングプレート４０の位置関係における制約が無くなり、レバー
３０やムービングプレート４０の組み付け作業を簡単かつ短時間で行うことができる。こ
れにより、レバー３０やムービングプレート４０の付け替え時に、レバー３０やムービン
グプレート４０の破損等の発生を確実に防止することができる。
【００４０】
　また、雌ハウジング７１の離脱時にレバー３０のリブ３６がムービングプレート４０の
ボス４４に当接して、レバー３０の復動操作Ｙによりムービングプレート４０を元の位置
に戻すことにより、コネクタ離脱時にレバー３０のリブ３６が引き込むようにしてムービ
ングプレート４０のボス４４を引き上げることで、ムービングプレート４０を元の位置に
簡単かつ確実に戻すことができる。
【００４１】
　さらに、レバー３０のリブ３６をムービングプレート４０のボス４４の一部を囲むよう
に曲がったＬ字形状に形成したことにより、ムービングプレート４０を引き上げて元の位
置に戻す際にリブ３６からボス４４が外れるのを簡単かつ確実に防止することができる。
【００４２】
　また、図４（ａ），（ｂ）に示すように、雄ハウジング２１に雄端子５５を収容保持し
た雄サブハウジング５０を収容するサブハウジング収容室２２を形成し、雄ハウジング２
１のフード部２１ａとサブハウジング収容室２２を仕切る隔壁２３にタブ変形検知機構と
しての雄端子５５のタブ部５５ａを挿通させるタブ挿通孔２４を形成したことにより、タ
ブ部５５ａが変形した雄端子５５を収容保持する雄サブハウジング５０を雄ハウジング２
１のサブハウジング収容室２２へ嵌合する前に、雄端子５５のタブ部５５ａの変形を簡単
かつ確実に検知することができ、雄、雌ハウジング２１，７１の嵌合不良品を無くすこと
ができる。これにより、レバー式コネクタ１０付きのタブ部５５ａを有する雄端子５５を
接続した複数の電線５６からなるワイヤハーネスを製造する工程でのタブ変形不良品の発
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【００４３】
　また、レバー３０を往動操作Ｘさせることで、雌ハウジング７１をムービングプレート
４０と共に雄ハウジング２１のフード部２１ａ内の奥側に移動させて雄ハウジング２１に
嵌合させるようにしたことにより、ムービングプレート４０の操作性をより一段と向上さ
せることができる。
【００４４】
　さらに、隔壁２３のタブ挿通孔２４をムービングプレート４０に形成した位置決め孔４
３と同一位置で同一孔径に形成したことにより、タブ変形検知機構を簡単かつ低コストで
作ることができる。
【００４５】
　尚、前記実施形態によれば、雄ハウジングのフード部とサブハウジング収容室を仕切る
隔壁にタブ変形検知機構としてのタブ部を挿通させるタブ挿通孔を形成したが、雄ハウジ
ングに前後方向に貫通するように形成されたサブハウジング収容室でフード部との間に仕
切壁のない場合には、雄端子のタブ部を挿通させるタブ挿通孔を形成したタブ変形検知板
を前後方向に貫通したサブハウジング収容室内に嵌め込んでタブ変形検知機構としても良
い。
【００４６】
　また、前記実施形態によれば、コネクタをレバー式としたが、レバー式でないコネクタ
に前記実施形態を適用できることは勿論である。さらに、レバーの動作は回動ではなく、
スライド動でも良いことは勿論である。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　レバー式コネクタ（コネクタ）
　２１　雄ハウジング（ハウジング）
　２１ａ　フード部
　２１Ａ　支軸
　２２　サブハウジング収容室
　２３　隔壁
　２４　タブ挿通孔（タブ変形検知機構）
　３０　レバー
　３４　カム溝
　４０　ムービングプレート
　４３　位置決め孔
　５０　雄サブハウジング（サブハウジング）
　５５　雄端子
　５５ａ　タブ部
　７１　雌ハウジング（相手側のハウジング）
　７５　カムフォロア
　Ｘ　往動操作
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