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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着されたカードによって押されて弾性的に撓まされる可動端子と該可動端子と離間対
向する固定端子を有する検出スイッチを備えたカード用コネクタであって、
　前記可動端子は、装着されたカードによって押されて弾性的に撓まされる腕部と、前記
腕部より分岐しているリードを曲げて形成してあり、該腕部より前記腕部の撓む方向と同
じ方向に延在しているコンタクト部とを有する構成であり、
　前記固定端子は、前記カード用コネクタを覆う金属製カバー部材の側板部に切り起して
前記リードに対応して形成してあり、前記腕部が撓まされたときに前記コンタクト部によ
って擦られる形状のラグ部を有し、
　前記腕部が撓まされたときに、前記コンタクト部が前記腕部の撓む方向と同じ方向に変
位して前記固定端子のラグ部に接触してこれを擦る構成としたカード用コネクタ。
【請求項２】
　前記ラグ部は、前記コンタクト部が移動する方向に対して傾斜しており、
　前記リードの先端が前記ラグ部に接触してこれを擦りつつ移動するにつれて前記リード
の先端の前記ラグ部への接触圧が増加する請求項１に記載のカード用コネクタ。
【請求項３】
　前記コンタクト部は、前記腕部より分岐している一対のリードを曲げて形成してあり、
前記腕部の先端側から見て馬蹄形状を有し、
　前記固定端子は、前記カード用コネクタを覆う金属製カバー部材の側板部に切り起して
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前記一対のリードに対応して形成してある一対のラグ部を有し、
　前記腕部が撓まされたときに、前記一対のリードの夫々が前記一対のラグ部の対応する
ラグ部に接触してこれを擦り、前記一対のリードが前記固定端子を挟む請求項１に記載の
カード用コネクタ。
【請求項４】
　前記一対のラグ部は、前記コンタクト部が移動する方向に対して互いに外側に傾斜して
おり、
　前記一対のリードの夫々の先端が前記ラグ部に接触して擦りつつ移動するにつれて前記
リードの先端の前記ラグ部への接触圧が増加する請求項３に記載のカード用コネクタ。
【請求項５】
　前記コンタクト部に嵌合して、前記コンタクト部の位置を決める手段を更に有する請求
項３に記載のカード用コネクタ。
【請求項６】
　前記コンタクト部は、前記腕部より分岐している一対のリードを曲げて形成してあり、
前記腕部の先端側から見て先端側がすぼまっている三角形状を有し、
　前記固定端子は、前記カード用コネクタを覆う金属製カバー部材の側板部より前記カー
ド用コネクタの内側の方向に切り起して前記一対のリードに対応して形成してある一つの
ラグ部を有し、
　前記腕部が撓まされたときに、前記一対のリードの先端側が押し広げられて前記ラグ部
の両面に接触してこれを擦り、前記一対のリードが前記ラグ部を挟む請求項１に記載のカ
ード用コネクタ。
【請求項７】
　前記コンタクト部の先端のすぼまっている部分に嵌合して、前記コンタクト部の位置を
決める手段を更に有する請求項６に記載のカード用コネクタ。
【請求項８】
　前記コンタクト部は、前記腕部より分岐している一対のリードを曲げて形成してあり、
前記腕部の先端側から見て馬蹄形状を有し、
　前記固定端子は、前記カード用コネクタを覆う金属製カバー部材の側板部に切り起して
前記一対のリードに対応して形成してある一対のラグ部を有し、
　前記コンタクト部が変位したときに、曲げてある一対のリードの外側を案内して、前記
一対のリードをその先端側がすぼむ方向に変形させる案内手段を更に有し、
　前記腕部が撓まされたときに、前記一対のリードの夫々が前記案内手段によってすぼむ
方向に変形され前記一対のラグ部の対応するラグ部に接触しこれを擦りつつ移動し、前記
一対のリードが前記固定端子を挟む請求項１に記載のカード用コネクタ。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のうち何れか一項に記載の検出スイッチが、２つ、前記装着され
たカードの同じ側面に対向するように配置してある構成のカード用コネクタ。
【請求項１０】
　可動端子と、該可動端子と離間対向し、前記可動端子と電気的に接触可能な固定端子と
を有する検出スイッチを備えた、カードが装着されるカード用コネクタであって、
　前記可動端子は、装着されたカードによって押されて撓む腕部と、該腕部より分岐して
対向する対のリードを前記腕部が撓む方向に曲げて形成された、前記固定端子と接触する
コンタクト部とを有し、
　前記固定端子は、前記コンタクト部の延在方向に延びるように形成され、
　前記腕部が撓む際、前記コンタクト部の前記対のリードが前記固定端子の延びている方
向に、前記固定端子を跨いで接触した状態で移動するカード用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はカード用コネクタに係り、特に、ディジタルカメラ等の電子機器に組み込まれ
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、メモリーカードが装着可能である構成のメモリーカード用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルカメラ、携帯オーディオ機器、携帯電話機、電子複写機等の電子機器にはメ
モリーカード用コネクタが組み込んであり、電子機器は、半導体記憶素子が内蔵してある
メモリーカードをメモリーカード用コネクタに装着された状態で使用される。
【０００３】
　現在は、複数種類のメモリーカードが存在しており、メモリーカード用コネクタに装着
された状態を検出する方式は、メモリーカードの種類によって相違し、メモリーカード自
体の端子群のうち所定の端子がメモリーカード用コネクタ内の対応するコンタクトに接触
することで検出する方式と、メモリーカードの側面がメモリーカード用コネクタ内に設け
てあるスイッチを押してスイッチを動作させることで検出する方式とがある。メモリース
ティック（商標）及びメモリースティックＤｕｏ（商標）は前者であり、ＳＤメモリーカ
ード（商標）及びMMC（マルチメディアカード）（商標）は後者である。
【０００４】
　また、ＳＤメモリーカード２０は、図１（Ａ）に示すように、そのＸ２側の側面２１の
凹部２２にノブ２３が、書き込み禁止位置Ｐ１と書き込み可能位置Ｐ２との間でスライド
可能に設けてある構成である。
【０００５】
　よって、ＳＤメモリーカードが装着されるメモリーカード用コネクタは、内部に、装着
されたＳＤメモリーカード自身を検出するためのスイッチ及びノブ２３の位置を検出する
ためのスイッチを備えた構成となっている。
【０００６】
　図１（Ａ）は従来のメモリーカード用コネクタ１をそのカバーを取り外した状態で示す
。メモリーカード用コネクタ１には、装着されたＳＤカード２０のノブ２３の位置を検出
するスイッチ１０が設けてある。ＳＤメモリーカード自身を検出するためのスイッチは省
略してあるが、通常は、メモリーカード用コネクタ１の奥側に配置してある。
【０００７】
　スイッチ１０は、固定端子１１と可動端子１２とよりなる構成である。可動端子１２は
、途中にＵ字形状部１２ａを有し、先端に突起部１２ｂを有する。
【０００８】
　ノブ２３が書き込み可能位置Ｐ２に設定してあるＳＤメモリーカード１０がメモリーカ
ード用コネクタ１内に挿入されて装着されると、図１（Ｂ）に示すようになり、可動端子
１２は、Ｕ字形状部１２ａをノブ２３によって押されて撓まされ、突起部１２ｂが固定端
子１１に接触して、スイッチ１０はオンとなる。
【特許文献１】特開２００１－１６７８４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一般に、可動端子と固定端子とを備えたスイッチにおいては、可動端子と固定端子の間
に異物が挟まることが原因での接触不良を起すことがある。上記のスイッチ１０において
、可動端子１２の突起部１２ｂと固定端子１１の間に異物が挟まることが原因での接触不
良を回避するには、突起部１２ｂが固定端子１１の面を擦りつつ移動するワイピング距離
を出来るだけ長くとることが重要である。
【００１０】
　しかし、上記のスイッチ１０の場合には、ワイピングの方向は、Ｕ字形状部１２ａが押
される方向Ｘ２に対して直交する方向Ｙ１であり、ワイピングの距離は極く短い。このた
め、スイッチ１０の信頼性、即ち、メモリーカード用コネクタ１の信頼性を高くすること
は困難であった。
【００１１】
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　そこで、本発明は、上記課題を解決したカード用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】
【００１２】
　本発明は、装着されたカードによって押されて弾性的に撓まされる可動端子と該可動端
子と離間対向する固定端子を有する検出スイッチを備えたカード用コネクタであって、
　前記可動端子は、装着されたカードによって押されて弾性的に撓まされる腕部と、該腕
部より前記腕部の撓む方向と同じ方向に延在しているコンタクト部とを有する構成であり
、
　前記固定端子は、前記腕部が撓まされたときに前記コンタクト部によって擦られる形状
を有し、
　前記腕部が撓まされたときに、前記コンタクト部が前記腕部の撓む方向と同じ方向に変
位して前記固定端子に接触してこれを擦る構成としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　コンタクト部が腕部の撓む方向と同じ方向に変位して固定端子に接触してこれを擦るた
め、コンタクト部が固定端子を擦る距離、即ち、ワイピング距離を従来に比べて格段に長
くすることが出来、これによって、検出スイッチの信頼性が向上し、ひいては、カード用
コネクタの信頼性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に本発明の実施の形態について説明する。
【実施例１】
【００１５】
　各図中、Ｘ１－Ｘ２は幅方向、Ｙ１－Ｙ２は長手方向、Ｚ１－Ｚ２は厚さ（高さ）方向
である。Ｙ１はメモリーカードをメモリーカード用コネクタに挿入する方向、Ｙ２はメモ
リーカードがイジェクトされる方向である。
【００１６】
　図２は本発明の実施例１になるメモリーカード用コネクタ６０を示し、図３はメモリー
カード用コネクタ６０を分解して示し、図４はメモリーカード用コネクタ６０の断面を示
す。
[メモリーカード用コネクタ６０の概略構造]
　図２、図３、及び図４を参照するに、メモリーカード用コネクタ６０は、下段ハウジン
グモジュール７０と、この上面に重ねられた上段ハウジング１００と、この上段ハウジン
グ１００を覆う金属板製のカバー部材１２０とを有し、内部に、排他部材１３０と、第１
の検出スイッチ１４０と、第２の検出スイッチ１６０とを有し、Ｙ２端に挿入口６１を有
し、且つ、挿入口６１が下段ハウジングモジュール７０に対応する下段挿入口６２と上段
ハウジング１００に対応する上段挿入口６３とよりなる構成である。
【００１７】
　このメモリーカード用コネクタ６０は、プリント回路基板上に実装されて電子機器内に
組み込まれ、挿入口６１が電子機器の外面に露出している。
【００１８】
　メモリーカード用コネクタ６０は、下段挿入口６２を利用して、ＳＤメモリーカード２
０、メモリースティック３０、マルチメディアカード４０が選択的に装着可能であり、上
段挿入口６３を利用して、メモリースティックＤｕｏ５０が装着可能である構成である。
【００１９】
　ここで、メモリースティック３０とメモリースティックＤｕｏ５０とは、端子の配置が
同じであり、メモリースティックＤｕｏ５０はメモリースティック３０の３／５の長さで
ある関係にある。ＳＤメモリーカード２０とマルチメディアカード４０とは、外形寸法が
略同じであり、長さはメモリースティックＤｕｏ５０の長さと略同じで、幅はメモリース
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ティック３０の幅より少し広く、且つ端子の配置が同じであり、ＳＤメモリーカード２０
がノブ２３を有する点が相違する。
[下段ハウジングモジュール７０の構造]
　特に図３に示すように、下段ハウジングモジュール７０は、インサート成形部品であり
、合成樹脂製の下段ハウジング本体７１に、コンタクト部材８０とダブルコンタクト部材
９０とがインサート成形されている。また、下段ハウジング本体７１に、可動端子部材１
４１，１６１が圧入されて固定してある。
【００２０】
　下段ハウジング本体７１は、大略、Ｘ１側のフレームロッド７２と、Ｘ２側のフレーム
ロッド７３と、３つの横架部７４，７５，７６とを有する四角のフレーム形状である。フ
レームロッド７２、７３は、内側に、ガイド溝７２ａ、７３ａを有する。
【００２１】
　コンタクト部材８０は、下段挿入口６２の近くに位置する横架部７４にインサートして
あり、ＳＤメモリーカード２０及びマルチメディアカード４０の双方の端子に対応して並
んでいる。
【００２２】
　ダブルコンタクト部材９０は、Ｙ１端の横架部７６にインサート成形してある。ダブル
コンタクト部材９０は、図５に示すように、短い長さのコンタクト腕部９１と長い長さの
コンタクト腕部９２とを有し、根元９３の箇所でコンタクト腕部９１とコンタクト腕部９
２とがつながっており、根元９３の箇所よりＹ１方向にリード端子部９４が延びている形
状であり、コンタクト腕部９１を横架部７６にインサート成形してある。コンタクト腕部
９１は、メモリースティック３０の端子の配置に対応して並んでいる。コンタクト腕部９
２は、フレームロッド７２、７３よりＺ１側の高さ位置にあって、Ｙ２方向に延在してお
り、メモリースティックＤｕｏ５０の端子の配置に対応して並んでいる。コンタクト腕部
９２は、先端に逆Ｖ字形状のコンタクト部９２ａを有し、これに続く部分にバルジ部９２
ｂを有する。リード端子部９４
[上段ハウジング１００の形状]
　特に図３に示すように、上段ハウジング１００は、合成樹脂製の成形部品であり、Ｘ１
側のフレームロッド１０１と、Ｘ２側のフレームロッド１０２と、２つの横架部１０３，
１０４とを有するフレーム形状である。フレームロッド１０１、１０２は、内側に、ガイ
ド溝１０１ａ、１０２ａを有する。
【００２３】
　横架部１０４には、複数の貫通孔１０５が形成してある。貫通孔１０５は、コンタクト
腕部９２に対応しており、コンタクト部９２ａが貫通し、バルジ部９２ｂが圧入される大
きさであり、Ｙ１側の入口にはテーパ部が形成してある。
[カバー部材１２０の形状]
　図３に示すように、カバー部材１２０は、天板部１２１と、両側の側板部１２２，１２
３と、Ｙ１側の板部１２４を有する。
【００２４】
　側板部１２３には、第１の検出スイッチ１４０の固定端子部１２５と第２の検出スイッ
チ１６０の固定端子部１２９とが形成してある。
[誤挿入防止部材１３０の形状]
　図３に示すように、誤挿入防止部材１３０は、両側に三角部１３１，１３２を有し、両
端より軸部１３３，１３４が突き出ている形状である。
[メモリーカード用コネクタ６０の詳細な構造]
　メモリーカード用コネクタ６０は、下段ハウジングモジュール７０上に、上段ハウジン
グ１００が、コンタクト部９２ａと嵌合して、且つ、突起１０１ｂ、１０２ｂが夫々凹部
７２ｂ、７３ｂに嵌合され、突起１０１ｃ、１０２ｃが夫々凹部７２ｃ、７３ｃに嵌合さ
れて位置決めしてあり、カバー部材１２０が重なりあっている下段ハウジングモジュール
７０及び上段ハウジング１００を覆って、側板部１２２，１２３の開口１２２ａ、１２３
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ａが下段ハウジング本体７１の突起７２ｄ、７３ｄに嵌合して固定してあり、誤挿入防止
部材１３０が下段ハウジング本体７１と上段ハウジング１００との間に支持されている構
成である。Ｘ方向に並んでいる複数のリード端子部９４は良好な面精度を有する。また、
メモリーカード用コネクタ６０は、内部に第１の検出スイッチ１４０と第２の検出スイッ
チ１６０とを有する。第１、第２の検出スイッチ１４０，１６０については後述する。
【００２５】
　図２及び図４に示すように、下段ハウジングモジュール７０は、内部に、ＳＤメモリー
カード２０、メモリースティック３０、マルチメディアカード４０が装着されるための空
間を有する。上段ハウジング１００は、内部に、メモリースティックＤｕｏ５０が装着さ
れるための空間を有する。
【００２６】
　メモリースティックＤｕｏ５０が装着されていない場合に、メモリーカード用コネクタ
６０には、下段挿入口６２を通して、ＳＤメモリーカード２０、メモリースティック３０
、マルチメディアカード４０が選択的に装着される。ＳＤメモリーカード２０はその端子
がコンタクト部材８０と接触した状態となって装着される。マルチメディアカード４０も
その端子がコンタクト部材８０と接触した状態となって装着される。メモリースティック
３０はその端子がコンタクト腕部９１と接触した状態となって装着される。
【００２７】
　逆に、ＳＤメモリーカード２０、メモリースティック３０、マルチメディアカード４０
が装着されていない場合に、メモリーカード用コネクタ６０には、上段挿入口６３を通し
て、メモリースティックＤｕｏ５０が装着される。メモリースティックＤｕｏ５０はその
端子がコンタクト腕部９２と接触した状態となって装着される。
【００２８】
　ＳＤメモリーカード２０、メモリースティック３０、マルチメディアカード４０のうち
の何れかが装着されている場合には、装着されているメモリーカード自体が下段挿入口６
２を塞いでおり、下段挿入口６２を通って他のメモリーカードが装着されることが禁止さ
れている。また、ＳＤメモリーカード２０等が装着されている場合には、誤挿入防止部材
１００が装着されたＳＤメモリーカード２０等によってＹ１方向に押されて、図４中反時
計方向に約９０度回動されて三角部１３１，１３２が上段ハウジング１００の内部の空間
に突き出ており、上段ハウジング８０内へのメモリースティックＤｕｏ５０の装着を禁止
している。また、メモリースティックＤｕｏ５０が装着されている場合には、誤挿入防止
部材１００は装着されているメモリースティックＤｕｏ５０によって押さえられて、三角
部１３１，１３２が下段ハウジング本体７１の内部の空間に突き出ており、下段ハウジン
グ本体７１内へのＳＤメモリーカード２０、メモリースティック３０、或いはマルチメデ
ィアカード４０の装着を禁止している。
[第１の検出スイッチ１４０及び第２の検出スイッチ１６０の構造]
　図６（Ａ）、図７（Ａ）は、第１の検出スイッチ１４０の通常の状態、即ち、オフの状
態を示す。図６（Ｂ）、図７（Ｂ）は、第１の検出スイッチ１４０が動作してオンとなっ
た状態を示す。図８は第１の検出スイッチ１４０の可動端子部材１４１及び第２の検出ス
イッチ１６０の可動端子部材１６１と、下段ハウジング本体７１のうちこれらが圧入され
て固定される部分を対応させて示す。
【００２９】
　下段ハウジング本体７１のフレームロッド７３の上面は、可動端子部材１４１及び可動
端子部材１６１が圧入されて固定されて収まる形状となっている。
【００３０】
　第１の検出スイッチ１４０は、ＳＤメモリーカード２０又はマルチメディアカード４０
が装着されたことを検出するためのものであり、可動端子部材１４１と、カバー部材１２
０の側板部１２３に切り起して形成してある固定端子部１２５とよりなる。
【００３１】
　図７の可動端子部材１４１は、フレームロッド７３に固定してある向きと同じ向きで示
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してある。
【００３２】
　可動端子部材１４１は、金属板をプレス成形してなる部品であり、基部１４２と、基部
１４２より異なる方向に延びているバルジ部１４３、リード端子部１４４及び長い腕部１
４５と、腕部１４５の先端のコンタクト部１４６とを有する。コンタクト部１４６は、馬
蹄形状であり、立体的である。
【００３３】
　バルジ部１４３は基部１４２よりＺ２方向に折り曲げられており、リード端子部１４４
はＬ字形状とされて基部１４２よりＹ１方向に延在している。
【００３４】
　腕部１４５は、基部１４２のうちＺ１方向に折り曲げられている部分１４２ａよりＹ２
方向に延在し、Ｙ－Ｚ面内に位置しており、先端がＸ２方向に変位するように弾性的に撓
みうる。腕部１４５は、Ｘ１方向に突き出たＶ字形の先端部１４５ａを有する。
【００３５】
　コンタクト部１４６は、二つの対称なリード部１４７、１４８よりなる。リード部１４
７、１４８は、腕部１４５と直交する方向、即ち、Ｚ１及びＺ２方向に延びており、クラ
ンク形状を有し、且つ、Ｘ２方向に曲げてあり、Ｙ２側から見て横向きの馬蹄形状となっ
ている。リード部１４７、１４８は、腕部１４５よりＸ２方向に、即ち、腕部１４５の弾
性的に撓む方向と同じ方向に延在している。図６（Ａ）に併せて示すように、リード部１
４７、１４８は、対向する方向に突き出た先端部１４７ａ、１４８ａを有する。また、リ
ード部１４７、１４８は、先端部１４７ａ、１４８ａの間の間隔が狭まるように対称に傾
斜している。角度αは約１０度である。
【００３６】
　可動端子部材１４１は、バルジ部１４３をフレームロッド７３のスリット７３ｆに圧入
されて基部１４２を固定されて取り付けてあり、コンタクト部１４６は、先端側が開口部
７３ｅに対向しており、腕部１４５が撓むことによってＸ１－Ｘ２方向に変位可能である
。即ち、コンタクト部１４６は腕部１４５の先端が撓む方向と同じ方向に変位する。
【００３７】
　固定端子部１２５は、図６（Ａ）及び図７（Ａ）に示すように、カバー部材１２０の側
板部１２３に切り起して形成してあり、断面が略台形であり、共に側板部１２３よりＸ２
方向に折り曲げてあるラグ部１２６、１２７を有する。Ｚ１側のラグ部１２６とＺ２側の
ラグ部１２７とは、根元側から見て先端部の間の間隔が広がるように対称に傾斜している
。即ち、ラグ部１２６とラグ部１２７とは、コンタクト部１４６が移動する方向（Ｘ２の
方向）に対して互いに外側に傾斜している。角度βは約２５度である。即ち、固定端子部
１２５は、コンタクト部１４６が腕部１４５の先端が撓む方向と同じ方向に変位したとき
に先端部１４７ａ、１４８ａによって擦られるような形状を有する。βとαとは、β>α
の関係にある。
【００３８】
　図７（Ａ）に示すように、コンタクト部１４６は固定端子部１２５に離間対向している
。第１の検出スイッチ１４０はオフである。
【００３９】
　ＳＤメモリーカード２０又はマルチメディアカード４０が挿入されて装着されると、Ｓ
Ｄメモリーカード２０又はマルチメディアカード４０のＸ２側の側面のうち挿入方向先端
に近い部分が、腕部１４５の先端部１４５ａをＸ２方向に押し退け、腕部１４５がＸ２方
向に撓み、コンタクト部１４６がＸ２方向に変位し、固定端子部１２５に接近し、先端部
１４７ａ、１４８ａが夫々ラグ部１２６、１２７に接触し、ラグ部１２６、１２７の表面
を擦りつつラグ部１２６、１２７に乗りあがるように移動し、リード部１４７、１４８が
固定端子部１２５に跨った状態となり、最終的には図７（Ｂ）に示すようになり、第１の
検出スイッチ１４０はオンとなる。
【００４０】
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　ここで、コンタクト部１４６が変位する方向（Ｘ２方向）が腕部１４５の撓む方向（Ｘ
２方向）と同じであるため、先端部１４７ａ、１４８ａが夫々ラグ部１２６、１２７を擦
りつつ移動する距離Ｌ１０は、従来のスイッチに比べて、数倍に長くなる。これによって
、異物を除去するワイピング作用は従来に比べて強くなる。
【００４１】
　また、コンタクト部１４６が固定端子部１２５と接触すると、リード部１４７、１４８
は先端部の間の間隔を強制的に拡げられ、弾性的に撓まされ、先端部１４７ａ、１４８ａ
のラグ部１２６、１２７への押し付け力は増加する。これも、異物を除去するワイピング
作用を強くする。
【００４２】
　また、コンタクト部１４６のリード部１４７、１４８が固定端子部１２５を挟む状態と
なるため、図６（Ａ）に示す状態において、コンタクト部１４６が固定端子部１２５に対
してＺ方向に少しずれていた場合であっても、コンタクト部１４６が固定端子部１２５と
接触する過程で、コンタクト部１４６の位置が矯正され、先端部１４７ａ、１４８ａのラ
グ部１２６、１２７への接触は安定になされる。
【００４３】
　よって、第１の検出スイッチ１４０は従来に比べて高い信頼性を有し、メモリーカード
用コネクタ６０は比べて高い信頼性を有する。
【００４４】
　第２の検出スイッチ１６０は、ＳＤメモリーカード２０のノブ２３が書き込み可能位置
Ｐ２に設定されていることを検出するためのものであり、可動端子部材１６１と、カバー
部材１２０の側板部１２３に切り起して形成してある別の固定端子部１２８とよりなる。
【００４５】
　可動端子部材１６１は、実質的に前記の可動端子部材１４１と同じであり、腕部１６５
の先端に馬蹄形状のコンタクト部１６６を有し、固定端子部１２８も前記の固定端子部１
２５と同じである。
【００４６】
　よって、第２の検出スイッチ１６０は、前記の第１の検出スイッチ１４０と同様に動作
し、従来に比べて高い信頼性を有し、メモリーカード用コネクタ６０は比べて高い信頼性
を有する。
【００４７】
　なお、第１、第２の検出スイッチ１４０、１６０は、一対のリード部のうち一方のリー
ド部を無くし、一つのリード部が固定端子部１２５のラグ部を擦る構成とすることも可能
である。
【００４８】
　また、フレームロッド７３に後述する図９に示す枠部１８０と似た枠部を設け、第１の
検出スイッチ１４０がオフの状態で、コンタクト部１４６が枠部によって位置を決められ
るように構成することも可能である。
【００４９】
　ここで、ワイピングの方向が腕部の撓む方向に対して直交する方向である場合には、ワ
イピング距離を長くするには、腕部の長さを相当に長くする必要があり、第１、第２の検
出スイッチを並べて配置することが出来ない。しかし、本実施例では、ワイピングの方向
が腕部の撓む方向と同じ方向であるため、可動端子部材１４１，１６１は長さＬ１、Ｌ２
が短くて足り、第１、第２の検出スイッチ１４０、１６０をフレームロッド７３上に並ん
で配置することが可能となっている。
【００５０】
　なお、メモリーカード用コネクタ６０は、カバー部材１２０の脚部が電子機器のプリン
ト回路基板にねじ止めされ且つグランドパターンと半田付けされ、且つ、可動端子部材１
４１のリード端子部１４４及び可動端子部材１６１のリード端子部１６４を検出回路のパ
ターンの端のパッドと半田付けされ、且つ、第１、第２のコンタクト部材１１１，１２１
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の各リード端子部が対応するパッドと半田付けされて、プリント回路基板上に実装されて
使用される。よって、第１、第２の検出スイッチ１４０、１６０がオンとされると、検出
回路が適宜動作して電子機器を制御する。
[第１の検出スイッチ１４０の変形例の構造]
　図９は第１の変形例になる第１の検出スイッチ１４０Ａを示す。
【００５１】
　第１の検出スイッチ１４０Ａは、可動端子部材１４１Ａと、固定端子部１２５Ａとを有
する。
【００５２】
　可動端子部材１４１Ａは、コンタクト部１４６Ａを有する。コンタクト部１４６Ａは、
リード部１４７Ａ、１４８Ａの先端がすぼまって三角形状となっている。
【００５３】
　固定端子部１２５Ａは、Ｘ１方向に、即ち、メモリーカード用コネクタの内側の方向に
曲げてある一つの水平のラグ部１７０を有する。フレームロッド７３は位置決め手段とし
てのテーパ部１７１を有する。このテーパ部１７１がラグ１７０の先端に位置している。
【００５４】
　第１の検出スイッチ１４０Ａがオフである状態では、図９（Ａ）に示すように、リード
部１４７Ａ、１４８Ａの先端部１４７Ａａ、１４８Ａａがテーパ部１７１を挟んでおり、
コンタクト部１４６Ａは位置を決められている。
【００５５】
　ＳＤメモリーカード２０又はマルチメディアカード４０が挿入されて装着され、腕部が
Ｘ２方向に撓まされ、コンタクト部１４６ＡがＸ２方向に変位し、先端部１４７Ａａ、１
４８Ａａがテーパ部１７１を乗り越えて、リード部１４７Ａ、１４８Ａがその先端部が拡
がるように弾性的に変形され、先端部１４７Ａａ、１４８Ａａがラグ部１７０の表面を擦
ってワイピングしつつ移動し、図９（Ｂ）に示す状態となる。コンタクト部１４６Ａが固
定端子部１２５Ａの表面を十分な距離Ｌ１１に亘ってワイピングする。リード部１４７Ａ
、１４８Ａはラグ部１７０を弾性的に挟んだ状態となり、第１の検出スイッチ１４０Ａは
オンとなる。
【００５６】
　図１０は第２の変形例になる第１の検出スイッチ１４０Ｂを示す。
【００５７】
　第１の検出スイッチ１４０Ａは、可動端子部材１４１と、固定端子部１２５Ｂとを有す
る。
【００５８】
　可動端子部材１４１Ｂのコンタクト部１４６Ｂは、前記の可動端子部材１４１のコンタ
クト部１４６より大きいサイズである。リード部１４７Ｂ、１４８Ｂは、先端側が狭くな
るように傾斜している。
【００５９】
　固定端子部１２５Ｂは、水平のラグ部１２６Ｂ、１２７Ｂを有する。
【００６０】
　フレームロッド７３は位置決め手段としての枠部１８０を有する。枠部１８０は案内手
段としての上側の横架部１８１と下側の横架部１８２とを有する。
【００６１】
　第１の検出スイッチ１４０Ｂがオフである状態では、コンタクト部１４６は、その先端
側が枠部１８０内に嵌合しており、リード部１４７Ｂの先端部分の上面が横架部１８１に
当たっており、リード部１４８Ｂの先端部分の下面が横架部１８２に当たっている。コン
タクト部１４６Ａは枠部１８０によって位置を決められており、固定端子部１２５Ｂに対
向している。
【００６２】
　ＳＤメモリーカード２０又はマルチメディアカード４０が挿入されて装着され、腕部が
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Ｘ２方向に撓まされ、コンタクト部１４６ＢがＸ２方向に変位し、リード部１４７Ｂ、１
４８Ｂが夫々横架部１８１，１８２によって案内されて先端側がすぼまるように変形され
、先端部１４７Ｂａ、１４８Ｂａが夫々ラグ部１２６Ｂ、１２７Ｂが表面を擦ってワイピ
ングしつつ移動し、図９（Ｂ）に示す状態となる。コンタクト部１４６Ｂが固定端子部１
２５Ｂの表面を十分な距離Ｌ１２に亘ってワイピングする。リード部１４７Ｂ、１４８Ｂ
は固定端子部１２５Ｂを挟んだ状態となり、第１の検出スイッチ１４０Ｂはオンとなる。
[メモリースティック３０とコンタクト部材８０との関連]
　メモリースティック３０はコンタクト部材８０の上側を越えて奥まで挿入される。また
、操作者はメモリースティック３０をその後端側をＺ１方向に押し上げた状態で下段挿入
口６２に挿入することもありうる。この場合には、挿入された初期の状態では、メモリー
スティック３０は、図１１に示すように、先端側が下がった斜めの姿勢となって、コンタ
クト部材８０の上側を越える。このときに、コンタクト部材８０の先端側がＺ２方向に過
度に撓まされ、場合によってはコンタクト部材８０の先端がＺ２方向に塑性変形する虞れ
がある。
【００６３】
　そこで、本実施例では、下段ハウジング本体７１は、横架部７５のＹ２側の一段下がっ
た部分に、即ち、コンタクト部材８０の先端と対応する部分に、Ｚ１方向に突き出た突起
部７５ａを有する構成としてある。
【００６４】
　このため、メモリースティック３０がその先端側が下がった斜めの姿勢で挿入された場
合でも、メモリースティック３０の先端がコンタクト部材８０の先端に到る直前に、同じ
く図１１に二点鎖線で示すように、メモリースティック３０の先端が突起部７５ａに乗り
あがってＺ１方向へ強制的に変位され、この状態でコンタクト部材８０の先端部を乗り越
える。これによって、コンタクト部材８０の先端部のＺ２方向への変形量は抑えられ、コ
ンタクト部材８０が塑性変形してしまうことは回避される。
【００６５】
　また、本発明の要部をなす検出スイッチは、メモリーカードに限らず、カード状のもの
が装着されるカード用コネクタ装置にに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】従来のメモリーカード用コネクタを示す図である。
【図２】本発明の実施例１になるメモリーカード用コネクタを、これに装着される種々の
メモリーカードと対応させて示す斜視図である。
【図３】図２のメモリーカード用コネクタを分解して示す斜視図である。
【図４】図２のメモリーカード用コネクタを、IV-IV線を含む垂直面で切断した縦断側面
図である。
【図５】ダブルコンタクト部材を示す斜視図である。
【図６】図２のメモリーカード用コネクタの第１の検出スイッチを示す斜視図である。
【図７】第１の検出スイッチを示す断面図である。
【図８】第１、第２の検出スイッチの可動端子部材とこれらが組み込まれる下段ハウジン
グの部分とを対応させて示す図である。
【図９】第１の検出スイッチの第１の変形例を示す断面図である。
【図１０】第１の検出スイッチの第２の変形例を示す断面図である。
【図１１】挿入途中のメモリースティックの先端の移動の経路を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
　２０　ＳＤメモリーカード
　２３　ノブ
　３０　メモリースティック
　４０　マルチメディアカード
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　５０　メモリースティックＤｕｏ
　６０　メモリーカード用コネクタ
　６１　挿入口
　６２　下段挿入口
　６３　上段挿入口
　７０　下段ハウジングモジュール
　７１　下段ハウジング本体
　８０　コンタクト部材
　９０　ダブルコンタクト部材
　９１，９２　コンタクト腕部
　１００　上段ハウジング
　１２０　カバー部材
　１２５　固定端子部
　１２６、１２７　ラグ部
　１３０　誤挿入防止部材
　１４０、１４０Ａ、１４０Ｂ　第１の検出スイッチ
　１４１　可動端子部材
　１４５　腕部
　１４６　コンタクト部
　１４７，１４８　リード部
　１６０　第２の検出スイッチ
　１６１　可動端子部材
　１６５　腕部
　１６６　コンタクト部
　１７０　ラグ部
　１７１　テーパ部
　１８０　枠部
　１８１、１８２　横架部
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