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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下側ハウジング及び及びカバーで構成されたハウジングと、前記下側ハウジング及び前記
カバー内に形成された受容ポケットを有する少なくとも１個の端末点と、ばね張力クラン
プ及び導体レールからなるコンタクト副組立体とを具備するプラグ型電気コネクタであっ
て、前記ばね張力クランプは、導電体と接触する弧状張力ばねを有し、前記導体レールは
、相手コンタクトを受容する接触領域を有し、前記コンタクト副組立体は前記受容ポケッ
ト内に配置され、前記カバーは、アクチュエータ通路と、前記ばね張力クランプを駆動す
る駆動工具をガイドするために前記アクチュエータ通路内に延びる傾斜ガイド突起とを有
するプラグ型電気コネクタにおいて、
前記傾斜ガイド突起がウエブとして構成され、
前記ばね張力クランプの前記弧状張力ばねが開口を有し、
前記カバーが前記コンタクト副組立体上に載置されて前記下側ハウジングと係合すると、
前記開口が前記傾斜ガイド突起の通過を許容することを特徴とするプラグ型電気コネクタ
。
【請求項２】
前記開口は、前記弧状張力ばねの長手方向に延びて２つの張力ばねウエブに分割すること
を特徴とする請求項１記載のプラグ型電気コネクタ。
【請求項３】
前記コンタクト副組立体が嵌合方向に前記下側ハウジングの前記受容ポケット内に導入で
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きるように、該受容ポケットが前記下側ハウジング内に構成されることを特徴とする請求
項１記載のプラグ型電気コネクタ。
【請求項４】
前記カバーが前記下側ハウジング内の前記コンタクト副組立体上に配置できるように、前
記受容ポケットが前記カバーに構成されることを特徴とする請求項３記載のプラグ型電気
コネクタ。
【請求項５】
前記導体レールの前記接触領域がリセプタクルコンタクトとして構成されることを特徴と
する請求項１記載のプラグ型電気コネクタ。
【請求項６】
前記リセプタクルコンタクトの対向する２辺に複数のばねコンタクトアームを有すること
を特徴とする請求項５記載のプラグ型電気コネクタ。
【請求項７】
前記導体レールは、互いに略直角をなす３領域を有することを特徴とする請求項１記載の
プラグ型電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気コネクタに関し、より特定すると、クランプ駆動の際、導電体を受容する
ための２体ハウジングを有するプラグコネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の公知の電気コネクタプラグは、少なくとも１個の端末点を有する下側ハウジング
及びカバーを有するのが代表的である。受容ポケットが下側ハウジング及びカバー内に形
成される。副組立体は、導電体と接触するために弧状張力ばねを有するばね張力クランプ
と、接触領域を有する導体レールとを有する。接触領域は、プラグコンタクトを対応する
嵌合コンタクトに接触させることができる。副組立体は、プラグイン開口を有するカバー
の受容ポケットに受容される。ガイドスロープは、ばね張力クランプを駆動する駆動工具
を受容するためのプラグイン開口の内側に配置される。
【０００３】
この種のプラグコネクタは特許文献１に示される。特許文献１における目的は、単に直線
的に挿入して部品を嵌めることを可能にすることである。この目的のために、コンタクト
副組立体がカバーの受容ポケット内に導入され、次に下側ハウジングに結合される。しか
し、ある状況では、カバー内に副組立体を嵌めることは組立工程及び対応する工具を複雑
にする。
【０００４】
【特許文献１】
　独国特許第１９６１０９５８号明細書
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述のタイプのプラグコネクタをさらに発展させ、単に直線的に挿入して下側
ハウジング及びカバー内にコンタクト副組立体を嵌めることを可能にすることを目的とす
る。
【０００６】
この目的及び別の目的は、請求項１記載の特徴を有する構成により達成される。有利な発
展形は従属請求項で特定される。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明のプラグ型電気コネクタは、下側ハウジング及び及びカバーで構成されたハウジン
グと、下側ハウジング及びカバー内に形成された受容ポケットを有する少なくとも１個の
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端末点と、ばね張力クランプ及び導体レールからなるコンタクト副組立体とを具備する。
ばね張力クランプは、導電体と接触する弧状張力ばねを有する。導体レールは、相手コン
タクトを受容する接触領域を有する。コンタクト副組立体は受容ポケット内に配置される
。カバーは、アクチュエータ通路と、クランプを駆動する駆動工具をガイドするためにア
クチュエータ通路内に延びる傾斜ガイド突起とを有する。プラグ型電気コネクタの特徴は
、傾斜ガイド突起がウエブ（web）として構成され、クランプの弧状張力ばねが開口を有
し、カバーがコンタクト副組立体上に載置されて下側ハウジングと係合すると、開口が傾
斜ガイド突起の通過を許容することである。
【０００８】
【発明の効果】
傾斜ガイド突起及び弧状張力ばねの特定構造は、弧状張力ばねを有するばね張力クランプ
及び導体レールからなるコンタクト副組立体を下側ハウジングの内側で組立可能にする利
点がある。また、この構造は張力ばねのばね力を調整する付加的可能性をもたらすという
利点がある。張力ばねのばね力は、開口の幅及び長さによって調整可能である。さらに、
ウエブは接触領域のストッパとして作用し、嵌合の際の高接触力という利点がある。
【０００９】
また、弧状張力ばねの長手方向に延びて２つの張力ばねウエブに分割する開口、及びカバ
ーのウエブの相互作用の結果、カバーの組立の際に張力ばねが受容ポケットに正しく取り
付けられることを保証するという利点がある。
【００１０】
また、弧状張力ばねを有するばね張力クランプと導体レールとからなるコンタクト副組立
体が嵌合方向に下側ハウジングの受容ポケット内に導入できるように、受容ポケットが下
側ハウジング内に構成されると有利である。これにより、ハウジング及びコンタクトの組
立が簡単になる。
【００１１】
さらに、カバーが下側ハウジング内のコンタクト副組立体上に配置できるように、受容ポ
ケットがカバーに構成されると有利である。このため、コンタクト及びカバーが一方向に
組立可能である場合、組立が特に簡単になる。
【００１２】
また、導体レールの接触領域がリセプタクルコンタクトとして構成され、リセプタクルコ
ンタクトの対向する２辺に複数のばねコンタクトアームを有すると有利である。この構成
により、打抜き及び曲げ加工された導電材料を最大限利用できる効果がある。
【００１３】
さらに、導体レールが、互いに所定角度をなす３領域を有し、特に所定角度が各々約９０
°であると有利である。この構成により、全長が短く全体の体積が小さくても良好なばね
特性が達成されるという効果がある。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の好適実施形態を説明する。図１は、カバーが下側ハウ
ジング上に載置されていない状態のハウジングを部分的に切断した斜視図である。図２は
、カバーが下側ハウジング上に完全に載置されていない状態のハウジングを部分的に切断
した斜視図である。図３は、カバーが下側ハウジング上に完全に載置されラッチされた状
態のハウジングを部分的に切断した斜視図である。図４は、ばね張力クランプの斜視図で
ある。図５は、接触領域を有する導体レールの斜視図である。図６は、接触領域を有する
導体レールの別の斜視図である。
【００１５】
図１ないし図３はプラグ型電気コネクタ（以下単にコネクタという）１の種々の状態を示
す斜視図である。コネクタ１は、下側ハウジング３（図２及び図３において、右側を上側
、左側を下側とする）及びカバー４からなる２体ハウジング２と、コンタクト５とを有す
る。図１ないし図３において、コンタクト５は下側ハウジング３内に既に導入されている
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点で共通するが、カバー４は下側ハウジング３に対してそれぞれ異なる位置にある。
【００１６】
図示のコネクタ１は、コンタクト５を有する少なくとも６個（又はそれ以上）の端末点を
有する。各端末点は、下側ハウジング３及びカバー４内に形成された受容ポケット６と、
導電体と接触するために弧状張力ばね８を有するクランプ７からなる副組立体を具備する
コンタクト５と、対応する相手コンタクト（図示せず）とプラグ接触可能な接触領域１０
を有する導体レール９とを具備する。
【００１７】
カバー４は、クランプ７を作動させる駆動工具をガイドするための傾斜したガイド突起１
２を有するアクチュエータ通路１１を有する。さらに、図３に最もよく示されるように、
カバー４は、導体を受容するために各端末点に対応して導体受容通路２２を有する。
【００１８】
弧状張力ばね８を有するクランプ７と導体レール９とからなる副組立体は、嵌合方向に下
側ハウジング３の受容ポケット６内に導入できる。次に、カバー４は下側ハウジング３上
に載置され、嵌合方向に沿って下側ハウジング３に向かってカバー４を摺動させることに
よりカバー及び下側ハウジングが係合する。
【００１９】
図２を参照すると、傾斜したガイド突起１２があるにも拘らずこの種の係合を可能にする
ために、傾斜ガイド突起１２はウエブとして構成される。クランプ７の弧状張力ばね８は
開口１３を有するので、カバー４が下側ハウジング３のコンタクト副組立体７上に載置さ
れると、傾斜ガイド突起１２は開口１３を通過する。この特定構造は、嵌合方向に沿って
これら部品を単に組み立てることを可能にする。
【００２０】
図４に最もよく示されるように、開口１３は、弧状張力ばね８の長手方向に延びて２個の
張力ばねウエブ１４，１５に分割する。この分割により、張力ばねウエブ１４，１５の長
さ及び幅を選択することにより、張力ばね力の調節を可能にする。
【００２１】
カバー４及び下側ハウジング３は相補的ラッチ手段１６，１７を有し、図１ないし図３に
示される係合の際に互いにラッチする。
【００２２】
図３に示される係合位置において、コンタクト５は、カバー４及び下側ハウジング３間の
凹部２５内に固定される。傾斜ガイド突起１２を有するウエブは、接触領域１０の上に配
置され、コンタクト５が接触領域１０内に挿入されるとコンタクトのストッパになる。ガ
イド溝２４は、最終組立後のクランプ７を摺動的に受容するために設けられる。
【００２３】
コンタクト５は、導電体と接触するために弧状張力ばね８を具備するクランプ７と、接触
領域１０を有する導体レール９とを有する副組立体からなる。コンタクト５の構成部品は
図４ないし図６に図示される。
【００２４】
コンタクト５は、金属板等の導電材料を打抜き及び曲げ加工することにより製造可能であ
る。大きな空間を必要とせず、高電流を流す能力、低い法線方向の嵌合力及び良好なばね
特性を有する。
【００２５】
クランプ７は、弧状張力ばね８の反対側に弧状部２３を有する。この弧状部２３は、ばね
張力クランプ７が開く際のストッパとして作用し、クランプ７の過応力に抗するよう作用
する。
【００２６】
導体レール９は、金属板等の導電材料を打抜き及び曲げ加工することにより製造可能であ
る。特定構造の結果、打抜き及び曲げ加工された材料を特によく利用することが保証され
る。
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【００２７】
図５を参照すると、導体レール９は、互いに所定角度をなす３領域１０，１９，２０を有
する。特に所定角度は各々約９０°である。第１領域１９はクランプ７に隣接して配置さ
れる。第２領域２０は嵌合方向に対して略直交して配置され、第３領域１０は接触領域に
より形成される。
【００２８】
第１領域１９及び第２領域２０間に位置するのは、Ｕ形状のループ部２１である。ループ
部２１は、嵌合方向のばね作動を可能にし、領域１０，１９が機械的に結合しないことを
保証する。開口２３は、ループ部２１のばね力を調節する目的で設けられる。
【００２９】
次に、コネクタ１への導体の接続について詳細に説明する。クランプ７は、アクチュエー
タ通路１１を通って導入される駆動工具（図示せず）を使用して開かれる。弧状張力ばね
８はガイド溝２４内で摺動する。次に、導体受容通路２２を通って導体を導入することが
できる。導体は導体レール９及びクランプ７間に配置され、駆動工具を取り外すと直ちに
接触圧力を印加する。
【００３０】
接触領域１０はリセプタクルコンタクトとして構成される。リセプタクルコンタクトは、
対向する２辺に複数の接触ばねアーム１８を有する。
【００３１】
リセプタクルコンタクトの接触ばねアーム１８は、導体レール９の中央領域２０に関して
傾斜する。中央領域２０において、材料は少なくともある領域において２層に配置される
。対向する接触ばねアーム１８は、材料の各層から離れて各々傾斜する。
【図面の簡単な説明】
【図１】カバーが下側ハウジング上に載置されていない状態のハウジングを部分的に切断
した斜視図である。
【図２】カバーが下側ハウジング上に完全に載置されていない状態のハウジングを部分的
に切断した斜視図である。
【図３】カバーが下側ハウジング上に完全に載置されラッチされた状態のハウジングを部
分的に切断した斜視図である。
【図４】ばね張力クランプの斜視図である。
【図５】接触領域を有する導体レールの斜視図である。
【図６】接触領域を有する導体レールの別の斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　プラグ型電気コネクタ
２　　　　　ハウジング
３　　　　　下側ハウジング
４　　　　　カバー
６　　　　　受容ポケット
７　　　　　ばね張力クランプ
８　　　　　弧状張力ばね
９　　　　　導体レール
１０　　　　接触領域
１１　　　　アクチュエータ通路
１２　　　　傾斜ガイド突起
１３　　　　開口
１４，１５　張力ばねウエブ
１６，１７　ラッチ手段
１８　　　　ばねコンタクトアーム
１９　　　　第１領域
２０　　　　第２領域
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