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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子金具が取り付けられたハウジングと、
　前記ハウジングに回動可能に取り付けられ、初期位置から嵌合位置へ回動することで前
記ハウジングと相手側コネクタとを嵌合させるレバーと、
　前記ハウジングに形成された係止孔と、
　前記レバーに形成され、前記レバーの回動軸と略直角な方向であり、且つ前記回動軸を
中心とする円周方向に対して交差する方向へ片持ち状に延出した形態の弾性アーム片と、
　前記弾性アーム片の延出端部から突出した形態であり、前記係止孔内に進入して係止状
態となることで前記レバーを初期位置に保持する係止突起とを備えたレバー式コネクタで
あって、
　前記係止孔には、前記ハウジングにおける前記レバーとの対向面に臨んで前記係止突起
を係止させる係止縁部と、前記係止縁部よりも奥側の内面部分を凹ませた形態の凹部とが
形成され、
　前記係止突起には、前記係止縁部に係止した状態で前記凹部内に入り込む引掛部が形成
され、
　前記引掛部には前記凹部と対向する係止面が形成され、
　前記弾性アーム片には前記係止面に連なる連続面が形成され、
　前記係止面と前記連続面が鈍角状に凹んだ境界部を介して連なっており、
　前記係止縁部が、楔状をなして前記境界部に係止するようになっていることを特徴とす
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るレバー式コネクタ。
【請求項２】
　前記係止面を前記係止縁部に係止した状態で前記レバーを嵌合位置方向へ回動させると
、前記弾性アーム片が捻られながら前記係止突起が前記係止孔から離脱する方向へ変位す
るようになっており、
　前記レバーには、前記係止縁部との間で前記係止突起を挟むように位置する押圧部が形
成され、
　前記係止突起には、前記係止突起が前記係止縁部と前記押圧部の間で挟まれたときに、
前記押圧部に対し前記係止孔側から当接して引っ掛かり状態を作る補助引掛け部が形成さ
れていることを特徴とする請求項１記載のレバー式コネクタ。
【請求項３】
　前記レバーを構成する略平板状のアーム部には、その板厚方向に貫通した形態であって
略Ｕ字形をなすスリットが形成され、
　前記スリットによって囲まれた領域が前記弾性アーム片となっており、
　前記スリットの内面及び前記弾性アーム片の外面が、前記回動軸と平行をなしているこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２記載のレバー式コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レバー式コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、雄ハウジングにレバーを回動可能に取付け、雌ハウジングにレバーの
カム溝と係合可能なフォロアピンを形成したレバー式コネクタが開示されている。両ハウ
ジングを嵌合する際には、フォロアピンをカム溝に係合させてレバーを初期位置から嵌合
位置へ回動させるようになっている。このレバー式コネクタでは、レバーを初期位置に保
持するための手段として、レバーに形成した弾性係止片の係止部を、雄ハウジングに形成
し係止孔に係止させるようになっている。両ハウジングを浅く嵌合してフォロアピンをカ
ム溝に進入させると、雌側ハウジングの係止解除部が係止部に干渉して、弾性係止片を弾
性撓みさせる。弾性係止片は、弾性撓みにすることによって係止孔との係合を解除するの
で、レバーは初期位置から嵌合位置側への回動を許容される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０２０９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のレバー式コネクタは、初期位置に保持されているレバーに対し嵌合位置側への回
動力を強く付与すると、弾性係止片が捻られるように弾性変形する。そのため、弾性係止
片の弾性復元力により、係止部が係止孔から滑るように外れてしまう虞があった。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、レバーを確実に初期位
置に保持できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のレバー式コネクタは、
　端子金具が取り付けられたハウジングと、
　前記ハウジングに回動可能に取り付けられ、初期位置から嵌合位置へ回動することで前
記ハウジングと相手側コネクタとを嵌合させるレバーと、
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　前記ハウジングに形成された係止孔と、
　前記レバーに形成され、前記レバーの回動軸と略直角な方向であり、且つ前記回動軸を
中心とする円周方向に対して交差する方向へ片持ち状に延出した形態の弾性アーム片と、
　前記弾性アーム片の延出端部から突出した形態であり、前記係止孔内に進入して係止状
態となることで前記レバーを初期位置に保持する係止突起とを備えたレバー式コネクタで
あって、
　前記係止孔には、前記ハウジングにおける前記レバーとの対向面に臨んで前記係止突起
を係止させる係止縁部と、前記係止縁部よりも奥側の内面部分を凹ませた形態の凹部とが
形成され、
　前記係止突起には、前記係止縁部に係止した状態で前記凹部内に入り込む引掛部が形成
され、
　前記引掛部には前記凹部と対向する係止面が形成され、
　前記弾性アーム片には前記係止面に連なる連続面が形成され、
　前記係止面と前記連続面が鈍角状に凹んだ境界部を介して連なっており、
　前記係止縁部が、楔状をなして前記境界部に係止するようになっているところに特徴を
有する。
【発明の効果】
【０００７】
　係止突起が係止縁部に係止して引掛部が凹部に入り込んだ状態では、引掛部が係止縁部
に引っ掛かるので、係止突起が係止孔から離脱することが防止される。これにより、係止
突起と係止縁部との係止状態が安定するので、レバーを確実に初期位置に保持することが
できる。また、この構成によれば、係止縁部が係止面と連続面との境界部に嵌り込むよう
に係止するので、係止突起と係止縁部との係止状態がより安定する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１のレバー式コネクタの正面図
【図２】レバー式コネクタの側面図
【図３】図２のＹ－Ｙ線断面図
【図４】図３の状態からレバーが嵌合位置側へ回動した状態をあらわすＹ－Ｙ線相当断面
図
【図５】図４の状態からレバーが嵌合位置側へ回動した状態をあらわすＹ－Ｙ線相当断面
図
【図６】図５の状態からレバーが嵌合位置側へ回動した状態をあらわすＹ－Ｙ線相当断面
図
【図７】図１のＸ－Ｘ線断面図
【図８】図７の状態からレバーが嵌合位置へ回動した状態をあらわすＸ－Ｘ線相当断面図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（ａ）本発明のレバー式コネクタは、前記係止面を前記係止縁部に係止した状態で前記
レバーを嵌合位置方向へ回動させると、前記弾性アーム片が捻られながら前記係止突起が
前記係止孔から離脱する方向へ変位するようになっており、前記レバーには、前記係止縁
部との間で前記係止突起を挟むように位置する押圧部が形成され、前記係止突起には、前
記係止突起が前記係止縁部と前記押圧部の間で挟まれたときに、前記押圧部に対し前記係
止孔側から当接して引っ掛かり状態を作る補助引掛け部が形成されていてもよい。
　この構成によれば、弾性アーム片が捻られた状態で係止突起が係止縁部と押圧部との間
で挟まれると、補助引掛け部が、押圧部に対し係止孔側から引っ掛かるので、係止突起が
係止孔から離脱することを防止できる。
【００１１】
　（ｂ）本発明のレバー式コネクタは、前記レバーを構成する略平板状のアーム部には、
その板厚方向に貫通した形態であって略Ｕ字形をなすスリットが形成され、前記スリット
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によって囲まれた領域が前記弾性アーム片となっており、前記スリットの内面及び前記弾
性アーム片の外面が、前記回動軸と平行をなしていてもよい。
　この構成によれば、スリットと弾性アーム片を成形する金型の型抜き方向は、回動軸と
平行な方向だけなので、金型構造を簡素化することができる。
【００１２】
　＜実施例１＞
　以下、本発明を具体化した実施例１を図１～図８を参照して説明する。尚、本実施例１
のレバー式コネクタＭの説明において、前後方向については、便宜上、図２における右方
及び図７，８における下方を、前方と定義する。左右方向については、図１にあらわれる
向きを、そのまま左方、右方と定義する。上下方向については、図１～６にあらわれる向
きを、そのまま上方、下方と定義する。
【００１３】
　＜レバー式コネクタＭの概要＞
　レバー式コネクタＭは、合成樹脂製のハウジング１０と、合成樹脂製のムービングプレ
ート２４と、合成樹脂製のレバー４０とを備えて構成されている。図２，７，８に示すよ
うに、ハウジング１０は、ブロック状をなす端子保持部１１と、端子保持部１１の前端外
周縁から前方へ延出した形態の角筒状をなすフード部１２とを一体に形成して構成された
ものである。図７，８に示すように、端子保持部１１には、複数の雄端子金具１３（請求
項に記載の端子金具）が取り付けられている。雄端子金具１３の前端部には薄板状のタブ
１４が形成され、タブ１４は、端子保持部１１から前方へ突出してフード部１２で包囲さ
れている。
【００１４】
　＜ハウジング１０＞
　図２に示すように、ハウジング１０の左右両外側面１０Ｓには、左右一対の回動軸１５
が突出形成されている。回動軸１５は、上下方向における略中央部に配されている。図１
，２に示すように、フード部１２を構成する左右両側壁部１６には、その前端縁から回動
軸１５に向かって切欠した形態の左右一対の第１逃がし溝１７が形成されている。一対の
第１逃がし溝１７は、レバー式コネクタＭと相手側コネクタＦの嵌合方向と平行をなして
直線状に延びている。
【００１５】
　図１に示すように、左右両側壁部１６には、その前端縁における第１逃がし溝１７より
も上方の位置から第１逃がし溝１７と平行に細長く切欠した形態の第１誘導溝１８が形成
されている。一対の第１逃がし溝１７と一対の第１誘導溝１８は、いずれも、フード部１
２（側壁部１６）の外側面１０Ｓ（請求項に記載のハウジングにおけるレバーとの対向面
）から内側面まで貫通した形態である。
【００１６】
　第１誘導溝１８の奥端部（後端部）は、係止孔２０となっている。係止孔２０は、後述
するレバー４０に形成した弾性係止片４７の係止突起４９と係止することで、レバー４０
を初期位置に保持する機能を発揮する。図３～６に示すように、フード部１２（ハウジン
グ１０）の外側面１０Ｓに臨む係止孔２０の開口縁のうち上側（レバー４０が初期位置か
ら嵌合位置側へ回動するときの変位方向前側）の縁部は、係止縁部２１となっている。係
止孔２０の内面のうち上側の面は、側壁部１６（フード部１２）の外側面１０Ｓに対して
直角に近い鋭角をなすアンダーカット面２２となっている。アンダーカット面２２は、平
面である。外側面１０Ｓとアンダーカット面２２は係止縁部２１において鋭角に連なって
いるので、係止縁部２１は、楔状に尖った形態となっている。
【００１７】
　フード部１２の外側面１０Ｓは、回動軸１５の軸線に対して直角をなしており、アンダ
ーカット面２２は、回動軸１５の軸線に対し係止縁部２１よりも上方へ退避するように傾
斜している。そして、図３に示すように、係止孔２０の内部空間のうち係止縁部２１から
回動軸１５と平行に延長した仮想境界面Ｖａとアンダーカット面２２との間の三角形断面
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の空間は、係止縁部２１よりも凹んだ形態の凹部２３となっている。
【００１８】
　＜ムービングプレート２４＞
　図１，７，８に示すように、フード部１２内には、ムービングプレート２４が、待機位
置（図７を参照）と押込み位置（図８を参照）との間で前後方向（レバー式コネクタＭと
相手側コネクタＦとの嵌合方向と平行な方向）にスライドし得るように収容されている。
ムービングプレート２４は、スライド方向と直角なプレート本体部２５と、プレート本体
部２５の外周縁から前方へ延出した角筒状の周壁部２６とを一体に形成した構成である。
プレート本体部２５には、複数のタブ１４を個別に貫通させる複数の位置決め孔２７が形
成されている。位置決め孔２７により、複数のタブ１４は、上下方向及び左右方向に位置
決めされる。
【００１９】
　図１に示すように、周壁部２６を構成する左右両側面壁には、夫々、第２逃がし溝２８
と第２誘導溝２９が形成されている。第２逃がし溝２８は、側面壁の前端縁から後方へ（
第１逃がし溝１７と平行に）切欠した形態であり、上下方向において第１逃がし溝１７と
同じ位置に配されている。第２誘導溝２９は、側面壁の前端縁から後方へ（第１誘導溝１
８と平行に）切欠した形態であり、上下方向において第１逃がし溝１７と同じ位置に配さ
れている。
【００２０】
　図１に示すように、周壁部２６の左右両側面壁の上下両端部には、夫々、ガイド突起３
０が形成されている。一方、フード部１２を構成する左右両側壁部１６の内面には、夫々
、上下一対ずつのガイド溝３１が形成されている。ガイド溝３１は、前後方向に直線状に
延びた形態である。この二対のガイド溝３１に４つのガイド突起３０が摺接することによ
り、ムービングプレート２４が姿勢を傾けずにフード部１２内で平行移動し得るようにガ
イドされる。
【００２１】
　＜レバー４０＞
　図１，２，７，８に示すように、レバー４０は、左右方向に長い操作部４１と、操作部
４１の左右両端部から互いに平行に延出した左右一対の板状のアーム部４２とを一体に形
成して構成されている。両アーム部４２には、夫々、左右方向（板厚方向）に貫通した形
態の軸受孔４３が形成されている。レバー４０は、軸受孔４３を回動軸１５に嵌合するこ
とにより、ハウジング１０に対し初期位置（図１，２，７を参照）と、嵌合位置（図８を
参照）との間で回動し得るようになっている。アーム部４２には、その外周縁に開口する
カム溝４４が形成されている。レバー４０が初期位置にある状態では、カム溝４４の入口
４４Ｅが、前方を向いて第１逃がし溝１７及び第２逃がし溝２８と整合するように位置す
る。
【００２２】
　左右両アーム部４２には、略Ｕ字形をなすスリット４５が形成されている。スリット４
５は、アーム部４２の外面から内面（ハウジング１０と対向する面）へ貫通した形態であ
る。スリット４５の内面は、その全領域に亘り、回動軸１５の軸線と平行をなしている。
また、図３～６に示すように、アーム部４２の内面（ハウジング１０と対向する面）にお
けるスリット４５の開口縁部のうち、下側の縁部は、後述する受圧面５４と対向する押圧
部４６となっている。
【００２３】
　図２に示すように、左右両アーム部４２のうちスリット４５で囲まれた領域は、レバー
４０を初期位置に保持するための手段として機能する左右一対の弾性係止片４７となって
いる。弾性係止片４７は、レバー４０が初期位置にある状態で、第１誘導溝１８、第２誘
導溝２９及び係止孔２０と同じ高さとなるように配されている。弾性係止片４７は、片持
ち状に延出した形態の弾性アーム片４８と、弾性アーム片４８の延出端部からフード部１
２（ハウジング１０）側へ突出した形態の係止突起４９とを一体に形成した形態である。
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弾性アーム片４８の延出方向は、レバー４０の回動軸１５と略直角な方向であり、且つ回
動軸１５を中心とする円周方向に対して交差する方向である。弾性アーム片４８は、その
基端部（アーム部４２に連なる端部）を支点として弾性変形し得るようになっている。
【００２４】
　レバー４０を初期位置に保持している状態から、その保持状態が解除される際には、弾
性アーム片４８が、回動軸１５の軸線と略平行な方向（ハウジング１０から遠ざかる方向
であり、図３～６における左方）へ弾性変形するようになっている。また、レバー４０が
初期位置に保持されている状態で、レバー４０に嵌合方向側への回動力が付与された場合
には、弾性アーム片４８は、その延出方向線（図示省略）を中心として捻られるように弾
性変形するようになっている。
【００２５】
　レバー４０が初期位置にある状態では、図３に示すように、係止突起４９の全体が係止
孔２０内に収容されるようになっている。係止突起４９の外面のうち上向きでアンダーカ
ット面２２と対向する領域は、係止面５０となっている。係止面５０は、平面からなり、
係止突起４９の突出方向における全領域に亘って形成されている。弾性アーム片４８が弾
性変形していない自由状態にあるとき、係止面５０は、回動軸１５の軸線に対して斜めを
なし、且つ弾性アーム片４８の延出方向と略平行をなす。弾性アーム片４８が自由状態の
とき、係止面５０は、アンダーカット面２２に対して斜めをなす。弾性アーム片４８が自
由状態のとき、係止面５０とアンダーカット面２２の上下方向の間隔は、係止縁部２１側
からフード部１２の内部側に向かって次第に大きくなっている。
【００２６】
　弾性アーム片４８の外面のうち係止面５０と直接繋がる上向きの領域は、平面からなる
連続面５１となっている。弾性アーム片４８が自由状態のときに、連続面５１は、その全
領域が係止孔２０の外部に位置する。また、弾性アーム片４８が自由状態のときに、連続
面５１は、回動軸１５の軸線と平行をなし、且つ、弾性アーム片４８の延出方向と略平行
をなしている。係止面５０における連続面５１との境界部５２は、１８０°より少し小さ
い鈍角をなして凹んだ形態となっている。
【００２７】
　係止突起４９の弾性アーム片４８からの突出方向において、境界部５２は係止縁部２１
と同じ位置に配されている。また、係止突起４９のうち連続面５１を延長した仮想基準面
Ｖｂよりも係止面５０側の三角形断面の領域は、仮想基準面よりも突出した形態の引掛部
５３となっている。
【００２８】
　係止突起４９の外面のうち下向きの領域（係止面５０と反対側の面）は、受圧面５４と
逃がし面５５とで構成されている。受圧面５４は、連続面５１と平行な平面からなる。係
止突起４９の突出方向における受圧面５４の形成領域は、係止突起４９の基端側端部（つ
まり、弾性アーム片４８に連なる端部）に沿った狭い範囲である。
【００２９】
　逃がし面５５は、受圧面５４に対し鈍角（９０°より大きく且つ１８０°り小さい角度
）をなして繋がっている。弾性アーム片４８が自由状態のとき、逃がし面５５は、弾性ア
ーム片４８の延出方向と略平行であり、且つ回動軸１５の軸線に対して大きな角度で傾い
ている。係止突起４９の突出方向における逃がし面５５の形成領域は、係止突起４９の突
出端から受圧面５４に至る広い範囲である。係止面５０と逃がし面５５との間隔、つまり
係止突起４９の上下方向の厚さ寸法は、係止突起４９の突出方向に向かって次第に小さく
なっている。また、係止突起４９の外面部のうち受圧面５４と逃がし面５５とが鈍角状に
連なる領域は、補助引掛け部５６となっている。
【００３０】
　＜相手側コネクタＦ＞
　レバー式コネクタＭの嵌合対象である相手側コネクタＦは、全体としてブロック状をな
している。図１に示すように、相手側コネクタＦの左右両側面には、円柱状に突出した形
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態のカムフォロア６０が左右一対形成されているとともに、前後方向に細長く延びた形態
の係止解除リブ６１が左右一対形成されている。
【００３１】
　＜実施例１の作用及び効果＞
　レバー式コネクタＭを相手側コネクタＦに嵌合する前の状態では、レバー４０を初期位
置に保持しておく。レバー４０が初期位置にある状態では、図３に示すように、係止突起
４９が係止孔２０内に進入し、係止面５０における連続面５１との境界部５２と、係止孔
２０の係止縁部２１とが接近して対向する。
【００３２】
　この状態からレバー４０が嵌合位置側への回動を開始すると、図４に示すように、係止
面５０の境界部５２が係止縁部２１に対して下から当接する。そして、楔状の係止縁部２
１が鈍角状に凹んでいる境界部５２に食い込むように係止するとともに、係止突起４９の
引掛部５３が係止孔２０の凹部２３内に入り込む。引掛部５３が係止縁部２１に当接する
ことにより、係止突起４９が係止孔２０からレバー４０側へ離脱することが規制され、係
止面５０（係止突起４９）と係止縁部２１（係止孔２０）との係止状態が維持される。
【００３３】
　図４に示す状態から更にレバー４０が嵌合位置側へ回動すると、図５に示すように、係
止縁部２１と境界部５２との当接位置を支点として係止突起４９の姿勢が時計回り方向へ
傾くとともに、弾性アーム片４８が同方向へ弾性的に捻られる。このとき、弾性アーム片
４８の弾性復元力によって係止突起４９が係止孔２０の外へ離脱することが懸念されるが
、弾性アーム片４８の弾性復元力によって境界部５２に対する係止縁部２１の食い込みが
強くなるので、係止突起４９が係止孔２０の外へ離脱する虞はない。
【００３４】
　図５の状態から更にレバー４０が嵌合位置側へ回動すると、係止突起４９の姿勢が更に
傾くとともに弾性アーム片４８が更に捻られて、図６に示すように、受圧面５４が押圧部
４６に当接するとともに、補助引掛け部５６が係止孔２０側から押圧部４６に対して斜め
に当接する。つまり、係止突起４９の基端部が、係止縁部２１と押圧部４６との間で上下
方向（レバー４０が初期位置から嵌合位置側への回動を開始したときの変位方向）に挟み
付けられる。これにより、係止突起４９の姿勢が固定されるとともに、境界部５２に対す
る係止縁部２１の食い込みが強固となる。
【００３５】
　この状態では、弾性アーム片４８の弾性復元力により、係止突起４９には、その姿勢を
図６の反時計回り方向へ復帰させようとする力が付与される。しかし、係止突起４９の姿
勢が反時計回り方向へ復帰すると、係止突起４９の引掛部５３が係止孔２０の凹部２３内
に進入し、引掛部５３が係止縁部２１に対し係止孔２０の内部側から係止することになる
ので、係止突起４９が係止孔２０の外部へ外れることはない。
【００３６】
　また、補助引掛け部５６が、押圧部４６に対し係止孔２０側から当接して引っ掛かり状
態を作るので、係止突起４９が姿勢を一定にしたままで係止孔２０の外部へ抜け出ること
も規制される。したがって、係止突起４９の境界部５２と係止孔２０の係止縁部２１との
係止状態が確実に維持される、これにより、レバー４０は確実に初期位置に保持される。
【００３７】
　レバー式コネクタＭと相手側コネクタＦを嵌合する際には、レバー４０が初期位置にあ
る状態で、相手側コネクタＦをフード部１２（ムービングプレート２４）内に浅く嵌入し
、カムフォロア６０を、第１逃がし溝１７及び第２逃がし溝２８を通してカム溝４４の入
口４４Ｅに進入させる。相手側コネクタＦがフード部１２内に嵌入されると、相手側コネ
クタＦの係止解除リブ６１が、第１誘導溝１８及び第２誘導溝２９内に進入し、係止孔２
０内の係止突起４９と干渉する。すると、係止突起４９は、係止解除リブ６１に押されて
係止孔２０の外部へ押し出され、係止突起４９と係止孔２０の係止が解除される。これに
より、レバー４０は、初期位置から嵌合位置側への回動を許容される。次に、レバー４０
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を嵌合位置側へ回動させると、カム溝４４とカムフォロア６０との係合によるカム作用に
より、両コネクタＦ，Ｍが引き寄せられる。そして、レバー４０が嵌合位置に到達すると
、両コネクタＦ，Ｍが正規の嵌合状態となる。
【００３８】
　上述のように本実施例１のレバー式コネクタＭは、雄端子金具１３が取り付けられたハ
ウジング１０と、ハウジング１０に回動可能に取り付けられたレバー４０とを有する。レ
バー４０は、初期位置から嵌合位置へ回動することでハウジング１０と相手側コネクタＦ
とを嵌合させる。ハウジング１０には係止孔２０が形成され、レバー４０には、レバー４
０の回動軸１５と略直角な方向であり、且つ回動軸１５を中心とする円周方向に対して交
差する方向へ片持ち状に延出した形態の弾性アーム片４８が形成されている。この弾性ア
ーム片４８の延出端部からは、係止孔２０内に進入して係止状態となることでレバー４０
を初期位置に保持する係止突起４９が突出している。
【００３９】
　そして、係止孔２０には、フード部１２の外面（ハウジング１０におけるレバー４０と
の対向面）に臨んで係止突起４９を係止させる係止縁部２１と、係止縁部２１よりも奥側
の内面部分を凹ませた形態の凹部２３とが形成されている。一方、係止突起４９には、係
止縁部２１に係止した状態で凹部２３内に入り込む引掛部５３が形成されている。係止突
起４９が係止縁部２１に係止して引掛部５３が凹部２３に入り込んだ状態では、引掛部５
３が係止縁部２１に引っ掛かるので、係止突起４９が係止孔２０から離脱することが防止
される。これにより、係止突起４９と係止縁部２１との係止状態が安定するので、レバー
４０を確実に初期位置に保持することができる。
【００４０】
　また、引掛部５３には凹部２３と対向する係止面５０が形成され、弾性アーム片４８に
は係止面５０に連なる連続面５１が形成され、係止面５０における連続面５１との境界部
５２が、鈍角状に凹んだ形態となっている。そして、係止縁部２１は、楔状をなして境界
部５２に食い込むように係止するようになっている。この構成によれば、係止縁部２１が
係止面５０と連続面５１との境界部５２に嵌り込むように係止するので、係止突起４９と
係止縁部２１との係止状態がより安定する。
【００４１】
　また、係止面５０を係止縁部２１に係止した状態でレバー４０を嵌合位置方向へ回動さ
せると、弾性アーム片４８が捻られながら係止突起４９が係止孔２０から離脱する方向へ
変位するようになっている。そして、レバー４０には、係止縁部２１との間で係止突起４
９を挟むように位置する押圧部４６が形成され、係止突起４９には補助引掛け部５６が形
成されている。補助引掛け部５６は、係止突起４９が係止縁部２１と押圧部４６の間で挟
まれた状態で、係止孔２０側から押圧部４６に引っ掛かる。この構成によれば、弾性アー
ム片４８が捻られた状態で係止突起４９が係止縁部２１と押圧部４６との間で挟まれると
、補助引掛け部５６が、押圧部４６に対し係止孔２０側から引っ掛かるので、係止突起４
９が係止孔２０から離脱することを防止できる。
【００４２】
　また、レバー４０を構成する略平板状のアーム部４２には、その板厚方向に貫通した形
態であって略Ｕ字形をなすスリット４５が形成され、スリット４５によって囲まれた領域
が弾性アーム片４８となっている。そして、スリット４５の内面及び弾性アーム片４８の
外面が、回動軸１５と平行をなしている。この構成によれば、スリット４５と弾性アーム
片４８を成形する金型（図示省略）の型抜き方向は、回動軸１５と平行な方向だけなので
、金型構造を簡素化することができる。
【００４３】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例１に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）上記実施例１では、係止縁部が、楔状をなして係止面に対して食い込むように係
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止するようになっていてもよい。
　（２）上記実施例１では、係止面と連続面が鈍角をなして連続しているが、係止面と連
続面が、面一状に連続していてもよい。
　（３）上記実施例１では、係止突起に補助引掛け部を形成したが、係止突起は、補助引
掛け部が形成されていない形態であってもよい。
　（４）上記実施例１では、スリットの内面と弾性アーム片の外面を、回動軸と平行な面
としたが、これに限らず、スリットの内面と弾性アーム片の少なくとも一部が、回動軸に
対して斜めをなしていてもよい。
　＜参考例＞
　（１）上記実施例１では、係止面における連続面との境界部が、鈍角状に凹んだ形態と
なっているが、参考例として、係止面における連続面との境界部を、弧状に凹んだ形態に
することも考えられる。
【符号の説明】
【００４４】
　Ｆ…相手側コネクタ
　Ｍ…レバー式コネクタ
　１０…ハウジング
　１０Ｓ…外側面（ハウジングにおけるレバーとの対向面）
　１３…雄端子金具（端子金具）
　１５…回動軸
　２０…係止孔
　２１…係止縁部
　２３…凹部
　４０…レバー
　４２…アーム部
　４５…スリット
　４６…押圧部
　４８…弾性アーム片
　４９…係止突起
　５０…係止面
　５１…連続面
　５２…境界部
　５３…引掛部
　５６…補助引掛け部



(10) JP 6394981 B2 2018.9.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6394981 B2 2018.9.26

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 6394981 B2 2018.9.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１４－１４９９５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５７－１１９４８４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００７－０１８７３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－００４３７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０２０９０４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｒ　　１３／６２９　　　
              Ｈ０１Ｒ　　１３／６３９　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

