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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面側に複数の接触端子が露設されたＩＣカードの収納部を備えたボディと、前記ＩＣ
カードの一面側が載置される前記収納部の底部から突出して前記ＩＣカードの接触端子に
各別に弾接される複数の接触ばね片部と、前記ボディの一端側に設けられて前記底部とで
前記ＩＣカードの一端部を狭持する固定係止部と、前記ボディの他端側に前記ボディの両
端方向に移動自在に設けられた可動係止体と、前記可動係止体を前記ボディの一端側へ付
勢して、前記可動係止体の一端部に設けた係止片部と前記底部にて前記ＩＣカードの他端
部を狭持させる付勢手段とを具備し、
　ボディは、合成樹脂により形成された前記底部と、前記底部における前記ボディの他端
側において、前記底部における前記ＩＣカードの載置面と平行する面内において上記両端
方向と交差する方向の前記底部の両端部にそれぞれ一体に突設された片部とを備え、
　前記片部の互いに対向する面には、前記可動係止体を摺動自在に支持するためのスライ
ドリブがそれぞれ突設され、
　前記可動係止体は、合成樹脂により形成され、前記底部における前記ＩＣカードの載置
面と平行する面内において上記両端方向と交差する方向の両側部それぞれには、前記片部
の前記スライドリブがそれぞれ摺動自在に嵌め合わされる溝部が形成され、
　前記係止片部の前記底部と反対側の面は、前記底部に近付くにつれて前記ボディの一端
側に近付くように傾斜したテーパ面に形成されていることを特徴とするカード用コネクタ
装置。
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【請求項２】
　前記ボディは、合成樹脂製のベースと、該ベースの外側面に被着される金属性のシェル
とから構成され、
　前記シェルは前記ＩＣカードの一端部と当接して前記ＩＣカードを前記収納部に位置決
めするストッパ部と、該ストッパ部に前記ボディの他端側へ向けて一体に突設された前記
固定係止部と、脚部と、前記ＩＣカードを前記収納部内へ誘導するガイド部となるガイド
片と、前記付勢手段となるばね片とを一体に備えていることを特徴とする請求項１に記載
のカード用コネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣカード等のカードを外部回路に接続するためのカード用コネクタ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、メモリやＣＰＵ等を構成したＩＣチップを内包したＩＣカードをプリント基
板等の外部回路に接続するためのカード用コネクタ装置が提供されている。
【０００３】
　この種のカード用コネクタ装置としては、ＩＣカードを接触支持するボディと、該ボデ
ィに回転自在に取り付けられるカバーとを備えたカード用コネクタ装置が提供されている
（特許文献１）。
【０００４】
　また、平面方形の板状に成形され表面内に６個の接続端子が取り付けられたボディと、
裏面にカード収容部を有してボディの表面部に沿って摺動自在に取り付けられるカードホ
ルダーであるカバーとを備えたカード用コネクタ装置が提供されている（特許文献２）。
【特許文献１】特許第２８６０３６２号公報（第１図）
【特許文献２】特許第３０２００２０号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の前者のカード用コネクタ装置は、ボディにカバーを回転自在に取り付けて構成さ
れているので、プリント回路基板等へ実装する際にはカバーも一緒に取り扱わなければな
らず、そのためプリント回路基板等へ自動実装することが困難であるという問題があった
。また、このカード用コネクタ装置においては、カードの端面をボディの係合面に当接す
ることでカードとカード用コネクタ装置との接続状態が維持されているが、このような構
成では、カードとカード用コネクタ装置との接続状態を確実に維持することができない。
したがって、前者のカード用コネクタ装置において、カードとカード用コネクタ装置の接
続状態を確実に維持するためには、別途、接続状態を維持するためのロック機構を設けな
くてはならず、当然、構造が複雑化し、その形状も大型化してしまうという問題があった
。
【０００６】
　一方、後者のカード用コネクタ装置は、カードの取り付け時にボディとカバーとを別離
させる構成とすることで、上記のプリント回路基板等への自動実装に関する問題を解決し
ているが、このように取り付け時に部品の取り外しを行うと、取り外した部品を紛失しや
すくなってしまうという新たな問題が生じていた。また、この後者のカード用コネクタ装
置においても、構造の複雑化や、形状の大型化といった問題を解決できていなかった。
【０００７】
　本発明は上述の点に鑑みて為されたもので、その目的は、カードの着脱作業が容易に行
え、しかも構造が簡単でコンパクトなカード用コネクタ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上述の課題を解決するために、請求項１の発明では、一面側に複数の接触端子が露設さ
れたＩＣカードの収納部を備えたボディと、前記ＩＣカードの一面側が載置される前記収
納部の底部から突出して前記ＩＣカードの接触端子に各別に弾接される複数の接触ばね片
部と、前記ボディの一端側に設けられて前記底部とで前記ＩＣカードの一端部を狭持する
固定係止部と、前記ボディの他端側に前記ボディの両端方向に移動自在に設けられた可動
係止体と、前記可動係止体を前記ボディの一端側へ付勢して、前記可動係止体の一端部に
設けた係止片部と前記底部にて前記ＩＣカードの他端部を狭持させる付勢手段とを具備し
、ボディは、合成樹脂により形成された前記底部と、前記底部における前記ボディの他端
側において、前記底部における前記ＩＣカードの載置面と平行する面内において上記両端
方向と交差する方向の前記底部の両端部にそれぞれ一体に突設された片部とを備え、前記
片部の互いに対向する面には、前記可動係止体を摺動自在に支持するためのスライドリブ
がそれぞれ突設され、前記可動係止体は、合成樹脂により形成され、前記底部における前
記ＩＣカードの載置面と平行する面内において上記両端方向と交差する方向の両側部それ
ぞれには、前記片部の前記スライドリブがそれぞれ摺動自在に嵌め合わされる溝部が形成
され、前記係止片部の前記底部と反対側の面は、前記底部に近付くにつれて前記ボディの
一端側に近付くように傾斜したテーパ面に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項１の発明によれば、ボディに設けた固定係止部と可動係止体とでＩＣカードを収
納部に固定してＩＣカードをカード用コネクタ装置に取り付けることができるため、別途
カバーやカードホルダー等を用いる必要が無くなり、これにより簡単な構造でコンパクト
なカード用コネクタ装置を得ることができる。また、可動係止体のボディの両端方向への
移動によってＩＣカードのカード用コネクタ装置への着脱作業を行えるため、ＩＣカード
の着脱作業を容易に行うことができ、しかも、可動係止体にテーパ面を形成してあるため
、ＩＣカードの他端部でテーパ面を押し込めば可動係止体が付勢手段の付勢に抗して移動
するから、ＩＣカードをワンタッチでカード用コネクタ装置に取り付けることができる。
さらに、ＩＣカードを取り外す際には、可動係止体５を他端側に移動させてＩＣカードの
狭持を解除すれば、接触ばね片部の付勢によりＩＣカードが収納部から浮き上がるから、
ＩＣカードを容易に取り外すことができる。
【００１０】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、前記ボディは、合成樹脂製のベースと
、該ベースの外側面に被着される金属性のシェルとから構成され、前記シェルは前記ＩＣ
カードの一端部と当接して前記ＩＣカードを前記収納部に位置決めするストッパ部と、該
ストッパ部に前記ボディの他端側へ向けて一体に突設された前記固定係止部と、脚部と、
前記ＩＣカードを前記収納部内へ誘導するガイド部となるガイド片と、前記付勢手段とな
るばね片とを一体に備えていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２の発明によれば、部品点数を削減して、さらに簡単な構造のコンパクトなカー
ド用コネクタ装置を得ることができ、また、ＩＣカードを位置決めするためのストッパ部
を備えているのでＩＣカードの取付作業をさらに容易に行うことができる。また、部品点
数を削減することができるため、より簡単な構造のコンパクトなカード用コネクタ装置を
得ることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、ボディに設けた固定係止部と可動係止体とでＩＣカードを収納部に固定して
ＩＣカードをカード用コネクタに取り付けることができるため、別途カバーやカードホル
ダー等を用いる必要が無くなり、これにより簡単な構造でコンパクトなカード用コネクタ
を得ることができるという効果があり、可動係止体のボディの両端方向への移動によって
ＩＣカードのカード用コネクタへの着脱作業を行えるため、ＩＣカードの着脱作業を容易
に行うことができるという効果がある。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明のカード用コネクタ装置の実施形態および基本形態について、図１乃至図
１１を参照して説明する。尚、以下の実施形態および基本形態においては、説明の簡略化
のために、図３（ａ）、図８（ａ）及び図１０（ａ）における上方向をカード用コネクタ
装置の一端側、下方向をカード用コネクタ装置の他端側、左方向をカード用コネクタ装置
の左方、右方向をカード用コネクタ装置の右方、紙面手前側をカード用コネクタ装置の上
方と表記するが、カード用コネクタ装置の実際の使用形態はこれらの方向に限られるもの
ではない。
【００２６】
　（実施形態）
　本実施形態のカード用コネクタ装置１は、図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、一面側
に８つの接触端子１０１が露設されたＩＣカード１００の収納部２ａを備えた略直方体の
箱状のボディ２と、ＩＣカード１００の一面側が載置される収納部２ａの底部から突出し
てＩＣカード１００の接触端子１０１に各別に弾接される６つの接触ばね片部６と、ボデ
ィ２の一端側に設けられて前記底部とでＩＣカード１００の一端部を狭持する平板状の固
定係止部２０と、ボディ２の他端側にボディ２の両端方向に移動自在に設けられた可動係
止体５と、可動係止体５をボディ２の一端側へ付勢して、可動係止体５の一端側（ボディ
２の一端側）に設けた係止片部５ｃと前記底部にてＩＣカード１００の他端部を狭持させ
る付勢手段であるばね片１８とを具備している。
【００２７】
　本実施形態のカード用コネクタ装置１に取り付けられるＩＣカード１００としては、例
えばｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ（USIM Integrated Circuit Card）が用いられ、このｍｉｎｉ－
ＵＩＣＣは、従来から使用されているＵＩＣＣの外形がおよそ２５ｍｍ×１５ｍｍである
のに対して、外形がおよそ１５ｍｍ×１２ｍｍの超小型のＩＣカードである。このような
ＩＣカード１００は、図１（ｂ）に示すように、例えば合成樹脂を用いて略長方形の中空
の平板状に形成され、短手方向の一端側における長手方向の一端角部が切り欠かかれたカ
ード本体と、メモリやＣＰＵ等が構成されてカード本体に内包されるＩＣチップと、該Ｉ
Ｃチップと外部回路等とを接続するために、カード本体の裏面の長手方向における両端側
に、それぞれ短手方向に４つずつ露設された接触端子１０１とを備えている。
【００２８】
　ボディ２は、図２に示すように、６つの接触ばね片部６を備えたベース３と、ベース３
の外側面に被着されるシェル４とから構成されている。
【００２９】
　ベース３は、収納部２ａの底部となる平板部３ａと、平板部３ａの右端部に突設された
側壁部３ｂと、平板部３ａの他端側において、平板部３ａの左右方向の両端部にそれぞれ
突設された片部３ｃ，３ｄとを一体に備えて合成樹脂からインサート成形されている。
【００３０】
　平板部３ａは長方形の平板状に形成され、その右端側には、接触ばね片部６用の矩形状
の孔部７ａが平板部３ａの上下に貫通して一端側から他端側にかけて３つ並設されるとと
もに、左端側に、上記孔部７ａと同形状の孔部７ｂが孔部７ａと同様にして３つ並設され
ている。また、図３（ａ）に示すように、平板部３ａの左右方向における両端側の下面部
には、ベース３をシェル４に支持させるための凹部８ａ，８ｂ，８ｃが、平板部３ａの左
右方向において各孔部７ａ，７ｂと並行しないようにずらして、他端側から一端側に向け
て凹部８ａ，８ｂ，８ｃの順にそれぞれ並設されている。
【００３１】
　側壁部３ｂは、平板部３ａよりも厚幅の略直方体状を有して平板部３ａの右端部の一端
側から他端側に亘って突設されており、側壁部３ｂの上面部は、平板部３ａの上面部より
も上方に位置している。また、側壁部３ｂの平板部３ａ側を向いた左側面部の上端角部は
面取りされてテーパ面に形成され、このテーパ面がＩＣカード１００を収納部２ａへ誘導
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するガイド部となっている。
【００３２】
　片部３ｃ，３ｄは、平板部３ａよりも厚幅の略直方体状に形成されて、両片部３ｃ，３
ｄの上面部が平板部３ａの上面部より上方に位置している。また、片部３ｃ，３ｄの互い
に対向する面の上端側には、可動係止体５を摺動自在に支持するためのスライドリブ９ａ
，９ｂがそれぞれ突設され、加えて片部３ｃ，３ｄの下面部からはシェル４をベース３に
取り付けるための嵌入孔１０ａ，１０ｂがそれぞれ開口されている。
【００３３】
　ベース３は、上述の平板部３ａと、側壁部３ｂと、一対の片部３ｃ，３ｄとを一体に備
えてインサート成形され、図３（ａ）に示すように、接触ばね片部６を備えた第１の端子
体１１及び第２の端子体１２をそれぞれ３つずつ一体に備えている。
【００３４】
　第１の端子体１１は、基端部から先端部にいくにつれて上方へ傾斜し、先端部がＩＣカ
ード１００の接触端子１０１に弾接される接触ばね片部６と、基端部から先端部にいくに
つれて下方へ傾斜しプリント基板等の外部回路に接続される端子部１１ａと、接触ばね片
部６の基端部と端子部１１ａの基端部とを一体に連結する長方形の平板状の連結部１１ｂ
とを備えて、弾性を有する導電性の金属板から長尺状に形成されている。
【００３５】
　第２の端子体１２は、上述の接触ばね片部６と、上記端子部１１ａと同様に基端部から
先端部にいくにつれて下方へ傾斜しプリント基板等の外部回路に接続するための端子部１
２ａと、接触ばね片部６の基端部と端子部１２ａの基端部とを一体に連結するコ字状の連
結部１２ｂとを備えるとともに、連結部１２ｂの一方の側片部から他方の側片部に向けて
接触ばね片部６が突出され、連結部１２ｂの他方の側片部から接触ばね片部６の突出方向
と略同方向に端子部１２ａが突出されて、弾性を有する導電性の金属板から鉤状に形成さ
れている。
【００３６】
　各端子体１１，１２は次のようにしてベース３に一体に備えられている。すなわち、各
第１の端子体１１は、図３（ａ）に示すように、孔部７ａの右内側面から左方へ接触ばね
片部６を突出させるとともに、ベース３の側壁部３ｂの右外側面から右方へ端子部１１ａ
を突出させて、ベース３に埋設されている。また、各第２の端子体１２は、図３（ａ）に
示すように、孔部７ｂの右内側面から左方へ接触ばね片部６を突出させるとともに、ベー
ス３の平板部３ａの左外側面から左方へ端子部１２ａを突出させて、ベース３に埋設され
ている。
【００３７】
　このようにしてベース３に備えられた端子体１１，１２の各接触ばね片部６は、それぞ
れ図４（ａ），（ｂ）に示すように、先端部が平板部３ａの上方に位置し、且つ、それぞ
れ対応する孔部７ａ，７ｂによって、上下方向に揺動自在に配置されている。
【００３８】
　可動係止体５は、合成樹脂を用いて略直方体状に形成されており、図２に示すように左
右方向の両側部の下端側には、可動係止体５の一端部及び他端部が開口し片部３ｃ，３ｄ
のスライドリブ９ａ，９ｂがそれぞれ摺動自在に嵌め合わされる溝部５ａ，５ａがそれぞ
れ形成されている。また、図４（ａ）に示すように、可動係止体５の上端部の一端側には
、平板部３ａと反対側の上面部５ｂが、上端側から下端側にいくにしたがって一端側へ突
出するように傾斜するテーパ面に形成されて、収納部２ａの底部となる平板部３ａとでＩ
Ｃカード１００を狭持する三角形状の係止片部５ｃが突設されている。さらに、可動係止
体５の上端部の他端側には、図２に示すように一端側に向けて円弧状にへこんだばね片１
８弾接用の凹部５ｄが形成されている。
【００３９】
　シェル４は、図２に示すように、互いに並行する一対の側片部４ａ，４ｂと、各側片部
４ａ，４ｂの基端側を一体に連結するストッパ部４ｃとを備えて、弾性を有する金属板か



(6) JP 4039408 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

ら略コ字状の枠体に形成されている。
【００４０】
　側片部４ａは、側壁部３ｂの右側面の両端方向における長さ寸法と略同寸法の長尺状に
形成されており、基端側となる一端側の下端部に、平板部３ａの右端側の凹部８ａ，８ｂ
とそれぞれ係合する支持突片１３ａ，１３ｂが、左方に向けて突設されている。また、側
片部４ａの先端側となる他端側の下端部に、片部３ｃの嵌入孔１０ａに嵌入される突部１
４ａを備えた取付部１４が左方に向けて突設されている。尚、突部１４ａは、図３（ｂ）
に示すように先端部を基端部よりも広幅に形成するとともに、該先端部を先細に形成して
あり、これによりベース３の嵌入孔１０ａに挿入し易くし、且つ、嵌入孔１０ａから抜け
難くしてある。
【００４１】
　加えて、取付部１４と該取付部１４に最も近い支持突片１３ａとの間の下端部に、右方
に向けて脚部１５が突設してあり、側片部４ａの脚部１５と支持突片１３ａとの間、支持
突片１３ａ，１３ｂ間、支持突片１３ｂより基端側の下端部に、各第１の端子体１１の端
子部１１ａとシェル４との短絡防止のための切欠部１６がそれぞれ形成されている。
【００４２】
　側片部４ｂは、図３（ａ）～（ｃ）に示すように、側片部４ａよりも長い長尺状に形成
されるとともに、高さ寸法を平板部３ａの厚さ寸法よりも大きく形成されており、基端側
となる一端側の下端部に、平板部３ａの左端側の凹部８ａ，８ｂ，８ｃとそれぞれ係合す
る支持突片１３ａ，１３ｂ，１３ｃが右方に向けて突設されている。また、側片部４ｂの
先端側となる他端側の下端部に、片部３ｄの嵌入孔１０ｂに嵌入される突部１７ａを備え
た取付部１７が右方に向けて突設されている。尚、突部１７ａは、上記の突部１４ａと同
様に先端部を基端部よりも広幅に形成するとともに、該先端部を先細に形成してあり、こ
れによりベース３の嵌入孔１０ｂに挿入し易くし、且つ、嵌入孔１０ｂから抜け難くして
ある。
【００４３】
　加えて、図３（ｃ）に示すように、取付部１７と該取付部１７に最も近い支持突片１３
ａとの間の下端部、及び側片部４ｂの基端部の下端部に、左方に向けてそれぞれ脚部１５
，１５が突設されており、側片部４ｂの先端側の脚部１５と支持突片１３ａとの間、支持
突片１３ａ，１３ｂ間、支持突片１３ｂ，１３ｃ間の下端部に、各第２の端子体１２の端
子部１２ａとシェル４との短絡防止のための切欠部１６がそれぞれ形成されている。さら
に、側片部４ｂの上端部には、上方にいくにつれて左方に傾斜する平板状のガイド片４ｄ
が一体に突設されており、このガイド片４ｄがＩＣカード１００を収納部２ａ内へ誘導す
るガイド部となっている。
【００４４】
　ストッパ部４ｃは、側片部４ｂの基端部に、側片部４ｂに対して垂直右方向に一体に突
設された長辺部１９ａと、長辺部１９ａの先端部に突設されて先端部にいくにしたがって
他端側へ傾斜し、先端部が側片部４ａの基端部に一体に連結された短辺部１９ｂとを有し
てＩＣカード１００の一端部と当接する略く字状に形成されている。長辺部１９ａの上端
部には、収納部２ａの底部となる平板部３ａとでＩＣカード１００の一端部を狭持する平
板状の固定係止部２０を他端側に向けて突設するとともに、この固定係止部２０の先端部
を図５（ａ）に示すように上方へ湾曲するように形成してあり、これによりＩＣカード１
００の一端部を固定係止部２０と平板部３ａとの間に挿し入れ易くしてある。また、短辺
部１９ｂの下端部には、右方に向けて脚部１５が突設されるとともに、平板部３ａの右端
側の凹部８ｃと係合する支持突片１３ｃが左方に向けて突設されている。　
【００４５】
　このように形成されたシェル４の側片部４ｂの先端部には、可動係止体５をボディ２の
一端側へ付勢するためのばね片１８が、基端側から先端側にいくにつれて一端側に近付く
ようにして一体に突設されている。加えて、ばね片１８の先端部は一端側に湾曲する円弧
状に形成されており、これによりばね片１８の先端部を可動係止体５の凹部５ｄの側面に
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弾接させた際に、ばね片１８の先端部と凹部５ｄの側面とがスムーズに摺動できるように
なっている。
【００４６】
　上記のベース３と、シェル４と、可動係止体５とから本実施形態のカード用コネクタ装
置１が構成されており、各部材は次のようにして取り付けられている。
【００４７】
　すなわち、可動係止体５とベース３とは、図３（ａ）に示すように、可動係止体５の係
止片部５ｃをボディ２の一端側に向けるとともに、図３（ｂ）に示すように、可動係止体
５の溝部５ａ，５ａに片部３ｃ，３ｄのスライドリブ９ａ，９ｂをそれぞれ嵌め合わせて
、可動係止体５がスライドリブ９ａ，９ｂに沿って摺動自在に取り付けられている。
【００４８】
　次に、ベース３には、図３（ａ）に示すようにベース３の下方からシェル４が被着され
、ベース３の端子部１１ａ，１１ａ，１１ａがシェル４の側片部４ａの切欠部１６，１６
，１６を、ベース３の端子部１２ａ，１２ａ，１２ａがシェル４の側片部４ｂの切欠部１
６，１６，１６をそれぞれ挿通するとともに、シェル４の両取付部１４，１７の突部１４
ａ，１７ａがベース３の両片部３ｃ，３ｄの嵌入孔１０ａ，１０ｂに下方から各別に嵌入
されている。そして、ベース３の右端側の凹部８ａ，８ｂ，８ｃと側片部４ａの支持突片
１３ａ，１３ｂ及び短辺部１９ｂの支持突片１３ｃとをそれぞれ係合させ、且つベース３
の左端側の凹部８ａ，８ｂ，８ｃと側片部４ｂの支持突片１３ａ，１３ｂ，１３ｃとをそ
れぞれ係合させ、同時に、ばね片１８の先端部を可動係止体５の凹部５ｄの側面に弾接さ
せて、図１（ａ）に示すように、シェル４がベース３に被着されている。このとき、可動
係止体５は、ばね片１８によりボディ２の一端側へ付勢されて、可動係止体５の一端側の
下端部と平板部３ａの他端部とが当接し、且つ可動係止体５の係止片部５ｃがベース３の
平板部３ａの上方において平板部３ａと重複する位置に配置されることになる。
【００４９】
　ところで、シェル４は、上述したように両側片部４ａ，４ｂの長さ寸法をベース３の両
端方向の長さ寸法よりも大きく形成してあるため、シェル４をベース３に被着した際には
、図１（ａ）に示すように、ベース３の平板部３ａの一端側とシェル４のストッパ部４ｃ
とが所定の間隙を有して配置されることになる。そのため、ＩＣカード１００をカード用
コネクタ装置１の収納部２ａに挿し入れる際に、図５（ａ）に示すように、この間隙をＩ
Ｃカード１００の一端部の移動用スペースとして用いることができ、そのためＩＣカード
１００の一端部が収納部２ａの底部である平板部３ａに当たってＩＣカード１００の移動
が妨げられることがなくなるとともに、ＩＣカード１００の収納部２ａへの挿し込み角度
を大きくとることができる。これにより、ＩＣカード１００を収納部２ａに収納し易くな
って、ＩＣカード１００のカード用コネクタ装置１への取付作業が容易に行えるようにな
る。また、このような移動用スペースを設けることで固定係止部２０の長さ寸法を十分に
確保することができるようになり、ＩＣカード１００をカード用コネクタ装置１に強固に
取り付けることができるようになる。
【００５０】
　このようにして本実施形態のカード用コネクタ装置１は構成されており、このカード用
コネクタ装置１のボディ２には、平板部３ａを底部とし、ベース３の側壁部３ｂ及び片部
３ｃ，３ｄと、シェル４の側片部４ｂ及びストッパ部４ｃとを周壁とするＩＣカード１０
０用の収納部２ａが形成され、加えて上述した側壁部３ｂの左側面部のテーパ面と側片部
４ｂのガイド片４ｄとによって、収納部２ａの開口縁部にＩＣカード１００を収納部２ａ
に誘導するガイド部が構成されている。また、ＩＣカード１００をカード用コネクタ装置
１に取り付ける際にはストッパ部４ｃがＩＣカード１００の一端部と当接してＩＣカード
１００が位置決めされるため、ＩＣカード１００の取付作業をさらに容易に行うことがで
きる。
【００５１】
　次にカード用コネクタ装置１にＩＣカード１００を取り付ける際のカード用コネクタ装
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置１の動作について、図４及び図５を用いて説明する。
【００５２】
　カード用コネクタ装置１にＩＣカード１００を取り付ける際には、図５（ａ）に示すよ
うに、ＩＣカード１００の一端部を下方に向けて、該一端部を収納部２ａの固定係止部２
０の下方へ挿し入れていくとともに、図４（ａ）に示すように、ＩＣカード１００の他端
部を下方へ押し込んでいく。このとき、側片部４ｂのガイド片４ｄと側壁部３ｂのテーパ
面とがＩＣカード１００を収納部２ａへ誘導するガイド部としての役割を果たすので、Ｉ
Ｃカード１００を収納部２ａに挿し入れ易くなっている。また、ベース３とシェル４のス
トッパ部４ｃとの間に間隙が設けられているので、この間隙を通してＩＣカード１００の
一端部をストッパ部４ｃ側へ移動させることができ、そのためＩＣカード１００の一端部
が収納部２ａの底部に当たってＩＣカード１００の移動が妨げられることがなく、これに
よってもＩＣカード１００を収納部２ａに挿し入れ易くなっている。
【００５３】
　このようにＩＣカード１００を押し込んでいくと、やがて図５（ｂ）に示すようにＩＣ
カード１００の他端部の下端が可動係止体５の上面部５ｂに当接する。ここからさらにＩ
Ｃカード１００の他端部を押し込んでいくと、ＩＣカード１００の他端部は、可動係止体
５の上面部５ｂに沿って下方へ摺動していき、このとき可動係止体５はＩＣカード１００
の押し込みによる外力によって、ばね片１８の付勢に抗して固定係止部２０から離間する
方向、すなわちボディ２の他端側へスライドリブ９ａ，９ｂに沿って移動していき、やが
て係止片部５ｃが平板部３ａと重複しない位置まで移動して、ＩＣカード１００を収納部
２ａに収納できるようになる。そして、ＩＣカード１００が収納部２ａに収納されると、
ＩＣカード１００はその一端部がストッパ部４ｃに当接されて位置決めされるとともに、
ＩＣカード１００の最も一端側に位置する接触端子１０１はベース３とシェル４との間隙
からボディ２の下方に露出し、残りの接触端子１０１には図４（ｂ）に示すように平板部
３ａから突出した接触ばね片部６が弾接される。
【００５４】
　このように収納部２ａに位置したＩＣカード１００は、各接触ばね片部６の付勢力によ
って平板部３ａから浮き上がろうとするが、ＩＣカード１００は一端部が固定係止部２０
と平板部３ａとで狭持されるとともに、他端部が、図１（ｂ）及び図４（ａ）に示すよう
にＩＣカード１００からの外力から開放されてばね片１８により元の位置に復帰した可動
係止体５の係止片部５ｃと平板部３ａとで狭持されるから、ＩＣカード１００を平板部３
ａから浮き上がることなく確実に収納部２ａに固定することができる。
【００５５】
　また、カード用コネクタ装置１からＩＣカード１００を取り外す際には、可動係止体５
をばね片１８の付勢に抗してボディ２の他端側へ移動させて、係止片部５ｃと平板部３ａ
とによるＩＣカード１００の他端部の狭持状態を解除すれば、ＩＣカード１００は接触ば
ね片部６によってカード用コネクタ装置１の上方へ浮き上がるから、カード用コネクタ装
置１からＩＣカード１００を簡単に取り外すことができる。
【００５６】
　本実施形態のカード用コネクタ装置１によれば、ボディ２に設けた固定係止部２０と可
動係止体５とでＩＣカード１００を収納部２ａに固定してＩＣカード１００をカード用コ
ネクタ装置１に取り付けることができるため、別途カバーやカードホルダー等を用いる必
要が無くなり、これにより簡単な構造でコンパクトなカード用コネクタ装置１を得ること
ができる。また、可動係止体５のボディ２の両端方向への移動によってＩＣカード１００
のカード用コネクタ装置１への着脱作業を行えるため、ＩＣカード１００の着脱作業を容
易に行うことができる。しかも、可動係止体５にテーパ面を形成してあるため、ＩＣカー
ド１００の他端部で上面部５ｂを押し込むことで可動係止体５をばね片１８の付勢に抗し
て移動させることができ、これによりＩＣカード１００をワンタッチでカード用コネクタ
装置１に取り付けることができ、またＩＣカード１００を取り外す際には、可動係止体５
を他端側に移動させて平板部３ａとによるＩＣカード１００の狭持を解除すれば、接触ば
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ね片部６の付勢によりＩＣカード１００が収納部２ａから浮き上がることになり、これに
よりＩＣカード１００を容易にカード用コネクタ装置１から取り外すことができる。また
、カード用コネクタ装置１を、ベース３、シェル４、及び可動係止体５の３部品から構成
することができるため、部品点数を削減でき、これによりさらに簡単な構造となり、また
組立作業を容易に行うことができる。
【００５７】
　（基本形態）
　上述したように実施形態のカード用コネクタ装置１は、ベース３、シェル４、及び可動
係止体５の３部品から構成してあるが、本基本形態のカード用コネクタ装置２１は、さら
に部品点数を少なくして、図６（ａ），（ｂ）に示すように、可動係止体とその付勢手段
となるばね片を一体に備えた係止金具２２と、固定係止部、第１の端子体、及び第２の端
子体を一体に備えたボディ２６との２部品から構成したことに特徴があり、上記の実施形
態と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略する。
【００５８】
　係止金具２２は、図７に示すように、可動係止体２３と一対のばね片２４，２４とを一
体に備えて弾性を有する金属板から形成され、一対のばね片２４，２４の各先端部に同一
の可動係止体２３が一体に突設されている。
【００５９】
　ばね片２４は、長尺状の長辺部２４ａと、該長辺部２４ａの基端部から上方へ向けて延
設された矩形枠状の短辺部２４ｂとを備えて略Ｌ字状に形成され、短辺部２４ｂはボディ
２６の他端側へ折り曲げられて逆Ｖ字状に形成されている。
【００６０】
　この一対のばね片２４，２４の各先端部は、平板状の橋絡片２３ａにより直線状に一体
に連結され、該橋絡片２３ａの上端部にはボディ２６の一端側へ係止部２３ｂが突設され
、該係止部２３ｂの先端部には係止部２３ｂから上方へいくほど他端側に傾斜する斜辺部
２３ｃが突設されている。この橋絡片２３ａと係止部２３ｂと斜辺部２３ｃとから可動係
止体２３が構成され、係止部２３ｂと斜辺部２３ｃとが可動係止体２３の係止片部２３ｄ
となっている。また、この係止片部２３ｄの略中央部には、係止部２３ｂと斜辺部２３ｃ
に亘って矩形状の孔部２５が形成されている。
【００６１】
　ボディ２６は、図８（ａ）に示すように、インサート成形されて略中央部にＩＣカード
１００の収納部２６ａが形成された箱状のボディ本体２７に、３つの第１の端子体１１と
、３つの第２の端子体１２と、一対の固定係止部２８，２８とを一体に備えている。
【００６２】
　ボディ本体２７は、合成樹脂を用いてＩＣカード１００の外形よりもやや大きめに形成
された凹部からなるＩＣカード１００の収納部２６ａを有する略直方体の箱状に形成され
、収納部２６ａの一端側の内側面がＩＣカード１００の一端部と当接してＩＣカード１０
０の位置決めをするストッパとなっている。また、収納部２６ａの底部２７ａは、図８（
ｃ）に示すように、その一端側の上面部２７ｂが該一端側にいくにつれて下方に向かって
傾斜する傾斜面に形成されて、ＩＣカード１００の取付時にＩＣカード１００の一端部を
一時的に挿し入れる移動用スペースが設けられており、また上面部２７ｂの左右方向の両
端側には、それぞれ底部２７ａの表裏に貫通する矩形状の接触孔２７ｃ，２７ｃが形成さ
れている。加えて、底部２７ａの右端側には、接触ばね片部６用の矩形状の孔部２９ａが
底部２７ａの上下に貫通して一端側から他端側にかけて３つ並設されるとともに、長手方
向の左端側に、上記孔部２９ａと同形状の孔部２９ｂが孔部２９ａと同様に３つ並設され
ている。さらに、収納部２６ａは、図８（ａ）に示すように、ボディ本体２７の左右方向
の両端側、及び他端側の開口縁部が底部２７ａに向かって傾斜するテーパ面２７ｄに形成
されており、このテーパ面２７ｄがＩＣカード１００を収納部２６ａに誘導するガイド部
となっている。
【００６３】
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　さらに、ボディ本体２７の他端側の下部には、図８（ａ），（ｂ）に示すように、係止
金具２２をボディ２６に取り付けるための取付穴部３０が形成されている。取付穴部３０
は、左右方向の両端部に、ばね片２４の基端部となる短辺部２４ｂがそれぞれ嵌入される
一対の第１の穴部３０ａ，３０ａと、両穴部３０ａ，３０ａに亘って溝状に形成され、両
ばね片２４の長辺部２４ａ及び可動係止体２３がボディ２６の両端方向に移動自在に挿し
入れられる第２の穴部３０ｂとを有している。
【００６４】
　第１の穴部３０ａは、図８（ｃ）に示すように、ボディ本体２７の表裏に貫通する矩形
状の孔であり、この第１の穴部３０ａの内側面には、ボディ本体２７の一端側の上端部に
、短辺部２４ｂの折曲部位が下面部に当接される第１のリブ３１ａが突設されるとともに
、ボディ本体２７の他端側の下端部に、短辺部２４ｂの先端部が上面部に当接される第２
のリブ３１ｂが突設され、これら第１のリブ３１ａ及び第２のリブ３１ｂが係止金具２２
の抜け止めとなっている。
【００６５】
　第２の穴部３０ｂは、図８（ａ）に示すように、ボディ本体２７の左右方向の両端部で
第１の穴部３０ａ，３０ａとそれぞれ連通し、この左右方向の両端部から中央側へいくに
つれて、ボディ本体２７の他端側へ広がる溝状に形成されて、係止金具２２がボディ２６
の他端側へ撓むことができるようになっている。また、第２の穴部３０ｂの中央部は、係
止片部２３ｄを収納部２６ａの上方へ突出させるためにボディ本体２７の他端側から収納
部２６ａの底部２７ａに亘って開口している。
【００６６】
　一方、ボディ本体２７の他端側には、その左右方向の略中央部の上面部に、矩形状の突
部３３が一体に突設され、該突部３３の一端側の側面部３３ａは、可動係止体２３の斜辺
部２３ｃと同様に下方から上方へいくにつれてボディ２６の他端側に向かうように傾斜す
るとともに、この側面部３３ａには、係止片部２３ｄに形成された孔部２５に突退出自在
な矩形状の押えリブ３３ｂが突設してある。
【００６７】
　而して、ボディ２６はインサート成形されて、図８（ａ）に示すように、接触ばね片部
６を備えた第１の端子体１１及び第２の端子体１２をそれぞれ３つずつ一体に備えるとと
もに、一対の固定係止部２８，２８を一体に備え、各端子体１１，１２及び固定係止部２
８は、次のようにして配置されている。
【００６８】
　すなわち、各第１の端子体１１は、図８（ａ）に示すように、孔部２９ａの右内側面か
ら左方へ接触ばね片部６を突出させるとともに、ボディ本体２７の右外側面から右方へ端
子部１１ａを突出させて、ボディ本体２７に埋設されている。また、各第２の端子体１２
は、図８（ａ）に示すように、孔部２９ｂの右内側面から左方へ接触ばね片部６を突出さ
せるとともに、ボディ本体２７の左外側面から左方へ端子部１２ａを突出させて、ボディ
本体２７に埋設されている。このようにして配置された各端子体１１，１２の接触ばね片
部６は、それぞれ図８（ｂ）に示すように、先端部が底部２７ａの上方に位置し、且つ、
それぞれ対応する孔部２９ａ，２９ｂによって、上下方向に揺動自在に配置されている。
【００６９】
　一方、固定係止部２８は、底部２７ａとでＩＣカード１００の一端部を狭持する平板部
２８ａと、平板部２８ａの基端部に一体に突設された長尺状の端子部２８ｂとを備えて導
電性の金属板から略Ｌ字状に形成され、平板部２８ａの先端部はＩＣカード１００を収納
部２６ａに挿し入れ易くするために図８（ｃ）に示すように、上方に向けて湾曲するよう
に形成されている。
【００７０】
　この固定係止部２８，２８は、図８（ａ）に示すように、各平板部２８ａ，２８ａをボ
ディ本体２７の一端側から他端側に向けて収納部２６ａの接触孔２７ｃ，２７ｃとそれぞ
れ重複するように突出させるとともに、各端子部２８ｂ，２８ｂをボディ本体２７の左右
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方向における両側面部からそれぞれ突出させて、ボディ本体２７に埋設されている。
【００７１】
　以上により構成された係止金具２２とボディ２６とから本基本形態のカード用コネクタ
装置２１が構成されており、係止金具２２はボディ２６に次のようにして取り付けられて
いる。
【００７２】
　すなわち、係止金具２２は、ボディ２６の下方から取付穴部３０に挿し入れられ、可動
係止体２３を第２の穴部３０ｂの中央部から収納部２６ａの上方へ突出させるとともに、
両ばね片２４の短辺部２４ｂを撓めてそれぞれ第１の穴部３０ａに嵌入して、両短辺部２
４ｂの折曲部位を第１のリブ３１ａの下面部に当接させてボディ２６に取り付けられてい
る。このように係止金具２２をボディ２６に取り付けた際には、嵌入時は撓められていた
短辺部２４ｂが復帰して、短辺部２４ｂの先端部が第２のリブ３１ｂの上面部に当接する
ことになるから、係止金具２２がボディ２６から脱落することを防止できる。また、図８
（ｃ）に示すように、係止金具２２の係止部２３ｂの上面部には、突部３３に突設された
押えリブ３３ｂが当接されることになり、これにより底部２８ａとでＩＣカード１００を
狭持した際に、ＩＣカード１００に弾接する接触ばね片部６の付勢力によって係止部２３
ｂが上方向へ撓ませられて変形してしまうことを防止することができる。
【００７３】
　上記のようにして本基本形態のカード用コネクタ装置２１は構成されており、次にカー
ド用コネクタ装置２１にＩＣカード１００を取り付ける際のカード用コネクタ装置２１の
動作について説明する。
【００７４】
　このカード用コネクタ装置２１にＩＣカード１００を取り付ける際には、図９に示すよ
うに、ＩＣカード１００の一端部を下方に向けて、該一端部を収納部２６ａの固定係止部
２８と上面部２７ｂとの間に挿し入れていくとともに、ＩＣカード１００の他端部を下方
へ押し込んでいく。このとき、上述したように、ボディ本体２７に形成したテーパ面２７
ｄがＩＣカード１００を収納部２６ａへ誘導するガイド部となり、これによりＩＣカード
１００を収納部２６ａに挿し入れ易くなっている。また、上面部２７ｂを上述したように
傾斜させているので、このスペースを通してＩＣカード１００の一端部を移動させること
ができ、そのためＩＣカード１００の一端部が底部２７ａに当たってＩＣカード１００の
移動が妨げられることがなく、これによってもＩＣカード１００を収納部２６ａに挿し入
れ易くなっている。
【００７５】
　上記のようにＩＣカード１００を押し込んでいくと、やがてＩＣカード１００の他端部
の下端が可動係止体２３の斜辺部２３ｃに当接する。ここからさらにＩＣカード１００の
他端部を押し込んでいくと、ＩＣカード１００の他端部は、可動係止体２３の斜辺部２３
ｃに沿って下方へ摺動していき、このとき可動係止体２３はＩＣカード１００の押し込み
による外力によって、両ばね片２４の付勢に抗して固定係止部２８から離間する方向、す
なわちボディ２６の他端側へ移動し、やがて係止片部２３ｄがＩＣカード１００の移動を
妨げない位置まで移動して、ＩＣカード１００を収納部２６ａに収納できるようになる。
このとき係止部２３ｂの変形を防止するための押えリブ３３ｂは、係止辺部２３ｄの孔部
２５を挿通するため、可動係止体２３の移動の邪魔になることがない。
【００７６】
　そして、ＩＣカード１００が収納部２６ａに収納された際には、ＩＣカード１００は一
端部がストッパとなる収納部２６ａの一端側の内側面に当接されて位置決めされるととも
に、ＩＣカード１００の最も一端側に位置する接触端子１０１が、両接触孔２７ｃ，２７
ｃからボディ２６の下方に露出し、残りの接触端子１０１に図８（ｂ）に示すように底部
２７ａから突出した接触ばね片部６がそれぞれ弾接される。　
【００７７】
　このように収納部２６ａに位置したＩＣカード１００は、各接触ばね片部６の付勢力に
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よって収納部２６ａから浮き上がろうとするが、その一端部が固定係止部２８，２８と底
部２７ａとで狭持されるとともに、他端部が、図６（ｂ）及び図８に示すようにＩＣカー
ド１００からの外力から開放されてばね片２４，２４により元の位置に復帰した可動係止
体２３の係止片部２３ｄと収納部２６ａの底部２７ａとで狭持されるから、ＩＣカード１
００をカード用コネクタ装置２１の収納部２６ａから浮き上がることなく確実に収納部２
６ａに固定することができる。
【００７８】
　カード用コネクタ装置２１からＩＣカード１００を取り外す際には、可動係止体２３を
ばね片２４の付勢に抗してボディ２６の他端側へ移動させて、係止片部２３ｄと底部２７
ａとによるＩＣカード１００の他端部の狭持状態を解除すれば、ＩＣカード１００は接触
ばね片部６によってカード用コネクタ装置２１の上方へ浮き上がるから、カード用コネク
タ装置２１からＩＣカード１００を簡単に取り外すことができる。
【００７９】
　本基本形態のカード用コネクタ装置２１によれば、上記の実施形態と同様に、ボディ２
６に設けた固定係止部２８と可動係止体２３とでＩＣカード１００を収納部２６ａに固定
してＩＣカード１００をカード用コネクタ装置２１に取り付けることができるため、別途
カバーやカードホルダー等を用いる必要が無くなり、これにより簡単な構造でコンパクト
なカード用コネクタを得ることができ、且つ可動係止体２３のボディ２６の両端方向への
移動によってＩＣカード１００のカード用コネクタ装置２１への着脱作業を行えるため、
ＩＣカード１００の着脱作業を容易に行うことができる。加えて、本基本形態のカード用
コネクタ装置２１は、係止金具２２とボディ２６の２部品で構成してあるので、上記の実
施形態よりもさらに簡単な構造で、且つ安価なコンパクトなカード用コネクタ装置を得る
ことができ、しかも、係止金具２２をボディ２６に挿し入れるだけで係止金具２２をボデ
ィ２６に取り付けることができるから、係止金具２２の取り付けをワンタッチで行え、簡
単に組立てることができる。
【００８０】
　ところで、本基本形態の固定係止部は、上述したように金属板から形成されるものに限
られるものではなく、合成樹脂から形成してボディに一体に形成することとしてもよく、
このときのカード用コネクタ装置２１´を図１０及び図１１に示す。
【００８１】
　このカード用コネクタ装置２１´のボディ３４は、図１０（ａ）に示すように、インサ
ート成形されて略中央部にＩＣカード１００の収納部３４ａが形成された箱状のボディ本
体３５に、３つの第１の端子体１１と、３つの第２の端子体１２とを一体に備えている。
【００８２】
　ボディ本体３５は、合成樹脂を用いてＩＣカード１００の外形よりもやや大きめに形成
された凹部からなるＩＣカード１００の収納部３４ａを有する略直方体の箱状に形成され
ている。この収納部３４ａの底部３５ａは、図１０（ａ）に示すように、底部３５ａの一
端側に底部３５ａの表裏に貫通する開口部３５ｂが形成され、この開口部３５ｂが、ＩＣ
カード１００の取付時に、ＩＣカード１００の一端部を一時的に挿し入れるためのスペー
スとなっている。
【００８３】
　加えて、底部３５ａの右端側には、接触ばね片部６用の矩形状の孔部３６ａが底部３５
ａの上下に貫通して一端側から他端側にかけて３つ並設されるとともに、左端側に、上記
孔部３６ａと同形状の孔部３６ｂが孔部３６ａと同様にして３つ並設されている。さらに
、ボディ本体３５の左端側の下面部には、各孔部３６ｂと左右方向において並行するよう
に矩形状の溝部３７が形成されている。
【００８４】
　また、収納部３４ａは、図１０（ａ）に示すように、ボディ本体３５の左右方向の両端
側、及び他端側の開口縁部が底部３５ａに向かって傾斜するテーパ面３５ｃに形成されて
おり、このテーパ面３５ｃがＩＣカード１００を収納部３４ａに誘導するガイド部となっ
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ている。加えて、収納部３４ａの一端側の内側面には、その上端部に他端側へ向けて平板
状の固定係止部３５ｄが一体に突設され、この固定係止部３５ｄは、ボディ３４の他端側
の下端角部が面取りされてテーパ状に形成され、これにより、ＩＣカード１００を収納部
３４ａに挿し入れ易くしてある。
【００８５】
　一方、ボディ本体３５の他端側の下面側には、係止金具２２を取り付けるために、図１
０（ｃ）及び図１１（ａ）～（ｂ）に示すように、上述の取付穴部３０が形成されている
。また、ボディ本体３５の他端側の上面部には、上述の突部３３が一体に突設されている
。
【００８６】
　このようにしてボディ３４は、インサート成形されて、図１０（ａ）に示すように接触
ばね片部６を備えた第１の端子体１１及び第２の端子体１２をそれぞれ３つずつ一体に備
え、各端子体１１，１２は、次のようにして配置されている。
【００８７】
　すなわち、各第１の端子体１１は、図１０（ａ）に示すように、孔部３６ａの右内側面
から左方へ接触ばね片部６を突出させるとともに、ボディ本体３５の右外側面から右方へ
端子部１１ａを突出させて、ボディ本体３５に埋設されている。また、各第２の端子体１
２は、図１０（ａ）に示すように、孔部３６ｂの右内側面から左方へ接触ばね片部６を突
出させるとともに、各孔部３６ｂにそれぞれ対応する溝部３７の右内側面から左方へ端子
部１２ａを突出させて、ボディ本体３５に埋設されている。このようにして配置された各
端子体１１，１２の接触ばね片部６は、それぞれ図１０（ｂ）に示すように、先端部が底
部３５ａの上方に位置し、且つ、それぞれ対応する孔部３６ａ，３６ｂによって、上下方
向に揺動自在に配置されている。
【００８８】
　このように構成されたボディ３４には、係止金具２２が上述したように取り付けられて
カード用コネクタ装置２１´が構成され、次にカード用コネクタ装置２１´にＩＣカード
１００を取り付ける際のカード用コネクタ装置２１´の動作について説明する。
【００８９】
　このカード用コネクタ装置２１´にＩＣカード１００を取り付ける際には、図１１（ａ
）に示すように、ＩＣカード１００の一端部を下方に向けて、該一端部を収納部３４ａの
固定係止部３５ｄの下面側へ挿し入れていくとともに、ＩＣカード１００の他端部を下方
へ押し込んでいく。このとき、上述したように、ボディ本体３５に形成したテーパ面３５
ｃがＩＣカード１００を収納部３４ａへ誘導するガイド部となり、これによりＩＣカード
１００を収納部３４ａに挿し入れ易くなっている。また、底部３５ａに開口部３５ｂを形
成しているので、この開口部３５ｂをＩＣカード１００の一端部の移動用スペースとして
用いることができ、そのためＩＣカード１００の一端部が収納部３４ａの底部３５ａに当
たってＩＣカード１００の移動が妨げられることがなくなるとともに、ＩＣカード１００
の収納部３４ａへの挿し込み角度を大きくとることができる。これにより、ＩＣカード１
００を収納部３４ａに収納し易くなって、ＩＣカード１００のカード用コネクタ装置２１
´への取付作業が容易に行えるようになる。また、このような移動用スペースを設けるこ
とで固定係止部３５ｄの長さ寸法を十分に確保することができるようになり、ＩＣカード
１００をカード用コネクタ装置２１´に強固に取り付けることができるようになる。
【００９０】
　上記のようにＩＣカード１００を押し込んでいくと、やがてＩＣカード１００の他端部
の下端が可動係止体２３の斜辺部２３ｃに当接する。ここからさらにＩＣカード１００の
他端部を押し込んでいくと、ＩＣカード１００の他端部は、可動係止体２３の斜辺部２３
ｃに沿って下方へ摺動していき、このとき可動係止体２３はＩＣカード１００の押し込み
による外力によって、両ばね片２４の付勢に抗して固定係止部３５ｄから離間する方向、
すなわちボディ３４の他端側へ移動し、やがて係止片部２３ｄがＩＣカード１００の移動
を妨げない位置まで移動して、ＩＣカード１００を収納部３４ａに収納できるようになる
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。このとき係止部２３ｂの変形を防止するための押えリブ３３ｂは、係止辺部２３ｄの孔
部２５を挿通するため、可動係止体２３の移動の邪魔になることがない。
【００９１】
　そして、ＩＣカード１００が収納部３４ａに収納された際には、ＩＣカード１００は一
端部がストッパとなる収納部３４ａの一端側の内側面に当接されて位置決めされるととも
に、最も一端側に位置する接触端子１０１が、開口部３５ｂからボディ３４の下方に露出
し、残りの接触端子１０１に図１０（ｂ）に示すように底部３５ａから突出した接触ばね
片部６がそれぞれ弾接される。
【００９２】
　このように収納部３４ａに位置したＩＣカード１００は、各接触ばね片部６の付勢力に
よって収納部３４ａから浮き上がろうとするが、その一端部が固定係止部３５ｄと底部３
５ａとで狭持されるとともに、他端部が、図１０（ａ）及び図１１（ａ）に示すようにＩ
Ｃカード１００からの外力から開放されて両ばね片２４により元の位置に復帰した可動係
止体２３の係止片部２３ｄと収納部３４ａの底部３５ａとで狭持されるから、ＩＣカード
１００をカード用コネクタ装置２１´の収納部３４ａから浮き上がることなく確実に収納
部３４ａに固定することができる。
【００９３】
　カード用コネクタ装置２１´からＩＣカード１００を取り外す際には、可動係止体２３
をばね片２４の付勢に抗してボディ３４の他端側へ移動させて、係止片部２３ｄと底部３
５ａとによるＩＣカード１００の他端部の狭持状態を解除すれば、ＩＣカード１００は接
触ばね片部６によってカード用コネクタ装置２１´の上方へ浮き上がるから、カード用コ
ネクタ装置２１´からＩＣカード１００を簡単に取り外すことができる。
【００９４】
　このカード用コネクタ装置２１´によれば、上記のカード用コネクタ装置２１と同様の
効果を奏することができ、加えて、固定係止部を合成樹脂から形成してボディ３４に一体
に形成してあるので、固定係止部を金属板から形成した上記のカード用コネクタ装置２１
に比べて製造コストを低く抑えることができる。
【００９５】
　尚、本発明のカード用コネクタ装置は、本基本形態及び上記の実施形態に示すような接
触ばね片部を６つ備えたものに限られるものではなく、また、使用するＩＣカードもｍｉ
ｎｉ－ＵＩＣＣに限られるものではなく、その他一般的に使用されるＩＣカードやＳＩＭ
カード等を使用することができ、加えて、カード用コネクタ装置の形状も使用するＩＣカ
ードの形状に応じて好適な形状に形成して用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】（ａ）は、本発明の実施形態のカード用コネクタ装置の斜視図であり、（ｂ）は
、ＩＣカードが取り付けられた同上のカード用コネクタ装置を示す斜視図である。
【図２】同上のカード用コネクタ装置の分解斜視図である。
【図３】（ａ）は、ＩＣカードが取り付けられた同上のカード用コネクタ装置のＩＣカー
ドを透過した上面図であり、（ｂ）は、同上のカード用コネクタ装置の側面図であり、（
ｃ）は、同上のカード用コネクタ装置の可動係止体を省略した他方からの側面図である。
【図４】（ａ）は、図３（ａ）のＡ－Ａ矢視線における概略断面図であり、（ｂ）は、図
３（ａ）のＢ－Ｂ矢視線における部分断面図である。
【図５】（ａ）は、同上のカード用コネクタ装置のＩＣカード取付時の斜視図であり、（
ｂ）は、同上のカード用コネクタ装置のＩＣカード取付時のその他の斜視図である。
【図６】（ａ）は、本発明の基本形態のカード用コネクタ装置の斜視図であり、（ｂ）は
、ＩＣカードが取り付けられた同上のカード用コネクタ装置を示す斜視図である。
【図７】同上のカード用コネクタ装置の係止金具を示す斜視図である。
【図８】（ａ）は、ＩＣカードが取り付けられた同上のカード用コネクタ装置のＩＣカー
ドを透過した上面図であり、（ｂ）は、同上のカード用コネクタ装置の側面図であり、（
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ｃ）は、同上のカード用コネクタ装置の一部を透視した側面図である。
【図９】同上のカード用コネクタ装置のＩＣカードを透過した斜視図である。
【図１０】（ａ）は、同上の他のカード用コネクタ装置のＩＣカードを透過した上面図で
あり、（ｂ）は、同上のカード用コネクタ装置の一部を透視した側面図であり、（ｃ）は
、同上のカード用コネクタ装置の一部を省略した下面図である。
【図１１】（ａ）は、同上のカード用コネクタ装置の一部を透視した側面図であり、（ｂ
）は、図１０（ａ）のＡ－Ａ矢視線における部分断面図であり、（ｃ）は、図１０（ａ）
のＢ－Ｂ矢視線における部分断面図である。
【符号の説明】
【００９７】
　　１　　カード用コネクタ装置
　　２　　ボディ
　　２ａ　収納部
　　３ａ　平板部
　　５　　可動係止体
　　５ｂ　上面部
　　５ｃ　係止片部
　　６　　接触ばね片部
　１８　　ばね片
　２０　　固定係止部
１００　　ＩＣカード
１０１　　接触端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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