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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンタクトを収容するハウジングと、
　前記ハウジングの背面側に取り付けられ、前記ハウジングに収容されたコンタクトに接
続された電線を覆うワイヤカバーと、
　一対の側板及び該両側板を互いに連結する連結部を有し、前記ワイヤカバーの背面側を
跨いだ状態で前記ハウジングに対して回転させることが可能となるように取り付けられた
レバーと、
　前記ワイヤカバーの背面に設けられ、前記レバーの回転を阻止するロック部材と、
　を備え、
　前記レバーを一方側に向かって回転させることによって相手コネクタとの嵌合が解除さ
れ、前記レバーを他方側に向かって回転させて、該レバーを嵌合完了位置に配置すること
によって相手コネクタとの嵌合が完了するレバー式コネクタであって、
　前記ロック部材が、板ばね部と、該板ばね部に設けられたロック片及び解除用凸部とを
有し、
　前記板ばね部が、一端部が前記ワイヤカバーの背面に固定され、他端部が自由端となる
ように形成されるとともに、前記レバーが嵌合完了位置に配置された状態で、前記一端部
が該レバーの前記連結部の一方側に位置し、前記他端部が該連結部の他方側に位置するよ
うに、該連結部の一方側から該連結部の他方側に向かって延びるように形成され、
　前記ロック片が、嵌合完了位置に配置された前記レバーの前記連結部の一方側に係止す
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るように形成され、
　前記解除用凸部が、前記レバーが前記嵌合完了位置に配置された状態で、該レバーの前
記連結部の他方側に位置し、該連結部の側方まで突出するように設けられていることを特
徴とするレバー式コネクタ。
【請求項２】
　前記連結部の一方側の側面には、前記ロック片が係止する凹部が設けられていることを
特徴とする請求項１記載のレバー式コネクタ。
【請求項３】
　前記ワイヤカバーの背面の前記解除用凸部の両側方には、それぞれ前記解除用凸部が突
出する方向に向かって延びる側壁が設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載
のレバー式コネクタ。
【請求項４】
　前記レバーを一方側に向かって回転させて、該レバーを嵌合解除位置に配置することに
よって相手コネクタとの嵌合の解除が完了し、
　前記ワイヤカバーが、前記電線を導出させる電線引出口を有し、
　該電線引出口が、前記レバーが前記嵌合解除位置に配置された状態で、該レバーの一方
側に設けられていることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項記載のレバー式
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レバーを回転させることによって相手コネクタとの嵌合及び嵌合の解除を行
うレバー式コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車等の分野で用いられる電気コネクタでは多極化が進んでいる。そして、多
極に形成された電気コネクタでは、コネクタ同士の嵌合を行う際及び嵌合を解除する際に
大きな力が必要となる。このため、自動車等の分野では、レバーによる倍力効果を利用し
て相手コネクタとの嵌合及び嵌合の解除を行うレバー式コネクタが使用されている。
　レバー式コネクタでは、レバーを回転させることによって相手コネクタとの嵌合及び嵌
合の解除が行われ、レバーを嵌合完了位置に配置させることによって相手コネクタとの嵌
合が完了する。ここで、レバー式コネクタでは、嵌合完了位置に配置されたレバーの嵌合
解除位置側への回転を阻止するロック部材が設けられている。そして、相手コネクタとの
嵌合が完了した状態のレバー式コネクタでは、ロック部材が嵌合完了位置に配置されたレ
バーの嵌合解除位置側への回転を阻止することによって、相手コネクタとの嵌合が完了し
た状態を維持している。
【０００３】
　しかしながら、相手コネクタとの嵌合が完了した状態のレバー式コネクタでは、ロック
部材に外力が作用することによって、ロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除
される場合がある。そして、レバー式コネクタでは、ロック部材によるレバーのロックが
解除されると、相手コネクタとの嵌合が不完全な状態になる場合がある。
　そこで、従来、ロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除されることを防止す
る構成のレバー式コネクタが開発されている。
【０００４】
　従来、ロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除されることを防止する構成の
レバー式コネクタとして、例えば、図１４に示すものが知られている（特許文献１参照）
。
　図１４は、従来のレバー式コネクタの側面図である。
　図１４に示すレバー式コネクタ１００は、コンタクトを収容するコネクタハウジング１
１０と、コネクタハウジング１１０に対して回転することが可能となるように取り付けら
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れたレバー１２０と、コネクタハウジング１１０の後側に取り付けられたワイヤカバー１
３０とを備えている。
【０００５】
　レバー１２０は、一対の組付脚部１２１及びこれら両組付脚部１２１を互いに連結する
連結部１２２を有している。そして、両組付脚部１２１には、それぞれ相手コネクタ２０
０に設けられたカムピン２１０の引き込み及び押し出しを行うカム溝１２３が設けられて
いる。連結部１２２には、コネクタハウジング１１０に設けられたロック片１１１に係止
するロック爪１２４が設けられている。ロック爪１２４の先端部には、解除操作部１２５
が設けられている。
【０００６】
　ワイヤカバー１３０の背面には、後方に向かって膨らむように形成された誤解除規制部
１３１が設けられている。
　レバー式コネクタ１００では、レバー１２０を嵌合完了位置側に向かって回転させるこ
とによって、両組付脚部１２１のカム溝１２３が、それぞれ相手コネクタ２００のカムピ
ン２１０を引き込む。そして、レバー式コネクタ１００では、レバー１２０を嵌合完了位
置に配置させることによって、連結部１２２のロック爪１２４がコネクタハウジング１１
０のロック片１１１に係止し、相手コネクタ２００との嵌合が完了する。
【０００７】
　そして、相手コネクタ２００との嵌合が完了した状態のレバー式コネクタ１００では、
ワイヤカバー１３０の誤解除規制部１３１によって、レバー１２０のロック爪１２４の解
除操作部１２５に外力が作用し難くなっている。これにより、レバー式コネクタ１００で
は、レバー１２０のロック爪１２４のコネクタハウジング１１０のロック片１１１への係
止が外力によって意図せずに解除されることを防止している。
【特許文献１】特開平１１－３２９５８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一般的に、自動車用のレバー式コネクタは、ワイヤハーネスメーカーで組み立てが行わ
れ、組み立てが完了した状態でワイヤハーネスメーカーからカーメーカーに納入される。
そして、レバー式コネクタが納入されたカーメーカーでは、車両組立工程でレバー式コネ
クタを自動車に搭載するとともにレバー式コネクタと相手コネクタとの嵌合を行う。
　ここで、車両組立工程でレバー式コネクタと相手コネクタとの嵌合を行う際には、まず
、レバー式コネクタのレバーを嵌合解除位置に配置させた状態で相手コネクタとの仮嵌合
を行う必要がある。したがって、カーメーカーにとっては、ワイヤハーネスメーカーから
納入されたレバー式コネクタのレバーが、嵌合解除位置に配置された状態であることが作
業効率上好ましい。
【０００９】
　しかしながら、レバーが嵌合解除位置に配置されたレバー式コネクタでは、レバーの端
部がワイヤカバーの外側に向かって突出した状態となっている。したがって、レバー式コ
ネクタをレバーが嵌合解除位置に配置された状態で搬送すると、搬送中の衝撃によってレ
バーが破損する場合がある。特に、多極に形成されたレバー式コネクタでは、相手コネク
タとの嵌合を行う際の反力が大きくなるため、レバーを大型化することによってレバーに
よる倍力効果を大きくしている。したがって、多極に形成されたレバー式コネクタをレバ
ーが嵌合解除位置に配置された状態で搬送すると、搬送中の衝撃によるレバーの破損が特
に発生し易くなる。
【００１０】
　そこで、一般的に、レバー式コネクタは、レバーを嵌合完了位置に配置するとともに、
該レバーをロック部材によってロックした状態でカーメーカーに納入される。そして、レ
バー式コネクタが納入されたカーメーカーでは、車両組立工程でレバー式コネクタと相手
コネクタとの嵌合を行う際に、ロック部材によるレバーのロックを解除して、レバーを嵌
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合解除位置まで回転させた後に、相手コネクタとの仮嵌合を行う。
【００１１】
　しかしながら、図１４に示すレバー式コネクタ１００では、レバー１２０のロック爪１
２４の解除操作部１２５に外力が作用し難い構成となっている。したがって、レバー式コ
ネクタ１００では、作業者がレバー１２０のロック爪１２４のコネクタハウジング１１０
のロック片１１１への係止を解除する際に時間がかかり、作業効率が低下するという問題
がある。また、レバー式コネクタ１００では、作業者がレバー１２０のロック爪１２４の
コネクタハウジング１１０のロック片１１１への係止を解除する際に、ロック爪１２４又
はロック片１１１を破損する場合があるという問題がある。
【００１２】
　本発明は上記した従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
ロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除されることを防止しつつロック部材に
よるレバーのロックの解除操作を簡単化することが可能なレバー式コネクタを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に係るレバー式コネクタは、コンタクトを収容するハウジングと、
　前記ハウジングの背面側に取り付けられ、前記ハウジングに収容されたコンタクトに接
続された電線を覆うワイヤカバーと、
　一対の側板及び該両側板を互いに連結する連結部を有し、前記ワイヤカバーの背面側を
跨いだ状態で前記ハウジングに対して回転させることが可能となるように取り付けられた
レバーと、
　前記ワイヤカバーの背面に設けられ、前記レバーの回転を阻止するロック部材と、
　を備え、
　前記レバーを一方側に向かって回転させることによって相手コネクタとの嵌合が解除さ
れ、前記レバーを他方側に向かって回転させて、該レバーを嵌合完了位置に配置すること
によって相手コネクタとの嵌合が完了するレバー式コネクタであって、
　前記ロック部材が、板ばね部と、該板ばね部に設けられたロック片及び解除用凸部とを
有し、
　前記板ばね部が、一端部が前記ワイヤカバーの背面に固定され、他端部が自由端となる
ように形成されるとともに、前記レバーが嵌合完了位置に配置された状態で、前記一端部
が該レバーの前記連結部の一方側に位置し、前記他端部が該連結部の他方側に位置するよ
うに、該連結部の一方側から該連結部の他方側に向かって延びるように形成され、
　前記ロック片が、嵌合完了位置に配置された前記レバーの前記連結部の一方側に係止す
るように形成され、
　前記解除用凸部が、前記レバーが前記嵌合完了位置に配置された状態で、該レバーの前
記連結部の他方側に位置し、該連結部の側方まで突出するように設けられていることを特
徴とする。
【００１４】
　請求項１に係るレバー式コネクタでは、ロック部材が、板ばね部と、該板ばね部に設け
られたロック片及び解除用凸部とを有している。また、解除用凸部が、嵌合完了位置に配
置されたレバーの連結部の他方側に位置するように設けられている。これにより、作業者
は、ロック部材によるレバーのロックを解除する際に、指先で解除用凸部を押し込むこと
によってロック片のレバーの連結部への係止を解除しつつ、その指の腹側で連結部の他方
側の側面を引っ張ることによってレバーを一方側に向かって回転させることができる。し
たがって、請求項１に係るレバー式コネクタによれば、ロック部材によるレバーのロック
の解除操作を簡単化することが可能となる。
【００１５】
　また、請求項１に係るレバー式コネクタでは、解除用凸部が、嵌合完了位置に配置され
たレバーの連結部の他方側に設けられている。これにより、嵌合完了位置に配置されたレ
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バーをロック部材によってロックした状態で、解除用凸部がレバーの連結部の他方側に位
置するため、ワイヤカバーの背面側から解除用凸部に外力が作用することを防止できる。
したがって、請求項１に係るレバー式コネクタによれば、ロック部材によるレバーのロッ
クが意図せずに解除されることを防止することが可能となる。
　よって、本願請求項１に係るレバー式コネクタによれば、ロック部材によるレバーのロ
ックが意図せずに解除されることを防止しつつロック部材によるレバーのロックの解除操
作を簡単化することが可能となる。
【００１６】
　また、請求項２に係るレバー式コネクタは、請求項１に係るレバー式コネクタにおいて
、前記連結部の一方側の側面には、前記ロック片が係止する凹部が設けられていることを
特徴とする。
　請求項２に係るレバー式コネクタでは、嵌合完了位置に配置されたレバーをロック部材
によってロックした状態で、ロック部材のロック片がレバーの連結部の凹部の中に隠れる
。
　したがって、本願請求項２に係るレバー式コネクタによれば、ロック片に外力が作用す
ることによってロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除されることを防止する
ことが可能となる。
【００１７】
　また、請求項３に係るレバー式コネクタは、請求項１又は２に係るレバー式コネクタに
おいて、前記ワイヤカバーの背面の前記解除用凸部の両側方には、それぞれ前記解除用凸
部が突出する方向に向かって延びる側壁が設けられていることを特徴とする。
　請求項３に係るレバー式コネクタでは、嵌合完了位置に配置されたレバーをロック部材
によってロックした状態で、解除用凸部がレバーの連結部及び両側壁によって囲まれる。
　したがって、本願請求項３に係るレバー式コネクタによれば、解除用凸部に外力が作用
することによってロック部材によるレバーのロックが意図せずに解除されることを防止す
ることが可能となる。
　さらに、請求項４に係るレバー式コネクタは、請求項１乃至３のうちいずれか１項に係
るレバー式コネクタにおいて、前記レバーを一方側に向かって回転させて、該レバーを嵌
合解除位置に配置することによって相手コネクタとの嵌合の解除が完了し、
　前記ワイヤカバーが、前記電線を導出させる電線引出口を有し、
　該電線引出口が、前記レバーが前記嵌合解除位置に配置された状態で、該レバーの一方
側に設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１乃至４のうちいずれか１項に係るレバー式コネクタによれば、ロック部材によ
るレバーのロックが意図せずに解除されることを防止しつつロック部材によるレバーのロ
ックの解除操作を簡単化することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に本発明の実施形態であるレバー式コネクタを図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態であるレバー式コネクタの上面側及び左右方向の一方側を示
す斜視図である。図２は、図１に示すレバー式コネクタの下面側及び左右方向の他方側を
示す斜視図である。図３は、図１に示すレバー式コネクタの平面図である。図４は、図１
に示すレバー式コネクタの左右方向の一方側を示す側面図である。図５は、図１に示すレ
バー式コネクタの左右方向の他方側を示す側面図である。図６は、図１に示すレバー式コ
ネクタの背面図である。図７は、図１に示すレバー式コネクタを分解した状態を示す斜視
図である。図８は、ハウジングにワイヤカバーを取り付ける途中の状態の下面側及び左右
方向の他方側を示す斜視図である。図９は、レバーの両側板でワイヤカバーを跨いだ状態
を示す斜視図である。図１０は、レバーが嵌合解除位置に配置された状態のレバー式コネ
クタを示す平面図である。図１１は、レバーが嵌合解除位置と嵌合完了位置との間に配置
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された状態のレバー式コネクタを示す平面図である。図１２は、レバーが嵌合完了位置に
配置された状態のレバー式コネクタを示す平面図である。図１３は、図１２に示すレバー
式コネクタの断面図である。
【００２０】
　図１から図７に示すレバー式コネクタ１は、複数のコンタクト（図示せず）を収容する
ハウジング１０と、ハウジング１０の背面側（図３に示す上側）に取り付けられたワイヤ
カバー２０と、ハウジング１０に取り付けられたレバー３０とを備えている。
　ハウジング１０は、図７に示すように、左右方向（図３に示す左右方向）に沿って延び
るように形成され、前後方向（図３に示す上下方向）に沿って貫通するコンタクト収容孔
１１を複数有している。図２及び図５に示すように、ハウジング１０の上下方向（図４及
び図５に示す上下方向）の両内面には、それぞれ左右方向に沿って延びるスライダ収容溝
１２が設けられている。そして、各スライダ収容溝１２には、スライダ１３が左右方向に
沿って自由に移動することができるように収容されている。図７に示すように、ハウジン
グ１０の左右方向の一端部には、レバー３０の後述する軸部３４がそれぞれ嵌合される一
対の軸受部１６が設けられている。ハウジング１０の各軸受部１６の後方には、各軸受部
１６に嵌合されたレバー３０の軸部３４をロックするためのラッチアーム１６ａが設けら
れている。図７に示すように、ハウジング１０の背面の上下方向の両端部には、それぞれ
ワイヤカバー２０を固定するための固定片１７が設けられている。両固定片１７は、それ
ぞれ後方に向かって突出するように設けられ、左右方向に沿って延びている。各固定片１
７の上下方向の外側の側面には、外側に向かって突出する固定用凸部１７ａが左右方向に
沿って複数（本実施形態では４つ）設けられている。
【００２１】
　各スライダ１３は、平板状に形成され、左右方向に沿って延びている。各スライダ１３
の内面には、相手コネクタに設けられたカムピン（図示せず）の引き込み及び押し出しを
行うカム溝（図示せず）が左右方向に沿って複数設けられている。また、図７に示すよう
に、各スライダ１３の左右方向の一端部には、レバー３０の後述するスライダ移動用軸３
５が嵌合される軸受部１５が設けられている。
　レバー３０は、左右方向に沿って延びる一対の側板３２及びこれら両側板３２の他端を
互いに連結する連結部３３を有し、Ｕ字形に形成されている。
【００２２】
　図７に示すように、両側板３２の一端部の外面には、それぞれスライダ１３の軸受部１
５に嵌合するスライダ移動用軸３５が外側に向かって突出するように形成されている。両
側板３２の一端部の内面には、それぞれハウジング１０の軸受部１６に嵌合する軸部３４
が内側に向かって突出するように設けられている。また、図９に示すように、両側板３２
の一端部の内面には、それぞれ内側に向かって延びる連結板３７が設けられている。そし
て、両側板３２の一端部は、一方の側板３２の連結板３７の先端に設けられた凹部３７ａ
と他方の側板３２の連結板３７の先端に設けられた凸部３７ｂとが嵌合することによって
互いに連結される。また、両側板３２の内面には、それぞれ左右方向に沿って延びる切欠
き部３９が設けられている。
【００２３】
　図１に示すように、連結部３３の後側の側面には、ワイヤカバー２０の後述するロック
部材２７のロック片２７ｂが係止する凹部３３ａが設けられている。また、図３に示すよ
うに、連結部３３には、ロック部材２７の後述する解除用凸部２７ｃに対して左右方向の
他方側に向かって突出する突出部３３ｂが設けられている。
　ワイヤカバー２０は、ハウジング１０に収容されたコンタクトに接続されている電線（
図示せず）を覆う本体部２１と、本体部２１の左右方向の一方側に設けられた抑止部２２
とを有している。本体部２１の上下方向の厚さは、レバー３０の両側板３２の間隔よりも
小さく形成されている。一方、抑止部２２の上下方向の厚さは、レバー３０の両側板３２
の間隔よりも大きく形成されている。これにより、抑止部２２は、嵌合解除位置（図１０
参照）まで回転されたレバー３０がそれ以上後側へ回転されることを抑止する。
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　抑止部２２の左右方向の一端部には、ハウジング１０に収容されたコンタクトに接続さ
れている電線を束ねた状態で導出させる電線引出口２４が設けられている。
【００２４】
　図２に示すように、本体部２１の背面には、嵌合完了位置（図１２及び図１３参照）ま
で回転されたレバー３０の後側への回転を阻止するロック部材２７が設けられている。ロ
ック部材２７は、片持ち梁の板ばね状に形成され、嵌合完了位置に配置されたレバー３０
の連結部３３の後側（一方側）から前側（他方側）に向かって延びている。ロック部材２
７は、板ばね部２７ａと、板ばね部２７ａの外面に設けられたロック片２７ｂ及び解除用
凸部２７ｃとを有している。板ばね部２７ａは、嵌合完了位置に配置されたレバー３０の
連結部３３の後側から該連結部３３の前側に向かって延びるように形成されている。ロッ
ク片２７ｂは、嵌合完了位置に配置されたレバー３０の連結部３３の凹部３３ａに係止す
るように形成されている。解除用凸部２７ｃは、嵌合完了位置に配置されたレバー３０の
連結部３３の前側に位置するように設けられている。また、解除用凸部２７ｃは、板ばね
部２７ａから左右方向の他方側に向かって突出するように設けられている。
【００２５】
　本体部２１の上面及び下面には、それぞれ嵌合解除位置まで回転されたレバー３０の前
側への回転を阻止するロック用凸部２８が設けられている。各ロック用凸部２８は、嵌合
解除位置に配置されたレバー３０の各側板３２の切欠き部３９の側面に係止するように設
けられている。
　本体部２１の背面の解除用凸部２７ｃの両側方には、それぞれ解除用凸部２７ｃが突出
する方向に向かって延びる側壁２５ａが設けられている。また、本体部２１の背面の解除
用凸部２７ｃの前側には、解除用凸部２７ｃが突出する方向に向かって延びる前壁２５ｂ
が設けられている。両側壁２５ａ及び前壁２５ｂは、ロック部材２７の解除用凸部２７ｃ
に対して左右方向の他方側に向かって突出するように形成されている。
【００２６】
　図７に示すように、本体部２１の上面の前端部及び下面の前端部には、それぞれワイヤ
カバー２０をハウジング１０に固定するための固定部２９が設けられている。両固定部２
９は、それぞれ左右方向に沿って延びるように設けられている。両固定部２９は、それぞ
れ上下方向の外側に向かって突出するように設けられている。各固定部２９の内面には、
ハウジング１０の固定用凸部１７ａが挿入される固定用溝部２９ａが左右方向に沿って設
けられている。各固定部２９の左右方向の他端部には、ラッチアーム２９ｂが設けられて
いる。各ラッチアーム２９ｂには、ハウジング１０の固定用凸部１７ａの側面に係止する
凸部（図示せず）が設けられている。
【００２７】
　次に、レバー式コネクタ１の組み立て方法について説明する。
　レバー式コネクタ１を組み立てる際には、まず、図７に示す分解された状態のレバー式
コネクタ１のハウジング１０の複数のコンタクト収容孔１１に、それぞれ電線に接続され
たコンタクトを収容する。また、ハウジング１０の両スライダ収容溝１２に、それぞれス
ライダ１３を挿入する。
【００２８】
　次に、複数のコンタクトが収容されたハウジング１０に、ワイヤカバー２０を取り付け
る。ハウジング１０にワイヤカバー２０を取り付ける際には、図８に示すように、ハウジ
ング１０の後側に設置したワイヤカバー２０を、ハウジング１０の左右方向の他方側から
一方側に向かってスライドさせる。これによって、ハウジング１０の両固定片１７の複数
の固定用凸部１７ａを、それぞれワイヤカバー２０の各固定部２９の固定用溝部２９ａに
挿入していく。ここで、複数の固定用凸部１７ａは、左右方向の他方側のものから順に、
固定用溝部２９ａの左右方向の一方側から固定用溝部２９ａに挿入される。そして、ワイ
ヤカバー２０をスライドし、左右方向の最も他方側に設けられている固定用凸部１７ａの
側面が固定用溝部２９ａの左右方向の他方側の壁面に突き当たると、ハウジング１０への
ワイヤカバー２０の取り付けが完了した状態となる。
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【００２９】
　ハウジング１０へのワイヤカバー２０の取り付けが完了した状態では、固定部２９のラ
ッチアーム２９ｂに設けられた凸部が左右方向の最も他方側に設けられている固定用凸部
１７ａの左右方向の他方側の側面に係止することによって、ワイヤカバー２０がロックさ
れる。また、ハウジング１０へのワイヤカバー２０の取り付けが完了した状態では、ハウ
ジング１０に収容された複数のコンタクトに接続されている電線が、束ねられた状態でワ
イヤカバー２０の電線引出口２４から導出される。
【００３０】
　次に、ワイヤカバー２０が取り付けられたハウジング１０に、レバー３０を取り付ける
。ワイヤカバー２０が取り付けられたハウジング１０にレバー３０を取り付ける際には、
まず、図９に示すように、レバー３０を、両側板３２がワイヤカバー２０の背面側を跨い
だ状態となるようにワイヤカバー２０に配置する。
　そして、レバー３０の両側板３２の軸部３４を、それぞれハウジング１０の各軸受部１
６に嵌合するとともに、レバー３０の両側板３２のスライダ移動用軸３５を、それぞれ各
スライダ１３の軸受部１５に嵌合する。これにより、図１に示すように、レバー３０がワ
イヤカバー２０に取り付けられ、レバー式コネクタ１の組み立てが完了する。
【００３１】
　次に、レバー式コネクタ１の作用について説明する。
　図１に示す組み立てが完了した状態のレバー式コネクタ１では、レバー３０を前側（他
方側）に向かって回転させると、スライダ１３がハウジング１０のスライダ収容溝１２内
に収容される向きに移動される。また、レバー３０を後側（一方側）に向かって回転させ
ると、スライダ１３がハウジング１０のスライダ収容溝１２から出る向きに移動される。
【００３２】
　レバー式コネクタ１と相手コネクタとの嵌合を行う際には、まず、レバー３０を後側に
向かって回転させて、図１０に示すように、レバー３０が嵌合解除位置に配置された状態
とする。嵌合解除位置に配置されたレバー３０は、抑止部２２によって、それ以上後側に
向かって回転させることができない状態となっている。また、嵌合解除位置に配置された
レバー３０は、レバー３０の両側板３２の切欠き部３９の側面にそれぞれワイヤカバー２
０の本体部２１のロック用凸部２８が係止することによって、前側への回転が阻止される
。また、レバー３０が嵌合解除位置に配置されたレバー式コネクタ１では、スライダ１３
がハウジング１０のスライダ収容溝１２から出る向きに移動され、スライダ１３のカム溝
に相手コネクタに設けられたカムピンを挿入することが可能となる。
【００３３】
　そして、レバー３０が嵌合解除位置に配置された状態で、スライダ１３の複数のカム溝
に、それぞれ相手コネクタに設けられたカムピンを挿入して、レバー式コネクタ１と相手
コネクタとを仮嵌合する。
　次に、ワイヤカバー２０の本体部２１のロック用凸部２８によるレバー３０のロックを
解除し、嵌合解除位置に配置されているレバー３０を、前側に向かって回転させる。レバ
ー３０を前側に向かって回転させると、スライダ１３がハウジング１０のスライダ収容溝
１２内に収容される向きに移動されることによって、スライダ１３の複数のカム溝が、そ
れぞれ相手コネクタに設けられたカムピンを後側に向かって引き込んでいく。これにより
、レバー式コネクタ１のハウジング１０に収容されている複数のコンタクトが、それぞれ
相手コネクタに収容されているコンタクトに嵌合される。
【００３４】
　そして、レバー３０を前側に向かって回転させると、図１１に示すように、連結部３３
の前側の側面が、ワイヤカバー２０のロック部材２７のロック片２７ｂに接触する。
　さらに、レバー３０を前側に向かって回転させると、ロック部材２７の板ばね部２７ａ
が撓むことによって、連結部３３がロック部材２７のロック片２７ｂを乗り越える。これ
によって、図１２及び図１３に示すように、レバー３０が嵌合完了位置に配置された状態
となり、レバー式コネクタ１と相手コネクタとの嵌合が完了する。
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【００３５】
　嵌合完了位置に配置されたレバー３０は、両側板３２の切欠き部３９の側面がそれぞれ
ワイヤカバー２０の固定部２９の背面に接触することによって、それ以上前側に向かって
回転させることができない状態となっている。また、嵌合完了位置に配置されたレバー３
０は、図１３に示すように、連結部３３の凹部３３ａにロック部材２７のロック片２７ｂ
が係止することによって、後側への回転が阻止される。
【００３６】
　ここで、レバー３０が嵌合完了位置に配置されたレバー式コネクタ１では、ロック部材
２７の解除用凸部２７ｃが、レバー３０の連結部の前側に位置している。これにより、レ
バー式コネクタ１によれば、ワイヤカバー２０の背面側からロック部材２７の解除用凸部
２７ｃに外力が作用することを防止できる。したがって、レバー式コネクタ１によれば、
ロック部材２７によるレバー３０のロックが意図せずに解除されることを防止することが
可能となる。
【００３７】
　また、レバー３０が嵌合完了位置に配置されたレバー式コネクタ１では、ロック部材２
７のロック片２７ｂが、レバー３０の連結部３３の凹部３３ａの中に隠れている。これに
より、レバー式コネクタ１によれば、ロック部材２７のロック片２７ｂに外力が作用する
ことによってロック部材２７によるレバー３０のロックが意図せずに解除されることを防
止することが可能となる。
【００３８】
　さらに、レバー３０が嵌合完了位置に配置されたレバー式コネクタ１では、ロック部材
２７の解除用凸部２７ｃが、レバー３０の連結部３３の突出部３３ｂ並びにワイヤカバー
２０の両側壁２５ａ及び前壁２５ｂによって囲まれた状態となっている。これにより、レ
バー３０が嵌合完了位置に配置されたレバー式コネクタ１では、連結部３３の突出部３３
ｂ並びにワイヤカバー２０の両側壁２５ａ及び前壁２５ｂによって囲まれた空間内に指を
挿入しなければ、ロック部材２７によるレバー３０のロックを解除することができない。
したがって、レバー式コネクタ１によれば、ロック部材２７の解除用凸部２７ｃに外力が
作用することによってロック部材２７によるレバー３０のロックが意図せずに解除される
ことを防止することが可能となる。
【００３９】
　一方、レバー式コネクタ１と相手コネクタとの嵌合を解除する際には、ワイヤカバー２
０のロック部材２７によるレバー３０のロックを解除し、嵌合完了位置に配置されている
レバー３０を、後側に向かって回転させる。
　ロック部材２７によるレバー３０のロックを解除するためには、まず、レバー３０の連
結部３３の突出部３３ｂ並びにワイヤカバー２０の両側壁２５ａ及び前壁２５ｂによって
囲まれた空間内に指先を挿入する。そして、挿入した指先で、ロック部材２７の解除用凸
部２７ｃを左右方向の他方側から一方側に向かって押し込む。すると、ロック部材２７の
板ばね部２７ａが内方へ撓むことによって、ロック部材２７のロック片２７ｂのレバー３
０の連結部３３の凹部３３ａへの係止が解除される。同時に、ロック部材２７の解除用凸
部２７ｃを押し込む指の腹側が、レバー３０の連結部３３の前側の側面に接触し、連結部
３３を後側に向かって押し出す。これにより、レバー３０の連結部３３がロック部材２７
のロック片２７ｂを乗り越え、ロック部材２７によるレバー３０のロックが解除される。
【００４０】
　さらに、ロック部材２７によるロックが解除されたレバー３０の連結部３３を指の腹側
で引っ張ることによって、レバー３０を後側に向かって回転させる。そして、レバー３０
を後側に向かって回転させると、スライダ１３がハウジング１０のスライダ収容溝１２か
ら出る向きに移動されることによって、スライダ１３の複数のカム溝が、それぞれ相手コ
ネクタに設けられたカムピンを前側に向かって押し出していく。これにより、レバー式コ
ネクタ１のハウジング１０に収容されているコンタクトと相手コネクタに収容されている
コンタクトとの嵌合が解除される。
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【００４１】
　そして、図１０に示すように、レバー３０を嵌合解除位置まで回転させると、レバー式
コネクタ１と相手コネクタとの嵌合の解除が完了する。
　このように、レバー３０が嵌合完了位置に配置されたレバー式コネクタ１では、ロック
部材２７の解除用凸部２７ｃがレバー３０の連結部３３の前側に位置するように設けられ
ている。これにより、作業者は、ロック部材２７によるレバー３０のロックを解除する際
に、指先で解除用凸部２７ｃを押し込むことによってロック片２７ｂの凹部３３ａへの係
止を解除しつつ、その指の腹側で連結部３３の前側の側面を引っ張ることによってレバー
３０を後側に向かって回転させることができる。すなわち、作業者は、ロック部材２７に
よるレバー３０のロックの解除操作及びレバー３０を後側に向かって回転させる操作を一
連の動作で行うことが可能となる。したがって、レバー式コネクタ１によれば、ロック部
材２７によるレバー３０のロックの解除操作を簡単化することが可能となる。
　以上、レバー式コネクタ１によれば、ロック部材２７によるレバー３０のロックが意図
せずに解除されることを防止しつつロック部材２７によるレバー３０のロックの解除操作
を簡単化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施形態であるレバー式コネクタの上面側及び左右方向の一方側を示す
斜視図である。
【図２】図１に示すレバー式コネクタの下面側及び左右方向の他方側を示す斜視図である
。
【図３】図１に示すレバー式コネクタの平面図である。
【図４】図１に示すレバー式コネクタの左右方向の一方側を示す側面図である。
【図５】図１に示すレバー式コネクタの左右方向の他方側を示す側面図である。
【図６】図１に示すレバー式コネクタの背面図である。
【図７】図１に示すレバー式コネクタを分解した状態を示す斜視図である。
【図８】ハウジングにワイヤカバーを取り付ける途中の状態の下面側及び左右方向の他方
側を示す斜視図である。
【図９】レバーの両側板でワイヤカバーを跨いだ状態を示す斜視図である。
【図１０】レバーが嵌合解除位置に配置された状態のレバー式コネクタを示す平面図であ
る。
【図１１】レバーが嵌合解除位置と嵌合完了位置との間に配置された状態のレバー式コネ
クタを示す平面図である。
【図１２】レバーが嵌合完了位置に配置された状態のレバー式コネクタを示す平面図であ
る。
【図１３】図１２に示すレバー式コネクタの断面図である。
【図１４】従来のレバー式コネクタの側面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　レバー式コネクタ
　１０　ハウジング
　１１　コンタクト収容孔
　１２　スライダ収容溝
　１３　スライダ
　１５　軸受部
　１６　軸受部
　１６ａ　ラッチアーム
　１７　固定片
　１７ａ　固定用凸部
　２０　ワイヤカバー
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　２１　本体部
　２２　抑止部
　２４　電線引出口
　２５ａ　側壁
　２５ｂ　前壁
　２７　ロック部材
　２７ａ　板ばね部
　２７ｂ　ロック片
　２７ｃ　解除用凸部
　２８　ロック用凸部
　２９　固定部
　２９ａ　固定用溝部
　２９ｂ　ラッチアーム
　３０　レバー
　３２　側板
　３３　連結部
　３３ａ　凹部
　３３ｂ　突出部
　３４　軸部
　３５　スライダ移動用軸
　３７　連結板
　３７ａ　凹部
　３７ｂ　凸部
　３９　切欠き部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１２】

【図１３】
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