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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側コネクタと嵌合するコネクタであって、
　前記相手側コネクタと嵌合する方向である嵌合方向と反対側に開口部を有するハウジン
グと、
　前記ハウジングに形成されたハウジング係合部と係合するカバー第１係合部を有し、前
記開口部を覆った状態で前記ハウジングに固定されるカバーと、
　前記ハウジング内に収容され、前記嵌合方向に交わる方向であるスライド方向に沿って
前記ハウジングに対してスライド自在に設けられ、前記スライド方向に沿って移動するこ
とで前記ハウジングが前記相手側コネクタに嵌合するスライダーと、
　操作されることにより前記スライダーをスライドさせる被操作部と、
　前記スライダーに形成されたスライダー係合部と、前記カバーに形成されたカバー第２
係合部とを有し、前記ハウジングと前記相手側コネクタとの嵌合が完了した状態において
前記スライダー係合部が前記カバー第２係合部に係合し、前記カバーが前記スライダーか
ら外れることを防止するロック機構と、を備え、
　前記カバー第２係合部は、上下方向に延びる突条部と、前記突条部の下端面から下方に
延びる第１延出部と、前記嵌合方向に垂直な方向に拡がる第１面が形成された第１面部と
、を有し、
　前記ハウジングの一部が、前記第１延出部及び前記第１面部によって区画された凹みに
嵌まるように構成されていることを特徴とする、コネクタ。
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【請求項２】
　請求項１に記載のコネクタにおいて、
　前記スライダー係合部は、前記嵌合方向に垂直な方向に拡がり前記ハウジングと前記相
手側コネクタとの嵌合が完了した状態において前記第１面部に対向する第２面が形成され
、前記第１面部よりも前記嵌合方向と反対側に位置する第２面部を有することを特徴とす
る、コネクタ。
【請求項３】
　請求項２に記載のコネクタにおいて、
　複数の前記第１面部と、
　それぞれが、各前記第１面部と係合する複数の前記第２面部と、
　を備えていることを特徴とする、コネクタ。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載のコネクタにおいて、
　前記第２面部は、前記スライダーにおける前記カバー側の部分に形成されていることを
特徴とする、コネクタ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のコネクタと、
　前記コネクタと嵌合する相手側コネクタと、
　を備えていることを特徴とする、電気的接続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコネクタ、及びこのコネクタを備えた電気的接続装置に関し、特にコネクタが
有するハウジングとカバーとの嵌合性能を高めるための技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られているコネクタとして、該コネクタと相手側コネクタに嵌合させるため
に、両者が緩く嵌合した状態においてコネクタが有するレバーを操作することにより、両
者の嵌合を完了できるものが知られている（例えば特許文献１参照）。このコネクタでは
、図９を参照して、コネクタハウジング（ハウジング）に形成されたガイド受け部１５に
カバー３に形成されたガイド部９が嵌合することにより、カバー３をコネクタハウジング
１に固定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９９２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に開示されるコネクタでは、強い衝撃等によりガイド受け部１５
からガイド部９が外れてしまった場合、或いはそれらが破損してしまった場合、カバー３
及びレバー４が共にコネクタハウジングから外れてしまう。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためのものであり、その目的は、コネクタにおいて、ハ
ウジングに対するカバーの嵌合性能を高めることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係るコネクタは、相手側コネ
クタと嵌合するコネクタであって、前記相手側コネクタと嵌合する方向である嵌合方向と
反対側に開口部を有するハウジングと、前記ハウジングに形成されたハウジング係合部と
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係合するカバー第１係合部を有し、前記開口部を覆った状態で前記ハウジングに固定され
るカバーと、前記ハウジング内に収容され、前記嵌合方向に交わる方向であるスライド方
向に沿って前記ハウジングに対してスライド自在に設けられ、前記スライド方向に沿って
移動することで前記ハウジングが前記相手側コネクタに嵌合するスライダーと、操作され
ることにより前記スライダーをスライドさせる被操作部と、前記スライダーに形成された
スライダー係合部と前記カバーに形成されたカバー第２係合部とを有し、前記ハウジング
と前記相手側コネクタとの嵌合が完了した状態において前記スライダー係合部が前記カバ
ー第２係合部に係合し、前記カバーが前記スライダーから外れることを防止するロック機
構と、を備えている。
【０００７】
　この構成では、カバー第１係合部がハウジング係合部に係合することにより、カバーが
ハウジングの開口部を覆った状態で該ハウジングに固定される。また、この構成では、被
操作部がユーザによって操作されることにより、ハウジング内に収容されたスライダーが
スライド移動する。これにより、コネクタのハウジングを相手側コネクタに嵌合させるこ
とができる。
【０００８】
　そして、この構成では、コネクタのハウジングが相手側コネクタに嵌合した状態におい
て、スライダー係合部がカバー第２係合部と係合する。これにより、カバーが、ハウジン
グ内に収容されたスライダー、すなわちハウジングから外れることを防止できる。
【０００９】
　従って、この構成によると、ハウジングに対するカバーの嵌合性能を高めることができ
る。
【００１０】
　（２）好ましくは、前記カバー第２係合部は、前記嵌合方向に垂直な方向に拡がる第１
面が形成された第１面部を有し、前記スライダー係合部は、前記嵌合方向に垂直な方向に
拡がり前記ハウジングと前記相手側コネクタとの嵌合が完了した状態において前記第１面
部に対向する第２面が形成され、前記第１面部よりも前記嵌合方向と反対側に位置する第
２面部を有する。
【００１１】
　この構成によれば、嵌合方向と反対側への力がカバーに作用しても、カバー第２係合部
の第１面がスライダー係合部の第２面に当接し、カバーがそれ以上嵌合方向と反対側へ移
動しない。これにより、カバーがハウジングから外れてしまうことを適切に防止すること
ができる。
【００１２】
　（３）更に好ましくは、前記コネクタは、複数の前記第１面部と、それぞれが、各前記
第１面部と係合する複数の前記第２面部と、を備えている。
【００１３】
　この構成によれば、複数の第１面部と複数の第２面部とがそれぞれ係合するため、ハウ
ジングに対するカバーの嵌合性能をより高めることができる。
【００１４】
　（４）好ましくは、前記第２面部は、前記スライダーにおける前記カバー側の部分に形
成されている。
【００１５】
　この構成によれば、スライダー係合部の第２面が、前記スライダーにおける前記カバー
側の部分に形成されているため、カバー第２係合部をスライダー側へ大きく延ばして形成
する必要がない。すなわち、この構成によれば、カバーを小型化できる。
【００１６】
　（５）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係る電気的接続装置は、上述
したいずれかのコネクタと、前記コネクタと嵌合する相手側コネクタと、を備えている。
【００１７】
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　この構成によれば、ハウジングに対するカバーの嵌合性能が高いコネクタを有する電気
的接続装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、コネクタにおいて、ハウジングに対するカバーの嵌合性能を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係る電気的接続装置を示す斜視図であって、コネクタが相手側コネ
クタに載せ置かれた状態を示す図であり、両者が嵌合する前の状態を示す図である。
【図２】図１に示す状態のコネクタ及び相手側コネクタの断面図である。
【図３】図１に示す電気的接続装置のコネクタのレバーが操作されることによりコネクタ
と相手側コネクタとが嵌合した状態を示す断面図であって、図２に対応させて示す図であ
る。
【図４】図１に示すハウジングを前方側から視た斜視図である。
【図５】図４に示すハウジングを後方側から視た斜視図である。
【図６】図４に示すハウジングの底面図である。
【図７】図１に示すカバーを前方側から視た斜視図である。
【図８】図７に示すカバーを後方側から視た斜視図である。
【図９】右側スライダーの斜視図である。
【図１０】左側スライダーの斜視図である。
【図１１】図３における矢印ＸＩで示す部分を拡大して示す図である。
【図１２】変形例に係る電気的接続装置を後側から視た斜視図である。
【図１３】図１２に示す電気的接続装置のコネクタが有するレバー付きスライダーの斜視
図である。
【図１４】変形例に係る電気的接続装置の断面図である。
【図１５】図１４に示す右側スライダーの斜視図である。
【図１６】変形例に係る電気的接続装置の断面図である。
【図１７】図１６に示す右側スライダーの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しつつ説明する。本発明は、コ
ネクタ及び電気的接続装置に広く適用できる。
【００２１】
　図１は、本実施形態に係る電気的接続装置１を示す斜視図であって、コネクタ２が相手
側コネクタ３に載せ置かれた状態を示す図であり、両者が嵌合する前の状態を示す図であ
る。また、図２は、図１に示す状態のコネクタ２及び相手側コネクタ３の断面図である。
また、図３は、図１に示す電気的接続装置１のコネクタ２のレバー６０が操作されること
によりコネクタ２と相手側コネクタ３とが嵌合した状態を示す断面図であって、図２に対
応させて示す図である。
【００２２】
　なお、各図において、説明の便宜上、右と記載された矢印が指示する方向を右側と称し
、左と記載された矢印が指示する方向を左側と称し、上と記載された矢印が指示する方向
を上側又は上方と称し、下と記載された矢印が指示する方向を下側又は下方と称し、前と
記載された矢印が指示する方向を前側又は前方と称し、後と記載された矢印が指示する方
向を後側又は後方と称する。下方とは、コネクタ２が相手側コネクタ３と嵌合する際の方
向（嵌合方向）であり、上方とは、コネクタ２が相手側コネクタ３から抜去される際の方
向（抜去方向）である。
【００２３】
　本実施形態に係る電気的接続装置１は、相手側コネクタ３にコネクタ２を載せ置いた状
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態（図１及び図２参照）で、コネクタ２が有するレバー６０を後側へ倒しこむことにより
（図３参照）、コネクタ２を相手側コネクタ３へ容易に押し込んで嵌合させることが可能
に構成されている。
【００２４】
　［相手側コネクタの概略構成］
　相手側コネクタ３は、図示しない筐体に固定されるコネクタであって、コネクタ２の嵌
合相手となるコネクタである。相手側コネクタ３は、図１から図３を参照して、相手側ハ
ウジング４と、シールリング７と、複数のオス型コンタクト８とを有している。
【００２５】
　相手側ハウジング４は、上下方向に薄い略皿状に形成された部材である。相手側ハウジ
ング４は、図２及び図３を参照して、前後左右方向に拡がり上下方向に所定の厚さを有す
る底部５と、該底部５の外周部分から上方へ延びる周壁部６とを有している。相手側ハウ
ジング４は、該相手側ハウジング４の取付け部４ａが、筐体側に設けられた基板Ｓに固定
されることにより、基板Ｓに固定される。
【００２６】
　相手側ハウジング４における底部５及び周壁部６によって囲まれた空間には、コネクタ
２と相手側コネクタ３とが嵌合した状態において、コネクタ２の下端部分が収容される。
底部５には、該底部５を上下方向に貫通する複数の貫通孔（図示省略）が形成されている
。この貫通孔には、オス型コンタクト８が挿通している。また、周壁部６の外側には、環
状に形成された環状溝６ａが形成されている。この環状溝６ａには、シールリング７が嵌
まり込んでいる。
【００２７】
　シールリング７は、環状に形成された弾性を有する部材である。シールリング７は、相
手側ハウジング４に形成された環状溝６ａに嵌まり込んでいる。シールリング７は、相手
側コネクタ３が筐体に固定された状態において、相手側ハウジング４と筐体との間の隙間
を封止している。これにより、電気的接続装置１の防水性を高めることができる。
【００２８】
　各オス型コンタクト８は、導電性を有する棒状の金属製部材がＬ字状に折り曲げられて
形成されたものである。各オス型コンタクト８の一端側（基端側）は、筐体側に設けられ
た基板Ｓに半田付けされている。一方、各オス型コンタクト８の他端側（先端側）は、相
手側ハウジング４の底部５に形成された貫通孔を貫通して上方に露出している。各オス型
コンタクト８は、コネクタ２と相手側コネクタ３とが嵌合した状態において、コネクタ２
のメス型コンタクト（図示省略）に嵌合する。
【００２９】
　［コネクタの全体構成］
　コネクタ２は、図１から図３を参照して、ハウジング１０と、カバー３０と、一対のス
ライダー５０，５９（図２及び図３では右側スライダー５０のみを図示）と、レバー６０
と、複数のメス型コンタクト（図示省略）と、前記メス型コンタクトがハウジング１０か
ら抜けるのを防止するためのリテーナ（図示省略）とを有している。
【００３０】
　図４は、図１に示すハウジング１０を前方側から視た斜視図である。また、図５は、図
４に示すハウジング１０を後方側から視た斜視図である。また、図６は、図４に示すハウ
ジング１０の底面図である。
【００３１】
　ハウジング１０は、内部に複数のメス型コンタクト（図示省略）と、一対のスライダー
５０，５９とを収容する略箱状に形成されている。ハウジング１０は、外壁部１１と、内
壁部１６と、右側底壁部２０及び左側底壁部２１と、メス型コンタクト収容部２２とを有
し、これらが一体に形成されている。
【００３２】
　外壁部１１は、ハウジング１０における最も外側に設けられた壁状の部分である。外壁
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部１１は、外側前壁部１２と、外側右壁部１３と、外側左壁部１４と、外側後壁部１５と
を有し、これらが一体に形成されている。
【００３３】
　図２、図３、及び図５を参照して、外側後壁部１５の上側における左右両端側には、そ
れぞれ、該外側後壁部１５を前後方向に貫通する貫通孔により係合用孔部１５ａ（ハウジ
ング係合部）が形成されている。この係合用孔部１５ａには、詳しくは後述するカバー３
０の第１爪部４０が係合する。
【００３４】
　また、図５を参照して、外側後壁部１５の左右両端部には、それぞれ、上下方向に細長
く形成され、該外側後壁部１５を前後方向に貫通する細長貫通孔１５ｂが形成されている
。コネクタ２の組立時において、詳しくは後述するスライダー５０，５９が、この細長貫
通孔１５ｂを介して、ハウジング１０内におけるスライダー収容部２３，２４に収容され
る。
【００３５】
　内壁部１６は、外壁部１１よりもやや内側に形成された壁状の部分であって、上方から
視て略Ｕ字状に形成されている。このように略Ｕ字状に形成された内壁部１６によって、
その内側の部分が、上方に向かって開口する開口部１６ａとして設けられる。内壁部１６
は、内側前壁部１７と、内側右壁部１８と、内側左壁部１９とを有し、これらが一体に形
成されている。内壁部１６では、内側前壁部１７が外側前壁部１２と一体に設けられてお
り、内側右壁部１８の後端部分及び内側左壁部１９の後端部分が、それぞれ、外側後壁部
１５と一体に設けられている。
【００３６】
　右側底壁部２０は、図６を参照して、外側右壁部１３の下端部分と内側右壁部１８の下
端部分とを連結する壁状の部分である。右側底壁部２０には、下方から上方へ向かって切
り欠かれた切り欠き部２０ａが形成されている。切り欠き部２０ａは、前後方向に間隔を
空けて２つ、形成されている。この切り欠き部２０ａには、コネクタ２を相手側コネクタ
３に嵌合させる際に、相手側コネクタ３の相手側ハウジング４に形成された右側突出部９
（図２及び図３参照）が挿通する。なお、この右側突出部９は、相手側ハウジング４の右
側の部分において、前後方向に間隔を空けて２つ、形成されている。
【００３７】
　左側底壁部２１は、図６を参照して、外側左壁部１４の下端部分と内側左壁部１９の下
端部分とを連結する壁状の部分である。左側底壁部２１には、右側底壁部２０の場合と同
様、下方から上方へ向かって切り欠かれた切り欠き部２１ａが形成されている。切り欠き
部２１ａは、前後方向に間隔を空けて２つ、形成されている。この切り欠き部２１ａには
、コネクタ２を相手側コネクタ３に嵌合させる際に、相手側コネクタ３の相手側ハウジン
グ４に形成された左側突出部（図示省略）が挿通する。なお、この左側突出部は、相手側
ハウジング４の左側の部分において、前後方向に間隔を空けて２つ、形成されている。
【００３８】
　メス型コンタクト収容部２２は、ハウジング１０の左右方向における中央部分に設けら
れた部分であって、上下方向に所定の厚みを有している。メス型コンタクト収容部２２に
は、該メス型コンタクト収容部２２を上下方向に貫通する複数の貫通孔２２ａが形成され
ている。各貫通孔２２ａには、相手側コネクタ３のオス型コンタクト８と嵌合するメス型
コンタクト（図示省略）が収容されている。なお、図示は省略するが、各メス型コンタク
トには、ケーブルの端部が、かしめ或いは半田付け等により機械的且つ電気的に接続され
ている。各ケーブルは、ハウジング１０の開口部１６ａ、及び後述するカバー３０の内部
空間を通じて、外部へ延びている。
【００３９】
　また、ハウジング１０は、図４及び図５を参照して、右側スライダー収容部２３及び左
側スライダー収容部２４を有している。
【００４０】
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　右側スライダー収容部２３は、ハウジング１０における右側に設けられた部分であって
、内部に右側スライダー５０を収容可能に構成されている。右側スライダー収容部２３は
、上述した外側右壁部１３、内側右壁部１８、及び右側底壁部２０を有していて、それら
で囲まれた空間に右側スライダー５０が収容される。
【００４１】
　左側スライダー収容部２４は、ハウジング１０における左側に設けられた部分であって
、内部に左側スライダー５９を収容可能に構成されている。左側スライダー収容部２４は
、上述した外側左壁部１４、内側左壁部１９、及び左側底壁部２１を有していて、それら
で囲まれた空間に左側スライダー５９が収容される。
【００４２】
　図７は、図１に示すカバー３０を前方側から視た斜視図である。また、図８は、図７に
示すカバー３０を後方側から視た斜視図である。カバー３０は、ハウジング１０に固定さ
れた状態において該ハウジング１０の開口部１６ａを覆っている。
【００４３】
　カバー３０は、カバー本体部３１と、支軸部３７と、カバー第１係合部３８と、カバー
第２係合部４１とを有し、これらが一体に形成されている。
【００４４】
　カバー本体部３１は、内部に空間を有する略ドーム状に形成された部分である。カバー
本体部３１は、右壁部３２と、左壁部３３と、覆い部３４とを有し、これらが一体に形成
されている。
【００４５】
　右壁部３２は、カバー本体部３１における右側に設けられた壁状の部分であって、左右
方向に所定の厚さを有する壁部である。
【００４６】
　左壁部３３は、カバー本体部３１における左側に設けられた壁状の部分であって、左右
方向に所定の厚さを有する壁部である。
【００４７】
　覆い部３４は、右壁部３２及び左壁部３３の上側に設けられた部分であって、それらと
一体に形成されている。覆い部３４は、前方から後方へ向かって上方へ傾斜しながら延び
る傾斜部３５と、傾斜部３５における後端部分から後方へ延びる延出部３６とを有してい
る。覆い部３４は、右壁部３２及び左壁部３３と繋がっている部分が、Ｒ状に形成されて
いる。
【００４８】
　支軸部３７は、右壁部３２及び左壁部３３のそれぞれに形成されている。各支軸部３７
は、各壁部３２，３３から外側へ突出する略円柱状に形成されている。各支軸部３７は、
詳しくは後述するレバー６０の支軸用孔部６４に挿通している。
【００４９】
　カバー第１係合部３８は、右壁部３２及び左壁部３３のそれぞれの後端部における下側
の部分に形成されている。カバー第１係合部３８は、カバー３０をハウジング１０に固定
するためのものである。カバー第１係合部３８は、直方体状に形成された部分である直方
体部３９と、直方体部３９から後方へ突出する第１爪部４０とを有している。
【００５０】
　直方体部３９は、左右方向の厚さが各壁部３２，３３の厚さよりもやや厚い。直方体部
３９は、各壁部３２，３３よりもやや外側へ出っ張るように形成されている。
【００５１】
　第１爪部４０は、直方体部３９における後面の下側から後方へ突出する直方体状に形成
されている。
【００５２】
　カバー第２係合部４１は、右壁部３２及び左壁部３３のそれぞれの前端部において、上
下方向に延びるように形成されている。カバー第２係合部４１は、詳しくは後述するスラ
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イダー係合部５３とともにロック機構２８を構成する。ロック機構２８は、カバー３０が
スライダー５０，５９から外れることを防止するためのものである。カバー第２係合部４
１は、上下方向に延びる突条部４２と、第１延出部４３及び第２延出部４４と、第２爪部
４５（第１面部）とを有し、これらが一体に形成されている。
【００５３】
　突条部４２は、各壁部３２，３３の前端部における上側の部分から下方へ延びる突条の
部分である。突条部４２は、上方から各壁部３２，３３の下端まで延びている。
【００５４】
　第１延出部４３は、突条部４２の下端面における前側の部分から下方へ延びるように形
成されている。
【００５５】
　第２延出部４４は、突条部４２の下端面における内側の部分から下方へ延びるように形
成されている。第２延出部４４は、第１延出部４３の先端部まで延びている。第２延出部
４４は、第１延出部４３と一体に設けられている。
【００５６】
　第２爪部４５は、第２延出部４４の先端部における外側の部分からやや外方へ突出する
小さな直方体状に形成されている。第２爪部４５の上面は、平坦状に形成された第１面４
５ａとして設けられている。
【００５７】
　コネクタ２では、カバー３０は、以下のようにしてハウジング１０に係合している。具
体的には、図２及び図３を参照して、コネクタ２のおける後側の部分では、カバー３０の
第１爪部４０が、ハウジング１０の係合用孔部１５ａに挿通している。一方、コネクタ２
における前側の部分では、カバー３０の第３爪部４８（図７及び図８参照）が、ハウジン
グ１０に形成された溝部２５（図４及び図５参照）に嵌まり込んでいる。これにより、ハ
ウジング１０及びカバー３０における前側の部分と後側の部分とが係合するため、カバー
３０がハウジング１０から離脱する方向（上方、抜去方向）へ移動してハウジング１０か
ら抜けてしまうことを防止できる。
【００５８】
　図９は、右側スライダー５０の斜視図である。また図１０は、左側スライダー５９の斜
視図である。各スライダー５０，５９は、左右方向に薄い略板状に形成された部材であっ
て、対応するスライダー収容部２３，２４に収容される。
【００５９】
　右側スライダー５０は、図９を参照して、スライダー本体部５１と、ラック部５２と、
スライダー係合部５３と、延出部５４とを有している。
【００６０】
　スライダー本体部５１は、左右方向に所定の厚みを有する板状の部分であって、上下方
向よりも前後方向が長くなるように形成されている。
【００６１】
　スライダー本体部５１には、２つのカム溝５５が形成されている。各カム溝５５は、ス
ライダー本体部５１の内側の面（右側スライダー５０の場合、左側面）において、前後方
向に間隔を空けて形成されている。カム溝５５は、スライダー本体部５１の下端面からや
や上方へ延びた後、後方へ進むにしたがって徐々に上方へ延びるように形成されている。
【００６２】
　ラック部５２は、複数のラック歯５２ａを有している。ラック部５２は、スライダー本
体部５１の上端面に形成されている。ラック部５２には、後述するレバー６０のピニオン
部６５が噛み合う。
【００６３】
　延出部５４は、スライダー本体部５１の上端面に形成された突条の部分であり、ラック
部５２よりもやや後方の部分からスライダー本体部５１の後端面まで延びるように形成さ
れている。
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【００６４】
　スライダー係合部５３は、図３を参照して、コネクタ２が相手側コネクタ３と嵌合した
状態において、カバー３０のカバー第２係合部４１と係合するように構成されている。ス
ライダー係合部５３は、図９を参照して、第１延出部５３ａ及び第２延出部５３ｂと、平
面部５３ｃ（第２面部）とを有し、これらが一体に形成されている。
【００６５】
　第１延出部５３ａは、ラック部５２よりもやや前側の部分から上方へやや延びるように
形成されている。第１延出部５３ａは、前後方向に厚みを有する片状の部分である。
【００６６】
　第２延出部５３ｂは、第１延出部５３ａの場合と同様、ラック部５２よりもやや前側の
部分から上方へやや延びるように形成されている。第２延出部５３ｂは、左右方向に厚み
を有する片状の部分であって、その後端部分が第１延出部５３ａの外側の部分（右側スラ
イダー５０の場合、右側の部分）と一体となっている。
【００６７】
　平面部５３ｃは、第１延出部５３ａと第２延出部５３ｂとによって囲まれた空間を上方
から覆う平面状の部分である。平面部５３ｃは、上方から視て矩形状に形成され、上下方
向に所定の厚みを有している。平面部５３ｃの下面は、平面状に形成された第２面５３ｄ
として設けられている。
【００６８】
　左側スライダー５９は、右側スライダー５０と同様、スライダー本体部５１と、ラック
部５２と、スライダー係合部５３と、延出部５４とを有している。左側スライダー５９は
、上述した右側スライダー５０の構成と比べて左右対称の形状を有する点を除き、右側ス
ライダー５０の構成と同じであるため、その説明を省略する。
【００６９】
　各スライダー５０，５９は、以下のようにしてハウジング１０内に収容され、ハウジン
グ１０に対して前後方向にスライド自在に設けられている。具体的には、右側スライダー
５０は、左右両側面が外側右壁部１３及び内側右壁部１８のそれぞれに対して摺動可能な
程度に挟まれており、下端部分が右側底壁部２０に載せ置かれている。この状態において
、詳しくは後述するレバー６０によって前後方向に沿った力が加えられることにより、右
側スライダー５０は、前後方向に沿ってスライド移動する。なお、右側スライダー５０は
、図２を参照して、ハウジング１０に形成された上壁部２６と右側底壁部２０との間で上
下方向において挟まれており、これにより、上下方向への移動が規制されている。
【００７０】
　一方、左側スライダー５９は、左右両側面が外側左壁部１４及び内側左壁部１９のそれ
ぞれに対して摺動可能な程度に挟まれており、下端部分が左側底壁部２１に載せ置かれて
いる。この状態において、詳しくは後述するレバー６０によって前後方向に沿った力が加
えられることにより、左側スライダー５９は、前後方向に沿ってスライド移動する。なお
、左側スライダー５９も、右側スライダー５０の場合と同様、上壁部２６と左側底壁部２
１との間で上下方向において挟まれており、これにより、上下方向への移動が規制されて
いる。
【００７１】
　レバー６０は、図１から図３を参照して、一対の板部６１と、該一対の板部６１の端部
同士を繋ぐ連結部６２とを有し、これらが一体に形成されている。連結部６２は、ユーザ
によって操作される被操作部６３として設けられている。
【００７２】
　板部６１は、左右方向に所定の厚みを有するやや細長い板状に形成された部分である。
板部６１の先端部分（連結部６２が設けられている側と反対側の部分）には、その部分を
厚さ方向に貫通する円形の貫通孔が形成されており、その貫通孔には、カバー３０の支軸
部３７が挿通している。すなわち、その貫通孔によって、支軸用孔部６４が形成される。
これにより、レバー６０は、左右方向に延びる支軸部３７を中心として回動自在となって
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いる。
【００７３】
　板部６１の先端部分には、複数のピニオン歯６５ａを有するピニオン部６５が形成され
ている。ピニオン部６５は、スライダー５０，５９に形成されたラック部５２と噛み合っ
ている。コネクタ２では、レバー６０を前後方向に操作することにより、スライダー５０
，５９を前後方向に沿ってスライド移動させることができる。
【００７４】
　また、レバー６０では、最も前側に倒し込まれた状態において、各板部６１に形成され
た第１孔部６６に、カバー３０に形成された突起部４６が嵌まり込む。これにより、レバ
ー６０がそれ以上後方へ倒れ込むのを規制できる。
【００７５】
　また、レバー６０では、最も後側に倒し込まれた状態において、連結部６２に形成され
た第２孔部６７（図１参照）に、カバー３０に形成された突起部４７が嵌まり込む。これ
により、レバー６０がそれ以上前方へ倒れ込むのを規制できる。
【００７６】
　［コネクタと相手側コネクタとの嵌合動作］
　本実施形態に係る電気的接続装置１において、コネクタ２を相手側コネクタ３に接続す
る際には、まず、コネクタ２が相手側コネクタ３に載せ置かれる。具体的には、図２を参
照して、コネクタ２のハウジング１０に形成された切り欠き部２０ａに、相手側ハウジン
グ４に形成された右側突出部９が挿通し、且つ、図２での図示は省略されているが、切り
欠き部２１ａに左側突出部が挿通するように、コネクタ２が相手側コネクタ３に載せ置か
れる。これにより、相手側コネクタ３に対するコネクタ２の前後左右方向の位置決めが行
われる。
【００７７】
　次に、電気的接続装置１では、ユーザによってレバー６０が後側へ向かって回動される
。そうすると、レバー６０に形成されたピニオン部６５が、各スライダー５０，５９のラ
ック部５２を前方へ向かって移動させる。これにより、各スライダー５０，５９が前方へ
移動し、それとともに、相手側コネクタ３の突出部９がカム溝５５に沿って上方へ移動す
る。そうすると、コネクタ２が相手側コネクタ３側へ押し付けられるため、コネクタ２の
各メス型コンタクトに相手側コネクタ３の各オス型コンタクト８が挿入される。これによ
り、コネクタ２と相手側コネクタ３との嵌合が完了する（図３参照）。
【００７８】
　図１１は、図３におけるＸＩ部付近を拡大して示す図である。図１１を参照して、上述
のようにコネクタ２と相手側コネクタ３との嵌合が完了した状態では、各スライダー５０
，５９に形成されたスライダー係合部５３が、カバー３０に形成されたカバー第２係合部
４１と係合する。より具体的には、図１１を参照して、スライダー係合部５３の第２面５
３ｄが、カバー第２係合部４１の第１面４５ａと、上下方向にやや間隔を空けて対向する
。これにより、例えば、何らかの理由によりハウジング１０に対するカバー３０の係合が
外れた場合（具体的には、係合用孔部１５ａが壊れて、且つ第３爪部４８が溝部２５から
外れた場合）において、カバー３０に上方への力が作用してハウジング１０から外れよう
としても、カバー３０はハウジング１０から外れない。具体的には、ハウジング１０内に
おける上下方向の移動が規制されたスライダー５０，５９の第２面５３ｄによって、カバ
ー第２係合部４１の第１面４５ａの上方への移動が規制されるため、ハウジング１０に対
するカバー３０の離脱を防止できる。
【００７９】
　［効果］
　以上のように、本実施形態に係る電気的接続装置１のコネクタ２では、カバー第１係合
部３８が係合用孔部１５ａに係合することにより、カバー３０がハウジング１０の開口部
１６ａを覆った状態で該ハウジング１０に固定される。また、コネクタ２では、レバー６
０がユーザによって操作されることにより、ハウジング１０内に収容されたスライダー５
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０，５９がスライド移動する。これにより、コネクタ２のハウジングを相手側コネクタに
嵌合させることができる。
【００８０】
　そして、コネクタ２では、コネクタ２のハウジング１０が相手側コネクタ３に嵌合した
状態において、スライダー係合部５３がカバー第２係合部４１と係合する。これにより、
カバー３０が、ハウジング１０内に収容されたスライダー５０，５９、すなわちハウジン
グ１０から外れることを防止できる。
【００８１】
　従って、コネクタ２によると、ハウジング１０に対するカバー３０の嵌合性能を高める
ことができる。
【００８２】
　また、コネクタ２によれば、嵌合方向と反対側への力がカバー３０に作用しても、カバ
ー第２係合部４１の第１面４５ａがスライダー係合部５３の第２面５３ｄに当接し、カバ
ー３０がそれ以上嵌合方向と反対側へ移動しない。これにより、カバー３０がハウジング
１０から外れてしまうことを適切に防止することができる。
【００８３】
　また、コネクタ２によれば、スライダー係合部５３の第２面５３ｄが、前記スライダー
５０，５９における前記カバー側の部分に形成されているため、カバー第２係合部４１を
スライダー５０，５９側へ大きく延ばして形成する必要がない。すなわち、コネクタ２に
よれば、カバー３０を小型化できる。
【００８４】
　また、本実施形態に係る電気的接続装置１によれば、ハウジング１０に対するカバー３
０の嵌合性能が高いコネクタ２を有する電気的接続装置を提供することができる。
【００８５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではな
く、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００８６】
　［変形例］
　（１）図１２は、変形例に係る電気的接続装置１ａを後側から視た斜視図である。また
、図１３は、図１２に示す電気的接続装置１ａのコネクタ２ａが有するレバー付きスライ
ダー７０の斜視図である。
【００８７】
　上述した実施形態では、スライダー５０，５９をレバー６０によって操作する例を挙げ
て説明したが、これに限らない。具体的には、図１２に示す変形例のように、レバー６０
が省略されたコネクタ２ａを構成してもよい。
【００８８】
　図１２を参照して、本変形例のコネクタ２ａは、ハウジング１０と、カバー３０ａと、
レバー付きスライダー７０と、複数のメス型コンタクト（図示省略）とを有している。す
なわち、本変形例のコネクタ２ａは、上述した実施形態と比べて、レバー６０及び各スラ
イダー５０，５９が省略された構成となっており、その代わりに、レバー付きスライダー
７０を備えた構成となっている。
【００８９】
　上記実施形態に係るコネクタ２は、レバー６０が回動操作されることによりスライダー
５０，５９を前後方向へスライド移動させた。この点につき、本変形例に係るコネクタ２
ａによれば、スライダー部分に一体化されたレバー部分を前後方向に沿って操作すること
により、スライダー部分を前後方向にスライド移動させることができる。また、本変形例
のコネクタ２ａは、上述した実施形態と比べて、カバー３０ａの構成がやや異なっている
。以下では、上述した実施形態と異なる箇所について主に説明し、それ以外の箇所につい
ては説明を省略する。
【００９０】
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　カバー３０ａは、上記実施形態のカバー３０と比べて、支軸部３７が省略された構成と
なっているものの、それ以外の構成は上記実施形態のカバー３０と同じであるため、その
他の箇所については説明を省略する。
【００９１】
　図１３は、レバー付きスライダー７０の構成を示す斜視図である。レバー付きスライダ
ー７０は、右側スライダー部５０ａと、左側スライダー部５９ａと、連結部７１とを有し
、これらが一体に形成されている。
【００９２】
　右側スライダー部５０ａは、上記実施形態の右側スライダー５０と比べて、ラック部５
２及び延出部５４が省略され、且つスライダー本体部５１ａにおける前後方向の長さが、
上記実施形態の場合と比べてやや長くなっている。また、右側スライダー部５０ａでは、
その後端部分が、詳しくは後述する連結部７１と一体となっている。
【００９３】
　左側スライダー部５９ａも、上記実施形態の左側スライダー５９と比べて、ラック部５
２及び延出部５４が省略され、且つスライダー本体部５１ａにおける前後方向の長さが、
上記実施形態の場合と比べてやや長くなっている。また、左側スライダー部５９ａでも、
その後端部分が、詳しくは後述する連結部７１と一体となっている。
【００９４】
　連結部７１は、左右方向に延びる板状に形成された部分であり、右側スライダー部５０
ａの後端部分と、左側スライダー部５９ａの後端部分とを連結している。この連結部７１
は、ユーザによって操作される被操作部７２として設けられている。
【００９５】
　そして、本変形例に係る電気的接続装置１ａでは、コネクタ２ａが相手側コネクタ３に
載せ置かれた状態において、被操作部７２が前方へ押圧される。これにより、各スライダ
ー部５０ａ，５９ａが前方へスライド移動するため、コネクタ２ａが相手側コネクタ３側
へ押し付けられる。これにより、上記実施形態の場合と同様、コネクタ２ａと相手側コネ
クタ３との嵌合が完了する。また、この状態において、本変形例に係るコネクタ２ａでも
、上記実施形態の場合と同様、スライダー係合部５３がカバー第２係合部４１に係合して
いるので、ハウジング１０に対するカバー３０ａの離脱を防止できる。以上のように、本
変形例に係るコネクタ２ａでも、上記実施形態の場合と同様、ハウジング１０に対するカ
バー３０ａの嵌合性能を高めることができる。
【００９６】
　（２）図１４は、変形例に係る電気的接続装置１ｂの断面図である。また、図１５は、
図１４に示す右側スライダー５０ｂの斜視図である。
【００９７】
　上述した実施形態に係る電気的接続装置１ａでは、各スライダー５０，５９が１つのス
ライダー係合部５３を有する例を挙げて説明したが、これに限らない。本変形例のコネク
タ２ｂが有する各スライダー５０ｂは、２つのスライダー係合部５３，５７を有している
。なお、以下では、スライダー係合部５３を前側スライダー係合部５３と称し、スライダ
ー係合部５７を後側スライダー係合部５７と称する場合もある。また、本変形例の左側ス
ライダーは、図示は省略するが、右側スライダー５０ｂと左右対称な形状を有している。
【００９８】
　本変形例の右側スライダー５０ｂは、スライダー本体部５１ｂ、ラック部５２、スライ
ダー係合部５３、延出部５４ｂ、及びカム溝５５を有している。これらのうち、ラック部
５２、スライダー係合部５３、及びカム溝５５は、上述した実施形態の右側スライダー５
０の場合と同じであるため、その説明を省略する。
【００９９】
　スライダー本体部５１ｂは、上記実施形態の場合と同様、左右方向に所定の厚みを有す
る板状の部分であって、上下方向よりも前後方向が長くなるように形成されている。しか
しながら、本変形例のスライダー本体部５１ｂは、上記実施形態の場合と比べて、前後方
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向における長さがやや長くなるように形成されている。
【０１００】
　延出部５４ｂは、上記実施形態の場合と同様、スライダー本体部５１ｂの上端面に形成
された突条の部分であり、ラック部５２よりもやや後方の部分からスライダー本体部５１
ｂの後端面まで延びるように形成されている。しかしながら、延出部５４ｂは、上記実施
形態の場合と比べて、前後方向における長さがやや長くなるように形成されている。
【０１０１】
　後側スライダー係合部５７（第２面部）は、図１４を参照して、カバー３０ｂに形成さ
れたカバー第４係合部４９と係合するように構成されている。後側スライダー係合部５７
は、延出部５４ｂの後端部における上側の部分から内側へ突出する直方体状の部分として
設けられている。後側スライダー係合部５７の下面は、平坦状に形成された第２面５７ａ
として設けられている。
【０１０２】
　図１４を参照して、カバー３０ｂには、カバー第４係合部４９が形成されている。カバ
ー第４係合部４９は、カバー第１係合部３８の下端面に形成されている。カバー第４係合
部４９は、カバー第１係合部３８の下端面から下方へ延びる延出部４９ａと、該延出部４
９ａの先端部から後方へ延びる板状の爪部４９ｂ（第１面部）とを有し、これらが一体に
形成されている。爪部４９ｂの上面は、平坦状に形成された第１面４９ｃとして設けられ
ている。
【０１０３】
　そして、本変形例に係る電気的接続装置１ｂでは、図１４に示す状態（相手側コネクタ
３に嵌合する前の状態）からレバー６０を後方へ操作してコネクタ２ｂを相手側コネクタ
３に嵌合させると、前側スライダー係合部５３だけでなく、後側スライダー係合部５７も
カバー３０ｂと係合する。すなわち、本変形例では、ロック機構２８ａが、カバー第２係
合部４１、前側スライダー係合部５３、カバー第４係合部４９、及び後側スライダー係合
部５７を有している。本変形例では、コネクタ２ｂと相手側コネクタ３とが嵌合した状態
において、各スライダー５０ｂとカバー３０ｂとが、２箇所で係合する。これにより、上
記実施形態の場合よりも、ハウジング１０に対するカバー３０ｂの嵌合性能を高めること
ができる。
【０１０４】
　（３）図１６は、変形例に係る電気的接続装置１ｃの断面図である。また、図１７は、
図１６に示す右側スライダー５０ｃの斜視図である。
【０１０５】
　図１４及び図１５を用いて説明した変形例に係る電気的接続装置１ｂでは、図１４を参
照して、上下方向に対向して設けられた第１面部及び第２面部が、前後方向に間隔を空け
て形成されている例を挙げて説明した。具体的には、電気的接続装置１ｂでは、第１面部
としての第２爪部４５及び第２面部としての平面部５３ｃが前側に設けられ、且つ、第１
面部としての爪部４９ｂ及び第２面部としての後側スライダー係合部５７とが後側に設け
られている例を挙げて説明した。しかし、これに限らず、対となる第１面部及び第２面部
が、上下方向に間隔を空けて設けられていてもよい。
【０１０６】
　本変形例の右側スライダー５０ｃは、図１７を参照して、スライダー本体部５１、ラッ
ク部５２、延出部５４、カム溝５５、及びスライダー係合部５８を有している。これらの
うち、ラック部５２、延出部５４、カム溝５５は、上述した実施形態の右側スライダー５
０ｂの場合と同じであるため、その説明を省略する。
【０１０７】
　スライダー係合部５８は、上記実施形態のスライダー係合部５３の場合と同様、ラック
部５２よりもやや前側の部分に形成されている。スライダー係合部５８は、第１延出部５
８ａ及び第２延出部５８ｂと、上側平面部５８ｃ（第２面部）と、下側平面部５８ｄ（第
２面部）とを有し、これらが一体に形成されている。
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【０１０８】
　第１延出部５８ａは、ラック部５２よりもやや前側の部分から上方へやや延びるように
形成されている。第１延出部５８ａは、前後方向に厚みを有する片状の部分である。
【０１０９】
　第２延出部５８ｂは、第１延出部５８ａの場合と同様、ラック部５２よりもやや前側の
部分から上方へやや延びるように形成されている。第２延出部５８ｂは、左右方向に厚み
を有する片状の部分であって、その後端部分が第１延出部５８ａの外側の部分（右側スラ
イダー５０ｃの場合、右側の部分）と一体となっている。
【０１１０】
　上側平面部５８ｃは、第１延出部５８ａと第２延出部５８ｂとによって囲まれた空間を
上方から覆う平面状の部分である。上側平面部５８ｃは、上方から視て矩形状に形成され
、上下方向に所定の厚みを有している。上側平面部５８ｃの下面は、平坦状に形成された
第２面５８ｅとして設けられている。
【０１１１】
　下側平面部５８ｄは、上側平面部５８ｃの下面と、スライダー本体部５１の上端面との
間に設けられている。下側平面部５８ｄは、上下方向に所定の厚みを有している。下側平
面部５８ｄの下面は、平坦状に形成された第２面５８ｆとして設けられている。
【０１１２】
　カバー３０ｃのカバー第２係合部４１ａには、図１６を参照して、上側爪部７５（第１
面部）及び下側爪部７６（第１面部）が形成されている。上側爪部７５は、第２延出部４
４の上下方向における中途部分からやや外方（図１６における紙面手前側）へ突出する小
さな直方体状の部分として設けられている。上側爪部７５の上面は、平坦状に形成された
第１面７５ａとして設けられている。下側爪部７６は、第２延出部４４の下端部からやや
外方へ突出する小さな直方体状の部分として設けられている。下側爪部７６は、上下方向
に所定の厚みを有している。下側爪部７６の上面は、平坦状に形成された第１面７６ａと
して設けられている。
【０１１３】
　そして、本変形例に係る電気的接続装置１ｃでは、ロック機構２８ｂが、カバー第２係
合部４１ａ及びスライダー係合部５８を有している。電気的接続装置１ｃでは、図１６に
示す状態（相手側コネクタ３に嵌合する前の状態）からレバー６０を後方へ操作してコネ
クタ２ｃを相手側コネクタ３に嵌合させると、上側平面部５８ｃと上側爪部７５とが係合
し、且つ下側平面部５８ｄと下側爪部７６とが係合する。すなわち、本変形例では、コネ
クタ２ｃと相手側コネクタ３とが嵌合した状態において、各スライダーとカバー３０ｃと
が、２箇所で係合する。これにより、図１４及び図１５を用いて説明した変形例の場合と
同様、ハウジング１０に対するカバー３０ｃの嵌合性能を高めることができる。
【０１１４】
　（４）上記実施形態では、スライダー５０，５９にカム溝５５を形成する一方、相手側
コネクタ３に、該カム溝５５に案内される突出部９を形成する例を挙げて説明したが、こ
れに限らず、スライダーに突出部を形成する一方、相手側コネクタにカム溝を形成しても
よい。このような構成であっても、上記実施形態の場合と同様、レバーを操作することで
、コネクタと相手側コネクタとを容易に嵌合させることができる。
【０１１５】
　（５）上記実施形態では、シールリング７及びリテーナを有する電気的接続装置１を例
に挙げて説明したが、これに限らず、本発明は、これらのうち一方のみを有する電気的接
続装置、或いはこれらを有さない電気的接続装置にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明は、コネクタ及び電気的接続装置に広く適用することができる。
【符号の説明】
【０１１７】
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　１，１ａ～１ｃ　　　　　　電気的接続装置
　２，２ａ～２ｃ　　　　　　コネクタ
　３　　　　　　　　　　　　相手側コネクタ
　１０　　　　　　　　　　　ハウジング
　１５ａ　　　　　　　　　　係合用孔部（ハウジング係合部）
　１６ａ　　　　　　　　　　開口部
　２８，２８ａ，２８ｂ　　　ロック機構
　３０，３０ａ～３０ｃ　　　カバー
　３８　　　　　　　　　　　カバー第１係合部
　４１，４１ａ　　　　　　　カバー第２係合部
　５０，５０ｂ，５０ｃ　　　右側スライダー（スライダー）
　５０ａ　　　　　　　　　　右側スライダー部（スライダー）
　５３，５７，５８　　　　　スライダー係合部
　５９　　　　　　　　　　　左側スライダー（スライダー）
　５９ａ　　　　　　　　　　左側スライダー部（スライダー）
　６３，７２　　　　　　　　被操作部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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