
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線部と前記配線部から一側に突出した第１の突出部と前記配線部から前記第１の突出
部にのびた配線パターンとを有する接続対象物を接続するためのコネクタであって、ハウ
ジングと前記ハウジングに保持された第１のコンタクトとを含み、前記ハウジングは、前
記配線部を受けるための 受け面を有した本体部と、前記本体部の一側
に配置された第１の側部とを含み、

ものであることを特
徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記第１の突出部は、前記第１の受け溝から外方に露出する特定部分を有する、請求項
１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記接続対象物は前記配線部から反対側に突出した第２の突出部をさらに有しており、
前記ハウジングは、前記本体部の反対側に配置された第２の側部をさらに有し、前記第２
の側部は、前記第２の突出部を受けるための第２の受け溝を有した、請求項１に記載のコ
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第１の方向にのびた
前記第１のコンタクトは、前記第１の側部に形成され

た保持穴に前記第１の方向から挿入されたものであり、前記第１の側部は、前記第１の突
出部を受けるための前記第１の方向にのびた第１の受け溝を有し、前記第１の受け溝は、
前記第１の方向とは反対の第２の方向における始端部に前記第１の突出部の挿入を許す開
口部を有し、前記第１のコンタクトは、前記第１の受け溝内における前記開口部の近傍に
、前記第１の突出部の配線パターンに接触するための接触部を有する



ネクタ。
【請求項４】
　さらに、前記ハウジングに保持された第２のコンタクトを含み、前記配線パターンは前
記配線部からさらに前記第２の突出部にのびており、前記第２のコンタクトは、前記第２
の側部に保持されかつ前記第２の突出部の配線パターンに接続するものである、請求項３
に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記第２の突出部は、前記第２の受け溝から外方に突出する特定部分を有する、請求項
２に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記第１の突出部は前記配線部の 第１の方向における に結合されており、前
記第１の側部は、前記第１の受け溝の端部を規定しかつ 第２の方向への前記第１の突
出部の移動を係止する壁部を有する、請求項１－５のいずれかに記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記受け面は平面に形成されている、請求項１－６のいずれかに記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル基板などの接続対象物の接続に用いられるコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、接続対象物として平形ケーブルを接続するためのコネクタが開
示されている。
【０００３】
　そのコネクタについて、図８を参照して説明する。コネクタ４１はＵ字状のハウジング
４２を有している。ハウジング４２には、両先端側にテールプレート４３が装着されてい
る。ハウジング４２の底部４２ｃには、複数のコンタクト収容溝４２ｃ１が形成されてい
る。各コンタクト収容溝４２ｃ１には、コンタクト４６が収容されて保持されている。各
コンタクト４６の先端部には、平形ケーブル５１の接触用パターン５４と接触する接触部
４６ａが形成され、後端部には、係止部４６ｂが形成される。係止部４６ｂは、ハウジン
グ４２の基部４２ａに設けられた貫通孔４２ａ１内に図中下方から挿入される。
【０００４】
　コネクタ４１には、ハウジング４２の基部４２ａと両テールプレート４３との間に、ハ
ウジング４２の左右両側部４２ｂ及び底部４２ｃによって凹部４４が形成されている。
【０００５】
　平形ケーブル５１は、その一端部に、長方形状の接続基部５２を有している。接続基部
５２の後端側には、接続基部５２よりも幅が狭い延設部５３が連続している。接続基部５
２の上面には、複数の接触用パターン５４が形成されている。延設部５３の上面には、複
数の配線用パターン５５が形成されている。各接触用パターン５４は各配線用パターン５
５にそれぞれ接続されている。接続基部５２の下面には、補強板５６が固着されている。
【０００６】
　平形ケーブル５１とコネクタ４１との接続は、次のように行う。平形ケーブル５１を図
８の図示例とは表裏反転させて、接続基部５２をコネクタ４１の凹部４４に挿入する。す
ると、各接触用パターン５４は各コンタクト４６の接触部４６ａに接触する。
【０００７】
　上述したコネクタ４１は、ハウジング４２が基部４２ａと左右両側部４２ｂとを有する
ので、構造が複雑なばかりか、全体のサイズが大きくならざるを得ない。
【０００８】
【特許文献１】特開平７－１５３５３１号公報
【発明の開示】
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前記



【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　それ故に本発明の課題は、小型で構造が簡単な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】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、配線部と前記配線部から一側に突出した第１の突出部と前記
配線部から前記第１の突出部にのびた配線パターンとを有する接続対象物を接続するため
のコネクタであって、ハウジングと前記ハウジングに保持された第１のコンタクトとを含
み、前記ハウジングは、前記配線部を受けるための 受け面を有した本
体部と、前記本体部の一側に配置された第１の側部とを含み、

ものであることを特徴とするコネクタが得られる。
【００１１】
　前記第１の突出部は、前記第１の受け溝から外方に露出する特定部分を有するものでも
よい。
【００１２】
　前記接続対象物は前記配線部から反対側に突出した第２の突出部をさらに有しており、
前記ハウジングは、前記本体部の反対側に配置された第２の側部をさらに有し、前記第２
の側部は、前記第２の突出部を受けるための第２の受け溝を有してもよい。
【００１３】
　さらに、前記ハウジングに保持された第２のコンタクトを含み、前記配線パターンは前
記配線部からさらに前記第２の突出部にのびており、前記第２のコンタクトは、前記第２
の側部に保持されかつ前記第２の突出部の配線パターンに接続するものであってもよい。
【００１４】
　前記第２の突出部は、前記第２の受け溝から外方に突出する特定部分を有するものでも
よい。
【００１５】
　前記第１の突出部は前記配線部の 第１の方向における に結合されており、前
記第１の側部は、前記第１の受け溝の端部を規定しかつ 第２の方向への前記第１の突
出部の移動を係止する壁部を有してもよい。
【００１６】
　前記受け面は平面に形成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のコネクタは次の効果を奏する。
【００１８】
　１．ハウジングは、コンタクトの保持部を有するが、接続対象物をハウジングに挿入す
る際に支障となる部分を嵌合方向に有しないので、コネクタの構造が小型化する。
【００１９】
　２．コネクタと接続対象物の嵌合構造が簡単であり、また、コストが安価である。
【００２０】
　３．ハウジングの平面状本体部は、コネクタの自動実装の際に被吸着部となるので、便
利に活用される。
【００２１】
　４．接続対象物はその嵌合方向に引張られても、その突出部がハウジングの開口部に挿
入されているため、接続対象物はコネクタから抜去されることがない。
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第１の方向にのびた
前記第１のコンタクトは、

前記第１の側部に形成された保持穴に前記第１の方向から挿入されたものであり、前記第
１の側部は、前記第１の突出部を受けるための前記第１の方向にのびた第１の受け溝を有
し、前記第１の受け溝は、前記第１の方向とは反対の第２の方向における始端部に前記第
１の突出部の挿入を許す開口部を有し、前記第１のコンタクトは、前記第１の受け溝内に
おける前記開口部の近傍に、前記第１の突出部の配線パターンに接触するための接触部を
有する

前記 終端部
前記



【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１及び図２を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るコネクタについて説明する
。
【００２３】
　図１及び図２のコネクタ１０は、接続対象物としてフレキシブル基板１１を接続するも
のである。フレキシブル基板１１は、略Ｔ字状の平板材からなる接続部材１２と、接続部
材１２の上面に形成された配線パターン１３ａ，１３ｂと、接続部材１２に連結された配
線部１４と、配線部１４の下面に形成された配線パターン（図示せず）とから構成される
。接続部材１２の配線パターン１３ａ，１３ｂは配線部１４の配線パターンに接続されて
いる。接続部材１２の先端両側には、平板状の第１及び第２の突出部１２ａ，１２ｂが設
けられている。
【００２４】
　フレキシブル基板１１において、接続部材１２及び配線部１４を合わせて、また配線部
とみなしてもよい。その場合、フレキシブル基板１１は、フレキシブル基板１１は、配線
部（１２ ,１４）と第１の方向Ａ１における配線部の端部に接続された第１及び第２の突
出部１２ａ，１２ｂとを合わせたものと実質的に同等である。なお、配線パターン（１３
ａ ,１３ｂ ,１４ａ ,１４ｂ）は配線部から第１及び第２の突出部１２ａ ,１２ｂの各々にま
でのびている。
【００２５】
　コネクタ１０は、絶縁性のプラスチックから作られたハウジング２０を含んでいる。ハ
ウジング２０は、略長方形の中央部即ち本体部２１と、本体部２１の左右両側に一体に形
成された第１及び第２の側部２２ａ，２２ｂとを有している。第１及び第２の側部２２ａ
，２２ｂの間には、接続部材１２を配置するための溝又は凹部２３が形成されている。
【００２６】
　本体部２１の上面即ち受け面２１ａは平面状に形成されている。第１及び第２の側部２
２ａ，２２ｂには、接続部材１２の第１及び第２の突出部１２ａ，１２ｂを受け入れるた
めの第１及び第２の受け溝２４ａ，２４ｂがそれぞれ形成されている。第１の受け溝２４
ａは、受け面２１ａと実質的に面一の基準面２５と、この基準面２５に間隔をおいて対向
した対向面２６と、第１の方向Ａ１とは反対の第２の方向Ａ２への第１の突出部１２ａの
移動を係止する壁部２７とで規定されている。第２の受け溝２４ｂも第１の受け溝２４ａ
と同様な構造を有している。こうして、ハウジング２０は左右対称に構成されている。な
お、基準面２５及び対向面２６は、受け面２１ａに対しまた互いに、僅かに傾斜していて
もよい。
【００２７】
　本体部２１の第１の方向Ａ１における端部には、凹部２８が形成されている。凹部２８
内にホールドダウン２８ａが配置され、ハウジング２０に取り付けられている。
【００２８】
　第１の側部２２ａは二つの保持穴２９を有している。これらの保持穴２９には導電性材
から作られたコンタクト３０が挿入されかつ固定保持されている。第２の側部２２ｂも同
様に二つの保持穴を有し、これらの保持穴２９にコンタクト３０が挿入されかつ固定保持
されている。ここでは、第１の側部２２ａの保持穴２９を第１の保持穴と呼び、第２の側
部２２ｂの保持穴を第２の保持穴と呼び、第１の保持穴に保持されたコンタクト３０を第
１のコンタクト呼び、第２の保持穴に保持されたコンタクト３０を第２のコンタクトと呼
ぶ。
【００２９】
　図２を用いてコンタクト３０の一つについて説明するが、残りのコンタクト３０も同様
である。
【００３０】
　コンタクト３０は、ハウジング２０に固定される基部３１と、基部３１の一方側の湾曲
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部３２と、二股状の梁部３３、３４と、梁部３３、３４の先端にそれぞれ設けられた接触
部３５，３６と、基部３１の他方側の半田付け部３７とを一体に有している。湾曲部３２
及び梁部３３，３４の各々は、弾性変形することができる。接触部３５は、基準面２５を
越えて第１の受け溝２４ａに突出しているので、基準接触部と呼ぶ。接触部３６は、対向
面２６を越えて第１の受け溝２４ａに突出しているので、対向接触部と呼ぶ。
【００３１】
　図３及び図４をも参照して、フレキシブル基板１１をコネクタ１０に接続する作業につ
いて説明する。
【００３２】
　まず、フレキシブル基板１１の配線部１４をハウジング２０の凹部２３に配置し、第１
及び第２の突出部１２ａ，１２ｂを第１及び第２の受け溝２４ａ，２４ｂにそれぞれ対向
させる。次に、フレキシブル基板１１を第２の方向Ａ２に移動させ、第１及び第２の突出
部１２ａ，１２ｂを第１及び第２の受け溝２４ａ，２４ｂにそれぞれ挿入させる。すると
、コンタクト３０の接触部３５，３６が第１及び第２の突出部１２ａ，１２ｂの両面にそ
れぞれ弾力的に圧接される。この結果、フレキシブル基板１１の接続部材１２に形成され
た配線パターン１３は、コンタクト３０の接触部３６に電気的に接続される。
【００３３】
　また、ハウジング２０の本体部２１の受け面２１ａは平面状に形成されているので、自
動実装機の吸着具に吸着される被吸着部として活用され得る。したがって、自動実装機を
用いてコネクタ１０を実装対象に実装する作業が容易である。
【００３４】
　ハウジング２０はフレキシブル基板１１を挿入する際に支障となる部分を有しないので
、コネクタ１０の小型化が容易である。フレキシブル基板１１が第２の方向Ａ２に引っ張
られても、その突出部１２ａ，１２ｂがハウジング２０の受け溝２４ａ，２４ｂに挿入さ
れているため、フレキシブル基板１１がコネクタ１０から抜去されることはない。
【００３５】
　図５から図７を参照して、本発明の第２の実施の形態に係るコネクタについて説明する
。
【００３６】
　図５から図７のコネクタにおいて、突出部１２ａ，１２ｂは、受け溝２４ａ，２４ｂか
ら外方に露出した特定部分３８ａ，３８ｂを有している。特定部分３８ａ，３８ｂの各々
は、第１及び第２の方向Ａ１、Ａ２に直交する第３の方向Ａ３においてハウジング２０か
ら突出している。換言すると、ハウジング２０は、特定部分３８ａ，３８ｂを第１及び第
２の側部２２ａ，２２ｂから第３の方向Ａ３において露出させるように形成されている。
【００３７】
　結果として、特定部分２３ａ，２３ｂは、幅Ｌを持つ係合部３９ａ， をそれぞれ
有する。即ち、ハウジング２０は、第３の方向Ａ３における寸法が接続部材１２よりも小
さくなっている。
【００３８】
　この構造によると、特定部分３８ａ，３８ｂを使用してコネクタ１０からフレキシブル
基板１１を取り外すことが容易に可能である。例えば、係合部３９ａ，３９ｂを第１の方
向Ａ１に向けて押すと、フレキシブル基板１１は第１の方向Ａ１に動かされ、したがって
フレキシブル基板１１を座屈を起こすことなくコネクタ１０から取り外すことができる。
この場合、フレキシブル基板１１に複雑な構造や貫通孔などを形成することは不要である
。
【００３９】
　なお、ハウジング２の側部及びフレキシブル基板１１の突出部を、それぞれ１箇所に設
けるように設計変更されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
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【図１】本発明の第１の実施の形態に係るコネクタを接続対象物と共に示した接続前の状
態の斜視図である。
【図２】図１に示したコネクタの断面図である。
【図３】図１に示したコネクタに接続対象物を接続した状態の斜視図である。
【図４】図３の状態の断面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係るコネクタを接続対象物と共に示した接続前の状
態の斜視図である。
【図６】図５に示したコネクタに接続対象物を接続した状態の斜視図である。
【図７】図６の状態の平面図である。
【図８】従来のコネクタを接続対象物と共に示した接続前の状態の斜視図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　コネクタ
　１１　フレキシブル基板
　１２　接続部材
　１２ａ　第１の突出部
　１２ｂ　第２の突出部
　１３　配線パターン
　１４　配線部
　２０　ハウジング
　２１　本体部
　２１ａ　受け面
　２２ａ　第１の側部
　２２ｂ　第２の側部
　２３　溝又は凹部
　２４ａ　第１の受け溝
　２４ｂ　第２の受け溝
　２５　基準面
　２６　対向面
　２７　壁部
　２８　凹部
　２８ａ　ホールドダウン
　２９　保持穴
　３０　コンタクト
　３１　基部
　３２　湾曲部
　３３，３４　梁部
　３５，３６　接触部
　３８ａ，３８ｂ　特定部分
　３９ａ，３９ｂ　係合部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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