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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側コネクタと、前記相手側コネクタと嵌合可能であり且つ前記相手側コネクタから
抜去可能なコネクタとを備えたコネクタ装置であって、
　前記相手側コネクタは、相手側ハウジングと、相手側主端子と、相手側副端子とを有し
ており、前記相手側主端子及び前記相手側副端子は、前記相手側ハウジングに保持されて
おり、
　前記コネクタは、ハウジングと、主端子と、サブコネクタと、第１操作部材と、第２操
作部材とを有しており、
　前記主端子は、前記ハウジングに保持されており、
　前記サブコネクタは、第１位置及び第２位置の夫々に位置できるようにして前記ハウジ
ングに支持されており、且つ、副端子を有しており、
　前記第１操作部材は、第１初期位置及び第１移動位置の夫々に位置できるようにして前
記ハウジングに支持されており、
　前記第２操作部材は、第２初期位置及び第２移動位置の夫々に位置できるようにして前
記第１操作部材に支持されており、
　前記第１操作部材を前記第１初期位置から前記第１移動位置に移動させる第１嵌合操作
を行うと、前記ハウジングが嵌合位置に移動して、前記主端子が前記相手側主端子と接続
され、
　前記第１嵌合操作後、前記第２操作部材を前記第２初期位置から前記第２移動位置に移
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動させる第２嵌合操作を行うと、前記サブコネクタが前記第１位置から前記第２位置に移
動して、前記副端子が前記相手側副端子と接続する
コネクタ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングには、相手側被作用部が設けられており、
　前記第１操作部材には、支点部と第１作用部とが設けられており、前記第１操作部材は
、前記支点部を中心として回転することで前記第１初期位置と前記第１移動位置との間を
移動するように構成されており、
　前記ハウジングが嵌合開始位置に位置すると、前記第１作用部による前記相手側被作用
部への作用が許容され、前記第１嵌合操作によって前記ハウジングを前記嵌合位置に移動
することが可能になり、
　前記サブコネクタには、被作用部が設けられており、
　前記第２操作部材には、第２作用部が設けられており、前記第２操作部材は、前記第１
操作部材に対して相対的にスライドすることで前記第２初期位置と前記第２移動位置との
間を移動するように構成されており、
　前記第１嵌合操作後、前記サブコネクタが前記第１位置に位置しているとき、前記第２
作用部による前記被作用部への作用が許容され、前記第２嵌合操作によって前記サブコネ
クタを前記第２位置に移動することが可能になる
コネクタ装置。
【請求項３】
　請求項２記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側被作用部及び前記第１作用部の一方は第１カム突起であり他方は第１カム溝
であり、前記第１カム突起が前記第１カム溝に受容されることで前記第１作用部による前
記相手側被作用部への作用が許容され、前記第１嵌合操作によって前記第１カム突起が前
記第１カム溝内を移動し、これにより前記ハウジングが前記嵌合開始位置から前記嵌合位
置に移動し、
　前記被作用部及び前記第２作用部の一方は第２カム突起であり他方は第２カム溝であり
、前記第２カム突起が前記第２カム溝に受容されることで前記第２作用部による前記被作
用部への作用が許容され、前記第２嵌合操作によって前記第２カム突起が前記第２カム溝
内を移動し、これにより前記サブコネクタが前記第１位置から前記第２位置に移動する
コネクタ装置。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側被作用部が第１カム突起であり、前記第１作用部が第１カム溝であり、
　前記被作用部が第２カム突起であり、前記第２作用部が第２カム溝である
コネクタ装置。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記第１操作部材には、第１操作部が設けられており、
　前記支点部は、前記第１操作部と前記第１作用部の間に位置しており、
　前記支点部と前記第１操作部の間の距離は、前記支点部と前記第１作用部の間の距離よ
りも大きい
コネクタ装置。
【請求項６】
　請求項２乃至請求項５のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングは、相手側第１解除部を有しており、
　前記ハウジングは、第１規制部を有しており、
　前記第１操作部材は、第１被規制部を有しており、前記第１被規制部は、第１所定方向
に移動可能に支持されており、
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　前記ハウジングが前記相手側ハウジングから分離された分離位置に位置し且つ前記第１
操作部材が前記第１初期位置に位置しているとき、前記第１規制部が前記第１被規制部の
前記第１所定方向と直交する第１所定面内における移動を規制することで前記第１操作部
材の前記第１移動位置への移動が防止され、
　前記ハウジングが前記嵌合開始位置に位置し且つ前記第１操作部材が前記第１初期位置
に位置しているとき、前記相手側第１解除部が前記第１被規制部を前記第１所定方向に移
動させ、これにより前記第１規制部による前記第１被規制部の前記第１所定面内における
移動の規制が解除される
コネクタ装置。
【請求項７】
　請求項２乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングは、相手側第２解除部を有しており、
　前記第１操作部材は、第２規制部を有しており、
　前記第２操作部材は、第２被規制部を有しており、前記第２被規制部は、第２所定方向
に移動可能に支持されており、
　前記第１操作部材が前記第１初期位置に位置し且つ前記第２操作部材が前記第２初期位
置に位置しているとき、前記第２規制部が前記第２被規制部の前記第２所定方向と直交す
る第２直交方向における移動を規制することで前記第２操作部材の前記第２移動位置への
移動が防止され、
　前記第１嵌合操作を行うと、前記相手側第２解除部は、前記第２初期位置に位置してい
る前記第２操作部材の前記第２被規制部を前記第２所定方向に移動させ、これにより前記
第２規制部による前記第２被規制部の前記第２直交方向における移動の規制が解除される
コネクタ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記ハウジングは、第１ロック部を有しており、
　前記第１操作部材は、第１被ロック部を有しており、
　前記第１嵌合操作を行うと、前記第１被ロック部は前記第１ロック部にロックされ、こ
れにより前記第１操作部材が前記第１移動位置に維持される
コネクタ装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングは、維持部を有しており、
　前記第２操作部材は、被維持部を有しており、
　前記第２嵌合操作後、前記第１操作部材が前記第１初期位置に向かって移動すると前記
被維持部が前記維持部と突き当たり、これにより前記第１操作部材が前記第１移動位置に
維持される
コネクタ装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記ハウジングは、第２ロック部を有しており、
　前記第２操作部材は、第２被ロック部を有しており、
　前記第２嵌合操作を行うと、前記第２被ロック部は前記第２ロック部にロックされ、こ
れにより前記第２操作部材が前記第２移動位置に維持される
コネクタ装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載のコネクタ装置であって、
　前記第２被ロック部は、第３所定方向に移動可能に弾性支持されており、
　前記第２嵌合操作後、前記第２被ロック部を前記第３所定方向に移動させると、前記第
２ロック部による前記第２被ロック部のロックが解除される
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コネクタ装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載のコネクタ装置であって、
　前記第２操作部材は、受け止め部と被受け止め部とを有しており、
　前記被受け止め部は、前記第２被ロック部が前記第３所定方向に移動するとき、前記第
３所定方向に移動し、
　前記受け止め部は、前記第３所定方向に移動した前記被受け止め部を受け止めて第２被
ロック部の移動を停止させる
コネクタ装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングは、押し戻し部を有しており、
　前記第１嵌合操作の際、前記サブコネクタが前記第１位置に位置していなくても、前記
押し戻し部が前記サブコネクタを前記第１位置に押し戻す
コネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコネクタ装置に関し、特に、電気自動車やハイブリッドカーに取り付けられて
、電源システムから供給される電力を中継するコネクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプのコネクタ装置は、１００アンペア程度の大電流を中継するために使用され
ることがある。従って、メンテナンス作業を行う作業者の安全を考慮した機構を備える必
要がある。このタイプのコネクタ装置は、例えば、特許文献１に開示されている。
【０００３】
　図２９（ａ）に示されるように、特許文献１に開示されたコネクタ装置は、コネクタと
、相手方コネクタとを備えている。相手方コネクタは、相手方サブコネクタを有している
。相手方コネクタは、相手側の主端子（図示せず）を保持しており、相手方サブコネクタ
は、相手側の副端子（図示せず）を保持している。コネクタは、コネクタハウジング（ハ
ウジング）とサブコネクタとレバーとを有している。コネクタハウジングは主端子（図示
せず）を保持しており、サブコネクタは副端子（図示せず）を保持している。レバーは、
コネクタハウジングによって回転等の操作可能に支持されており、サブコネクタは、コネ
クタハウジングによって上下方向に移動可能に支持されている。
【０００４】
　図２９（ａ）及び図２９（ｂ）に示されるように、レバーを回転方向に回転させると、
コネクタハウジングが下方に移動してコネクタの主端子（図示せず）が相手方コネクタの
主端子（図示せず）と接続され、これにより電源回路（図示せず）が形成される。図２９
（ｂ）及び図２９（ｃ）に示されるように、回転させたレバーを水平方向にスライドさせ
ると、サブコネクタが下方に移動してコネクタの副端子（図示せず）が相手方コネクタの
副端子（図示せず）と接続され、これにより通電が開始される。通電を停止する際（例え
ば、コネクタを相手方コネクタから外す際）には、以上の操作が逆の順番で行われる。具
体的には、まず、レバーを接続時の方向と逆方向にスライドさせ、コネクタの副端子と相
手方コネクタの副端子との接続を解除して通電を停止する。次に、レバーを逆回転方向に
回転させ、コネクタの主端子と相手方コネクタの主端子との接続を解除して電源回路を遮
断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３４３１６９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般的に、副端子の接続解除から通電の停止までには、時間を要する。更に、通電が停
止されてから電源回路の電流が放電されるまでにも時間を要する。従って、作業の安全性
を向上させるためには、副端子の接続解除から主端子の接続解除までの時間を十分に確保
する必要がある。即ち、主端子を保持するハウジングの操作と副端子を保持するサブコネ
クタの操作との間に十分な時間を設ける必要がある。
【０００７】
　特許文献１のコネクタは、レバーのみを操作することによりハウジングとサブコネクタ
を操作できる。即ち、レバーを回転させた後、レバーを一気にスライドさせてコネクタを
嵌合させることができる。更に、レバーをスライドさせた後、レバーを一気に回転させて
コネクタを外すことができる。このため、作業者が一方のコネクタを相手方コネクタから
外す際に感電するおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明は、主端子を保持するハウジングの操作と副端子を保持するサブコネク
タの操作との間に十分な時間を設けることができるコネクタ装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、第１のコネクタ装置として、
　相手側コネクタと、前記相手側コネクタと嵌合可能であり且つ前記相手側コネクタから
抜去可能なコネクタとを備えたコネクタ装置であって、
　前記相手側コネクタは、相手側ハウジングと、相手側主端子と、相手側副端子とを有し
ており、前記相手側主端子及び前記相手側副端子は、前記相手側ハウジングに保持されて
おり、
　前記コネクタは、ハウジングと、主端子と、サブコネクタと、第１操作部材と、第２操
作部材とを有しており、
　前記主端子は、前記ハウジングに保持されており、
　前記サブコネクタは、第１位置及び第２位置の夫々に位置できるようにして前記ハウジ
ングに支持されており、且つ、副端子を有しており、
　前記第１操作部材は、第１初期位置及び第１移動位置の夫々に位置できるようにして前
記ハウジングに支持されており、
　前記第２操作部材は、第２初期位置及び第２移動位置の夫々に位置できるようにして前
記第１操作部材に支持されており、
　前記第１操作部材を前記第１初期位置から前記第１移動位置に移動させる第１嵌合操作
を行うと、前記ハウジングが嵌合位置に移動して、前記主端子が前記相手側主端子と接続
され、
　前記第１嵌合操作後、前記第２操作部材を前記第２初期位置から前記第２移動位置に移
動させる第２嵌合操作を行うと、前記サブコネクタが前記第１位置から前記第２位置に移
動して、前記副端子が前記相手側副端子と接続する
コネクタ装置を提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第２のコネクタ装置として、第１のコネクタ装置であって、
　前記相手側ハウジングには、相手側被作用部が設けられており、
　前記第１操作部材には、支点部と第１作用部とが設けられており、前記第１操作部材は
、前記支点部を中心として回転することで前記第１初期位置と前記第１移動位置との間を
移動するように構成されており、
　前記ハウジングが嵌合開始位置に位置すると、前記第１作用部による前記相手側被作用
部への作用が許容され、前記第１嵌合操作によって前記ハウジングを前記嵌合位置に移動
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することが可能になり、
　前記サブコネクタには、被作用部が設けられており、
　前記第２操作部材には、第２作用部が設けられており、前記第２操作部材は、前記第１
操作部材に対して相対的にスライドすることで前記第２初期位置と前記第２移動位置との
間を移動するように構成されており、
　前記第１嵌合操作後、前記サブコネクタが前記第１位置に位置しているとき、前記第２
作用部による前記被作用部への作用が許容され、前記第２嵌合操作によって前記サブコネ
クタを前記第２位置に移動することが可能になる
コネクタ装置を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第３のコネクタ装置として、第２のコネクタ装置であって、
　前記相手側被作用部及び前記第１作用部の一方は第１カム突起であり他方は第１カム溝
であり、前記第１カム突起が前記第１カム溝に受容されることで前記第１作用部による前
記相手側被作用部への作用が許容され、前記第１嵌合操作によって前記第１カム突起が前
記第１カム溝内を移動し、これにより前記ハウジングが前記嵌合開始位置から前記嵌合位
置に移動し、
　前記被作用部及び前記第２作用部の一方は第２カム突起であり他方は第２カム溝であり
、前記第２カム突起が前記第２カム溝に受容されることで前記第２作用部による前記被作
用部への作用が許容され、前記第２嵌合操作によって前記第２カム突起が前記第２カム溝
内を移動し、これにより前記サブコネクタが前記第１位置から前記第２位置に移動する
コネクタ装置を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第４のコネクタ装置として、第３のコネクタ装置であって、
　前記相手側被作用部が第１カム突起であり、前記第１作用部が第１カム溝であり、
　前記被作用部が第２カム突起であり、前記第２作用部が第２カム溝である
コネクタ装置を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第５のコネクタ装置として、第２乃至第４のコネクタ装置のいずれか
であって、
　前記第１操作部材には、第１操作部が設けられており、
　前記支点部は、前記第１操作部と前記第１作用部の間に位置しており、
　前記支点部と前記第１操作部の間の距離は、前記支点部と前記第１作用部の間の距離よ
りも大きい
コネクタ装置を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第６のコネクタ装置として、第２乃至第５のコネクタ装置のいずれか
であって、
　前記相手側ハウジングは、相手側第１解除部を有しており、
　前記ハウジングは、第１規制部を有しており、
　前記第１操作部材は、第１被規制部を有しており、前記第１被規制部は、第１所定方向
に移動可能に支持されており、
　前記ハウジングが前記相手側ハウジングから分離された分離位置に位置し且つ前記第１
操作部材が前記第１初期位置に位置しているとき、前記第１規制部が前記第１被規制部の
前記第１所定方向と直交する第１所定面内における移動を規制することで前記第１操作部
材の前記第１移動位置への移動が防止され、
　前記ハウジングが前記嵌合開始位置に位置し且つ前記第１操作部材が前記第１初期位置
に位置しているとき、前記相手側第１解除部が前記第１被規制部を前記第１所定方向に移
動させ、これにより前記第１規制部による前記第１被規制部の前記第１所定面内における
移動の規制が解除される
コネクタ装置を提供する。
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【００１５】
　また、本発明は、第７のコネクタ装置として、第２乃至第６のコネクタ装置のいずれか
であって、
　前記相手側ハウジングは、相手側第２解除部を有しており、
　前記第１操作部材は、第２規制部を有しており、
　前記第２操作部材は、第２被規制部を有しており、前記第２被規制部は、第２所定方向
に移動可能に支持されており、
　前記第１操作部材が前記第１初期位置に位置し且つ前記第２操作部材が前記第２初期位
置に位置しているとき、前記第２規制部が前記第２被規制部の前記第２所定方向と直交す
る第２直交方向における移動を規制することで前記第２操作部材の前記第２移動位置への
移動が防止され、
　前記第１嵌合操作を行うと、前記相手側第２解除部は、前記第２初期位置に位置してい
る前記第２操作部材の前記第２被規制部を前記第２所定方向に移動させ、これにより前記
第２規制部による前記第２被規制部の前記第２直交方向における移動の規制が解除される
コネクタ装置を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第８のコネクタ装置として、第１乃至第７のコネクタ装置のいずれか
であって、
　前記ハウジングは、第１ロック部を有しており、
　前記第１操作部材は、第１被ロック部を有しており、
　前記第１嵌合操作を行うと、前記第１被ロック部は前記第１ロック部にロックされ、こ
れにより前記第１操作部材が前記第１移動位置に維持される
コネクタ装置を提供する。
【００１７】
　また、本発明は、第９のコネクタ装置として、第１乃至第８のコネクタ装置のいずれか
であって、
　前記相手側ハウジングは、維持部を有しており、
　前記第２操作部材は、被維持部を有しており、
　前記第２嵌合操作後、前記第１操作部材が前記第１初期位置に向かって移動すると前記
被維持部が前記維持部と突き当たり、これにより前記第１操作部材が前記第１移動位置に
維持される
コネクタ装置を提供する。
【００１８】
　また、本発明は、第１０のコネクタ装置として、第１乃至第９のコネクタ装置のいずれ
かであって、
　前記ハウジングは、第２ロック部を有しており、
　前記第２操作部材は、第２被ロック部を有しており、
　前記第２嵌合操作を行うと、前記第２被ロック部は前記第２ロック部にロックされ、こ
れにより前記第２操作部材が前記第２移動位置に維持される
コネクタ装置を提供する。
【００１９】
　また、本発明は、第１１のコネクタ装置として、第１０のコネクタ装置であって、
　前記第２被ロック部は、第３所定方向に移動可能に弾性支持されており、
　前記第２嵌合操作後、前記第２被ロック部を前記第３所定方向に移動させると、前記第
２ロック部による前記第２被ロック部のロックが解除される
コネクタ装置を提供する。
【００２０】
　また、本発明は、第１２のコネクタ装置として、第１１のコネクタ装置であって、
　前記第２操作部材は、受け止め部と被受け止め部とを有しており、
　前記被受け止め部は、前記第２被ロック部が前記第３所定方向に移動するとき、前記第
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３所定方向に移動し、
　前記受け止め部は、前記第３所定方向に移動した前記被受け止め部を受け止めて第２被
ロック部の移動を停止させる
コネクタ装置を提供する。
【００２１】
　また、本発明は、第１３のコネクタ装置として、第１乃至第１２のコネクタ装置のいず
れかであって、
　前記相手側ハウジングは、押し戻し部を有しており、
　前記第１嵌合操作の際、前記サブコネクタが前記第１位置に位置していなくても、前記
押し戻し部が前記サブコネクタを前記第１位置に押し戻す
コネクタ装置を提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、コネクタが相手側コネクタと嵌合する際、第１操作部材の操作によっ
てハウジングの主端子が相手側主端子と接続し、第２操作部材の操作によってサブコネク
タの副端子が相手側副端子と接続する。即ち、ハウジングを操作する第１操作部材と、サ
ブコネクタを操作する第２操作部材とが異なっている。このため、ハウジングの操作とサ
ブコネクタの操作との間に十分な時間を設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタ装置を示す斜視図である。ここで、コネクタ
装置のコネクタのハウジングは分離位置にある。また、コネクタの第２操作部材の第２被
規制部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。
【図２】図１のコネクタ装置の相手側コネクタを示す斜視図である。
【図３】図２の相手側コネクタを示す側面図である。
【図４】図２の相手側コネクタを示す前面図である。
【図５】図２の相手側コネクタを示す分解斜視図である。
【図６】図１のコネクタ装置のコネクタを示す分解斜視図である。
【図７】図６のコネクタの第２操作部材を示す斜視図である。
【図８】図１のコネクタ装置を示す側面図である。
【図９】図１のコネクタ装置を示す斜視図である。ここで、コネクタのハウジングは嵌合
開始位置にある。
【図１０】図９のコネクタ装置を示す側面図である。
【図１１】図１０のコネクタ装置をＸＩ－ＸＩ線に沿って示す断面図である。ここで、第
２操作部材の第２被規制部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。
【図１２】図１０のコネクタ装置をＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿って示す断面図である。
【図１３】図９のコネクタ装置を示す前面図である。
【図１４】図１３のコネクタ装置をＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿って示す断面図である。ここで
、相手側副端子の接触部の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。また、電
線については断面の細部及び材質を描画していない。
【図１５】図１３のコネクタ装置をＸＶ－ＸＶ線に沿って示す断面図である。
【図１６】図１のコネクタ装置を示す斜視図である。ここで、コネクタのハウジングは嵌
合位置にあり、第２操作部材は第２初期位置にある。
【図１７】図１６のコネクタ装置を示す側面図である。
【図１８】図１７のコネクタ装置をＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線に沿って示す断面図である
。
【図１９】図１６のコネクタ装置を示す前面図である。
【図２０】図１９のコネクタ装置をＸＸ－ＸＸ線に沿って示す断面図である。ここで、副
端子の接触部の先端の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。また、電線に
ついては断面の細部及び材質を描画していない。
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【図２１】図１９のコネクタ装置をＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿って示す断面図である。
【図２２】図１のコネクタ装置を示す斜視図である。ここで、コネクタのハウジングは嵌
合位置にあり、第２操作部材は第２移動位置にある。
【図２３】図２２のコネクタ装置を示す側面図である。
【図２４】図２３のコネクタ装置をＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線に沿って示す断面図である。
【図２５】図２２のコネクタ装置を示す前面図である。
【図２６】図２５のコネクタ装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って示す断面図である。こ
こで、副端子の接触部の先端の近傍（破線で囲んだ部分）を拡大して描画している。また
、電線については断面の細部及び材質を描画していない。
【図２７】図２５のコネクタ装置をＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線に沿って示す断面図である
。
【図２８】図２５のコネクタ装置をＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿って示す断面図で
ある。ここで、第２操作部材の被維持部及び相手側ハウジングの維持部の位置を破線で描
画している。
【図２９】特許文献１のコネクタ装置を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１から理解されるように、本発明の実施の形態によるコネクタ装置１０は、電気自動
車等の対象物（図示せず）に取り付けられ、電源システム（図示せず）から供給された電
力を、例えばモーター（図示せず）に中継するように構成されている。但し、本発明は、
電源の中継を行うコネクタ装置１０以外のコネクタ装置に適用することも可能である。
【００２５】
　図１及び図９に示されるように、本実施の形態によるコネクタ装置１０は、コネクタ２
０と、相手側コネクタ６０とを備えている。コネクタ２０は、相手側コネクタ６０と嵌合
方向（－Ｚ方向）に沿って嵌合可能であり且つ相手側コネクタ６０から抜去方向（＋Ｚ方
向）に沿って抜去可能である。
【００２６】
　図２乃至図５に示されるように、本実施の形態による相手側コネクタ６０は、絶縁性材
料からなる相手側ハウジング６００と、導電性材料からなる２つの相手側主端子６８０と
、絶縁性材料からなる相手側サブコネクタ７００と、導電性材料からなる２つの相手側副
端子７８０と、金属製の２つのナット８００（図５参照）とを有している。
【００２７】
　本実施の形態による相手側ハウジング６００は、プレート６１０と、本体上部６２０と
、本体下部６７０とを有している。プレート６１０は、ＸＹ平面と平行な平板形状を有し
ている。プレート６１０には、孔部６１２が形成されている。孔部６１２は、相手側ハウ
ジング６００を対象物（図示せず）に取り付ける際に使用される。本体上部６２０は、プ
レート６１０から上下方向（Ｚ方向）において上方（＋Ｚ方向）に突出しており、本体下
部６７０は、プレート６１０から下方（－Ｚ方向）に突出している。相手側ハウジング６
００が対象物に取り付けられると、本体下部６７０は、対象物の内部に挿入される。
【００２８】
　本体上部６２０は、前後方向（Ｙ方向）に長く幅方向（Ｘ方向）に短い四角筒形状を有
している。詳しくは、本体上部６２０は、前壁部６２２と、後壁部６２４と、２つの側壁
部６２６と、収容部（収容空間）６３０とを有している。前壁部６２２は、本体上部６２
０のＹ方向における前端部（＋Ｙ側の端部）に位置しており、後壁部６２４は、本体上部
６２０のＹ方向における後端部（－Ｙ側の端部）に位置している。側壁部６２６は、本体
上部６２０のＸ方向における両側部に夫々位置している。収容部６３０は、ＸＹ平面にお
いて、前壁部６２２、後壁部６２４及び側壁部６２６に囲まれた空間である。
【００２９】
　図２及び図５に示されるように、側壁部６２６の夫々は、収容部６３０に面した内面６
２８を有している。内面６２８は、ＹＺ平面と平行に延びている。側壁部６２６の夫々に
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は、相手側被作用部（第１カム突起）６４０と、相手側第２解除部６６０と、維持部６６
２と、突出部６６４とが設けられている。相手側被作用部６４０、相手側第２解除部６６
０と、維持部６６２及び突出部６６４の夫々は、内面６２８から収容部６３０内に突出し
ている。
【００３０】
　相手側被作用部６４０は、Ｘ方向に延びる円柱形状を有している。相手側第２解除部６
６０は、内面６２８上をＺ方向に長く延びている（図１５参照）。詳しくは、相手側第２
解除部６６０は、ＸＹ平面と平行な上面（＋Ｚ側の面）と、上面から下方（－Ｚ方向）に
傾斜しつつＸ方向内側に延びる傾斜面と、傾斜面から下方に延びる垂直面とを有している
（図２参照）。維持部６６２は、側壁部６２６の前端（＋Ｙ側の端）近傍に設けられてい
る。維持部６６２は、側壁部６２６の上端（＋Ｚ側の端）に沿ってＹ方向に長く延びてい
る。突出部６６４には、押し戻し部６６６が設けられている。詳しくは、突出部６６４は
、ＸＹ平面と平行な上面を有している。本実施の形態による押し戻し部６６６は、突出部
６６４の上面である。
【００３１】
　収容部６３０は、上方に開口している。収容部６３０内には、２つの保持部６５０が設
けられている。２つの保持部６５０は、Ｙ方向に並んでいる。保持部６５０の夫々には、
保持孔６５２が形成されている（図５及び図１４参照）。保持孔６５２は、相手側ハウジ
ング６００をＺ方向に貫通している（図１４参照）。
【００３２】
　保持部６５０の夫々は、２つの側壁を有している。保持部６５０の側壁は、保持部６５
０のＸ方向における両側部に夫々位置している。２つの保持部６５０のうち後側（－Ｙ側
）に位置する保持部６５０は、２つの相手側第１解除部６５４と、２つのキー部６５６と
を有している。相手側第１解除部６５４及びキー部６５６は、保持部６５０の側壁の夫々
に設けられている。相手側第１解除部６５４は、保持部６５０の側壁から内面６２８に向
かって突出しており、上方に延びている。キー部６５６は、保持部６５０の側壁に形成さ
れた凹みである。キー部６５６は、Ｘ方向内側に凹んでおり、Ｚ方向に延びている。
【００３３】
　図５に示されるように、本実施の形態による相手側サブコネクタ７００は、本体部７１
０を有している。本体部７１０には、上方に開口した２つの受容部７１２が設けられてい
る。受容部７１２は、Ｘ方向に並んでいる。即ち、受容部７１２の一方は、本体部７１０
の＋Ｘ側に位置しており、受容部７１２の他方は、本体部７１０の－Ｘ側に位置している
。
【００３４】
　図５及び図１４に示されるように、相手側副端子７８０の夫々は、接触部７８３と端子
部７８５とを有している。端子部７８５には、圧着や半田付け等により電線７８４が接続
されている。相手側副端子７８０の夫々は、相手側サブコネクタ７００に保持されている
。相手側副端子７８０の夫々は、互いに接触しないようにして本体部７１０の受容部７１
２に保持されている。このため、２つの相手側副端子７８０は、互いに電気的に接続され
ていない。
【００３５】
　図２乃至図４に示されるように、相手側副端子７８０を保持した相手側サブコネクタ７
００は、相手側ハウジング６００に保持されている。相手側副端子７８０の端子部７８５
に接続された電線７８４は、相手側ハウジング６００の本体下部６７０を超えて下方に延
びている。相手側ハウジング６００が対象物（図示せず）に取り付けられたとき、電線７
８４は、電源回路（図示せず）のスイッチ（図示せず）に電気的に接続される。但し、２
つの相手側副端子７８０が互いに電気的に接続されていないため、スイッチは開いている
。
【００３６】
　図５に示されるように、本実施の形態による相手側主端子６８０の夫々は、本体部６８
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２と、受容部６８４と、接触片６８６と、端子部６８８とを有している。本体部６８２は
、Ｚ方向に延びる四角筒形状を有している。受容部６８４は、本体部６８２に囲まれた空
間である。接触片６８６は、受容部６８４内に保持されている。端子部６８８は、本体部
６８２の下端部（－Ｚ側の端部）からＸ方向外側に延びている。
【００３７】
　図１１及び図１２に示されるように、相手側主端子６８０は、相手側ハウジング６００
の保持部６５０の保持孔６５２（図５参照）に下方から夫々挿入されて保持されている。
端子部６８８の上には、ナット８００が配置されている。本体部６８２は、接触部６８３
を有している（図１１参照）。接触部６８３は、受容部６８４内に突出している。接触片
６８６は、接触部６８３と対向するように設けられている。接触片６８６の一部は、接触
部６８３に向かって、受容部６８４に突出している。相手側ハウジング６００が対象物（
図示せず）に取り付けられたとき、端子部６８８は、電源回路（図示せず）に電気的に接
続される。但し、２つの相手側主端子６８０の端子部６８８は、互いに電気的に接続され
ていない。このため、電源回路は遮断されている。
【００３８】
　図１及び図６に示されるように、本実施の形態によるコネクタ２０は、絶縁性材料から
なるハウジング２００と、導電性材料からなる主端子（電源端子）２８０（図６参照）と
、絶縁性材料からなる第１操作部材（レバー）３００と、絶縁性材料からなる第２操作部
材（スライダ）４００と、絶縁性材料からなるサブコネクタ５００と、導電性材料からな
る副端子（検知端子）５８０（図６参照）とを有している。
【００３９】
　図６に示されるように、本実施の形態によるハウジング２００は、斜め上方から見たと
き、Ｙ方向に長くＸ方向に短い直方体形状を有している。詳しくは、ハウジング２００は
、前壁部２０２と、後壁部２０４と、２つの側壁部２０６と、カバー部２１０とを有して
いる。前壁部２０２は、ハウジング２００のＹ方向における前端部に位置しており、後壁
部２０４は、ハウジング２００のＹ方向における後端部に位置している。側壁部２０６は
、ハウジング２００のＸ方向における両側部に夫々位置している。カバー部２１０は、ハ
ウジング２００のＺ方向における上端部（＋Ｚ側の端部）に位置している。
【００４０】
　図１４に示されるように、ハウジング２００の内部には、隔壁部２０８と、収容部（収
容空間）２２０と、収容部（収容空間）２３０とが形成されている。収容部２２０及び収
容部２３０は、前壁部２０２、後壁部２０４、側壁部２０６及びカバー部２１０によって
囲まれた空間である（図６参照）。収容部２２０はハウジング２００の前側（＋Ｙ側）に
位置しており、収容部２３０はハウジング２００の後側に位置している。隔壁部２０８は
、ＸＺ平面と平行に延びている。収容部２２０と収容部２３０とは、隔壁部２０８によっ
て互いから隔てられている。
【００４１】
　収容部２２０内には、突出部２２２と突出部２２４とが設けられている。突出部２２２
は、前壁部２０２の内面に設けられており、収容部２２０内において後方（－Ｙ方向）に
突出している。詳しくは、突出部２２２は、前壁部２０２の内面から下方に傾斜しつつ後
方に延びる上面と、上面から下方に傾斜しつつ前壁部２０２の内面まで延びる下面（－Ｚ
側の面）とを有している。突出部２２４は、隔壁部２０８の前面（＋Ｙ側の面）に設けら
れており、収容部２２０内において前方（＋Ｙ方向）に突出している。詳しくは、突出部
２２４は、隔壁部２０８の前面から前方に延びるＸＹ平面と平行な上面と、隔壁部２０８
の前面から上方に傾斜しつつ前方に延びる下面とを有している。
【００４２】
　図６及び図１３に示されるように、ハウジング２００は、第１ロック部２６２を有して
いる。詳しくは、前壁部２０２には、突出部２６０が設けられている。突出部２６０は、
前壁部２０２の上部（＋Ｚ側の部位）から前方に突出している。突出部２６０は、前壁部
２０２から下方に傾斜しつつ前方に延びる上面と、前壁部２０２から上方に傾斜しつつ前
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方に延びる下面とを有している。本実施の形態による第１ロック部２６２は、突出部２６
０の下面である。
【００４３】
　図６に示されるように、側壁部２０６の夫々には、張出し部２４０と、溝部２５０と、
支持軸２５４と、ガイド溝２５６とが設けられている。張出し部２４０は、側壁部２０６
の下端部からＸ方向外側に張り出している。溝部２５０は、側壁部２０６をＸ方向に貫通
しつつＺ方向に延びる溝である。溝部２５０は、側壁部２０６及び張出し部２４０の下方
に開口している（図１２参照）。支持軸２５４は、側壁部２０６の上端部の近傍に形成さ
れている。支持軸２５４は、側壁部２０６からＸ方向外側に突出した円柱形状の部位（円
柱部）と、円柱部の端部に設けられた長円形状の部位（長円部）とを有している。長円部
は、Ｚ方向において短くＹ方向において長い。ガイド溝２５６は、側壁部２０６をＸ方向
に貫通しつつＺ方向に延びる溝である。ガイド溝２５６は、側壁部２０６の下方に開口し
ている。
【００４４】
　図６及び図１２に示されるように、ハウジング２００は、２つの第１規制部２５２を有
している。本実施の形態による第１規制部２５２は、溝部２５０の後側の壁面である。
【００４５】
　図６に示されるように、ハウジング２００は、２つの第２ロック部２６６を更に有して
いる。詳しくは、カバー部２１０には、２つの突出部２６４が形成されている。突出部２
６４は、カバー部２１０のＸ方向における両側部に夫々設けられている。突出部２６４は
、カバー部２１０の前端部から上方に突出している。突出部２６４は、ＸＹ平面と平行な
上面と、上面から下方に傾斜しつつ前方に延びる傾斜面と、傾斜面から上方に延びる垂直
面とを有している。本実施の形態による第２ロック部２６６は、突出部２６４の垂直面で
ある。
【００４６】
　図６及び図１４に示されるように、本実施の形態による主端子２８０は、ＹＺ平面と平
行な平板形状を有している。詳しくは、主端子２８０は、２つの接触部２８２と、連結部
２８４とを有している。接触部２８２の夫々は、連結部２８４から－Ｚ方向に延びており
、連結部２８４は接触部２８２をＹ方向に連結している。連結部２８４には、２つの被支
持部２８６が設けられている。被支持部２８６の夫々は、連結部２８４からＹ方向外側に
突出している。主端子２８０は、ハウジング２００の下方から収容部２３０に挿入されて
ハウジング２００に保持されている（図１４参照）。詳しくは、収容部２３０に挿入され
た主端子２８０の被支持部２８６は、収容部２３０の所定位置に維持されており、これに
より主端子２８０は、ハウジング２００内に保持されている。
【００４７】
　図６及び図８に示されるように、本実施の形態による第１操作部材３００は、２つの側
壁部３０２と、連結部（第１操作部）３０８とを有している。側壁部３０２は、第１操作
部材３００のＸ方向における両側部に夫々位置している。側壁部３０２は、ＹＺ平面と平
行に且つ第１操作部材３００の前後方向（図６及び図８におけるＺ方向）に長く延びてい
る。以降の説明では、側壁部３０２が長く延びる方向（図６及び図８におけるＺ方向）を
第１操作部材３００の「長手方向」という。側壁部３０２の夫々は、外面３０６を有して
いる。外面３０６は、側壁部３０２のＸ方向外側の面である。連結部３０８は、側壁部３
０２の長手方向における一方の端部（図６及び図８における＋Ｚ側の端部）をＸ方向に連
結している。
【００４８】
　図６に示されるように、側壁部３０２の夫々には、バネ部３２０と、支点部（軸孔）３
３０と、第１作用部（第１カム溝）３４０と、突出部３５０と、スライド溝３６０とが設
けられている。
【００４９】
　図６及び図１２から理解されるように、バネ部３２０は、Ｘ方向に（特に、Ｘ方向外側
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に）弾性変形可能である。バネ部３２０の先端部には、第１被規制部３２２が設けられて
いる。第１被規制部３２２は、バネ部３２０からＸ方向内側に弧を描くように突出してお
り、長手方向に沿って延びている。第１被規制部３２２は、バネ部３２０の弾性変形によ
り、Ｘ方向と交差する方向に（特に、Ｘ方向外側に）移動可能である。即ち、本実施の形
態による第１被規制部３２２は、バネ部３２０によって第１所定方向（Ｘ方向外側）に移
動可能に弾性支持されている。
【００５０】
　図６及び図８に示されるように、本実施の形態による支点部３３０は、側壁部３０２を
Ｘ方向に貫通する孔である。支点部３３０は、側壁部３０２の外面３０６において、扇形
状を有している。特に、本実施の形態による支点部３３０は、四分の一円形状を有してい
る。支点部３３０の四分の一円は、互いに直交する２つの半径を有している。２つの半径
の一方は長手方向に延びており、他方の半径は長手方向と直交する方向（図６及び図８に
おけるＹ方向）に延びている。
【００５１】
　図１及び図８に示されるように、第１操作部材３００は、２つの側壁部３０２がハウジ
ング２００をＸ方向に挟むようにしてハウジング２００に取り付けられている。詳しくは
、ハウジング２００の支持軸２５４が第１操作部材３００の支点部３３０に夫々挿入され
ている。第１操作部材３００は、第１操作部材３００の長手方向がＺ方向に延びるように
してハウジング２００に取り付けられている。このときの第１操作部材３００の位置を第
１初期位置という。即ち、第１初期位置にある第１操作部材３００は、垂直に（Ｚ方向に
）延びている。
【００５２】
　図８に示されるように、第１操作部材３００が第１初期位置にあるとき、支持軸２５４
の長円部は、Ｙ方向において支点部３３０の縁から僅かに離れている。この支持軸２５４
と支点部３３０の配置から理解されるように、第１操作部材３００は、回転方向に沿った
回転（図８において時計回りの回転）のみが基本的に許容されている。
【００５３】
　より具体的には、図１０及び図１７から理解されるように、第１操作部材３００は、第
１初期位置及び第１移動位置（図１７における位置）の夫々に位置できるようにしてハウ
ジング２００に支持されている。詳しくは、第１操作部材３００は、支点部３３０を中心
として回転することで第１初期位置と第１移動位置との間を移動するように構成されてい
る。
【００５４】
　但し、図６及び図１２から理解されるように、第１操作部材３００が第１初期位置にあ
るとき、第１操作部材３００の第１被規制部３２２は、ハウジング２００の溝部２５０の
内部に挿入されている。このため、第１操作部材３００の支点部３３０を中心とした回転
が防止されている。即ち、本実施の形態によれば、ハウジング２００が相手側ハウジング
６００から分離された分離位置（図１における位置）に位置し且つ第１操作部材３００が
第１初期位置に位置しているとき、第１規制部２５２は、第１所定方向（Ｘ方向外側）と
直交する第１所定面（ＹＺ平面）内における第１被規制部３２２の移動を規制する。この
ため、第１操作部材３００の第１移動位置への移動が防止される。
【００５５】
　図６に示されるように、本実施の形態による第１操作部材３００の第１作用部３４０は
、側壁部３０２の外面３０６に形成された凹みである。第１作用部３４０は、側壁部３０
２の長手方向における一端（図６において－Ｚ側の端）に開口している。即ち、第１操作
部材３００が第１初期位置にあるとき、第１作用部３４０は、下方に開口している（図８
参照）。第１作用部３４０は、上述の開口から緩やかに湾曲しつつ支点部３３０の近傍に
向かって延びている。
【００５６】
　図６及び図１１に示されるように、第１操作部材３００は、２つの第２規制部３５２を
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有している。詳しくは、突出部３５０は、側壁部３０２からＸ方向内側に突出しており、
長手方向と直交する方向に延びている。突出部３５０は、長手方向と直交する面（図６及
び図１１において－Ｚ側の面）を有している。本実施の形態による第２規制部３５２は、
突出部３５０の上述の面の端部である。
【００５７】
　図６及び図８に示されるように、本実施の形態によるスライド溝３６０は、側壁部３０
２をＸ方向に貫通する溝である。スライド溝３６０は、長手方向に長く延びている。
【００５８】
　図６に示されるように、連結部３０８のＸ方向における中間部は、長手方向と直交する
方向に延びており、これによりバネ部３１０が形成されている。バネ部３１０のＸ方向に
おける中間部には、バネ部３１０を長手方向に貫通する溝が形成されている。溝は、長手
方向と直交する方向においてバネ部３１０の先端近傍まで延びている。溝の先端には、第
１被ロック部３１２が形成されている。即ち、本実施の形態による第１被ロック部３１２
は、上述した溝の縁である。第１被ロック部３１２は、Ｘ方向に沿って延びている。
【００５９】
　図６及び図７に示されるように、本実施の形態による第２操作部材４００は、２つの側
壁部４０２と、連結部４０８（図７参照）と、ロックレバー４２０とを有している。側壁
部４０２は、第２操作部材４００のＸ方向における両側部に夫々位置している。側壁部４
０２は、ＹＺ平面と平行に延びている。側壁部４０２の夫々は、外面４０６を有している
。外面４０６は、側壁部４０２のＸ方向外側の面である。連結部４０８は、側壁部４０２
をＸ方向に連結している。
【００６０】
　図６乃至図８に示されるように、側壁部４０２の夫々には、スライド突起４４０が設け
られている。スライド突起４４０は、ＹＺ平面において長円形状を有している。スライド
突起４４０は、長円形状が第１操作部材３００の長手方向に長く延びるようにして第１操
作部材３００のスライド溝３６０に夫々挿入されている（図８参照）。
【００６１】
　図８に示されるように、第１操作部材３００が第１初期位置にあるとき、スライド突起
４４０のＹ方向における長さは、スライド溝３６０の幅（Ｙ方向における長さ）よりも少
し小さく、スライド突起４４０のＺ方向における長さは、スライド溝３６０の幅よりも大
きい。このため、スライド突起４４０は、スライド溝３６０に沿って移動可能な一方、ス
ライド溝３６０と交差する方向には殆ど移動できない。即ち、本実施の形態による第２操
作部材４００は、第１操作部材３００の長手方向に移動可能となるようにして第１操作部
材３００に支持されている。更に、第２操作部材４００は、スライド突起４４０がスライ
ド溝３６０の一方の端部（図８において－Ｚ側の端部）に位置するように第１操作部材３
００に取り付けられている。このときの第２操作部材４００の位置（図８における位置）
を第２初期位置という。
【００６２】
　図８及び図２３から理解されるように、スライド突起４４０は、スライド溝３６０の長
手方向における一方の端部と他方の端部との間を移動することができる。即ち、第２操作
部材４００は、第２初期位置及び第２移動位置（図２３における位置）の夫々に位置でき
るようにして第１操作部材３００に支持されている。本実施の形態による第２操作部材４
００は、第１操作部材３００に対して相対的にスライドすることで第２初期位置と第２移
動位置との間を移動するように構成されている。
【００６３】
　図７に示されるように、第２操作部材４００は、第２操作部４１０と２つのバネ部４１
２とを有している。第２操作部４１０は、連結部４０８のＸ方向における中間部に位置し
ている。第２操作部４１０は、例えば指によって操作しやすい形状を有している。バネ部
４１２は、第２操作部４１０からロックレバー４２０まで、側壁部４０２に沿って延びて
いる。換言すれば、バネ部４１２は、第２操作部４１０とロックレバー４２０を互いに連
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結している。バネ部４１２は、側壁部４０２に沿って弾性変形可能である。詳しくは、ロ
ックレバー４２０を２つの側壁部４０２の間の空間に向かって押圧すると、バネ部４１２
がＹＺ平面において弾性変形する。
【００６４】
　第２操作部材４００は、２つの第２被ロック部４２４を更に有している。詳しくは、ロ
ックレバー４２０には、２つの突出部４２２が形成されている。突出部４２２は、ロック
レバー４２０からＸ方向外側に突出している。本実施の形態による第２被ロック部４２４
は、突出部４２２に形成された平面である。第２被ロック部４２４は、第２操作部材４０
０が第１操作部材３００に支持された状態において第１操作部材３００の長手方向と直交
している（図２７参照）。ロックレバー４２０は、２つの被受け止め部４２６を更に有し
ている。被受け止め部４２６は、ロックレバー４２０からＸ方向外側に突出している。
【００６５】
　第２被ロック部４２４は、ロックレバー４２０の移動によって移動する。本実施の形態
による第２被ロック部４２４は、第１操作部材３００の長手方向と直交する第３所定方向
（図７における＋Ｙ方向）に移動可能に弾性支持されている。被受け止め部４２６は、第
１操作部材３００の長手方向においてバネ部４１２と第２被ロック部４２４の間に位置し
ている。このため、被受け止め部４２６は、第２被ロック部４２４が第３所定方向に移動
するとき、第３所定方向に移動する。
【００６６】
　第２操作部材４００は、２つの受け止め部４７２を更に有している。詳しくは、側壁部
４０２の夫々には、孔部４７０が形成されている。孔部４７０は、側壁部４０２をＸ方向
に貫通している。本実施の形態による受け止め部４７２は、孔部４７０の壁面である。被
受け止め部４２６の一部は、孔部４７０内に位置している。このため、受け止め部４７２
は、第３所定方向（図７における＋Ｙ方向）に移動した被受け止め部４２６を受け止めて
、第２被ロック部４２４の移動を停止させる。このように構成された被受け止め部４２６
及び受け止め部４７２は、ロックレバー４２０が過剰な力で押されて破損することを防止
することができる。
【００６７】
　図６及び図７に示されるように、側壁部４０２の夫々には、バネ部４３０と、第２作用
部（第２カム溝）４５０と、溝部４６０とが更に設けられている。
【００６８】
　バネ部４３０は、Ｘ方向に弾性変形可能である。バネ部４３０の先端には、第２被規制
部４３２が設けられている。本実施の形態による第２被規制部４３２は、第１操作部材３
００の長手方向と直交する平面である。第２被規制部４３２は、第１操作部材３００の長
手方向と直交する第２所定方向（図７におけるＸ方向内側）に移動可能となるようにバネ
部４３０に弾性支持されている。図１及び図１１に示されるように、第２操作部材４００
が第２初期位置にあるとき、第２被規制部４３２は、第１操作部材３００の長手方向にお
いて、第２規制部３５２の－Ｚ側に位置している。
【００６９】
　図１、図６及び図７に示されるように、本実施の形態による第２作用部４５０は、側壁
部４０２をＸ方向に貫通する溝である。図１に示されるように、第２作用部４５０は、第
２操作部材４００が第１初期位置にある第１操作部材３００に支持された状態において、
第１操作部材３００の長手方向に沿って－Ｚ方向に向かって短く延びた後、＋Ｙ方向に傾
斜しつつ－Ｚ方向に向かって長く延びている。
【００７０】
　図６及び図７に示されるように、本実施の形態による溝部４６０は、側壁部４０２の外
面４０６に形成された凹みである。溝部４６０は、第２操作部材４００が第１操作部材３
００に支持された状態において、第１操作部材３００の長手方向に沿って延びている（図
１参照）。第２操作部材４００は、被維持部４６２を更に有している。本実施の形態によ
る被維持部４６２は、溝部４６０の壁面である。被維持部４６２は、側壁部４０２の端部
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（図６及び図７における＋Ｙ側の端部）に位置している。
【００７１】
　図１から理解されるように、第１操作部材３００が第１初期位置に位置し且つ第２操作
部材４００が第２初期位置に位置しているとき、第２規制部３５２が第２被規制部４３２
の第２所定方向（図１におけるＸ方向内側）と直交する第２直交方向（図１における＋Ｚ
方向）における移動を規制する。このため、第２操作部材４００の第２移動位置への移動
が防止される。
【００７２】
　図６に示されるように、本実施の形態によるサブコネクタ５００は、２つの側壁部５０
２と、連結部５０８とを有している。側壁部５０２は、サブコネクタ５００のＸ方向にお
ける両側部に夫々位置している。側壁部５０２は、ＹＺ平面と平行に延びている。側壁部
５０２の夫々は、外面５０６を有している。外面５０６は、側壁部５０２のＸ方向外側の
面である。連結部５０８は、側壁部５０２の下端部をＸ方向に連結している。
【００７３】
　図６に示されるように、連結部５０８には、バネ部５１０が設けられている。バネ部５
１０は、連結部５０８から上方に延びている。バネ部５１０は、Ｙ方向（特に、－Ｙ方向
）に弾性変形可能である。サブコネクタ５００は、位置保持部５１４を更に有している。
詳しくは、バネ部５１０の上端部には、＋Ｙ方向に突出した突出部５１２が形成されてい
る。突出部５１２は、下方に傾斜しつつ前方に延びる上面と、上方に傾斜しつつ前方に延
びる下面とを有している。本実施の形態による位置保持部５１４は、突出部５１２の下面
である。突出部５１２（位置保持部５１４）は、バネ部５１０の弾性変形によりＹ方向（
特に、－Ｙ方向）に移動可能である。
【００７４】
　図６及び図１４に示されるように、サブコネクタ５００は、バネ部５１０と同様にＺ方
向に延びるバネ部５２０を更に有している。バネ部５２０は、Ｙ方向（特に、＋Ｙ方向）
に弾性変形可能である。サブコネクタ５００は、位置保持部５２４を更に有している（図
１４参照）。詳しくは、バネ部５２０の上端部には、－Ｙ方向に突出した突出部５２２が
形成されている。突出部５２２は、下方に傾斜しつつ後方に延びる上面と、ＸＹ平面上を
延びる下面とを有している。本実施の形態による位置保持部５２４は、突出部５２２の下
面である。突出部５２２（位置保持部５２４）は、バネ部５２０の弾性変形によりＹ方向
（特に、＋Ｙ方向）に移動可能である。
【００７５】
　図６に示されるように、側壁部５０２の外面５０６の夫々には、バネ部５３０が形成さ
れている。本実施の形態によるバネ部５３０は、Ｚ方向に長く延びており、外面５０６に
両持ち梁状に保持されている。バネ部５３０は、Ｘ方向内側に弾性変形可能である。サブ
コネクタ５００は、２つの力受け部５３４を更に有している。詳しくは、バネ部５３０の
Ｚ方向における中間部には、Ｘ方向外側に突出した突出部５３２が形成されている。突出
部５３２は、下方に傾斜しつつＸ方向外側に延びる上面と、上方に傾斜しつつＸ方向外側
に延びる下面とを有している。本実施の形態による力受け部５３４は、突出部５３２の下
面である。突出部５３２（力受け部５３４）は、バネ部５３０の弾性変形によりＸ方向内
側に移動可能である。
【００７６】
　サブコネクタ５００は、２つの被作用部（第２カム突起）５４０と保持部５５０とを更
に有している。被作用部５４０は、側壁部５０２の外面５０６に夫々形成されている。被
作用部５４０は、外面５０６からＸ方向外側に延びる円柱形状を有している。保持部５５
０は、Ｘ方向において側壁部５０２の間に位置している。
【００７７】
　図６に示されるように、本実施の形態による副端子５８０は、被保持部５８２と、２つ
の接触部５８４とを有している。被保持部５８２は、サブコネクタ５００の保持部５５０
に保持されている。換言すれば、サブコネクタ５００は、副端子５８０を有している。接
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触部５８４は、サブコネクタ５００内を保持部５５０から下方に延びている（図１４参照
）。
【００７８】
　図１、図６及び図１４から理解されるように、副端子５８０を保持したサブコネクタ５
００は、下方からハウジング２００に挿入されて、収容部２２０に収容されている。サブ
コネクタ５００をハウジング２００に挿入する際、サブコネクタ５００の被作用部５４０
がハウジング２００のガイド溝２５６にガイドされつつ、サブコネクタ５００が上方に移
動する。図１４から理解されるように、このとき、サブコネクタ５００の突出部５２２は
、＋Ｙ方向に移動してハウジング２００の突出部２２４を乗り越える。同様に、サブコネ
クタ５００の突出部５１２は、－Ｙ方向に移動してハウジング２００の突出部２２２を乗
り越える。突出部５１２が突出部２２２の上方に位置すると、サブコネクタ５００は収容
部２２０に収容される。このときのサブコネクタ５００の位置（図１４における位置）を
第１位置という。
【００７９】
　図１４から理解されるように、サブコネクタ５００が第１位置にあるとき、位置保持部
５１４は、突出部２２２の傾斜した上面によって下方から支持されている。このため、サ
ブコネクタ５００に下方に向かう力を加えない限り、サブコネクタ５００は第１位置に維
持される。また、仮にサブコネクタ５００が下方に移動したとしても、位置保持部５２４
の水平面（ＸＹ平面と平行な面）が、突出部２２４の水平な上面と接触して、サブコネク
タ５００の移動が停止する。位置保持部５２４と突出部２２４の上面とが接触するときの
サブコネクタ５００の位置（図２６における位置）を第２位置という。第２位置にあるサ
ブコネクタ５００は、バネ部５２０を意図的に弾性変形させない限り、更に下方に移動す
ることができない。即ち、サブコネクタ５００は、第１位置及び第２位置の夫々に位置で
きるようにしてハウジング２００に支持されている。
【００８０】
　図８に示されるように、本実施の形態によれば、サブコネクタ５００が第１位置にある
とき、サブコネクタ５００の被作用部５４０は、ガイド溝２５６の上端に位置している。
また、力受け部５３４は、ガイド溝２５６内に位置している。
【００８１】
　以下、以上のように構成されたコネクタ２０を相手側コネクタ６０に嵌合する際の操作
と、コネクタ２０を相手側コネクタ６０から抜去する際の操作とについて説明する。
【００８２】
　図８乃至図１０に示されるように、分離位置（図８における位置）にあるハウジング２
００を、相手側ハウジング６００に向かって下方に移動させると、ハウジング２００の下
端部は、相手側ハウジング６００の収容部６３０に挿入される（図９参照）。このときの
ハウジング２００の位置（図９及び図１０における位置）を嵌合開始位置という。
【００８３】
　図１１及び図１４に示されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置にあるとき、主
端子２８０の２つの接触部２８２の下端部は、相手側主端子６８０の２つの受容部６８４
に夫々挿入されている。但し、接触部２８２は、相手側主端子６８０と接触していない。
即ち、主端子２８０は、相手側主端子６８０と電気的に接続されていない。
【００８４】
　図１４に示されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置にあるとき、副端子５８０
の接触部５８４は、相手側サブコネクタ７００の上方に位置している。即ち、副端子５８
０は、相手側副端子７８０と電気的に接続されていない。
【００８５】
　図１５に示されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置に位置し且つ第１操作部材
３００が第１初期位置に位置しているとき、相手側ハウジング６００の相手側被作用部６
４０は、第１操作部材３００の第１作用部３４０の開口を通過して第１作用部３４０内に
位置している。詳しくは、相手側被作用部６４０は、第１作用部３４０の開口近傍に位置
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している。前述したように、本実施の形態による相手側被作用部６４０は第１カム突起６
４０であり、第１作用部３４０は第１カム溝３４０である。即ち、ハウジング２００が嵌
合開始位置にあるとき、第１カム突起６４０が第１カム溝３４０に受容され、これにより
第１カム溝３４０が、第１カム溝３４０内における第１カム突起６４０の移動を許容する
。
【００８６】
　図１２に示されるように、第１操作部材３００が第１初期位置に位置した状態でハウジ
ング２００が嵌合開始位置に移動したとき、相手側第１解除部６５４は、第１被規制部３
２２の弧状の面を下方から押圧し、第１被規制部３２２を第１所定方向（Ｘ方向外側）に
移動させる。第１被規制部３２２は、第１所定方向に移動して、ハウジング２００の溝部
２５０から外れる。このため、第１規制部２５２による第１被規制部３２２の第１所定面
（ＹＺ平面）内における移動の規制が解除される。換言すれば、第１被規制部３２２は、
ＹＺ平面内において移動可能になる。即ち、第１操作部材３００を第１初期位置（図１０
参照）から第１移動位置（図１７参照）に移動させる第１嵌合操作が可能になる。第１嵌
合操作は、第１操作部材３００の連結部（第１操作部）３０８を回転方向に回転させるこ
とで行うことができる（図１０参照）。
【００８７】
　図１０、図１６及び図１７に示されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置に位置
しているとき、第１初期位置（図１０における位置）にある第１操作部材３００を支点部
３３０を中心に回転方向に回転させると（即ち、第１嵌合操作を行うと）、第１操作部材
３００は第１移動位置（図１６及び図１７における位置）に移動する。第１移動位置にあ
る第１操作部材３００の長手方向は、Ｙ方向と平行に延びている。即ち、第１移動位置に
ある第１操作部材３００は、水平方向（Ｙ方向）に長く延びている。
【００８８】
　図１７及び図１９に示されるように、第１嵌合操作を行うと、第１操作部材３００の第
１被ロック部３１２は、ハウジング２００の突出部２６０を乗り越えて、第１ロック部２
６２の下側（－Ｚ側）に位置する。このため、第１操作部材３００は、逆回転方向の力を
受けない限り、第１移動位置に維持される。即ち、第１嵌合操作を行うと、第１被ロック
部３１２は第１ロック部２６２にロックされ、これにより第１操作部材３００が第１移動
位置に維持される。
【００８９】
　図１５及び図２１に示されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置（図１５におけ
る位置）に位置したとき、第１カム突起６４０が第１カム溝３４０に受容されることで第
１作用部３４０の壁面による相手側被作用部６４０への押圧（作用）が許容される。第１
カム突起６４０は、第１嵌合操作において第１作用部３４０の壁面によって押圧され、第
１カム溝３４０内を移動する。このときハウジング２００は、嵌合開始位置から下方に移
動する。第１操作部材３００が第１移動位置に位置すると、第１カム突起６４０は、第１
カム溝３４０の端部の一方に位置する（図２１参照）。このときのハウジング２００の位
置（図２１における位置）を嵌合位置という。即ち、本実施の形態によるハウジング２０
０は、第１カム突起６４０が第１カム溝３４０内を移動することにより、嵌合開始位置か
ら嵌合位置に移動する。換言すれば、本実施の形態によれば、第１嵌合操作によってハウ
ジング２００を嵌合開始位置から嵌合位置に移動することが可能である。
【００９０】
　図１８及び図２０に示されるように、ハウジング２００が嵌合位置に移動すると、主端
子２８０も下方に移動する。このため、主端子２８０が相手側主端子６８０と接続される
。本実施の形態によれば、主端子２８０の接触部２８２が、相手側主端子６８０の接触片
６８６を弾性変形させつつ、接触片６８６と接触部６８３の間に挟まれる。このため、主
端子２８０は相手側主端子６８０と確実に接続される。主端子２８０と相手側主端子６８
０とが互いに接続すると、２つの相手側主端子６８０（図５参照）が、主端子２８０（図
６参照）を経由して電気的に接続される。即ち、電源回路（図示せず）が形成される。
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【００９１】
　図２０に示されるように、ハウジング２００が嵌合位置に移動すると、副端子５８０も
下方に移動する。このため、副端子５８０の２つの接触部５８４の先端が、相手側サブコ
ネクタ７００の２つの受容部７１２に夫々挿入される。但し、接触部５８４は、接触部７
８３の上方に位置している。即ち、副端子５８０は、相手側副端子７８０と接続されてい
ない。
【００９２】
　図１０及び図２１から理解されるように、第１嵌合操作を行うと、第２操作部材４００
も回転方向に沿って移動する。このとき、バネ部４３０の先端も移動して相手側第２解除
部６６０と突き当たり、バネ部４３０は、第２所定方向（Ｘ方向内側）に弾性変形する。
このため、第２被規制部４３２が第２所定方向に移動する。即ち、第１嵌合操作を行うと
、相手側第２解除部６６０は、第２初期位置に位置している第２操作部材４００の第２被
規制部４３２を第２所定方向に移動させる。これにより、第２規制部３５２（図１１参照
）による第２被規制部４３２の第２直交方向（図１１における＋Ｚ方向であり、図２１に
おける＋Ｙ方向）における移動の規制が解除される。即ち、第２操作部材４００を第２初
期位置（図２１における位置）から第２移動位置（図２２における位置）に移動させる第
２嵌合操作が可能になる。第２嵌合操作は、第２操作部材４００の第２操作部４１０（図
２０参照）を＋Ｙ方向に押すことで行うことができる。
【００９３】
　図２１に示されるように、第１嵌合操作後、サブコネクタ５００が第１位置に位置して
いるとき、サブコネクタ５００の被作用部５４０は、第２操作部材４００の第２作用部４
５０内に位置している。詳しくは、被作用部５４０は、第２作用部４５０の２つの端部の
うちの前側の端部に位置している。前述したように、本実施の形態による被作用部５４０
は第２カム突起５４０であり、第２作用部４５０は第２カム溝４５０である。即ち、第１
嵌合操作後、サブコネクタ５００が第１位置に位置しているとき、第２カム突起５４０が
第２カム溝４５０に受容され、これにより第２カム溝４５０が、第２カム溝４５０内にお
ける第２カム突起５４０の移動を許容する。
【００９４】
　図１７、図２２及び図２３に示されるように、ハウジング２００が嵌合位置に位置して
いるとき、第２初期位置（図１７における位置）にある第２操作部材４００を＋Ｙ方向に
スライドさせると（即ち、第２嵌合操作を行うと）、第２操作部材４００は第２移動位置
（図２２及び図２３における位置）に移動する。
【００９５】
　図１６及び図２７から理解されるように、第２嵌合操作を行うと、第２操作部材４００
の突出部４２２は＋Ｙ方向に移動する。突出部４２２は、ハウジング２００の突出部２６
４に突き当たって下方に移動し、突出部２６４の下側を通過する。第２操作部材４００が
第２移動位置に位置すると、突出部４２２は上方に移動し、第２被ロック部４２４は、第
２ロック部２６６の前方に位置する。本実施の形態によれば第２被ロック部４２４の平面
と第２ロック部２６６の平面とがＹ方向において対向する。このため、突出部４２２を下
方に移動させない限り、第２操作部材４００は第２移動位置に維持される。即ち、第２嵌
合操作を行うと、第２被ロック部４２４は第２ロック部２６６にロックされ、これにより
第２操作部材４００が第２移動位置に維持される。
【００９６】
　図２５に示されるように、第２嵌合操作後も、第１被ロック部３１２は第１ロック部２
６２にロックされており、これにより第１操作部材３００は第１移動位置に維持されてい
る。
【００９７】
　更に、図２８から理解されるように、第２嵌合操作を行うと、第２操作部材４００の被
維持部４６２は、相手側ハウジング６００の維持部６６２の下側に位置する。このため、
第１操作部材３００の逆回転方向の回転が防止される。即ち、本実施の形態によれば、第
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２嵌合操作後、第１操作部材３００が第１初期位置に向かって移動すると被維持部４６２
が維持部６６２と突き当たり、これにより第１操作部材３００が第１移動位置に、より確
実に維持される。
【００９８】
　図２１及び図２８に示されるように、第１嵌合操作後、サブコネクタ５００が第１位置
（図２１における位置）に位置しているとき、第２カム突起５４０が第２カム溝４５０に
受容されることで第２作用部４５０の壁面による被作用部５４０への押圧（作用）が許容
される。第２カム突起５４０は、第２嵌合操作において第２作用部４５０の壁面によって
押圧され、第２カム溝４５０内を移動する。このときサブコネクタ５００は、第１位置か
ら下方に移動する。第２操作部材４００が第２移動位置（図２８における位置）に位置す
ると、第２カム突起５４０は、第２カム溝４５０の２つの端部のうちの下側の端部に位置
する。このとき、サブコネクタ５００は、第２位置に位置している。即ち、本実施の形態
によるサブコネクタ５００は、第２カム突起５４０が第２カム溝４５０内を移動すること
により、第１位置から第２位置に移動する。換言すれば、本実施の形態によれば、第２嵌
合操作によってサブコネクタ５００を第１位置から第２位置に移動することが可能である
。
【００９９】
　図１４及び図２６から理解されるように、サブコネクタ５００が第１位置から第２位置
に移動する際、突出部５１２は、－Ｙ方向に移動してハウジング２００の突出部２２２を
乗り越える。
【０１００】
　図２４及び図２６に示されるように、ハウジング２００は第２嵌合操作によっては移動
しない。このため、主端子２８０は、第２嵌合操作後も相手側主端子６８０と接続してい
る。即ち、電源回路（図示せず）が維持されている。
【０１０１】
　図２６に示されるように、第１嵌合操作後、第２嵌合操作を行うと、サブコネクタ５０
０の副端子５８０も下方に移動する。このため、副端子５８０の接触部５８４の先端が、
相手側副端子７８０の接触部７８３と接触する。詳しくは、接触部５８４の夫々は、接触
部７８３を－Ｙ方向に弾性変形させつつ、接触部７８３と接触する。このため、副端子５
８０は相手側副端子７８０と確実に接続される。副端子５８０が相手側副端子７８０と接
続されると、２つの相手側副端子７８０（図５参照）が、副端子５８０（図６参照）を経
由して電気的に接続される。このため電源回路（図示せず）のスイッチ（図示せず）が閉
じ、通電が開始される。
【０１０２】
　相手側コネクタ６０と嵌合したコネクタ２０は、以下に説明するように相手側コネクタ
６０から抜去することができる。
【０１０３】
　図２７から理解されるように、第２嵌合操作後、第２操作部材４００のロックレバー４
２０を下方に押圧すると、第２被ロック部４２４は第３所定方向（図２７において－Ｚ方
向）に移動する。第２被ロック部４２４を第３所定方向に移動させると、第２ロック部２
６６による第２被ロック部４２４のロックが解除される。このため、第２操作部材４００
を第２移動位置から第２初期位置に移動させることができる。
【０１０４】
　図２０に示されるように、第２操作部材４００が第２初期位置に移動すると、サブコネ
クタ５００が第２位置から第１位置に移動する。このため、副端子５８０が上方に移動し
、副端子５８０と相手側副端子７８０との電気的な接続が解除される。このため、通電が
停止される。
【０１０５】
　図２１及び図２８から理解されるように、第２操作部材４００が第２初期位置に移動す
ると、被維持部４６２は維持部６６２から離れる。図１９に示されるように、このとき、
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第１操作部材３００は、第１ロック部２６２による第１被ロック部３１２のロックのみに
よって第１移動位置に維持されている。
【０１０６】
　図１７から理解されるように、第１被ロック部３１２がＹ方向外側に移動すると、第１
ロック部２６２による第１被ロック部３１２のロックが外れる。次に、支点部３３０を中
心にして第１操作部材３００を逆回転方向に回転させると、第１操作部材３００は、第１
移動位置から第１初期位置に移動する。図８に示されるように、本実施の形態によれば、
第１操作部材３００の支点部３３０は、第１操作部３０８と第１作用部３４０の間に位置
している。また、支点部３３０と第１操作部３０８の間の距離は、支点部３３０と第１作
用部３４０の間の距離よりも大きい。このため、第１操作部材３００は、主端子２８０が
相手側主端子６８０と強固に接続していたとしても（図１８参照）、比較的小さな力で逆
回転方向に回転させることができる。更に、第１操作部材３００は、回転方向にも比較的
小さな力で回転させることができる。
【０１０７】
　図１１から理解されるように、第１操作部材３００が第１初期位置に移動すると、ハウ
ジング２００が嵌合位置から嵌合開始位置に移動する。このため主端子２８０が上方に移
動し、主端子２８０と相手側主端子６８０との接続が解除される。即ち、電源回路（図示
せず）が遮断される。
【０１０８】
　以上に説明したように、本実施の形態によれば、コネクタ２０が相手側コネクタ６０と
嵌合する際、第１操作部材３００の操作によってハウジング２００の主端子２８０が相手
側主端子６８０と接続し、第２操作部材４００の操作によってサブコネクタ５００の副端
子５８０が相手側副端子７８０と接続する。また、第２操作部材４００の操作によって副
端子５８０と相手側副端子７８０との接続が解除され、第１操作部材３００の操作によっ
て主端子２８０と相手側主端子６８０との接続が解除される。即ち、主端子２８０を保持
したハウジング２００を操作する第１操作部材３００と、副端子５８０を保持したサブコ
ネクタ５００を操作する第２操作部材４００とが異なっている。このため、ハウジング２
００の操作とサブコネクタ５００の操作との間に十分な時間を設けることができる。即ち
、通電の停止と電源回路（図示せず）の遮断とを一気に行うことができず、副端子５８０
の接続解除から主端子２８０の接続解除までの間の充分な時間を、より確実に得ることが
できる。
【０１０９】
　図２に示されるように、本実施の形態によれば、相手側ハウジング６００にキー部６５
６が設けられている。このため、コネクタ２０の前後逆向きでの嵌合を防止することがで
きる。
【０１１０】
　図１５から理解されるように、ハウジング２００が嵌合開始位置にあるとき、サブコネ
クタ５００が第２位置に移動していたとしても、力受け部５３４は押し戻し部６６６の上
方に位置している。このため、第１嵌合操作の際、押し戻し部６６６が、力受け部５３４
を上方に押圧し、サブコネクタ５００を第１位置に移動させる。即ち、本実施の形態によ
れば、第１嵌合操作の際、サブコネクタ５００が第１位置に位置していなくても、押し戻
し部６６６がサブコネクタ５００を第１位置に押し戻す。このため、第１嵌合操作後、第
２嵌合操作を行うことができる。
【０１１１】
　以上のように構成されたコネクタ装置１０は、様々に変形することができる。
【０１１２】
　例えば、本実施の形態によれば、相手側被作用部６４０が第１カム突起であり、第１作
用部３４０が第１カム溝である。しかしながら、相手側被作用部６４０が第１カム溝であ
り、第１作用部３４０が第１カム突起であってもよい。即ち、相手側被作用部６４０及び
第１作用部３４０の一方が第１カム突起であり他方が第１カム溝であればよい。
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【０１１３】
　同様に、被作用部５４０が第２カム溝であり、第２作用部４５０が第２カム突起であっ
てもよい。即ち、被作用部５４０及び第２作用部４５０の一方が第２カム突起であり他方
は第２カム溝であればよい。
【０１１４】
　また、ハウジング２００は、カム機構を使用しない第１嵌合操作によって嵌合開始位置
から嵌合位置に移動されてもよい。同様に、サブコネクタ５００は、カム機構を使用しな
い第２嵌合操作によって第１位置から第２位置に移動されてもよい。
【０１１５】
　また、第１操作部材３００は、第１嵌合操作によって回転するのでなく、例えばスライ
ドしてもよい。即ち、第１嵌合操作による第１操作部材３００の移動方法及びハウジング
２００の移動方向は、様々に変形可能である。同様に、第２操作部材４００は、第２嵌合
操作によってスライドするのでなく、例えば回転してもよい。即ち、第２嵌合操作による
第２操作部材４００の移動方法及びサブコネクタ５００の移動方向も、様々に変形可能で
ある。
【０１１６】
　また、主端子２８０の２つの接触部２８２は、ヒューズを介して互いに接続されていて
もよい。本実施の形態によれば、ハウジング２００はカバー部２１０を有しているため、
ヒューズを覆うことができる。このため、作業者の感電や火傷を防止することができる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０　　　コネクタ装置
　２０　　　コネクタ
　２００　　ハウジング
　２０２　　前壁部
　２０４　　後壁部
　２０６　　側壁部
　２０８　　隔壁部
　２１０　　カバー部
　２２０　　収容部（収容空間）
　２２２　　突出部
　２２４　　突出部
　２３０　　収容部（収容空間）
　２４０　　張出し部
　２５０　　溝部
　２５２　　第１規制部
　２５４　　支持軸
　２５６　　ガイド溝
　２６０　　突出部
　２６２　　第１ロック部
　２６４　　突出部
　２６６　　第２ロック部
　２８０　　主端子（電源端子）
　２８２　　接触部
　２８４　　連結部
　２８６　　被支持部
　３００　　第１操作部材（レバー）
　３０２　　側壁部
　３０６　　外面
　３０８　　連結部（第１操作部）
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　３１０　　バネ部
　３１２　　第１被ロック部
　３２０　　バネ部
　３２２　　第１被規制部
　３３０　　支点部（軸孔）
　３４０　　第１作用部（第１カム溝）
　３５０　　突出部
　３５２　　第２規制部
　３６０　　スライド溝
　４００　　第２操作部材（スライダ）
　４０２　　側壁部
　４０６　　外面
　４０８　　連結部
　４１０　　第２操作部
　４１２　　バネ部
　４２０　　ロックレバー
　４２２　　突出部
　４２４　　第２被ロック部
　４２６　　被受け止め部
　４３０　　バネ部
　４３２　　第２被規制部
　４４０　　スライド突起
　４５０　　第２作用部（第２カム溝）
　４６０　　溝部
　４６２　　被維持部
　４７０　　孔部
　４７２　　受け止め部
　５００　　サブコネクタ
　５０２　　側壁部
　５０６　　外面
　５０８　　連結部
　５１０　　バネ部
　５１２　　突出部
　５１４　　位置保持部
　５２０　　バネ部
　５２２　　突出部
　５２４　　位置保持部
　５３０　　バネ部
　５３２　　突出部
　５３４　　力受け部
　５４０　　被作用部（第２カム突起）
　５５０　　保持部
　５８０　　副端子（検知端子）
　５８２　　被保持部
　５８４　　接触部
　６０　　　相手側コネクタ
　６００　　相手側ハウジング
　６１０　　プレート
　６１２　　孔部
　６２０　　本体上部
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　６２２　　前壁部
　６２４　　後壁部
　６２６　　側壁部
　６２８　　内面
　６３０　　収容部（収容空間）
　６４０　　相手側被作用部（第１カム突起）
　６５０　　保持部
　６５２　　保持孔
　６５４　　相手側第１解除部
　６５６　　キー部
　６６０　　相手側第２解除部
　６６２　　維持部
　６６４　　突出部
　６６６　　押し戻し部
　６７０　　本体下部
　６８０　　相手側主端子
　６８２　　本体部
　６８３　　接触部
　６８４　　受容部
　６８６　　接触片
　６８８　　端子部
　７００　　相手側サブコネクタ
　７１０　　本体部
　７１２　　受容部
　７８０　　相手側副端子
　７８３　　接触部
　７８４　　電線
　７８５　　端子部
　８００　　ナット
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