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(57)【要約】
【課題】電気的な接続状態を良好に維持し、取り外しの
必要性がある場合には容易に取り外すことが可能であり
、さらには、回路設計の自由度を高めるようなコネクタ
組み付け位置とすることが可能な直付けコネクタを提供
する。
【解決手段】コネクタハウジング３に、一対のコネクタ
端子４の略中央位置に合わせて配置され且つ回路基板２
に予め形成した貫通孔１５に貫通して回路基板２の裏面
１１側に突出する基板貫通部５を設ける。この基板貫通
部５には、裏面１１を押圧するバネ状押圧部９を形成す
る。一対のコネクタ端子４には、それぞれ回路１３に対
して弾性的に接触するバネ状電気接触部１４を形成する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタハウジングと、対となるコネクタ端子とを有し、該対となるコネクタ端子を回
路基板の一方の面に形成される回路にそれぞれ直接接触させて電気的な接続を図る直付け
コネクタにおいて、
　前記コネクタハウジングに、前記対となるコネクタ端子の略中央位置に合わせて配置さ
れ且つ前記回路基板に予め形成した貫通孔に貫通して前記回路基板の他方の面側に突出す
る基板貫通部を設け、
　該基板貫通部には、前記他方の面を押圧するバネ状押圧部を形成、若しくは前記回路基
板に係止される基板係止部を形成し、
　前記対となるコネクタ端子には、それぞれ前記回路に対して弾性的に接触するバネ状電
気接触部を形成する
　ことを特徴とする直付けコネクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の直付けコネクタにおいて、
　前記基板貫通部に、前記回路基板の前記一方の面に対し当接するストッパ部を形成する
　ことを特徴とする直付けコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板に直付けされる直付けコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板に直付けされる直付けコネクタには、コネクタ端子を回路基板の回路に半田付
けするタイプのものと、回路基板の縁部を挟み込むようにしてコネクタハウジングを組み
付けるとともにコネクタ端子を弾性的に回路基板の回路に接触させるタイプのものとが知
られている。これら２つのタイプの直付けコネクタに関しては、下記特許文献１に開示さ
れている。
【特許文献１】特開２０００－１８２６９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記従来技術の直付けコネクタにあっては、コネクタ端子を回路基板に半田
付け、若しくは溶接してしまうと、必要に応じて回路基板から直付けコネクタを取り外す
ことができなくなってしまうという問題点を有している。
【０００４】
　また、上記従来技術の直付けコネクタにあっては、コネクタハウジングの固定位置が回
路基板の縁部に限定されてしまうことから、回路基板の回路設計に制約が生じてしまうと
いう問題点を有している。
【０００５】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたもので、電気的な接続状態を良好に維持し、
取り外しの必要性がある場合には容易に取り外すことが可能であり、さらには、回路設計
の自由度を高めるようなコネクタ組み付け位置とすることが可能な直付けコネクタを提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の本発明の直付けコネクタは、コネク
タハウジングと、対となるコネクタ端子とを有し、該対となるコネクタ端子を回路基板の
一方の面に形成される回路にそれぞれ直接接触させて電気的な接続を図る直付けコネクタ
において、前記コネクタハウジングに、前記対となるコネクタ端子の略中央位置に合わせ
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て配置され且つ前記回路基板に予め形成した貫通孔に貫通して前記回路基板の他方の面側
に突出する基板貫通部を設け、該基板貫通部には、前記他方の面を押圧するバネ状押圧部
を形成、若しくは前記回路基板に係止される基板係止部を形成し、前記対となるコネクタ
端子には、それぞれ前記回路に対して弾性的に接触するバネ状電気接触部を形成すること
を特徴としている。
【０００７】
　このような特徴を有する本発明によれば、直付けコネクタの回路基板に対する組み付け
を行うと、コネクタ端子が回路基板の一方の面に形成される回路に弾性的に接触する。ま
た、コネクタ端子の弾性的な接触による接続状態を維持するために、コネクタハウジング
の基板貫通部が回路基板を貫通して、回路基板の他方の面を押圧する、若しくはコネクタ
端子の押圧に抗するように基板貫通部が回路基板に係止される。
【０００８】
　本発明の直付けコネクタの取り外しは、バネ状押圧部を操作して回路基板の他方の面の
押圧状態を解除し、この後に基板貫通部を抜くことによって完了する。若しくは、基板係
止部を操作して回路基板に対する係止状態を解除し、この後に基板貫通部を抜くことによ
って完了する。
【０００９】
　本発明の直付けコネクタは、対となるコネクタ端子に対応する回路の間に貫通孔を形成
することが可能な位置であれば組み付けが可能になる。尚、回路は、例えばプリントによ
るものやバスバー等が挙げられるものとする。
【００１０】
　請求項２記載の本発明の直付けコネクタは、請求項１に記載の直付けコネクタにおいて
、前記基板貫通部に、前記回路基板の前記一方の面に対し当接するストッパ部を形成する
ことを特徴としている。
【００１１】
　このような特徴を有する本発明によれば、基板貫通部が必要以上に挿入される前にスト
ッパ部が回路基板の一方の面に当接する。ストッパ部が回路基板の一方の面に当接するこ
とにより、コネクタ端子の過剰な変形が防止される。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載された本発明によれば、電気的な接続状態を良好に維持し、取り外しの
必要性がある場合には直付けコネクタを容易に取り外すことができるという効果を奏する
。また、本発明によれば、コネクタ組み付け位置が従来例のような回路基板の縁部に限定
されないことから、回路設計の自由度を高めることができるという効果を奏する。
【００１３】
　請求項２に記載された本発明によれば、コネクタ端子の過剰な変形を防止することがで
きるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の直付けコネクタの一実施の形態を
示す模式的な図であり、直付けコネクタと回路基板の斜視図である。また、図２は直付け
コネクタの回路基板に対する組み付けの説明図であり、図２（ａ）は直付けコネクタの組
み付け直前の状態を示す斜視図、図２（ｂ）は組み付け後の状態を示す正面図である。さ
らに、図３は直付けコネクタの取り外しに係る説明図である。
【００１５】
　図１において、引用符号１は本発明の直付けコネクタを示している。また、引用符号２
は直付けコネクタ１の組み付け先となる回路基板を示している。本発明の直付けコネクタ
１は、電気的な接続状態を良好に維持し、取り外しの必要性がある場合には容易に取り外
すことができ、さらには、回路設計の自由度を高めるようなコネクタ組み付け位置とする
ことができるものとなっている。以下、直付けコネクタ１及び回路基板２について具体的
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に説明する。
【００１６】
　直付けコネクタ１は、絶縁性を有する合成樹脂製のコネクタハウジング３と、バネ性を
有する一対のコネクタ端子４とを備えて構成されている。直付けコネクタ１は、特に限定
するものでないが、本形態において電子部品の一部を構成するようなものとなっている。
電子部品は、直付けコネクタ１を備えることにより、回路基板２に対して電気的な接続を
することができるようになっている。
【００１７】
　コネクタハウジング３には、基板貫通部５が設けられている。この基板貫通部５は、回
路基板２の表面６（特許請求の範囲に記載した一方の面に相当）に対向する基板対向面７
から突出するように設けられている。また、基板貫通部５は、一対のコネクタ端子４の略
中央位置に合わせて配置されている。このような基板貫通部５は、基板対向面７から突出
する支柱部８と、支柱部８の先端に一体に形成されるバネ状押圧部９とを有している。
【００１８】
　尚、基板貫通部５を合成樹脂製とする場合には、コネクタハウジング３の本体と一体に
成形されるものとする。一方、合成樹脂製以外の場合、例えば金属製の場合には、コネク
タハウジング３と別体となるものとする。
【００１９】
　支柱部８は、この長さが一対のコネクタ端子４の形状やバネ性、回路基板２の厚み、及
びバネ状押圧部９の形状に配慮して設定されている。また、支柱部８は、剛性を有するよ
うに形成されている。支柱部８は、この中間に段部を有する段付き形状に形成されている
。段部は、回路基板２の表面６に当接するストッパ部１０として形成されている。
【００２０】
　バネ状押圧部９は、直付けコネクタ１の組み付け時において、回路基板２の裏面１１（
特許請求の範囲に記載した他方の面に相当）を押圧する部分であって、弾力性を有する一
対の羽根部１２を有している。バネ状押圧部９は、一対の羽根部１２によって裏面１１を
押圧する機能の他に、この押圧状態によって回路基板２に対し係止される部分としても機
能するようになっている。一対の羽根部１２は、バネ性が高く、時間の経過によって撓ん
だままの状態にならないように（塑性変形しないように）形成されている（例えば、バネ
性が高くなるような材料を用いても良いものとする）。
【００２１】
　一対の羽根部１２は、Ｖ字形状に配置形成されている。また、一対の羽根部１２は、各
先端が基板対向面７（又は一対のコネクタ端子４）に向けてのびるように形成されている
。一対の羽根部１２は、それぞれ帯形状に形成されており、直付けコネクタ１の組み付け
時においては、回路基板２の裏面１１に対して各先端が先ず線接触し、この後に先端側が
湾曲するように撓んで裏面１１に線接触又は面接触して裏面１１を押圧するようになって
いる。尚、一対の羽根部１２の形状は一例であるものとする。一対の羽根部１２は、裏面
１１を押圧するとともに回路基板２に対して係止される形状であれば特に限定されないも
のとする。
【００２２】
　コネクタ端子４は、導電性を有する金属材料により形成されている。コネクタ端子４は
、コネクタハウジング３内に収容される部分と、基板対向面７から突出する部分とを有し
ている。基板対向面７から突出する部分は、回路基板２の後述する回路１３に対して接触
し電気的な接続を行えるように形成されている。具体的には、バネ状電気接触部１４とし
て形成されており、回路１３に対して弾性的に接触する部分となっている。バネ状電気接
触部１４は、帯状の金属材料を例えば正面視略Ｃ字状、若しくは略Ｕ字状に曲げることに
よって形成されている。コネクタ端子４は、撓んで回路１３に対し線接触又は面接触する
ようになっている。
【００２３】
　回路基板２には、この表面６に一対の回路１３が設けられている。また、回路基板２に
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は、一対の回路１３の略中央位置に合わせて貫通孔１５が形成されている。回路１３は、
例えばプリントによるものやバスバー等で形成されている。回路１３は、特に図示しない
が、所望の経路を有するように形成されている。貫通孔１５は、回路基板２の表裏方向に
貫通するように形成されている。貫通孔１５は、直付けコネクタ１の基板貫通部５の形状
に合わせて開口するような形状に形成されている。貫通孔１５の表面側開口縁部には、基
板貫通部５のストッパ部１０の当接を可能とする当接スペース（符号省略）が設けられて
いる。
【００２４】
　上記構成において、図２に示す如く、直付けコネクタ１の回路基板２に対する組み付け
を行うと、一対のコネクタ端子４が回路基板２の表面６に形成される一対の回路１３に弾
性的に接触する。また、一対のコネクタ端子４の弾性的な接触による接続状態を維持する
ために、コネクタハウジング３の基板貫通部５が貫通孔１５を介して回路基板２を貫通す
る。基板貫通部５が回路基板２を貫通すると、基板貫通部５のバネ状押圧部９が弾性的に
変形しながら回路基板２の裏面１１を押圧する。バネ状押圧部９は、一対のコネクタ端子
４の押圧に抗するような状態になり、また、回路基板２に対しては係止されるような状態
になる。これにより、直付けコネクタ１の回路基板２に対する組み付けが完了する。
【００２５】
　直付けコネクタ１の回路基板２に対する組み付けにおいて、基板貫通部５が必要以上に
貫通孔１５に挿入されることはない。すなわち、ストッパ部１０が回路基板２の表面６（
上記当接スペース）に当接するからである。ストッパ部１０は、コネクタ端子４の過剰な
変形を防することができるようになっている。
【００２６】
　図３において、直付けコネクタ１の取り外しに関しては、矢印Ｐ方向に直付けコネクタ
１を押し込むとともに、バネ状押圧部９の一対の羽根部１２を矢印Ｑ方向（内側の方向）
に撓ませて回路基板２の裏面１１に対する押圧状態、係止状態を解除する。そして、この
後に基板貫通部５を矢印Ｒ方向に抜くと直付けコネクタ１の取り外しが完了する。
【００２７】
　以上、図１ないし図３を参照しながら説明してきたように、本発明の直付けコネクタ１
は、電気的な接続状態を良好に維持し、取り外しの必要性がある場合には容易に取り外す
ことができるようになっている。また、本発明の直付けコネクタ１は、一対の回路１３の
間に貫通孔１５を形成することが可能な位置であれば回路基板２に対して組み付けをする
ことができるようになっている。本発明の直付けコネクタ１は、この組み付け位置が従来
例のような回路基板の縁部に限定されないことから、結果、回路設計の自由度を高めるこ
とができるようになっている。
【００２８】
　次に、図４を参照しながら本発明の直付けコネクタの他の一実施の形態を説明する。図
４は他の一実施の形態を示す模式的な図であり、直付けコネクタの回路基板に対する組み
付け後の状態を示す正面図である。尚、上記形態と基本的に同じ部分には同一の符号を付
して説明を省略するものとする。
【００２９】
　図４において、回路基板２に対して組み付けられる直付けコネクタ２１は、絶縁性を有
する合成樹脂製のコネクタハウジング２２と、一対のコネクタ端子４とを備えて構成され
ている。コネクタハウジング２２には、基板貫通部２３が設けられている（この他は上記
形態のコネクタハウジング３と同じである）。基板貫通部２３は、基板対向面７から突出
するように設けられている。また、基板貫通部２３は、一対のコネクタ端子４の略中央位
置に合わせて配置されている。このような基板貫通部２３は、基板対向面７から突出する
支柱部８と、支柱部８の先端に一体に形成される基板係止部２４とを有している。
【００３０】
　尚、基板貫通部２３を合成樹脂製とする場合には、コネクタハウジング３の本体と一体
に成形されるものとする。一方、合成樹脂製以外の場合、例えば金属製の場合には、コネ
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クタハウジング３と別体となるものとする。
【００３１】
　基板係止部２４は、直付けコネクタ２１の組み付け時において、回路基板２の裏面１１
に引っ掛かり係止されるように形成されている。基板係止部２４には、スリット２５と一
対の係止部２６とが形成されている。基板係止部２４は、スナップフィット形状に形成さ
れている。一対の係止部２６は、これらの間のスリット２５によって互いが近づく方向に
撓むようになっている。
【００３２】
　上記構成において、直付けコネクタ２１の回路基板２に対する組み付けを行うと、一対
のコネクタ端子４が回路基板２の表面６に形成される一対の回路１３に弾性的に接触する
。また、一対のコネクタ端子４の弾性的な接触による接続状態を維持するために、コネク
タハウジング２２の基板貫通部２３が貫通孔１５を介して回路基板２を貫通する。基板貫
通部２３が回路基板２を貫通すると、基板貫通部２３の基板係止部２４が回路基板２の裏
面１１側で係止される。この時、基板係止部２４は、一対のコネクタ端子４の押圧に抗す
るような状態で係止される。
【００３３】
　直付けコネクタ２１の取り外しに関しては、直付けコネクタ１を押し込み、そして、基
板係止部２４の一対の係止部２６を内側に撓ませて回路基板２の裏面１１に対する係止状
態を解除する。そして、この後に基板貫通部２３を抜くと直付けコネクタ２１の取り外し
が完了する。
【００３４】
　以上、本発明の直付けコネクタ２１は、電気的な接続状態を良好に維持し、取り外しの
必要性がある場合には容易に取り外すことができるようになっている。また、本発明の直
付けコネクタ２１は、一対の回路１３の間に貫通孔１５を形成することが可能な位置であ
れば回路基板２に対して組み付けをすることができるようになっている。本発明の直付け
コネクタ２１は、この組み付け位置が従来例のような回路基板の縁部に限定されないこと
から、結果、回路設計の自由度を高めることができるようになっている。
【００３５】
　この他、本発明は本発明の主旨を変えない範囲で種々変更実施可能なことは勿論である
。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の直付けコネクタの一実施の形態を示す模式的な図であり、直付けコネク
タと回路基板の斜視図である。
【図２】直付けコネクタの回路基板に対する組み付けの説明図であり、（ａ）は直付けコ
ネクタの組み付け直前の状態を示す斜視図、（ｂ）は組み付け後の状態を示す正面図であ
る。
【図３】直付けコネクタの取り外しに係る説明図である。
【図４】本発明の直付けコネクタの他の一実施の形態を示す模式的な図であり、直付けコ
ネクタの回路基板に対する組み付け後の状態を示す正面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　直付けコネクタ
　２　回路基板
　３　コネクタハウジング
　４　コネクタ端子
　５　基板貫通部
　６　表面（一方の面）
　７　基板対向面
　８　支柱部
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　９　バネ状押圧部
　１０　ストッパ部
　１１　裏面（他方の面）
　１２　羽根部
　１３　回路
　１４　バネ状電気接触部
　１５　貫通孔
　２１　直付けコネクタ
　２２　コネクタハウジング
　２３　基板貫通部
　２４　基板係止部
　２５　スリット
　２６　係止部

【図１】 【図２】
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