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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低背下や低コスト化の要請に反することなく、
挿入されたまま詰まったカードを取り出し可能としたコ
ネクタおよびイジェクト治具を提供する。
【解決手段】このカードコネクタ１は、ハウジング組立
体とシェル２０を有する。ハウジング組立体とシェル２
０で形成される受容空間１Ｂ内にメモリカード３０が挿
入される。シェル２０には開口２４が形成されている。
この開口２４は、シェル２０の奥側の折り曲げ部分より
も手前、かつ、メモリカード３０の奥側の縁３１よりも
さらに奥まで広がっている。メモリカード３０が中で詰
まった時は、開口２４の、メモリカード３０よりも奥の
空間２４２にイジェクト冶具４０のイジェクトピン４１
を差し込み、基体４２をシェル２０に面接触させて手前
側に引く。
【選択図】図５



(2) JP 3191082 U 2014.6.5

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　挿入体が挿入される挿入口と、該挿入口から挿入方向奥側に挿入された該挿入体を受容
する受容空間とを有するコネクタであって、
　略矩形のハウジング、および
　板状の基部と、該基部の、前記挿入方向に交わる幅方向両縁それぞれで折れ曲がって前
記ハウジングの該幅方向両側面それぞれに沿って広がる一対の横スカート部と、該基部の
、前記挿入方向奥側の縁で折れ曲がって前記ハウジングの奥側の側面に沿って広がる奥ス
カート部とを有し、前記ハウジングと共同して前記挿入口および前記受容空間を形成する
シェルとを備え、
　前記シェルが、前記挿入方向に関し、前記基部の途中から前記挿入方向奥側に向かって
、前記基部の、該挿入方向奥側の縁よりも手前側であって、かつ、前記挿入体が、前記受
容空間内の、該挿入体の前記挿入方向移動可能な範囲での最奥まで挿入されたときの該挿
入体の前記挿入方向奥側の縁よりもさらに奥側まで広がる開口を有することを特徴とする
コネクタ。
【請求項２】
　前記開口が、前記挿入方向に延びる長孔であることを特徴とする請求項１記載のコネク
タ。
【請求項３】
　当該コネクタが、前記挿入体を前記挿入方向奥側に押して前記受容空間に挿入し、該挿
入体に加えた力を解除することで該挿入体が該受容空間内にロックされ、ロックされた状
態にある前記挿入体を前記挿入方向奥側に再度押して該挿入体に加えた力を解除すること
で該挿入体が前記挿入方向手前側にスライドするタイプのコネクタであることを特徴とす
る請求項１又は２記載のコネクタ。
【請求項４】
　請求項１から３のうちのいずれか１項記載のコネクタの前記受容空間に受容された状態
の前記挿入体を該受容空間から排出するイジェクト治具であって、
　前記開口の、前記挿入体の前記挿入方向奥側の縁よりもさらに奥側に差し込まれるイジ
ェクトピンと、
　前記イジェクトピンを前記開口に差し込んだ姿勢で前記基部に面接触する基体とを備え
、
　前記イジェクトピンを前記開口に差し込み前記基体を前記基部に面接触させた状態で前
記挿入方向手前側に移動させることで前記受容空間に受容された状態の前記挿入体を前記
イジェクトピンで前記受容空間から押し出すことを特徴とするイジェクト治具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、メモリカード等のカードが挿入されるコネクタ、および、コネクタに挿入さ
ているカードの取出しに用いるイジェクト冶具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ますます小型化されたメモリカードが登場してきている。それに伴って、メモリ
カードが挿入されるコネクタもますます小型になってきている。
【０００３】
　ここで、メモリカード等のカードが挿入されるコネクタは、樹脂製のハウジングと、金
属製のシェルを備えているタイプが多い。このタイプのコネクタには、ハウジングとシェ
ルとに挟まれたカード挿入口からカードが挿入される。挿入されたカードは、そのコネク
タの、ハウジングとシェルとの間に形成された受容空間内において、ハウジングに保持さ
れているコンタクトに接して電気的に導通する。カードはコンタクトによってシェルに向
って押圧されるので、シェルには、コンタクトの押圧力に打ち勝つのに十分な強度が必要
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である。
【０００４】
　ここで、これまで多用されてきているマイクロＳＩＭカードよりも小型のナノＳＩＭカ
ードが登場してきている。このナノＳＩＭカードの、コンタクトとの間の電気的な接続を
担うパッドの配置位置は、マイクロＳＩＭカードのパッドの配置位置に近似している。そ
のため、これまでマイクロＳＩＭカードを利用していたユーザがマイクロＳＩＭカードを
ナノＳＩＭカードと同じ寸法に切断し、ナノＳＩＭカード用のコネクタに挿入して使用す
るケースが多数存在するという現象が確認されている。
【０００５】
　ところが、ナノＳＩＭカードは、縦横の寸法だけでなく、その厚さもマイクロＳＩＭカ
ードよりも薄い。ナノＳＩＭカード用のコネクタは、正規の厚さのナノＳＩＭカードが挿
入されたときに、その正規の厚さのナノＳＩＭカードがシェルで十分な力でコンタクトに
押し当てられるように、受容空間に高さ等が設計されている。このため、ナノＳＩＭカー
ド用のコネクタに外形だけ同じ寸法に切断したマイクロＳＩＭカードを挿入すると、正規
のナノＳＩＭカードよりも厚いため、挿入されたままコネクタから抜き取ることができな
いという事態が生じるおそれがある。
【０００６】
　特許文献１には、カードを手前から挿入し、挿入されたカードを奥側から指で押し出す
ことでカードを取り出す、いわゆるプッシュ・プルタイプのコネクタが開示されている。
【０００７】
　この特許文献１に開示されたコネクタの場合、そのシェルが、手前側と奥側との双方に
大きく抉られた形状となっている。シェルの、この抉られた形状により、挿入されている
カードが大きく露出していて取出し操作を容易にしている。このコネクタの場合は、ナノ
ＳＩＭカードと外形だけ同じ寸法に切断したマイクロＳＩＭカードであっても、強い力を
加えることによりカードを押し出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２９９８５４号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００９】
　上掲の特許文献１のコネクタは、大きく抉られた形状のシェルを備えている。そのため
、シェルの強度が大きく殺がれる結果となる。シェルの強度を確保するためには、厚いシ
ェルにする必要がある。その場合、低背下の要請に反すると共に、コストが増大するおそ
れがある。
【００１０】
　本考案は、上記事情に鑑み、低背下や低コスト化の要請に反することなく、挿入された
まま詰まってしまったカードを取り出し可能としたコネクタを提供することを目的とする
。
【００１１】
　また、本考案は、そのコネクタ内に詰まってしまったカードの取出しに用いるイジェク
ト冶具を提供することも目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成する本考案のコネクタは、
　挿入体が挿入される挿入口と、その挿入口から挿入方向奥側に挿入された挿入体を受容
する受容空間とを有するコネクタであって、
　略矩形のハウジング、および
　板状の基部と、その基部の、挿入方向に交わる幅方向両縁それぞれで折れ曲がってハウ
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ジングの幅方向両側面それぞれに沿って広がる一対の横スカート部と、上記基部の、挿入
方向奥側の縁で折れ曲がってハウジングの奥側の側面に沿って広がる奥スカート部とを有
し、ハウジングと共同して挿入口および受容空間を形成するシェルとを備え、
　上記シェルが、挿入方向に関し、基部の途中から挿入方向奥側に向かって、基部の、該
挿入方向奥側の縁よりも手前側であって、かつ、挿入体が、受容空間内の、その挿入体の
挿入方向移動可能な範囲での最奥まで挿入されたときの挿入体の挿入方向奥側の縁よりも
さらに奥側まで広がる開口を有することを特徴とする。
【００１３】
　ここで、本考案にいう「挿入体」は、メモリカード等のカード自体であってもよく、あ
るいは、カードをトレイに載せて挿入するタイプのコネクタにおける、トレイとそのトレ
イに載ったカードとの組合わせであってもよい。
【００１４】
　挿入体が挿入方向最奥まで挿入された状態で詰まった場合を考える。本考案のコネクタ
では、この場合であっても、上記開口が挿入体の奥側の端縁のさらに奥にまで広がってい
る。このため、その開口の、挿入体の奥側の端縁のさらに奥側にピン等を差し込んで挿入
体を押し出すことができる。また、その開口は、シェルの、基部と奥スカート部との境界
の折れ曲がり部分までは達していない。このため、開口の存在がシェルの強度を大きく弱
めることにはならず、低背化、低コスト化の要請に反することは回避される。
【００１５】
　ここで、本考案のコネクタにおいて、シェルに設けられている開口が、挿入方向に延び
る長孔であることが好ましい。
【００１６】
　この場合、挿入体をピン等で押し出すにあたり、ピンに力を加えるときの力の方向が分
かりやすく、カードを引出し方向にほぼ真っ直ぐに力を加えやすい。
【００１７】
　また、本考案のコネクタが、挿入体を挿入方向奥側に押して受容空間に挿入し、挿入体
に加えた力を解除することで挿入体が受容空間内にロックされ、ロックされた状態にある
挿入体を挿入方向奥側に再度押して挿入体に加えた力を解除することで挿入体が挿入方向
手前側にスライドするタイプのコネクタであることが好ましい。
【００１８】
　このタイプのコネクタ、すなわち、いわゆるプッシュ・プッシュタイプのコネクタの場
合、挿入されているカードの押出しはコネクタに内蔵されているバネの力で行われる。小
型のカードが挿入されるコネクタの場合、コネクタも小型のため、小さな弱いバネしか搭
載できない。このため、挿入されているカードを押し出す力も制限され、規定以上の力を
与える余裕度が小さい。このプッシュ・プッシュタイプのコネクタに本考案を適用すると
、カードが挿入されたまま詰まってしまった場合にもそのカードを取り出すことができる
ため、大きな効果が生まれることになる。
【００１９】
　また、上記目的を達成する本考案のイジェクト冶具は、本考案のいずれかの態様のコネ
クタの受容空間に受容された状態の挿入体を受容空間から排出するイジェクト治具であっ
て、
　シェルに設けられた上記開口の、挿入体の挿入方向奥側の縁よりもさらに奥側に差し込
まれるイジェクトピンと、
　イジェクトピンを上記開口に差し込んだ姿勢でシェルの基部に面接触する基体とを備え
、
　イジェクトピンを上記開口に差し込み基体をシェルの基部に面接触させた状態で挿入方
向手前側に移動させることで受容空間に受容された状態の挿入体をイジェクトピンで受容
空間から押し出すことを特徴とする。
【００２０】
　本考案のイジェクト冶具の場合、シェルの開口にイジェクトピンを差し込み、基体をシ
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ェルの基部に面接触させた状態とすることにより、その姿勢が安定する。このため、詰ま
った状態のカードに安定的に力を加えることができ、挿入体を容易に取り出すことができ
る。
【考案の効果】
【００２１】
　以上の本考案によれば、低背化、低コスト化の要請に反することなく、詰まったカード
を容易に取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本考案のコネクタの実施形態としてのカードコネクタの外観斜視図である。
【図２】本考案のコネクタの実施形態としてのカードコネクタの外観斜視図である。
【図３】図１に示す状態におけるカードコネクタからシェルを取り除いてハウジング組立
体およびカードを示した斜視図である。
【図４】図２に示す状態におけるカードコネクタからシェルを取り除いてハウジング組立
体およびカードを示した斜視図である。
【図５】カードコネクタの中に詰まったメモリカードをイジェクト冶具を用いて取り出す
様子を示した斜視図である。
【図６】カードコネクタの中に詰まったメモリカードをイジェクト冶具を用いて取り出す
様子を示した斜視図である。
【図７】カードコネクタの中に詰まったメモリカードをイジェクト冶具を用いて取り出す
様子を示した斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本考案の実施の形態を説明する。
【００２４】
　図１，図２は、本考案のコネクタの実施形態としてのカードコネクタの外観斜視図であ
る。
【００２５】
　また、図３，図４は、それぞれ図１，図２に示す状態におけるカードコネクタからシェ
ルを取り除いてハウジング組立体およびカードを示した斜視図である。
【００２６】
　ここで、図１，図３は、カードコネクタにカードを途中まで挿入した状態を示した図、
図２，図４は、カードの挿入完了の状態を示した図である。
【００２７】
　このカードコネクタ１は、ハウジング組立体１０とシェル２０とを有する。そして、ハ
ウジング組立体１０とシェル２０とにより、メモリカード３０が挿入されるカード挿入口
１Ａが形成されている。このカード挿入口１Ａからは、メモリカード３０が、図１，図３
に矢印ｘで示す挿入方向奥側に挿入される。また、このカードコネクタ１には、カード挿
入口１Ａの奥に、メモリカード３を受容する受容空間１Ｂが形成されている。メモリカー
ド３０は、受容空間１Ｂ内の、図２，図４に示す位置に、ハウジング組立体１０とシェル
２０とで挟まれた状態に受容される。
【００２８】
　ハウジング組立体１０は、ハウジング１１と、そのハウジング１１に対しインサート成
形された複数のコンタクト１２を有する。コンタクト１２は、回路基板（不図示）に接続
される。また、そのコンタクト１２は、受容空間１Ｂに挿入されたメモリカード３０に電
気的に接触する。受容空間１Ｂに受容されたメモリカード３０は、コンタクト１２の押圧
力により、コンタクト１２に適切な圧力で接触する。このコンタクト１２は、回路基板か
らメモリカード３０への電源供給の中継やメモリカード３０へのアクセスの中継を担って
いる。
【００２９】
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　また、図３，図４に示すように、このハウジング組立体１０にはさらに、スライダ１３
、カムバー１４、およびコイルバネ１５が備えられている。スライダ１３は、ハウジング
１１に対し、メモリカード３０の挿入方向にスライドする部材である。このスライダ１３
は、コイルバネ１５により挿入方向手前側（図１，図３に示す矢印ｘの向きとは逆の向き
）に付勢されている。このスライダ１３は、挿入されてきたメモリカード３０に押される
カード受け部１３１と、いわゆるハートカム溝１３２を有する。ハートカム溝１３２には
、カムバー１４の先端部のカムピン１４１が入り込んでいる。メモリカード３０が挿入さ
れてくると、図３に示すように、そのメモリカード３０がカード受け部１３１に当接する
。メモリカード３０がさらに挿入されるとスライダ１３がメモリカード３０に押され、そ
のスライダ１３がコイルバネ１５の付勢力に抗して挿入方向奥側（矢印ｘ方向）にスライ
ドする。メモリカード３０を挿入方向奥側（矢印ｘ方向）にスライド可能な最奥まで指で
押し込んでその指を離す。すると、スライダ１３およびメモリカード３０が少しだけ戻り
、カムピン１４１がハートカム溝１３２のロック位置１３２ａに入り込み、スライダ１３
はその位置でロックされる。そのロックされた状態においてメモリカード３０を指で再度
挿入方向奥側（矢印ｘ方向）に押すと、カムピン１４１がハートカム溝１３２のロック位
置１３２ａから外れる。そして、メモリカード３０から指を離すと、スライダ１３がコイ
ルバネ１５に押されて挿入方向手前側（矢印ｘの向きとは逆向き）にスライドする。これ
により、メモリカード３０がスライダ１３に押されて、図１，図３に示すように、カード
挿入口１Ａから一部が食み出た状態となる。メモリカード３０は、指あるいはピンセット
などの道具で摘まんで抜き取られる。
【００３０】
　次に、シェル２０について説明する。
【００３１】
　このシェル２０は、基部２１と、一対の横スカート部２２と、奥スカート部２３とを有
する。基部２１は、板状に形成されてハウジング組立体１０を広く覆っている部分である
。また、一対の横スカート部２２は、基部２１の、挿入方向（矢印ｘ方向）に交わる幅方
向両縁それぞれで折れ曲がって、ハウジング１１の両側面１１Ａに沿って広がる部分であ
る。また、奥スカート部２３は、基部２１の、挿入方向（矢印ｘ方向）奥側の縁で折れ曲
がって、ハウジング１１の奥側の側面１１Ｂに沿って広がる部分である。
【００３２】
　このシェル２０には、例えばスイッチの接点を形成するために切り欠かれた開口など、
複数の開口が存在する。ここでは、それら複数の開口のうち、本実施形態のコネクタ１と
して特徴的な開口２４について説明する。
【００３３】
　この開口２４は、挿入方向（矢印ｘ方向）に長い長孔に形成されている。具体的には、
基部２１の幅方向ほぼ中央の途中位置から挿入方向奥側（矢印ｘ方向）に向かって、基部
２１の、挿入方向奥側の縁の手前まで広がっている。すなわち、この開口２４は、基部２
１と奥スカート部２３との境界の折れ曲がり部分の手前側まで広がっている。したがって
、その折れ曲がり部分は開口２４で分断されておらず、その開口２４が存在していてもシ
ェル２０は十分な強度を保っている。
【００３４】
　また、この開口２４は、メモリカード３０との関係では、受容空間１Ｂ内の移動可能な
最奥まで挿入されたメモリカード３０の奥側の縁３１よりもさらに奥まで広がっている。
このため、メモリカード３０が受容空間内１Ｂ内にどのように受容された状態にあっても
、図２に示すように、メモリカード３０の奥側の縁３１と開口２４の奥側の縁２４１との
間に空間２４２が形成される。ここで、図２，図４は、スライダ１３がロック状態にある
ときのメモリカード３０を示してる。メモリカード３０を指で押すと、メモリカード３０
はもう少しだけ奥まで移動する。メモリカード３０をそのように移動可能な範囲内の最奥
まで押し込んだ状態においても、メモリカード３０の奥側の縁３１のさらに奥側に空間２
４２が存在する。
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【００３５】
　ここで、このカードコネクタ１がナノＳＩＭカード用のカードコネクタであって、その
カードコネクタに外形だけナノＳＩＭカードと同一寸法に切断したマイクロＳＩＭカード
押し込んだ場合を考える。マイクロＳＩＭカードのパッドは、ナノＳＩＭカードのパッド
とほぼ同じ位置に配置されている。このため、切断したマイクロＳＩＭカードであっても
、切断箇所を間違えない限り、正常にアクセス可能である。ただし、マイクロＳＩＭカー
ドは、ナノＳＩＭカードよりも厚い。一方、このカードコネクタ１は、ナノＳＩＭカード
用である。つまり、このカードコネクタ１は、ナノＳＩＭカードが受容空間１Ｂに受容さ
れたときに、そのナノＳＩＭカードが適切な押圧力でコンタクト１２に接するように設計
されている。したがって、このナノＳＩＭカード用のカードコネクタにマイクロＳＩＭカ
ードが挿入されると、そのマイクロＳＩＭカードがシェル２０で強く押され過ぎることに
なる。このため、マイクロＳＩＭカードが一旦挿入されると、その挿入されたマイクロＳ
ＩＭカードが受容空間１Ｂ内で詰まってしまい、そのマイクロＳＩＭカードを正常には取
り出すことができなくなるおそれがある。
【００３６】
　本実施形態のカードコネクタ１に設けられている開口２４は、例えば上記に例示したよ
うな、押し込んだメモリカード３０が中で詰まったときに利用される開口である。本実施
形態では、中に詰まったメモリカード３０を取り出すにあたっては、イジェクト冶具が使
用される。
【００３７】
　図５～図７は、カードコネクタの中に詰まったメモリカードをイジェクト冶具を用いて
取り出す様子を順を追って示した斜視図である。
【００３８】
　ここに示すイジェクト冶具４０は、イジェクトピン４１と基体４２を有する。
【００３９】
　イジェクトピン４１は、シェル２０に設けられている開口２４の、メモリカード３０の
奥側の縁３１のさらに奥側に形成されている空間２４２に差し込まれる。
【００４０】
　図５には、イジェクトピン４１を空間２４２に差し込む前の状態のイジェクト冶具４０
が示されている。また、図６には、イジェクトピン４１を空間２４２に差し込んだ状態が
示されている。
【００４１】
　このイジェクト冶具４０は、イジェクトピン４１が空間２４２に差し込まれた姿勢にあ
るときに、その基体４２が、シェル２０の基部２１に面接触する形状を有する。
【００４２】
　このイジェクト冶具４０を使ってメモリカード３０を取り出すにあたっては、先ず、イ
ジェクトピン４１を空間２４２に差し込んで基体４２をシェル２０の基部２１に面接触さ
せる。こうすることにより、イジェクト冶具４０の姿勢が安定する。こうしてから、イジ
ェクト冶具４０を手前側（図５～図７の上方）に引く。
【００４３】
　図７には、イジェクト冶具４０を手前側に引いた後の状態が示されている。
【００４４】
　イジェクト冶具４０を手前側に引くと、イジェクトピン４１がメモリカード３０の奥側
の縁３１を押し、図７に示すように、メモリカード３０が、カードコネクタ１の受容空間
１Ｂから押し出される。メモリカード３０は、図７に示す位置まで押し出された後、指や
ピンセット等の冶具でカードコネクタ１から取り出される。
【００４５】
　上記のとおり、このイジェクト冶具４０は、その基体４１がシェル２０の基部２１に面
接触するため、姿勢が安定する。そして、その安定した姿勢のまま手前側に引かれる。こ
のため、カードコネクタ１やメモリカード３０に与えるストレスを最小限に抑えて、メモ
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【００４６】
　なお、ここでは、メモリカード３０を直接に挿入するタイプのカードコネクタを例示し
たが、本考案は、メモリカードをトレイに載せてトレイとともに挿入するタイプのカード
コネクタにもそのまま適用することができる。
【００４７】
　また、ここでは、いわゆるプッシュ・プッシュタイプのカードコネクタを例示したが、
本考案は、カード取出し用のバネを備えていない、いわゆるプッシュ・プルタイプのカー
ドコネクタにも適用することができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　カードコネクタ
　１Ａ　　カード挿入口
　１Ｂ　　受容空間
　１０　　ハウジング組立体
　１１　　ハウジング
　１１Ａ　側面
　１１Ｂ　奥側の側面
　１２　　コンタクト
　１３　　スライダ
　１３１　カード受け部
　１３２　ハートカム溝
　１４　　カムバー
　１４１　イジェクトピン
　１５　　コイルバネ
　２０　　シェル
　２１　　基部
　２２　　横スカート部
　２３　　奥スカート部
　２４　　開口
　２４１　奥側の縁
　２４２　空間
　３０　　メモリカード
　３１　　奥側の縁
　４０　　イジェクト冶具
　４１　　イジェクトピン
　４２　　基体
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