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(57)【要約】
【課題】ハウジング及び導電性シェルを備えたコネクタ
装置であって、全体の小型化及び構成部材数の低減を図
ることができる構造をもって、ハウジングに差し込まれ
た配線板状部材を、係止状態及び係止解除状態に選択的
におくことができるものを提供する。
【解決手段】ハウジング（１１）を部分的に覆う導電性
シェル（１６）に、固定部（１９Ａ，１９Ｂ），ハウジ
ング（１１）に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板
（４０）に対する係止状態をとる係止部（２０Ａ，２０
Ｂ），係止部（２０Ａ，２０Ｂ）によるフレキシブル印
刷配線基板（４０）に対する係止状態を解除する係止解
除部（２５Ａ，２５Ｂ），係止解除部（２５Ａ，２５Ｂ
）を係止部（２０Ａ，２０Ｂ）に係合させるべく移動操
作される操作部（１７）、及び、操作部（１７）と固定
部（１９Ａ，１９Ｂ）とを連結して弾性変位部を成す連
結部（１８Ａ，１８Ｂ）が、一体的に形成される。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互対向側端部のうちの一方側において開口する板状部材差込み部が設けられて配線基
板に配されるハウジングと、
　各々が上記ハウジングに配列配置され、配線板状部材が上記板状部材差込み部を通じて
上記ハウジングに差し込まれたとき、該配線板状部材における複数の接続端子部に夫々接
触接続される複数のコンタクトと、
　上記ハウジングを部分的に覆い、上記配線基板に固定される固定部，上記ハウジングに
差し込まれた配線板状部材に対する係止状態をとる係止部，該係止部の上記係止状態を解
除する係止解除部，該係止解除部を上記係止部に係合させるべく操作される操作部、及び
、該操作部と上記固定部とを連結する連結部が一体的に形成された導電性シェルと、
を備えて成り、
　上記連結部が、上記ハウジングの相互対向側端部のうちの他方側に配された弾性変位部
を成すものとされ、上記操作部が上記係止解除部を伴って上記ハウジングの相互対向側端
部のうちの一方側から他方側に向けて移動操作されるとき、弾性変位を生じて上記係止解
除部を上記係止部に係合させることにより、上記係止部に配線板状部材に対する係止状態
を解除させることを特徴とするコネクタ装置。
【請求項２】
　上記係止部が、上記固定部から上記ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側に向か
って伸びて配線板状部材に係合する係合部が設けられた弾性可動アーム状部と、該弾性可
動アーム状部から伸びて上記係止解除部との係合状態におかれる係合端部と、を有するこ
とを特徴とする請求項１記載のコネクタ装置。
【請求項３】
　上記係合部が、上記配線板状部材に設けられた突出係合部に嵌合する孔部を形成するこ
とを特徴とする請求項２記載のコネクタ装置。
【請求項４】
　上記係合端部が上記係止解除部に対する案内部を成し、上記操作部が上記係止解除部を
伴って上記ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側から他方側に向けて移動操作され
るとき、上記係止解除部が、上記案内部に当接して該案内部による案内を受けつつ移動し
、上記弾性可動アーム状部を変位させて上記係合部の上記配線板状部材との係合を解除す
ることを特徴とする請求項２記載のコネクタ装置。
【請求項５】
　上記操作部が、上記ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側から他方側に向かって
広がって上記ハウジングを部分的に覆う板状部を成し、上記連結部の一端が上記板状部に
おける上記ハウジングの相互対向側端部うちの他方側の端部に連結されていることを特徴
とする請求項１記載のコネクタ装置。
【請求項６】
　上記ハウジングを部分的に覆ってグラウンド電位が与えられるグラウンドプレートを有
し、該グラウンドプレートにおける上記複数のコンタクトの配列方向の端部に、上記導電
性シェルに形成された上記係止部の少なくとも一部及び上記係止解除部を覆うカバー部分
が設けられていることを特徴とする請求項１記載のコネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の特許請求の範囲に記載された発明は、フレキシブル印刷配線基板（ＦＰＣ）やフ
レキシブル平板状ケーブル（ＦＦＣ）等の配線板状部材に設けられた接続端子部を、他の
配線基板等とされる他の電気部品に電気的に連結するため、配線基板等に取り付けられて
配線板状部材が差し込まれるものとして用いられ、差し込まれた配線板状部材にその離脱
を阻止すべく係合する係止手段及び差し込まれた配線板状部材における接続端子部に接触
接続されるコンタクトを含んで構成されるコネクタ装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　各種の電子機器に実装される比較的小型なフレキシブル印刷配線基板やフレキシブル平
板状ケーブル等の配線板状部材は、各種の電気部品が取り付けられる主配線基板との電気
的連結が、当該主配線基板に電気的接続がなされて固定されるコネクタ装置が用いられて
行われることが多い。このような配線板状部材の主配線基板との電気的連結にあたって用
いられるコネクタ装置は、配線板状部材に設けられた接続端子部に接触接続される導電性
のコンタクトを有していて、そのコンタクトを介して、配線板状部材に設けられた接続端
子部を主配線基板に設けられた配線部に電気的に連結する。
【０００３】
　従来提案されている、例えば、フレキシブル印刷配線基板とされる配線板状部材の主配
線基板との電気的連結に用いられるコネクタ装置は、配線板状部材が差し込まれる差込み
部が設けられたものとされて主配線基板に配される、例えば、絶縁材料によって形成され
たハウジングを有したものとされる。そして、斯かるコネクタ装置にあっては、例えば、
ハウジングに配列配置されて設けられ、配線板状部材が差込み部を通じてハウジングに差
し込まれるとき、その配線板状部材に設けられた複数の接続端子部に夫々対応するものと
なる複数のコンタクトと、複数のコンタクトについての特性インピーダンス調整に貢献す
るものとして、さらには、外部からの電磁波ノイズ対策のため、即ち、外部からの電磁波
ノイズに対するシールド効果を得るために、ハウジングを部分的もしくは全体的に覆うも
のとして配されて接地電位が与えられる導電性シェルと、ハウジングに対して回動可能と
されて設けられ、回動せしめられるとき、複数のコンタクトに、複数の接続端子部に夫々
接触接続された状態、あるいは、複数の接続端子部との接触接続から解放され得る状態を
とらせるアクチュエータとが備えられている。このようなもとで、複数のコンタクトが配
線板状部材に設けられた複数の接続端子部に夫々接触接続された状態におかれることによ
り、配線板状部材が主配線基板との電気的連結状態におかれる。
【０００４】
　このような従来提案されているコネクタ装置にあっては、例えば、フレキシブル印刷配
線基板とされる配線板状部材が、主配線基板に配されたハウジングに差込み部を通じて差
し込まれて、ハウジングに配された複数のコンタクトが、ハウジングに差し込まれた配線
板状部材における複数の接続端子部に夫々接触接続され、それにより、配線板状部材が主
配線基板との電気的連結状態におかれるにあたり、配線板状部材がハウジングから不所望
に抜脱されるような事態が回避されなくてはならない。当然のことながら、ハウジングに
配された複数のコンタクトがハウジングに差し込まれた配線板状部材における複数の接続
端子部に夫々接触接続された状態が適正に維持されるためには、ハウジングに差込み部を
通じて差し込まれた配線板状部材が、その状態を安定に維持することができ、ハウジング
から不所望に抜脱されるような事態をまねかないものとされることが必要とされるのであ
る。
【０００５】
　そのため、前述のような、ハウジングを有し、複数のコンタクトと導電性シェルとハウ
ジングに対して回動可能とされるアクチュエータとを備えたコネクタ装置に属するもので
あって、ハウジングに差込み部を通じて差し込まれた配線板状部材に係合して、当該配線
板状部材のハウジングからの不所望な抜脱を阻止する係止手段を備えたコネクタ装置が従
来提案されている（例えば、特許文献１又は特許文献２参照。）。
【０００６】
　特許文献１に示されるコネクタ装置（平型導体用電気コネクタ）にあっては、ハウジン
グ(10)に差し込まれた配線板状部材（平型導体(P))に係合して当該配線板状部材(P) のハ
ウジング(10)からの不所望な抜脱を阻止する係止手段（係止突起(19)) が、ハウジング(1
0)の底壁(11)の上面に固定されている。この係止手段(19)は、その後面が緩いテーパ面を
成すとともにその前面が急なテーパ面を成すものとされている。そして、特許文献１に示
されるコネクタ装置のハウジング(10)に差し込まれる配線板状部材(P) には、被係止部(P
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2)が切欠き形成されており、配線板状部材(P) がハウジング(10)に差し込まれたときには
、配線板状部材(P) における被係止部(P2)の前方となる差込み方向の先端部分が、係止手
段(19)の後面が成す緩いテーパ面を乗り越えて、被係止部(P2)が係止手段(19)に係合する
状態がとられる。
【０００７】
　それとともに、配線板状部材(P) がハウジング(10)に差し込まれたときには、ハウジン
グ(10)に対して回動可能に設けられたアクチュエータ（加圧部材(50)) がハウジング(10)
の底壁(11)に向かう方向に回動せしめられてハウジング(10)に差し込まれた配線板状部材
(P) をハウジング(10)の底壁(11)側へと押圧し、それにより、配線板状部材(P) がそれに
おける被係止部(P2)を係止手段(19)に係合させた状態を維持するものとされる。その結果
、ハウジング(10)に差し込まれた配線板状部材(P) にそれをハウジング(10)から抜き出そ
うとする外力が作用しても、被係止部(P2)が係止手段(19)の前面が成す急なテーパ面に当
接して、係止手段(19)によって配線板状部材(P) が係止されることになり、被係止部(P2)
によって配線板状部材(P) のハウジング(10)からの不所望な抜脱が阻止される。
【０００８】
　さらに、ハウジング(10)に差し込まれた配線板状部材(P) を係止手段(19)による係止か
ら解放するにあたっては、アクチュエータ(50)をハウジング(10)の底壁(11)から遠ざかる
方向に回動させて、アクチュエータ(50)による配線板状部材(P) に対する押圧を解除した
もとで、配線板状部材(P) にそれをハウジング(10)から抜き出す外力を作用させる。それ
により、配線板状部材(P) における被係止部(P2)の前方となる差込み方向の先端部分が、
係止手段(19)の前面が成す急なテーパ面を強引に乗り越え、被係止部(P2)が係止手段(19)
との係合を解除するものとされて、配線板状部材(P) が係止手段(19)による係止から解放
される。
【０００９】
　また、特許文献２に示されるコネクタ装置（回路基板用電気コネクタ）にあっては、ハ
ウジング(10)を部分的に覆う導電性シェル（金属シェル(40)) に、ハウジング(10)に差し
込まれた配線板状部材（平型導体(F))に係合して当該配線板状部材(F) のハウジング(10)
からの不所望な抜脱を阻止する係止手段（ロック部材(45)) が設けられている。この係止
手段(45)は、ハウジング(10)の下壁(13)に形成された金属シェル保持溝(17)により保持さ
れてハウジング(10)の下壁(13)上に配され、ハウジング(10)の下壁(13)から上方に突出し
て配線板状部材(F) に形成された係止凹部(F2)に係合するロック突部(52)と配線板状部材
(F) をハウジング(10)の下壁(13)側へと押圧する押圧部(49)とを有している。そして、配
線板状部材(F) がハウジング(10)に差し込まれたときには、係止手段(45)におけるロック
突部(52)が、配線板状部材(F) に形成された係止凹部(F2)に挿入されて当該係止凹部(F2)
との係合状態をとる。
【００１０】
　それとともに、配線板状部材(F) がハウジング(10)に差し込まれたときには、ハウジン
グ(10)に対して回動可能に設けられたアクチュエータ（可動部材(30)) がハウジング(10)
の下壁(13)側に倒れるように回動せしめられ、それに伴ってアクチュエータ(30)に設けら
れたカム部(32C) により配線板状部材(F) に形成された押圧部(49)がハウジング(10)の下
壁(13)に向かう方向に変位せしめられて、押圧部(49)がハウジング(10)に差し込まれた配
線板状部材(F) をハウジング(10)の下壁(13)側へと押圧し、それにより、配線板状部材(F
) がそれにおける係止凹部(F2)に係止手段(45)におけるロック突部(52)が挿入された状態
を維持するものとされる。その結果、ロック突部(52)を配線板状部材(F) における係止凹
部(F2)に挿入させた係止手段(45)によって配線板状部材(F) が係止されることになり、ハ
ウジング(10)に差し込まれた配線板状部材(F) にそれをハウジング(10)から抜き出そうと
する外力が作用しても、配線板状部材(F) のハウジング(10)からの不所望な抜脱が阻止さ
れる。
【００１１】
　さらに、ハウジング(10)に差し込まれた配線板状部材(F) を係止手段(45)による係止か
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らた解放するにあたっては、アクチュエータ(30)をハウジング(10)の下壁(13)側から起き
上がらせるように回動させて、アクチュエータ(30)に設けられたカム部(32C) による配線
板状部材(F) に形成された押圧部(49)のハウジング(10)の下壁(13)に向かう方向への変位
を解除し、押圧部(49)による配線板状部材(F) に対する押圧を止めさせたもとで、配線板
状部材(P) にそれにおける係止凹部(F2)を係止手段(45)におけるロック突部(52)から外す
外力を作用させる。それにより、配線板状部材(F) が係止手段(45)による係止から解放さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００９－２７７５６３号公報　（段落００１５～００４４、図１～
６）
【特許文献２】特開２０１０－２３８５１２号公報　（段落００２５～００５５，図１～
８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述のような、フレキシブル印刷配線基板等の配線板状部材の主配線基板との電気的連
結に用いられるコネクタ装置であって、ハウジングに差し込まれた配線板状部材のハウジ
ングからの不所望な抜脱を阻止する係止手段を備えたものとして従来提案されているコネ
クタ装置にあっては、係止手段がハウジングに差し込まれた配線板状部材に係合した状態
が、ハウジングに対して回動可能とされたアクチュエータの回動操作に応じて、ハウジン
グに差し込まれた配線板状部材がそれが配されたハウジングの部分に向かう方向に押圧さ
れることにより維持されて、即ち、係止手段とハウジングに対して回動可能とされたアク
チュエータとの協働のもとで、係止手段によりハウジングに差し込まれた配線板状部材が
係止されて、配線板状部材のハウジングからの不所望な抜脱が阻止される係止状態が得ら
れる。
【００１４】
　このような、係止手段によるハウジングに差し込まれた配線板状部材の係止に、係止手
段とハウジングに対して回動可能とされたアクチュエータとの協働が要されるものとされ
た従来のコネクタ装置の場合には、係止手段とアクチュエータとを個別に形成された別部
材として備えることが必要とされ、そのことが、コネクタ装置の全体の小型化に対する障
害と構成部材数の増加とをまねき、製造コストを嵩ませる要因となる。それに加えて、ハ
ウジングに差し込まれた配線板状部材を、係止手段により係止される係止状態あるいは係
止手段による配線板状部材に対する係止が解除される係止解除状態におくにあたっては、
アクチュエータをハウジングに対して回動させる操作が不可欠とされ、斯かる操作を行う
ための不所望なスペースをコネクタ装置の周囲に設けることが必要とされる。
【００１５】
　さらには、ハウジングに差し込まれた配線板状部材を係止手段による係止から解放する
にあたっては、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に外力を作用させて、配線板状部
材の係止手段との係合状態を解除させる操作が必要とされる。このようなハウジングに差
し込まれた配線板状部材に外力を作用させる操作は、コネクタ装置の使用者に煩わしさを
覚えさせ、さらには、配線板状部材に変形や破損等を生じさせる事態をまねく虞れを伴う
。
【００１６】
　斯かる点に鑑み、本願の特許請求の範囲に記載された発明は、フレキシブル印刷配線基
板やフレキシブル平板状ケーブル等とされる配線板状部材の他の配線基板との電気的連結
に用いられる、板状部材差込み部が設けられて他の配線基板に配されるハウジングと、ハ
ウジングに配列配置されて設けられる複数のコンタクトと、ハウジングを部分的に覆う導
電性シェルとを備えたコネクタ装置であって、全体の小型化を図ることができるとともに
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構成部材数を低減することができる構造をもって、ハウジングに差し込まれた配線板状部
材を、ハウジングからの不所望な抜脱が確実に阻止される係止状態、及び、その係止状態
から解放されてハウジングからの意図的な抜脱が可能とされる係止解除状態に選択的にお
くことができ、しかも、配線板状部材を係止状態もしくは係止解除状態におくにあたり、
ハウジングに対して回動可能に設けられた部材を回動させる操作も、ハウジングに差し込
まれた配線板状部材に不所望な外力を作用させる操作も不要とされるものを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願の特許請求の範囲における請求項１から請求項６までのいずれかに記載された発明
（以下、本発明という。）に係るコネクタ装置は、相互対向側端部のうちの一方側におい
て開口する板状部材差込み部が設けられて配線基板に配されるハウジングと、各々がハウ
ジングに配列配置され、配線板状部材が板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込ま
れたとき、配線板状部材における複数の接続端子部に夫々接触接続される複数のコンタク
トと、ハウジングを部分的に覆い、配線基板に固定される固定部，ハウジングに差し込ま
れた配線板状部材に対する係止状態をとる係止部，係止部の配線板状部材に対する係止状
態を解除する係止解除部，係止解除部を係止部に係合させるべく操作される操作部、及び
、操作部と固定部とを連結する連結部が一体的に形成された導電性シェルと、を備えて成
り、導電性シェルに形成された連結部が、ハウジングの相互対向側端部のうちの他方側に
配された弾性変位部を成すものとされ、操作部が係止解除部を伴ってハウジングの相互対
向側端部のうちの一方側から他方側に向けて移動操作されるとき、弾性変位を生じて係止
解除部を係止部に係合させることにより、係止部に配線板状部材に対する係止状態を解除
させることを特徴とするものとされる。
【００１８】
　上述のような本発明に係るコネクタ装置にあっては、複数の接続端子部が設けられた配
線板状部材が板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込まれると、それにより、ハウ
ジングに配列配置された複数のコンタクトが、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に
おける複数の接続端子部に夫々接触接続されるとともに、導電性シェルに一体的に形成さ
れた係止部が、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に係合して、当該配線板状部材に
対する係止状態をとる。その結果、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が、係止部に
より係止されてハウジングからの不所望な抜脱が阻止される状態におかれ、ハウジングに
配列配置された複数のコンタクトが、当該配線板状部材における複数の接続端子部に夫々
接触接続された状態が安定に維持される。
【００１９】
　その後、係止部と共に導電性シェルに一体的に形成された操作部が、同じく導電性シェ
ルに一体的に形成された係止解除部を伴って、ハウジングの相互対向側端部のうちの一方
側から他方側に向けて移動操作されるとき、導電性シェルに一体的に形成されてハウジン
グの相互対向側端部のうちの他方側に配された弾性変位部を成すものとされた連結部が、
弾性変位を生じて、係止解除部を係止部に係合させ、それにより、移動操作される操作部
に従って係止部に係合したもとで移動する係止解除部が、係止部に配線板状部材に対する
係止状態を解除させる。斯かる際、係止部は、移動する係止解除部によって配線板状部材
から離隔する方向に変位せしめられる。
【００２０】
　係止部が配線板状部材に対する係止状態を解除すると、ハウジングに差し込まれた配線
板状部材がハウジングからの意図的な抜脱が可能とされる状態におかれ、配線板状部材は
必要に応じてハウジングから抜脱される。配線板状部材がハウジングから抜脱されると、
操作部に対する移動操作が止められる。それにより、連結部が、自らの弾性により、弾性
変位した状態から元の状態に戻り、その際、操作部を係止解除部と共に元の位置に戻し、
係止解除部が係止部に元の位置をとらせる。
【００２１】
　このようなもとで、係止部は、例えば、導電性シェルに形成された固定部からハウジン
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グの相互対向側端部のうちの一方側に向かって伸びて、ハウジングに差し込まれた配線板
状部材に係合する係合部が設けられた弾性可動アーム状部と、それから伸びて係止解除部
との係合状態におかれる係合端部と、を有するものとされる。そして、弾性可動アーム状
部に設けられた係合部が、例えば、配線板状部材に設けられた突出係合部に嵌合する孔部
を形成するものとされ、また、係合端部が、例えば、係止解除部に対する案内部を成し、
操作部が係止解除部を伴ってハウジングの相互対向側端部のうちの一方側から他方側に向
けて移動操作されるとき、係止解除部に、案内部に当接してそれによる案内を受けつつ移
動し、弾性可動アーム状部を変位させて係合部の配線板状部材との係合を解除する状態を
とらせる。さらに、操作部が、例えば、ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側から
他方側に向かって広がってハウジングを部分的に覆う板状部を成すものとされ、また、連
結部が、例えば、その一端が操作部が成す板状部におけるハウジングの相互対向側端部う
ちの他方側の端部に連結されたものとされる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係るコネクタ装置においては、上述のように、フレキシブル印刷配線基板やフ
レキシブル平板状ケーブル等とされる配線板状部材が、板状部材差込み部を通じてハウジ
ングに差し込まれたとき、ハウジングに配列配置された複数のコンタクトが、ハウジング
に差し込まれた配線板状部材における複数の接続端子部に夫々接触接続され、それととも
に、導電性シェルに形成された係止部が、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に係合
して、当該配線板状部材に対する係止状態をとる。その結果、ハウジングに差し込まれた
配線板状部材を、係止部により係止されてハウジングからの不所望な抜脱が阻止される状
態におくことができ、ハウジングに配列配置された複数のコンタクトが、ハウジングに差
し込まれた配線板状部材における複数の接続端子部に夫々電気的に接続された状態を安定
に維持することができる。
【００２３】
　また、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が係止部により係止された状態におかれ
たもとで、係止部と共に導電性シェルに形成された操作部が、同じく導電性シェルに形成
された係止解除部を伴って、ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側から他方側に向
けて移動操作されるとき、導電性シェルに形成されてハウジングの相互対向側端部のうち
の他方側に配された弾性変位部を成すものとされた連結部が、弾性変位を生じて、係止解
除部を係止部に係合させ、それにより、移動操作される操作部に従って係止部に係合した
もとで移動する係止解除部が、係止部に配線板状部材に対する係止状態を解除させる。そ
の結果、ハウジングに差し込まれた配線板状部材を、係止部による係止状態から解放して
、ハウジングから意図的に抜脱することができる状態におくことができる。
【００２４】
　従って、本発明に係るコネクタ装置によれば、配線基板に固定される固定部に加えて、
係止部，係止解除部，操作部及び連結部が導電性シェルに一体的に形成された、全体の小
型化を図ることができるとともに構成部材数を低減することができる構造をもって、ハウ
ジングに差し込まれた配線板状部材を、ハウジングからの不所望な抜脱が確実に阻止され
る係止状態、及び、その係止状態から解放されてハウジングからの意図的な抜脱が可能と
される係止解除状態に選択的におくことができる。
【００２５】
　しかも、本発明に係るコネクタ装置にあっては、配線板状部材を係止状態もしくは係止
解除状態におくにあたり、ハウジングに対して回動可能に設けられた部材を回動させる操
作も、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に不所望な外力を作用させる操作も不要と
される。
【００２６】
　そして、このような本発明に係るコネクタ装置の具体的構成は、係止部が、例えば、導
電性シェルに形成された固定部からハウジングの相互対向側端部のうちの一方側に向かっ
て伸びて配線板状部材に係合する係合部が設けられた弾性可動アーム状部とそれから伸び
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て係止解除部との係合状態におかれる係合端部とを有するものとされ、弾性可動アーム状
部に設けられたた係合部が、例えば、配線板状部材に設けられた突出係合部に嵌合する孔
部を形成するものとされ、また、係合端部が、例えば、係止解除部に対する案内部を成す
ものとされ、さらに、操作部が、例えば、ハウジングの相互対向側端部のうちの一方側か
ら他方側に向かって広がってハウジングを部分的に覆う板状部を成すものとされるととも
に、連結部が、例えば、その一端が操作部が成す板状部におけるハウジングの相互対向側
端部うちの他方側の端部に連結されたものとされて、実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれが装着された配線基板と共に示す斜視図
である。
【図２】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれが装着された配線基板と共に示す平面図
である。
【図３】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれが装着された配線基板と共に示す正面図
である。
【図４】本発明に係るコネクタ装置の一例を分解して示す分解斜視図である。
【図５】図４における一点鎖線枠Ａ内を拡大して示す拡大部分斜視図である。
【図６】図３におけるVI－VI線断面を示す断面図である。
【図７】図３における VII－VII 線断面を示す断面図である。
【図８】本発明に係るコネクタ装置の一例に差し込まれるフレキシブル印刷配線基板を示
す斜視図である。
【図９】配線基板に装着された本発明に係るコネクタ装置の一例とそれに差し込まれる直
前の位置に配されたフレキシブル印刷配線基板とを示す平面図である。
【図１０】図９における一点鎖線枠Ｂ内を拡大して示す拡大部分平面図である。
【図１１】配線基板に装着された本発明に係るコネクタ装置の一例とそれに対する差込み
過程におかれたフレキシブル印刷配線基板とを示す平面図である。
【図１２】図１１における一点鎖線枠Ｃ内を拡大して示す拡大部分平面図である。
【図１３】配線基板に装着された本発明に係るコネクタ装置の一例とそれに対する差込み
が完了したフレキシブル印刷配線基板とを示す平面図である。
【図１４】配線基板に装着された本発明に係るコネクタ装置の一例とそれに対する差込み
が完了したフレキシブル印刷配線基板とを示す斜視図である。
【図１５】図１３における一点鎖線枠Ｄ内を拡大して示す拡大部分平面図である。
【図１６】図１４における一点鎖線枠Ｅ内を拡大して示す拡大部分斜視図である。
【図１７】配線基板に装着されてフレキシブル印刷配線基板が差し込まれた本発明に係る
コネクタ装置の一例における導電性シェルに形成された操作部がそれに対する移動操作過
程におかれた状態を示す平面図である。
【図１８】図１７における一点鎖線枠Ｆ内を拡大して示す拡大部分平面図である。
【図１９】図１７における一点鎖線枠Ｇ内を拡大して示す拡大部分平面図である。
【図２０】配線基板に装着された本発明に係るコネクタ装置の一例における導電性シェル
に形成された操作部に対する移動操作が完了し、フレキシブル印刷配線基板が本発明に係
るコネクタ装置の一例から抜脱された状態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明を実施するための形態は、以下に述べられる本発明についての実施例をもって説
明される。
【実施例】
【００２９】
　図１（斜視図），図２（平面図）及び図３（正面図）は、本発明に係るコネクタ装置の
一例をそれが装着された配線基板と共に示す。また、図４（分解斜視図）は、本発明に係
るコネクタ装置の一例を分解して示す。
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【００３０】
　図１～図４には、本発明に係るコネクタ装置の一例を成すコネクタ装置１０が示されて
いる。以下においては、図３に示されるコネクタ装置１０の正面に向かって上側, 下側、
左側及び右側を、夫々、上，下，左及び右、あるいは、上方、下方、左方、右方とする。
【００３１】
　図１～図４に示されるコネクタ装置１０は、合成樹脂等の絶縁材料によって形成された
ハウジング１１を備えており、ハウジング１１は、第１の相互対向側端部を成す正面側端
部１１ａ及び背面側端部１１ｂと、第２の相互対向側端部を成す左側端部１１ｃ及び右側
端部１１ｄとを有している。そして、図１及び図３に示されるように、ハウジング１１に
は、その正面側端部１１ａにおいて左右に伸びて開口する板状部材差込み部１２が、正面
側端部１１ａからハウジング１１の内部を背面側端部１１ｂに向かって広がるものとされ
て設けられている。
【００３２】
　ハウジング１１は、配線基板１３に、下方部分となる底面部を対接させて配され、それ
により、コネクタ装置１０の全体が当該配線基板１３に装着されたものとされる。そして
、板状部材差込み部１２を通じて、例えば、後述されるフレキシブル印刷配線基板が、配
線板状部材を成すものとして、ハウジング１１に差し込まれる。
【００３３】
　ハウジング１１には、各々が弾性導電材料で形成された複数の第１のコンタクト１４及
び複数の第２のコンタクト１５が、ハウジング１１の長手方向（左右方向）に沿って交互
に配列配置されて設けられている。複数の第１のコンタクト１４の夫々は、図３における
VI－VI線断面を示す図６に示されるように、ハウジング１１内に配される接触部１４ａと
、ハウジング１１の底面部からその外部に臨むものとされる接続部１４ｂとを備えている
。同様に、複数の第２のコンタクト１５の夫々は、図３における VII－VII 線断面を示す
図７に示されるように、ハウジング１１内に配される接触部１５ａと、ハウジング１１の
底面部からその外部に臨むものとされる接続部１５ｂとを備えている。
【００３４】
　複数の第１のコンタクト１４の夫々における接触部１４ａ及び複数の第２のコンタクト
１５の夫々における接触部１５ａは、ハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて差
し込まれた配線板状部材を成すフレキシブル印刷配線基板における接続端子部に、ハウジ
ング１１における底面部に対向する上方部分となる上面部側から当接して接触接続される
。また、複数の第１のコンタクト１４の夫々における接続部１４ｂ及び複数の第２のコン
タクト１５の夫々における接続部１５ｂは、ハウジング１１が配された配線基板１３に設
けられた信号端子部（図示が省略されている。）に、例えば、半田付けによって接続され
る。それにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板における複数
の接続端子部が、複数の第１のコンタクト１４及び複数の第２のコンタクト１５を介して
、ハウジング１１が配された配線基板１３に設けられた信号端子部に連結される。
【００３５】
　また、コネクタ装置１０は、ハウジング１１の正面側端部１１ａにおける板状部材差込
み部１２が開口する部分及びその周囲部分、さらには、底面部等を除いた残りの部分を覆
う導電性シェル１６を備えている。即ち、導電性シェル１６は、ハウジング１１を部分的
に覆っているのである。この導電性シェル１６は、弾性を有した金属板が加工成形されて
構成されており、複数の第１のコンタクト１４及び複数の第２のコンタクト１５について
の特性インピーダンス調整に貢献するため、さらには、コネクタ装置１０についての外部
からの電磁波ノイズ対策のため、即ち、コネクタ装置１０における外部からの電磁波ノイ
ズに対するシールド効果を得るためのものとして、備えられている。
【００３６】
　導電性シェル１６は、ハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１１ｂに向か
って広がってハウジング１１の上面部の大部分を覆う板状部１７を有しており、板状部１
７は、ハウジング１１の背面側端部１１ｂ側に位置する端部１７ａを有している。そして
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、導電性シェル１６には、板状部１７の端部１７ａから左方に伸びる連結部１８Ａと板状
部１７の端部１７ａから右方に伸びる連結部１８Ｂとが形成されている。
【００３７】
　板状部１７の端部１７ａから左方に伸びる連結部１８Ａは、ハウジング１１の側端部に
沿って、ハウジング１１の背面側端部１１ｂ側から正面側端部１１ａ側に向けて屈曲され
ており、ハウジング１１の左側端部１１ｃに対向する端部に、例えば、半田付けによって
配線基板１３に固定される固定部１９Ａが設けられている。同様に、板状部１７の端部１
７ａから右方に伸びる連結部１８Ｂは、ハウジング１１の側端部に沿って、ハウジング１
１の背面側端部１１ｂ側から正面側端部１１ａ側に向けて屈曲されており、ハウジング１
１の右側端部１１ｄに対向する端部に、例えば、半田付けによって配線基板１３に固定さ
れる固定部１９Ｂが設けられている。従って、連結部１８Ａは、その一端が板状部１７の
端部１７ａに連結されるとともにその他端が固定部１９Ａに連結されていることになり、
また、連結部１８Ｂは、その一端が板状部１７の端部１７ａに連結されるとともにその他
端が固定部１９Ｂに連結されていることになる。このような連結部１８Ａ及び１８Ｂの夫
々は、ハウジング１１の背面側端部１１ｂ側に配された弾性変位部を成すものとされてい
る。
【００３８】
　このようなもとで、導電性シェル１６における板状部１７は、ハウジング１１の正面側
端部１１ａから背面側端部１１ｂに向かって移動せしめられる移動操作が加えられる操作
部として機能するものとされている（以下、導電性シェル１６における板状部１７を導電
性シェル１６に形成された操作部１７という。）。即ち、操作部１７は、ハウジング１１
の正面側端部１１ａから背面側端部１１ｂに向かって広がってハウジング１１を部分的に
覆う板状部を成しているのである。従って、導電性シェル１６に形成されてハウジング１
１の背面側端部１１ｂ側に配された連結部１８Ａ及び１８Ｂは、一端が操作部１７の端部
１７ａに連結されるとともにその他端が固定部１９Ａに連結された連結部１８Ａが、導電
性シェル１６に形成された操作部１７と固定部１９Ａとを連結しているとともに、一端が
操作部１７の端部１７ａに連結されるとともにその他端が固定部１９Ｂに連結された連結
部１８Ｂが、導電性シェル１６に形成された操作部１７と固定部１９Ｂとを連結している
ことになる。そして、操作部１７がハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１
１ｂに向けて移動操作されるときには、ハウジング１１の背面側端部１１ｂ側に配されて
各々が弾性変位部を成す連結部１８Ａ及び１８Ｂの夫々が、弾性変位を生じて、操作部１
７の移動を吸収する。
【００３９】
　また、導電性シェル１６には、ハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて差し込
まれたフレキシブル印刷配線基板に対する係止状態をとる係止部２０Ａと係止部２０Ｂと
が形成されている。係止部２０Ａは、導電性シェル１６における固定部１９Ａからハウジ
ング１１の正面側端部１１ａ側に向かって伸びる弾性可動アーム状部２１Ａと、弾性可動
アーム状部２１Ａから伸びる係合端部２２Ａとを有している。また、係止部２０Ｂは、導
電性シェル１６における固定部１９Ｂからハウジング１１の正面側端部１１ａ側に向かっ
て伸びる弾性可動アーム状部２１Ｂと、弾性可動アーム状部２１Ｂから伸びる係合端部２
２Ｂとを有している。
【００４０】
　図４における一点鎖線枠Ａ内を拡大して示す図５にも示されるように、係止部２０Ｂに
おける弾性可動アーム状部２１Ｂには、フレキシブル印刷配線基板に係合する係合部２３
Ｂが、フレキシブル印刷配線基板に設けられた突出係合部に嵌合する孔部を形成するもの
として設けられている。なお、係合部２３Ｂは、孔部に代えて、切欠き部を形成するもの
とされてもよい。また、係止部２０Ｂにおける係合端部２２Ｂには、傾斜面部２４Ｂが設
けられている。同様に、係止部２０Ａにおける弾性可動アーム状部２１Ａにも、フレキシ
ブル印刷配線基板に係合する係合部２３Ａ（後述される図１３に示されている。）が、フ
レキシブル印刷配線基板に設けられた突出係合部に嵌合する孔部を形成するものとして設



(11) JP 2015-222638 A 2015.12.10

10

20

30

40

50

けられている。なお、係合部２３Ａも、孔部に代えて、切欠き部を形成するものとされて
もよい。また、係止部２０Ａにおける係合端部２２Ａには、傾斜面部２４Ａが設けられて
いる。
【００４１】
　さらに、導電性シェル１６には、係止部２０Ａのフレキシブル印刷配線基板に対する係
止状態を解除する状態をとる係止解除部２５Ａと、係止部２０Ｂのフレキシブル印刷配線
基板に対する係止状態を解除する状態をとる係止解除部２５Ｂと、が形成されている。係
止解除部２５Ａは、導電性シェル１６の操作部１７におけるハウジング１１の左側端部１
１ｃ側の端縁部に設けられており、また、係止解除部２５Ｂは、導電性シェル１６の操作
部１７におけるハウジング１１の右側端部１１ｄ側の端縁部に設けられている。そして、
操作部１７が、係止解除部２５Ａと係止解除部２５Ｂとを伴って、ハウジング１１の正面
側端部１１ａから背面側端部１１ｂに向けて移動操作されるとき、導電性シェル１６に形
成された連結部１８Ａ及び１８Ｂの夫々が弾性変位を生じて、係止解除部２５Ａを係止部
２０Ａに係合させるとともに係止解除部２５Ｂを係止部２０Ｂに係合させる。それにより
、移動操作される操作部１７に従って係止部２０Ａに係合したもとで移動する係止解除部
２５Ａが、係止部２０Ａにフレキシブル印刷配線基板に対する係止状態を解除させ、また
、移動操作される操作部１７に従って係止部２０Ｂに係合したもとで移動する係止解除部
２５Ｂが、係止部２０Ｂにフレキシブル印刷配線基板に対する係止状態を解除させる。
【００４２】
　斯かる際には、係止部２０Ａにおける傾斜面部２４Ａが設けられた係合端部２２Ａが、
係止解除部２５Ａに対する案内部を成し、係止解除部２５Ａに、係合端部２２Ａの傾斜面
部２４Ａに当接してそれによる案内を受けつつ移動し、弾性可動アーム状部２１Ａをフレ
キシブル印刷配線基板から離隔するように変位させて係合部２３Ａのフレキシブル印刷配
線基板に設けられた突出係合部との嵌合を解除する状態をとらせ、また、係止部２０Ｂに
おける傾斜面部２４Ｂが設けられた係合端部２２Ｂが、係止解除部２５Ｂに対する案内部
を成し、係止解除部２５Ｂに、係合端部２２Ｂの傾斜面部２４Ｂに当接してそれによる案
内を受けつつ移動し、弾性可動アーム状部２１Ｂをフレキシブル印刷配線基板から離隔す
るように変位させて係合部２３Ｂのフレキシブル印刷配線基板に設けられた突出係合部と
の嵌合を解除する状態をとらせる。それにより、係止部２０Ａ及び係止部２０Ｂの夫々が
フレキシブル印刷配線基板との係合を解除する状態におかれる。
【００４３】
　上述のようにして、導電性シェル１６には、固定部１９Ａ及び１９Ｂ，係止部２０Ａ及
び２０Ｂ，係止解除部２５Ａ及び２５Ｂ，操作部１７、及び、連結部１８Ａ及び１８Ｂが
一体的に形成されている。
【００４４】
　また、コネクタ装置１０は、ハウジング１１における板状部材差込み部１２の下方側に
配されてハウジング１１を部分的に覆うグラウンドプレート３０を備えている。グラウン
ドプレート３０は、ハウジング１１の長手方向に沿って伸び、図６及び図７に示されるよ
うに、ハウジング１１の底面部に固定される取付部３１と、各々が取付部３１から突出し
、図６に示されるように、ハウジング１１の底面部に形成された切欠き部を通じてハウジ
ング１１内に入り込んで第１のコンタクト１４における接触部１４ａに対向する、複数の
グラウンドコンタクト３２と、各々が取付部３１から突出する複数のグラウンド接続部３
３とを有している。複数のグラウンド接続部３３の夫々は、ハウジング１１が配された配
線基板１３に設けられた接地端子部（図示が省略されている。）に、例えば、半田付けに
よって接続される。
【００４５】
　さらに、グラウンドプレート３０には、取付部３１の長手方向（複数の第１及び第２の
コンタクト１４及び１５の配列方向）における両端部から夫々屈曲して伸びるものとされ
たカバー部分３４Ａ及び３４Ｂが設けられている。グラウンドプレート３０がハウジング
１１に取り付けられたもとにおいては、カバー部分３４Ａが、導電性シェル１６に形成さ



(12) JP 2015-222638 A 2015.12.10

10

20

30

40

50

れた係止部２０Ａの一部及び係止解除部２５Ａを覆うものとされ、また、カバー部分３４
Ｂが、導電性シェル１６に形成された係止部２０Ｂの一部及び係止解除部２５Ｂを覆うも
のとされる。なお、カバー部分３４Ａが係止部２０Ａの全部を覆うものとされ、また、カ
バー部分３４Ｂが係止部２０Ｂの全部を覆うものとされてもよい。
【００４６】
　図８は、コネクタ装置１０におけるハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて差
し込まれる、配線板状部材を成すフレキシブル印刷配線基板の一例であるフレキシブル印
刷配線基板４０を示す。
【００４７】
　図８に示されるフレキシブル印刷配線基板４０における一対の相互対向面の一方には、
その一端部に複数の第１の接続端子部４１と複数の第２の接続端子部４２とが交互に配列
配置されて設けられており、また、図示が省略されているが、一対の相互対向面の他方に
は、平板状の接地接続部が設けられている。さらに、フレキシブル印刷配線基板４０には
、交互に配列配置された複数の第１の接続端子部４１と複数の第２の接続端子部４２とを
挟んで相互対向する一対の側縁部に切欠き部４３及び４４が夫々設けられており、フレキ
シブル印刷配線基板４０における切欠き部４３より先端側となる部分が突出係合部４５を
形成しており、また、フレキシブル印刷配線基板４０における切欠き部４４より先端側と
なる部分が突出係合部４６を形成している。そして、フレキシブル印刷配線基板４０にお
いては、複数の第１の接続端子部４１及び複数の第２の接続端子部４２と接地接続部とが
設けられた部分と一対の切欠き部４３及び４４が形成された部分と突出係合部４５及び４
６とを残して、それら以外の部分が極めて薄いカバーフィルム４７によって覆われている
。
【００４８】
　図９は、図８に示されるフレキシブル印刷配線基板４０が、複数の第１の接続端子部４
１及び複数の第２の接続端子部４２が設けられた板面が上方に向けられて、配線基板１３
に装着されたコネクタ装置１０におけるハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて
差し込まれる直前の状態を示す。但し、図９に示されるコネクタ装置１０にあっては、説
明の都合上、グラウンドプレート３０が除去されている。
【００４９】
　図９に示される状態のもとでは、コネクタ装置１０における導電性シェル１６に形成さ
れた操作部１７に対するハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１１ｂに向け
ての移動操作は加えられていず、図９における一点鎖線枠Ｂ内を拡大して示す図１０に示
されるように、導電性シェル１６に形成された係止解除部２５Ｂは、同じく導電性シェル
１６に形成された係止部２０Ｂに係合していない。同様に、導電性シェル１６に形成され
た係止解除部２５Ａも、同じく導電性シェル１６に形成された係止部２０Ａに係合してい
ない。そして、フレキシブル印刷配線基板４０における複数の第１の接続端子部４１及び
複数の第２の接続端子部４２と接地接続部とが設けられるとともに突出係合部４５及び４
６が形成された部分の先端部分が、コネクタ装置１０におけるハウジング１１の正面側端
部１１ａに設けられた板状部材差込み部１２に対向せしめられている。
【００５０】
　図１１は、図８に示されるフレキシブル印刷配線基板４０が、配線基板１３に装着され
たコネクタ装置１０におけるハウジング１１に対する板状部材差込み部１２を通じての差
し込み過程におかれた状態を示す。図１１に示されるコネクタ装置１０にあっても、説明
の都合上、グラウンドプレート３０が除去されている。
【００５１】
　図１１に示される状態のもとにおいても、コネクタ装置１０における導電性シェル１６
に形成された操作部１７に対するハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１１
ｂに向けての移動操作は加えられていない。そして、図１１における一点鎖線枠Ｃ内を拡
大して示す図１２にも示されるように、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷
配線基板４０における突出係合部４６の端部が、導電性シェル１６に形成された係止部２
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０Ｂにおける弾性可動アーム状部２１Ｂに当接し、フレキシブル印刷配線基板４０のハウ
ジング１１への差込み移動に伴って、弾性可動アーム状部２１Ｂをハウジング１１の右側
端部１１ｄから離隔する方向へと弾性変位させる。同様に、ハウジング１１に差し込まれ
たフレキシブル印刷配線基板４０における突出係合部４５の端部が、導電性シェル１６に
形成された係止部２０Ａにおける弾性可動アーム状部２１Ａに当接し、フレキシブル印刷
配線基板４０のハウジング１１への差込み移動に伴って、弾性可動アーム状部２１Ａをハ
ウジング１１の左側端部１１ｃから離隔する方向へと弾性変位させる。
【００５２】
　その後、フレキシブル印刷配線基板４０のハウジング１１に対する更なる差込み移動が
行われて、図１３（平面図）及び図１４（斜視図）に示されるような、フレキシブル印刷
配線基板４０のハウジング１１に対する差込みが完了した状態がとられる。なお、図１４
においては、コネクタ装置１０が装置された配線基板１３は図示が省略されている。
【００５３】
　フレキシブル印刷配線基板４０のハウジング１１に対する差込みが完了した状態のもと
にあっては、図１３における一点鎖線枠Ｄ内を拡大して示す図１５及び図１４における一
点鎖線枠Ｅ内を拡大して示す図１６にも示されるように、導電性シェル１６に形成された
係止部２０Ｂにおける弾性可動アーム状部２１Ｂに設けられた係合部２３Ｂが、ハウジン
グ１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における突出係合部４６に嵌合し、
弾性可動アーム状部２１Ｂが自らが具える弾性によってハウジング１１の右側端部１１ｄ
に当接もしくは近接する位置に戻る。同様に、導電性シェル１６に形成された係止部２０
Ａにおける弾性可動アーム状部２１Ａに設けられた係合部２３Ａが、ハウジング１１に差
し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における突出係合部４５に嵌合し、弾性可動ア
ーム状部２１Ａが自らが具える弾性によってハウジング１１の左側端部１１ｃに当接もし
くは近接する位置に戻る。
【００５４】
　このようにして、係止部２０Ａにおける弾性可動アーム状部２１Ａに設けられた係合部
２３Ａがフレキシブル印刷配線基板４０における突出係合部４５に嵌合するとともに、係
止部２０Ｂにおける弾性可動アーム状部２１Ｂに設けられた係合部２３Ｂがフレキシブル
印刷配線基板４０における突出係合部４６に嵌合したもとにあっては、係止部２０Ａ及び
２０Ｂの夫々が、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０に対する
係止状態をとることになり、それにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印
刷配線基板４０がハウジング１１からの不所望な抜脱が阻止される状態におかれる。
【００５５】
　また、このとき、ハウジング１１内において、ハウジング１１に配列配置された複数の
第１のコンタクト１４の夫々における接触部１４ａが、第１及び第２の接続端子部４１及
び４２が設けられた板面が上方に向けられてハウジング１１に差し込まれたフレキシブル
印刷配線基板４０における複数の第１の接続端子部４１のうちの対応するものに当接して
接触接続され、また、ハウジング１１に配列配置された複数の第２のコンタクト１５の夫
々における接触部１５ａが、第１及び第２の接続端子部４１及び４２が設けられた板面が
上方に向けられてハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における
複数の第２の接続端子部４２のうちの対応するものに当接して接触接続される。それによ
り、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における複数の第１の
接続端子部４１及び複数の第２の接続端子部４２が、複数の第１のコンタクト１４及び複
数の第２のコンタクト１５を介して、ハウジング１１が配された配線基板１３に設けられ
た信号端子部に電気的に連結される。
【００５６】
　さらに、このとき、ハウジング１１における板状部材差込み部１２の下方側に配された
グラウンドプレート３０に設けられた複数のグラウンドコンタクト３２が、ハウジング１
１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における接地接続部に当接して接触接続
される。それにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０にお
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ける接地接続部が、グラウンドプレート３０を介して、ハウジング１１が配された配線基
板１３に設けられた接地端子部に電気的に連結される。
【００５７】
　上述のようにして、複数の第１のコンタクト１４の夫々における接触部１４ａがフレキ
シブル印刷配線基板４０における複数の第１の接続端子部４１のうちの対応するものに当
接して接触接続され、複数の第２のコンタクト１５の夫々における接触部１５ａがフレキ
シブル印刷配線基板４０における複数の第２の接続端子部４２のうちの対応するものに当
接して接触接続され、さらに、グラウンドプレート３０に設けられた複数のグラウンドコ
ンタクト３２がフレキシブル印刷配線基板４０における接地接続部に当接して接触接続さ
れた状態は、導電性シェル１６に形成された係止部２０Ａ及び２０Ｂの夫々がハウジング
１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０に対する係止状態をとることにより、
安定に維持される。
【００５８】
　その後、図１７に示されるように、導電性シェル１６に形成された操作部１７が、同じ
く導電性シェル１６に形成された係止解除部２５Ａ及び２５Ｂを伴って、ハウジング１１
の正面側端部１１ａから背面側端部１１ｂに向かう方向（図１７において矢印Ｘにより示
される方向）に移動せしめられるべく移動操作されると、図１７における一点鎖線枠Ｆ内
を拡大して示す図１８にも示されるように、導電性シェル１６に形成されてハウジング１
１の背面側端部１１ｂ側に配された弾性変位部を成すものとされた連結部１８Ｂが弾性変
位を生じ、また、それとともに、導電性シェル１６に形成されてハウジング１１の背面側
端部１１ｂ側に配された弾性変位部を成すものとされた連結部１８Ａも弾性変位を生じる
。そして、連結部１８Ａ及び１８Ｂが、操作部１７のハウジング１１の正面側端部１１ａ
から背面側端部１１ｂに向かう方向の移動を吸収し、図１７における一点鎖線枠Ｇ内を拡
大して示す図１９にも示されるように、係止解除部２５Ｂを導電性シェル１６に形成され
た係止部２０Ｂに係合させ、また、それとともに、係止解除部２５Ａを導電性シェル１６
に形成された係止部２０Ａに係合させる。
【００５９】
　係止部２０Ｂに係合した係止解除部２５Ｂは、操作部１７のハウジング１１の正面側端
部１１ａから背面側端部１１ｂに向かう方向の移動に伴って、係止部２０Ｂにおける弾性
可動アーム状部２１Ｂから伸びる係合端部２２Ｂ（係止解除部２５Ｂに対する案内部）に
設けられた傾斜面部２４Ｂに当接して、傾斜面部２４Ｂによる案内を受けつつ移動し、弾
性可動アーム状部２１Ｂをフレキシブル印刷配線基板４０から離隔するように変位させて
、弾性可動アーム状部２１Ｂに設けられた係合部２３Ｂに、フレキシブル印刷配線基板４
０に設けられた突出係合部４６との嵌合を解除する状態をとらせる。また、係止部２０Ａ
に係合した係止解除部２５Ａは、操作部１７のハウジング１１の正面側端部１１ａから背
面側端部１１ｂに向かう方向の移動に伴って、係止部２０Ａにおける弾性可動アーム状部
２１Ａから伸びる係合端部２２Ａ（係止解除部２５Ａに対する案内部）に設けられた傾斜
面部２４Ａに当接して、傾斜面部２４Ａによる案内を受けつつ移動し、弾性可動アーム状
部２１Ａをフレキシブル印刷配線基板４０から離隔するように変位させて、弾性可動アー
ム状部２１Ａに設けられた係合部２３Ａに、フレキシブル印刷配線基板４０に設けられた
突出係合部４５との嵌合を解除する状態をとらせる。
【００６０】
　このようにして、係止部２０Ａにおける弾性可動アーム状部２１Ａに設けられた係合部
２３Ａがフレキシブル印刷配線基板４０における突出係合部４５との嵌合を解除するとと
もに、係止部２０Ｂにおける弾性可動アーム状部２１Ｂに設けられた係合部２３Ｂがフレ
キシブル印刷配線基板４０における突出係合部４６との嵌合を解除したもとにあっては、
係止部２０Ａ及び２０Ｂの夫々が、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線
基板４０に対する係止状態を解除することになり、それにより、ハウジング１１に差し込
まれたフレキシブル印刷配線基板４０が、係止部２０Ａ及び２０Ｂによる係止状態から解
放されて、ハウジング１１からの意図的な抜脱が可能とされる状態におかれる。
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【００６１】
　その後、図２０に示されるように、操作部１７が、それに対する移動操作により、係止
解除部２５Ａ及び２５Ｂを伴ってハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１１
ｂに向かう方向に移動せしめられたもとで、ハウジング１１に差し込まれていたフレキシ
ブル印刷配線基板４０が、ハウジング１１から板状部材差込み部１２を通じて意図的に抜
脱せしめられる。そして、フレキシブル印刷配線基板４０がハウジング１１から抜脱され
ると、操作部１７に対する移動操作が止められる。それにより、連結部１８Ａ及び１８Ｂ
の夫々が、自らが具える弾性により、弾性変位した状態から元の状態に戻り、その際、操
作部１７を係止解除部２５Ａ及び２５Ｂと共に元の位置に戻し、係止解除部２５Ａ及び２
５Ｂが係止部２０Ａ及び２０Ｂに自らが具える弾性により元の位置に戻る状態をとらせる
。
【００６２】
　上述のような本発明に係るコネクタ装置の一例を成すコネクタ装置１０にあっては、配
線板状部材を成すフレキシブル印刷配線基板４０が、板状部材差込み部１２を通じてハウ
ジング１１に差し込まれたとき、ハウジング１１に配列配置された複数の第１のコンタク
ト１４及び複数の第２のコンタクト１５が、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル
印刷配線基板４０における複数の第１の接続端子部４１及び複数の第２の接続端子部４２
に夫々接触接続され、それとともに、導電性シェル１６に形成された係止部２０Ａ及び２
０Ｂが、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０に係合して、フレ
キシブル印刷配線基板４０に対する係止状態をとる。その結果、ハウジング１１に差し込
まれたフレキシブル印刷配線基板４０を、係止部２０Ａ及び２０Ｂにより係止されてハウ
ジング１１からの不所望な抜脱が阻止される状態におくことができ、ハウジング１１に配
列配置された複数の第１のコンタクト１４及び複数の第２のコンタクト１５が、ハウジン
グ１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０における複数の第１の接続端子部４
１及び複数の第２の接続端子部４２に夫々電気的に接続された状態を安定に維持すること
ができる。
【００６３】
　また、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０が係止部２０Ａ及
び２０Ｂにより係止された状態におかれたもとで、係止部２０Ａ及び２０Ｂと共に導電性
シェル１６に形成された操作部１７が、同じく導電性シェル１６に形成された係止解除部
２５Ａ及び２５Ｂを伴って、ハウジング１１の正面側端部１１ａから背面側端部１１ｂに
向けて移動操作されるとき、導電性シェル１６に形成されてハウジング１１の背面側端部
１１ｂ側に配された弾性変位部を成すものとされた連結部１８Ａ及び１８Ｂが、弾性変位
を生じて、係止解除部２５Ａ及び２５Ｂを係止部２０Ａ及び２０Ｂに係合させ、それによ
り、移動操作される操作部１７に従って係止部２０Ａ及び２０Ｂに係合したもとで移動す
る係止解除部２５Ａ及び２５Ｂが、係止部２０Ａ及び２０Ｂにフレキシブル印刷配線基板
４０に対する係止状態を解除させる。その結果、ハウジング１１に差し込まれたフレキシ
ブル印刷配線基板４０を、係止部２０Ａ及び２０Ｂによる係止状態から解放して、ハウジ
ング１１から意図的に抜脱することができる状態におくことができる。
【００６４】
　従って、コネクタ装置１０によれば、配線基板１３に固定される固定部１９Ａ及び１９
Ｂに加えて、係止部２０Ａ及び２０Ｂ，係止解除部２５Ａ及び２５Ｂ，操作部１７及び連
結部１８Ａ及び１８Ｂが導電性シェル１６に一体的に形成された、全体の小型化を図るこ
とができるとともに構成部材数を低減することができる構造をもって、ハウジング１１に
差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０を、ハウジング１１からの不所望な抜脱が確
実に阻止される係止状態、及び、その係止状態から解放されてハウジング１１からの意図
的な抜脱が可能とされる係止解除状態に選択的におくことができる。
【００６５】
　しかも、コネクタ装置１０にあっては、フレキシブル印刷配線基板４０を係止状態もし
くは係止解除状態におくにあたり、ハウジング１１に対して回動可能に設けられた部材を
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回動させる操作も、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板４０に不所
望な外力を作用させる操作も不要とされる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　上述のような本発明に係るコネクタ装置は、例えば、フレキシブル印刷配線基板等とさ
れる配線板状部材の他の配線基板との電気的連結に用いられる、板状部材差込み部が設け
られたハウジングと、ハウジング内に配列配置されて設けられる複数のコンタクトと、ハ
ウジングを部分的に覆う導電性シェルとを備えたコネクタ装置であって、全体の小型化を
図ることができるとともに構成部材数を低減することができる構造をもって、ハウジング
に差し込まれた配線板状部材を、ハウジングからの不所望な抜脱が確実に阻止される係止
状態、及び、その係止状態から解放されてハウジングからの意図的な抜脱が可能とされる
状態に選択的におくことができ、しかも、配線板状部材を係止状態もしくは係止解除状態
におくにあたり、ハウジングに対して回動可能に設けられた部材を回動させる操作も、ハ
ウジングに差し込まれた配線板状部材に不所望な外力を作用させる操作も不要とされるも
のとして、様々な電子機器等に広く適用され得るものである。
【符号の説明】
【００６７】
　１０・・・コネクタ装置，　１１・・・ハウジング，　１１ａ・・・（ハウジング１１
の）正面側端部，　１１ｂ・・・（ハウジング１１の）背面側端部，　１１ｃ・・・（ハ
ウジング１１の）左側端部，　１１ｄ・・・（ハウジング１１の）右側端部，　１２・・
・板状部材差込み部，　１３・・・配線基板，　１４・・・第１のコンタクト，　１５・
・・第２のコンタクト，　１６・・・導電性シェル，　１７・・・板状部（操作部），　
１８Ａ，１８Ｂ・・・連結部，　１９Ａ，１９Ｂ・・・固定部，　２０Ａ，２０Ｂ・・・
係止部，　２１Ａ，２１Ｂ・・・弾性可動アーム状部，　２２Ａ，２２Ｂ・・・係合端部
，　２３Ａ，２３Ｂ・・・係合部，　２４Ａ，２４Ｂ・・・傾斜面部，　２５Ａ，２５Ｂ
・・・係止解除部，　３０・・・グラウンドプレート，　３１・・・取付部，　３２・・
・グラウンドコンタクト，　３３・・・グラウンド接続部，　３４Ａ，３４Ｂ・・・カバ
ー部分，　４０・・・フレキシブル印刷配線基板，　４１・・・第１の接続端子部，　４
２・・・第２の接続端子部，　４３，４４・・・切欠き部，　４５，４６・・・突出係合
部，　４７・・・カバーフィルム



(17) JP 2015-222638 A 2015.12.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 2015-222638 A 2015.12.10

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(19) JP 2015-222638 A 2015.12.10

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(20) JP 2015-222638 A 2015.12.10

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】



(21) JP 2015-222638 A 2015.12.10

【図２０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

