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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）端子収容室及び該端子収容室に収容された端子を係止する端子係止ランスを有す
るハウジング本体、並びに、
　（Ｂ）前記ハウジング本体の前記端子の長手方向先端側を覆って前記端子収容室に連通
する相手端子挿入孔が設けられたフロント部と、前記長手方向と直交する装着方向から前
記ハウジング本体に装着されると共に、前記端子収容室に対する前記端子の挿入を許容す
る仮係止位置と前記端子を係止して前記端子収容室からの抜けを防止する本係止位置との
双方の位置で前記ハウジング本体に係止されるスペーサ部と、が一体に成形されたアウタ
ー部、を備え、
　前記ハウジング本体が前記装着方向と平行な一対の外側面を有し、該一対の外側面間に
前記端子収容室が設けられ、そして、前記アウター部に前記一対の外側面を各々覆う一対
の側面カバー部がさらに一体成形されたコネクタであって、
　前記ハウジング本体の外側面と前記アウター部の側面カバー部との各々に、前記ハウジ
ング本体と前記アウター部とを仮係止位置及び本係止位置で係止するための第１係止手段
が設けられることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記アウター部の側面カバー部内側に設けられた第１係止手段が、係止突部または係止
溝であり、
　前記係止突部または前記係止溝が、少なくとも前記アウター部の前記長手方向後端部よ
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り前記長手方向に沿って成形されることを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記アウター部の側面カバー部に設けられた第１係止手段が、係止突部または係止溝で
あり、
　前記係止突部または前記係止溝が、前記フロント部に設けられた貫通穴に貫通して成形
されると共に、前記長手方向に沿って成形されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記仮係止位置で前記アウター部を前記ハウジング本体に係止した状態で、前記フロン
ト部に設けられた前記相手端子挿入孔を通して前記ハウジング本体の端子係止ランスが露
出されることを特徴とする請求項１～３何れか１項記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記端子が、前記長手方向と交わる当接面が成形され、
　前記フロント部には露出孔が成形され、
　前記本係止位置と前記仮係止位置とのうち少なくとも一方の位置で前記アウター部を前
記ハウジング本体に係止した状態において、前記当接面と前記露出孔とが長手方向に並べ
られて前記露出孔を通して前記当接面が露出されていることを特徴とする請求項１～４何
れか１項記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記露出孔は、前記本係止位置と前記仮係止位置とのうち前記本係止位置でのみ前記ア
ウター部をハウジング本体に係止した状態で、前記当接面を露出することを特徴とする請
求項５項記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに係り、特に、端子を一次係止する端子係止ランスを有するコネク
タハウジングと、端子の長手方向と直交する方向から該コネクタハウジング内に装着され
、端子を二次係止するスペーサとを備えたコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上述したコネクタとして、例えば、図３２に示されたものが知られている（特許
文献１）。同図に示すように、特許文献１記載のコネクタは、端子収容室に収容される端
子１００を一次係止する端子係止ランス２０１が設けられたコネクタハウジング２００と
、端子１００の長手方向Ｙ１と直交する方向Ｙ２からコネクタハウジング２００内に挿入
され、端子１００を二次係止するリテーナ３００（＝スペーサ）とを備えている。
【０００３】
　同図に示すように、コネクタハウジング２００において端子１００の長手方向Ｙ１先端
側にある前面には、相手コネクタの端子が挿入される相手端子挿入孔２０２ａの他に、端
子係止ランス２０１を成形するための金型の抜き孔２０２ｂが成形されている。このため
、コネクタハウジング２００の前面に複数の孔があいた状態となり、形状的に強度の弱さ
が懸念される。
【０００４】
　上述した問題を解決するために、例えば図３３に示すようなコネクタも提案されている
（特許文献２）。同図に示すように、特許文献２記載のコネクタは、端子収容室に収容さ
れる端子を一次係止する端子係止ランス２０１が設けられたコネクタハウジング２００と
、端子の長手方向Ｙ１と直交する方向Ｙ２からコネクタハウジング２００内に挿入され、
端子を二次係止するスペーサ３００とを備えている。
【０００５】
　上述したコネクタハウジング２００前部は開口され、この前部開口から端子係止ランス
２０１を成形するための金型が抜けるようになっている。コネクタはさらに、コネクタハ
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ウジング２００の前部開口に嵌め込まれ、相手端子挿入孔４０１が成形されたフロントホ
ルダ４００を備えている。このように、端子係止ランス２０１が設けられたコネクタハウ
ジング２００とフロントホルダ４００とを別体に設けたため、フロントホルダ４００に端
子係止ランス２０１の成形金型を抜く抜き孔を設ける必要がない。このため、コネクタの
フロント部を強化することができる。しかしながら、特許文献２に記載されたコネクタは
、コネクタハウジング２００とは別体にフロントホルダ４００を設ける必要があり、部品
点数が増えて、コストアップになってしまうという問題があった。
【特許文献１】特開平７－２９６８９５号公報
【特許文献２】特開２００１－１９６１２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、強度を高めつつ、部品点数を削減し
て、コストダウンを図った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】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の発明は、端子収容室及び該端子収容
室に収容された端子を係止する端子係止ランスを有するハウジング本体、並びに、前記ハ
ウジング本体の前記端子の長手方向先端側を覆って前記端子収容室に連通する相手端子挿
入孔が設けられたフロント部と、前記長手方向と直交する装着方向から前記ハウジング本
体に装着されると共に、前記端子収容室に対する前記端子の挿入を許容する仮係止位置と
前記端子を係止して前記端子収容室からの抜けを防止する本係止位置との双方の位置で前
記ハウジング本体に係止されるスペーサ部と、が一体に成形されたアウター部、を備え、
前記ハウジング本体が前記装着方向と平行な一対の外側面を有し、該一対の外側面間に前
記端子収容室が設けられ、そして、前記アウター部に前記一対の外側面を各々覆う一対の
側面カバー部がさらに一体成形されたコネクタであって、前記ハウジング本体の外側面と
前記アウター部の側面カバー部との各々に、前記ハウジング本体と前記アウター部とを仮
係止位置及び本係止位置で係止するための第１係止手段が設けられることを特徴とするコ
ネクタに存する。
【０００８】
　請求項１記載の発明によれば、ハウジング本体は、端子収容室及び当該端子収容室に収
容された端子を係止する端子係止ランスを有する。アウター部は、ハウジング本体の端子
の長手方向先端側を覆って端子収容室に連通する相手端子挿入孔が設けられたフロント部
と、長手方向と直交する装着方向からハウジング本体に装着されると共に、端子収容室に
対する端子の挿入を許容する仮係止位置と端子を係止して端子収容室からの抜けを防止す
る本係止位置との双方の位置で前記ハウジング本体に係止されるスペーサ部と、が一体に
成形されている。
【００１０】
　また、請求項１記載の発明によれば、装着方向からアウター部をハウジング本体に装着
すると、ハウジング本体の外側面とアウター部に一体成形された側面カバー部とに設けら
れた第１係止手段が係止して、ハウジング本体とアウター部とが仮係止位置及び本係止位
置で係止する。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、前記アウター部の側面カバー部内側に設けられた第１係止手段
が、係止突部または係止溝であり、前記係止突部または前記係止溝が、少なくとも前記ア
ウター部の前記長手方向後端部より前記長手方向に沿って成形されることを特徴とする請
求項１に記載のコネクタに存する。
【００１２】
　請求項２記載の発明によれば、アウター部の側面カバー部に設けられた第１係止手段は
、係止突部または係止溝である。係止突部または係止溝は、少なくともアウター部の長手
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方向後端部より長手方向に沿って成形されている。従って、係止突部または係止溝を、少
なくともアウター部の長手方向後端部より長手方向に沿って成形することにより、長手方
向後側に向かい、長手方向に沿って抜く金型によって係止突部または係止溝を成形するこ
とができる。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、前記アウター部の側面カバー部に設けられた第１係止手段が、
係止突部または係止溝であり、前記係止突部または前記係止溝が、前記フロント部に設け
られた貫通穴に貫通して成形されると共に、前記長手方向に沿って成形されていることを
特徴とする請求項１又は２に記載のコネクタに存する。
【００１４】
　請求項３記載の発明によれば、アウター部の側面カバー部に設けられた第１係止手段は
、係止突部または係止溝である。係止突部または係止溝は、フロント部に設けられた貫通
穴に貫通して成形されると共に、長手方向に沿って成形されている。従って、係止突部ま
たは係止溝を、フロントに設けられた貫通穴から長手方向に沿って成形することにより、
貫通穴を通り、長手方向先端側に向かい、長手方向に沿って抜く金型によって係止突部ま
たは係止溝を成形することができる。
【００２３】
　請求項４記載の発明は、前記仮係止位置で前記アウター部を前記ハウジング本体に係止
した状態で、前記フロント部に設けられた前記相手端子挿入孔を通して前記ハウジング本
体の端子係止ランスが露出されることを特徴とする請求項１～３何れか１項記載のコネク
タに損する。
【００２４】
　請求項４記載の発明によれば、仮係止位置でアウター部をハウジング本体に係止した状
態で、相手端子挿入孔からドライバーのような端子抜き治具を挿入して、端子係止ランス
による端子の係止を解除して、端子を抜くことができる。従って、フロント部に相手端子
挿入孔とは別に端子抜き治具を挿入するための孔を設ける必要がなくなる。しかも、本係
止位置で相手端子挿入孔を通して端子係止ランスを露出させる場合、相手端子挿入孔を、
相手端子を挿入するスペース以上に大きく設ける必要があるが、仮係止位置で相手端子挿
入孔を通して端子係止ランスを露出することにより、相手端子挿入孔を、相手端子を挿入
するスペース以上に大きく設ける必要がなくなる。
【００２５】
　請求項５記載の発明は、前記端子が、前記長手方向と交わる当接面が成形され、前記フ
ロント部には露出孔が成形され、前記本係止位置と前記仮係止位置とのうち少なくとも一
方の位置で前記アウター部を前記ハウジング本体に係止した状態において、前記当接面と
前記露出孔とが長手方向に並べられて前記露出孔を通して前記当接面が露出されているこ
とを特徴とする請求項１～４何れか１項記載のコネクタに存する。
【００２６】
　請求項５記載の発明によれば、端子には、長手方向と交わる当接面が成形されている。
フロント部には露出孔が成形されている。本係止位置と仮係止位置とのうち少なくとも一
方の位置でアウター部をハウジング本体に係止した状態で、当接面と露出孔とは長手方向
に並んでおり、露出孔を通して当接面が露出されている。
【００２７】
　請求項６記載の発明は、前記露出孔は、前記本係止位置と前記仮係止位置とのうち前記
本係止位置でのみ前記アウター部をハウジング本体に係止した状態で、前記当接面を露出
することを特徴とする請求項５項記載のコネクタに存する。
【００２８】
　請求項６記載の発明によれば、本係止位置でアウター部をハウジング本体に係止した状
態で、導通チェックを行うことができる。
【発明の効果】
【００３５】



(5) JP 4820270 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、端子係止ランスを有するハウジング
本体とは別体にフロント部を設けたため、フロント部には端子係止ランスの成形金型を抜
く抜き孔を設ける必要がなく、フロント部の強度を高めることができる。しかも、スペー
サ部とフロント部とが一体成形されているため、部品点数が削減され、コストダウンを図
ることができる。
【００３６】
　また、請求項１記載の発明によれば、ハウジング本体の外側面、アウター部に一体成形
された側面カバー部に第１係止手段を設けることにより、スペーサ部やフロント部に第１
係止手段を設ける場合に比べて、第１係止手段のスペースを大きくとることができるため
、係止を安定することができる。
【００３７】
　請求項２記載の発明によれば、係止突部または係止溝を、係止突部または係止溝を、少
なくともアウター部の長手方向後端部より長手方向に沿って成形することにより、長手方
向後側に向かい、長手方向に沿って抜く金型によって係止突部または係止溝を成形するこ
とができるので、第１係止手段の成形が容易となり、コストダウンを図ることができる。
【００３８】
　請求項３記載の発明によれば、係止突部または係止溝を、フロントに設けられた貫通穴
から長手方向に沿って成形することにより、貫通穴を通り、長手方向先端側に向かい、長
手方向に沿って抜く金型によって係止突部または係止溝を成形することができるので、第
１係止手段の成形が容易となり、コストダウンを図ることができる。
【００４２】
　請求項５記載の発明によれば、フロント部に相手端子挿入孔とは別に端子抜き治具を挿
入するための孔を設ける必要がなくなる。しかも、本係止位置で相手端子挿入孔を通して
端子係止ランスを露出させる場合、相手端子挿入孔を、相手端子を挿入するスペース以上
に大きく設ける必要があるが、仮係止位置で相手端子挿入孔を通して端子係止ランスを露
出することにより、相手端子挿入孔を、相手端子を挿入するスペース以上に大きく設ける
必要がなくなるので、より一層、フロント部の強度を高めることができる。
【００４３】
　請求項６記載の発明によれば、本係止位置と仮係止位置とのうち少なくとも一方の位置
で、当接面が露出されているフロント部の露出孔から長手方向に向かって導通プローブを
挿入すれば、確実に露出孔と長手方向に並び、かつ、長手方向と交わる当接面と当接して
端子の導通チェックを行うことができるので、端子の導通チェックを容易かつ確実に行う
ことができる。
【００４４】
　請求項７記載の発明によれば、仮係止で導通チェックを行う場合は、導通チェックをし
忘れて本係止してしまう恐れがあるが、本係止位置で導通チェックができればこのような
事態は発生しないので、端子の導通チェックをより一層、容易かつ確実に行うことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
第１実施形態
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明のコネクタの第
１実施形態におけるアウターカバー２０（＝アウター部）とハウジング本体１０とを示す
分解斜示図である。図２は図１に示すアウターカバー２０のＩ－Ｉ線断面図である。図３
は図１に示すハウジング本体１０のＩＩ－ＩＩ線断面図である。図４は仮係止位置におけ
るコネクタの断面図である。図５は本係止位置におけるコネクタの断面図である。図６は
仮係止位置におけるコネクタの部分拡大断面図である。図７は本係止位置におけるコネク
タの部分拡大断面図である。図８は他の実施形態におけるアウターカバー２０の斜示図で
ある。図９は図８に示すアウターカバー２０の正面図である。図１０は図８に示すアウタ
ーカバー２０の側面図である。
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【００４９】
　同図に示すように、このコネクタは、端子収容室Ｃが設けられた合成樹脂製のハウジン
グ本体１０と、端子収容室Ｃに収容された端子３０（図４及び図５）の長手方向Ｙ１と直
交する装着方向Ｙ２からハウジング本体１０に装着するアウターカバー２０と、端子収容
室Ｃの後方から挿入されるメス型の端子３０（図４及び図５）とを備えている。上述した
コネクタには、装着方向Ｙ２に、二段に各々８個づつ端子収容室Ｃが成形されている。
【００５０】
　上述したハウジング本体１０は、図１に示すように、略箱型であり、長手方向Ｙ１中間
において直交方向Ｙ３に延在し、後述するアウターカバー２０のスペーサ部２４が嵌め込
まれる嵌合溝１１が成形されている。上述したハウジング本体１０はまた、装着方向Ｙ２
と直交する下壁１２と、嵌合溝１１よりも端子３０の先端側に設けられ、先端側に向かう
に従って下壁１２に近づく係止部１３ａを有する可撓性の端子係止ランス１３（以下係止
ランス１３）とを備えている（図３）。この下壁１２及び係止ランス１３によって端子収
容室Ｃ先端側の装着方向Ｙ２が区画されている（図４及び図５）。
【００５１】
　また、上述したハウジング本体１０は、嵌合溝１１よりも端子３０の後側に設けられ、
下壁１２と水平な隔壁１４及び上壁１５をさらに備えている（図３）。この下壁１２、隔
壁１４及び上壁１５によって端子収容室Ｃ後部の装着方向Ｙ２が区画されている（図４及
び図５）。さらに、上述したハウジング本体１０は、装着方向Ｙ２及び長手方向Ｙ１の両
方向と平行な一対の左右側面１６（＝外側面）と、嵌合溝１１よりも端子３０の先端側に
設けられ、左右側面１６に水平な隔壁１７とを備えている（図１）。この一対の左右側面
１６間に端子収容室Ｃが設けられている。また、左右側面１６及び隔壁１７によって端子
収容室Ｃ先端側の直交方向Ｙ３が区画されている。また、上述した下壁１２から１段目の
係止部１３ａ下面までの高さＬ１１と、隔壁１４の上面から上段の係止部１３ａ下面まで
の高さＬ１２とは同じである（図３）。
【００５２】
　上述したハウジング本体１０はさらに、嵌合溝１１よりも後側に設けられ、左右側面１
６に水平な隔壁１８を備え、この隔壁１８によって端子収容室Ｃ後側の直交方向Ｙ３が区
画されている（図１）。また、ハウジング本体１０の左右側面１６には、アウターカバー
２０の仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂ（係止溝）と係止する係止突部１６ａ、１６ｂ
が成形されている（図１）。
【００５３】
　また、アウターカバー２０には、ハウジング本体１０の長手方向Ｙ１先端側を覆い、各
端子収容室Ｃに連通すると共に、相手側オス端子が挿入される相手端子挿入孔２１ａ（以
下端子挿入孔２１ａ）が成形されたフロント部２１と、ハウジング本体１０の左右側面１
６を覆い、仮係止溝２２ａ、本係止溝２２ｂ（図２）が成形された左右側面カバー部２２
と、相手側コネクタハウジング（図示せず）に係止されるロック突起２３ａが成形された
ロックアーム部２３と、このロックアーム部２３の内側に設けられ、ハウジング本体１０
に成形された嵌合溝１１内に、装着方向Ｙ２から挿入されるスペーサ部２４（図２）とが
一体成形されている。
【００５４】
　このように、ハウジング本体１０の左右側面１６及びアウターカバー２０の左右側面カ
バー部２２に各々、第１係止手段である係止突部１６ａ及び１６ｂ、仮係止溝２２ａ、本
係止溝２２ｂを設けることにより、スペーサ部２４やフロント部２１に係止手段を設ける
場合に比べて、第１係止手段のスペースを大きくとることができるため、係止を安定する
ことができる。
【００５５】
　また、上述した仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂは各々、図２に示すように、アウタ
ーカバー２０の長手方向Ｙ１後端部より長手方向Ｙ１に沿って一直線状に成形されている
。これにより、アウターカバー２０を成形する際に、長手方向Ｙ１後端側に向かい、長手
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方向Ｙ１に沿って抜かれる金型で、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂを成形することが
できる。つまり、左右側面カバー部２２や、スペーサ部２４の後端側などを成形する金型
と同一方向に抜くことができ、型抜き方向を増やすことなく、仮係止溝２２ａ及び本係止
溝２２ｂを成形することができ、製造コストの削減を図ることができる。
【００５６】
　スペーサ部２４は、上壁２４ａ及び隔壁２４ｂを備え（図２）、この上壁２４ａ及び隔
壁２４ｂによって端子収容室Ｃ中間部の装着方向Ｙ２が区画されている（図４及び図５）
。スペーサ部２４はまた、左右側面カバー部２２と水平な隔壁２４ｃを備え（図２）、こ
の隔壁２４ｃによって端子収容室Ｃ中間部の直交方向Ｙ３が区画されている。
【００５７】
　また、端子３０は、図６に示すように、相手側オス端子（相手端子）が進入する例えば
略矩形状の筒部３０ａを有している。端子３０は、係止ランス１３に対する第一の係止段
部３１を有し、その後側に、スペーサ部２４に対する第二の係止段部３２を有している。
第一の係止段部３１は、上述した筒部３０ａ外側に突設される第一突部３３（＝突部）の
後端に成形されている。また、この第一突部３３の先端側には導通プローブと当接するた
めの当接面３４が設けられている。
【００５８】
　この端子３０の下面から水平面３５までの高さＬ２１は、ハウジング本体１０における
高さＬ１１及びＬ１２（図３）に比べてほぼ同等か少し小さめである。また、第一突部３
３の高さＬ２２は、ハウジング本体１０における高さＬ１１及びＬ１２（図３）に比べて
少し大きめである。また、端子３０の後部側の圧着片３６には電線Ｌが圧着接続されてい
る。
【００５９】
　次に、上述したコネクタの仮係止位置について、図４を参照して説明する。ここで、仮
係止位置とは、スペーサ部２４をハウジング本体１０の嵌合溝１１に挿入するように、ハ
ウジング本体１０に向かってアウターカバー２０をスライドさせてハウジング本体１０に
装着した結果、ハウジング本体１０に成形された係止突部１６ａ、１６ｂがアウターカバ
ー２０の仮係止溝２２ａで仮係止された状態である。この仮係止位置において、隔壁１４
の上面、隔壁２４ｂの上面、係止ランス１３の上面は、段差なく連なっている。また、仮
係止位置において、図６に示すように、上述した下壁１２からスペーサ部２４の隔壁２４
ｂにおいて下壁１２と最も近い部分までの高さＬ３１は、端子３０の第一突部３３の高さ
Ｌ２２と同じか少し高めになっている。これにより、仮係止位置においてスペーサ部２４
は、端子収容室Ｃに対する端子３０の挿入を許容するようになっている。
【００６０】
　この仮係止位置において、端子３０を先ず下段の端子収容室Ｃに挿入する。端子３０は
、ハウジング本体１０の後部から端子収容室Ｃに挿入され、下壁１２に沿って先端に向か
って進入される。端子３０の第一突部３３が係止部１３ａまで進入すると、係止部１３ａ
は図中上向きに撓み、さらに進入して第一突部３３が係止部１３ａよりも先端側まで進入
すると、係止部１３ａは図中下向きに復元して端子３０の第一の係止段部３１に係止して
端子３０を一次係止し、端子３０が端子収容室Ｃに収容保持される。
【００６１】
　次に、上段の端子収容室Ｃに端子３０を挿入する場合について、説明する。端子３０は
、ハウジング本体１０の後部から端子収容室Ｃに挿入され、まず後部隔壁１４の上面、ス
ペーサ部２４の隔壁２４ｂ上面の順に沿って前部に向かって進入される。端子３０の第一
突部３３が係止部１３ａまで進入すると、上側の係止部１３ａが図中上向きに撓み、さら
に進入して第一突部３３が係止部１３ａよりも先端側まで進入すると、係止部１３ａは図
中下向きに復元して端子３０の第一の係止段部３１に係止して端子３０を一次係止し、端
子３０が端子収容室Ｃに収容保持される。また、係止部１３ａの先端には先端側に向かっ
て突起する突部１３ａ１が成形されている。図６に示すように、この突部１３ａ１の下面
が端子３０の第一突部３３上面と当接するようになっている。
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【００６２】
　上述したように端子３０を挿入した結果、図６に示すように、端子３０は第一突部３３
が装着方向Ｙ２においてアウターカバー２０側に向かって端子収容室Ｃに収容される。ま
た、係止ランス１３は端子３０の当接面３４より後側、かつ、装着方向Ｙ２においてアウ
ターカバー２０側を係止している。これにより、当接面３４と係止部１３ａとは先端部側
から見て、装着方向Ｙ２に並んでいる。また、仮係止位置において、端子挿入孔２１ａと
当接面３４とは長手方向Ｙ１に並んでいる。さらに、仮係止位置において、端子挿入孔２
１ａと係止部１３ａの突部１３ａ１とが長手方向Ｙ１に並んで設けられている。これによ
り、仮係止位置においては、当接面３４と係止ランス１３の突部１３ａ１とが、端子挿入
孔２１ａを通して、露出される。
【００６３】
　従って、端子３０を誤挿入した場合には、仮係止位置において端子挿入孔２１ａからド
ライバのような端子抜き治具（図示せず）を挿入し、端子抜き治具を係止ランス１３の突
部１３ａ１と端子３０の第一突部３３との間に挿入して、係止ランス１３を上向きに撓ま
せて、係止ランス１３による端子３０の一次係止を解除することができる。これにより、
端子挿入孔２１ａとは別に端子抜き治具挿入用の孔をフロント部２１に設ける必要がない
。しかも、本係止位置で端子挿入孔２１ａを通して係止ランス１３を露出させる場合、端
子挿入孔２１ａを、相手端子を挿入するスペース以上に大きく設ける必要があるが、仮係
止位置で端子挿入孔２１ａを通して係止ランス１３を露出することにより、端子挿入孔２
１ａを、相手端子を挿入するスペース以上に大きく設ける必要がなくなるので、より一層
、フロント部２１の強度を高めることができる。
【００６４】
　最後に、アウターカバー２０をさらに下向きに押圧してスライドさせる。これにより、
仮係止溝２２ａと係止突部１６ａ、１６ｂとの係止がはずれ、ハウジング本体１０に成形
された係止突部１６ａ、１６ｂがアウターカバー２０の本係止溝２２ｂで係止され本係止
位置となる。この本係止位置において、図５に示すように、スペーサ部２４の隔壁２４ｂ
が端子３０の第二の係止段部３２に係止して、端子３０が二次係止される。また、端子収
容室Ｃ上段においては、スペーサ部２４の上壁２４ａが端子３０の第二の係止段部３２に
係止して、端子３０が二次係止される。このように、本係止位置において、スペーサ部２
４は端子３０を係止して、たとえ、係止ランス１３による端子３０の係止が解除されても
、端子３０が端子収容室Ｃから抜けないようになっている。
【００６５】
　また、アウターカバー２０のフロント部２１には、端子挿入孔２１ａとは別に端子３０
の導通チェックを行う導通プローブを挿入するためのチェッカー治具挿入孔２１ｂ（露出
孔）が設けられている（図６及び図７）。図７に示すように、本係止位置において、当接
面３４とチェッカー治具挿入孔２１ｂとは長手方向Ｙ１に並んで設けられている。これに
より、本係止位置において、端子３０の当接面３４がチェッカー治具挿入孔２１ｂを通し
て露出される。そこで、コネクタの本係止を行った後、このチェッカー治具挿入孔２１ｂ
から導通プローブ（図示せず）を長手方向Ｙ１に沿って挿入すれば、当接面３４と当接し
て、端子３０の導通チェックを行うことができる。
【００６６】
　ところで、上述したようにチェッカー治具挿入孔２１ｂを設けなくても、導通チェック
については、例えば、本係止位置において端子挿入孔２１ａから導通プローブを端子３０
の筒部３０ａ内に挿入して、端子３０と接触させることも考えられる。しかしながら、本
実施形態のようにメス端子３０の場合、筒部３０ａの内周面に接するように導通プローブ
を斜めに挿入しなければならず、確実に端子３０と当接させるのが難しい。又、導通プロ
ーブを筒部３０ａ内のバネに接触させた場合、バネを変形させてしまう恐れがある。
【００６７】
　そこで、本実施形態のように、チェッカー治具挿入孔２１ｂと長手方向Ｙ１に並び、か
つ、長手方向Ｙ１と交わる当接面３４を端子３０に設け、チェッカー治具挿入孔２１ｂを
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通して露出することにより、導通プローブを長手方向Ｙ１に沿ってチェッカー治具挿入孔
２１ｂから挿入すれば、確実にかつ簡単に導通プローブと当接面３４とを当接させて、導
通チェックを行うことができる。
【００６８】
　また、仮係止位置で導通チェックが行え、本係止位置で導通チェックが行えないような
構成のコネクタでは、仮係止時に導通チェックをし忘れて本係止してしまうと、再び仮係
止に戻して導通チェックを行う必要があるが、上述したように本係止位置で導通チェック
ができればこのような事態は発生しないので、端子３０の導通チェックをより一層、容易
かつ確実に行うことができる。
【００６９】
　上述したコネクタによれば、係止ランス１３を収容したハウジング本体１０とは別体に
フロント部２１を設けたため、フロント部２１には係止ランス１３の成形金型を抜く抜き
孔を設ける必要がなく、フロント部２１の強度を高めることができる。しかも、スペーサ
部２４とフロント部２１とが一体成形されているため、部品点数が削減され、コストダウ
ンを図ることができる。
【００７０】
　また、上述したコネクタによれば、端子３０において、第一突部３３先端側に当接面３
４が成形され、第一突部３３後端に係止ランス１３と係止する第一の係止段部３１が成形
されている。これにより、当接面３４を成形するための突部と係止ランス１３とを係止す
る第一の係止段部３１を成形するための突部とを別々に設ける必要がなく、端子３０の形
状を簡単にすることができる。
【００７１】
　また、上述した第１実施形態では、図２に示すように、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２
２ｂは長手方向Ｙ１の後端に向かい、長手方向Ｙ１に沿って引き抜かれる金型で成形され
るが、図８～図１０に示すように、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂを成形することも
考えられる。
【００７２】
　同図に示すように、仮係止溝２２ａは、フロント部２１に設けられた仮係止溝２２ａの
成形用金型の抜き穴２１ｃ（＝貫通穴）に貫通して成形されると共に、長手方向Ｙ１に沿
って成形されている。本係止溝２２ｂは、フロント部２１に設けられた本係止溝２２ｂの
成形用金型の抜き穴２１ｄ（＝貫通穴）に貫通して成形されると共に、長手方向Ｙ１に沿
って成形されている。これにより、アウターカバー２０を成形する際、長手方向Ｙ１先端
側に向い、長手方向Ｙ１に沿って抜かれる金型で、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂを
成形することができる。つまり、フロント部２１正面や端子挿入孔２１ａ、チェッカー治
具挿入孔２１ｂなどを成形する金型と同じ方向に抜くことができ、型抜き方向を増やすこ
となく、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂを成形することができ、製造コストの削減を
図ることができる。
【００７３】
　また、図８～図１０に示す例では、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂは、左右側面カ
バー部２２を貫通するように成形されていたが、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂは、
図２に示すように、凹状に成形するようにしてもよい。
【００７４】
　また、図８～図１０に示す例では、左右側面カバー部２２に仮係止溝２２ａ及び本係止
溝２２ｂを成形する場合について説明していたが、左右側面カバー部２２に係止突部を設
ける場合も、フロント部２１に設けた抜き穴内に貫通して成形すると共に、長手方向Ｙ１
に沿って成形すれば、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂと同様に、アウターカバー２０
の長手方向Ｙ１先端側に向かって、長手方向Ｙ１に沿って抜かれる金型で成形することが
できる。また、図２に示す仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂと、図８～図１０に示す仮
係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂとの両方を成形してもよい。
【００７５】
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第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図１１は、本発明のコネクタの第２実
施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを示す分解斜示図である。図
１２は、図１１に示すコネクタの仮係止位置におけるコネクタの背面図である。図１３は
、図１１に示すコネクタの本係止位置における背面図である。図１４は、図１１に示すコ
ネクタの端子中途挿入状態における背面図である。なお、図１１～図１４において、図１
～図１０について上述した第１実施形態ですでに説明した部分と同等の部分には同一符号
を付してその詳細な説明を省略する。
【００７６】
　第１実施形態と第２実施形態とで異なる点は、後述する第２係止手段（本係止突部、仮
係止突部、係止突部）を設けている点である。この第２係止手段について以下説明する。
【００７７】
　図１１に示すように、アウターカバー２０は、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に
ロックアーム部２３が設けられている。ロックアーム部２３は、相手コネクタハウジング
との嵌合時に装着方向Ｙ２のハウジング本体１０側に撓んで相手コネクタハウジングの嵌
合方向（つまり長手方向Ｙ１）の移動を許容すると共に相手コネクタハウジングが嵌合位
置にある状態で復元するアーム部２３ｂ及びアーム部２３ｂに設けられ相手コネクタハウ
ジングを係止するロック突起２３ａから構成されている。
【００７８】
　アウターカバー２０は、上記ロックアーム部２３の両側に設けられた一対のロック保護
壁２５を有している。一対のロック保護壁２５は、長手方向Ｙ１に沿って後端から先端に
亘って設けられている。一対のロック保護壁２５の長手方向Ｙ１の後端は、直交方向Ｙ３
に水平なフランジ部２６が一体に設けられている。ハウジング本体１０は、一対のロック
保護壁２５間にロック保護壁２５に沿って突出する一対の可撓係止アーム１９を有してい
る。一対の可撓係止アーム１９は、直交方向Ｙ３に撓むことができる。
【００７９】
　上記可撓係止アーム１９のロック保護壁２５側には、アウターカバー２０の係止突部２
５ａ（第２係止手段）と係止する仮係止突部１９ａ及び本係止突部１９ｂ（第２係止手段
）が形成されている。仮係止突部１９ａ及び本係止突部１９ｂは、装着方向Ｙ２のハウジ
ング本体１０側に向かうに従って突起高さが高くなるように設けられている。
【００８０】
　また、上記ロック保護壁２５の可撓係止アーム１９側には、図１２に示すように仮係止
位置で可撓係止アーム１９の仮係止突起１９ａと係止すると共に図１３に示すように本係
止位置で可撓係止アーム１９の本係止突起１９ｂと係止する係止突部２５ａが形成されて
いる。係止突部２５ａは、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に向かうに従って突起高
さが高くなるように設けられている。
【００８１】
　次に、上述したコネクタの組立について説明する。まず、スペーサ部２４をハウジング
本体１０の嵌合溝１１に挿入するように、ハウジング本体１０に向かってアウターカバー
２０をスライドさせてハウジング本体１０に装着すると、上述した第１実施形態と同様に
ハウジング本体１０に設けられた係止突部１６ａ、１６ｂがアウターカバー２０の仮係止
溝２２ａで仮係止される。また、図１３に示すように、ハウジング本体１０に設けた係止
突部２５ａがアウターカバー２０に設けた仮係止突部１９ａと仮係止される。このように
ハウジング本体１０とアウターカバー２０とが仮係止位置で係止されると、スペーサ部２
４が端子収容室Ｃに対する端子３０の挿入を許容するようになる。
【００８２】
　この仮係止位置において、端子３０を端子収容室Ｃ内に挿入する。最後に、アウターカ
バー２０をさらにハウジング本体１０に向かって押圧してスライドさせる。これにより、
仮係止溝２２ａと係止突部１６ａ、１６ｂとの係止、仮係止突部１９ａと係止突部２５ａ
との係止がはずれ、ハウジング本体１０に設けた係止突部１６ａ、１６ｂがアウターカバ
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ー２０の本係止溝２２ｂで本係止される。また、ハウジング本体１０に設けた係止突部２
５ａがアウターカバー２０に設けた本係止突部１９ｂと本係止される。このようにハウジ
ング本体１０とアウターカバー２０とが本係止位置で係止されると、スペーサ部２４が端
子３０を係止して、端子３０が端子収容室Ｃから抜けないようにしている。
【００８３】
　また、コネクタは、図６に示すように、端子３０の先端が端子収容室Ｃの先端まできち
んと挿入されない端子中途挿入状態のときは、スペーサ部２４の隔壁２４ｂが端子３０の
水平面３５と干渉して本係止位置で係止することができない。即ち、図１４に示すように
、端子中途挿入状態では、ハウジング本体１０及びアウターカバー２０が仮係止位置と本
係止位置との間にある状態となる。この状態において、本係止突部１９ｂと係止突部２５
ａとが当接して、可撓係止アーム１９がロック保護壁２５から離れる方向に撓んでロック
アーム部２３の下側に位置する。
【００８４】
　これにより、ロックアーム部２３は、可撓係止アーム１９を越えて装着方向Ｙ２のハウ
ジング本体１０側へ撓むことがない。このため、ロックアーム部２３が装着方向Ｙ２のハ
ウジング本体１０側へ撓むことができず、相手コネクタハウジングの嵌合方向への移動を
許容することができない。この結果、相手コネクタハウジングと嵌合することができない
ので、端子中途挿入状態が容易に分かり、端子中途挿入を未然に防ぐことができる。
【００８５】
　また、上述した第２実施形態のコネクタによれば、可撓係止アーム１９のロック保護壁
２５側と、ロック保護壁２５の可撓係止アーム１９側との各々に、ハウジング本体１０と
アウターカバー２０とを仮係止位置及び本係止位置で係止するための第２係止手段（仮係
止突部１９ａ、本係止突部１９ｂ及び係止突部２５ａ）が設けられているので、ロックア
ーム部２３とロック保護壁２５との間のデッドスペースを利用して第２係止手段を設ける
ことができ、省スペース化を図りつつ仮係止及び本係止の保持力を向上させることができ
る。
【００８６】
第３実施形態
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。図１５は、本発明のコネクタの第３実
施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを示す背面分解斜示図である
。図１６は、図１５に示すハウジング本体を示す正面斜示図である。図１７は、図１５に
示すコネクタの仮係止位置における背面図である。図１８は、図１５に示すコネクタの本
係止位置における背面図である。図１９は、図１５に示すコネクタの端子中途挿入状態に
おける背面図である。図２０は、図１５に示すコネクタの係止を解除方法について説明す
るための図である。なお、図１５～図２０において、図１～図３０について上述した第１
及び第２実施形態ですでに説明した部分と同等の部分には同一符号を付してその詳細な説
明を省略する。
【００８７】
　第２実施形態と第３実施形態とで異なる点は、第１係止手段の構成と、アウターカバー
２０にテーパ面２７を設けた点と、可撓係止アーム１９に係止解除部１９ｃを設けた点で
ある。この異なる点について以下説明する。
【００８８】
　第３実施形態では、図１５及び図１６に示すように、アウターカバー２０の左右側面カ
バー部２２の内側の点線で示す位置に係止突部２８を設け、ハウジング本体１０の左右側
面１６に仮係止溝１６ｃ、本係止溝１６ｄを設けている。この場合、係止突部２８に関し
ても、アウターカバー２０の長手方向Ｙ１後端部に成形すると共に、長手方向Ｙ１に一直
線状に沿って形成すれば、係止溝２２ａ、２２ｂと同様に、アウターカバー２０の長手方
向Ｙ１後端部から長手方向Ｙ１に沿って抜かれる金型で成形することができる。
【００８９】
　また、ロック保護壁２５の可撓係止アーム１９側の壁面には、長手方向Ｙ１後端側に向
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かうに従って可撓係止アーム１９から離れるテーパ面２７が設けられている。このテーパ
面２７を設けることにより、第２係止手段としての係止突部２５ａが設けられている壁面
Ｗ１よりも長手方向Ｙ１の後端側の壁面、即ちテーパ面２７が可撓係止アーム１９から離
れるように設けられる。そして、可撓係止アーム１９の係止解除部１９ｃは、係止突部２
５ａが設けられている壁面Ｗ１よりも長手方向Ｙ１後端側に突出するように設けられてい
る。
【００９０】
　次に、上述したコネクタの組立について説明する。まず、スペーサ部２４をハウジング
本体１０の嵌合溝１１に挿入するように、ハウジング本体１０に向かってアウターカバー
２０をスライドさせてハウジング本体１０に装着すると、アウターカバー２０に設けられ
た係止突部２８がハウジング本体１０に設けた仮係止溝１６ｃで仮係止される。また、図
１７に示すように、ハウジング本体１０に設けた係止突部２５ａがアウターカバー２０に
設けた仮係止突部１９ａと仮係止される。このようにハウジング本体１０とアウターカバ
ー２０とが仮係止位置で係止されると、スペーサ部２４が端子収容室Ｃに対する端子３０
の挿入を許容するようになる。
【００９１】
　この仮係止位置において、端子３０を端子収容室Ｃ内に挿入する。最後に、アウターカ
バー２０をさらにハウジング本体１０に向かって押圧してスライドさせる。これにより、
仮係止溝１６ｃと係止突起２８との係止、仮係止突部１９ａと係止突部２５ａとの係止が
はずれ、アウターカバー２０に設けた係止突部２８がハウジング本体１０の本係止溝１６
ｄで本係止される。また、ハウジング本体１０に設けた係止突部２５ａがアウターカバー
２０に設けた本係止突部１９ｂと本係止される。このようにハウジング本体１０とアウタ
ーカバー２０とが本係止位置で係止されると、スペーサ部２４が端子３０を係止して、端
子３０が端子収容室Ｃから抜けないようにしている。
【００９２】
　また、図１９に示すように、ハウジング本体１０及びアウターカバー２０が仮係止位置
と本係止位置との間にある状態、即ち端子中途挿入状態においては、上述した第２実施形
態と同様に、可撓係止アーム１９がロック保護壁２５から離れる方向に撓んでロックアー
ム部２３の装着方向Ｙ２のハウジング本体１０側への撓みを防止することができる。
【００９３】
　次に、係止解除について説明する。係止解除時は、図２０に示すように、テーパ面２７
と可撓係止アーム１９の係止解除部１９ｃとの間にできた隙間に指を入れて、一対の可撓
係止アーム１９をロック保護壁２５から離れる側に撓ませて係止突部２５ａとの係止を解
除する。第２実施形態のように、ロック保護壁２５と可撓係止アーム１９との間に隙間が
ない構成だと、解除治具を用いて可撓係止アーム１９をロック保護壁２５から離れる側に
撓ませる必要があった。しかも、可撓係止アーム１９は、左右方向Ｙ３に一対設けられて
いるため、この一対の可撓係止アーム１９を同時に撓ませるのは非常に困難であった。
【００９４】
　第３実施形態によれば、テーパ面２７と係止解除部１９ｃとの間に隙間ができ、第２実
施形態のように特別な治具を用いることなく、片手の指を使って簡単に可撓係止アーム１
９の係止を解除することができる。
【００９５】
　なお、上述した第３実施形態では、テーパ面２７を設けることにより、係止突部２５ａ
が設けられている壁面Ｗ１よりも長手方向Ｙ１の後端側の壁面、即ちテーパ面２７が可撓
係止アーム１９から離れるように設けていたが、本発明はこれに限ったものではない。例
えば、壁面Ｗ１よりも長手方向Ｙ１の後端側の壁面が可撓係止アーム１９から離れるよう
な段差を設けることも考えられる。
【００９６】
第４実施形態
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。図２１は、本発明のコネクタの第４実
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施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを示す正面分解斜示図である
。図２２は、図２１に示すコネクタの仮係止位置における断面図である。図２３は、図２
１に示すコネクタの本係止位置における断面図である。なお、図２１～図２３において、
図１～図１０について上述した第１実施形態ですでに説明した部分と同等の部分には同一
符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００９７】
　第１実施形態と第４実施形態とで異なる点は、アウターカバー２０にブリッジ２９を設
けた点と、ハウジング本体１０に可撓係止部３７を設けた点である。この点について以下
説明する。
【００９８】
　ブリッジ２９は、左右側面カバー部２２間の長手方向Ｙ１後端部であって、装着方向Ｙ
２のハウジング本体１０側の端部に設けられている。可撓係止部３７は、ハウジング本体
１０の長手方向Ｙ１後端に設けられている。可撓係止部３７は、装着方向Ｙ２のアウター
カバー２０側が固定端３７ａとなると共にハウジング本体１０側が自由端３７ｂとなる片
持ち状に形成されている。固定端３７ａは、上壁１５と連続して設けられている。可撓係
止部３７は、ハウジング本体１０へのアウターカバー２０の装着時に自由端３７ｂが長手
方向Ｙ１の先端側に撓んでブリッジ２９の装着方向Ｙ２への移動を許容するように設けら
れている。
【００９９】
　可撓係止部３７は、図２３に示すように、ハウジング本体１０及びアウターカバー２０
が本係止位置にある状態で長手方向Ｙ１後端側に復元してブリッジ２９と装着方向Ｙ２に
並んでブリッジ２９を係止するように設けられている。また、ブリッジ２９及び可撓係止
部３７の各々には、ハウジング本体１０とアウターカバー２０とを仮係止位置で係止する
ための仮係止手段としての仮係止突部２９ａ、仮係止溝３７ｃが設けられている。
【０１００】
　次に、上述したコネクタの組立について説明する。まず、スペーサ部２４をハウジング
本体１０の嵌合溝１１に挿入するように、ハウジング本体１０に向かってアウターカバー
２０をスライドさせてハウジング本体１０に装着すると、可撓係止部３７の自由端３７ｂ
がブリッジ２９に押されて長手方向Ｙ１の先端側に撓んでブリッジ２９の装着方向Ｙ２へ
の移動を許容する。
【０１０１】
　さらに、ハウジング本体１０に向かってアウターカバー２０をスライドさせると、上述
した第１実施形態と同様にハウジング本体１０に設けられた係止突部１６ａ、１６ｂがア
ウターカバー２０の仮係止溝２２ａで仮係止される。また、図２２に示すように、ブリッ
ジ２９に設けた仮係止突部２９ａと可撓係止部３７に設けた仮係止溝３７ｃとが仮係止さ
れる。このようにハウジング本体１０とアウターカバー２０とが仮係止位置で係止される
と、スペーサ部２４が端子収容室Ｃに対する端子３０の挿入を許容するようになる。
【０１０２】
　この仮係止位置において、端子３０を端子収容室Ｃ内に挿入する。最後に、アウターカ
バー２０をさらにハウジング本体１０に向かって押圧してスライドさせる。これにより、
仮係止溝２２ａと係止突部１６ａ、１６ｂとの係止、仮係止突部２９ａと仮係止溝３７ｃ
との係止がはずれ、ハウジング本体１０に設けた係止突部１６ａ、１６ｂがアウターカバ
ー２０の本係止溝２２ｂで本係止される。
【０１０３】
　また、図２３に示すように、可撓係止部３７の自由端３７ｂが長手方向Ｙ１の後端側に
復元して、ブリッジ２９と可撓係止部３７とが装着方向Ｙ２に並んで本係止される。この
ようにハウジング本体１０とアウターカバー２０とが本係止位置で係止されると、スペー
サ部２４が端子３０を係止して、端子３０が端子収容室Ｃから抜けないようにしている。
【０１０４】
　上述した第４実施形態によれば、ハウジング本体１０、アウターカバー２０の長手方向
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Ｙ１後端側でも仮係止及び本係止を行うことができ、仮係止及び本係止の保持力を向上さ
せることができる。
【０１０５】
第５実施形態
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。図２４は、本発明の第５実施形態にお
けるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを示す正面分解図である。なお、図２５
において、図１～図１０について上述した第１実施形態ですでに説明した部分と同等の部
分には同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
【０１０６】
　上述した第１～第４実施形態では、例えば図１８に示すように、ハウジング本体１０と
アウターカバー２０との隙間Ｓが装着方向Ｙ２に沿って一直線状に伸びて設けられている
。このような構成の場合、この隙間Ｓに電線が引っかかりアウターカバー２０がめくれあ
がるという問題が考えられる。
【０１０７】
　そこで、第５実施形態では、ハウジング本体１０にアウターカバー保護部３８を設けた
。図２４に示すように、一対の左右側面１６には、長手方向Ｙ１後端側でかつ装着方向Ｙ
２のハウジング本体１０側の隅に一対の左右側面カバー部２２の外側面と同一平面となる
ような突状のアウターカバー保護部３８が設けられている。また、一対の左右側面カバー
部２２は、上記アウターカバー保護部３８に対向する部分が切り欠かれている。
【０１０８】
　以上の構成によれば、側面カバー部２２のうち、装着方向Ｙ２先端且つフロント部２１
の反対側端部の隙間Ｓより電線Ｌなどが侵入してアウター部２０がめくれることを防止す
ることが出来る。
【０１０９】
　また、図２５に示すようなアウターカバー保護部３８を設けることも考えられる。同図
に示すように、一対の左右側面１６には、長手方向Ｙ１後端側でかつ装着方向Ｙ２のハウ
ジング本体１０側の隅に一対の左右側面カバー部２２の外側面を覆うアウターカバー保護
部３８が設けられている。なお、アウターカバー保護部３８に対向する部分の左右側面カ
バー部２２は凹部３９が形成されている。この凹部３９は、一対の左右側面カバー部２２
の外側面とアウターカバー保護部３８とが同一平面になるように形成される。
【０１１０】
　以上の構成によれば、アウターカバー保護部３８が一対の左右側面カバー部２２の外側
面を覆うように設けられているため、アウターカバー２０とハウジング本体１０との隙間
から電線などが侵入してアウターカバー２０がめくれることを防止することができる。
【０１１１】
　また、図２５に示す例では、凹部３９が装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側の端部か
らハウジング本体１０側の端部に亘って設けられていたが、例えば図２６に示すように、
アウターカバー保護部３８に対向する部分のみに凹部３９を形成することも考えられる。
【０１１２】
第６実施形態
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。図２７は、本発明のコネクタの第６実
施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを示す背面分解斜示図である
。図２８は、図２７に示すコネクタの本係止位置における背面図である。図２９は、第２
楔型突部と楔型溝との係止が外れた状態での断面図である。なお、図２７～図２９におい
て、図１～図１０について上述した第１実施形態ですでに説明した部分と同等の部分には
同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
【０１１３】
　第１実施形態と第６実施形態とで異なる点は、アウターカバー２０にブリッジ２９及び
楔型溝４０を設けた点と、ハウジング本体１０に楔型突部４１を設けた点である。この異
なる点について以下説明する。ブリッジ２９は、左右側面カバー部２２の長手方向Ｙ１後
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端部であって、装着方向Ｙ２のハウジング本体１０側の端部に設けられている。これによ
り、ブリッジ２９は、仮係止位置でハウジング本体１０とアウターカバー２０とが係止し
た状態で端子収容室Ｃよりも装着方向Ｙ２のハウジング本体１０側に位置するように、一
対の左右側面カバー部２２の長手方向Ｙ１の後端に設けられる。
【０１１４】
　また、アウターカバー２０には、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に向かって凹む
楔型溝４０が設けられている。楔型溝４０は、アウターカバー２０の長手方向Ｙ１後端に
設けられている。楔型溝４０は、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に近づくに従って
直交方向Ｙ３の幅が広くなるように設けられている。
【０１１５】
　また、ハウジング本体１０には、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に向かって突出
する楔型突部４１が設けられている。楔型突部４１は、ハウジング本体１０の長手方向Ｙ
１の後端に設けられている。楔型突部４１は、装着方向Ｙ２のアウターカバー２０側に近
づくに従って直交方向Ｙ３の幅が広くなるように設けられている。上述した楔型溝４０及
び楔型突部４１は、図２８に示すように、本係止位置で互いに嵌合するように設けられて
いる。
【０１１６】
　上述した第６実施形態のコネクタによれば、ハウジング本体１０及びアウターカバー２
０の各々に設けた楔型溝４０及び楔型突部４１により、長手方向Ｙ１後端側でインナーハ
ウジング１０とアウターハウジング２０とを本係止することができるため、電線Ｌに装着
方向Ｙ２のハウジング本体１０側に向かう力が加わったとしても楔型溝４０、楔型突部４
１の係止が外れることがない。
【０１１７】
　また、たとえ楔型溝４０、楔型突部４１の係止が外れてしまったとしても、図２９に示
すように、ブリッジ２９が電線Ｌに引っかかってアウターハウジング２０とハウジング本
体１０とが外れてしまうことがないので、ハウジング本体１０とアウターハウジング２０
とを強固に本係止することができる。また、ブリッジ２９を設けることにより、装着方向
Ｙ２に沿って一直線状に伸びる隙間Ｓがなくなるため、側面カバー部２３のめくれや破損
も防止することができる。
【０１１８】
　上述した第６実施形態では、アウターカバー２０に楔型溝４０を設け、ハウジング本体
１０に楔型突部４１を設けていたが、本発明はこれに限ったものではない。例えば、アウ
ターカバー２０に楔型突部４１を設け、ハウジング本体１０に楔型溝４０を設けるように
してもよい。
【０１１９】
　なお、上述した第１～第６実施形態では、アウター部としてのアウターカバー２０は、
フロント部２１及びスペーサ部２４だけでなく、左右側面カバー部２２及びロック突部２
３ａが設けられたロックアーム部２３も一体に成形されていたが、アウター部としては、
フロント部２１とスペーサ部２４とが一体に成形されていればどんな形状であってもよく
、例えば、左右側面カバー部２２やロックアーム部２３を一体に成形する必要はない。
【０１２０】
　また、上述した第１～第６実施形態では、ハウジング本体１０の左右側面１６と、アウ
ターカバー２０の左右側面カバー部２２との各々に、ハウジング本体１０とアウターカバ
ー２０とを仮係止及び本係止の２段階で係止するための第１係止手段（係止突部１６ａ及
び１６ｂ、仮係止溝２２ａ、本係止溝２２ｂ）が設けられているが、例えば、従来と同様
に、スペーサ部２４と、このハウジング本体１０においてスペーサ部２４に対向する部分
とに係止手段を設けることや、フロント部２１と、ハウジング本体１０のフロント部２１
に対向する部分とに係止手段を設けることが考えられる。
【０１２１】
　また、上述した第１～第６実施形態では、左右側面カバー部２２には、凹状の仮係止溝
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２２ａ及び本係止溝２２ｂを成形していたが、仮係止溝２２ａ及び本係止溝２２ｂは、ハ
ウジング本体１０の係止突部１６ａ、１６ｂと係止する係止段部が成形されればよく、例
えば、左右側面カバー部２２を貫通するように成形してもよい。
【０１２２】
　また、上述した第１～第６実施形態では、長手方向Ｙ１と交わる当接面３４を端子３０
の筒部３０ａ外側に設けていたが、当接面３４の位置はこれに限定されず、例えば、端子
３０の筒部３０ａ内に設けることも考えられる。このように、端子３０の筒部３０ａ内に
当接面３４を設ければ、本係止位置で端子挿入孔２１ａを通して当接面３４を露出させる
ため、端子挿入孔２１ａから導通プローブを挿入して導通チェックを行うことができる。
【０１２３】
　また、上述した第１～第６実施形態では、ハウジング本体１０とアウターカバー２０と
を本係止した状態で、端子３０の導通チェックを行うために、チェッカー治具挿入孔２１
ｂを設けていたが、図３０に示すように、ハウジング本体１０とアウターカバー２０とを
仮係止した状態で、端子挿入孔２１ａと端子３０の当接面３４とが長手方向Ｙ１に並んで
おり、端子挿入孔２１ａから当接面３４も露出する構成であり、本係止時に導通チェック
を行わなくてもいいのであれば、図３０及び図３１に示すように、フロント部２１に端子
挿入孔２１ａとは別にチェッカー治具挿入孔２１ｂを設けなくてもよく、本係止時に当接
面３４がフロント部２１から露出されなくてもよい。このとき、導通チェックは、端子挿
入孔２１ａから導通プローブを挿入して当接面３４と当接して行う。
【０１２４】
　従って、上述したように端子挿入孔２１ａとは別にチェッカー治具挿入孔２１ｂを設け
る必要がなくなり、しかも、本係止位置で端子挿入孔２１ａを通して端子３０の筒部３０
ａ外側に設けられた当接面３４を露出させる場合、端子挿入孔２１ａを、相手端子を挿入
するスペース以上に大きく設ける必要があるが、仮係止位置で端子挿入孔２１ａを通して
挿入孔外側に設けられた当接面３４を露出することにより、端子挿入孔２１ａを、相手端
子を挿入するスペース以上に大きく設ける必要がなくなるので、より一層、フロント部２
１の強度を高めることができる。また、チェッカー治具挿入孔２１ｂに相手側オス端子が
こじり挿入される恐れもなくなる。
【０１２５】
　また、上述した第１～第６実施形態では、本係止位置で、フロント部２１に設けたチェ
ッカー治具挿入孔２１ｂを通して当接面３４が露出したり、仮係止位置で、端子挿入孔２
１ａを通して当接面３４を露出していたが、本発明はこれに限らず、当接面３４が露出す
るような露出孔がフロント部２１に設けられていればよく、本係止位置で露出させても、
仮係止位置で露出させても、本係止位置及び仮係止位置の双方の位置で露出させてもよい
。また、露出孔としても、端子挿入孔２１ａを流用しても、端子挿入孔２１ａとは別に成
形してもよい。
【０１２６】
　また、上述した第１～第６実施形態では、図６に示すように、仮係止時に、端子挿入孔
２１ａを通して係止ランス１３だけでなく、端子３０の当接面３４も露出しているが、図
７に示すように、本係止した状態で、端子挿入孔２１ａとは別に当接面３４を露出するチ
ェッカー治具挿入孔２１ｂを設け、本係止した状態で導通チェックすれば、仮係止時に、
端子挿入孔２１ａを通して別方向に向けて端子３０を収容してもよい。
【０１２７】
　また、本係止した状態で、係止ランス１３と、係止ランス１３の係止を解除する端子抜
き治具を挿入するために、端子挿入孔２１ａとは別に設けた端子抜き治具挿入孔（図示せ
ず）とを長手方向Ｙ１に並べて、端子抜き治具挿入孔から係止ランス１３を露出させて、
本係止した状態で端子ランス１３の係止解除ができる場合には、仮係止時に、端子挿入孔
２１ａを通して端子ランス１３が露出される必要がなく、別の場所を係止するようにして
もよい。
【０１２８】
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　また、上述した第１～第６実施形態では、当接面３４を筒部３０ａ外側の最先端に設け
ていたが、本発明は、当接面３４を端子３０の最先端に設けるものに限らず、例えば、少
し後ろ側に設けてもよい。
【０１２９】
　さらに、上述した第１～第６実施形態では、端子収容室Ｃの段数は二段であったが、二
段に限らず、それ以上でもかまわない。また、上述した第１～第５実施形態では、ロック
突部２３ａをロックアーム部２３に設けていたが、この場合に限らず、例えば、アウター
カバー２０の左右側面カバー部２２や、ハウジング本体１０の下壁１２外側に設けること
も考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明のコネクタの第１実施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体
１０とを示す分解斜示図である。
【図２】図１に示すアウターカバー２０のＩ－Ｉ線断面図である。
【図３】図１に示すハウジング本体１０のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図４】仮係止位置におけるコネクタの断面図である。
【図５】本係止位置におけるコネクタの断面図である。
【図６】仮係止位置におけるコネクタの部分拡大断面図である。
【図７】本係止位置におけるコネクタの部分拡大断面図である。
【図８】他の実施形態におけるアウターカバー２０の斜示図である。
【図９】図８に示すアウターカバー２０の正面図である。
【図１０】図８に示すアウターカバー２０の側面図である。
【図１１】本発明のコネクタの第２実施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本
体１０とを示す分解斜示図である。
【図１２】図１１に示すコネクタの仮係止位置におけるコネクタの背面図である。
【図１３】図１１に示すコネクタの本係止位置における背面図である。
【図１４】図１１に示すコネクタの端子中途挿入状態における背面図である。
【図１５】本発明のコネクタの第３実施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本
体１０とを示す背面分解斜示図である。
【図１６】図１５に示すハウジング本体を示す正面斜示図である。
【図１７】図１５に示すコネクタの仮係止位置における背面図である。
【図１８】図１５に示すコネクタの本係止位置における背面図である。
【図１９】図１５に示すコネクタの端子中途挿入状態における背面図である。
【図２０】図１５に示すコネクタの係止を解除方法について説明するための図である。
【図２１】本発明のコネクタの第４実施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本
体１０とを示す正面分解斜示図である。
【図２２】図２１に示すコネクタの仮係止位置における断面図である。
【図２３】図２１に示すコネクタの本係止位置における断面図である。
【図２４】本発明の第５実施形態におけるアウターカバー２０とハウジング本体１０とを
示す正面分解図である。
【図２５】第５実施形態におけるコネクタの変形例を示す分解斜示図である。
【図２６】第５実施形態におけるコネクタの変形例を示す分解斜示図である。
【図２７】本発明のコネクタの第６実施形態におけるアウターカバーとハウジング本体と
を示す背面分解斜示図である。
【図２８】図２７に示すコネクタの本係止位置における背面図である。
【図２９】第２楔型突部と楔型溝との係止が外れた状態での断面図である。
【図３０】他の実施形態における仮係止位置でのコネクタの部分拡大断面図である。
【図３１】他の実施形態における本係止位置でのコネクタの部分拡大断面図である。
【図３２】従来のコネクタの一例を示す断面図である。
【図３３】従来のコネクタの一例を示す断面図である。
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【符号の説明】
【０１３１】
　Ｃ　　　端子収容室
　１０　　ハウジング本体
　１３　　端子係止ランス
　１６　　左右側面（側面）
　１６ａ　係止突部（第１係止手段）
　１９　　可撓係止アーム
　１９ａ　仮係止突部（第２係止手段）
　１９ｂ　本係止突部（第２係止手段）
　２０　　アウターカバー（アウター部）
　２１　　フロント部
　２１ａ　相手端子挿入孔（露出孔）
　２１ｂ　チェッカー治具挿入孔（露出孔）
　２２　　左右側面カバー部（側面カバー部）
　２２ａ　仮係止溝（第１係止手段、係止溝）
　２２ｂ　本係止溝（第１係止手段、係止溝）
　２３　　ロックアーム部
　２３ａ　ロック突部
　２３ｂ　アーム部
　２４　　スペーサ部
　２５　　ロック保護壁
　２５ａ　係止突部（第２係止手段）
　２９　　ブリッジ
　２９ａ　仮係止溝（仮係止手段）
　３０　　端子
　３２　　第一の係止段部
　３３　　第一突部
　３４　　当接面
　３７　　可撓係止部
　３７ａ　固定端
　３７ｂ　自由端
　３７ｃ　仮係止突部（仮係止手段）
　３８　　アウターカバー保護部（カバー部保護部、突部）
　Ｙ１　　長手方向
　Ｙ２　　装着方向
　Ｙ３　　直交方向
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