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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に電線が接続された良導電性のコンタクト端子と、前記コンタクト端子が収容され
る端子収容孔及び前記端子収容孔に連通されて前記電線を露出させた状態で配設させる電
線収容部を有する電気絶縁性のコネクタハウジングと、前記電線収容部を覆って前記電線
を所定位置に保持するリヤホルダとを備えた電気コネクタにおいて、
　前記リヤホルダは、前記電線収容部を覆う対向面に前記電線を間に挟んで保持する複数
本の挟持歯が並設され、前記コネクタハウジングは、前記電線収容部に前記挟持歯が前記
電線を挟持した状態で該挟持歯を固定する固定手段が設けられ、
　前記固定手段は、前記挟持歯の先端が噛み合う前記挟持歯と反対方向に突起した噛合歯
であり、
　前記挟持歯は、先端部に前記噛合歯との接触壁部分に所定角度のテーパーが設けられ、
弾性片で形成されており、
　前記コネクタハウジングに前記コンタクト端子が装着されて前記電線収容部が前記リヤ
ホルダで覆われたときに、前記電線収容部から露出された前記電線が前記挟持歯の間に挟
まれ、
　前記リヤホルダを前記電線収容部に押し付けることで、前記挟持歯の前記テーパー部が
前記噛合歯に接触し、前記噛合歯間に押し込まれ、前記挟持歯の両端部が接近する方向へ
弾性変形し、前記挟持歯間の隙間が狭められて前記電線が挟持されて保持されることを特
徴とする電気コネクタ。
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【請求項２】
　前記リヤホルダには、前記電線の個々の電線を挟む一対の挟持歯からなる挟持歯セット
が所定の間隔をあけて前記電線の本数に対応したセット数並設されていることを特徴とす
る請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記リヤホルダは、前記電線収容部を覆う蓋体からなり、前記蓋体は一端部が前記コネ
クタハウジングにヒンジにより回動自在に連結され、前記蓋体と前記コネクタハウジング
とが係止及び係止解除自在な係止手段で係止されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　前記リヤホルダと前記コネクタハウジングとは、前記ヒンジを介して一体成型されてい
ることを特徴とする請求項３に記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　前記リヤホルダの前記電線収容部に対向する面には、前記電線収容部に当接して圧縮さ
れるバネ体が形成されていることを特徴とする請求項３又は４に記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　前記リヤホルダは、前記コネクタハウジングに対して略１８０度回動可能に前記ヒンジ
により連結されていることを特徴とする請求項３に記載の電気コネクタ。
【請求項７】
　前記コネクタハウジングは、前記端子収容孔内に前記コンタクト端子の抜け止めをする
第１のコンタクト係止部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の電気コネク
タ。
【請求項８】
　前記リヤホルダは、前記電線収容部との対向面に前記コンタクト端子の抜け止めをする
第２のコンタクト係止部が形成されていることを特徴とする請求項１又は７に記載の電気
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、相手方コネクタに着脱自在に結合される電気コネタクに係り、詳しくはコ
ンタクト端子に接続された電線に外力（振動）が掛かっても、この外力がコネクタハウジ
ングに装着されたコンタクト端子に伝動されるのを抑制して、相手方コネクタとの電気的
接続を良好に維持できるようにした耐振構造の電気コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車には、多数の電気、電子機器などが搭載されて、これらの電気、電子機器
がマイクロコンピュータによって制御されるようになっている。これらの電子、電子機器
は、ワイヤーハーネスやフラットケーブル等などの接続線で接続されている。これらの接
続線は、部品の組立てやメンテナンスなどを考慮して、接続が簡単でしかも取外しが自在
な一対の雌雄コネクタを介して行われている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、一対のコネクタの結合をロックするロック機構及びコン
タクト端子がハウジングから抜け出すのを防止する抜け止め機構を備えたコネクタが開示
されている。
【０００４】
　以下、図１１、図１２を参照して、この特許文献１に開示されているコネクタを説明す
る。なお、図１１はソケットコネクタとベースコネクタとを分離した状態の概略斜視図、
図１２は図１１のコネクタを連結した状態の縦断面図である。
【０００５】
　このコネクタ３０は、基板面に固定されるベースコネクタ３１と、このコネクタに結合
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されるソケットコネクタ３２とからなり、両コネクタに両コネクタの結合をロックするロ
ック機構及びソケットコネクタにコンタクト端子の抜け止め機構が設けられている。
【０００６】
　ベースコネクタ３１は、合成樹脂製のベースハウジング３３と、このベースハウジング
３３を貫通する状態で横並びに配置された、複数のコンタクト端子３４とを備えている。
ソケットコネクタ３２は、合成樹脂製のソケットハウジング３５と、このハウジング３５
を縦方向に貫通する横並びの複数の収容孔３６にそれぞれ収容保持され、各ケーブル３７
の端部を固定したソケット型のコンタクト端子３８とを備えている。ベースコネクタ３１
及びソケットコネクタ３２は、両コネクタのコネクタハウジングの外壁面にロック機構４
４が設けられている。
【０００７】
　ソケットコネクタ３２に収容されるこのコンタクト端子３８は、先端からソケット型の
コンタクト３９、ケーブル３７の芯線を圧着するワイヤーバレル４０、及びケーブル３７
の被覆部を固定するインシュレーションバレル４１を備えている。４２はハウジングラン
スに係合する係合片である。ソケットハウジング３５の外壁面４３には、ロック機構４４
よりも装着方向Ａ側の位置に、複数の弾性係止片４５がＵ字形形状の溝により区画形成さ
れている。これらの弾性係止片４５は幅方向に並んでいる。各弾性係止片４５は、収容孔
３６内に挿入された端子３８の係合片４２に弾性的に係合して抜け止めする、いわゆるハ
ウジングランスを構成している。
【０００８】
　また、下記特許文献２には、コンタクト端子に接続された電線を保持して耐振構造のコ
ネクタが開示されている。このコネクタは、ハウジング本体と、このハウジング本体の上
下壁にヒンジを介して回動自在に連結され、上下壁面のそれぞれの後端側に形成された開
口部を閉鎖可能にするリヤホルダとを備えている。リヤホルダは、端子収容室を覆い、圧
接端子を保護するとともに、圧接端子に接続された電線をハウジング本体からの抜け出し
を阻止するものとなっている。すなわち、このリヤホルダは、その内側表面に、各端子収
容室に対応した位置で内側表面から突出して、リヤホルダが閉じられたとき、端子収容室
内の圧接端子と係止して、圧接端子の浮き上がりなどを阻止する係止突起体が設けられて
いる。また、リヤホルダには、係止突起が左右端端部に設けられ、リヤホルダを閉じたと
き、ハウジング本体の係止溝に係合してリヤホルダの閉塞状態を維持するようになってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１６４２９４号公報（段落〔００１７〕～〔００２２〕、
図１、図２）
【特許文献２】特開２００２－１５８０９号公報(段落〔００１７〕～〔００２１〕、図
１)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　この種のコネクタは、広い範囲の用途に使用されて来ているが、自動車などに使用され
ると、コネクタ及びこのコネクタから導出された電線に外力（振動）が加わる。特にコネ
クタから導出された電線は、長尺でしかも車両内に引き回されるので、広範囲で外力が掛
かり、さらにこの外力が増幅されてコネクタハウジング内に装着されたコンタクト端子に
伝動される。振動による外力が電線の長手方向のものであると、上記特許文献１、２のコ
ネクタは、いずれも抜け止め機構を備えているので、この抜け止め機構により電線に接続
されたコンタクト端子はハウジングから抜け出すことがない。
【００１１】
　しかしながら、振動による外力が電線の長手方向と直交する方向であると、電線には直
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交する方向の左右及び上下の反復移動運動となって加わり、電線がそれらの方向へ上下及
び横振れなどして微摺動する。電線が微摺動すると、この微摺動が電線に接続されたコン
タクト端子へ伝動されて、このコンタクト端子とこのコンタクト端子に電気的に接触接続
された相手方コンタクト端子との間に伝動される。そして、この微摺動が大きくなると、
両コンタクト端子の結合状態に影響を与えて接触抵抗の増大及び接触不良などの接触トラ
ブルの原因となる。
【００１２】
　そこで、本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は
、
コンタクト端子に接続された電線に外力（振動）が加わっても、コネクタハウジング内で
のコンタクト端子の微摺動を抑制して、相手方コンタクト端子との接触抵抗の増大及び接
触不良を抑制した耐振構造の電気コネクタを提供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、上記目的に加え、コンタクト端子の抜け止め機構を設けた耐振構
造の電気コネクタを提供することにある。
【００１４】
　本発明のまた他の目的は、電線を保持するリヤホルダをコネクタハウジングと一体成型
品にして、部品点数を少なくし、しかも金型構造を簡単にした耐振構造の電気コネクタを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に係る電気コネクタは、一端に電線が接
続された良導電性のコンタクト端子と、前記コンタクト端子が収容される端子収容孔及び
前記端子収容孔に連通されて前記電線を露出させた状態で配設させる電線収容部を有する
電気絶縁性のコネクタハウジングと、前記電線収容部を覆って前記電線を所定位置に保持
するリヤホルダとを備えた電気コネクタにおいて、
　前記リヤホルダは、前記電線収容部を覆う対向面に前記電線を間に挟んで保持する複数
本の挟持歯が並設され、前記コネクタハウジングは、前記電線収容部に前記挟持歯が前記
電線を挟持した状態で該挟持歯を固定する固定手段が設けられ、
　前記固定手段は、前記挟持歯の先端が噛み合う前記挟持歯と対向する方向に突起した噛
合歯であり、
　前記挟持歯は、先端部に前記噛合歯との接触壁部分に所定角度のテーパーが設けられ、
弾性片で形成されており、
　前記コネクタハウジングに前記コンタクト端子が装着されて前記電線収容部が前記リヤ
ホルダで覆われたときに、前記電線収容部から露出された前記電線が前記挟持歯の間に挟
まれ、
　前記リヤホルダを前記電線収容部に押し付けることで、前記挟持歯の前記テーパー部が
前記噛合歯に接触し、前記噛合歯間に押し込まれ、前記挟持歯の両端部が接近する方向へ
弾性変形し、前記挟持歯間の隙間が狭められて前記電線が挟持されて保持されることを特
徴とする。
【００１６】
　また、本発明の請求項２に係る発明は、請求項１に記載の電気コネクタにおいて、前記
リヤホルダには、前記電線の個々の電線を挟む一対の挟持歯からなる挟持歯セットが所定
の間隔をあけて前記電線の本数に対応したセット数並設されていることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の請求項３に係る発明は、請求項１又は２に記載の電気コネクタにおいて
、前記リヤホルダは、前記電線収容部を覆う蓋体からなり、前記蓋体は一端部が前記コネ
クタハウジングにヒンジにより回動自在に連結され、前記蓋体と前記コネクタハウジング
とが係止及び係止解除自在な係止手段で係止されていることを特徴とする。
【００２０】



(5) JP 5682997 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

　また、本発明の請求項４に係る発明は、請求項３に記載の電気コネクタにおいて、前記
リヤホルダと前記コネクタハウジングとは、前記ヒンジを介して一体成型されていること
を特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の請求項５に係る発明は、請求項３又は４に記載の電気コネクタにおいて
、前記リヤホルダの前記電線収容部に対向する面には、前記電線収容部に当接して圧縮さ
れるバネ体が形成されていることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の請求項６に係る発明は、請求項３に記載の電気コネクタにおいて、前記
リヤホルダは、前記コネクタハウジングに対して略１８０度回動可能に前記ヒンジにより
連結されていることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の請求項７に係る発明は、請求項１に記載の電気コネクタにおいて、前記
コネクタハウジングは、前記端子収容孔内に前記コンタクト端子の抜け止めをする第１の
コンタクト係止部が形成されていることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の請求項８に係る発明は、請求項１又は７に記載の電気コネクタにおいて
、前記リヤホルダは、前記電線収容部との対向面に前記コンタクト端子の抜け止めをする
第２のコンタクト係止部が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の電気コネクタは下記のような効果を奏する。すなわち、請求項１にかかる電気
コネクタの発明によれば、コネクタから導出された電線に外力（振動など）が掛かっても
、コンタクト端子に接続された電線がリヤホルダの挟持歯で保持固定されるので、コネク
タハウジング内での電線の微摺動が抑制される。その結果、電線に接続されたコンタクト
端子への外力（振動）の伝達が阻止されて、このコンタクト端子に接触接続された相手方
コネクタとの間の接触抵抗の増大及び接触不良などに起因した接触トラブルを防止できる
。また、固定手段を噛合歯にすることにより、挟持歯に挟まれた電線を強固に保持できる
。また、挟持歯片は、鋭角なテーパーが設けられているので、噛合歯との噛み合いがスム
ーズになるとともに、このテーパーを利用して、対向する一対の挟持歯の間隔が狭まり、
電線の挟持力が強まり電線がより強固に保持固定される。
【００２６】
　また、請求項２の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、リヤホルダには、前記電
線を間に挟んで保持する一対の挟持歯が電線の本数に対応したセット数並設されているの
で、所定本数の電線を保持固定して、各電線の微摺動を抑制することができる。
【００２９】
　また、請求項３の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、リヤホルダは蓋体からな
り、この蓋体がコネクタハウジングにヒンジで連結されていので、蓋体がバラバラになら
ず管理が簡単になる。また、この蓋体とコネクタハウジングとが係止及び係止解除自在な
係止手段で係止されるので、電線が接続されたコンタクト端子のコネクタハウジングへの
装着及び取外しが簡単になる。
【００３０】
　　また、請求項４の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、リヤホルダとコネクタ
ハウジングとは、ヒンジを介して一体成型されるので、部品点数を少なくし、価格の低減
が可能になる。
【００３１】
　また、請求項５の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、リヤホルダにバネ体を設
けることにより、相手方コネクタのハウジングに嵌合されたときに、このハウジングの内
壁とリヤホルダが当接してコネクタのガタを無くし、より振動の強いコネクタになる。
【００３２】
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　また、請求項６の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、リヤホルダとコネクタハ
ウジングとは、略１８０度回動可能にヒンジにより連結されるので、挟持歯を設けたリヤ
ホルダ及び電線収容部など設けたコネクタハウジング成型体を複雑な金型を用いることな
く簡単に作製できる。
【００３３】
　また、請求項７の発明にかかる電気コネクタの発明によれば、第１のコンタクト係止部
により、端子収容孔からコンタクト端子の抜けを防止できる。
【００３４】
　また、請求項８にかかる電気コネクタの発明によれば、第２のコンタクト係止部により
、コネクタハウジングからコンタクト端子の抜けを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は本発明の実施形態に係る電気コネクタの斜視図である。
【図２】図２は図１の電気コネクタのコネクタハウジングの斜視図である。
【図３】図３は図２のコネクタハウジングを示し、図３（ａ）は一側面図、図３（ｂ）は
上面図、図３（ｃ）は底面図。図３（ｄ）は正面図、図３（ｅ）は背面図である。
【図４】図４はコネクタハウジングの断面を示し、図４Ａは図３（ｅ）のIVA－IVA線の断
面図、図４Ｂは図３（ｄ）のIVB－IVB線の断面図である。
【図５】図５はコネクタハウジングの断面を示し、図５Ａは図３（ｄ）のVA－VA線の断面
図、図５Ｂは図３（ｄ）のVB－VB線の断面図である。
【図６】図６はリヤホルダを示し、図３（ｂ）のVI－VI線方向からみた側面図である。
【図７】図７は図１の電気コネクタを示し、図７Ａは一側面図、図７Ｂは背面図である。
【図８】図８は図７の電気コネクタの断面を示し、図８Ａは図７ＡのVIIIA－VIIIA線の断
面図、図８Ｂは図７ＡのVIIIB－VIIIB線の断面図、図８Ａは図７ＢのVIIIC－VIIIC線の断
面図である。
【図９】図９は図８Ｂの一部を拡大した拡大断面図である。
【図１０】図１０は図１の電気コネクタの変形例を示した側面図である。
【図１１】図１１は従来技術の電気コネクタであって、ソケットコネクタとベースコネク
タとを分離した状態の概略斜視図である。
【図１２】図１２は図１１のコネクタを連結した状態の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。但し、以下に示す実施形態は、本
発明の技術思想を具体化するための電気コネクタを例示するものであって、本発明をこれ
に特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態の
ものにも等しく適応し得るものである。
【００３７】
［実施形態］
　図１～図６を参照して、本発明の実施形態に係る電気コネクタを説明する。なお、図１
は本発明の実施形態に係る電気コネクタの斜視図、図２は図１の電気コネクタのコネクタ
ハウジングの斜視図、図３は図２のコネクタハウジングを示し、図３（ａ）は一側面図、
図３（ｂ）は上面図、図３（ｃ）は底面図。図３（ｄ）は正面図、図３（ｅ）は背面図、
図４はコネクタハウジングの断面を示し、図４Ａは図３（ｅ）のIVA－IVA線の断面図、図
４Ｂは図３（ｄ）のIVB－IVB線の断面図、図５はコネクタハウジングの断面を示し、図５
Ａは図３（ｄ）のVA－VA線の断面図、図５Ｂは図３（ｄ）のVB―VB線の断面図である。図
６はリヤホルダを示し、図３（ｂ）のVI―VI線方向からみた側面図である。
【００３８】
　図１～図３に示すように、本発明の実施形態に係る電気コネクタ１は、複数本、例えば
４本のコンタクト端子２（図８Ｃ参照）と、これらのコンタクト端子２が電線Ｃに接続さ
れた状態で収容される複数本の端子収容孔及びこれらの端子収容孔に連通しコンタクト端
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子に接続された電線Ｃの一部を露出させて収容する電線収容部９ｄを有するコネクタハウ
ジング（以下、ハウジングという）３と、この電線収容部９ｄを覆い電線を所定位置に保
持するリヤホルダ１３と、を備えている。リヤホルダ１３は、ヒンジ１２を介してハウジ
ング３に連結されて該ハウジング３と一体となった成型体で形成されている。このリヤホ
ルダ１３は、電線収容部９ｄを覆う蓋体となっている。なお、リヤホルダは、別名リテー
ナとも言われている。以下、これらの部品の構造を詳述する。
【００３９】
　４本のコンタクト端子２は、同じ構成となっている。そのうちの１本が図８Ｃに示され
ている。このコンタクト端子２は、図８Ｃに示すように、一端に相手方コネクタのオス型
コンタクト（図示省略）が差込まれるメス型コンタクト２ａと、このメス型コンタクト２
ａから後方へ延設されて電線Ｃの芯線が圧着接続される芯線圧着部２ｂと、この芯線圧着
部２ｂの後方へさらに延設されて電線の外被を加締する電線加締部２ｃとを有し、良導電
性の金属板を打ち抜き折曲加工することによって作成されている。電線Ｃは、複数本の細
線を拠り合わせた芯と、この芯線の周囲を覆った絶縁被覆とからなり、所定太さ及び長さ
を有している。なお、この電線に代えてケーブルを使用してもよい。
【００４０】
　ハウジング３は、図１、図２に示すように、内部に４本のコンタクト端子２が電線Ｃに
接続された状態で収容される４本の端子収容孔９（図４、図５参照）を設けた端子収容部
３Ａと、この端子収容部３Ａの下方に位置して図示を省略した機器などに取付けるコネク
タ取付け部３Ｂとからなり、電気絶縁性の樹脂成型体で形成されている。端子収容部３Ａ
には、端子収容孔９に連通しコンタクト端子２に接続された電線Ｃを露出させた状態で収
容する電線収容部９ｄが設けられている。
【００４１】
　端子収容部３Ａは、図２～図４に示すように、矩形状の底部４と、この底部の周囲から
上方へ所定高さ立設した前壁部５及び左右側壁部６Ａ、７Ｂと、前壁部５及び左右側壁部
６Ａ、７Ｂの頂部にあって底部４と対向した矩形状の上壁部８とで囲まれた直方体ブロッ
クで構成されている。４本の端子収容孔９は、前壁部５から後方に向かって直方体ブロッ
クを貫通した貫通孔で形成されている。これらの端子収容孔９は、隣接する貫通孔間が所
定肉厚の隔壁９０で仕切られている。また、底部４には、各端子収容孔９内にコンタクト
端子２を抜け止めするコンタクト係止部１１が形成されている。これらの端子収容孔９は
、図４、図５に示すように、前壁部５側にあってメス型コンタクト２ａが収容されるコン
タクト収容部９ａと、このコンタクト収容部９ａの後方にあって芯線圧着部２ｂが収容さ
れる圧着部収容部９ｂと、この圧着部収容部９ｂの後方にあって電線加締部２ｄが収容さ
れる加締部収容部９ｃと、この加締部収容部９ｃの後方にあって電線加締部２ｄから延び
た電線が収容される電線収容部９ｄとなっている。
【００４２】
　左右の側壁部６Ａ、７Ｂは、図１、図２に示すように、上壁部８との角部にヒンジ１２
が設けられると共にリヤホルダ１３の一部が当接される切欠き６ａ、７ａが形成されてい
る。ヒンジ１２と切欠き６ａ、７ａとの段差壁に凹み穴６ａ１、７ａ１が形成されている
。これらの凹み穴６ａ１、７ａ１には、リヤホルダ１３の係止突起１４ｂが嵌め込まれる
。また、これらの側壁部６Ａ、７Ｂには、前壁部５から後方に向かって凹み溝６Ａ'、７
Ａ'及び係止突起６ｂ、７ｂが形成されている。これらの凹み溝６Ａ'、７Ａ'は、図示を
省略した機器に設けたガイド突起に嵌合される。なお符号７Ａ'は、図示を省略したが、
側壁部７Ａの側壁部７Ｂに対応した位置に形成されている。
【００４３】
　端子収容部３Ａの左右側壁部６Ａ、７Ｂは、図示の状態で下方へ所定長さ延設されてコ
ネクタ取付け部３Ｂの左右側壁部６Ａ、７Ｂと一体化されている。なお、底、左右及び上
の表現は、図示の状態で表したもので、コネクタの使用形態により、例えば、上下が逆に
なると、これらの表現が変わることになる。
【００４４】
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　コンタクト収容部９ａは、前壁部５から後方に向かって、コンタクト端子２のメス型コ
ンタクト２ａが収容される大きさの貫通孔となっている。この貫通孔は、前壁部５、左右
側壁部６Ａ、７Ａ及び上壁部８の一部で囲まれた部分に形成されている。前壁部５には、
図３（ｄ）、図４に示すように、相手方コネクタのオス型コンタクトが差込まれる差込口
５ａ及び端子収容孔９に収容されたメス型コンタクト２ａを外部へ離脱させる工具挿入口
５ｂが形成されて、これらの差込口５ａ及び工具挿入口５ｂは、コンタクト収容部９ａに
連通している。圧着部収容部９ｂは、コンタクト収容部９ａの後方にあって、上壁部８の
一部が所定長さに亘って切除されて、端子収容孔９に収容されたコンタクト端子２の芯線
圧着部２ｂが露出される開口８ｂがあいている。この開口幅は、リヤホルダ１３の係止部
１６が押し込まれる大きさになっている。加締部収容部９ｃは、圧着部収容部９ｂの後方
にあって、コンタクト端子の電線加締部２ｃが収容される短長の貫通孔となっている。こ
の部分の上壁部８は切除されずに上壁部が残っている。この部分には、リヤホルダ１３の
開口１３ａが嵌め込まれる。
【００４５】
　電線収容部９ｄは、図２、図４Ａに示すように、電線加締部２ｃから導出された電線Ｃ
の一部を露出させるために、加締部収容部９ｃの後方角部が略Ｌ字型に切除された形状に
なっている。この切除形状は、ハウジング３の上壁部８が無く、しかも隔壁９０もＬ字型
、すなわち、加締部収容部９ｃの部分の隔壁を切除した垂直辺９Ｌ１と、この垂直辺の底
部から水平に延びる水平辺９Ｌ２とを有する形状となっている。この形状により、頂部が
水平辺９Ｌ２となった隔壁は、その高さが背低となり、底部４から突起されたものとなる
。これらの背低隔壁１０１～１０５は、一方の側壁部６Ａから他方の側壁部７Ａへ向かっ
て並設されて、各端子収容孔９を区画して、対向する一対の背低隔壁間には、後述するリ
ヤホルダの一対の挟持歯先端が押し込まれ、噛み合わされる噛合歯となっている。すなわ
ち、これらの隔壁１０１～１０５は、挟持歯が噛み合わされる噛合歯となることで、挟持
歯を固定する固定部１０となっている。この固定部１０は、特許請求の範囲で固定手段と
表現されている。
【００４６】
　また、これらの噛合歯１０１～１０５は、挟持歯の挿入（噛合）を容易にし、且つ一対
の挟持歯間の隙間を狭めて電線Ｃを強く挟持するために、頂部の稜線部、すなわち、水平
辺９Ｌ２の長手方向の頂部がその稜線から両側に向かって鋭角に傾斜したテーパー部１０

Ｔが形成されている（図９参照）。なお、固定部１０は、背低隔壁を利用して噛合歯で構
成したが、底部を若干厚くして、挟持歯の先端部が挿入される形状の溝、例えば凹み溝に
したものでもよい。
【００４７】
　図４に示すように、４本の端子収容孔９は、個々の収容孔の底部４にコンタクト端子２
の抜け止めをするコンタクト係止部１１が形成されている。このコンタクト係止部１１は
、差込口５ａと反対方向にあって、底部４に一体に結合された固定部１１ａと、この固定
部１１ａから差込口５ａ側へ所定長さ延設された弾性片からなる腕片部１１ｂと、この腕
片部１１ｂの先端に設けてコンタクト端子２のメス型コンタクト２ａに係止される係止部
１１ｃと、最先端に位置して係止部１１ｃの係止を解く取外し部１１ｄとを有し、この取
外し部１１ｄは工具挿入口５ｂに対向している。この係止部１１ｃは、特許請求の範囲で
は、第１のコンタクト係止部と表現されている。
【００４８】
　端子収容部３Ａには、図２に示すように、リヤホルダ１３がヒンジ１２を介して連結さ
れている。このリヤホルダ１３は、端子収容部３Ａに一体に連結された成型体からなり、
電線収容部９ｄなどを覆う蓋体となっている。このリヤホルダ１３は、端子収容部３Ａの
圧着部収容部９ｂから電線収容部９ｄの範囲を覆う大きさの板状体１４に、電線Ｃを保持
する電線保持部１５及びコンタクト端子２の抜け止めをする端子係止部１６を設けたもの
となっている。板状体１４は、圧着部収容部９ｂから電線収容部９ｄの範囲を覆う大きさ
の所定肉厚の矩形状をなし、一端に電線保持部１５及び他端に端子係止部１６が設けられ
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て、端子係止部１６側の他端の両端が一対のヒンジ１２を介して、端子収容部３Ａの上壁
部８の両端部に連結されている。ヒンジ１２は、可撓性を有する一対の帯状片からなり、
これらの帯状片はその一端が上壁部８の前方（前壁部５側）に結合され、他端が板状体１
４の端部に連結されている。このヒンジ１２により、板状体１４が端子収容部３Ａに対し
て略１８０°折曲できるようになっている。板状体１４には、電線保持部１５と端子係止
部１６との間に開口１４ａ及び端子係止部１６の近傍に係止突起１４ｂが形成されている
。ハウジング３は、これらのヒンジ１２、リヤホルダ１３を含めて、全体が金型成型によ
って形成されている。
【００４９】
　電線保持部１５は、図２に示すように、板状体１４を端子収容部３Ａに対して略１８０
°に折曲した状態で、この板状体１４の両端から所定高さで立設した左右の側板部１４Ａ
、１４Ｂと、両側板部間にあって板状体１４面から所定高さで立設した複数本の挟持歯１
４Ｌ、１４Ｒとで形成されている。左右側板部１４Ａ、１４Ｂは、所定の肉厚を有し、そ
の高さ及び幅長は端子収容部３Ａの電線収容部９ｄを覆う大きさになっている。また、左
右側板部１４Ａ、１４Ｂには、係止孔１４Ａ１、１４Ｂ１がそれぞれ形成されている。複
数本の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒは、図６に示すように、板状体１４の面から所定の間隔をあ
けて突出した複数の基台１４０と、この基台から上方へ突出した１本乃至２本の挟持歯１
４Ｌ、１４Ｒとで構成されている。これらの挟持歯１４Ｌ、１４Ｒは、左右側板部１４Ａ
、１４Ｂの高さより若干低く且つ電線Ｃを間に挟持して保持できる長さにしてある。これ
らの挟持歯１４Ｌ、１４Ｒは、弾性片で形成されている。これらの基台１４０のうち、両
側を除き位置する基台は、該基台１４０の頂部から２本の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒが所定の
隙間Ｇ１をあけて突出されている。
【００５０】
　両側の基台１４０からは、側板部から所定の隙間をあけて１本の挟持歯が突出されてい
る。隣接する基台１４０及びこの基台１４０から突出した一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒ間
の隙間Ｇ２は、電線Ｃの太さと略同じ幅長に設定されて、この隙間Ｇ２に電線Ｃが挟持さ
れるようになっている。すなわち、隣接する基台間にあって対向する一対の挟持歯１４Ｌ

、１４Ｒがセットになって、この挟持歯セット１４Ｓによって、電線Ｃが挟持され保持さ
れる。この実施形態では、左右側板部１４Ａ、１４Ｂ間に４個の挟持歯セット１４Ｓが並
設されている。なお、基台１４０から突出した２本の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒの隙間は、挟
持歯が基台１４０から傾動できる隙間であって、任意の寸法でよい。挟持歯セット１４Ｓ

を構成する一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒは、その先端に噛合歯のテーパー部に当接する部
分に鋭角なテーパー部１４Ｔが形成されている。挟持歯１４Ｌ、１４Ｒ及び噛合歯（隔壁
１０１～１０５）に、それぞれテーパー部１４Ｔを設けたことにより、これらの歯の噛合
により、対向する一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒの両端部が接近する方向へ弾性変形し、そ
の結果、対向する挟持歯４Ｌ、１４Ｒ間の隙間が狭められて電線Ｃがより強く挟持されて
保持される。この保持により、電線Ｃに掛かった外力（振動）は、この挟持歯及び噛合歯
の噛合の保持により、コンタクトへ伝動が阻止される。この実施形態では、基台に挟持歯
を設けたが、基台を不要にして板状体から直接立設させてもよい。また、挟持歯セットに
したが、複数本の挟持歯を電線の太さの間隔をあけて並べたもの、例えば櫛歯状にしたも
のでもよい。
【００５１】
　端子係止部１６は、圧着部収容部９ｂに嵌め込まれてコンタクト端子２のメス型コンタ
クト２ａの後方部に当接して抜け止めする係止突起で形成されている。この係止突起は、
上壁部８の一部が切除された部分８ｂから圧着部収容部９ｂに嵌め込まれる。この端子係
止部１６は、特許請求の範囲では、第２のコンタクト係止部と表現されている。
【００５２】
　コネクタ取付け部３Ｂは、図１、図２に示すように、端子収容部３Ａの下方に位置して
いる。このコネクタ取付け部３Ｂは、端子収容部３Ａの左右側壁部６Ａ、７Ａが下方へ所
定長さ延設された所定肉厚の延設左右側壁部６Ｂ、７Ｂと、これらの側壁部６Ｂ、７Ｂ間
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に設けた機器取付け部１７とを有し、この取付け部１７は、端子収容部３Ａの底部４の背
面に形成されている。この機器取付け部１７は、底部４に一体に結合された固定部１７ａ
と、この固定部１７ａから反対側へ所定長さ延設された弾性片からなる腕片部１７ｂと、
この腕片部１７ｂの先端に設けて機器に係止される係止部１７ｃと、最先端に位置して係
止部の係止を解く取外し部１７ｄとで形成されている。
【００５３】
　図７～図９を参照して、ハウジング３へのコンタクト端子２の組込み及びこのコンタク
ト端子に接続された電線Ｃの保持固定を説明する。なお、図７は図１の電気コネクタを示
し、図７Ａは一側面図、図７Ｂは背面図、図８は図７の電気コネクタの断面を示し、図８
Ａは図７ＡのVIIIA－VIIIA線の断面図、図８Ｂは図７ＡのVIIIB－VIIIB線の断面図、図８
Ａは図７ＢのVIIIC－VIIIC線の断面図、図９は図８Ｂの一部を拡大した拡大断面図である
。
【００５４】
　予め所定長さの電線Ｃを接続した４本のコンタクト端子２を用意して、これらのコンタ
クト端子２をハウジング３のそれぞれの端子収容孔９に挿入する。端子収容孔９への挿入
は、リヤホルダ１３をハウジング３に対して略１８０°に折曲した状態にして、ハウジン
グ３の後方から各端子収容孔９へ押し込む。それぞれの端子収容孔９へ挿入されたコンタ
クト端子２は、各端子収容孔９内の第１のコンタクト係止部１１に係止される。ハウジン
グ３の電線収容部９ｄからは、各コンタクト端子２に接続されたそれぞれの電線Ｃの一部
が露出される。次いで、リヤホルダ１３を略１８０°回転させて電線収容部９ｄに強く押
し付ける。この押し付けにより、最初の押し付けで電線保持部１５の各挟持歯セット１４

Ｓを構成する一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒの先端が各電線Ｃの間に入り込み各電線Ｃを挟
む。さらに、押し込むと、一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒのテーパー部１４Ｔが各噛合歯１
０１～１０５のテーパー部１０Ｔに接触して、対向する一対の挟持歯１４Ｌ、１４Ｒ間の
隙間が狭められて、電線Ｃを挟持し保持する。そして、リヤホルダ１３の係止突起１４ｂ
が左右側壁部６Ａ、７Ａの凹み穴６ａ１、７ａ１に嵌め込まれ、左右側壁部６Ａ、７Ａの
係止突起６ｂ、７ｂが左右側板部１４Ａ、１４Ｂの係止孔１４Ａ１、１４Ｂ１に係止され
ることで、リヤホルダ１３は、ハウジング３に係合し、この状態が維持される。
【００５５】
　この実施形態の電気コネクタによれば、コネクタから導出された電線に外力（振動など
）が掛かっても、コンタクト端子に接続された電線がリヤホルダの挟持歯で保持固定され
るので、コネクタハウジング内での電線の微摺動が抑制される。その結果、電線に接続さ
れたコンタクト端子への外力の伝達が阻止されて、このコンタクト端子に接触接続された
相手方コネクタとの間の接触抵抗の増大及び接触不良などに起因した接触トラブルを防止
できる。また、挟持歯片は、鋭角なテーパーが設けられているので、凹み溝との嵌め込み
、又は噛合歯との噛み合いがスムーズになるとともに、このテーパーを利用して、対向す
る一対の挟持歯の間隔が狭まり、電線の挟持力が強まり電線がより強固に保持固定される
。
【００５６】
　図１０を参照して電気コネクタ１の変形例を説明する。なお、図１０は変形例の電気コ
ネクタ１Ａを示した側面図である。この電気コネクタ１Ａは、ハウジング３のリヤホルダ
１３Ａの板状体１４に電線収容部９ｄに対向する面に、この面に当接して圧縮される樹脂
バネ部１４ｃが設けられている。この樹脂バネ部１４ｃは、ハウジングと一体成型により
形成されている。リヤホルダ１３Ａに樹脂バネ部１４ｃを設けることにより、不図示の相
手方コネクタのハウジングに嵌合されたときに、このハウジングの内壁とリヤホルダ１３
Ａが当接してコネクタ１Ａのガタを無くし、より振動の強いコネクタになる。
【符号の説明】
【００５７】
　１、１Ａ　　　　　電気コネクタ
　２　　　　　　　コンタクト端子
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　２ａ　　　　　　メス型コンタクト
　３　　　　　　　コネクタハウジング
　４　　　　　　　底部
　５　　　　　　　前壁部
　６、７　　　　　側壁部
　８　　　　　　　上壁部
　９　　　　　　　端子収容孔
　９ａ　　　　　　コンタクト収容部
　９ｂ　　　　　　圧着部収容部
　９ｄ　　　　　　電線収容部
　１０　　　　　　固定部（固定手段）
　１０１～１０５　　噛合歯（隔壁）
　１０Ｔ　　　　　テーパー部
　１１　　　　　　コンタクト係止部
　１１ｃ　　　　　係止部（第１のコンタクト係止部）
　１２　　　　　　ヒンジ
　１３　　　　　　リヤホルダ
　１４　　　　　　板状体
　１４Ｌ、１４Ｒ　　噛合歯
　１４Ｓ　　　　　噛合歯セット
　１４ｃ　　　　　バネ部
　１５　　　　　　電線保持部
　１６　　　　　　端子係止部（第２のコンタクト係止部）
　１７　　　　　　機器取付け部
　Ｃ　　　　　　　電線
【図１】 【図２】
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