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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタハウジングと、このコネクタハウジングに挿入される複数の端子金具と、常に
は各端子金具と接触して各端子金具間を短絡状態とする一方、相手コネクタと嵌合したと
きに前記短絡状態を解除するショート端子と、前記コネクタハウジングの内部に設けられ
て前記ショート端子を収容するための収容室とを備えたコネクタにおいて、
　前記コネクタハウジングにおける前記収容室の内面には、前記ショート端子を前記嵌合
方向の前後位置で位置決めした状態で保持する位置決め部が設けられ、
　前記コネクタハウジングにおける前記嵌合方向の側方面には、前記収容室に連通して前
記位置決め部を形成可能とするとともに、前記ショート端子の同収容室への進入を許容す
る窓部が形成されており、
　前記ショート端子は、基板と、この基板の一端から前記端子金具の挿入方向に沿って折
り返された短絡片とを備え、これら短絡片と基板との間には、同短絡片の撓み変形を許容
する撓み空間が形成され、
　前記基板には、前記撓み空間側と反対側へ突出するとともに前記収容室への進入方向に
沿って斜めとなった撓み可能なランスが設けられ、
　前記コネクタハウジングにおける前記収容室の内面には、前記ランスと係合することで
同ランスを抜け止め状態で保持するランス受け部が設けられていることを特徴とするコネ
クタ。
【請求項２】



(2) JP 4042674 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

　前記基板には、前記撓み空間側へ突き出る持ち上がり部が設けられ、この持ち上がり部
の内側の持ち上がり空間には、前記ランスが突出して配されるとともに前記ランス受け部
が入り込む構成となってい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】
　前記基板は、前記撓み空間側へ昇り勾配となる傾斜部を備え、この傾斜部には、前記ラ
ンスが設けられ、前記ランス受け部は、前記傾斜部に沿って設けられていることを特徴と
する請求項１に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショート端子を備えたコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコネクタとしては、以下の特許文献１に記載のものが知られている。このもの
は、雌雄の両ハウジングを備え、図１０に示すように、このうち雄ハウジング１は、端子
収容部２と、その前部に設けられて前方に突出するフード部３とから構成されている。端
子収容部２には、複数本の雄端子金具４が挿入されるキャビティ５が前後に貫通して形成
されるとともに、このキャビティ５の上方にショート端子収容室６がフード部３の奥端面
に開口して形成されている。雌雄の両ハウジングが嵌合されていない状態では、ショート
端子７は、対応する各雄端子金具４と弾性的に接触して隣り合う一対の雄端子金具間を短
絡する一方、雌雄の両ハウジングの嵌合にともない、ショート端子７は、雌ハウジングに
設けられた解除部との係合に基づいて各雄端子金具４との短絡を解除するようになってい
る。
　ここで、ショート端子７は、フード部３の前方からショート端子収容室６に挿入され、
ショート端子収容室６の上面に設けられた係止突部８に対して自身の係止孔９を弾性的に
嵌め入れることで前方への変位を規制された状態で保持されている。
【特許文献１】特開２００３－２１７７６４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記の場合には、前方から挿入されるショート端子７の挿入抵抗を減ずるため、係止突
部８の前面が切り欠かれてテーパ面８Ａとなっていた。そのため、ショート端子９は、前
方への変位が規制可能とされているものの、後方への変位が確実に規制され得ない状況に
あった。また、前後の型抜き孔６Ａを介して型抜きを行って係止突部８を成形していたた
め、前後の複数箇所に係止突部８を設けようとした場合には、その形成位置や個数が構造
上制約されることとなった。その結果、ショート端子７は、雄ハウジング１に対して充分
な保持力を確保することができず、雄端子金具４や解除部との係合時に位置ずれしたりロ
ックが外れたりする懸念があった。
【０００４】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、ショート端子を確実に
保持することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、コネクタハウジングと、
このコネクタハウジングに挿入される複数の端子金具と、常には各端子金具と接触して各
端子金具間を短絡状態とする一方、相手コネクタと嵌合したときに前記短絡状態を解除す
るショート端子と、前記コネクタハウジングの内部に設けられて前記ショート端子を収容
するための収容室とを備えたコネクタにおいて、前記コネクタハウジングにおける前記収
容室の内面には、前記ショート端子を前記嵌合方向の前後位置で位置決めした状態で保持
する位置決め部が設けられ、
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　前記コネクタハウジングにおける前記嵌合方向の側方面には、前記収容室に連通して前
記位置決め部を形成可能とするとともに、前記ショート端子の同収容室への進入を許容す
る窓部が形成されており、前記ショート端子は、基板と、この基板の一端から前記端子金
具の挿入方向に沿って折り返された短絡片とを備え、これら短絡片と基板との間には、同
短絡片の撓み変形を許容する撓み空間が形成され、前記基板には、前記撓み空間側と反対
側へ突出するとともに前記収容室への進入方向に沿って斜めとなった撓み可能なランスが
設けられ、前記コネクタハウジングにおける前記収容室の内面には、前記ランスと係合す
ることで同ランスを抜け止め状態で保持するランス受け部が設けられている構成としたと
ころに特徴を有する。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記基板には、前記撓み空間側へ
突き出る持ち上がり部が設けられ、この持ち上がり部の内側の持ち上がり空間には、前記
ランスが突出して配されるとともに前記ランス受け部が入り込む構成となっているところ
に特徴を有する。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記基板は、前記撓み空間側へ昇
り勾配となる傾斜部を備え、この傾斜部には、前記ランスが設けられ、前記ランス受け部
は、前記傾斜部に沿って設けられているところに特徴を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　＜請求項１の発明＞
　コネクタハウジングにおける嵌合方向の側方面に窓部が設けられ、この窓部を介して位
置決め部が形成可能とされているから、ショート端子をその嵌合方向の前後位置で位置決
めした状態で確実に保持することができる。また、基板には収容室への進入方向に沿って
斜めとなった撓み可能なランスが設けられ、このランスが収容室のランス受け部によって
抜け止め保持されているから、ショート端子は、収容室から脱落することがない。
【００１２】
　＜請求項２の発明＞
　ランスが撓み空間側と反対側へ突出して設けられているから、仮にこのランスと係合す
るランス受け部をランスの突出量に合わせて撓み空間側から離れた位置に設けるとすると
、コネクタハウジングの高さ寸法が増大してコネクタが大型化する懸念がある。しかるに
、本発明では、撓み空間がデッドスペースであることに着目し、撓み空間側へ持ち上がり
部を突出させるとともに持ち上がり空間にランスを突出させることで、ランス受け部の配
設位置を撓み空間側へ引き上げているから、コネクタが大型化するのを回避できる。
【００１３】
　＜請求項３の発明＞
　ランスが撓み空間側と反対側へ突出して設けられているから、仮にこのランスと係合す
るランス受け部をランスの突出量に合わせて撓み空間側から離れた位置に設けるとすると
、コネクタハウジングの高さ寸法が増大してコネクタが大型化する懸念がある。しかるに
、本発明では、撓み空間がデッドスペースであることに着目し、撓み空間側へ昇り勾配と
なる傾斜部を配することで、傾斜部に設けられたランスに追従するようにランス受け部の
配設位置を撓み空間側へ引き上げているから、コネクタが大型化するのを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図８によって説明する。実施形態１では、自動車に搭
載されるエアバックの作動回路に使用されるコネクタを示している。コネクタは、雄コネ
クタ１０として構成され、雌コネクタ２０（本発明の相手コネクタに相当）との嵌合接続
によりエアバックの作動回路を形成するようになっている。なお、以下においては、雌雄
の両コネクタ１０，２０の嵌合面側を前方として説明する。
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【００１６】
　まず、雌コネクタ２０を説明する。雌コネクタ２０は、図１の左側に示すように、合成
樹脂製で略ブロック状に形成された雌ハウジング２１を備え、この雌ハウジング２１内に
は、前後に貫通するキャビティ２２が横並び状に複数（この実施形態では３つ）形成され
ている。各キャビティ２２には、後方から雌端子金具４０が挿入可能とされている。各キ
ャビティ２２に挿入された雌端子金具４０は、各キャビティ２２の内面に形成された段付
き面２２Ａに自身の金属ランス４１を係止させることで後方へ抜け止めされた状態で一次
係止されるようになっている。また、雌ハウジング２１の上面には、各キャビティ２２に
連通するリテーナ装着孔２３が形成され、このリテーナ装着孔２３に組み付けられるリテ
ーナ５０によって雌端子金具４０が二次係止されるようになっている。さらに、雌ハウジ
ング２１の上面には、左右一対のロック突部２４が設けられるとともに、そのロック突部
２４よりも前方に検知突部２５が設けられている。
【００１７】
　続いて、雄コネクタ１０を説明する。雄コネクタ１０は、図１の右側に示すように、合
成樹脂製の雄ハウジング１１（本発明のコネクタハウジングに相当）を備え、この雄ハウ
ジング１１は、略ブロック状に形成された端子収容部１２と、この端子収容部１２の前部
に連なって前方へ突出する略角筒状のフード部１３とを備えて構成されている。フード部
１３には、前方から雌ハウジング２１が内嵌可能とされている。
【００１８】
　雄ハウジング１１の上面には、両コネクタ１０，２０が正規の嵌合状態でなく半嵌合状
態にあることを検知させるためのスライダ６０が組み込まれている。スライダ６０は、常
にはバネ部６１の付勢力により前方位置にあり、両コネクタ１０，２０の嵌合途中では雌
ハウジング２１の検知突部２５に押動されてバネ部６１を弾縮させ、両コネクタ１０，２
０が正規の嵌合状態に達したときにバネ部６１の弾発力で元位置に復元するように設定さ
れている。つまり、両コネクタ１０，２０が半嵌合状態にあるときに嵌合作業を中止する
と、蓄勢されたバネ部６１の弾発力により雌ハウジング２１が弾かれるから、これをもっ
て両コネクタ１０，２０が半嵌合状態にあることを知らしめるようにしている。スライダ
６０には、前方へ突出する形態で左右一対の片持ち状のロックアーム６２が設けられてい
る。各ロックアーム６２は、その先端部に爪部６３を備え、両コネクタ１０，２０が正規
の嵌合状態に達したときに各爪部６３が雌ハウジング２１の各ロック突部２４と弾性的に
係合して両コネクタ１０，２０の離脱を規制するようになっている。
【００１９】
　また、雄ハウジング１１の端子収容部１２には、雄端子金具７０を後方から挿入可能な
キャビティ１５が横並び状に複数（本実施形態の場合は３つ）形成され、各キャビティ１
５の上面には、雄端子金具７０の金属ランス７１を係止可能な段付き状の係止部１４が設
けられている。各キャビティ１５に挿入された雄端子金具７０は、タブ７２を前方へ突出
させた状態でフード部１３内に配されるようになっている。そして、端子収容部１２の一
側面（嵌合方向の側方面）には、雄端子金具７０を二次係止するためのリテーナ装着孔１
６（本発明の窓部に相当）が開口して形成されている。
【００２０】
　リテーナ装着孔１６に装着されるリテーナ８０（本発明の蓋部材に相当）は、雄端子金
具７０の挿抜が可能な差し込みの浅い仮係止位置と、雄端子金具７０の後端顎部７３と係
合して雄端子金具７０を抜け止めする差し込みのより深い本係止位置との間を変位可能と
なっている。詳しくはリテーナ８０は、図７に示すように、リテーナ装着孔１６に被着可
能な覆い部８１と、この覆い部８１から各キャビティ１５を横切る方向へ突出されること
で各キャビティ１５の一部を構成するとともに雄端子金具７０を係止可能とする係止板８
２と、この係止板８２の前面から覆い部８１に沿って前方へ延出されることでフード部１
３内に突き出た状態で配される検知片８３とにより構成されている。係止板８２は、断面
略Ｌ字状をなし、そのＬ字の下辺を構成する部分には一対の係合溝８４が並設されている
。係合溝８４のうち覆い部８１からより遠い方に形成されたものは、端子収容部１２の内



(5) JP 4042674 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

部に設けられた突部（図示せず）と係合することでリテーナ８０を仮係止位置に留め置く
よう作用する一方、係合溝８４のうち覆い部８１からより近い方に形成されたものは、同
じく端子収容部１２の突部と係合することでリテーナ８０を本係止位置に留め置くよう作
用している。
【００２１】
　また、検知片８３は、リテーナ８０が仮係止位置にあるときに雌ハウジング２１と干渉
して両コネクタ１０，２０の嵌合動作を規制する一方、リテーナ８０が本係止位置にある
ときに雌ハウジング２１のフード部１３内への進入を許容して両コネクタ１０，２０の嵌
合動作を保障している。さらに、覆い部８１の後端縁の内面側には、冶具挿入溝８０Ａが
切り欠き形成され、この冶具挿入溝８０Ａと対応するリテーナ装着孔１６の口縁の外側面
には、図５に示すように、冶具案内溝１１Ａが切り欠き形成されており、冶具案内溝１１
Ａから冶具挿入溝８０Ａにかけて図示しない冶具を差し込むことでリテーナ８０を抜脱可
能としてある。
【００２２】
　さて、上記したリテーナ装着孔１６は、図４に示すように、端子収容部１２の一側面に
おいて横長矩形状に大きく開口して形成されており、このリテーナ装着孔１６に端子収容
部１２の前部側方が臨むようになっている。そして、この端子収容部１２の前部側方には
、後述するショート端子９０を収容するための収容室１７がリテーナ装着孔１６側とフー
ド部１３側とに開口して形成されている。収容室１７は、ショート端子９０に対応する形
態で構成されており、その内面に、ショート端子９０を前後方向で位置決めした状態で係
合可能な第１及び第２の係合部１７Ａ，１７Ｂ（本発明の位置決め部に相当）を備えると
ともに、ショート端子９０の短絡片９２（後述する）を斜め姿勢で収容するべく前方へ昇
り勾配となる傾斜部１７Ｃを備えている。第１の係合部１７Ａは、収容室１７の前端部に
あって後方及びリテーナ装着孔１６側の２方向に開放される一方、第２の係合部１７Ｂは
、収容室１７の後端部にあって前方及びリテーナ装着孔１６側の２方向に開放されている
。これにより、第１及び第２の係合部１７Ａ，１７Ｂは、ショート端子９０の進入方向に
沿った案内溝として構成される。
【００２３】
　また、収容室１７は、図６に示すように、リテーナ装着孔１６が形成された一側面から
その反対側面の近傍にかけて端子収容部１２の内部を大きく抉って構成されており、その
内部の奥方（反対面側）へ向けてショート端子９０が進入可能とされている。よって、収
容室１７を成形するには収容室１７の形態に対応する型材をリテーナ装着孔１６から抜出
すればよく、つまりこの場合のリテーナ装着孔１６は、型抜き孔として機能している。
【００２４】
　収容室１７の下面のうち前後方向（嵌合方向）のほぼ中央部には、その両端部より台形
状に隆起したランス受け部１７Ｅが設けられている。このランス受け部１７Ｅは、図６に
示すように、端子収容部１２の幅方向のほぼ中央部に段付き面１７Ｆを有するとともに、
その段付き面１７Ｆから前記反対面側へ向けショート端子９０の進入方向に沿って延出さ
れるランス係合溝１７Ｇを有している。ランス係合溝１７Ｇは、ショート端子９０のラン
ス９３（後述する）と係合可能とされ、また、段付き面１７Ｆは、ランス係合溝１７Ｇに
係合されたランス９３に対して抜け方向に突っ張った状態で係止可能となっている。これ
により、ショート端子９０は、ランス受け部１７Ｅにより収容室１７から抜け止めされた
状態で保持可能とされる。
【００２５】
　続いて、ショート端子９０を説明する。ショート端子９０は、導電性金属板をプレス加
工することで形成され、図８に示すように、ほぼ平板状の基板９４と、その基板９４の後
端から折り返されて斜め前方に延出される一対の短絡片９２と、基板９４のほぼ中央部に
て略コ字状をなす切り込み片を、収容室１７への進入方向に沿って斜め下方に切り起こし
てなるランス９３とを備えて構成されている。各短絡片９２は、雄ハウジング１１のキャ
ビティ１５に挿入される各雄端子金具７０と対応する位置に配設されており、基板９４と
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の連結部位となる折り返し部９５を撓み支点として片持ち状に撓み可能となっている。各
短絡片９２と基板９４との間には、各短絡片９２の撓み変形動作を許容する撓み空間が形
成されている。
【００２６】
　そして、各短絡片９２の頂上部９６は、略山形状に屈曲して形成されており、各雄端子
金具７０のタブ７２の下面に弾性的に接触可能とされている。この頂上部９６がエアバッ
ク装置に接続された２本の雄端子金具７０のタブ７２と弾接することにより、両雄端子金
具７０間を短絡させて電位差が生じないようにしてある。また、両コネクタ１０，２０が
正規の嵌合状態に達すると、各短絡片９２は、図２に示すように、雌ハウジング２１の解
除部２７に押倒されて短絡状態を解除することとなるが、このとき雄ハウジング１１のフ
ード部１３の下面には頂上部９６の前端側を逃がすための逃し凹部１８が形成されている
ので、傾倒動作の円滑性が保障されている。
【００２７】
　また、図８に示すように、基板９４の前後方向の中央部は、その両端部よりもランス９
３の突出量に相当する分だけ一段高くなるようにして略クランク状に形成された持ち上が
り部９７とされている。この待ち上がり部９７の内側に形成された持ち上がり空間Ｓには
、ランス９３が突出して配されるとともにランス受け部１７Ｅが進入して凹凸状に嵌り合
うようになっている。そして、基板９４の前端部には、持ち上がり部９７よりも少し低い
高さ位置まで下方から台形状に叩き出された被係合部９１が形成されている。また、基板
９４の後端部の両端側には、一対の短絡片９２を間に挟んで後方へ突出する被係合片９８
が形成され、この被係合片９８には、長さ方向のほぼ全域に亘ってリブ９９が突設されて
いる。基板９４が収容室１７に収容されたときには、被係合部９１が第１の係合部１７Ａ
に側方から嵌入するとともに、被係合片９８が第２の係合部１７Ｂに同じく側方から嵌入
する。したがって、ショート端子９０は、基板９４の前後位置を第１及び第２の係合部１
７Ａ，１７Ｂにより前後方向及び上下方向に位置決めされた状態で保持されることとなる
。
【００２８】
　次に、この実施形態の作用を説明する。まず、雄コネクタ１０を組付けるには、雄ハウ
ジング１１の収容室１７に側方からショート端子９０を装着する。このとき、ショート端
子９０は、リテーナ装着孔１６から収容室１７内に進入し、その被係合部９１を第１の係
合部１７Ａに摺動させるとともにその被係合片９８を第２の係合部１７Ｂに摺動させ、そ
の状態で収容室１７の奥方へ挿入案内される。この間、ショート端子９０のランス９３は
、撓み変形しつつランス受け部１７Ｅの上面を摺動するが、各短絡片９２が正規の挿入位
置に達するにともない、図６に示すように、ランス係合溝１７Ｇに嵌り込んで抜け止め状
態で係止される。　
【００２９】
　ショート端子９０を装着したら、続いて雄ハウジング１１のリテーナ装着孔１６にリテ
ーナ８０を側方から組付けて仮係止位置に保持させる。そして、雄ハウジング１１の各キ
ャビティ１５に電線Ｗに接続された各雄端子金具７０を挿入する。各雄端子金具７０は、
正規の挿入深さに達すると、ランス９３が端子収容部１２の係止部１４に係止されること
で一次係止される。このとき、エアバック装置に接続された２本の雄端子金具７０のタブ
７２の下面に対して対応する各短絡片９２の頂上部９６が弾性的に接触される。これによ
り、各雄端子金具７０間が短絡されて各雄端子金具７０に電位差が生じない状態となる。
その後、リテーナ８０を本係止位置に押し込み、各雄端子金具７０を二次係止する。本係
止位置に至ったリテーナ８０は、図５に示すように、リテーナ装着孔１６を完全に閉鎖す
ることとなる。なお、ショート端子９０と雄端子金具７０の組付け作業はどちらを先に行
っても構わない。
【００３０】
　続いて、雄ハウジング１１のフード部１３に雌ハウジング２１を嵌入させ、図２に示す
ように、雄ハウジング１１のロックアーム６２の爪部６３に雌ハウジング２１のロック突
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部２４を弾性的に係合させることで雌雄の両コネクタ１０，２０を正規の嵌合状態でロッ
クするとともに、雌雄の両端子金具４０，７０を導通接続させる。両コネクタ１０，２０
の嵌合動作に連動して、各短絡片９２がタブ７２から解離されて短絡状態が解除され、も
ってエアバックの作動回路が形成される。
【００３１】
　以上のように、本実施形態のショート端子９０は、リテーナ装着孔１６を介して側方か
ら収容室１７に挿入されたあと第１及び第２の係合部１７Ａ，１７Ｂに係合可能となって
いるから、雄ハウジング１１に対して前後方向にがた付くことなく確実に位置決め保持さ
れる。しかも、ショート端子９０は、ランス９３によって抜け止め保持されているから、
収容室１７から外部に脱落することもない。　
【００３２】
　また、基板９４に設けられたランス９３が短絡片９２の撓み動作を許容する撓み空間と
反対側へ突出して設けられているから、仮にこのランス９３の突出量に対応して撓み空間
から離れた位置にランス受け部１７Ｅを配設するとすれば、雄コネクタ１０の高さ寸法が
増大する懸念があるものの、本実施形態においては、撓み空間がデッドスペースであるこ
とに着目し、撓み空間側へ持ち上がり部９７を突出させるとともに持ち上がり空間Ｓにラ
ンス９３を突出させることで、ランス受け部１７Ｅの配設位置を撓み空間側へ引き上げて
いるから、雄コネクタ１０の高さ寸法を増大させることがない。
　さらに、リテーナ装着孔１６がリテーナ８０によって閉鎖されることにより、収容室１
７に挿入されたショート端子９０は、外部の異物から保護されるようになる。
【００３３】
　＜実施形態２＞
　図９の（Ｂ）は、本発明の実施形態２を示す。実施形態２は、雄ハウジング１１の嵌合
方向の側方面にリテーナ装着孔１６を有する点で実施形態１と共通するが、ショート端子
９０の基板９４とランス受け部１７Ｅの各構造が実施形態１と異なっている。
【００３４】
　すなわち、実施形態２に係るショート端子９０は、基板９４の一端（折り返し部９５が
位置する側）から他端へ向けて撓み空間側に昇り勾配となる傾斜部１００を備えている。
傾斜部１００は、基板９４の他端寄りの位置に頂上部１００Ａを有し、且つ、その傾斜途
中にランス９３を設けて構成されている。頂上部１００Ａから他端にかけては、被係合片
９８が略水平に突出して設けられている。
　ランス受け部１７Ｅは、傾斜部１００に沿って昇り勾配となって設けられている。また
、第２の係合部１７Ｂは、傾斜部１００の勾配に対応して第１の係合部１７Ａよりも少し
高い位置に設けられている。
【００３５】
　ここで、図９の（Ａ）は、基板９４に傾斜部１００がなく基板９４が平坦となった比較
例を示す。この比較例では、ランス９３が基板９４の一端と同じ高さ位置から撓み空間と
反対側へ突出して設けられているから、このランス９３を受けるランス受け部１７Ｅが撓
み空間から一層離れた位置に配設されることとなり、もって雄コネクタ１０の高さ寸法を
増大させている。
　これに対して、図９の（Ｂ）に示す実施形態２によれば、撓み空間がデッドスペースで
あることに着目し、撓み空間側へ昇り勾配となる傾斜部１００を配することにより、この
傾斜部１００に設けられたランス９３に追従するようにランス受け部１７Ｅの配設位置を
撓み空間側へ引き上げているから、雄コネクタ１０の高さ寸法の増大化を抑制することが
できる。つまり、図９の（Ｂ）に示す雄コネクタ１０の高さ寸法Ｌ１は、ランス受け部１
７Ｅの引き上げ分だけ、図９の（Ａ）に示す雄コネクタ１０Ａの高さ寸法Ｌ２よりも小さ
くなっている（Ｌ１＜Ｌ２の関係が成立）。
【００３６】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
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しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００３７】
　（１）上記の実施形態では、ショート端子が片持ち状の短絡片を備える例を示したが、
本発明においては、例えば両持ち状の短絡片を備えるものでもよい。
　（２）上記の実施形態では、持ち上がり部の待ち上がり空間にランス受け部が凹凸状に
嵌り合うようになっていたが、本発明においては、持ち上がり部の持ち上がり空間にラン
ス受け部が単に入り込む態様であっても構わない。
【００３８】
　（３）上記実施形態では、スライダを備えた例を示したが、本発明においては、スライ
ダは無くても構わない。
　（４）上記の実施形態では、リテーナ装着孔がリテーナにより閉鎖されていたが、本発
明においては、リテーナ装着孔に対応する部分が単なる窓部として開口しているだけでも
構わない。また、リテーナ以外の蓋部材が窓部を閉鎖する態様であってもよい。
　（５）上記の実施形態では、雄ハウジングにショート端子を取り付ける場合を示したが
、本発明においては、雌ハウジングにショート端子を取り付ける場合にも適用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態１に係るコネクタの嵌合前の状態を示す側断面図
【図２】正規に嵌合された状態を示す側断面図
【図３】雄ハウジングの側断面図
【図４】雄ハウジングの側面図
【図５】リテーナが装着された雄ハウジングの側面図
【図６】ショート端子が装着された雄ハウジングの縦断面図
【図７】リテーナの斜視図
【図８】ショート端子の斜視図
【図９】（Ａ）実施形態２に係るコネクタの比較例を示す側断面図　（Ｂ）実施形態２に
係るコネクタの側断面図
【図１０】従来のコネクタの側断面図
【符号の説明】
【００４０】
　１０…雄コネクタ
　１１…雄ハウジング
　１６…リテーナ装着孔
　１７…収容室
　１７Ａ…第１の係合部
　１７Ｂ…第２の係合部
　１７Ｅ…ランス受け部
　７０…雄端子金具
　８０…リテーナ
　９０…ショート端子
　９２…短絡片
　９３…ランス
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