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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方のコネクタハウジングと、
　一方のコネクタハウジングを嵌合可能な他方のコネクタハウジングと、
　一方のコネクタハウジングに設けられたロック部と、
　他方のコネクタハウジングに設けられるとともに、両コネクタハウジングが嵌合される
過程では前記ロック部に乗り上げつつ弾性変位され、正規嵌合に達すると復帰してロック
部に係止されるロックアームと、
　他方のコネクタハウジングに組み付けられるとともに、両コネクタハウジングの嵌合方
向に沿って前後に移動可能なスライダと、
　スライダと他方のコネクタハウジングとの間に介設されるとともに、スライダが他方の
コネクタハウジングに対して相対的に後退するのに伴って両コネクタハウジングを離脱さ
せるような付勢力を蓄積しつつ弾縮可能な付勢部材と、
　スライダに設けられるとともに、前記嵌合方向と交差する向きに変位可能とされる被押
圧部と、
　一方のコネクタハウジングに設けられるとともに、両コネクタハウジングが嵌合される
過程で前記被押圧部を後方へ押圧可能な押圧部と、
　他方のコネクタハウジングに設けられるとともに、両コネクタハウジングが正規嵌合さ
れるのに伴って、前記被押圧部を変位させて前記押圧部との押圧状態を解除するよう案内
可能な押圧解除案内部と、
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　ロックアームに設けられるとともに、スライダによって押圧可能とされるロック解除被
押圧部と、
　スライダに設けられ、ロックアームが前記ロック部に係止した状態でロックアームの撓
み空間内に進入することにより、ロックアームの弾性変位動作を規制する一方、スライダ
を他方のコネクタハウジングに対して相対的に後退させるのに伴って、前記ロック解除被
押圧部を押圧し、その押圧動作によってロックアームを弾性変位させて前記ロック部との
係止状態を解除可能なロック解除押圧部とを備えたことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記スライダは、全体が略板状に形成されるとともに、前記他方のコネクタハウジング
における一側面に装着されていることを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半嵌合防止機能を備えたコネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば自動車のエアバッグ回路に使用されるコネクタとして、嵌合作業時に半嵌合
状態のまま放置されるのを防止する機能を備えたものが知られている（下記特許文献１参
照）。このものは、図１９（Ａ）に示すように、雄雌両ハウジング１，２が嵌合されるの
に伴って、雌ハウジング２に設けられたロックアーム３が雄ハウジング１上に乗り上げる
とともに、雌ハウジング２に対してばねを介して組み付けた枠状のスライダ４は、その弾
性片４ａが雄ハウジング１に設けられた押圧突部１ａによって押圧されることで、ばねを
弾縮させつつ後退する。半嵌合状態で嵌合作業を中断すると、ばねに蓄積された付勢力が
解放されることで、両ハウジング１，２が強制的に引き離され、もって両ハウジング１，
２が半嵌合状態のまま放置されることが防がれる。
【０００３】
両ハウジング１，２が正規嵌合に達すると、図１９（Ｂ）に示すように、雄ハウジング１
に乗り上げて撓んでいたロックアーム３が復帰してロック溝部５に係止する。これと同時
に、所定位置まで後退したスライダ４の弾性片４ａが雌ハウジング２に設けられた解除突
部２ａに乗り上げて撓むとともに押圧突部１ａから外れることで、ばねの付勢力が解放さ
れてスライダ４が前進する。このとき、スライダ４の押さえ部４ｂがロックアーム３の上
方の撓み空間３ａに進出することで、ロックアーム３の撓み変形が規制される。
一方、メンテナンスなどの事情により両ハウジング１，２を取り外す場合には、スライダ
４を後退させて押さえ部４ｂがロックアーム３の撓み空間３ａから退避すると、ロックア
ーム３及びロック溝部５の対向面にそれぞれ形成された解除案内面３ｂ，５ａに案内され
ることで、ロックアーム３が自動的に撓み変形させられてロック溝部５との係止状態が解
除される。
【０００４】
すなわち、このものでは、コネクタのロック構造をいわゆるセミロックとすることで離脱
作業を簡単に行えるようにし、且つセミロックにすることに伴ってロック状態が不安定に
なるという問題を、スライダ４の押さえ部４ｂによってロックアーム３の撓み規制を行う
ことで解消しようとしている。
【０００５】
【特許文献１】
特許第３０４７１５９号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記したコネクタを半嵌合防止機能を必要としない他の回路でも共用するよう
要請があった場合には、雌ハウジング２からスライダ４やばねを取り外した状態で使用す
ることが考えられる。このようにすれば、スライダ４やばねを省くことができるので低コ
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スト化を図ることができる。
しかしながら、雌ハウジング２からスライダ４を外すと、ロック構造がセミロックである
にも拘わらず、嵌合状態においてロックアーム３の撓み規制がなされなくなるため、保持
力が不足してロック状態が不安定になるという問題が生じてしまう。
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、スライダを外した状態で
も安定したロック状態を得ることができるコネクタを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　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、一方のコネクタハウジン
グと、一方のコネクタハウジングを嵌合可能な他方のコネクタハウジングと、一方のコネ
クタハウジングに設けられたロック部と、他方のコネクタハウジングに設けられるととも
に、両コネクタハウジングが嵌合される過程では前記ロック部に乗り上げつつ弾性変位さ
れ、正規嵌合に達すると復帰してロック部に係止されるロックアームと、他方のコネクタ
ハウジングに組み付けられるとともに、両コネクタハウジングの嵌合方向に沿って前後に
移動可能なスライダと、スライダと他方のコネクタハウジングとの間に介設されるととも
に、スライダが他方のコネクタハウジングに対して相対的に後退するのに伴って両コネク
タハウジングを離脱させるような付勢力を蓄積しつつ弾縮可能な付勢部材と、スライダに
設けられるとともに、前記嵌合方向と交差する向きに変位可能とされる被押圧部と、一方
のコネクタハウジングに設けられるとともに、両コネクタハウジングが嵌合される過程で
前記被押圧部を後方へ押圧可能な押圧部と、他方のコネクタハウジングに設けられるとと
もに、両コネクタハウジングが正規嵌合されるのに伴って、前記被押圧部を変位させて前
記押圧部との押圧状態を解除するよう案内可能な押圧解除案内部と、ロックアームに設け
られるとともに、スライダによって押圧可能とされるロック解除被押圧部と、スライダに
設けられ、ロックアームが前記ロック部に係止した状態でロックアームの撓み空間内に進
入することにより、ロックアームの弾性変位動作を規制する一方、スライダを他方のコネ
クタハウジングに対して相対的に後退させるのに伴って、前記ロック解除被押圧部を押圧
し、その押圧動作によってロックアームを弾性変位させて前記ロック部との係止状態を解
除可能なロック解除押圧部とを備えた構成としたところに特徴を有する。
【０００８】
請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記スライダは、全体が略板状に形
成されるとともに、前記他方のコネクタハウジングにおける一側面に装着されているとこ
ろに特徴を有する。
【０００９】
【発明の作用及び効果】
　＜請求項１の発明＞
　両コネクタハウジングを嵌合すると、ロックアームがロック部に乗り上げつつ弾性変位
されるとともに、スライダは、被押圧部が押圧部によって押圧されることで、他方のコネ
クタハウジングとの間で付勢部材を弾縮しつつ後退する。このような嵌合途中の段階で嵌
合作業を中断した場合には、付勢部材に蓄積された付勢力が解放されることで、両コネク
タハウジングが強制的に離脱させられるので、両コネクタハウジングが半嵌合状態のまま
放置されることが防止される。
　両コネクタハウジングが正規嵌合されると、ロックアームが復帰してロック部に係止す
るとともに、被押圧部が押圧解除案内部によって嵌合方向と交差する向きに変位させられ
ることで、押圧部との押圧状態が解除される。これにより付勢部材に蓄積された付勢力が
解放されて、スライダが前進する。
　一方、両コネクタハウジングを正規嵌合状態から離脱させるには、スライダを他方のコ
ネクタハウジングに対して相対的に後退させる。すると、スライダのロック解除押圧部に
よりロックアームのロック解除被押圧部が押圧されてロックアームが弾性変位させられる
ことで、ロック部との係止状態が解除されるので、両コネクタハウジングを引き離すこと
ができる。
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【００１０】
　以上のように本発明によれば、ロック解除押圧部がロック解除被押圧部を押圧すること
によってロック解除を行うようにしたから、従来のようにコネクタのロック構造をいわゆ
るセミロックとする必要がない。従って、本発明に係るコネクタは、ロック構造として両
コネクタハウジングに引っ張り力を加えても自動的にはロック解除されないような構造を
採用することができ、スライダや付勢部材を取り外した状態で使用しても、従来のものと
比較してロック状態を安定したものとすることが可能となる。
【００１１】
＜請求項２の発明＞
スライダを略板状に形成して他方のコネクタハウジングにおける一側面に装着するように
したから、従来のようにスライダが枠状に形成された場合と比較して、コネクタを小型化
することができ、さらには他方のコネクタハウジングに対してスライダを組み付ける作業
がし易くなる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態を図１ないし図１８によって説明する。本実施形態では、自動車のエ
アバッグ回路に使用されるコネクタを例示する。このものは、互いに嵌合可能な雄コネク
タハウジング１０（以下、単に雄ハウジング１０という）と、雌コネクタハウジング２０
（以下、単に雌ハウジング２０という）とを備え、このうち雌ハウジング２０には、スラ
イダ５０と、一対の圧縮コイルばねＳとが装着可能とされている。なお以下では、両ハウ
ジング１０，２０における嵌合面側を前方とし、上下方向については図３や図１２などを
基準とする。
【００１３】
雄ハウジング１０は、合成樹脂製とされ、図１、図２及び図１２に示すように、前方へ突
出する略角筒状のフード部１１を備えるとともに、その奥壁には、図示しない電線の端末
に接続された雄端子金具１２を個別に収容可能なキャビティ１３が５室幅方向に並んで設
けられている。各雄端子金具１２は、フード部１１内に突き出すとともに相手の雌端子金
具２４と導通接続可能なタブ１２ａを備えている。フード部１１の奥面（嵌合面）におけ
る各タブ１２ａの上方位置からは、略平板状をなす短絡解除リブ１４がタブ１２ａの前端
位置とほぼ同じ位置まで突出して設けられている。
【００１４】
フード部１１の上面における幅方向略中央で且つ前端からやや奥まった位置には、ロック
部１５が突設されている。ロック部１５のうち、前面１５ａは、雌ハウジング２０のロッ
クアーム３５の乗り上げ動作を案内すべく後方に向かって上り勾配をなすテーパ面に形成
されるのに対し、後面１５ｂは、ほぼ垂直に切り立った端面となっている（なお、ロック
部１５の後面１５ｂの形状としては、後述する溝部３６の前面３６ａに沿うように後方へ
向かって上り勾配をなすいわゆるオーバーハング状に形成することも可能である。）。フ
ード部１１の上面における前端位置で且つロック部１５の両側方位置には、一対の押圧部
１６が突設されている。押圧部１６のうち、前面１６ａは、ほぼ垂直に切り立った端面と
されるのに対し、後面１６ｂは、後方へ向かって下り勾配をなすテーパ面となっている。
またフード部１１の両側面及び下面には、前後に細長い嵌合ガイドリブ１７が計３本突設
されている。
【００１５】
雌ハウジング２０は、合成樹脂製とされ、図３ないし図８に示すように、大まかには雌端
子金具２４を収容可能な端子収容部２１と、その前部の周囲を取り囲む概ね角筒状の外筒
部２２とを備え、端子収容部２１と外筒部２２との間には、雄ハウジング１０のフード部
１１を嵌合可能な略環状をなす嵌合溝部２３が前方へ開放する形態で設けられている。端
子収容部２１には、後方から電線Ｄの端末に圧着接続された雌端子金具２４を挿入可能な
キャビティ２５が５室幅方向に並んで設けられている。キャビティ２５のうち、小径の前
半部分に雌端子金具２４が収容されるのに対し、大径の後半部分には雌端子金具２４のバ
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レル部に電線Ｄと共に固定されたゴム栓２６が密着可能とされ、もってキャビティ２５内
のシールが図られている。
【００１６】
各キャビティ２５の下壁には、前方へ開放する係止溝２７が形成されており、この係止溝
２７の後面に雌端子金具２４の本体部から切り起し形成された金属ランス２４ａが弾性的
に係止されることで、雌端子金具２４の抜け止めが図られる。一方、端子収容部２１には
、外筒部２２に開設されたリテーナ挿通孔２８を通して側方外部からリテーナ２９が装着
可能とされている。このリテーナ２９は、端子収容部２１のうち係止溝２７よりも少し後
側において各キャビティ２５を側方へ開口させる開口部３０に対応した係止部２９ａを有
している。リテーナ２９は、各係止部２９ａが開口部３０内に配されて各キャビティ２５
から退避することでキャビティ２５内への雌端子金具２４の挿抜を許容する仮係止位置と
、各係止部２９ａが各キャビティ２５内に進出して雌端子金具２４の本体部のあご部２４
ｂに係止可能な本係止位置とを幅方向に沿って移動可能とされている。また端子収容部２
１の外周面におけるリテーナ２９の後側には、嵌合溝部２３に嵌合されるフード部１１と
端子収容部２１との間で挟圧されることで、両ハウジング１０，２０間をシール可能なシ
ールリング３１が嵌着されている。
【００１７】
端子収容部２１の前部（外筒部２２により囲まれた部分）におけるキャビティ２５の上側
には、各雌端子金具２４を短絡するための金属製のショート端子３２を収容するショート
端子収容室３３が前方へ開口して形成されている。ショート端子収容室３３の上端両側縁
には、ショート端子３２のうち横長な板状をなす本体部が圧入保持可能とされる。上下に
隣り合うショート端子収容室３３と各キャビティ２５とは、連通孔３４によって連通され
ており、この連通孔３４を通してショート端子３２の本体部の後端から突設された計５本
の弾性接触片３２ａが各キャビティ２５内の雌端子金具２４に弾接可能となっている。各
弾性接触片３２ａは、自由端を前方へ向けた片持ち状に形成されており、上下に弾性変形
可能とされている。
【００１８】
外筒部２２における上部の幅方向略中央には、一対のスリットを入れることでロックアー
ム３５が設けられている。ロックアーム３５は、後端部が支持された片持ち状に形成され
ており、この支持部分を支点として上下に弾性変位可能とされている。ロックアーム３５
の下面側には、雄ハウジング１０のロック部１５の進入を許容する溝部３６が後方へ開放
して形成されており、その溝部３６の前面３６ａがロック部１５に対して係止可能とされ
ている。この溝部３６の前面３６ａは、前方へ向かう上り勾配をなすよう傾斜し、いわゆ
るオーバーハング状に形成されている（なお、溝部３６の前面３６ａの形状としては、既
述したロック部１５の後面１５ｂに沿うようにほぼ垂直に切り立った端面とすることも可
能である。）。ロックアーム３５の後端部上面には、後述するスライダ５０によって押圧
可能とされるロック解除被押圧部３７が突設されている。このロック解除被押圧部３７は
、ロックアーム３５と同幅に形成されるとともに、ロックアーム３５における支持部分（
溝部３６の両側方部分）に対応する両側部が部分的に前方へ突出している。この両側部の
前面３７ａが、後方へ向かって上り勾配をなすテーパ面となっている。
【００１９】
外筒部２２の上部のうち、ロックアーム３５の両側方位置には、一対の押圧解除案内部３
８が設けられている。この押圧解除案内部３８は、ロックアーム３５の半分程度の高さを
有しており、その前面３８ａが後方へ向かって上り勾配をなすテーパ面となっている。外
筒部２２の上部のうち、両押圧解除案内部３８の側方位置には、前方から圧縮コイルばね
Ｓを収容可能な一対のばね受け部３９が設けられている。このばね受け部３９は、前方へ
開口する袋状に形成されるとともに、その上壁がスライダ５０の前後動を許容するために
所定深さまで切除されており、その後壁によって圧縮コイルばねＳの後端部を受け止める
ことができるようになっている。またばね受け部３９の内周面は、圧縮コイルばねＳに沿
うような円弧状に形成されている。
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【００２０】
外筒部２２の上部のうち、両ばね受け部３９の側方位置には、スライダ５０を前止まりす
るための一対の前止まり部４０が突設されている。前止まり部４０のうち、前面が後方へ
向かって上り勾配をなすテーパ面とされるのに対し、後面がほぼ垂直に切り立った端面と
なっている。外筒部２２の上部のうち、両前止まり部４０とは反対側（下側）には、スラ
イダ５０に対するガイド溝部４１が一対形成されている。外筒部２２の後端部両側端には
、一対の雌ハウジング操作部４２が設けられている。この雌ハウジング操作部４２は、後
方へ行くに従って雌ハウジング２０の幅寸法を段付き状に縮小する階段状に形成されてお
り、後側から雌ハウジング２０を前方へ押し込み操作し易くなっている。また外筒部２２
の内周面には、雄ハウジング１０の嵌合ガイドリブ１７を受け入れ可能な嵌合ガイド溝部
４３が計３つ設けられている。
【００２１】
スライダ５０は、合成樹脂製とされ、全体が概ね横長な板状に形成されており、外筒部２
２の上面（雌ハウジング２０における一外側面）に装着されるようになっている。スライ
ダ５０は、その前端位置が雌ハウジング２０の前端位置とほぼ揃えられた初期組付位置（
図１２）と、その後端位置が外筒部２２の後端位置とほぼ揃えられた後退位置（図１６）
との間を、雌ハウジング２０に対して嵌合方向に沿って相対的に移動可能に組み付けられ
る。このスライダ５０は、長さ寸法が雌ハウジング２０の約半分とされる一方、幅寸法が
雌ハウジング２０よりも大きくなっている。
【００２２】
スライダ５０の下面側における幅方向略中央には、ロック解除押圧部５１が下方へ突出し
て設けられている。ロック解除押圧部５１のうち、後面５１ａが後方へ向かって上り勾配
をなし且つその勾配がロック解除被押圧部３７の前面３７ａとほぼ同じテーパ面とされ、
前面５１ｂが前方へ向かって上り勾配をなし且つその勾配が後面５１ａよりも緩やかなテ
ーパ面とされている。このロック解除押圧部５１は、組付状態においてロックアーム３５
の上面近くに達する突出代を有しており、ロック解除被押圧部３７と高さ方向について重
なり且つ前後に対向する位置関係にある（図１２（Ｂ））。このロック解除押圧部５１は
、スライダ５０が初期組付位置（図１２）から所定距離（図１４に示す位置まで）後退す
るまでの間、ロックアーム３５の撓み空間４４内に進入することでロックアーム３５の弾
性変位を規制可能とされている。この間のスライダ５０の移動領域がロック状態の解除を
規制する規制領域となっている。一方、ロック解除押圧部５１は、スライダ５０が規制領
域よりも後方へ移動すると、ロックアーム３５の撓み空間４４から退避するので、これに
よりロックアーム３５の弾性変位が許容される（図１５（Ｂ））。つまり、スライダ５０
が規制領域の後端（図１４）から上記した後退位置（図１６）に達するまでの移動領域が
ロック状態の解除を許容する許容領域となっている。そして、スライダ５０が後退位置に
達すると、ロック解除押圧部５１がロック解除被押圧部３７を押圧可能とされ、この押圧
動作によってロックアーム３５が上方へ弾性変位されるようになっている（図１６（Ｂ）
）。なおスライダ５０の全移動領域は、前側の規制領域と後側の許容領域とから構成され
ていると言える。
【００２３】
スライダ５０の下面側におけるロック解除押圧部５１の両側方位置には、一対の被押圧ア
ーム５２が突設されている。被押圧アーム５２は、スライダ５０の前端位置から突設され
るとともに後方へ延出する片持ち状に形成され、その延出端には下方へ突出する鉤部５３
が設けられている。鉤部５３のうち、後面５３ａが後方へ向かって上り勾配をなすテーパ
面とされるのに対し、前面５３ｂがほぼ垂直に切り立った端面とされている。被押圧アー
ム５２は、基端である前端部を支点としてスライダ５０の本体部分に接離するよう上下（
嵌合方向と交差する向き）に弾性変位可能とされており、被押圧アーム５２とスライダ５
０の本体部分との間には、撓み空間５４が確保されている。この被押圧アーム５２は、ス
ライダ５０の本体部分によって覆われることで外部に剥き出しとならず保護されている。
組付状態では、被押圧アーム５２がロックアーム３５の両側方位置に配されるとともに、
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被押圧アーム５２の撓み空間５４とロックアーム３５の撓み空間４４とが互いに高さ方向
について重なる位置関係にあり（図９）、且つ鉤部５３が押圧解除案内部３８及び嵌合さ
れる雄ハウジング１０の押圧部１６に対して高さ方向について重なる位置に配されるよう
になっている（図１２（Ａ））。従って、両ハウジング１０，２０を嵌合する過程では、
鉤部５３が押圧部１６によって後方へ押圧可能とされ、それに伴ってスライダ５０が雌ハ
ウジング２０に対して相対的に後退される（図１３及び図１４）。そして、両ハウジング
１０，２０が正規嵌合に達するのに伴って、鉤部５３が押圧解除案内部３８に乗り上げる
とともに被押圧アーム５２が上方へ弾性変位して押圧部１６と鉤部５３との押圧状態が解
除されるようになっている（図１６）。
【００２４】
スライダ５０の両被押圧アーム５２の側方位置には、圧縮コイルばねＳを前止まりするた
めのばね押さえ部５５が一対設けられている。このばね押さえ部５５は、断面略Ｌ字型に
形成されるとともに、組付状態では前壁が圧縮コイルばねＳの前端部を押さえ付けるのに
対し、前後に延びる壁がばね受け部３９の外側を覆うようにして配される。これにより、
スライダ５０が初期組付位置から後退位置側へ移動するのに伴って、圧縮コイルばねＳは
、ばね押さえ部５５とばね受け部３９との間で両ハウジング１０，２０を離脱させるよう
な付勢力を蓄積しつつ弾縮されるようになっている（図１５（Ｃ））。またばね受け部３
９における前後に延びる壁の内周面は、圧縮コイルばねＳに沿うような円弧状に形成され
ている。
【００２５】
スライダ５０の下面側における両ばね押さえ部５５の側方位置には、雌ハウジング２０の
前止まり部４０が進入可能な前止まり溝部５６が設けられている。前止まり溝部５６は、
前方及び下方へ開放して形成されるとともにスライダ５０の後端部付近に達する深さとな
っている。前止まり溝部５６の後面（奥面）は、ほぼ垂直に切り立った端面となっている
。組付状態では、この前止まり溝部５６の後面が雌ハウジング２０の前止まり部４０の後
面に突き当たることで、スライダ５０が初期組付位置から前止まり状態に保持される（図
１０）。
【００２６】
スライダ５０の両側端部からは、下方へ突出してから内側へ突出するガイド部５７が一対
設けられている。このガイド部５７は、組付状態において雌ハウジング２０のガイド溝部
４１に嵌まり込むことで、スライダ５０の雌ハウジング２０に対する相対移動動作をガイ
ドできるようになっている（図９）。スライダ５０の後端部両側面からは、一対のスライ
ダ操作部５８が設けられている。このスライダ操作部５８は、後方に行くに従って側方へ
の張り出し代が大きくなる階段状に形成されており、前側からスライダ５０を後方へ引っ
張り操作し易くなっている（図１０）。
【００２７】
次に、雌コネクタの組付手順の一例を説明する。図６ないし図８に示す状態から、両圧縮
コイルばねＳをそれぞれ雌ハウジング２０の両ばね受け部３９内に前方から収容し、引き
続いてスライダ５０を外筒部２２の上側に前方から組み付けて図９ないし図１２に示す状
態とする。スライダ５０の組付過程では、前止まり溝部５６の後壁部分が前止まり部４０
に一旦乗り上げ、スライダ５０が初期組付位置に達したところで、乗り越えて前止まり溝
部５６の後面に前止まり部４０に後面が突き当たり、もってスライダ５０が初期組付位置
から前止まり状態に保持される（図１０）。この初期組付位置では、両圧縮コイルばねＳ
が僅かに弾縮されることで、スライダ５０の前後のがたつきが抑制されている（図１２（
Ｃ））。この初期組付位置では、ロック解除押圧部５１がロックアーム３５の上方の撓み
空間４４内に進入することで、ロックアーム３５の弾性変位動作が規制されている（図１
２（Ｂ））。その一方、シールリング３１を端子収容部２１に嵌着した後にリテーナ２９
を仮係止位置に装着するとともに、ショート端子３２をショート端子収容室３３内に収容
する。そして、電線Ｄに圧着した各雌端子金具２４をキャビティ２５内に挿入した後にリ
テーナ２９を本係止位置へ移動させることで、金属ランス２４ａと共に雌端子金具２４を
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二重係止しておく。なお、上記以外の順序・方法で各部品を組み付けるようにしてもよい
。
【００２８】
このように、スライダ５０を略板状に形成して雌ハウジング２０における一側面に装着す
るようにしているから、従来のようにスライダ５０が枠状に形成された場合と比較して、
コネクタを小型化することができ、さらには雌ハウジング２０に対してスライダ５０を組
み付ける作業がし易くなる。
【００２９】
続いて、雄雌両コネクタの嵌合作業を説明する。嵌合溝部２３にフード部１１を整合させ
つつ雌ハウジング操作部４２を前方へ押し込むことで両ハウジング１０，２０を嵌合させ
る。嵌合溝部２３内に進入したフード部１１が所定深さに達すると、図１３に示すように
、押圧部１６の前面１６ａが被押圧アーム５２の鉤部５３の前面５３ｂに当接される（図
１３（Ａ））。この状態から嵌合が進行するのに伴い、図１４に示すように、押圧部１６
によって被押圧アーム５２が後方へ押し込まれてスライダ５０が初期組付位置から後退す
る。このとき圧縮コイルばねＳは、後端部を支持するばね受け部３９に対して前端部を支
持するばね押さえ部５５が相対的に後退することで弾縮され、これにより両ハウジング１
０，２０を離脱させるような付勢力が蓄積されていく（図１４（Ｃ））。
【００３０】
ところで、このような半嵌合状態であるにも拘わらず嵌合作業を中断した場合には、弾縮
された圧縮コイルばねＳにそれまでに蓄積された付勢力が解放され、スライダ５０の被押
圧アーム５２の鉤部５３が押圧部１６を押し返すことで両ハウジング１０，２０が強制的
に離脱される。もって、両ハウジング１０，２０が半嵌合状態のまま放置されることが防
止される。
【００３１】
スライダ５０が図１４に示す位置からさらに後退する、言い換えるとスライダ５０が規制
領域から許容領域に至ると、図１５に示すように、ロック解除押圧部５１がロックアーム
３５の撓み空間４４の後方へ退避するとともに、ロックアーム３５がロック部１５の前面
１５ａに乗り上げて弾性変位する（図１５（Ｂ））。このとき鉤部５３の後面５３ａが押
圧解除案内部３８の前面３８ａに当接する（図１５（Ａ））。この過程で雄端子金具１２
のタブ１２ａが雌端子金具２４に接触されるとともに短絡解除リブ１４が各弾性接触片３
２ａに当接され、且つフード部１１の前端部がシールリング３１に当接される。さらに嵌
合が進行すると、鉤部５３が押圧解除案内部３８に乗り上げるとともに被押圧アーム５２
が上方へ弾性変位し、この過程で、押圧部１６の前面１６ａと、上方へと変位する鉤部５
３の前面５３ｂとの当接代が次第に減少する。
【００３２】
そして、両ハウジング１０，２０が正規嵌合するのに伴って、図１６に示すように、スラ
イダ５０が後退位置まで押し込まれるとともに、押圧部１６と鉤部５３との押圧状態が完
全に解除される（図１６（Ａ））。このとき、ロックアーム３５は、ロック部１５を乗り
越えているものの、ロック解除押圧部５１によりロック解除被押圧部３７が押圧されるこ
とで、弾性変位した姿勢に保たれている（図１６（Ｂ））。押圧部１６による押圧状態が
解除されることより、圧縮コイルばねＳが解放されることで、スライダ５０が前進を開始
するとともにロック解除押圧部５１のロック解除被押圧部３７に対する押圧状態が解除さ
れるので、ロックアーム３５が弾性復帰するとともに溝部３６内に進入したロック部１５
の後面１５ｂに溝部３６の前面３６ａが係止することで、両ハウジング１０，２０が離脱
不能に保持される。スライダ５０が初期組付位置まで前進すると、図１７に示すように、
鉤部５３が押圧部１６を乗り越えてその後面５３ａが押圧部１６の後面１６ｂに当接また
は近接して配されるとともに被押圧アーム５２が弾性復帰する一方（図１７（Ａ））、ロ
ック解除押圧部５１がロックアーム３５の撓み空間４４内に進入することで、その弾性変
位動作が規制される（図１７（Ｂ））。つまり、コネクタのロック構造がダブルロックと
なる。
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【００３３】
なお両ハウジング１０，２０が正規嵌合に達すると、雄雌両端子金具１２，２４が正規に
導通接続されるとともに、ショート端子３２の各弾性接触片３２ａが短絡解除リブ１４に
よって各雌端子金具２４から離間しつつ弾性変形させられることで、各雌端子金具２４間
の短絡状態が解除される。またシールリング３１がフード部１１と端子収容部２１との間
で挟圧されて両者に密着することで、両ハウジング１０，２０間にシールが取られる。
【００３４】
一方、メンテナンスなどの事情により両ハウジング１０，２０を離脱する場合がある。そ
の場合には、スライダ５０におけるスライダ操作部５８を掴んで後方へ引っ張るように操
作し、ロック状態にある両ハウジング１０，２０に対してスライダ５０を相対的に後退さ
せる。すると、ロック解除押圧部５１がロックアーム３５の撓み空間４４から後方へ退避
する一方、鉤部５３がその後面５３ａと押圧部１６の後面１６ｂとに案内されつつ押圧部
１６に乗り上げるとともに被押圧アーム５２が上方へ弾性変位される。またこの過程では
、圧縮コイルばねＳが弾縮される。そして、図１６に示すように、スライダ５０が後退位
置まで引っ張られると、ロック解除押圧部５１によってロック解除被押圧部３７が押圧さ
れるとともに、その押圧力がロック解除被押圧部３７の前面３７ａの傾斜によってロック
アーム３５を弾性変位させるような力として作用する（図１６（Ｂ））。ロック部１５の
後面１５ｂから溝部３６の前面３６ａが完全に外れるまでロックアーム３５が弾性変位さ
れたところで、両ハウジング１０，２０のロック状態が解除されるので、そのまま雌ハウ
ジング２０を雄ハウジング１０から引き離すようにする。すると、ロック部１５を乗り越
えたロックアーム３５が弾性復帰するとともに、圧縮コイルばねＳが解放されてスライダ
５０に対して雌ハウジング２０が相対的に後退して初期組付位置となる。このようにスラ
イダ５０を後方へ引っ張るというワンアクション操作によって、スライダ５０を後退させ
る作業と、ロックアーム３５を弾性変位させてロック状態を解除する作業と、両ハウジン
グ１０，２０を引き離す作業とを一度に行うことができる。
【００３５】
ところで、このコネクタは、エアバッグ回路以外の回路であって、半嵌合防止機能を必要
としない回路にも共用することができ、そのとき、図１８に示すように、半嵌合防止機能
に関与するスライダ５０や圧縮コイルばねＳを外して使用することが可能である。ここで
、改めて従来のコネクタについて図１９を参照しつつ説明すると、このものでは離脱時の
作業性を向上させるためにコネクタのロック構造をセミロックとするとともに、このロッ
ク構造のセミロック化に伴って両ハウジング１，２の保持力が不足するのを補うべくスラ
イダ４によってロックアーム３の弾性変位を規制するようにしていた。このため、従来の
コネクタにおいてスライダ４を外した状態で両ハウジング１，２を嵌合させると、両ハウ
ジング１，２の保持力が不足するという問題が生じる。
【００３６】
ところが本実施形態に係るコネクタでは、スライダ５０と雌ハウジング２０とにそれぞれ
設けたロック解除押圧部５１とロック解除被押圧部３７とによって、スライダ５０の後退
動作に伴ってロックアーム３５を弾性変位させるようにし、もって離脱時の作業性を向上
するようにしているので、ロック構造を従来のようにセミロックとする必要がない。従っ
て、本実施形態に係るコネクタでは、嵌合状態から両ハウジング１０，２０に引っ張り力
を加えても自動的にはロック状態が解除されないようなロック構造を採用することができ
る。詳しくは、両ハウジング１０，２０のロック構造の係止面、すなわちロック部１５の
後面１５ｂがほぼ垂直に切り立った端面とされ、ロックアーム３５における溝部３６の前
面３６ａがいわゆるオーバーハング状に形成されているから、スライダ５０によるロック
アーム３５の弾性変位規制がなされなくても、両ハウジング１０，２０を十分な保持力で
もって保持（ロック）することができる。このように、本実施形態に係るコネクタは、半
嵌合防止機能を必要としない回路に共用することができる上、そのときにスライダ５０や
圧縮コイルばねＳを省いた状態で使用できるので、大幅な低コスト化を図ることが可能と
なる。
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【００３７】
＜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、例えば
次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することができる。
（１）上記した実施形態では、ロック解除押圧部がロックアームの弾性変位規制機能を兼
用した場合を示したが、ロック解除押圧部とは別途にロックアームの弾性変位規制機能を
持った弾性変位規制部をスライダに設けるようにしてもよく、そのようなものも本発明に
含まれる。また逆にスライダがロックアームの弾性変位規制機能を有さないものも本発明
に含まれる。
【００３９】
　（２）上記した実施形態以外にも、スライダが枠状に形成されて雌ハウジングを取り囲
むようなものも本発明に含まれる。
　（３）上記した実施形態以外にも、雄ハウジングにスライダや圧縮コイルばねを組み付
けるとともに、雌ハウジングによりスライダを押圧するようにしたものも本発明に含まれ
る。
　（４）上記した実施形態では、ワイヤツーワイヤタイプのコネクタを例示したが、雄ハ
ウジングが機器に直結されたタイプのコネクタにも本発明は適用可能である。
【００４０】
　（５）上記した実施形態では、付勢部材として圧縮コイルばねを例示したが、その他に
も板ばねなどを使用してもよい。
　（６）上記した実施形態では、防水機能（シールリングなど）を有するものを示したが
、本発明は非防水タイプのコネクタにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る雄ハウジングの正面図
【図２】雄ハウジングの部分平面図
【図３】雌ハウジングと圧縮コイルばねとスライダの正面図
【図４】雌ハウジングと圧縮コイルばねとスライダの平面図
【図５】雌ハウジングと圧縮コイルばねとスライダの背面図
【図６】図３のＡ－Ａ線断面図
【図７】図３のＢ－Ｂ線断面図
【図８】図３のＣ－Ｃ線断面図
【図９】雌ハウジングにスライダを組み付けた状態を示す正面図
【図１０】雌ハウジングにスライダを組み付けた状態を示す平面図
【図１１】雌ハウジングにスライダを組み付けた状態を示す背面図
【図１２】両ハウジングを嵌合する前の状態であって、（Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線
断面図、（Ｂ）が図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ）が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面
図
【図１３】両ハウジングを嵌合する途中でスライダが初期組付位置に配された状態であっ
て、（Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）が図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図、
（Ｃ）が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面図
【図１４】両ハウジングを嵌合する途中でスライダが規制領域と許容領域との境界位置付
近に配された状態であって、（Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）が図１及び
図９のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ）が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面図
【図１５】両ハウジングを嵌合する途中でスライダが許容領域に配された状態であって、
（Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）が図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ
）が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面図
【図１６】両ハウジングが正規嵌合してスライダが後退位置に配された状態であって、（
Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）が図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ）
が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面図
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【図１７】両ハウジングが正規嵌合してスライダが初期組付位置に配された状態であって
、（Ａ）が図１及び図９のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）が図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図、（
Ｃ）が図１及び図９のＣ－Ｃ線断面図
【図１８】（Ａ）スライダと圧縮コイルばねを外した状態で両ハウジングを嵌合する前の
状態を示す図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図
（Ｂ）スライダと圧縮コイルばねを外した状態で両ハウジングを正規嵌合した状態を示す
図１及び図９のＢ－Ｂ線断面図
【図１９】（Ａ）従来例に係るコネクタが正規嵌合する直前の状態を示す断面図
（Ｂ）従来例に係るコネクタが正規嵌合した状態を示す断面図
【符号の説明】
１０…雄ハウジング（一方のコネクタハウジング）
１５…ロック部
１６…押圧部
２０…雌ハウジング（他方のコネクタハウジング）
３５…ロックアーム
３７…ロック解除被押圧部（ロック解除部）
３８…押圧解除案内部
５０…スライダ
５１…ロック解除押圧部（ロック解除部）
５２…被押圧アーム（被押圧部）
Ｓ…圧縮コイルばね（付勢部材）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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