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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子が収容されたハウジングと、前記ハウジングに装着され、前記端子の抜け方向の移
動を阻止するリテーナとを備え、前記ハウジングには前記リテーナを挿入するリテーナ挿
入孔が設けられていると共に前記リテーナ挿入孔に突出する仮係止突起と本係止突起が設
けられ、前記リテーナには、前記仮係止突起と前記本係止突起との各干渉によって撓み変
形する撓み変形部が設けられ、前記撓み変形部には被係止部が設けられ、
　前記リテーナの前記リテーナ挿入孔への挿入途中位置では、前記被係止部と前記仮係止
突起間が係止されて仮係止状態とされ、前記リテーナの前記リテーナ挿入孔への挿入完了
位置では、前記被係止部と前記本係止突起間が係止されて本係止状態とされるコネクタで
あって、
　前記被係止部は、前記撓み変形部に開口された係止孔として形成され、かつ、前記係止
孔は、前記本係止状態の際に前記仮係止突起と前記本係止突起とが共に収容される大きさ
の方形状の孔に形成され、
　前記撓み変形部は、リテーナ本体に連続して設けられたガイド部であり、
　前記ガイド部は、前記係止孔の周囲である梁部の肉厚が他の箇所よりも薄く形成されて
いることを特徴とするコネクタ。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、リテーナによって端子の抜けを阻止するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来のコネクタとしては、特許文献１に開示されたものがある。このコネクタ
５０は、図１３～図１６に示すように、端子７０が収容されたハウジング５１と、このハ
ウジング５１に装着され、端子７０の抜け方向の移動を阻止するリテーナ６０とを備えて
いる。
【０００３】
　ハウジング５１は、ハウジング本体部５２と、このハウジング本体部５２の左右外側の
撓み空間Ｓを隔てて一体に設けられた一対の補強梁部５３とを備えている。ハウジング本
体部５２には、相手コネクタが嵌合されるコネクタ嵌合室（図示せず）と、このコネクタ
嵌合室（図示せず）の奥位置に開口された２つの端子キャビティ５４とを有する。各端子
キャビティ５４には、コネクタ嵌合室（図示せず）とは反対側より挿入された端子７０が
収容される。端子キャビティ５４に完全に挿入された端子７０は、ハウジング本体部５２
側のランス（図示せず）によって抜け方向の移動が阻止される。端子キャビティ５４に収
容された端子７０は、その相手接触部（図示せず）がコネクタ嵌合室（図示せず）に突出
される。
【０００４】
　ハウジング本体部５２には、上方から２つの端子キャビティ５４に開口するリテーナ挿
入孔５５が設けられている。ハウジング本体部５２には、リテーナ挿入孔５５の左右位置
に突出する仮係止突起５６と本係止突起５７が一対設けられている。
【０００５】
　リテーナ６０は、リテーナ本体６１と、このリテーナ本体６１の両側より垂下され、撓
み変形可能な一対の弾性アーム部６２とを備えている。リテーナ本体６１には、２つの端
子係止部６１ａが設けられている。各弾性アーム部６２には、その先端内面より突出する
係止爪６２ａが設けられている。
【０００６】
　次に、ハウジング５１への端子組み付け手順を説明する。先ず、図１４に示すように、
リテーナ６０をハウジング５１の上方よりリテーナ挿入孔５５に挿入する。すると、リテ
ーナ６０の一対の係止爪６２ａがハウジング５１の各仮係止突起５６に干渉するが、各仮
係止突起５６からの反力によって各弾性アーム部６２が撓み変形してリテーナ６０の挿入
が許容される。リテーナ６０の一対の係止爪６２ａが各仮係止突起５６を乗り越える位置
まで挿入されると、各弾性アーム部６２が撓み復帰変形する。これにより、図１５に示す
ように、リテーナ６０の各係止爪６２ａがハウジング５１の仮係止突起５６に係止する。
これで、リテーナ６０が仮係止される。この仮係止位置では、リテーナ６０の各端子係止
部６１ａは各端子キャビティ５４に入り込む手前位置に位置する。
【０００７】
　次に、各端子７０を各端子キャビティ５４に挿入する。端子７０を完全に挿入すると、
ランス（図示せず）によって抜け方向の移動が阻止される。
【０００８】
　次に、リテーナ６０をリテーナ挿入孔５５の奥に挿入する。すると、リテーナ６０の一
対の係止爪６２ａがハウジング５１の各本係止突起５７に干渉するが、各本係止突起５７
からの反力によって各弾性アーム部６２が撓み変形してリテーナ６０の挿入が許容される
。リテーナ６０の一対の係止爪６２ａが各本係止突起５７を乗り越える位置まで挿入され
ると、各弾性アーム部６２が撓み復帰変形する。これにより、図１６に示すように、リテ
ーナ６０の各係止爪６２ａがハウジング５１の本係止突起５７に係止する。これで、リテ
ーナ６０が本係止される。この本係止位置では、リテーナ６０の各端子係止部６１ａは各
端子キャビティ５４に入り込み、端子７０の抜け方向の移動を阻止する。
【０００９】
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　この従来例では、端子７０がランス（図示せず）とリテーナ６０によって二重に係止さ
れるため、端子７０の抜けを確実に防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－３２７５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、前記従来例のコネクタ５０では、リテーナ６０側の係止構造が弾性アー
ム部６２と係止爪６２ａによって構成されているため、リテーナ６０側の係止構造の幅寸
法Ｗ２が大きい。そして、弾性アーム部６２と係止爪６２ａの幅寸法Ｗ２分だけ、仮係止
突起５６及び本係止突起５７の先端位置より撓み変形する。そのため、弾性アーム部６２
と係止爪６２ａには、大きな撓み変形領域Ｚ２（図１５及び図１６に示す）を確保する必
要があるため、その分コネクタ５０が大型化する。
【００１２】
　ここで、コネクタ５０の小型化を図るため、仮係止突起５６及び本係止突起５７の突出
寸法や、弾性アーム部６２の係止爪６２ａの突出寸法を小さくすることが考えられる。し
かし、このような構造にすると、リテーナ６０のハウジング５１への係止保持力が低下し
、コネクタ輸送時等の振動等でリテーナ６０の位置が移動したり、脱落したりする事態が
発生する恐れがあるため、採用できない。
【００１３】
　そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、リテーナの撓み変
形領域を小さくして小型化できるコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、端子が収容されたハウジングと、前記ハウジングに装着され、前記端子の抜
け方向の移動を阻止するリテーナとを備え、前記ハウジングには前記リテーナを挿入する
リテーナ挿入孔が設けられていると共に前記リテーナ挿入孔に仮係止突起と本係止突起が
配置され、前記リテーナには、前記仮係止突起と前記本係止突起との各干渉によって撓み
変形する撓み変形部が設けられ、前記撓み変形部には被係止部が設けられ、前記リテーナ
の前記リテーナ挿入孔への挿入途中位置では、前記被係止部が前記仮係止突起に係止され
て仮係止状態とされ、前記リテーナの前記リテーナ挿入孔への挿入完了位置では、前記被
係止部が前記本係止突起に係止されて本係止状態とされるコネクタであって、前記被係止
部は、前記撓み変形部に開口された係止孔であり、かつ、前記係止孔は、前記本係止状態
の際に前記仮係止突起と前記本係止突起とが共に収容される大きさの方形状の孔であり、
前記撓み変形部は、リテーナ本体に連続して設けられたガイド部であり、前記ガイド部は
、前記係止孔の周囲である梁部の肉厚が他の箇所よりも薄く形成されていることを特徴す
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、撓み変形部に設けられた係止孔に仮係止突起や本係止突起が係止する
ため、仮係止突起や本係止突起の突出寸法と撓み変形部の肉厚寸法分の合計寸法を最小限
の撓み変形領域として確保すれば良いため、従来例に較べて係止爪の分だけ幅狭にできる
。以上より、リテーナの撓み変形領域を小さくでき、コネクタを小型化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態を示し、ハウジングの斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態を示し、ハウジングの平面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示し、図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】本発明の一実施形態を示し、リテーナの斜視図である。
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【図５】本発明の一実施形態を示し、リテーナの側面図である。
【図６】本発明の一実施形態を示し、図５のＢ－Ｂ線断面図である。
【図７】本発明の一実施形態を示し、リテーナを仮係止位置にセットしたコネクタの斜視
図である。
【図８】本発明の一実施形態を示し、リテーナを仮係止位置にセットしたコネクタの平面
図である。
【図９】本発明の一実施形態を示し、リテーナを本係止位置にセットしたコネクタの斜視
図である。
【図１０】本発明の一実施形態を示し、リテーナを本係止位置にセットしたコネクタの平
面図である。
【図１１】本発明の一実施形態を示し、（ａ）は図８のＣ－Ｃ線断面図、（ｂ）は図１０
のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態であって、変形例のリテーナの斜視図である。
【図１３】従来例を示し、ハウジングの平面図である。
【図１４】従来例を示し、リテーナのハウジングへの装着過程を示す後面図である。
【図１５】従来例を示し、リテーナのハウジングへの装着過程を示す断面図である。
【図１６】従来例を示し、リテーナのハウジングへの装着過程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
（一実施形態）
　図１～図１１は本発明の一実施形態を示す。コネクタ１は、端子（図示せず）が収容さ
れたハウジング２と、このハウジング２に装着され、端子（図示せず）の抜け方向の移動
を阻止するリテーナ２０とを備えている。
【００２１】
　ハウジング２は、図１～図３に示すように、相手コネクタが嵌合されるコネクタ嵌合室
（図示せず）と、このコネクタ嵌合室（図示せず）の奥位置に開口された上下２段の複数
の端子キャビティ３とを有する。コネクタ嵌合室（図示せず）は、ハウジング２の前面に
開口している。各端子キャビティ３には、ハウジング２に一体形成されたランス（図示せ
ず）がそれぞれ突出している。各端子キャビティ３には、コネクタ嵌合室（図示せず）と
は反対側より挿入された端子（図示せず）が収容される。端子キャビティ３に完全に挿入
された端子（図示せず）は、ランス（図示せず）によって抜け方向の移動が阻止される。
端子キャビティ３に収容された各端子（図示せず）は、その相手接触部がコネクタ嵌合室
（図示せず）に突出される。
【００２２】
　ハウジング２には、上面に開口するリテーナ挿入孔４が設けられている。リテーナ挿入
孔４は、リテーナ本体挿入孔４ａと、これに連続して設けられた一対の撓み変形部挿入孔
である一対のガイド部挿入孔４ｂとから構成されている。リテーナ本体挿入孔４ａに対応
する大部分の位置では、上段側の端子キャビティ３と下段側の端子キャビティ３の天壁が
切り欠かれている。これにより、リテーナ本体挿入孔４ａは、上段の全ての端子キャビテ
ィ３を貫通し、且つ、下段の全ての端子キャビティ３の天壁を貫通している。リテーナ本
体挿入孔４ａ内で、且つ、一対のガイド部挿入孔４ｂに挟まれた領域に対応する位置では
、上下２段の端子キャビティ３が配置されている。上下２段の端子キャビティ３を構成す
る天面は、リテーナ挿入規制面３ａとして形成されている。上下２段の端子キャビティ３
を構成する左右の側面は、一対のガイド面３ｂとして形成されている。
【００２３】
　仮係止突起５と本係止突起６は、一対のガイド面３ｂの上下方向に連続してそれぞれ設
けられている。これにより、仮係止突起５と本係止突起６は、一対のガイド部挿入孔４ｂ
の左右対称位置に突出されている。仮係止突起５は、本係止突起６より上方位置に配置さ
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れている。仮係止突起５と本係止突起６は、上方から下方に向かって外側に突出するテー
パ面状であり、下面が垂直面としてそれぞれ形成されている。
【００２４】
　リテーナ２０は、図４～図６に示すように、リテーナ本体２１と、このリテーナ本体２
１の上壁に連続して設けられた上面規制壁２２と、上面規制壁２２の側下端とリテーナ本
体２１の側壁の双方に共に連続して設けられた一対の撓み変形部であるガイド部２３とを
備えている。
【００２５】
　リテーナ本体２１は、上段の端子キャビティ３に対応する補助端子キャビティ２１ａ等
を有すると共に、上下２段の各端子キャビティ３に対応する位置に複数の端子係止部２１
ｂを有する。補助端子キャビティ２１ａは、リテーナ２０のハウジング装着位置では、切
り欠かれた端子キャビティ３を補完する。各端子係止部２１ｂは、リテーナ２０のハウジ
ング装着位置では、上下２段の各端子キャビティ３内に位置し、各端子（図示せず）の抜
け方向の移動を阻止する。
【００２６】
　上面規制壁２２は、リテーナ２０の装着状態では、リテーナ挿入規制面３ａに当接する
。これにより、リテーナ２０がリテーナ挿入孔４に適正な挿入深さで装着される。
【００２７】
　一対のガイド部２３は、その間隔が一対のガイド面３ｂの間隔に設定されている。これ
により、リテーナ２０は、その一対のガイド部２３が一対のガイド面３ｂにガイドされつ
つリテーナ挿入孔４に挿入される。一対のガイド部２３は、リテーナ本体２１の側壁の肉
厚よりも薄く設けられている。これにより、一対のガイド部２３は、仮係止突起５や本係
止突起６を乗り越えるような撓み変形ができるよう設定されている。
【００２８】
　各ガイド部２３には、被係止部である係止孔２４がそれぞれ設けられている。各係止孔
２４は、ガイド部２３の撓み変形方向に開口する方形状の孔である。かつ、図１１（ｂ）
に示すように、各係止孔２４は、各係止孔２４にハウジング２の本係止突起６が係止され
た際に仮係止突起５と本係止突起６とが共に収容される大きさの方形状の孔である。さら
に、各係止孔２４は、ガイド部２３の端面に開放せず、閉ループの孔周面に囲まれている
。これにより、各ガイド部２３は、係止孔２４が開口されているにも係わらず、両持ち支
持の梁部２３ｂ，２３ｃによって高い剛性が維持されている。一方の梁部２３ｂは、ガイ
ド部２３によって形成されているが、他方の梁部２３ｃは、ガイド部２３に連続するリテ
ーナ本体２１の箇所によって形成されている。
【００２９】
　各ガイド部２３の係止孔２４より先端側は、挿入先端部２３ａである。この挿入先端部
２３ａの内面は、テーパ状に形成されている。
【００３０】
　次に、ハウジング２の端子組み付け手順を説明する。先ず、リテーナ２０をハウジング
２の上方よりリテーナ挿入孔４に挿入する。リテーナ２０のリテーナ本体２１及び上面規
制壁２２はリテーナ本体挿入孔４ａに、リテーナ２０の一対のガイド部２３は、一対のガ
イド部挿入孔４ｂにそれぞれ挿入される。この挿入過程で、先ず、リテーナ２０の一対の
ガイド部２３の挿入先端部２３ａがハウジング２の各仮係止突起５に干渉するが、各仮係
止突起５からの反力によって各ガイド部２３が撓み変形してリテーナ２０の挿入が許容さ
れる。リテーナ２０の一対のガイド部２３の挿入先端部２３ａが各仮係止突起５を乗り越
える位置まで挿入されると、各ガイド部２３が撓み復帰変形する。これにより、リテーナ
２０の挿入途中位置にあって、図７、図８及び図１１（ａ）に示すように、リテーナ２０
の各ガイド部２３の係止孔２４にハウジング２の仮係止突起５が係止する。これで、リテ
ーナ２０が仮係止される。この仮係止位置では、リテーナ２０の各端子係止部２１ｂは各
端子キャビティ３に入り込む手前位置に位置する。
【００３１】
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　次に、各端子（図示せず）を各端子キャビティ３に挿入する。端子（図示せず）を完全
に挿入すると、ランス（図示せず）によって抜け方向の移動が阻止される。
【００３２】
　次に、リテーナ２０を更にリテーナ挿入孔４の奥に挿入する。すると、リテーナ２０の
一対のガイド部２３の挿入先端部２３ａがハウジング２の各本係止突起６に干渉するが、
各本係止突起６からの反力によって各ガイド部２３が撓み変形してリテーナ２０の挿入が
許容される。リテーナ２０の一対のガイド部２３の挿入先端部２３ａが各本係止突起６を
乗り越える位置まで挿入されると、各ガイド部２３が撓み復帰変形する。これにより、リ
テーナ２０の挿入完了位置にあって、図９、図１０及び図１１（ｂ）に示すように、リテ
ーナ２０の一対のガイド部２３の各係止孔２４にハウジング２の本係止突起６が係止する
。これで、リテーナ２０が本係止される。この本係止位置では、リテーナ２０の各端子係
止部２１ｂは各端子キャビティ３に入り込み、端子（図示せず）の抜け方向の移動を阻止
する。これで、端子（図示せず）の組み付けが完了する。
【００３３】
　ハウジング２に収容された端子（図示せず）は、ランス（図示せず）とリテーナ２０に
よって二重に係止されるため、端子（図示せず）の抜けが確実に防止される。
【００３４】
　以上説明したように、リテーナ２０の被係止部は、撓み変形可能なガイド部２３に開口
された係止孔２４によって形成されている。従って、仮係止突起５や本係止突起６の先端
位置に対してガイド部２３の肉厚寸法Ｗ１（図６に示す）分だけ撓み変形領域として最小
限確保すれば良いため、従来例に較べて係止爪の分だけ幅狭にできる。つまり、ガイド部
２３の撓み変形領域の幅寸法、つまり、ガイド部挿入孔４ｂの幅寸法Ｚ（図１１に示す）
としては、仮係止突起５や本係止突起６の突出寸法とガイド部２３の肉厚寸法の合計寸法
分だけ最小限確保すれば良いため、従来比べて狭く設定できる。これにより、コネクタ１
を小型化できる。
【００３５】
　又、ガイド部２３は、係止孔２４が開口されているにも係わらず、両持ち支持の梁部構
造によって高い剛性が維持される。従って、リテーナ２０のハウジング２への係止保持力
が低下せず、コネクタ輸送時等の振動等でリテーナ２０の位置が移動したり、脱落したり
する事態を防止できる。
【００３６】
　一対の撓み変形部は、リテーナ本体２１に連続して設けられた一対のガイド部２３であ
る。従って、一対のガイド部２３は、リテーナ挿入孔４へのガイドと係止構造を兼用する
ため、構成の簡略化になる。ガイド部２３は、リテーナ本体２１に連続して設けられてい
ることにより、剛性が強い構造となるため、これによってもリテーナ２０のハウジング２
への係止保持力が向上する。
【００３７】
（リテーナの変形例）
　図１２は、リテーナ２０Ａの変形例を示す。リテーナ２０Ａは、前記実施形態のものと
比較して、係止孔２４の周囲の一方の梁部２３ｂが他の箇所よりも肉厚が薄く形成されて
いる。これにより、ガイド部２３の剛性が所望の範囲に調整されている。つまり、梁部２
３ｂの肉厚を可変すればガイド部２３の剛性を調整できるため、容易に剛性調整できる。
梁部２３ｂの肉厚は、金型の削りだけで調整できる。
【００３８】
　他の構成は、前記実施形態のものと同様であるため、説明を省略する。図１２にあって
、前記実施形態の同一構成箇所には、同一符号を比して明確化を図る。
【符号の説明】
【００３９】
　１　コネクタ
　２　ハウジング
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　４　リテーナ挿入孔
　４ａ　リテーナ本体挿入孔
　４ｂ　ガイド部挿入孔
　５　仮係止突起
　６　本係止突起
　２０，２０Ａ　リテーナ
　２１　リテーナ本体
　２３　ガイド部（撓み変形部）
　２３ｂ，２３ｃ　梁部
　２４　係止孔（被係止部）

【図１】 【図２】
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