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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向一方側に、ホースと接続される接続部が形成され、軸方向他方側に、径方向に対
向して一対の係合スリットが形成された筒状のコネクタハウジングと、一対の係合アーム
及びこの一対の係合アームを連結する連結部を有し、前記一対の係合アームが、前記係合
スリットに入り込んで前記コネクタハウジングを挟み込むことにより、前記コネクタハウ
ジングの軸方向他方側に取り付けられたコ字状又はほぼコ字状のワイヤリテーナーと、を
備え、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームが、前記係合スリットから前記コネクタハ
ウジング内に突出し、パイプ体の挿入端部が挿入されたときに、この挿入端部に形成され
ている環状係合突部とスナップ係合するように構成されているクイックコネクタであって
、
　前記係合スリットはそれぞれ、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの径とほぼ等し
い幅又は前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの径よりも多少大きい幅に形成されて、
周方向一方側スリット部と、周方向他方側スリット部と、を有し、
　前記周方向一方側スリット部及び前記周方向他方側スリット部は分断部により非連続的
に形成されていて、
　前記係合アームの先端部は軸方向に延びるように屈曲して軸方向部を形成し、
　前記コネクタハウジングの前記周方向一方側スリット部及び前記周方向他方側スリット
部のそれぞれには、前記係合アームの軸方向部の出入り用の出入り口が形成されている、
ことを特徴とするクイックコネクタ。
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【請求項２】
　前記出入り口は軸方向一方側に延びるスリット状に形成され、この出入り口は、前記ワ
イヤリテーナーが取り付けられてから、前記コネクタハウジングの軸方向他端側から前記
コネクタハウジングの内周面に嵌め付けられた環状のブッシュによって、前記コネクタハ
ウジングの内側から全体的に又は部分的に塞がれている、ことを特徴とする請求項１記載
のクイックコネクタ。
【請求項３】
　前記ワイヤリテーナーは、一対の前記係合アームが前記パイプ体の前記環状係合突部と
係合する状態となる取り付け位置と、一対の前記係合アームが前記パイプ体の前記環状係
合突部を通過させる状態となる退避位置と、に移行できるように前記コネクタハウジング
に取り付けられ、
　前記ワイヤリテーナーの前記取り付け位置から前記退避位置への移行は、前記ワイヤリ
テーナーの前記連結部を引き抜き方向に引っ張ることにより行われ、
　前記ワイヤリテーナーを前記退避位置まで引っ張ると、前記係合アームが前記分断部と
係合して、前記ワイヤリテーナーの引き抜き方向の移動が阻止される、ことを特徴とする
請求項１又は２記載のクイックコネクタ。
【請求項４】
　前記ワイヤリテーナーは、前記退避位置まで移行すると、前記連結部から最も離れた前
記係合スリットの周方向端部と係合して、前記退避位置に保持される、ことを特徴とする
請求項３記載のクイックコネクタ。
【請求項５】
　前記連結部は、操作部及びこの操作部の両側に形成された、前記係合アームが設けられ
ている肩部を有し、この肩部は、前記ワイヤリテーナーが前記取り付け位置に移行すると
、前記コネクタハウジングの係止部と係合又は当接するストッパ部を有していて、
　前記係止部は、前記ワイヤリテーナーの取り付け方向と直交又はほぼ直交する係止面を
有し、前記ストッパ部は、この係止面に沿って形成され、取り付け方向の力が加わっても
、前記ワイヤリテーナーが取り付け方向に移動しないように、かつ、一対の前記係合アー
ムが開かないように、前記係止面と係合又は当接する、ことを特徴とする請求項３又は４
記載のクイックコネクタ。　
【請求項６】
　軸方向一方側に、ホースと接続される接続部が形成され、軸方向他方側に、径方向に対
向して一対の係合スリットが形成された筒状のコネクタハウジングと、一対の係合アーム
及びこの一対の係合アームを連結する連結部を有し、前記一対の係合アームが、前記係合
スリットに入り込んで前記コネクタハウジングを挟み込むことにより、前記コネクタハウ
ジングの軸方向他方側に取り付けられたコ字状又はほぼコ字状のワイヤリテーナーと、を
備え、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームが、前記係合スリットから前記コネクタハ
ウジング内に突出し、パイプ体の挿入端部が挿入されたときに、この挿入端部に形成され
ている環状係合突部とスナップ係合するように構成されているクイックコネクタであって
、
　前記係合スリットはそれぞれ、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの径とほぼ等し
い幅又は前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの径よりも多少大きい幅に形成されて、
周方向一方側スリット部と、周方向他方側スリット部と、を有し、
　前記周方向一方側スリット部及び前記周方向他方側スリット部は分断部により非連続的
に形成されていて、
　前記ワイヤリテーナーは、一対の前記係合アームが前記パイプ体の前記環状係合突部と
係合する状態となる取り付け位置と、一対の前記係合アームが前記パイプ体の前記環状係
合突部を通過させる状態となる退避位置と、に移行できるように前記コネクタハウジング
に取り付けられ、
　前記ワイヤリテーナーの前記取り付け位置から前記退避位置への移行は、前記ワイヤリ
テーナーの前記連結部を引き抜き方向に引っ張ることにより行われ、
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　前記ワイヤリテーナーを前記退避位置まで引っ張ると、前記係合アームが、前記分断部
と係合して、前記ワイヤリテーナーの引き抜き方向の移動が阻止される、ことを特徴とす
るクイックコネクタ。
【請求項７】
　前記ワイヤリテーナーは、前記退避位置まで移行すると、前記連結部から最も離れた前
記係合スリットの周方向端部と係合して、前記退避位置に保持される、ことを特徴とする
請求項６記載のクイックコネクタ。
【請求項８】
　前記連結部は、操作部及びこの操作部の両側に形成された、前記係合アームが設けられ
ている肩部を有し、この肩部は、前記ワイヤリテーナーが前記取り付け位置に移行すると
、前記コネクタハウジングの係止部と係合又は当接するストッパ部を有していて、
　前記係止部は、前記ワイヤリテーナーの取り付け方向と直交又はほぼ直交する係止面を
有し、前記ストッパ部は、この係止面に沿って形成され、取り付け方向の力が加わっても
、前記ワイヤリテーナーが取り付け方向に移動しないように、かつ、一対の前記係合アー
ムが開かないように、前記係止面と係合又は当接する、ことを特徴とする請求項６又は７
記載のクイックコネクタ。　
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車配管の連結に用いられるクイックコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パイプ体とホースとを連結することにより構成される流体配管構造には、パイプ体及び
ホースの連結用のコネクタが用いられる。このようなコネクタは、軸方向一方側に、ホー
スが接続される接続部が形成された筒状のコネクタハウジングを有していて、パイプ体と
コネクタとの接続は、例えば、パイプ体の挿入側外周面に環状係合突部を形成して挿入端
部を構成し、かつ、コネクタハウジングの軸方向他方側にスナップ係合用のリテーナー手
段を設けてコネクタをクイック接続形式のものとしておき、パイプ体の挿入端部を軸方向
他方側端開口からコネクタハウジング内に挿入して、リテーナー手段と環状係合突部とを
スナップ係合させ、パイプ体とコネクタとを抜け止め状態とすることにより行われる。ク
イック接続形式のクイックコネクタに使用されるリテーナー手段としては、コネクタハウ
ジングの軸方向他方側に、径方向に対向して一対の係合スリットを設けるとともに、一対
の係合アームを有するコ字状又はほぼコ字状のワイヤリテーナー（例えば線材製のリテー
ナー）を用い、この一対の係合アームが、係合スリットに入り込んでコネクタハウジング
を挟み込むように、ワイヤリテーナーを、コネクタハウジングの軸方向他方側又は軸方向
他方側外周に取り付けるといったものが知られている（例えば特許文献１参照）。このよ
うなリテーナー手段を採用することにより、コネクタが比較的大径であっても、リテーナ
ーのコネクタハウジングへの十分な取り付け安定性を確保することができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２１２８７号公報（特に図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ワイヤリテーナーの係合アームが、コネクタハウジング内に十分突出し、パ
イプ体の環状係合突部と長い範囲にわたって係合して、パイプ体が強固に抜け止めされる
ためには、係合スリットは、周方向一端と周方向他端との周方向間隔が、例えばほぼ４分
の１円弧長さ程度に、広くなるように形成される必要がある。ところが、コネクタハウジ
ングは、軽量化などの観点から、比較的薄肉状に形成されるので、それぞれ４分の１円弧
長さにわたる連続した２本の係合スリットの形成は、コネクタハウジングの強度を低下さ
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せるおそれがある。特に、コネクタハウジングが金属製であり、内部を非常に高温の流体
が流れる場合には、強度低下は無視できないものとなる。
【０００５】
　そこで、本発明は、コネクタハウジングの軸方向他方側に、ワイヤリテーナーの係合ア
ームを内側に大きく又は深く突出させる係合スリットが形成されているにもかかわらず、
十分な強度を有するクイックコネクタの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するための本発明のクイックコネクタは、軸方向一方側に、ホースと接
続される接続部が形成され、軸方向他方側に、径方向に対向して一対の係合スリットが形
成された筒状のコネクタハウジングと、一対の係合アームを有し、この一対の係合アーム
が、前記係合スリットに入り込んで前記コネクタハウジングを挟み込むことにより、前記
コネクタハウジングの軸方向他方側に取り付けられたコ字状又はほぼコ字状のワイヤリテ
ーナーと、を備え、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームが、前記係合スリットから前
記コネクタハウジング内に突出し、パイプ体の挿入端部が挿入されたときに、この挿入端
部に形成されている環状係合突部とスナップ係合するように構成されているクイックコネ
クタであって、前記係合スリットはそれぞれ、前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの
径とほぼ等しい幅又は前記ワイヤリテーナーの前記係合アームの径よりも多少大きい幅に
形成されて、周方向一方側スリット部と、周方向他方側スリット部と、を有し、前記周方
向一方側スリット部及び前記周方向他方側スリット部は非連続的に形成されているといっ
たものである。係合スリットの周方向一端、すなわち周方向一方側スリット部の周方向一
端と係合スリットの周方向他端、すなわち周方向他方側スリット部の周方向他端との周方
向間隔は、例えばほぼ４分の１円弧長さ又は４分の１円弧長さよりも多少短い程度に、広
く設定できる。周方向一方側スリット部及び周方向他方側スリット部は、周方向に間隔、
例えば狭い間隔を設けて、あるいは介して形成される。周方向一方側スリット部及び周方
向他方側スリット部の間に設けられる間隔又は分断部は、係合スリットの形成によるコネ
クタハウジングの大きな強度低下を防止できる範囲内で、できるだけ小さくすることが好
ましい。間隔又は分断部が小さければ、ワイヤリテーナーの係合アームの配置に支障が生
じるおそれは少ない。したがって、周方向一方側スリット部及び周方向他方側スリット部
の間に介在する分断部は、狭い又は細い周方向幅、例えば係合スリットの幅（軸方向幅）
とほぼ等しい周方向幅に形成することができる。このような分断部はまた、係合アームが
外的要因により係方向外側に変形し、係合スリットから外れてしまうといったことを効果
的に阻止する。
【０００７】
　ワイヤリテーナーは、一対の係合アームがパイプ体の環状係合突部と係合する状態とな
る取り付け位置と、一対の係合アームがパイプ体の環状係合突部を通過させる状態となる
退避位置と、に移行できるように、コネクタハウジングに取り付けられる場合が多い。こ
こでは通常、ワイヤリテーナーの取り付け位置から退避位置への移行は、ワイヤリテーナ
ーを引き抜き方向に引っ張ることにより行われる。例えば、パイプ体は、ワイヤリテーナ
ーが取り付け位置に保持されているコネクタに挿入されて接続され、ワイヤリテーナーを
退避位置まで引っ張ってからコネクタと分離される。コネクタには、ワイヤリテーナーが
取り付け位置に保持されるような、かつ、ワイヤリテーナーが退避位置を越えて引き抜き
方向に移動あるいはずれないような規制手段が必要となる。このような規制手段として、
例えば特許文献１には、ワイヤリテーナーの係合アームの先端側あるいは自由端側を軸方
向に屈曲させて係合部を構成し、コネクタハウジングに、この係合部を保持し、あるいは
、この係合部の移動を規制する規制部（凹部４０、凹部４１個所）を設けてあるいは確保
しておくといった技術が開示されている。しかしながら、ワイヤリテーナーに軸方向に延
びる係合部を形成し、コネクタハウジングにこの係合部と係合する規制部を設けたり、確
保したりすると、コネクタハウジングのリテーナー取り付け部が軸方向に不適当に長くな
ってしまったり、十分な規制効果を有する規制部を構成できなかったり、あるいはその他
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の不都合が生じたりする場合もある。そこで、係合アームが分断部と係合して、ワイヤリ
テーナーの引き抜き方向の移動が阻止（規制）されるように構成しておく。例えば、ワイ
ヤリテーナーが引き抜き方向に移動すると、係合アームの先端部がコネクタハウジングの
外周面に沿ってスライドし、その結果、係合アームが開くようになっていて、開き変形し
た係合アームが分断部と係合するといったように構成する。係合アームは、例えば、分断
部と単純に引き抜き方向に係合する場合がある。係合アームはまた、例えば、コネクタハ
ウジングと分断部とに強く挟まれて、分断部と引き抜き方向に係合する場合がある。ここ
で、ワイヤリテーナーを取り付け位置に保持する技術としては、係合アームの先端側を径
方向内側に屈曲あるいは傾斜させ、この係合アームの先端側をコネクタハウジング、例え
ばワイヤリテーナーの取り付け方向中央よりも取り付け方向側のコネクタハウジング外面
と引き抜き方向に係合させるといったものを採用することができる。このように構成すれ
ば、例えば、ワイヤリテーナーに軸方向の突出係合部を形成し、コネクタハウジングにこ
の突出係合部と係合する規制部を設け又は確保するといった必要はなくなる。
【０００８】
　退避位置まで移行すると、ワイヤリテーナーは、係合スリットの周方向端部あるいは周
方向端と係合するといったように、あるいは係合スリットの周方向端部あるいは周方向端
と取り付け方向に係合するといったように構成しておけば、簡単な構造でワイヤリテーナ
ーを退避位置に保持することができる。
【０００９】
　ところで、係合アームの先端部は安全上の観点から、軸方向（ほぼ軸方向の場合を含む
）に屈曲させておくことが好ましい場合もある。しかしながら、係合アームの先端部に軸
方向部を設けると、分断部を有する係合スリットに係合アームを入り込ませることができ
なくなるので、ワイヤリテーナーの取り付けが困難となってしまう。そこで、コネクタハ
ウジングの周方向一方側スリット部及び周方向他方側スリット部のそれぞれに、例えば周
方向一方側スリット部の周方向一端部及び周方向他方側スリット部の周方向他端部に、係
合アームの軸方向部の出入り用出入り口を連続して形成しておく。出入り口は、例えば軸
方向にスリット状に延びるものとすることができ、例えば主として入り口又はもっぱら入
り口の場合、あるいは主として出口又はもっぱら出口の場合もある。そして、ワイヤリテ
ーナーを操作したときに、係合アームがコネクタハウジングから外れないように、出入り
口（例えば主として出口）は、ワイヤリテーナーが取り付けられてから、コネクタハウジ
ング内に嵌め付けられたブッシュによって塞がれていることが好ましい。軸方向部は、コ
ネクタハウジングの外周面から浮き上がっていてもよい。
【００１０】
　また、クイックコネクタの接続安定性を高めるためには、ワイヤリテーナーが取り付け
位置に移行したとき、さらに前記ワイヤリテーナーを押し込んでも、例えば取り付け方向
に力を加えても、一対の係合アームがパイプ体の環状係合突部を通過させる状態にならな
い、すなわち、一対の係合アームが容易に開かない、といったように構成されていること
が好ましい。例えば、ワイヤリテーナーが、操作部（例えば指掛け部）と、操作部の両側
に形成された一対の肩部と、肩部に接続されて設けられた一対の係合アームと、を有し、
肩部がコネクタハウジングの外周に沿うような緩やかな傾斜で形成され、コネクタハウジ
ングに取り付けられたときに、肩部の操作部側の部分がコネクタハウジングの外周面から
浮き上がるように構成されている場合には、何らかの原因で操作部にワイヤリテーナーの
取り付け方向の力が作用すると、肩部の操作部側の部分が、操作部に押されてコネクタハ
ウジング側に変形し、肩部の係合アーム側の部分とコネクタハウジングとの接触個所を支
点として、係合アーム側がテコのように開いてしまうおそれが大きい。上述した構成は、
こういった不都合を防止するためのものであるが、このようなクイックコネクタはまた、
軸方向一方側に、ホースと接続される接続部が形成され、軸方向他方側に、径方向に対向
して一対の係合スリットが形成された筒状のコネクタハウジングと、操作部、この操作部
の両側に形成された一対の肩部及びこの肩部に設けられた一対の係合アームを有し、この
一対の係合アームが、前記係合スリットに入り込んで前記コネクタハウジングを挟み込む
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ように、径方向所定側から取り付け位置に配置されて、前記コネクタハウジングの軸方向
他方側に取り付けられたコ字状又はほぼコ字状のワイヤリテーナーと、を備え、前記ワイ
ヤリテーナーの前記係合アームが、前記係合スリットから前記コネクタハウジング内に突
出し、パイプ体の挿入端部が挿入されたときに、この挿入端部に形成されている環状係合
突部とスナップ係合するように構成されているクイックコネクタであって、前記肩部は、
前記コネクタハウジングの係止部と係合又は当接するストッパ部を有していて、このスト
ッパ部は、取り付け方向の力が加わっても、前記ワイヤリテーナーが取り付け方向に移動
しないように、かつ、係合アームが開かないように、前記係止部と係合又は当接している
、ものとすることもできる。より効果的には、ストッパ部を例えば内側に凸となるように
、前記操作部から側方外側に向かって湾曲するように形成する。また、係止部は、ワイヤ
リテーナーの取り付け方向と直交又はほぼ直交するように形成できる。係止部はまた、ワ
イヤリテーナーの取り付け方向と直交又はほぼ直交する係止面を備えて前記ストッパ部と
係合又は当接するように形成できる。ストッパ部はまた、係止面にほぼ沿うように形成で
きる。クイックコネクタをこのように構成することにより、パイプ体がクイックコネクタ
から外れてしまうといった事故を効果的に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明によれば、ワイヤリテーナーの係合アームが内側に大きく
突出してパイプ体を効果的に抜け止めできる、十分な強度を有するクイックコネクタの提
供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１は本発明に係る第１のクイックコネクタの斜視図、図２は第１のクイックコネクタ
の断面図、図３は第１のクイックコネクタの別の断面図、図４は第１のクイックコネクタ
にゴム製のホース及びパイプ体を接続した状態を示す軸方向に沿った断面図、図５は第１
のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向に沿った断面図である。
【００１４】
　第１のクイックコネクタ１は、例えば自動車の給排気配管の連結に使用されるものであ
り、特に図１乃至図３からよく理解できるように、筒状薄肉の第１のコネクタハウジング
３と、この第１のコネクタハウジング３に取り付けられたコ字状又はほぼコ字状の第１の
ワイヤリテーナー５と、を備えて構成されている。第１のコネクタハウジング３は例えば
金属製であり、軸方向一方側の円筒状のホース接続部７（接続部）と、軸方向他方側のほ
ぼ円筒状のパイプ挿入部９とから一体的に構成されていて、大径のホースと大径のパイプ
体とを連結するために、大径に、かつ、比較的短く形成されている。
【００１５】
　ホース接続部７は、円筒状の接続部本体１１と、この接続部本体１１の軸方向一方側端
部に一体的に形成された抜け止め部１３と、から構成され、抜け止め部１３は、軸方向一
方側端から軸方向他方側に向かってテーパ状に拡径して、接続部本体１１よりも径方向外
側に突出するように屈曲形成されている。抜け止め部１３の軸方向一方側端は、例えば接
続部本体１１よりも小径に形成される。
【００１６】
　パイプ挿入部９は、軸方向他方側のリテーナー取り付け部１５と、ホース接続部７が接
続形成された軸方向一方側のパイプ支持部１７と、リテーナー取り付け部１５及びパイプ
支持部１７の間に形成された軸方向中間のシール保持部１９と、から構成されていて、パ
イプ支持部１７は、シール保持部１９よりも小径で、ホース接続部７の接続部本体１１よ
りも大径に形成されている。
【００１７】
　パイプ挿入部９の環状のリテーナー取り付け部１５は、シール保持部１９と同一径に、
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より具体的にはシール保持部１９の軸方向他方側と同一径に形成され、径方向対称位置に
、薄肉円筒壁状の径方向外側壁部を有する取り付け用突出部（膨出部）２１、２１が設け
られた構造を備えていて、一対の取り付け用突出部２１、２１のそれぞれは、ほぼ４分の
１の円弧長さにわたって形成されている。ただし、取り付け用突出部２１は全周にわたっ
て形成される場合もある。それぞれの取り付け用突出部２１の径方向外側壁部には、係合
スリット２３が形成されているが、この係合スリット２３は、周方向一方側に形成された
一方側スリット部２５と、周方向他方側に形成された、一方側スリット部２５に等しいあ
るいは対称である形状の他方側スリット部２７と、から構成されていて、一方側スリット
部２５及び他方側スリット部２７は、一方側スリット部２５と他方側スリット部２７との
間に、係合スリット２３の幅とほぼ等しい、又は係合スリット２３の幅よりも多少長い（
例えば係合スリット２３の幅のほぼ２倍の長さの）周方向幅を有する部分２９（分断部）
が残るように形成されている。すなわち、係合スリット２３は、例えば周方向中央に位置
する分断部２９によって、一方側スリット部２５と他方側スリット部２７とに区分されて
いる。また、取り付け用突出部２１の幅（軸方向幅）は、係合スリット２３の幅（軸方向
幅）のほぼ３倍あるいは３倍乃至４倍に設定されている。
【００１８】
　取り付け用突出部２１の周方向一端壁部３１及び周方向他端壁部３３は、分断部２９同
士を結んで軸心を通過する直線及び軸線と平行に広がるように、すなわち第１のワイヤリ
テーナー５の取り付け方向と直交する方向に平行に広がるように形成されている。また、
取り付け用突出部２１の周方向一端壁部３１と一方側スリット部２５の周方向一端との間
、および、取り付け用突出部２１の周方向他端壁部３３と他方側スリット部２７の周方向
他端との間にはそれぞれ、係合スリット２３の幅のほぼ２倍の周方向間隔が設けられてい
て、取り付け用突出部２１の周方向一端部及び周方向他端部には、係合スリット２３の幅
のほぼ２倍の周方向長さを有する抜け止め壁部個所３５、３７が形成されている。
【００１９】
　リテーナー取り付け部１５の軸方向他端（パイプ挿入部９又はコネクタハウジング３の
軸方向他端）には、径方向外側に突出する外向きフランジ３９が一体的に設けられている
が、この外向きフランジ３９は、取り付け用突出部２１の軸方向他端と一体的に形成され
ている。外向きフランジ３９は、円形の外縁を有しているが、一対の取り付け用突出部２
１、２１の間に対応する部分では、外側が切り取られたように形成されていて、この部分
の外縁は直線状に設定されている。
【００２０】
　シール保持部１９の内周面には、軸方向一方側で、ゴム製のＯリング４１が嵌め込まれ
、かつ、軸方向他方側で、単純な短筒状の環状体に形成されている例えば金属製の第１の
ブッシュ４３が圧入により嵌め付けられていて、Ｏリング４１は、シール保持部１９の軸
方向一方側端に形成された段差部分４５と第１のブッシュ４３とに挟まれて軸方向に位置
決めされている。シール保持部１９では、軸方向他方側は軸方向一方側よりも若干大径に
形成されている。
【００２１】
　特に図５を参照して説明するが、第１のワイヤリテーナー５は、連結部４７と、この連
結部４７の両側（幅方向両側又は幅方向両端）からそれぞれ、互いに平行状態で延びる一
対の係合アーム４９、４９と、を具備するように屈曲形成された例えば金属製の線材で構
成され、連結部４７は、肩部５１、５１を両側に有し、この肩部５１、５１の間で、外側
に膨出するコ字状の指掛け部５３（操作部）を備えている。肩部５１はそれぞれ、係合ア
ーム４９を開きやすくするための、係合アーム４９側の肩部本体５５と、指掛け部５３側
のストッパ部５７と、から構成され、それぞれのストッパ部５７は、指掛け部５３の幅方
向の端あるいは端部から真横外側、すなわち係合アーム４９の延びる方向又は第１のワイ
ヤリテーナー５の取り付け方向と直交して外側に向う方向を向くまで、円弧状に湾曲し、
内側に凸となって延びるように形成されていて、肩部本体５５は、周方向一方側の抜け止
め壁部個所３５と対応するように傾斜し、かつ、抜け止め壁部個所３５と同一又はほぼ同
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一の長さを有している。
【００２２】
　それぞれの係合アーム４９は、肩部５１又は肩部本体５５の先端（指掛け部５３と反対
側端）から直線状に延びる長いアーム本体部５９と、このアーム本体部５９の先端（自由
側端）に、内側に屈曲して形成された抜け止め係合部６１と、から構成され、抜け止め係
合部６１は、周方向他方側の抜け止め壁部個所３７と対応するように傾斜し、かつ、抜け
止め壁部個所３７よりも多少長く形成されていて、アーム本体部５９の長さは、係合スリ
ット２３とほぼ等しく、すなわち一方側スリット部２５の周方向一方側端及び他方側スリ
ット部２７の周方向他方端の間隔とほぼ等しく設定されている。アーム本体部５９、５９
の間隔は、パイプ支持部１７の内径あるいは第１のブッシュ４３の内径又はパイプ体６３
（図４及び図５参照）の外径とほぼ等しくなるように設定されている。
【００２３】
　第１のワイヤリテーナー５は、一方側スリット部２５側（径方向所定側）から取り付け
位置に配置される。第１のワイヤリテーナー５は、抜け止め係合部６１側から、係合アー
ム４９を、一方側スリット部２５内に差し込み、それぞれの肩部本体５５、５５が取り付
け用突出部２１、２１の周方向一方側の抜け止め壁部個所３５、３５と、この抜け止め壁
部個所３５、３５外面に沿って、あるいは沿うようにして接触し、かつ、それぞれのスト
ッパ部５７、５７が取り付け用突出部２１、２１の周方向一方側端壁部３１、３１と当接
し、しかも、それぞれの抜け止め係合部６１、６１が取り付け用突出部２１、２１の周方
向他方側の抜け止め壁部個所３７、３７と、この抜け止め壁部個所３７、３７外面に沿っ
て、あるいは沿うようにして接触し、係合して、第１のクイックコネクタ１のリテーナー
取り付け部１５に取り付けられる。抜け止め係合部６１を抜け止め壁部個所３７に係合さ
せるには、例えば、抜け止め係合部６１が他方側スリット部２７の周方向他端に接近した
時点で、係合アーム４９の差し込みを中断し、抜け止め係合部６１を、例えば先端部（自
由端部）が他方側スリット部２７の外側に位置するように、外側に弾性変形させてから係
合アーム４９の差し込みを再開すればよい。そうすると、抜け止め係合部６１は他方側ス
リット部２７から抜け出て、抜け止め壁部個所３７と引き抜き方向に係合する（引き抜き
抵抗を作用させるように係合する）こととなる。このようにして、第１のワイヤリテーナ
ー５は、ストッパ部５７が取り付け用突出部２１と差し込み方向に係合し（差し込み抵抗
を作用させるように係合し）、抜け止め係合部６１が取り付け用突出部２１と引き抜き方
向に係合した状態で、一対の係合アーム４９、４９によりリテーナー取り付け部１５を挟
み込んで第１のクイックコネクタ１に取り付けられることとなる。一対の係合アーム４９
、４９は、係合スリット２３、２３からコネクタハウジング３内に大きく突出した状態で
入り込んでいる。
【００２４】
　一方側スリット部２５の周方向一端同士の間隔及び他方側スリット部２７の周方向他端
同士の間隔は等しく、パイプ体６３の外径とほぼ等しくなるように設定されているので、
第１のワイヤリテーナー５は、一対の係合アーム４９、４９が、より具体的には一対のア
ーム本体部５９、５９が広がることなく互いに平行に延びている状態で、リテーナー取り
付け部１５に取り付けられる。
【００２５】
　特に図４を参照して説明するが、ゴム製のホース６５は、先端又は軸方向他端が、パイ
プ支持部１７の軸方向一方側端に形成された段差部分６７に接近するように、ホース接続
部７の外周に嵌め付けられ、かつ、締め付けバンド６９により接続部本体１１に締め付け
られていて、十分な抜け止め状態で第１のクイックコネクタ１に接続されている。
【００２６】
　第１のクイックコネクタ１にリテーナー取り付け部１５の軸方向他端開口７１から挿入
されて嵌め付けられたパイプ体６３は、例えば金属製であり、軸方向一方側が、環状係合
突部７３を外周面に有する挿入端部７５として構成された形式のものである。ここでは、
環状係合突部７３の軸方向一方側の環状面は軸方向他方側に向って拡径するテーパ状に形
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成されている。パイプ体６３は、環状係合突部７３の軸方向一方側の環状面が第１のワイ
ヤリテーナー５のアーム本体部５９、５９の間隔を押し広げながら相対的に進行し、第１
のブッシュ４３の軸方向他端に当接して、挿入端部７５が全長にわたってコネクタハウジ
ング３のパイプ挿入部９内に収容されるまで、第１のクイックコネクタ１あるいはコネク
タハウジング３に押し込まれている。環状係合突部７３の軸方向他方側の環状面は、径方
向又は軸直角方向に広がるように形成されているが、環状係合突部７３の軸方向一方側の
環状面が第１のブッシュ４３の軸方向他端に当接したときには、係合スリット２３の軸方
向一端７７と軸方向位置において一致又はほぼ一致しているので、第１のワイヤリテーナ
ー５のアーム本体部５９、５９は、パイプ体６３がコネクタハウジング３のパイプ挿入部
９内に正常に挿入された状態となると、弾性復帰力によりスナップ的に平行状態に復帰し
、パイプ体６３を抜け止めするように環状係合突部７３あるいは環状係合突部７３の軸方
向他方側の環状面とスナップ係合する。
【００２７】
　パイプ体６３の挿入端部７５の軸方向一端は、Ｏリング４１を通過してパイプ支持部１
７内に達していて、パイプ体６３あるいはパイプ体６３の挿入端部７５と第１のクイック
コネクタ１又は第１のコネクタハウジング３との間はＯリング４１により密封され、また
、パイプ体６３の挿入端部７５の環状係合突部７３よりも軸方向一方側は、パイプ支持部
１７及び第１のブッシュ４３により、径方向にガタが生じないように支持されている。な
お、パイプ体６３の環状係合突部７３を係合アーム４９、４９あるいはアーム本体部５９
、５９と確実にスナップ係合させるために、環状係合突部７３の軸方向一方側の環状面が
第１のブッシュ４３と当接したとき、環状係合突部７３の軸方向他方側の環状面が、係合
スリット２３の軸方向一端７７よりも若干軸方向一方側に位置することとなるように構成
しておいてもよい。
【００２８】
　図６は第１のクイックコネクタ１の第１のワイヤリテーナー５の操作方法を説明するた
めの図である。
【００２９】
　パイプ体６３を第１のクイックコネクタ１から外すときは、取り付け位置（図５に示す
位置）に抜け止め又は保持されている第１のワイヤリテーナー５の指掛け部５３に、例え
ば指を掛けて、引き抜き方向あるいは退避方向（取り付け方向と反対側）に引っ張り力（
退避力）を作用させる（図５の矢印Ａ参照）。そうすると、第１のワイヤリテーナー５は
、それぞれの係合アーム４９の抜け止め係合部６１を、取り付け用突出部２１の周方向他
方側の抜け止め壁部個所３７外面上で他方側スリット部２７に向けてスライドさせながら
、退避方向に移動する。取り付け用突出部２１の周方向他方側の抜け止め壁部個所３７は
、退避方向に向って漸次径方向外側に膨出する断面円弧状に形成されているので、係合ア
ーム４９、４９は、第１のワイヤリテーナー５の退避方向への移動にともなって徐々に開
き、第１のワイヤリテーナー５に退避抵抗力を作用させる。この退避抵抗力に抗して第１
のワイヤリテーナー５を引っ張り続けると、抜け止め係合部６１の先端が、周方向他方側
の抜け止め壁部個所３７の周方向中央又は長さ方向中央を通過したあたりで、アーム本体
５９が分断部２９に当接して強く押し付けられ、第１のワイヤリテーナー５をその位置（
退避位置）を越えて退避方向に移動させることができなくなるが、この状態（図６に示す
状態：退避状態）では、係合アーム４９、４９は、パイプ体６３の環状係合突部７３が通
過できる程度に開いている。したがって、係合アーム４９とパイプ体６３の環状係合突部
７３との係合は解除されているので、パイプ体６３を第１のコネクタハウジング３あるい
はパイプ挿入部９から引き抜くことができる。
【００３０】
　そして、第１のワイヤリテーナー５の指掛け部５３から、例えば指を離して退避力を解
除すると、第１のワイヤリテーナー５は、係合アーム４９、４９の平行に戻ろうとする弾
性復帰力により、それぞれの係合アーム４９の抜け止め係合部６１を、取り付け用突出部
２１の周方向他方側の抜け止め壁部個所３７外面又は外周面上で他方側スリット部２７と
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反対側に向けてスライドさせながら、取り付け位置まで自動的に移動する（矢印Ｂ参照）
。
【００３１】
　ところで、第１のワイヤリテーナー５では、コ字状の指掛け部５３の両側がほぼ取り付
け方向に向って延び、この指掛け部５３の両側の先端（両端）にストッパ部５７、５７が
設けられていて、第１のワイヤリテーナー５が取り付け位置に配置されているときには、
ストッパ部５７、５７が取り付け用突出部２１、２１の周方向一方側端壁部３１、３１（
係止部：表面が係止面）と当接した状態となっている。しかも、ストッパ部５７と周方向
一方側端壁部３１とは、第１のワイヤリテーナー５の取り付け方向と直交又はほぼ直交す
る部分同士又は部分間で当接しているので、第１のワイヤリテーナー５の指掛け部５３を
無理に取り付け方向に押し込もうとしたり、指掛け部５３に取り付け方向の外力が作用し
たりしても、第１のワイヤリテーナー５の係合アーム４９、４９が開くといったことはな
い。しかしながら、例えば、肩部５１、５１にストッパ部５７、５７が形成されず、例え
ば、指掛け部５３の両端から肩部本体５５までの間の部分が、取り付け用突出部２１、２
１の周方向一方側端壁部３１、３１から浮き上がっていれば、指掛け部５３の中央に押圧
力が作用したりすると、例えば、浮き上がり個所がコネクタハウジング３側に変形し、肩
部本体５５、５５と取り付け用突出部２１、２１の抜け止め壁部個所３５、３５との接触
個所を支点として、係合アーム４９、４９がテコのように開いてしまう。そうすると、係
合アーム４９、４９とパイプ体６３の環状係合突部７３との係合が解除され、パイプ体６
３が第１のクイックコネクタ１から外れるおそれがある。
【００３２】
　なお、第１のコネクタハウジング３のリテーナー取り付け部１５は、径方向反対側から
でも、第１のワイヤリテーナー５を同様に取り付けることができるような対称形状に形成
されている。
【００３３】
　図７は本発明に係る第２のクイックコネクタにパイプ体６３を接続した状態を示す径方
向に沿った断面図、図８は第２のクイックコネクタの第２のワイヤリテーナーの操作方法
を説明するための図である。
【００３４】
　第２のクイックコネクタ７９は、第１のクイックコネクタ１の第１のワイヤリテーナー
５に代えて第２のワイヤリテーナー８１を用いたものであり、その他の構成は第１のクイ
ックコネクタ１と同様である。また、第２のワイヤリテーナー８１は、第１のワイヤリテ
ーナー５の抜け止め係合部６１の構成を変更したものであり、その他の構成は第１のワイ
ヤリテーナー５と同様である。したがって、同一の構造及び機能を有する部分は、概ね同
一の符号を付して説明を省略する（以下の他の説明部分でも同様）。
【００３５】
　第２のワイヤリテーナー８１の係合アーム８３は、アーム本体部５９と、このアーム本
体部５９の先端に、内側に屈曲して一体的に形成された抜け止め係合部８５と、から構成
されているが、この抜け止め係合部８５は、抜け止め係合部６１と異なり、取り付け用突
出部２１の周方向他方側の抜け止め壁部個所３７と対応するように傾斜し、かつ、抜け止
め壁部個所３７とほぼ同一の長さに屈曲形成された係合本体部８７と、この係合本体部８
７の先端に、外側に屈曲して一体的に形成された、取り付け方向又はアーム本体部５９の
延びる方向に短く延びる保持部８９と、を備えていて、それぞれの抜け止め係合部８５、
８５の係合本体部８７、８７が周方向他方側の抜け止め壁部個所３７、３７と、この抜け
止め壁部個所３７、３７外面に沿って、あるいは沿うようにして接触し、係合して、第２
のワイヤリテーナー８１は第１のコネクタハウジング３に取り付けられる。なお、保持部
８９の屈曲開始端が抜け止め壁部個所３７、３７と接触、係合及びスライドする場合もあ
る。
【００３６】
　第２のワイヤリテーナー８１は、第１のワイヤリテーナー５と同様の方法及び同様の態
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様（抜け止め係合部８５又は係合本体部８７を抜け止め係合部６１と同様に取り扱う）で
、第１のコネクタハウジング３に取り付けられて第２のクイックコネクタ７９を構成する
。また、第２のクイックコネクタ７９には、第１のクイックコネクタ１の場合と同様な方
法及び同様な態様で、パイプ体６３が挿入されて接続される。接続されたパイプ体６３を
第２のクイックコネクタ７９から外すときは、第１のワイヤリテーナー５の場合と同様に
、取り付け位置（図７に示す位置）に保持されている第２のワイヤリテーナー８１に引っ
張り力（退避力）を作用させる（図７の矢印Ａ参照）。そうすると、第２のワイヤリテー
ナー８１は、それぞれの係合アーム８３の係合本体部８７を、取り付け用突出部２１の周
方向他方側の抜け止め壁部個所３７外面上で他方側スリット部２７に向けてスライドさせ
ながら、退避方向に移動し、第１のワイヤリテーナー５の場合と同様に、係合アーム８３
、８３が徐々に開いていく。そして、第２のワイヤリテーナー８１を引っ張り続けると、
アーム本体部５９が分断部２９に当接して強く押し付けられ、第２のワイヤリテーナー８
１をその位置（図８に示す位置：退避位置）を越えて退避方向に移動させることができな
くなるが、この状態（退避状態）では、第１のワイヤリテーナー５と同様に、係合アーム
８３、８３は、パイプ体６３の環状係合突部７３が通過できる程度に開いている。
【００３７】
　また、この退避状態では、抜け止め係合部８５の係合本体部８７の先端は、抜け止め壁
部個所３７から外れて他方側スリット部２７内に落ち込んでいてあるいは落ち込むような
状態となっていて、抜け止め係合部８５の保持部８９が他方側スリット部２７の周方向他
端と取り付け方向に係合している。したがって、第２のワイヤリテーナー８１から退避力
を解除しても、第２のワイヤリテーナー８１は、退避状態に保持される。そして、退避状
態の第２のワイヤリテーナー８１を取り付け位置に復帰させるためには、第２のワイヤリ
テーナー８１を取り付け方向に強く押して、保持部８９を外側に移動させ、抜け止め係合
部８５の係合本体部８７の先端を他方側スリット部２７から抜け止め壁部個所３７外面上
に押し出す。第２のワイヤリテーナー８１は、係合アーム８３、８３の平行に戻ろうとす
る弾性復帰力により、スムーズに取り付け位置まで移動する。
【００３８】
　図９は本発明に係る第３のクイックコネクタにパイプ体６３を接続した状態を示す径方
向に沿った断面図、図１０は第３のクイックコネクタの第３のワイヤリテーナーの操作方
法を説明するための図である。
【００３９】
　第３のクイックコネクタ９１は、第１のクイックコネクタ１の第１のワイヤリテーナー
５に代えて第３のワイヤリテーナー９３を用いたものであり、その他の構成は第１のクイ
ックコネクタ１と同様である。また、第３のワイヤリテーナー９１は、第１のワイヤリテ
ーナー５のアーム本体部５９の先端部の構成を変更したものであり、その他の構成は第１
のワイヤリテーナー５と同様である。
【００４０】
　第３のワイヤリテーナー９３の係合アーム９５、９５はそれぞれ、第１のワイヤリテー
ナー５と同様に、肩部５１又は肩部本体５５の先端から直線状に延びる長いアーム本体部
９７と、このアーム本体部９７の先端に、内側に屈曲して又は傾斜して形成された抜け止
め係合部６１と、から構成されているが、アーム本体部９７は、先端側で、外側に湾曲し
て三角形状に張り出した抜け止め当接部９９を形成していて、この抜け止め当接部９９は
、外側に向かって、例えば比較的急に、湾曲して突出する肩部５１側の部分及び例えば比
較的緩やかに、内側に向かって傾斜して延びる先端側の部分を有し、この先端側の部分の
直線的な延長部分が抜け止め係合部６１を構成している。
【００４１】
　第３のワイヤリテーナー９３は、第１のワイヤリテーナー５と同様の方法及び同様の態
様で、第１のコネクタハウジング３に取り付けられて第３のクイックコネクタ９１を構成
する。なお、第３のワイヤリテーナー９３を取り付けやすくするために、抜け止め係合部
６１を若干短くすることも可能ではある。また、第３のクイックコネクタ９１には、第１
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のクイックコネクタ１の場合と同様な方法及び同様な態様で、パイプ体６３が挿入されて
接続される。接続されたパイプ体６３を第３のクイックコネクタ９１から外すときには、
第１のワイヤリテーナー５の場合と同様に、取り付け位置（図９に示す位置）に保持され
ている第３のワイヤリテーナー９３に引っ張り力（退避力）を作用させる（図９の矢印Ａ
参照）。そうすると、第３のワイヤリテーナー９３は、第１のワイヤリテーナー５と同様
の態様で、退避方向に移動する。そして、抜け止め係合部６１の先端が、周方向他方側の
抜け止め壁部個所３７の周方向中央又は長さ方向中央に差し掛かったあたりで、アーム本
体部９７の抜け止め当接部９９の付け根個所が分断部２９に当接し、第３のワイヤリテー
ナー９３をその位置（図１０に示す位置：退避位置）を越えて退避方向に移動させること
ができなくなるが、この状態（退避状態）では、第１のワイヤリテーナー５と同様に、係
合アーム９５、９５は、パイプ体６３の環状係合突部７３が通過できる程度に開いている
。
【００４２】
　図１１は本発明に係る第４のクイックコネクタにパイプ体６３を接続した状態を示す径
方向に沿った断面図、図１２は第４のクイックコネクタの第４のワイヤリテーナーの操作
方法を説明するための図である。
【００４３】
　第４のクイックコネクタ１０１は、第２のクイックコネクタ７９の第２のワイヤリテー
ナー８１に代えて第４のワイヤリテーナー１０３を用いたものであり、その他の構成は第
２のクイックコネクタ７９と同様である。また、第４のワイヤリテーナー１０３は、第２
のワイヤリテーナー８１のアーム本体部５９の先端部の構成を変更したものであり、その
他の構成は第２のワイヤリテーナー８１と同様である。
【００４４】
　第４のワイヤリテーナー１０３の係合アーム１０５、１０５はそれぞれ、第２のワイヤ
リテーナー８１又は第１のワイヤリテーナー５と同様に、肩部５１又は肩部本体５５の先
端から直線状に延びる長いアーム本体部１０７と、このアーム本体部１０７の先端に、内
側に屈曲して又は傾斜して形成された抜け止め係合部８５と、から構成されているが、ア
ーム本体部１０７は、先端側で、外側に湾曲して三角形状に張り出した抜け止め当接部１
０９を形成していて、この抜け止め当接部１０９は、外側に向かって、例えば比較的急に
、湾曲して突出する肩部５１側の部分及び例えば比較的緩やかに、内側に向かって傾斜し
て延びる先端側の部分を有し、この先端側の部分の延長部分が抜け止め係合部８５を構成
している。
【００４５】
　第４のワイヤリテーナー１０３は、第２のワイヤリテーナー８１と同様の方法及び同様
の態様で、第１のコネクタハウジング３に取り付けられて第４のクイックコネクタ１０１
を構成する。また、第４のクイックコネクタ１０１には、第２のクイックコネクタ７９の
場合と同様な方法及び同様な態様で、パイプ体６３が挿入されて接続される。接続された
パイプ体６３を第４のクイックコネクタ１０１から外すときには、第２のワイヤリテーナ
ー８１の場合と同様に、取り付け位置（図１１に示す位置）に保持されている第４のワイ
ヤリテーナー１０３に引っ張り力（退避力）を作用させる（図１１の矢印Ａ参照）。そう
すると、第４のワイヤリテーナー１０３は、第２のワイヤリテーナー８１と同様の態様で
、退避方向に移動し、アーム本体部１０７の抜け止め当接部１０９の付け根個所が分断部
２９に当接し、第４のワイヤリテーナー１０３をその位置（図１２ａに示す位置：退避位
置）を越えて退避方向に移動させることができなくなるが、この状態（退避状態）では、
第２のワイヤリテーナー８１と同様に、係合アーム１０５、１０５は、パイプ体６３の環
状係合突部７３が通過できる程度に開いている。
【００４６】
　また、この退避状態では、抜け止め係合部８５の係合本体部８７の先端は、周方向他方
側の抜け止め壁部個所３７から外れて他方側スリット部２７内に落ち込んでいてあるいは
落ち込むような状態となっていて、退避力を解除しても、第２のワイヤリテーナー８１と
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同様に、第４のワイヤリテーナー１０３は退避状態に保持される。したがって、第４のワ
イヤリテーナー１０３を取り付け位置に復帰させるためには、第２のワイヤリテーナー８
１と同様に、取り付け方向に強く押すことが必要となる。
【００４７】
　なお、第４のワイヤリテーナー１０３を力任せに引っ張りすぎることにより、万一、抜
け止め係合部８５が他方側スリット部２７内に入り込んでしまっても（図１２ｂの状態）
、パイプ体６３と分断部２９との間の狭い隙間を抜け止め当接部１０９は通過できないの
で、第４のワイヤリテーナー１０３が第１のコネクタハウジング３から強い力で抜き取ら
れてしまうといったことはない。
【００４８】
　図１３は本発明に係る第５のクイックコネクタの斜視図、図１４は第５のクイックコネ
クタの分解斜視図、図１５は第５のクイックコネクタの別の斜視図である。
【００４９】
　第５のクイックコネクタ１１１は、第２のクイックコネクタ７９の第２のワイヤリテー
ナー８１に代えて、例えば金属製の線材で構成された第５のワイヤリテーナー１１３を用
い、この第５のワイヤリテーナー１１３に対応して、第１のコネクタハウジング３及び第
１のブッシュ４３の構成を変更したものであり、その他の構成は第２のクイックコネクタ
７９と同様である。
【００５０】
　第５のワイヤリテーナー１１３の連結部１１５の両側からそれぞれ、互いに平行状態で
延びる一対の係合アーム１１７、１１７は、アーム本体部５９と、このアーム本体部５９
の先端に、内側に屈曲して一体的に形成された抜け止め係合部１１９と、から構成されて
いる。連結部１１５は、肩部１２１、１２１を両側に有し、この肩部１２１、１２１の間
で、指掛け部１２３（第２のワイヤリテーナー８１の指掛け部５３とほぼ同一の形状）を
備えているが、肩部１２１はそれぞれ、第２のワイヤリテーナー８１の肩部５１とは異な
り、指掛け部１２３から係合アーム１１７まで、抜け止め壁部個所３５と対応するように
傾斜してほぼ直線状に形成されている。しかしながら、第５のワイヤリテーナー１１３の
連結部１１５を、第２のワイヤリテーナー８１の連結部４７と同一に構成することもでき
る。係合アーム１１７の抜け止め係合部１１９は、取り付け用突出部２１の周方向他方側
の抜け止め壁部個所３７と対応するように傾斜し、かつ、抜け止め壁部個所３７とほぼ同
一の長さに形成された内側に屈曲している係合本体部１２５（第２のワイヤリテーナー８
１の係合本体部８７とほぼ同一の形状）と、この係合本体部１２５の先端に、軸方向一方
側に屈曲して一体的に形成された軸方向一方側（ほぼ軸方向一方側）に延びる軸方向部１
２７と、を備えていて、それぞれの抜け止め係合部１１９、１１９の係合本体部１２５、
１２５が周方向他方側の抜け止め壁部個所３７、３７と、この抜け止め壁部個所３７、３
７外面に沿って、あるいは沿うようにして接触し、係合して、第５のワイヤリテーナー１
１３は第２のコネクタハウジング１２９に取り付けられる。第５のワイヤリテーナー１１
３のその他の構成は第２のワイヤリテーナー８１と同様である。なお、軸方向部１２７の
屈曲開始端が抜け止め壁部個所３７と接触、係合及びスライドする場合もある。
【００５１】
　第５のクイックコネクタ１１１の第２のコネクタハウジング１２９では、一方側スリッ
ト部２５の周方向一端部に、この周方向一端部に連続して、軸方向一方側に短く延びるス
リット状あるいは長方形状等の四角形状の一方側出入り口（入り口）１３１が形成され、
また、他方側スリット部２７の周方向他端部にも、この周方向他端部に連続して、軸方向
一方側に短く延びるスリット状あるいは長方形状等の四角形状の他方側出入り口（出口）
１３３が形成されているが、第２のコネクタハウジング１２９のその他の構成は第１のコ
ネクタハウジング３と同様である。
【００５２】
　第５のクイックコネクタ１１１に用いられている例えば金属製の第２のブッシュ１３５
は、第１のブッシュ４３の軸方向他方側に、パイプ体６３の環状係合突部７３を受け取る
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ための受け取り部１３７を一体的に有して形成されていて、受け取り部１３７の内周面は
、環状係合突部７３の軸方向一方側のテーパ状環状面と対応するように、軸方向他方側に
向かって拡径するテーパ状に形成されている。受け取り部１３７の径方向対称位置には、
軸方向他方側に多少突出する閉塞部分１３９が一体的に形成されていて、それぞれの閉塞
部分１３９は、取り付け用突出部２１に対応する周方向長さを有している。閉塞部分１３
９の内面は、受け取り部１３７の内周面を延長するようにして形成されていて、第２のブ
ッシュ１３５の外周面は、第２のコネクタハウジング１２９の対応する内周面個所の形状
と一致するように形成されているが、取り付け用突出部２１内に入り込む部分の周方向中
央個所（中間の個所）はそれぞれ、切り取られて通過部１４１を形成している。したがっ
て、第２のブッシュ１３５を第２のコネクタハウジング１２９に嵌め付けると、一方側ス
リット部２５の一方側出入り口１３１及び他方側スリット部２７の他方側出入り口１３３
が、取り付け用突出部２１、２１の内周面又は内面と接触状態となっている閉塞部分１３
９の外周面又は外周で、全体的に又は部分的に塞がれるように構成されている。それゆえ
、第５のクイックコネクタ１１１では、第２のブッシュ１３５を第２のコネクタハウジン
グ１２９から取り外さない限り、第５のワイヤリテーナー１１３が第２のコネクタハウジ
ング１２９から外れるといったことはない。
【００５３】
　このような構成の第５のクイックコネクタ１１１を組み立てるには、まず、第２のコネ
クタハウジング１２９に第５のワイヤリテーナー１１３を一方側スリット部２５側（径方
向所定側）から取り付ける。第５のワイヤリテーナー１１３の取り付けは、抜け止め係合
部１１９の軸方向部１２７を、一方側スリット部２５の一方側出入り口１３１から第２の
コネクタハウジング１２９内に差し込み、他方側スリット部２７の他方側出入り口１３３
から外側に突出させるが、第２のワイヤリテーナー８１とほぼ同様の方法及び態様で行わ
れる。そして、軸方向部１２７が他方側出入り口１３３に入り込む直前まで、第５のワイ
ヤリテーナー１１３を退避方向に移動させた状態（図１４に示す状態、第５のワイヤリテ
ーナー１１３のほぼ同一の開き状態を示す図１７も参照）で、第２のブッシュ１３５を第
２のコネクタハウジング１２９内に押し込む。第５のワイヤリテーナー１１３のアーム本
体部５９、５９の間隔、あるいは、第２のコネクタハウジング１２９内に突出しているア
ーム本体部５９、５９部分の間隔は、第２のブッシュ１３５の通過部１４１、１４１の間
隔とほぼ等しいように、あるいは通過部１４１，１４１の間隔よりも多少大きくなるよう
に広がっているので（第１のブッシュ部分４３の外縁にかぶさらないようにあるいはオー
バーラップしないように広がっているので）、すなわち、係合アーム１１７、１１７又は
アーム本体部５９、５９が、第２のブッシュ１３５の通過を許容するように開いているの
で、あるいは、係合アーム１１７、１１７又はアーム本体部５９、５９が、第２のブッシ
ュ１３５の通過部１４１、１４１及び第１のブッシュ部分４３の通過を許容するように開
いているので、第２のブッシュ１３５を、第５のワイヤリテーナー１１３を通過させて、
シール保持部１９内に圧入することができる。
【００５４】
　図１６は第５のクイックコネクタ１１１にパイプ体６３を接続した状態を示す径方向に
沿った断面図、図１７は第５のクイックコネクタ１１１の第５のワイヤリテーナー１１３
の操作方法を説明するための図である。
【００５５】
　第５のワイヤリテーナー１１３は、すでに述べたように、抜け止め係合部１１９、１１
９の係合本体部１２５、１２５が第２のコネクタハウジング１２９の周方向他方側の抜け
止め壁部個所３７、３７と係合するように、第２のコネクタハウジング１２９に取り付け
られている。
【００５６】
　第５のクイックコネクタ１１１には、第２のクイックコネクタ７９の場合と同様な方法
及び同様な態様で、パイプ体６３が挿入されて接続される。接続されたパイプ体６３を第
５のクイックコネクタ１１１から外すときは、第２のワイヤリテーナー８１の場合と同様
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に、取り付け位置（図１６に示す位置）に保持されている第５のワイヤリテーナー１１３
に引っ張り力（退避力）を作用させる（図１６の矢印Ａ参照）。そうすると、第５のワイ
ヤリテーナー１１３は、それぞれの係合アーム１１７の係合本体部１２５を、取り付け用
突出部２１の周方向他方側の抜け止め壁部個所３７外面上で他方側スリット部２７に向け
てスライドさせながら、退避方向に移動し、第２のワイヤリテーナー８１の場合と同様に
、係合アーム１１７、１１７が徐々に開いていく。そして、第５のワイヤリテーナー１１
３を引っ張り続けると、アーム本体部５９が分断部２９に当接して強く押し付けられ、第
５のワイヤリテーナー１１３をその位置（図１７に示す位置：退避位置）を越えて退避方
向に移動させることができなくなるが、この状態（退避状態）では、第２のワイヤリテー
ナー８１と同様に、係合アーム１１７、１１７は、パイプ体６３の環状係合突部７３が通
過できる程度に開いている。ここでは、軸方向部１２７は、取り付け用突出部２１の周方
向他方側の抜け止め壁部個所３７外面から若干浮き上がるように形成されているが（より
具体的には、軸方向部１２７の屈曲開始端は抜け止め壁部個所３７外面と接触、係合及び
スライドする場合がある）、軸方向部１２７全体が抜け止め壁部個所３７外面上をスライ
ドするように構成してもよい。なお、第１のワイヤリテーナー５、第２のワイヤリテーナ
ー８１、第３のワイヤリテーナー９３及び第４のワイヤリテーナー１０３についての図面
では、退避位置で、係合アーム４９、８３、９５、１０５が、第１のブッシュ４３の外縁
に若干かぶさる個所があるように示されているが、こういった構成が可能である反面、も
ちろん第５のワイヤリテーナー１１３と同様に、退避位置で、係合アーム４９、８３、９
５、１０５が、第１のブッシュ４３の外縁にかぶさらないように構成することもできる。
【００５７】
　また、この退避状態では、抜け止め係合部１１９の係合本体部１２５の先端は、抜け止
め壁部個所３７から外れて他方側スリット部２７内に落ち込みあるいは落ち込むような状
態となっている。他方側出入り口１３３は、第２のブッシュ１３５の閉塞部分１３９の外
周面又は外面によって塞がれているので、軸方向部１２７が第２のコネクタハウジング１
２９内に入り込んでしまうといったことはないが、軸方向部１２７（軸方向部１２７の屈
曲開始端又は屈曲開始端側）は他方側スリット部２７及び他方側出入り口１３３の周方向
他端又は他方側スリット部２７の周方向他端と取り付け方向に係合している（軸方向部１
２７は、例えば、先端に向かって外側に傾斜している）。したがって、第５のワイヤリテ
ーナー１１３から退避力を解除しても、第５のワイヤリテーナー１１３は、退避状態に保
持される。そして、退避状態の第５のワイヤリテーナー１１３を取り付け位置に復帰させ
るためには、第５のワイヤリテーナー１１３を取り付け方向に強く押して、抜け止め係合
部１１９の軸方向部１２７を他方側スリット部２７及び他方側出入り口１３３又は他方側
スリット部２７から抜け止め壁部個所３７外面上又は方向に押し出す。あるいは、軸方向
部１２７を外側に移動させ、抜け止め係合部１１９の係合部本体１２５の先端を他方側ス
リット部２７から抜け止め壁部個所３７外面上に押し出す。第５のワイヤリテーナー１１
３は、係合アーム１１７、１１７の平行に戻ろうとする弾性復帰力により、スムーズに取
り付け位置まで移動する。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明のクイックコネクタは、自動車配管等で超耐熱エアホースに適用されるなどして
確実な接続機能を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係る第１のクイックコネクタの斜視図である。
【図２】第１のクイックコネクタの断面図である。
【図３】第１のクイックコネクタの別の断面図である。
【図４】第１のクイックコネクタにゴム製のホース及びパイプ体を接続した状態を示す軸
方向に沿った断面図である。
【図５】第１のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向に沿った断面図
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【図６】第１のクイックコネクタの第１のワイヤリテーナーの操作方法を説明するための
図である。
【図７】本発明に係る第２のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向に
沿った断面図である。
【図８】第２のクイックコネクタの第２のワイヤリテーナーの操作方法を説明するための
図である。
【図９】本発明に係る第３のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向に
沿った断面図である。
【図１０】第３のクイックコネクタの第３のワイヤリテーナーの操作方法を説明するため
の図である。
【図１１】本発明に係る第４のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向
に沿った断面図である。
【図１２】第４のクイックコネクタの第４のワイヤリテーナーの操作方法を説明するため
の図である。
【図１３】本発明に係る第５のクイックコネクタの斜視図である。
【図１４】第５のクイックコネクタの分解斜視図である。
【図１５】第５のクイックコネクタの別の斜視図である。
【図１６】第５のクイックコネクタにパイプ体を接続した状態を示す径方向に沿った断面
図である。
【図１７】第５のクイックコネクタの第５のワイヤリテーナーの操作方法を説明するため
の図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１、７９、９１、１０１、１１１　　　クイックコネクタ
　３、１２９　　　　　　　　　　　　　コネクタハウジング
　５、８１、９３、１０３、１１３　　　ワイヤリテーナー
　７　　　　　　　　　　　　　　　　　ホース接続部
　２３　　　　　　　　　　　　　　　　係合スリット
　２５　　　　　　　　　　　　　　　　一方側スリット部
　２７　　　　　　　　　　　　　　　　他方側スリット部
　４９、８３、９５、１０５、１１７　　係合アーム
　６３　　　　　　　　　　　　　　　　パイプ体
　７３　　　　　　　　　　　　　　　　環状係合突部
　７５　　　　　　　　　　　　　　　　挿入端部
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【図１５】 【図１６】
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