
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タブ端子を収容し、ロックビークを有する雄コネクタハウジングと、
前記タブ端子に電気的に接続されるタブ受端子を収容し、前記雄コネクタハウジングに嵌
合される際に、前記ロックビークを乗り越える可撓ロックアームを有する雌コネクタハウ
ジングと、
前記雌雄コネクタハウジング相互の嵌合方向に沿ってスライド移動可能に該雌コネクタハ
ウジングに装着され、嵌合初期状態に前記雌コネクタハウジングの前記可撓ロックアーム
に係止して該雌コネクタハウジングの移動を阻止し、前記雌雄コネクタハウジングの完全
嵌合状態に前記雌コネクタハウジングの可撓ロックアームへの係止を解除することにより
雌コネクタハウジングをスライド移動可能にする可撓係止アームを有し、スライド移動の
可否によって雌雄コネクタハウジング相互の中途嵌合状態を検知する嵌合検知部材と、を
備えた半嵌合防止コネクタであって、

完全嵌合状態にある際に係止され、 可撓ロックアームが
撓むのに伴い、前記雌コネクタハウジングが完全嵌合状態から嵌合初期位置に移動する際
に、係止状態が解除される第１ロック機構と、
前記雌コネクタハウジングが嵌合初期位置にある際に、前記可撓ロックアームが撓むのに
伴い、前記雄コネクタハウジングの前記雌コネクタハウジングからの離脱を許容する第２
ロック機構と、を備え、
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前記雌コネクタハウジングが 前記

前記第１ロック機構は、前記雌コネクタハウジングに形成された検知部材係止部と、



ことを特徴とする半嵌合防止
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、一組の雌雄コネクタハウジング相互を嵌合させた際に、雌コネクタハウジング
に装着された嵌合検知部材の適正嵌合検知位置へのスライド移動の可否によって、雌雄コ
ネクタハウジング相互の中途嵌合状態を検知する半嵌合防止コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半嵌合防止コネクタとして、例えば、下記特許文献１等に開示されたものが知られ
ている。図９に示したように、従来の半嵌合防止コネクタ５０を構成する雌雄コネクタ６
０，７０の内、雄コネクタ６０は合成樹脂製のホルダ８１を介して突出した待機状態でド
アパネルに取り付けられるようになっている。このホルダ８１から突出待機した雄コネク
タ６０には、雌コネクタ７０を嵌脱自在にしてある。
【０００３】
ホルダ８１は、上下壁８２ａ，８２ｂ及び左右側壁８２ｃ，８２ｄより略四角筒状に形成
された筒体８２と、この筒体８２の下壁８２ｂ側より一体突出形成された取付ブラケット
８３とで構成されている。
また、筒体８２の左右側壁８２ｃ，８２ｄの中央には各一対のスリット８４，８４が形成
されていると共に、該各一対のスリット８４，８４間にはＬ字状の可撓性アーム８５が一
体突出形成されている。一対の可撓性アーム８５，８５の先端内側には断面台形状の突起
８６が一体突出形成されており、該各突起８６の後部にはテーパ面が形成されている。
【０００４】
ホルダ８１の筒体８２の上下壁８１ａ，８１ｂの内面の前縁側中央には、雄コネクタ６０
の前方の突出量を規制する一対のストッパ８７，８７が一体突出形成されている。
そして、ホルダ８１の筒体８２と雄コネクタ６０のフード６１との間の全周にクリアラン
スが設けられており、該ホルダ８１の筒体８２内に雄コネクタ６０のフード６１がスライ
ド自在に支持されている。即ち、雄コネクタ６０と雌コネクタ７０の嵌合完了時に当該雌
雄コネクタ６０，７０が嵌合完了状態でホルダ８１の筒体８２に対してドアパネル側の下
側にスライド自在になるように構成されている。
【０００５】
雄コネクタ６０は、雌端子を収容する複数の端子収容室６２ａを備えたハウジング６２と
、このハウジング６２を覆うフード６１とで構成されている。このハウジング６２の基部
はフード６１の基部に芯出しされた状態で圧入等により組み付けられている。フード６１
は上下壁及び左右側壁より略四角筒状に形成されていて、ホルダ８１及び雌コネクタ７０
のガイドとして機能するようになっている。
このフード６１の左右側壁の中央には各一対のスリットが形成されており、該各一対のス
リット間にはホルダ８１の各可撓性アーム８５の突起８６に係止及び離脱される係合孔６
７を有する逆コ字状の可撓性係止片６８が一体形成されている。この各可撓性係止片６８
の幅はホルダ８１の各可撓性アーム８５の突起８６の幅よりも大きくなるように設定され
ており、該各可撓性係止片６８はホルダ８１の筒体８２の各可撓性アーム８５の近傍の左
右側壁８２ｃ，８２ｄに当接自在になっている。
【０００６】
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前記嵌合検知部材に形成され、前記雌コネクタハウジングが完全嵌合状態にあるときに、
前記検知部材係止部に係合可能な係合部と、
前記嵌合検知部材に形成され完全嵌合状態で前記可撓ロックアームの撓み量を規制する解
除規制用リブと、からなり、
前記第２ロック機構は、前記解除規制用リブと、前記解除規制用リブに対応して前記可撓
ロックアームに形成され完全嵌合状態で前記解除規制用リブを収容可能であり前記可撓ロ
ックアームを撓み変形可能にするリブ逃げ凹部と、からなる



ホルダ８１の各可撓性アーム８５の突起８６と雄コネクタ６０のフード６１の各可撓性係
止片６８の係合孔６７との係止時に、雄コネクタ６０はホルダ８１より所定長突出して、
雌コネクタ７０が嵌合されるのを待機するようになっている。即ち、ホルダ８１の各可撓
性アーム８５の突起８６と雄コネクタ６０のフード６１の各可撓性係止片６８の係合孔６
７との係止によりホルダ８１に対する雄コネクタ６０の後退動が規制され、この係止時の
雄コネクタ６０の突出待機状態が雌雄コネクタ６０，７０の嵌脱作業位置となっている。
【０００７】
雌コネクタ７０は、基部７１側が雄端子を収容する複数の端子収容室７１ａを備えたブロ
ック状になっていると共に、前側が基部７１より一体突出形成されて各雄端子を露出させ
た四角筒状のフード部７２になっている。この雌コネクタ７０のフード部７２が雌雄コネ
クタ６０，７０の嵌合時に雄コネクタ６０のハウジング６２とフード６１との間に挿入さ
れて雌雄コネクタ６０，７０の各端子相互が電気的に接続されるようになっている。
【０００８】
また、雌コネクタ７０のフード部７２の両側外面の前側中央には、ホルダ８１の各可撓性
アーム８５の突起８６と雄コネクタ６０の各可撓性係止片６８の係合孔６７の係止状態を
保持する保持手段及び雌雄コネクタ６０，７０の嵌合完了時及び離脱時にホルダ８１の各
可撓性アーム８５の突起８６と雄コネクタ６０の各可撓性係止片６８の係合孔６７の係止
状態を解除する保持解除手段を兼ねた突起７３が一体突出形成されている。この各突起７
３は略三角柱状に形成してあり、その前側がテーパ面７３ａになっていると共に、後側も
テーパ面７３ｂになっている。
【０００９】
このような半嵌合防止コネクタ５０において、雄コネクタ６０に雌コネクタ７０が嵌合さ
れる嵌合初期状態の雄コネクタ６０の突出待機状態は、ホルダ８１の各可撓性アーム８５
の突起８６と雄コネクタ６０の各可撓性係止片６８の係合孔６７の係止状態により保持さ
れる。そして、雄コネクタ６０に雌コネクタ７０が嵌合される嵌合途中において、雌コネ
クタ６０の各突起７３の押圧力により雄コネクタ６０の各可撓性係止片６８が外側に弾性
変形し、ホルダ８１の各可撓性アーム８５の突起８６と雄コネクタ６０の各可撓性係止片
６８の係合孔６７との係止状態がより確実に維持される。
そして、雌雄コネクタ６０，７０の嵌合が完了すると、雌コネクタ７０の各突起７３が雄
コネクタ６０の各可撓性係止片６８の係合孔６７内に入ることにより、上記係止状態は解
除されて、嵌合完了した雌雄コネクタ６０，７０はホルダ８１内を共に下方にスライドす
る。このスライドが完了すると、ドアトリムのスイッチ取付孔内に取り付けされたスイッ
チは板バネの弾性付勢力によりロックされ、ドアパネルへのスイッチユニットの取り付け
が完了する。
【００１０】
【特許文献１】
特開平１１－  ６７３４８号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の半嵌合防止コネクタ５０では、雌コネクタ７０の各突起７３を
雄コネクタ６０の各可撓性係止片６８の係合孔６７から抜き出すことによって、雌雄コネ
クタ６０，７０を離脱させた際に、雄コネクタ６０が突出待機状態になるとは言えず、雌
雄コネクタ６０，７０を再嵌合する際に、雄コネクタ６０の突出待機状態が保障されない
。そのため、作業者が雄コネクタ６０を突出待機状態にさせなければならず、作業性の悪
化が避けられないという問題があった。
【００１２】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、再嵌合時におけ
る嵌合前状態の保障を図ることができるとともに作業性の大幅な向上を図ることができる
半嵌合防止コネクタを提供することにある。
【００１３】
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【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１記載の半嵌合防止コネクタは、タブ端子を収容し、ロックビークを有
する雄コネクタハウジングと、前記タブ端子に電気的に接続されるタブ受端子を収容し、
前記雄コネクタハウジングに嵌合される際に、前記ロックビークを乗り越える可撓ロック
アームを有する雌コネクタハウジングと、前記雌雄コネクタハウジング相互の嵌合方向に
沿ってスライド移動可能に該雌コネクタハウジングに装着され、嵌合初期状態に前記雌コ
ネクタハウジングの前記可撓ロックアームに係止して該雌コネクタハウジングの移動を阻
止し、前記雌雄コネクタハウジングの完全嵌合状態に前記雌コネクタハウジングの可撓ロ
ックアームへの係止を解除することにより雌コネクタハウジングをスライド移動可能にす
る可撓係止アームを有し、スライド移動の可否によって雌雄コネクタハウジング相互の中
途嵌合状態を検知する嵌合検知部材と、を備えた半嵌合防止コネクタであって、

完全嵌合状態にある際に係止され、 可撓ロックアームが撓むのに
伴い、前記雌コネクタハウジングが完全嵌合状態から嵌合初期位置に移動する際に、係止
状態が解除される第１ロック機構と、前記雌コネクタハウジングが嵌合初期位置にある際
に、前記可撓ロックアームが撓むのに伴い、前記雄コネクタハウジングの前記雌コネクタ
ハウジングからの離脱を許容する第２ロック機構と、を備え、

ことを特徴とする。
【００１４】
前記構成の半嵌合防止コネクタによれば、第１ロック機構により、雌コネクタハウジング
が完全嵌合状態にある際に係止され、可撓ロックアームが撓むのに伴い、雌コネクタハウ
ジングが完全嵌合状態から嵌合初期位置に移動する際に係止状態が解除される。また、第
２ロック機構により、雌コネクタハウジングが嵌合初期位置にある際に、可撓ロックアー
ムが撓むのに伴い、雄コネクタハウジングの雌コネクタハウジングからの離脱が許容され
る。
したがって、雌コネクタハウジングは、完全嵌合状態から、嵌合前状態である嵌合初期位
置に確実に復帰されるので、再嵌合する際における雌コネクタハウジングの嵌合初期位置
が保障される。また、解除された半嵌合防止コネクタに対して、作業者が雌コネクタハウ
ジングを嵌合初期位置に手動で移動させる必要がないので、再嵌合時における嵌合前状態
の保障を図ることができるとともに、作業性の大幅な向上を図ることができる。
【００１６】
　 前記構成の半嵌合防止コネクタによれば、雌コネクタハウジングが完全嵌合状態
にある際に、可撓ロックアームが撓むと、嵌合検知部材の係合部に係合していた雌コネク
タハウジングの検知部材係止部が解除されることによって、雌コネクタハウジングの嵌合
初期位置への移動が許容される。このとき、可撓ロックアームが嵌合検知部材の解除規制
用リブにより撓み量を小さく規制されることにより、雄コネクタハウジングに対する係止
状態を解除できない。
【００１７】
そして、嵌合初期位置にある雌コネクタハウジングに対し可撓ロックアームが再度撓むの
に伴い、可撓ロックアームが嵌合検知部材の解除規制用リブにより撓み量を大きく規制さ
れることにより、雄コネクタハウジングのロックビークが可撓ロックアームから離脱して
嵌合状態が解除される。
したがって、雌コネクタハウジングは、完全嵌合状態から嵌合前状態に確実に復帰される
ので、再嵌合する際における雌コネクタハウジングの嵌合初期状態が保障される。また、
解除された半嵌合防止コネクタに対して、作業者が雌コネクタハウジングを嵌合初期位置
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前記雌コ
ネクタハウジングが 前記

前記第１ロック機構は、前
記雌コネクタハウジングに形成された検知部材係止部と、前記嵌合検知部材に形成され、
前記雌コネクタハウジングが完全嵌合状態にあるときに、前記検知部材係止部に係合可能
な係合部と、前記嵌合検知部材に形成され完全嵌合状態で前記可撓ロックアームの撓み量
を規制する解除規制用リブと、からなり、前記第２ロック機構は、前記解除規制用リブと
、前記解除規制用リブに対応して前記可撓ロックアームに形成され完全嵌合状態で前記解
除規制用リブを収容可能であり前記可撓ロックアームを撓み変形可能にするリブ逃げ凹部
と、からなる

また、



に手動で移動させる必要がないので、再嵌合時における嵌合前状態の保障を図ることがで
きるとともに作業性の大幅な向上を図ることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の半嵌合防止コネクタの一実施形態を図１乃至図８に基づいて詳細に説明す
る。図１は本発明の半嵌合防止コネクタに用いられる雌コネクタハウジングの外観斜視図
、図２は図１に示す雌コネクタハウジングの正面図、図３は本発明の半嵌合防止コネクタ
に用いられる嵌合検知部材の外観斜視図、図４は本発明の半嵌合防止コネクタの嵌合状態
の断面図、図５～図８は図４に示す嵌合状態から嵌合解除動作を行なう際の各部の動きを
説明する断面図である。
【００１９】
本実施形態の半嵌合防止コネクタ１０は、可撓ロックアーム２１を有する雌コネクタハウ
ジング２０と、可撓係止アーム３１を有する嵌合検知部材３０と、から構成されており、
雌コネクタハウジング２０と嵌合検知部材３０との間にロックビーク４１を有する雄コネ
クタハウジング４０が嵌合される。
【００２０】
図１及び図４に示すように、雌コネクタハウジング２０は、略円筒形状を成すハウジング
本体２２を備えており、ハウジング本体２２内に一対のタブ受端子２３，２３を収容保持
する端子収容室２４，２４が形成されている。ハウジング本体２２には、前方よりオーリ
ング２５を介してフロントホルダ２６が装着される。ハウジング本体２２の側部には、２
対のガイド突起２７，２７が突設されている。
【００２１】
可撓ロックアーム２１は、ハウジング本体２２の上面に配されており、ハウジング本体２
２の上面の略中央に立設された支柱部２８の上端に、ハウジング本体２２の嵌合方向及び
反嵌合方向に沿って支柱部２８の前後に延びており、支柱部２８を支点としてシーソー式
に変位可能なように構成されている。
【００２２】
可撓ロックアーム２１における嵌合方向の先端側には、係止孔２１ａが形成されている。
係止孔２１ａには、雌コネクタハウジング２０が嵌合初期位置にあるときに、嵌合検知部
材３０に備えた可撓係止アーム３１が上方より嵌入される。また、係止孔２１ａには、雌
コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にあるときに、雄コネクタハウジング４０のロッ
クビーク４１が下方より嵌入される。
【００２３】
可撓ロックアーム２１における嵌合方向の基端側には、第１ロック機構の一部を構成する
一対の検知部材係止部２１ｂ，２１ｂが突出形成されている。検知部材係止部２１ｂ，２
１ｂは、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にある際に、嵌合検知部材３０に形成
された一対の係合部３３，３３に係止される。これにより、雌コネクタハウジング２０を
完全嵌合位置に保持してスライド移動を規制する機能を持つことになる。
また、検知部材係止部２１ｂ，２１ｂは、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にあ
る際に、可撓ロックアーム２１の反係止孔２１ａ側に配された押圧部２１ｃが下方に向け
て押圧されたとき、嵌合検知部材３０の係合部３３，３３から離脱される。これにより、
雌コネクタハウジング２０の初期位置に向けたスライド移動を許容する機能を持つことに
なる。
【００２４】
可撓ロックアーム２１の側部には、第２ロック機構の一部を構成する一対のリブ逃げ凹部
２１ｄ，２１ｄが形成されている。リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄは、可撓ロックアーム２
１の予め定められた位置に可撓ロックアーム２１の長さ方向に沿って配されている。
リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄは、雌コネクタハウジング２０が初期位置にある際に、可撓
ロックアーム２１の押圧部２１ｃが下方に向けて押圧されたとき、嵌合検知部材３０に形
成された解除規制用リブ３６，３６を収容することによって、可撓ロックアーム２１の撓
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み量を大きくして、係止孔２１ａに係止している雄コネクタハウジング４０のロックビー
ク４１を係止孔２１ａから離脱させる機能を持っている。
【００２５】
リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄは、雌コネクタハウジング２０が初期位置にある際にのみ嵌
合検知部材３０の解除規制用リブ３６，３６を収容するように、解除規制用リブ３６，３
６に対応して配されている。そのため、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にある
と、可撓ロックアーム２１は、リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄが解除規制用リブ３６，３６
に対応配置されないので、雌コネクタハウジング２０の完全嵌合位置で可撓ロックアーム
２１の押圧部２１ｃが下方に向けて押圧されたとしても、リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄの
形成されない部分である可撓ロックアーム２１の上面が解除規制用リブ３６，３６に衝突
する。
これにより、可撓ロックアーム２１の撓み量が小さく規制され、雄コネクタハウジング４
０のロックビーク４１を係止孔２１ａから係止離脱させることができないようになる。
【００２６】
図２に示すように、リブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄは、可撓ロックアーム２１の上面から下
方に下がって形成されている。また、検知部材係止部２１ｂ，２１ｂは、可撓ロックアー
ム２１の基端部に、小突起状に形成されている。
【００２７】
図３に示すように、嵌合検知部材３０には、略筒状の検知部材本体３２を備えており、検
知部材本体３２が雌コネクタハウジング２０の外周に嵌合してハウジング本体２２の周囲
を覆う。ハウジング本体２２の後端部には、第１ロック機構の一部を構成する一対の係合
部３３，３３が形成されている。
検知部材本体３２の内周面には、雌コネクタハウジング２０のガイド突起２７，２７に対
応したガイド受３４，３４が形成されている。ガイド受３４，３４には、ガイド突起２７
，２７が挿入されるため、雌コネクタハウジング２０及び嵌合検知部材３０の相互のスラ
イド移動が位置ずれすることなく円滑に行なわれる。
【００２８】
可撓係止アーム３１は、検知部材本体３２の上部に略コ字形状に突設された天部３５に図
３中上下方向に可撓可能に配されている。天部３５の内周部には、第１ロック機構及び第
２ロック機構の一部を構成する一対の解除規制用リブ３６，３６が形成されている。解除
規制用リブ３６，３６は、天部３５の予め定められた位置において天部３５の長さ方向に
沿って配されている。
解除規制用リブ３６，３６は、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にあるときに、
可撓ロックアーム２１の撓み量を小さく規制し、これに反して、雌コネクタハウジング２
０が初期位置にあるときに、可撓ロックアーム２１のリブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄ内に収
容されることによって可撓ロックアーム２１の撓み量を大きく変更する。
【００２９】
次に、図４～図８を用いて、半嵌合防止コネクタ１０における嵌合状態から嵌合解除動作
を行なう際の各部の動きを説明する。
図４に示すように、雌雄コネクタハウジング２０，４０が嵌合状態では、雌コネクタハウ
ジング２０が完全嵌合位置にあり、可撓ロックアーム２１の係止孔２１ａ内に雄コネクタ
ハウジング４０のロックビーク２１が嵌入され、嵌合検知部材３０の可撓係止アーム３１
が可撓ロックアーム２１の外端部に係止されている。
また、雌コネクタハウジング２０の検知部材係止部２１ｂ，２１ｂは、嵌合検知部材３０
の係合部３３，３３に係止されることにより、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置
に保持されている。そして、雄コネクタハウジング４０に収容されているタブ端子４２，
４２は雌コネクタハウジング２０内のタブ受端子２３，２３に電気的に接続されている。
【００３０】
図５に示すように、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位置にある状態では、可撓ロッ
クアーム２１の押圧部２１ｃが下方に向けて押圧されると、可撓ロックアーム２１が撓み
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、検知部材係止部２１ｂ，２１ｂが係合部３３，３３から係止離脱する。このとき、可撓
係止アーム３１が可撓ロックアーム２１の外端部から離脱されるため、雌コネクタハウジ
ング２０の嵌合検知部材３０との係止状態が解除される。
しかし、可撓ロックアーム２１は、リブ逃げ凹部２１ｂ，２１ｂが嵌合検知部材３０の解
除規制用リブ３６，３６に対応配置されないので、上面が解除規制用リブ３６，３６に衝
突して、撓み量が小さく規制され、雄コネクタハウジング４０のロックビーク４１を係止
孔２１ａから離脱させることができない。
【００３１】
図６に示すように、可撓ロックアーム２１への押圧により、雄コネクタハウジング４０の
ロックビーク４１が係止孔２１ａから離脱されないまま、検知部材係止部２１ｂ，２１ｂ
が係合部３３，３３から離脱する。このとき、可撓係止アーム３１が可撓ロックアーム２
１の外端部から離脱されるため、嵌合検知部材３０が図６中の右方向にスライド移動され
、雌コネクタハウジング２０は、嵌合検知部材３０の端部からフロントホルダ２５が突出
する初期位置に設定される。
【００３２】
図７に示すように、雄コネクタハウジング４０のロックビーク４１が係止孔２１ａから離
脱されないまま、雌コネクタハウジング２０が初期位置に設定されたところで、可撓ロッ
クアーム２１が再度押圧される。このとき、可撓ロックアーム２１のリブ逃げ凹部２１ｄ
，２１ｄが嵌合検知部材３０の解除規制用リブ３６，３６に対応して配置されるため、リ
ブ逃げ凹部２１ｄ，２１ｄに解除規制用リブ３６，３６が収容される。
これにより、可撓ロックアーム２１の撓み量が大きく変更され、係止孔２１ａに係止して
いる雄コネクタハウジング４０のロックビーク４１が係止孔２１ａから係止離脱される。
【００３３】
図８に示すように、雌コネクタハウジング２０が初期位置に設定された後に、可撓ロック
アーム２１が再度押圧されることによって、雄コネクタハウジング４０のロックビーク４
１が可撓ロックアーム２１の係止孔２１ａから離脱されて嵌合解除が完了して、雄コネク
タハウジング４０のタブ端子４２，４２と雌コネクタハウジング２０のタブ受端子２３，
２３とが電気的に遮断される。
【００３４】
上述したように、半嵌合防止コネクタ１０では、完全嵌合位置にある雌コネクタハウジン
グ２０を初期位置まで一旦復帰させないと、雄コネクタハウジング４０の解除を行うこと
ができない。
また、可撓ロックアーム２１を一回押圧したときに、雌コネクタハウジング２０を初期位
置まで確実に復帰させることができるので、作業者の目視による点検を行なう必要がない
とともに、作業者により雌コネクタハウジング２０を嵌合前の嵌合初期位置に確実に戻す
作業を行なう必要もなくなる。
【００３５】
本実施形態の半嵌合防止コネクタ１０によれば、雌コネクタハウジング２０が完全嵌合位
置にある際に、可撓ロックアーム２１が撓むと、嵌合検知部材３０の係合部３３，３３に
係合していた雌コネクタハウジング２０の検知部材係止部２１ｂ，２１ｂが解除される。
これにより、雌コネクタハウジング２０の嵌合初期位置への移動が許容されるが、可撓ロ
ックアーム２１が嵌合検知部材３０の解除規制用リブ３６，３６により撓み量を小さく規
制されることによって、雄コネクタハウジング２０に対する係止を解除できない。
【００３６】
そして、嵌合初期位置にある雌コネクタハウジング２０に対して可撓ロックアーム２１が
再度撓むのに伴い、可撓ロックアーム２１が嵌合検知部材３０の解除規制用リブ３６，３
６により撓み量を大きく規制される。これにより、雄コネクタハウジング４０のロックビ
ーク４１が可撓ロックアーム２１から離脱して嵌合が解除される。
したがって、雌コネクタハウジング２０は、完全嵌合位置から、嵌合前状態である嵌合初
期位置に確実に復帰されるので、再嵌合する際における雌コネクタハウジング２０の初期
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位置が保障される。
また、解除された半嵌合防止コネクタ１０に対して、作業者が雌コネクタハウジング２０
を嵌合初期位置に手動で移動させる必要がないので、再嵌合時における嵌合前状態の保障
を図ることができるとともに、作業性の大幅な向上を図ることができる。
【００３７】
なお、本発明に係る半嵌合防止コネクタは、上述した実施形態に限定されるものではなく
、適宜な変形、改良等が可能である。例えば、タブ受端子及びタブ端子の数や配列は、一
対に限らず、複数対設けられていても良い。
また、解除規制用リブの形状は、図示したものに限定されることはなく、湾曲形状やテー
パ状を有する外面にしても良い。また、リブ逃げ凹部の形状は、図示したものに限定され
ることはなく、解除規制用リブの形状に対応して形成されるのが好ましい。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の請求項１記載の半嵌合防止コネクタによれば、第１ロック機
構により、雌コネクタハウジングが完全嵌合状態にある際に係止され、可撓ロックアーム
が撓むのに伴い、雌コネクタハウジングが完全嵌合状態から嵌合初期状態に移動する際に
係止が解除され、第２ロック機構により、雌コネクタハウジングが嵌合初期位置にある際
に、可撓ロックアームが撓むのに伴い、雄コネクタハウジングの雌コネクタハウジングか
らの離脱が許容される。
したがって、雌コネクタハウジングは、完全嵌合状態から嵌合前状態である嵌合初期状態
に確実に復帰されるので、再嵌合する際における雌コネクタハウジングの嵌合初期状態が
保障される。
また、解除された半嵌合防止コネクタに対して、作業者が雌コネクタハウジングを嵌合初
期状態に手動で移動させる必要がないので、再嵌合時における嵌合前状態の保障を図るこ
とができるとともに、作業性の大幅な向上を図ることができる。
【００３９】
　 完全嵌合状態にある際に、可撓ロックアームが撓むと、
嵌合検知部材の係合部に係合していた雌コネクタハウジングの検知部材係止部が解除され
ることで、雌コネクタハウジングの嵌合初期状態への移動が許容される。このとき、可撓
ロックアームが嵌合検知部材の解除規制用リブにより撓み量を小さく規制されるので、雄
コネクタハウジングに対する係止を解除できない。
　そして、嵌合初期状態にある雌コネクタハウジングに対し可撓ロックアームが再度撓む
のに伴い、可撓ロックアームが嵌合検知部材の解除規制用リブにより撓み量を大きく規制
されるので、雄コネクタハウジングのロックビークが可撓ロックアームから離脱して嵌合
が解除される。
　したがって、作業性の大幅な向上を一層図ることができるとともに、信頼性も高い半嵌
合防止コネクタを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半嵌合防止コネクタに用いられる雌コネクタハウジングの外観斜視図で
ある。
【図２】図１に示した雌コネクタハウジングの正面図である。
【図３】本発明の半嵌合防止コネクタに用いられる嵌合検知部材の外観斜視図である。
【図４】本発明の半嵌合防止コネクタの嵌合状態の断面図である。
【図５】図４に示す嵌合状態から嵌合解除動作を行なう際の各部の動きを説明する断面図
である。
【図６】図４に示す嵌合状態から嵌合解除動作を行なう際の各部の動きを説明する断面図
である。
【図７】図４に示す嵌合状態から嵌合解除動作を行なう際の各部の動きを説明する断面図
である。
【図８】図４に示す嵌合状態から嵌合解除動作を行なう際の各部の動きを説明する断面図
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また、雌コネクタハウジングが



である。
【図９】従来の半嵌合防止コネクタの外観斜視図である。
【符号の説明】
１０　　半嵌合防止コネクタ
２０　　雌コネクタハウジング
２１　　可撓ロックアーム
２１ｂ　検知部材係止部（第１ロック機構）
２１ｄ　リブ逃げ凹部（第２ロック機構）
２３　　タブ受端子
３０　　嵌合検知部材
３１　　可撓係止アーム
３３　　係合部（第１ロック機構）
３６　　解除規制用リブ（第１ロック機構、第２ロック機構）
４０　　雄コネクタハウジング
４１　　ロックビーク
４２　　タブ端子
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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