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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雌端子金具を収容するブロック状の端子収容部を、略方形の筒状嵌合部で包囲した形態
の雌側コネクタと、
　前記端子収容部と前記筒状嵌合部との隙間に嵌合する角筒状のフード部を有し、雄端子
金具の先端のタブを前記フード部で包囲した形態の雄側コネクタとを備え、
　前記筒状嵌合部を構成する４つの壁部のうち少なくとも１つの前記壁部には、前記筒状
嵌合部の前面側の開口縁部を前記筒状嵌合部の外面側へ膨出させた形態の膨出部が形成さ
れ、
　前記端子収容部には、その外面に開口した形態であって、前記雌端子金具を抜止めする
ためのリテーナが取り付けられる取付孔が形成され、
　前記筒状嵌合部には、前記膨出部よりも後方において前記取付孔と対応する貫通形態の
操作孔が形成され、
　前記筒状嵌合部の外面のうち前記操作孔よりも後方であって前記操作孔の後端に連なる
領域は、前記操作孔に臨む前記リテーナを押し操作する指と対向する指当て面となってお
り、
　前記指当て面は、前記筒状嵌合部の外面を凹ませた形態とされていることを特徴とする
コネクタ。
【請求項２】
　雌端子金具を収容するブロック状の端子収容部を、略方形の筒状嵌合部で包囲した形態
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の雌側コネクタと、
　前記端子収容部と前記筒状嵌合部との隙間に嵌合する角筒状のフード部を有し、雄端子
金具の先端のタブを前記フード部で包囲した形態の雄側コネクタとを備え、
　前記筒状嵌合部を構成する４つの壁部のうち少なくとも１つの前記壁部には、前記筒状
嵌合部の前面側の開口縁部を前記筒状嵌合部の外面側へ膨出させた形態の膨出部が形成さ
れ、
　前記端子収容部には、その外面に開口した形態であって、前記雌端子金具を抜止めする
ためのリテーナが取り付けられる取付孔が形成され、
　前記端子収容部の前記取付孔が開口する前記外面と、前記筒状嵌合部を構成する前記４
つの壁部のうち前記取付孔と対応する前記壁部の内面との隙間は、前記リテーナを前記取
付孔から外す方向へ動かすための治具を前方から挿入するための操作空間となっており、
　前記膨出部が、前記操作空間に臨む前記壁部に形成され、
　前記操作空間に臨む前記壁部には、前記膨出部の内面を凹ませた形態の切欠部が形成さ
れていることを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　前記膨出部は、前記４つの壁部の全てに形成されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、雌端子金具を収容するブロック状の端子収容部を、略方形の筒状嵌合
部で包囲した形態の雌側コネクタと、端子収容部と筒状嵌合部との隙間に嵌合する角筒状
のフード部を有し、雄端子金具の先端のタブをフード部で包囲した形態の雄側コネクタと
を備えたコネクタが開示されている。このコネクタでは、雌側コネクタが不正な斜め姿勢
でフード部内に進入しようとしたときに、雌側コネクタがタブと干渉するのを防止する手
段として、フード部の奥端面から嵌合リブを突出させている。雌側コネクタが斜め姿勢で
フード部に進入しようとしたときには、雌側コネクタは、タブに当接する前に、嵌合リブ
と干渉して進入動作を阻止されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８１７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のコネクタでは、嵌合リブがフード部の奥端面から突出しているため、雄側コネク
タの形状が複雑になる。しかも、フード部内に嵌入される端子収容部には、嵌合リブとの
干渉を避けるための凹部を形成する必要があるため、雌側コネクタの形状も複雑になる。
　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、形状の簡素化を図るこ
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、雌端子金具を収容するブ
ロック状の端子収容部を、略方形の筒状嵌合部で包囲した形態の雌側コネクタと、前記端
子収容部と前記筒状嵌合部との隙間に嵌合する角筒状のフード部を有し、雄端子金具の先
端のタブを前記フード部で包囲した形態の雄側コネクタとを備え、前記筒状嵌合部を構成
する４つの壁部のうち少なくとも１つの前記壁部には、前記筒状嵌合部の前面側の開口縁
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部を前記筒状嵌合部の外面側へ膨出させた形態の膨出部が形成され、前記端子収容部には
、その外面に開口した形態であって、前記雌端子金具を抜止めするためのリテーナが取り
付けられる取付孔が形成され、前記筒状嵌合部には、前記膨出部よりも後方において前記
取付孔と対応する貫通形態の操作孔が形成され、前記筒状嵌合部の外面のうち前記操作孔
よりも後方であって前記操作孔の後端に連なる領域は、前記操作孔に臨む前記リテーナを
押し操作する指と対向する指当て面となっており、前記指当て面は、前記筒状嵌合部の外
面を凹ませた形態とされているところに特徴を有する。
【０００６】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項２の発明は、雌端子金具を収容するブ
ロック状の端子収容部を、略方形の筒状嵌合部で包囲した形態の雌側コネクタと、前記端
子収容部と前記筒状嵌合部との隙間に嵌合する角筒状のフード部を有し、雄端子金具の先
端のタブを前記フード部で包囲した形態の雄側コネクタとを備え、前記筒状嵌合部を構成
する４つの壁部のうち少なくとも１つの前記壁部には、前記筒状嵌合部の前面側の開口縁
部を前記筒状嵌合部の外面側へ膨出させた形態の膨出部が形成され、前記端子収容部には
、その外面に開口した形態であって、前記雌端子金具を抜止めするためのリテーナが取り
付けられる取付孔が形成され、前記端子収容部の前記取付孔が開口する前記外面と、前記
筒状嵌合部を構成する前記４つの壁部のうち前記取付孔と対応する前記壁部の内面との隙
間は、前記リテーナを前記取付孔から外す方向へ動かすための治具を前方から挿入するた
めの操作空間となっており、前記膨出部が、前記操作空間に臨む前記壁部に形成され、前
記操作空間に臨む前記壁部には、前記膨出部の内面を凹ませた形態の切欠部が形成されて
いるところに特徴を有する。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載のものにおいて、前記膨出部は、前
記４つの壁部の全てに形成されているところに特徴を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　＜請求項１の発明＞
　雌側コネクタが不正な斜め姿勢でフード部内に進入しようとしたときには、筒状嵌合部
の外面側へ膨出させた膨出部が、フード部の開口縁部に当接することにより、フード部に
対して雌側コネクタが深く進入することが防止され、雌側コネクタのタブへの当接が防止
される。本発明では、雌側コネクタのタブへの当接防止手段として、筒状嵌合部の開口縁
部を外面側へ膨出させただけなので、雌側コネクタの形状は比較的簡素化されている。ま
た、雄側コネクタ側の形状は変更する必要がないので、形状が複雑化する虞もない。
　また、操作孔に臨むリテーナを押し操作するときに指が当たる指当て面は、筒状嵌合部
の外面を凹ませた形態となっているので、指当て面と端子収容部の外面との高低差が小さ
くなり、リテーナを押し操作する際の作業性が良い。
【００１０】
　＜請求項２の発明＞
　雌側コネクタが不正な斜め姿勢でフード部内に進入しようとしたときには、筒状嵌合部
の外面側へ膨出させた膨出部が、フード部の開口縁部に当接することにより、フード部に
対して雌側コネクタが深く進入することが防止され、雌側コネクタのタブへの当接が防止
される。本発明では、雌側コネクタのタブへの当接防止手段として、筒状嵌合部の開口縁
部を外面側へ膨出させただけなので、雌側コネクタの形状は比較的簡素化されている。ま
た、雄側コネクタ側の形状は変更する必要がないので、形状が複雑化する虞もない。
　また、操作空間に臨む壁部に、膨出部の内面を凹ませた形態の切欠部を形成したので、
操作空間が大きくなり、治具の操作性が向上する。また、切欠部が形成されている膨出部
は、筒状嵌合部の外面側へ膨出した形態なので、内面を凹ませて切欠部を形成しても、壁
部が過度に肉薄にならずに済む。
【００１１】
　＜請求項３の発明＞
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　膨出部を、４つの壁部の全てに形成したので、フード部に対する雌側コネクタの不正な
姿勢での進入を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１の雌側コネクタの正面図
【図２】雌側コネクタの斜視図
【図３】雌側コネクタの断面図
【図４】雌側コネクタの底面図
【図５】雌側コネクタが不正な斜め姿勢でフード部に進入した状態をあらわす一部切欠側
面部
【図６】膨出部が形成されていない雌側コネクタが不正な斜め姿勢でフード部に進入した
状態をあらわす一部切欠側面部
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明を具体化した実施形態１を図１～図６を参照して説明する。本実施形態の
コネクタは、雄側コネクタＭと雌側コネクタＦとを備えている。雄側コネクタＭは、図５
に示すように、板状をなす合成樹脂製の端子保持部１０と、端子保持部１０から正面側（
図５における上方）へ角筒状に突出した複数の合成樹脂製のフード部１１とを有する。端
子保持部１０には雄端子金具１２が保持され、各雄端子金具１２の先端のタブ１３が上方
へ突出している。１つのフード部１１内には複数のタブ１３が収容されており、タブ１３
の先端は、フード部１１の開口端よりも奥方（図５における下方）へ後退した位置にある
。各フード部１１の外面には、一対のカムフォロア１４が形成されている。
【００１５】
　図３に示すように、雌側コネクタＦは、インナハウジング２０と、一括ゴム栓２６と、
リテーナ３０と、アウタハウジング３３とを組み付けて構成されている。インナハウジン
グ２０は、ブロック状をなす合成樹脂製の端子収容部２１と、端子収容部２１の後端部（
図３における左側の端部）の外周から後方へ角筒状に突出した筒状収容部２２とを一体に
形成して構成されている。端子収容部２１内には、複数のキャビティ２３が形成され、各
キャビティ２３内には後方（背面側）から雌端子金具２４が挿入され、ランス２５により
抜止めされている。筒状収容部２２内には、一括ゴム栓２６が収容されており、一括ゴム
栓２６に形成した複数の貫通形態のシール孔２７が、キャビティ２３と対応するように位
置している。
【００１６】
　端子収容部２１の内部には、その下面２８（本発明の構成要件である端子収容部の取付
孔が開口する外面）に開口するとともに、全てのキャビティ２３に連通した形態の取付孔
２９が形成されている。取付孔２９には、キャビティ２３に挿入された複数の雌端子金具
２４を一括して抜止めするためのリテーナ３０が収容された状態で取り付けられている。
【００１７】
　リテーナ３０は、キャビティ２３と対応する複数の貫通孔３１と、全てのキャビティ２
３と対応する複数の抜止部３２とを有し、図３に示す仮係止位置と、仮係止位置よりも深
く（図３における上方へ）取付孔２９内に収容された本係止位置（図示省略）との間で上
下方向（端子収容部２１の下面２８と略直角な方向）に移動し得るようになっている。リ
テーナ３０が仮係止位置にある状態では、貫通孔３１がキャビティ２３と整合して、キャ
ビティ２３に対する雌端子金具２４の挿抜動作が許容される。リテーナ３０を本係止位置
へ押し込んだ状態では、抜止部３２が雌端子金具２４に対して抜止め状態に係止する。ま
た、リテーナ３０が仮係止位置にあるときには、リテーナ３０の下端部が端子収容部２１
の下面２８から下方（外方）へ突出した状態となる。
【００１８】
　図１、図３に示すように、アウタハウジング３３は、一括ゴム栓２６の後面と対向する
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合成樹脂製の後壁部３４と、後壁部３４の外周から前方へ角筒状に突出した合成樹脂製の
筒状嵌合部３５とを一体に形成して構成されている。後壁部３４には、複数の貫通形態の
挿通孔３６が形成されている。筒状嵌合部３５は、左右対称な形状であり、上壁部３７と
、左右両側壁部３８と、下壁部３９と、隣り合う壁部３７と３８、３８と３９同士を繋ぐ
四半円弧部４０とから構成されている。
【００１９】
　アウタハウジング３３とインナハウジング２０は、後壁部３４が一括ゴム栓２６の後面
に当接するとともに、筒状嵌合部３５が端子収容部２１を包囲する形態に組み付けられて
いる。両ハウジング２０，３３を組み付けた状態では、後壁部３４の複数の挿通孔３６が
、シール孔２７と対応するように位置している。雌端子金具２４は、挿通孔３６とシール
孔２７を順に通過してキャビティ２３内に挿入される。また、端子収容部２１の外周面と
筒状嵌合部３５の内周面との間の空間は、前面に開口された形態であって、フード部１１
が嵌入される嵌合空間４１となっている。
【００２０】
　嵌合空間４１のうち、端子収容部２１の下面２８（即ち、取付孔２９が開口している外
面）と、筒状嵌合部３５を構成する４つの壁部３７，３８，３９のうち取付孔２９と対向
する下壁部３９（本発明の構成要件である操作空間に臨む壁部）との間の空間は、操作空
間４２となっている。この操作空間４２は、リテーナ３０を取付孔２９から外す方向（即
ち、本係止位置から仮係止位置に向かう方向）へ動かすための治具６０を前方（図３にお
ける右側）から挿入するための作業スペースである。
【００２１】
　図３，４に示すように、下壁部３９には、取付孔２９と対応する領域を貫通させた形態
の操作孔４３が形成されている。この操作孔４３は、筒状嵌合部３５の外面側（下面２８
側）からリテーナ３０を仮係止位置から本係止位置へ指で押込み操作するための開口であ
り、操作孔４３の開口形状は左右対称な形状である。また、幅方向における操作孔４３の
形成領域は、下壁部３９の左右両端部を除いた領域（つまり、全幅よりも少し狭い範囲）
に亘って連続した領域であり、下壁部３９の左右両端に連なる四半円弧部４０とは非対応
な範囲である。前後方向における操作孔４３の形成範囲は、取付孔２９の開口領域を含む
領域に亘る。操作孔４３の前端縁４３Ｆは、取付孔２９の前端縁２９Ｆよりも少し前方で
あって、下壁部３９の前端縁３９Ｆよりも後方に位置する。操作孔４３の後端縁４３Ｒは
、取付孔２９の後端縁２９Ｒよりも少し後方に位置する。また、操作孔４３の前端縁４３
Ｆの左右両端部は、四半円弧状に湾曲している。
【００２２】
　下壁部３９の外面のうち、操作孔４３に臨むリテーナ３０を指で押し操作するときにそ
の指が対向する領域は、指当て面４４となっている。前後方向における指当て面４４の形
成範囲は、操作孔４３の後端縁４３Ｒから下壁部３９（筒状嵌合部３５）の後端に至る領
域に亘る。幅方向における指当て面４４の形成範囲は、操作孔４３の開口範囲と同じ領域
となっている。この指当て面４４は、下壁部３９のうち指当て面４４及び操作孔４３が形
成されていない領域に比べて凹んだ形態となっている。したがって、リテーナ３０が仮係
止位置と本係止位置との間で移動する方向において、指当て面４４と、端子収容部２１の
外面のうち取付孔２９が開口する下面２８との高低差は、下壁部３９のうち指当て面４４
が形成されていない領域と筒状収容部２２の下面２８との高低差よりも小さくなっている
。また、指当て面４４のうち操作孔４３に近い前端側の領域は、操作孔４３から遠い後端
側の領域に対して少し低くなっている。
【００２３】
　図１に示すように、筒状嵌合部３５の左右両側壁部３８には、一対の支持軸４５が突出
形成され、この支持軸４５には、レバー４６が、図２，４に示す初期位置と図１，３，５
に示す嵌合位置との間での回動を可能に取り付けられている。レバー４６が初期位置にあ
る状態で雌側コネクタＦを雄側コネクタＭに浅く嵌合すると、カムフォロア１４がレバー
４６のカム溝４７（図２を参照）に係合し、この状態からレバー４６を嵌合位置へ回動さ



(6) JP 5682476 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

せると、雌側コネクタＦと雄側コネクタＭが嵌合されるようになっている。また、筒状嵌
合部３５の上壁部３７には、その外面における開口縁部から上方（外面側）へ突出するロ
ック部４８が形成されている。嵌合位置へ回動させたレバー４６は、ロック部４８に係止
することによって嵌合位置に保持され、雌側コネクタＦと雄側コネクタＭが嵌合状態にロ
ックされる。
【００２４】
　図１に示すように、筒状嵌合部３５には、筒状嵌合部３５の前面側の開口縁部を筒状嵌
合部３５の外面側へ膨出させた形態の第１～第３膨出部５１，５２，５３が形成されてい
る。膨出部は、筒状嵌合部３５を構成する４つの壁部３７，３８，３９の全てに形成され
ており、図５に示すようにフード部１１に対して雌側コネクタＦが不正な斜め姿勢で進入
しようとしたときに、雌側コネクタＦがタブ１３に当接するのを防止する手段として機能
する。
【００２５】
　図１，４に示すように、第１膨出部５１は、筒状嵌合部３５の下壁部３９に左右対称に
形成されている。幅方向（下壁部３９の開口縁に沿った方向）における第１膨出部５１の
形成範囲は、下壁部３９の左右両端部を除いた領域（つまり、全幅よりも少し狭い範囲）
に亘って連続した領域である。したがって、第１膨出部５１は、下壁部３９の左右両端に
連なる四半円弧部４０とは非対応である。幅方向において、第１膨出部５１の形成範囲は
、操作孔４３及び指当て面４４の形成範囲とほぼ同じ領域となっている。また、前後方向
（雌側コネクタＦと雄側コネクタＭが正しい姿勢及び位置関係で嵌合・離脱するときの移
動方向と平行な方向）における第１膨出部５１の形成範囲は、筒状嵌合部３５（下壁部３
９）の前端から、操作孔４３の開口縁の前端縁４３Ｆに至る範囲である。
【００２６】
　図１に示すように、第１膨出部５１の外面は、下壁部３９のうち第１膨出部５１が形成
されていない領域に対して段差状に外方（下方）へ膨出している。また、第１膨出部５１
の外面は、下壁部３９及び上壁部３７と平行をなしている。下壁部３９には、第１膨出部
５１の内面（操作空間４２に臨む面）を凹ませた形態の切欠部５４が形成されている。前
後方向における切欠部５４の形成範囲は、第１膨出部５１の形成範囲と同じである。また
、幅方向における切欠部５４の形成範囲は、第１膨出部５１のほぼ全幅に亘る領域となっ
ている。第１膨出部５１のうち切欠部５４が形成されている領域の内面は、第１膨出部５
１の外面と平行である。また、第１膨出部５１のうち切欠部５４が形成されている領域の
厚さは、下壁部３９における第１膨出部５１が形成されていない領域の厚さに比べて薄く
なっている。
【００２７】
　図１に示すように、第２膨出部５２は、筒状嵌合部３５の左右両側壁部３８に沿って左
右対称に一対形成されている。上下方向における第２膨出部５２の形成範囲は、側壁部３
８の上端より少し上方の位置から、側壁部３８の下端より少し下方の位置に亘る領域であ
る。第２膨出部５２の上下両端部は、側壁部３８の上下両端に連なる四半円弧部４０の一
部と対応している。第２膨出部５２には、その上下方向における略中央部分を切欠した形
態の逃がし部５５が形成されている。この逃がし部５５は、両コネクタＦ，Ｍを嵌合する
際にカムフォロア１４がカム溝４７へ係合するときの進入路となる。また、第２膨出部５
２の外側面は、レバー４６の外側面とほぼ面一となるような位置関係となっている。
【００２８】
　図１に示すように、第３膨出部５３は、筒状嵌合部３５の上壁部３７に沿って左右対称
に形成されている。幅方向における第３膨出部５３の形成範囲は、上壁部３７の左右両端
部を除いた領域（つまり、全幅よりも少し狭い範囲）に亘って連続した領域である。した
がって、第３膨出部５３は、上壁部３７の左右両端に連なる四半円弧部４０とは非対応で
ある。第３膨出部５３の外面からは、レバー４６を嵌合位置に保持するためのロック部４
８が突出している。
【００２９】
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　図５に示すように、フード部１１に対して雌側コネクタＦが不正な斜め姿勢で進入しよ
うとした場合、筒状嵌合部３５を構成する４つの壁部３７，３８，３９のうち略直角に連
なる２つの壁部（例えば、下壁部３９と一方の側壁部３８）の前面側の外周縁が、フード
部１１の正面側の開口縁に当接する。このとき、図６に示す雌側コネクタ１００のように
、筒状嵌合部１０１の外周に膨出部が形成されていない場合は、雌側コネクタＦがフード
部１１内に深めに進入するのであるが、本実施形態の場合、筒状嵌合部３５の前端外周縁
から外面側へ膨出する膨出部５１，５２，５３が形成されているので、図５に示すように
、図６に比べてフード部１１内への進入深さが浅くなる。したがって、フード部１１内に
収容されているタブ１３に対して雌側コネクタＦが当接する虞はない。しかも、膨出部５
１，５２，５３は、４つの壁部３７，３８，３９の全てに形成しているので、フード部１
１に対する雌側コネクタＦの不正な姿勢が如何様であっても、不正な姿勢での進入を確実
に防止することができる。
【００３０】
　本実施形態では、雌側コネクタＦのタブ１３への当接を防止するに際して、雄側コネク
タＭ側の形状は変更せずに済んでいるので、雄側コネクタＭの形状が複雑化する虞はない
。また、フード部内にタブ１３への当接防止用のリブを突出させた場合には、雌側コネク
タの前面にリブとの干渉を回避するための凹部を形成する必要があるが、本実施形態では
、フード部内にリブを形成していないので、雌側コネクタＦの前面に凹部を形成せずに済
んでいる。しかも、雌側コネクタＦ側におけるタブ１３への当接防止手段は、筒状嵌合部
３５を構成する４つの壁部３７，３８，３９に、筒状嵌合部３５の前面側の開口縁部を筒
状嵌合部３５の外面側へ膨出させた形態の膨出部５１，５２，５３を形成しただけなので
、雌側コネクタＦの形状が比較的簡素化され、また、膨出部５１，５２，５３を形成する
に際しての雌側コネクタＦの形状変更も最小に抑えられている。
【００３１】
　また、端子収容部２１には、その外面に開口した形態であって、雌端子金具２４を抜止
めするためのリテーナ３０が取り付けられる取付孔２９が形成され、筒状嵌合部３５には
、第１膨出部５１よりも後方において取付孔２９と対応する貫通形態の操作孔４３が形成
され、筒状嵌合部３５の外面のうち操作孔４３よりも後方であって操作孔４３の後端に連
なる領域は、操作孔４３に臨むリテーナ３０を押し操作する指と対向する指当て面４４と
なっている。そして、本実施形態では、この指当て面４４を、下壁部３９の外面を凹ませ
た形態としている。この構成によれば、指当て面４４と端子収容部２１の下面２８との高
低差が小さくなるので、リテーナ３０を押し操作する際の作業性が良い。
【００３２】
　また、端子収容部２１の外面のうち取付孔２９が開口する下面２８と、筒状嵌合部３５
を構成する４つの壁部３７，３８，３９のうち取付孔２９と対応する下壁部３９の内面と
の隙間は、リテーナ３０を取付孔２９から外す方向へ動かすための治具６０を前面側から
挿入するための操作空間４２となっているのであるが、本実施形態では、この点に着目し
、下壁部３９には、操作空間４２に臨む第１膨出部５１の内面を凹ませた形態の切欠部５
４を形成している。この構成によれば、操作空間４２が上下方向（つまり、リテーナ３０
が本係止位置と仮係止位置との間で移動する方向と平行な方向）において大きくなるので
、治具６０の操作性が向上する。また、切欠部５４が形成されている第１膨出部５１は、
筒状嵌合部３５の外面側へ膨出した形態なので、内面を凹ませて切欠部５４を形成しても
、下壁部３９が過度に肉薄にならずに済む。
【００３３】
　＜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る。
　（１）上記実施形態では、膨出部を４つの壁部の全てに形成したが、膨出部を形成する
壁部の数は、３つ以下でもよい。
　（２）上記実施形態では、筒状嵌合部を構成する４つの壁部のうちリテーナの取付孔と
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対応する壁部に膨出部を形成したが、膨出部は、リテーナの取付孔と非対応の壁部のみに
形成してもよい。
　（３）上記実施形態では、指当て面を、操作孔の後端から筒状嵌合部の後端に至る領域
に亘って形成したが、指当て面の形成領域は、操作孔の後端から、筒状嵌合部の後端より
前方の位置に至る範囲であってもよい。
　（４）上記実施形態では、筒状嵌合部の外面のうち指当て面を凹ませた形態としたが、
指当て面は凹ませない形態としてもよい。
　（５）上記実施形態では、筒状嵌合部を構成する４つの壁部のうち操作空間に臨む壁部
に、その膨出部の内面を凹ませた形態の切欠部を形成したが、このような切欠部を形成し
ない形態としてもよい。
　（６）上記実施形態では、操作空間に臨む壁部のうち、膨出部が形成されている領域が
、膨出部の形成されていない領域よりも肉薄となっているが、膨出部が形成されている領
域の厚さは、膨出部の形成されていない領域と同じ厚さ寸法か、それよりも厚い寸法であ
ってもよい。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｆ…雌側コネクタ
　Ｍ…雄側コネクタ
　１１…フード部
　１２…雄端子金具
　１３…タブ
　２１…端子収容部
　２４…雌端子金具
　２８…端子収容部の下面（端子収容部の取付孔が開口する外面）
　２９…取付孔
　３０…リテーナ
　３５…筒状嵌合部
　３７…上壁部（筒状嵌合部を構成する壁部）
　３８…側壁部（筒状嵌合部を構成する壁部）
　３９…下壁部（筒状嵌合部を構成する壁部、取付孔と対応する壁部、操作空間に臨む壁
部）
　４２…操作空間
　４３…操作孔
　４４…指当て面
　５１…第１膨出部
　５２…第２膨出部
　５３…第３膨出部
　５４…切欠部
　６０…治具
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