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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電線に接続された複数の端子金具を収容したハウジングと、
　このハウジングが内部に挿入される筒状をなすダイキャスト製のシールドシェルと、
　前記ハウジングに対し撓み許容空間に向けて径方向の内方への弾性撓み可能に設けられ
、同ハウジングが前記シールドシェル内に挿入される過程では弾性撓みし、正規挿入され
た場合には復元変位することで前記シールドシェルに設けられた係止部に係止して抜け止
めする弾性係止片と、
　前記シールドシェル内に収容されたハウジングに後方から装着され、前記撓み許容空間
に挿入されることで前記弾性係止片が係止解除方向に撓み変位することを規制するリテー
ナ板を有するリテーナと、が具備されていることを特徴とするシールドコネクタ。
【請求項２】
前記端子金具は前記ハウジングに設けられた端子収容部に挿入されるとともに、前記端子
収容部の入口がゴム栓で閉塞されて、前記ハウジングの後面に前記ゴム栓を抜け止めする
ゴム栓押さえが設けられ、このゴム栓押さえに前記リテーナが設けられていることを特徴
とする請求項１記載のシールドコネクタ。
【請求項３】
前記電線の周囲を包囲する編組線と、
　前記シールドシェルに設けられ、同シールドシェル内に前記ハウジングが正規挿入され
て前記リテーナが前記ハウジングに装着された状態で前記編組線の開口端部を覆い付ける
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編組線固着部と、
　この編組線固着部に覆い付けた前記編組線の開口端部をかしめるべく工具により縮径操
作可能な締め付けバンドと、が具備されていることを特徴とする請求項１または請求項２
記載のシールドコネクタ。
【請求項４】
電線に接続された複数の端子金具を収容したハウジングと、このハウジングが内部に挿入
される筒状をなすダイキャスト製のシールドシェルと、前記ハウジングに弾性撓み可能に
設けられ同ハウジングが前記シールドシェル内に正規挿入された場合に前記シールドシェ
ルに設けられた係止部に係止して抜け止めする弾性係止片と、前記シールドシェル内に収
容されたハウジングに後方から装着され前記弾性係止片が係止解除方向に撓み変位するこ
とを規制するリテーナと、前記電線の周囲を包囲する編組線と、前記シールドシェルに設
けられ同シールドシェル内に前記ハウジングが正規挿入されて前記リテーナが前記ハウジ
ングに装着された状態で前記編組線の開口端部を覆い付ける編組線固着部と、この編組線
固着部に覆い付けた前記編組線の開口端部をかしめるべく工具により縮径操作可能な締め
付けバンドと、が具備されてなるシールドコネクタが電線の端末に設けられる一方、
　前記電線の途中位置の外周にはシールドパイプが挿通されたワイヤハーネスであって、
　前記シールドコネクタの前記シールドシェルに一方の開口端部がかしめ固着された前記
編組線の他方の開口端部が前記シールドパイプに対して、前記シールドシェルにかしめら
れる前記締め付けバンドと同じ板厚の締め付けバンドによってかしめられていることを特
徴とするワイヤハーネス。
【請求項５】
前記シールドコネクタにおいて前記端子金具は前記ハウジングに設けられた端子収容部に
挿入されるとともに、前記端子収容部の入口がゴム栓で閉塞されて、前記ハウジングの後
面に前記ゴム栓を抜け止めするゴム栓押さえが設けられ、このゴム栓押さえに前記リテー
ナが設けられていることを特徴とする請求項４記載のワイヤハーネス。
【請求項６】
前記シールドコネクタにおける前記シールドシェルと前記シールドパイプとの間にはゴム
ブーツが被着され、同ゴムブーツの両開口端部が前記シールドシェルまたは前記シールド
パイプに対して、前記編組線の一方の開口端部を前記シールドシェルにかしめることに用
いた前記締め付けバンドと同じ板厚の締め付けバンドによってかしめられていることを特
徴とする請求項４または請求項５記載のワイヤハーネス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールドコネクタ並びに同シールドコネクタを用いたワイヤハーネスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シールドコネクタ例えば電線側シールドコネクタの一例として、特許文献１に記
載されたものが知られている。このものは、電線に接続された複数の雌端子が雌ハウジン
グに収容される一方、筒状をなすダイキャスト製のシールドシェルが雌ハウジングを覆っ
て後方から外嵌され、雌ハウジングに設けられた弾性係止片が、シェルに設けられた係止
部に弾性的に係止することで抜け止めされて収容されるとともに、電線を覆って装着され
た一括型の編組線の開口端部が、シェルの外周にかしめ圧着された構造である。　
　そして、この電線側シールドコネクタが、同様に雄端子を収容した雄ハウジングをシー
ルドシェルで覆ってなる機器側シールドコネクタに対して、レバー等の倍力機構を介して
嵌合され、ハウジング同士とシェル同士が嵌合接続されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００５－１１６４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、両シールドコネクタの嵌合を外す場合は、電線側シールドコネクタを相手の機
器側シールドコネクタから引き抜くことになるが、この種のシールドコネクタでは、端子
自体が大型でなおかつ大きな接触圧を持って嵌合されているから、雌雄の端子同士ひいて
はハウジング同士が大きな摩擦力を持って嵌合しており、そのため電線側シールドコネク
タにおいて、雌ハウジングを残したままシールドシェルのみが後方に外れようとする現象
が生じる。このシールドシェルの抜けは、弾性係止片が係止部に係止することで規制され
るが、雌雄の端子同士の嵌合力が殊のほか大きくなる等に起因して、ハウジング同士の嵌
合力が過大になると、弾性係止片を撓み変位させつつシールドシェルが単独で外れるおそ
れがあった。これを回避するには、弾性係止片の掛かり代を大きくすればよいのであるが
、そうすると、弾性係止片を係止解除方向に撓み変位させる際の変位許容空間を大きく取
る必要があり、それだけハウジングひいてはコネクタの大型化を招くことになるため、簡
単には対応できない。　
　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、その目的は、大型化を
招くことなくハウジングのシールドシェルに対する固着力を上げるところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のシールドコネクタは、電線に接続された複数の端子金具を収容したハウジング
と、このハウジングが内部に挿入される筒状をなすダイキャスト製のシールドシェルと、
前記ハウジングに弾性撓み可能に設けられ、同ハウジングが前記シールドシェル内に正規
挿入された場合に前記シールドシェルに設けられた係止部に係止して抜け止めする弾性係
止片と、前記シールドシェル内に収容されたハウジングに後方から装着され、前記弾性係
止片が係止解除方向に撓み変位することを規制するリテーナと、が具備されているところ
に特徴を有する。　
　リテーナを装着することにより、弾性係止片が係止解除方向に撓み変位することが規制
されて間接的に二重係止され、ハウジングがシールドシェルから抜けることがより確実に
防止できる。すなわち、ハウジングのシールドシェルに対する固着力を大幅に上げること
ができる。
【０００６】
　また、以下のような構成としてもよい。　
　（１）前記端子金具は前記ハウジングに設けられた端子収容部に挿入されるとともに、
前記端子収容部の入口がゴム栓で閉塞されて、前記ハウジングの後面に前記ゴム栓を抜け
止めするゴム栓押さえが設けられ、このゴム栓押さえに前記リテーナが設けられている。
簡単な構造でもってハウジングの保持力増加を実現することができる。
【０００７】
　（２）前記電線の周囲を包囲する編組線と、前記シールドシェルに設けられ、同シール
ドシェル内に前記ハウジングが正規挿入されて前記リテーナが前記ハウジングに装着され
た状態で前記編組線の開口端部を覆い付ける編組線固着部と、この編組線固着部に覆い付
けた前記編組線の開口端部をかしめるべく工具により縮径操作可能な締め付けバンドと、
が具備されている。
【０００８】
　シールドシェルにおいて、例えばハウジングに設けられた弾性係止片の進入領域の外周
面に編組線固着部が設定されている場合、編組線の開口部をかしめる部材として、型を用
いる形式のかしめリングを使用すると、下敷きとしてシールドシェル内に中子を入れる必
要があるため、先に編組線の開口端部をかしめておいて、その後にハウジングを挿入せざ
るを得ない。この場合、ハウジングをシールドシェルに挿入して弾性係止片による一次係
止はできるものの、同弾性係止片の係止解除方向の撓みを規制する、いわゆる二重係止を
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実現することはできず、ハウジングの固着力の不足が懸念される場合がある。
【０００９】
　それに対して本発明では、編組線の開口部をかしめる部材として、工具による縮径操作
が可能な締め付けバンドを使用している。この締め付けバンドは、中子が不要で工具によ
る言わば外部操作のみでかしめることができる。したがって組み付け手順としては、まず
ハウジングをシールドシェルに挿入して弾性係止片で一次係止されたのち、リテーナを装
着して二重係止し、そののち編組線の開口端部をシールドシェルの編組線固着部に覆い付
け、最後に同編組線固着部に締め付けバンドが嵌められて、工具による外部操作によりか
しめられる。これによりハウジングの二重係止が実現できる。
【００１０】
　本発明のワイヤハーネスは、シールドコネクタが電線の端末に設けられる一方、前記電
線の途中位置の外周にはシールドパイプが挿通されたワイヤハーネスであって、前記シー
ルドコネクタの前記シールドシェルに一方の開口端部がかしめ固着された前記編組線の他
方の開口端部が前記シールドパイプに対して、前記シールドシェルにかしめられる前記締
め付けバンドと同じ板厚の締め付けバンドによってかしめられている。
【００１１】
　シールド機能を備えたワイヤハーネスの一形態として、電線におけるシールドコネクタ
に接続される端部側の所定長は、編組線で一括して包囲する一方、電線の途中位置はシー
ルドパイプで包囲したものがある。ここで、編組線の一方の開口端部がシールドシェルに
対して工具により縮径操作可能な形式の締め付けバンドでかしめられるとともに、編組線
の他方の開口端部がシールドパイプに対して同じ板厚の同形式の締め付けバンドでかしめ
られる。いずれのかしめ作業も、大掛かりな型装置が不要で工具の操作で実現でき、また
、この種の締め付けバンドは、板厚が同じであれば径の相違に関わらず同じ工具で縮径操
作が可能であり、したがって、編組線等のかしめ作業、ひいてはこの種のシールド機能を
備えたワイヤハーネスの製造作業を能率良く行うことができる。
【００１２】
　さらに、前記シールドコネクタにおける前記シールドシェルと前記シールドパイプとの
間にはゴムブーツが被着され、同ゴムブーツの両開口端部が前記シールドシェルまたは前
記シールドパイプに対して、前記編組線の一方の開口端部を前記シールドシェルにかしめ
ることに用いた前記締め付けバンドと同じ板厚の締め付けバンドによってかしめられてい
る構成としてもよい。　
　例えば、編組線を装着した部分の防水機能を期するためにゴムブーツを被着する場合が
あるが、そのかしめ作業も能率良く行うことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、大型化を招くことなくハウジングのシールドシェルに対する固着力を
大幅に上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態１に係るシールドコネクタの組み付け前の状態の一部切欠正面
図
【図２】その側面図
【図３】ハウジングの平面図
【図４】図３のIV－IV線断面図
【図５】図３のＶ－Ｖ線断面図
【図６】図３のVI－VI線断面図
【図７】シールドシェルの平面図
【図８】図７のVIII－VIII線断面図
【図９】図７のIX－IX線断面図
【図１０】リテーナの開いた状態の平面図
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【図１１】その背面図
【図１２】図１０のXII－XII線拡大断面図
【図１３】図１０のXIII－XIII線拡大断面図
【図１４】締め付けバンドの斜視図
【図１５】シールドシェルにハウジングを組み付けた状態の正断面図
【図１６】その側断面図
【図１７】ハウジングに雌端子及びゴム栓を装着した状態の正断面図
【図１８】リテーナの装着動作を示す部分断面図
【図１９】リテーナが装着されて係止された状態を示す部分断面図
【図２０】リテーナが装着された状態の正断面図
【図２１】その側断面図
【図２２】編組線をシールドシェルに固着した状態の正断面図
【図２３】その側断面図
【図２４】図２３の部分拡大図
【図２５】実施形態１に係るワイヤハーネスの一部切欠側面図
【図２６】本発明の実施形態２に係るリテーナの装着動作を示す部分断面図
【図２７】そのリテーナが装着されて係止された状態を示す部分断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図２５によって説明する。　
　本実施形態では電線側シールドコネクタを例示しており、主には図１及び図２に示すよ
うに、被覆電線１０の端末に固着された雌端子１５が収容されるハウジング２０と、この
ハウジング２０に外嵌されるシールドシェル４０とから構成され、図示しない相手の機器
側シールドコネクタに対して嵌合接続されるようになっている。　
　雌端子１５は、導電性に優れた金属板をプレス加工して形成され、図示しない相手の機
器側シールドコネクタに収容された雄端子の丸ピンが嵌合される円筒形の接続部１６を有
しており、同接続部１６の後方に設けられたバレル１７が、被覆電線１０における皮剥き
されて露出した芯線１１の端末にかしめられることで、被覆電線１０の端末に固着されて
いる。
【００１６】
　ハウジング２０は合成樹脂製であって、図３ないし図６にも示すように、前後方向に貫
通した左右一対の略円筒形をなす端子収容部２５を一体化したような形状をなし、各端子
収容部２５に対して同図の上方側から雌端子１５が挿入されるようになっている。より詳
細には、略中央高さ位置に形成されたフランジ２３を挟んだ上部側（端子挿入端２１側）
では、各端子収容部２５が分離していて、対向面同士が前後方向に間隔を開けて配された
３枚の連結板２６で連結された形状であり、前後の連結板２６の外面には、左右で対をな
すガイド壁２７がそれぞれ立てられている。一方、フランジ２３の下部側（相手コネクタ
との嵌合端２２側）は、両端子収容部２５の外周面同士が連なって平面長円形の外周形状
に形成されている。この嵌合端２２側の外周には、その略中央高さ位置に、相手コネクタ
のハウジングとの間をシールするシールリング２８の嵌着溝２９が形成されている。
【００１７】
　各端子収容部２５内には、中央高さ位置よりもやや下方において、撓み変位可能なラン
ス３０が下向きでかつ背中合わせの姿勢で設けられている。各端子収容部２５に上端の入
口２５Ａから雌端子１５が挿入されると、ランス３０を撓み変形させつつ押し込まれ、接
続部１６の先端が、端子収容部２５の下端の前壁２５Ｂに当たるまで押し込まれると、ラ
ンス３０が復元変位して接続部１６の後縁に係止するようになっている（図１７参照）。
　各端子収容部２５の入口２５Ａには、ゴム栓３２が嵌着されるようになっており、同ゴ
ム栓３２は、詳しく後記するリテーナ５０により抜け止めされるようになっている。
【００１８】



(6) JP 5338562 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

　シールドシェル４０はアルミダイキャスト製であって、全体としては、図７ないし図９
にも示すように、上下方向に貫通した平面長円形の筒形に形成されており、ただし下端部
における平行二面の一方の面の中央部には、外側に張り出した張出部４１が形成されてい
る。　
　シールドシェル４０内には、上記したハウジング２０が下方から挿入可能となっている
。シールドシェル４０の内周面は、下側から順次に３段階に亘って縮径されており、上側
の段差部が、ハウジング２０のフランジ２３が突き当たる突き当て面４２となっている。
また、最縮径された上段部４３の内周面では、その平行二面における中央部に、ハウジン
グ２０に形成された前後のガイド壁２７の対が挿通される縦方向のガイド溝４４が形成さ
れている。
【００１９】
　ハウジング２０における端子挿入端２１側には、前後一対の弾性係止片３４が形成され
ている。両弾性係止片３４は、図３及び図５に示すように、上記した前後の連結板２６の
外面における両ガイド壁２７の間の位置において、上向きの片持ち状に設けられ、その上
縁に外向きの鈎部３５が形成された形状であって、同上縁側が内外に弾性的に撓み変位可
能となっている。言い換えると、各弾性係止片３４の内側には、同弾性係止片３４の内方
への撓み変位を許容する撓み許容空間３６が構成されている。
【００２０】
　ハウジング２０がシールドシェル４０内に下方から挿入されると、弾性係止片３４が撓
み変位しつつ端子挿入端２１がシールドシェル４０の上段部４３内に押し込まれ、フラン
ジ２３が突き当て面４２に当たったところで押し込みが停止される。そのとき、弾性係止
片３４の鈎部３５がシールドシェル４０の上部開口縁４８を通過するから、弾性係止片３
４が復元変位して鈎部３５がシールドシェル４０の上部開口縁４８に係止し、抜け止めさ
れる。このシールドシェル４０の上部開口縁４８が、本発明の「係止部」に相当する。
【００２１】
　ハウジング２０の上部開口縁４８には、同ハウジング２０をシールドシェル４０に対し
て二重に抜け止めすることに機能するリテーナ５０が装着されるようになっている。同リ
テーナ５０は、上記したようにゴム栓３２を押さえるゴム栓押さえの機能も果たすもので
ある。　
　リテーナ５０は合成樹脂製であって、図１０ないし図１３に示すように、ハウジング２
０における端子挿入端２１の端面に被せられる概ね平面長円形をなす基板５１を有してお
り、同基板５１の両端部には、各端子収容部２５の入口２５Ａ内に嵌合する円筒形をなす
一対の押さえ部５２が、裏面側に突出して形成されている。また、同基板５１の裏面にお
ける前後の各直線縁部の中央部には、上記したハウジング２０における弾性係止片３４の
撓み許容空間３６に挿入されるリテーナ板５３が突出形成されている。
【００２２】
　このリテーナ５０は、長さ方向に沿った中心線を挟んで２分割され、両分割リテーナ５
０Ａは、長さ方向の一端側に配されたヒンジ５５を介して、開閉可能に連結されている。
　リテーナ５０の基板５１の裏面における各押さえ部５２を挟んだ前後の縁部には、図１
３に示すように、上縁に開口した係止溝５８を設けた係止脚５７が、合計４枚突出形成さ
れている。一方、ハウジング２０における各端子収容部２５の入口２５Ａの外面には、図
６に示すように、上記した係止脚５７の係止溝５８に嵌って同係止溝５８の下端に係止す
る係止突起３７が、前後一対ずつ形成されている。各係止突起３７の上面は、テーパ面３
７Ａとなっている。
【００２３】
　シールドシェル４０の上端側の外周面には、上記した２本の被覆電線１０を覆って嵌装
された編組線７０の開口端部７０Ａが装着される装着溝４６が形成されている。そして、
この装着溝４６に装着された編組線７０の開口端部７０Ａをかしめるべく締め付けバンド
６０が具備されている。　
　この締め付けバンド６０は、図１４に示すように、金属バンド部材６１の両端部が重ね
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合わされてリング状に形成され、この重ね合わせ部分における外側バンド部６２の先端側
に形成された２個の係止孔６４に、内側バンド部６３に突設された２個の係止部６５が嵌
合される一方、外側バンド部６２の基端側に、外方に門形に折り曲げ形成された締め付け
耳部６６が設けられた形状である。　
　締め付けバンド６０は、プライヤ等の締め付け工具により締め付け耳部６６を挟圧して
潰すことにより、全体が縮径されてかしめられる構造である。また、同締め付けバンド６
０は、板厚が同じであれば径の相違に関わらず同じ締め付け工具によって縮径操作が可能
である。
【００２４】
　シールドシェル４０の上端側の外周面における編組線７０の装着溝４６の下方位置には
、ゴムブーツ７２の開口端部７２Ａが嵌められるブーツ装着溝４７が形成されている。ゴ
ムブーツ７２の開口端部７２Ａは、同じく締め付けバンド６０Ｂによってかしめ固着され
るようになっている。また、シールドシェル４０の下端部に形成された張出部４１の天井
部には、相手コネクタとの嵌合を助勢するべくボルト４９が、回転のみを自由に装着され
ている。　
　ハウジング２０の下面には、相手コネクタとの間の嵌合状態を電気的に検知するための
インターロック機構を構成する検知端子２４が装着されるようになっている。
【００２５】
　続いて、本実施形態に係る電線側シールドコネクタＣの組み付け手順の一例を説明する
。　
　ハウジング２０には、シールリング２８と、インターロック機構を構成する検知端子２
４とが予め装着される一方、シールドシェル４０の張出部４１にはボルト４９が予め装着
される。この状態から、ハウジング２０がシールドシェル４０内に下方から挿入され、端
子挿入端２１は、両弾性係止片３４を撓み変位させつつガイド溝４４で案内されて、シー
ルドシェル４０の上段部４３内に押し込まれる。　
　図１５及び図１６に示すように、ハウジング２０の外周のフランジ２３がシールドシェ
ル４０の内周の突き当て面４２に当たったところで押し込みが停止され、そのとき弾性係
止片３４が復元変位しつつ鈎部３５がシールドシェル４０の上部開口縁４８に係止し、ハ
ウジング２０が抜け止めされて保持される。
【００２６】
　次に、ハウジング２０の両端子収容部２５に対して、被覆電線１０の端末に固着された
雌端子１５が所定の向きで挿入される。雌端子１５はランス３０を撓み変形させつつ押し
込まれ、図１７に示すように、接続部１６の先端が前壁２５Ｂに当たるまで押し込まれる
と、ランス３０が復元変位して接続部１６に係止する。そののち、各被覆電線１０に先通
しされていたゴム栓３２が、端子収容部２５の入口２５Ａに嵌着される。
【００２７】
　続いて、リテーナ５０が装着される。リテーナ５０は、図１０に示すように開いた状態
から、分割された各押さえ部５２の間に被覆電線１０を嵌めつつ閉じられることによって
、図１８に示すように、両被覆電線１０に亘る外周に摺動可能に装着された状態となる。
そののち、リテーナ５０が、被覆電線１０に沿ってハウジング２０の上端部に向けて摺動
される。　
　リテーナ５０は、係止脚５７がハウジング２０側の係止突起３７のテーパ面３７Ａに当
たって弾性的に開きつつ押し込まれ、それに伴い、押さえ部５２が端子収容部２５の入口
２５Ａ内に進入するとともに、リテーナ板５３が、弾性係止片３４の裏側の撓み許容空間
３６に進入する。
【００２８】
　基板５１がハウジング２０の上端面に当たるまでリテーナ５０が押し込まれると、図１
９に示すように、係止脚５７が復元変位して係止溝５８内に係止突起３７が嵌合し、係止
溝５８の下端が係止突起３７に係止することで抜け止めされて装着される。　
　このとき、図２０に示すように、押さえ部５２がゴム栓３２の上面を押さえて抜け止め
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する。それとともに、図２１に示すように、リテーナ板５３が撓み許容空間３６内に所定
長さ進入し、弾性係止片３４が内方、すなわち係止解除方向に撓み変位することが規制さ
れ、間接的に二重係止された状態となる。
【００２９】
　リテーナ５０の装着が完了したら、両被覆電線１０の回りに嵌装された編組線７０の一
方の開口端部７０Ａが、シールドシェル４０の装着溝４６に覆い付けられ、そののち、図
２２ないし図２４に示すように、編組線７０の回りに嵌装された締め付けバンド６０が装
着溝４６に嵌められ、上記したように、締め付け工具で同締め付けバンド６０の締め付け
耳部６６を挟圧してかしめることで、編組線７０の一方の開口端部７０Ａが装着溝４６に
対して固着される。これにより、コネクタＣの組み付けが完了する。
【００３０】
　さらに、上記した電線側シールドコネクタＣを端末に設けたワイヤハーネスの一例を説
明する。このワイヤハーネスでは、図２５に示すように、被覆電線１０の外周をシールド
するに当たり、同コネクタＣを相手の機器側シールドコネクタに嵌合する際の作業性等を
考慮して可撓性を持たせるために、端部側の所定長は編組線７０で一括して包囲する一方
、そこから先は、金属製のシールドパイプ７４に挿通した構造となっている。
【００３１】
　より具体的には、上記したように、編組線７０の一方の開口端部７０Ａがシールドシェ
ル４０の装着溝４６に対して締め付けバンド６０で固着されるとともに、この編組線７０
の他方の開口端部７０Ｂがシールドパイプ７４の端部に被せられ、同様に締め付けバンド
６０Ａをかしめて固着される。なお、編組線７０の両開口端部７０Ａ，７０Ｂの固着部分
には、テープ巻きを施すとよい。　
　また、上記した編組線７０の配設部分の防水を図るために、ゴムブーツ７２が被着され
ている。ゴムブーツ７２の一方の開口端部７２Ａは、シールドシェル４０に設けられたブ
ーツ装着溝４７に嵌められて、同様に締め付けバンド６０Ｂをかしめて固着されていると
ともに、他方の開口端部７２Ｂは、シールドパイプ７４の端部における編組線７０の固着
位置よりも内側に被せられ、同じく締め付けバンド６０Ｃによってかしめ固着されている
。　
　ここで、編組線７０をシールドパイプ７４に固着する際に用いる締め付けバンド６０Ａ
、及びゴムブーツ７２の両端を固着する際に用いる締め付けバンド６０Ｂ，６０Ｃは、編
組線７０をシールドシェル４０に固着する締め付けバンド６０に対して、径は異なるもの
の同じ板厚で同形式のものが使用されている。
【００３２】
　以上のように本実施形態に係る電線側シールドコネクタＣでは、リテーナ５０を装着し
たことにより、弾性係止片３４が係止解除方向に撓み変位することが規制されて間接的に
二重係止されるから、ハウジング２０がシールドシェル４０から抜けることがより確実に
防止できる。すなわちハウジング２０のシールドシェル４０に対する固着力を大幅に上げ
ることができる。また、リテーナ５０はゴム栓押さえと兼用したから、構造の簡略化が図
られる。
【００３３】
　なお、上記したリテーナ５０を装着した構造が実現できた要因として、編組線７０の開
口端部７０Ａをかしめる部材に、工具による縮径操作が可能な締め付けバンド６０を使用
したことが寄与している。この締め付けバンド６０は、中子が不要で工具による言わば外
部操作のみでかしめることができるから、組み付けの手順として、まずハウジング２０を
シールドシェル４０に挿入して弾性係止片３４で一次係止されたのち、リテーナ５０を装
着して二重係止し、そののち編組線７０の開口端部７０Ａをシールドシェル４０の装着溝
４６に覆い付け、最後に装着溝４６に締め付けバンド６０を嵌めて、工具による外部操作
でかしめるといった工程を踏むことができる。これにより、ハウジング２０の二重係止が
実現できる。
【００３４】
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　また本実施形態に係るワイヤハーネスは、被覆電線１０の回りをシールドするに当たり
、シールドコネクタＣに接続される端部側の所定長は、編組線７０で一括して包囲する一
方、そこから先はシールドパイプ７４で包囲する構造とし、さらに、防水のために編組線
７０の回りをゴムブーツ７２で覆っている。ここで、編組線７０の両端並びにゴムブーツ
７２の両端をそれぞれシールドシェル４０とシールドパイプ７４に固着するに当たり、工
具によるかしめ操作可能な締め付けバンド６０，６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃを利用しており
、かつ各締め付けバンド６０，６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃは、径は異なるものの同じ板厚で
同形式のものが使用されている。　
　すなわち、いずれのかしめ作業も、大掛かりな型装置が不要で工具の操作で実現でき、
また、この種の締め付けバンドは、板厚が同じであれば径の相違に関わらず同じ工具で縮
径操作が可能であり、したがって、編組線７０やゴムブーツ７２のかしめ作業、ひいては
この種のシールド機能を備えたワイヤハーネスの製造作業を能率良く行うことができる。
【００３５】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の実施形態２を図２６及び図２７によって説明する。　
　この実施形態では、リテーナ８０がハウジング２０に装着された場合の抜け止め構造に
変更が加えられている。なお、上記実施形態１と同一機能を有する部分、部位については
、同一符号を付すことで説明の省略または簡略化を図り、以下には主に相違部分について
説明する。
【００３６】
　図２６に示すように、リテーナ８０における各押さえ部５２の外周面には、前後一対ず
つの係止突部８１が形成される一方、ハウジング２０における各端子収容部２５の入口２
５Ａの周面には、上記した係止突部８１が嵌って係止する一対ずつの係止孔８３が開口さ
れている。　
　リテーナ８０は、係止突部８１が端子収容部２５の入口２５Ａを広げつつ押し込まれ、
正規位置まで押し込まれると、図２７に示すように、係止突部８１が対応する係止孔８３
内に嵌合して係止され、抜け止めされて装着される。
【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る。　
　（１）上記実施形態では、リテーナは２つ割されてヒンジで一体に連結された構造のも
のを例示したが、ヒンジを備えることなく完全に２分割されたものであってもよい。逆に
、電線に先通しするような使い方をすれば、リテーナは２つ割されていなくてもよい。　
　（２）上記実施形態では、リテーナはゴム栓押さえを兼用したのであるが、別途備える
ようにしてもよい。
【００３８】
　（３）上記実施形態では、電線側シールドコネクタとして雌端子を収容した雌側コネク
タを例示したが、雄端子を収容した雄側コネクタであってもよい。　
　（４）本発明は、上記実施形態に例示した防水型シールドコネクタに限らず、非防水形
式のシールドコネクタにも適用可能である。　
　（５）また上記実施形態では、両コネクタの嵌合力を助勢するために、ボルトからなる
倍力機構を用いたものを例示したが、倍力機構としてレバー等の他の手段を採用したもの
にも、同様に適用可能である。逆に、倍力機構を備えないコネクタにも適用することがで
きる。
【符号の説明】
【００３９】
　Ｃ…電線側シールドコネクタ
　１０…被覆電線（電線）
　１５…雌端子（端子金具）
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　２０…ハウジング
　２５…端子収容部
　２５Ａ…（端子収容部２５の）入口
　３２…ゴム栓
　３４…弾性係止片
　３５…鈎部
　３６…撓み許容空間
　４０…シールドシェル
　４６…装着溝（編組線固着部）
　４８…（シールドシェル４０の）上部開口縁（係止部）
　５０…リテーナ
　５２…押さえ部（ゴム栓押さえ）
　５３…リテーナ板
　６０，６０Ａ，６０Ｂ，６０Ｃ…締め付けバンド
　７０…編組線
　７０Ａ，７０Ｂ…（編組線７０の）開口端部
　７２…ゴムブーツ
　７２Ａ，７２Ｂ…（ゴムブーツ７２の）開口端部
　７４…シールドパイプ
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