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(57)【要約】
　コネクタ本体を有する同軸コネクタにはコネクタ本体
穴が設けられる。コネクタ本体穴内にはグリップリング
が保持され、グリップリングの外径が環状の楔状面と当
接し、楔状面は、コネクタ端の方に近い最大直径とケー
ブル端の方に近い最小直径との間にテーパを備える。楔
状面は、コネクタ本体穴の側壁に直接に設けられていて
もよく、あるいは、コネクタ本体のケーブル端に結合さ
れるクランプリングの内径に設けられてもよい。グリッ
プリングの内径には把持面が設けられる。コネクタ本体
穴内にはスプリング接点が保持される。把持面は、コネ
クタ本体との回転インターロックを直接に備え、もしく
はスプリング接点および／またはクランプリングとの相
互接続を介して備える。



(2) JP 2012-508432 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタ端と、中実の外側導体を有する同軸ケーブルと結合するためのケーブル端とを
有する同軸コネクタであって、
　コネクタ本体穴が設けられるコネクタ本体を備え、
　コネクタ本体穴内に保持されるグリップリングを備え、該グリップリングの外径が環状
の楔状面と当接し、楔状面は、コネクタ端の方に近い最大直径とケーブル端の方に近い最
小直径との間にテーパを備え、
　グリップリングは、コネクタ本体に対する回転インターロックを備え、
　グリップリングの内径がグリップリング把持面を備え、
　コネクタ本体穴内に保持されるスプリング接点を備え、
　グリップリング把持面とスプリング接点の内径は、ケーブル端から外側導体を挿通して
受けて外側導体の外径と結合するように寸法付けられる、同軸コネクタ。
【請求項２】
　グリップリングがｃ形状を成し、回転インターロックは、楔状面からグリップリングの
両端間の隙間へと径方向内側に延びるインターロックタブである、請求項１に記載の同軸
コネクタ。
【請求項３】
　回転インターロックがグリップリングの外径上の把持面である、請求項１に記載の同軸
コネクタ。
【請求項４】
　グリップリングの外径の把持面は、同軸コネクタの長手方向軸と同一平面上にある長手
方向領域を有する複数の突起である、請求項３に記載の同軸コネクタ。
【請求項５】
　回転インターロックが楔状面上の把持面である、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項６】
　楔状面の把持面は、同軸コネクタの長手方向軸と同一平面上にある長手方向領域を有す
る複数の突起である、請求項５に記載の同軸コネクタ。
【請求項７】
　グリップリングがｃ形状を成し、グリップリングの端部は、外側導体の周囲におけるグ
リップリングの回転に対するストッパ面である、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項８】
　グリップリングのケーブル端とグリップリングのコネクタ端との間で把持面を貫く少な
くとも１つのチャンネルを更に含む、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項９】
　グリップリングのコネクタ端に形成される少なくとも１つのポケットを更に含む、請求
項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１０】
　回転インターロックは、少なくとも１つのポケットとキー止めするスプリング接点のタ
ブである、請求項９に記載の同軸コネクタ。
【請求項１１】
　回転インターロックは、グリップリングの端部間の隙間とキー止めするスプリング接点
のタブである、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１２】
　楔状面がコネクタ本体穴の側壁に形成される、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１３】
　コネクタ本体のケーブル端に結合されるクランプリングを更に含み、クランプリングが
コネクタ本体穴内で延在し、
　楔状面は、クランプリングのコネクタ端の方に近いクランプリングの内径に形成される
、請求項１に記載の同軸コネクタ。
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【請求項１４】
　楔状面は、グリップリングと同軸ケーブルを把持するように寸法付けられる第２のグリ
ップリングとの間に設けられる楔状面スペーサに設けられ、
　第２のグリップリングがクランプリングの楔状面と接触する、請求項１３に記載のコネ
クタ。
【請求項１５】
　第２のグリップリングの把持面は、第２のグリップリングのケーブル端と第２のグリッ
プリングのコネクタ端との間の第２のグリップリングの内径に沿う少なくとも１つのチャ
ンネルである、請求項１４に記載のコネクタ。
【請求項１６】
　第２のグリップリングの把持面が同軸ケーブルのジャケットと接触する、請求項１４に
記載のコネクタ。
【請求項１７】
　コネクタ端と、中実の外側導体を有する同軸ケーブルと結合するためのケーブル端とを
有する同軸コネクタであって、
　コネクタ本体穴が設けられるコネクタ本体と、
　コネクタ本体穴内の楔状面スペーサと、
　楔状面スペーサに隣接してコネクタ本体穴内に保持されるグリップリングと、
　を備え、
　グリップリングの外径がクランプリングの環状の楔状面と当接し、楔状面は、コネクタ
端の方に近い最大直径とケーブル端の方に近い最小直径との間にテーパを備え、
　グリップリングの内径がグリップリング把持面を備え、
　コネクタ本体内に螺合可能なクランプリングが、楔状面スペーサを推し進めることによ
り、外側導体の先端をコネクタ本体に対して押し付けクランプするとともに、グリップリ
ング把持面を同軸ケーブルに対して径方向内側に押し付けクランプする、同軸コネクタ。
【請求項１８】
　グリップリング把持面が同軸ケーブルの外側導体と接触する、請求項１７に記載のコネ
クタ。
【請求項１９】
　グリップリング把持面が同軸ケーブルのジャケットと接触する、請求項１７に記載のコ
ネクタ。
【請求項２０】
　グリップリングがｃ形状を成し、回転インターロックは、楔状面からグリップリングの
両端間の隙間へと径方向内側に延びるインターロックタブである、請求項１７に記載の同
軸コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　この出願は、現在係属中でそのすべてが参照により本明細書に含まれ、一部継続である
Ｊｅｆｆｒｅｙ　Ｐａｙｎｔｅｒ，Ａｌ　Ｃｏｘ，Ｎａｈｉｄ　ＩｓｌａｍおよびＬｅｅ
　Ａｌｌｉｓｏｎによって２００９年１１月４日に出願された「Ａｎｔｉ－Ｒｏｔａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏａｘｉａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ」と題される共有の米国実用特許出願第１２
／６１２，４２８号の利益を主張し、現在係属中でそのすべてが参照により本明細書に含
まれ、一部継続であるＪｅｆｆｒｅｙ　ＰａｙｎｔｅｒおよびＡｌ　Ｃｏｘによって２０
０９年１１月２日に出願された「Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｃｏａｘｉａ
ｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ」と題される共有の米国実用特許出願第１２／６１１，０９５号
の利益を主張し、また、現在係属中でそのすべてが参照により本明細書に含まれるＪｅｆ
ｆｒｅｙ　ＰａｙｎｔｅｒおよびＡｌ　Ｃｏｘによって２００８年１１月５日に出願され
た「Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｃｏａｘｉａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ」と



(4) JP 2012-508432 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

題される共有の米国実用特許出願第１２／２６４，９３２号の利益を主張する。
【０００２】
　この発明は電気ケーブルコネクタに関する。特に、本発明は、それが取り付けられる同
軸ケーブルに対して回転しない特性を有する同軸コネクタに関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば高レベルの精度および信頼性を必要とする通信システムでは、同軸ケーブルコネ
クタが使用される。
【０００４】
　ケーブルとコネクタとの間で安全な機械的相互接続および最適な電気的相互接続を生み
出すためには、同軸ケーブルの外側導体の先端とコネクタ本体との間で略均一な周方向接
触を成すことが望ましい。外側導体の口広端（ｆｌａｒｅｄ　ｅｎｄ）が結合ナットを介
してコネクタ本体の環状の楔状面に押し付けてクランプされ、コネクタと同軸ケーブルと
が連結される。この技術の代表的なものは、Harwathに対して１９９８年８月１８日に発
行された共有の米国特許第５，７９５，１８８号（特許文献１）である。
【０００５】
　米国特許第５，７９５，１８８号の結合ナットと金属体との間の機械螺合結合面、およ
び、同様に構成される従来の同軸コネクタは、製造コスト要件および取り付け時間要件を
著しく増大させる。他の欠点は、ケーブル端上にわたって背面体をスライドさせた後に、
螺合中にコネクタ本体内にケーブルを保持する精密ケーブル端口広げ作業を行なうコネク
タ分解のための要件があることである。また、最終螺合手続きにおいて、および／または
、外側導体の口広端部が本体と結合ナットとの間でクランプされる際に外側導体の口広端
部の損傷を回避するために付加される、更なるコネクタ要素に対して、外側導体と同軸ケ
ーブルとの間で安全な電気的接続を形成するように、注意を払わなければならない。
【０００６】
　同軸ケーブルの外側導体とコネクタとの間の電気機械的な相互接続を確保するために把
持要素および／または支持要素を利用して、それら要素の周囲でコネクタ本体が径方向に
圧着され（又は、ひだを付けられ、ｃｒｉｍｐｅｄ）および／または軸方向に圧縮される
という、別の同軸コネクタ解決策も当分野において知られている。圧着および／または圧
縮接続は、それぞれの場合において、取付具によって加えられる特定の力レベルに応じて
品質を変化させることを条件とする。非中実（ｎｏｎ－ｓｏｌｉｄ）の外側導体同軸ケー
ブルのためのコネクタに良く見られる、外側導体の内径の内側に挿入される外側導体の潰
れを防止するために加えられる支持面は、電気的性能を低下させるインピーダンスの不連
続性（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｄｅｇｒａｄｉｎｇ　ｉｍｐｅ
ｄａｎｃｅ　ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ）を信号経路にもたらす。また、圧着および／
または圧縮は、大径の同軸ケーブルを用いると非実用的になる。これは、対応するコネク
タ／背面体の直径、側壁厚、および／または、所要行程の増大によって、必要とされる力
を、従来の圧着／圧縮のハンドツールによって供給できるレベルを超えて増大させるから
である。
【０００７】
　コネクタとケーブルとの間の強固な回転インターロックに満たない取り付けでは、コネ
クタとケーブルとの間の回転が、電気的な不連続、相互変調歪み（ｉｎｔｅｒｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ）をもたらす場合があり、および／または、相互接続
を取り囲む周辺シールを損なう場合がある。
【０００８】
　同軸ケーブルコネクタ市場における競争は、電気的性能の向上と、材料コスト、取り付
け要員のための訓練要件、専用の取り付け工具の減少、および、必要とされる取り付けス
テップおよび／または工程の総数の減少を含む全体のコストの最小化とに焦点を絞ってき
た。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，７９５，１８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、コネクタと同軸ケーブルとの間の回転の機会を最小限に
抑えつつ従来技術の欠陥を克服する同軸コネクタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この明細書に組み入れられてこの明細書の一部を構成する添付図面は、本発明の実施形
態を示している。この場合、図中の同様の参照符号は、同じ特徴または要素を示しており
、それらが現れる全ての図面において詳しく説明されない場合がある。また、添付図面は
、先に与えられた本発明の説明および以下に与えられる実施形態の説明と共に、本発明の
原理を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の同軸コネクタの第１の典型的な実施
形態の概略斜視後面図である。
【図２】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の図１の同軸コネクタの概略側断面図
である。
【図３】図２の領域Ａの拡大図である。
【図４】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の同軸コネクタの別の実施形態の概略
断面図である。
【図５】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の別の実施形態の同軸コネクタの概略
側断面図である。
【図６】図５の領域Ｂの拡大図である。
【図７】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の別の実施形態の同軸コネクタの概略
断面図である。
【図８】図７の領域Ｃの拡大図である。
【図９】図７の領域Ｄの拡大図である。
【図１０】図７のクランプリングの概略斜視図である。
【図１１】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の別の実施形態の同軸コネクタの概
略断面図である。
【図１２】図１１の領域Ｅの拡大図である。
【図１３】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の別の実施形態の同軸コネクタの概
略断面図である。
【図１４】図１３の領域Ｆの拡大図である。
【図１５】同軸コネクタの別の実施形態の概略断面図である。
【図１６】図１５の領域Ｂの拡大図である。
【図１７】図１５の実施形態のクランプリングの概略斜視コネクタ端面図である。
【図１８】スプリング接点（ｓｐｒｉｎｇ　ｃｏｎｔａｃｔ）の概略斜視図である。
【図１９】中実断面および環状突起（ａｎｎｕｌａｒ　ｂａｒｂｓ）を有するグリップリ
ングの概略斜視図である。
【図２０】水平Ｖ断面を有するグリップリングの概略斜視図である。
【図２１】中実断面および螺旋状突起を有するグリップリングの概略斜視図である。
【図２２】図２１のグリップリングの概略コネクタ端側面図である。
【図２３】図２２のＢ－Ｂ線に沿う拡大断面図である。
【図２４】チャンネルが把持面上にあるグリップリングの概略斜視図である。
【図２５】把持面がチャンネルから成るグリップリングの概略斜視図である。
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【図２６】長手方向の位置合わせ突起の把持面が内径上および外径上にあるグリップリン
グの概略斜視図である。
【図２７】ポケットがコネクタ端部に形成されるグリップリングの概略斜視図である。
【図２８】別のスプリング接点の概略斜視図である。
【図２９】図２８のスプリング接点を有する同軸コネクタの別の実施形態の概略断面図で
ある。
【図３０】別のクランプリングの概略斜視図である。
【図３１】グリップリングが楔状面に当接する図３０の概略斜視図である。
【図３２】別のクランプリングの概略斜視図である。
【図３３】グリップリングが楔状面に当接する図３２の概略斜視図である。
【図３４】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の同軸コネクタの別の実施形態の概
略断面図である。
【図３５】同軸ケーブルの一部が取り付けられた状態の同軸コネクタの別の実施形態の概
略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　発明者は、利用可能な中実外側導体同軸コネクタを分析するとともに、ネジ込み本体間
接続、手動押し広げ取り付け手法、および、圧着／圧縮同軸コネクタ構造の欠点を認識し
た。
【００１４】
　図１～３における第１の典型的な実施形態に示されるように、本発明に係る同軸コネク
タ１は、コネクタ本体穴５を伴うコネクタ本体３を有する。コネクタ本体穴５内に配置さ
れる絶縁体７は、内側接点９をコネクタ本体穴５と同軸に支持する。同軸コネクタ１は、
グリップリング１９の内径に配置される把持面１７を介して、コネクタ本体穴５のケーブ
ル端１５内に挿入される同軸ケーブル１３の外側導体１１を機械的に保持する。コネクタ
本体穴５内に配置されるスプリング接点２１は、外側導体１１と周方向接触し、それによ
り、コネクタ本体３を横切る外側導体１１をコネクタ端２５にあるコネクタインタフェー
ス２３に対して電気的に結合する。
【００１５】
　コネクタインタフェース２３は、任意の望ましい標準的な或いは専用のインタフェース
であってもよい。
【００１６】
　当業者であれば分かるように、ケーブル端１５およびコネクタ端２５は、本明細書中で
は、長手方向位置と同軸コネクタ１の様々な要素間の接触相互関係とを明確にするために
使用される記述子である。同軸コネクタ１の長手方向軸に沿って隣接する要素に関する特
定された位置に加えて、それぞれの個々の要素は、ケーブル端１５側およびコネクタ端２
５側、すなわち、同軸コネクタ１のそれぞれのケーブル端１５およびコネクタ端２５に面
するそれぞれの要素の側を有する。
【００１７】
　グリップリング１９は、コネクタ本体穴５内に保持されてもよく、例えばグリップリン
グ溝２７内に配置されてもよい。グリップリング１９（および、存在する場合には、本明
細書中で以下に説明する更なる要素）の取り付けを容易にするため、および／または、外
側導体１１に対するグリップリング１９のグリップ特性を高めるため、グリップリング溝
２７は、例えば図５および図６に示されるようにグリップリング溝２７のケーブル端の側
壁および／または底部がコネクタ本体３に結合されるクランプナット３１の表面であるよ
うに形成されてもよい。
【００１８】
　クランプリング３１は、存在する場合には、例えば図６に最も良く示されるように、ケ
ーブル端１５に近い方のコネクタ本体穴５の側壁の１つ以上の環状スナップ溝３３とクラ
ンプリング３１の外径に設けられる対応するスナップ突起（ｓｎａｐ　ｂａｒｂ（ｓ））
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３５との間のインターロックなど、保持形態部２９によってコネクタ本体３に結合されて
もよい。
【００１９】
　保持形態部２９に代わる手段として、コネクタ本体穴５とクランプリング３１の外径と
の間にクランプリングネジ山３７が設けられてもよい。同軸コネクタ１をいつでも取り付
けて組み立てることができる状態で供給できるようにするため、クランプリングネジ山３
７がスナップ溝３３とスナップ３５との相互接続と組み合わされて、クランプリング３１
がコネクタ本体３に既に取り付けられた状態で供給され得るアセンブリが設けられ、それ
により、例えば図７～１４に示されるように内部要素の分解および／または損失が防止さ
れてもよい。保持形態部２９がクランプリングネジ山３７をスナップ溝３３およびスナッ
プ突起３５と組み合わせる場合、クランプリングネジ山３７に沿うねじ込みによるコネク
タ本体３に対するクランプリング３１の長手方向移動は、スナップ突起３５がスナップ溝
３３の側壁と干渉する前に移動し得るスナップ溝３３内の幅によって制限される。
【００２０】
　図１４に最も良く示されるように、保持形態部２９は、コネクタ本体３とクランプリン
グ３１との相互の最終螺合中に係合するように配置される、コネクタ本体３とクランプリ
ング３１との間の締まり嵌め（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｉｔ）６７を含んでもよい
。締まり嵌め６７は、クランプリング３１がコネクタ３内にねじ込まれるとクランプリン
グ３１の螺合解除／緩みに抵抗するように働く。
【００２１】
　図３、６、８、１２、１４に最も良く見られるように、グリップリング溝２７内の環状
の楔状面３９は、コネクタ端２５側の最大直径とケーブル端１５側の最小直径との間にテ
ーパを有する。グリップリング１９の外径は、楔状面３９と接触し、それにより、ケーブ
ル端１５へと向けて楔状面３９に沿って通過することにより径方向内側に推し進められる
。
【００２２】
　グリップリング１９の外径と楔状面３９との間の接触は、そこに沿った滑らかな移動を
促すように丸みを帯びていてもよいグリップリング１９の角部に沿ってもよく、あるいは
、グリップリング１９には、グリップリング１９の外径形状を楔状面３９のテーパと平行
になるように角度付けることによりグリップリング１９と楔状面３９との間で延びる接触
領域が形成されてもよい。
【００２３】
　例えば図１５～１７に示されるように、クランプリング３１には、スペーサ４３による
のではなくおよび／または外側導体シール４５によって供給される付勢力（ｂｉａｓ）で
はなく、コネクタ端２５に近接する付勢タブ６９（ｂｉａｓ　ｔａｂ（ｓ））が形成され
てもよい。付勢タブ６９は、クランプリング３１の内径から内側に突出して、ケーブル端
１５へ向けて曲げられる。付勢タブ６９は、グリップリング溝２７内に突出してグリップ
リング１９をケーブル端１５へ向けて楔状面３９に抗して付勢し、それにより、グリップ
リング１９を外側導体１１の外径に抗して径方向内側に付勢するように寸法付けられる。
付勢タブ６９は偏向特性（ｄｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ）を有
しており、それにより、同軸ケーブル１３の最初の挿入中に、外側導体１１の先端によっ
て押圧されるグリップリング１９が必要に応じて付勢タブ６９を偏向させ、これにより、
ケーブル端２５へ向かう定常状態付勢をグリップリング１９に再び作用させ始める前に、
グリップリング１９が広がって外側導体１１の外径上に嵌合するべくコネクタ端１５へ向
けて移動できるようにしてもよい。
【００２４】
　例えば射出成形による高分子材料の製造を容易にするため、付勢タブ６９が円弧部分と
して形成され、それにより、回転および引き込みによって、コネクタ端１５へと向かう付
勢タブ６９の角度付けにより形成される張り出し縁部の金型分離を行なえるようにしても
よい。
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【００２５】
　スプリング接点２１は、コネクタ本体穴５の側壁の別個のスプリング溝４１内に配置さ
れ、あるいはグリップリング溝２７のコネクタ端２５側に配置される例えば図１１、１２
、１８に示されるような螺旋コイルスプリングなどのバネ特性を有する任意の導電構造体
であってもよい。スプリング接点２１がグリップリング溝２７内にある場合、スプリング
接点２１とグリップリング１９および／または外側導体シール４５との間にスペーサ４３
が適用されてもよい。スペーサ４３は、コネクタ本体３に直接に当接されてもよく、ある
いは、楔状面３９に当接するように構成されてもよい。あるいは、スプリング接点２１は
、クランプリング３１によってコネクタ本体３と電気的に接触した状態に保持される、例
えば図１５および図１６に示されるような複数のスプリングフィンガを有するスタンピン
グ加工された（ｓｔａｍｐｅｄ）金属スプリングリングであってもよい。
【００２６】
　グリップリング１９は、把持面１７が外側導体１１の外径と強固に係合して該外径を把
持できるようにするため、外側導体１１の材料よりも大きい硬度特性を有するステンレス
鋼またはベリリウム銅合金などの材料から形成されるのが好ましい。グリップリング１９
の把持面１７は、外側導体１１がコネクタ端２５へ向けて移動するときに把持面１７を過
ぎてスライドできるようにしつつケーブル端１５へ向かう引張時に外側導体１１の外径表
面と係合してこれを把持する方向性バイアス（ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｂｉａｓ）を有
する。把持面１７は、ケーブル端１５の溝底部から各溝および／または突起４７のコネク
タ端２５の溝上端へと延びる傾斜面４９を備える複数の環状（図１９～２０）もしくは螺
旋状（図２１～２３）の溝または突起４７として形成されてもよい。傾斜面４９と反対側
のストッパ面５１は、同軸コネクタ１の長手方向軸に対して垂直な面であってもよく、お
よび／または、ストッパ面５１は、ケーブル端１５へと向かうコネクタ本体穴５から抜け
出る方向での移動が試みられるときに尖端突起を成して外側導体１１に食い込んでこれを
保持するようにコネクタ端２５へ向けて曲げられてもよい。
【００２７】
　グリップリング１９は、中実断面を有する例えば図１９、２１に示されるｃ形状リング
として形成されてもよい。あるいは、グリップリング１９は、例えば図２０に示されるよ
うに水平なＶおよび／またはＵ形状断面を成して形成されてもよい。この実施形態におい
て、グリップリング１９は、楔状面３９に対するグリップリング１９の長手方向位置にし
たがったグリップリング１９の径方向内側への移動間での直接的な機械的結合ではなく、
把持面１７を付勢して外側導体１１の外径表面と係合させるスプリング特性を有する。
【００２８】
　把持面１７は、特定の中実外側導体１１の特徴に適合する形状、例えば図２０に示され
るように環状波形中実外側導体同軸ケーブル１３の波形の谷と嵌まり合うように寸法付け
られる凹状湾曲形状を備えていてもよい。同様に、湾曲形状は、波形の山を抱える（ｃｒ
ａｄｌｅ）ように寸法付けられる凸状形態であってもよい。
【００２９】
　突起４７が環状形態で設けられる場合、および／または、グリップリング１９の外径お
よび楔状面３９が互いに対して回転できる場合には、回転可能な機械的相互接続が成され
てもよい。回転可能な相互接続は、電気的および／または機械的な相互接続特性の低下を
もたらす場合がある。グリップリング１９が端部２０間に隙間１８を伴うｃ形状を成す場
合、端部２０は、例えば研削して鋭い縁部を形成することにより、内側導体１１を中心と
するグリップリング１９の回転に対するストッパ面５１として設けられてもよい。
【００３０】
　相互接続に対して更なる回転防止特性を与えるために、突起（ｂａｒｂ（ｓ））４７に
は、例えば図２４に示される１つ以上のチャンネル（ｃｈａｎｎｅｌ（ｓ））７０などの
中断部（ｂｒｅａｋｓ）が環状態様（ａｎｎｕｌａｒ　ａｓｐｅｃｔ）で設けられてもよ
い。各チャンネルの両側の突起４７の縁部は、回転に対する更なるストッパ面５１を形成
する。グリップリング１９には、例えば図２５に示されるようにチャンネル７０が把持面
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１７の全体として設けられてもよく、この形態は、本明細書中で後述するように、例えば
グリップリング１９が比較的柔軟な高分子材料のジャケット５７と結合している場合に有
用である。
【００３１】
　突起４７には、例えば図２６に示されるように、同軸コネクタ１の長手方向軸と略同一
平面上に位置合わせされる長手方向領域が形成されてもよい。それにより、グリップリン
グ１９が外側導体１１の外径へと推し進められる際に、長手方向での把持に加えて、突起
４７も回転を妨げる。外側導体１１の先端に抗する挿入妨害を与えないように、これらの
突起４７には、ケーブル端１５へ向けて面する傾斜面および／または先端縁が設けられて
もよい。あるいは、図２７に示されるようにグリップリング１９のコネクタ端および／又
ケーブル端２５、１５に１つ以上のポケット（ｐｏｃｋｅｔ（ｓ））７７が切削されるこ
とにより、グリップリング１９の上端および下端および更にはこれらの端面に更なる突起
４７縁部を形成して、スペーサ４３、付勢タブ６９、スプリングリング２１、または、他
の要素を隣接するグリップリング溝２７の側壁に対して把持してもよい。
【００３２】
　例えば図２８および図２９に示されるように、グリップリング１９のコネクタ端２５の
ポケット７７、隙間１８、または、他のキャビティは、スプリング接点２１とのソケット
型回転インターロックを成すキーを形成してもよく、スプリング接点２１は、コネクタ本
体３との締まり嵌め（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｉｔ）のために、例えばグリップリ
ング１９のポケット７７、隙間１８、または、他のキャビティと結合するためにケーブル
端１５へ向けて曲げられるタブ８１および外径上の切り欠き７９等を備える。
【００３３】
　図３０および図３１に最も良く示されるように、グリップリング１９の外径と楔状面３
９との間の回転インターロックは、楔状面３９から径方向内側に突出するインターロック
タブ７３によって設けられてもよく、インターロックタブ７３は、グリップリング１９の
ｃ形状の端部２０間の隙間１８内に嵌まり込むように寸法付けられるが、コネクタ本体穴
５内への外側導体１１の挿入を妨げるほど十分長く延びていない。
【００３４】
　あるいは、例えば図３２および図３３に示されるように、楔状面３９の外径には、同軸
コネクタ１の長手方向軸と同一平面上にある長手方向領域を有する突起４７が形成されて
もよい。
【００３５】
　同軸ケーブル１３の外径に対してコネクタ本体３を更に安定させるため、例えば図４に
示されるように、コネクタ本体３のケーブル端１５近傍にジャケットグリップ７１が適用
されてもよい。ジャケットグリップ７１には、外側導体１１がコネクタ端２５へ向けて移
動するときにジャケットグリップ７１を過ぎてスライドできるようにしつつケーブル端１
５へ向かう引張時にジャケット５７の外径表面と係合してこれを把持する方向性バイアス
が設けられてもよい。ジャケットグリップ７１の把持面１７は、複数の環状もしくは螺旋
状の溝または突起として形成されてもよい。また、螺合は、コネクタ１による同軸ケーブ
ル１３の保持も助ける。
【００３６】
　螺旋状の溝または突起として形成される場合には、ジャケットグリップ７１がジャケッ
ト５７に螺合されるにつれて、外側導体１１をスプリング接点２１の下側でこれを通り過
ぎて徐々に移動させて、組み立てへの助力を供給しながら、ジャケットグリップ７１がジ
ャケット５７に螺合されてもよい。
【００３７】
　外側導体１１に加えておよび／または外側導体１１に代えて、回転防止楔状面３９およ
びグリップリング１９の形態がジャケット５７の把持に関して適用されてもよい。例えば
図３４に示されるように、外側導体１１と接触するグリップリング１９のための楔状面３
９を含む楔状面スペーサ７５が、ジャケット５７と接触するグリップリング１９によって
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グリップリング１９内へ推し進められて外側導体１１と接触するようにコネクタ本体穴５
内に適用されてもよい。
【００３８】
　当業者であれば分かるように、同軸ケーブル１３と同軸コネクタ１との間の結果として
得られる相互接続の回転防止特性および対応する強化は、例えば図３５に示されるように
外側導体先端クランプ型同軸コネクタなどの従来の同軸コネクタ形態に適用される場合に
も望ましい。重量を減らしおよび／または材料コストを低減するために厚さおよび／また
は他の強度特性が減少した外側導体を有する同軸ケーブル形態が開発されるにつれて、同
軸コネクタを同軸ケーブル上に保持する従来の周方向クランプ相互接続は更に弱くなる。
相互接続応力を分配するため、および／または、同軸コネクタを軸方向に安定させおよび
／または代わりにジャケット５７による同軸ケーブル１３に対する材料強度寄与の利益を
享受する補強を行なうため、グリップリング１９の配置は、クランプリング３１が締め付
けられる際に外側導体１１および／またはジャケット５７を徐々に把持するように適用さ
れてもよい。グリップリング１９は、楔状面３９を備える楔状面スペーサ７５に対して推
し進められ、楔状面３９は、外側導体１１の先端をコネクタ本体３に対して押し付けクラ
ンプする。
【００３９】
　ここで、グリップリング１９と楔状面３９との相互作用の動作態様について詳しく説明
する。グリップリング１９は、例えば典型的な図３および図３４に示されるように、その
それぞれのグリップリング溝２７内に長手方向移動範囲を有する。グリップリング１９が
コネクタ端２５へ向けて楔状面３９に沿って移動すると、例えば、外側導体１１の先端が
ケーブル端１５からコネクタ本体穴５内に挿入されて例えば把持面１７の傾斜面４９と接
触すると、グリップリング１９が広がることにより外側導体１１が通過することができ、
あるいは、グリップリング１９がグリップリング溝２７内でコネクタ端２５へ向けて長手
方向に移動し始める。楔状面３９のテーパにより、グリップリング１９がコネクタ端２５
へ向けて移動すると、グリップリング１９に対するグリップリング溝２７の深さが増大す
る。それにより、グリップリング１９が径方向外側に広がることができ、その結果、それ
ぞれの外側導体１１またはジャケット５７がグリップリング１９を通じてコネクタ端２５
へ向けて通過できる。
【００４０】
　逆に、広げられると直ぐに、グリップリング１９のその弛緩状態（ｒｅｌａｘｅｄ　ｓ
ｔａｔｅ）へ向かう内側への付勢が、把持面１７と外側導体１１またはジャケット５７の
外径表面との間の把持係合をもたらす。外側導体１１および／またはジャケット５７をケ
ーブル端１５へ向けて引っ張るためにコネクタ本体３と同軸ケーブル１３との間に張力が
加えられる場合には、把持面１７を介して係合されるグリップリング１９がテーパ状の楔
状面３９に押し付けられ、それにより、グリップリング溝２７の深さが徐々に減少し、そ
の結果、グリップリング１９が径方向内側に推し進められ、それぞれの把持面１７が外側
導体１１またはジャケット５７の外径表面内に押し込まれるにつれて把持係合が更に増大
される。ケーブル端１５のグリップリング溝２７の側壁は所定の位置となるように寸法付
けられてもよく、その位置では、把持面１７が外側導体１１またはジャケット５７と強固
に係合するが、さもなければ外側導体１１を径方向内側に潰してしまうおよび／またはジ
ャケット５７を受け入れ難いほど圧縮してしまう場合があるそれぞれのグリップリング１
９の径方向内側の移動を来たさないように、外側導体１１の直径に対するグリップリング
１９の直径が設定される。
【００４１】
　例えば図１４および図３４に示されるようなクランプリングネジ山３７を含む保持形態
部２９およびランプリング３１を含む実施形態による同軸ケーブル１３の相互接続中、ク
ランプリング３１をコネクタ本体３内にネジ込むことにより得られる限られた長手方向移
動は、それぞれの楔状面３９をそれぞれのグリップリング１９に押し付けることにより、
コネクタ本体３と同軸ケーブル１３との間に張力を印加する必要なく、グリップリング１
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９を径方向内側に移動させて外側導体１１および／またはジャケット５７と確実に把持係
合させるようになっている。また、グリップリング溝２７内にスプリング接点２１も存在
する実施形態において、コネクタ本体穴５内へのクランプリング３１の螺合は、スプリン
グ接点２１に対して圧力を直接におよび／または存在する場合にはスペーサ４３を介して
印加するようになっていてもよく、それにより、スプリング接点２１が外側導体１１へ向
けて径方向内側に変形し、その結果、スプリング接点２１と外側導体１１との間の接触圧
が増大し、そのため、これらの間の電気的結合が向上される。
【００４２】
　外側導体シール４５が存在する場合にはその弾性特性は、取り付け容易性および最終的
なシール特性に影響を及ぼす場合がある。例えば、外側導体シール４５が例えば図６に示
されるようにグリップリング１９のコネクタ端２５側に設けられる場合には、外側導体１
１の通過によってグリップリング１９がコネクタ端２５へ向けて外側導体シール４５へと
付勢されるにつれて、外側導体シール４５が圧縮される。外側導体１１の通過が完了する
と、付勢タブ６９に関して本明細書中で説明したように、圧縮された外側導体シールは、
グリップリング１９をケーブル端１５に向けて楔状面３９へと付勢し、したがって、グリ
ップリング１９を径方向内側に付勢して外側導体１１と把持係合させる。例えば図８に示
されるように外側導体シール４５がグリップリング１９のケーブル端１５側に設けられる
場合、外側導体シール４５は、グリップリング１９がケーブル端１５へ向けて移動すると
きにグリップリング１９によって圧縮され、それにより、外側導体１１とグリップリング
溝２７との間のシールが高められる。
【００４３】
　同軸コネクタ１のケーブル端１５に近いジャケット溝５５内にジャケットシール５３が
設けられてもよい。ジャケットシール５３は、コネクタ本体穴５または存在する場合には
クランプリング３１とジャケット５７との間をシールするように寸法付けられる。クラン
プリング３１が存在する場合には、クランプリング３１とコネクタ本体３との間をシール
するために、クランプリング溝６１内に配置される更なるクランプリングシール５９が設
けられてもよい。
【００４４】
　当業者であれば、本発明の重大な製造利点および取り付け利点を理解できる。製造中、
いつでも取り付けられる状態の完備した同軸コネクタ１のアセンブリが、必要とされる最
小数の要素を用いて形成される。クランプリング３１が構造中に含められる場合には、ス
プリング接点２１、スペーサ４３、グリップリング１９、および／または、外側導体シー
ル４５の取り付けが、グリップリング溝２７へのアクセスの向上によって簡略化され、そ
の後、グリップリング溝２７は、望ましいサブ要素がコネクタ本体穴５および／またはク
ランプリング３１の開放端内に配置された後にクランプリング３１を所定位置にスナップ
係合／螺合することにより容易に閉じることができる。また、様々な周辺シール（外側導
体シール４５、ジャケットシール５３、および／または、クランプリングシール５９）を
それぞれ各溝にオーバーモールド（ｏｖｅｒｍｏｌｄｅｄ）して、単一のアセンブリに一
体の周辺シールを設けてもよい。クランプリング３１の外径から内径まで穴６２が形成さ
れ、それにより、外側導体シール４５およびクランプリングシール５９が図１４に最も良
く示される一体相互支持ガスケットとしてオーバーモールドできるようにしてもよい。穴
６２を通じたオーバーモールドによって設けられる外側導体シール４５の更なる保持は、
ワイパ延在部６５を有する外側導体シール４５の形態も可能にする。ワイパ延在部６５に
より、外側導体シール４５は、滑らかで波形状の外側導体シール同軸ケーブル１３を更に
確実にシールできる。コネクタ本体３内へのクランプリング３１の手動螺合中にグリップ
取り付けを向上させるために、例えば図３１に示されるクランプリンググリップ６３がク
ランプリング３１の外径に適用されてもよい。
【００４５】
　同軸コネクタ１を同軸ケーブル１３上に取り付けるため、同軸ケーブル端が剥ぎ取られ
て所望の長さの導体が露出され、剥ぎ取られた同軸ケーブル端がコネクタ本体穴５のケー
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ブル端１５内に底部に達するまで挿入される。クランプリング３１が存在する場合には、
その後、クランプリング３１は、クランプリングネジ山３７を含んでいれば、コネクタ本
体３へ向けて螺合され、また、グリップリング１９と外側導体１１との間の強固な係合を
検証するために、コネクタ本体３と同軸ケーブル１３との間に試験張力が加えられる。
【００４６】
　ネジ込みクランプリング３１を伴う同軸コネクタ１の実施形態は、相互接続検査および
／または再使用のため、コネクタ本体３から離れるようにクランプリング３１の螺合を解
除し、それにより、楔状面３９がクランプリング３１と共にケーブル端１５へ向けて移動
する際にグリップリング１３が外側に移動して外側導体１１との係合を解除できるように
することによって、同軸ケーブル１３から取り外されてもよい。グリップリング１３の係
合が解除されると、同軸ケーブル１３をコネクタ本体穴５から引き抜くことができる。
【００４７】
　前述の説明において、既知の等価物を有する材料、比率、整数、または、構成要素につ
いて言及する場合、そのような等価物は、あたかも個別に示されているように本明細書に
組み入れられる。
【００４８】
　本発明の実施形態の記述によって本発明を説明するとともに、該実施形態をかなり詳し
く説明してきたが、添付の特許請求の範囲をそのような詳細な内容に限定することまたは
多少なりとも制限することは出願人の意図するところではない。更なる利点および変更は
当業者に容易に明らかである。したがって、本発明は、その広範な態様において、図示さ
れて説明される特定の詳細な内容、それぞれの装置、方法、および、例示に制限されない
。そのため、出願人の一般的な発明概念の思想または範囲から逸脱することなく、そのよ
うな詳細な内容から逸脱されてもよい。更に、以下の特許請求の範囲によって規定される
本発明の範囲または思想から逸脱することなく、改良および／または変更が成されてもよ
いことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４９】
１　同軸コネクタ（ｃｏａｘｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）
３　コネクタ本体（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｂｏｄｙ）
５　コネクタ本体穴（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｂｏｄｙ　ｂｏｒｅ）
７　絶縁体（ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）
９　内側接点（ｉｎｎｅｒ　ｃｏｎｔａｃｔ）
１１　外側導体（ｏｕｔｅｒ　ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
１３　同軸ケーブル（ｃｏａｘｉａｌ　ｃａｂｌｅ）
１５　ケーブル端（ｃａｂｌｅ　ｅｎｄ）
１７　把持面（ｇｒｉｐ　ｓｕｒｆａｃｅ）
１８　隙間（ｇａｐ）
１９　グリップリング（ｇｒｉｐ　ｒｉｎｇ）
２０　端部（ｅｎｄ）
２１　スプリング接点（ｓｐｒｉｎｇ　ｃｏｎｔａｃｔ）
２２　スプリングフィンガ（ｓｐｒｉｎｇ　ｆｉｎｇｅｒ）
２３　コネクタインタフェース（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
２５　コネクタ端（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｅｎｄ）
２７　グリップリング溝（ｇｒｉｐ　ｒｉｎｇ　ｇｒｏｏｖｅ）
２９　保持形態部（ｒｅｔａｉｎｉｎｇ　ｆｅａｔｕｒｅ）
３１　クランプリング（ｃｌａｍｐ　ｒｉｎｇ）
３３　スナップ溝（ｓｎａｐ　ｇｒｏｏｖｅ）
３５　スナップ突起（ｓｎａｐ　ｂａｒｂ）
３７　クランプリングネジ山（ｃｌａｍｐ　ｒｉｎｇ　ｔｈｒｅａｄｓ）
３９　楔状面（ｗｅｄｇｅ　ｓｕｒｆａｃｅ）
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４１　スプリング溝（ｓｐｒｉｎｇ　ｇｒｏｏｖｅ）
４３　スペーサ（ｓｐａｃｅｒ）
４５　外側導体シール（ｏｕｔｅｒ　ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｓｅａｌ）
４７　突起（ｂａｒｂ）
４９　傾斜面（ａｎｇｌｅｄ　ｆａｃｅ）
５１　ストッパ面（ｓｔｏｐ　ｆａｃｅ）
５３　ジャケットシール（ｊａｃｋｅｔ　ｓｅａｌ）
５５　ジャケット溝（ｊａｃｋｅｔ　ｇｒｏｏｖｅ）
５７　ジャケット（ｊａｃｋｅｔ）
５９　クランプリングシール（ｃｌａｍｐ　ｒｉｎｇ　ｓｅａｌ）
６１　クランプリング溝（ｃｌａｍｐ　ｒｉｎｇ　ｇｒｏｏｖｅ）
６２　穴（ｈｏｌｅ）
６３　クランプリンググリップ（ｃｌａｍｐ　ｒｉｎｇ　ｇｒｉｐ）
６５　ワイパ延在部（ｗｉｐｅｒ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）
６７　締まり嵌め（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｉｔ）
６９　付勢タブ（ｂｉａｓ　ｔａｂ）
７０　チャンネル（ｃｈａｎｎｅｌ）
７１　ジャケットグリップ（ｊａｃｋｅｔ　ｇｒｉｐ）
７３　インターロックタブ（ｉｎｔｅｒｌｏｃｋ　ｔａｂ）
７５　楔状面スペーサ（ｗｅｄｇｅ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｓｐａｃｅｒ）
７７　ポケット（ｐｏｃｋｅｔ）
７９　切り欠き（ｎｏｔｃｈ）
８１　タブ（ｔａｂ）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図３４】

【図３５】

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月26日(2011.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタ端と、中実の外側導体を有する同軸ケーブルと結合するためのケーブル端とを
有する同軸コネクタであって、
　コネクタ本体穴が設けられるコネクタ本体を備え、
　コネクタ本体穴内に保持されるグリップリングを備え、該グリップリングの外径が環状
の楔状面と当接し、楔状面は、コネクタ端の方に近い最大直径とケーブル端の方に近い最
小直径との間にテーパを備え、
　グリップリングは、コネクタ本体に対する回転インターロックを備え、
　グリップリングの内径がグリップリング把持面を備え、
　コネクタ本体穴内に保持されるスプリング接点を備え、
　グリップリング把持面とスプリング接点の内径は、ケーブル端から外側導体を挿通して
受けて外側導体の外径と結合するように寸法付けられる、同軸コネクタ。
【請求項２】
　グリップリングがｃ形状を成し、回転インターロックは、楔状面からグリップリングの
両端間の隙間へと径方向内側に延びるインターロックタブである、請求項１に記載の同軸
コネクタ。
【請求項３】
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　回転インターロックがグリップリングの外径上の把持面である、請求項１に記載の同軸
コネクタ。
【請求項４】
　グリップリングの外径の把持面は、同軸コネクタの長手方向軸と同一平面上にある長手
方向領域を有する複数の突起である、請求項３に記載の同軸コネクタ。
【請求項５】
　回転インターロックが楔状面上の把持面である、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項６】
　楔状面の把持面は、同軸コネクタの長手方向軸と同一平面上にある長手方向領域を有す
る複数の突起である、請求項５に記載の同軸コネクタ。
【請求項７】
　グリップリングがｃ形状を成し、グリップリングの端部は、外側導体の周囲におけるグ
リップリングの回転に対するストッパ面である、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項８】
　グリップリングのケーブル端とグリップリングのコネクタ端との間で把持面を貫く少な
くとも１つのチャンネルを更に含む、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項９】
　グリップリングのコネクタ端に形成される少なくとも１つのポケットを更に含む、請求
項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１０】
　回転インターロックは、少なくとも１つのポケットとキー止めするスプリング接点のタ
ブである、請求項９に記載の同軸コネクタ。
【請求項１１】
　回転インターロックは、グリップリングの端部間の隙間とキー止めするスプリング接点
のタブである、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１２】
　楔状面がコネクタ本体穴の側壁に形成される、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１３】
　コネクタ本体のケーブル端に結合されるクランプリングを更に含み、クランプリングが
コネクタ本体穴内で延在し、
　楔状面は、クランプリングのコネクタ端の方に近いクランプリングの内径に形成される
、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１４】
　楔状面は、グリップリングと同軸ケーブルを把持するように寸法付けられる第２のグリ
ップリングとの間に設けられる楔状面スペーサに設けられ、
　第２のグリップリングがクランプリングの楔状面と接触する、請求項１３に記載の同軸
コネクタ。
【請求項１５】
　第２のグリップリングの把持面は、第２のグリップリングのケーブル端と第２のグリッ
プリングのコネクタ端との間の第２のグリップリングの内径に沿う少なくとも１つのチャ
ンネルである、請求項１４に記載の同軸コネクタ。
【請求項１６】
　第２のグリップリングの把持面が同軸ケーブルのジャケットと接触する、請求項１４に
記載の同軸コネクタ。
【請求項１７】
　コネクタ本体穴内の楔状面スペーサを更に含み、
　グリップリングが楔状面スペーサに隣接し、
　コネクタ本体内に螺合可能なクランプリングに設けられた楔状面が、楔状面スペーサを
推し進めることにより、外側導体の先端をコネクタ本体に対して押し付けクランプすると
ともに、グリップリング把持面を同軸ケーブルに対して径方向内側に押し付けクランプす
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る、請求項１に記載の同軸コネクタ。
【請求項１８】
　グリップリング把持面が同軸ケーブルの外側導体と接触する、請求項１７に記載の同軸
コネクタ。
【請求項１９】
　グリップリング把持面が同軸ケーブルのジャケットと接触する、請求項１７に記載の同
軸コネクタ。
【請求項２０】
　グリップリングがｃ形状を成し、回転インターロックは、楔状面からグリップリングの
両端間の隙間へと径方向内側に延びるインターロックタブである、請求項１７に記載の同
軸コネクタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　例えば図１４および図３４に示されるようなクランプリングネジ山３７を含む保持形態
部２９およびクランプリング３１を含む実施形態による同軸ケーブル１３の相互接続中、
クランプリング３１をコネクタ本体３内にネジ込むことにより得られる限られた長手方向
移動は、それぞれの楔状面３９をそれぞれのグリップリング１９に押し付けることにより
、コネクタ本体３と同軸ケーブル１３との間に張力を印加する必要なく、グリップリング
１９を径方向内側に移動させて外側導体１１および／またはジャケット５７と確実に把持
係合させるようになっている。また、グリップリング溝２７内にスプリング接点２１も存
在する実施形態において、コネクタ本体穴５内へのクランプリング３１の螺合は、スプリ
ング接点２１に対して圧力を直接におよび／または存在する場合にはスペーサ４３を介し
て印加するようになっていてもよく、それにより、スプリング接点２１が外側導体１１へ
向けて径方向内側に変形し、その結果、スプリング接点２１と外側導体１１との間の接触
圧が増大し、そのため、これらの間の電気的結合が向上される。
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