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(57)【要約】
　コンタクト部材を取り付ける方法は、導電性の心線と
絶縁性のシースを備える導電体を提供する工程と、導電
体の端部領域におけるシースのシース部を切り離す工程
と、シース部が心線の長手方向端部を超えて突出するよ
うに、心線に対してシース部を変位する工程と、シース
部の少なくとも一部が、コンタクト部材と心線との間に
包囲されるように、導電体の端部領域にコンタクト部材
を圧着する工程を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンタクト部材（２１０）を取り付ける方法であって、
　導電性の心線（１１０）と絶縁性のシース（１２０）を備える導電体（１００）を提供
する工程と、
　前記導電体（１００）の端部領域（１０１）における前記シース（１２０）のシース部
（１２１）を取り外す工程と、
　前記シース部（１２１）が前記心線（１１０）の長手方向端部（１１１）を超えて突出
するように、前記心線（１１０）に対して前記シース部（１２１）を変位する工程と、
　前記シース部（１２１）の少なくとも一部が、前記コンタクト部材（２１０）と前記心
線（１１０）との間に包囲されるように、前記導電体（１００）の前記端部領域（１０１
）にコンタクト部材（２１０）を圧着する工程を含む方法。
【請求項２】
　前記心線部（１２１）の取り外しが切断によって行われる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シース部（１２１）の前記突出部分（１２１）は、前記圧着時に前記心線（１１０
）の前記長手方向端部（１１１）の周囲を完全に包囲する請求項１及び２のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項４】
　前記圧着前の前記コンタクト部材（２１０）が、スリーブ状の部分を有し、
　前記導電体の前記端部領域（１０１）が、前記圧着前に前記スリーブ状の部分に挿入さ
れる請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記心線（１１０）は、前記シース部（１２１）の前記変位によって露出され、
　前記コンタクト部材（２１０，３１０）の圧着領域（２１２，３１２，３１２ｂ）は、
導電体側封止領域（１３０）において前記圧着領域（２１２，３１２，３１２ｂ）が前記
シース（１２０）を包囲するように、且つ、前記導電体（１００）の接触領域（１４０）
において前記圧着領域（２１２，３１２，３１２ｂ）が前記心線（１１０）と直接接触す
るように圧着される請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　導電体（１００）内に導電性の心線（１１０）と絶縁性のシース（１２０）を備え、且
つコンタクト部材（２１０）を備える導電体装置（２００）であって、
　前記心線（１１０）は、前記導電体（１００）の端部領域（１０１）において長手方向
端部（１１１）を有し、
　前記コンタクト部材（２１０）は、前記導電体（１００）の前記端部領域（１０１）に
おいて前記導電体（１００）に対して圧着され、
　前記コンタクト部材（２１０）と前記心線（１１０）との間に、前記シース（１２０）
の一部（１２１）が配置され、
　前記一部（１２１）は、前記シース（１２０）の残余の領域から取り外されている導電
体装置（２００）。
【請求項７】
　前記シース（１２０）の前記切り離された部分（１２１）は、前記心線（１１０）の前
記長手方向端部（１１１）を超えて突出する請求項６に記載の導電体装置（２００）。
【請求項８】
　前記シース部（１２１）の突出部分（１２２）が、前記心線（１１０）の前記長手方向
端部（１１１）の周囲を完全に包囲する請求項７に記載の導電体装置（２００）。
【請求項９】
　当該導電体装置（２００）は、接触領域（２４０）を有し、
　前記接触領域（２４０）には、前記コンタクト部材（２１０）と前記心線（１１０）と
の間に導電性接触部が存在し、
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　当該コンタクト装置（２００）は、コンタクト側封止領域（２５０）を有し、
　前記コンタクト側封止領域（２５０）は、前記接触領域（２４０）と前記心線（１１０
）の前記長手方向端部（１１１）との間に配置され、
　前記シース（１２０）の前記切り離された部分（１２１）は、前記コンタクト側封止領
域（２５０）に配置される請求項６乃至８のいずれか一項に記載の導電体装置（２００）
。
【請求項１０】
　当該導電体装置（２００）は、導電体側封止領域（２３０）を有し、
　前記接触領域（２４０）は、前記コンタクト側封止領域（２５０）と前記導電体側封止
領域（２３０）との間に配置され、
　前記導電体側封止領域（２３０）において、前記コンタクト部材（２１０）と前記心線
（１１０）との間に前記シース（１２０）の更に他の部分が配置される請求項９に記載の
導電体装置（２００）。
【請求項１１】
　前記コンタクト部材（２１０，３１０）は、第２の圧着領域（３１２ｂ）を含み、
　前記導電体（１００）の接触領域（１４０）において、前記コンタクト部材（２１０，
３１０）の前記第２の圧着領域（３１２ｂ）は、当該導電体装置（２００，３００）の前
記接触領域（２４０，３４０）を少なくとも部分的に形成する請求項８乃至１０のいずれ
か一項に記載の導電体装置（２００，３００）。
【請求項１２】
　前記コンタクト部材（２１０，３１０）は、前記導電体（１００）の前記端部領域（１
０１）において前記導電体（１００）に圧着される第１の圧着領域（３１２ａ）を更に含
み、前記第１の圧着領域（３１２ａ）と前記第２の圧着領域（３１２ｂ）は、個別の部品
や、個別に圧着される圧着領域である請求項１１に記載の導電体装置（２００，３００）
。
【請求項１３】
　前記心線（１１０）は、アルミニウムを有する請求項６乃至１２のいずれか一項に記載
の導電体装置（２００）。
【請求項１４】
　前記シース（１２０）は、ＰＶＣを有する請求項６乃至１３のいずれか一項に記載の導
電体装置（２００）。
【請求項１５】
　前記コンタクト部材（２１０）は、銅材料を有する請求項６乃至１４のいずれか一項に
記載の導電体装置（２００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に係るコンタクト部材の取付方法、及び請求項５に係る、導電体と
コンタクト部材を備える導電体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧着によって導電体にコンタクト部材を接続することが知られている。導電体と押圧コ
ンタクト部材を備える導電体装置は、例えば、ＤＥ１０２００９０１０５６８Ａ１（ドイ
ツ特許出願公開第１０２００９０１０５６８号明細書）及びＷＯ２００９／０４４１６６
Ａ１（国際公開第２００９／０４４１６６号明細書）により知られている。
【０００３】
　導電体と導電体に対して押圧されるコンタクト部材との間の接触領域では、水分の浸入
が腐食を招き、結果的に導電体とコンタクト部材の導電体装置の電気的仕様を悪化させる
可能性があることが知られている。特に、異なる材料から構成される導電体と押圧コンタ
クト部材との間の接触領域に浸入する水分が、ガルバニック効果による腐食を招く可能性
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があることも知られている。
【０００４】
　従って、導電体と押圧コンタクト部材との間の接触領域を水分の浸入から保護すること
が望ましい。最新技術から、コンタクト部材の部分の特殊な設計により、導電体と押圧コ
ンタクト部材との間の接触領域を水分の浸入から保護することが知られている。しかしな
がら、既知の解決方法では、コンタクト部材の必要なフレームサイズにとっては不利益で
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、コンタクト部材を導電体に取り付ける改善した方法を提供することで
ある。この目的は、請求項１の特徴を備える方法によって達成される。本発明の更なる目
的は、導電体とコンタクト部材を備える改善した導電体装置を提供することである。この
目的は、請求項５の特徴を備える導電体装置によって達成される。更なる好適な実施形態
は、従属請求項において特定される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　コンタクト部材を取り付けるための本発明に係る方法は、導電性の心線と絶縁性のシー
スを備える導電体を提供する工程と、前記導電体の端部領域における前記シースのシース
部を取り外す工程と、前記シース部が前記心線の長手方向端部を超えて突出するように、
前記心線に対して前記シース部を変位する工程と、前記シース部の少なくとも一部が、前
記コンタクト部材と前記心線との間に包囲されるように、前記導電体の前記端部領域にコ
ンタクト部材を圧着する工程を含む。そのとき、前記シース部が、前記コンタクト部材と
前記導電体の前記心線との間の領域を封止するので有利である。これにより、前記コンタ
クト部材と前記導電体の前記心線との間の領域における腐食の危険性が減少するので有利
である。
【０００７】
　本方法の好適な一実施形態では、前記シース部の取り外しが切断によって行われる。前
記シース部の切断により、前記シースの前記シース部の簡単、迅速且つ繰り返し可能な取
り外しが可能になるので有利である。
【０００８】
　本方法の好適な一実施形態では、前記シース部の前記突出部分が、前記圧着時に前記心
線の前記長手方向端部の周囲を完全に包囲する。前記シース部の前記突出部分は、このと
き、浸入する水分に対して、前記コンタクト部材と前記導電体との間の接続部の前側領域
を封止するので有利である。
【０００９】
　本方法の有用な一実施形態では、前記コンタクト部材が、前記圧着前にスリーブ状の部
分を有している。それにより、前記導電体の前記端部領域が、前記圧着前に前記スリーブ
状の部分に挿入される。そのとき、本方法は、特に簡単且つ繰り返し可能になっているの
で有利であり、簡単に自動化することもできる。
【００１０】
　本方法の更に他の考え得る一実施形態によれば、前記心線が、前記シース部の前記変位
によって露出され、前記コンタクト部材の圧着領域が導電体側封止領域において、前記圧
着領域が前記シースを包囲するように、且つ、前記導電体の接触領域において前記圧着領
域が前記心線と直接接触するように圧着される。それにより、同時に、前記心線は、前記
導電体側封止領域において封止され、前記コンタクト部材を押圧する時に前記圧着領域に
より電気的に接触される。
【００１１】
　本発明に係る導電体装置は、導電性の心線及び絶縁性のシースを備える導電体と、コン
タクト部材とを含む。それにより、前記心線は、前記導電体の端部領域において長手方向
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端部を有する。前記コンタクト部材は、前記導電体の前記端部領域において前記導電体に
対して押圧される。それに加えて、前記コンタクト部材と前記心線との間に、前記シース
の一部が配置され、前記一部は、前記シースのその他の領域から取り外されている。この
導電体装置では、前記シースの前記切り離された部分が、浸入する水分に対して、前記コ
ンタクト部材と前記導電体の前記心線との間の領域を封止するので有利である。
【００１２】
　本導電体装置の更なる一実施形態では、前記シースの前記切り離された部分が、前記心
線の前記長手方向端部を超えて突出する。このとき、前記シースの前記切り離された部分
は、本導電体装置の製造時に前記心線に対して簡単に変位させることができるので有利で
ある。
【００１３】
　本導電体装置の特に好適な一実施形態では、前記シース部の前記突出部分が、前記心線
の前記長手方向端部の周囲を完全に包囲する。このとき、前記シース部の前記突出部分は
、浸入する水分に対して前側方向に、前記コンタクト部材と前記心線との間の領域を封止
するので有利である。
【００１４】
　本導電体装置の更なる一実施形態では、本導電体装置は、前記コンタクト部材と前記心
線との間に導電性接触部が存在する接触領域を有する。それにより、本導電体装置は、前
記接触領域と前記心線の前記長手方向端部との間に配置されるコンタクト側封止領域を更
に有する。それにより、前記心線の前記切り離された部分が、前記コンタクト側封止領域
に配置される。前記シースの前記切り離された部分は、前記コンタクト部材と前記心線と
の間の領域を封止し、ひいては前記コンタクト側封止領域における領域も封止するので有
利である。
【００１５】
　前記導電体装置の更なる一実施形態では、本導電体装置は、導電体側封止領域を有し、
前記コンタクト側封止領域と前記導電体側封止領域との間の前記接触領域が配置される。
それにより、前記コンタクト部材と前記心線との間の前記導電体側封止領域には、前記シ
ースの更に他の部分が配置される。前記導電体側封止領域に配置された前記シース部分は
、前記コンタクト部材と前記導電体の前記心線との間の領域を封止し、ひいては、浸入す
る水分に対して前記導電体側側面上の領域も封止する。
【００１６】
　本導電体装置の更に考え得る一実施形態によれば、前記コンタクト部材は、第２の圧着
領域、例えばフェルールを含み、当該導電体装置の前記接触領域を少なくとも部分的に形
成する接触領域を提供する。本導電体装置の更に考え得る一実施形態では、前記コンタク
ト部材が、前記導電体の前記端部領域において前記導電体に圧着される第２の圧着領域、
例えばエンドキャップを含み、前記第１の圧着領域と前記第２の圧着領域が、個別の部品
や圧着領域である。それにより、第１の圧着領域と前記第２の圧着領域は、個別に、即ち
互いに別々に圧着され、夫々、特定の用途に向けて必要に応じて設計される。前記第１の
圧着領域や前記第２の圧着領域は、カスタマイズされたコンタクトとして設計、即ち、異
なるワイヤゲージに正確に適応させる。前記第１の圧着領域は、単に前記導電体の前記端
部領域を封止するために機能するように設計され、前記導電体装置を取り付ける手段、即
ち、小孔、ラッチ部材、取付部材等を提供する。
【００１７】
　本導電体装置の一実施形態では、前記心線はアルミニウムを含む。
【００１８】
　本導電体装置の一実施形態では、前記シースはＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）を含む。
【００１９】
　本導電体装置の一実施形態では、前記コンタクト部材は銅材料を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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　以下、図面を参照して本発明を詳細に記述する。
【図１】導電体のやや概略的な斜視図を示す。
【図２】導電体と導電体に押圧されるコンタクト部材とを備える導電体装置のやや概略的
な斜視図を示す。
【図３】未圧着状態の本発明の一実施形態に係るコンタクト部材の概略的な平面図を示す
。
【図４】圧着前状態の図３に示すコンタクト部材の概略的な平面図を示す。
【図５】図４に示すコンタクト部材の概略的な側面図を示す。
【図６】第１と第２の圧着領域を含む、導電体とコンタクト部材とを備える導電体装置の
更に考え得る実施形態のやや概略的な平面図を示す。
【図７】図６に示す導電体装置内において圧着された状態の導電体のやや概略的で半透視
的な平面図を示す。
【図８】図６に示す導電体装置内において圧着された状態の導電体のやや概略的で半透視
的な側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、導電体１００の端部領域１０１を概略的な半透視図に示す。導電体は、例えば
電力を伝送するように、及び電気的データ信号を伝送するように機能する。
【００２２】
　導電体１００は、導電体１００の心線を形成する導電体心線１１０を有する。心線１１
０は、絶縁シース１２０によって被覆される。心線１１０は、金属、例えばアルミニウム
によって構成されることが好ましい。シース１２０は、絶縁材料、例えばプラスチックに
よって構成される。シース１２０は、特にポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）によって構成されて
もよい。
【００２３】
　導電体１００の端部領域１０１では、シース１２０のシース部１２１は、切断縁１２３
に沿ってシースの残余の部分から切断されている。切断されたシース部１２１は、心線１
１０の長手方向端部１１１上且つそれを超えて導電体１００の長手方向１０２にスライド
されるので、シース部１２１の一部が心線１１０の周囲に配置されたままである。一方、
シース部１２１の他の部分が、心線１１０の長手方向端部１１１よりも突出した突出部１
２２を形成する。
【００２４】
　従って、導電体１００は、長手方向１０２に、導電体側封止領域１３０と、接触領域１
４０と、コンタクト側封止領域１５０と、前側封止領域１６０とを連続して有する。導電
体側封止領域１３０では、導電体１００の心線１１０は、導電体１００のシース１２０に
よって包囲されている。接触領域１４０では、心線１１０は、シース部１２１の変位によ
って露出される。コンタクト側封止領域１５０では、心線１１０は、変位されたシース部
１２１によって包囲される。前側封止領域１６０は、シース部１２１の突出部１２２によ
って形成され、スリーブ状のシース部１２１が、心線１１０の長手方向端部１１１の上に
突き出る或いはそれを越えて突出する。
【００２５】
　図２は、導電体装置２００の概略図を示す。導電体装置２００は、図１の導電体１００
と、導電体１００に取り付けられたコンタクト部材２１０とを含む。コンタクト部材２１
０は、図２には図示されていない更なるコンポーネントに導電体１００を導電接続するた
めに導電体１００の端部領域１０１に装着される。
【００２６】
　コンタクト部材２１０は、導電材料、好ましくは金属によって構成される。コンタクト
部材２１０は、例えば、銅材料から成る。
【００２７】
　コンタクト部材２１０は、夫々、押圧コンタクト又は圧着コンタクトとして形成される
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。コンタクト部材２１０は、圧着領域２１２と移行領域２１１を含む。移行領域２１１で
は、コンタクト部材２１０の更に他の部分が続くが、図２には図示されない。導電体装置
２００の適用分野に応じて、移行領域２１１に続くコンタクト部材２１０の更に他の部分
は、例えば、プラグ、ソケット、又は半田コンタクトとして形成される。
【００２８】
　コンタクト部材２１０の圧着領域２１２は、スリーブ状に形成される。導電体１００の
端部領域１０１は、コンタクト部材２１０のスリーブ状圧着領域２１２内に挿入されてい
る。続いて、コンタクト部材２１０の圧着領域２１２は、導電体１００の端部領域１０１
にて、夫々、押圧又は圧着される。それにより、コンタクト部材２１０の圧着領域２１２
は、コンタクト部材２１０と導電体１００との間に機械的に強固な接続が構築されるよう
に塑性的に変形する。この圧着は、圧着トングを用いて行ってもよい。
【００２９】
　導電体１００の導電体側封止領域１３０では、コンタクト部材２１０の圧着領域２１２
は、導電体１００のシース１２０を包囲し、それによって、導電体装置２００の導電体側
封止領域２３０が形成される。コンタクト部材２１０は、長手方向１０２からの水分の浸
入をしっかりと防止するように導電体側封止領域２３０においてシース１２０を包囲する
。
【００３０】
　導電体１００の接触領域１４０では、圧着領域２１２が導電体１００の心線１１０と直
接接触し、それにより、導電体装置２００の接触領域２４０内にコンタクト装置２００の
接触領域２４０が形成される。従って、導電体１００の心線１１０とコンタクト部材２１
０との間には導電性接触部が存在する。
【００３１】
　コンタクト側封止領域１５０では、コンタクト部材２１０の圧着領域２１２が導電体１
００のシース部１２１を包囲し、それにより、導電体装置２００のコンタクト側封止領域
２５０が形成される。
【００３２】
　導電体１００の前側封止領域１６０では、シース部１２１の突出部１２２が、コンタク
ト部材２１０の圧着領域２１２の圧着により完全に圧縮されるので、圧着突出部２２２に
よって、心線１１０の前側長手方向端部１１１が完全に包囲される。それにより、この領
域は、導電体装置２００の前側封止領域２６０を形成する。
【００３３】
　導電体装置２００の前側封止領域２６０とコンタクト側封止領域２５０は、導電体１０
０の前側長手方向端部からのコンタクト部材２１０と導電体１００との間の空間への水分
の浸入を防止する。
【００３４】
　従って、導電体装置２００の接触領域２４０は、導電体１００の長手方向１０２並びに
長手方向１０２の反対方向からの水分の浸入から保護される。それにより、導電体装置２
００の接触領域２４０における腐食が有利に防止される。特に有利なのは、導電体１００
の心線１２０とコンタクト部材２１０が互いに異なる材料によって構成されてもよく、ガ
ルバニ電池が接触領域２４０に形成されることがない点である。
【００３５】
　図３は、未圧着状態Ａにおける本発明の一実施形態に係るコンタクト部材３１０の概略
的な平面図を示す。未圧着状態Ａとは、コンタクト部材が、例えば、打ち抜かれた金属板
として打ち抜き工具を残す状態である。コンタクト部材３１０は、導電性材料によって、
好ましくは金属によって構成されてもよい。コンタクト部材３１０は、例えば、銅材料に
よって構成される。
【００３６】
　コンタクト部材３１０は、接触部材３７０、移行領域３１１、及び他の移行領域３１３
によって互いに接続される第１の圧着領域３１２ａ及び第２の圧着領域３１２ｂを含んで
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もよい。接触部材３７０は、要望に応じて、特定の用途に向けて形成されてもよく、従っ
て、図３に示すような小孔３１４や、コンタクト部材３１０を取り付ける又はコンタクト
部材３１０に接触するためのその他の任意の手段を含んでもよい。言い換えれば、接触部
材３７０は、コンタクト部材３１０を介して導電体１００に電気機器を接続又は接触させ
るために望ましい任意の部材のダミーとして設けられてもよい。
【００３７】
　第１の圧着領域３１２ａは、導電体１００の端部領域１０１においてエンドキャップを
形成するように機能してもよい。第２の圧着領域３１２ｂは、コンタクト部材３１０の導
電体側封止領域３３０、接触領域３４０、及びコンタクト側封止領域３５０を設けるため
に圧着後にスリーブ又はフェルールとして形成されるように構成されてもよい。接触領域
３４０は、コンタクト部材３１０と導電体１００の心線１１０との間の電気的接触を向上
するための波状部、鋸歯状部、溝、又はその他の構造部材３１５を備えてもよい。第１の
圧着領域３１２ａは、コンタクト部材３１０の前側封止領域３６０を形成するように構成
されてもよい。
【００３８】
　図４は、圧着前状態Ｂにあるコンタクト部材３１０の概略的な平面図を示し、コンタク
ト部材３１０が、導電体１００の端部領域１０１に装着する用意ができた状態にある。導
電体１００は、例えば、図１に示すように用意された後、コンタクト部材３１０上に配置
される。導電体１００の導電体側封止領域１３０は、コンタクト部材３１０の導電体側封
止領域３３０上に載置される。導電体１００の接触領域１４０は、コンタクト部材３１０
の接触領域３４０に載置される。導電体１００の露出された心線１１０は、コンタクト部
材３１０の接触領域３４０内に載置される。導電体１００のコンタクト側封止領域１５０
は、コンタクト部材３１０のコンタクト側封止領域３５０内に載置される。導電体１００
の前側封止領域１６０は、コンタクト部材３１０の前側封止領域３６０内に載置される。
【００３９】
　図５は、圧着前状態Ｂのコンタクト部材３１０の概略的な側面図を示す。ここで、導電
体側封止領域３３０、接触領域３４０、コンタクト側封止領域３５０、即ち、第２の圧着
領域３１２ｂ、並びに前側封止領域３６０、即ち、第１の圧着領域３１２ａが、接触部材
３７０、移行領域３１１、及び更なる移行領域３１３から略垂直方向に離れるように延在
し、導電体１００が、第１の圧着領域３１２ａと第２の圧着領域３１２ｂによって包囲さ
れつつ、コンタクト部材３１０内で接触部材３７０、移行領域３１１、及び更なる移行領
域３１３のレベルに載置されるようになっていることが分かる。それにより、本発明に係
る導電体装置３００の更に他の一実施形態は、コンタクト部材３１０が圧着前状態Ｂから
圧着状態Ｃになるという点で、圧着される用意ができている。
【００４０】
　図６は、本発明に係る導電体装置３００の更に他の考え得る一実施形態の概略的な平面
図を示す。導電体装置３００は、コンタクト部材２１０を備えるために図１に示すように
用意されている、即ち、導電体装置２００のための導電体１００を含む。導電体１００は
、導電体装置３００のコンタクト部材３１０を備えるように同様に用意される。
【００４１】
　コンタクト部材３１０は、エンドキャップとして形成された第１の圧着領域３１２ａを
含む。導電体１００の端部領域１０１は、コンタクト部材３１０のスリーブ状圧着領域３
１２ａに挿入されている。コンタクト部材３１０の圧着領域３１２ａは、第１の圧着領域
３１２ａと導電体１００との間に機械的に強固な接続を構築するように塑性的に変形され
る。この圧着は、圧着トングを使用して行われてもよい。
【００４２】
　圧着後、図２に示す導電体装置２００の実施形態と同様に、導電体１００の前側封止領
域１６０において、シース部１２１の突出部１２２は、第１の圧着領域３１２ａによって
完全に圧縮されるので、圧着突出部２２２は、心線１１０の前側長手方向端部１１１を完
全に包囲する。それにより、この領域は、導電体装置３００の前側封止領域３６０を形成
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する。言い換えれば、圧着突出部２２２は、シース部１２１の圧縮されたシースによって
形成され、シース突出部と見なすこともできる。
【００４３】
　第２の圧着領域３１２ｂは、コンタクト部材３１０のスリーブ状圧着領域３１２を構成
する第１及び第２の圧着領域３１２ａ，３１２ｂに挿入されている導電体１００の端部領
域１０１に圧着される。次に、圧着領域３１２は、導電体１００の端部領域１０１におい
て、夫々、押圧又は圧着される。それにより、コンタクト部材３１０の圧着領域３１２は
、コンタクト部材３１０と導電体１００との間に機械的に強固な接続を構築するように塑
性的に変形させる。この圧着は、圧着トングを使用して行われてもよい。
【００４４】
　コンタクト部材３１０は、第１の圧着領域及び第２の圧着領域３１２ａ，３１２ｂを含
む圧着領域３１２を含む。導電体１００の導電体側封止領域１３０では、圧着領域３１２
、特にフェルール形状の第２の圧着領域３１２ｂは、圧着後に導電体１００のシース１２
０を包囲し、それにより、導電体装置３００の導電体側封止領域３３０が形成される。圧
着後、コンタクト部材３１０は、長手方向１０２からの水分の浸入を防止するように導電
体側封止領域３３０においてシース１２０を包囲する。
【００４５】
　導電体１００の接触領域１４０では、圧着領域３１２、特に第２の圧着領域３１２ｂは
、導電体１００の心線１１０と直接接触しており、それにより、導電体装置３００の接触
領域３４０が形成される。従って、導電体１００の心線１１０とコンタクト部材３１０と
の間には導電性接触部が存在する。
【００４６】
　コンタクト側封止領域１５０では、コンタクト部材３１０の圧着領域３１２、特に第２
の圧着領域３１２ｂが、導電体１００のシース部１２１の少なくとも一部を包囲し、それ
により、導電体装置３００のコンタクト側封止領域３５０が形成される。コンタクト側封
止領域１５０では、コンタクト部材３１０の圧着領域３１２、特に第２の圧着領域３１２
ｂが、導電体１００のシース部１２１を包囲し、それにより、導電体装置３００のコンタ
クト側封止領域３５０が形成される。
【００４７】
　導電体側封止領域３３０と接触領域３４０との間、並びにコンタクト側封止領域３５０
と接触領域３４０との間には、夫々移行領域３３５と３４５が形成される。移行領域３３
５と３４５では、第２の圧着領域３１２ｂの外輪郭が長手方向１０２に対して斜めに延在
する。移行領域３３５及び３４５は、長手方向１０２に対して傾斜し、それにより、シー
ス１２０の少なくとも一部、シース部１２１や圧着突出部１２２が、任意の開口又は空洞
を充填するように収納されて圧縮される。水分の浸入は、長手方向１０２で防止されるだ
けでなく、圧着し合う半体の合わせ縁に沿って移行領域３３５と３４５において少なくと
も部分的に垂直方向にも防止される。言い換えれば、移行領域３３５と３４５は、シース
１２０、シース部１２１や圧着突出部の夫々の部分が中空領域を充填し、それによって封
止工程を支援するように圧着される。コネクタ装置３００の封止は、接触領域３４０に向
かって移行領域３３５と３４５内に拡張又は押し込まれたシース材料によって少なくとも
部分的に行われてもよい。
【００４８】
　従って、導電体装置３００の接触領域３４０は、導電体１００の長手方向１０２と長手
方向１０２の反対方向からの水分の浸入から保護される。これにより、導電体装置３００
の接触領域３４０における腐食が有利な方法で防止される。導電体１００の心線１１０と
コンタクト部材３１０が互いに異なる材料によって構成されてもよく、接触領域３４０に
ガルバニ電池が形成されないことが特に有利である。
【００４９】
　更に、第１の圧着領域３１２ａは、導電体装置３００を取り付けるための小孔３１４を
提供する板状の取付手段として機能する接触部材３７０を備える。接触部材３７０は、コ
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ンタクト部材３１０の移行領域３１１に繋がっており、導電体装置３００を取り付けられ
るようにするプラグ、ソケット、又はその他の任意の種類の部材として形成されてもよい
。
【００５０】
　図７は、圧着状態Ｃの導電体装置３００内の導電体１００の概略的で半透視的な平面図
である。ここで、導電体１００の長手方向に垂直な方向に、導電体１００の導電体側封止
領域１３０及びコンタクト側封止領域１５０は、シースの各圧縮により、特に移行領域３
３５及び３４５のテーパ形状により、接触領域１４０に向かって先細りしていることが分
かる。導電体１００の更に他の移行領域１１３は、前側封止領域１６０に向かって先細り
し、心線１１０の長手方向端部１１１を越えて突出し、シース部１２１の一部、特に更に
他の移行領域１１３が、心線１１０の前側長手方向端部１１１を包囲するようにしている
。シース部１２１の突出部１２２は、圧着領域３１２、特にコンタクト部材３１０の第１
の圧着領域３１２ａの圧着によって完全に圧縮されるので、圧着突出部３２２が、心線１
１０の前側長手方向端部１１１を封止したり完全に包囲したりする。それにより、この領
域は、導電体装置３００の前側封止領域３６０を形成する。
【００５１】
　図８は、圧着状態Ｃの導電体装置３００内の導電体１００の概略的で半透視的な側面図
である。ここで、前側封止領域３６０では、第１の圧着領域３１２ａは、第２の圧着領域
３１２ｂに対して平らになり、導電体１００の前側封止領域１６０、特にシース部１２１
の各部分が平らになる、即ち、方向１０２に垂直な方向に圧縮されるようになっているこ
とが分かる。それにより、導電体１００の前側封止領域１６０は密封される。
【００５２】
　発明の概念の範囲内であれば上述の実施形態からの逸脱が可能である。水分の浸入から
の心線１１０の保護を向上するために、即ち、導電体装置２００，３００をより良好に封
止するために、圧着前に圧着領域２１２，３１２，３１２ａ，３１２ｂ、構造部材３１５
や移行領域３３５，３４５には添加剤、例えば、グリースやその他のシーラントを塗布し
、この添加剤が、毛管作用を防止するために毛管を充填する任意のシーラントとして機能
するようにしてもよい。更に、更に他の移行領域１１３，３１３の実際の形状は、導電体
の長手方向端部１１１の物理的位置や圧着工程で用いられる圧縮量によって変化してもよ
い。２つのコンタクト構成のいずれにおいても、シース部１２１の少なくとも一部は、シ
ース部１２１の圧縮状態の最終的な形状に拘らず、端部、特に圧着突出部２２２において
閉塞されることを理解されたい。
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