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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心導体と、該中心導体を囲む第１同軸導体と、前記第１同軸導体を囲む第２同軸導体
と、を含むケーブルに実装可能な３軸伝送線コネクタにおいて、
　後端部で前記ケーブルの前記中心導体に接続可能であり、前端部は中心導体の先端を形
成している後部中心導体と、
　前記ケーブルの前記第１同軸導体に接続可能であり、前端部とショールダとを含む後部
外スリーブと、
　前記後部外スリーブの前記前端部に実装された後端部を含み、ショールダを含んでいる
前部外スリーブと、
　前記後部外スリーブの前記前端部と、前記前部外スリーブの前記後端部との間の取り外
し可能な取り付け機構と、
　前記後部中心導体の前記中心導体の先端に慴動可能にかつ取り外し可能に実装されてい
る中心導体の先端を形成する後端部と、前端部と、を含むとともに、絶縁体内に取り付け
られている前部中心導体と、
　コネクタ体と、
を備えており、
　前記コネクタ体は、前記前部外スリーブと、前記後部外スリーブと、前記前部中心導体
と、前記後部中心導体と、前記絶縁体と、を収容する内部を有しており、前記コネクタ体
は、前部コネクタ体と、後部コネクタ体と、を備えており、前記前部コネクタ体と前記後
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部コネクタ体とは、前記コネクタ体の前記内部がアクセス可能となるように、互いに取り
外し可能に取り付けられており、前記後部コネクタ体は、前記ケーブルの前記第２同軸導
体に接続可能であり、
　前記前部コネクタ体は、前記前部コネクタ体を交換せずに前記前部外スリーブ及び前記
前部中心導体を交換可能となるように、前記前部外スリーブ及び前記前部中心導体から分
離可能であることを特徴とする３軸伝送線コネクタ。
【請求項２】
　選択的に取り外し可能な取り付け機構はねじを含んでいることを特徴とする請求項１に
記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項３】
　前記前部外スリーブは筒状部を形成する前端部を含んでいることを特徴とする請求項２
に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項４】
　前記前部外スリーブは長手方向に突起する複数個のフィンガを形成する前端部を含んで
いることを特徴とする請求項２に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項５】
　前記後部外スリーブの前記前端部は雄ねじを含んでいることを特徴とする請求項２に記
載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項６】
　前記絶縁体はリング状であり、更にリングの直径部分に沿って分割された同一の２個の
半部を含むことを特徴とする請求項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項７】
　前記前部中心導体の前記前端部は中心導体の雄の先端を形成することを特徴とする請求
項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項８】
　前記前部中心導体の前記前端部は中心導体の雌の先端を形成することを特徴とする請求
項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項９】
　前記前部コネクタ体と前記後部コネクタ体とは互いにねじ止め可能に実装されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項１０】
　前記前部外スリーブと前記後部外スリーブは各々、非対称のグリップ外表面を含んでい
ることを特徴とする請求項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項１１】
　前記非対称のグリップ外表面は平坦部を含んでいることを特徴とする請求項１０に記載
の３軸伝送線コネクタ。
【請求項１２】
　ケーブルに実装可能なコネクタ部分に実装可能な雌の３軸伝送線コネクタキットであっ
て、前記ケーブルは中心導体と、該中心導体を囲む第１同軸導体と、前記第１同軸導体を
囲む第２同軸導体と、を含み、前記コネクタ部分は前記ケーブルの前記中心導体に実装さ
れた後部中心導体と、前記ケーブルの前記第１同軸導体に実装された後部外スリーブと、
前記ケーブルの前記第２同軸導体に取り付けられている後部コネクタ体と、を含んでおり
、前記後部外スリーブはねじ付きの前端部を含んでおり、前記後部コネクタ体はねじ部を
備えており、
　前記雌の３軸伝送線コネクタキットは、
　前記後部コネクタ体のねじ部に螺合可能なねじ部を備える前部コネクタ体と、
　前記後部外スリーブの前記ねじ付きの前端部にねじ止め可能に実装されるねじ付き後端
部を含み、内部ショールダを含み、更に前端部を含んでいる前部外スリーブと、
　前記前部外スリーブ内に受容され、前記前部外スリーブの前記内部ショールダに隣接し
ている絶縁体と、
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　前記絶縁体に実装され、前記後部中心導体に慴動可能に、かつ取り外し可能に実装され
た後端部を含み、雌の中心導体先端を形成する前端部を含んでいる前部中心導体と、
を備え、
　前記前部コネクタ体は前記前部外スリーブから分離可能であり、
　前記前部コネクタ体と、前記前部外スリーブと、前記絶縁体と、前記前部中心導体とが
前記ケーブルに実装された前記コネクタ部分に実装されると、雌のコネクタが形成される
ことを特徴とする雌の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項１３】
　絶縁体はリング状であり、更にリングの直径部分に沿って分割された同一の２個の半部
を含むことを特徴とする請求項１２に記載の雌の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項１４】
　３軸伝送線コネクタの組立て方法において、
　中心導体と、第１の同軸導体と、第２の同軸導体と、を含む伝送線ケーブルを備えるス
テップと、
　前記伝送線ケーブルの前記中心導体に実装された後部中心導体と、前記第１の同軸導体
に実装された後部外スリーブと、前記第２の同軸導体に取り付けられた後部コネクタ体と
、を含む、前記伝送線ケーブルに実装されるコネクタの後部を備えるステップと、
　前記伝送線ケーブルに実装された前記後部中心導体上に前部中心導体を慴動させるステ
ップと、
　前部外スリーブを、前記伝送線ケーブルに実装された前記後部外スリーブに取り外し可
能に実装し、その際に前記前部中心導体に実装され、かつ前記前部中心導体を囲む絶縁体
は前記前部外スリーブのショールダと、前記後部外スリーブのショールダとの間に配置さ
れるステップと、
　前記前部外スリーブを前記後部外スリーブに取り外し可能に実装した後、前部コネクタ
体を前記後部コネクタ体に取り外し可能に取り付けるステップと、
からなることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記前部コネクタ体を前記後部コネクタ体から取り外すステップと、
　前記前部外スリーブを前記後部外スリーブから取り外すステップと、
　前記前部中心導体を前記後部中心導体から取り外すステップと、
　前記後部中心導体上に第２の前部中心導体を慴動させるステップと、
　第２の前部外スリーブを前記後部外スリーブに実装し、その際に前記第２の前部中心導
体を囲む絶縁体は前記第２の前部外スリーブのショールダと、前記後部外スリーブのショ
ールダとの間に封入されるステップと、
　前記前部コネクタ体を前記後部コネクタ体に取り付けるステップと、
からなることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記前部コネクタ体を前記後部コネクタ体から取り外すステップと、
　前記前部外スリーブを前記後部外スリーブから取り外すステップと、
　前記前部中心導体を前記後部中心導体から取り外すステップと、
　前記絶縁体を第２の前部中心導体に実装するステップと、
　前記後部中心導体上に前記第２の前部中心導体を慴動させるステップと、
　前記前部外スリーブを前記後部外スリーブに実装し、その際に前記第２の前部中心導体
を囲む前記絶縁体は前記前部外スリーブのショールダと、前記後部外スリーブのショール
ダとの間に封入されるステップと、
　前記前部コネクタ体を前記後部コネクタ体に取り付けるステップと、
からなることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記後部中心導体を前記ケーブルの前記中心導体に圧着するステップと、前記後部外ス
リーブを前記ケーブルの前記第１の同軸導体に圧着するステップと、を更に含むことを特
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徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記後部中心導体の前記後端部は前記ケーブルの前記中心導体に圧着されるように構成
され、前記後部外スリーブは、前記ケーブルの前記第１同軸導体に圧着されるように構成
され、配置された後端部を含むことを特徴とする請求項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項１９】
　前記前部外スリーブは非対称のグリップ外表面を含んでいることを特徴とする請求項１
２に記載の雌の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２０】
　前記非対称のグリップ外表面は対向する２つの平坦部を含んでいることを特徴とする請
求項１９に記載の雌の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２１】
　ケーブルに実装可能なコネクタ部分に実装可能な雄の３軸伝送線コネクタキットであっ
て、
　前記ケーブルは中心導体と、該中心導体を囲む第１同軸導体と、前記第１同軸導体を囲
む第２同軸導体と、を含み、前記コネクタ部分は前記ケーブルの前記中心導体に実装され
た後部中心導体と、前記ケーブルの第１同軸導体に実装された後部外スリーブと、前記ケ
ーブルの前記第２同軸導体に取り付けられている後部コネクタ体と、を含んでおり、前記
後部外スリーブはねじ付きの前端部を含んでおり、前記後部コネクタ体はねじ部を備えて
おり、
　前記雄の３軸伝送線コネクタキットは、
　前記後部コネクタ体の前記ねじ部に螺合可能なねじ部を備える前部コネクタ体と、
　前記後部外スリーブの前記ねじ付きの前端部にねじ止め可能に実装されるねじ付き後端
部を含み、内部ショールダを含み、更に前端部を含んでいる前部外スリーブと、
　前記前部外スリーブ内に受容され、前記前部外スリーブの前記内部ショールダに隣接し
ている絶縁体と、
　前記絶縁体に実装され、前記後部中心導体に慴動可能に、かつ取り外し可能に実装され
た後端部を含み、雄の中心導体先端を形成する前端部を含んでいる前部中心導体と、
を備え、
　前記前部コネクタ体は前記前部外スリーブから分離可能であり、
　前記前部コネクタ体と、前記前部外スリーブと、前記絶縁体と、前記前部中心導体とが
前記ケーブルに実装されたコネクタ部分に実装されると、雄のコネクタが形成されること
を特徴とする雄の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２２】
　前記絶縁体はリング状であり、更にリングの直径部分に沿って分割された同一の２個の
半部を含むことを特徴とする請求項２１に記載の雄の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２３】
　前記前部外スリーブは非対称のグリップ外表面を含んでいることを特徴とする請求項２
１に記載の雄の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２４】
　前記非対称のグリップ外表面は対向する２つの平坦部を含んでいることを特徴とする請
求項２３に記載の雄の３軸伝送線コネクタキット。
【請求項２５】
　前記絶縁体は、前記後部外スリーブの前記ショールダと前記前部外スリーブの前記ショ
ールダとの間に封入されている請求項１に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項２６】
　前記絶縁体は、前記後部外スリーブの前記ショールダと前記前部外スリーブの前記ショ
ールダとに係合している請求項２５に記載の３軸伝送線コネクタ。
【請求項２７】
　前記絶縁体は、前記後部外スリーブの前記ショールダと前記前部外スリーブの前記ショ
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ールダとに直接接触している請求項２６に記載の３軸伝送線コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
この発明は３軸、および同軸ケーブル用の伝送線コネクタに関する。
【０００２】
（背景技術）
同軸および３軸の伝送ケーブルの双方とも、（同軸の場合は）１層、または（３軸の場合
は）２層の編組シールド導体によって囲まれた中心導体（中実、またはより線）を含んで
いる。誘電体層が導体の間にあり、防護用の外装が内部の層を囲んでいる。コネクタはケ
ーブルの様々な導体を伝送機材、またはその他のケーブルに連結する。ケーブル・コネク
タは所望通りに遮断したり、再接続したりできる。コネクタは通常は、伝送機材、または
その他のケーブルの中心導体に接続するために、銅またはその他の導電性材料からなる、
小さく突起した雄または雌の中心導体を含んでいる。
【０００３】
３軸コネクタはケーブルをテレビ放送およびビデオ装置に接続するために、例えばカメラ
のヘッドをカメラ制御ユニットに接続するために使用することができる。ケーブルおよび
コネクタのその他の用途には、カメラへの直流電力の供給、オペレータの内部通話装置へ
の接続、遠隔プロンプタへの給電、およびロボット・カメラの機能が含まれる。
【０００４】
コネクタの中心導体部分は極めて脆く、損傷し易い。中心導体部分は、伝送機材への接続
中にコネクタの位置合わせミスがあると損傷することがある。中心導体が損傷すると問題
が発生する。従来は、コネクタは例えば圧着によって永久的にケーブルに取り付けられて
いた。コネクタの中心導体が損傷した場合には、ケーブルを再切断して、新たなコネクタ
を取り付けなければならなかった。現場で再切断し、新たなコネクタを取り付けることは
時間がかかる作業である。コネクタの中心導体部分、またはその他の前部が損傷した場合
に迅速に修理できるコネクタおよび組み立て方法が必要である。
【０００５】
（発明の開示）
この発明は後端部でケーブルの中心導体に接続可能である後部中心導体を含む修理可能な
コネクタに関するものである。後部中心導体の前端部は中心導体の先端を形成している。
好適には、中心導体の先端は雄の先端を形成している。コネクタの後部外スリーブは、後
部外スリーブの後端部でケーブルの第１の同軸導体に接続可能である。後部外スリーブは
更に前端部を有している。コネクタの前部外スリーブは後部外スリーブを取り外し可能に
実装するための後端部をを含んでいる。ねじは取り外し可能な実装を可能にする１つの好
適な構造である。絶縁体は前部と後部の外スリーブによって保持される。コネクタの前部
中心導体は後部中心導体の先端に実装される後端部を含んでいる。前部中心導体の前端部
は、カメラ、またはその他の伝送機材の中心導体、またはその他のケーブルに接続する際
に使用される接続部分を形成している。前部中心導体の前端部は、カメラ、またはその他
の伝送機材の同軸導体、またはその他のケーブルに接続する際に使用される接続部分をも
形成している。
【０００６】
前部中心導体、または絶縁体、またはその双方を所望通りに交換することを目的として、
前部外スリーブは、これを交換するため、または絶縁体および前部中心導体にアクセスす
るため後部外スリーブから取り外し可能である。
【０００７】
絶縁体は好適にはリング状であり、好適には前部中心導体の周囲に組立てることができる
分割された半部からなっている。前端部における前部中心導体は導体の雄部分、または雌
部分のいずれでもよい。同様に、前部外スリーブの前端部も対応する雄スリーブ部分、ま
たは雌スリーブ部分を有している。
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【０００８】
絶縁スリーブを含むコネクタ体は、３軸コネクタの場合のように、前部および後部中心導
体と、絶縁体と、前部および後部の外スリーブとを所望通りに格納することができる。好
適には、コネクタ体は互いにねじ止めして実装可能な前部と後部を含み、後部はケーブル
の第２の同軸導体に接続可能である。
【０００９】
この発明は更に、ねじ付き端部と、前部外スリーブ内に受容される絶縁体と、絶縁体によ
って保持される前部中心導体とを含む前部外スリーブを含むコネクタ修理キットに関する
ものである。前部外スリーブはケーブルの同軸導体に実装される後部外スリーブにねじ止
めで実装可能である。中心導体はケーブルの中心導体に実装された後部中心導体に慴動可
能に実装される。
【００１０】
この発明は更に、中心導体が前後軸と、第１と第２の端部と、中心領域とを有する、コネ
クタの交換部品として使用するための中心導体に関するものである。中心領域は径違い部
分と、対向する２つの径方向ショールダとを形成している。第１端部は中心導体の雌の先
端を形成している。第２端部はコネクタの中心導体の先端を形成しており、中心導体の雌
の先端でも、中心導体の雄の先端でもよい。
【００１１】
この発明は更に、ケーブルと、コネクタの後部が後部中心導体と後部外スリーブとを含ん
でいる、ケーブルに実装されるコネクタとを備えるステップを含め伝送線コネクタの組立
て方法に関する。この方法は更に、ケーブルに実装された後部中心導体上に前部中心導体
を慴動させるステップと、前部外スリーブを後部外スリーブに実装し、その際に絶縁体が
前部中心導体を囲み、かつ前部外スリーブのショールダと、後部外スリーブのショールダ
との間に封入されるステップとを含んでいる。
【００１２】
この方法は更に、好適には前部外スリーブを取り外し、前部中心導体を取り外して、第２
の前部中心導体を後部中心導体へと慴動させることによってコネクタを修理するステップ
を含んでいる。この方法は更に、前部外スリーブ、または新たな前部外スリーブを後部外
スリーブに実装し、その際に第２の前部中心導体に関連する新規のまたは元の絶縁体を前
部または後部の外スリーブのそれぞれのショールダの間に封入するステップを含んでいる
。
【００１３】
この方法は更に、後部中心導体をケーブルの中心導体に圧着し、かつ後部外スリーブをケ
ーブルのシールド導体に圧着するステップを含んでいる。
【００１４】
好適には、この方法は前部および後部の中心導体を格納する絶縁スリーブと、絶縁体と、
前部および後部の外スリーブとを含む三軸コネクタ体を備えるステップを含んでいる。好
適には、コネクタ体は互いにねじ止め可能に実装された前部と後部とを含み、後部はケー
ブルの第２のシールド導体に接続可能である。この方法は更に、好適にはコネクタを修理
するために前部と後部の外スリーブにアクセスできるようにコネクタ体の前部を後部から
取り外すステップを含んでいる。
【００１５】
（発明を実施するための最良の形態）
カメラ用３軸コネクタ２０の第１の好適な実施例が図１－１０に示されている。コネクタ
２０は３軸カメラの雌の３軸コネクタ、またはその他の伝送機材、またケーブルに接続す
るための雄のコネクタである。カメラ用３軸コネクタ２００の第２の好適な実施例が図１
１―１６に示されており、３軸カメラの雄の３軸コネクタ、またはその他の伝送機材、ま
たケーブルに接続するための雌のコネクタを含んでいる。
【００１６】
再び図１－１０を参照すると、コネクタ２０は伝送ケーブル２２に実装され、かつケーブ
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ル２２に実装された後部コネクタ体２６に取り外し可能に取り付けられた前部コネクタ体
２４を含む雄の外部コネクタ体２３を含んでいる。前部コネクタ体２４の雌ねじ２８は、
便利な組立て、分解が可能であるように後部コネクタ体２６の雄ねじ３０とねじ込み係合
している。
【００１７】
絶縁用の内スリーブ３２は前部および後部のコネクタ体２４、２６を雄の内部コネクタ・
アセンブリ３４から絶縁する。前部および後部のコネクタ体２４、２６、およびスリーブ
３２は従来の構造、または内部コネクタ・アセンブリ３４を格納するのに必要なその他の
構造のものである。コネクタ体２４、２６の材料の例としては真鍮があり、スリーブ３２
の材料例としてはテフロン（商標）がある。コネクタ体２３は好適には、コネクタ２０を
相反構造体に選択的にラッチするための取り外し可能なラッチ構造体２５を含んでいる。
相反構造体の例は図１１－１３に示したコネクタ２００のコネクタ体２２３である。コネ
クタ体２３は更にケーブル２２用のアース経路をも備えている。
【００１８】
内部コネクタ・アセンブリ３４はコネクタ２０用の２つの導体の伝送経路を含んでいる。
内部コネクタ・アセンブリ３４は、後述するように内部コネクタ・アセンブリ３４の部品
交換が可能であるように便利に組立て、分解できる。
【００１９】
ケーブル２２は第１絶縁層４２によって囲まれた第１伝送経路を形成する中心導体４０を
含んでいる。第１の同心導体４４はケーブルを通る第２伝送経路を形成する。別の絶縁層
４６が第１の同心導体４４を囲んでいる。第２の同心導体４８はケーブルを通るアースの
ような第３の伝送経路を形成する。図３に示すように、第２の同心導体４８の端部は後部
コネクタ体２４に固定されている。外装５０がケーブル２２の内部部品を保護している。
【００２０】
ここで図３～１０を参照すると、コネクタ２０の内部コネクタ・アセンブリ３４は後部中
心導体５６と、圧着スリーブ８０を有する後部外スリーブ６６と、前部中心導体８４と、
絶縁体１００と、前部外スリーブ１２２とを含んでいる。前部および後部中心導体８４、
５６は導電性材料からなり、組合わせて内部コネクタ・アセンブリ３４の中心導体伝送経
路を形成している。前部および後部の外スリーブは導電性材料からなり、組合わせて内部
コネクタ・アセンブリ３４の第２の伝送経路を形成している。中心導体の経路と、外スリ
ーブの第２の伝送経路は互いに絶縁体１００によって絶縁されている。
【００２１】
図３、４、および１０に示した後部中心導体５６は雄の端部、すなわち先端５８とケーブ
ル２２の中心導体４０に圧着された雌の端部６０とを含み、中心導体４０の端部４１は後
部中心導体５６の中心溝６２内に突入している。後部中心導体５６の材料の１例は真鍮合
金Ｃ３６０である。所望ならば、後部中心導体５６は雄の先端５８の代わりに雌の先端を
有することができる。
【００２２】
図３、４、および９に示された後部外スリーブ６６は更に、使用中にケーブル２２に圧着
される。後部外スリーブ６６の中心通路６８は後部外スリーブ６６の１端６９から反対端
７１まで延在している。波形の外表面７０ａと圧着スリーブ８０とを含む突起フィンガ７
０によって、図３に示すように後部外スリーブ６６を第１の同心導体４４の端部に圧着す
ることができる。図４は圧着する前の圧着スリーブ８０を示している。例えば後部外スリ
ーブ６６は真鍮合金Ｃ３６０から製造することができ、圧着スリーブ８０は軟真鍮合金Ｃ
３６０から製造することができる。
【００２３】
後部外スリーブ６６の反対端７１はコネクタ２０の前端部の方向に突起した雄ねじ７２を
含んでいる。後部外スリーブ６６は更に外表面上に、組立てまたは分解中に手、または工
具（例えばレンチ）を使用して後部外スリーブ６６を保持するために利用される対向する
平坦部７４を含んでいる。あるいは、後部外スリーブは組立ておよび分解を容易にするた
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め、きざみ付きのグリップを含んでいてもよい。端部ショールダ７６はコネクタ２０の前
端部の方向に突起している。
【００２４】
図３、４、および６に示した前部中心導体８４は後部中心導体５６の雄の端部５８に慴動
可能に実装するための中心溝８８を設けた雌の端部、すなわち先端８６を含んでいる。図
６は雄の端部５８へと挿入される前に内側に圧着された状態のフィンガ８９を示している
。後部中心導体５６に雌の端部が含まれている場合は雄の端部が必要となろう。前部中心
導体８４は更に、コネクタ２０の接続端部を形成する反対側の雄の端部、すなわち先端９
０を含んでいる。前部中心導体８４は後部の径方向ショールダ９４、９６を形成する径違
いの中心部９２を含んでいる。
【００２５】
前部中心導体８４の材料例には熱処理されたベリリウム銅、特にＴＨ０２の仕上げ焼戻に
より熱処理された、ロックウェル硬度がＣスケールで３８－４４のＡＳＴＭ　Ｂ１９４　
ＵＮＳ　Ｃ１７２合金がある。
【００２６】
図３、４、７、および８に示した絶縁体１００は前部中心導体８４を保持している。
【００２７】
絶縁体１００の中心部は前部中心導体８４の径違いの中心部９２にある。更に絶縁体１０
０が前部と後部の径方向ショールダ９４と９６との間に封入されている。好適には、絶縁
体１００はリング状の形状を有し、同一の半部１０２、１０３によって形成されている。
半部１０２の説明は半部１０３にも当てはまる。半部１０２は直径方向の平坦部１０８に
沿った突起柱１０４と溝１０６とを含んでいる。柱１０４は半部１０３の溝１０６内に位
置し、溝１０６は半部１０３の柱１０４を受容している。半部１０２は前部中心導体８４
の径違いの中心部９２を受けるための中心通路１１０を設けている。
【００２８】
絶縁体１００は前部リム部１１４と後部リム部１１６とを含む外リム１１２を含んでいる
。好適な実施例の絶縁体１００は更に、使用中に伝送信号の反射を軽減するための様々な
角度の表面１１８を含んでいる。絶縁体１００の材料例にはゼネラル・エレクトリック社
のアルテム（商標）、またはテフロン（商標）材料が含まれる。筒形を含む絶縁体１００
のその他の形状も可能である。
【００２９】
図３～５に示された前部外スリーブ１２２は一端１２７に雌ねじ１２６を含み、他端１２
９に長手方向の複数の突起フィンガ１３０を含む中心通路１２４を設けている。フィンガ
１３０は、相反形の雌コネクタを接続するための従来の形状のコネクタ端部の形式のよう
な雄のコネクタ・スリーブを形成している。雌ねじ１２６は後部外スリーブ６６の雄ねじ
７２にねじ込み式に取り付けられる。前部外スリーブ１２２の外表面の反対側の２つの平
坦部１２８によって、前部および後部外スリーブ１２２、６６の組立て、および分解中に
これらを手、または工具で把むことができる。あるいは、きざみ付きのグリップ面を備え
ることができる。内ショールダ１３２は、前部リム部１１４が内ショールダ１３２に隣接
し、後部リム部が前部ショールダ７６に隣接する絶縁体１００の外リム１１２を封入する
ために後部外スリーブ６６の前部ショールダ７６と連係する。前部外スリーブ１２２の材
料例は真鍮合金Ｃ３６０である。
【００３０】
一旦組立てると、前部中心導体８４、または前部外スリーブ１２２の一方、または双方が
損傷しても便利に修理できる。前部コネクタ体２４を後部コネクタ体２６から取り外し、
前部外スリーブ１２２を後部外スリーブ６６からねじを弛めて外すことによって、前部外
スリーブ１２２を新たな部品と交換することができる。更に、前部外スリーブ１２２のね
じを弛めて外すことによって、前部中心導体８４を取り外し、これを新たな前部中心導体
と交換するために前部中心導体８４にアクセスできる。絶縁体１００は再使用でき、また
は同時に新たな絶縁体を追加することができる。新たな前部中心導体８４の雌の端部８６
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を後部中心導体５６の上で慴動させることによって、ケーブル２２を再切断し、新たなコ
ネクタを取り付け直さずに、中心導体が損傷したコネクタ２０を修理することができる。
【００３１】
前部外スリーブ１２２の交換、または前部中心導体８４、および絶縁体１００の交換を可
能にするため、前部と後部の外スリーブ１２２と６６の間にはねじ以外にも、スナップ構
造、差し込み・スロット構造、または長手方向にスライドする滑り嵌め構造のようなその
他の取り外し可能な取り付け構造が可能である。取り外し可能な取り付け構造によって、
コネクタの前部が損傷した場合に、ケーブルに永久的に圧着されているコネクタ２０の後
部（後部中心導体５６および後部外スリーブ６６）を再使用することができる。このよう
に、ケーブルの再切断および再圧着作業が不要になるので、損傷した前端部を有するコネ
クタの修理がより迅速に可能になる現場で修理可能なコネクタが得られる。
【００３２】
ここで図１１～１６を参照すると、雌の外コネクタ体２２３と、雌の前部中心導体２８４
を含む雌の内部コネクタ・アセンブリ２３４とを含む雌の３軸カメラ・コネクタ２００が
示されている。後部中心導体５６、後部外スリーブ６６、圧着スリーブ８０、および絶縁
体１００は雄の内部コネクタ・アセンブリ３４と同様の構造である。前部中心導体２８４
は後部中心導体５６に実装するための中心溝８８を設けた同様の雌の端部８６を含んでい
る。雄の端部９０の代わりに、前部中心導体２８４は雌の端部、すなわち先端２９０を含
んでいる。前部中心導体２８４は径違いの中心部９２と、前部および後部ショールダ９４
、９６とを含んでいる。前部中心導体２８４は同様に前部外スリーブ３２２と後部外スリ
ーブ６６との間に封入された絶縁体１００によって所定位置に保持される。前部外スリー
ブ３２２は突起したフィンダ１３０の代わりに、雌のコネクタ・スリーブの従来の形状の
端部のような前部の円筒形、もしくは筒形の部分３３０を含んでいる。コネクタ２００の
は前部コネクタ体２４ａと、コネクタ２００を相反形の雄の３軸コネクタに接続できるよ
うに構成された内部絶縁スリーブ３０ａとを含んでいる。前部コネクタ体２４ａとスリー
ブ３２ａは従来の構造のものか、または必要ならば内部コネクタ・アセンブリ２３４を格
納するためのその他の構造のもである。図示した実施例では、後部コネクタ体２６はコネ
クタ２０の場合と同様である。
【００３３】
コネクタ２００を修理するためのアクセスは、前部コネクタ体２４ａを取り外してから、
前部外スリーブ３２２を後部外スリーブ６６からねじを弛めて外し、前部中心導体２８４
、および／または前部外スリーブ３２２、および／または絶縁体１００を交換するという
点で、コネクタ２０と同様である。コネクタ２０と同様に、前部外スリーブ３２２と後部
外スリーブ６６との間にその他の取り外し可能な取り付け構造を設けることが可能である
。
【００３４】
図１～１６に示した実施例は、コネクタの損傷した前端部を修理できるように、選択可能
に取り外し可能な様々な構造を含む３軸ケーブル用の修理可能なコネクタ用の実施例であ
る。同軸ケーブルの場合は、コネクタは更にケーブルの中心導体と、ケーブルのアース・
シールドを他の同軸ケーブルの伝送機材に連結する。この発明に基づく修理可能な同軸コ
ネクタは前端部の後部中心導体を含んでおり、後部中心導体はケーブルの中心導体に実装
され（すなわち圧着によって）、また前部中心導体は前述の実施例と同様に後部中心導体
に選択的に実装可能である。同軸コネクタは更に、前部および後部の外スリーブをも含ん
でおり、後部外スリーブはアース・シールドに実装され（すなわち圧着によって）、また
前部外スリーブは前述の実施例、またはその他の選択的な実装機構と同様に後部外スリー
ブに選択的に実装可能である。絶縁体は前部中心導体を保持し、絶縁体は前述の実施例の
ように前部と後部の外スリーブによって保持される。同軸コネクタは、コネクタを伝送機
材、またはその他のケーブルのねじ、または差し込み・スロットのような相反形のコネク
タに接続できるように、外スリーブ（単数または複数）上に接続構造を含んでいる。
【００３５】
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これまで本発明を好適な実施例で説明してきたが、当業者には修正、および相当する変更
が可能である。このような修正および相当する変更は添付の特許請求の範囲内に含まれる
べきものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の好適な１実施例に基づいてケーブルに実装された３軸の雄コネクタ
の透視図である。
【図２】　図１のコネクタおよびケーブルの側面図である。
【図３】　図２の３－３線に沿った図１のコネクタおよびケーブルの断面上面図である。
【図４】　図１のコネクタの内部コネクタ・アセンブリとケーブルの分解透視図である。
【図５】　図１のコネクタの前部外スリーブの上面図である。
【図６】　図１のコネクタの前部中心導体の上面図である。
【図７】　図１のコネクタの絶縁リング半部の一方の側面図である。
【図８】　図７の絶縁リング半部の端面図である。
【図９】　図１のコネクタの後部外スリーブの上面図である。
【図１０】　図１のコネクタの後部中心導体の側面図である。
【図１１】　この発明の別の好適な実施例に基づきケーブルに実装された雌の３軸コネク
タの透視図である。
【図１２】　図１１のコネクタおよびケーブルの側面図である。
【図１３】　図１２の線１３－１３に沿った、図１１の内部コネクタ・アセンブリとケー
ブルの断面上面図である。
【図１４】　図１１のコネクタの内部コネクタ・アセンブリとケーブルの分解透視図であ
る。
【図１５】　図１１のコネクタの前部外スリーブの上面図である。
【図１６】　図１１のコネクタの前部中心導体の上面図である。
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