
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シールドされた電気ケーブル（５０）のための丸型差込みコネクタであって、支持体（３
）内に配置された絶縁体（２０）と、ケーブルねじ固定部材とが設けられており、該ケー
ブルねじ固定部材が押付け・締付け部材（３０）と金属製のねじスリーブ（４０）とから
成っており、支持体（３）へのねじスリーブ（４０）のねじ被せに際して押付け・締付け
部材（３０）が絶縁体（２０）に押し付けられるようになっている形式のものにおいて、
電気導体（５０）のケーブルシールド（５２）の接触接続のためにコンタクトエレメント
（２５）が設けられており、該コンタクトエレメント（２５）が、絶縁体（２０）の、ケ
ーブル接続部に向いている側に配置されており、
コンタクトエレメント（２５）が扁平な曲げ部材として、折り曲げられたばね弾性的な端
部（２８）を備えており、該端部（２８）が、絶縁体（２０）の外壁に軸方向で配置され
た切欠（２３）内に設けられている突出部（２３′）を越えて延びており、
コンタクトエレメント（２５）が開口（２９）を備えており、該開口（２９）内にケーブ
ルシールド（５２）が導入されており、該ケーブルシールド（５２）が切欠（２３）内に
収容されていて、折り曲げられたばね弾性的な端部（２８）で緊締固定されており、
コンタクトエレメント（２５）の折り曲げられたばね弾性的な端部（２８）が、ねじスリ
ーブ（４０）のねじ被せに際してばね弾性的な端部（２８）の曲げ縁部（２８′）がねじ
スリーブ（４０）の内壁（４２）に押し付けられるように配置されていることを特徴とす
る、シールドされた電気ケーブルのための丸型差込みコネクタ。
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【請求項２】
コンタクトエレメント（２５）が、ばね弾性的な端部（２８）に対向して位置する箇所に
折曲部（２６）を有しており、該折曲部（２６）が、絶縁体（２０）におけるスリット状
の収容部（２１′）内に挿入されている、請求項１記載の差込みコネクタ。
【請求項３】
スリット（２１）内にＩＤＣ端子（１９）が配置されており、該ＩＤＣ端子（１９）がコ
ンタクトエレメント（２５）の折曲部（２６）に接触接続されている、請求項１または２
記載の差込みコネクタ。
【請求項４】
絶縁体（２０）および押付け・締付け部材（３０）に、互いに協働する分極手段（２４，
３４）が設けられている、請求項１から３までのいずれか１項記載の差込みコネクタ。
【請求項５】
絶縁体（２０）が電気導体（５４）のための導体案内部材として設けられており、電気導
体（５４）が、相応に成形された導体案内通路（２２）内でＩＤＣ端子コンタクトに接触
接続される、請求項１から４までのいずれか１項記載の差込みコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シールドされた電気ケーブルのための丸型差込みコネクタであって、支持体内
に配置された絶縁体と、ケーブルねじ固定部材とが設けられており、該ケーブルねじ固定
部材が押付け・締付け部材と金属製のねじスリーブとから成っており、支持体へのねじス
リーブのねじ被せに際して押付け・締付け部材が絶縁体に押し付けられるようになってい
る形式のものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような形式の差込みコネクタは、危険のない領域で急速接続技術によって互いに接続
される、従来のシールドされていないケーブルおよび電線の代わりに、シールドされた電
気ケーブルを急速接続技術と一緒に利用できるようにするために必要とされる。
【０００３】
従来技術によって、そのシールディングを金属製スリーブまたは金属被覆されたスリーブ
を介してかあるいは中心導体を介して対応差込み部材へさらに拡張する差込みコネクタが
公知である。
【０００４】
ドイツ連邦共和国特許第１９８３７５３０号明細書によって、導電性の押しねじに接触接
続されている導電性の滑りリングによってケーブルのシールディングが行われるようにな
っているケーブル導入部が公知である。
【０００５】
【特許文献１】
ドイツ連邦共和国特許第１９８３７５３０号明細書
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、冒頭に述べた形式の差込みコネクタを改良して、急速接続技術の範囲内
でも差込みコネクタを、シールドされた電気ケーブルまたは導体と一緒に使用することが
でき、この場合、シールディングを選択的に、金属製の外側スリーブを介して、組み込ま
れた中心導体を介してまたは同時に両方の導電性部材を介してさらに拡張することができ
るようなものを提供することである。種々異なる条件に応じて、シールディングを中心導
体または外側スリーブを介して実現することができる。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明では、電気導体のケーブルシールドの接触接続のために
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コンタクトエレメントが設けられており、該コンタクトエレメントが、絶縁体の、ケーブ
ル接続部に向いている側に配置されており、コンタクトエレメントが扁平な曲げ部材とし
て、折り曲げられたばね弾性的な端部を備えており、該端部が、絶縁体の外壁に軸方向で
配置された切欠内に設けられている突出部を越えて延びており、コンタクトエレメントが
開口を備えており、該開口内にケーブルシールドが導入されており、該ケーブルシールド
が切欠内に収容されていて、折り曲げられたばね弾性的な端部で緊締固定されており、コ
ンタクトエレメントの折り曲げられたばね弾性的な端部が、ねじスリーブのねじ被せに際
してばね弾性的な端部の曲げ縁部がねじスリーブの内壁に押し付けられるように配置され
ているようにした。
【０００８】
【発明の効果】
本発明の有利な実施態様は請求項２～５に記載してある。
【０００９】
本発明によって得られる利点は、特に、既に公知の差込みコネクタを本発明によって簡単
な構成によって、装備することができるかもしくは装備変更することができ、かつコンタ
クトエレメントの使用に際して、電気導体のシールディングが導電性の外側スリーブを介
してまたは例えば差込みコネクタの中央に配置された導体を介してあるいは両部材を介し
て対応差込み部材へさらに拡張されることである。この場合、特別に成形されたコンタク
トエレメントが、既に公知の絶縁体内に組み込まれる。
【００１０】
この場合、コンタクトエレメントの一方の側が、絶縁体内に組み込まれたコンタクト部分
に向いているのに対して、他方の側は、シールドされた電気ケーブルのねじり合わされる
べきシールド編組のための開口と、折り曲げられたばね弾性的なコンタクト端部とを備え
ており、このコンタクト端部がシールド編組を、絶縁体に設けられた切欠内で緊締固定し
ている。
【００１１】
この場合、折り曲げられたばね弾性的なコンタクト端部は、差込みコネクタを包囲してい
る金属製のねじスリーブに接触接続されるように成形されている。
【００１２】
【発明の実施の形態】
次に本発明の実施の形態を、図示の実施例を用いて詳細に説明する。
【００１３】
図１には、全部そろっている本発明による差込みコネクタ１が分解して斜視図で示されて
いる。左下から始まって右上に向かって、以下の部材が示されている。まず、金属製でか
つ対応差込み部材にねじ留め可能な差込み部分２が、絶縁する支持体３に係止されており
、この支持体３内に、信号伝送のためのコンタクトエレメント（ここでは詳しく図示しな
い）が保持されている。
【００１４】
コンタクト部分１０が特に強調して示されており、このコンタクト部分１０の接続側の部
分１４におけるＩＤＣ端子１９は、絶縁体２０のスリット状の相応の収容部２１内に向い
ている（図２ａも参照）。絶縁体２０内には導体案内通路２２も設けられており、この導
体案内通路２２内で、信号を導く個別電気導体５４が案内されている。絶縁体２０には、
押付け・締付け部材３０が続いており、この押付け・締付け部材３０で、電気ケーブル５
０が、差込みコネクタ１からの引き抜きを防止されて固定されている。
【００１５】
絶縁体２０とケーブルねじ固定部材との間にはコンタクトエレメント２５が挿入されてい
る。このコンタクトエレメント２５についてはさらに後で説明する。
【００１６】
コンタクトエレメント２５には金属製のねじスリーブ４０が続いている。このねじスリー
ブ４０で差込みコネクタ１が、支持ケーシング３へのねじ被せ後に一体的に結合される。
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さらにシールドスリーブ４５が続いており、このシールドスリーブ４５は相応の位置決め
に際して、ねじスリーブ４０から、絶縁する支持体３上で金属製の差込み部分２へと電気
的な接触接続を形成する。
【００１７】
図２ａには、既に図１に示したコンタクト部分１０が、その重要な個別部材と一緒に示さ
れている。コンタクト部分１０は、差込み側の部分１２と接続側の部分１４との両部分片
から形成され、この場合、コンタクト部分１０は一体的に製作されていてもよい。差込み
側の部分は、対応差込み部材に接触接続させるための差込みピン１５とブシュ１６とを有
しており、このブシュ１６内に、接続側の部分１４のピン状の付加部１７を挿入して接合
することができる。この部分１４は戻り止めばね１８によって絶縁体２０内に固定的に留
められる。接続側の部分１４の第２の側はＩＤＣ端子１９として形成されており、このＩ
ＤＣ端子１９内に、このために設けられた折曲部２６を有するコンタクトエレメント２５
が押し込まれる。
【００１８】
コンタクトエレメント２５は、中間領域２７において非対称的に配置された円形の開口２
９と、９０°折り曲げられた折曲部２６と、中間領域２７に対して少なくとも３５°に折
り曲げられたばね弾性的な端部２８とを有する、Ｕ字形の扁平な曲げ部材として形成され
ている。組み付けに際してコンタクトエレメント２５は、折曲部側２６で収容部２１′内
でＩＤＣ端子１９に接触接続され、折り曲げられたばね弾性的な端部２８を有する他方の
側で、絶縁体２０における軸方向に配置された切欠２３内に緊締される。
【００１９】
図２ｂには、絶縁体２０が約１８０°回動させられて、押付け・締付け部材３０から見た
視点で示されており、これにより、この絶縁体側の表面におけるコンタクトエレメント２
５の位置が再度明確に示される。この場合、軸方向に配置された側方の切欠２３が階段状
の構造を有しており、かつ突出部２３′が設けられており、この突出部２３′をくるむよ
うにケーブルシールド（ケーブル遮蔽体）５２を案内することができ、このケーブルシー
ルド５２を介して、コンタクトエレメント２５のばね弾性的な端部２８が切欠２３内に入
り込むようになっていることもわかる。
【００２０】
さらに図２ａからわかるように、押付け・締付け部材３０の、絶縁体２０に向いている側
に、カラー３２が一体成形されている。このカラー３２は隆起した分極手段３４を有して
おり、この分極手段３４は絶縁体２０における相応の切欠２４に係合している。
【００２１】
さらにカラー３２には、このカラー３２の高さ全体にわたってさらなる切欠３６が設けら
れており、この切欠３６内に、折り曲げられたばね弾性的な端部２８を有するコンタクト
エレメント２５が延びている。
【００２２】
ケーブルシールド５２は当該差込みコネクタの組み付けに先立ってねじり合わされ、コン
タクトエレメント２５における開口２９に通される。
【００２３】
次いで、個別導体５４が絶縁部材の導体案内通路２２内に押し込まれ、コンタクトエレメ
ント２５を備えた押付け・締付け部材３０が絶縁体２０に装着される。
【００２４】
この場合、ねじり合わされたケーブルシールド５２は、絶縁体２０の外壁に軸方向で成形
された切欠２３に挿入され、その際、折り曲げられたばね弾性的な端部２８が、ねじり合
わされたケーブルシールド５２を切欠２３内に押し込む。
【００２５】
絶縁体２０を越えて突出している個別導体端部５４並びにケーブルシールド５２はカット
され、絶縁体２０はケーブルねじ固定部材で支持体３内に押し込まれる。この場合、導体
案内通路２２内で案内された個別導体５４は、支持体３内に挿入して堅固に接合されたＩ
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ＤＣ端子コンタクト（ここでは図示せず）によって切断され、同時にコンタクト部分１０
への導電性の接続が生ぜしめられる。
【００２６】
次いでねじスリーブ４０が被せられ、支持体３にねじ固定される。この場合、折り曲げら
れたばね弾性的な端部２８は、このために設けられた、支持体３における溝５内に嵌め込
まれ、曲げ縁部２８′で外側ねじ固定部材の内壁４２に押し当てられる。これにより、内
側のシールディングが行われるだけでなく、導電性の第２の外側シールディングもねじス
リーブ４０を介して行われる。しかしながらこのシールディングは、スリーブ４５がねじ
スリーブ４０と差込み部分２とに被せられ、これにより、支持体３の絶縁する部分が、図
３に完成した状態で示した差込みコネクタ１において示されているように橋絡されて初め
て有効になる。
【００２７】
図４には、開口２９を通って案内されていてばね弾性的な端部２８に接触しているケーブ
ルシールド５２のポテンシャルを導くために、コンタクトエレメント２５がその曲げ縁部
２８′で金属性のねじスリーブ４０の内壁４２に押し当てられている様子が詳細図で示さ
れている。コンタクトエレメント２５の他方の側では、収容部２１′内に挿入して接合さ
れている折曲部２６に、収容部２１内で位置決めされているＩＤＣ端子１９が接触接続さ
れる。
【００２８】
したがって、差込みコネクタ１の内側のシールディングのポテンシャルを、コンタクト部
分１０とコンタクトエレメント２５とによってまたはねじスリーブ４０とスリーブ４５と
によって外側スリーブを介してまたは両方の手段を介して伝達する可能性が存在する。
【図面の簡単な説明】
【図１】丸型差込みコネクタの分解図である。
【図２ａ】内部導体の電気的接続部の分解図である。
【図２ｂ】絶縁体をコンタクトエレメントと一緒に、図２ａに対して１８０°回動させて
示した図である。
【図３】完成した丸型差込みコネクタの等角図である。
【図４】コンタクトエレメントとスリーブとの間の接触接続部の詳細図である。
【符号の説明】
１　差込みコネクタ、　２　差込み部分、　３　支持体もしくは支持ケーシング、　５　
溝、　１０　コンタクト部分、　１２　差込み側の部分、　１４　接続側の部分、　１５
　差込みピン、　１６　ブシュ、　１７　付加部、　１８　戻り止めばね、　１９　ＩＤ
Ｃ端子、　２０　絶縁体、　２１　収容部、　２１′　収容部、　２２　導体案内通路、
　２３　切欠、　２３′　突出部、　２４切欠、　２５　コンタクトエレメント、　２６
　折曲部、　２７　中間領域、２８　端部、　２８′　曲げ縁部、　２９　開口、　３０
　押付け・締付け部材、　３２　カラー、　３４　分極手段、　３６　切欠、　４０　ね
じスリーブ、　４２　内壁、　４５　シールドスリーブ、　５０　電気ケーブル、　５２
　ケーブルシールド（ケーブル遮蔽体）、　５４　個別導体
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【 図 １ 】 【 図 ２ ａ 】

【 図 ２ ｂ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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