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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブル（１１０）の一端を取り付けるための接触手段（１００）であって、
　ケーブル端部の領域で前記ケーブルの一部を受容する内部室（３２０）を有するケース
（３００）と、
　前記内部室内で前記ケースに固定できる引っ張り緩和部材（２００，２０１，２０２，
２０３）と
を有し、
　前記引っ張り緩和部材は、引っ張り緩和部（２２０，２２１，２２２，２２３）及び少
なくとも１個の接触部（２４０，２４１）を有し、
　前記引っ張り緩和部は、前記ケーブルのケーブル外被（１２０）を固定するために形成
され、
　前記接触部は、前記ケーブルのシールド（１３０）に接触するために形成され、
　前記接触手段は、
　接触インサートと、
　前記接触インサートに配置することができる第１コンタクト部材（５２０）と、
　電線に接続できる第２コンタクト部材（５１０）と
を有し、
　前記第１コンタクト部材及び前記第２コンタクト部材は、電気接続部を形成するよう互
いに差し込みでき、
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　前記第１コンタクト部材は、中央接触部（５４１）と、該中央接触部の横方向に配置さ
れた２個の弾性接触部（５４５）とを有することを特徴とする接触手段。
【請求項２】
　前記第２コンタクト部材が接続可能な前記接触手段への電線は、
　前記引っ張り緩和部材を介して前記ケーブルの保護導体（１４０）への接続のために設
けられる追加電線（６１０）と、
　前記ケーブルの前記保護導体と
からなることを特徴とする請求項１記載の接触手段。
【請求項３】
　前記接触インサートは、前記第１コンタクト部材用の受容領域（４２０）を有し、
　前記受容領域は切欠（４２２）を有し、
　前記受領領域に配置された前記第１コンタクト部材の弾性接触部は、前記切欠を通って
部分的に突出し、この結果、前記弾性接触部は、前記接触インサートが前記ケース上に配
置されると、前記ケースに接触することを特徴とする請求項１又は２記載の接触手段。
【請求項４】
　前記接触インサートは、２側面の各々に前記第１コンタクト部材用の１個の前記受容領
域を有することを特徴とする請求項３記載の接触手段。
【請求項５】
　前記引っ張り緩和部材の前記引っ張り緩和部は、２個の固定点（３４２）間に設けられ
た前記ケーブルを前記引っ張り緩和部により部分的に包囲するために、前記２個の固定点
で前記ケースに固定することができることを特徴とする請求項１ないし４のうちいずれか
１項記載の接触手段。
【請求項６】
　前記引っ張り緩和部材の前記引っ張り緩和部は、前記ケーブルの前記ケーブル外被をク
ランプし、及び前記ケーブル外被に食い込むことの一方又は両方のために形成されること
を特徴とする請求項１ないし５のうちいずれか１項記載の接触手段。
【請求項７】
　前記引っ張り緩和部材の前記接触部は、前記ケーブルの前記シールドの露出領域上に位
置するよう形成されることを特徴とする請求項１ないし６のうちいずれか１項記載の接触
手段。
【請求項８】
　前記ケースは、前記内部室内に構造部材（３２６，３２７）を有し、
　前記引っ張り緩和部材の前記接触部は、前記構造部材により、前記ケーブルの前記シー
ルドの露出領域に対して押圧されることを特徴とする請求項１ないし７のうちいずれか１
項記載の接触手段。
【請求項９】
　前記ケースは、前記内部室に前記ケーブル用のアクセス開口（３１５）を有し、
　前記引っ張り緩和部材は、ケース壁に接するように形成された部分を有し、
　前記部分は、前記ケースの前記アクセス開口を取り囲むことを特徴とする請求項１ない
し８のうちいずれか１項記載の接触手段。
【請求項１０】
　前記ケースは、ケース基部（３１０）及びケースカバー（３５０）を有し、
　前記ケース基部は、前記内部室を具備し、前記内部室を露出するケース開口（３３０）
を有し、
　前記ケース基部の前記内部室は、前記ケースカバーにより閉鎖することができることを
特徴とする請求項１ないし９のうちいずれか１項記載の接触手段。
【請求項１１】
　前記ケースカバーは、前記内部室が閉鎖される際に、前記ケーブルの前記シールドの露
出領域に対して前記引っ張り緩和部材の前記接触部を押圧するよう形成された加圧構造（
３６０）を有することを特徴とする請求項１０記載の接触手段。
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【請求項１２】
　前記接触手段は、接触インサート（４００）と、該接触インサート内に配置できると共
に前記ケーブルの電線（１４５）に接続できる少なくとも１個のコンタクト部材（６２０
，６２１，６２２）とを有し、
　前記ケース基部は、前記接触インサートを配置するための開口を有する接触インサート
領域（３４０）を有し、
　前記ケースカバーは爪状保持部材（３７０）を有し、
　前記ケースカバーは、前記内部室を閉鎖する際に、前記爪状保持部材により、一縁に固
定することができ、
　前記接触インサートは、前記ケース基部に前記接触インサートを固定するために、固定
時に前記ケースカバーの前記爪状保持部材を係止できる切欠（４４０）を有することを特
徴とする請求項１０又は１１記載の接触手段。
【請求項１３】
　ケーブル外被と、
　シールドと、
　前記ケーブルの一端に取り付けるための、請求項１ないし１２のうちいずれか１項記載
の接触手段と
を具備するケーブル。
【請求項１４】
　前記ケーブルは保護導体を有し、
　前記保護導体は、前記ケーブルの前記シールドに電気接続されることを特徴とする請求
項１３記載のケーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールドケーブルの一端に取り付ける接触手段、及びこのような接触手段を
有するケーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーブルは、電力又は電圧を供給するために電力を伝送し、データを伝送するために使
用される。同一のケーブルを介してエネルギーを供給し、同時にデータを伝送する併用も
可能である。一例は、産業界におけるモータの分散制御である。ここでは、ケーブルは、
制御信号を伝送、及びモータに電力又は電圧を供給の双方のために使用される。
【０００３】
　このような併用に使用されるケーブルは、外被と称される絶縁体により、例えば円状に
包まれた複数の電線を有する。コアとも称される個々の電線は、通常、それらの絶縁体で
あるコア絶縁体に取り囲まれるのに対し、ケーブル外被は全ての電線を包む。さらに、ケ
ーブル外被及び電線の間に、電線を取り囲む別の絶縁体と、ケーブル外被に隣接するシー
ルドとが設けられる。編組線又はメッシュの形態のシールドは、ケーブルの電磁両立性（
ＥＭＣ）を保証するよう機能する。また、個々の電線は、例えばシールド編組の形態でそ
れらの電線自体のシールドを有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　公知のケーブルは、それらのケーブル端部に、プラグ又はコネクタとも称される接触手
段をさらに有する。このようなコネクタは、相手コネクタの嵌合部に嵌合するよう形成さ
れる。この嵌合部により、ケーブルは、例えば印刷回路基板等の他のデバイスに接続する
ことができる。接触手段は、ケーブルの電線に接続された複数のコンタクト部材を具備す
る。コンタクト部材は、それぞれピンコンタクト及び雌型コンタクトとも称される雄型コ
ンタクト部材及び雌型コンタクト部材の形態であってもよい。
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【０００５】
　コンタクト部材に加えて、従来の接触手段は、ケーブルの一部がケーブル端部の領域に
受容され、ケーブルの電線がコンタクト部材に接続される内部室を有する金属ケースをさ
らに有する。金属ケースは、例えば、水しぶき及び汚れ等の外的影響からの保護に加え、
ケーブル端部の領域におけるケーブルの遮蔽を可能にするために使用される。この目的の
ために、金属ケースは、ケーブルのシールドに電気的に取り付けられる。さらに、機械的
応力からケーブルの電線間の接続部及び接触手段のコンタクト部材を保護するために、引
っ張り緩和手段が通常、金属ケース上に実現化される。
【０００６】
　引っ張り緩和及びシールド接触の目的のために、産業界で使用される公知のモータプラ
グは、複数の部品と、ケース部品にねじ締め可能なクランプ部品とを有する。これらは、
ケーブルの外被をクランプし、又は外被に食い込むよう形成され、引っ張り緩和をもたら
す。
【０００７】
　引っ張りを緩和し、シールド接触するためにねじ締めしなければならない複数の部品を
使用することは、接触手段の組立を困難にし、コスト高にしてしまう。また、使用される
いくつかの部品は、回転作業により製造され、その結果比較的コスト高となる形状の部品
である。ケーブルシールドの接触は、きついテーパの構造部材又は対象のケーブルの外被
を貫通するピンの補助で実行される。「刺通（ピアシング）」とも称されるこのような貫
通技法では、例えば貫通先端がシールド編組の少数の電線のみに接し、接触が不十分にな
るという問題になるおそれがある。シールドメッシュの電線又は撚り線を切断することも
可能である。
【０００８】
　本発明の目的は、特に簡単で低コストの組立体でありながら、同時に製造品質が向上す
るという利点を提供する、ケーブルの一端を取り付けるための接触手段を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的は、請求項１に係る接触手段、及び請求項１４に係る接触手段付きのケーブ
ルにより達成される。本発明のさらなる有利な実施形態は、従属項に記載される。
【００１０】
　本発明によれば、ケーブルの一端を取り付けるための接触手段が提案される。接触手段
は、ケーブル端部の領域でケーブルの一部を受容する内部室を有するケースと、内部室内
でケースに固定できる引っ張り緩和部材とを有する。引っ張り緩和部材は、引っ張り緩和
部及び少なくとも１個の接触部を有する。引っ張り緩和部は、ケーブルのケーブル外被を
固定するために形成される。接触部は、ケーブルのシールドに接触するために形成される
。
【００１１】
　本発明に係る接触手段を用いれば、引っ張り緩和と、引っ張り緩和部材の補助で実現さ
れるシールド接触とが得られる。ねじ締めを要する複数の部品の上述した使用法と比較す
ると、本方法では、ケーブルに対する接触手段の比較的簡単で時間を節約することが可能
である。本発明のケースは、ケースに固定されシールドに接触する引っ張り緩和部材を介
して信頼性高くシールドに電気接続することができる。また、引っ張り緩和部材は、低コ
ストで製造でき、接触手段の使用を比較的低コストにする。
【００１２】
　好適な一実施形態において、引っ張り緩和部材の引っ張り緩和部は、２個の固定点間に
設けられたケーブルを引っ張り緩和部により部分的に包囲するために、２個の固定点でケ
ースに固定することができる。この構成において、ケーブルは、周囲の一部で引っ張り緩
和部により取り囲まれる。これにより、比較的安定した引っ張り緩和が実現できる。
【００１３】
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　別の好適な一実施形態において、引っ張り緩和部材の引っ張り緩和部は、ケーブルのケ
ーブル外被をクランプしたり、ケーブル外被に食い込んだりするために形成される。ケー
ブル外被へ食い込むことに関し、（外被の下に配置された）ケーブルのシールドに接触す
るために、引っ張り緩和部が設けられる。これにより、シールド接触が改善できる。
【００１４】
　別の好適な一実施形態において、引っ張り緩和部材の接触部は、ケーブルのシールドの
露出領域上に位置するよう形成される。このようにして、２次元ゆえに効果的なシールド
の接触が可能になる。これにより、例えば、シールドの不十分な接触等の「刺通」の問題
が回避できる。
【００１５】
　別の好適な一実施形態において、ケースは、内部室内に構造部材を有する。この構造部
材により、ケーブルのシールドの露出領域に対して引っ張り緩和部材の接触部を押圧する
ことができる。このようにして、引っ張り緩和部材によるシールドの接触がさらに改善で
きる。
【００１６】
　さらに好適な一実施形態において、ケースは、内部室にケーブル用のアクセス開口を有
する。そして、引っ張り緩和部材は、ケース壁に接するように形成された部分を有する。
この部分は、ケースのアクセス開口を取り囲む。これは、アクセス開口、すなわちアクセ
ス開口の縁領域及びケーブルの間の間隙を実質的に閉じることができることを意味する。
これにより、内部室の効果的なシールドに有利であることが証明される。
【００１７】
　別の好適な一実施形態において、ケースは、ケース基部及びケースカバーを有する。ケ
ース基部は、内部室を具備し、内部室を露出するケース開口を有する。その中に、ケース
カバーによりケース基部の内部室を閉鎖することができる。このような構成において、接
触手段の簡単で時間を節約する組立が可能になる。また、ケース開口は、組立の間、目視
検査に使用することができる。
【００１８】
　ケース又はケース部品は、異なる形態で実現化してもよい。可能な一例は、傾斜したケ
ースの形態である。この場合、ケース基部は、ケーブルが内部室内で可能な限り大きな半
径で曲がることができるように、好適には、ケーブルの出口の方向に広がる形態を有する
。これは、比較的曲げに抵抗するケーブルに対して接触手段を取り付けるということに関
し、特に有利である。
【００１９】
　別の好適な一実施形態において、ケースカバーは、内部室が閉鎖される際に、ケーブル
のシールドの露出領域に対して引っ張り緩和部材の接触部を押圧するよう形成された加圧
構造を有する。このようにして、引っ張り緩和部材によるシールドの接触はさらに改善で
きる。また、異なるケーブル径を有する様々なケーブルの場合であっても、信頼性の高い
シールドの接触が達成できる。
【００２０】
　別の好適な一実施形態において、接触手段は、接触インサートと、接触インサート内に
配置できると共にケーブルの電線に接続できる少なくとも１個のコンタクト部材とを有す
る。ケース基部は、接触インサートを配置するための開口を有する接触インサート領域を
有する。ケースカバーは爪状保持部材を有する。この保持部材により、内部室を閉鎖する
際に、ケースカバーを一縁に固定することができる。また、接触インサートは、ケース基
部に接触インサートを固定するために、固定時にケースカバーの爪状保持部材を係止でき
る切欠を有する。この構成において、接触インサートの固定を比較的簡単に実行すること
ができる。
【００２１】
　別の好適な一実施形態において、接触手段は、接触インサートと、接触インサートに配
置することができる第１コンタクト部材と、電線に接続できる第２コンタクト部材とを有
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する。第１コンタクト部材及び第２コンタクト部材は、電気接続部を形成するよう互いに
差し込みできる。第１コンタクト部材は、中央接触部と、中央接触部の横方向に配置され
た２個の弾性接触部とをさらに有する。このような構成において、中央接触部を介しての
みならず弾性接触部をも介し、第１コンタクト部材及び第２コンタクト部材の接触が生ず
る。これにより、比較的低接触抵抗となる。
【００２２】
　第２コンタクト部材が接続できる電線に関し、好適には、引っ張り緩和部材を介してケ
ーブルの保護導体への接続のために設けられる追加電線が考えられる。このようにして、
ケーブルの保護導体は、引っ張り緩和部材を介してシールド及びケースに電気接続できる
。保護導体は、追加電線と、第１及び第２のコンタクト部材とを介して、外方へ接続する
ことができる。
【００２３】
　別の構成において、第２コンタクト部材が接続できる電線はまた、ケーブルの保護導体
であってもよい。この場合、保護導体は、例えば、以下に説明する構成の補助により、異
なる方法でシールドに電気接続することができる。
【００２４】
　別の好適な一実施形態において、接触インサートは、第１コンタクト部材用の受容領域
を有する。受容領域は切欠を有し、これらの切欠を通って、受領領域に配置された第１コ
ンタクト部材の弾性接触部が部分的に突出する。この結果、弾性接触部は、接触インサー
トがケース上に配置されると、ケースに接触する。これにより、第２コンタクト部材に接
続された保護導体を、第１コンタクト部材、ケース及び引っ張り緩和部材を介してケーブ
ルのシールドに接続することができる。
【００２５】
　別の好適な一実施形態において、接触インサートは、２側面の各々に第１コンタクト部
材用の１個の受容領域を有する。これにより、接触インサートは、互いに対称である接触
配置に対して柔軟に使用することができる。
【００２６】
　本発明によれば、ケーブルは、ケーブル外被、シールド、及び上述した構成の一つに従
ってケーブルの一端に取り付けるための接触手段を有する。この場合、接触手段は、簡単
で時間を節約するやり方でケーブル上に配置することができる。また、接触手段を使用す
ることにより、低コストになる。
【００２７】
　好適な一実施形態において、ケーブルは、ケーブルのシールドに電気接続された保護導
体を有する。保護導体及びシールドの電気接続は、引っ張り緩和部材や（接触インサート
に配置された）第１及び第２のコンタクト部材、ケース及び引っ張り緩和部材を介して生
ずる。保護導体及びシールドの電気接続は、例えば、保護導体の補助により実行されるオ
フへの保護切換えを随意に改善する可能性を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】接触手段の部品及びケーブルの一端部を示す分解図である。
【図２】引っ張り緩和部材の詳細を示す、ケーブルを有する部分組立された接触手段の平
面図である。
【図３】ケーブルの保護導体及び接触手段の追加の電線を接触させる異なる可能な方法を
示すために図２の部分断面した接触手段の斜視図である。
【図４】ケーブルの保護導体及び接触手段の追加の電線を接触させる異なる可能な方法を
示すために図２の部分断面した接触手段の斜視図である。
【図５】接触手段の部品を示す別の斜視図である。
【図６】接触手段の補助により、引っ張り緩和部材の接触部をケーブルのシールドに対し
て押圧できる異なる構造を示す、接触手段の拡大図である。
【図７】接触手段の補助により、引っ張り緩和部材の接触部をケーブルのシールドに対し
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て押圧できる異なる構造を示す、接触手段の拡大図である。
【図８】別の接触手段及びケーブルの分解斜視図である。
【図９】コンタクト部材を有する接触インサートの斜視図である。
【図１０】図９のコンタクト部材の拡大斜視図である。
【図１１】図９のコンタクト部材の拡大斜視図である。
【図１２】接触インサート内に配置されたコンタクト部材及び電線に固定された別のコン
タクト部材を有する接触インサートの別の斜視図である。
【図１３】接触手段のケースに配置された接触インサートの別の斜視図である。
【図１４】ケースへの接触インサートの固定を示す断面図である。
【図１５】ケースへの接触インサートの固定を示す断面図である。
【図１６】ケースへの接触インサートの固定を示す断面図である。
【図１７】別の接触手段及びケーブルを示す分解斜視図である。
【図１８】別の引っ張り緩和部材を示す斜視図である。
【図１９】図１８の引っ張り緩和部材を有する接触手段を部分断面した斜視図である。
【図２０】別の引っ張り緩和部材を示す斜視図である。
【図２１】別の引っ張り緩和部材を示す斜視図である。
【図２２】ロック鐙を有する相手接触手段に固定された接触手段の斜視図である。
【図２３】ロック鐙を有する相手接触手段に固定された接触手段の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付図面を参照して本発明をより詳細に説明する。
【００３０】
　以下の図面を参照して、ケーブル１１０の一端に取り付けるために使用できる接触手段
１００の可能な構成を説明する。プラグ又はコネクタとも称される図示された接触手段１
００は、ケーブル１１０を別のデバイスの相手コネクタ嵌合部７００に接続するためのイ
ンタフェースとして作用する。図示された接触手段１００の一利点は、簡単で時間を節約
するやり方で接触手段１００がケーブル１１０に取り付けられることである。
【００３１】
　ケーブル１１０が使用できる一分野は、産業界における電気モータの分散制御である。
この場合、モータの制御信号を伝送するため、及びモータに電力又は電圧を供給するため
に、ケーブル１１０を使用することができる。ケーブル１１０は、接触手段１００を介し
て例えば印刷回路基板（ＰＣＢ）の相手接触手段７００に接続することができる。このよ
うな併用については、「ハイブリッドインタフェース」とも称される。
【００３２】
　図１は、ケーブル一端の領域におけるケーブル１１０の一部及び接触手段１００を示す
分解斜視図である。ケーブル１１０は、電力を供給し信号を伝送するための図１に図示さ
れていない複数の電線と、ＰＥ（保護接地）導体とも称される保護導体１４０とを有する
多心ケーブルである。ケーブル１１０の電線は、例えばワイヤ、箔又は撚り線編組の形態
で形成される導電シールド１３０により取り囲まれる。ケーブル１１０は、例えば円状に
シールド１３０を取り囲む、例えばプラスチック材料等の絶縁材料製のケーブル外被１２
０をさらに有する。
【００３３】
　シールド１３０は、ケーブル１１０の電磁両立性（ＥＭＣ）を保証するよう作用する。
この場合、シールド１３０は、ケーブル１１０に関連する干渉を回避するために、一方で
ケーブル１１０の外部で電磁場が作用し、他方でケーブル１１０から放射される電磁場が
遮蔽されることを確保することが意図される。
【００３４】
　図１に図示された接触手段１００の部品は、導電性材料又は金属材料からなるケース３
００を有する。ケース３００は、ほぼ湾曲したすなわち傾斜したケース基部３１０及びケ
ースカバー３５０を具備する。ケース基部３１０及びケースカバー３５０は、ダイカスト
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工程で製造できる。ケース基部３１０は内部室３２０を取り囲む。内部室３２０において
、ケーブル１１０の一部は、ケーブル端部の領域で受容することができる。図１では未組
立状態にある内部室３２０は、封止領域３１１及び接触インサート領域３４０間のケース
基部３１０の一側面に沿って延びケースカバー３５０により閉鎖可能なケース横開口３３
０を介して露出する。ケース横開口３３０を有するケース基部３１０のこのような構成は
、ケーブル１１０への接触手段１００の時間を節約する取付けを可能にする。この取付け
は目視観察することができる。また、ケース基部３１０は、ケーブル出口方向（すなわち
、接触インサート領域３４０の方向）に拡がる形態を有する。これにより、ケーブル１１
０が比較的曲げに抵抗する場合であっても、組立が容易になる。
【００３５】
　後側すなわち入口側の封止のために設けられたケース基部３１０の封止領域３１１は、
ほぼ中空筒状をなし、内部室３２０に隣接するアクセス開口３１５を形成する。このアク
セス開口３１５を介して、入口側で内部室３２０内にケーブル１１０を挿入することがで
きる。封止領域３１１は、ケーブル１１０及び周囲でケーブル１１０を取り囲む環状ケー
ブルシール１７０の双方を受容するために形成される。ケーブルシール１７０は、例えば
ゴム又はシリコーン材料等の弾性材料を有する。さらに、封止領域３１１に配置されたケ
ーブルシール１７０を固定するために、例えばプラスチック材料製のカバーキャップ１６
０が設けられる。カバーキャップ１６０は、封止領域３１１に押圧することができる。
【００３６】
　出口側のケース基部３１０に設けられた接触インサート領域３４０は、ほぼ矩形をなす
と共に、接触手段１００を組み立てる際にケーブル１１０がケース基部３１０から案内さ
れる別の開口を有する。別の開口又はその内部には、接触手段１００の接触インサート４
００がさらに配置できる。外側には、図５ないし図７に示された接触インサート領域３４
０が、複数の筒状隆起部すなわちラッチ鐙３１４をさらに有する。ラッチ鐙３１４の補助
により、接触手段１００は、相手接触手段７００にラッチすることができる。これについ
ては、図２２及び図２３と併せて以下に詳細に説明する。
【００３７】
　接触インサート４００は、例えばプラスチック材料等の絶縁材料を有すると共に、ケー
ブル１１０の個別電線及び接触手段１００の追加電線に接続できるコンタクト部材６２０
，６２１，６２２を受容し保持するよう作用する。コンタクト部材６２０，６２１，６２
２は、接触インサート４００の対応する凹部すなわちリセプタクルに配置されると共に、
対応するラッチ部材（例えば、隆起部及び窪み）の補助により接触インサート４００にラ
ッチされる。
【００３８】
　図１に示されるように考慮されるコンタクト部材は、例えば、２個のイーサネット（登
録商標）雌型コンタクト６２０、５個の雌型コンタクト６２１及び６個の平形雌型コンタ
クト６２２である。イーサネット（登録商標）雌型コンタクト６２０は、信号を伝送する
ために設けられたケーブル１１０の対応するイーサネット（登録商標）電線に接続される
。１本のイーサネット（登録商標）電線は、場合によって４本の個別電線を具備する。異
なる寸法の雌型コンタクト６２１，６２２は、異なる寸法（例えば、1.2mm及び2.8mmのコ
ンタクト幅又はコンタクト径）の例えば「ＭＣＯＮ」雌型コンタクト（「多コンタクト」
）に代表される。これらのコンタクトは、圧着により個別電線に接続できる。そして、相
補的に形成された平形雄型コンタクト部材が、これらのコンタクトに挿入することができ
る。
【００３９】
　ケーブル１１０に関しては、ケーブル１１０の関連した制御電線に６個の小型の雌型コ
ンタクト６２２が接続され、電力供給のためにケーブル１１０の電線に４個の大型の雌型
コンタクト６２１が接続される。雌型コンタクト６２１のうちの１個は、図１に示される
ように、追加電線６１０の一端にさらに接続される。小さなコンタクト部材６２２に関し
ては、接触インサート４００（図１７参照）内に挿入される小型コンタクト自体のコンタ
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クトケース４１５にさらに配置する可能性がある。
【００４０】
　別の一部品として、接触手段１００は、導電材料又は金属材料製のクリップ状の引っ張
り緩和部材２００を具備する。この引っ張り緩和部材２００は、図１に図示されるように
、例えばねじ６５１の補助により簡単で時間を節約するやり方でケース基部３１０の内部
室３２０内に固定できる。ねじ６５１は、ケース基部３１０の内部ねじが設けられた関連
するケース穴３４２に螺合することができる。引っ張り緩和部材２００は、一方で引っ張
り緩和を提供するようケーブル１１０のケーブル外被１２０を固定するために、他方では
ケーブル１１０のシールド１３０に接触するために使用される。
【００４１】
　シールド１３０及びケース３００は、引っ張り緩和部材２００の「シールドタップ」に
より電気接続できる。このシールドタップは、実現される内部室３２０の効果的なＥＭＣ
シールドを可能にする。同時に、保護導体１４０も、引っ張り緩和部材２００を介してケ
ーブル１１０のシールド１３０に取り付けることができる。保護導体１４０により、用途
によっては例えば保護導体の補助で実行されるオフへの保護切換えを改善することができ
る。接触手段１００及びその部品の詳細は、（例として）ケーブル１１０のケーブル端部
上の接触手段１００の組立を参照して、以下に説明する。
【００４２】
　組立方法において、カバーキャップ１６０及びケーブルシール１７０は、図１の図示に
対応してケーブル端部の領域でケーブル１１０上に押圧される。ケーブル１１０は、封止
領域３１１及びアクセス開口３１５を通ってケース基部３１０の内部室３２０内にさらに
挿入され、接触インサート領域３４０又はこの地点に設けられた開口を通って再度、ケー
ス基部３１０から案内される。この結果、ケーブル１１０の一端部は、ケース基部３１０
から突出する。
【００４３】
　外部から（手動で）支持されるケーブル１１０を撓めることができるので、ケーブル１
１０がケース基部３１０を通過することは、ケース開口３３０を有する構成によって容易
になる。これは、ケーブル１１０が比較的曲げに対して抵抗する場合に特に利点がある。
ケーブル１１０の通過は、上述したケース基部３１０がケーブル出口方向に拡がる形態を
有する点で、さらに簡単になる。この形態により、ケーブル１１０は、可能な限り大きな
半径で曲げることができる。
【００４４】
　続いて、ケーブル外被１２０の一部及びシールド１３０の一部は、（ケース基部３１０
から突出する）ケーブル端部で除去される。これにより、保護導体１４０を含むケーブル
１１０の電線は、露出すると共に分離する。図１の図示に対応するケーブル外被１２０は
、シールド１３０よりも除去される量が多い。この結果、シールド１３０は、ケーブル外
被１２０では最早囲まれない露出領域を有する。また、ケーブル１１０の電線の端部は、
ストリップされ、関連するコンタクト部材６２０，６２１，６２２に接続される。
【００４５】
　保護導体１４０（端部で同様にストリップされている）は、図１に示されるように、例
えば圧着によりケーブル端子６３０にさらに接続される。このケーブル端子６３０は、一
端に圧着タブを、反対側の端に環状コンタクト、すなわち環状接触部を有する。このよう
な環状接触部を有するケーブル端子６３０は、追加電線６１０の（ストリップされた）一
端に固定される。さらに、コンタクト部材６２１のうち１個は、追加電線６１０の（スト
リップされた）反対側の端に接続される。或いは、追加電線６１０は、取り付けられたケ
ーブル端子６３０及び取り付けられたコンタクト部材６２１が既に設けられている。
【００４６】
　次に、各電線に接続されたコンタクト部材６２０，６２１，６２２は、接触インサート
４００内又は接触インサート４００の関連するリセプタクル内に配置される。追加電線６
１０に接続されたコンタクト部材６２１に関しては、接触インサート４００が２個の横受
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容領域４２０を有し、関連するコンタクト部材６２１は受容領域４２０のうちの１個に挿
入される。また、「予め嵌められた」接触インサート４００、すなわち、コンタクト部材
６２１を有する追加電線６１０が接触インサート４００に既に配置されることも可能であ
る。接触インサート４００及びその構造のさらなる（可能な）詳細は、以下で詳細に説明
する。
【００４７】
　次に、コンタクト部材６２０，６２１，６２２が挿入された接触インサート４００は、
ケーブル１１０の端部及びケース基部３１０内に接触インサート領域３４０を介して挿入
された追加電線６１０と一緒にされる。このようにする際に、接触インサート４００は、
互いに合致する接触インサート領域３４０及び接触インサート４００の対応する固定構造
及び停止構造で接触インサート領域３４０内に配置される。互いに合致する接触インサー
ト領域３４０及び接触インサート４００は、以下で詳細に説明するが、接触インサート４
００の一端位置を画定する。この位置では、接触インサート４００の一部が、ケース基部
３１０又は接触インサート領域３４０（図２参照）の下縁を越えて外方へ突出する。
【００４８】
　続いて、周囲でケーブル１１０を取り囲むケーブルシール１７０は、ケース基部３１０
の中空筒状の封止領域３１１内に挿入される。そして、カバーキャップ１６０は、封止領
域３１１（図２及び図５参照）上に押圧される。この場合、ケーブルシール１７０は、封
止領域３１１内で対応するケース壁に接すると共に、カバーキャップ１６０を介してこの
位置から離れる方向に移動しないようさらに保護される。カバーキャップ１６０は、対向
する側面（図１及び図５参照）上に設けられたラッチタブ１６１を有する。これらのタブ
１６１は、封止部３１１の対応する隆起部３１２又はそのラッチと協働する。これにより
、カバーキャップ１６０は、ケース基部３１０の封止領域３１１上に固定される。このよ
うにして、ケース基部３１０の内部室３２０は、この地点で、例えば水しぶき及び汚れ等
の外的影響から封止される。
【００４９】
　次に、引っ張り緩和部材２００は、ケース基部３１０の内部室３２０内でねじ６５１の
補助で取り付けられる。これは、「窓」又は「組立窓」として作用するケース開口３３０
を有するケース基部３１０の構成により可能になる。この場合、保護導体１４０及び追加
電線６１０に接続された環状接触ケーブル端子６３０はまた、ケース基部３１０に固定さ
れる。これにより、図２の平面図及び図５の斜視図に示される配置が得られる。
【００５０】
　図２及び図５は、引っ張り緩和部材２００の構造を明瞭にする。引っ張り緩和部材２０
０はほぼ湾曲したクリップ状部２２０を有する。クリップ状部２２０の補助により、安定
した引っ張り緩和が実現できる。従って、以下では、クリップ状部２２０を引っ張り緩和
部２２０と称する。両端において、引っ張り緩和部２２０は、ねじ６５１（図２０及び図
２１の実施形態も参照）が通る孔を有する例えば平坦な固定領域２３１，２３２をそれぞ
れ有する。ねじ６５１は、ケース基部３１０の関連するケース穴３４２内に螺合される。
これにより、引っ張り緩和部材２００をケース基部３１０に固定できる。一方の固定領域
２３１は、別のほぼ湾曲したクリップ状部２４０にさらに一体化される。このクリップ状
部２４０の補助により、ケーブル１１０の露出したシールド１３０が接触することができ
る。従って、以下では、この部分２４０を接触部２４０と称する。引っ張り緩和部材２０
０の部分２２０，２４０が異なる機能を有するので、引っ張り緩和部材２００は「コンボ
クリップ」とも称される。上述したねじ６５１の補助で固定する代わりに、以下で詳細に
説明するように、固定の他の可能性も考えられる。
【００５１】
　引っ張り緩和部材２００は、例えば、金属板から一部品で低コストで製造することがで
きる。互いに連結された引っ張り緩和部材２００の２部分２２０，２４０は所定角度で方
向性がずれているので、上から見た引っ張り緩和部材２００は、ほぼＶ形状の形態を有す
る。このＶ形状は、ケース基部３１０の内部室３２０内でケーブル１１０の湾曲した経路
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（図示していないが直線を含む）に対応して選択される。
【００５２】
　引っ張り緩和部材２００の引っ張り緩和部２２０は、図２及び図５に示された配置でケ
ーブル１１０のケーブル外被１２０を固定するよう形成される。この場合、ケーブル１１
０は、引っ張り緩和部２２０を固定するために設けられたケース穴３４２（図１参照）間
に位置する。このため、ケーブル１１０はねじ締めされた引っ張り緩和部２２０により部
分的に囲まれ、この結果、ケーブル外被１２０は、安定して保持するためにクランプされ
又は締め付けられる。引っ張り緩和を改善するために、引っ張り緩和部２２０は、固定領
域２３１，２３２間のケーブル外被１２０の方向に細長の凹みすなわちエンボス部２３３
をさらに有する。この凹みすなわちエンボス部２３３は、ケーブル外被１２０のクランプ
を増強できる。また、引っ張り緩和部２２０には、穴２３４を有する横方向外方に突出す
る丸い領域が設けられる。これは、引っ張り緩和部２２０が追加の固定のためにケーブル
外被１２０内に食い込む先端縁をさらに有することを意味する。
【００５３】
　ケース基部３１０上にねじ締めされた引っ張り緩和部材２００の位置では、その凸状の
接触部２４０が、ケーブル１１０のシールド１３０の露出領域に対して面対面接触した状
態にある。これにより、引っ張り緩和部材２００によりシールド１３０の２次元ゆえに高
信頼性で効果的な接触が可能になる。引っ張り緩和部材２００がケース基部３１０に固定
されるので、ケーブル１１０のシールド１３０とケース３００又はケース基部３１０が電
気的に接続される。こにより、内部室３２０を信頼性高く遮蔽することができる。
【００５４】
　さらに、上述したように、ケーブル１１０のシールド１３０に対して保護導体１４０を
接続させる。この目的のために、保護導体１４０及び追加電線６１０に接続された２個の
ケーブル端子６３０の環状接触部は、図３に示されるように、引っ張り緩和部材２００の
固定領域２３２及びケース基部３１０の穴３４２の領域の間に配置される。この結果、引
っ張り緩和部材２００及びケーブル端子６３０は、関連するねじ６５１にねじ締めするこ
とにより、この地点に固定される。これは、保護導体１４０が、ケース３００又はケース
基部３１０に、そして引っ張り緩和部材２００を介してケーブル１１０のシールド１３０
に電気接続されることを意味する。この地点で接続された追加電線６１０は、（同様に）
接触手段１００の外側へ又は接触手段１００の外側から保護導体１４０の接触を可能にす
るよう作用する。
【００５５】
　図４は、図３（及び図１）と比べて若干変更された接触の可能なやり方を示す。ここで
、引っ張り緩和部材２００の固定領域２３２及びケース穴３４２の間には、１個の環状接
触ケーブル端子６３０のみが設けられる。ケーブル端子６３０は、保護電線１４０及び追
加電線６１０の双方に（「２本留め」）圧着することにより接続される。圧着は、例えば
、上述したケーブル１１０の引き戻し、及びケース基部３１０の接触インサート領域３４
０での端位置への接触インサート４００の挿入の前に行なうことができる。
【００５６】
　ケーブル１１０上に接触手段１００の組立完了させるために、引っ張り緩和部材２００
が内部室３２０に一旦取り付けられると、ケースカバー３５０はケース基部３１０に固定
される。これにより、ケース基部３１０の内部室３２０は閉鎖され、それ故、封止され遮
蔽される。
【００５７】
　図１及び図５に示されるように、ケースカバー３５０は、ほぼ２次元の形態をなし、内
部に突条状の周囲隆起部３５１を有する。隆起部３５１の経路は、ケース基部３１０のケ
ース開口３３０の輪郭に対応する。この結果、閉鎖状態では、ケースカバー３５０の隆起
部３５１を取り囲む平坦縁領域は、ケース基部３１０のケース開口３３０を取り囲む平坦
領域に当接する。これは、ケースカバー３５０はケース基部３１０に接触し、隆起部３５
１はケース開口３３０の縁で内部室３２０内に突出することを意味する。内部室３２０の
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効果的な封止に関しては、隆起部３５１の外部又は周囲に周囲封止部材３５２が設けられ
る。周囲封止部材３５２は、例えばゴム材料又はシリコーン材料等の弾性材料である。封
止部材３５２は、隆起部３５１に対応して変形した例えばＯリングであってもよい。封止
部材３５２の弾性材料は、内部室３２０のＥＭＣ遮蔽を改善するために、導電性をさらに
有するか、金属粒子が追加されてもよい。
【００５８】
　ケース基部３１０にケースカバー３５０を固定するために、ケースカバー３５０は、ケ
ースカバー３５０がケース基部３１０の一縁に取り付けられる際に、ケース開口３３０の
領域に掛かる２個の爪状保持部材３７０を有する。これにより、掛けられたケースカバー
３５０は、ケース基部３１０の方向に回転することができる。ケースカバー３５０を最後
に固定するために、ケースカバー３５０の縁で対応する穴を通過でき、ケース開口３３０
の隣のケース基部３１０の内部ねじを有する別の穴３４５に螺合できる別のねじ６５０が
設けられる。ケースカバー３５０の取付けに関して、端部（図５参照）に配置された接触
インサート４００に対応して形成された切欠４４０に係止する爪状保持部材３７０がさら
に設けられる。これは、簡単で時間を節約するやり方で接触インサート４００をケース基
部３１０に固定できることを意味する。接触インサート４００のさらなる（可能な）詳細
については、以下で詳細に説明する。
【００５９】
　内部室３２０を閉鎖し、ケース基部３１０に接触インサート４００を固定することに加
えて、ケースカバー３５０はさらに、引っ張り緩和部材２００の接触部２４０によりケー
ブル１１０のシールド１３０の接触を改善することに使用することができる。この目的の
ために、ケースカバー３５０は、図１及び図５に示されるように、ケースカバー３５０の
内側に配置された凸状側面を有する加圧構造３６０を有してもよい。この凸状側面は、接
触部２４０の（又は接触されるシールド１３０の領域の）凸状形態に適応する。この構成
は、内部室３２０の閉鎖時すなわち閉鎖状態において、ケースカバー３５０の加圧構造３
６０がシールド１３０に対して接触部２４０を付加的に押圧することを意味する。特に、
接触部２４０への中央や横からの加圧が考えられる。加圧は、様々なケーブル径を有する
異なるケーブル１１０であっても、シールド１３０の信頼性の高い接触を達成する可能性
を提供する。
【００６０】
　ケーブル１１０のシールド１３０の高信頼性の接触をさらに促進するために、引っ張り
緩和部材２００の接触部２４０と協働する構造部材を、内部室３２０の領域のケース基部
３１０上に設けてもよい。可能な一例は図６に示される。この場合、接触部２４０を案内
する溝とこの溝内に斜めに延びる側壁とを有する追加の構造部材３２６が、内部室３２０
内に設けられる。斜めの側壁は、ケースカバー３５０の加圧構造３６０により接触部２４
０が加圧されると、シールド１３０に対して追加的に接触部２４０又は接触部２４０の端
領域を押圧することを可能にする。
【００６１】
　図７に、別の可能な構成が示される。この場合、ケース基部３１０は、内部室３２０内
に張出し縁を有する構造部材３２７を有する。このような構成は、例えば図７に示される
ように、水平方向に延びるスロット形状の切欠により実現する。対応して、引っ張り緩和
部材２００の接触部２４０には、接触部２４０の湾曲領域から水平方向に延びる平坦端部
２４７が設けられる。この平坦端部２４７は、ケーブル１１０のシールド１３０に対する
接触部２４０の付加的な押圧を達成するために、構造部材３２７の張出し縁の下に引っ掛
けることができる。内部室３２０に図７の引っ張り緩和部材２００を取り付けるために、
最初に、平坦端部２４７が構造部材３２７の張出し縁部（すなわちスロット形状の切欠）
の下に配置され、すなわち引掛けられる。次に、引っ張り緩和部材２００は、対応する組
立位置へ回転し、続いて上述したように、ねじ６５１でケース基部３１０に固定される。
この構成では、加圧構造３６０無しでケースカバー３５０を形成することが可能である。
【００６２】
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　図８は、図１ないし図７を参照して説明した実施形態とほぼ同じ部品及び同じ構造を有
する別の接触手段１００の分解斜視図である。従って、同様の又は一致する部品に関連し
て既に説明した詳細、使用可能な組立方法の工程、可能な利点等に関しては、上述した記
述が適用される。
【００６３】
　図８の接触手段１００における一相違点は、追加電線６１０が設けられていないことで
ある。従って、保護導体１４０（又はその端部）は、対応するコンタクト部材５１０を介
して接触インサート４００上に自己配置される。コンタクト部材５１０は、例えば上述し
た（ＭＣＯＮ）雌型コンタクト６２１の一つである平形雌型コンタクトを具備し又は平形
雌型コンタクトに代表される。この構成においても、保護導体１４０及びケーブル１１０
のシールド１３０を電気接続するために、保護導体１４０に接続されたコンタクト部材５
１０に加えて、接触インサート４００内に配置されると共に保護導体１４０のコンタクト
部材５１０に接触できる別のコンタクト部材５２０が設けられる。コンタクト部材５２０
はケース３００と電気接続するために形成され、ケース３００は（上述したやり方で）引
っ張り緩和部材２００を介してケーブル１１０のシールド１３０にさらに電気接続できる
。接触のこの可能なやり方の詳細、及び接触インサート４００の構造については、以下の
図面を参照して説明する。
【００６４】
　図９は、接触インサート４００及び２個のコンタクト部材５２０の拡大斜視図である。
図８の接触手段１００では、１個のコンタクト部材５２０のみを使用してもよい。これに
関し、図９は、コンタクト部材５２０の可能な取付け位置（のみ）を示す。
【００６５】
　接触インサート４００は、コンタクト部材６２０，６２１，６２２用の切欠すなわち凹
部４１０，４１１，４１２を有する矩形中央受容領域４０５を有する。接触インサート４
００の上側に、中央受容領域４０５はその縁上で取り囲む側壁をさらに有する。２個のコ
ンタクト部材６２０に対して２個の凹部４１０が設けられ、４個のコンタクト部材６２１
に対して４個の凹部４１１が設けられ、６個のコンタクト部材６２２（図９と比較して接
触インサート４００が180°回転した図１２も参照）に対して１個の凹部４１２が設けら
れる。６個のコンタクト部材６２２は、凹部４１２に配置されるそれら自体のケース４１
５（図１７参照）内にさらに配置される。
【００６６】
　コンタクト部材５２０を配置するために、接触インサート４００は、中央受容領域４０
５の２側面に各々１個の横受容領域４２０を有する。これにより、互いに対称（すなわち
、180°回転）である（コンタクト部材６２０，６２１，６２２の）２接触配置用に接触
インサート４００を使用することが可能になる。横受容領域４２０はまた、上側に凹部４
２３と、取り囲むケース壁とを有する。
【００６７】
　接触インサート４００の下側には、凹部４１０，４１１，４１２，４２３は、特に図５
を参照すると明確になるように、各凹部４１０，４１１，４１２，４２３に属する接触イ
ンサート４００の部分すなわちケース壁によりさらに取り囲まれる。この場合、（他のコ
ンタクト部材とは対照的に）コンタクト部材６２０が、対応する凹部（図２参照）から突
出する。
【００６８】
　接触インサート４００は、中央受領領域の４縁すなわち隅部にそれぞれ１個のスロット
リンク形状の切欠４４０を有する。これらの切欠４４０については、以下に詳細に説明す
る。さらに、中央受容領域４０５に隣接する横受容領域４２０の対向側面（すなわち中央
受容領域４０５の側壁）には、丸められた縁を有する板状の停止部材４２５が設けられる
。これらの２側面において、横受容領域４２０は、それぞれ外部に１個の案内溝４２１を
さらに有する。案内溝４２１は、垂直に延びると共に、関連する受容領域４２０の上領域
のスロット状の切欠４２２と一体化する。案内溝４２１はさらに、板状の停止部材４２５
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内へいくらか突出すると共に切欠を形成する。横受容領域４２０のこの構成はコンタクト
部材５２０に関して選択され、以下に詳細に説明される。
【００６９】
　図１０及び図１１は、接触インサート４００の受容領域４２０内に挿入可能なコンタク
ト部材５２０を示す異なる斜視図である。コンタクト部材５２０は、ソケットコンタクト
すなわちソケット接触部５３０と、ソケット接触部５３０に接続されたばね接触部５４０
とを有する。ソケット接触部５３０は、上述した（ＭＣＯＮ）平形雌型コンタクト６２１
に対応する構成を有してもよい。コンタクト部材５２０の２個の接触部５３０，５４０は
、互いに別々に製造でき、圧着により連結することができる。この目的のために、ソケッ
ト接触部５３０は、図１０に示されるように、ばね接触部５４０の対応する保持領域を取
り囲む圧着タブ５３２を有する。接触部５３０，５４０は、圧着の代わりに、例えば溶接
等の異なる方法で連結されてもよい。
【００７０】
　ばね接触部５４０は、圧着タブ５３２により包まれた保持領域に隣接して、（湾曲部す
なわち段状部を介して）互いに平行な中央平坦接触部５４１及び後部５４２を有する。後
部５４２はさらに、２個の弾性接触部５４５が配置されたＣ形状接続部５４４に隣接する
。この構成により、弾性接触部５４５は、中央接触部５４１から横方向に配置される。弾
性接触部５４５は、接続部から離れて、やや斜め外側を向き、内側を向き、端部の領域で
Ｓ形状に湾曲する２個の板状部を有する。
【００７１】
　さらに図１０及び図１１に示されるように、コンタクト部材５２０には、一連のラッチ
部材が設けられてもよい。これらのラッチ部材には、ソケットコンタクト５３０の両側に
配置された隆起ラッチ部すなわちラッチ突起５３１と、後部５４２のエンボス部５４３と
が含まれる。このようなラッチ部材は、接触インサート４００の受容領域４２０にコンタ
クト部材５２０をラッチし、またコンタクト部材５２０への挿入時にコンタクト部材５１
０をコンタクト部材５２０にラッチするのに用いられる。コンタクト部材５１０はまた、
図１２に示されるように隆起ラッチ部５３１を設けることができる。受容領域４２０に配
置されたコンタクト部材５２０へのコンタクト部材５１０の挿入は、接触インサート４０
０がケース基部３１０の関連する接触インサート領域３４０に配置される前に実行される
。
【００７２】
　図１２は、コンタクト部材５２０が接触インサート４００の「前側」受容領域４２０に
配置された接触インサート４００の別の斜視図である。受容領域４２０がスロット状の切
欠すなわち案内溝４２１を有するという構成のため、コンタクト部材５２０の弾性接触部
５４５は、受容領域４２０から横に部分的に突出することができる。受容領域４２０の案
内溝４２１はそれぞれ、コンタクト部材５２０の挿入時に弾性接触部５４５を案内するよ
う作用する。案内溝４２１が板状の停止部材４２５の領域に小さな切欠を形成するので、
弾性接触部５４５の端部は、これらの地点で（互いに接近する方向及び離れる方向の曲げ
に対して）さらに固定できる。
【００７３】
　図１２は、接触インサート４００に配置されたコンタクト部材５２０内に、保護導体１
４０に接続されたコンタクト部材５１０を挿入する状態をさらに示す。コンタクト部材５
１０又はそのソケットは、コンタクト部材５２０の中央平坦接触部５４１に押圧される。
この動作により、平坦接触部５４１が取り囲まれると共にコンタクト部材５１０，５２０
の電気接続が生ずる。押圧コンタクト部材５１０をより良好に保持できるように、コンタ
クト部材５１０が（案内溝４２１の外側にある；図９参照）適当な受容領域４２０の内壁
に隣接する。コンタクト部材５１０は、コンタクト部材５１０，５２０の及び受容領域４
２０の対応するラッチ部材により、引っ張りに抗してさらに固定することができる（図１
０ないし図１２のエンボス部５４３及び隆起ラッチ部５３１を参照）。
【００７４】
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　受容領域４２０から横に突出するコンタクト部材５２０の弾性接触部５４５は、接触イ
ンサート４００が接触インサート領域３４０に配置される際にケース３００又はケース基
部３１０の接触を可能にする。図示されるように、接触インサート４００が挿入されたケ
ース基部３１０の部分断面図が、図１３に示される。ケース基部３１０は、接触インサー
ト領域３４０内に（別の）ケース穴３４４を有する。この穴３４４の外側は弾性接触部５
４５と接触できる。ケース基部３１０はさらに、（上述したやり方で）引っ張り緩和部材
２００を介してケーブル１１０のシールド１３０に電気接続できる。これにより、追加電
線６１０が無い場合であっても、（コンタクト部材５１０を介してコンタクト部材５２０
と接触する）保護導体１４０及びシールド１３０を電気接続できる。
【００７５】
　図１３に示されたケース穴３４４は、接触インサート４００とは異なる構造を有する接
触インサート（図示せず）をねじによってケース基部３１０に固定するために、ケース基
部３１０に設けてもよい。図示の接触インサート４００に関して、ケース穴３４４は、ケ
ース基部３１０の接触インサート領域３４０にその一端位置を画定するために、接触イン
サート４００の停止部材４２５と共に接触インサート４００を停止させてもよい。接触イ
ンサート４００の固定については、図１４ないし図１６の部分断面図を参照して以下に詳
細に説明する。
【００７６】
　図１４は、ケース基部３１０に配置される際の接触インサート４００（図１５及び図１
６とは異なり、コンタクト部材５１０，５２０が無い）を示す。ケース基部３１０は、ケ
ース開口３３０とは反対側に位置する内面すなわち内壁の接触インサート領域３４０内に
、２個の構造部材３４７（その「前側」構造部材３４７のみが図１４に図示）を有する。
接触インサート４００は、図９及び図１２を参照すると特に明瞭になるが、中央受容領域
４０５の「隅部」にスロットリンク形状の切欠４４０を有する。切欠４４０は、上領域で
外側に丸められ、構造部材３４７の接触インサート４００を（当初は）掛けるのに使用す
ることができる張出し縁を形成する。
【００７７】
　この目的のために、接触インサート４００は、図１４に示されるように、ケース基部３
１０内に挿入される。この場合、接触インサート４００は、（ケース基部３１０のケース
穴３４４及び接触インサート４００の板状の停止部材４２５により画定された）一端位置
に到達する前に、構造部材３４７の切欠４４０上で接触インサート４００の張出し縁部を
通過して移動するために、若干傾いた位置になる。その後、接触インサート４００は、構
造部材３４７と共にケース基部３１０の内壁の方向に回転する。これは、構造部材３４７
が切欠４４０（図１５参照）に受容されたことを意味する。
【００７８】
　続いて、図１５に示されるケースカバー３５０は、接触インサート４００の関連する切
欠４４０に係止する爪状保持部材３７０でケース開口３３０の一縁に掛けられる。このよ
うにして、接触インサート４００は、図１６に示されるようにケースカバー３５０が閉鎖
する際に、ケース基部３１０に固定される。
【００７９】
　今一度、コンタクト部材５２０の弾性接触部５４５及びケース基部３１０のケース穴３
４４の接触は、図１５及び図１６を参照すると明確になる。さらに、弾性接触部５４５は
、図１５及び図１６に示されるように、挿入されたコンタクト部材５１０が側面に接触す
るよう付加的に使用することができる。このような構成については、例えば接触インサー
ト４００の受容領域４２０は、図９の例示とは逆に、案内溝４２１が無い代わりに板状の
停止部材４２５まで延びる連続した切欠４２２が設けられるように変更可能である。この
ようにして、コンタクト部材５２０は、中央接触部５４１及び（変更された）接触インサ
ート４００に配置されたコンタクト部材５２０の弾性接触部５４５の双方を介して、接触
することができる。これは、任意により小さい接触抵抗が得られることを意味する。
【００８０】
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　コンタクト部材５１０，５２０は、弾性接触部５４５によるコンタクト部材５１０の横
方向の接触がコンタクト部材５２０にコンタクト部材５１０を押圧することにより既にも
たらされるように、形成してもよい。或いは、コンタクト部材５２０に押圧されるコンタ
クト部材５１０の横方向の接触は、接触インサート４００がケース基部３１０の接触イン
サート３４０に一旦配置された場合のみに生じ、その結果、ケース基部３１０のケース穴
３４４がコンタクト部材５１０の方向に内側へ弾性接触部５４５を押圧する可能性がある
。
【００８１】
　図１７は、図１及び図８の構成の組み合わせにほぼ対応する別の接触手段１００を示す
分解斜視図である。従って、同様の又は一致する部品に関連して既に説明した詳細、使用
可能な組立方法の工程、可能な利点等に関しては、上述した記述が適用される。
【００８２】
　図１７の接触手段１００では、ケーブル１１０の保護導体１４０は、環状接触ケーブル
端子６３０を具備する。さらに、追加電線６１０が再度使用され、別の環状接触ケーブル
端子６３０が追加電線６１０の一端に配置され、コンタクト部材５１０が追加電線６１０
の他端に配置される。また、接触インサート４００に受容されることが可能な関連したコ
ンタクト部材５２０が設けられる。この関連したコンタクト部材５２０は、接触インサー
ト４００がケース基部３１０に配置される際にケース基部３１０に接触できる。
【００８３】
　この構成により、関連したケース穴３４２に引っ張り緩和部材を固定する領域で、並び
にコンタクト部材５２０，５１０及び追加電線６１０を介して、保護導体１４０及びケー
ス３００又はケース基部３１０を電気接続することを可能にする。このような多点接触は
接続を並列にし、保護導体１４０を介して故障電流が生じた場合に電気抵抗が低下する結
果となる。
【００８４】
　図１８は、引っ張り緩和部材２０１の別の可能な構成を示す。さらに、ケース３００又
はケース基部３１０の内部室３２０に複数の電線１４５を有するケーブル１１０に引っ張
り緩和部材２０１を使用することは、図１９の部分断面図を参照すると明確になる。図１
９に示された接触手段１００（引っ張り緩和部材２０１を除く）は、図１、図８及び図１
７の接触手段１００に相当する構造を有する。このため、同様の又は一致する部品に関連
して既に説明した詳細、使用可能な組立方法の工程、可能な利点等に関しては、上述した
記述が適用される。
【００８５】
　上述した引っ張り緩和部材２００と同様に引っ張り緩和部材２０１は、金属板から一部
品で低コストで製造できると共に、ほぼ２次元の引っ張り緩和部２２１を有する。引っ張
り緩和部２２１の補助により、安定した引っ張り緩和が実現できる。引っ張り緩和部２２
１は、上述した引っ張り緩和部材２００とは対照的に、ケース基部３１０の内部室３２０
の内部で垂直に直立して配置される。引っ張り緩和部２２１から垂直方向に傾斜する、ね
じ６５１を通す穴を有する２個の平坦固定領域２３１，２３２は、引っ張り緩和部材２０
１又はその引っ張り緩和部２２１を固定するために設けられる。ねじは、関連するケース
穴（図１９に図示せず）内に螺合できる。
【００８６】
　引っ張り緩和部２２１は、固定領域２３１，２３２間にケーブル１１０又はその周囲に
適合する円弧状輪郭を有する。この円弧状輪郭により、ケーブル１１０は、ねじ締めされ
た引っ張り緩和部材２０１の引っ張り緩和部２２１によって部分的に囲まれる。引っ張り
緩和部２２１の凸状輪郭領域には、ケーブル１１０のケーブル外被１２０に食い込んでケ
ーブル外被１２０を固定する刺通マンドレルすなわち刺通片２３５がさらに設けられる。
【００８７】
　さらに、引っ張り緩和部材２０１は、刺通片２３５間に配置されたストリップ状の接触
部２４１を有する。引っ張り緩和部２２１の凸状輪郭領域から離れる方向に傾斜して突出
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する接触部２４１はさらに、ケーブル外被１２０とケーブル１１０のシールド１３０の露
出領域と間の過渡部に「段」の形態に構成された段状経路を有する。シールド１３０に対
して面対面接触する状態にある接触部２４１のため、ケーブル１１０のシールド１３０の
２次元故に信頼性の高い接触が可能になる。その上、関連するケースカバー３５０の加圧
部材の補助により、接触部２４１がケーブル１３０に対して追加で押圧される。
【００８８】
　刺通片２３５に関し、刺通片２３５がケーブル外被１２０を貫通するため、（接触部２
４１に加えて）ケーブル１１０のシールド１３０に付加的に接触するような寸法を任意で
有する引っ張り緩和部材２０１の刺通片２３５を構成する可能性がある。
【００８９】
　さらに、引っ張り緩和部材２０１の引っ張り緩和部２２１は、ケース基部３１０の内部
室３２０の改善されたＥＭＣ保護又はＥＭＣ遮蔽を実現するために使用される。この目的
のために、内部室３２０のアクセス開口３１５又はケーブル１１０及び開口３１５の縁間
に残る間隙を覆い、アクセス開口３１５を取り囲むケース基部３１０のケース壁に当接す
る２次元の引っ張り緩和部２２１が使用される。この場合、図１８及び図１９に示された
引っ張り緩和部２２１は、ケース壁に向けられたエンボス部すなわち凹み２３６を有する
。これらのエンボス部により、引っ張り緩和部２２１は、複数の点で局在して関連したケ
ース壁に接触することができる。
【００９０】
　内部室３２０の改善された遮蔽はまた、図２０に示された引っ張り緩和部材２０２によ
り実現できる。引っ張り緩和部材２０２は、同様に（上述した）接触手段１００の一つの
内部室３２０で使用することができ、ねじ締めできる。引っ張り緩和部材２０２は、引っ
張り緩和部材２００とほぼ同じ構造を有し、２個の固定領域２３１，２３２を有するクリ
ップ状の引っ張り緩和部２２２と、クリップ状の接触部２４０とを有する。
【００９１】
　遮蔽を改善するために、引っ張り緩和部２２２から垂直方向に突出する別のストリップ
状のシールドタブ２３７が設けられる。このシールドタブ２３７の補助により、内部室３
２０のアクセス開口３１５を同様にほぼ閉鎖できる。これらのタブ２３７は、アクセス開
口３１５を取り囲むケース壁に対応して当接し、任意で追加的にケース壁（図示せず）を
向くエンボス部すなわち凹部を具備する。
【００９２】
　図２１は、同様に、引っ張り緩和部材２０３の別の可能な構成を示す。引っ張り緩和部
材２０３は、同様に（上述した）接触手段１００の一つの内部室３２０で使用することが
でき、ねじ締めできる。引っ張り緩和部材２０３は、引っ張り緩和部材２００とほぼ同じ
構造を有し、２個の固定領域２３１，２３２を有するクリップ状の引っ張り緩和部２２３
と、クリップ状の接触部２４０とを有する。
【００９３】
　さらに、固定領域２３２に追加の平形コンタクトすなわち平形接触部２３８が設けられ
る。平形コンタクト２３８は、図２１に同様に図示されたケーブル端子６６０を介して接
触できる。例えば「ＦＡＳＴＯＮコンタクト」と称されるケーブル端子６６０は、保護導
体１４０及び追加電線６１０を引っ張り緩和部材２０３に（それ故、ケーブル１１０のシ
ールド１３０及びケース３００に）接続する（図４に相当）ために、保護導体１４０及び
追加電線６１０を固定する圧着タブをさらに有する。
【００９４】
　図２２及び図２３は、例示により相手接触手段７００（「コネクタ嵌合部」又は「相手
プラグ」）に取り付けられ固定された接触手段１００の斜視図である。接触手段１００は
、上述した実施形態に対応する構造、部品を有する。
【００９５】
　例えば印刷回路基板（図示せず）上に配置できる相手接触手段７００は、接触手段１０
０の接触インサート領域３４０に適合する矩形部７０１を有する。矩形部７０１は、接触
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手段１００が図２２及び図２３に示されたように上面に載置されると、接触インサート領
域３４０により上側領域に取り囲まれる。矩形部７０１内には、接触手段１００のコンタ
クト部材に適合する、相補的に形成されたコンタクト部材が配置され、又は配置可能（図
示せず）である。上述した接触手段１００の雌型コンタクト部材すなわちソケットコンタ
クトに関し、対応する雄型コンタクト部材すなわちピンコンタクトは、接触手段７００に
設けられる。これらの雄型コンタクト部材すなわちピンコンタクトは、接触手段１００が
接触手段７００上に載置されると、接触手段１００のコンタクト部材に挿入され、又はそ
れらコンタクト部材と接触する。
【００９６】
　矩形部７０１に加えて、接触手段７００は、矩形部７０１に隣接して下部で矩形部７０
１の縁を取り囲む２次元部（平坦部）７０２をさらに有する。この平坦部７０２は、接触
手段７００用の当接面又はベースとして作用する。
【００９７】
　また、接触手段７００又はその部分７０１，７０２は、シールド目的の導電材料すなわ
ち金属材料を有する。矩形部７０１は、接触手段１００が接触手段７００上に載置される
際に、ケース基部３１０又はその接触インサート領域３４０と接触することができる。
【００９８】
　部分７０１，７０２に加えて、相補的な接触手段７００は、ロック鐙７１０を有する。
接触手段７００に接続された接触手段１００は、ロック鐙７１０の補助により固定可能で
ある。接触インサート領域３４０の周囲に部分的に係合し、互いに平行に延びるほぼ三角
形の２次元ロック部を有する形態を有するロック鐙７１０は、接触手段７００の部分７０
１上に軸支される。この目的のために、部分７０１は、２つの対向する側面にそれぞれ円
形又は筒状の隆起部７０５を有する。ロック鐙７１０のロック部７１１は、対応する円形
切欠７１５を有する。円形切欠７１５は、図２２及び図２３に示されるロック鐙７１０の
組立状態では、接触手段７００の部分７０１上の隆起部７０５を取り囲む。ロック鐙７１
０は、図２２に示される構造か、又は図２３に示される逆のすなわち対称的な構造のいず
れかで、接触手段７００に実装される。
【００９９】
　ロック鐙７１０のロック部７１１は、円形切欠７１５に対してオフセットし一側が開放
した半円形すなわちスロットリンク状の凹部７１４をさらに有する。凹部７１４は、接触
手段１００のラッチ鐙３１４に関して形成され、又はラッチ鐙３１４に合致する。接触手
段１００が接触手段７００上に載置されると、ロック鐙７１０は接触手段１００又は接触
インサート領域３４０の方向に初期位置（図示せず）から回転でき、ロック部７１１は凹
部７１４を介して接触手段１００のラッチ鐙３１４と係合し、その結果、接触手段１００
が接触手段７００に固定される。固定を解除するために、ロック鐙７１１は、接触手段１
００から離れる方向に回転でき、ラッチ鐙３１４を（再度）解除する。
【０１００】
　ロック鐙７１０の回転を容易にするために、ロック鐙７１０は、ロック部７１１に接続
部分に、以下では駆動レバー７１７と称される傾斜した駆動部７１７をさらに有する。
【０１０１】
　図２２に図示される構造において、ロック鐙７１０の部分、延いてはロック部７１１に
接続する駆動レバー７１７はカバーキャップ１６０と同じ側面に配置されるか、又はケー
ブルはこの地点で接触手段１００（図２２に図示せず）から出る。接触手段１００の傾斜
形状のため、駆動レバー７１７は、接触手段により、又はそのケース基部３１０及びカバ
ーキャップ１６０により、実質的に覆われる。これは、ロック鐙７１０が意図しない駆動
から保護されることを意味する。この構成において、実質的に工具によってのみ、ロック
鐙７１０を駆動することが可能になる。対照的に、「ケーブル出口」とは反対側の側面に
駆動レバー７１７が配置された図２３に示された構造における駆動レバー７１７は、接触
手段１００により覆われず、それ故、手動駆動できるよう自由にアクセス可能である。
【０１０２】
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　接触手段１００の実施形態及びその部品を、好適な実施形態、又は本発明の例示による
実施形態を代表する図面を参照して説明した。説明し図示した実施形態に加えて、説明し
た構造の別の変形又は組み合わせを具備する別の実施形態が考えられる。
【０１０３】
　特に、異なる構造を有する引っ張り緩和部材が実現可能である。可能な変形の一例は、
引っ張り緩和部材２００に対応し、引っ張り緩和部２２２，２２３にエンボス部２３３や
切欠縁に穴２３４を有する図２０及び図２１の引っ張り緩和部材２０２，２０３を提供す
ることである。
【０１０４】
　引っ張り緩和部材２００に関し、エンボス部２０３や穴２３４は省略可能である。穴や
切欠縁が無い場合、対応する引っ張り緩和部材は、単にケーブル外被１２０をクランプす
るに過ぎない。
【０１０５】
　他の可能な変更例の一つは、例えば図１８の引っ張り緩和部材２００から部分２４１を
省略し、単に刺通片２３５を設けることである。この場合、刺通片２３５は、（ケーブル
外被１２０を介して）ケーブル１１０のシールド１３０に接触するので、接触部として作
用する。
【０１０６】
　さらに、２個以上のエンボス部や穴、異なる形態のエンボス部や穴を有する引っ張り緩
和部材も考えられる。また、図示される形態及び構造物以外のものとの引っ張り緩和や引
っ張り緩和部材の接触部は、異なる数で引っ張り緩和部材に実現できる。
【０１０７】
　さらに、ねじ６５１以外の方法で、引っ張り緩和部材をケースに固定する可能性がある
。例えば、ケースの構造部材又はケース基部に挿入又はラッチするために、引っ張り緩和
部材又は引っ張り緩和部の一側のみに、及び別の側面にねじで固定することが可能である
。このようなタイプの固定は、例えば、図７に示された構造部材３２７上の接触部２４０
の引っ掛けと同様に実現される。さらに、引っ張り緩和部材も、ねじではなく、例えばケ
ースの２側面に引っ張り緩和部材をラッチすることにより、固定される。
【０１０８】
　また、上述した組立方法に関しても、例えば異なるシーケンスで工程を実行することに
より変更することも可能である。方法に関しては、さらに、追加電線６１０又はコンタク
ト部材５２０が予め組み込まれた接触インサート４００を提供することも可能である。ま
た、引っ張り緩和部材を介して許容されたシールドタップが単にケーブル３００にシール
ド１３０を電気接続するよう作用するので、ケーブル１１０のシールド１３０にケーブル
１１０の保護導体１４０を接続しないことも考えられる。
【０１０９】
　その上、接触手段として異なるケース又はケース形態も考えられる。例えば、ケース基
部３１０に関しては、接触インサート４００の停止部材４２５が当接する他の構造又はケ
ース壁に接触穴３４４を置換することも可能である。他の構造又はケース壁は、コンタク
ト部材５２０の弾性接触部５４５に接触可能である。
【０１１０】
　また、金属製ケース部又はダイカスト法によって製造されるケース部（すなわち、ケー
ス基部３１０及びケースカバー３５０）の代わりに、他の材料製のケース部を使用するこ
とも可能である。例えば、ケース基部３１０やケースカバー３５０用の材料としてプラス
チック材料を使用することも可能である。このようなケース部品で内部室を（さらに）シ
ールドするために、ケース部を、例えば電着又は電気化学析出の作業を実行することによ
り、金属コーティングしてもよい。これはまた、相手接触手段７００にも適用される。
【０１１１】
　同様に、他のケース形態が引っ張り緩和部材の可能な（別の）形態を決定してもよい。
例えば、図示されたケース基部３１０の傾斜した形態の代わりに、ケースカバーにより閉
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鎖される横ケース開口を有するケース基部は、直線的な形態（内部室のアクセス開口及び
接触インサート開口が互いに反対側に配置できることを意味する）を有してもよい。この
ような直線的形態では、内部室に受容されたケーブルは直線経路を有する。この点におい
て、引っ張り緩和部材は、（図２とは異なり）互いに平行な方向を向く引っ張り緩和部及
び接触部を有する。さらに別のケース形態については、例えば、一体になるよう連結され
る２個のケース半体を有する構成も考えられる。
【０１１２】
　また、図示された接触インサート４００の代わりに、異なる構造の別の接触インサート
を使用してもよい。さらに、図示されたソケットコンタクト及びコンタクト部材６２０，
６２１，６２２，５１０，５２０は、他のコンタクト部材又は接触部により任意に置換で
きるコンタクト部材の単に可能な例として見做すべきである。例えば、雌型プラグ及び（
平坦）雌型コンタクトを有する（雌型）コンタクト部の代わりに、雄型コンタクト部、す
なわち例えばコンタクトピン、ピン形コンタクト部、タブ形、舌片形（平坦）コンタクト
部等を使用することも考えられる。
【０１１３】
　コンタクト部材５１０，５２０、特にコンタクト部材５２０に関し、このようなコンタ
クト部材５１０，５２０もまた図示の接触手段以外の接触手段として、又は接触手段１０
０とは独立し、他の用途に関して使用できることがさらに指摘される。さらに、互いに接
触するコンタクト部材５１０，５２０は、上述したように、図示され説明された形態以外
の形態を有してもよい。この点に関し、コンタクト部材５２０に対応する以下の構造を有
するコンタクト部材について概略説明する。すなわち、コンタクト部材は、（接触部５４
１と比較可能な）中央接触部と、中心接触部により配置された（弾性接触部５４５と比較
可能な）２個の弾性接触部を有する。
【０１１４】
　この場合、接触インサートに配置されたコンタクト部材を他の部品（例えばケース）に
接続するために、弾性接触部が使用される。接触インサートは、これらの部品に配列する
ことができる。問題になっている接触インサートは、上述した接触インサート４００に対
応する構造を有してもよいし、コンタクト部材用に少なくとも１個の受容領域を具備して
もよい。受容領域は、弾性接触部が部分的に突出できる（切欠４２２と比較可能な）切欠
を具備してもよい。
【０１１５】
　さらに、弾性接触部は、（コンタクト部材５２０と比較可能な）別のコンタクト部材と
接触するために使用されてもよい。別のコンタクト部材は、中央接触部及び付加的に弾性
接触部を介して、上述したコンタクト部材に接触できる。弾性接触部を介したこのような
接触は、２個のコンタクト部材が互いに嵌合接続する際に既に実現できる。或いは、弾性
接触部を介した接触は、別のコンタクト部材の方向に弾性接触部が押圧されるまで、例え
ば接触インサートに配置され弾性接触部を有するコンタクト部材が別の部品上に配置され
る場合、生じない。
【０１１６】
　互いに差し込み接続可能な２個のコンタクト部材の別の（可能な）詳細及び構造に関し
ては、上述の説明、特に図１０及び図１１への説明が参照されたい。
【０１１７】
　さらに、図２２及び図２３に図示された相手接触手段７００は、異なったすなわち変更
された構成で実現できることが指摘される。例えば、図示されたロック鐙７１０を異なる
形態で形成すること、又は異なる部品を有する相手接触手段７００に接触手段１００のロ
ックを実現することが可能である。
【符号の説明】
【０１１８】
１００　接触手段
１１０　ケーブル
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１２０　ケーブル外被
１３０　シールド
１４０　保護導体
１４５　電線
２００　引っ張り緩和部材
２０１　引っ張り緩和部材
２０２　引っ張り緩和部材
２０３　引っ張り緩和部材
２２０　クリップ状部（引っ張り緩和部）
２２１　引っ張り緩和部
２２２　引っ張り緩和部
２２３　引っ張り緩和部
２３７　シールドタブ
２４０　クリップ状部（接触部）
２４１　接触部
３００　ケース
３１０　ケース基部
３１５　アクセス開口
３２０　内部室
３２６　構造部材
３２７　構造部材
３３０　ケース横開口（ケース開口）
３４０　接触インサート領域
３４２　ケース穴（固定点）
３５０　ケースカバー
３６０　加圧構造
３７０　爪状保持部材
４００　接触インサート
４２０　受容領域
４２２　切欠
４４０　切欠
５１０　コンタクト部材（第２コンタクト部材）
５２０　コンタクト部材（第１コンタクト部材）
５４１　中央平坦接触部（中央接触部）
５４５　弾性接触部
６１０　追加電線
６２０　コンタクト部材
６２１　コンタクト部材
６２２　コンタクト部材
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              実開平０４－０６６０７１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０６－０２０７４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２７５３２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３２９５２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｒ　　１３／５６－５８　　　　
              Ｈ０１Ｒ　　１３／６４８　　　
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