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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　案内手段（１４）と、少なくとも１つの接続要素（２２）および少なくとも１つの絶縁
変位コネクタ（２４）を含む接続部（２８）上にねじ込まれるようになされたキャップナ
ット（１２）と、を備えるケーブル接続システム（１０）、特にケーブル接続プラグにお
いて、前記案内手段（１４）は、少なくとも１本の電線を含むケーブルの端部領域を受容
しかつ固締するためのケーブル受容部（１６）と、前記電線を少なくとも１つの電線案内
構造（３６）によって案内するための電線案内部（１８）と、を備え、前記案内手段（１
４）を部分的に覆う前記キャップナット（１２）が前記接続部（２８）上にねじ込まれた
ときに、前記ケーブルの前記端部領域は前記ケーブル受容部（１６）内に固締され、前記
案内手段（１４）内で案内された前記電線の電線絶縁体が前記絶縁変位コネクタ（２４）
によって切り開かれ、
　前記案内手段（１４）は、少なくとも１つのばね要素（４４）を用いて前記ケーブルの
シールドを前記ケーブルの前記端部領域で受容しかつ前記ケーブルの前記シールドと電気
的に接触するための、前記ケーブル受容部（１６）と前記電線案内部（１８）の間の接続
領域（３２）内に配置されたシールド接続部（３４）を備え、前記シールド接続部（３４
）は、前記案内手段（１４）により受容される少なくとも１つの導体要素（５２）を備え
、また前記ケーブル接続システム（１０）が組み立てられたときに、前記導体要素（５２
）は、電線案内構造（３６）を通って延び、前記導体要素（５２）の絶縁体は、前記電線
案内構造（３６）に関連する絶縁変位コネクタ（２４）によって切り開かれること、
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　を特徴とする、ケーブル接続システム。
【請求項２】
　前記シールド接続部（３４）は、前記ケーブル接続システム（１０）のシールド手段に
電気的に接続される、および／または、接続可能である、請求項１に記載のケーブル接続
システム。
【請求項３】
　前記シールド手段は、前記キャップナット（１２）と前記接続部（２８）の接続体（２
６）とで形成されるか、または、少なくとも部分的に形成される、請求項２に記載のケー
ブル接続システム。
【請求項４】
　前記シールド接続部（３４）は、環状基部（４２）と前記基部（４２）から漏斗形状の
対称軸線の方へ斜めに延びるばね要素（４４）とを備える漏斗状のキャッチ手段（４０）
として形成される、請求項１から３のいずれか一項に記載のケーブル接続システム。
【請求項５】
　前記キャッチ手段（４０）の前記基部（４２）における開口（４８）の直径が、前記キ
ャッチ手段（４０）の反対端部（４６）における開口（５０）の直径より大きい、請求項
４に記載のケーブル接続システム。
【請求項６】
　前記ばね要素（４４）は、前記基部（４２）の反対側の前記ばね要素（４４）の端部（
４６）に、外方に角度をつけた端部領域を備える、請求項４または５に記載のケーブル接
続システム。
【請求項７】
　前記ケーブル受容部（１６）、前記電線案内部（１８）および前記シールド接続部（３
４）はキャッチ機構によって互いに接続される、請求項１から６のいずれか一項に記載の
ケーブル接続システム。
【請求項８】
　前記ケーブル接続システムは前記接続部（２８）を備える、請求項１から７のいずれか
一項に記載のケーブル接続システム。
【請求項９】
　シールドおよび少なくとも１本の電線を備えるケーブルを請求項１から８のいずれか一
項に記載のケーブル接続システムに接続する方法であって、
　前記ケーブルの前記端部領域内の前記シールドを前記ケーブルのケーブル絶縁体の上に
かぶせるステップと、
　前記電線を前記ケーブル受容部から前記シールド接続部の中に前記ケーブル絶縁体のス
トップまで挿入するステップと、
　前記電線を前記案内構造内に置くステップと、
　前記案内手段を部分的に覆う前記キャップナットをねじ込むことによって前記案内手段
および前記接続要素を組み立てるステップであって、前記ケーブルの前記端部領域は前記
ケーブル受容部内に固締され、前記少なくとも１本の電線の前記電線絶縁体は前記接続要
素の関連する絶縁変位コネクタによって切り開かれ、前記電線の導体が接触させられる、
ステップと、を含み
　前記シールド接続部が備える前記案内手段により受容される前記導体要素もまた、前記
案内手段および前記接続要素を組み立てた後で、案内構造内に置かれ、前記導体要素の絶
縁体もまた、関連する絶縁変位コネクタによって切り開かれる、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、案内手段と、少なくとも１つの接続要素および少なくとも１つの絶縁変位コ
ネクタを含む接続部上にねじ込まれるようになされたキャップナットと、を備えるケーブ
ル接続システム、特にケーブル接続プラグに関し、案内手段は、少なくとも１本の電線を
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含むケーブルの端部領域を受容しかつ固締するためのケーブル受容部と、電線を少なくと
も１つの電線案内構造によって案内するための電線案内部と、を備え、案内手段を部分的
に覆うキャップナットが接続部上にねじ込まれたときに、ケーブルの端部領域はケーブル
受容部内に固締され、案内手段内で案内された電線の電線絶縁体は絶縁変位コネクタによ
って切り開かれる。本発明はさらに、ケーブルをケーブル接続システムに接続する方法に
も関する。
【背景技術】
【０００２】
　独国特許第１９９５１４５５（Ｃ１）号明細書より、ケーブルの電線が個々の電線の電
線絶縁体を除去する必要なしに器具接続部材またはケーブル接続部材の接続要素に簡単な
方法で接続され得るようにするケーブル接続システムが知られている。この目的のために
、ケーブル接続システムは、案内手段と、少なくとも１つの絶縁変位コネクタを含む器具
接続部材またはケーブル接続部材上にねじ込まれるようになされたキャップナットと、を
備える。案内手段自体は、ケーブルの端部領域を受容しかつ固締するためのケーブル受容
部と、電線案内構造によって対応する電線を案内するための電線案内部と、を備える。案
内手段を部分的に覆うキャップナットが器具接続部材またはケーブル接続部材上にねじ込
まれたときに、ケーブルの端部領域はケーブル受容部材内に固締され、案内手段内で案内
された電線の電線絶縁体は器具接続部材またはケーブル接続部材の絶縁変位コネクタによ
って切り開かれる。
【０００３】
　一方、この種のケーブルはデータ伝送の応用分野でも使用され、この応用分野でのケー
ブルはシールドケーブルとして形成される。
【０００４】
　シールドを備えるシールドケーブル用プラグコネクタおよびプラグコネクタのシールド
をケーブルのシールドに接続するためのシールド接続部として形成されたケーブル接続シ
ステムも知られている。独国実用新案第２０２００８００４８９２（Ｕ１）号明細書は、
前述したようなケーブル接続システムにおいてケーブル接続システムの導電性キャップナ
ットおよび接続部を用いて導電性のシールドケーブルのシールドを接続するためにも使用
され得るシールド接続要素を示している。この目的のために、前記シールド接続要素は、
ケーブルの露出したシールドが外方に案内されるようにする、底部および角度をつけたカ
ラーを含む平鍋様形状を有していて、キャップナットが対応する接続部の雄ねじ上にねじ
込まれたときに、シールドを有するカラーが導電性キャップナットおよび接続部と電気的
に接触するようにする。シールドの遮蔽効果を伝達させる場合、このシールド接続要素に
は、キャップナットが上にねじ込まれる接続部が導電性材料で作られる必要がある。さら
に、対応するプラグコネクタは、このプラグコネクタの構成要素の周囲およびこのシール
ド接続要素（シールド伝達要素）の取扱いに関して比較的複雑である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、シールドケーブルの容易な接続を可能にするようなケー
ブル接続システムおよびケーブルをかかるケーブル接続システムに接続するための対応す
る方法を提供することであり、ケーブル接続システムの構成的構造は比較的簡単である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、本発明により独立請求項の特徴によって達成される。本発明の好ましい諸
実施形態は従属請求項に明記されている。
【０００７】
　本発明によるケーブル接続システムでは、案内手段は、少なくとも１つのばね要素を用
いてケーブルのシールドをケーブルの端部領域で弾性的に受容しかつケーブルのシールド
と電気的に接触するための、ケーブル受容部と電線案内部の間の接続領域内に配置された
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シールド接続部を備えるものとする。キャップナットがねじ込まれたときに、ケーブルの
プラグイン端部領域はケーブル受容部内にプラグイン位置で固定される。したがって、シ
ールド接続部は、ケーブルのシールドの固定を確保する必要はないが、単に恒久的かつ確
実な電気的接触を提供しなければならないだけである。ケーブル受容部は、この受容部に
はめ込まれたシーリングとともに、特にケーブル接続システムの張力緩和および密封部分
として形成され、したがってケーブル受容固締部を形成する。
【０００８】
　有利には、ケーブル受容部および電線案内部は互い接続され、組み合わせて本質的に中
空円筒の全体形状を有するものとする。本明細書において、シールド接続部は全体形状の
内側に配置される。特に、ケーブル受容部および電線案内部は一体に接続される。
【０００９】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、シールド接続部は、ケーブル接続システムのシ
ールド手段に電気的に接続されるかまたは電気的に接続可能であるものとする。したがっ
て、シールド接続部は、ケーブル接続システムの内部でケーブル接続システムのシールド
手段に電気的に接続されるかまたは電気的に接続可能である。したがって、ケーブルとケ
ーブル接続システムの間にギャップレスシールドを確保するためには、プラグインケーブ
ルのシールドのシールド接続部への単純なフォースフィットおよび／またはフォームフィ
ットによる接続（ｆｏｒｃｅ－ｆｉｔ　ａｎｄ／ｏｒ　ｆｏｒｍ－ｆｉｔ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ）で十分である。
【００１０】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、シールド接続部は、環状基部とこの基部から
漏斗形状の対称軸線の方へ斜めに延びるばね要素とを備える漏斗状のキャッチ手段として
形成されるものとする。このキャッチ手段は、ケーブルの端部領域をケーブル受容部内へ
プラグインする方向と同じ方向に向けられ、キャッチ手段の漏斗状の先細りになった形状
はプラグイン方向に延びる。したがって、環状基部はケーブル受容部と向かい合い、キャ
ッチ手段の反対側の端部にある開口は電線案内部と向かい合う。本明細書において、ばね
要素は、個々のばね要素間に隙間を残すことができるように、互いに同一平面上にはない
。
【００１１】
　具体的には、キャッチ手段の基部における開口の直径は、キャッチ手段の反対端部にお
ける開口の直径より大きい。基部の開口の直径はケーブルの直径より大きいこと、および
、反対端部の開口の直径はケーブルの直径より小さいことが特に好ましい。
【００１２】
　これらの比率によれば、シールドを備えるケーブルの端部領域がキャッチ手段に容易に
螺入され得るとともに、シールドが実際にキャッチ手段の中に捕捉され得ることが確実に
なる。具体的には、基部の開口の直径はケーブルの直径より少なくとも２０％大きく、ケ
ーブルの直径もキャッチ手段の反対端部の開口より少なくとも２０％大きいものとする。
【００１３】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、ばね要素はそれぞれ、基部の反対側のばね要
素の端部に、外方に角度をつけた端部領域を備えるものとする。この角度をつけた端部領
域は、ばね要素が最大限に広げられたときに、中空円筒の全体形状の内面に支持される。
この端部領域の長さと残りのばね要素に対する対応する角度とにより、開口の最大直径が
基部の反対側に画定される。
【００１４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、シールド接続部は（特に、シールド接続部を
シールド手段に接続するために）少なくとも１つの導体要素を備えるものとする。シール
ド接続部が環状基部および斜めに延びるばね要素を備えるキャッチ手段として構成される
場合、導体要素は特に、ばね要素のうちの１つおよび／または基部に配置される。
【００１５】
　詳細には、ケーブル接続システムが組み立てられたときに、導体要素は電線案内構造ま
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たは電線案内構造のうちの１つを通って延び、電線案内構造に関連する絶縁変位コネクタ
と接触するものとする。したがって、導体要素はケーブルの電線のうちの１本のように処
理され、接続部の関連する接続要素に電気的に接続することができる。
【００１６】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、ケーブル受容部、電線案内部およびシールド
接続部はキャッチ機構によって互いに接続されるものとする。あるいは、案内手段のこれ
らの構成要素は別の方法で互いに接続することもできる。
【００１７】
　好ましくは、シールド手段は、キャップナットと接続部の接続体とで形成されるか、ま
たは少なくとも部分的に形成されるものとする。この目的のために、キャップナットおよ
び接続体は金属で作られることが好ましい。
【００１８】
　本発明の別の実施形態によれば、最後にケーブル接続システムは接続部も備えるものと
する。接続部は、好ましくは電線案内構造の数に対応する数の絶縁変位コネクタを備え、
関連する絶縁変位コネクタに電気的に接続される少なくとも１つの接続要素をさらに備え
る。この接続要素は、例えば、プラグまたはソケット要素とすることができるが、線の導
体要素とすることもできる。
【００１９】
　本発明はさらに、シールドおよび少なくとも１本の電線を備えるケーブルを上述のケー
ブル接続システムに接続する方法にも関し、この方法は、（ａ）ケーブルの端部領域内の
シールドをケーブルのケーブル絶縁体にかぶせるステップと、（ｂ）電線をケーブル受容
部からシールド接続部の中にケーブル絶縁体のストップまで挿入するステップと、（ｃ）
電線を案内構造内に置くステップと、（ｄ）案内手段を部分的に覆うキャップナットをね
じ込むことによって案内手段および接続要素を組み立てるステップであって、ケーブルの
端部領域がケーブル受容部内に固締され、少なくとも１本の電線の電線絶縁体が接続要素
の関連する絶縁変位コネクタによって切り開かれ、電線の導体が接触させられる、ステッ
プと、を含む。
【００２０】
　本発明の方法では、特に、シールド接続部の導体要素もまた、案内手段および接続要素
を組み立てた後で、案内構造内に置かれ、関連する絶縁変位コネクタと接触するものとす
る。
【００２１】
　以下では、本発明について、好ましい諸実施形態に基づいて添付図面に関して詳細に説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の好ましい一実施形態による、案内手段、キャップナットおよび接続部を
備えるケーブル接続システムの斜視分解図である。
【図２】本発明の好ましい一実施形態による、図１の案内手段およびこの案内手段の中に
配置されたシールド接続部の斜視断面図である。
【図３】図２の完全なシールド接続部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１に、ケーブル接続プラグとして形成されたケーブル接続システム１０の分解図を示
す。ケーブル接続システム１０は主として、キャップナット１２と、ケーブル受容部１６
および電線案内部１８を備える案内手段１４と、案内手段１４のケーブル受容部１６内に
置かれるようになされた環状シーリング２０と、接続されるべきケーブル（図示せず）お
よび案内手段１４の方に向いている側で絶縁変位コネクタ２４にそれぞれ接続されている
４つの接続要素２２と、接続体２６内に配置される接続要素２２および絶縁変位コネクタ
２４と共に接続部２８を形成する接続体２６と、を含む。接続体２６は、キャップナット
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１２の図示されていない雌ねじに対応する雄ねじ３０を備える。本質的に中空円筒の案内
手段１４の内側の接続領域３２内には、ケーブルの端部領域を受容しかつケーブルの前記
端部領域内でケーブルのシールドと電気的に接触するための、図２および図３に示されて
いるシールド接続部３４が設けられる。電線案内部１８は、案内手段１４および接続部２
８が組み立てられる前に電線の電線端部を案内しかつ整列させるための４つの電線案内構
造３６を備える。
【００２４】
　図２に案内手段１４の断面図を示す。案内手段１４は、上述したように、長手方向（長
手方向軸線３８）に対して、ケーブル受容部１６とケーブル受容部１６から接続領域３２
を通って延びる電線案内部１８とで構成される。本明細書において、案内手段１４は本質
的に長手方向に、すなわち長手方向軸線３８に沿って中空円筒として形成される。この中
空円筒の内部には、漏斗状のキャッチ手段４０として形成されたシールド接続部３４がケ
ーブル受容部１６と電線案内部１８の間の接続領域３２内に配置される。漏斗状のキャッ
チ手段４０は、１つの環状基部４２と、前記基部４２から案内手段１４の長手方向軸線３
８と一致する漏斗形状の対称軸線の方へ斜めに延びる４つのばね要素４４と、で構成され
るが、断面図のため、３つのばね要素しか見ることができない。本明細書において、図示
されている特定の実施形態におけるばね要素４４は環状基部４２に溶接された弾性ラグで
ある。ばね要素４４はそれぞれ、基部４２の反対側のばね要素４４の端部４６に外方に角
度をつけた端部領域を備える。
【００２５】
　したがって、キャッチ手段４０の２つの開口４８、５０が形成される。基部の開口４８
の直径はケーブル接続システム１０に関連するケーブル（図示せず）の直径より大きく、
反対端部４６に形成された開口５０の直径はケーブルの直径より小さい。シールド接続部
３４は導体要素５２をさらに備える。この導体要素５２は、キャッチ手段４０として形成
されたシールド接続部３４のばね要素４４のうちの１つに取り付けられ、前記ばね要素４
４の延長部として延びる。
【００２６】
　ケーブル受容部１６は図１に示されているシーリング２０はフィン５４の内側に円周方
向に配置された複数のフィン５４を備える。当接することができる。フィン５４は、キャ
ップナット１２の内側にいわゆるＰＧグランドとして設けられたベベルと協働し、したが
って、キャップナット１２が接続部２８上にねじ込まれると、フィン５４はシーリング２
０に押し付けられ、それによってケーブルの端部領域に対するシーリングが与えられる。
同時に、この構造はケーブルの張力緩和として働く。
【００２７】
　さらに、案内手段１４の電線案内部１８の中には、接続されるべき電線の数および接続
部２８の接続要素２２の数に対応する数の電線案内構造３６が外側に設けられる。電線案
内構造３６は凹所５６として形成される。これらの凹所５６はそれぞれ、ケーブルの対応
する電線およびシールド接続部３４の導体要素５２に対する一種のキャッチ構造および位
置決め構造である。
【００２８】
　図３に、環状基部４２、ばね要素４４および導体要素５２を備えるキャッチ手段４０と
して形成された完全なシールド接続部３４を示す。
【００２９】
　したがって、電線案内部１８の以下の機能が達成される。すなわち、ケーブルの端部領
域がケーブル受容部１６内に挿入されると、ケーブルの電線は、漏斗状のキャッチ手段４
０として形成されたシールド接続部３４を通って延び、案内手段１４の電線案内部１８に
入る。そこで、電線およびオプションとしてシールド接続部３４の導体要素５２もまた、
半径方向外向きに曲げられ、凹所５６として形成された案内構造３６内に置かれる。本明
細書において、凹所５６は、電線端部および導体要素５２の端部に対する保持ロックとし
て働く。
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【００３０】
　この構成では、電線端部および導体要素５２の端部がそれぞれ、図１に示されている接
続部２８の絶縁変位コネクタ２４と交差するため、電線絶縁体および導体要素５２の絶縁
体はそれぞれ、それが該当する場合、キャップナット１２が接続部２８上にねじ込まれ、
続いて絶縁変位コネクタ２４がそれぞれ電線の導体および導体要素５２と接触したときに
、切り込みを入れられる。
【００３１】
　さらに、キャッチ手段４０として形成されているシールド接続部３４の以下の機能が次
のように実現される。個々のばね要素４４の間の隙間を用いて、ケーブルの個々の電線は
難なくキャッチ手段４０を通って延びることができる。しかし、ケーブル絶縁体の上にか
ぶせられシールドメッシュとして形成されたケーブルのシールドは、基部４２の反対側の
端部４６にある第２の開口５０の直径がケーブルの絶縁体を含むケーブルの直径より小さ
いので、キャッチ手段４０を通って延びることができない。したがって、ケーブルおよび
ケーブル絶縁体がケーブル受容部１６からシールド接続部３４の中に挿入され得る限度と
なるストップが設けられる。ばね要素４４のばね効果と、このように形成された案内ベベ
ルとにより、ケーブルのシールドとこれらのばね要素４４との間にフォースフィットおよ
び／またはフォームフィットが提供される。仮にケーブルの端部領域がケーブル受容部１
６内にシーリング２０によって固締されると、ケーブルのシールドとシールド接続部３４
との間の恒久的電気接続部が作り出される。この電気接続部は、導体要素５２および対応
する絶縁変位コネクタ２４を通じて、前記絶縁変位コネクタと電気的に接触している接続
要素２２に電気的に接続することができる。別法としてまたは追加として、他の経路に対
して接続を実現することもできる。
【００３２】
　シールドを備えるケーブルをケーブル接続システム１０に接続するために、以下の５つ
のステップが行われる。すなわち、
　（ｉ）ケーブルの端部領域内のケーブル絶縁体の末端部を除去するステップと、
　（ｉｉ）ケーブルの端部領域内のシールドをケーブルの残りのケーブル絶縁体の上にか
ぶせるステップと、
　（ｉｉｉ）ケーブルの端部領域をケーブル受容部からシールド接続部の中に残りのケー
ブル絶縁体のストップまで挿入するステップと、
　（ｉｖ）ケーブルの電線を電線案内部１８の対応する案内構造３６内に置くステップと
、
　（ｖ）案内手段１４を部分的に覆うキャップナット１２をねじ込むことにより案内手段
１４および接続部２８を組み立てるステップであって、ケーブルの端部領域がケーブル受
容部１６内にシーリング２０によって固締され、ケーブルの電線の電線絶縁体が接続部２
８の関連する絶縁変位コネクタ２４によって切り開かれ、電線のそれぞれの導体が接触さ
せられる、ステップと、
　が行われる。
【００３３】
　同じことが、特に、電線案内構造３６のうちの１つの中に置かれる導体要素５２にも当
てはまる。
【００３４】
　下記の利点が実現される。すなわち、
　金属キャップナット１２、金属案内手段１４および金属接続部２８から形成されたケー
ブル接続システム１０の金属ケーシングもまた、ほとんどの厳しい産業用途に適している
。本明細書において、高級鋼に至るまでの金属ダイカストで作られた諸実施形態が検討さ
れる。
【００３５】
　キャップナット１２および接続部２８に金属ねじを使用することにより、ケーブル受容
部１６内の配線およびケーブルシーリングのための高い軸力を加えることができる。
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【００３６】
　案内手段１４の一体構造と一体のケーブル案内部および電線受容部とが実用的取扱いを
確実にする。特に現場における組立てで構成部品が紛失されることはない。
【００３７】
　シールド線の準備は、実際に特に容易かつ安全に管理することができ、特別な精度を必
要としない。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　ケーブル接続システム
　１２　キャップナット
　１４　案内手段
　１６　ケーブル受容部
　１８　電線案内部
　２０　シーリング
　２２　接続要素
　２４　絶縁変位コネクタ
　２６　接続体
　２８　接続部
　３０　雄ねじ
　３２　接続領域
　３４　シールド接続部
　３６　電線案内構造
　３８　長手方向軸線
　４０　キャッチ手段
　４２　基部
　４４　ばね要素
　４６　端部
　４８　開口
　５０　開口
　５２　導体要素
　５４　フィン
　５６　凹所
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