
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　 子（４）と内部バ

　

　 信号導体端子（４）に割り当てられたプラグ台 、
　該プラグ台 には （１２，１８） 差し込み可能
であり、
　 コネク 材（１２，１８）は フィールドバス内への 端子ブロック（１）の分
類配列に応じて終端ユニット（１８） または中継接 ニット（１２）として

フィールドバスケーブルおよび 端子ブロック ンポーネン 相互
に接続することを特徴とする
　 モジュール形 装置。
【請求項２】
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制御装置用のモジュール形端子ブロック装置において、
少なくとも１つの端子ブロック（１）が設けられており、該端子ブロック（１）は、各

々複数の相互配列可能な端子ディスク（６～９）と、該端子ディスク（６～９）の中に配
置された給電端子（３）および／または所属の始動器、作動器、フィールド機器等に対す
る信号導体端子（４）から成り、

該信号導体端 ス導体（５）との間の接続部として信号を処理加工する
ための、およびフィールドバスに対する信号整合のための電子モジュール（２３）と、

少なくとも１つのフィールドバスケーブルを接続するための端子ブロック（１）の信号
導体端子（４）と、

前記 （１７）が設けられており
（１７） 種々異なる機能のコネクタ部材 を

該 タ部 、 前記
として、 続ユ 、

前記 前記 （１）の電位コ トを
、

制御装置用の 端子ブロック



　 コネク 材 におい 能アース（２７）、電圧給電部（１４）、
１つの入来第１フィールドバスケーブル（１９）の２つ １つの送出第２フィール
ドバスケーブル（１９）の２つ び１つの基 １５）

相互に接続され る 請求項１記載の制御装置。
【請求項３】
　１つのフィールドバスケーブルの電気的終端のため 終端ユニット（１８）は複数の
抵抗素子（２１）を有する 請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　 終端ユニット（１８）はそれぞれ 電圧給電部（１４）と第１フィールドバスケー
ブルの第１ １９）との間と 第２フィールドバスケーブルの第 ２０）と第
１フィールドバスケーブルの第 １９）との間と 第２フィールドバスケーブルの
第 ２０）と基 １５）との間 抵抗素子（２１）を有し 、
　 １フィールドバスケーブルの第 １９）と第２フィールドバスケーブルの第

２０） 第１フィールドバスケーブルの第 １９）と第２フィー
ルドバスケーブルの第 ２０） 直接接続されている
　請求項 記載の装置。
【請求項５】
　 終端ユニット（１８）は 電圧給電部（１４）と第１フィールドバスケーブルの第

１９）との間と 第２フィールドバスケーブルの第 ２０）と第１フィー
ルドバスケーブルの第 １９）との間と 第２フィールドバスケーブルの第

２０）と基 １５）との間 抵抗素子（２１）を有し 、
　 １フィールドバスケーブルの第 １９）と第２フィールドバスケーブルの第

２０） 第１フィールドバスケーブルの第 １９）と第２フィー
ルドバスケーブルの第 ２０） 機能アース（２７）に対する各接続
手段 直接相互に接続されている
　請求項 記載の装置。
【請求項６】
　 中継接 ニット（１２）は 第１フィールドバスケーブルの第 １９）と
第２フィールドバスケーブルの第 ２０） 間 第１フィールドバスケーブル
の第 １９）と第２フィールドバスケーブルの第 ２０） 電子モジュール
（２３） Ｔ コネク 有する 請求項１または２記載の装置。
【請求項７】
　フィールドバス終端部の電圧給電部（１４）および基 １５）の端子は 端子
ブロック（１）の分配領域（３）内に接続可能である 請求項１または２記載の装置
【請求項８】
　フィールドバス終端部の電圧給電部（１４）および基 １５）の端子は電子モジ
ュールのところから到 続向けに引き出されている 請求項１または２記載の装置。
【請求項９】
　コネク 材（１２，１８）に接続印加可能な電 プラグ台（１７）に すべてのコ

クタ部 １２，１８）が１つの平面内に配されているよう 割付配 れている 請
求項１から いずれか１項記載の装置。
【請求項１０】
　 コネク 材（１２，１８）に接続印加可能な電 ンポーネントが
　電圧給電部（１４）、
　第１フィールドバスケーブルの第 １９）、
　第２フィールドバスケーブルの第 ２０）、
　第１フィールドバスケーブルの第 １９）、
　第２フィールドバスケーブルの第 ２０）、
　基 １５）
の順序で配置されている 請求項 記載の装置。
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前記 タ部 （１２，１８） て機
の導体、
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トが てい 、
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、
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【請求項１１】
　 コネク 材（１２，１８）に接続印加可能な電位 ィールドバ
ス接続部（２）のプラグ盤の片側 、
　少なくとも１つの機能アース（２７）
　電圧給電部（１４）、
　第１フィールドバスケーブルの第 １９）、
　第２フィールドバスケーブルの第 ２０）、
　第１フィールドバスケーブルの第 １９）、
　第２フィールドバスケーブルの第 ２０）、
　基 １５）
の順序で配置されている 請求項 記載の装置。
【請求項１２】
　 コネク １２，１８）に接続印加可能な電 ンポーネン プラグ台（１
７）に すべてのコ クタ部 １２，１８）が１つより多くの平面内に配されているよ
う 割付配 れている 請求項１から９ いずれか１項記載の装置。
【請求項１３】
　すべての端子ディスク（６～９） けられている公知の横断方向分配プラグ台が プ
ラグイン台（１７）として利用可能である 請求項１から１２ いずれか１項記載の装置
。
【請求項１４】
　内部バ ５）を用いて連結された端子ブロック（１）の相互配列 各相
互配列体に対して唯一のフィールドバス接続部が設けられ る 請求項１から１３ い
ずれか１項記載の装置。
【請求項１５】
　１つより多くのフィールドバス接続ケーブルの各シールド部が電気的に相互に、 端
子ブロック（１）に接続可能である 請求項１から いずれか１項記載の装置。
【請求項１６】
　少なくとも１つのフィールドバス接続ケーブルのシールド部が選択的に機能アース（２
７）または保 接続可能である 請求項１から１５ いずれか１項記載の装置。
【請求項１７】
　端子ブロック（１）の分配領域（３）における 部 び横断方向分配盤の配
置構成およ 続が可変であり ブリッジ部材（１０，１１）および分離部材が使用可能
である 請求項１から１６ いずれか１項記載の装置。
【請求項１８】
　１つの端子ブロック（１）において、所属の始動器 動 ィールド機器等に対し
て複数の入、出力構成ユニットが設けられている 請求項１から１７ いずれか１項記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明は、制御装置用のモジュール形端子ブロック装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　このような制御装置用のモジュール形端子ブロック装置では、１つの端子ブロックに所
属の始動器、アクタ（作動器）、フィールド機器等に対する一連の接続手段が設けられて
おり、ここにおいて端子ブロック内で、並列的に現れる個別信号が整合電子回路を用いて
シリアルなフォーマットに変換される。このようなフォーマットに変換された信号はフィ
ールドバスシステムを用いてたとえば後段に接続された評価ユニットに伝送することがで
きる。その際、所属の始動器、アクタ（作動器）、フィールド機器等の給電導体および信
号導体端子の接続のための入出力構成ユニットは、上述の信号をフィールドバスフォーマ

10

20

30

40

50

(3) JP 3786455 B2 2006.6.14

前記 タ部 コンポーネントがフ
で

、

１導体（
１導体（
２導体（
２導体（

準導体（ 、
、 ９

前記 タ部材（ 位コ トが
、 ネ 材（

、 置さ 、 の

に設 、
、 の

ス導体（ において、
てい 、 の

かつ
、 １４の

護導体と 、 の

コネクタ 材およ
び接 、

、 の

、作 器、フ
、 の



ットへ変換するための整合電子回路と共に１つのケーシング内に配置されている。フィー
ルドバスシステム内部においてこの種の端子ブロックの挿入に際して、少なくとも２つの
フィールドバスケーブルないしフィールドバスの接続は、端子ブロックへ嵌着可能な外部
整合プラグを用いて行われる。この整合プラグ内へはフィールドバス接続ケーブルが直接
配線体を用いて差し込まれ、その結果、フィールドバス接続ケーブルは、上述の整合プラ
グを介してのみ端子ブロックに接続可能である。整合プラグ内では、フィールドバス接続
部にの個々の作動形式向けに構成するのに著しく複雑な回路技術が必要である。その際、
上述の個々の作動形式は、それぞれ１つの入来ケーブルおよび送出ケーブルを備えたフィ
ールドバスセクション中央における接続手法によって、あるいは唯一の入来ケーブルのみ
を有するフィールドバス端部における接続によって定まるものである。このためには、フ
ィールドバス接続ケーブルの機械的および電気的な接続のため本来の接続部のほかに所定
の回路装置が必要であり、このような回路装置は端子ブロックを動作させる場合、フィー
ルドバスの端部において終端抵抗を実現するために利用される可能性がある。このような
終端抵抗は、たとえばフィールドバスケーブルの端部における不都合な信号反射を回避す
るために必要である。整合プラグ内で２つの作動式間で切換可能に構成しなければならな
いので、回路素子は有利にＤＩＰ（ DUAL-In-Line Package）スイッチの形式のものが設け
られる。このような整合プラグは本来、複雑な動作により個々の端子ブロックにおけるフ
ィールドバスシステムを終端させるためにのみ必要であり、したがって他のすべての場合
においては折角掛けるべきコストは全く不要である。これによりこのような整合プラグは
高価になり、その際、端子ブロックへフィールドバスケーブルを直接接続することができ
ないことから、必然的に端子ブロックごとにこのような整合プラグを用意しなければなら
ない。
【０００３】
　上述の整合プラグの２つめの機能は、端子ブロックから整合プラグをはずした後でも、
入来フィールドバスケーブルと送出フィールドバスケーブルとを内部結線することにより
、フィールドバスケーブルに配置された制御システムの他のコンポーネントを、いわゆる
Ｔ字形部材の機能として障害なく作動させることができるようにする点にある。整合プラ
グのこのようなＴ字形部材の機能のためには、ＤＩＰスイッチを他のスイッチ位置にしな
ければならず、そのためにスイッチの内部機構への操作介入が必要である。このようなＴ
字形部材の機能は、フィールドバスケーブルの所属のスイッチの簡単なブリッジにより達
成される。このために同様に整合プラグの回路コスト分は全く不要である。
【０００４】
　さらに本出願人の先願によれば、制御装置用端子ブロック装置を以下のようにモジュー
ル式に構成することが提案されている。これによれば各端子ブロックは複数の相互配列可
能な端子ディスクから成り、それらの端子ディスクにはそれぞれその中に配置された給電
端子および／または所属の始動器、アクタ（作動器）、フィールド機器等のための信号導
体端子が設けられている。さらにこの提案によれば、信号処理加工に用いられ信号導体端
子と内部バス導体との間の接続を形成する別個の電子モジュールが知られており、その際
、上述の内部バス導体によって、複数の相互に配列可能な端子ブロックが互いに接続され
る。このような制御装置用モジュール形端子ブロック装置に関しては、一連の端子ブロッ
クに対して上位のフィールドバスシステムへの接続を実現する別個のフィールドバス接続
モジュールが提案されている。この場合、所要のスペースが大きくなるほか、フィールド
バス接続モジュールのために余分なコンポーネントが必要になってしまい、このことはそ
のために複雑な構成が必要となってしまうことからコスト高を意味する。
【０００５】
【発明が解決すべき課題】
　本発明の課題は、制御装置用のモジュール形端子ブロック装置において、簡単な構成手
法およびわずかな回路コストで、かつ回路電子技術への介入的操作なしでフィールドバス
ケーブルを接続する手法を創出することにあり、その際、１つの端子ブロックから電子モ
ジュールを分離してもそのフィールドバスに配置された残りのコンポーネントの動作を損
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なわず、しかも端子ブロックの構成に対するコスト高の変更なしにこのことを実現できる
ようにすることにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明によればこの課題は、少なくとも１つの端子ブロックが設けられており、該端子
ブロックは、各々複数の相互配列可能な端子ディスクと、該端子ディスクの中に配置され
た給電端子および／または所属の始動器、作動器、フィールド機器等に対する信号導体端
子から成り、該信号導体端子と内部バス導体との間の接続部として信号を処理加工するた
めの、およびフィールドバスに対する信号整合のための電子モジュールと、少なくとも１
つのフィールドバスケーブルを接続するための端子ブロックの信号導体端子と、前記信号
導体端子に割り当てられたプラグ台が設けられており、該プラグ台には種々異なる機能の
コネクタ部材を差し込み可能であり、該コネクタ部材は、フィールドバス内への前記端子
ブロックの分類配列に応じて終端ユニットとして、または中継接続ユニットとして、前記
フィールドバスケーブルおよび前記端子ブロックの電位コンポーネントを相互に接続する
ことにより解決される。
【０００７】
　本発明の本質的構成要件によれば、制御装置用のモジュール形端子ブロック装置におい
て、フィールドバスケーブルの直接的な接続のために設けられている接続手段は、本来信
号導体端子のため用いられる端子ブロックの接続部材がフィールドバスケーブルとの電気
的接続かつ機械的接続のために利用されるのである。また、Ｔ字形部材機能を用いての中
継接続部材の形態または終端部材の形態でのフィールドバスケーブルの結線も、いずれに
しろ端子ブロックに設けられている諸装置により次のようにして行われる、すなわち、プ
ラグ台では機能の種々異なるコネクタ部材を差し込み可能であり、その際にこのコネクタ
部材はフィールドバス内への端子ブロックの分類配列に応じて、終端ユニットまたは中継
接続ユニットとしてフィールドバスケーブルおよび端子ブロックの各電位もしくは各電位
コンポーネントを相互に接続するように構成されているのである。さらに、信号整合に必
要な整合電子技術は同様に制御装置用モジュール形端子ブロック装置に設けられた電子モ
ジュール内で統合化され、その結果、いずれにしろ用途固有に適合さるべき電子モジュー
ルのみがフィールドバス整合のためさらなる機能ユニットを有しさえすればよい。
【０００８】
　フィールドバスケーブルの物理的な接続と、フィールドバスケーブルの信号導体の所要
の結線（一方ではフィールドバスケーブルの導体とＴ部材機能での電子モジュールとの所
要結線、他方では信号導体相互間での所要結線）またはフィールドバスケーブルの終端素
子としての結線とを分離することにより、まえもって定められた回路または電子回路への
コストのかかるないしは複雑な介入操作なしで、フィールドバスをそのつど所望の構成に
応じて接続することが可能になる。このようにして、端子ブロックのディスク形構造の種
々の組み合わせや配置が可能であることと共働して、極めてコンパクトに構成できるよう
になり、これによってわずかなスペースで始動器、アクタ（作動器）、フィールド機器等
のために多数の接続オプションが実現され、同時にフィールドバスの整合を実現できるよ
うになる。更なる本発明の利点は引用請求項から明らかである。
【０００９】
　標準化に応じてフィールドバス接続部に対して通常、フィールドバスケース部のシール
ドアースの接続のための保護アースまたは機能アース、第１の入来フィールドバスケーブ
ルの２つのデータ線路、第２の送出フィールドバスケーブルの２つのデータ線路、１つの
電圧供給部、ならびに有利には電子モジュールから到来するバス終端用基準導体のための
電位コンポーネントが配される。本発明によれば、端子ブロックへフィールドバスを接続
するためのフィールドバスケーブル終端用に終端素子が必要とされる場合、フィールドバ
スケーブルのデータ線路の個々のものの間に電気的抵抗素子が挿入接続され、この抵抗素
子は信号反射を阻止するものである。その際に有利には、電子回路からの到来接続向けの
電圧給電部と第１フィールドバスケーブルの第１導体との間と、第２フィールドバスケー
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ブルの第１導体と第１フィールドバスケーブルの第２導体との間と、第２フィールドバス
ケーブルの第２導体と基準導体との間と電子回路からの到来接続向け端子との間とに、そ
れぞれ１つの抵抗素子が挿入接続される。第１フィールドバスケーブルの第１導体と第２
フィールドバスケーブルの第１導体との間、および第１フィールドバスケーブルの第２導
体と第２フィールドバスケーブルの第２の導体との間が、電気的に相互に直接接続されて
いる。
【００１０】
　第２の有利な実施形態ではこの抵抗素子の前述の配置構成およびフィールドバスケーブ
ルの導体の直接接触接続がなされ、ここにおいて機能アースないしシールドアースへの付
加的接続手段が直接的に導電的に相互に接続される。
【００１１】
　フィールドバスシステム中への１つの端子ブロックの挿入接続の際、中継コネクタユニ
ットが必要とされる場合、第１フィールドバスケーブルの第１導体と第２フィールドバス
ケーブルの第１導体との間、第１フィールドバスケーブルの第２信号導体と第２フィール
ドバスケーブルの第２導体と電子モジュールとの間に、Ｔ字状コネクタが形成される。
【００１２】
　フィールドバス終端用の電圧給電部および基準導体の端子は、電子回路からの端子ブロ
ックの分配領域に対して可用にされる。
【００１３】
　本発明の更なる実施形態によればコネクタ部材がプラグ体台に配属され、この場合、す
べてのコネクタ部材が１つの接触接続平面内で配置され、その際、個々の接触接続領域間
で交差が生じないようにする。このことは有利な実施形態では次のようにして行われる、
すなわちコネクタ部材が次のような順序で配置されており、すなわち、電圧給電部、第１
フィールドバスケーブルの第１導体、第２フィールドバスケーブルの第１導体、第１フィ
ールドバスケーブルの第２導体、第２フィールドバスケーブルの第２導体、基準導体の順
序で配置されているのである。これにより直接隣接し合う電極間でのそのような接続部の
みが必要とされ、当該の電位コンポーネントを１つの平面間で交差なしで配置することが
できる。
【００１４】
　本発明の有利な実施形態によれば、コネクタ部材と接続可能な電位コンポーネントが次
の順序で配置されている、すなわち、少なくとも１つの機能アース、電圧給電部、第１フ
ィールドバスケーブルの第１導体、第２フィールドバスケーブルの第１導体、第１フィー
ルドバスケーブルの第２導体、第２フィールドバスケーブルの第２導体、基準導体ないし
中性導体の順序で配置されているのである。
【００１５】
　このような配置構成とは異なるようなものによる場合には概して、個々のコネクタ部材
の交差を回避する目的で、少なくとも２つの平面内で行われる個々の電位コンポーネント
の接触接続が必要とされる。このことは場合により複数層の台板等の形で行われる。
【００１６】
　本発明の実施形態によれば、すべての端子ディスクに設けられている公知の手法で構成
された横断方向プラグ台がプラグイン台として利用されるのである。
【００１７】
　さらに端子ブロックの配列体内での内部バス導体により、その種端子ブロックの相互配
列のため唯一のフィールドバス接続部を利用することも可能である。
【００１８】
【実施例】
　図面には、本発明の制御装置用モジュール形端子ブロック装置の有利な実施形態が示さ
れている。
【００１９】
　図１は、本発明の制御装置用モジュール形端子ブロック装置における端子ディスク配線
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の配置構成の基本図である。この図にはフィールドバス接続部用の領域２、分配盤用の領
域３、信号導体用領域４が示されている。本願による提案によれば端子ブロック１は、個
々の端子ブロック６～９の相互配列体から成る。ここで各端子ブロック６～９は異なった
機能を以て構成され、かつ装備可能であり、そして種々の役割および使用目的への端子デ
ィスクの比較的わずかな基本構成形態の簡単な適合化が可能にされる。図１中、端子ブロ
ックの相互配列体は有利に保護導体６から成り、この保護導体は端子ブロック１の始端に
配置され、図示されてない支持レールに電気的かつ機械的に接続可能である。それに続い
て給電ディスク７が配置されており、この給電ディスクには図示してない外部電圧給電部
から１つまたは複数の異なった電位がケーブルコネクタを用いて印加可能であり、この給
電ディスクは端子ブロック１内部での横断方向分配（これに就いてはさらに後述する）に
対する出発点を成す。給電ディスク７には複数の給電／信号導体ディスク８が続いている
。この給電ディスク８は、図示されてない所属の始動器、アクタ（作動器）、フィールド
機器等を接続する目的で、それらへの電気的接続とそれらの信号の応答のために設けられ
ている。したがって給電／信号導体ディスク８は分配領域３と信号導体領域４とに分けら
れ、分配領域３において始動器、作動器、フィールド機器等のための給電電圧を取出可能
であり、上述の信号導体領域４には信号導体を接続可能である。端子ブロック１の端部に
はロック脚部ディスク９が配置されており、このディスク９においては図示されてない支
持レール上での機械的ロックのほかに付加的な電気的機能、図１ではたとえば外部電位の
さらに別の接続が可能となる。
【００２０】
　端子ディスク６～９の信号導体領域４は接触接続ウェブを用いて、ここでは図示してな
い電子モジュール２３の配置のための領域２８と接続可能であり、この領域２８はすべて
の加わる信号の処理加工の機能を引き受け、評価されたこの信号を、内部バス導体に対す
る同様に略示された領域５へ転送する。この内部バス導体は支持レールに配置された複数
端子ブロック１内での通信に用いられ得る。同様に当該の有利な実施例における当該の電
子モジュール２３は信号導体領域４からの信号をその処理後、フィールドバス領域内へ転
送し、そこでフィールドバスに結合するために用いられる。
【００２１】
　分配領域３内部で、電位を既知の分配盤により端子ブロック１の端子ディスク６～９に
亘り横断方向に分配することができ、その結果、ユーザの用途または要求に必要な接続手
法の数および配置構成を、種々の始動器、アクタ（作動器）、フィールド機器等に対して
１つの端子ブロック１内部で行うことができるようになる。この場合、分配盤内部での横
断方向が可能であるのみならず、ブリッジ部材１０，１１を用いて１つより多くの分配盤
に亘る電位の分配も可能であり、このようなブリッジ１０，１１によって分配盤の任意の
個所において、２つの相互に並行に配置された分配盤が電気的相互に接続されるようにす
るのである。同様に１つの分配盤の一部分のみに電位を印加し、この分配盤部分において
１つのブリッジ１０が分配盤内で相互配列され、このブリッジにより印加されている電位
の更なる横断方向分配が阻止される。このようなブリッジ部材の場合、または１つの分配
盤内部にてのみ配置された分離部材の場合のみ、この分配盤内で片側で電気的接続が形成
される。相応のブリッジ１１または分離部材の他方の側では、別の電位を設置ケーブルを
用いて新たに印加することができる。
【００２２】
　図１によれば、フィールドバス接続部のための領域２内部に本発明の順序で、バス導体
５の側で一連の信号導体端子４のところに端子部材の相互配列体が示されており、これら
の端子部材に対し電圧給電部１４および基準導体１５がバス終端部のため電子モジュール
のほうからの到来向けに可用にされる一方、これらの端子部材には多くとも２つのフィー
ルドバス接続ケーブルを差し込み可能である。これに対して代替選択的に、フィールドバ
ス終端部の電圧給電部１４を、この電圧給電部１４および基準導体１５への外部電位の印
加により実現することができ、１つの有利な実施形態によれば、この給電電位は分配盤３
内で諸電位のうちから取り出すことができる。電圧給電部１４，１５の両導体はフィール
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ドバスケーブルに対する接続手段の両側に配され、ここでフィールドバスケーブルの導体
の相互配列は次のような順序で行われる。すなわち電圧給電部１４、第１フィールドバス
ケーブルの第１導体１９、第２フィールドバスケーブルの第１導体２０、第１フィールド
バスケーブルの第２導体１９、第２フィールドバスケーブルの第２導体２０、基準導体１
５の順序で配置されている。電圧給電部１４，１５およびフィールドバスケーブル１９，
２０の接続の際にこの順序で行うことによりさらに後述する要領で、個々の電位間の特に
簡単な接続を形成することが可能になる。基本的に当該接続部のいずれのさらなる相互配
列および配置構成も可能である。
【００２３】
　図１によれば、フィールドバス接続部の領域２においてフィールドバスのそれぞれ第１
の導体１９，２０およびフィールドバスのそれぞれ第２の導体１９，２０および各１つの
ブリッジ１２が示してある。このブリッジ１２によってはＴ字形機能部の形成が可能であ
り、これによれば電子モジュール２３ひいては本来のフィールドバス接続部の電子回路部
を動作状態外へ取り出すことによってもフィールドバスに接続されたその他のユニットへ
の有害な影響は及ぼされない。それによりフィールドバスケーブルの所属の導体１９，２
０が直接的に相互に接続され、その結果、フィールドバスは連続性の状態に保持される。
この場合、電子モジュール２３自体への接続が遮断されるに過ぎない。フィールドバス接
続部の図示の領域２の上方には、フィールドバスをその端子ブロック１において電気的に
終端するために必要とされる回路装置１３が示されている。これについても以下で詳細に
説明する。
【００２４】
　図２には、実際の１つの端子ブロックの基本構成が斜視図で示されている。図２および
図３～図７に示す参照番号は図１と同様に付されており、あらためては説明しない。
【００２５】
　端子ブロック１は中継接続ユニットの形態で構成されている。この端子ブロック中では
２つのブリッジプラグ体１２によって、フィールドバス接続ケーブルのそれぞれ第１の導
体１９，２０ないし接続ケーブルのそれぞれ第１の導体１９，２０が短絡される。このた
めに何等アクティブな電子回路は必要でなく、接続ケーブルのそれぞれ接続されるべき導
体１９ないし２０間の導電的接触接続のみを行えばよい。
【００２６】
　１つの有利な実施形態によれば、このブリッジプラグ体１２は公知の形式で端子ブロッ
ク１に設けられているプラグ台盤１７内に差し込まれる。このプラグ台盤１７は通常、１
つの端子ブロック１の端子ディスク間の付加的な横断方向接続を行えるようにするために
設けられている。さらにこのことにより付加的プラグ体盤が必要でなくなり、ブリッジプ
ラグ体の形で横断方向接続のためにブリッジプラグ体１２として公知の横断方向接続プラ
グを利用することができる。
【００２７】
　基本的には図２に対応する図３にも同様に端子ブロック１が描かれており、ここではフ
ィールドバス終端プラグ体１８を用いたフィールドバス終端部材としての構成が示されて
いる。このフィールドバス終端プラグ体１８は同様に既述の形式でフィールドバス接続領
域２における個々のそれぞれのプラグ台に差し込まれる。
【００２８】
　図４には、フィールドバス終端プラグ体１８がさらに拡大されて斜視図で描かれている
。この図の上方には、小さいケーシングの形で回路領域が示されている。このケーシング
は同時に差し込みの際に作動ゾーンとして利用される。このケーシングからは下方に向か
ってコンタクト部材３０が張り出しており、これらのコンタクト部材はクランプバネ２９
の形でそれのプラグ盤側端部に形成されている。これらのクランプバネ２９はプラグ台盤
１７のそれぞれの対応接点との力結合的接続を形成する。さらにこの図には、プラグ台の
既述の占有相互配列状態の有利な実施形態も描かれている。
【００２９】
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　図５には、フィールドバス終端プラグ体１８のケーシング内部での電気回路装置が描か
れている。同様にこの図には、同じくプラグ体の有利な占有配置状態も描かれている。こ
の場合、電圧給電部１４と第１フィールドバス接続ケーブルの第１導体２９との間に抵抗
素子２１が挿入接続されており、この抵抗素子２１は信号の反射を防止するものである。
同様に、第２フィールドバス接続ケーブルの第１導体２０と第１フィールドバス接続ケー
ブルの第２導体２０との間にも、この種の抵抗素子２１が挿入接続されている。さらに、
第２フィールドバス接続ケーブルの第１導体２０と電圧給電部の基準線路との間に、抵抗
素子２１が設けられている。フィールドバス接続領域２内部での上述のプラグコンタクト
の占有配列により、フィールドバス接続プラグ体１８間できわめて簡単な接触接続を行う
ことができる。それというのも、直ぐ隣接し合うコンタクトのみを相互に接続しさえすれ
ばよいからである。これにより、上述のような接触接続をたとえば１層の台板の形で簡単
かつ安価に形成することができる。フィールドバス終端プラグ体１８の他の配置および占
有配列の場合には概して、直接的に相並んで配置されてはいないコネクタを相互に接続す
ることが必要となり、これにより接続の交差の問題たとえば導体板としての接続の交差の
問題が生じる可能性がある。このため電子回路内では公知のように、たとえば１層より多
くの層の１つの台板にて、接触接続を行う、たとえば一層より多くの層の台板（これは上
面および下面に導体板を備える）において上述の接触接続を行うことが必要となる可能性
がある。
【００３０】
　図６には給電／信号導体ディスクが示してあり、これらのディスクのところには分配領
域３および信号導体領域４が示されている。電子モジュール２３の方に面した信号導体領
域４の接続端子部材のところで、端子ディスクの機能および端子ブロック１内での配置に
応じて、電圧給電部１４およびバス終端のための基準導体を引き出すことができ、ないし
はフィールドバス接続ケーブルの導体１９，２０を接続することができる。信号導体領域
４における上述の接続端子部材から電子モジュール２３まで接触接続ウェブ２４が延在し
、このウェブ２４はプラグコンタクトを介してフィールドバス接続部に対する台板２６に
接続されている。その際、フィールドバスからの、およびフィールドバスへの信号変換は
有利には上述の台板２６において行われる。信号導体領域４における接続部と電子モジュ
ール２３との間に、プラグ台盤１７内部でＴ字形部材の機能を有するブリッジプラグ体１
２またはフィールドバス終端プラグ体１８を差し込むことができる。これにより、個々の
接触接続ウェブ２４の間ひいてはフィールドバス接触部領域２に印加された電位間の接続
が、図平面に対して垂直方向に形成される。同様に接触接続ウェブ２５も示されており、
このウェブ２５は信号導体領域４内部に設けられている他の信号導体接続部から同様に電
子モジュール２３まで接続されている。
【００３１】
　図７には、フィールドバス接続部のための領域２の形成のためのさらに別の実施形態が
描かれており、これによっていわゆる機能アース２７に対する２つの付加的な接続部が提
供され、さらにシールドアース／シートが直接的に電気的に上述の機能アースと短絡され
る。本発明による端子ブロック１のその他の構造は図１の構造に対応し、ここではこれ以
上は説明しない。この場合、機能ユニット２７により端子ブロック１のユーザに対して、
選択的に機能アース２７または保護導体ディスク６から取り出し可能な保護アースを、フ
ィールドバス終端ケーブルのシールドの接続のために選択的に利用できるようになる。そ
の際、相互に著しく離れた２つの端子ブロック間の電位補償平衡が可能でない場合に機能
アースを利用するのが有利である。
【００３２】
　図示されていない別の実施形態によれば、フィールドバス接続ケーブルのシールドを別
個の装置により電気的にまとめ、保護導体ディスク６と接続され保護導体機能をもつ分配
盤領域においてただ１つの接続部材に接続することができる。
【００３３】
【発明の効果】
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　本発明によれば、冒頭に述べた形式の制御装置用のモジュール形端子ブロック装置にお
いて、簡単な構成手法かつわずかな回路コストで、しかも回路電子技術への介入的操作な
しでフィールドバスケーブルに対する接続手法を創出し、１つの端子ブロックから電子モ
ジュールを分離しても、上述のフィールドバスに配置された残りのコンポーネントの動作
を損なわず、同様に端子ブロックの構成に対するコスト高の変更なしに可能な接続手法を
実現したという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　フィールドバス接続部の統合化領域を備えた端子ディスクの基本構成例の概念
図である。
【図２】　中継接続部材としてのフィールドバス接続領域の構成における端子ブロックの
斜視図である。
【図３】　フィールドバス終端部としてのフィールドバス接続領域の構成における端子ブ
ロックの斜視図である。
【図４】　図１のフィールドバス終端プラグ体の斜視図である。
【図５】　図４の終端プラグ体内部における回路装置の基本構成図である。
【図６】　図１の端子ブロックの端子ディスクの側断面図である。
【図７】　１つの機能アースに対して２つのプラグ体だけフィールドバス接続部を拡張し
た図１によるフィールドバス接続部の他の配線構成図である。
【符号の説明】
　　　　１　　端子ブロック
　　　　２　　フィールドバス接続部用領域
　　　　３　　分配盤用領域
　　　　４　　信号導体用領域
　　　　５　　バス線路領域
　　　　６　　保護導体ディスク
　　　　７　　給電ディスク
　　　　８　　電圧給電部／信号導体
　　　　９　　ロック脚部ディスク
　　　　１０　ブリッジ部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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