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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって
、それぞれのケーブルが、前記ケーブルアセンブリの長さに沿って延在し、かつ前記ケー
ブルアセンブリの幅に沿って互いに離間配置される複数の導体セットを備え、前記第１の
電気ケーブルが、それぞれが少なくとも２つの絶縁導体を備える少なくとも第１の導体セ
ット及び第２の導体セットを備え、前記第２の電気ケーブルのそれぞれの導体セットが、
少なくとも１つの絶縁導体を備え、前記第１及び第２の電気ケーブルのそれぞれが、
　前記電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設される第１のキャリアフ
ィルム及び第２のキャリアフィルムであって、前記第１のキャリアフィルム及び第２のキ
ャリアフィルムが、複数のカバー部分及び複数の挟まれた部分を含み、横断面において、
前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムの前記カバー部分が合同して、
各導体セットを実質的に取り囲み、前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィ
ルムの前記挟まれた部分が合同して、各導体セットの各側面に前記ケーブルの挟まれた部
分を形成するように配置される、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムと
、
　前記ケーブルの前記挟まれた部分内に前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリア
フィルムを結合する接着剤層と、を備え、
　前記第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルが、それぞれのケーブルのそれぞれの
導体セットが他方のケーブルの挟まれた部分内に配設されるように配置され、
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　前記第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルのうちの少なくとも一方が、前記ケー
ブルを通って延在する前記ケーブルの前記複数の挟まれた部分の１つ内にスロットを含み
、前記スロットが、前記挟まれた部分の幅を超えないスロット幅と、前記ケーブルの前記
長さ未満であるスロット長とを有し、前記スロットが、前記挟まれた部分内に配設される
前記他方のケーブルの導体セットの絶縁導体が前記スロットを少なくとも部分的に貫通す
ることを可能にする、電気ケーブルアセンブリ。
【請求項２】
　内部に導体セットを収容する前記第１及び第２の電気ケーブル内のそれぞれの挟まれた
部分がスロットを含み、前記収容された導体セットの前記絶縁導体のうちの少なくともい
くつかの少なくとも一部分が、前記対応するスロットを通って前記挟まれた部分の反対側
へ誘導される、請求項１に記載の電気ケーブルアセンブリ。
【請求項３】
　複数の導体セットを備える電気ケーブルであって、前記複数の導体セットが、前記ケー
ブルの長さに沿って延在し、かつ前記ケーブルの幅に沿って互いに離間配置され、前記複
数の導体セットが、少なくとも２つの絶縁導体を備える少なくとも１つの導体セットを備
え、前記電気ケーブルが、
　前記電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設される第１のキャリアフ
ィルム及び第２のキャリアフィルムであって、前記第１のキャリアフィルム及び第２のキ
ャリアフィルムが、複数のカバー部分及び複数の挟まれた部分を含み、横断面において、
前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムの前記カバー部分が合同して、
各導体セットを実質的に取り囲み、前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィ
ルムの前記挟まれた部分が合同して、各導体セットの各側面に前記ケーブルの挟まれた部
分を形成するように配置される、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムと
、
　前記ケーブルの前記挟まれた部分で前記第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフ
ィルムを結合する接着剤層と、を備え、
　前記電気ケーブルの中性軸からの前記電気ケーブルの挟まれた部分の第１の最大離隔距
離が、前記電気ケーブルの前記中性軸からの、前記挟まれた部分の両側面の前記カバー部
分の第２の最大離隔距離よりも大きい、電気ケーブル。
【請求項４】
　一対の絡み合う電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって、それぞれの電
気ケーブルが請求項３に記載のものであり、それぞれのケーブルのそれぞれの導体セット
が他方のケーブルの挟まれた部分内に配設されるように、前記一対の電気ケーブルが配置
される、電気ケーブルアセンブリ。
【請求項５】
　電気ケーブルであって、
　前記ケーブルの長さに沿って延在し、かつ前記ケーブルの幅に沿って互いに離間配置さ
れた第１の複数の導体セットであって、それぞれの導体セットが、少なくとも１つの絶縁
導体と、前記ケーブルの前記長さに沿って延在する第２の複数のドレイン線とを有する、
第１の複数の導体セットと、
　前記電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設される第１の遮蔽フィル
ム及び第２の遮蔽フィルムであって、前記第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムが
、複数のカバー部分及び複数の挟まれた部分を含み、横断面において、前記第１の遮蔽フ
ィルム及び第２の遮蔽フィルムの前記カバー部分が合同して、各導体セットを実質的に取
り囲み、前記第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムの前記挟まれた部分が合同して
、各導体セットの各側面に前記ケーブルの挟まれた部分を形成するように配置される、第
１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムと、
　前記ケーブルの前記挟まれた部分で前記第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムを
結合する接着剤層と、を備え、
　前記ケーブルが平らにされるとき、前記絶縁導体が第１の中性面を画定し、前記第２の
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複数のドレイン線なしに前記ケーブルが、前記第１の中性面と一致しない第２の中性面を
画定し、前記第２の複数のドレイン線と共に前記ケーブルが、前記第１の中性面と一致す
る第３の中性面を画定する、電気ケーブル。
【請求項６】
　一対の絡み合う電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって、それぞれの電
気ケーブルが、請求項５に記載のものであり、それぞれのケーブルのそれぞれの導体セッ
トが他方のケーブルの一部分内に配設されるように、前記一対の電気ケーブルが配置され
る、電気ケーブルアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して、入れ子フラット電気ケーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気信号の伝送用の電気ケーブルが周知である。電気ケーブルの１つの一般的なタイプ
は同軸ケーブルである。同軸ケーブルは概して、絶縁体によって取り囲まれた導電性ワイ
ヤを含む。ワイヤ及び絶縁体は遮蔽体によって取り囲まれ、ワイヤ、絶縁体、及び遮蔽体
はジャケットによって取り囲まれている。電気ケーブルの他の一般的なタイプは、（例え
ば金属箔によって）形成された遮蔽層によって取り囲まれた１つ以上の絶縁信号導体を含
む遮蔽された電気ケーブルである。遮蔽層の電気的接続を促進するために、更なる絶縁さ
れていない伝導体が、遮蔽層と信号導体の絶縁体との間に提供される。これらの一般的な
タイプの電気ケーブルは両方とも、通常は、終端用に特別に設計されたコネクタの使用を
必要とし、マス終端技術の使用、即ち、例えば、電気コネクタの電気的接触又はプリント
回路基板上の接触要素などの個々の接触要素への複数の導体の同時接続には適していない
ことが多い。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は概して、電気ケーブルアセンブリを形成する入れ子の遮蔽されたリボンケーブ
ルに関する。一態様では、本開示は、第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルを備え
る電気ケーブルアセンブリを提供し、それぞれのケーブルが、電気ケーブルアセンブリの
長さに沿って延在し、かつ電気ケーブルアセンブリの幅に沿って互いに離間配置される複
数の導体セットを備える。第１の電気ケーブルは、それぞれが少なくとも２つの絶縁導体
を備える少なくとも第１の導体セット及び第２の導体セットを備え、第２の電気ケーブル
のそれぞれの導体セットが、少なくとも１つの絶縁導体を備える。第１及び第２の電気ケ
ーブルのそれぞれの導体セットは、電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に
配設される第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムであって、第１のキャリ
アフィルム及び第２のキャリアフィルムが、カバー部分及び挟まれた部分を含み、横断面
において、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムのカバー部分が合同して
、各導体セットを実質的に取り囲み、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィル
ムの挟まれた部分が合同して、各導体セットの各側面にケーブルの挟まれた部分を形成す
るように配置される、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムを備える。第
１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブル内のそれぞれの導体セットは、ケーブルの挟ま
れた部分内に第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムを結合する接着剤層を
更に備える。第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルが、それぞれのケーブルのそれ
ぞれの導体セットが他方のケーブルの挟まれた部分内に配設されるように配置され、第１
の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルのうちの少なくとも一方がケーブルを通って延在
するケーブルの挟まれた部分内にスロットを含み、スロットが、挟まれた部分の幅を超え
ないスロット幅と、ケーブルの長さ未満であるスロット長とを有し、スロットが、挟まれ
た部分内に配設される他方のケーブルの導体セットの絶縁導体がスロットを少なくとも部
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分的に貫通することを可能にするのに十分な幅である。
【０００４】
　別の態様では、本開示は、ケーブルの長さに沿って延在し、かつケーブルの幅に沿って
互いに離間配置される複数の導体セットを備える電気ケーブルアセンブリを提供し、複数
の導体セットが、少なくとも２つの絶縁導体を備える少なくとも１つの導体セットを備え
、それぞれの導体セットが、電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設さ
れる第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムであって、第１の遮蔽フィルム及び第２
の遮蔽フィルムが、カバー部分及び挟まれた部分を含み、横断面において、第１のキャリ
アフィルム及び第２のキャリアフィルムのカバー部分が合同して、各導体セットを実質的
に取り囲み、第１のフィルム及び第２のフィルムの挟まれた部分が合同して、各導体セッ
トの各側面にケーブルの挟まれた部分を形成するように配置される、第１の遮蔽フィルム
及び第２の遮蔽フィルムを備える。それぞれの導体セットは、ケーブルの挟まれた部分で
第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムを結合する接着剤層を更に備える。それぞれ
の導体と交差する平面からの電気ケーブルの挟まれた部分の第１の最大離隔距離が、それ
ぞれの導体と交差する平面からの、挟まれた部分の両側面のカバー部分の第２の最大離隔
距離よりも大きい。
【０００５】
　更に別の態様では、本開示は、ケーブルの長さに沿って延在し、かつケーブルの幅に沿
って互いに離間配置される複数の導体セットを備える電気ケーブルアセンブリを提供し、
それぞれの導体セットが、少なくとも１つの絶縁導体と、電気ケーブルの対向する第１の
側面及び第２の側面に配設される第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムを
備える。第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムは、カバー部分及び挟まれ
た部分を含み、横断面において、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムの
カバー部分が合同して、各導体セットを実質的に取り囲み、第１のキャリアフィルム及び
第２のキャリアフィルムの挟まれた部分が合同して、各導体セットの各側面にケーブルの
挟まれた部分を形成するように配置される。それぞれの導体セットは、ケーブルの挟まれ
た部分で第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムを結合する接着剤層と、そ
れぞれの第１のキャリアフィルムに固着され、隣接する導体セット間において延在する第
１のキャリアフィルムと、を更に備える。第１のキャリアフィルムは、第１のキャリアフ
ィルム又は第２のキャリアフィルムより低い弾性率を有する。
【０００６】
　更に別の態様では、本開示は、ケーブルの長さに沿って延在し、かつケーブルの幅に沿
って互いに離間配置される第１の複数の導体セットと、ケーブルの長さに沿って延在する
第２の複数のドレイン線と、を備える、電気ケーブルアセンブリを提供し、それぞれの導
体セットが、少なくとも１つの絶縁導体と、電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２
の側面に配設される第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムと、を備える。第１の遮
蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムは、カバー部分と締付け部分とを含み、横断面におい
て、第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムのカバー部分が合同して、各導体セット
を実質的に取り囲み、第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムの締付け部分が合同し
て、各導体セットの各側面にケーブルの締付け部分を形成するように配置されている。そ
れぞれの導体セットは、ケーブルの挟まれた部分で第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フ
ィルムを結合する接着剤層を更に備える。ケーブルが平らにされるとき、絶縁導体が第１
の中性面を画定し、第２の複数のドレイン線なしにケーブルが、第１の中性面と一致しな
い第２の中性面を画定し、第２の複数のドレイン線と共にケーブルが、第１の中性面と一
致する第３の中性面を画定する。
【０００７】
　上記の概要は、本発明の開示されるそれぞれの実施形態又はすべての実現形態を説明す
ることを目的としたものではない。以下の図面及び詳細な説明により、例示的実施形態を
より詳細に例示する。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
　本明細書の全体を通じ、同様の参照符合が同様の要素を示す添付の図面を参照されたい
。
【図１】入れ子ケーブルの概略断面図。
【図２Ａ】入れ子ケーブルの概略上面図。
【図２Ｂ】入れ子ケーブルの概略断面図。
【図２Ｃ】入れ子ケーブルの概略断面図。
【図３】入れ子ケーブルのアセンブリの概略断面図。
【図４Ａ】入れ子ケーブルの概略断面図。
【図４Ｂ】入れ子ケーブルの概略断面図。
【図５Ａ】ジャケット付き入れ子ケーブルの概略断面図。
【図５Ｂ】ジャケット付き入れ子ケーブルの概略断面図。
【図６Ａ】終端された入れ子ケーブルアセンブリの概略上面図。
【図６Ｂ】図６Ａの一部分の概略側面図。
【図６Ｃ】図６Ａの一部分の概略側面図。
【図６Ｄ】図６Ａの一部分の概略側面図。
【図６Ｅ】図６Ａの一部分の概略端面図。
【図６Ｆ】終端された入れ子ケーブルアセンブリの概略上面図。
【図６Ｇ】図６Ｆの一部分の概略端面図。
【０００９】
　図は必ずしも原寸に比例していない。図中、用いられる同様の番号は同様の構成要素を
示すものとする。しかしながら、特定の図中のある要素を示す数字の使用は、同じ数字に
よって示される別の図中のその要素を限定しようとするものではないことは理解されるで
あろう。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　相互接続デバイスの数及び速度が増大するにつれて、そのようなデバイス間で信号を搬
送する電気ケーブルは、より小さくする必要があり、かつ許容不可能な干渉又はクロスト
ークを伴わずに、より高速な信号を搬送することが可能となる必要がある。隣接する導体
によって伝達される信号間の相互作用を低減するためにいくつかの電気ケーブルに遮蔽が
使用され、それは、例えば、「Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ
　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｃａｂｌｅｓ」（代理人整理番号６６８８７ＵＳ００２）と題
する、２０１０年８月３１日に出願された、同時係属米国特許出願第６１／３７８８７７
号に記載される電気ケーブルなどであり、その開示全体が本明細書に含まれる。記載され
るケーブルは、概ね平坦な構成を有し、ケーブルの長さに沿って延在する導体セット、加
えてケーブルの両側に配設される電気遮蔽フィルムを含む。隣接する導体セット間の、遮
蔽フィルムの挟まれた部分は、導体セットを互いに電気的に分離するために役立つ。ケー
ブルのうちの多くはまた、遮蔽に電気的に接続し、かつケーブルの長さに沿って延在する
ドレイン（即ち、ドレイン及び／又は接地）線も含む。本明細書で説明されるケーブル構
成は、導体セット及びドレインワイヤーへの接続を簡略化し、ケーブル接続部位のサイズ
を低減し、かつ／又はケーブルのマス終端に関する機会を提供するために役立ち得る。
【００１１】
　本出願は、上述される概ね平坦な電気ケーブル（例えば、リボンケーブル）へのいくつ
かの性能強化を提供する。本出願は概して、一方のケーブルの導体セットが他方のケーブ
ルの隣接する導体セット間の空隙の中に位置するように少なくとも２つの電気ケーブルが
位置決めされる入れ子リボンケーブル構成体である電気ケーブルアセンブリを提供する。
入れ子リボンケーブル構成体は、ケーブルの曲げ及び移動を容易にすることができる特徴
を含む。
【００１２】
　２つの積み重ねられたリボンケーブルのセットは、パドルカードの２つの側面などの終



(6) JP 6300721 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

端位置で２つの積み重ねられた線状アレイと嵌合する好ましい方法であってもよい。しか
しながら、場合によっては、２つの通常のリボンケーブルは、入れ子ケーブルが曲げられ
るときに２つのケーブルの異なる端部位置を生じさせてもよい。場合によっては、改良さ
れたリボンケーブルは、２つのケーブルの中性面が接近して整列されることを可能にし、
それによってこの差歪み（differential strain）を最小限にし、同時に高い有効密度を
達成して製造されてもよい。これにより、「ピストン運動」（即ち、一方のケーブルが他
方に対して移動することを試みる）をしないか、又は終端点において大きな応力を発生さ
せない、若しくは積み重ねられたリボンケーブルが曲げられるときにふくれないような細
径ケーブルを生成することができる。
【００１３】
　２つ以上のリボンケーブルの入れ子は、多重チャネルのフラットケーブルを生じる。高
密度ケーブルが好ましい多くの用途の場合、同様に導体の２つのセットの終端がパドルカ
ードの２つの両側、又は終端点の２つの他のアレイに必要とされる場合、２つのリボンケ
ーブルは非常に有効に使用されることが可能である。しかしながら、２つの別個のリボン
は、曲げること（２つのリボンが曲げを補正するようにそれぞれ正しい長さに切られる場
合に補正され得る）における問題を呈する可能性がある。異なるケーブル長を形成するこ
とによって曲げる前に補正されない限り、内側ケーブル（曲げの内側）は、同じ端点に達
するように外側ケーブルより短い長さを必要とする。ケーブルが比較的変形可能である場
合、それらは伸長させることによって歪みを吸収することができるが、電気ケーブルは概
して、強い力無しで又は結果として生じる電気特性の低下無しでは変形可能ではない。概
して、内側ケーブルは、長さの違いを補正する曲げの途中で外側ケーブルから偏移する。
これが受け入れ可能ではないか、又は設計により可能でない場合、あるいはケーブルが硬
すぎて曲げることによる長さの変化を補正できない場合、大きな「ピストン運動」力が端
部位置で生成される。
【００１４】
　特定の一実施形態では、スリットを付けるか又はスロット型の窓を作製することによる
入れ子ケーブルの一方又は両方のリボンの修正によって、一方のケーブルの一部分が他方
のケーブルの中に少なくとも部分的に相互貫通することを可能にすることができる。この
少なくとも部分的な相互貫通は、入れ子ケーブルのより大きな可撓性をもたらすことが可
能である。この入れ子ケーブル構造では、リボンのうちの１つ以上は、他所に記載される
ように、曲げる際に一方のリボンが他方のリボンの中に更に貫通する（又は押し通す）こ
とを可能にすることによってより容易に曲げる構造を生じるように修正されてもよい。こ
の修正は、単一の入れ子ケーブルの１つ以上の位置であってもよく、入れ子セットを備え
るリボンのうちの１つ以上に作製されてもよい。曲げる際に一層の可撓性及び「ピストン
運動」（即ち、構成要素の異なる長さ）の低減を提供することに加えて、この修正はまた
、ケーブルの他端部のようにパドルカード又はＰＣＢの反対側にケーブルを終端するため
に使用されてもよい。場合によっては、ケーブルは、信号線を互いにわたって引き回すこ
とによって両端部上に終端されてもよい。それぞれのリボンの全てのチャネルが所定のＰ
ＣＢの同じ側に終端される必要はないが、チャネルは、代わりに２つの異なる側に終端さ
れてもよい。
【００１５】
　特定の一実施形態では、強化された入れ子は、導体（即ち、信号線）が中性軸曲げ平面
など、両方のリボンに対して同じ平面にあることを可能にするケーブルの更なる特徴によ
って可能にされてもよい。特定の一実施形態では、強化された入れ子は、ケーブルがまと
められるときに信号チャネルの２つの平面が互いを通せるようになることによって可能に
できる。これらの実施形態は、入れ子の対の一方のリボンをプリント回路基板（ＰＣＢ）
又はパドルカードの上面に、他方を同様に配向されたＰＣＢ又はパドルカードの同じ側又
は反対側のいずれかに容易に取り付ける技術を提供する。２つ（又はそれ以上）の入れ子
ケーブルの修正により、ケーブルをより大きな程度に入れ子にすることを可能にする更な
る嵌合特徴を形成することができる。この修正により、それぞれの入れ子の半分からの信
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号線がＰＣＢ又はパドルカードのどちらか一方の側により容易に終端されることが可能に
なり得る。入れ子設計は、絶縁線の対単位のグループ化に限定されないが、この群は１つ
、２つ、３つ、又はそれ以上の絶縁線であってもよい。加えて、ドレイン及び／又は接地
線は、中性軸曲げ平面の位置を更に調節するように、任意の所望の位置に含まれてもよい
。
【００１６】
　特定の一実施形態では、外被及び遮蔽層の一方又は両方のいずれかは、入れ子ケーブル
構成体の周囲に定置されてもよい。この実施形態では、ジャケット、導電性遮蔽体（編組
、金属層など）、及び他の誘電体層がジャケット付きケーブルを作製するために使用され
てもよい。ジャケットは、簡便に２つのケーブルを共に保持するために存在してもよく、
あるいは耐引火性、耐摩耗性、又は耐破砕性を提供するために使用されてもよい。入れ子
構成は、それを曲げるときに限られたピストン運動でこのように２つのケーブルを共に結
合する技術を提供する。この内部ケーブル上の遮蔽体の構成体は、ケーブルからのあらゆ
る電磁放射の優れた封じ込めを提供することができる。結果として、追加の遮蔽がない簡
便なジャケットが、ケーブルが密閉金属箱の外側に延在する用途に使用されてもよい。遮
蔽体が必要とされる場合には、導電性フィルム（例えば、金属箔又は金属／ポリマー積層
板）遮蔽体が、ケーブルに巻き付けられるか、又はケーブルセットの一方の側若しくは両
側に定置されてもよい。場合によっては、金属編組遮蔽体が、入れ子ケーブル構造の上に
位置決めされてもよい。場合によっては、特に遮蔽体が使用されるか又はジャケットのみ
である、導線又は非導電性強度部材が、張力緩和をもたらすようにケーブル長に沿って定
置されてもよい。場合によっては、導線が使用されてもよく、それは遮蔽体（存在する場
合）に電気的に接触させてもよく、コネクタ（シャーシ）接地への一方の端部又は両端部
で終端されてもよい。
【００１７】
　図１は、本開示の一態様による入れ子ケーブルアセンブリ１の概略断面図を示す。入れ
子ケーブルアセンブリ１は、入れ子構成で配設される第１の電気ケーブル１０及び第２の
電気ケーブル２０を備える。第１の電気ケーブル１０は、第１の電気ケーブル１０の両側
面に配設される第１のキャリアフィルム１２及び第２のキャリアフィルム１４を含み、第
１の導体セット３０ａ及び第２の導体セット３０ｂのそれぞれの周囲にカバー部分１６を
形成する。第１のキャリアフィルム１２及び第２のキャリアフィルム１４はまた、第１の
導体セット３０ａと第２の導体セット３０ｂとの間に挟まれた部分１８を形成する。特定
の一実施形態では、接着剤１３が挟まれた部分１８において第１のキャリアフィルム１２
と第２のキャリアフィルム１４との間に配設されてもよい。接着剤１３は、第１のキャリ
アフィルム１２と第２のキャリアフィルム１４を共に結合し、接着剤１３は、カバー部分
１６内に存在してもよく、又はしなくてもよい。任意の所望の数の導体セットが第１の電
気ケーブル１０に含まれてもよく、それぞれの導体セットが挟まれた部分１８によって隣
接する導体セットから離間配置されることが理解されるべきである。
【００１８】
　第１の導体セット３０ａ及び第２の導体セット３０ｂのそれぞれは、第１の導体３２ａ
、３２ｂ及び第２の導体３４ａ、３４ｂをそれぞれ含む。更に、第１の導体３２ａ、３２
ｂ及び第２の導体３４ａ、３４ｂのそれぞれは、絶縁体３３ａ、３５ａ、３３ｂ、３５ｂ
によってそれぞれ取り囲まれる。特定の一実施形態では、導体セットのそれぞれは、図１
に示されるような２つの絶縁導体を含むが、場合によっては、任意の数の絶縁導体がそれ
ぞれの導体セットに含まれてもよく、例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、又は更には５つ
以上の絶縁導体がそれぞれの導体セットに含まれてもよい。場合によっては、絶縁されて
いない導体（図示せず）が導体セットに含まれてもよく、例えば、接地又はドレイン線が
、他所に記載されるように、いくつかの位置において導体セットに隣接して配設されても
よい。
【００１９】
　同様に、第２の電気ケーブル２０もまた、第２の電気ケーブル２０の両側に配設される
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第１のキャリアフィルム２２及び第２のキャリアフィルム２４を含み、第３の導体セット
４０ａの周囲にカバー部分２６を形成する。第１のキャリアフィルム２２及び第２のキャ
リアフィルム２４はまた、第３の導体セット４０ａの両側面に挟まれた部分２８を形成す
る。特定の一実施形態では、接着剤２３が挟まれた部分２８において第１のキャリアフィ
ルム２２と第２のキャリアフィルム２４との間に配設されてもよい。接着剤２３は、第１
のキャリアフィルム２２と第２のキャリアフィルム２４を共に結合し、接着剤２３は、カ
バー部分２６内に存在してもよく、又はしなくてもよい。任意の所望の数の導体セットが
第２の電気ケーブル２０に含まれてもよく、それぞれの導体セットが挟まれた部分２８に
よって隣接する導体セットから離間配置されることが理解されるべきである。
【００２０】
　第３の導体セット４０ａは、絶縁体４３ａによって取り囲まれる第３の導体４２ａを含
む。特定の一実施形態では、第３の導体セットは、図１に示されるような１つの絶縁導体
を含むが、場合によっては、任意の数の絶縁導体が導体セットに含まれてもよく、例えば
、１つ、２つ、３つ、４つ、又は更には５つ以上の絶縁導体が導体セットに含まれてもよ
い。場合によっては、絶縁されていない導体（図示せず）が導体セットに含まれてもよく
、例えば、接地又はドレイン線が、他所に記載されるように、いくつかの位置において導
体セットに隣接して配設されてもよい。
【００２１】
　入れ子ケーブルアセンブリ１は、図１に示されるように、第２の電気ケーブル２０の挟
まれた部分２８に隣接する第１の電気ケーブル１０のカバー部分１６と、第１の電気ケー
ブル１０の挟まれた部分１８に隣接する第２の電気ケーブル２０の対応するカバー部分２
６とを位置決めすることによって形成される。特定の一実施形態（図示せず）では、１つ
以上の絶縁導体又は絶縁されていない導体もまた、第１の電気ケーブル１０のカバー部分
１６に近接する第２のキャリアフィルム１４と、第２の電気ケーブル２０のカバー部分２
６に近接する第２のキャリアフィルム２４との間に位置する入れ子領域２内に配設されて
もよい。
【００２２】
　図１に示される実施形態では、それぞれの導体セットは、１つ又は２つのいずれかの絶
縁導体を有するが、他の実施形態では、導体セットの一部又は全てが、１つの絶縁導体の
みを含んでもよく、あるいは３つ以上の絶縁導体を含んでもよい。例えば、図１のものと
類似の設計の別の遮蔽された電気ケーブルが、８つの絶縁導体を有する１つの導体セット
、又はそれぞれが１つの絶縁導体のみを有する８つの導体セットを含んでもよい。導体セ
ット及び絶縁導体の配置のこの柔軟性により、開示される遮蔽された電気ケーブルを、多
種多様な対象用途に関して好適な方式で構成することが可能になる。例えば、導体セット
及び絶縁導体は、複数の二芯同軸ケーブル（即ち、それぞれが２つの絶縁導体を有する複
数の導体セット）、複数の同軸ケーブル（即ち、それぞれが１つの絶縁導体のみを有する
複数の導体セット）、又はこれらの組み合わせを形成するように構成してもよい。いくつ
かの実施形態では、導体セットが、１つ以上の絶縁導体の周囲に配設される導電性遮蔽体
（図示せず）と、導電性遮蔽体の周囲に配設される絶縁ジャケット（図示せず）とを更に
含んでもよい。
【００２３】
　導体及び／又は接地ワイヤは、任意の好適な導電材料を含んでもよく、様々な断面形状
及びサイズを有してもよい。例えば、断面において、導体及び／又は接地若しくはドレイ
ン線は、円形、楕円形、矩形、又は任意の他の形状であってもよい。ケーブル内の１つ以
上の導体及び／又は接地若しくはドレイン線は、ケーブル内の他の１つ以上の導体及び／
又は接地線と異なる１つの形状及び／又はサイズを有してもよい。導体及び／又は接地若
しくはドレイン線は、単線又は撚り線であってもよい。ケーブル内の導体及び／又は接地
若しくはドレイン線の全てを、撚り線としてもよく、全てを単線としてもよく、あるいは
一部を撚り線とし、一部を単線としてもよい。撚り線の導体及び／又は接地若しくはドレ
イン線は、異なるサイズ及び／又は形状を呈してもよい。コネクタ及び／又は接地若しく
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はドレイン線は、金、銀、スズ、及び／又は他の材料を含む、様々な金属及び／又は金属
材料でコーティングされるか、又はめっきされてもよい。
【００２４】
　導体セットの導体を絶縁するために使用される材料は、ケーブルの所望の電気的特性を
達成する、任意の好適な材料とすることができる。場合によっては、使用される絶縁体は
、誘電率及びケーブルの全厚を低減するための空気を含む、発泡絶縁体とすることができ
る。遮蔽（キャリア）フィルムの一方又は両方は、導電層及び非導電性高分子層を含んで
もよい。遮蔽フィルムは、０．０１ｍｍ～０．０５ｍｍの範囲の厚さを有してよく、ケー
ブルの全厚は、２ｍｍ未満又は１ｍｍ未満とすることができる。場合によっては、キャリ
アフィルムの一方又は両方は、複数の非導電性高分子層によって分離された複数の導体層
を含み、それは、例えば、米国特許出願第ＵＳ２０１０／０３００７４４号（Ｒｏｍａｎ
ｋｏら）に記載されるものなどがあり、その開示全体が本明細書に含まれる。導電性層は
、銅、銀、アルミニウム、金、及びこれらの合金を含むが、これに限定されない任意の好
適な導電材料を含んでもよい。
【００２５】
　非導電性高分子層は、ポリエステル、ポリイミド、ポリアミド－イミド、ポリテトラフ
ルオロエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリフェニレンスルフィド、ポリエチ
レンナフタレート、ポリカーボネート、シリコーンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム
、ポリウレタン、アクリレート、シリコーン、天然ゴム、エポキシ、及び合成ゴム接着剤
を含むが、これらに限定されない任意の好適な高分子材料を含んでよい。非導電性高分子
層には、対象用途に好適な特性をもたらすために、１つ以上の接着剤及び／又は充填剤を
含めてもよい。別の態様において、遮蔽フィルムの少なくとも１つは、導電性層と非導電
性高分子層との間に配置される積層接着層を含んでもよい。非導電層上に配置される導電
層を有するか、又は別の方法で、導電性の１つの主要外表面と、実質的に非導電性の反対
側の主要外表面とを有する、遮蔽フィルムに関しては、遮蔽フィルムは、必要に応じて幾
つかの異なる配向で、遮蔽ケーブル内に組み込むことができる。場合によっては、例えば
、導電性表面が、絶縁ワイヤーの導体セット、及び接地ワイヤーに面することができ、か
つ場合によっては、非導電性表面が、それらの構成要素に面することができる。２つの遮
蔽フィルムが、ケーブルの対向する側に使用される場合には、それらのフィルムは、それ
らの導電性表面が互いに向かい合い、それぞれが導体セット及び接地ワイヤに面するよう
に配向することができ、又はそれらのフィルムは、それらの非導電性表面が互いに向かい
合い、それぞれが導体セット及び接地ワイヤに面するように配向することができ、あるい
はそれらのフィルムは、一方の遮蔽フィルムの導電性表面が、導体セット及び接地ワイヤ
に面するが、ケーブルの他方の面からは、他方の遮蔽フィルムの非導電性表面が、導体セ
ット及び接地ワイヤに面するように配向することができる。
【００２６】
　場合によっては、少なくとも一方の遮蔽フィルムは、柔軟な、又は可撓性の金属箔など
の、単独型の導電性フィルムを含み得る。遮蔽フィルムの構成体は、例えば、遮蔽された
電気ケーブルの可撓性、電気性能、及び構成（例えば、接地導体の存在及び位置など）な
ど、対象用途に好適ないくつかの設計パラメータに基づいて選択されてもよい。場合によ
っては、遮蔽フィルムは、一体的に形成された構成体を有する。場合によっては、遮蔽フ
ィルムは０．０１ｍｍ～０．０５ｍｍの範囲の厚さを有してよい。遮蔽フィルムは、望ま
しくは、導体セット間に、分離、遮蔽、及び正確な間隔を提供して、より自動化された、
より低コストのケーブル製造プロセスを可能にする。更に、遮蔽フィルムは、「シグナル
サックアウト（signal suck-out）」すなわち、共振（これによって高信号減衰が特定の
周波数帯域で生じる）として知られる現象を防ぐ。この現象は一般的に、導電性遮蔽体が
伝導体セットの周囲に巻き付けられている従来の遮蔽された電気ケーブルに発生する。
【００２７】
　本明細書の他の部分で論じられるように、ケーブル構成体内で接着剤材料を使用して、
ケーブルのカバー領域で、１つ又は２つの遮蔽フィルムを、１つ、一部、若しくは全ての
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導体セットに結合することができ、かつ／又は接着剤材料を使用して、ケーブルの挟まれ
た領域で、２つの遮蔽フィルムを一体に結合することができる。接着剤材料の層は、少な
くとも一方の遮蔽フィルム上に配置することができ、２つの遮蔽フィルムが、ケーブルの
対向する側に使用される場合には、接着剤材料の層は、双方の遮蔽フィルム上に配置する
ことができる。後者の場合では、一方の遮蔽フィルム上に使用される接着剤は、好ましく
は、他方の遮蔽フィルム上に使用される接着剤と同じであるが、所望の場合、異なるもの
にすることができる。所定の接着剤層は、電気的絶縁性の接着剤を含み得、２つの遮蔽フ
ィルムの間に絶縁性結合を実現することができる。更には、所定の接着剤層は、少なくと
も一方の遮蔽フィルムと、１つ、一部、若しくは全ての導体セットの、絶縁導体との間、
及び少なくとも一方の遮蔽フィルムと、１つ、一部、若しくは全ての接地導体（存在する
場合）との間に、絶縁性結合を実現することができる。あるいは、所定の接着剤層は、導
電性の接着剤を含んでもよく、２つの遮蔽フィルムの間に導電性結合を実現することがで
きる。更には、所定の接着剤層は、少なくとも一方の遮蔽フィルムと、１つ、一部、若し
くは全ての接地導体（存在する場合）との間に、導電性結合を実現することができる。好
適な導電性接着剤は、電流の流れを提供するために導電性粒子を含む。導電性粒子は、現
在使用されている任意のタイプの粒子、例えば、球体、フレーク、ロッド、立方体、非晶
質、又は他の粒子形状とすることができる。それらは、カーボンブラック、カーボンファ
イバー、ニッケル球体、ニッケルがコーティングされた銅球体、金属がコーティングされ
た酸化物、金属がコーティングされた高分子繊維、又は他の類似の導電性粒子など、固体
又は実質的に固体粒子であってもよい。これらの導電性粒子は、銀、アルミニウム、ニッ
ケル、又は酸化インジウムスズなどの導電材料でめっきされている若しくはコーティング
されている電気絶縁材料から作製されてもよい。金属がコーティングされた絶縁材料は、
実質的に中空の粒子、例えば中空のガラス球体であってもよく、又はガラスビーズ若しく
は金属酸化物など中実材料を含んでもよい。導電性粒子は、カーボンナノチューブなど、
およそ数十マイクロメートルからナノメーターサイズまでの材料であってもよい。好適な
導電性接着剤はまた、導電性高分子マトリックスを含んでもよい。
【００２８】
　所定のケーブル構成体内で使用される場合、接着剤層は、好ましくはケーブルの他の要
素に対して、形状が実質的に順応可能であり、ケーブルの屈曲運動に関して順応可能であ
る。場合によっては、所定の接着剤層は、実質的に連続的のものであってもよく、例えば
、所定の遮蔽フィルムの所定の主要表面の実質的に全長及び全幅に沿って延在する。場合
によっては、接着剤層は、実質的に不連続のものを含み得る。例えば、接着剤層は、所定
の遮蔽フィルムの長さ又は幅に沿った、一部分にのみ存在することができる。不連続接着
剤層は、例えば複数の長手方向の接着ストライプを含んでもよく、この接着ストライプは
、例えば、それぞれの導体セットの両側の遮蔽フィルムの挟まれた部分の間、かつ接地導
体（存在する場合）の側方の遮蔽フィルム間に配設される。所定の接着剤材料は、感圧接
着剤、ホットメルト接着剤、熱硬化接着剤、及び硬化接着剤のうちの少なくとも１つとす
ることができ、又は少なくとも１つを含み得る。接着剤層は、１つ以上の絶縁導体と遮蔽
フィルムとの間の結合よりも実質的に強固な結合を、遮蔽フィルム間に実現するように構
成することができる。これは、例えば、接着剤配合の適切な選択によって達成することが
できる。この接着剤構成の有利な点は、遮蔽フィルムを絶縁導体の絶縁体から容易にスト
リッピングすることが可能になる点である。他の場合には、接着剤層は、実質的に等しい
強度の遮蔽フィルム間の結合、及び１つ以上の絶縁導体と遮蔽フィルムとの間の結合を実
現するように構成することができる。この接着剤構成の有利な点は、絶縁導体が遮蔽フィ
ルム間に固定される点であるこの構成体を有する遮蔽電気ケーブルが屈曲される場合、こ
のことにより、相対運動をほとんどなくすことができ、それゆえ、遮蔽フィルムが座屈す
る可能性が低減される。好適な結合強度は対象用途によって選択されてもよい。場合によ
っては、約０．１３ｍｍ未満の厚さを有する、順応性接着剤層を使用することができる。
例示的な実施形態では、接着剤層は約０．０５ｍｍ未満の厚さを有する。
【００２９】
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　所定の接着剤層は、遮蔽電気ケーブルの所望の機械的性能特性及び電気的性能特性を達
成するように順応することができる。例えば、接着剤層は導体セット間の区域内の遮蔽フ
ィルム間で、より薄くなるように順応することができ、このことは、遮蔽ケーブルの少な
くとも横方向の可撓性を増大させる。このことにより、遮蔽ケーブルをより容易に曲線状
の外側ジャケット内に定置することが可能になり得る。場合によっては、接着剤層は導体
セットに直接隣接する区域内でより厚くなるように順応し、その導体セットに実質的に順
応することができる。このことにより、これらの区域内で機械的強度が増大し、遮蔽フィ
ルムの曲線形状の形成を可能にすることができ、このことは、例えばケーブルを屈曲させ
る間の遮蔽ケーブルの耐久性を増大させることができる。更には、このことにより、遮蔽
ケーブルの長さに沿って遮蔽フィルムに対する絶縁導体の位置及び間隔を維持するために
役立つことができ、このことは、遮蔽ケーブルのより均一なインピーダンス及びより優れ
た信号保全性をもたらし得る。
【００３０】
　所定の接着層は、導体セット間の区域、例えばケーブルの挟まれた領域において、遮蔽
フィルム間で効果的に部分的に、又は完全に除去されるように順応することができる。結
果として、遮蔽フィルムは、これらの区域内で、互いに電気的に接触することができ、こ
のことにより、ケーブルの電気的性能が向上し得る。場合によっては、接着剤層は、少な
くとも一方の遮蔽フィルムと接地導体との間で、効果的に部分的に又は完全に除去される
ように順応することができる。結果として、接地導体は、これらの区域内で、少なくとも
一方の遮蔽フィルムと電気的に接触することができ、このことにより、ケーブルの電気的
性能が向上し得る。接着剤の薄い層が、少なくとも一方の遮蔽フィルムと所定の接地導体
との間に残存する場合であっても、接地導体上の隆起が、この薄い接着剤層を突き抜けて
、目的とされる電気的接触を確立することができる。
【００３１】
　図２Ａは、本開示の一態様による入れ子ケーブルアセンブリ１００の概略上面図を示す
。入れ子ケーブルアセンブリ１００は、第１の電気ケーブル１１０及び第２の電気ケーブ
ル１２０が共に入れ子にされるケーブル幅Ｗ及びケーブル長Ｌを含む。第１の電気ケーブ
ル１１０及び第２の電気ケーブル１２０は、図１に記載される第１の電気ケーブル１０及
び第２の電気ケーブル２０に類似していてもよい。入れ子ケーブルアセンブリ１００は、
他所に記載されるように第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルのうちの少なくとも
一方の挟まれた部分内に複数のスロット１１５ａ～１１５ｄを更に含む。複数のスロット
１１５ａ～１１５ｄのそれぞれは、概してケーブル長Ｌ未満であるスロット長「ｌ」を有
し、入れ子ケーブルアセンブリ１００の２つ以上の位置内に配設されてもよい。
【００３２】
　図２Ｂは、本開示の一態様による断面Ａ－Ａ’における図２Ａの入れ子ケーブルアセン
ブリ１００の概略断面図を示す。図２Ｂに示される要素１１０～１４３ａのそれぞれが、
前述された図１に示される同様に番号付けされた要素１０～４３ａに相当し、意図される
材料及び材料の特性が同様に相当する。例えば、図２Ｂの第１の電気ケーブル１１０は、
図１の第１の電気ケーブル１０に相当するなどである。
【００３３】
　入れ子ケーブルアセンブリ１００は、入れ子配向で配設される第１の電気ケーブル１１
０及び第２の電気ケーブル１２０を含む。第１の電気ケーブル１１０は、第１の電気ケー
ブル１１０の両側に配設される第１のキャリアフィルム１１２及び第２のキャリアフィル
ム１１４を含み、第１の導体セット１３０ａ、第２の導体セット１３０ｂ、第３の導体セ
ット１３０ｃ、及び第４の導体セット１３０ｄのそれぞれの周囲にカバー部分１１６を形
成する。第１のキャリアフィルム１１２及び第２のキャリアフィルム１１４はまた、それ
ぞれの隣接する第１の導体セット１３０ａ～第４の導体セット１３０ｄ間に挟まれた部分
１１８も形成し、第１の導体セット１３０ａ～第４の導体セット１３０ｄのそれぞれが、
それぞれのカバー部分１１６を取り囲む挟まれた部分１１８を含むように延在する。特定
の一実施形態では、接着剤１１３が、他所に記載されるように、挟まれた部分１１８にお
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いて第１のキャリアフィルム１１２と第２のキャリアフィルム１１４との間に配設されて
もよい。接着剤１１３は、第１のキャリアフィルム１１２と第２のキャリアフィルム１１
４を共に結合し、接着剤１１３は、カバー部分１１６内に存在してもよく、又はしなくて
もよい。図２Ｂに示されるように、４つの導体セットが第１の電気ケーブル１１０内に配
設されるが、任意の所望の数の導体セットが第１の電気ケーブル１１０に含まれてもよく
、他所に記載されるようにそれぞれの導体セットが挟まれた部分１１８によって隣接する
導体セットから離間配置されることが理解されるべきである。
【００３４】
　第１の導体セット１３０ａ～第４の導体セット１３０ｄのそれぞれは、導体及び絶縁体
を含むが、簡潔にするめに、第１の導体セット１３０ａと関連付けられる構成要素のみが
記載される。類似の構成要素が第１の導体セット１３０ａ～第４の導体セット１３０ｄに
含まれることが理解されるべきである。第１の導体セット１３０ａは、第１の導体１３２
ａ及び第２の導体１３４ａを含む。更に、第１の導体１３２ａ及び第２の導体１３４ａの
それぞれは、絶縁体１３３ａ、１３５ａによってそれぞれ取り囲まれる。特定の一実施形
態では、導体セットのそれぞれは、図２Ｂに示されるような２つの絶縁導体を含むが、場
合によっては、任意の数の絶縁導体がそれぞれの導体セットに含まれてもよく、例えば、
１つ、２つ、３つ、４つ、又は更には５つ以上の絶縁導体がそれぞれの導体セットに含ま
れてもよい。場合によっては、絶縁されていない導体（図示せず）が導体セットに含まれ
てもよく、例えば、接地又はドレイン線が、他所に記載されるようにいくつかの位置にお
いて導体セットに隣接して配設されてもよい。
【００３５】
　同様に、第２の電気ケーブル１２０は、第２の電気ケーブル１２０の両側に配設される
第１のキャリアフィルム１２２及び第２のキャリアフィルム１２４を含み、第１の導体セ
ット１４０ａ、第２の導体セット１４０ｂ、第３の導体セット１４０ｃ、及び第４の導体
セット１４０ｄのそれぞれの周囲にカバー部分１２６を形成する。第１のキャリアフィル
ム１２２及び第２のキャリアフィルム１２４はまた、それぞれの隣接する第１の導体セッ
ト１４０ａ～第４の導体セット１４０ｄの間に挟まれた部分１２８を形成し、第１の導体
セット１４０ａ～第４の導体セット１４０ｄのそれぞれが、それぞれのカバー部分１２６
を取り囲む挟まれた部分１２８を含むように延在する。特定の一実施形態では、接着剤１
２３が、他所に記載されるように挟まれた部分１２８において第１のキャリアフィルム１
２２と第２のキャリアフィルム１２４との間に配設されてもよい。接着剤１２３は、第１
のキャリアフィルム１２２と第２のキャリアフィルム１２４を共に結合し、接着剤１２３
は、カバー部分１２６内に存在してもよく又はしなくてもよい。図２Ｂに示されるように
、４つの導体セットが第２の電気ケーブル１２０内に配設されるが、任意の所望の数の導
体セットが第２の電気ケーブル１２０に含まれてもよく、他所に記載されるように、それ
ぞれの導体セットが挟まれた部分１２８によって隣接する導体セットから離間配置される
ことが理解されるべきである。
【００３６】
　第１の導体セット１４０ａ～第４の導体セット１４０ｄのそれぞれは、導体及び絶縁体
を含むが、簡潔にするために、第１の導体セット１４０ａと関連付けられる構成要素のみ
が記載される。類似の構成要素が第１の導体セット１４０ａ～第４の導体セット１４０ｄ
に含まれることが理解されるべきである。第１の導体セット１４０ａは、第１の導体１４
２ａ及び第２の導体１４４ａを含む。更に、第１の導体１４２ａ及び第２の導体１４４ａ
のそれぞれは、絶縁体１４３ａ、１４５ａによってそれぞれ取り囲まれる。特定の一実施
形態では、導体セットのそれぞれは、図２Ｂに示されるような２つの絶縁導体を含むが、
場合によっては、任意の数の絶縁導体がそれぞれの導体セットに含まれてもよく、例えば
、１つ、２つ、３つ、４つ、又は更には５つ以上の絶縁導体がそれぞれの導体セットに含
まれてもよい。場合によっては、絶縁されていない導体（図示せず）が導体セットに含ま
れてもよく、例えば、接地又はドレイン線が、他所に記載されるように、いくつかの位置
において導体セットに隣接して配設されてもよい。
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【００３７】
　入れ子ケーブルアセンブリ１００は、図２Ｂに示されるように、第２の電気ケーブル１
２０の挟まれた部分１２８に隣接する第１の電気ケーブル１１０のカバー部分１１６と、
第１の電気ケーブル１１０の挟まれた部分１１８に隣接する第２の電気ケーブル１２０の
対応するカバー部分１２６とを位置決めすることによって形成される。入れ子ケーブルア
センブリ１００は、第１の電気ケーブル１１０の挟まれた部分１１８内に複数のスロット
１１５ａ～１１５ｄを更に含む。複数のスロット１１５ａ～１１５ｄのそれぞれは、第１
のキャリアフィルム１１２及び第２のキャリアフィルム１１４が接着剤１１３で互いに結
合されたままであるように、挟まれた部分１１８にわたって延在する。場合によっては、
複数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、それぞれの挟まれた部分１１８内に配設されるが
、挟まれた部分１１８の１つ以上は、スロットを含まなくてもよい。場合によっては、複
数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、図２Ｂに示されるような入れ子ケーブルアセンブリ
１００の幅Ｗにわたって互いに隣接して位置決めされてもよいが、スロットの１つ以上は
、入れ子ケーブルアセンブリ１００の長さＬに沿って異なる位置で代わりに配設されても
よい。場合によっては、複数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、入れ子ケーブルアセンブ
リ１００の一方又は両端部で配設されてもよい。複数のスロット１１５ａ～１１５ｄのそ
れぞれは、第２の電気ケーブル１２０のカバー部分１２６がスロットを少なくとも部分的
に貫通することを可能にするのに十分な幅を有する。
【００３８】
　図２Ｃは、本開示の一態様による断面Ａ－Ａ’における図２Ａの入れ子ケーブルアセン
ブリ１００の概略断面図を示す。図２Ｃでは、図２Ａの入れ子ケーブルアセンブリ１００
は、後述されるように、第２の複数のスロットを含む入れ子ケーブルアセンブリ１００ａ
に指定される。図２Ｃに示される要素１１０～１４３ａのそれぞれが、前述された図２Ｂ
に示される同様に番号付けされた要素１１０～１４３ａに相当し、意図される材料及び材
料の特性が同様に相当する。例えば、図２Ｂの第１の電気ケーブル１１０は、図２Ｃの第
１の電気ケーブル１１０に相当するなどである。
【００３９】
　入れ子ケーブルアセンブリ１００ａは、図２Ｂに示されるように、第２の電気ケーブル
１２０の挟まれた部分１２８に隣接する第１の電気ケーブル１１０のカバー部分１１６と
、第１の電気ケーブル１１０の挟まれた部分１１８に隣接する第２の電気ケーブル１２０
の対応するカバー部分１２６とを位置決めすることによって形成される。入れ子ケーブル
アセンブリ１００ａは、第１の電気ケーブル１１０の挟まれた部分１１８内に複数のスロ
ット１１５ａ～１１５ｄを更に含む。複数のスロット１１５ａ～１１５ｄのそれぞれは、
第１のキャリアフィルム１１２及び第２のキャリアフィルム１１４が接着剤１１３で互い
に結合されたままであるように、挟まれた部分１１８にわたって延在する。場合によって
は、複数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、それぞれの挟まれた部分１１８内に配設され
るが、挟まれた部分１１８の１つ以上は、スロットを含まなくてもよい。場合によっては
、複数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、図２Ｂに示されるような入れ子ケーブルアセン
ブリ１００の幅Ｗにわたって互いに隣接して位置決めされてもよいが、スロットの１つ以
上は、入れ子ケーブルアセンブリ１００の長さＬに沿って異なる位置で代わりに配設され
てもよい。場合によっては、複数のスロット１１５ａ～１１５ｄは、入れ子ケーブルアセ
ンブリ１００の一方又は両端部で配設されてもよい。複数のスロット１１５ａ～１１５ｄ
のそれぞれは、第２の電気ケーブル１２０のカバー部分１２６がスロットを少なくとも部
分的に貫通可能にするのに十分な幅を有する。
【００４０】
　入れ子ケーブルアセンブリ１００ａは、第２の電気ケーブル１２０の挟まれた部分１２
８内に第２の複数のスロット１２５ａ～１２５ｄをまた更に含む。第２の複数のスロット
１２５ａ～１２５ｄのそれぞれは、第１のキャリアフィルム１２２及び第２のキャリアフ
ィルム１２４が接着剤１２３で互いに結合されたままであるように、挟まれた部分１２８
にわたって延在する。場合によっては、第２の複数のスロット１２５ａ～１２５ｄは、そ



(14) JP 6300721 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

れぞれの挟まれた部分１２８内に配設されるが、挟まれた部分１２８の１つ以上は、スロ
ットを含まなくてもよい。場合によって、第２の複数のスロット１２５ａ～１２５ｄは、
図２Ｃに示されるような入れ子ケーブルアセンブリ１００ａの幅Ｗにわたって互いに隣接
して位置決めされてもよいが、スロットの１つ以上は、入れ子ケーブルアセンブリ１００
ａの長さＬに沿って異なる位置で代わりに配設されてもよい。場合によっては、第２の複
数のスロット１２５ａ～１２５ｄは、入れ子ケーブルアセンブリ１００ａの一方又は両端
部で配設されてもよい。場合によっては、複数のスロット１１５ａ～１１５ｄ及び第２の
複数のスロット１２５ａ～１２５ｄは、入れ子ケーブルアセンブリ１００ａの同じ領域内
に配設されてもよいが、それらはまた、入れ子ケーブルアセンブリ１００ａの異なる領域
内に配設されてもよい。複数のスロット１２５ａ～１２５ｄのそれぞれは、第１の電気ケ
ーブル１１０のカバー部分１１６がスロットを少なくとも部分的に貫通可能にするのに十
分な幅を有する。
【００４１】
　図３は、本開示の一態様による入れ子ケーブルアセンブリ２００の断面のアセンブリ概
略図を示す。入れ子ケーブルアセンブリ２００は、入れ子電気ケーブルのそれぞれの中性
軸を互いにより接近して整列し、それによってあらゆる外部応力を加える際に互いに対し
て分離するか、又はピストン運動をするケーブルの傾向を低減する。図３に示される要素
２１０～２４３ａのそれぞれが、前述された図２Ａ～２Ｃに示される同様に番号付けされ
た要素１１０～１４３ａに相当し、意図される材料及び材料の特性が同様に相当する。例
えば、図３の第１の電気ケーブル２１０は、図２Ａの第１の電気ケーブル１１０に相当す
るなどである。
【００４２】
　入れ子ケーブルアセンブリ２００は、第１の電気ケーブル２１０及び第２の電気ケーブ
ル２２０を含み、それぞれがカバー部分２１６、２２６及び挟まれた部分２１８、２２８
をそれぞれ有する。第１の電気ケーブル２１０の挟まれた部分２１８のそれぞれが、第１
の中性軸２１１からの第１の最大挟み離隔距離２５０で配設され、カバー部分２１６のそ
れぞれが、第１の中性軸２１１からの第１の最大カバー離隔距離２５５で配設される。同
様に、第２の電気ケーブル２２０の挟まれた部分２２８のそれぞれが、第２の中性軸２２
１からの第２の最大挟み離隔距離２６０で配設され、カバー部分２２６のそれぞれが、第
２の中性軸２２１からの第２の最大カバー離隔距離２６５で配設される。第１の最大挟み
離隔距離２５０及び第２の最大の挟み離隔距離２６０は、それぞれ第１の最大カバー離隔
距離２５５及び第２の最大カバー離隔距離２６５以上である。このように、入れ子ケーブ
ルアセンブリ２００は、第１の中性軸２１１及び第２の中性軸２２１と一致することがで
きる入れ子中性軸２０１を含む。
【００４３】
　特定の一実施形態では、第１の最大挟み離隔距離２５０及び第２の最大挟み離隔距離２
６０は互いに等しく、第１の最大カバー離隔距離２５５及び第２の最大カバー離隔距離２
６５は互いに等しく、入れ子中性軸２０１は、図示されるように、第１の中性軸２１１及
び第２の中性軸２２１と一致する。特定の一実施形態では、電気導体のそれぞれ（例えば
、図２Ｂ～２Ｃに示されるような１３２ａ、１３４ａ、及び１４２ａ、１４４ａ）は、第
１の電気ケーブル２１０及び第２の電気ケーブル２２０において同じ直径であり、入れ子
中性軸２０１は、図示されるように、第１の中性軸２１１及び第２の中性軸２２１と一致
する。しかしながら、場合によっては、電気導体のそれぞれ（図２Ｂ～２Ｃに示されるよ
うな１３２ａ、１３４ａ、及び１４２ａ、１４４ａ）は、第１の電気ケーブル２１０及び
第２の電気ケーブル２２０において異なる直径であり、入れ子中性軸２０１は、第１の中
性軸２１１及び第２の中性軸２２１と一致しない。
【００４４】
　特定の一実施形態では、挟まれた部分２１８、２２８は、第１の電気ケーブル２１０及
び第２の電気ケーブル２２０を入れ子にする前に（例えば、成形型又は型枠内で圧延又は
プレスすることによって）個別に形成されてもよく、そのため第１の最大挟み離隔距離２
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５０及び第２の最大挟み離隔距離２６０は、それぞれ第１の最大カバー離隔距離２５５及
び第２の最大カバー離隔距離２６５以上である。特定の一実施形態では、挟まれた部分２
１８、２２８は、隣接するカバー部分２１６、２２６間に十分な離隔距離を有してもよく
、その結果、第１の電気ケーブル２１０及び第２の電気ケーブル２２０を共に入れ子にし
、プレスする際に、挟まれた部分２１８、２２８がカバー部分２１６、２２６の輪郭に合
わせて変形及び成形する、その結果、第１の最大挟み離隔距離２５０及び第２の最大挟み
離隔距離２６０が、それぞれ第１の最大カバー離隔距離２５５及び第２の最大カバー離隔
距離２６５以上になっている。
【００４５】
　特定の一実施形態では、第１の電気ケーブル２１０及び第２の電気ケーブル２２０のそ
れぞれは、ケーブル沿った任意の所望の位置で配設される任意の所望の数の接地線及び／
又はドレイン線２７０、２７２、２７５を更に含んでもよい。場合によっては、任意の接
地及び／又はドレイン線２７０、２７２、２７５は、第１のキャリアフィルム１１２、１
２２、又は第２のキャリアフィルム１１４、１２４などの同じ又は異なるキャリアフィル
ムと電気的に接触してもよい。図３に示されるように、任意の第１の接地／ドレイン線２
７０は、第１のキャリアフィルム１１２、１２２と電気的に接触してもよく、任意の第２
の接地／ドレイン線２７２は、第２のキャリアフィルム１１４、１２４と電気的に接触し
てもよく、任意の第３の接地／ドレイン線２７５は、第１のキャリアフィルム１１２、１
２２、又は第２のキャリアフィルム１１４、１２４の一方又は両方のカバー部分２１６、
２２６内であり、内面２７３、２７４に隣接してもよい。類似の任意の接地及び／又はド
レイン線２７０、２７２、２７５が本明細書に記載される入れ子ケーブルアセンブリのい
ずれかに含まれてもよいが、それらは全ての図に具体的に示されないことが理解されるべ
きである。
【００４６】
　図４Ａ～４Ｂは、本開示の一態様による入れ子ケーブルアセンブリ４００ａ、４００ｂ
の概略断面図を示す。図４Ａ～４Ｂでは、より低い弾性率のフィルムが、入れ子ケーブル
アセンブリ４００ａ、４００ｂの剛性の低下、及び曲げる際の屈曲能力の向上を可能にす
る。図４Ａ～４Ｂに示される要素４１０～４２８のそれぞれが、前述された図２Ａ～２Ｃ
に示される同様に番号付けされた要素１１０～１２８に相当し、意図される材料及び材料
の特性が同様に相当する。例えば、図４Ａ～４Ｂの第１の電気ケーブル４１０は、図２Ａ
の第１の電気ケーブル１１０に相当するなどである。
【００４７】
　図４Ａでは、第１の電気ケーブル４１０ａが、接着剤４１３と共に結合される第１のキ
ャリアフィルム４１２及び第２のキャリアフィルム４１４を含むカバー部分４１６及び挟
まれた部分４１８を含む。ケーブルアセンブリを取り囲むカバー部分４１６及び挟まれた
部分４１８のそれぞれ（例えば、図２Ｂの１３０ａ～１３０ｄと表示されるものなど）は
、ケーブルアセンブリを接続し、かつ第１のキャリアフィルム４１２又は第２のキャリア
フィルム４１４のいずれかより低い弾性率を有する第１のキャリアフィルム４１７に配設
される。特定の一実施形態では、第１のキャリアフィルム４１７は、弾性材料又は非弾性
材料のいずれかから選択されてもよい。
【００４８】
　第２の電気ケーブル４２０ａが、接着剤４２３と共に結合される第１のキャリアフィル
ム４２２及び第２のキャリアフィルム４２４を含むカバー部分４２６及び挟まれた部分４
２８を含む。入れ子ケーブルアセンブリ４００ａは、図４Ａに示されるように、第２の電
気ケーブル４２０の挟まれた部分４２８に隣接する第１の電気ケーブル４１０のカバー部
分４１６と、第１の電気ケーブル１１０のケーブルアセンブリを接続する第１のキャリア
フィルム４１７に隣接する第２の電気ケーブル４２０の対応するカバー部分４２６とを位
置決めすることによって形成される。第１のキャリアフィルム４１７のより低い弾性率に
より、入れ子ケーブルアセンブリ４００ａを曲げる間により高い可撓性が可能になる。
【００４９】
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　図４Ｂでは、第１の電気ケーブル４１０ｂが、接着剤４１３と共に結合される第１のキ
ャリアフィルム４１２及び第２のキャリアフィルム４１４を含むカバー部分４１６及び挟
まれた部分４１８を含む。ケーブルアセンブリを取り囲むカバー部分４１６及び挟まれた
部分４１８のそれぞれ（例えば、図２Ｂの１３０ａ～１３０ｄと表示されるものなど）は
、ケーブルアセンブリを接続し、かつ第１のキャリアフィルム４１２又は第２のキャリア
フィルム４１４のいずれかより低い弾性率を有する第１のキャリアフィルム４１７に配設
される。特定の一実施形態では、第１のキャリアフィルム４１７は、弾性材料又は非弾性
材料のいずれかから選択されてもよい。
【００５０】
　第２の電気ケーブル４２０ｂが、接着剤４２３と共に結合される第１のキャリアフィル
ム４２２及び第２のキャリアフィルム４２４を含むカバー部分４２６及び挟まれた部分４
２８を含む。ケーブルアセンブリを取り囲むカバー部分４２６及び挟まれた部分４２８の
それぞれ（例えば、図２Ｂの１３０ａ～１３０ｄと表示されるものなど）は、ケーブルア
センブリを接続し、かつ第１のキャリアフィルム４２２又は第２のキャリアフィルム４２
４のいずれかより低い弾性率を有する第１のキャリアフィルム４２７に配設される。特定
の一実施形態では、第１のキャリアフィルム４２７は、弾性材料又は非弾性材料のいずれ
かから選択されてもよい。
【００５１】
　入れ子ケーブルアセンブリ４００ｂは、図４Ｂに示されるように、第２の電気ケーブル
４２０のケーブルアセンブリを接続する第１のキャリアフィルム４２７に隣接する第１の
電気ケーブル４１０のカバー部分４１６と、第１の電気ケーブル１１０のケーブルアセン
ブリを接続する第１のキャリアフィルム４１７に隣接する第２の電気ケーブル４２０の対
応するカバー部分４２６とを位置決めすることによって形成される。第１のキャリアフィ
ルム４１７、４２７のより低い弾性率により、入れ子ケーブルアセンブリ４００ｂを曲げ
る間により高い可撓性が可能になる。
【００５２】
　図５Ａ～５Ｂは、本開示の一態様によるジャケット付き入れ子ケーブルアセンブリ５０
１、５０２の概略断面図を示す。ジャケット付き入れ子ケーブルアセンブリ５０１は、他
所に記載されるように、第１の電気ケーブル５１０及び第２の電気ケーブル５２０を有す
る入れ子ケーブルアセンブリ５００を含む。ジャケット５９０が入れ子ケーブルアセンブ
リ５００を取り囲む。ジャケット５９０は、例えば、ケーブルの環境保全、電気絶縁、及
び改良されたロバスト性を提供することができる。任意の接地／ドレイン線５８０が、ジ
ャケット５９０内に提供され、ケーブルへの更なる強度、及びケーブルアセンブリの終端
における歪み解放も実現することができる。場合によっては、特に更なる接地が必要とさ
れない場合には、任意の接地／ドレイン線５８０は、ナイロン又は別のポリマーのような
補強誘電体から代わりに製造されてもよい。
【００５３】
　ジャケット付き入れ子ケーブルアセンブリ５０２は、他所に記載されるように、第１の
電気ケーブル５１０及び第２の電気ケーブル５２０を有する入れ子ケーブルアセンブリ５
００を含む。ジャケット５９０が入れ子ケーブルアセンブリ５００を取り囲む。ジャケッ
ト５９０は、ケーブルの環境保全、電気絶縁、及び改良されたロバスト性を提供すること
ができる。任意の導電性遮蔽５８５が、ジャケット５９０内に提供され、更なる遮蔽をケ
ーブルアセンブリに提供することができる。場合によっては、特に過度の外部電場により
更なる遮蔽が必要とされる場合には、導電性遮蔽５８５のいくつかの層がジャケット５９
０内に含まれてもよい。特定の一実施形態では、導電性遮蔽５８５のいくつかの層は、高
分子フィルム内に導電性材料の層を含んでもよく、それは、例えば、米国特許出願第ＵＳ
２０１０／０３００７４４号（Ｒｏｍａｎｋｏら）に記載されるものなどである。場合に
よっては、導電性遮蔽５８５のそれぞれの層が、更なる任意の接地／ドレイン線（図示せ
ず）と接触し、シャーシ接地で終端される電気的接触を提供することができる。
【００５４】
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　図６Ａは、本開示の一態様による終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の概略上
面図を示す。図６Ａに示される要素６１０～６４５のそれぞれが、前述された図２Ｂに示
される同様に番号付けされた要素１１０～１４５に相当し、意図される材料及び材料の特
性が同様に相当する。例えば、図６Ａの第１の電気ケーブル６１０は、図２Ａの第１の電
気ケーブル１１０に相当するなどである。明確にするために、ごく少数の代表的要素が示
され、図６Ａの以下の説明に記載される。
【００５５】
　図６Ａでは、終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００は、入れ子の第１の電気ケー
ブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０を含み、それぞれが第１の入れ子ケーブル端部
６０４及び反対側の第２の入れ子ケーブル端部６０８を有する。第１の電気ケーブル６１
０及び第２の電気ケーブル６２０のそれぞれは、第１の導体セット６３０ａ、６３０ｂ及
び第２の導体セット６４０ａ、６４０ｂをそれぞれ含む。第１の導体セット及び第２の導
体セットのそれぞれ（６３０ａ、６３０ｂ、６４０ａ、６４０ｂ）は、導体（例えば、６
３２ａ、６３４ａ、６４２ｂ、６４４ｂ）と、絶縁体（例えば、６３３ａ、６３５ａ、６
４３ｂ、６４５ｂ）とを含む。終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の第１の入れ
子ケーブル端部６０４及び第２の入れ子ケーブル端部６０８は、第１のプリント回路基板
６０１及び第２のプリント回路基板６０５に近接してそれぞれ配設され、それらがそれぞ
れ電気的に接続される。例えば、圧着、締め付け、被着、はんだ付け、溶接、超音波接合
などを含む任意の既知の好適な技術によって電気的接続がなされてもよい。
【００５６】
　特定の一実施形態では、第１の入れ子ケーブル端部６０４は、第１のプリント回路基板
６０１の第１の側方導体パッド６０２と電気的に接続される第１の電気ケーブル６１０か
らの電気導体（例えば、６３４ａ、６３２ｂ）と、第１のプリント回路基板６０１の第２
の側方導体パッド６０３と電気的に接続される第２の電気ケーブル６２０からの電気導体
（例えば、６４２ａ、６４４ｂ）とを有する。場合によっては、第１の電気ケーブル６１
０又は第２の電気ケーブル６２０のいずれかからの任意の数の電気導体（例えば、６３４
ａ、６３２ａ、６４２ａ、６４４ｂ）が、第１の側方導体パッド６０２、第２の側方導体
パッド６０３、第１の側方導体パッド６０２及び第２の側方導体パッド６０３の両方、又
は第１のプリント回路基板６０１のいずれかと電気的に接続されてもよい。
【００５７】
　特定の一実施形態では、第２の入れ子ケーブル端部６０８は、第２のプリント回路基板
６０５の第１の側方導体パッド６０６と電気的に接続される第１の電気ケーブル６１０か
らの電気導体（例えば、６３４ａ、６３２ｂ）と、第２のプリント回路基板６０５の第２
の側方導体パッド６０７と電気的に接続される第２の電気ケーブル６２０からの電気導体
（例えば、６４２ａ、６４４ｂ）とを有する。場合によっては、第１の電気ケーブル６１
０又は第２の電気ケーブル６２０のいずれかからの任意の数の電気導体（例えば、６３４
ａ、６３２ａ、６４２ａ、６４４ｂ）は、第１の側方導体パッド６０６、第２の側方導体
パッド６０７、又は第２のプリント回路基板６０５の第１の側方導体パッド６０６及び第
２の側方導体パッド６０７の両方のいずれかと電気的に接続されてもよい。
【００５８】
　図６Ｂ～６Ｄは、６Ｂ～６Ｅ（即ち、第１の入れ子ケーブル端部６０４）に指定される
第１の入れ子ケーブル端部６０４の付近の図６Ａの一部分の線Ａ－Ａ’における概略側面
図を示す。図６Ｂ～６Ｄに示される要素６０１～６４５のそれぞれが、前述された図６Ａ
に示される同様に番号付けされた要素６０１～６４５に相当し、意図される材料及び材料
の特性が同様に相当する。例えば、図６Ｂ～６Ｄの第１のプリント回路基板６０１は、図
６Ａの第１のプリント回路基板６０１に相当するなどである。明確にするために、ごく少
数の代表的要素が示され、図６Ｂ～６Ｄの以下の説明に記載される。
【００５９】
　一態様では、図６Ｂ～６Ｄに記載される実施形態は、１つのリボンからの信号線がパド
ルカードの一方の側（例えば、近端終端における）、及び遠端終端におけるパドルカード
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の同じ側又は反対側に終端され得る多くのカスタマイズ可能な終端方式を提供する入れ子
ケーブル構成の能力を示す。本開示に示すようにずれていなく又は入れ子にされていない
２つの従来の先行技術を使用して両側に終端を達成することは、所定の接続方式の任意の
終端順（「ピン配列」と呼ばれる）を達成するようにリボンが撚り合わされ及び／又は反
転されることを必要とする場合がある。本明細書に記載される任意の入れ子ケーブルでは
、それぞれの対がＰＣＢ又はパドルカードの任意の側に終端されてもよく、また任意の対
（ケーブルが対を成す場合）からの任意の単一信号線が一方の側にあってもよいが、他の
対の線がＰＣＢ又はパドルカードの反対側に引き回されてもよいことが理解されるべきで
ある。更に、所望の場合、それぞれの入れ子ケーブルがパドルカードの同じ側に終端され
てもよい。
【００６０】
　更に、本明細書に記載される任意の入れ子ケーブルでは、導体は、入れ子をほどくこと
なく、又は記載されたスロットを使用することなくＰＣＢ又はパドルカードの反対側に引
き回されてもよいことが理解されるべきである。本開示に示すようにずれていなく又は入
れ子にされていない従来の先行技術のリボンは、導体が曲げられるときに反対側に達する
ように長くなければならないことを必要とする場合があり、その結果として、電気信号が
クロストーク及びインピーダンス変化によって損なわれるようになる。ケーブルを入れ子
にすることによって、導体は終端前に遠くに延在する必要はなく、信号は達するときによ
り良い形状になっていることになる。このような場合には、ＰＣＢ又はパドルカードの反
対側に交差することが必要である場合に信号完全性がより良く維持されてもよい。
【００６１】
　図６Ｂでは、第１の電気ケーブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０は、第１のプリ
ント回路基板６０１の付近の終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００に対して他所に
記載される入れ子にされた位置からずらされる。場合によっては、ケーブルは、「入れ子
をほどく」、即ち、例えば、図３のアセンブリを反転することによって示されるように互
いにわずかに引き離すことによってずらすことができる。場合によっては、ケーブルは、
例えば、図２Ａ～２Ｃに記載されるように、一方の端部で一方又は両方のケーブルのいず
れかをスロットに入れ、かつケーブルを織り交ぜることによってずらすことができる。電
気導体６３２ｂ、６４４ｂのそれぞれは、図示されるような導体への曲げ又は応力を最小
限にして、第１の側方導体パッド６０２及び第２の側方導体パッド６０３にそれぞれ固着
される。
【００６２】
　図６Ｃでは、第１の電気ケーブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０は、第１のプリ
ント回路基板６０１の付近で終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の入れ子にされ
た位置にとどまる。電気導体６３２ｂ、６４４ｂのそれぞれは、図示されるような導体を
曲げることによって第１の側方導体パッド６０２及び第２の側方導体パッド６０３にそれ
ぞれ固着される。
【００６３】
　図６Ｄでは、第１の電気ケーブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０は、第１のプリ
ント回路基板６０１の付近の終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００に対して他所に
記載される入れ子にされた位置からわずかにずらされる。場合によっては、ケーブルは、
「入れ子をほどく」、即ち、例えば、図３のアセンブリを反転することによって示される
ように互いにわずかに引き離すことによってずらすことができる。場合によっては、ケー
ブルは、例えば、図２Ａ～２Ｃに記載されるように、一方の端部で一方又は両方のケーブ
ルのいずれかをスロットに入れ、かつケーブルを織り交ぜることによってずらすことがで
きる。電気導体６３２ｂ、６４４ｂのそれぞれは、図示されるような導体への曲げ又は応
力をわずかにして、第１の側方導体パッド６０２及び第２の側方導体パッド６０３にそれ
ぞれ固着される。
【００６４】
　図６Ｅは、６Ｂ～６Ｅに指定される第１の入れ子ケーブル端部６０４の付近の図６Ａの
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一部分の線Ａ－Ａ”における概略端面図を示す。図６Ｅに示される要素６０１～６４５の
それぞれが、前述された図６Ａに示される同様に番号付けされた要素６０１～６４５に相
当し、意図される材料及び材料の特性が同様に相当する。例えば、図６Ｅの第１のプリン
ト回路基板６０１は、図６Ａの第１のプリント回路基板６０１に相当するなどである。
【００６５】
　図６Ｅに示される特定の実施形態は、電気ケーブルのそれぞれが第１のプリント回路基
板６０１の付近で少なくとも部分的に「入れ子をほどくこと」をされた図６Ｂ又は図６Ｄ
に示される側面図に最も直接的に相当する。
【００６６】
　図６Ｆは、本開示の一態様による終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の概略上
面図を示す。図６Ｆに示される要素６１０～６４５のそれぞれが、前述された図６Ａに示
される同様に番号付けされた要素６１０～６４５に相当し、意図される材料及び材料の特
性が同様に相当する。図６Ｆは、第１の入れ子ケーブル端部６０４の電気的接続が第１の
プリント回路基板の第１の側に取り付けられ、第２の入れ子ケーブル端部６０８の電気的
接続が第２のプリント回路基板の第２の側に取り付けられる本開示の特定の一実施形態を
示す。
【００６７】
　図６Ｆでは、終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００は、入れ子の第１の電気ケー
ブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０を含み、それぞれが第１の入れ子ケーブル端部
６０４及び反対側の第２の入れ子ケーブル端部６０８を有する。第１の電気ケーブル６１
０及び第２の電気ケーブル６２０のそれぞれは、第１の導体セット６３０ａ、６３０ｂ及
び第２の導体セット６４０ａ、６４０ｂをそれぞれ含む。第１の導体セット及び第２の導
体セットのそれぞれ（６３０ａ、６３０ｂ、６４０ａ、６４０ｂ）は、導体（例えば、６
３２ａ、６３４ａ、６４２ｂ、６４４ｂ）と、絶縁体（例えば、６３３ａ、６３５ａ、６
４３ｂ、６４５ｂ）とを含む。終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の第１の入れ
子ケーブル端部６０４及び第２の入れ子ケーブル端部６０８は、第１のプリント回路基板
６０１及び第２のプリント回路基板６０５に近接してそれぞれ配設され、それらがそれぞ
れ電気的に接続される。例えば、圧着、締め付け、被着、はんだ付け、溶接、超音波接合
などを含む任意の既知の好適な技術によって電気的接続がなされてもよい。
【００６８】
　特定の一実施形態では、第１の入れ子ケーブル端部６０４は、第１のプリント回路基板
６０１の第１の側方導体パッド６０２と電気的に接続される第１の電気ケーブル６１０か
らの電気導体（例えば、６３４ａ、６３２ｂ）と、第１のプリント回路基板６０１の第２
の側方導体パッド６０３と電気的に接続される第２の電気ケーブル６２０からの電気導体
（例えば、６４２ａ、６４４ｂ）とを有する。場合によっては、第１の電気ケーブル６１
０又は第２の電気ケーブル６２０のいずれかからの任意の数の電気導体（例えば、６３４
ａ、６３２ａ、６４２ａ、６４４ｂ）が、第１の側方導体パッド６０２、第２の側方導体
パッド６０３、第１の側方導体パッド６０２及び第２の側方導体パッド６０３の両方、又
は第１のプリント回路基板６０１のいずれかと電気的に接続されてもよい。
【００６９】
　特定の一実施形態では、第２の入れ子ケーブル端部６０８は、第２のプリント回路基板
６０５の第２の側方導体パッド６０７と電気的に接続される第１の電気ケーブル６１０か
らの電気導体（例えば、６３４ａ、６３２ｂ）と、第２のプリント回路基板６０５の第１
の側方導体パッド６０６と電気的に接続される第２の電気ケーブル６２０からの電気導体
（例えば、６４２ａ、６４４ｂ）とを有する。場合によっては、第１の電気ケーブル６１
０又は第２の電気ケーブル６２０のいずれかからの任意の数の電気導体（例えば、６３４
ａ、６３２ａ、６４２ａ、６４４ｂ）が、第１の側方導体パッド６０６、第２の側方導体
パッド６０７、又は第２のプリント回路基板６０５の第１の側方導体パッド６０６及び第
２の側方導体パッド６０７の両方のいずれかと電気的に接続されてもよい。図６Ｂ～６Ｄ
は、６Ｂ～６Ｅに指定される第１の入れ子ケーブル端部６０４の付近の図６Ｆの一部分の
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線Ａ－Ａ’における概略側面図を示し、図６Ｅは、６Ｂ～６Ｅに指定される第１の入れ子
ケーブル端部６０４の付近の図６Ｆの一部分の線Ａ－Ａ”における概略端面図を示し、そ
の両方が図６Ａを参照して前述される。
【００７０】
　図６Ｇは、６Ｇ（即ち、第２の入れ子ケーブル端部６０８を含む）に指定される第２の
入れ子ケーブル端部６０８の付近の図６Ｆの一部分の線Ｂ－Ｂ’における概略端面図を示
す。図６Ｇに示される要素６０１～６４５のそれぞれが、前述された図６Ａに示される同
様に番号付けされた要素６０１～６４５に相当し、意図される材料及び材料の特性が同様
に相当する。
【００７１】
　図６Ｇに示される特定の実施形態は、電気ケーブルのそれぞれが、例えば、図２Ａ～２
Ｃに記載されるように、第２の端部６０８でケーブルをスロットに入れ、かつケーブルを
織り交ぜることによってずらされた図６Ｂ又は図６Ｄに示される側面図に最も直接的に相
当する。終端された入れ子ケーブルアセンブリ６００の第２の入れ子ケーブル端部６０８
において、第１の電気ケーブル６１０及び第２の電気ケーブル６２０は、第１のスロット
６１５ａ、６１５ｂ及び第２のスロット６２５ａ、６２５ｂを通ってそれぞれ引っ張られ
た。この特定の実施形態では、第１の導体セット６３０ａ及び第２の導体セット６３０ｂ
のそれぞれは、第２の側方導体パッド６０３に近接して配設され、第１の導体セット６４
０ａ及び第２の導体セット６４０ｂのそれぞれは、第１の側方導体パッド６０２に近接し
て配設される。電気導体のそれぞれ（例えば、６３２ｂ、６４４ｂ）は、図示されるよう
な導体への曲げ又は応力を最小限にして、第２の側方導体パッド及び第１の側方導体パッ
ド（それぞれ６０３、６０２）に固着される。
【００７２】
　以下に、本開示の実施形態を列記する。
【００７３】
　項目１は、第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブ
リであって、それぞれのケーブルが、ケーブルアセンブリの長さに沿って延在し、かつケ
ーブルアセンブリの幅に沿って互いに離間配置される複数の導体セットを備え、第１の電
気ケーブルが、それぞれが少なくとも２つの絶縁導体を備える少なくとも第１導体セット
及び第２の導体セットを備え、第２の電気ケーブルのそれぞれの導体セットが、少なくと
も１つの絶縁導体を備え、第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルのそれぞれの導体
セットが、電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設される第１のキャリ
アフィルム及び第２のキャリアフィルムであって、第１のキャリアフィルム及び第２のキ
ャリアフィルムが、カバー部分及び挟まれた部分を含み、横断面において、第１のキャリ
アフィルム及び第２のキャリアフィルムのカバー部分が合同して、各導体セットを実質的
に取り囲み、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムの挟まれた部分が合同
して、各導体セットの各側面にケーブルの挟まれた部分を形成するように配置される、第
１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムと、ケーブルの挟まれた部分内に第１
のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムを結合する接着剤層と、を備え、第１の
電気ケーブル及び第２の電気ケーブルが、それぞれのケーブルのそれぞれの導体セットが
他方のケーブルの挟まれた部分内に配設されるように配置され、第１の電気ケーブル及び
第２の電気ケーブルのうちの少なくとも一方が、ケーブルを通って延在するケーブルの挟
まれた部分内にスロットを含み、スロットが、挟まれた部分の幅を超えないスロット幅と
、ケーブルの長さ未満であるスロット長とを有し、スロットが、挟まれた部分内に配設さ
れる他方のケーブルの導体セットの絶縁導体がスロットを少なくとも部分的に貫通するこ
とを可能にするのに十分な幅である、電気ケーブルアセンブリである。
【００７４】
　項目２は、ケーブルアセンブリの幅の周りに巻き付けられ、かつケーブルアセンブリの
長さに沿って延在する少なくとも１つの可撓性導体を更に備える、項目１に記載の電気ケ
ーブルアセンブリである。
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【００７５】
　項目３は、少なくとも１つの可撓性導体が、金属化ポリマーフィルムを含む、項目２に
記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００７６】
　項目４は、金属化ポリマーフィルムが、少なくとも２つの金属化層を含む、項目３に記
載の電気ケーブルアセンブリである。
【００７７】
　項目５は、電気ケーブルアセンブリを少なくとも部分的に取り囲むジャケットを更に備
える、項目１～項目４に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００７８】
　項目６は、第２の電気ケーブル内のそれぞれの導体セットが、少なくとも２つの絶縁導
体を備える、項目１～項目５に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００７９】
　項目７は、第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブルがそれぞれ、少なくとも４つの
導体セットを備え、導体セットのそれぞれが２つの絶縁導体を備える、項目１～項目６に
記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８０】
　項目８は、内部に導体セットを収容する第１の電気ケーブル及び第２の電気ケーブル内
のそれぞれの挟まれた部分がスロットを含み、収容された導体セットの絶縁導体のうちの
少なくともいくつかの少なくとも一部分が、対応するスロットを通って挟まれた部分の反
対側へ誘導される、項目１～項目７に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８１】
　項目９は、複数の導体セットを備える電気ケーブルアセンブリであって、複数の導体セ
ットが、ケーブルの長さに沿って延在し、かつケーブルの幅に沿って互いに離間配置され
、複数の導体セットが、少なくとも２つの絶縁導体を備える少なくとも１つの導体セット
を備え、それぞれの導体セットが、電気ケーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に
配設される第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムであって、第１の遮蔽フィルム及
び第２の遮蔽フィルムが、カバー部分及び挟まれた部分を含み、横断面において、第１の
キャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムのカバー部分が合同して、各導体セットを
実質的に取り囲み、第１のフィルム及び第２のフィルムの挟まれた部分が合同して、各導
体セットの各側面にケーブルの挟まれた部分を形成するように配置される、第１の遮蔽フ
ィルム及び第２の遮蔽フィルムと、ケーブルの挟まれた部分で第１の遮蔽フィルム及び第
２の遮蔽フィルムを結合する接着剤層と、を備え、それぞれの導体と交差する平面からの
電気ケーブルの挟まれた部分の第１の最大離隔距離が、それぞれの導体と交差する平面か
らの、挟まれた部分の両側面のカバー部分の第２の最大離隔距離よりも大きい、電気ケー
ブルアセンブリである。
【００８２】
　項目１０は、一対の絡み合う電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって、
それぞれの電気ケーブルが項目９に記載のものであり、それぞれのケーブルのそれぞれの
導体セットが他方のケーブルの挟まれた部分内に配設されるように、一対の電気ケーブル
が配置される、電気ケーブルアセンブリである。
【００８３】
　項目１１は、導体が中性面を含む、項目１０に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８４】
　項目１２は、ケーブルアセンブリの幅に巻き付けられ、かつケーブルアセンブリの長さ
に沿って延在する少なくとも１つの可撓性導体を更に備える、項目１０又は項目１１に記
載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８５】
　項目１３は、少なくとも１つの可撓性導体が、金属化ポリマーフィルムを含む、項目１
２に記載の電気ケーブルアセンブリである。



(22) JP 6300721 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【００８６】
　項目１４は、金属化ポリマーフィルムが、少なくとも２つの金属化層を含むる、項目１
３に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８７】
　項目１５は、電気ケーブルアセンブリを少なくとも部分的に取り囲むジャケットを更に
備える、項目１０～項目１４に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００８８】
　項目１６は、複数の導体セットを備える電気ケーブルアセンブリであって、複数の導体
セットが、ケーブルの長さに沿って延在し、かつケーブルの幅に沿って互いに離間配置さ
れ、それぞれの導体セットが、少なくとも１つの絶縁導体と、電気ケーブルの対向する第
１の側面及び第２の側面に配設される第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィル
ムであって、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィルムが、カバー部分及び挟
まれた部分を含み、横断面において、第１のキャリアフィルム及び第２のキャリアフィル
ムのカバー部分が合同して、各導体セットを実質的に取り囲み、第１のキャリアフィルム
及び第２のキャリアフィルムの挟まれた部分が合同して、各導体セットの各側面にケーブ
ルの挟まれた部分を形成するように配置される、第１のキャリアフィルム及び第２のキャ
リアフィルムと、ケーブルの挟まれた部分で第１のキャリアフィルム及び第２のキャリア
フィルムを結合する接着剤層と、それぞれの第１のキャリアフィルムに固着され、隣接す
る導体セット間において延在する第１のキャリアフィルムと、を備え、第１のキャリアフ
ィルムが、第１のキャリアフィルム又は第２のキャリアフィルムより低い弾性率を有する
、電気ケーブルアセンブリである。
【００８９】
　項目１７は、一対の絡み合う電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって、
それぞれの電気ケーブルが項目１６に記載のものであり、それぞれのケーブルのそれぞれ
の導体セットが他方のケーブルの隣接するカバー部分間に配設されるように、一対の電気
ケーブルが配置される、電気ケーブルアセンブリである。
【００９０】
　項目１８は、導体が中性面を含む、項目１７に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９１】
　項目１９は、ケーブルアセンブリの幅の周りに巻き付けられ、かつケーブルアセンブリ
の長さに沿って延在する少なくとも１つの可撓性導体を更に備える、項目１７又は項目１
８に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９２】
　項目２０は、少なくとも１つの可撓性導体が、金属化ポリマーフィルムを含む、項目１
９に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９３】
　項目２１は、金属化ポリマーフィルムが、少なくとも２つの金属化層を含む、項目２０
に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９４】
　項目２２は、電気ケーブルアセンブリを少なくとも部分的に取り囲むジャケットを更に
備える、項目１７～項目２１に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９５】
　項目２３は、第１の複数の導体セットと、第２の複数のドレイン線とを備える、電気ケ
ーブルアセンブリであって、第１の複数の導体セットが、ケーブルの長さに沿って延在し
、かつケーブルの幅に沿って互いに離間配置され、第２の複数のドレイン線が、ケーブル
の長さに沿って延在し、それぞれの導体セットが、少なくとも１つの絶縁導体と、電気ケ
ーブルの対向する第１の側面及び第２の側面に配設される第１の遮蔽フィルム及び第２の
遮蔽フィルムであって、第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムが、カバー部分及び
挟まれた部分を含み、横断面において、第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムのカ
バー部分が合同して、各導体セットを実質的に取り囲み、第１の遮蔽フィルム及び第２の
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分を形成するように配置される、第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムと、ケーブ
ルの挟まれた部分で第１の遮蔽フィルム及び第２の遮蔽フィルムを結合する接着剤層と、
を備え、ケーブルが平らにされるとき、絶縁導体が第１の中性面を画定し、第２の複数の
ドレイン線なしにケーブルが、第１の中性面と一致しない第２の中性面を画定し、第２の
複数のドレイン線と共にケーブルが、第１の中性面と一致する第３の中性面を画定する、
電気ケーブルアセンブリである。
【００９６】
　項目２４は、一対の絡み合う電気ケーブルを備える電気ケーブルアセンブリであって、
それぞれの電気ケーブルが、項目２３に記載のものであり、それぞれのケーブルのそれぞ
れの導体セットが他方のケーブルの一部分内に配設されるように一対の電気ケーブルが配
置される、電気ケーブルアセンブリである。
【００９７】
　項目２５は、ケーブルアセンブリの幅の周りに巻き付けられ、かつケーブルアセンブリ
の長さに沿って延在する少なくとも１つの可撓性導体を更に備える、項目２３又は項目２
４に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９８】
　項目２６は、少なくとも１つの可撓性導体が、金属化ポリマーフィルムを含む、項目２
５に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【００９９】
　項目２７は、金属化ポリマーフィルムが、少なくとも２つの金属化層を含む、項目２６
に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【０１００】
　項目２８は、電気ケーブルアセンブリを少なくとも部分的に取り囲むジャケットを更に
備える、項目２３～項目２７に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【０１０１】
　項目２９は、少なくとも１つの絶縁導体が、回路基板上の導体パッドに電気的に接続さ
れる、項目１～項目２８に記載の電気ケーブルアセンブリである。
【０１０２】
　指示がない限り、本明細書及び請求項で使用される特性となる大きさ、量、及び物理特
性を示す全ての数字は、「約」と言う用語によって修飾されることを理解されたい。それ
故に、別の指示がない限りは、本明細書及び添付の請求項に説明される数字のパラメータ
は近似値であり、本明細書に開示された教示を使用して当業者が獲得しようとする所望の
特性に応じて変化し得る。
【０１０３】
　本明細書に引用したすべての参照文献及び刊行物は、本開示と直接矛盾しうる場合を除
いて、それらの全容を参考として本開示に明確に援用するものである。以上、本明細書に
おいて特定の実施形態について図示及び説明してきたが、当業者であれば、本開示の範囲
から逸脱することなく、様々な代替的及び／又は同等の実施形態を、図示及び説明した特
定の実施形態に置き換えることが可能である点は認識されるであろう。本出願は、本明細
書において考察した特定の実施形態のあらゆる適合形態又は変形形態を網羅するものであ
る。したがって、本開示は特許請求の範囲及び均等物によってのみ限定されることが意図
される。
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