
JP 5290421 B2 2013.9.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのケーブル内に配置された複数のワイヤを、対向する嵌合コネクタに接
続するコネクタであって、
　少なくとも１つの垂直な嵌合線に沿って共に嵌合し、中空囲い部を画定する少なくとも
第１および第２のハウジング部を有するコネクタハウジングであって、該コネクタハウジ
ングが、第１の高さを有する本体部および第２の高さを有する嵌合部を含み、前記本体部
が前記嵌合部よりも大きく、前記第１の高さが前記第２の高さよりも高い、コネクタハウ
ジングと、
　前記中空囲い部内に配置された第１および第２の嵌合ブレードであって、該嵌合ブレー
ドの各々が対向する先端および後端エッジを含み、前記第１および第２の嵌合ブレードの
先端エッジが前記嵌合部に向かって延在し、前記第１および第２の嵌合ブレードの後端エ
ッジが前記本体部に向かって延在し、前記コネクタハウジングの嵌合部が前記嵌合ブレー
ドを少なくとも部分的に囲む、第１および第２の嵌合ブレードと、
　クランプする様式によって前記コネクタハウジングに係合し、前記第１および第２のハ
ウジング部を共に保持する保持装置と、を備える、コネクタ。
【請求項２】
　前記保持装置が、前記コネクタハウジングを取り囲む連続的なカラーを含む、請求項１
に記載のコネクタ。
【請求項３】
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　前記コネクタハウジングが、前記カラーの下に配置された複数のスロットを含み、前記
カラーが、前記複数のスロットに係合するように内側に付き出た複数の係合タブを含む、
請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記カラーが四隅を含み、前記係合タブが、前記四隅の１つ以上に近接する前記カラー
に配置される、請求項３に記載のコネクタ。
【請求項５】
　片持ちの様式で前記カラーから長手方向に延在するラッチ部材をさらに含む、請求項２
に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記コネクタハウジングに対して横方向に、前記第１および第２のハウジング部に水平
方向の締結力を加える締結部材をさらに備える、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記第１および第２の嵌合ブレードが、接点をともなう先端エッジ、および対向する後
端エッジを有し、前記第１および第２の嵌合ブレードが、前記先端エッジにおいて第１の
幅を有し、かつ前記先端エッジと前記後端エッジとの間で第２の幅を有し、該第２の幅が
前記第１の幅よりも広く、前記嵌合ブレードの前記第２の幅が前記コネクタハウジングに
係合することによって、所望の位置に前記嵌合ブレードを維持する、請求項１に記載のコ
ネクタ。
【請求項８】
　前記第２の幅が、前記コネクタハウジング内の２つのスロットに係合する２つの翼型部
によって形成される、請求項７に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記コネクタハウジング本体部が、その周辺の周りにおいて延在するチャネルを含み、
前記保持装置が前記チャネル内に収容される、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項１０】
　前記保持装置により係合された前記コネクタハウジングの一部が、第１のテーパ部を有
しており、前記保持装置が第２のテーパ部を有しており、前記コネクタハウジングに適用
する際に前記保持装置が弾性的に変形するように、前記第１と第２のテーパ部とが異なる
、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項１１】
　第１および第２のハウジング部を含むコネクタハウジングであって、前記第１および第
２のハウジング部が、垂直線を形成するように対向する嵌合面のそれぞれに沿って共に嵌
合し、前記コネクタハウジングが、拡大された本体部および幅狭の嵌合部を含み、前記拡
大された本体部が、垂直に離間して配置された２つのケーブルを収容するように構成され
た、垂直に配列された２つの孔を含み、前記拡大された本体部および前記幅狭の嵌合部が
、それぞれ第１および第２の高さを有し、前記第１の高さが前記第２の高さよりも高い、
コネクタハウジングと、
　前記拡大された本体部の周辺の大部分の周りに延在し、前記第１および第２のハウジン
グ部を共に固定するように構成された保持装置と、
　前記幅狭の嵌合部に配置されており、前記第１および第２のハウジング部を共に固定す
るように構成された締め具と、
　前記幅狭の嵌合部に水平に配置され、前記拡大された本体部内に延在する第１および第
２の嵌合ブレードであって、該第１および第２の嵌合ブレードが垂直に離間して配置され
る嵌合ブレードと、を備える、コネクタ。
【請求項１２】
　前記コネクタハウジング本体部が、少なくとも４つの別個の側面を有し、前記保持装置
が、前記コネクタハウジング本体部の少なくとも３つの側面と係合する、請求項１１に記
載のコネクタ。
【請求項１３】
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　前記保持装置が、前記コネクタハウジング本体部を取り囲むカラー部材を備える、請求
項１１に記載のコネクタ。
【請求項１４】
　前記保持装置が、前記コネクタハウジング本体部の外周よりもわずかに小さい内周を有
し、それにより前記保持装置が、前記コネクタハウジング本体部に圧縮クランプ力を及ぼ
す、請求項１３に記載のコネクタ。
【請求項１５】
　前記コネクタハウジング本体部が円周状凹部を含み、前記カラー部材が、前記円周状凹
部内に配置される、請求項１３に記載のコネクタ。
【請求項１６】
　前記締め具が、前記第１および第２の嵌合ブレードの間に配置される、請求項１１に記
載のコネクタ。
【請求項１７】
　前記コネクタの第１および第２のハウジング半片の間に差し挟まれた中間ハウジング部
をさらに含み、該中間ハウジング部が、前記第１および第２のハウジング半片と共に、前
記コネクタハウジングの第１および第２の嵌合部を画定する、請求項１１に記載のコネク
タ。
【請求項１８】
　前記コネクタハウジング中間部が、前記第１および第２の嵌合部を分離するスロットを
含む、請求項１７に記載のコネクタ。
【請求項１９】
　前記第１および第２の嵌合部の各々が、互いに離間して垂直に配置された一対の嵌合ブ
レードを支持する、請求項１７に記載のコネクタ。
【請求項２０】
　前記保持装置が、前記コネクタハウジング本体部を取り囲むカラーを備え、片持ちの様
式で前記カラーから自由端部に向かって、長手方向に延在するラッチ部材を含み、該ラッ
チ部材が、前記カラーに近接する第１の幅、および前記自由端部における第２のより広い
幅を有する、請求項１７に記載のコネクタ。
【請求項２１】
　前記コネクタハウジングが、その上に垂直に離間して配置された複数の嵌合部を備え、
該嵌合部の各々が、互いに垂直に離間して配置された一対の嵌合ブレードを含む、請求項
１１に記載のコネクタ。
【請求項２２】
　前記嵌合部の各々が、それに関連付けられた一対のフランジを含み、該フランジが、そ
れぞれの嵌合ブレードの対の各々の上部および下部に配置された、請求項２１に記載のコ
ネクタ。
【請求項２３】
　少なくとも第１および第２のハウジング部を含むコネクタハウジングであって、前記第
１および第２のハウジング部が、対向する垂直面に沿って共に嵌合し、前記コネクタハウ
ジングが本体部および嵌合部を含み、前記本体部が、垂直に配列された２つのケーブル収
容孔を含むようにしてなるコネクタハウジングと、
　前記コネクタハウジングの本体部を共に固定するように構成された保持装置と、
　前記嵌合部を共に固定するように構成された締め具と、
　前記嵌合部に配置され、かつ前記本体部に向かって延在する第１および第２の水平に配
向された回路カードであって、垂直に離間した様式で支持される、第１および第２の回路
カードと、を備える、コネクタ。
【請求項２４】
　前記保持装置が、前記本体部の周辺の周りを巻くカラーを含み、該カラーが、片持ちの
様式で前記カラーから自由端部に向かって、長手方向に延在するラッチ部材を含み、前記
締め具が、前記第１および第２の回路カードの間に配置されており、前記コネクタが、移
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動する際に、前記ラッチ部材の前記自由端部を作動させるように構成されたタブをさらに
含む、請求項２３に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本出願は、２００８年９月９日に出願された米国仮特許出願第６１／０９５，４５０号
、２００８年１１月３日に出願された出願第６１／１１０，７４８号、２００８年１１月
２４日に出願された出願第６１／１１７，４７０号、２００９年２月１８日に出願された
出願第６１／１５３，５７９号、２００９年４月２０日に出願された出願第６１／１７０
，９５６号、２００９年４月２０日に出願された出願第６１／１７１，０３７号、および
２００９年４月２０日に出願された出願第６１／１７１，０６６号の優先権を主張するも
のであり、これらの全ては、その全体が、参照により本明細書中に組み込まれる。この出
願は、当該出願の先行技術として認められない下記の出願と同時に申請されており、その
全体が、参照により本明細書中に組み込まれる。
【０００２】
　それは、出願整理番号が未定の、名称「ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＩＮＴＥＧＲ
ＡＴＥＤ　ＬＡＴＣＨ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ」であり、代理人整理番号Ａ９―０４３Ｂ－Ｐ
ＣＴ、および出願整理番号が未定の、名称「ＨＯＲＩＺＯＮＴＡＬＬＹ　ＣＯＮＦＩＧＵ
ＲＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＥＤＧＥ　ＣＡＲＤ　ＭＯＵＮＴＩＮＧ　ＳＴ
ＲＵＣＴＵＲＥ」であり、代理人整理番号Ａ９―０４３Ｃ－ＰＣＴである。
【０００３】
　本発明は、概してデータ送信に適したコネクタに関し、より具体的には、高密度コネク
タ構成に適した入力／出力（Ｉ／Ｏ）コネクタに関する。
【背景技術】
【０００４】
　近年の通信の発展における比較的変わらない１つの側面として、性能の向上が望まれて
きている。また、物体をより小型化する（例えば、密度を増大する）ことが変わらずに望
まれてきている。データ通信用のＩ／Ｏコネクタでは、これらの要求により何らかの問題
が生じる。（データ転送速度の増大に有利となる）高周波の利用には、（例えば、混信を
最小限にするために）コネクタ内の信号端末間の良好な電気的分離が要求される。しかし
ながら、コネクタを小型化する（例えば、端末の配置をより高密度にする）ことにより、
端末同士がより近接し、電気的分離を低減させる場合がある。これは、信号劣化の原因と
なる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　性能の向上に加えて、製造における改善も要求される。例えば、シグナル周波数の増大
に伴い、それらの物理的特性に加えて端末の位置における許容誤差もより重要になる。し
たがって、高密度、高性能コネクタをさらに提供しつつ製造が容易であるコネクタ設計の
改善は評価されるであろう。
【０００６】
　さらに、Ｉ／Ｏコネクタ密度の増大が要求され、これは、コネクタ幅が増大せずに行う
のは困難である。コネクタ幅の増大により、コネクタを標準幅のルータおよび／またはサ
ーバに適合させることが困難になる。このため、より幅広のコネクタに適応させるために
、ユーザは、非標準の備品を購入せざるを得ない。したがって、改善されたコネクタ設計
が要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様では、ケーブルのワイヤがその後端エッジに沿って終端処理されている多重回路



(5) JP 5290421 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

カードを収容するハウジングを有するコネクタが提供される。これらの回路カードの先端
エッジは、複数の端末との接触点となる、その上に配置された複数の伝導性の接触パッド
を有する。
【０００８】
　コネクタ内の回路カードは、コネクタの全幅を増大しないように、さらにコネクタ用の
利用可能な回路の密度を増大しないように、その１つ以上を垂直に積み重ねて配置するこ
とができる。コネクタは、水平方向における組み立て用に構成され得る。すなわち、１つ
のコネクタは、左および右ハウジング側部材を備える。例えばタンデム配置の複合コネク
タハウジングは、左、右および中央部材を備える。ハウジング部材は、関連するコネクタ
の中心線と一致していてもよい上下嵌合面に沿って、水平に共に結合されてもよく、そこ
からずれていてもよい。ハウジング部材を共に固定するための２つの手段が提供されても
よく、その一方は、コネクタの前部嵌合部に近接し、他方は、コネクタの後部本体部に近
接する。
【０００９】
　前部締結手段は、種々のハウジング部材の壁間を水平に延在し、通常、コネクタの長手
方向軸を横切るカシメ可能な部材の形状をとってもよく、そして、コネクタハウジング半
片を共に保持するようにカシメることができる、１つのコネクタハウジング半片における
穴を通って延在する先端部を有する。後部締結手段は、コネクタ要素を共に保持するよう
に、コネクタの後部の周囲の少なくとも半分を超えるだけ取り囲むようなカラーの形状を
とることが好ましい。このようにして、ケーブルが入る位置に近接した、コネクタハウジ
ングの後部ハウジング領域が共に保持され、そして嵌合エッジカードを収容する前部嵌合
領域が信頼性の高い様式で共に保持されることを２つの締結手段は確実にする。この構造
により、コネクタの組み立てに要求される締結部材の数が減少し、かつそれは共に確実に
保持され、かつこれらの構造体においてコネクタの全体サイズは増大しない。
【００１０】
　別の態様では、コネクタ構造体は、１つ以上のコネクタ嵌合部の幅を過度に増大するこ
となく、組織化された、またはタンデムのコネクタとして利用されてもよい。これは、左
および右コネクタハウジング半片の間に配置されており、かつそれらに嵌合する中央要素
を用いることによって、達成される。中央要素は、コネクタの嵌合端部において、中央要
素の前端部から後方に延在する少なくとも１つのスロットを含み、コネクタの前端部を、
２つの分離嵌合部に分割する。多重中央要素はコネクタの別個である嵌合部の数を増加す
るように、右および左コネクタ半片と共に組み立てることができ、このような拡大された
コネクタは、コネクタ部品の標準の在庫から用意された左要素、中央要素および右要素を
用いて、事実上任意の幅に形成することができる。
【００１１】
　コネクタが多重嵌合部を利用する例では、各嵌合部内の回路カードは、共通の垂直空間
内に配置することができる。締め具は、コネクタハウジングを共に保持するように適用す
ることができ、回路カード同士の間に介在する空間を占有することができる。隣接する嵌
合部が互いに等しいことから、回路カードを分離する１つ以上の垂直空間が締結手段を収
容するように共通して用いることができる。
【００１２】
　さらに別の態様では、コネクタ要素を共に保持する後部締結手段は、取り囲むようにコ
ネクタ要素の上に適合する連続的な保持バンド、すなわちカラーを含む。コネクタハウジ
ングは、ハウジングの周辺の周りに少なくとも部分的に延在しており、保持カラーを受容
するチャネルまたは凹部を含んでもよい。保持カラーは、ハウジング凹部に形成されたス
ロットに係合し、スロットの後部ストップ面に当接する内向きに従属する係合アームを含
んでもよい。これにより、コネクタ上の定位置にカラーを保持し、コネクタハウジングを
全ての実用的な目的のために、恒久的に共に保持される単一のコネクタハウジングとする
。
【００１３】
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　別の実施形態では、後部締結手段は、保持カラーと同様に、コネクタハウジングの周囲
の一部に係合するＣ形状またはＵ形状の保持装置でもよい。この構造体では、保持装置は
、２つの自由端部間を延在する背部を有する。自由端部は、コネクタハウジングに係合す
る１つ以上の係合タブを含んでもよい。その２つの自由端部間の保持装置の範囲は、コネ
クタハウジング要素に圧縮力を加えるために、周囲の半分以上であることが好ましい。
【００１４】
　なおさらなる態様では、コネクタは多重嵌合部を備える。この嵌合部各々は、嵌合ブレ
ードの側面に位置する少なくとも一対の上部および下部フランジを含む。嵌合ブレードは
、嵌合部のフランジによって保護された先端エッジと、コネクタハウジングの内側に延在
し、よってケーブルワイヤがそこへ終端処理できる後端エッジとを有する回路カードであ
ることが好ましい。回路カードは、垂直配置において嵌合部内に積み重ねられる。すなわ
ち、１つの回路カードは、介在する間隙によって別の回路カードと分離される。この垂直
の積み重ねによって、幅を広くすることなくコネクタ密度の増大を達成できる。左および
右コネクタ半片は、回路カード間に介在する垂直空間において水平に延在する締め具によ
って共に固定されてもよい。
【００１５】
　以下の一連の発明を実施するための形態を通じて、同様の部分は同様の参照番号により
特定される、図面が参照される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】多重エッジカードコネクタの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示すコネクタの前面立面図である。
【図３】明瞭さのため、ラッチ組立体および保持カラーを除いた、図１と同様の図である
。
【図３Ａ】図３に示すコネクタの上部平面図である。
【図３Ｂ】明瞭さのためアクチュエータを除き、コネクタハウジングからラッチ部材を離
間した、図３Ａと同様の図である。
【図４】明瞭さのためアクチュエータおよびケーブルを除いた、図３と同様の図である。
【図５】明瞭さのためケーブルおよびアクチュエータを除いた、その後方の下側から見た
図２の後部斜視図である。
【図６】締結手段として連続的な保持カラーを組み入れた、その下の前端部から見た図１
のコネクタのラッチ組立体の斜視図である。
【図６Ａ】締結手段の別の実施形態を示す斜視図である。
【図６Ｂ】締結手段の別の実施形態を示す斜視図である。
【図６Ｃ】図６Ｂの線Ｃ－Ｃに沿った断面図である。
【図７】図１のコネクタのコネクタハウジングの左側面の部分分解図である。
【図８】タンデムコネクタの斜視図である。
【図８Ａ】図８のタンデムコネクタが嵌合する１×４のレセプタクルコネクタ組立体の斜
視図である。
【図９】その前方の下側から見た、図８のコネクタの斜視図である。
【図１０】図８のコネクタの側面図である。
【図１１】明瞭さのためケーブルおよびラッチ組立体を除いた図８と同様の図である。
【図１２】コネクタハウジングの上の定位置にラッチ組立体アクチュエータを示す図１１
と同様の図である。
【図１３】右ハウジング半片を除いた、図１１のコネクタの断面図である。
【図１４】異なる角度から見た図１３と同様の図である。
【図１５】図１４の線１５－１５に沿った断面図である。
【図１５Ａ】本発明のコネクタに用いられる回路カードの平面図である。
【図１６】ラッチ組立体およびコネクタハウジングをより良く示す、別のコネクタの部分
分解図である。
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【図１７】明瞭さのためガスケットおよび右側ハウジング半片を除いた、図１６と同様の
図である。
【図１８】図１７のコネクタの内部構成部品を示す分解図である。
【図１９】タンデムコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図２０】明瞭さのためラッチ組立体およびアクチュエータを除いた、図１９と同様の図
である。
【図２１】明瞭さのため左および右ハウジング要素およびＥＭＩガスケットを除いた、図
１９と同様の図である。
【図２２】明瞭さのため内部構成部品を除いた、図２１と同様の図である。
【図２３】図１９の線２３－２３に沿った水平断面図である。
【図２４】図２３の上部平面図である。
【図２５】アクチュエータと接続ハウジング本体部との係合を示すように、ラッチ組立体
の保持カラーの一部を除いた、図１９と同様の図である。
【図２６】図２５のラッチ組立体の保持カラーの拡大詳細図である。
【図２７】本発明のコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図２８】図２７のコネクタの分解図である。
【図２９】明瞭さのため、左側ハウジングからケーブルおよび回路カードを除いた、図２
８と同様の図である。
【図３０】図２７のコネクタの正面立面図である。
【図３１】記述された実施形態と共に用いられ得る、代替的なフロントエンドを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　必要に応じて、本発明の詳細な実施形態が本明細書に開示される。しかしながら、開示
された実施形態は、種々の形態において実現され得る本発明の単なる例示であることが理
解される。したがって、本明細書に開示された特定の詳細は限定的に解釈されず、単に請
求項の原理として、および本明細書に明白に開示されていない場合がある組み合わせによ
る、本明細書に開示された種々の特徴の利用を含む、事実上あらゆる適切な様式における
本発明の種々の利用を当業者に教示するための典型的な原理として解釈される。
【００１８】
　通常、本開示により、コネクタ幅を過度に増大することなく、高密度を有するプラグコ
ネクタとすることができるコネクタが提供される。特定の実施形態において、水平型の複
数の要素により組み立てられており、対向するコネクタと嵌合するように水平方向に配向
される、複合エッジカードを含むコネクタが提供される。一実施形態は、少なくとも２つ
の別個の要素から組み立てられた水平構造のコネクタを含んでもよい。これらの要素は、
コネクタの周囲の一部に係合する第１の保持装置、および２つのコネクタ要素間およびエ
ッジカード間を横向きに延在する第２の保持装置であり、ユニットとして少なくとも部分
的に共に保持される。
【００１９】
　本明細書に記載されたコネクタに関しては、理解できるように、広範囲の適用可能な構
成が用いられてもよく、適用可能なコネクタにおける種々の実施形態が図面に示される。
理解できるように、コネクタの構成は、平行な２つの回路カード間に配置された締め具を
含む。締め具は、コネクタハウジングを共に保持し、そしてその位置次第で、コネクタが
嵌合コネクタに過度に挿入されることを防止するためにも用いることができる（これは、
端末および／または回路カードに過度の力が加えられることの防止を補助する）。
【００２０】
　理解できるように、この構成は、構成部品のコストを最小限にしつつ、高精度の回路カ
ードの位置制御を可能にする。また、回路カードと共にコネクタの一部が、嵌合レセプタ
クルの内側に配置される際に遮蔽の問題が生じない。さらに理解できるように、３要素か
らなるハウジングは、例えば、図８Ａに示す組織化されたコネクタ等の組織化されたコネ
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クタ内の２つのポートと嵌合するのに適した、組織化された組立体を提供するのに用いる
ことができる。
【００２１】
　図１～図７にコネクタ６００の第１の実施形態を示す。コネクタ６００は、拡大本体部
６０４および伸長嵌合部６０５と共に、中空のコネクタハウジング６０１を有するように
示される。伸長嵌合部６０５は、ケーブル６１５内に保持された個々のワイヤ６１６が終
端処理される、一組の嵌合ブレード（または、回路カード）６０７をその内部で支持する
中空内側収容部６０６を有する。回路カードが記述の便宜のために本明細書に参照される
一方、嵌合ブレードはそのように限定されず、例えばめっきされたプラスチック等である
可能性があることに留意されたい。しかしながら、回路カードは、多くの適用においてコ
スト効果の高い解決策である。回路カード６０７は、端末をケーブル６１５のワイヤ６１
６に接続するために、対向する嵌合コネクタの伝導性の端末に嵌合および係合する。ここ
で、回路カード６０７は、「パドルカード」として当該技術に既知である形状をとり、開
示されるように、垂直に離間した様式において配置され、そして互いに平行であることが
好ましい。このようにして、コネクタ６００の横方向の寸法を増大することなく、相手側
の嵌合コネクタに結合されるコネクタ６００内の回路の数（不図示）が増加される（示し
た構成では、その数は２倍になる）。ここでは、２つの回路カードを図示したが、一実施
形態では、類似した方式で３つ以上の回路カードを収容するように、コネクタは容易に構
成され得ることに留意されたい。コネクタハウジング本体部６０４の垂直方向の配向によ
り、コネクタの幅が増大されずに、そこへコネクタ６００が終端処理されるワイヤケーブ
ル６１５が垂直に好ましくは縦に並んで配置される。下記するように、コネクタハウジン
グ６０１は、ケーブル６１５を確実につかみ、ケーブルを好ましい垂直配向に保持するた
めに、特別に構成された後端部を提供する。２つのワイヤケーブルを示したが（例えば、
回路カードごとに１つの）、実質的に十分に小さいワイヤゲージのワイヤが用いられる場
合には、１つのワイヤケーブルも用いられ得ることに留意されたい。理解できるように、
２つのワイヤケーブルを含むコネクタに用いられる保有特性は、１つのワイヤケーブルに
も用いることができる。
【００２２】
　コネクタハウジング本体部６０４は、特に高さ寸法において、隣接する幅狭の嵌合部６
０５よりもサイズが大きい。すなわち、本体部６０４は、嵌合部６０５よりも高い。コネ
クタハウジング６０１の内側には、図７および図１３に最も良く示すように、中空内側キ
ャビティ６０２が形成される。内側キャビティ６０２は、特にその本体部６０４において
、コネクタハウジング６０１の大部分を占め、コネクタハウジング嵌合部６０５内に画定
された中空内側収容部６０６に通じる。
【００２３】
　コネクタハウジング６０１は、ハウジング半片６１０、６１１として示す別個の２つの
部分から形成される。ハウジング半片６１０、６１１は、それぞれ左および右、または第
１および第２のハウジング半片として配置される。所望に応じて、ハウジング半片６１０
、６１１は、互いに左右対称となり得る。これらのハウジング半片６１０、６１１は、水
平方向すなわち横向き方向において共に組み立てられ、少なくとも２つの別個の締結手段
によって、対向する嵌合面すなわち垂直線に沿って共に保持される。前部締結手段６１２
は、コネクタハウジング嵌合部６０５に隣接配置され、一方、後部締結手段６２０は、コ
ネクタハウジング本体部に配置されることが好ましい。図面から理解され得るように、両
方の締結手段は、コネクタハウジングの第１および第２のコネクタハウジング半片６１０
、６１１を共に嵌合係合に維持するコネクタハウジング６０１に横方向に保持する力を加
える。この保持力は、コネクタハウジング６０１を通って縦方向に延在する、対向する垂
直の嵌合面に沿って互いに当接する２つのコネクタハウジング半片を保持する圧縮力、す
なわちクランプ力であることが望ましい。図１～図７の実施形態に示すように、嵌合面は
垂直軸に沿って配置され、コネクタの縦方向の中心線と一致する。しかしながら、このよ
うな嵌合線ずれていてもよく、すなわち第１のコネクタハウジング半片６１０の下部エッ
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ジが、図２７～図３１に示された実施形態におけるように、それ自体のエッジよりもさら
に延在し得ることが理解される。
【００２４】
　コネクタ嵌合部６０５に所望の保持力を加えるために、前部締結手段は、水平延在締結
柱６３０を含んでもよい（図７）。この柱は、円柱形状または四角形状でもよい。ハウジ
ング半片は、締結柱６３０がハウジング半片６１０の１つと一体的に鋳造され得るように
、それ自体が鋳造法によって製造されるように役立てる。図示する柱６３０は、その自由
端部６３２においてカシメられる突起６３１を有しており、これは、対向するコネクタハ
ウジング半片６１１に形成された対応する開口部６３３に収容されることが好ましい。ハ
ウジング半片が互いに組み立てられる際に、結合を有効にするために、突起６３１は、開
口部内においてカシメられるか、デッドヘッドにされる。代替的に、ねじおよびねじ付き
ボスまたはリベット等の従来の分離留め部材が用いられてもよいが、柱６３０は、製造お
よび組み立ての容易さのため、ハウジング半片６１０の１つと一体的に形成されることが
好ましい。
【００２５】
　図示する実施形態では、前部締結手段６１２は垂直に配置され、２つの回路カード６０
７ａ、６０７ｂの間に介在する間隙に配置されることが好ましく、有利にも、コネクタハ
ウジング嵌合部６０５の全高を増大せずに、２つの回路カード６０７ａ、６０７ｂを分離
するように間隙を利用する。回路カード６０７ａ、６０７ｂは、対向する嵌合コネクタの
端子と接続するためにそれらの先端エッジ６０７ｆに沿って、およびコネクタに終端処理
されるケーブル６１５のワイヤ６１６に接続するために後端エッジ６０７ｇに沿って配置
される接触パッド６０７ｃを有する。図７に示すように、２つの回路カード６０７ａ、６
０７ｂ間に前部締結柱６３０を配置することはさらに、柱６３０が、コネクタ６００が対
向するレセプタクルコネクタ内に挿入され得る範囲を制限するストップとして機能させる
ことを可能にする。
【００２６】
　上述したように、コネクタハウジング本体部６０４は、特にその高さがハウジング嵌合
部６０５よりも大きい。このため、ケーブル６１５は、コネクタハウジング６０１の後部
において本体部に入る際に垂直に積み重ねられて配置されることが有益である。このよう
にして、コネクタ６００内の回路密度の増大が、コネクタ幅の増大を招かない。これによ
り、コネクタハウジング本体部６０４は、図２７～図３１の実施形態における長方形状の
本体または段部を有する構成等の規則的な多角形状も用いられてもよいが、図１～図１５
に示す台形状の構成を含む、不規則な多角形の構成を有することが好ましい。
【００２７】
　回路カード６０７は、嵌合中空内側６０６内でそれ自体の向きを定め、ハウジング半片
６１０、６１１と係合する手段をそれ自体が含んでもよい。これらの手段は、ハウジング
半片６１０、６１１の内面に形成され得る突起または支柱（不図示）を収容するような、
カード６０７の対向する側面に形成されたノッチ６０７ｄの形状を取ることができる。ノ
ッチ６０７ｄは、コネクタ本体部が回路カード６０７ａ、ｂの上に成形される実施形態に
も利用されてもよい。この例では、成形材料が、特に水平方向においてそれらを定位置に
保持するように、ノッチ６０７ｄに流れ込んでそれを満たす。
【００２８】
　これらの手段はまた、回路カードの本体部から横方向に外向きに突き出し、ハウジング
半片６１０、６１１に形成されたスロット６０７０に収容され得る、翼型部またはタブ６
０７ｅの形状を取ることができる。回路カードの翼型部６０７ｅは、コネクタハウジング
半片６１０、６１１に形成された対応するスロット６０７０に収容され得る。翼型部６０
７ｅは、コネクタハウジング内において信頼できる支持を提供するのに十分であり、かつ
翼型部６０７ｅにおいて回路カードの幅を、回路カードの先端エッジよりも広くすること
ができる横方向の寸法を有する。しかしながら、この寸法は、翼型部のエッジが１つ以上
のコネクタハウジング嵌合部６０５の外側面を越えて過度に突き出る程度ではないことが
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好ましい。実際には、約１．５ｍｍ（０．０４５インチ）の距離により、確実な支持が提
供される。
【００２９】
　コネクタハウジングの内側に水平支持エッジを用いるコネクタと比較して、さらに、こ
のような翼型部―スロット配置の使用により、このようなコネクタ幅の縮小が容易になる
。このような接続では、ダイカストハウジングの導電性を原因として、その上にある電気
回路を任意の支持機構と接触させるために、回路カードの幅を増大する必要がある。開示
するように、翼型部６０７ｅは、何らかの短絡接触が生じる恐れ無く、スロット６０７０
を介してコネクタハウジングの側壁内に延在する。さらに、図１５Ａに示すように、回路
カードの翼型部６０７ｅは、カードの長さＬｃよりも短い、異なる長さＬＷ１、ＬＷ２を
有してもよく、かつ翼型部６０７ｅの前部エッジと回路カード本体部のエッジとの交点に
配置されたノッチ６０７ｄは、互いにずれる。これにより、回路カード６０７ａ、６０７
ｂの正しい組立体がコネクタ６００内に入ることを容易にするような極性化した態様が提
供される。翼型部６０７ｅ（およびノッチ６０７ｄ）のこのずれの距離により、回路カー
ドが、上下逆さまではなく正しい側を上にして、ハウジング内において正しく組み立てら
れることが可能になる。
【００３０】
　さらに、ノッチ６０７ｄをずらすことにより、それらが互いに一列に並んで配列される
こと、および回路カードの構造の完全性の弱体化を招き得る２つのノッチ間の本体部にお
ける回路カードの幅が狭くなることが防止される。なおさらに、ノッチ６０７ｄは、回路
カード６０７上で、回路カード６０７の本体部の側面エッジ６０７ｈと翼型部６０７ｅと
の交点に配置される。このようにして、スロット６０８５の前部垂直エッジは、翼型部の
前部エッジに接触可能である。ノッチが存在せず、直角の交差が提供されたとすると、回
路カードのノッチからの研磨された材料が角を成すノッチを充填し、組み立てを困難にす
る可能性が大きい。実際には、ノッチ６０７ｄは、翼型部６０７ｅの前部エッジが回路カ
ードの本体部の側壁エッジに接触する位置である、強固な直角の隅を除去する凹部として
機能する。
【００３１】
　この実施形態では、保持装置６２０はさらに、互いにそれ自体を保持する２つのハウジ
ング半片６１０、６１１に保持力を加える。保持装置６２０は、コネクタ６００の後端部
または近傍の端部の外側の周辺もしくは周囲、またはコネクタ本体部６０４の中央端部を
好ましくは少なくとも部分的に取り囲み、かつ好ましくは完全に取り巻くカラー部分６２
１を含むことが好ましい。本明細書に用いられる用語「周囲」および「周辺」は交換可能
に用いられ、その両方は、コネクタハウジング６０１の実際の構成にかかわらず、コネク
タハウジングの外面の周りの範囲を含む。カラー部分６２１は、本体部６０４の上方を通
って滑り、好ましくは衝突に適する締まり嵌めの形状であり、それらの対向する嵌合面に
沿って２つのハウジング半片を共に押圧する様式においてハウジング本体部６０４に係合
する。
【００３２】
　図６Ａに示すように、一つの種類の保持装置７００は、背部７０１および自由端部７０
３を末端とする２つの脚部７０２からなる概してＵ型の形状を有する。係合部材７０４は
、コネクタハウジング６０１上に、特にハウジングチャネル６２５内に形成された５１４
ｂ凹部６１４ｂに係合するように、保持装置７００において型打ちされ得るか、他の方法
で形成されてもよい。保持装置の係合部材７０４は、自由端部７０３の近く、背部７０１
と脚部７０２との連結部の近く、および背部それ自体に配置されるように示される。保持
装置７００がコネクタハウジング周囲の半分以上に望ましく接触するように脚部７０２の
全長は形成され、これにより、この種類の保持装置は、２つのコネクタハウジング半片６
１０、６１１にクランプ力を及ぼす。この長さは、脚部の全長の中間点である図６ａに示
す線「Ｃ」を越えて延在し得る。後部締結部材は、包囲するような様式でコネクタハウジ
ングに係合し、これは、それが２つのハウジング半片６１０、６１１にクランプ力を及ぼ
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すように周囲に十分に係合することを意味する。上述のように、これは通常、コネクタハ
ウジング上で周囲の半分以上に延在することが要求されるが、四角形状または長方形状の
ハウジングにおいて、４側面のうちの３側面における係合がクランプ力を及ぼすことに留
意されたい。図６Ａに示すように、保持装置の脚部は、それらの自由端部近辺に少なくと
もいくつかの係合部材７０４を有することが好ましい。保持装置の係合部材は、コネクタ
ハウジングの縦方向の中心線の対向する側面に配置されることが好ましい。図６および図
６Ａに示す保持装置６２０および７００は、コネクタハウジングの隣接する少なくとも３
側面に係合する。
【００３３】
　他の保持装置はさらに、図示した長方形状およびＵ型形状構成だけでなく、より丸めら
れたＣ型形状構成でもよい。図６Ｂおよび図６Ｃに示すように、保持装置７２０は、背部
７７１を有し、そこから自由端部７７２を末端とするように２つの腕部が延在する半円ま
たは概してＣ型形状を有してもよい。これらの自由端部７７２は、カラー７７０において
パンチ加工されるか、他の方法で形成されたタブ７７３の形状で示される係合部材を含む
。この代替的な実施形態では、コネクタハウジング本体部６０４の後端部７７５は、円柱
であってもよく、保持装置７７０を収容するチャネル６２５を含む。保持装置７７０は、
コネクタハウジング６０１の周囲の一部、すなわちその外周に係合し、コネクタハウジン
グの半片６１０、６１１に維持面を加えるために、その円弧長「φ」（すなわち、１つの
自由端部から他の１つまでの係合の長さ）は、図６Ｃに概略的に示すように１８０度より
も大きく（すなわち、外周の半分以上）するべきである。図６Ｃに、自由端部７７２が「
Θ」で示される中間点を越えて延在する範囲を見ることができる。
【００３４】
　コネクタハウジング本体部が、保持装置６２０、７００または７７０を収容するチャネ
ルを画定するために、本体部の周辺の周りに延在する凹部またはチャネル６２５を含むよ
うに構成されることが有益であることが判断されている。コネクタの所望サイズの維持を
目的として、１つ以上のコネクタハウジングの外面に対して保持装置が同一面に存在する
ように、保持装置の厚さよりも大きいか、それと等しい深さをチャネル６２５が有するこ
とが好ましい。図３Ａおよび図３Ｂに最も良く示すように、後部チャネル６２５は、横方
向にテーパ状になる。このテーパ部は、チャネル６２５がコネクタハウジング本体部６０
４と接触している位置から角度「ＡＣ１」の延在する内向きのテーパ部であり、より詳細
に下記するように、重なる保持装置と共に動き、コネクタハウジングに所望のクランプ力
を与える。
【００３５】
　第１の締結手段は、図１に示す線Ｆ１に沿って水平に線状の締結力を加えるように示す
ことができ、一方、第２の締結手段は、図１の線Ｆ２に沿って水平および垂直方向におい
て、線Ｆ２に沿った周囲方向力を加える。コネクタの保持装置６２０もまたテーパ状であ
り、このようなテーパ部は、図３Ａおよび図３Ｂに示す基準線から角度「ＡＣ２」を付け
た横方向に内向きのテーパ状である。コネクタハウジング本体部内の定位置にケーブルを
維持するための、確実な締まり嵌めおよび横方向のクランプ力を与えるために、保持装置
６２０のカラー部分６２１が、２つのハウジング半片６１０、６１１に圧縮力を及ぼしつ
つ、弾性的にわずかに変形して張力に耐えるように、テーパ角度ＡＣ２はテーパ角度ＡＣ
１よりも大きいことが好ましい。これと同一の圧縮力による嵌合配置は、他の手段による
のに加えて、コネクタハウジングの外側の全体直径または周囲と、保持カラーの内側の全
体直径または周囲との相違によって、テーパ以外の手段を用いることによって達成され得
る。
【００３６】
　カラー部分６２１は、例えばスタンピングによってその中に形成された係合タブ６１４
ａを有し得る。これらの係合タブ６１４ａは、図示するように保持カラーの対向する範囲
内に形成されることが好ましく、かかる４つのタブ６１４ａは、保持カラーの隅の近くに
配置されるように図示される。係合タブ６１４ａは、その垂直壁部の内側に形成されるよ
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うに図示されるが、その水平壁部の内側に形成されてもよい。これらの係合タブ６１４ａ
は、コネクタハウジングの縦方向の中心線の対向する側面に配置されることが好ましい。
【００３７】
　係合タブ６１４ａは、コネクタハウジング本体部６０４へのカラー部分６２１の保持を
補助する。コネクタハウジング本体部６０４は、その外面に形成されている複数の凹部ま
たはスロット６１４ｂを含み、これらの凹部の数は、１つの係合タブが１つの凹部６１４
ｂに収容されるように、係合タブ６１４ａのスロットの数に対応する。凹部６１４ｂは、
係合タブの自由端部６１９が支えるストップ面として作用する肩部６１８を有する。この
接触面の関係は、カラー部分を、本体部６０４の端部近くのチャネル内の定位置に保持す
るように作用する。図４に示すように、凹部６１４ｂは、肩部６１８において凹部の後部
に向かって大きくなる、変化する深さを有し得る。この干渉により、コネクタハウジング
においてカラー部分が定位置に保持され、コネクタがデバイスに接続されるか、デバイス
から分離する際に、それが外れることが防止される。係合タブおよび凹部は、それらの保
持装置各々の隅または自由端部を向いて配置されることが好ましい。ここで、保持装置６
２０は、それを除去する程度にコネクタハウジングに付加するように考慮されてもよく、
使用者は、それをこじって外すか、分離する必要があるであろう。さらに、保持装置が、
コネクタハウジングに適用されるように形成されるか、または最初に形成されて、その後
チャネル６２５内のコネクタハウジング６０１の端部を越えて押し嵌めされてもよいよう
に、係合タブおよび凹部の構造および配向が構成される。
【００３８】
　図１～図３に示すように、コネクタ６００は、その上に配置され、横方向に互いに離間
した一対のラッチフック６０８ｃを備える、自由端部６０８ｂを末端とする長手方向のラ
ッチアーム６０８ａを有する操作可能なラッチ部材６０８も含んでもよい。このようなラ
ッチ部材の一般的な構造は、本願の譲受人に所有される、２００７年１０月１６日に特許
された米国特許第７，２８１，９３７号に示され、その全ての内容は、参照により本明細
書中に組み込まれる。これらのラッチフック６０８ｃは、対向する嵌合コネクタのハウジ
ングに形成された対応する開口部内に収容される（不図示）。ラッチアーム６０８ａは、
好ましくはその上面に沿って、コネクタ本体部６０４の長手方向に延在し、所与の縦の範
囲６０３を有する（図３）。アクチュエータ６０１はラッチ部材の操作のために提供され
、その１つの端部にプルプッシュタブ６０１０ｂ、およびその対向する端部にカム面また
はカム部材６０１ｃを有する、細長い長手方向の本体部６０１ａを有する。プルタブ６０
１０ｂは開口部を有することが可能であり、プルタブ６０１０ｂのプル／プッシュを容易
にする段部を含む可能性がある。アクチュエータ本体部６０１ａは、コネクタ６００上の
定位置にアクチュエータ６０１を少なくとも部分的に保持するように作用するガイドを含
んでもよい。このガイドは、コネクタハウジング本体部６０４に形成された突起等、また
はそのカラー部分６０８ｄにおけるラッチ部材６０８に形成された突起６０８ｅに係合す
るスロット６０１ｄとして図示される。
【００３９】
　図８～図１５は、特定の実施形態に従って構成されたタンデム型のコネクタ６３５を示
す。図示するように、横方向のコネクタサイズを増大するように左および右ハウジング半
片６１０、６１１と嵌合する中央要素６４０が提供され、本体部６０４から外に延在する
一対の中空嵌合部６０５を備える。各嵌合部６０５は、一対の回路カード６０７ａ、６０
７ｂ、６０７ａ’および６０７ｂ’を含む。各対の回路カードが平行であること（すなわ
ち、平行な面に存在する）が好ましいだけでなく、２つの異なる対の回路端部が、それぞ
れの面に存在すること（すなわち、カード６０７ａおよび６０７ａ’が同一の位置に存在
し、一方、カード６０７ｂおよび６０７ｂ’が他の面に存在する）も好ましい。すなわち
、各対の回路カードが、この異なる平行な面に存在しつつ、各対の回路カードが、他の対
の対応する面と一致する。
【００４０】
　２つの嵌合部６０５は、その前部エッジから本体部６０４の前部壁部６４４に向かって
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、後方に延在する介在スロット６４２によって分離される。このスロット６４２は、嵌合
部６０５の両方が、側壁６４６および上下壁のそれぞれ６４７、６４８によって中空囲い
部になるようにするが、他の目的にも作用する。例えば、多機能スロット６４２は、コネ
クタ６４０が嵌合する１×４レセプタクルコネクタ組立体１０００（図８Ａ）の２つの隣
接する中空ベイ１００４、１００５を分離する隔壁１００２を収容することができ、これ
により、２つの隣接嵌合部６０５が、隣接するベイ１００４、１００５内に収容される。
一組のＥＭＩガスケット６４９（図２１）、または２つの穴を有する１つのガスケット（
不図示）の一部を収容するチャネルも提供する。なおさらに、スロット６４２は、その中
に前部締め具突起６３１をカシメる際に反応面として作用する平面を挿入することができ
る、前部締結柱６３０の自由端部６３３に対向するスロットを提供することができる。こ
れにより、カシメ工程において、締結柱が中央要素６４０の内側壁６４６を突き破ること
が防止される。最終的に、中央スロット６４２は、１つ以上の嵌合部の周り全体を延在す
る周辺の溝６５０にも通じ、ガスケット６４９を収容する。
【００４１】
　中央部分６４０は、２つのハウジング半片６１０、６１１の突き合わされる面に当接す
る対向嵌合面６５２（図１３）を有する。コネクタハウジングは、複数のケーブル支持壁
６５１を有する後部遮断壁６５２を提供されてもよく、その各々はケーブル６１５をつか
み、そしてそれらを所望の垂直方向に保持する溝６５３を含む。壁６５１は、互いに離間
しており、ケーブル６１５に対する張力緩和用の手段を有する。図２３に示すように、ケ
ーブル溝６５３は、前部締結柱と一列に配置されることが好ましい。すなわち、１つのケ
ーブル６１５が、１つ以上の前部締結柱６３０の高さのおおよそすぐ上に配置され、他の
ケーブルがこの高さのおおよすすぐ下に配置されるべきである。これにより、ケーブルワ
イヤ６１６を回路カード６０７ａ、６０７ｂに繋げるために、内側キャビティ６０２は、
２つの等しい領域に効果的に分割される。ではあるが、ケーブルワイヤ６１６は、ケーブ
ル６１５よりも非常に小さい。台形の構成により、ワイヤおよび回路カードに対して最大
の内側間隙が提供され、コネクタに対する全体サイズが最小となる。
【００４２】
　図示するように、コネクタ６００は、ラッチ組立体６６０を含み得る。ラッチ組立体６
６０は、２つの嵌合部６０５の大部分よりも大きく延在するのに十分な幅を有するラッチ
アーム６６１を有する。したがって、プルタブ６６２もまた２倍の幅を有し、一対の指受
容穴６６３を含んでもよい。
【００４３】
　図１６～図１８は、ハウジング８０１、アクチュエータ８０２、およびラッチ組立体８
０３を利用する、本発明の別のコネクタ８００を示す。この実施形態では、アクチュエー
タ８０２は、安定性を目的としてそこに付加された一対のリブ８０２ａを有する。アクチ
ュエータ８０２は、その先端部８０５においてカム部材８０４を有し、コネクタハウジン
グ８０１は、カム部材８０４を収容する凹部８０７を有する。カム部材８０４は、図示す
るように円筒形状の回転ピン８０９の形状で示されるが、他の形状でもよい。アクチュエ
ータ８０２およびラッチカラーのラッチアーム８１０の両方は、コネクタハウジング８０
１の上部に形成されたチャネル内に収容される。
【００４４】
　２つのハウジング半片８１２ａ、８１２ｂは、ハウジングの中心線と一致する線に沿っ
て共に結合し、この嵌合における上部および下部はずれている場合があり、相互に結合す
る別の手段が提供されることが理解される。ハウジング８０１には、ＥＭＩ減少用のエラ
ストマまたは他の種類のガスケット８１５を収容する溝が８１４に形成されてもよい。ハ
ウジングは、１つ以上のブロック８１６を含んでもよく、このブロックは、回路カード６
０７用のストップとして、またはケーブル８１７から出るワイヤ（不図示）の自由端部用
の予め成形された支持機構として作用する。この実施形態は、対向する２つの端部を有し
、その各々がその上にカシメられる突起８３３を配置する絶縁体の締結柱８３０も利用す
る。柱８３０は、コネクタ８００の嵌合部の側壁間に挿入される。これにより、それらの
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突起８３３は、側壁における対応する穴８３５を通って延在し、その後突起の両方がカシ
メられる。
【００４５】
　図１９～図２６は、これもより長い幅を有するラッチアーム８５２を備える保持カラー
８５１を有するタンデムコネクタ８５０の別の実施形態を示す。図２０に最も良く示すよ
うに、ラッチアーム８５２は、ラッチアームの上部におけるその幅がｗ１である狭い幅か
ら、その自由端部８５３における広い幅ｗ２まで広くなるような拡大された範囲を有する
。ラッチアームの上部が狭いことにより、ラッチ部材の操作が容易になり、必要とされる
引くまたは押す力を低減するように作用する。
【００４６】
　図２０に示すように、保持カラー８５１は、その構造様式によって示されるように、型
打ちにより形成される。組立体全体は、単一の金属板より型打ちされる。型打ち部は、蟻
継ぎの配設８５６によって共に結合される２つの自由端部８５４を有する。
【００４７】
　別のタンデムの実施形態では、前部締結部材６１２は、上部および下部回路カード６０
７ａ、６０７ｂ間に入り、そして柱６３０の形状の２つの締め具が、突出部においてハウ
ジング半片を共に保持するのに用いられることが示される。
【００４８】
　この種類の水平構造を用いることによって、組立体だけでなく部品の在庫のコストを削
減できる。右および左ハウジング半片は、互いに左右対称であることが好ましく、複数ベ
イコネクタを組み立てるために、２ベイタンデム型コネクタを形成するには、右、左、ま
たは中央価格のみが必要となる。追加的なベイが、追加的な中央要素を用いることによっ
て追加され得る。例えば、３ベイプラグコネクタを形成するために、２つの中央要素並び
に右および左要素を結合することができる。追加的な中央要素を嵌合部の数を増加するた
めに用いることができ、開示された構成を用いて、ベイ（嵌合部）の数は、中央要素の数
よりも常に１つ大きい数とすることができる。
【００４９】
　ハウジング８０１の後端エッジにはスロットが形成され、２つの位置においてケーブル
８１７の端部をつかむように構成された一対のリブ８２０が備えられる。リブ８２０は、
ケーブル形状を好ましく補完する凹部８２１と共に構成される。
【００５０】
　図２５および図２６に示すように、ラッチ組立体の保持カラー８５１は、穴開けまたは
型打ちされ、内側に屈曲した係合タブ８２２を形成する。それは、そのカラー取付チャネ
ルまたは凹部６７５において、コネクタハウジング８０１の外面に形成された対応するス
ロット８２３内に収容される。各係合タブ８２２の自由端部はハウジングスロット８２３
の壁または肩部８２８に当接し、タブ８２２は、カラー８０３をコネクタハウジング８０
１の定位置に保持するように作用する。同様に、カラー８０３は、その上部に配置され、
かつこれにより、開口部８２５を通して、それをコネクタハウジング８０１上の定位置に
恒久的な様式で保持するように、アクチュエータに配置された、追加的なタブ８２４を有
してもよい。さらに、カラー８０３はコネクタハウジング８０１の後端エッジよりもわず
かに小さいか、それと同じ寸法にされてもよい。これにより、コネクタハウジングにきつ
い締まり嵌めが提供され、そして、ハウジングを構成する複数の要素に締結圧力が及ぼさ
れる。
【００５１】
　図２７～図３１は、ねじまたは類似の締結手段により穴８８３内で共に固定される２つ
の側面またはハウジング半片８８１、８８２を有するコネクタ８８０の別の実施形態を示
す。穴８８３は、コネクタハウジングの周辺に近接するパターンで配置される。２つのハ
ウジング半片８８１、８８２の両方に穴が形成され、締め具が、右のハウジング半片８８
１の穴８８３ａ、および左のハウジング半片８８２に想像線で示された穴８８３ｂに挿入
されてもよく、これにより、均等の安定した締結力が加えられる。
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【００５２】
　この実施形態では、コネクタは、垂直な嵌合配置において回路カード６０７の複数の対
を支持する。回路カード６０７ａ、６０７ｂは、コネクタ用の嵌合ブレードとして作用す
る先端エッジを有し、一対のフランジ８０５によって部分的に保護される。一対のフラン
ジ８０５は、回路カードの対の各々の上部および下部に配置される。フランジ８８５は、
互いに異なる、突き出た長さを有するように形成される場合がある。図示したこの実施形
態では、上部フランジ８８５ａは下部フランジ８８５ｂよりも短く、これにより、回路カ
ード６０７の対の各々のより下側のフランジ８８５が、対向するコネクタと嵌合するため
の鍵として機能することが可能になる。この実施形態では、図１～図１６の実施形態と同
様に、図２６～図３１の実施形態における８８５ｂのようなフランジ自体を用いるか、ま
たは図１～図１６に示す凹部またはリッジ９００を形成し、下部フランジに配置された鍵
を有することが好ましい。
【００５３】
　この実施形態における回路カード６０７ａ、６０７ｂは、コネクタ８８０の嵌合部８９
０の側壁８８９に形成されたスロット８８８に収容される翼型部８８７をさらに備えても
よい。このようにして、コードの各対の回路カードは、互いに平行で、かつ他の対の回路
カードと平行に配置され得る。
【００５４】
　このような特徴の追加的な組み合わせ、または代替的な他の型の接触配列コネクタを、
明示的に含む、コネクタ組立体の多くの変形および改造、および／または本明細書に個別
に開示されたまたは本明細書で特許請求された本明細書に開示された特徴の組み合わせを
含む構成部品などのような、当業者に容易に明らかとなる、上述の図示した実施形態の多
数の改造が存在することが理解される。さらに、材料および構成について可能な多くの変
形がある。これらの改造および／または組み合わせは、この発明が関連する技術内に収ま
り、下記の請求項の範囲内であると意図される。慣習となっているように、請求項におけ
る単数の要素の使用は、かかる要素の１つ以上を含むことが意図されることに留意された
い。
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