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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シールドモジュールジャック（１４）を内部に受容するよう構成される複数のジャック
開口（４８）を有するハウジング（２６）を具備するインタフェースモジュール（１２）
であって、前記ハウジングは、前記ジャック開口の一側に沿って延びる実装壁（５２）を
有するインタフェースモジュールにおいて、
　前記実装壁に、少なくとも１本の結合バー（２８）が結合され、
　該少なくとも１本の結合バーは、前記シールドモジュラジャックの各々と係合するよう
構成されたジャックインタフェース（６０）と、パネル（１０）の嵌合面（２４）と係合
するよう構成されたパネルインタフェース（６２）とを有し、
　前記少なくとも１本の結合バーは、前記シールドモジュラジャックの各々と前記パネル
の前記嵌合面との間を電気的に接続するよう構成されていることを特徴とするインタフェ
ースモジュール。
【請求項２】
　前記少なくとも１本の結合バーは、前記シールドモジュラジャックと係合するよう構成
された単一の結合バーからなることを特徴とする請求項１記載のインタフェースモジュー
ル。
【請求項３】
　前記少なくとも１本の結合バーは、前記ハウジングに結合された複数の結合バーからな
り、
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　前記結合バーの各々は、前記シールドモジュラジャックの少なくとも１個と係合するよ
う構成されていることを特徴とする請求項１記載のインタフェースモジュール。
【請求項４】
　前記少なくとも１本の結合バーは、前記パネルインタフェースに設けられた複数の可撓
ビーム（７４）を有し、
　該可撓ビームは、前記結合バー及び前記パネルの接続を維持するよう前記パネルの前記
嵌合面に向かって装填されるよう構成されていることを特徴とする請求項１記載のインタ
フェースモジュール。
【請求項５】
　前記ジャックインタフェース及び前記パネルインタフェースは、互いから離間すると共
に、互いにほぼ平行に延びており、
　前記結合バーは、前記ジャックインタフェース及び前記パネルインタフェース間を延び
る端壁（６４）を有することを特徴とする請求項１記載のインタフェースモジュール。
【請求項６】
　前記ハウジングは、該ハウジングから延びるポスト（６８）を有する誘電性本体を具備
し、
　前記結合バーは、前記ポストに対応する開口（６６）を有し、該開口が前記ポストに実
装される際に、前記誘電性本体の少なくとも一部を覆うことを特徴とする請求項１記載の
インタフェースモジュール。
【請求項７】
　前記実装壁は、第１壁面（５４）及び第２壁面（５５）を有し、
　前記結合バーは、前記ジャックインタフェースが前記第１壁面に沿って延び且つ前記パ
ネルインタフェースが前記第２壁面に沿って延びるように、前記実装壁に結合されている
ことを特徴とする請求項１記載のインタフェースモジュール。
【請求項８】
　前記ハウジングは、前部（３８）及び後部（４０）を有し、
　前記ハウジングは、内部に前記シールドモジュラジャックを受容すると共に前記前部及
び前記後部の間を少なくとも部分的に延びる複数のキャビティ（５０）を有し、
　前記複数のジャック開口は、前記キャビティの各々へのアクセスを提供することを特徴
とする請求項１記載のインタフェースモジュール。
【請求項９】
　前記ハウジングは、内部に前記シールドモジュラジャックを受容する複数のキャビティ
を有し、
　前記複数のジャック開口は、前記キャビティの各々へのアクセスを提供し、
　前記実装壁は、前記キャビティの一壁を区画することを特徴とする請求項１記載のイン
タフェースモジュール。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、複数のプラグ開口を有する面板（４２）を有し、
　前記プラグ開口は、該プラグ開口を通って相手プラグを受容するよう構成され、
　前記プラグ開口は、前記相手プラグが前記シールドモジュラジャックと嵌合するように
前記ジャック開口と整合することを特徴とする請求項１記載のインタフェースモジュール
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク部品に結合するコネクタモジュールに関し、特に、シールドコ
ネクタ用のインタフェースモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気部品は、典型的には電子ネットワークに接続される。電子ネットワークは、そのネ
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ットワーク内の部品間の接続を可能にするパッチパネルを使用する。いくつかの用途にお
いて、インタフェースモジュールは、パッチパネル内、又は２個以上の個別ネットワーク
部品を相互接続する任意の数の他のネットワーク構造内に保持される。このインタフェー
スモジュールは、パッチパネル又は他のネットワーク構造の単一開口内に複数のモジュラ
ジャックを容易に実装する。典型的な用途において、インタフェースモジュールがパッチ
パネルに実装され、次に、モジュラジャックがインタフェースモジュール内に装填される
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　既存のインタフェースモジュールは、その内部に複数の非シールドジャックを装填する
ことを可能にする。しかし、今日の性能要求事項に合致するためには、新たなジャックが
、例えばジャックの寸法を大きくし得る金属ハウジングを使用してシールドすることがで
きる。効果的なシールドは、全部品がシールドされ、且つ全てのシールドが十分に結合さ
れることを要する。しかし、解決すべき課題は、増大した寸法のジャックを収容できない
ことに加えて、現在のインタフェースモジュールは、シールドジャックをパッチパネルに
結合、接地することができないことである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　解決手段は、本発明に従ったインタフェースモジュールにより提供される。すなわち、
シールドモジュールジャックを内部に受容するよう構成される複数のジャック開口を有す
るハウジングを具備するインタフェースモジュールである。ハウジングは、ジャック開口
の一側に沿って延びる実装壁を有する。実装壁に結合バーが結合され、結合バーは、各シ
ールドモジュラジャックと係合するよう構成されたジャックインタフェースと、パネルの
嵌合面と係合するよう構成されたパネルインタフェースとを有する。結合バーは、各シー
ルドモジュラジャックとパネルの嵌合面との間を電気的に接続するよう構成されている。
【０００５】
　以下、添付図面を参照して本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】内部に装填されたシールドモジュラジャックを有する典型的な一実施形態のイン
タフェースモジュールとパネルを前側から見た斜視図である。
【図２】図１のインタフェースモジュール及びシールドモジュラジャック示す分解斜視図
である。
【図３】図１のインタフェースモジュールを下側且つ後側から見た分解斜視図である。
【図４】図１のインタフェースモジュールを上側且つ後側から見た分解斜視図である。
【図５】図１のインタフェースモジュールを下側且つ後側から見た斜視図である。
【図６】別のインタフェースモジュールを下側且つ後側から見た斜視図である。
【図７】内部にシールドモジュラジャックが装填された図１のインタフェースモジュール
を下側且つ後側から見た部分断面斜視図である。
【図８】内部にシールドモジュラジャックが装填された図１のインタフェースモジュール
を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１は、パネル１０と、内部にシールドモジュラジャック１４が装填された典型的な一
実施形態のインタフェースモジュール１２を前側から見た斜視図である。図２は、インタ
フェースモジュール１２及びシールドモジュラジャック１４の分解図である。本明細書に
説明されるように、インタフェースモジュール１２は、特にシールドモジュラジャック１
４と共に使用するよう構成されている。インタフェースモジュール１２は、複数のシール
ドモジュラジャック１４をパネル１０に同時に実装する。インタフェースモジュール１２
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は、シールドモジュラジャック１４及びパネル１０間の結合路又はインタフェースを定め
る。結合路は、部品間を電気的に接続する。任意であるが、一つの部品（例えばパネル１
０）が接地をとる（例えば電気的に接地される）と、結合路は部品間に接地路を定める。
【０００８】
　図２に示されるように、シールドモジュラジャック１４は、射出成形工程、又はジャッ
クハウジング１８にシールド部品を付加する等により、金属化される。このように、シー
ルドモジュラジャック１４は、ジャックハウジング１８を取り囲むシールド面１６を有す
る。シールドモジュラジャック１４は、図示されているＲＪ－４５シールドモジュラジャ
ック等の任意のタイプのシールドケーブルコネクタであるが、これに限定されない。シー
ルド面１６は、ジャックハウジング１８に類似する包絡線を有するのが典型的である非シ
ールドジャックと比較してジャックの寸法を増大する。シールドモジュラジャック１４が
使用される典型的な一電子ネットワークにおいて、シールド面１６は、パネル１０等の接
地部品に結合され（例えば、電気的に接続され）、シールド面１６に接地路を与える。イ
ンタフェースモジュール１２は、パネル１０に実装されると、接地への接地路を与え、シ
ールドモジュラジャック１４をパネル１０に結合する。
【０００９】
　図１に示されるように、インタフェースモジュール１２は、パネル１０の開口２０内に
実装される。開口２０は、周囲壁２２により区画される。典型的な一実施形態において、
パネル１０は、複数のインタフェースモジュール１２を受容するために複数の開口２０を
有する。任意であるが、開口２０は、図１に示されるシールドモジュラジャックか、非シ
ールドモジュラジャックのいずれかを有するインタフェースモジュール１２を受容しても
よい。パネル１０は平坦な前面２４を有し、インタフェースモジュール１２は前面２４に
当接して実装される。図示の実施形態において、パネル１０は、ラック（図示せず）に実
装可能であるパッチパネルである。別の実施形態では、パネル１０は、スイッチ、電力箱
等の、モジュラジャックを支えるネットワーク内に使用される別のタイプのネットワーク
部品であってもよい。当業界で知られているように、パネル１０は金属製であり、フレー
ム、ラック、ケーブル、電線、又はパネル１０に電気的に接続される他の構造物等の、パ
ネルに接地し且つ結合する手段が設けられる。
【００１０】
　典型的な一実施形態において、インタフェースモジュール１２は、プラスチック材料等
の誘電性材料から作成された誘電性本体を有するハウジング２６を具備する。ハウジング
２６は、シールドモジュラジャック１４及びパネル１０を相互接続するための結合面を有
する。例えば、典型的な一実施形態において、ハウジング２６は、金属材料等の導電性材
料で選択的にめっきされ、結合面を形成する。このため、シールドモジュラジャック１４
がハウジング２６内に装填されると、導電性めっきがシールドモジュラジャック１４と係
合し、モジュラジャック１４及びハウジング２６間を結合し接地する。インタフェースモ
ジュール１２がパネル１０に実装されると、導電性めっきがパネル１０と係合し、インタ
フェースモジュール１２及びパネル１０間を結合し接地する。従って、シールドモジュラ
ジャック１４がインタフェースモジュール１２内に組み立てられると、インタフェースモ
ジュール１２は次にパネル１０内に実装され、シールドモジュラジャック１４用の接地路
が形成される。典型的な一実施形態において、導電性めっきは、ハウジング２６に結合さ
れる結合バー２８（図３ないし図５参照）を構成してもよい。結合バー２８の詳細につい
ては後述する。結合バー２８は、結合面を区画するため、及びシールドモジュラジャック
１４をパネル１０に相互接続してシールドモジュラジャック１４及びパネル１０間に結合
路、潜在的には接地路を形成するために使用できる導電性めっきタイプの構造要素の一例
に過ぎないことを理解されたい。結合バー２８又はその等価物は、インタフェースモジュ
ール１２の構成によっては、シールドモジュラジャック１４及びパネル１０を相互接続す
るために互いに異なる形状、寸法及び構成を有してもよい。
【００１１】
　別の一実施形態において、結合面を形成するためには、導電性めっきではなく、インタ
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フェースモジュール１２をダイキャスト製にするか、又は射出成形工程等の製造工程中に
選択的に金属化されてもよい。このような実施形態において、シールドモジュラジャック
１４がインタフェースモジュール１２に接触し、次にインタフェースモジュール１２がパ
ネル１０に接触することにより、接地路が構築される。
【００１２】
　図１及び図２に示されるように、ハウジング２６は、頂上部３０、底部３２、両側部３
４，３６、前部３８及び後部４０を有する。面板４２は前部３８に設けられている。面板
４２は、図示の実施形態にあるようにハウジング２６と一体に形成されてもよいし、或い
はハウジング２６とは別に設けられてその後結合されてもよい。面板４２は、インタフェ
ースモジュール１２がパネル１０（図１参照）に実装されると、露出する。固定ラッチ４
４が第１辺３４に沿って設けられ、可撓ラッチ４６が第２辺３６に沿って設けられる。固
定ラッチ４４及び可撓ラッチ４６は、インタフェースモジュール１２をパネル１０に実装
するために使用される。例えば、インタフェースモジュール１２はパネル開口２０（図１
参照）内に挿入されるので、固定ラッチ４４は周囲壁２２に係止する。次に、インタフェ
ースモジュール１２が回転する結果、可撓ラッチ４６が開口２０の周囲壁２２に係止、ロ
ックする。或いは、固定ラッチ４４、可撓ラッチ４６と相互作用するために、パネル１０
に相手ラッチ又は相手構造を設けてもよい。
【００１３】
　ハウジング２６はまた、内部にシールドモジュラジャック１４を受容する複数のジャッ
ク開口４８を後部４０に有する。ジャック開口４８は、内部にシールドモジュラジャック
１４を保持する適切な開口寸法を与えるよう構成されている。ジャック開口４８は、シー
ルドモジュラジャック１４を受容するよう寸法及び形状が設定されたジャックキャビティ
５０へのアクセスを提供する。図示の実施形態において、ジャックキャビティ５０は、ほ
ぼ箱形をなすが、シールドモジュラジャック１４が異なる形状である場合には形状が異な
ってもよい。底壁（実装壁）５２は、ジャック開口４８の一部を区画する。典型的な一実
施形態において、シールドモジュラジャック１４は、実装壁である底壁５２に実装される
。底壁５２は、ジャックキャビティ５０に沿って少なくとも部分的に延びる第１壁面すな
わち内面５４を有する。底壁５２はまた、内面５４に対向すると共に内面５４とほぼ平行
に延びる第２壁面すなわち外面５５と、内面５４及び外面５５の間に延びる端面５６とを
有する。図示の実施形態において、面５４，５５，５６はほぼ平坦であるが、別の実施形
態において、これらの面５４，５５，５６は異なった、より複雑な形状を有してもよい。
【００１４】
　図１に示されるように、面板４２は、その前部３８にジャックキャビティ５０と整列し
てジャックキャビティ５０へのアクセスを提供する相手プラグ開口５８を有する。相手プ
ラグ開口５８は、シールドモジュラジャック１４に接続される相手プラグ（図示せず）を
受容する寸法及び形状に設定されている。図示の実施形態において、相手プラグ開口５８
は、ＲＪ－４５プラグを受容するよう構成されたＲＪ－４５エンビロープを区画する。
【００１５】
　典型的な一実施形態において、ハウジング２６は一体品として作成されるが、ハウジン
グ２６の種々の部品を組み立ててもよい。
【００１６】
　図３は、典型的な一実施形態に従って形成された結合バー２８と、インタフェースモジ
ュール１２のシールドモジュラジャック１４を除いた状態のハウジング部を下側且つ後側
から見た分解斜視図である。図４は、インタフェースモジュール１２のハウジング部と結
合バー２８を上側且つ後側から見た分解斜視図である。図５は、インタフェースモジュー
ル１２のハウジング部を下側且つ後側から見た斜視図であり、ハウジング２６に結合され
た結合バー２８を図示する。
【００１７】
　典型的な一実施形態において、結合バー２８は、金属製のＪ形状のバーである。結合バ
ー２８は、ジャックインタフェース６０を区画する結合バー２８の縦方向の長さに沿って
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延びる第１平坦部と、パネルインタフェースを区画する結合バー２８の縦方向の長さに沿
って延びる第２平坦部と、ジャックインタフェース６０及びパネルインタフェース６２の
間に延びてＪ形状を形成する端壁６４とを有する。結合バー２８は、結合バー２８のジャ
ックインタフェース６０がハウジング２６の内面５４のかなりの部分を覆うように、ハウ
ジング２６に取り付けられる。結合バー２８がハウジング２６に取り付けられると、結合
バー２８のパネルインタフェース６２は、外面５５のかなりの部分を覆う。同様に、結合
バー２８がハウジング２６に取り付けられると、結合バー２８の端壁６４は、端面５６の
かなりの部分を覆う。図示の実施形態において、Ｊ形状の結合バー２８の１本の脚、すな
わちパネルインタフェース６２は、他の脚よりも幅広である。しかし、Ｃ形状の結合バー
である別の実施形態において、両脚の幅はほぼ等しくてもよい。さらに、別の実施形態に
おいて、結合バー２８は、ハウジング２６にほぼ一致する、より複雑な形状を有してもよ
い。
【００１８】
　図５に示されるように、結合バー２８は、ハウジング２６に固定取り付けするよう形成
される。一実施形態において、結合バー２８には孔、切欠６６が形成される。孔、切欠６
６は、ハウジング２６の端面５６のポスト６８と整列する。結合バー２８は、結合バー２
８がハウジング２６に取り付けられるとポスト６８が孔、切欠６６を通って挿入されるよ
うに、ハウジング２６上に載置される。結合バー２８が端面５６の長さ方向に沿ってハウ
ジング２６と一旦接触すると、ポスト６８が平らにされて結合バー２８をハウジング２６
の端面５６に固定する。別の実施形態において、当業界で知られた他の固定手段を使用し
て、結合バー２８をハウジング２６に固定してもよい。例えば、結合バー２８を所定位置
に単にスナップ係合させてもよいし、固定具を使用してもよいし、ラッチを使用してもよ
いし、結合バー２８をハウジング２６に摩擦結合してもよいし、シールドモジュラジャッ
ク１４を使用して結合バー２８を所定位置に保持してもよい。
【００１９】
　図３及び図４に示されるように、典型的な一実施形態において、結合バー２８のパネル
インタフェース６２は、外面７０（図３参照）及び内面７２（図４参照）を有する。複数
の可撓ビーム７４が、外面７０上に形成されると共に外面７０から延びる。以下にさらに
詳細に説明するように、可撓ビーム７４は、ハウジング２６がパネル１０に実装される際
にパネル１０に対して法線方向の力を与えるようばね状要素を区画してもよい。１個以上
の突起７６が、パネルインタフェース６２の内面７２に配置されると共に内面７２から延
びる。ハウジング２６の底壁５２は、突起７６と整合した１個以上の切欠７８を有する。
結合バー２８がハウジング２６上に設置されると、突起７６は切欠７８内にスナップ係合
し、ハウジング２６に対して結合バー２８を方向付ける。当業者に知られているように、
ハウジング２６に結合バー２８を取り付ける他の手段も適用できよう。
【００２０】
　図３に示されるように、典型的な一実施形態において、ハウジング２６は、面板４２に
複数の切欠８０を有する。図５に示されるように、結合バー２８の可撓ビーム７４は、切
欠８０と整列しており、少なくとも部分的に切欠８０内に受容されてもよい。以下にさら
に詳細に説明するように、ハウジング２６がパネル１０に実装されると、結合バー２８の
可撓ビーム７４及びパネル１０が接触するように、可撓ビーム７４が圧縮され、パネル１
０に向かって付勢される。可撓ビーム７４が圧縮されると、可撓ビーム７４の端部は、関
連する切欠８０内に移動してもよい。
【００２１】
　図６は、シールドモジュラジャック１４を除いた状態の別のインタフェースモジュール
１００を下側且つ後側から見た斜視図である。インタフェースモジュール１００は、ハウ
ジング１０２及び複数の結合バー１０４を有する。ハウジング１０２はハウジング２６と
ほぼ同様であり、同様の要素には同様の参照番号が付される。図示の実施形態において、
各ジャックキャビティ５０に対して、個々の結合バー１０４が設けられている。各結合バ
ー１０４は、シールドモジュラジャック１４（図１参照）にそれぞれ係合するよう構成さ
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れている。結合バー１０４は、スナップフィット結合等によりハウジング１０２に結合さ
れている。各結合バー１０４は、パネル１０及び各シールドモジュラジャック１４間に結
合路、潜在的には接地路を形成するために、パネル１０（図１参照）と係合するための少
なくとも１本の可撓ビーム７４を有する。
【００２２】
　図７は、内部にシールドモジュラジャック１４が装填されたインタフェースモジュール
１２を下側且つ後側から見た部分断面図である。図８は、内部にシールドモジュラジャッ
ク１４が装填されたインタフェースモジュール１２を示す断面図である。シールドモジュ
ラジャック１４は、頂上部１１０、底部１１２、嵌合端１１４及びケーブル端１１６を有
する。シールドモジュラジャック１４は、嵌合端１１４を通って装填される相手プラグ（
図示せず）と嵌合する。ケーブル（図示せず）は、ケーブル端１１６から延びる。
【００２３】
　典型的な一実施形態において、シールドモジュラジャック１４は、嵌合端１１４が面板
４２に当接するまでジャックキャビティ５０内に装填される。底部１１２に沿って固定ラ
ッチ１１８が設けられ、頂上部１１０に沿って可撓ラッチ１２０が設けられる。固定ラッ
チ１１８及び可撓ラッチ１２０は、シールドモジュラジャック１４をハウジング２６に実
装するために使用される。例えば、可撓ラッチ１２０が押下され、固定ラッチ１１８が底
壁５２に係止するようにシールドモジュラジャック１４がジャック開口４８内に挿入され
る。次に、可撓ラッチ１２０がハウジング２６の上壁１２２と整列し、可撓ラッチが撓み
位置すなわち押下位置から開放され、上壁１２２に係止する。ラッチ１１８，１２０が壁
５２，１２２に係止すると、シールドモジュラジャック１４はハウジング２６にしっかり
と結合される。典型的な一実施形態において、可撓ラッチ１２０は、図７及び図８に示さ
れる矢印Ａ方向に沿って底壁５２に向かってシールドモジュラジャック１４を付勢し、固
定ラッチ１１８の底壁５２との係止を保証する。別の実施形態において、当業界で知られ
た別の固定手段を使用してシールドモジュラジャック１４をハウジング２６に固定しても
よい。
【００２４】
　図８に示されるように、シールドモジュラジャック１４が底壁５２に実装されると、シ
ールドモジュラジャック１４は、結合バー２８と係合し、結合バー２８に電気的に結合す
る。特に、結合バー２８のジャックインタフェース６０は底壁５２の内面５４に沿って延
びており、シールドモジュラジャック１４はジャックインタフェース６０と当接して係合
するので、結合バー２８及びシールドモジュラジャック１４間に結合路を、潜在的には接
地路を形成する。典型的な一実施形態において、固定ラッチ１１８の少なくとも一部は、
結合バー２８の端壁６４の少なくとも一部と当接して係合するので、結合バー２８及びシ
ールドモジュラジャック１４間に結合路を、潜在的には接地路を形成する。このような実
施形態において、シールドモジュラジャック１４は、結合バー２８の異なる２面に係合す
る。別の実施形態において、結合バー２８は、ハウジング２６の別の部分に設けられるか
、又は別の部分に結合してもよいので、シールドモジュラジャック１４及びハウジング２
６間の結合、接地は、別の場所で生ずる。例えば、結合バー２８は、面板４２又は上壁１
２２に沿って設けられてもよい。別の実施形態において、シールドモジュラジャック１４
がパネル１０と直接係合することができるように、シールドモジュラジャック１４が異な
る方法でハウジング２６にしっかりと結合してもよいし、或いはパネル１０が異なって構
成されてもよい。
【００２５】
　組立の際、シールドモジュラジャック１４がハウジング２６に一旦結合され、結合バー
２８に結合されると、インタフェースモジュール１２はパネル１０に嵌合する。インタフ
ェースモジュール１２は、前部からパネル開口２０内に装填され、所定位置でラッチ４４
，４６（図１及び図２参照）にラッチされる。面板４２は前面２４にほぼ当接する。イン
タフェースモジュール１２がパネル１０と嵌合すると、結合バー２８はパネル１０に係合
し、このため、パネル１０に結合し、潜在的にはパネル１０に接地される。特に、可撓ビ
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及びパネル１０間の機械的接続及び電気的接続を維持するようパネル１０により少なくと
も部分的に撓んでもよい。この結果、インタフェースモジュール１２は、複数のシールド
モジュラジャック１４用のしっかりとした実装、及びインタフェースモジュール１２がパ
ネル１０又は他の機器の開口に実装される際の完全な結合路回路を提供する。他の一実施
形態において、可撓ビーム７４を使用しないで、結合バー２８及び嵌合面１２４間の電気
的相互接続を形成してもよい。例えば、パネル開口２０の寸法は、結合バー２８及び嵌合
面１２４間の電気的接続を保証してもよいし、或いは、ハウジング２６を付勢し、嵌合面
１２４に向かって結合バー２８を付勢するようにハウジング２６又はパネル１０に他の付
勢要素を設けてもよい。
【００２６】
　上述した説明は例示目的であり、限定を意図したものではないことを理解されたい。例
えば、上述の実施形態は、互いに組み合わせて使用してもよい。さらに、本発明の範囲を
逸脱することなく、本発明の開示に対して特定の状況又は材料を適用して変形してもよい
。本明細書で説明された種々の部品の寸法、タイプ、材料、向き、種々の部品の数及び位
置は、或る実施形態のパラメータを定めることを意図されており、典型的な実施形態に決
して限定するものではない。上述の説明を読めば、当業者にとって特許請求の範囲の真髄
内で多くの他の実施形態及び変形が明らかであろう。従って、本発明の範囲は、特許請求
の範囲を参照して決定されるべきである。
【符号の説明】
【００２７】
１０　パネル
１２　インタフェースモジュール
１４　シールドモジュラジャック
２４　嵌合面
２６　ハウジング
２８　結合バー
３８　前部
４０　後部
４２　面板
４８　ジャック開口
５０　キャビティ（ジャックキャビティ）
５２　底壁（実装壁）
５４　第１壁面（内面）
５５　第２壁面（外面）
６０　ジャックインタフェース
６２　パネルインタフェース
６４　端壁
６６　開口（孔、切欠）
６８　ポスト
７４　可撓ビーム
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