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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信接続を形成するためプラグを受け入れるように構成された通信ジャックであって、
　複数のジャック接触子であって、該ジャック接触子は、前記ジャック内に配置された金
属製片持ち梁から構成され、各々の接触子は、少なくとも第１の表面と第２の表面とを有
し、前記プラグが前記ジャックにより受け入れられたとき、複数のプラグ接触子は前記複
数のジャック接触子の前記第１の表面とのインターフェースを形成する、前記複数のジャ
ック接触子と、
　近端クロストークを補償するため前記複数のジャック接触子の２つの対の間で接続され
た第１の容量性カップリングであって、該第１の容量性カップリングは、前記第２の表面
の前記プラグ接触子が前記ジャック接触子と接する地点の反対側に隣接した箇所において
、前記ジャック接続子の対に接続される、前記第１の容量性カップリングと、
を備える、通信ジャック。
【請求項２】
　前記プラグは、容量性構成要素及び誘導性構成要素を有する、連係するプラグカップリ
ングを持ち、第１の周波数において、前記第１の容量性カップリングは、前記プラグカッ
プリングよりも容量において大きいが、極性が略反対である、請求項１に記載の通信ジャ
ック。
【請求項３】
　前記第１の周波数において、前記第１の容量性カップリングは、前記プラグカップリン
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グの容量の大きさの約２倍の容量を持っている、請求項２に記載の通信ジャック。
【請求項４】
　前記第１の容量性カップリングは、前記プラグ接触子が前記ジャック接触子とインター
フェースを形成するところと正反対のところで前記ジャック接触子に接続されている、請
求項１に記載の通信ジャック。
【請求項５】
　前記第１の容量性カップリングは、前記ジャックの回路経路３及び５の対と回路経路４
及び６の対との間で接続されている、請求項１に記載の通信ジャック。
【請求項６】
　前記ジャック接触子と電気的に接続された第２の容量性カップリングを更に備える、請
求項１に記載の通信ジャック。
【請求項７】
　前記プラグは、容量性構成要素及び誘導性構成要素を有する、連係するプラグカップリ
ングを持ち、前記第２の容量性カップリングは、前記第１の容量性カップリングと極性が
略反対であり、前記プラグカップリングと極性が略同一である、請求項６に記載の通信ジ
ャック。
【請求項８】
　前記第１の容量性カップリングから、前記プラグ接触子が前記ジャック接触子と接する
地点までの電流経路は、前記第２の容量性カップリングから、前記プラグ接触子が前記ジ
ャック接触子と接する地点までの電流経路よりも短い、請求項６に記載の通信ジャック。
【請求項９】
前記第１の容量性カップリングは、前記ジャックの回路経路３及び５の対と回路経路４及
び６の対の間で接続され、前記第２の容量性カップリングは、前記ジャックの回路経路３
及び４の対と回路経路５及び６の対の間で接続されている、請求項６に記載の通信ジャッ
ク。
【請求項１０】
　前記ジャック接続子が接続された印刷回路基板上に形成された誘導性及び容量性のトレ
ースパターンからなる遠端クロストーク補償領域を更に備えている、請求項６に記載の通
信ジャック。
【請求項１１】
　前記第１の容量性カップリングは、フレキシブル電気コンダクターを用いて前記ジャッ
ク接触子に取り付けられた第１の印刷回路基板上に配置されている、請求項１に記載の通
信ジャック。
【請求項１２】
　前記第１の印刷回路基板はフレキシブルであり、該基板が前記プラグの前記ジャックへ
の挿入時に形状を変化させることを可能にしている、請求項１１に記載の通信ジャック。
【請求項１３】
　前記第１の印刷回路基板は、溶接により前記第２の表面に取り付けられている、請求項
１１に記載の通信ジャック。
【請求項１４】
　前記第１の印刷回路基板は、半田プラグにより前記第２の表面に取り付けられている、
請求項１１に記載の通信ジャック。
【請求項１５】
　前記ジャック接触子の少なくとも一部分は、半田付けのため予めスズメッキされている
、請求項１４に記載の通信ジャック。
【請求項１６】
ジャック及びプラグから構成された通信コネクターのためのクロストーク補償装置であっ
て、
複数の接続部によりジャック接触子に機械的及び電気的に接続されている印刷回路を備え
、前記複数の接続部は、前記印刷回路から延び出しており、前記複数の接続部の各々は、
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ジャック接触子と設置されたプラグの対応する接触子との電気的接続地点の反対側に隣接
して取り付けられ、前記ジャック接触子は金属製片持ち梁から構成される、クロストーク
補償装置。
【請求項１７】
　前記印刷回路に、近端クロストーク（ＮＥＸＴ）補償領域を更に備える、請求項１６に
記載のクロストーク補償装置。
【請求項１８】
　前記印刷回路は、前記ジャックをネットワークケーブルに接続するコネクターへのネッ
トワーク信号経路の少なくとも一区分を提供する、請求項１６に記載のクロストーク補償
装置。
【請求項１９】
　前記印刷回路は、容量性補償を提供する、請求項１８に記載のクロストーク補償装置。
【請求項２０】
　前記印刷回路は、容量性補償及び誘導性補償を提供する、請求項１８に記載のクロスト
ーク補償装置。
【請求項２１】
　前記印刷回路は、フレキシブル印刷回路である、請求項１６に記載のクロストーク補償
装置。
【請求項２２】
通信接続を形成するためプラグを受け入れるように構成された通信ジャックであって、
　複数のジャック接触子であって、該ジャック接触子は、前記ジャック内に配置された金
属製片持ち梁から構成され、前記プラグが前記ジャックにより受け入れられたとき、複数
のプラグ接触子は、プラグとジャックの接点において、前記複数のジャック接触子の第１
の表面と接する、前記複数のジャック接触子と、
　前記プラグとジャックの接点の反対側に隣接して、前記ジャック接触子の第２の表面に
機械的及び電気的に接続された電気コンダクターと、
　前記電気コンダクターに接続されたクロストーク補償構成要素と、
を備える、通信ジャック。
【請求項２３】
　前記クロストーク補償構成要素は、容量性カップリングを提供する、請求項２２に記載
の通信ジャック。
【請求項２４】
　前記容量性カップリングは、前記ジャック接触子に隣接している、請求項２３に記載の
通信ジャック。
【請求項２５】
　前記電気コンダクターは、該電気コンダクターが電気的に接続されているところの前記
プラグ接触子の通信信号電流を印刷回路基板へ伝え、前記プラグ接触子から印刷回路基板
への電流経路を短くする、請求項２２に記載の通信ジャック。
【請求項２６】
　前記電気コンダクターは、該電気コンダクターが前記接触子に接続されているところに
隣接した位置で曲げられ、前記プラグとジャックの接点において前記ジャック接触子を備
える平面から分岐する方向に向いている、請求項２５に記載の通信ジャック。
【請求項２７】
　前記電気コンダクタの両端を除く中間部分が、前記ジャック接触子の下面と略垂直であ
る、請求項２５に記載の通信ジャック。
【請求項２８】
　前記クロストーク補償構成要素は、容量性カップリング及び誘導性カップリングの両方
を含んでいる、請求項２５に記載の通信ジャック。
【請求項２９】
　前記カップリングは、前記電気コンダクターが前記ジャック接触子に接続されていると
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ころに隣接している、請求項２５に記載の通信ジャック。
【請求項３０】
　前記電気コンダクターは、前記電気通信ケーブルが接続されているところのコンダクタ
ーに電気的に接続されている、請求項２５に記載の通信ジャック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年２月１２日に出願された米国仮特許出願番号６０／５４４，０５
０号、２００４年３月３１日に出願された米国仮特許出願番号６０／５５８，０１９号、
及び、２００４年４月６日に出願された米国仮特許出願番号６０／５５９，８６７２号に
基づく優先権を主張する。これらの内容全体は、ここで参照したことで本願に組み込まれ
る。
【０００２】
　本発明は、電気コネクターに係り、より詳しくは、コネクターアッセンブリのプラグ及
びジャックの組み合わせにより発生する正味のクロストークを減少させるため補償技術を
利用するモジュール式通信ジャックの設計に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）を始
めとするコンピュータネットワークは、職場においてコンピュータ及びネットワーク装置
の数が増大するにつれて、益々流行してきている。これらのコンピュータネットワークは
、ネットワークに取り付けられた様々な構成要素の間で情報を伝達するため、データ通信
ケーブルと、電気コネクターとを利用する。電気コネクターは、典型的には、壁に取り付
けられたジャックに接続可能であるか又はパネル若しくは他の遠隔通信設備に一体形成さ
れているプラグを備えるように構成されている。ジャックは、典型的には、プラグの対応
するコンダクターと接触するため、近接して配置された接触子の列を保持するハウジング
を備えている。ジャックの接触子は、印刷回路基板にしばしば取り付けられている。ＲＪ
４５プラグ及びジャックコネクターアッセンブリは、近接して配置された接触子を有する
一つの周知された標準コネクターアッセンブリである。
【０００４】
　過去数年に亘って、コンピュータネットワーク技術における進歩は、これに対応してネ
ットワークを介してデータを伝達することができる速度の増大を促進した。従来のコネク
ターは、それほどのクロストーク問題無しに低周波数データ信号を伝達するため使用され
てきた。しかし、そのようなコネクターが高周波数データ信号を伝達するため使用される
とき、コネクター内部で発生するクロストークは、劇的に増大する。このクロストークは
主要には、ジャック及び／又はプラグ内部で近接して配置された平行コンダクターの間の
容量性及び誘導性カップリングに起因している。
【０００５】
　コネクター内で発生するクロストークを減少させるため電気コネクターの設計において
、幅広い様々な改善がなされてきた。その一例が、パンデュイット社に共有譲渡された、
米国特許番号６，３０５，９５０号に開示されている。この種のコネクターは、クロスト
ーク効果の減少を達成するためのコンデンサが実装された多層印刷回路基板と連係した特
定のコンダクター構成を使用する。しかし、非常に高い周波数信号レートで、このコネク
ターのためのプラグで発生する高いレベルのクロストークに起因して、コンデンサにより
達成可能なチューニング効果は、なおも達成するのが困難となり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以上により、上記問題に取り組み、改善したクロストーク性能を提供するためコネクタ
ーの設計における更なる改善がなおも必要とされている。
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【実施例】
【０００７】
　本発明の実施例を説明する前に、本発明は、添付図面及び説明に示された構成要素の構
成及び配置の細部にその用途又は使用法を限定されるものではないことが理解されるべき
である。本発明の図示の実施例は、他の実施例、変形例及び変更例で実施されたり又は組
み込まれたりすることができ、様々な仕方で実施、実行することができることが認められ
よう。更には、特に断りの無い限り、本願で用いられた用語及び表現は、読者の利便性の
ため本発明の例示としての実施例を説明するという目的のため選択されており、本発明を
それに限定するものではない。
【０００８】
　図面、特に図１を参照すると、通信コネクターアッセンブリ１００が示されている。通
信コネクターアッセンブリ１００は、本発明の原理に従って正味のクロストークを減少さ
せる補償技術を備えている。図１に示されるように、通信コネクターアッセンブリ１００
は、ジャック１０４に接続可能なプラグ１０２を備えている。ジャック１０４は、印刷回
路基板（図示せず）を保持するため、ハウジング１０６と、キャリア部分とを備える。ジ
ャック１０４のハウジング１０６は、プラグ１０２の対応する接触子と接触するための近
接して配置された平行接触子の列を保持する。電気信号が通信コネクターアッセンブリ１
００を通って伝達されたとき、クロストークは、コネクターアッセンブリ内に生じる。
【０００９】
　クロストークは、主要には、プラグ１０２及びジャック１０４内の近接して配置された
平行コンダクターに起因してコネクターアッセンブリ内で発生する。一般には、クロスト
ークは、一つの回路対から別の回路対までの望ましくない信号カップリングの測度である
。クロストークの幾つかの異なる測度が、通信コネクターアッセンブリに生じる懸念と取
り組むため開発された。近端クロストーク（ＮＥＸＴ）は、異なる回路対における攪乱信
号として、反対方向に伝達するクロストークの測度である。ＮＥＸＴは、次の式に従って
計算される。
【００１０】
　ＮＥＸＴ＝（容量性カップリング（Ｃ）＋誘導性カップリング（Ｌ））に起因した信号
電圧
　遠端クロストーク（ＦＥＸＴ）は、異なる回路対における攪乱信号として、同一方向に
伝達するクロストークの測度である。ＦＥＸＴは、次の式に従って計算される。
【００１１】
　ＦＥＸＴ＝（容量性カップリング（Ｃ）－誘導性カップリング（Ｌ））に起因した信号
電圧
　コネクター内のクロストークの原理についての更なる説明は、米国特許番号５，９９７
，３５８号（「‘３５８特許」）に開示されており、その内容はここで参照したことで本
願に組み込まれる。
【００１２】
　プラグへのケーブル接続からジャックへのケーブル接続までのプラグ／ジャック結合に
おける全ての信号電流運搬コンダクターの間において、誘導性及び容量性カップリングが
分布している。加えて、上記コンダクターから離れて該コンダクターに電気的に接続され
た導電性材料の間、並びに、導電性材料及び上記コンダクターの間において容量性カップ
リングが存在している。
【００１３】
　好ましい実施例が如何に機能するかを示す主要なカップリングが図２に概略的に示され
ている。
　プラグは、主要には、分布した誘導性及び容量性カップリングである。
【００１４】
　ＮＥＸＴ補償領域は、遠隔容量性カップリングである。
　ジャック接触子は、主要には、分布した誘導性及び容量性カップリングである。
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　ＮＥＸＴクロストーク領域は、遠隔容量性カップリングである。
【００１５】
　ＦＥＸＴクロストーク領域は、分布誘導性及び容量性カップリングと、遠隔容量性カッ
プリングとの結合である。
　分布カップリングと遠隔カップリングとの間の識別は、ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴに与える
それらの異なる効果の故に、重要である。
【００１６】
　ＮＥＸＴは、任意のカップリングから、プラグへのケーブル接続へと戻る反射信号であ
る。ＮＥＸＴの各要素の位相角度は、前記ケーブル接続から前記要素への距離及び該要素
からの距離に依存している。
【００１７】
　ＦＥＸＴは、ジャックへのケーブル接続へと伝播する任意のカップリングからの信号で
ある。かくして、分布カップリングからのそのような全ての信号は、それらの位置に関わ
らず、同位相となる。各遠隔カップリングからの信号の位相角度は、しかし、遠隔カップ
リングへの距離並びに該遠隔カップリングから電流運搬コンダクターへの距離に依存して
いる。
【００１８】
　図示の実施例では、コンダクター３、６は、一つのワイヤ対を形成し、コンダクター４
、５は別のワイヤ対を形成している。異なるワイヤ対の組み合わせ及び他のワイヤ対を、
本発明の精神及び範囲から逸脱すること無く利用することができることが認められよう。
【００１９】
　コネクターアッセンブリ１００の補償機構は、ＮＥＸＴ補償機構及びＦＥＸＴ補償機構
を備える。ＮＥＸＴ補償機構は、ＮＥＸＴ補償領域と、ＮＥＸＴクーラー領域とを備える
のが好ましい。ＮＥＸＴ補償機構は、プラグ及びジャックのＮＥＸＴを、選択されたヌル
周波数において有効ゼロにまで減少させる。図３は、本発明に従って２つのワイヤ対３、
６及び４、５上で実施されたＮＥＸＴ補償機構のベクトル表現である。
【００２０】
　図３に示されるように、コネクターアッセンブリ１００のプラグ１０２は、コネクター
アッセンブリ１００の回路対上に攻撃性ＮＥＸＴを導入する。プラグ１０２の攻撃性ＮＥ
ＸＴは、誘導性カップリング（Ｌｐ）からの誘導性成分と、容量性カップリング（Ｃｐ）
からの容量性成分と、を備えている。プラグ１０２の攻撃性ＮＥＸＴを減少させるために
、コネクターアッセンブリ１００のＮＥＸＴ補償領域は、コネクターの回路対上の容量性
カップリング（Ｃ２）からの補償成分を導入する。
【００２１】
　容量性カップリング（Ｃ２）の大きさは、プラグのカップリング（Ｃｐ＋Ｌｐ）の大き
さより大きいが、それらのカップリングとは極性が逆であるのが好ましい。本実施例では
、容量性カップリング（Ｃ２）の大きさは、ジャック１０４の攻撃性カップリングの大き
さの約２倍である。合成のＮＥＸＴの大きさは、プラグのカップリングと容量性カップリ
ング（Ｃ２）との間の位相角度の大きさに依存している。位相角度がより大きくなればな
るほど、合成のＮＥＸＴも大きくなる。従って、この位相角度を最小にすることが望まし
い。この位相角度は、プラグのクロストークカップリングの有効中心と、ＮＥＸＴ補償領
域の有効中心との間の距離に比例している。
【００２２】
　図３に示されるように、ＮＥＸＴ補償領域は、プラグの攻撃性ＮＥＸＴを減少させるた
めジャックの回路対上に容量性補償カップリング（Ｃ２）を導入する。更に後述されるよ
うに、ＮＥＸＴ補償領域は、ジャック１０４の接触子とプラグ１０２の接触子との電気的
インターフェース１１０のところ若しくはその近傍であって該インターフェースの両側で
、選択されたジャック接触子の間のコンデンサを接続することにより、ジャック１０４に
実装することができる。その結果、プラグの攻撃性ＮＥＸＴと、ＮＥＸＴ補償領域により
導入された補償成分との間の位相角度は、最小化される。ＮＥＸＴクロストーク領域のコ
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ンデンサは、ジャック接触子とプラグ接触子との電気的インターフェース１１０のところ
若しくはその近傍において、回路経路３及び５の間、並びに、回路経路４及び６の間で接
続される。
【００２３】
　ここで再び図３を参照すると、コネクターアッセンブリ１００のジャック接触子が、コ
ネクターアッセンブリの回路対でカップリングを導入する。ジャック接触子のカップリン
グは、誘導性成分（Ｌ１）と容量性成分（Ｃ１）とを含む。
【００２４】
　ＮＥＸＴクロストークカップリング（Ｃ３）は、プラグ１０２のカップリングと同じ極
性を持っているが、容量性補償カップリング（Ｃ２）の反対極性を持っている。ＮＥＸＴ
クロストーク領域は、ヌル周波数においてＮＥＸＴ補償領域から特定の位相角度に位置し
ている。好ましい実施例では、プラグのカップリングとＮＥＸＴ補償領域の容量性カップ
リング（Ｃ２）との間の位相角度は比較的小さいので、ＮＥＸＴ補償領域の容量性カップ
リング（Ｃ２）とＮＥＸＴクロストーク領域の容量性カップリング（Ｃ３）との間の位相
角度は比較的小さい。これらの容量性カップリングの間で比較的小さい位相角度を達成す
るため、ＮＥＸＴ補償領域とＮＥＸＴクロストーク領域との間のジャック接触子の部分の
長さは、比較的小さくなる。本願で開示された好ましい実施例は、この長さを最小にし、
それらを実行可能な限り空気と分離するが、それでもなおジャック接触子と設置プラグの
接触子との間で適切な力を提供する。
【００２５】
　図２に示されるように、ＮＥＸＴクロストーク領域は、コネクターの回路経路上にクロ
ストークカップリング（Ｃ３）を導入する。ＮＥＸＴクロストーク領域は、ヌル周波数に
おいてプラグへのケーブル接続から特定の位相角度に位置するのが好ましい。更に後述さ
れるように、ＮＥＸＴクロストーク領域は、例えばコネクターアッセンブリ１００の印刷
回路基板（ＰＣＢ）の入力ターミナルの間のコンデンサを接続することによって、ジャッ
ク１０４に実装することができる。そのようなコンデンサは、ＮＥＸＴ補償領域コンデン
サが接続されているのと同じ位置でジャック１０４の接触子の間で接続することができる
ことも認められよう。しかし、コンデンサは、極性を逆にするため異なるコンダクターの
間で接続され、ＮＥＸＴクロストーク領域のコンデンサへの接続位置からの電気コンダク
ターの長さは、ＮＥＸＴ補償領域のコンデンサへの接続位置からの電気コンダクターの長
さよりも長くなる。
【００２６】
　ＮＥＸＴクロストーク領域のコンデンサは、代替例として、プラグ／ジャック接触子イ
ンターフェースとジャックへのケーブル接続との間でジャック接触子に接続することもで
きる。図２に示されているように、ＮＥＸＴクロストーク領域のクロストークカップリン
グ（Ｃ３）は、コンデンサにより導入され、該コンデンサのリード部は、ＰＣＢの入力タ
ーミナルにおいて、回路経路３、４及び５、６の間で接続される。
【００２７】
　更に後述されるように、ＦＥＸＴクロストーク領域は、クロストークカップリング（Ｃ

Ｃ）と、補償カップリング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）とを含んでいる。補償カップリング（Ｌ

ＦＣＺ及びＣＬ）の有効中心の位置とクロストークカップリング（ＣＣ）の有効中心の位
置とは、好ましくは、等距離であり、プラグ及びジャックの電気的インターフェースから
の位相角度変位において等しい。ＦＥＸＴクロストーク領域における容量性カップリング
により発生したＮＥＸＴ成分は、ＣＣ及びＣＬにより発生され、これらのカップリングの
正味分は、
ＣＣ－ＣＬに等しいＣＦＣＺである。ＦＥＸＴクロストーク領域（ＬＦＣＺ）における誘
導性補償カップリングは、クロストーク成分（ＣＦＣＺ）と大きさが等しく、極性が反対
であるのが好ましい。その結果、ＮＥＸＴカップリングがＣ＋Ｌに等しいので、２つの成
分（ＬＦＣＺ）及び（ＣＦＣＺ）は、互いに相殺され、従って、ＦＥＸＴクロストーク領
域はＮＥＸＴ上にほとんどか或いは全く影響を及ぼさない。
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【００２８】
　図４を参照すると、詳細仕様プラグのためのカップリングＣ及びＬは、両方とも負（－
）として指定されたクロストークを形成する。
　このジャック設計では、ジャックは、カップリングＣ及びＬを持ち、該カップリングは
、両方ともクロストークを形成し、負（－）となる。
【００２９】
　前述したように、ＮＥＸＴは、カップリングＣ＋Ｌに起因した信号電圧に等しく、ＦＥ
ＸＴは、カップリングＣ－Ｌに起因した信号電圧に等しい。
　従って、プラグ及びジャック接触子に起因したカップリングの正味の効果は、ＮＥＸＴ
上のそれらの効果と比べて、ＦＥＸＴ上でそれらの効果を非常に減少させる。様々なカッ
プリングの結合した効果がＮＥＸＴを最小にする際に非常に有望であるので、同カップリ
ングは、余剰のＦＥＸＴに帰着する。
【００３０】
　しかし、ＦＥＸＴクロストーク領域の正味の効果はＮＥＸＴ上でゼロであるが、それは
、ＦＥＸＴを減少させるという有利な効果を有する。
　本明細書で教えられた実施例の例では、ＦＥＸＴクロストーク領域の正味の容量性カッ
プリングは、ＣＦＣＺであり、クロストークとなり、負（－）の符号を有する。
【００３１】
　ＦＥＸＴクロストーク領域の誘導性カップリングは、ＬＦＣＺであり、それは補償とな
り、正の符号（＋）を有する。
　当該カップリングは、
　ＮＥＸＴ＝ＣＦＣＺ＋ＬＦＣＺ＝－０．９４４ｐＦ＋０．９４８ｐＦ＊＝０
と影響を及ぼす。当該カップリングは、
　ＦＥＸＴ＝ＣＦＣＺ－ＬＦＣＺ＝－０．９４６ｐＦ－０．９４６ｐＦ＊＝１．８９２ｐ
Ｆ
と影響を及ぼす。（＊）ＬＦＣＺのｎＨに等価なｐＦ
　ＦＥＸＴクロストーク領域のＦＥＸＴ上での正味効果の大きさは、ＮＥＸＴ上でのプラ
グ及びジャックの効果と比較して、ＦＥＸＴ上でのプラグ及びジャックの正味効果の損失
に略等しくなるように導出された。
【００３２】
　ＦＥＸＴの形成において、様々な要素の間の位相角度変位は、信号経路から要素までの
（位相角度変位における）距離の２倍に等しい。本実施例では、これらの位相角度は、比
較的小さく、従って、ＦＥＸＴは比較的小さくなる。
【００３３】
　ＦＥＸＴクロストーク領域の誘導性カップリング部分、即ちＬＦＣＺは、ＰＣＢ上で隣
接する電流運搬コンダクターにより形成される。これらのコンダクターは、設計目的では
ないが、誘導性カップリングに加えて最小量の容量性カップリングを形成する。これらの
カップリングの両方は、プラグにおけるカップリングの極性とは反対の、正として指定さ
れた極性を有する。この容量性カップリングの表示は、ＣＬである。
【００３４】
　ＦＥＸＴクロストーク領域の主要な容量性カップリング部分は、ＰＣＢの一体部分であ
り、且つ、上述した誘導性カップリング部分における電流運搬コンダクターにコンダクタ
ーにより接続されたコンデンサプレートにより形成される。接続コンダクターは、選択さ
れた位置で接続され、プラグ／ジャック接触子インターフェースからの位相角度変位がＬ

ＦＣＺ及びＣＦＣＺに等しくなることを確実にするため選択された長さを持っている。こ
の容量性カップリングの極性は、負であり、プラグにおけるカップリングと同じとなって
いる。
【００３５】
　上記容量性カップリングの表示は、ＣＣである。
　ＣＣの大きさは、ＣＣ－ＣＬ＝ＣＦＣＺ＝ｐＦ単位でのＬＦＣＺの等価値となるように
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定められる。
【００３６】
　図２を参照すると、ＦＥＸＴは、ジャックへのケーブル接続に伝播する任意のカップリ
ングからの信号である。かくして、分布カップリングからのそのような信号の全ては、そ
れらの位置に関わらず、同位相である。各々の遠隔カップリングからの信号の位相角度は
、しかし、遠隔カップリングへの距離と該遠隔カップリングから電流運搬コンダクターへ
の距離とに依存している。
【００３７】
　再び、図４を参照すると、正味のプラグベクトルは、図３と比較されたとき、大きさが
減少されている。正味のジャック接触子ベクトルの大きさが減少している。ＦＥＸＴクロ
ストーク領域の３つの成分は、もはやゼロとなるまで追加されない。今や、それらは有効
である。
【００３８】
　図４を参照すると、分布カップリングの全ては、互いに同位相であり、全ての遠隔カッ
プリングは、分布カップリングより遅延している位相角度を持っている。
　ＦＥＸＴクロストーク領域は、回路経路の間に選択された大きさの容量を接続すること
によって、並びに、隣接する回路経路の間に相互インダクタンスを形成することによって
、ジャックの印刷回路基板に実装することができる。ＦＥＸＴクロストーク領域の誘導性
カップリングは、回路経路３及び５を選択された距離で互いに近接して配置すると共に、
回路経路４及び６を選択された距離で互いに近接して配置することによって、印刷回路基
板内に生成される。図８に示されるように、コンデンサは、印刷回路基板の入力ターミナ
ルから選択された距離で、対３、６及び対４、５の間で接続されている。
【００３９】
　ＦＥＸＴクロストーク領域により発生されたＮＥＸＴは、上記したように相殺される。
ＦＥＸＴ上のカップリングの効果は、分布カップリングにより、並びに、信号経路に沿っ
たそれらの位置決めに関わらず、同じ態様で遠隔カップリングにより決定される。従って
、ＦＥＸＴクロストーク領域は、ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴの性能を劣化させること無く、Ｎ
ＥＸＴ補償領域から任意の適切な距離に位置することができる。
【００４０】
　プラグは、使用しなければならない詳細仕様のプラグであり、誘導性及び容量性カップ
リングを備えている。
　接触子は、長さが短く機械的に音が出るように設計される。その結果が、接触子が誘導
性及び容量性クロストークカップリングを含むということになる。最小の誘導性カップリ
ング又は誘導性補償カップリングを持つため、より長く且つより複雑な接触子を持つよう
に設計することができるが、そのような複雑な構成は、本発明の優れた結果を向上させな
い。
【００４１】
　ＮＥＸＴ補償領域設計は、プラグ／ジャック接触子のインターフェースからＮＥＸＴ補
償領域の有効中心への位相角度変化を最小にする。ＮＥＸＴ補償領域カップリングは、全
て容量性である。誘導性カップリングを備えた単純な代替設計は、位相角度変化を増大さ
せるからである。ＮＥＸＴ補償領域の設計は、最小のＮＥＸＴを達成することを可能にし
、それは本発明の最も重要な要素の一つである。
【００４２】
　ＮＥＸＴクロストーク領域は、容量性カップリングのみを提供する。これは、ＮＥＸＴ
を最小にするため、要求されたバランスを提供し、ＦＥＸＴ上に有害な影響を及ぼさない
ので、最適な設計となる。
【００４３】
　上記設計の結果は、最小のＮＥＸＴを提供すること、並びに、比較的大きいＦＥＸＴを
提供するということである。
　この結果の組み合わせは、問題を形成するが、ＦＥＸＴクロストーク領域の追加は、Ｎ
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ＥＸＴに効果を及ぼさず、ＦＥＸＴ上に非常に有益な効果を持っているので、この問題を
解決する。
【００４４】
　ＦＥＸＴクロストーク領域は、本発明の最も重要な要素の一つでもあり、独自の補償領
域と組み合わせられている。この相乗効果は、非常に重要技術的達成を生じさせる。
　本願で提供されたＦＥＸＴクロストーク領域設計のパラメータは、比較的小さいＦＥＸ
Ｔを生じさせる。しかし、ＦＥＸＴは、設計パラメータを変更することにより更に減少さ
せることができると考えられる。
【００４５】
　その一例は、ＣＬを増大させることである。これは、コンダクター３をコンダクター５
の上方に配置するか又はその代わりにコンダクター５に隣接して配置し、並びに、コンダ
クター６をコンダクター４の上方に配置するか又はその代わりにコンダクター５に隣接し
て配置することによって達成することができる。ＣＬが増大すると、ＣＣは必然的に増大
する。ＣＣの位相角度は、ＣＣからではなくＮＥＸＴ位相領域Ｃ２からほぼ１８０°より
も大きいので、ＦＥＸＴは減少する。
【００４６】
　別の例は、コンダクター３、５及び４、６の長さを増大させることと、ＬＦＣＺを同じ
ままにしておくため、それらのコンダクターを分離することとを組み合わせることである
。ＣＣはＦＥＸＴクロストーク領域の中心になければならないので、電流経路から遠隔位
置ＣＣまでの距離は、必然的に増大し、これにより、その位相角度が変化し、最適化を図
ることができる。
【００４７】
　一実施例では、コネクターアッセンブリにより実施される補償機構の成分のパラメータ
は、次式の通り与えられる。
（プラグ）
　　ＣＰ＋ＬＰ＝－１．４７２ｐＦに等価
　　ＣＰ－ＬＰ＝－０．１１１ｐＦに等価
　ここで、ＬＰは標準プラグの誘導性カップリングであり、ＣＰは標準プラグの容量性カ
ップリングである。
（ジャック接触子）
　　Ｃ１＋Ｌ１＝－０．７９１ｐＦに等価
　　Ｃ１－Ｌ１＝－０．０７１ｐＦに等価
　ここで、Ｌ１はジャック接触子の誘導性カップリングであり、Ｃ１はジャック接触子の
容量性カップリングである。
（ＮＥＸＴ補償領域）
　ジャック接触子の効果が５００ＭＨｚヌル周波数で無視される場合、Ｃ２＝２．７８２
ｐＦであるが、ジャック接触子のため次の調整がなされる。
【００４８】
　Ｃ２＝３．５７４ｐＦ
　ここで、Ｃ２は、ＮＥＸＴ補償領域の容量性カップリングである。
（ＮＥＸＴクロストーク領域）
　Ｃ３＝－１．４７２ｐＦ
　ここで、Ｃ３はＮＥＸＴクロストーク領域の容量性カップリングである。
（ＦＥＸＴクロストーク領域）
　Ｃ３＝－１．４７２ｐＦ
　ここで、Ｃ３はＮＥＸＴクロストーク領域の容量性カップリングである。
（ＦＥＸＴクロストーク領域）
　　ＣＦＣＺ＝－０．９４４ｐＦ
　　－ＬＦＣＺ＝＋１．７４１ｎＨ＝＋０．９４４ｐＦに等価
　　ＣＣ＝－１．１３８ｐＦ



(11) JP 4828434 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

　　－ＣＬ＝＋０．１９４ｐＦ
ここで、ＬＦＣＺはＦＥＸＴクロストーク領域の誘導性カップリングである。
【００４９】
　ＣＦＣＺはＦＥＸＴクロストーク領域のコンデンサの正味の容量性カップリングである
。
　ＣＦＣＺ＝ＣＣ－ＣＬ

　ＣＬはＦＥＸＴクロストーク領域の誘導性カップリングコンダクターの容量性カップリ
ングである。
【００５０】
　ＣＣはＦＥＸＴクロストーク領域コンデンサの容量性カップリングである。
　当業者により理解されるように、補償機構の成分の値は、きめ細かいチューニングの目
的のため、それらの最初に決定された値の回りで大きさがばらつき得る。本実施例は、コ
ネクターアッセンブリの対３、６及び４，５に適用されたが、本願で説明された原理は、
例えばジャック等の電気コネクターの他の対の組み合わせに適用することができることが
認められよう。
【００５１】
　ここで図５乃至図７を参照すると、本発明に従ってクロストークを減少させるため補償
機構を実施する電気コネクターが示されている。電気コネクターはジャック２００である
のが好ましい。ジャック２００は、対をなすプラグ（図示せず）により攻撃性クロストー
クがジャックに導入されるところのプラグ／ジャック接触子インターフェースにおいて、
クロストーク補償を導入することによって、クロストーク補償を導入するための位相角度
遅延を最小にする。
【００５２】
　図５乃至図７に示されるように、ジャック２００は、プラグ受け入れ開口部２０４を形
成するハウジング２０２と、ＰＣＢ及びコンダクターを載せたスレッド２０６と、ワイヤ
汚染ヤップ２０８と、を備えている。図示の実施例では、ジャック２００は、ワイヤ対工
業標準規格に従った８接触子式（即ち４つのねじれ対）コネクター構成である（即ち、ワ
イヤ４及び５が対１をなし、ワイヤ３及び６が対２をなし、ワイヤ１及び２が対３をなし
、ワイヤ７及び８が対４をなす）。ジャックは、他の任意種類の適切なジャック又はコネ
クターであってもよいと考えられる。
【００５３】
　ジャック２００の接触子キャリア２０６は、印刷回路基板（ＰＣＢ）２１０と、複数の
接触子２２０と、を備えている。接触子２２０は、印刷回路基板２１０に動かないように
取り付けられた第１の端部２２２と、第２の自由端部２２４と、を各々有する。各々の接
触子２２０は、その第１の端部２２２と第２の端部２２４との間に延在する接触部分２２
６も有している。プラグがハウジング２０２の開口部２０４内に挿入されたとき、コネク
ター２００の接触部分２２６は、プラグの接触子と電気的に接触する。
【００５４】
　上述されたように、プラグは、接触子２２０及びプラグの電気的インターフェースにお
いて、ジャックコンダクターに攻撃性ＮＥＸＴを導入する。プラグの攻撃性ＮＥＸＴのた
めの補償の一部として、ジャック２００は、前記電気的インターフェースにおいて容量性
補償カップリング（Ｃ２）を導入する。図６及び図７に示されるように、ＮＥＸＴ補償領
域の容量性補償カップリング（Ｃ２）は、接触子２２０の接触部分２２６の下側に可撓性
アームで接続されたフレキシブル印刷回路コンデンサ２３０及び２３２により提供される
のが好ましい。
【００５５】
　図示の実施例では、コンデンサ２３０及び２３２は、ワイヤ対１（ワイヤ３及び５）と
ワイヤ対２（ワイヤ４及び６）とに連係した接触子２２０を横切って接続されている。コ
ンデンサ２３０及び２３２は、フレキシブル印刷回路コンデンサを各々の接触子２２０に
電気的に接続することによって設置される。これらのコンデンサは、任意の適切な容量性
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要素によって実施することができることが認められよう。容量補償構成要素（Ｃ２）は、
前記プラグ／ジャック接触子インターフェースに接続され、且つ、該プラグ／ジャック接
触子インターフェースからコンデンサの有効中心までの距離が最小化されているので、プ
ラグの攻撃性ＮＥＸＴと、ＮＥＸＴ補償カップリング（Ｃ２）との間の位相角度は最小化
される。
【００５６】
　ここで図８を参照すると、回路コンダクター即ちジャック２００の印刷回路基板２１０
におけるトレースのレイアウトが示されている。印刷回路基板２１０は、前部２５０と、
後部２５２とを有する。前部２５０は、１～８までの数字標識が付けられた複数の前部タ
ーミナル２６０を備え、印刷回路基板２１０の後部２５２は、１～８までの数字標識が付
けられた複数の後部ターミナル２６２を備える。説明の目的のため、前部ターミナル２６
０（数字標識３～６）と、後部２５２における後部ターミナル２６２（数字標識３～６）
との間に形成された回路経路のみが示されている。図６に示されるように絶縁置換接触子
（ＩＤＣ）２７０が後部ターミナル２６２の各々に取り付けられている。ＩＤＣ２７０は
、印刷回路基板２１０上の回路経路を介して前部ターミナル２６０に電気的に接続されて
いる。
【００５７】
　‘３５８特許の教えに続いて、ジャック２００は、ＮＥＸＴクロストーク領域において
コネクター２００の回路経路上の特定の位置において、クロストーク又は逆補償カップリ
ング（Ｃ３）を導入する。ジャック２００のＮＥＸＴクロストーク領域の容量補償構成要
素Ｃ３は、図８に示されるように、コンデンサ２８０及び２８２により導入される。
【００５８】
　コンデンサ２８０及び２８２は、ジャック２００の印刷回路基板２１０の前部ターミナ
ル３、４及びターミナル５、６に亘って各々接続されており、コンダクター平行導電性プ
レートにより形成される。コンデンサ２８０及び２８２は、例えばコンデンサ又は他の任
意の適切な容量性要素等の離散的構成要素であってもよいことが認められよう。例えば、
コンデンサは、回路基板の同じか又は異なる層上のいずれにも形成することができ、該コ
ンデンサの形状又は種類を変更することもできる。
【００５９】
　ジャック２００の印刷回路基板２１０は、プラグ／ジャックの組み合わせのＦＥＸＴを
減少するか又は相殺するため、ＦＥＸＴクロストーク機構を実施するか又はＦＥＸＴクロ
ストーク領域を形成する。
【００６０】
　ＦＥＸＴ補償機構は、クロストーク容量性カップリング（ＣＣ）と、容量性補償カップ
リング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）を、印刷回路基板２１０の回路経路上に導入する。ＦＥＸＴ
クロストーク領域の容量性補償カップリングＣＣは、コンデンサ２９０及び２９２入力よ
り導入され、補償カップリング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）は、電流運搬回路経路を互いに近接
して位置決めすることにより形成される。なお、トレースの厚さ又は断面寸法、並びに、
コンデンサ又はトレースの間の距離即ち間隔を、要求されたカップリングを達成するため
調整することができる。
【００６１】
　図８に示されるように、コンデンサ２９０及び２９２は、ジャック２００の印刷回路基
板２１０の前部ターミナル近傍でターミナル３、５及び４、６に亘って各々接続される。
コンデンサ２９０及び２９２の各々は、平行導電性プレートにより形成されるのが好まし
いが、任意の適切な容量性要素によって実施することもできる。
【００６２】
　補償カップリング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）の有効中心と、クロストーク領域の容量性クロ
ストークカップリング（ＣＣ）の有効中心との位置は、好ましくは、プラグ及びジャック
の電気的インターフェースから等距離であり、位相角度変位において等しい。
【００６３】
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　なお、誘導性補償カップリング（ＬＦＣＺ）の発生は、誘導性カップリング（ＬＦＣＺ

）と同じ極性を有する容量性カップリング（ＣＬ）を導入する。しかし、補償カップリン
グ（ＣＣ）の大きさは、ＮＥＸＴが発生したとき、ＣＬカップリング、並びに、誘導性カ
ップリング（ＬＦＣＺ）を相殺するように設計されている。即ちＣＦＣＺ＝ＣＣ－ＣＬと
なる。その結果、補償カップリング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）は、好ましくは、大きさが等し
く、クロストーク構成要素（ＣＣ）とは反対の極性を持っている。従って、２つの構成要
素（ＬＦＣＺ）及び（ＣＦＣＺ）は、ＮＥＸＴの発生時に、互いに相殺する。
【００６４】
　ＩＤＣは、ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴ上のそれらの効果が最小になるように設計された。そ
れらの効果は無視された。
　図８に示されたレイアウトは、前方のＮＥＸＴに悪影響を及ぼすこと無く前方のＦＥＸ
Ｔを補償する際に有効である（即ち、ＮＥＸＴは、被駆動信号がケーブル接続からプラグ
に受信されたとき観察された）。補償カップリング（ＬＦＣＺ及びＣＬ）の有効中心と容
量性クロストーク（ＣＣ）の有効中心とが、プラグ及びジャックの電気的インターフェー
スから等距離である用に設計されているので、ＦＥＸＴのクロストーク領域の合成の誘導
性及び容量性カップリングベクトルは、前方ＮＥＸＴ上にそれらの効果に関して同じ位相
角度位置にある。
【００６５】
　逆のＮＥＸＴ（即ち、被駆動信号がプラグと反対側のジャックの端部へのケーブル接続
からＩＤＣを通して受信されたときＮＥＸＴが観察される）に対して、補償カップリング
（ＬＦＣＺ及びＣＬ）の有効中心とクロストーク領域の容量性クロストーク（ＣＣ）の有
効中心とが、プラグ及びジャックの電気的インターフェースからと距離ではない。これは
、遠隔容量性カップリング２９０及び２９２の使用によって引き起こされた、図８のトレ
ースレイアウトにおける物理的な非対称性に起因している。その結果、ＦＥＸＴクロスト
ーク領域の誘導性及び容量性カップリングベクトルは、異なる位相角度位置にあり、逆Ｎ
ＥＸＴにアクチュエータ影響を及ぼす。
【００６６】
　図９は、いずれの方向からも対称的であるカップリングを有し、これによって前方又は
逆のＮＥＸＴに悪影響を及ぼすことなく、ＦＥＸＴ補償を提供するカップリングを有する
る代替のＰＣＢ５５０のためのレイアウトの平面図である。ＰＣＢ５５０は、前部５５２
と、後部５５４と、を備える。前部５５２は、１～８までの数字標識が付けられた複数の
前部ターミナル２６０を備え、後部５５４は、１～８までの数字標識が付けられた複数の
後部ターミナル５６２を備える。図８の場合と同様に、前部ターミナル（３～８までの数
字標識付き）と後部ターミナル（３～６までの数字標識付き）との間の回路経路のみが示
されている。加えて、ＮＥＸＴクロストーク領域は、図を明瞭にするため図９からは省略
されている。
【００６７】
　図８のＰＣＢ２１０と同様に、ＰＣＢ５５０のＦＥＸＴクロストーク領域は、分布誘導
性カップリング（即ち、トレースが互いに水平又は垂直に近接して配置されている）を利
用する。しかし、遠隔容量性カップリング（平行プレートコンデンサ２９０及び２９２）
を使用したＰＣＢ２１０とは異なり、ＰＣＢ５５０は、分布容量性カップリング５９０を
利用しており、該カップリングは、略分布平行プレートに幅広くされた部分的に重なり合
ったトレースの形態を取る。その結果、カップリングベクトルは、前方及び逆のＮＥＸＴ
の両方に対するそれらの効果に関して同じ位相角度位置にある。かくして、ＦＥＸＴ補償
領域は、前方及び逆のＮＥＸＴの両方へはニュートラルである一方で、ＦＥＸＴに利益を
与える。
【００６８】
　図１０及び図１１は、図９のラインＡ――Ａ、及び、Ｂ――Ｂに沿って描かれた、ＰＣ
Ｎ５５０の断面図である。トレース３、４、５及び６に対応するトレースは、ＰＣＢ５５
０の４つの内部層の一つを各々横断するように示されている。この層化は、適切なＦＥＸ
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Ｔ補償に対する所望の容量性及び誘導性カップリング効果のための空間調整を提供する。
【００６９】
　図９乃至図１１は、対称的なＦＥＸＴ補償領域の一つの可能な実施態様を示しているが
、他の実施態様も本発明の意図された範囲から逸脱すること無く使用することができる。
例えば、トレースの異なる長さ及び配列を使用することができる。同様に、分布コンデン
サのための異なる形状及び形態を採用することができる。
【００７０】
　ここで図１２及び図１３を参照すると、本発明に従ってＮＥＸＴ及びＦＥＸＴを減少す
るため同じ補償機構を実施する別の電気コネクター３００が示されている。電気コネクタ
ー３００は、それが接続されているジャック及びケーブルの間の接続構成が「パンチダウ
ン」設計である点を除いて、前述した電気コネクター２００と実質的に類似している。図
５の電気コネクター２００の当該構成要素に略対応する電気コネクター２００の構成要素
は、３００番台の番号で指し示されている。かくして、電気コネクター３００の更なる説
明は、本発明の完全な理解にとっては不必要となる。
【００７１】
　本発明の方法及び装置は、電気コネクターにより生成されたＮＥＸＴ及びＦＥＸＴを相
殺又は減少させるための補償技術を提供する。特に、補償機構は、プラグ／ジャックの組
み合わせにより発生した正味のクロストークを減少又は相殺するため電気コネクターの電
気経路内に補償及びクロストークカップリングを導入する。
【００７２】
　図示の実施例では、コンデンサ２３０及び２３２は、ワイヤ対１（ワイヤ３及び５）と
ワイヤ対２（ワイヤ４及び６）とに連係した接触子２２０に亘って接続されている。コン
デンサ２３０及び２３２は、各々の接触子２２０にフレキシブル印刷回路容量性プレート
を電気的に接続することによって設置される。該コンデンサは、任意の適切な容量性要素
によって実施することができることが認められよう。容量性補償構成要素（Ｃ２）は、前
記インターフェースで接続されているので、及び、前記インターフェースからコンデンサ
の有効中心までの距離が最小にされているので、プラグの攻撃性ＮＥＸＴと、ＮＥＸＴ補
償カップリング（Ｃ２）との間の位相角度は、最小となる。
【００７３】
　図１４乃至図１９は、フレキシブル印刷回路コンデンサの一実施例を示している。これ
らのフレキシブル回路コンデンサは、デュポンにより製造されたポリイミドフィルム「Ｋ
ＡＰＴＯＮ（Ｒ）」のメッキフィルムから作られている。コンデンサ２３０及び２３２は
、一対のドーム形状リベットを備え、電気抵抗又はスポット溶接を介してプラグ／ジャッ
ク接触子インターフェースの反対側に取り付けられている。
【００７４】
　図２０乃至図２７は、フレキシブル印刷回路コンデンサ２３０及び２３２の第２の実施
例を示している。これらのコンデンサは、半田「プラグ」２３６を備え、前もってスズメ
ッキされた領域２３８を備え得る接触子２２０に取り付けられている。
【００７５】
　図２８乃至図１２１は、本発明の追加の実施例に係るコンデンサを示している。図２８
は、半田リベット４０２を有するフレキシブル回路コンデンサ４００を示している。半田
リベット４０２は、前もって成形され、コンデンサ４００の端部に設けられた孔内に機械
的に変形されている。フレキシブル回路コンデンサ４００は、抵抗溶接プロセスによって
ジャック接触子に取り付けられている。図２９は、フレキシブル回路コンデンサ４００の
頂面図であり、図３０、図３１及び図３２は、小野の、図２９のラインＩ－Ｉ、Ｊ－Ｊ及
びＫ－Ｋに沿って描かれた断面図である。図３０に示されるように、半田リベット４０２
は、メッキ貫通孔４０４に挿入される。メッキ貫通孔４０４は、パッドが備え付けられて
いる。リベット４０２は、ドームヘッド４０６（図３１に示される）を持ち、リベット４
０２は、図３０及び図３２に示されるように下側で機械的に変形されている。
【００７６】
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　図３３、３４及び３５は、半田リベット４０２がジャック接触子４０８に取り付けられ
た状態のフレキシブル回路コンデンサ４００の断面図である。図３３に示されるように、
ジャック接触子４０８は、半田でスズメッキされた事前スズメッキ領域４１０が形成され
ていてもよい。半田リベット４０２が事前スズメッキ領域４１０と物理的に接触するよう
に、図３４に示されるようにフレキシブル回路コンデンサ４００はジャック接触子４０８
と結合されている。次に、図３５に示されるように、溶接道具４１２がリベット４０２を
接触子４０８に、例えば抵抗溶接により溶接する。溶接工程は、幾つかのリベット接触子
インターフェース上で同時に実行することができる。図３５に示された中心線４１２ｃは
、プラグ／ジャック接触子インターフェースに配置されるのが好ましい。
【００７７】
　図３６は、代替のＰＣＢ式のジャック接触子コンデンサ４１３を示している。ジャック
接触子コンデンサ４１３は、ＮＥＸＴ補償領域として機能することができる。本実施例で
は、印刷回路基板４１４は、アイレット４１８で該印刷回路基板に取り付けられた接触子
ストリップ４１６を有する。接触子係合領域４２０も、例えば溶接工程を介したジャック
の接触子への取り付けのため接触子ストリップ４１６上に形成されている。同様の構成が
図３７に示されており、接触子ストリップ１６は、接触子への接触子コンデンサの代替取
り付けのため曲げられている。図３８は、図３６のジャック接触子コンデンサ４１３の側
面図であり、図３９は、図３８のラインＬ－Ｌに沿って描かれた断面図である。
【００７８】
　図３９の断面図は、アイレット４１８により適所に保持され、且つ、メッキ貫通孔４２
２と電気的に接触した接触子ストリップ４１６を示している。コンダクター４２４も、メ
ッキ貫通孔４２２と接触しており、印刷回路基板４１４内の接触子ストリップ４１６の間
の容量性カップリングを可能にしている。図４０は、印刷回路基板４１４内のコンダクタ
ー４２４の様々な幅を示す破断側面図である。
【００７９】
　図４１及び図４２は、スレッド４２６内に設けられた、ジャック接触子４０８に取り付
けられた接触子コンデンサの側面図である。ジャック接触子コンデンサの印刷回路基板４
１４は、スレッド４２６のコンデンサ案内部４２８内に適合する。スレッド取り付け印刷
回路基板４３０も、スレッド４２６内に設けられている。図４１は、プラグに係合されて
いないジャック接触子４０８を示し、図４２は、ジャック接触子４０８が、プラグに係合
されたときに曲げられるように、下方に曲げられた状態を示している。中心線４３０ｃは
、プラグ／ジャック接触子インターフェースを示している。接触子ストリップ４１６は、
中心線４３０ｃに沿って、プラグ／ジャック接触子インターフェースの直接下方に、接触
子４０８に溶接される。
【００８０】
　ここで、図４３を参照すると、ＮＥＸＴ補償領域を実装するためのジャック接触子コン
デンサ４３２の別の実施例が示されている。図４３の実施例では、フレキシブル印刷回路
４３４は、リベット４３６ａ及び４３６ｂを介してジャック接触子に接続するように構成
されている。リベット４３６ａ及び４３６ｂは、ドーム形状ヘッドが形成されているのが
好ましい。図４４は、ジャック接触子コンデンサ４３２の頂面図であり、図４５乃至図４
７は、各々、図４４のラインＭ－Ｍ、Ｎ－Ｎ及びＯ－Ｏに沿って描かれた断面図である。
図４５に示されるように、メッキ貫通孔４３８は、第１のリベット４３６ａと第１の導電
性プレート４４０との間の電気的接続を可能にしている。更に、図４７に示されるように
、別のメッキ貫通孔４３８は、第２のリベット４３６ｂと第２の導電性プレート４４２と
の間の電気的接続を可能にしている。図４６は、第１の導電性プレート４４０と第２の導
電性プレート４４２との間の容量性カップリングの領域の断面図を示している。
【００８１】
　図４８乃至図５０は、ジャック接触子４０８に取り付けられたジャック接触子コンデン
サ４３２ａ及び４３２ｂを示している。図４８は、ジャック接触子コンデンサ４３２ａ及
び４３２ｂに取り付けられたジャック接触子４０８の頂面図であり、図４９は、図４８の
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アッセンブリの側面図であり、図５０は、図４８のアッセンブリの後面図である。８接触
子式ジャックの接触子３、４、５及び６が示されている。ジャック接触子４０８とジャッ
ク接触子コンデンサ４３２ａ及び４３２ｂとの間の溶接の中心線４４２ｃは、プラグ／ジ
ャック接触子インターフェースと整列している。ジャック接触子コンデンサ４３２ａ及び
４３２ｂは、プラグ／ジャック接触子インターフェースと反対側でジャック接触子４０８
に溶接されている。ジャック接触子コンデンサ４３２ａ及び４３２ｂを、ジャック接触子
４０８に装着し、図５１及び図５２に示されるように、スレッド４２６内に取り付けるこ
とができる。図５１は、プラグがジャック接触子４０８に係合されないときのジャック接
触子４０８の位置を示し、図５２は、プラグと係合したジャック接触子の位置を示してい
る。印刷回路基板４３０は、スレッド４２６内に設けられていてもよい。コンデンサ案内
部４２８は、ジャック接触子コンデンサ４３２ａ及び４３２ｂを受け入れるように位置が
定められている。
【００８２】
　ジャック接触子コンデンサの別の実施例が図５３ａ～図５６に示されている。本発明の
この実施例によれば、ジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂは、ジャック接触
子４０８に接着式に取り付けられている。図５３ａは、ジャック接触子４０８に取り付け
られたジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂを示している。８接触子ジャック
のジャック接触子３、４、５及び６が示されている。図５３ｂは、ジャック接触子４０８
から分離したジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂを示している。図５４は、
図５３ｂの細部「Ｐ」の詳細構成図である。図５４に示されるように、接着領域４４６は
、ジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂの接触子ストリップ４１６上に形成さ
れている。接着領域４４６は、ジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂとジャッ
ク接触子４０８との間の接着接続を可能にしている。その結果作られたアッセンブリは、
図５５に示されるようにスレッド４２６上に取り付けることができ、このときコンデンサ
案内部４２８はジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂを受け入れている。接着
領域４４６は、プラグ／ジャック接触子インターフェースの直接下方に配置されている。
図５６は、本発明の本実施例に係るジャック及びコンデンサアッセンブリの後面図である
。
【００８３】
　一実施例によれば、ジャック接触子コンデンサ４４４ａ及び４４４ｂは、図５４に示さ
れるように、フレキシブル印刷回路４４８が形成されている。図５７は、ジャック接触子
４０８に接続されたジャック接触子コンデンサ４４４の接着領域４４６の破断側面図を示
している。接着剤４５０は、デュポンにより製造されたＭＹＬＡＲ（Ｒ）ＰＥＴフィルム
の層等の第１の誘電層４５２とジャック接触子４０８との間に配置される。コンダクター
パターン４５４は、第１の誘電層４５２と第２の誘電層４５６との間に層形成されている
。コンダクターパターン４５４は、フレキシブル印刷回路４４８内で第１の誘電層４５２
と第２の誘電層４５６との間に層形成されている。ジャック接触子コンデンサ４４４ａ及
び４４４ｂは、代替のジャック接触子に接着結合されている。例えば、ジャック接触子コ
ンデンサ４４４ａは、ジャック接触子対３～５に結合することができ、ジャック接触子コ
ンデンサ４４４ｂは、ジャック接触子対４～６に結合することができる。この構成は、積
層形態にあるコンダクター材料４５４及び接触子４０８それ自体を使ってコンデンサを形
成している。２つの接触子は、２つのコンデンサを直列にすることにより連結されている
。接触子の間の総合した容量は、各コンデンサの値の１／２である。接着剤の厚さ及び誘
電率が計算に含まれている。
【００８４】
　図５８乃至図６１は、本発明の一実施例に係る、ＮＥＸＴ補償領域及びフレキシブル回
路接触子分流器を示している。フレキシブルＮＥＸＴ補償回路４５８は、接触子溶接リベ
ット４６２を介してジャック接触子に接続するように構成され、更に印刷回路基板従順ピ
ン４６４を介して印刷回路基板と電気的に接触するように構成されたコンデンサフレキシ
ブル回路４６０を備えている。図５８に示された実施例では、２つの接触子の間の容量性
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カップリングは、コンデンサ可撓性回路４６０内で達成することができる。図５９を参照
すると、フレキシブル分流器４６６が示されている。フレキシブル分流器４６６は、ジャ
ック接触子への接続のためのリベット４６２と、印刷回路基板への接続のためのＰＣＮ従
順ピン４６４とが備え付けられている。フレキシブル分流器４６６の側面図が図６０に示
されている。図６１は、ジャック接触子４６８と、印刷回路基板４７０との間のフレキシ
ブル分流器４６６の配置を示す側面図である。プラグ４７１のセグメントが示されており
、プラグ／ジャック接触子インターフェース４７３は、リベット４６２のジャック接触子
４６８への取り付け位置の直接上方にある。図６２は、図５９のラインＱ－Ｑに沿ってフ
レキシブル分流器４６の断面図である。例えば、銅トレース等の導電性トレース４７２は
、デュポンにより製造された「ＫＡＰＴＯＮ（Ｒ）」ポリイミドフィルム等の誘電体４７
４により取り囲まれている。フレキシブル回路分流器４６６の使用は、プラグ４７１から
ＰＣＢ４７０への電流経路を短くしている。図５９乃至図６２は、コンデンサプレートを
備えていない、電気的接続のみを提供するフレキシブル分流器４６６を示している。フレ
キシブル回路の使用は、プラグ４７１から印刷回路基板４７０への電流経路を短くする。
例えば、図６１に示された信号長さｘ２は、信号長さｘ１よりも短い。
【００８５】
　図６３乃至図７２は、ＮＥＸＴ補償領域を実施するための代替のフレキシブル回路コン
デンサ４７６を示している。図６３は、図６３で番号標識が付けられた第１乃至第８のジ
ャック接触子に取り付けるためのドーム形状リベット４７８を有する２つのフレキシブル
回路コンデンサ４７６ａ及び４７６ｂの斜視図である。図６４は、図６３で破線として示
された図６３の細部「Ｒ」の詳細構成図であり、該図６４は、ジャック接触子への溶接取
り付けに適したドーム形状リベット４７８と、ジャック接触子と容量性プレート４８２と
の間の電気的接続を確立するためのメッキ貫通孔４８０と、を示している。図６５は、容
量性プレート４８２の構成をより明瞭に示すフレキシブル回路コンデンサ４７６の頂面図
であり、図６６は、９０°の曲がり部４７５を示す、フレキシブル回路コンデンサ４７６
の側面図である。
【００８６】
　図６７は、４つのジャック接触子４８４に取り付けられたフレキシブル回路コンデンサ
４７６ａを示す斜視図である。図６８は、他の４つのジャック接触子４８４に取り付けら
れた追加のフレキシブル回路コンデンサ４７６ｂを示す、別の斜視図である。２つのフレ
キシブル回路コンデンサ４７６ａ及び４７６ｂは、互いに部分的に重なり合っている。図
６９及び図７０は、ジャック接触子４８４に取り付けられた、フレキシブル回路コンデン
サ４７６ａ及び４７６ｂを各々示す、側面図及び後面図である。図６８及び図７０に示さ
れるように、第１のフレキシブル回路コンデンサ４７６ａは、第１、第２、第３及び第５
のジャック接触子４８４に取り付けられ、第２のフレキシブル回路コンデンサ４７６ｂは
、第４、第６、第７及び第８のジャック接触子４８４に取り付けられている。
【００８７】
　フレキシブル回路コンデンサ４７６内の容量性プレートの重なり合いが図７１及び図７
２に示されている。図７１及び図７２は、第１、第２，第３及び第５のジャック接触子へ
の接続のためのフレキシブル回路コンデンサを示している。第８、第７、第６及び第４の
接触子に接続されたコンデンサは、図示のコンデンサの鏡像として形成されている。１、
２－７、８を除く全ての対の組み合わせが含まれている。フレキシブル回路コンデンサ４
７６ａ及び４７６ｂは、プラグ／ジャック接触子インターフェースの直接下方でジャック
接触子の底部に溶接されている。
【００８８】
　ここで、図７３乃至図８８を参照すると、容量性及び誘導性ＮＥＸＴ補償領域を備えた
フレキシブル印刷回路４８６が示されている。図７３は、ジャック接触子に接続するため
のリベット４８８と印刷回路基板に接続するための印刷回路基板従順ピン４６４とを備え
るフレキシブル印刷回路４８６の斜視図である。フレキシブル印刷回路４８６は、プラグ
がジャック接触子に係合されたとき、ジャック接触子と印刷回路基板との間で撓むことが
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でき、リベット４８８はプラグ／ジャック接触子インターフェースの直接下方で溶接され
る。図７４は、破線で導電性経路４９０を示したフレキシブル印刷回路４８６の平面図で
ある。コンダクター１、２、３及び５のためのＮＥＸＴ補償領域を提供するためのフレキ
シブル印刷回路４８６が示されている。コンダクター４、６、７及び８のためのＮＥＸＴ
補償領域を提供するためのフレキシブル印刷回路は、図示のフレキシブル印刷回路４８６
の鏡像として形成されている。フレキシブル印刷回路４８６が、１、２－７、８を除く全
てのコンプレッサ対上で、容量性及び誘導性ＮＥＸＴ補償の両方を提供するように、導電
性経路４９０がフレキシブル印刷回路４８６内に設けられている。
【００８９】
　図７５は、図７４のラインＳ－Ｓに沿って描かれた断面図であり、図７６は、図７４の
ラインＴ－Ｔに沿って描かれた断面図である。これらの図面は、フレキシブル印刷回路４
８６の第１及び第２の断面に沿った導電性経路４９０の配置を示している。
【００９０】
　図７７乃至図８０は、８コンダクタージャックの第１、第２、第３及び第５のコンダク
ターと連係した導電性経路４９０ａ～４９０ｄを破線で各々示した平面図である。
　図８１乃至図８４は、最下側部から最上導電性経路までフレキシブル印刷回路４８６上
に印刷されたときのフレキシブル印刷回路４８６の導電性経路４９０を漸次示している。
図８１は、第２のコンダクターと連係した最下の導電性経路４９０ｂを示している。図８
２は、第５のコンダクターと連係した最下の導電性経路４９０ｄを示している。図８３は
、第３のコンダクターと連係した第２の最上の導電性経路４９０ｃを示している。図８４
は、第１のコンダクターと連係した最上の導電性経路４９０ａを示している。図８５は、
デュポンにより製造されたカプトンポリイミドフィルムの層等の誘電層４７４を示してい
る。フレキシブル回路４８６は、これらの層を重なり合わせることにより形成される。
【００９１】
　図８６は、導電性経路４９０ａ～４９０ｄの別の平面図であり、図８７及び図８８は、
図８６のラインＵ－Ｕ及びＶ－Ｖに沿った破断図であり、導電性経路４９０ａ～ｄの重な
り合いを示している。第３のコンダクターのための容量性プレートに隣接する第１のコン
ダクターのための容量性プレート、並びに、第５のコンダクターのための容量性プレート
に隣接する第２のコンダクターのための容量性プレートを、要求に応じて追加することが
できる。
【００９２】
　本発明の幾つかの実施例に係るフレキシブル回路基板を、１つより多い取り付け方法を
使用してジャック接触子に取り付けることができる。図８９は、ジャック接触子への溶接
及び接着取り付けの両方に適したフレキシブル回路コンデンサ４９２の斜視図である。リ
ベット４８８が、１つのジャック接触子への取り付けのため提供され、接着領域４４６が
別のジャック接触子への取り付けのため提供される。図９０は、フレキシブル回路コンデ
ンサ４９２の頂面図であり、図９１乃至図９３は、図９０のラインＷ－Ｗ、Ｘ－Ｘ及びＹ
－Ｙの各々に沿って描かれたフレキシブル回路コンデンサ４９２の各断面図である。フレ
キシブル誘電材料４９４は、第１の導電性プレート４４０及び第２の導電性プレート４４
２を覆っている。接着領域４４６が図９１に示され、リベット４８８は、図９３に示され
るようにメッキ貫通孔４８９を通って延在する。図９４は、ジャック接触子４０８に溶接
されたリベット４８８を示す側面図であり、図９５は、ジャック接触子４０８に結合され
た接着領域４４６の側面図である。上述されたように、ジャック接触子４０８とフレキシ
ブル回路コンデンサ４９２との間の容量性カップリングは、接着結合領域で生じる。溶接
及び接着結合の両方は、プラグ／ジャック接触子インターフェースの直接下方に位置され
ている。
【００９３】
　ここで、図９６乃至図１０４を参照すると、８コンダクタージャックの８つのコンダク
ターの全てへの接続のためのＮＥＸＴ補償コンデンサ回路４９６が示されている。ＮＥＸ
Ｔ補償コンデンサ回路４９６は、フレキシブルコンデンサ回路である。図９６は、ＮＥＸ
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Ｔ補償コンデンサ回路４９６の斜視図である。リベット４９７は、プラグ／ジャック接触
子インターフェースにおけるジャック接触子の底部への溶接のため提供されている。図９
７は、ジャックの８接触子の各々と連係する導電性プレート４９８の平面図である。各々
の第１乃至第８の接触子を備えた導電性プレート４９８ａ～４９８ｈの間の連係が、図９
８に示されている。図９８は、導電性プレート４９８ａ～４９８ｈの重なり合いを示した
図９７の観察方向Ｚに沿った側面図である。
【００９４】
　図９９乃至図１０４は、ＮＥＸＴ補償コンデンサ回路４９６の内部の平面図であり、導
電性プレート４９８ａ～４９８ｈの形状を示している。図９９乃至図１０４は、図９８の
最下導電性プレート４９８ａ（第１のジャック接触子と連係する）を示す図９９から、図
９８の最上導電性プレート４９８ｈ（第８のジャック接触子と連係する）を示す図１０４
まで進行している。
【００９５】
　図１０５乃至図１０９は、ジャックの接触子への取り付けのため容量性及び誘導性のＮ
ＥＸＴ補償を備えた別のフレキシブル印刷回路５００を示している。図１０５は、破線が
導電性経路５０２を示したフレキシブル印刷回路５００の平面図である。フレキシブル印
刷回路５００の第１の端部５０４は、溶接／半田パッド５０５を介してジャック接触子に
取り付けられ、第２の端部５０６は、ＰＣＢ従順ピン４６４を介して印刷回路基板に取り
付けられている。フレキシブル印刷回路５００は、８接触子ジャックの第３及び第５の接
触子で使用するように構成されている。同一のフレキシブル印刷回路５００を、第４及び
第６の接触子で使用することもできる。
【００９６】
　図１０７乃至図１０９は、フレキシブル印刷回路５００の連続層を示している。図１０
７は、第１の誘電層５０８ａと、第３のジャック接触子と連係した第１の導電性経路５０
２ａとを示している。図１０８は、第２の誘電層５０８ｂと、第５のジャック接触子と連
係した第２の導電性経路５０２ｂとを示している。図１０９は、第３の誘電層５０８ｃを
示している。誘電層５０８ａ～ｃは、ＫＡＰＴＯＮ（Ｒ）から構成することもできる。
【００９７】
　図１１０及び図１１１は、ジャック内に設置されたフレキシブル印刷回路５００を示し
ている。ジャック接触子４０８は、スレッド４２６内に取り付けられ、フレキシブル印刷
回路５００は、プラグ／ジャック接触子インターフェースの下方でジャック接触子４０８
に溶接されている。フレキシブル印刷回路５００は、ＰＣＢ５０９に半田付けされている
。図１１０は、ジャック接触子４０８を、該ジャック接触子がプラグに係合されていない
位置で示し、図１１１は、ジャック接触子４０８を、該ジャック接触子がプラグに係合さ
れている位置で示している。フレキシブル印刷回路５００は、ジャック接触子４０８が２
つの位置の間で移動するとき撓む。図１１１の矢印は、フレキシブル印刷回路５００を通
る経路を含む、ジャックを通る電流経路を示している。
【００９８】
　図１１２は、容量性及び誘導性ＮＥＸＴ補償を提供するための別のフレキシブル印刷回
路５１０の平面図である。リベット５１１は、ジャック接触子への取り付けのため提供さ
れている。図１１２のフレキシブル印刷回路５１０は、第３及び第５のジャック接触子へ
の取り付け用に構成されているが、実質的に同一のフレキシブル印刷回路を、８接触子ジ
ャックの第４及び第６のジャック接触子への取り付けのため使用することができる。導電
性経路５１２ａ及び５１２ｂは、フレキシブル印刷回路５１０内に提供され、コンデンサ
プレート５１４ａ及び５１４ｂは、導電性経路５１２ａ及び５１２ｂの各々に取り付けら
れている。導電性経路５１２ａ及び５１２ｂの垂直延在部は平行であり、同一直線上には
ない。誘導性セグメント５１６ａ及び５１６ｂは、垂直延在部の一部分を構成している。
誘導性セグメント５１６ａ及び５１６ｂは、電流運搬コンダクター及び／又は変換器に隣
接し、誘導性補償カップリングを提供する。
【００９９】
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　図１１３は、クロストーク補償を提供するため本発明に従って利用することができるフ
レキシブルＰＣＢ５１８の一実施例の、右上斜視図であり、図１１４は、側面図であり、
図１１５は、前面図である。ＰＣＢ５１８は、主要部５２０と、指部５２２等の取り付け
指部とを備えている。主要部５２０は、容量性カップリングを提供するため複数の容量性
プレート（この場合には、プラグインターフェース接触子３～６に対応する４つのプレー
ト）を支持する。図１１６乃至図１１２に示されているように、容量性プレートへのリー
ド部も誘導性カップリングの成分を提供する。指部５２２は、ＰＣＢ５１８をプラグイン
ターフェース接触子へと取り付けるための取り付け機構として機能する。任意の適切な取
り付け技術を使用することができるが、図示の実施例では、抵抗溶接リベット５２４が使
用されている。プラグインターフェース接触子（又は、プラグインターフェース接触子に
接続された別のコンダクター）にＰＣＢ５１８を取り付けることに加えて、リベット５２
４は、容量性プレート及びそれらのリード部のための接触子ポストとして機能する。これ
は、図１１４乃至図１２１に示されており、これらの図面は、容量性プレート５２６及び
リード部（５２８ａ～ｄ）の４つの層を示している。該リード部を通ってリベット５２４
は、指部５２２と適切に接触するように突出している。
【０１００】
　図１１６は、図示を容易にするため、指部が曲がっていない形態で示したＰＣＢ５１８
の前面図である。図１１７は、ＰＣＢ５１８の底部から図１１６のラインＡ／Ａに向かっ
て眺めたときの容量性プレート及びリード部との断面図である。なお、図１１４は、容量
性プレート及びリード部を単に支持しているか又は誘導部即ち絶縁部として機能するＰＣ
Ｂ５１８の一部分を示していない。図１１６乃至図１２１は、誘導性カップリングの比較
的高い密度を比較的短い距離内でもたらすため、容量性プレート及びリード部が如何に互
いに対して配置されているかを示している。例えば、図１１６では、コンダクター５のた
めの容量性プレート５２６ａ及びリード部５２８ａは、最上のプレート及びリード部であ
り、横向きの「Ｕ」字形状を有して示されている。同じ「Ｕ」字形状は、様々な配置であ
るが、図１１６の破線及び実線により示されるように、コンダクター３、４及び６のため
に使用されている。容量性プレートの物理的配置及び重なり合った面積は、容量性カップ
リングの量を決定する。同様に、リード部の互いからの分離及び重なり合いの長さは、誘
導性カップリングの量を決定する。図１１７は、高い密度の誘導性カップリングを提供す
る各々のリード部の誘導性カップリングに起因した電流の流れの相対的方向を示している
。図１１８乃至図１２１は、８コンダクタージャックの第５，第３、第６及び第４のコン
ダクターと各々連係した、リード部５２８ａ～ｄ及び容量性プレート５２６ａ～ｄを各々
示している。
【０１０１】
　本発明の特定の好ましい実施例が示され、説明されたが、本発明の教えから逸脱するこ
と無く、様々な変更及び変形をなし得ることは当業者には明らかである。前述した説明及
び添付図面に記載されている事項は、図示のみのため提供されており、本発明を記載事項
に限定するものではない。本発明の実際の範囲は、従来技術に基づく本発明の適切な見地
から考慮されたときの請求の範囲によって画定されることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】図１は、本発明の原理を具現化するコネクターアッセンブリの斜視図である。
【図２】図２は、図１のコネクターアッセンブリにおけるクロストークを減少するため補
償技術の概略図である。
【図３】図３は、図１のコネクターアッセンブリのＮＥＸＴ概略ベクトル図である。
【図４】図４は、図１のコネクターアッセンブリのＦＥＸＴ概略ベクトル図である。
【図５】図５は、本発明の原理を具現化する電気ジャックの斜視図である。
【図６】図６は、図５の電気ジャックの分解図である。
【図７】図７は、図５のラインＡ－Ａに沿って描かれた図５の電気ジャックの断面図であ
る。
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【図８】図８は、図５の電気ジャックの印刷回路基板の平面図である。
【図９】図９は、図５の電気ジャックの代替の印刷回路基板の平面図である。
【図１０】図１０は、図９のラインＡ－Ａに沿って描かれた図９の印刷回路基板の断面図
である。
【図１１】図１１は、図９のラインＢ－Ｂに沿って描かれた図９の印刷回路基板の断面図
である。
【図１２】図１２は、本発明の原理を具現化する別の電気ジャックの分解斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２のラインＢ－Ｂに沿って描かれた図１２の電気ジャックの断
面図である。
【図１４】図１４は、フレキシブル回路コンデンサの一実施例の斜視図である。
【図１５】図１５は、アンフォーマット状態で示された、ジャック接触子に取り付けられ
たフレキシブル回路コンデンサの底面図である。
【図１６】図１６は、図１４のフレキシブル回路コンデンサの頂面図である。
【図１７】図１７は、図１６のラインＣ－Ｃに沿って描かれた断面図である。
【図１８】図１８は、図１６のラインＤ－Ｄに沿って描かれた断面図である。
【図１９】図１９は、図１６のラインＥ－Ｅに沿って描かれた断面図である。
【図２０】図２０は、フレキシブル回路コンデンサの別の実施例の斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０のフレキシブル回路コンデンサの頂面図である。
【図２２】図２２は、図２１のラインＦ－Ｆに沿って描かれた断面図である。
【図２３】図２３は、図２１のラインＧ－Ｇに沿って描かれた断面図である。
【図２４】図２４は、図２１のラインＨ－Ｈに沿って描かれた断面図である。
【図２５】図２５は、接触子に接続されたフレキシブル回路コンデンサを示す、図２１の
ラインＦ－Ｆに沿って描かれた断面図である。
【図２６】図２６は、接触子に接続されたフレキシブル回路コンデンサを示す、図２１の
ラインＧ－Ｇに沿って描かれた断面図である。
【図２７】図２７は、接触子に接続されたフレキシブル回路コンデンサを示す、図２１の
ラインＨ－Ｈに沿って描かれた断面図である。
【図２８】図２８は、本発明の一実施例に係るフレキシブル回路コンデンサの斜視図であ
る。
【図２９】図２９は、図２８のフレキシブル回路コンデンサの頂面図である。
【図３０】図３０は、図２９のラインＩ－Ｉに沿って描かれた断面図である。
【図３１】図３１は、図２９のラインＪ－Ｊに沿って描かれた断面図である。
【図３２】図３２は、図２９のラインＫ－Ｋに沿って描かれた断面図である。
【図３３】図３３は、ジャック接触子に取り付けられた半田リベットを示すフレキシブル
コンデンサの断面図である。
【図３４】図３４は、ジャック接触子に取り付けられた半田リベットを示すフレキシブル
コンデンサの断面図である。
【図３５】図３５は、ジャック接触子に取り付けられた半田リベットを示すフレキシブル
コンデンサの断面図である。
【図３６】図３６は、本発明の一実施例に係るジャック接触子コンデンサの斜視図である
。
【図３７】図３７は、曲げ接触子ストリップを備えたジャック接触子コンデンサの斜視図
である。
【図３８】図３８は、図３６のジャック接触子コンデンサの側面図である。
【図３９】図３９は、図３８のラインＬ－Ｌに沿って描かれた断面図である。
【図４０】図４０は、図３６のジャック接触子コンデンサの破断側面図である。
【図４１】図４１は、スレッドにおいてジャック接触子に非係合位置で取り付けられた接
触子コンデンサを示す破断側面図である。
【図４２】図４２は、係合位置にあるジャック接触子を示す、図４１のスレッドにおいて
ジャック接触子に取り付けられた接触子コンデンサの破断側面図である。
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【図４３】図４３は、本発明の一実施例に係るジャック接触子コンデンサの斜視図である
。
【図４４】図４４は、図４３のジャック接触子コンデンサの頂面図である。
【図４５】図４５は、図４４のラインＭ－Ｍに沿って描かれた断面図である。
【図４６】図４６は、図４４のラインＮ－Ｎに沿って描かれた断面図である。
【図４７】図４７は、図４４のラインＯ－Ｏに沿って描かれた断面図である。
【図４８】図４８は、ジャック接触子に取り付けられたジャック接触子コンデンサの頂面
図である。
【図４９】図４９は、ジャック接触子に取り付けられたジャック接触子コンデンサの側面
図である。
【図５０】図５０は、ジャック接触子に取り付けられたジャック接触子コンデンサの後面
図である。
【図５１】図５１は、スレッドにおいてジャック接触子に非係合位置で取り付けられた接
触子コンデンサの破断側面図である。
【図５２】図５２は、スレッドにおいてジャック接触子に係合位置で取り付けられた接触
子コンデンサの破断側面図である。
【図５３ａ】図５３ａは、ジャック接触子に取り付けられた、本発明の一実施例に係るジ
ャック接触子コンデンサを示す斜視図である。
【図５３ｂ】図５３ｂは、本発明の一実施例に係るジャック接触子コンデンサを示す斜視
図である。
【図５４】図５４は、図５３ｂの細部「Ｐ」の詳細構成図である。
【図５５】図５５は、スレッドに取り付けられたジャック接触子に装着されたジャック接
触子を示す破断側面図である。
【図５６】図５６は、図５３ａの実施例に係るジャック及びコンデンサアッセンブリの後
面図である。
【図５７】図５７は、ジャック接触子に接続されたジャック接触子コンデンサの接着領域
の破断側面図である。
【図５８】図５８は、本発明の一実施例に係るフレキシブル回路の斜視図である。
【図５９】図５９は、本発明の一実施例に係るフレキシブル分流器の平面図である。
【図６０】図６０は、図５９のフレキシブル分流器の側面図である。
【図６１】図６１は、ジャック接触子と印刷回路基板との間に取り付けられたフレキシブ
ル分流器の側面図である。
【図６２】図６２は、図５９のラインＱ－Ｑに沿って描かれた断面図である。
【図６３】図６３は、本発明の一実施例に係るフレキシブル回路コンデンサの斜視図であ
る。
【図６４】図６４は、図６３の細部「Ｒ」の詳細構成図である。
【図６５】図６５は、図６３のフレキシブル回路コンデンサの頂面図である。
【図６６】図６６は、図６３のフレキシブル回路コンデンサの側面図である。
【図６７】図６７は、ジャック接触子に取り付けられた図６３のフレキシブル回路コンデ
ンサの斜視図である。
【図６８】図６８は、ジャック接触子に取り付けられた図６３のフレキシブル回路コンデ
ンサの斜視図である。
【図６９】図６９は、ジャック接触子に取り付けられた図６３のフレキシブル回路コンデ
ンサの側面図である。
【図７０】図７０は、ジャック接触子に取り付けられた図６３のフレキシブル回路コンデ
ンサの後面図である。
【図７１】図７１は、図６３のフレキシブル回路コンデンサにおける容量性プレートの重
なり合いを示す端面図である。
【図７２】図７２は、図６３のフレキシブル回路コンデンサにおける容量性プレートの重
なり合いを示す平面図である。
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【図７３】図７３は、本発明の一実施例に係るフレキシブル印刷回路の斜視図である。
【図７４】図７４は、図７３のフレキシブル印刷回路の平面図である。
【図７５】図７５は、図７４のラインＳ－Ｓに沿って描かれた断面図である。
【図７６】図７６は、図７４のラインＴ－Ｔに沿って描かれた断面図である。
【図７７】図７７は、８つのコンダクタージャックのうち第１のコンダクターと連係した
導電性経路を示す平面図である。
【図７８】図７８は、８つのコンダクタージャックのうち第２のコンダクターと連係した
導電性経路を示す平面図である。
【図７９】図７９は、８つのコンダクタージャックのうち第３のコンダクターと連係した
導電性経路を示す平面図である。
【図８０】図８０は、８つのコンダクタージャックのうち第５のコンダクターと連係した
導電性経路を示す平面図である。
【図８１】図８１は、図７３のフレキシブル印刷回路の導電性経路を連続的に示す斜視図
である。
【図８２】図８２は、図７３のフレキシブル印刷回路の導電性経路を連続的に示す斜視図
である。
【図８３】図８３は、図７３のフレキシブル印刷回路の導電性経路を連続的に示す斜視図
である。
【図８４】図８４は、図７３のフレキシブル印刷回路の導電性経路を連続的に示す斜視図
である。
【図８５】図８５は、本発明の一実施例に係る誘電層を示す斜視図である。
【図８６】図８６は、図７３のフレキシブル印刷回路における導電性経路を示す平面図で
ある。
【図８７】図８７は、図８６のラインＵ－Ｕに沿って描かれた断面図である。
【図８８】図８８は、図８６のラインＶ－Ｖに沿って描かれた断面図である。
【図８９】図８９は、本発明の一実施例に係るフレキシブル回路コンデンサの斜視図であ
る。
【図９０】図９０は、図８９のフレキシブル回路コンデンサの頂面図である。
【図９１】図９１は、図９０のラインＷ－Ｗに沿って描かれた断面図である。
【図９２】図９２は、図９０のラインＸ－Ｘに沿って描かれた断面図である。
【図９３】図９３は、図９０のラインＹ－Ｙに沿って描かれた断面図である。
【図９４】図９４は、ジャック接触子に取り付けられたリベットを示す、図８９のフレキ
シブル回路コンデンサの側面図である。
【図９５】図９５は、弱接触子に結合された接着領域を示す、図８９のフレキシブル回路
コンデンサの側面図である。
【図９６】図９６は、本発明の一実施例に係るＮＥＸＴ補償コンデンサ回路の斜視図であ
る。
【図９７】図９７は、図９６のＮＥＸＴ補償コンデンサ回路の導電性プレートの平面図で
ある。
【図９８】図９８は、図９７の観察方向ラインＺに沿った端面図である・
【図９９】図９９は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデンサ回
路の内部の平面図である。
【図１００】図１００は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデン
サ回路の内部の平面図である。
【図１０１】図１０１は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデン
サ回路の内部の平面図である。
【図１０２】図１０２は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデン
サ回路の内部の平面図である。
【図１０３】図１０３は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデン
サ回路の内部の平面図である。
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【図１０４】図１０４は、導電性プレートの形状を示す、図９６のＮＥＸＴ補償コンデン
サ回路の内部の平面図である。
【図１０５】図１０５は、本発明の一実施例に係るフレキシブル印刷回路の平面図である
。
【図１０６】図１０６は、図１０５のラインＡＡ－ＡＡに沿って描かれた断面図である。
【図１０７】図１０７は、図１０５のフレキシブル印刷回路の連続的に並んだ層を示す斜
視図である。
【図１０８】図１０８は、図１０５のフレキシブル印刷回路の連続的に並んだ層を示す斜
視図である。
【図１０９】図１０９は、図１０５のフレキシブル印刷回路の連続的に並んだ層を示す斜
視図である。
【図１１０】図１１０は、ジャック接触子が非係合位置にあるジャック内に設置された図
１０５のフレキシブル印刷回路を示す破断側面図である。
【図１１１】図１１１は、ジャック接触子が係合位置にあるジャック内に設置された図１
０５のフレキシブル印刷回路を示す破断側面図である。
【図１１２】図１１２は、本発明の別の実施例に係るフレキシブル印刷回路の平面図であ
る。
【図１１３】図１１３は、本発明の一実施例に係るフレキシブルＰＣＢの斜視図である。
【図１１４】図１１４は、図１１３のフレキシブルＰＣＢの側面図である。
【図１１５】図１１５は、図１１３のフレキシブルＰＣＢの前面図である。
【図１１６】図１１６は、導電性経路を示す図１１３のフレキシブルＰＣＢの別の前面図
である。
【図１１７】図１１７は、図１１６のラインＡ／Ａに向かう端面図である。
【図１１８】図１１８は、８つのコンダクタージャックのうち第５のコンダクターと連係
した容量性プレートを示す、図１１３のフレキシブルＰＣＢの前面図である。
【図１１９】図１１９は、８つのコンダクタージャックのうち第３のコンダクターと連係
した容量性プレートを示す、図１１３のフレキシブルＰＣＢの前面図である。
【図１２０】図１２０は、８つのコンダクタージャックのうち第６のコンダクターと連係
した容量性プレートを示す、図１１３のフレキシブルＰＣＢの前面図である。
【図１２１】図１２１は、８つのコンダクタージャックのうち第４のコンダクターと連係
した容量性プレートを示す、図１１３のフレキシブルＰＣＢの前面図である。
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