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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャーシ内のポートと係合するコネクタの組立体であって、
　導体材料により形成されたハウジングを有するコネクタと、
　前記コネクタに接続され、シールドが前記ハウジングと電気的に接続されているケーブ
ルと、
　前記ケーブルを覆い、前記シャーシに電気的に接触するための導電性の第１の端部と、
前記ケーブルを収容する内部開口部と前記ケーブルの外面と接触する内面と前記ケーブル
のシールドと容量接続するエレメントとを有するケーブル係合本体、を含むシュラウドと
、
　前記シュラウドを前記シャーシに取り付けるための取付け機構と、
　前記シュラウドと前記シャーシの間に設置され、前記シュラウドと電気的に接触する導
電性のガスケットと、
を備えたことを特徴とするコネクタ組立体。
【請求項２】
　前記ケーブル係合本体は、前記シュラウドから延びるネック部分を備える請求項１に記
載のコネクタ組立体。
【請求項３】
　前記ケーブル係合本体は、前記シュラウドと一体に形成されている請求項１に記載のコ
ネクタ組立体。
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【請求項４】
　前記ケーブル係合本体が、前記シュラウドの外部幅より狭い外部幅を有する請求項３に
記載のコネクタ組立体。
【請求項５】
　前記ケーブル係合本体が、前記ケーブルのシールドとの間に電気接続が行われるように
、前記ケーブルの外部ジャケットを貫通する導電素子を備える請求項４に記載のコネクタ
組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁障害を低減するためのシールドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　相互接続リンク（ケーブル等の形式）は、コンピュータ・システム、コンピュータ・シ
ステムの周辺デバイス、記憶システム、サーバ、ルータおよび他のデバイスなどの種々の
タイプの電子デバイスを結合するために使用される。現在の電子デバイスは、高い周波数
で動作し、データおよび制御情報を転送するためにケーブルを通して信号が交換される。
放射電磁波を低減するために、通常、ケーブルは外部シールドにより遮へいされる。さら
に、各デバイスにケーブルを接続するためのコネクタも、通常、放射電磁波を低減するた
めに遮へいされる。放射電磁波に関する最も重要な問題は電磁障害（ＥＭＩ）の可能性で
ある。
【０００３】
　ケーブルは、コネクタ内の対応する接点（雄または雌）に接続する１本またはそれ以上
のワイヤを含む。コネクタは、通常、接点を囲むためのハウジングまたはシェルを含む。
コネクタの接点は、電子デバイスの外部シャーシ内に設置されているポート内の対応する
接点（雄または雌）と係合するように設計される。通常、コネクタ・シェルは、ケーブル
の外部シールドに電気的に接触している。また、コネクタがポートと係合すると、コネク
タも電子デバイスのシャーシに電気的に接触する。その結果、あるデバイスまたはシステ
ムのシャーシから他のデバイスまたはシステムのシャーシへほぼ連続的に遮へいが行われ
、それにより容易にＥＭＩを低減することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、動作速度が低い場合にはうまく機能したコネクタのシールド設計も、高速の動
作に対してはうまく機能しない。高速動作の場合には、信号の立上りおよび立下り時間が
短くなり、それにより高い周波数での放射電磁波が増大する。その結果、コネクタが「漏
洩を起こし易くなる」恐れがある。相互に多数の上記コネクタが接近して設置されている
場合には、コネクタの「漏洩を起こす」シールドからの放射電磁波の問題が悪化する。こ
のような現象は、時として多数のノードおよびデバイスを有するシステムで発生する。そ
れ故、動作速度が引き続き増大し、電子装置および対応するコネクタの密度が増大すると
、従来のコネクタ設計によるＥＭＩ保護はうまく機能しなくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このため、本発明は、シャーシ内のポートと係合するコネクタの組立体であって、導体
材料により形成されたハウジングを有するコネクタと、前記コネクタに接続され、シール
ドが前記ハウジングと電気的に接続されているケーブルと、前記ケーブルを覆い、前記シ
ャーシに電気的に接触するための導電性の第１の端部と、前記ケーブルを収容する内部開
口部と前記ケーブルの外面と接触する内面と前記ケーブルのシールドと容量接続するエレ
メントとを有するケーブル係合本体、を含むシュラウドと、前記シュラウドを前記シャー
シに取り付けるための取付け機構と、前記シュラウドと前記シャーシの間に設置され、前
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記シュラウドと電気的に接触する導電性のガスケットと、を備えたことを特徴とするコネ
クタ組立体を提供するものである。
【０００６】
　下記の説明、図面および特許請求の範囲を見れば、本発明の他のまたは代替機能を理解
することができるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下の説明においては、本発明を理解してもらうために多数の詳細な点を説明する。し
かし、当業者であれば、これらの詳細な点を使用しなくても、本発明を実施することがで
き、開示の実施形態を種々に変更したり、修正することができることを理解することがで
きるだろう。
【０００８】
　図１Ａは、ケーブル１８により複数のノード１４と相互に接続しているスイッチ１２を
含む例示としてのシステム１０である。各ノード１４は、対応する記憶モジュール１６に
接続している。各ケーブル１８の一方の端部は、コネクタ組立体２０に取り付けられてい
て、このコネクタ組立体は、スイッチ１２のハウジングまたはシャーシ上の対応するポー
ト２２に取り付けられている。図１Ａの場合には、コネクタ組立体２０は、各ケーブル１
８の一方の端部をスイッチ１２に接続している。各ケーブル１８の他の端部を各ノード１
４に接続するために、同じコネクタ組立体２０を使用することができる。他の実施形態の
場合には、図１Ｂに示すように、ノードを直接記憶モジュールに結合する代わりに、ノー
ド１４および記憶モジュール１６の両方がスイッチ１２を通して接続している。さらに他
の実施形態の場合には、図１Ｃに示すように、記憶モジュール１６は、ケーブル１８によ
りスイッチ１２に結合しているが、ノード１４は結合していない。
【０００９】
　ある実施形態の例示としてのシステム１０は、ＮＣＲコーポレーションが市販している
ＴＥＲＡＤＡＴＡ（登録商標）データベース・システムなどのデータベース・システムで
ある。他の実施形態の場合には、他のタイプのシステムも、コネクタ組立体２０を使用す
ることができる。各ノード１４は、記憶モジュール１６で使用することができる記憶空間
の一部を管理する。複数のノード１４が、比較的大量（例えば、テラバイト）のデータを
効率的に、迅速に処理することができる高性能のデータベース・システムを供給する大型
の並列処理システムを形成する。それ故、図１Ａまたは図１Ｂの例の場合には、スイッチ
１６の多数の接続により相互に比較的接近しているので、コネクタ組立体２０の密度は比
較的高い。また、ケーブル１８が運ぶ信号の動作周波数は、比較的高い（例えば、ギガヘ
ルツ範囲内）。動作周波数が高く、コネクタ組立体２０の密度が高いので、任意の電磁信
号漏洩の全体的な量が増大する。
【００１０】
　電磁信号の漏洩を低減するために、コネクタ組立体２０は、コネクタおよびケーブルの
一部を囲む外部シュラウドまたはシールドを有する。コネクタ組立体２０からの漏洩を捕
捉することにより電磁障害（ＥＭＩ）は低減する。
【００１１】
　図２は、コネクタ組立体２０の詳細図である。コネクタ組立体２０は、ある実施形態の
場合には、例えば、アルミニウム、銅、鋼鉄、ダイキャストで使用される導電性を有する
ようにコーティングされたプラスチック合金等のような金属材料から形成される外部シュ
ラウド１００を含む。別の方法としては、シュラウド１００を任意の他の導体材料から形
成することもできる。シュラウド１００は、それ自身をシールドすることができるコネク
タ１０２を完全に囲んでいる（しかし、このような完全な包囲は本発明の目的のためには
必要ない）。しかし、コネクタ１０２は「漏洩を起こす」コネクタである。すなわち、コ
ネクタ１０２から電磁信号が漏洩している「許容できないもの」である。コネクタ１０２
からの電磁信号の漏洩の量が「許容できないもの」であるかどうかは、コネクタ１０２が
使用される用途および政府の規制要件により決まる。例えば、数個のコネクタが相互に接
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近して配置されている場合には、あるレベルの漏洩は許容できる。しかし、コネクタ１０
２の密度がもっと高い場合には、同じレベルの漏洩は許容できないものになる。同様に、
動作周波数も漏洩の量に影響を与える。動作周波数が高くなると漏洩が起こる可能性が高
くなる。シュラウド１００は、漏洩を起こすコネクタ１０２からのすべての電磁信号漏洩
に対してＥＭＩシールドとして機能する。
【００１２】
　図の実施形態の場合には、シュラウド１００は、一般的に、ドーム型をしていて、コネ
クタ１０２が収容されるチャンバ１３０を形成する。他の実施形態の場合には、シュラウ
ド１００がコネクタ１０２を囲むかカバーするようにチャンバ１３０を供給するような形
をしている限り、シュラウド１００は任意の他の形をとることができる。他の形の例とし
ては、長方形、円筒形等がある。同様に、別の方法としては、シュラウドは閉じ多角形の
断面を有することができる。
【００１３】
　ある実施形態の場合には、ネック部分１２０がシュラウド１００から延びている。ネッ
ク部分１２０は、コネクタ１０２の一方の端部１０３から延びているケーブル１８を収容
するための開口部（または孔部）１２１を形成する。開口部または孔部１２１は、通常、
円形、楕円形、長方形、正方形、または閉じ多角形を形成する他の形を含む任意の数の断
面の形を有することができる。ネック部分１２０は、一般的に、ケーブル１８の形に対応
する円筒形をしている。他の実施形態の場合には、ネック部分１２０は他の形をとること
ができる。
【００１４】
　図の実施形態の場合には、ネック部分１２０は、シュラウド１００と一体に形成されて
いる。別の方法としては、ネック部分１２０は、ネック部分１２０がシュラウド１００に
取り付けられているか接着されているシュラウド１００とは別の部材になっている。ネッ
ク部分１２０は、また、導体材料から形成される。
【００１５】
　ネック部分１２０により形成されている孔部１２１は、コネクタ１０２を囲んでいるチ
ャンバ１３０の幅より狭い幅（Ｗ１で示す）を有する。以下の説明においては、孔部１２
１は、一般的に、円筒形の形をしていると仮定し、その結果、孔部１２１の直径が決まる
。しかし、直径は幅Ｗ１の特殊な場合であると理解されたい。ケーブルは、楕円形、長方
形、または他の実施形態の場合、閉じ多角形を形成している他の断面を有することができ
る。
【００１６】
　孔部１２１の直径は、ケーブル１８の直径とほぼ同じになるように選択される（孔部１
２１の直径は、ケーブル１８の直径より少し大きい）。そのため、ネック部分１２０の内
面は、ケーブル１８の外面と接触しているか、接近している。ネック部分１２０は、シュ
ラウド１００の軸Ｚとして全体を示す縦軸に沿って長さＬを有する。以下にさらに説明す
るように、ネック部分１２０の内面をケーブル１８の導電シールドに接近させるか、接触
させると、ケーブル１８内を電磁信号が通過するとき、ネック部分１２０とケーブル・シ
ールドの間に容量性インピーダンスを供給することができる。ネック部分とケーブル・シ
ールドとの間のインピーダンスは、ネック部分１２０とケーブル・シールド間のキャパシ
タンスに基づくものである。
【００１７】
　図２は、（シュラウド１００の外部幅と比較した場合）狭い外部幅を有するネック部分
１２０を示す。他の実施形態の場合には、シュラウド１００およびネック部分１２０は、
一定の外部幅を有するハウジング（例えば、円筒ハウジング）から形成することができる
。この場合、ハウジングは、チャンバ１３０および孔部１２１（チャンバ１３０の幅より
狭い幅を有する）を形成する。もっと一般的には、孔部１２１を形成していて、ケーブル
１８の外面を囲んでいるある部材の一部（シュラウド１００の一部となることができる）
は、「ケーブル係合本体」と呼ばれる。ケーブル係合本体は、非常に種々の幾何学的形状
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を有することができる。
【００１８】
　ある実施形態のシュラウド１００は、２つの部材１０１Ａおよび１０１Ｂからできてい
て、２つの部材１０１Ａ、１０１Ｂは、コネクタ１０２をカバーするために一緒に係合し
ている。継目１０７は、２つのシュラウド部材１０１Ａ、１０１Ｂが係合している縁部を
示す。シュラウド１００を２つの部材１０１Ａ、１０１Ｂから形成すると、コネクタ１０
２およびケーブル１８を容易に囲むことができる。係合した後で２つの部材１０１Ａ、１
０１Ｂがスリップするのを防止するために、第１および第２の係合プロファイルが相互に
係合することができるように、一方の部材を第１の係合プロファイルを有するように形成
し、他方の部材をある係合プロファイル（例えば、舌状プロファイルおよび溝状プロファ
イル）を有するように形成することができる。部材１０１Ａ、１０１Ｂ間の電気接続を確
実に良好な状態に維持するために導電処理（例えば、ＥＭＩガスケット、導電フィルムま
たはペイント等）を行うことができる。
【００１９】
　コネクタ１０２の一方の端部１０３は、ケーブル１８に取り付けられる。コネクタ１０
２の他方の端部１０５は、スイッチ１２のシャーシ・パネル１０８上に位置するポート２
２を形成している構造１０９に接続している。他の例の場合には、ノード１４が直接記憶
モジュール１６に接続している場合のように、シャーシ・パネル１０８を他のタイプのデ
バイスのシャーシの一部とすることができる。
【００２０】
　図２の実施形態の場合には、フランジ１１０は、シャーシ・パネル１０８に最も近いシ
ュラウド１００の端部のところに位置している。もう１つの実施形態の場合には、フラン
ジ１１０は設置されていない。図２に示すように、取付け素子１１２が、フランジ１１０
をシャーシ・パネル１０８に接続するために使用される。取付け素子１１２の例としては
、ねじ、ボルト等がある。
【００２１】
　図３に示すように、そうしたい場合には、ＥＭＩガスケット１１４を、シャーシ・パネ
ル１０８とシュラウド１００のフランジ１１０との間に設置することができる。ＥＭＩガ
スケット１１４は、シャーシ１０８へのシュラウド１００の電気接触を改善し、シュラウ
ド１００とシャーシ・パネル１０８との間の接点の縁部のところの電磁エネルギーの漏洩
を低減する導体材料から形成される。ガスケット１１４を形成するために使用する材料の
例としては、ベリリウム銅、導電エラストマ、ワイヤ・メッシュ等がある。別の方法とし
ては、別個の部材にする代わりに、ＥＭＩガスケット１１４を、シャーシ・パネル１０８
またはシュラウド１００のフランジ１１０上の導電コーティングとすることもできる。
【００２２】
　コネクタ１０２は、導体材料からできている場合には、シャーシ・パネル１０８とコネ
クタ・ハウジング１３２の間で電気通信ができるように、ポート構造１０９と電気的に接
触することができるハウジング１３２を有する。ある実施形態の場合には、コネクタ・ハ
ウジング１３２は、Ｄ型シェル・コネクタを形成するためのＤ型のシェルである。他の実
施形態の場合には、コネクタ１０２は、２０００年１０月付けのＩｎｆｉｎｉｂａｎｄ（
商標）アーキテクチャ・リリース１．０、第２巻、「物理仕様」（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ）に記載されているように、Ｉｎｆｉｎｉｂａｎｄ（商標）
規格により定義されたケーブル・ポートにより係合できるようにすることができる。円形
コネクタ、スナップイン・コネクタ等のような他の実施形態においては、他のタイプのコ
ネクタを使用することができる。さらに他の実施形態の場合には、コネクタは、米国規格
協会（ＡＮＳＩ）が規定するファイバ・チャネル規格によることもできる。
【００２３】
　ある実施形態の場合には、コネクタ・ハウジング１３２も、ケーブル１８の外部ジャケ
ット１３６内のケーブルのシールド１３４と電気的に接触している。１つまたはそれ以上
の導体１３８は、ケーブル１８内を延びる。導体１３８は、１つまたはそれ以上の対応す
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る接点１４０のところまで延びている。図３は、雄の接点１４０を示す。
【００２４】
　シュラウド１００（ケーブル係合本体１２０を含む）は、効果的に、シャーシ・パネル
１０８と電気的に接触するように、また、容量接続を通してケーブル・シールド１３４に
接触するように構成される金属ファラデー・ケージ遮へいを供給する。ケージは、シャー
シ・パネル１０８に電気的に接触することにより、またケーブル・シールド１３４で（容
量または電気）接続を形成することにより、漏洩コネクタ１０２を完全に囲んでいる。そ
のため、コネクタ１０２からのすべての電磁信号漏洩に対して効果的なＥＭＩシールドが
行われる。図２および図３のアプローチの１つの利点は、ＥＭＩシールドを改善するのに
、コネクタ１０２およびケーブル１８を変更する必要がないことである。その結果、工業
規格のケーブルおよびコネクタを使用することができるので、コストの低減および部材の
利用度の向上を容易に行うことができることである。もちろん、他の実施形態の場合には
、そうしたい場合には、コネクタおよびケーブルの設計を変更することができる。
【００２５】
　図４は、ケーブル１８およびシュラウド１００のネック部分１２０の断面図である。ネ
ック部分１２０は、図４の断面図内の組立体の一番外側の層を形成している。ケーブル１
８は、外部絶縁ジャケット１３６、ケーブル・シールド１３４（例えば、編組（ｂｒａｉ
ｄ）または他のタイプのシールド）、および内部導体１３８を含む。図５は、図４の断面
の略図である。この図の場合、ネック部分１２０およびケーブル・シールド１３４は、コ
ンデンサ２１０のプレートを形成している。ネック部分１２０とケーブル・シールド２０
２との間のコンデンサ２１０の単位長さ当たりのキャパシタンス（Ｃ／Ｌ）は、２つの同
心円筒形間のキャパシタンスを計算するための下式により推定される。
【００２６】
【数１】

【００２７】
　ここで、Ｌは、ネック部分１２０の長さであり、パラメータεは、２つの同心円筒形間
の誘電体（絶縁ジャケット２００）の誘電率であり、「ａ」は、ネック部分１２０の内径
であり、「ｂ」は、ケーブル・シールド２０２の外径である。コンデンサ２１０による容
量接続のリアクタンスＸｃは、式２により計算することができる。
【００２８】
【数２】

【００２９】
　ここで、ｆは、ケーブル１８を流れる信号の周波数である。
【００３０】
　それ故、ある例の場合、ケーブル・シールド１３４の外径が約０．１７１インチ（０．
４３ｃｍ）の組立体の場合には、ネック部分１２０の内径は約０．２１インチ（０．５３
ｃｍ）であり、絶縁ジャケット１３６を形成している誘電体の誘電率は、約２．２５であ
り、コンデンサ２１０の長さ当たりのキャパシタンス（Ｃ／Ｌ）は、１インチ（２．５４
ｃｍ）当たり約１２７ピコファラッド（ｐＦ／ｉｎ）である。もっと大きい外径を有する
ケーブルの場合には、全キャパシタンスは増大する。下記のテーブル１は、この例の場合
の異なる周波数に対する容量性リアクタンスＸｃを示す。
【００３１】
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【００３２】
　上記テーブル１を見れば分かるように、ある実施形態の場合には、シュラウド１００は
、約２ＧＨｚより高い周波数で、有効な非接触シールド効果をあげる。
【００３３】
　さらに、ケーブル１８の周囲でネック部分１２０に連続容量接続を行うことにより、ネ
ック１２０のインダクタンスを低減することができる。ネック部分１２０のインダクタン
スは、シャーシ・パネルとケーブル・シールドとの間の全インピーダンスを増大するので
、ネック部分１２０の効果が低減する。図２に示すように、円周の周囲に連続接続を行う
と、このインダクタンスは低減する。
【００３４】
　図６は、ネック部分１２０Ａの内面から突き出ているスパイク３００を有するネック部
分１２０Ａを有するシュラウド１００の他の実施形態である。スパイク３００は、ケーブ
ル・シールド１３４と電気的に接触するよう、外部絶縁ジャケット１３６を貫通するよう
に設計されている。その結果、ケーブル・シールド１３４とネック部分１２０との間は電
気的に直接接触し、それによりシュラウド１００とケーブル・シールド１３４との間のイ
ンピーダンスはさらに低減する。
【００３５】
　さらに他の実施形態の場合には、図７に示すように、ネック部分１２０とケーブル・シ
ールド１３４とが直接接触するように、ケーブル１８の絶縁ジャケット１３６を除去する
ことができる。
【００３６】
　限られた数の実施形態を参照しながら本発明を説明してきたが、当業者であればこれら
の実施形態から多くの変更および変形を思いつくことができるだろう。添付の特許請求の
範囲は、このような変更および変形を本発明の真の精神および範囲に含まれるものとして
カバーするものである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明のいくつかの実施形態によるコネクタ組立体が使用される例示としてのシ
ステムのブロック図である。
【図２】本発明のある実施形態によるシールドを有するコネクタ組立体の斜視図である。
【図３】図２のコネクタ組立体の縦断面図である。
【図４】図２のシールドのネック部分の断面図であり、ネック部分内に配置されたケーブ
ルである。
【図５】組立体が形成するコンデンサを示すネック部分およびケーブルの略図である。
【図６】ネック部分およびケーブルの他の実施形態の断面図である。
【図７】ネック部分およびケーブルの他の実施形態の断面図である。
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