
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

該コネクタは、 ハウジング（２５１）を有し、該コネクタハウジング（２５１）
は、前記信号ケーブル（１０５）の信号導線に終端された一対の 信号端子（１４０、
１４１）と、前記接地基準に終端された接地端子（１５０）

有しているＩ／
Ｏコネクタ（１０４、２５０）において、

該 開回路は、
コネクタが、前記中間コネクタ（１１０）に接合されたときに閉成されて、前記信号ケー
ブル（１０５）の状態情報が前記回路基板（１０２）の 回路（１９９）によって
読みとられるようにしたことを特徴とするＩ／Ｏコネクタ。
【請求項２】
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少なくとも二つの異なる信号導線と二つの信号導線の連関された一つの接地基準と、電圧
を供給する第一の電源導線および電圧戻り導線である第二の電源導線とを有している信号
ケーブル（１０５）と回路基板（１０２）を、該回路基板（１０２）に実装された中間コ
ネクタ（１１０）を介して接続するコネクタであって、

コネクタ
差動

と、前記第一及び第二の電源
導線にそれぞれ終端された第一及び第二の電源端子（２５３、２５４）を

前記コネクタハウジング（２５１）が、さらに、単一の状態情報端子（２５２）と、該状
態情報端子（２５２）と前記第二の電源端子（２５４）とに接続された電子部材（２６０
）とを有しており、
前記状態情報端子（２５２）、第二の電源端子（２５４）と前記電子部材（２６０）でコ
ネクタハウジング（２５１）内に状態情報開回路が形成され、 状態情報 この

状態情報



請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】

コネクタ。
【請求項４】
前記電子部材（２６０）は、抵抗、容量、ヒューズ又はスイッチからなる群より選択され
る請求項 に記載のコネクタ。
【請求項５】
前記コネクタ（１０４、２５０）は、雄型コネクタである請求項 に記載
のコネクタ。
【請求項６】
前記 ハウジング（２５１）は、内部に形成された複数のキャビティを含んでおり
、前記キャビティのそれぞれは、前記異なる信号端子（１４０、１４１）、接地端子（１
５０）、第一及び第二の電源端子（２５３、２５４）及び前記状態情報端子（２５２）の
一つを収容し、前記端子のそれぞれは、前記キャビティのそれぞれから部分的に

接点部（１８２、１９２）を備えたスプリ
ングアームを有している請求項 に記載のコネクタ。
【請求項７】

電子装置の状態が前記回路基板（１０２）の状態 回路（１９９）に
より判定可能となることを特徴とするインテリジェントコネクタ。
【請求項８】

インテリジェントコネクタ。
【請求項９】

【請求項１０】
前記電子部材は、抵抗、容量、ヒューズ又はスイッチからなる群より選択される請求項
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前記差動信号端子（１４０、１４１）と接地端子（１５０）は、前記コネクタハウジング
（２５１）内で異なる列に配置され、そして、前記第一、第二の電源端子（２５３、２５
４）と状態情報端子（２５２）は、前記接地端子（１５０）の列に整列して配置されてい
る

前記状態情報端子（２５２）と第二の電源端子（２５４）は、隣接して配置され、前記電
子部材（２６０）がコネクタハウジング（２５１）に状態情報端子（２５２）及び第二の
電源端子（２５４）を横断する方向に設けられた収容部（２５６）に収容されている請求
項１または２に記載の

１～３のいずれか

１～４のいずれか

コネクタ

突出して
前記中間コネクタ（１１０）の端子と係合する

１～５のいずれか

電子装置と回路基板（１０２）を接続するために、電子装置に終端されて、回路基板（１
０２）に終端されている相手方コネクタ（１１０）に接合されるインテリジェントコネク
タであって、コネクタハウジング（１７１）と、該コネクタハウジング（１７１）に支持
された複数の導電性端子を有しているインテリジェントコネクタ（１０４、２００）にお
いて、
前記複数の導電性端子は、少なくとも一対の差動信号端子（１４０、１４１）と、該差動
信号端子（１４０、１４１）に連関された一つの接地端子（１５０）と、一対の状態情報
端子（２０２、２０３）とを含んでおり、
前記一対の差動信号端子（１４０、１４１）と一つの接地端子（１５０）がトリプレット
の配置とされていると共に、
前記一対の状態情報端子（２０２、２０３）間に、コネクタハウジング（１７１）内の収
容部に収容された電子部材（２０７）が接続されて状態開回路が形成されており、
前記相手方コネクタ（１１０）に接合されたときに、前記一対の情報端子（２０２、２０
３）の一方が前記回路基板（１０２）の接地に接続され、他方が回路基板（１０２）の状
態情報回路（１９９）に接続されて、前記状態開回路が閉成されて、前記電子部材（２０
７）で特定される 情報

前記差動信号端子（１４０、１４１）と、接地端子（１５０）は、前記コネクタハウジン
グ（１７１）内で異なる列に配置され、そして、前記一対の状態情報端子（２０２、２０
３）は、前記差動信号端子（１４０、１４１）の列に整列して配置されている請求項７に
記載の

前記収容部は、前記コネクタハウジング（１７１）内に、前記複数の導電性端子が延びる
方向を横断して形成されている請求項７または８に記載のインテリジェントコネクタ。

７



に記載の コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コネクタに関するもので、特に、信号ケーブル、殊に高速信号ケーブルをコ
ンピュータ等の電子機器に接続するために用いるコネクタを含む入力－出力型コネクタに
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータ等の多くの電子機器は、ビデオカメラ、コンパクトディスクプレーヤ等の周
辺機器からの信号をコンピュータのマザーボードに伝送する伝送ラインを有している。こ
れらの伝送ラインは、高速データ伝送が可能な信号ケーブルを含んでいる。多くの用途に
おいて、信号ケーブルは、周辺装置自体又は周辺装置のコネクタからマザーボードに実装
されたコネクタに延びている。これらのコネクタは、電子機器のサイズを減少させる傾向
に沿って非常に小さく形成されている。こうしたコネクタの 、一般的には約８ｍ
ｍｘ６ｍｍとすることが出来、これによってコネクタの設計者には所望のレベルの性能を
持つコネクタを得るのに適当なコネクタ構造及びその構成部材を開発するための面積とし
て４８ｍｍ２ のみが残される。
【０００３】
信号ケーブルの構造は、ケーブルの長さ方向に沿って相互に捻られた一以上の撚線対とし
て知られているものが用いられ、こうした撚線対は、連関した接地シールドにより包囲さ
れている。こうした撚線対は、通常相補的な信号電圧を受ける。即ち、対の一方の導線に
は＋１．０Ｖの信号が現れ、一方、対の他方の導線には－１．０Ｖの信号が現れる。従っ
て、これらの導線は、「差動」対と呼ばれ、この語は、それらが伝送する異なる信号に関
するものである。信号ケーブルが、電子装置への経路に引き回すときに、電界を発生する
他の電子装置を通過し又はその近傍を通過する可能性がある。これらの装置は、上記の信
号ケーブル等の伝送ラインに電磁障害を生じる可能性を有している。しかしながら、この
撚線対構造は、誘導電界を最小化させ又は減少させて、電磁障害を防止する。
【０００４】
これらの現在の一つの用途において、これらの信号ケーブルは、周辺装置に用いるために
三つの異なる速度で製造され、これらの三つの速度は１秒あたり８００、１６００及び３
２００メガビットである。 ケーブルの速度が電子機器に知らされた場合、機器は種々
の内部回路を切り換えて ケーブルの伝送速度性能に適合させることが可能となる。従
って、コネクタ自体に ケーブルの速度を判定する手段を設けることが望ましい。
アメリカ特許第４，４１２，７１５号は、接点端子によって相互接続された二つの別個の
ケーブルと終端された雄型コネクタ内において二つのケーブルの個別の導線間に信号を転
送し又は変換するために設けられた手段を有して 従って、アメリカ特許第４，４１
２，７１５号に記載されたコネクタは第二のケーブルを通ってコネクタ外に送出する前に
、コネクタ内において第一のケーブルを通る信号を変更するコネクタを開示している。
【０００５】
こうした伝送ラインやケーブルから関連する電子装置への電気的性能の一貫性を維持する
ために、回路から回路への伝送ラインを通してのほぼ一定のインピーダンスを得ること又
は伝送ラインのインピーダンスの大きな不連続性を防止することが望ましい。従来のコネ
クタのインピーダンスは、コネクタを通って、接合する二つのコネクタ部材のインターフ
ェースを通って変化するので、コネクタの接合面におけるコネクタのインピーダンスを制
御することが困難であることが知られている。従って、コネクタ及び ケーブルとの接
合部を通してインピーダンスを保持することが望ましい。
【０００６】
【発明は解決しようとする問題点】
従って、本発明は、高速 ケーブルとプリント回路基板間を接続して、高レベルの性能
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～９のいずれか インテリジェント

サイズは

信号
信号

信号

いる。

信号

信号



により信頼性の高い接続を行うケーブル側コネクタに関するものである。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、伝送ラインのインピーダンスを一致させる優れた試みのために
、コネクタを通るインピーダンスの不連続性を最小化した高速データ伝送接続のための改
良されたコネクタを提供することにある。
【０００８】
本発明のもう一つの目的は、相互係合する第一及び第二のコネクタによるコネクタ装置を
提供しようとするもので、 のコネクタは、例えば高速 ケーブルの伝送速度等の状
態情報を判定する手段を含んでおり、第二のコネクタは、こうした状態情報を回路基板の
回路に伝送する端子を有している。
【０００９】
本発明のさらにもう一つの目的は、相互係合する雄型及び雌型コネクタを有し、これらが
係合したときに、 ケーブルとプリント回路基板を接続する入出力コネクタを提供しよ
うとするもので、コネクタの一方は、 ケーブルに終端され、他方のコネクタが回路基
板に終端され、一方のコネクタは、 ケーブルの速度等の ケーブルの状態情報を他
方のコネクタを通して回路基板に伝送する手段を有しており、一方のコネクタは、ハウジ
ング内に形成された収容部を含んでおり、収容部は、状態情報端子を一方のコネクタの連
関する端子に相互接続する を有しており、 が、回路基板上の回路への状
態情報を示すように他方の端子を介して伝送される信号に作用する。
【００１０】
【問題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、及び一つの実施例によって例示された本発明の要旨によれ
ば、状態情報検出要素は、雄型コネクタの収容部内に設けられ、 ケーブル、回路又は
雄型コネクタ又は電子機器の回路基板に接続された他の構成部材の状態に関するある情報
を識別する。この状態情報は、 雄型コネクタに終端された ケーブルの速度に
関係し、毎秒８００、１６００又は３２００メガビットの三つの一般的ケーブル速度の一
つを同定するように機能する。
【００１１】
このタイプの構成により、雄型コネクタの一乃至複数の端子は、状態情報専用となってい
る。雄型コネクタの ハウジングには、状態情報専用の端子と電力接地端子等の他
の端子間に延びる収容部又は凹部が設けられている。収容部は、抵抗、容量等の
を が上記の二つの端子間をブリッジし又は短絡させるような向きに保持する。雄
型コネクタの状態 端子は、対向する相手方コネクタに配置された対向する状態 端
子に係合する。この状態 端子は、回路基板に終端されて、雄型コネクタの状態情報端
子が実際上回路基板の選択された状態 回路を完成する。
【００１２】
抵抗が、 部材として使用された場合、回路基板の回路は、状態 端子を通る電圧を
読み出し、 ケーブルの速度を判定するためにその値を読む。 が容量の場合、
回路基板の回路は、状態 端子を通って電送される時に立ち上がる電圧を読むことが出
来、信号ケーブルの速度を判定することが出来る。
【００１３】
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第一 信号

信号
信号

信号 信号

電子部材 電子部材

信号

例えば、 信号

コネクタ
電子部材

電子部材
情報 情報

情報
情報

電子 情報
信号 電子部材

情報

即ち、本発明は、少なくとも二つの異なる信号導線と二つの信号導線の連関された一つの
接地基準と、電圧を供給する第一の電源導線および電圧戻り導線である第二の電源導線と
を有している信号ケーブル（１０５）と回路基板（１０２）を、該回路基板（１０２）に
実装された中間コネクタ（１１０）を介して接続するコネクタであって、
該コネクタは、コネクタハウジング（２５１）を有し、該コネクタハウジング（２５１）
は、前記信号ケーブル（１０５）の信号導線に終端された一対の差動信号端子（１４０、
１４１）と、前記接地基準に終端された接地端子（１５０）と、前記第一及び第二の電源
導線にそれぞれ終端された第一及び第二の電源端子（２５３、２５４）を有しているＩ／
Ｏコネクタ（１０４、２５０）において、



前記状態情報端子（２５２）、第二の電源端子（２５４）と前記電子部材（２６０）でコ
ネクタハウジング（２５１）内に状態情報開回路が形成され、該状態情報開回路は、この
コネクタが、前記中間コネクタ（１１０）に接合されたときに閉成されて、前記信号ケー
ブル（１０５）の状態情報が前記回路基板（１０２）の状態情報回路（１９９）によって
読みとられるようにしたことを特徴とするＩ／Ｏコネクタである。（請求項１）

前記相手方コネクタ（１１０）に接合されたときに、前記一対の情報端子（２０２、２０
３）の一方が前記回路基板（１０２）の接地に接続され、他方が回路基板（１０２）の状
態情報回路（１９９）に接続されて、前記状態開回路が閉成されて、前記電子部材（２０
７）で特定される電子装置の状態が前記回路基板（１０２）の状態情報回路（１９９）に
より判定可能となることを特徴とするインテリジェントコネクタである。（請求項７）
尚、括弧でくくって示した数字は、以下で説明する実施形態における符号を表している。
【００１４】
【発明の実施の態様】
上記に説明したように、本発明は、改良されたコネクタに関するもので、特に他のタイプ
の用途はもとより特に入出力（Ｉ／Ｏ）の用途に用いられる高速 ケーブルの性能強化
に有用なコネクタに関するものである。
【００１５】
ビデオカメラやカムコーダ等の電子装置に関連した多くの周辺装置は、種々の周波数でデ
ジタル信号を送信する。ＣＰＵ部等のコンピュータに連関された他の装置は、データ送信
のために高速で動作する。高速 ケーブルは、これらの装置とＣＰＵを接続するために
使用されるとともに、二以上のＣＰＵを接続するために用いることが出来る。具体的な

ケーブルは、高速信号を搬送するのに十分な構造を備えることが出来、撚線対又は独立
した対の信号線の差動対を有することが出来る。
【００１６】
高速データ送信において考慮すべきことの一つは、信号の劣化である。これは、クロスト
ークと信号反射を含み、 ケーブルとコネクタのインピーダンスに影響する。クロスト
ークや信号反射は、シールドすることと信号線の差動対を用いることによって十分に容易
に制御される。しかしながら、これらの態様は、他の考慮すべき点の中で、コネクタに用
いる種々の多様な材料によってコネクタにおいて制御することは困難である。高速用途に
用いるコネクタの物理的サイズは、特定の電気的性能を得るためにコネクタ及び端子構造
を変更する程度を制限する。
【００１７】
伝送路におけるインピーダンスの不一致は、信号の反射を生じさせ、しばしば信号損失、
信号喪失等を引き起こす。従って、送信信号の一貫性を保持するために信号経路を通して
のインピーダンスの一貫性を維持することが望ましい。 ケーブルが終端 、伝送さ
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　前記コネクタハウジング（２５１）が、さらに、単一の状態情報端子（２５２）と、該
状態情報端子（２５２）と前記第二の電源端子（２５４）とに接続された電子部材（２６
０）とを有しており、

また、電子装置と回路基板（１０２）を接続するために、電子装置に終端されて、回路基
板（１０２）に終端されている相手方コネクタ（１１０）に接合されるインテリジェント
コネクタであって、コネクタハウジング（１７１）と、該コネクタハウジング（１７１）
に支持された複数の導電性端子を有しているインテリジェントコネクタ（１０４、２００
）において、
前記複数の導電性端子は、少なくとも一対の差動信号端子（１４０、１４１）と、該差動
信号端子（１４０、１４１）に連関された一つの接地端子（１５０）と、一対の状態情報
端子（２０２、２０３）とを含んでおり、
前記一対の差動信号端子（１４０、１４１）と一つの接地端子（１５０）がトリプレット
の配置とされていると共に、
前記一対の状態情報端子（２０２、２０３）間に、コネクタハウジング（１７１）内の収
容部に収容された電子部材（２０７）が接続されて状態開回路が形成されており、

信号

信号
信

号

信号

信号 され



れた信号を 装置の の回路に転送する手段として機能するコネクタは、インピ
ーダンスに関する限り通常は非常に良好 制御されておらず、 ケーブルにおけるイ
ンピーダンスに比べて大幅に変化する可能性がある。
【００１８】
図１１について説明すれば、信号ケーブルに用いる従来の雄型及び雌型コネクタ装置にお
いて生じるインピーダンスの不連続は、５０で示す実線の太線によって示されている。信
号ケーブルのインピーダンスは、一定の又は図１１の右側に５１で示す基準線レベルに近
づく。 ケーブルのインピーダンスは、図１１の左側において、さらに「ＰＣＢ終端」
軸の左側の５２で示す回路基板のインピーダンスとほぼ一致している。縦軸「Ｍ」は、ソ
ケット、又は雌型コネクタと 間の終端点を示しており、縦軸「Ｎ」は二つの接合
した雄型及び雌型コネクタ間に生じるインターフェースを示しており、縦軸「Ｐ」は
ケーブルに終端された雄型コネクタの点を示している。
【００１９】
図１１の曲線５０は、従来のコネクタによって達成される代表的なインピーダンスの「不
連続性」を示し、三つの山及び谷を生じ、各山及び 、図示の基準線 からの距離（
又は値）Ｈ１ 、Ｈ２ 及びＨ３ を示している。これらの距離は零（０）オームを持つ水平「
距離」軸に交差する縦軸を基にオームで測定される。これらの従来のコネクタ装置におい
てＨ１ で示される高インピーダンスは、通常約１５０オームまで増加し、一方Ｈ２ で示す
低インピーダンスは、通常約６０オームまで減少する。Ｈ１ とＨ２ 間の約９０オームの大
きな不連続は、 と ケーブルに対するコネクタの電気的性能に悪影響を与える
。
【００２０】
本発明は、接合する ケーブルをエミュレートして上記の不連続を減少させるようにコ
ネクタのインピーダンスの設定を可能とする改良された構造を持つＩ／Ｏ（入力－出力）
の用途において特に有用なコネクタ及びコネクタの終端構造に関するものである。実際上
、本発明のコネクタは、コネクタの電気的性能を改良するそれらのデザインによって調整
される。
【００２１】

図１Ａについて説明すれば、本発明が非常に有用である一つの「内部」環境が示されてい
る。この環境において、本発明による は、コンピュータ等の電子装置
１０１の外壁１０８の内側に配置される。従って、これを「内部」と称す。本発明のコネ
クタ 、図１Ｂに示すように「外部」の用途にも用いられ、一方のコネクタ１
１０は回路基板１０２に実装されるが、 １０１の外壁 一部が延出され
ており、ユーザーが装置外部よりアクセス可能となっている。コネクタ装置１００は、相
互係合する一対の第一及び第二のコネクタを有しており、これらはそれぞれ雌型（又はソ
ケット）コネクタ１１０と雄型コネクタ１０４として説明される。これら二つのうちの一
方のコネクタ１１０は、 １０１の に実装され、他方
のコネクタ１０４は、通常周辺装置から導出される ケーブル１０５に終端される。
【００２２】
図２は、本発明の原理によって構成された雌型又はソケットコネクタ１１０を分解して示
す図である。 コネクタ１１０は、誘電性材料によって形成された絶縁性 コネクタハ
ウジング１１２ を含んで示されている。図示の実
施例において、ハウジング１１２は、ハウジング１１２の本体部１１６から外向きに延び
る二つのリーフ部１１４ａ、１１４ｂを有している。これらのハウジング のリーフ

は、図示のように多数の導電性端子１１９を支持している。これに
関して、下側のリーフ部１１４ａは、一連の溝又はスロット１１８ を形成さ
れており、これらの溝又はスロット は選択された導電性端子１１９が収容される。
上側リーフ部１１４ｂは、同様の溝１２０（図６、７）を有しており、 コネクタ１１
０の残りの 端子１１９を収容する。
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【００２３】
コネクタハウジング１１２と関連する 端子１１９の全体的なシールドを得るために
、 コネクタ は、薄板により形成され、本体部１１６ 上側及び
下側リーフ部１１４ａ，１１４ｂを包囲する本体部１２４を有する第一のシェル又はシー
ルド１２３を含んでいる。この第一のシールド１２３は、さらに １０２の表面１
０３に実装するための脚部１２５を有しており、該脚部 は回路基板 上の接地
部に接続される。表面実装の用途が好ましいが、垂下する脚部１０７も、さらに コネ
クタ１１０の貫通孔実装に用いるために、図１Ａに示すように シールド によ
り形成することが出来る。図２に示すように、第一のシールド１２３は、

本体部１１６内に形成されたスロット１２７に収容され、これと係合する保
持部材１２６を含んでいる。
【００２４】
図２に示された雌型コネクタ１１０の構造は、 コネクタ１１０が回路基板 に実
装されるが一部が延出されて電子装置 の外壁１０８からアクセス可能な「外部」の
用途（図１Ｂ）はもとより図１Ａに示す「内部」の用途に使用することも可能である。
前述のように、本発明の目的の一つは、多回路コネクタに見られるインピーダンスに比べ
てより系（ ケーブル等）のインピーダンスに近いコネクタを提供することである。本
発明は、図２，５Ａ、５Ｂ及び６に「Ａ」で示す三つの別個の 端子 の配置を
調整可能な「トリプレット (triplet)」又は「トライアッド (triad)」と称する配置とする
ことによって、これを達成する。最も単純には、図５Ａに示すように、このようなトリプ
レットは、二つの信号端子１４０，１４１と １５０とを有しており、これらの端
子は雄型コネクタ１０４の対応する端子に対向するように配置され、雄型コネクタ
は、図９Ａ及び９Ｂに概略を示すように相補接地 (ground complement)を含む、同一の強
度であるが極性が相補的である信号、即ちそれぞれが＋１．０Ｖと－１．０Ｖ、を流通さ
せる差動対の導線（好ましくは、撚線対の導線）ＴＰＡ＋、ＴＰＡ－に終端される。
【００２５】
図８Ｂに最もよく示されているように、二つの信号端子１４０，１４１は、片持梁デザイ
ンを有しており、各信号端子１４０，１４１は、表面実装脚部１４２と、接点ブレード部
１４３及びこれらを相互に連結する本体部１４４を有している。このデザインによって、

端子１４０，１４１は、容易に打ち抜き成型することが出来る。 端子１４０，１
４１は、ハウジング 本体部１１６の下側リーフ部 のスロット１１８内に
収容され、図２，７に示すように、接点ブレード部１４３の先端部にタブ１４５を有して
おり、タブ はスロット１１８の端部において 開口
１１７に嵌合する。 コネクタ の電気的特性を調整し、系のインピーダンスをよ
り近づけるために、 １５０は、差動信号端子１４０，１４１の各組に連関して設
けられる。このため、これを「トリプレット」と称す。
【００２６】
こうした接地端子 のそれぞれは、図５Ａ、５Ｂ及び９Ａ、９Ｂに「Ａ」で詳細に示
すように、二つの差動信号端子に連関されている。図９Ａ及び９Ｂの概略図は、「Ａ」及
び「Ｂ」の部分にトリプレット状端子の概念を示している。図示の実施例において、接地
端子１５０は、 本体部１１６の上側リーフ部１１４ｂに、二つの信号
端子１４０，１４１の間に位置するように配置される。図９Ａ及び９Ｂの概略図において
、二つのこうしたトリプレットは、「Ａ」又は「Ｂ」の添え字により特定される個別の端
子によって示されている。従って、ＴＰＡ＋とＴＰＡ－は「Ａ」の対の導線の差動信号導
線のための 端子を示しており、ＴＰＡ（Ｇ）は導線の「Ａ」の組のための接地端子を
示している。同様に、ＴＰＢ＋及びＴＰＢ－は、ケーブル中の導線の対「Ｂ」の差動信号
導線の 端子を示し、ＴＰＢ（Ｇ）は、「Ｂ」の導線の組の接地端子を示している。
【００２７】
図８Ａに示すように、関連する接地端子１５０も、表面実装脚部１５２と、中間の本体部
１５４及び接点ブレード部１５３とによる片持梁デザインを有している。信号端子

10

20

30

40

50

(7) JP 3587193 B2 2004.11.10

導電性
雌型 １１０ から延出している

回路基板
１２５ １０２

雌型
第一の １２３

コネクタハウジ
ング１１２の

雌型 １０２
１０１

信号
導電性 １１９

接地端子
１０４

信号 信号
１１２の １１４ａ

１４５ 下側リーフ部１１４ａに形成した
雄型 １０４
接地端子

１５０

ハウジング１１２の

信号

信号

１４０



の場合と同様に、接地端子１５０の接点ブレード部１５３は、中間の本体部１５
４とは異なる面に位置している。図２，８Ａ－８Ｂ及び９Ｃに最もよく示されているよう
に、信号及び接地端子の接点ブレード部１４３，１５３は、端子の本体部１４４，１５４
とは異なるが交差する面に配置される。図示の実施例は、これら二つの面がほぼ する
水平面と垂直面とによって示されているが、本発明の効果を得るためにはこうした面は垂
直に交差することは必ずしも必要ではなく、また正確に水平及び垂直面であることも必ず
しも必要ではない。図示の端子は、平坦な 有している。円形の導線の形状を、コ
ネクタに用いる 出来る。二つの面が交差していることが望ましい。
【００２８】
さらに、信号及び接地端子１４０，１４１，１５０の表面実装 １４２，１５２は、そ
れぞれの接点ブレード部１４３、１５３が位置する面に対してほぼ なっている。接
地及び信号端子 の表面部及び位置間の交差部を以下に説明する。
信号及び接地端子の は、実装の目的で貫通孔部材１９５（図
１Ａ）としても用いられる。
【００２９】
この構造によって、 ケーブル又は の差動信号端子の各対は、それらに連関す
るとともにコネクタを通って延びる個別の接地端子を有しており、 ケーブルとそれに
連関する雄型コネクタ の双方の電気的な性能をより近づける。こうした構成は、回
路基板 上において ケーブル の全長ばかりではなく、雄型及び雌型コネク
タ 間のインターフェースにおいても ケーブル の信号導線が接地
が「見える」状態を維持する。
信号端子 に関連した接地 の存在は、容量を制御し、三つの端子
間に誘電結合を形成するうえで重要である。これらの結合パラメータは、しかしながら端
子の及びそのコネクタの最高のインピーダンスに影響する。抵抗、端子材料及び自己イン
ダクタンスは、端子のトリプレットに関する限りコネクタの全体のインピーダンスに影響
する。図５Ｂに示す実施例において、接地端子 の ブレード部１５３’の

、信号端子１４０’、１４１’全体、若しくは少なくともその一部に延びるのに十分
な大きさとなっている。好ましくは、図５Ｂに示された例において、接地端子１５０’の
一部は、少なくとも一方の信号端子１４０’、１４１’の一部を常に覆う。接地端子

の ブレード部１５３’の大きな は、信号端子 の ブ
レード部１４３’に比べて大きな表面積を有しており、接地端子 の ブレード
部１５３’は、信号端子１４０’、１４１’の上方の部分に大きく、重なった接点接合部
を有している。
【００３０】
回路基板 上の雌型コネクタ１１０の小さな「足跡 (footprint)」を維持するために
、本発明は、図示の実施例において、 １５２’と同様に、接地端子
の本体部１５４’ 減少させる。 ほとんどの部分に関して
、 １５２’における 同一であり、 においては、接地端子

の接点ブレード部１５３’の幅を増加させることも可能である。差動信号端子間に
はめ合わせられるように第二の面における本体部１５４’における接地端子１５０’の幅
を減少させることによって、 間の
距離も減少して、接地端子と信号端子間の予め選択されたほぼ一定のインピーダンスを維
持することによってコネクタ全体に亘って近似した結合を維持する。コネクタのインピー
ダンス（端子間の結合と同様に）も信号端子と接地端子間の間隔と同様に隣接する信号端
子１４０’、１４１’間によって影響される。さらに、端子間に使用される空気、ハウジ
ング の材料やそれらの組み合わせ等の材料は、信号及び接地端子間の部分の誘電率
や合成誘電率を与える。
【００３１】
図５Ｂの実施例において接地端子 の本体部１５４’の幅を減少させることによっ
て、接地端子 と信号端子 の接点ブレード部１５３’、１４３
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’間の重合状態は、第一の面（水平に示された）で中断し、第二の交差する（垂直の）面
においては重合しない。むしろ、この第二の面において、接地端子 の本体部１５
４’は、側縁を衝合した配置で信号端子 １４４’と整列され
る。これらの面において接地端子 の断面は小さいが、接地端子 はより信
号端子 に近づいており、従って同様の端子間の結合が維持される。
【００３２】
第一の面の領域、即ち、接地端子 と信号端子 の接点ブレード
部 、接地端子１５０’の全体のプレートの 、信号端子１４
０’、１４１’に比較して増加して、インピーダンスを選択的に減少させる。同様に、信
号端子 の本体部１４４’、１５４’の双方により
占有される第二の面において、接地端子１５０’と信号端子１４０’、１４１’間の空隙
が減少し、接地端子 と信号端子 が接近してコネクタのインピ
ーダンスを減少させる。トリプレットの信号端子 接点ブレード部１
４３、１４３’は、好ましくは図５Ａ及び５Ｂに示したものと同一面に、コネクタハウジ
ング１１２ 下側リーフ部１１４ａに沿って保持される。これにより、間隙によってコネ
クタのインピーダンスが調整を可能とするが、二つのコネクタの機械的接合を容易とする
ことは明らかである。接地端子に 接点ブレード部を設けることによって、これ
らの端子及び対向する接地端子と他の（雄型）コネクタの信号端子間の衝合が、インピー
ダンスに悪影響を与えることなく改善される。
【００３３】
この調整能力の効果は、図１１に説明されており、コネクタ装置を通って生じる全インピ
ーダンスの不連続の減少が示されている。本発明のコネクタにおいて生じることが予測さ
れるインピーダンスの不連続性は、図１１の６０において破線で示されている。山と  (
peak and valley)の大きさＨ１ １ 、Ｈ２ ２ 及びＨ３ ３ は、大幅に減少する。本発明は、従
来のコネクタ装置において生じたことのある全体の不連続性を大幅に減少する。一つの用
途において、高いレベルの不連続は、約１３５オーム であり、最小の不連続は
約８５オーム（Ｈ２ ２ ）である。本発明のコネクタ の目標基準インピーダンスは、一
般に、約±２５オームの許容誤差を含んで約１１０オームである。従って、本発明のコネ
クタの約５０オームの全不連続（Ｈ１ １ とＨ２ ２ の差）は、上記の約９０オームの従来の
不連続に比べてほぼ５０％減少したものとなる。
【００３４】
調整性能及びインピーダンス特性は、さらに、前述のように、端子間の誘電性によっても
影響される。この点に関して、図６に示すように、コネクタハウジング１１２の下側リー
フ部１１４ａは、１６０の位置でスロットが形成されており、下側リーフ部１１４ａのハ
ーフ間にエアギャップ１６１を形成する。同様に、信号（及び他の）端子１４０，１４１
又は１４０’、１４１’は、同様のエアギャップ１６２により下側リーフ部１１４ａ上に
おいて相互に分離されており、エアギャップ１６２は下側リーフ部１１４ａ内に形成した
チャンネル１６３によって形成される。これらのチャンネル１６３は、図６に示すように
、下側リーフ部１１４ａの厚さの一部のみに延びており、下側リーフ部 の構造的
一体性を保持する。
【００３５】
図４及び４Ａに関して説明すれば、対向する コネクタは、雄型コネクタ１７０として
示されており、該雄型コネクタ は、適切な接合を容易とし、確実とするために雌型
コネクタ１１０に対して相補形状に誘電性材料で形成された絶縁性 コネクタハウジング
１７１を有している。この点に関して、コネクタハウジング１７１は、基部より延びる二
つの部分１７３を備えた基部１７２を有しており、二つの部分 は、雌型コネクタ

のハウジング キー１３４ キー溝として機能する間隙１
７４によって分離されている。雌型コネクタ のキー１３４は、図２，３，６及び７
に示すように、上側リーフ部 に見られ、又は図９Ｃ及び１７に示すように下側リ
ーフ部 に形成することも出来る。ハウジング は、中空であり、ハウジング

10

20

30

40

50

(9) JP 3587193 B2 2004.11.10

１５０’
１４０’、１４１’の本体部

１５０’ １５０’
１４０’、１４１’

１５０’ １４０’、１４１’
１５３’、１４３’は 大きさを

１４０’、１４１’と接地端子１５０’

１５０’ １４０’、１４１’
１４０’、１４１’の

の

より大きな

谷

（Ｈ１ １ ）
装置

１１４ａ

雄型
１７０

の

１７３ １
１０ １１２の （図３、６）に対して

１１０
１１４ｂ

１１４ａ １７１



１７１の内部キャビティに保持された信号端子、接地端子及び他の端子 を有
している。
【００３６】
二つの端子は、図１０Ａ及び１０Ｂに示されており、雄型コネクタ に用いるのに好
適なタイプの端子構造を示している。図１０Ａは、接点部１８２を終端部１８３に連結す
る平坦な本体部１８１を有する接地端子１８０を示している。 端子１８０は、先端１
８４を有しており、この先端 はコネクタハウジング１７１の端部においてキャビテ
ィ１７５に収容される。接点部１８２は、上向きに折り曲げられ、雌型コネクタ１１０の
対応する接地端子１５０又は１５０’に整列、対向した接点開口１７６より外側に突出す
る。
【００３７】
信号端子１９０（図１０Ｂ）は、同様に構成され、信号端子 と接地端子 間を
結合するために、接地端子 の本体部１８１の幅に比べて幅狭に成っている。本体部
１９１は、接点部１９２を終端部１９３に連結し、接点部１９２も折り曲げられ、対応す
る 開口１７６からコネクタハウジング１７１内に突出する。これらの 開口
及び端子の接点部 図９Ｃに コネクタ の基部１７２の底
面に露出され、 コネクタハウジング１７１の キャビティ１７５に整
列されている。
【００３８】
雄型コネクタ１７０の接地 信号端子１８０、１９０（他の端子と同様に）は、雌型
コネクタ１１０に雄型コネクタ１７０が係合するときに、それらが雄型コネクタ の
ハウジング の中央に向かって偏向されるので「可動」接点と考えられる。

接地 信号端子１４０，１４１，１５０（他の端子と同様に）は、二つ
のコネクタ が接離されるときに移動しないので、「固定」端子と考えられ
る。図９Ａ及び９Ｂの概略図において、実線の長方形は、上記の「可動」端子を示してお
り、隣接する破線の長方形は、上記の「固定」端子を示している。
【００３９】

本発明の他の重要な態様において、状態情報検出特徴は、コネクタ装置１００内に設けら
れており、主に ケーブル１０５に終端された コネクタ１０４によって達成される
。前述のように、今日の高速ケーブルは、毎秒８００、１６００及び メガビット
の三つの異なるデータ転送速度で動作するように製造されている。最も効率的な方法でデ
ータ転送を行うために適当な回路を用いることができるようにするためにどの速度の
ケーブルを用いればよいかを知る上で、電子機器やコンピュータにおいて有用である。こ
の点に関して及び最も広義な意味において、本発明のコネクタ装置１００は、速度等の

ケーブルの状態を識別し、回路基板に情報の転送を
。こうした状態情報は、 ケーブルの速度のみに限定されるものではなく、

コネクタ１０４の上流側の周辺装置及び／または他回路に関する他の情報をも含むことが
出来る。
【００４０】
この特徴の一つの実施例において、図９Ａに示すように、双方のコネクタ１０４及び１１
０には、「速度検出」のための、図９ＡにＳＤで示す一対の状態情報端子が設けられてい
る。 １０２に実装された雌型コネクタ１１０において、状態情報端子の一つは、
回路基板 の接地に接続されるが、二つの状態情報端子の他方の端子は回路基板

上の特定の回路に接続される。このように、これら二つの 端子 及び雌型コ
ネクタ１１０は、状態情報を雄型コネクタ１０４から受け取り、回路基板 の回路に
転送する導管としてのみ機能する。
【００４１】
二つの の特徴を用いたこうした雄型コネクタ２００は、図１２に示され
ている。雄型コネクタ２００の後面２０１は、端子の配置を示すために図示されている。
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コネクタ の上側列において、一対の状態情報端子２０２，２０３は、コネクタ
ハウジング 端子収容口２１０内に収容され、この 収容口 より突
出する。この実施例において、状態情報端子２０２，２０３の側部には、一対の信号端子

，１４１が配置されており、信号端子 は連関する接地端子１５０及
びそれぞれ電源出力（電圧）及び電源戻り（接地）端子である二つの電源端子２０５，２
０６の上方に位置している。この実施例において、コネクタハウジング１７１の内部には
収容部（図示せず）が形成され、二つの状態 端子 間に装着された電子
部材２０７を収容する。また、この二つの状態情報端子 を備えた実施例は
、例えばコネクタに電源端子は設けられていない場合に、特に適当である。
【００４２】

は、 ケーブル から到来する信号を ケーブル の状態を
示すように変更するのに適した抵抗、容量、抵抗－容量、ヒューズ等の 適当な

とすることが出来る。これについては、この構成の第二の実施例によりさらに説
明する。
【００４３】
図１３，１４Ａ及び１４Ｂは、連関した単一の状態情報端子２５２を有する他の雄型コネ
クタ２５０を示している。
【００４４】
図９Ｂは、本実施例における端子配列の概略を示している。状態情報端子 ２５２
は、端子の他の列に移動され、電源出力（ＰＶ）端子 と電源戻り又は接地（ＰＧ）
端子２５４の間に配置される。図１４Ａに示すように、収容部２５６は、コネクタハウジ
ング２５１内に凹部又は開口２５７として形成され、この収容部 は、電源接地端子
２５４と状態情報端子２５２間又はこれらの端子に亘って延びている。この収容部２５６
は、二つの端子２５２，２５４に電気的に接合するように両端に示された二つの導電部２
６１，２６２を有する電子部材２６０を収容する。
【００４５】
電子部材２６０は、チップコンデンサ、チップ抵抗又はＲＣ回路を形成するための両者の
組み合わせ、ヒューズ等である。電子部材２６０は、本実施例における状態情報端子２５
２と ２５４間をブリッジ又は短絡して、状態情報端子２５２を通って転送さ
せる信号を、特定の状態を示すように変更する。本実施例において、 ケーブル
の速度が、 装置 の回路基板 に転送される状態情報である。電子部材２６
０が図１５に示すように抵抗の場合、状態 回路１９９は、状態情報端子２５２を通っ
て生じる電圧を読みとることが出来る。各速度の ケーブル のための電圧信号は
、状態情報端子２５２における異なる結果信号を雄型コネクタ のコネクタハウジン
グ に収容された 部材２６０の値に基づく所定のパーセントとして示している。
【００４６】

部材２６０が図１６に示すように容量である場合には、同様の情報が読みとられ、電
圧が、状態情報端子２５２を通りある閾値レベルに立ち上がるのに要する時間が、回路基
板１０２の状態 回路１９９によってカウントされる。異なる速度の ケーブルでは
、この閾値電圧に到達するまでの時間が異なる。
【００４７】
上記の使用は、状態情報端子２５２に連関された雄型コネクタ に使用される「受動
」部材を用いた例である。なお、本発明の要旨は、周辺装置の給電状態や他の関連する情
報を示すヒューズやスイッチ等の「能動」電子部材を用いて、状態情報の認識範囲を拡大
することも包含するものである。双方の例において、状態情報端子 は雄型又は
ケーブル側コネクタ 内に形成された回路の一部であり、この回路は、コネクタが、
回路基板 上の 情報回路 に終端された、対応する状態情報端子を有する対
向する相手方コネクタ に接合されたときに、閉路される。従って、本発明は、回路
基板 から状態 要素を排除し、これを雄型又は ケーブル側コネクタ に
移動させる。こうした状態情報端子 は、 ケーブル のいずれの部材
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にも終端されず、コネクタ回路外で閉路される。こうした 端子 は、
ケーブルの両端においてコネクタ内に内蔵される。
【００４８】
図面に示された実施例は、電源戻り（接地）端子２５４にブリッジされた状態情報端子２
５２を示している。この構造によって、回路基板 上の状態情報端子の絶縁及び状態
情報端子がコネクタシェル（接地）に短絡されている場合に生じるコネクタ装置か全体か
らの放射を最小とする等のいくつかの利点を達成する。状態情報端子２５２を コネク
タ の内部接地 ２５４に接続することによって、状態情報端子上の
信号全部が、システム内に取り込まれ、ノイズを発生し難くする。
【００４９】
状態情報端子２５２を 対の接地 １５０の一方に短絡させることも出来る
が、それによって、状態情報端子２５２を通って伝送される信号が少なくとも

の一方に近くなり、差動 対の一方又は両方がノイズを誘起することによって
信号の一貫性に影響する可能性がある。しかしながら、この構造は、基板間の接続用コネ
クタの用途において生じるような電源接地が存在しないような場合に使用することが出来
る。
【００５０】
さらに、状態情報（ＳＤ）及び電源（ＰＶ、ＰＧ）端子を一つの位置及びコネクタハウジ
ングの列（使用可能な空間が限られている）に配置することによって、差動信号 対を
相互に接近させ、全体として「電気ノイズ」が「全くない状態」を保持することができる
。この近さが、最小の機械的構造を用い、コネクタのサイズを維持するという目標の達成
を可能とする。
【００５１】
この信号の絶縁及び外側シールドシェル３０４内に個別の雌型コネクタ３０１，３０２，
３０３を一列状に配置された本発明のコネクタを複数含む構成の例は、図１７に３００で
示されている。各雌型コネクタ３０１－３０３は、導電性端子３０６を 二つのリ
ーフ部３０５ａ、３０５ｂを有している。三つの コネクタ の信号端子
は、二つの分離された差動 対の 端子３０８，３０９．３１０，３１１として
配置される。こうした端子対のそれぞれは、コネクタハウジング本体の一部として形成さ
れたキー３１２によって分離されている。信号端子対に連関された接地端子３１４，３１
５は、上側リーフ部３０５ｂに配置され、前述のようにそれらの連関する信号端子対に整
列されている。上側列の残りの端子は、接地端子３１４，３１５及び電源出力及び戻り端
子３１７，３１８の間に配置された状態情報端子３２０ 。
【００５２】

前述のように及び図２に示すように、雌型コネクタ１１０の内側 シールド１２３
は、中間の絶縁部材１３０によって外部シールド１２９から絶縁されている。こうした新
規な二重シールド構造には、明確な利点がある。例えば、電気的通信ネットワークを、内
側及び外側シールド間に形成することが可能であり、このネットワークは、内側及び外側
シールド間に所定の電気的な関係を生じさせる一乃至複数の電気装置を含むことが出来る
。
【００５３】
例えば、電気的 ネットワークは、容量を使用することが出来、ＤＣ電流を遮断しなが
ら内側及び外側シールド間にＡＣ電流を流す手段を提供する。逆に、ＥＳＤ電荷を放散さ
せる抵抗と、外側シェルにＡＣノイズ電流を分流させ、次いで機器の導電性ケースに流し
て、放出を最小化する。
【００５４】
他の用途において、酸化金属バリスタ（ＭＯＶ）等の他の電気部材は、過電圧保護を行う
とともに、制御されたスパークギャップにより急激な電圧遷移状態に対する所定の弧絡路
を提供することが出来る。他の部材及び部材の種類を、種々の追加機能 行うために採用
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することが出来る。
【００５５】

これらの機能は、 上の回路によって行われ、 の貴重なスペー
スを占有する。高速及び超高速のインターフェースにおいて、この回路は通路長を増加さ
せて一般に機能の質を減少させる。
【００５６】
図１８について説明すれば、こうした の一つの実施例の平面図が
示されている。図１９に示すように、内側シールド４０２は、外側シールド４０３内にお
いて必須であり、中間の絶縁体４０４により分離されている。各シールド４０２，４０３
には、コネクタタブ４０６，４０７が設けられており、二つのシールドを電気的に相互接
続するために使用される。
【００５７】

ネットワークは、シールド 間を相互接続するために使用される
。方法（容量や他の部材等）は、例えば二つのシールド に直接接続される
。図２０－２３の実施例において、ある種の可撓性回路、剛性プリント回路基板、３Ｄプ
リント配線基板 、コネクタ及び二つのシールド４０２，４０３に直
接取り付けられ、回路基板１０２上の占有空間を減少させて、電気的経路長を減少させて
機能の品質を向上させる。
【００５８】
回路部材４２０には、二つのシールド４０２．４０３のタブ４０６，４０７が透視可能な
切欠４２２，４２３を含むことが出来る。回路部材４２０は、タブ４０６又は電子部材４
２８ が取り付けられるソルダパッド４２５を有するものとして示されている。
【００５９】
図２３－２６の実施例において、地金板４００’を二つのシールド４０２’、４０３’一
体構造で形成するために用いることが出来、この構造により二つのシールド４０２’、４
０３’間に直接的な電気的接触を形成する。図２５に示すように、内側シールド部４５０
’は、図示の 折り曲げられて、図２４の破線位置から折り曲げられて図２６の最終
形状となる側壁４５２’内部に、この側壁 から離間するように位置する。
【００６０】
本発明の追加の実施例は、図２７－２９に全体を５００で示されており、内側シールド５
０２は、実装脚５０３（表面実装脚として示す）とは別個に形成されている。内側シール
ド５０２ 外側シールド５０４の内部に位置する。図１８及び１９の実施例はもとより
、二つのシールドは、慎重に回路基板又は他の構造に接続され、システムの組立者は所望
のレベルのうちの希望レベルを得るためにシールド間を連通するタイプの とす
る。短絡プレート５１０は外側 に装着されて外側シールド と内側シ
ールド 間をブリッジする。
【００６１】

本発明のもう一つの重要な構成はまた他の実施例により例示されたもので、二つの電源端
子ＰＶ及びＰＧは雄型コネクタ１０４又は雌型コネクタ１１０の何れかのコネクタハウジ
ング内において容量的に結合する。この結合は、少なくともコネクタ装置に以下の利点を
与える。（１）回路基板からコネクタを通って転送される擬似ＡＣ電圧によって生起され
るノイズを最小とし、（２）接地及び電源端子ＰＶ及びＰＧ間に生じるＡＣ電圧勾配を最
小とする信号端子からの寄生結合に対する共通の接地基準を形成し、（３）電子装置から
の誘起電圧「ノイズ」からコネクタを保護する。
【００６２】
電源端子ＰＶ、ＰＧに誘起されるノイズ電圧は、 ＴＰＡ＋、ＴＰＡ－、Ｔ
ＰＢ＋、ＴＰＢ－に影響を与える。二つの電源端子 と の間に容量（

２２０）を配置することによって、高速データ転送の動的な状態において、電源
端子を同一のＡＣ電位に保持することが可能となる。この結合の効果は、電源及び接地端
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従来より、 回路基板 回路基板
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電気的通信 ４０２、４０３
４０２、４０３

等の回路部材４２０は

（図２２）

要領で
４５２’

は、

選択を可能
シールド５０４ ５０４

５０２

電源端子の短絡

差動信号端子対
ＰＶ２５３ ＰＧ２５４

電子部材



子ＰＶ及びＰＧ間の 電圧を最小として信号端子に結合したノイズを最小とする。
【００６３】
上記の説明は、主に ケーブルを回路基板に接続するコネクタ装置に関して説明してい
るが、本発明がそれに限られるものではないことは理解されるであろう。本発明のコネク
タは、コンピュータ等の電子装置をベースステーションに接続するか二つのコンピュータ
を接続するための「ドッキング」コネクタとしても使用可能である。この発明は、さらに
、インピーダンスの や状態情報が望まれる基板間接続用コネクタをも含むものである
。
【００６４】
本発明の好適実施例を図示し説明したが、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を逸脱
することなく変更、変形をなし得ることは、当業者によって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】本発明が用いられる「内部」接続環境を示す電子装置の回路基板に搭載された
本発明のケーブル側コネクタ装置の側面図である。
【図１Ｂ】本発明が用いられる「外部」接続環境を示し、装置の外部に延びる電子装置の
回路基板に搭載された本発明のケーブル側コネクタ装置の側面図である。
【図２】プリント回路基板に実装するのに適し、電子装置の内部又は外部に開口する本発
明の原理に従って構成されたソケット接続形状のケーブル側コネクタの分解図である。
【図３】雌型コネクタ及び図２のコネクタの内側シールドを示す斜視図である。
【図４】図２の雌型コネクタに係合するために、ケーブルに終端された雄型コネクタを備
えるケーブルの斜視図である。
【図４Ａ】端子構造及びその配置をより良く示すためにコネクタのカバーの一部を切り欠
いて示す図４の雄型コネクタの拡大図である。
【図５Ａ】端子群の「トリプレット」配置であり、図２のコネクタに用いられる二つの信
号端子と一つの接地端子の相対寸法及び配置を示す拡大詳細図である。
【図５Ｂ】図２のコネクタに用いる端子のトリプレットの他のタイプを示す拡大詳細図で
ある。
【図６】図３の雌型コネクタの内側絶縁性本体のみを示す、図３の６－６線に沿った端面
図である。
【図７】雌型コネクタの本体及び二つの端子列の分離状態を示す図３の７－７線断面図で
ある。
【図８Ａ】図２－３、６－７ 示す雌型コネクタにおいて用いられる接地端子の斜視図で
ある。
【図８Ｂ】図２－３、６－７ 示す雌型コネクタにおいて用いられる信号端子の斜視図で
ある。
【図９Ａ】種々の端子の相互の配置を示し、二つの状態情報端子を示す図２－４、６－７
、１２のコネクタの概略端面図である。
【図９Ｂ】端子の配置及び確認を示し、一つの状態情報端子の使用を示す図１３、１４Ａ
及びＢ及び１７のコネクタを示す概略端面図である。
【図９Ｃ】相互に予備係合された状態で示す雄型及び雌型の二つのコネクタの横断面図で
ある。
【図１０Ａ】図４、１２－１４に示す本発明の雄型コネクタ 用いる接地端子の斜視図で
ある。
【図１０Ｂ】図４、１２－１４に示す本発明の雄型コネクタ 用いる信号端子の斜視図で
ある。
【図１１】高速ケーブルの接続を通して生じる一般的なインピーダンスの不連続及び本発
明のコネクタによるこの不連続の減少を示すグラフである。
【図１２】図４及び４Ａに示す二つの状態情報 を備えた本発明の雄型コネクタの後方
から見た斜視図である。
【図１３】図９Ｂに示す単一の状態情報端子を有する本発明の雄型コネクタの後方から見
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た斜視図である。
【図１４Ａ】コネクタの二つの端子をブリッジする電子部材を収容する収容部を含んで変
形された図１３の雄型コネクタの後方から見た斜視図である。
【図１４Ｂ】電子部材を配置した状態で示す、図１４Ａと同一の図である。
【図１５】電子的状態検出部材として抵抗を使用することによる状態情報の判定を示す概
略回路図である。
【図１６】電子的状態検出部材として容量を使用することによる状態情報の判定を示す概
略回路図である。
【図１７】本発明の原理を用いたマルチ雌型コネクタの斜視図である。
【図１８】部分的に組み立てられた状態の図２のコネクタの平面図である。
【図１９】図１８の１９－１９線に沿ったコネクタの端面図である。
【図２０】どのようにして回路基板を二つのシールドに取り付けるかを示す図１８のコネ
クタの平面図である。
【図２１】図２０の回路基板の平面図である。
【図２２】両シールドに取り付けられた回路基板を示す図２０のコネクタの端面図である
。
【図２３】取り付け手段を示す図２２のコネクタの平面図である。
【図２４】本発明のコネクタに用いる一体の内側及び外側シールド装置を形成する地金板
の平面図である。
【図２５】二重シールド装置に形成された図２４の地金板を示す平面図である。
【図２６】２６－２６線に沿った図２５の端面図である。
【図２７】本発明の二重シールドコネクタ装置の他の実施例の端面図である。
【図２８】図２７の装置における内側シールドの斜視図である。
【図２９】組み立てられ、閉じられた状態の図２７の装置の端面図である。
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【符号の説明】
１００　　　　　コネクタ装置
１０１　　　　　電子装置
１０２　　　　　回路基板
１０４　　　　　雄型コネクタ
１０５　　　　　信号ケーブル
１１０　　　　　雌型コネクタ
１４０　　　　　信号端子
１４１　　　　　信号端子
１５０　　　　　接地端子
１７１　　　　　コネクタハウジング
１８２　　　　　接点部
１９２　　　　　接点部
１９９　　　　　状態情報回路
２００　　　　　雄型コネクタ
２０２　　　　　状態情報端子
２０３　　　　　状態情報端子
２０７　　　　　電子部材
２５０　　　　　雄型コネクタ
２５１　　　　　コネクタハウジング
２５２　　　　　状態情報端子
２５３　　　　　電源端子
２５４　　　　　電源端子
２６０　　　　　電子部材



【 図 １ Ａ 】 【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ４ Ａ 】

【 図 ５ Ａ 】

【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】

【 図 ９ Ａ 】

【 図 ９ Ｂ 】

【 図 ９ Ｃ 】

【 図 １ ０ Ａ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ Ａ 】
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【 図 １ ４ Ｂ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

(20) JP 3587193 B2 2004.11.10



フロントページの続き

(72)発明者  ダニエル　エル　ダウィッドクジック
            アメリカ合衆国　イリノイ州　ライル　ユニット　　　　　　　エイ　イースト　レイク　ドライ
            ブ　５５３８
(72)発明者  ジョン　イー　ロパタ
            アメリカ合衆国　イリノイ州　ナパービル　　　　　　　　　　　　　ヘムロック　レーン　３２
            ５

    審査官  山岸　利治

(56)参考文献  特開平０６－２６７６１６（ＪＰ，Ａ）
              実開平０６－０６４３８１（ＪＰ，Ｕ）
              特開平１０－３２７２２１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２２３３１９（ＪＰ，Ａ）
              実用新案登録第２５４７８９５（ＪＰ，Ｙ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01R 13/719
              H01R 13/658
              H01R 13/66

(21) JP 3587193 B2 2004.11.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

