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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線基板に固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の
共通の平面上において隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタク
ト端子と、前記第１の配線基板に固定される固定端子部を有し、複数の該一対の伝送用コ
ンタクト端子の間にそれぞれ、配される接地用コンタクト端子と、該伝送用ブレードの他
方の共通の平面上に配される複数の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複
数の第１のコンタクトユニットと、
　前記第１のコンタクトユニットを収容するケーシングを有するプラグ部と、
　第２の配線基板に固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の
共通の平面上において隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタク
ト端子と、前記第２の配線基板に固定される固定端子部を有し、該一対の伝送用コンタク
ト端子の両脇にそれぞれ、配される接地用コンタクト端子と、該伝送用ブレードの他方の
共通の平面上に配される複数の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複数の
第２のコンタクトユニットと、
　前記プラグ部に選択的に接続可能とされ、前記第２のコンタクトユニットを収容するケ
ーシングを有するソケット部と、を備え、
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける一対の伝送用
コンタクト端子は、１個の前記接地用コンタクトプレートに対向するように配されること
を特徴とする高速伝送用コネクタ。
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【請求項２】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける接地用コンタ
クトプレートは、それぞれ、隣接する第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクト
ユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間を仕切るように前記第１の配
線基板および第２の配線基板に向けて突出するシールド片を有することを特徴とする請求
項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項３】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける接地用コンタ
クト端子の固定端子部は、前記接地用コンタクトプレートの固定端子部相互間に向けて折
り曲げられることにより、該接地用コンタクト端子の固定端子部と該接地用コンタクトプ
レートの固定端子部とが一列に配されることを特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネ
クタ。
【請求項４】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける接地用コンタ
クトプレートは、前記一対の伝送用コンタクト端子ごとに対応して分割されていることを
特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項５】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける板状の接地用
コンタクト端子の接点部の幅は、板状の前記一対の伝送用コンタクト端子の接点部の幅に
比して大に設定されていることを特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項６】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける一対の伝送用
コンタクト端子の固定端子部は、それぞれ、半田端子を保持する保持部を有するとともに
、貫通孔を該保持部近傍に有することを特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項７】
　前記第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットにおける前記一対の伝
送用コンタクト端子の固定端子部は、それぞれ、互いに離隔する方向に折り曲げられ、半
田端子を保持する保持部を有することを特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項８】
　前記第２のコンタクトユニットにおける接地用コンタクト端子および接地用コンタクト
プレートの接点部の長さが、それぞれ、前記一対の伝送用コンタクト端子の接点部の長さ
に比して大に設定されていることを特徴とする請求項１記載の高速伝送用コネクタ。
【請求項９】
　配線基板に固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の
平面上において隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子
と、前記第１の配線基板に固定される固定端子部を有し、該一対の伝送用コンタクト端子
の両脇にそれぞれ、配される接地用コンタクト端子と、該伝送用ブレードの他方の共通の
平面上に配される複数の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複数のコンタ
クトユニットと、
　前記コンタクトユニットを収容するケーシングと、
　前記コンタクトユニットにおける接地用コンタクトプレートは、それぞれ、隣接するコ
ンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間を仕切るように前記
配線基板に向けて突出するシールド片を有することを特徴とする高速伝送コネクタ用プラ
グ。
【請求項１０】
　配線基板に固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の
平面上において隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子
と、前記配線基板に固定される固定端子部を有し、該一対の伝送用コンタクト端子の両脇
にそれぞれ、配される接地用コンタクト端子と、該伝送用ブレードの他方の共通の平面上
に配される複数の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複数のコンタクトユ
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ニットと、
　前記コンタクトユニットを収容するケーシングと、を備え、
　前記コンタクトユニットにおける接地用コンタクトプレートは、それぞれ、隣接するコ
ンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間を仕切るように前記
配線基板に向けて突出するシールド片を有することを特徴とする高速伝送コネクタ用ソケ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のブレード型コンタクトユニットを備え、高速信号伝送路の一部を形成
する高速伝送用コネクタ、高速伝送コネクタ用プラグおよび高速伝送コネクタ用ソケット
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムにおいて、データ伝送が比較的高速で行われる場合、例えば、１チャンネ
ルあたり２．５Ｇｂｐｓ以上の高速信号伝送を実現するために差動伝送方式が採用されて
いる。このような差動伝送方式が採用される伝送路において、例えば、配線基板としての
マザーボードとドーターボートとの間を電気的に接続するための高速伝送用コネクタが実
用に供されている。このような高速伝送用コネクタにおいては、例えば、特許文献１にも
示されるように、ボードツーボードコネクタが提案されている。
【０００３】
　特許文献１において、そのようなボードツーボードコネクタは、各配線基板上に固着さ
れるコネクタが互いに着脱可能に接続される構成を有している。各コネクタは、複数のウ
ェハ状のモジュールを備えている。各モジュールは、所定の間隔をもって互いに平行にイ
ンサートモールドされた信号導電体を有する誘電性支持体と（図５参照）、誘電性支持体
に重ねられて配される板状のシールド部材（図４および図１１参照）とを主な要素として
構成されている。その際、配線基板の各コンタクトパッドに半田付け固定される誘電性支
持体の信号導電体の接続部は、対向するシールド部材における隣接する接続部相互間に位
置するように配されている。
【０００４】
　上述のような高速信号伝送路においては、例えば、信号の反射の原因となるコネクタ内
部におけるインピーダンス不整合も無視することができないので上述のコネクタの内部に
おけるインピーダンス整合も要望される。また、コネクタは、隣接する信号伝送路間のク
ロストークを防止することも必要とされる。
【０００５】
【特許文献１】特表２００２－５３０８４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１に示されるようなコネクタが、通信システム等に設け
られる比較的高周波数帯域の信号の伝送路で使用される場合、隣接するモジュール相互間
において、上述したように、誘電性支持体の信号導電体の接続部は、対向するシールド部
材における隣接する接続部相互間に位置しているので隣接するモジュール相互間を遮蔽す
るものがない。従って、隣接するモジュール相互間における信号導電体の伝送路間のクロ
ストーク対策が要望される。また、特許文献１に示されるようなコネクタのように、誘電
性支持体が、所定の間隔をもって互いに平行にインサートモールドされた信号導電体を有
する場合、共通のモジュールにおける共通の平面上に形成される一対の信号伝送路ごとの
クロストーク対策も要望されることとなる。
【０００７】
　以上の問題点を考慮し、本発明は、複数のブレード型コンタクトユニットを備え、高速
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信号伝送路の一部を形成する高速伝送用コネクタ、高速伝送コネクタ用プラグ、および、
高速伝送コネクタ用ソケットであって、共通のコンタクトユニットにおける信号伝送路間
のクロストーク、および、隣接するコンタクトユニット相互間における信号伝送路間のク
ロストークを確実に防止できる高速伝送用コネクタ、高速伝送コネクタ用プラグ、および
、高速伝送コネクタ用ソケットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的を達成するために、本発明に係る高速伝送用コネクタは、第１の配線基板に
固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の平面上におい
て隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子と、第１の配
線基板に固定される固定端子部を有し、一対の伝送用コンタクト端子の両脇にそれぞれ、
配される接地用コンタクト端子と、伝送用ブレードの他方の共通の平面上に配される複数
の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複数の第１のコンタクトユニットと
、第１のコンタクトユニットを収容するケーシングを有するプラグ部と、第２の配線基板
に固定される固定端子部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の平面上にお
いて隣接する二つの高速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子と、第２の
配線基板に固定される固定端子部を有し、一対の伝送用コンタクト端子の両脇にそれぞれ
、配される接地用コンタクト端子と、伝送用ブレードの他方の共通の平面上に配される複
数の接地用コンタクトプレートとを、それぞれ、有する複数の第２のコンタクトユニット
と、プラグ部に選択的に接続可能とされ、第２のコンタクトユニットを収容するケーシン
グを有するソケット部と、を備え、第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユ
ニットにおける接地用コンタクトプレートは、それぞれ、隣接する第１のコンタクトユニ
ットおよび第２のコンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間
を仕切るように第１の配線基板および第２の配線基板に向けて突出するシールド片を有す
ることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る高速伝送コネクタ用プラグは、配線基板に固定される固定端子部を
、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の平面上において隣接する二つの高速信
号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子と、第１の配線基板に固定される固定
端子部を有し、一対の伝送用コンタクト端子の両脇にそれぞれ、配される接地用コンタク
ト端子と、伝送用ブレードの他方の共通の平面上に配される複数の接地用コンタクトプレ
ートとを、それぞれ、有する複数のコンタクトユニットと、コンタクトユニットを収容す
るケーシングと、コンタクトユニットにおける接地用コンタクトプレートは、それぞれ、
隣接するコンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間を仕切る
ように配線基板に向けて突出するシールド片を有することを特徴とする。
【００１０】
　さらに、本発明に係る高速伝送コネクタ用ソケットは、配線基板に固定される固定端子
部を、それぞれ、有し、伝送用ブレードの一方の共通の平面上において隣接する二つの高
速信号用伝送路を形成する一対の伝送用コンタクト端子と、配線基板に固定される固定端
子部を有し、一対の伝送用コンタクト端子の両脇にそれぞれ、配される接地用コンタクト
端子と、伝送用ブレードの他方の共通の平面上に配される複数の接地用コンタクトプレー
トとを、それぞれ、有する複数のコンタクトユニットと、コンタクトユニットを収容する
ケーシングと、を備え、コンタクトユニットにおける接地用コンタクトプレートは、それ
ぞれ、隣接するコンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト端子の固定端子部相互間を
仕切るように配線基板に向けて突出するシールド片を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上の説明から明らかなように、本発明に係る高速伝送用コネクタ、高速伝送コネクタ
用プラグ、および、高速伝送コネクタ用ソケットによれば、複数の第１のコンタクトユニ
ットおよび第２のコンタクトユニットが、それぞれ、一対の伝送用コンタクト端子の両脇
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にそれぞれ、配される接地用コンタクト端子と、伝送用ブレードの他方の共通の平面上に
配される複数の接地用コンタクトプレートとを有し、また、第１のコンタクトユニットお
よび第２のコンタクトユニットにおける接地用コンタクトプレートは、それぞれ、隣接す
る第１のコンタクトユニットおよび第２のコンタクトユニットの一対の伝送用コンタクト
端子の固定端子部相互間を仕切るように第１の配線基板および第２の配線基板に向けて突
出するシールド片を有するので共通のコンタクトユニットにおける信号伝送路間のクロス
トーク、および、隣接するコンタクトユニット相互間における信号伝送路間のクロストー
クを確実に防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図５は、本発明に係る高速伝送用コネクタの一例の外観を示す。
【００１３】
　図５において、高速伝送用コネクタは、所定のプリント配線板１２に固定されるプラグ
部１０と、所定のプリント配線板１６に固定されるソケット部１４とを含んで構成される
ボードツーボードコネクタとされる。なお、図５は、プラグ部１０がソケット部１４に対
し接続されている状態を示す。また、その高速伝送用コネクタは、後述するように、シン
グルエンド方式、あるいは、ディファレンシャル方式の伝送方式に選択的に適用し得るも
のとされる。
【００１４】
　プラグ部１０は、ソケット部１４に対し着脱可能とされる構成を備えている。プラグ部
１０は、後述する各ブレード型コンタクトユニット１８Ｂｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数
）を着脱可能に収容する複数のスリット１０Ｓｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）を有する
ケーシング１０Ｃ（図６参照）を備えて構成される。スリット１０Ｓｉは、図６に示され
る直交座標系におけるＸ座標軸、即ち、その長辺に沿って所定の間隔で互いに略平行に配
列されている。各スリット１０Ｓｉ相互間は、隔壁１０Ｗｉにより区切られている。
【００１５】
　樹脂材料、例えば、液晶ポリマー（ＬＣＰ）で成形されるケーシング１０Ｃは、プリン
ト配線板１２における導体パターンが形成される表面に対し略平行な底面部を有している
。底面部には、図１４、および、図１５に拡大されて示されるように、上述の各スリット
１０Ｓｉに連通する開口端部が所定の間隔で開口している。
【００１６】
　各開口端部には、それぞれ、後述する各ブレード型コンタクトユニット１８Ｂｉの伝送
用ブレード２６の嵌合部２６ＳＨが着脱可能に嵌め合わされる。その底面部には、後述す
る各ブレード型コンタクトユニット１８Ｂｉの接地用半田端子および信号用半田端子が露
出している。
【００１７】
　ケーシング１０Ｃにおける各短辺には、図６に示されるように、それぞれ、後述するソ
ケット部１４における接続端部１４Ｋ（図７参照）が係合される窪み１０Ｋが形成されて
いる。プラグ部１０がプリント配線板１２とともに後述するソケット部１４に接続される
場合、ケーシング１０Ｃにおける長辺側の両側壁の上端部は、それぞれ、後述するソケッ
ト部１４において対応する両側壁の凹部１４Ｒ（図７参照）に係合するものとされる。
【００１８】
　図１に拡大されて示されるように、本発明に係る高速伝送用コネクタの一例に用いられ
る一枚のコンタクトユニット１８Ｂｉは、複数枚、例えば、５枚の接地用コンタクトプレ
ート２８Ｇａｉ（ｉ＝１～５）および、４枚の接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ（ｉ＝１
～４）（図２、及び、図２７（Ａ），（Ｂ）参照）と、信号またはデータを伝送する複数
枚、例えば、各５枚の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉ（ｉ＝１～５）
と、これらの接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉ、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、
および、伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉを各面にそれぞれ、支持する
１枚の伝送用ブレード２６とを含んで構成される。
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【００１９】
　厚さ約１ｍｍ程度の薄板状の伝送用ブレード２６は、樹脂材料で成形され、その下端部
の両端に上述のスリット１０Ｓｉの開口端部に嵌合される嵌合部２６ＳＨを有している。
伝送用ブレード２６における一方の表面部には、各接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉ
が、それぞれ、挿入される比較的浅い溝が形成されている。その溝における上部の所定位
置には、後述する接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの孔２８ａに係合される位置決め
ピンが形成されている。
【００２０】
　また、伝送用ブレード２６における他方の表面部には、図２に拡大されて示されるよう
に、インサート成形時、同時に鋳込まれた接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、および、伝
送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの上部に形成される接点部が露出してい
る。図２において、左端から順次、銅合金材料、例えば、リン青銅合金材料で薄板状に作
られている一対の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉ、第１番目の接地用
コンタクト端子２８Ｇｂｉ、一対の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉ、
第２番目の接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、一対の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉお
よび２８Ｓｂｉ、第３番目の接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、一対の伝送用コンタクト
端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉ、第４番目の接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、および
、一対の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉが配列されている。
【００２１】
　これにより、複数ある一対の伝送用コンタクト端子の間に接地用コンタクト端子が配置
されているので隣接する一対の信号伝送路間におけるクロストークが、抑制される。
【００２２】
　また、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉの接点部の幅は、一対の伝送用コンタクト端子
２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの接点部の幅よりも大に設定されている。これにより、後述
するソケット部のコンタクト端子と相俟ってコネクタ内部におけるインピーダンス整合が
容易に図られることとなる。
【００２３】
　一対の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉは、それぞれ、図１１に拡大
されて示されるように、上部に形成される接点部と、最下端部に形成される固定端子部２
８ＳＢと、接点部と固定端子部２８ＳＢとを連結する連結部とを含んで構成されている。
【００２４】
　伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉの固定端子部２８ＳＢは、図１１において接点部およ
び連結部の中心軸線に対し左側に所定量、偏倚するように形成されている。また、固定端
子部２８ＳＢは、図１２に示されるように、接点部の先端の曲がり部の曲げ方向とは反対
方向、即ち、伝送用ブレード２６から離隔する方向に折り曲げられている。さらに、固定
端子部２８ＳＢには、半田端子２８Ｂｉのクラック防止および端子部ばね強度を増大させ
るための孔２８ＬＨが形成されている。孔２８ＬＨは、固定端子部２８ＳＢの中心軸線に
沿って延びた後、左側に屈曲されるように打ち抜かれている。固定端子部２８ＳＢの最端
部には、半田端子２８Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形の保持部が形成されている。
【００２５】
　伝送用コンタクト端子２８Ｓｂｉの固定端子部２８ＳＢは、図１１において接点部およ
び連結部の中心軸線に対し右側に所定量、偏倚するように形成されている。また、固定端
子部２８ＳＢは、図１２に示されるように、接点部の先端の曲がり部の曲げ方向とは反対
方向、即ち、伝送用ブレード２６から離隔する方向に折り曲げられている。さらに、固定
端子部２８ＳＢには、半田端子２８Ｂｉのクラック防止および端子部ばね強度を増大させ
るための孔２８ＲＨが形成されている。孔２８ＲＨは、固定端子部２８ＳＢの中心軸線に
沿って延びた後、左側に屈曲されるように打ち抜かれている。図１３に示されるように、
固定端子部２８ＳＢの最端部には、半田端子２８Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形の保
持部が形成されている。
【００２６】
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　接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉは、図２７（Ａ）および（Ｂ）に、それぞれ、拡大さ
れて示されるように、上部に形成される接点部２８ＧＢＣと、最下端部に形成される固定
端子部２８ＧＢＢと、接点部と固定端子部とを連結する連結部２８ＧＢＬとを含んで構成
されている。
【００２７】
　その固定端子部２８ＧＢＢの端部近傍は、接点部２８ＧＢＣの先端の曲がり部の曲げ方
向と同一方向、即ち、伝送用ブレード２６に近接する方向に連結部２８ＧＢＬに対し略垂
直に折り曲げられている。固定端子部の最端部には、半田端子２８Ｂｉをかしめにより保
持する馬蹄形の保持部が形成されている。
【００２８】
　各接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉは、伝送用ブレード２６においてその幅方向に
沿って所定の隙間をもって共通の平面上に配列されている。接地用コンタクトプレート２
８Ｇａｉは、銅合金材料、例えば、リン青銅合金材料で薄板状に作られている。接地用コ
ンタクトプレート２８Ｇａｉは、一方の端部に、接点部と、他方の端部に、屈曲された部
分に柱状の半田端子２８Ｂｉを有する固定端子部２８ｇａと、接点部と固定端子部２８ｇ
ａとを連結する連結部とを含んで構成されている。
【００２９】
　接点部の先端部は、伝送用ブレード２６の先端部に倣って円弧状に折り曲げられている
。図４に示されるように、固定端子部２８ｇａは、上述の連結部に連なってプリント配線
板１２の表面に直交するように突出した後、伝送用ブレード２６の他方の表面に向けて屈
曲されている。屈曲された部分の先端部には、円柱状の半田端子２８Ｂｉが、かしめによ
り固定されている。
【００３０】
　固定端子部２８ｇａの両脇部分には、図１に示されるように、一対のシールド片２８ｇ
ｂが連結部と一体に形成されている。一対のシールド片２８ｇｂは、図３および図４に拡
大されて示されるように、その先端が上述の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８
Ｓｂｉの固定端子部に近接し、伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの固定
端子部と固定端子部２８ｇａの平坦面部との間の位置するように折り曲げられている。こ
のように一対のシールド片２８ｇｂが形成されることにより、隣接するコンタクトユニッ
ト１８Ｂｉ相互間における信号路のクロストークが抑制される。また、伝送用コンタクト
端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの固定端子部と固定端子部２８ｇａの平坦面部との距離
を調整することよってインピーダンス整合が可能となる。
【００３１】
　半田端子２８Ｂｉを除いた接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉをプレス加工により製
造する場合、図８乃至図１０に示されるように、例えば、同時に５枚の接地用コンタクト
プレート２８ＧａｉがキャリアＣＡ’に並列に保持された状態で得られる。その際、図１
０に拡大されて示されるように、固定端子部２８ｇａの屈曲された部分の先端部には、半
田端子２８Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形の保持部が一体に形成されている。
【００３２】
　従って、図１５に示されるように、１個の伝送用ブレード２６の一方のコンタクト形成
面における伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの固定端子部２８ＳＢの半
田端子２８Ｂｉが、Ｙ座標軸に沿って延びる同一の列に所定の間隔で配列されることとな
る。また、１個の伝送用ブレード２６の他方のコンタクトプレート形成面における接地用
コンタクトプレート２８Ｇａｉの半田端子２８Ｂｉ、および、接地用コンタクト端子２８
Ｇｂｉの半田端子２８Ｂｉが、Ｙ座標軸に沿って延びる同一の列に所定の間隔で配列され
ることとなる。
【００３３】
　その際、コンタクト形成面における伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉ
の固定端子部２８ＳＢの半田端子２８Ｂｉの列は、コンタクトプレート形成面における接
地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの半田端子２８Ｂｉの列と略平行に形成される。また
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、伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの固定端子部２８ＳＢの半田端子２
８Ｂｉの相互間に対応する位置に、コンタクトプレート形成面における接地用コンタクト
プレート２８Ｇａｉの半田端子２８Ｂｉが配置される。さらに、隣接する一組の伝送用コ
ンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉと一組の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよ
び２８Ｓｂｉとの間に配置される接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉの半田端子２８Ｂｉは
、コンタクトプレート形成面における接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの半田端子２
８Ｂｉの列に均等に配置されることとなる。即ち、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉの半
田端子２８Ｂｉが、接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの半田端子２８Ｂｉの相互間に
配置されることとなる。
【００３４】
　なお、図１において、代表的に、５枚の接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉが配置さ
れているが、斯かる例に限られることなく、接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの個数
は、後述するプリント配線板１２の導体パターンに応じて適宜、設定されてもよい。
【００３５】
　上述の伝送用ブレード２６の半田端子２８Ｂｉが半田付け固定されるプリント配線板１
２における導体パターンは、図１６に部分的に拡大されて示されるように、形成されてい
る。プリント配線板１２における導体パターンは、シングルエンド方式、あるいは、ディ
ファレンシャル方式の伝送方式のシステムに対し選択的に使用可能とされる。
【００３６】
　なお、図１６においては、隣接する複数枚のコンタクトユニット１８Ｂｉが配置される
一部分を示す。図１６において、領域ＡＥが、一枚のコンタクトユニット１８Ｂｉが配置
される領域を示す。各コンタクトユニット１８Ｂｉは、図１６においてＸ座標軸に沿う方
向、即ち、ケーシング１０Ｃの長辺に沿った所定の間隔で互いに平行に配列される。
【００３７】
　その導体パターンにおける一つの領域ＡＥにおいては、一枚のコンタクトユニット１８
Ｂｉにおける伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉおよび２８Ｓｂｉの半田端子２８Ｂｉが、
それぞれ、半田付け固定されるコンタクトパッド１２Ｅａからなるコンタクトパッド群１
２ＥＳｉの列とコンタクトユニット１８Ｂｉにおける接地用コンタクトプレート２８Ｇａ
ｉの半田端子２８Ｂｉ、および、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉの半田端子２８Ｂｉが
、それぞれ、半田付け固定されるコンタクトパッド１２Ｅｇからなるコンタクトパッド群
１２ＥＧｉの列とが隣接して形成されている。コンタクトパッド１２Ｅａおよびコンタク
トパッド１２Ｅｇは、それぞれ、図１６におけるＸ座標軸に直交するＹ座標軸に沿って所
定の間隔で形成されている。
【００３８】
　コンタクトパッド１２Ｅｇは、コンタクトパッド１２Ｅａ相互間に対応する位置に形成
されている。これにより、ディファレンシャル方式の伝送方式の場合、例えば、コンタク
トパッド群１２ＥＳｉの列における最端から１番目、２番目のコンタクトパッド１２Ｅａ
とが１チャンネルとされる。また、隣接する３番目、４番目のコンタクトパッド１２Ｅａ
とが１チャンネルとされる。さらに、隣接する一対のコンタクトパッド１２Ｅａ相互間に
対応する位置には、コンタクトパッド群１２ＥＧｉの列における最端から２番目のコンタ
クトパッド１２Ｅｇが対向することとなる。
【００３９】
　さらに、シングルエンド方式の伝送方式の場合、例えば、コンタクトパッド群１２ＥＳ
ｉの列における最端から偶数番目のコンタクトパッド１２Ｅａと、コンタクトパッド群１
２ＥＧｉの列における対応する最端から奇数番目のコンタクトパッド１２Ｅｇとが対とさ
れ、１チャンネルとして使用される。
【００４０】
　隣接する領域ＡＥにおいても、同様な構成により、コンタクトパッド群１２ＥＳｉの列
とコンタクトパッド群１２ＥＧｉの列とが形成されている。
【００４１】
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　一方、ソケット部１４は、図７に拡大されて示されるように、樹脂材料、例えば、液晶
ポリマーで成形されるケーシングの一方の端部に、上述のプラグ部１０のコンタクトユニ
ット１８Ｂｉに対応して貫通するスリット１４Ｓｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）をケー
シング１４Ｃの内側に有している。スリット１４Ｓｉの内寸は、コンタクトユニット１８
Ｂｉの厚みよりも若干大に設定されている。隣接する上述のスリット相互間は、仕切壁１
４Ｗｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）により、仕切られている。
【００４２】
　また、そのケーシング１４Ｃのスリット１４Ｓｉ内には、コンタクトユニット３８Ｂｉ
が収容されている。
【００４３】
　各スリット１４Ｓｉの一方の開口端は、図２５に示されるように、ソケット部１４にお
けるプリント配線板１６に固定される端面に開口している。各スリットの一方の開口端に
は、図２６に拡大されて示されるように、複数の半田端子４２Ｂｉがそれぞれ、露出して
いる。
【００４４】
　上述のプラグ部１０の各コンタクトユニット１８Ｂｉにおける伝送用コンタクト端子２
８Ｓａｉ，２８Ｓｂｉ、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉ、接地用コンタクトプレート２
８Ｇａｉに電気的に接続されるソケット用コンタクトユニット３８Ｂｉは、図１７に拡大
されて示されるように、複数枚、例えば、５枚の接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉ（
ｉ＝１～５）および、４枚の接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ（ｉ＝１～４）（図２参照
）と、信号またはデータを伝送する複数枚、例えば、各５枚の伝送用コンタクト端子４８
Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ（ｉ＝１～５）と、これらの接地用コンタクトプレート４８Ｇａ
ｉ、接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ、および、伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび
４８Ｓｂｉを各面にそれぞれ、支持する１枚の伝送用ブレード４６とを含んで構成される
。
【００４５】
　ソケット用コンタクトユニット３８Ｂｉにおける伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよ
び４８Ｓｂｉ、接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉ、接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ
は、プラグ部１０のコンタクトユニット１８Ｂｉにおける伝送用コンタクト端子、接地用
コンタクトプレート、および、接地用コンタクト端子の配列に対応して配置されている。
【００４６】
　即ち、図１８にニ点鎖線で示されるように、プラグ部１０のコンタクトユニット１８Ｂ
ｉが、後述する伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉの端子部と、接地用コ
ンタクトプレート４８Ｇａｉ、接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉの端子部とによって、そ
の弾性力に基づく所定の圧力で挟持されることにより、伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉ
および４８Ｓｂｉは、プラグ部１０のコンタクトユニット１８Ｂｉにおける伝送用コンタ
クト端子２８Ｓａｉ，２８Ｓｂｉに接続され、また、接地用コンタクトプレート４８Ｇａ
ｉ、接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉは、コンタクトユニット１８Ｂｉにおける接地用コ
ンタクトプレート２８Ｇａｉ、および、接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉに接続される。
【００４７】
　厚さ約１ｍｍ程度の薄板状の伝送用ブレード４６は、樹脂材料で成形され、その下端部
の両端に上述のスリット１４Ｓｉの開口端部に嵌合される嵌合部４６ＳＨを有している。
伝送用ブレード４６における一方の表面部には、各接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉ
が、それぞれ、挿入される比較的浅い溝が形成されている。その溝における上部の所定位
置および、下部には、それぞれ、後述する接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉの上部、
および、孔４８ａにそれぞれ、係合される位置決めピンが形成されている。
【００４８】
　また、伝送用ブレード４６における他方の表面部の端部には、インサート成形時、同時
に鋳込まれた接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ、および、伝送用コンタクト端子４８Ｓａ
ｉおよび４８Ｓｂｉの上部に形成される接点部が突出している。図１７において、左端か
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ら順次、銅合金材料、例えば、リン青銅合金材料で薄板状に作られている一対の伝送用コ
ンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ、第１番目の接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ
、一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ、第２番目の接地用コンタク
ト端子４８Ｇｂｉ、一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ、第３番目
の接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ、一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８
Ｓｂｉ、第４番目の接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉ、および、一対の伝送用コンタクト
端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉが配列されている。
【００４９】
　接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉの接点部、および、後述する接地用コンタクト端子４
８Ｇａｉの接点部の長さは、一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉの
接点部の長さよりも大に設定されている。
【００５０】
　これにより、プラグ部１０のソケット部１４に対する着脱操作の場合、接地用コンタク
ト端子４８Ｇｂｉの接点部、および、接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉの接点部が、
一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉのプラグ部１０の伝送用コンタ
クト端子に対する接続タイミングよりも尚早にプラグ部１０の接地用コンタクト端子２８
Ｇｂｉの接点部、および、接地用コンタクトプレート２８Ｇａｉの接点部に当接し、操作
初期に必要とされる挿抜力は低減されるのでプラグ部１０のソケット部１４に対する着脱
操作が容易となる。
【００５１】
　一対の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉは、それぞれ、上部に形成さ
れ弾性を有する接点部と、最下端部に形成される固定端子部と、接点部と固定端子部とを
連結する連結部とを含んで構成されている。
【００５２】
　伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉの固定端子部は、図１７において、接点部および連結
部の中心軸線に対し左側に所定量、偏倚するように形成されている。また、図１９に示さ
れるように、固定端子部は、接点部の先端の曲がり部の曲げ方向とは反対方向、即ち、伝
送用ブレード４６から離隔する方向に折り曲げられている。さらに、固定端子部には、半
田端子４２Ｂｉのクラック防止および端子部ばね強度を増大させるための孔が形成されて
いる。その孔の形状は、上述の伝送用コンタクト端子２８Ｓａｉの孔２８ＬＨの形状と同
様とされる。固定端子部の最端部には、半田端子４２Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形
の保持部が形成されている。
【００５３】
　伝送用コンタクト端子４８Ｓｂｉの固定端子部は、図１７において、接点部および連結
部の中心軸線に対し右側に所定量、偏倚するように形成されている。また、固定端子部は
、図１９に示されるように、接点部の先端の曲がり部の曲げ方向とは反対方向、即ち、伝
送用ブレード４６から離隔する方向に折り曲げられている。さらに、固定端子部には、半
田端子４２Ｂｉのクラック防止および端子部ばね強度を増大させるための孔が形成されて
いる。その孔の形状は、上述の伝送用コンタクト端子２８Ｓｂｉの孔２８ＲＨの形状と同
様とされる。固定端子部の最端部には、半田端子４２Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形
の保持部が形成されている。
【００５４】
　接地用コンタクト端子２８Ｇｂｉは、図２３および図２４に示されるように、上部に形
成され弾性を有する接点部と、最下端部に形成される固定端子部と、接点部と固定端子部
とを連結する連結部とを含んで構成されている。
【００５５】
　固定端子部４８ＳＢは、接点部の先端の曲がり部の曲げ方向と反対方向、即ち、伝送用
ブレード４６に近接する方向に折り曲げられている。固定端子部４８ＳＢの最端部には、
半田端子４２Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形の保持部が形成されている。
【００５６】
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　各接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉは、図１７に示されるように、伝送用ブレード
４６においてその幅方向に沿って所定の隙間をもって共通の平面上に配列されている。接
地用コンタクトプレート４８Ｇａｉは、銅合金材料、例えば、リン青銅合金材料で薄板状
に作られている。接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉは、一方の端部に、接点部と、他
方の端部に、屈曲された部分に柱状の半田端子４２Ｂｉを有する固定端子部４８ｇａと、
接点部と固定端子部４８ｇａとを連結する連結部とを含んで構成されている。
【００５７】
　弾性を有する接点部４８ｇｃの先端部（図２０および図２１参照）は、伝送用ブレード
４６の上端部から突出し、円弧状に折り曲げられている。図１９に示されるように、固定
端子部４８ｇａは、上述の連結部に連なってプリント配線板１６の表面に直交するように
突出した後、伝送用ブレード４６の他方の表面に向けて屈曲されている。屈曲された部分
の先端部には、円柱状の半田端子４２Ｂｉが、かしめにより固定されている。
【００５８】
　固定端子部４８ｇａの両脇部分には、図１７および図２０に示されるように、一対のシ
ールド片４８ｇｂが連結部と一体に形成されている。一対のシールド片４８ｇｂは、図１
９に拡大されて示されるように、その先端が上述の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよ
び４８Ｓｂｉの固定端子部に近接し、伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ
の固定端子部と固定端子部４８ｇａの平坦面部との間の位置するように折り曲げられてい
る。このように一対のシールド片４８ｇｂが形成されることにより、隣接するコンタクト
ユニット３８Ｂｉ相互間における信号路のクロストークが抑制される。
【００５９】
　半田端子４２Ｂｉを除いた接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉをプレス加工により製
造する場合、図２０乃至図２２に示されるように、例えば、同時に５枚の接地用コンタク
トプレート４８ＧａｉがキャリアＣＡに並列に保持された状態で得られる。その際、図２
２に拡大されて示されるように、固定端子部４８ｇａの屈曲された部分の先端部には、半
田端子４２Ｂｉをかしめにより保持する馬蹄形の保持部が一体に形成されている。
【００６０】
　従って、図２６に示されるように、１個の伝送用ブレード４６の一方のコンタクト形成
面における伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉの固定端子部４８ＳＢの半
田端子４２Ｂｉが、Ｙ座標軸に沿って延びる同一の列に所定の間隔で配列されることとな
る。また、１個の伝送用ブレード４６の他方のコンタクトプレート形成面における接地用
コンタクトプレート４８Ｇａｉの半田端子４２Ｂｉ、および、接地用コンタクト端子４８
Ｇｂｉの半田端子４２Ｂｉが、Ｙ座標軸に沿って延びる同一の列に所定の間隔で配列され
ることとなる。
【００６１】
　その際、コンタクト形成面における伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉ
の固定端子部の半田端子４２Ｂｉの列は、コンタクトプレート形成面における接地用コン
タクトプレート４８Ｇａｉの半田端子４２Ｂｉの列と略平行に形成される。また、伝送用
コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉの固定端子部の半田端子４２Ｂｉの相互間に
対応する位置に、コンタクトプレート形成面における接地用コンタクトプレート４８Ｇａ
ｉの半田端子４２Ｂｉが配置される。さらに、隣接する一組の伝送用コンタクト端子４８
Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉと一組の伝送用コンタクト端子４８Ｓａｉおよび４８Ｓｂｉとの
間に配置される接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉの半田端子４２Ｂｉは、コンタクトプレ
ート形成面における接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉの半田端子４２Ｂｉの列に均等
に配置されることとなる。即ち、接地用コンタクト端子４８Ｇｂｉの半田端子４２Ｂｉが
、接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉの半田端子４２Ｂｉの相互間に配置されることと
なる。
【００６２】
　なお、図１７において、代表的に、５枚の接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉが配置
されているが、斯かる例に限られることなく、接地用コンタクトプレート４８Ｇａｉの個
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数は、後述するプリント配線板１６の導体パターンに応じて適宜、設定されてもよい。
【００６３】
　上述の伝送用ブレード４６の半田端子４２Ｂｉが半田付け固定されるプリント配線板１
６における導体パターンは、プリント配線板１２における導体パターンと同様に、シング
ルエンド方式、あるいは、ディファレンシャル方式の伝送方式に選択的に使用可能とされ
る。プリント配線板１６の導体パターンは、上述のプリント配線板１２の導体パターンと
類似した構成とされる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明に係る高速伝送用コネクタの一例に用いられるプラグ部におけるコンタク
トユニットの外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示されるコンタクトユニットの正面図である。
【図３】図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って示される部分断面図である。
【図４】図３における一部を拡大して示す部分断面図である。
【図５】本発明に係る高速伝送用コネクタの一例の全体構成を概略的に示す斜視図である
。
【図６】本発明に係る高速伝送用コネクタの一例に用いられるプラグ部を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明に係る高速伝送用コネクタの一例に用いられるソケット部を示す斜視図で
ある。
【図８】図１に示される１個のコンタクトユニットに使用される一組の接地用コンタクト
プレートの製造時の状態を示す正面図である。
【図９】図８に示される一組の接地用コンタクトプレートの側面図である。
【図１０】図８に示される一組の接地用コンタクトプレートの底面図である。
【図１１】図１に示される１個のコンタクトユニットに使用される一組の伝送用コンタク
ト端子を示す正面図である。
【図１２】図１１に示される一組の伝送用コンタクト端子の側面図である。
【図１３】図１１に示される一組の伝送用コンタクト端子の底面図である。
【図１４】図６に示されるプラグ部の底面図である。
【図１５】図１４に示されるプラグ部の一部を拡大して示す底面図である。
【図１６】図５に示されるプラグ部が固定されるプリント配線板の導体パターンの一部を
示す平面図である。
【図１７】本発明に係る高速伝送用コネクタの一例に用いられるソケット部におけるコン
タクトユニットの外観を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示されるコンタクトユニットの部分断面図である。
【図１９】図１８における一部を拡大して示す部分断面図である。
【図２０】図１７に示される１個のコンタクトユニットに使用される一組の接地用コンタ
クトプレートの製造時の状態を示す正面図である。
【図２１】図２０に示される一組の接地用コンタクトプレートの側面図である。
【図２２】図２０に示される一組の接地用コンタクトプレートの底面図である。
【図２３】図１７に示されるコンタクトユニットに使用される接地用コンタクト端子を示
す正面図である。
【図２４】図２３に示される接地用コンタクト端子の側面図である。
【図２５】図７に示されるソケット部の底面図である。
【図２６】図２５に示されるソケット部の一部を拡大して示す底面図である。
【図２７】（Ａ）、（Ｂ）は、それぞれ、接地用コンタクト端子の正面図、および、側面
図である。
【符号の説明】
【００６５】
１０　　プラグ部
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１２、１６　　プリント配線板
１４　　ソケット部
１８Ｂｉ、３８Ｂｉ　　コンタクトユニット
２８Ｇａｉ、４８Ｇａｉ　　接地用コンタクトプレート
２８Ｇｂｉ、４８Ｇｂｉ　　接地用コンタクト端子
２８Ｓａｉ，２８Ｓｂｉ，４８Ｓａｉ，４８Ｓｂｉ　　伝送用コンタクト端子
２８ｇｂ、４８ｇｂ　　シールド片

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】
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【図２７】
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