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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（１２）と、コネクタ（１１）の一端の嵌合インタフェース（１６）からコ
ネクタの他端の実装インタフェース（１７）まで前記ハウジングを貫通する電気経路とを
具備する電気コネクタ（１１）であって、前記電気経路は、前記ハウジングにより担持さ
れた回路基板（１３）上に配置され、該回路基板は、互いに離隔した関係で平行に延びる
電気コネクタ（１１）において、
　前記回路基板は第１タイプ（１，３，５，７，９）及び第２タイプ（２，４，６，８，
１０）からなり、
　前記第１タイプは第１パターンに配列された回路を有し、
　前記第２タイプは前記第１パターンと異なる第２パターンに配列された回路を有し、
　前記第１タイプの回路基板は前記第２タイプの回路基板に隣接し、
　前記第１タイプ及び前記第２タイプの対向する両面は、互いに鏡像である回路パターン
を有し、
　前記第１タイプ及び第２タイプの多数の前記基板は、前記コネクタに交互に配置されて
おり、
　前記第１タイプ及び前記第２タイプ上の対向する信号トラックの対は、前記コネクタを
貫通して各電気信号対に供し、
　前記対向する信号トラックの対は、各前記回路基板の対向する両面に交互に千鳥配置さ
れていることを特徴とする電気コネクタ。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、回路基板に接続する導電要素の多数の行列を有するタイプの電気コネクタに関
する。
【０００２】
　回路基板バックプレーンを子基板に相互接続する電気コネクタは、一般的には導電要素
すなわちコンタクトの多数の行列をそれぞれ有する２個の互いに嵌合するコネクタ半体を
具備する。オーバモールドされたキャリアを有するコンタクトの垂直方向のアレーを有す
る別体のモジュールとしてコンタクトの各列を提供することが公知である。多数のモジュ
ールは、コネクタハウジング内に設置され、コネクタ完成品を形成する。例えば、米国特
許第５，０６６，２３６号明細書を参照されたい。一般的に、このようなコネクタ内の全
モジュールは略同一である。しかし、コネクタを通る信号の異なる電気特性に適応するた
めに、コネクタ内に異なるタイプのモジュールを有することが望ましい場合がある。異な
るタイプのモジュールに対して付加的な工具及び取扱いが必要とされるので、製造コスト
が上昇するという問題になる。
【０００３】
バックプレーン対子基板コネクタは、高密度のコンタクトを有し、比較的高速の電気速度
で作動することが求められている。小型化への傾向及び電子産業による電気性能の改良が
継続するので、より高密度のコンタクト及びより高速の電気速度に対する要求は一定して
広められている。これらの要求は、特に電気速度が約500ＭHz以上の範囲内の場合、コン
タクト密度が増大してコンタクトをより接近して配置させるという事実により、設計の矛
盾を招くので、異なる信号対の隣接するコンタクト間にクロストークをもたらす。
【０００４】
従って、解決すべき課題は、非常に高速度の電気信号での使用に適し、経済的に製造でき
る高密度コンタクトを有する電気コネクタをいかに提供するかである。
【０００５】
この問題は、請求の範囲第１項に従った電気コネクタにより解決される。
【０００６】
本発明は、ハウジングと、コネクタの一端の嵌合インタフェースからコネクタの他端の実
装インタフェースまでハウジングを貫通する電気経路とを具備する電気コネクタにおいて
、電気経路は、ハウジングにより担持された回路基板上に配置され、回路基板は、互いに
離隔した関係で平行に延びることを特徴とする。
【０００７】
以下、添付図面を参照して本発明を実施形態により説明する。
図１は、本発明に従った電気コネクタを右前方から見た斜視図である。
図２は、本発明のコネクタの側面図である。
図３は、本発明のコネクタを左前方から見た、部分的に分解した斜視図である。
図４は、本発明のコネクタを右後方から見た、部分的に分解した斜視図である。
図５は、本発明のコネクタ及び相手電気コネクタを示す分解斜視図である。
図６は、本発明のコネクタ及び相手電気コネクタの嵌合状態を示す斜視図である。
図７は、本発明のコネクタの前側ハウジングを通って断面した斜視図である。
図８は、本発明のコネクタを左前方から見た分解斜視図である。
図９は、本発明のコネクタを右前方から見た分解斜視図である。
図１０は、本発明のコネクタに使用できる第１タイプの回路基板の左側面図である。
図１１は、本発明のコネクタに使用できる第２タイプの回路基板の左側面図である。
図１２は、第１タイプの回路基板の右側面図である。
図１３は、第２タイプの回路基板の右側面図である。
図１４は、本発明のコネクタの３個の隣接する回路基板を貫通する部分断面図であり、信
号トラック対が隣接する基板上で互いに対向している状態を示す。
図１５は、本発明のコネクタに使用できる別の実施形態の回路基板を示す側面図である。
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図１６は、図１５に示される回路基板を複数有する電気コネクタの斜視図である。
図１７は、本発明に従った垂直型電気コネクタの斜視図である。
【０００８】
図１ないし図５に示されるように、本発明に従った電気コネクタ１１は、複数の回路基板
すなわちウエハ１３を保持する絶縁ハウジング１２を具備する。各ウエハは、ＦＲ４等の
従来の回路基板材料で製造することができる絶縁基板と、基板上の導電信号トラック１４
及び接地トラック１５とを有する。信号及び接地トラックは、コネクタの一端で図５に示
される相手電気コネクタ１８と接続するようになっている嵌合インタフェース１６から、
コネクタの他端で子基板（図示せず）と接続するようになっている実装インタフェース１
７までコネクタを貫通する電気経路を提供する。同様に、相手電気コネクタ１８は、コン
タクト５１が植設され親基板（図示せず）と接続するようになっている実装インタフェー
ス１９を有する。図６に嵌合した状態で示されるコネクタ１１，１８は、子基板を親基板
に相互接続するよう機能する。
【０００９】
図３ないし図５及び図７を参照すると、ハウジング１２は、前側ハウジング２０及びオー
ガナイザ３０からなる２体部材である。前側ハウジングは、複数の平行な開口２２を有す
る前壁２１を具備する。開口２２は前壁２１を貫通する。また、前側ハウジング２０は、
前壁２１から後方に延びる上壁２３、及び前壁２１から前方に延びる上シュラウド２４及
び下シュラウド２５を有する。上下シュラウド２４，２５は、開口２２と整列する溝２６
，２７を有する。上壁２３は、開口２２と整列するスロット２８を有する。
【００１０】
　各回路基板すなわちウエハ１３は、嵌合縁４２、実装縁４３、上縁４４、後縁４５、底
縁４６及び後方縁４７を有する。複数の端子５０が半田付け等により実装縁に固定されて
いる。ウエハ１３は、前壁の後部から開口２２を貫通してウエハ１３の嵌合縁４２を挿入
することにより、前側ハウジング２０内に設置される。ウエハの各上縁４４は、前側ハウ
ジングのスロット２８の各々内に、図７に示された対応する突起４９を受容する切欠き４
８を有する。
【００１１】
オーガナイザ３０は、互いに整列し接続領域３５で接続された一連の水平スロット３３及
び垂直スロット３４が形成された、底壁３１及び後壁３２を有する。これら水平及び垂直
スロット３３，３４は、前壁２１の複数の開口２２に対応して互いに離間している。水平
スロット３３は、図４に示されるように底壁の裏面４１まで開口３６を貫通して開口する
が、垂直スロット３４は後壁の後面３７を貫通して開口していない。水平スロット３３は
、交互に配列された２タイプある。一方のタイプのスロット３３は、底壁３１の前方縁３
８まで延びており、スロット３３及び裏面４１の間にランド３９を形成する。他方のタイ
プのスロット３３は、その目的が以下に説明されるが、前方縁３８にウエブ４０によって
前方縁３８から離間した端部を有する。
【００１２】
オーガナイザ３０は、ウエハ１３が前側ハウジング２０内に設置された後、前側ハウジン
グ２０に取り付けられる。ウエハの実装縁４３及び後縁４５は、水平及び垂直スロット３
３，３４内にそれぞれ受容される。各ウエハの端子５０は、各開口３６を貫通して延びて
おり、底壁３１の裏面４１を超えて延びる。裏面４１において、子基板（図示せず）の対
応するスルーホール内に挿入するために、端子５０が露出する。端子５０は弱い圧入によ
り開口３６内に保持されるので、コネクタの実装インタフェース１７を形成する端子を安
定化させる。オーガナイザ３０は、後壁３２の上縁に沿ってポスト５４を有する。これら
ポスト５４は、前側ハウジングの上壁２３の孔５６内に圧入されオーガナイザを固定する
ので、ウエハ１３をハウジング１１内にしっかりと捕捉する。
【００１３】
図８及び図９に示されるように本発明の一側面によれば、ウエハ１３は、コネクタに交互
に配列された異なる２タイプある。ウエハ１３は、ハウジング内に適正に装填されるのを
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保証するキー機構を有する。キー機構は、ウエハの後方縁４７の水平凹部６０、又は実装
縁４３の垂直凹部６２のいずれかにより設けられる。水平凹部６０はオーガナイザ３０の
ランド３９の１個に対してキーとなるが、垂直凹部６２はオーガナイザ３０のウエブ４０
の１個に対してキーとなる。
【００１４】
図示の特定実施形態において、１から１０まで連続して番号を付けられた１０個のウエハ
があり、奇数番のウエハは第１タイプであり、偶数番のウエハは第２タイプである。各ウ
エハの面には信号トラック１４及び接地トラック１５が交互にあり、異なるタイプのウエ
ハは信号及び接地トラックの異なるレイアウトにより識別される。本実施形態において、
各ウエハ面は、略全長に沿って導電材料製の広い領域である接地トラック１５が側方に位
置する２本の信号トラック１４を有する。接地トラックは、間隙により信号トラックから
離隔され、短絡を防止する。
【００１５】
図１０ないし図１３を参照すると、２タイプのウエハが例示の実施形態に示されている。
図１０及び図１１はコネクタ内で隣接する２個のウエハの面の平面図であり、図１２及び
図１３は反対方向から見た２個のウエハの平面図である。図１０及び図１１は図８のウエ
ハ１，２の見える面に各々対応し、図１２及び図１３は図９のウエハ９，１０の見える面
に各々対応する。そして、図１０及び図１２は第１タイプのウエハの互いに反対側面を示
し、図１１及び図１３は第２タイプのウエハの互いに反対側面を示すことが明らかであろ
う。
【００１６】
各ウエハは、実装縁４３に９個の端子５０と、信号パッド６４及び接地パッド６５として
割り当てられた嵌合縁４２に隣接して９個のコンタクトパッドとを有する。信号パッド６
４は、信号トラック１４に電気的に接続され、各ウエハ１３の一面に全て配置される。接
地パッド６５は、接地トラック１５に電気的に接続され、各ウエハ１３の他面に全て配置
される。導電バイア６６が、信号及び接地トラック１４，１５間の電気接続を提供する。
信号及び接地トラック１４，１５は、関連する信号パッド６４及び接地パッド６５の各々
からウエハの反対側にある。
【００１７】
本発明によれば、隣接するウエハの対向する両面上の信号トラックは、互いに略鏡像であ
る。図１０及び図１３を参照すると、第１タイプのウエハ上の第１及び第２信号トラック
７１，７２は、第２タイプのウエハ上の第３及び第４信号トラック７３，７４と略鏡像で
ある。同様に、図１１及び図１２を参照すると、第２タイプのウエハ上の第５及び第６信
号トラック７５，７６は、第１タイプのウエハ上の第７及び第８信号トラック７７，７８
と略鏡像である。このように、コネクタ内で隣接するウエハは、隣接するウエハの対向す
る両面上で互いに対向する信号トラックを有する。これにより、対となる電気信号との使
用に対して有利な配列が提供される。本発明によれば、隣接するウエハ上で互いに対向配
置されたトラック対は、各信号対の伝送に供される。この側面は、ウエハ１３が信号トラ
ック１４及びその間に介在する接地トラック１５を有する、図１４に図示されている。隣
接するウエハは対向する信号トラック１４の対を有し、各対は説明のために仮想楕円８０
で囲まれ、これら対の各々はコネクタを貫通する各電気信号対に供される。
【００１８】
開示されている信号トラックの配列は、相互の近接配置により、各信号対の信号トラック
間の電気的結合を促進する。この配列の利点は、各対の信号トラックが互いに略鏡像であ
るので、各対の信号トラックが略同一長さを有し、これにより対となる電気信号の反射を
最小にすることである。
【００１９】
各ウエハに沿って連続する信号トラックは、ウエハの連続する別の側面上の別の信号トラ
ックと結合することに留意されたい。このように、信号トラック対は、各ウエハの対向す
る両側面に交互に千鳥配置される。これにより、各信号対を、隣接する信号対から可能な



(5) JP 4656477 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

限りの最も良好に電気的に隔離する。
【００２０】
別の実施形態において、単一ウエハの同じ面上の多数の信号トラックは、信号トラックの
対を互いに非常に接近したルートに配置するので、各対の信号トラック間の縁周りの電気
結合を促進する。
【００２１】
　図１５は、本発明に使用され得る回路基板ウエハの別の実施形態を示す。本実施形態に
おいて、回路基板ウエハ８３は、信号トラック８４及び接地トラック８５、信号パッド８
６、信号パッドからウエハの反対側面上の接地パッド（図示せず）、嵌合縁８８及び実装
縁８９を有する。実装縁８９には半円形切欠き９０が形成され、信号トラック及び接地ト
ラックはこれら切欠きまで延びる。半田ボール９２は、各切欠き内でウエハに取り付けら
れ、信号又は接地トラック８４，８５の一方に電気接続されるので、実装縁に沿って端子
を形成する。２個の半田ボールのみが図１５に示されているが、半田ボール端子の数は回
路基板ウエハ上の信号及び接地トラックの数に対応することが理解されよう。
【００２２】
図１６は複数のウエハ８３を有する電気コネクタ１００を示し、半田ボール９２がコネク
タ用に実装インタフェースを形成している。
【００２３】
図１７は、本発明に従った電気コネクタの垂直タイプを示す。垂直タイプは、上述した直
角タイプと略同様である。しかし、垂直タイプは親基板及び子基板を互いに平行に相互接
続するのに使用される一方、直角タイプは親基板及び子基板を互いに直交して相互接続す
るのに使用される。コネクタの垂直タイプは、複数の回路基板ウエハ１１３を有するハウ
ジング１１０を具備する。ウエハは、嵌合インタフェース１１６及び（ハウジング１１０
の底１１８に沿った）実装インタフェース間に延びる信号及び接地トラックを担持する。
【００２４】
本発明は多数の利点を提供する。回路基板ウエハは、ウエハ上の導電トラックのレイアウ
トが顧客の要求事項及びシステム特性によって電気特性を最適化するために選択できる点
で、大きな設計的柔軟性を提供する。ウエハは、特定の応用例のために所望の電気特性を
提供するようカストマイズでき、電気特性の変化に容易に適応する。カスタムウエハは、
ウエハ上に製作したものを変更することにより、簡単且つ容易に設計及び製造できる。こ
れらカスタムウエハは、他のウエハと同じコンタクト、ハウジング及び組立体装置を使用
できるので、カスタムウエハを既存のウエハと容易に交換することができる。このため、
カスタマイズ可能な電気コネクタが比較的低費用で提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従った電気コネクタを右前方から見た斜視図である。
【図２】本発明のコネクタの側面図である。
【図３】本発明のコネクタを左前方から見た、部分的に分解した斜視図である。
【図４】本発明のコネクタを右後方から見た、部分的に分解した斜視図である。
【図５】本発明のコネクタ及び相手電気コネクタを示す分解斜視図である。
【図６】本発明のコネクタ及び相手電気コネクタの嵌合状態を示す斜視図である。
【図７】本発明のコネクタの前側ハウジングを通って断面した斜視図である。
【図８】本発明のコネクタを左前方から見た分解斜視図である。
【図９】本発明のコネクタを右前方から見た分解斜視図である。
【図１０】本発明のコネクタに使用できる第１タイプの回路基板の左側面図である。
【図１１】本発明のコネクタに使用できる第２タイプの回路基板の左側面図である。
【図１２】第１タイプの回路基板の右側面図である。
【図１３】第２タイプの回路基板の右側面図である。
【図１４】本発明のコネクタの３個の隣接する回路基板を貫通する部分断面図であり、信
号トラック対が隣接する基板上で互いに対向している状態を示す。
【図１５】本発明のコネクタに使用できる別の実施形態の回路基板を示す側面図である。
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【図１６】図１５に示される回路基板を複数有する電気コネクタの斜視図である。
【図１７】本発明に従った垂直型電気コネクタの斜視図である。
【符号の説明】
１，３，５，７，９　　第１タイプ
２，４，６，８，１０　第２タイプ
１１　電気コネクタ
１２　ハウジング
１３　回路基板
１４　電気経路
１６　嵌合インタフェース
１７　実装インタフェース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１３】
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