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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッダコネクタ（１００）と係合するように構成される絶縁性キャリア（２１０）と、
　該キャリア（２１０）に位置決めされた少なくとも１つのケーブルコネクタ（２２０）
と
を備える電気コネクタであって、
　各ケーブルコネクタ（２２０）は、対応するケーブル（２７０）を終端し、各ケーブル
コネクタ（２２０）は、前記対応するケーブル（２７０）のシールド（２７２）に電気的
に接続される導電性外部筐体（２２２）を備え、前記外部筐体（２２２）は、絶縁性内部
筐体（２２６）を内部に有し、前記内部筐体（２２６）は、第１および第２の導電性端子
（２２８、２３０）を互いに、かつ前記外部筐体（２２２）から電気的に絶縁させた状態
に保ち、前記第１の端子（２２８）は、一端が前記対応するケーブル（２７０）の第１の
信号線（２３５）に接続され、前記第２の端子（２３０）は、一端が前記対応するケーブ
ル（２７０）の第２の信号線（２３５）に接続され、前記内部筐体（２２６）は、前記第
１の端子（２２８）と第２の端子（２３０）との間でシールドブレード（１０６）を受け
るように構成され、前記外部筐体（２２２）は、前記第１の端子（２２８）と第２の端子
（２３０）との間で受けた前記シールドブレード（１０６）と電気的に結合するための第
１の接点（２４０）と、該外部筐体（２２２）の外面にある第２のシールドブレード（１
０６）と電気的に結合するための第２の接点（２４２ａ）と、該外部筐体（２２２）の外
面にある第３のシールドブレード（１０６）と電気的に結合するための第３の接点（２４
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２ｂ）を含む、電気コネクタ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのケーブルコネクタ（２２０）を前記キャリア（２１０）に固定す
るための保持クリップ（２６６）をさらに備える、請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記キャリア（２１０）と係合して、前記ケーブル（２７０）を該コネクタの係合方向
に対して角度をなすようにガイドするケーブルシュラウド（２６９）をさらに備える、請
求項１及び２のいずれかに記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　突出した複数の信号ピン（１０４）および複数のシールドブレード（１０６）を有する
ヘッダ本体（１０２）を備えるヘッダコネクタ（１００）をさらに備え、前記絶縁性キャ
リア（２１０）は前記ヘッダコネクタ（１００）と係合するように構成される、請求項１
から３までのいずれかに記載の電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気コネクタに関し、特に、電気信号伝送ケーブルをプリント回路基板に取
り付けるための低インダクタンス高速電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高周波信号および大きな電流を伝える導体は、高周波信号および大きな電流を伝えてい
る他の導体の近傍に配置されると干渉およびクロストークを受ける。この干渉およびクロ
ストークは、信号の劣化および信号受信時のエラーを生じさせる。シールドケーブルは、
信号を送信点から受信点まで伝えるために利用することができ、あるシールドケーブルま
たは同軸ケーブルで伝えられている信号が、近傍にある別のシールドケーブルまたは同軸
ケーブルで伝えられている信号に干渉する危険性を低減する。しかし、プリント回路基板
への接続等の接続点で、多くの場合に信号のシールドが失われ、それによって信号間の干
渉およびクロストークが発生する。個々のシールド配線およびケーブルを使用することは
、多くの場合、多数の接続を非常に小さなスペースで行う必要性から接続点では望ましく
ない。こういった状況では、シールド導電路を含む二部高速電気コネクタ(two-part high
-speed electrical connectors)が使用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　シールド導電路を含む高速電気コネクタでは、コネクタ内の各信号線に安定したインピ
ーダンス特性を提供することが望ましい。不安定なインピーダンス特性は送信信号に望ま
しくない歪みを生じさせ、安定したインピーダンス特性は、周波数が高くなるにつれ、か
つ電流が増えるにつれてその重要度を増す。不安定なインピーダンス特性は、たとえば、
信号線に連結された接地路が故障していること、または２本の信号線間の接地路が不十分
であることによって生じる。高周波信号および大きな電流の遮蔽信頼性を高めた高速電気
コネクタが必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書に記載する発明は、電気信号伝送ケーブルをプリント回路基板に取り付けるた
めの高速電気コネクタを提供する。本発明による一実施形態では、コネクタは、ケーブル
の第１の信号線に電気的に接続するように構成された第１の端子、およびケーブルの第２
の信号線に電気的に接続するように構成された第２の端子を備える。電気的絶縁性内部筐
体が、第１および第２の端子を互いに電気的に絶縁した状態に保つように構成され、その
中に第１の相手方接地接触子(first mating ground contact)を受けるためのキャビティ
も含む。導電性外部筐体は、内部筐体、第１の端子、および第２の端子を受けるとともに
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、ケーブルのシールドと電気的に結合する。外部筐体は、内部筐体のキャビティで受ける
第１の相手方接地接触子と電気的に結合するための接点を含む。
【０００５】
　本発明による別の実施形態では、電気ソケットコネクタが、ヘッダコネクタと係合する
ように構成された絶縁性キャリアを備える。キャリア内には、対応するケーブルを終端さ
せる少なくとも１つのケーブルコネクタが位置決めされる。各ケーブルコネクタは、対応
するケーブルのシールドに電気的に接続された導電性外部筐体を備える。外部筐体は、第
１および第２の導電性端子を互いに、かつ外部筐体から電気的に絶縁した状態に保つ絶縁
性内部筐体を内部に有する。端子の一端は、対応するケーブルの信号線に接続される。内
部筐体は、シールドブレードを第１の端子と第２の端子との間で受けるように構成される
。外部筐体は、第１の端子と第２の端子との間で受けたシールドブレードと電気的に結合
するための第１の接点、外部筐体の外面にある第２のシールドブレードと電気的に結合す
るための第２の接点、および外部筐体の外面にある第３のシールドブレードと電気的に結
合するための第３の接点を含む。
【０００６】
　本発明による別の実施形態では、電気コネクタシステムが、複数の信号ピンおよび複数
のシールドブレードがそこから突出したヘッダ本体を有するヘッダコネクタを備える。電
気的絶縁性キャリアを備えたソケットコネクタが、ヘッダ本体と係合するように構成され
る。キャリアは、複数の電気ケーブルコネクタを収容する。複数のケーブルコネクタはそ
れぞれ、電気的絶縁性内部筐体を収容した導電性外部筐体を備える。内部筐体は、少なく
とも１つの導電性端子を外部筐体から電気的に絶縁させた状態に保つ。内部筐体は、ヘッ
ダコネクタの複数のシールドブレードのうちの１つを受けるキャビティを含み、外部筐体
は、シールドブレードと電気的に結合するための接点を含む。
【０００７】
　本発明による別の実施形態では、電気コネクタアセンブリが、少なくとも１つの信号線
を有する少なくとも１つの電気信号伝送ケーブルを備える。絶縁性キャリアを備えたソケ
ットコネクタが、少なくとも１つのケーブルコネクタを収容する。少なくとも１つのケー
ブルコネクタは、内部に絶縁性内部筐体を有する導電性外部筐体を含む。内部筐体は、第
１の導電性端子が外部筐体から電気的に絶縁された状態に保つ。第１の端子の一端は、少
なくとも１つのケーブルの第１の信号線に接続され、他端に第１の接点を有する。内部筐
体は、その中にシールドブレードを受けるキャビティを含み、外部筐体は、内部筐体に収
容されるシールドブレードと電気的に結合するための第１の接点を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下の好ましい実施形態の詳細な説明では、本発明の一部をなし、本発明を実施するこ
とができる特定の実施形態を例として示す添付図面を参照する。他の実施形態を利用する
ことも可能であり、構造的または論理的な変更を、本発明の範囲から逸脱することなく行
うことが可能なことを理解されたい。したがって、以下の詳細な説明は限定の意味で解釈
されるべきではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によって規定される。
【０００９】
　図１、図２、および図３は、本発明による低インダクタンスシールドコネクタと併せて
使用されるヘッダコネクタ１００を示す。ヘッダコネクタ１００は、プリント回路基板３
０に取り付けられ、相手方ソケットコネクタ２００（図４に示す）に接続するように構成
される。ヘッダコネクタ１００は、ヘッダ本体１０２、複数の信号ピン１０４、およびそ
の中に複数のシールドブレード１０６が形成された材料の連続ストリップを含む。ヘッダ
本体１０２は、垂直前壁１１０ならびに上部および下部において横方向に延在し、ヘッダ
本体１０２から垂直に突出する水平壁１１２および１１４を含むように形成される。前壁
１１０は、複数の第１の信号ピン受け開口部１１６および複数の第２のシールドブレード
受け開口部１１８を含むように形成され、これらはすべて前壁１１０の内面１２２と外面
１２４との間に延在する。複数の第２のシールドブレード受け開口部１１８は、略直角の
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断面を有するように形成される。開口部１１６、１１８は、内面１２２および外面１２４
のうちの一方または両方に面取りした入口を備えて、ピン１０４およびシールドブレード
１０６の挿入を助けることができる。
【００１０】
　複数の信号ピン１０４は、ヘッダコネクタ１００の複数の第１の信号ピン受け開口部１
１６に挿入されて信号ピン１０４のアレイを形成するように構成され、信号ピン１０４は
、相手方ソケットコネクタ２００（図６に示す）がヘッドコネクタ１００に挿入されると
きに、相手方ソケットコネクタ２００の信号ピン挿入窓２５０のアレイに収容されるよう
に構成される。各信号ピン１０４は、ヘッダコネクタ１００の前壁１１０を超えて延在す
る第１の端部１５２、および第１の端部１５２から離れ、プリント回路基板３０の開口部
３２に挿入するように構成される第２の端部１５４を含む。
【００１１】
　複数のシールドブレード１０６はそれぞれ、複数の第２の、略直角のシールドブレード
受け開口部１１８に挿入されるように構成される略直角シールド部１２８を含むように構
成される。複数のシールドブレード１０６のそれぞれの略直角シールド部１２８は、略垂
直になった第１の脚部１３０および第２の脚部１３２を含む。各シールドブレード１０６
は第１の端部１６２を含む。好ましくは、略直角シールド部１２８は、前壁の内面１２２
まで延在する。ヘッダ本体１０２に挿入されると、シールドブレード１０６の第１の端部
１６２は、信号ピン１０４に隣接して、ヘッダコネクタ１００の前壁１１０の内面１２２
の平面を超えて延在する。シールドブレード１０６の各ストリップは、少なくとも１つの
シールドテール１４８も含む。シールドテール１４８の数は、シールドブレード１０６の
数と同じであっても異なってもよい。各シールドテール１４８の第２の端部１６４は第１
の端部１６２から離れ、信号ピン１０４の第２の端部１５４に隣接してプリント回路基板
３０の穴３４に挿入されるように構成される。一実施形態では、シールドブレード１０６
のテール１４８は、プリント回路基板３０内の接地板４０に電気的に接続される。好まし
い実施形態では、シールドブレード１０６は共通に接地される。代替の実施形態では、シ
ールドブレードは共通に接地されない。別の代替の実施形態では、少なくとも１つの信号
ピン１０４が接地板４０に電気的に接続され、接地板を介して少なくともシールドブレー
ド１０６と共通に接地される。
【００１２】
　図３に示すように、第１の信号ピン受け開口部１１６および第２のシールドブレード受
け開口部１１８は、シールドブレード１０６の略直角シールド部１２８が、信号ピン１０
４を実質的に囲って複数の信号ピン１０４のそれぞれの周囲に同軸シールドを形成するよ
うに、ヘッダ本体１０２の前壁１１０に対称に配置される。複数の第２の、略直角のシー
ルドブレード受け開口部１１８はそれぞれ、第１および第２の狭スロート部１４０および
１４２により第１および第２の端部１３６および１３８に結合された中央部１３４を含む
。第１および第２の狭スロート部１４０および１４２は、シールドブレード１０６の第１
および第２の脚部１３０および１３２に摩擦係合して、シールドブレード１０６を定位置
に保持するような寸法を有する。複数の第２の略直角開口部１１８のそれぞれの中央部１
３４、第１の端部１３６、および第２の端部１３８は、シールドブレード１０６の略直角
シールド部１２８を囲むエアギャップ１４４を提供するように形成される。エアギャップ
１４４の幾何学的形状および寸法、直角シールド部１２８の幾何学的形状、寸法、および
材料、ならびに、エアギャップ１４４を囲むヘッダ本体１０２の幾何学的形状、寸法、お
よび材料は、指定されたインピーダンス（たとえば、５０オーム）に合うようにヘッダコ
ネクタ１００を調整するように構成される。直角シールドブレード１０６の構成は、材料
の使用量を節減する様式で連続ストリップにて大量生産するのに適している。
【００１３】
　複数の信号ピン１０４はそれぞれピンテール１４６を含み、シールドブレード１０６の
各ストリップは少なくとも１つのシールドテール１４８を含む。シールドテール１４８の
数は、シールドブレード１０６の数と同じであっても異なってもよい。好ましい実施形態
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では、シールドブレード１０６の各ストリップは、２つのシールドブレード１０６毎に１
つずつ、複数のシールドテール１４８を有し、この場合、シールドテール１４８は互い違
いに、シールドブレード１０６のストリップに沿って１つ置きのシールドブレード１０６
に位置合わせされる。代替の実施形態では、シールドテール１４８がシールドブレード１
０６のストリップの長さに沿って均等にまたは非均等に離間された状態で、他の比のシー
ルドテール１４８対シールドブレード１０６を設けてもよい。シールドブレード１０６上
に互い違いになったシールドテール１４８を有する実施形態は、プリント回路基板上のヘ
ッダコネクタ１００を背面装着する際に特に有用であり、これは、互い違いになったシー
ルドテール１４８により、対向したヘッダコネクタ１００のシールドテール１４８間に邪
魔がない状態でヘッダコネクタ１００同士を背面装着できるためである。好ましい実施形
態では、ピンテール１４６およびシールドテール１４８は、背面装着されたヘッダコネク
タを互いに直交するように取り付けることができるように等間隔の行列に位置決めされる
。信号ピン１０４およびシールドブレード１０６がヘッダ本体１０２の前壁１１０に挿入
されると、ピンテール１４６およびシールドテール１４８は、前壁１１０の外面１２４か
ら外側に向けて延在する。ヘッダ１００のピンテール１４６およびシールドテール１４８
は、プリント回路基板３０の穴３２、３４に圧入させるか、または穴３２、３４にハンダ
付けすることができる。別法として、ピンテール１４６およびシールドテール１４８は代
わりにプリント回路基板３０に表面実装してもよい。
【００１４】
　ソケットコネクタ２００の一実施形態を、ソケットコネクタ２００がヘッダ１００と嵌
合した状態で図４に示す。ソケットコネクタ２００は、ヘッダ本体１０２と嵌合するよう
に構成される絶縁性キャリア２１０を備える。図６および図７に最もよく見られるように
、絶縁性キャリア２１０は、前壁２１２および横方向に延在し、絶縁性キャリア２１０か
ら垂直に突出した４つの側壁２１４ａ、２１４ｂ、２１４ｃ、２１４ｄを含む。前壁２１
２および側壁２１４ａ、２１４ｂ、２１４ｃ、２１４ｄは、キャリア２１０の内部２１６
を画定する。本発明による一実施形態では、ヘッダ１００およびソケットコネクタ２００
は、業界規格ＩＥＣ６１０７６－４－１０１に従って構成される。各実施形態では、少な
くとも１つ、通常は複数の個々に交換可能なケーブルコネクタ２２０が、キャリア２１０
の内部に配置され、各ケーブルコネクタ２２０は対応する信号伝送ケーブル２７０を終端
する。ケーブル２７０は、たとえば同軸ケーブルまたは二軸ケーブルであってよい。性能
向上のために、ケーブルは好ましくはシールドケーブルである。しかし、ケーブルコネク
タ２２０はシールドの付いていないケーブル２７０との併用にも適している。
【００１５】
　図５ａおよび図５ｂにおいて最もよく見られるように、ケーブルコネクタ２２０はそれ
ぞれ、導電性外部筐体２２２を含む。シールドケーブルと使用する場合、導電性外部筐体
２２２は、外部筐体２２２のハンダ穴２２４を使用して外部筐体２２２をケーブルのシー
ルドブレードにハンダ付けすることなどにより、対応するケーブル２７０のシールド２７
２に電気的に接続される。外部筐体は、第１の導電性端子２２８および第２の導電性端子
２３０を互いに、かつ外部筐体２２２から電気的に絶縁された状態に保つように構成され
る絶縁性内部筐体２２６を収容する。図示の実施形態は第１および第２の導電性端子２２
８、２３０のみを含むが、本発明から逸脱することなく追加の導電性端子を含めてもよい
ことが理解されるであろう。たとえば、他の実施形態では、各ケーブルコネクタは３、４
、５、または６以上の導電性端子を含み得る。別法として、絶縁性キャリア２１０に収容
されるケーブルコネクタ２２０は異なる数の導電性端子を有してよい。各端子２２８、２
３０は、第１の端部２３２（コネクタ２２０の隣接する前端すなわち係合端）に構成され
て、ヘッダ１００の信号ピン１０４と電気的に接続する。第１の端部２３２は、ビーム、
バンプ、ディンプルまたは他の弾性的に屈折可能な構造を含む、ピン１０４に接続する任
意適当な様式で構成することができる。各端子２２８、２３０が、第２の端部２３４（第
１の端部２３２に対向し、コネクタ２２０の後端付近にある）に構成されて、対応するケ
ーブル２７０の導体２３５と電気的に接続する。第２の端部２３４は、ハンダ付けまたは
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クリンプ加工等によってケーブル２７０の導体２３５に接続するように任意適当な様式で
構成することができる。対応するケーブル２７０の導体は、特定の用途に応じて信号線ま
たは接地線であってよい。図５ａおよび図５ｂに示す実施形態では、端子２２８、２３０
は、ケーブル２７０の信号線２３５に接続された後、内部筐体２２６に挿入され、内部筐
体２２６は、内部筐体２２６および外部筐体２２２のそれぞれが、内部筐体２２６の突起
２３６と外部筐体２２２の穴２３７との相互作用によってスナップ嵌め係合して固定され
るまで外部筐体２２２の後端に摺動して挿入される。
【００１６】
　内部筐体２２６は、ケーブルコネクタ２２０の前端に隣接して開口部２３８を含む。開
口部２３８は、ヘッダ１００のシールドブレード１０６を第１の端子２２８と第２の端子
２３０との間で受けるように構成される。導電性外部筐体２２２は、第１の端子２２８と
第２の端子２３０との間の開口部２３８で受けたシールドブレード１０６と電気的に結合
するための第１の接点２４０を含む。他の実施形態では、外部筐体２２２は、ヘッダ１０
０の別のシールドブレード１０６と電気的に結合するための、外部筐体２２２の外面２４
４にある少なくとも１つの接点２４２を含む。図６に示す実施形態では、ヘッダ１００の
第２および第３のシールドブレード１０６と電気的に結合するための第２の接点２４２ａ
および第３の接点２４２ｂが、外部筐体２２２の外面２４４に設けられる。好ましくは、
外部筐体２２２の外面２４４にある接点２４２ａ、２４２ｂは、外部筐体２２２の最外周
からわずかに窪み、直接隣接したケーブルコネクタ２２０同士の間にシールドブレード１
０６のためのスペースを提供する。外部筐体２２２の接点は、ビーム、バンプ、ディンプ
ル、または他の弾性的に屈折可能な構造を含む任意適当な設計のものであってよい。３つ
以上の端子を有する代替の実施形態では、接地ブレード１０６を受けるための開口部２３
８がすべての隣接端子間に設けられるように、内部筐体２２６に追加の開口部２３８が設
けられる。たとえば、３つの端子を有するケーブルコネクタは２つの開口部を有すること
になり、４つの端子を有するケーブルコネクタは３つの開口部を有することになり、以下
同様である。
【００１７】
　個々のケーブルコネクタ２２０は、図６および図７に最もよく示されるように、絶縁性
キャリア２１０の内部２１６内に位置決めされて保持される。キャリア２１０の前壁２１
２は、複数の信号ピン受け開口部２５０および複数のシールドブレード受け開口部２５２
を含むように形成され、これら開口部２５０および２５２はすべて、前壁２１２の外面２
５４と内面２５６との間に延在する。開口部２５０、２５２は、ケーブルコネクタ２２０
がキャリア２１０に位置決めされたときに、ケーブルコネクタ２２０の端子２２８、２３
０および接地端子２４２、２４２ａ、２４２ｂの位置に対応するように位置決めされる。
複数の信号ピン受け開口部２５０は略円形の断面を有するように構成され、その一方で複
数のシールドブレード受け開口部２５２は略矩形の断面を有するように形成される。開口
部２５０、２５２は、相手方の信号ピンおよびシールドブレード１０６の断面形状に応じ
て他の断面形を有してよい。開口部２５０、２５２は、ピン１０４およびシールドブレー
ド１０６の挿入を助けるために外面２５４に面取りした入口を備えてよい。
【００１８】
　位置決めポスト２６０が前壁２１２の内面２５６から延在し、位置決めポスト２６０は
、個々のケーブルコネクタ２２０（図７に破線で示す）がキャリア２１０内に脱着自在に
保持されるような形状を有するとともに互いに離間される。追加の位置決め機構２６２を
１つまたは複数の側壁２１４ａ、２１４ｂ、２１４ｃ、２１４ｄの内面に設けて、ケーブ
ルコネクタ２２０の位置決めおよび保持を支援してよい。すべてのケーブルコネクタ２２
０は、キャリア２１０に装填された後、保持クリップ２６６によりキャリア２１０に固定
される。保持クリップ２６６は、キャリア２１０の側壁２１４ａ、２１４ｂの開口部２６
８を通して、ケーブルコネクタ２２０の挿入方向を横切る方向に挿入されて、ケーブルコ
ネクタ２２０の背後に位置決めされる。保持クリップ２６６は好ましくは、弾性ラッチア
ーム等によりキャリア２１０に着脱自在に固定され、したがって必要であれば、１つまた
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は複数のケーブルコネクタ２２０の修理または交換のために保持クリップ２６６を取り外
すことが可能である。
【００１９】
　図４に示すように、キャリア２１０にはケーブルシュラウド２６９も係合することが好
ましい。ケーブルシュラウド２６９は、ケーブル２７０がキャリア２１０から出るに際し
てケーブル２７０を保護しガイドする。一実施形態では、ケーブルシュラウド２６８は、
ロープロファイル接続が提供されるようにケーブル２７０をソケットコネクタ２００の係
合方向に対して角度をなしてガイドする。あるロープロファイルシステムでは、ケーブル
シュラウド２６９はケーブル２７０を直角に曲がるようにガイドし、ここで、曲げ半径は
ケーブル直径のおよそ１０倍以下である。
【００２０】
　ヘッダ１００とソケット２００が係合したときに生じる、個々のケーブルコネクタ２２
０とヘッダ１００の信号ピン１０４およびシールドブレード１０６との相互作用は、ケー
ブルコネクタ、信号ピン１０４、およびシールドブレード１０６のみが示される図８にお
いて最もよく見られる。図８において明確に見て取れるように、信号ピン１０４はケーブ
ルコネクタ２２０内の端子２２８、２３０で受けられ、その一方でシールドブレード１０
６は、各コネクタ２２０内の隣接する端子間の開口部２３８、および隣接するケーブルコ
ネクタ２２０間の窪み領域で受けられる。隣接するケーブルコネクタ２２０間の窪み領域
内のシールドブレード１０６は、両方のケーブルコネクタ２２０と電気的に係合する。図
示の実施形態では、隣接する端子／接地ピンはそれぞれ接地路によって隔てられる。しか
し、本発明による他の実施形態では、接地路に隣接するあらゆる端子／接地ピンの間に設
ける必要はない。複数の接地路をコネクタシステムに設けることで、コネクタシステムに
安定したインピーダンス特性がもたらされる。特に、コネクタシステムに複数の接地路が
あることにより、単一の接地路の故障に起因するコネクタ全体および個々の信号線のイン
ピーダンス特性への影響が小さくなる、または最小限に抑えられる。
【００２１】
　ヘッダコネクタ１００およびソケットコネクタ２００のプラスチックパーツはすべて、
液晶ポリマー（「ＬＣＰ」）等の適した熱可塑性材料から、意図する用途に所望の機械的
特性および電気的特性を有して成形される。導電性金属パーツは、たとえばメッキを施し
た銅合金材料から作られるが、他の適した材料も当業者には認められるであろう。コネク
タの材料、幾何学的形状、および寸法はすべて、パーツ全体を通して指定されたインピー
ダンスを保つように設計される。
【００２２】
　好ましい実施形態の説明を目的として本明細書において特定の実施形態を図示し説明し
たが、本発明の範囲から逸脱せずに、同じ目的を達成するように計算された様々な代替お
よび／または等価の実施態様で、図示し説明した特定の実施形態を置き換えられることが
当業者に理解されるであろう。機械分野、電気機械分野、および電気分野での当業者は、
本発明を非常に広く様々な実施形態で実施可能なことを容易に理解するであろう。本願は
、本明細書において考察した好ましい実施形態の適応または変形をすべて包含するもので
ある。したがって、明らかに、本発明は特許請求の範囲およびその均等物によってのみ限
定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】オスピン接点およびシールドブレードのアレイを有する、本発明によるヘッダコ
ネクタの分解組立斜視図である。
【図２】図１のシールドブレードの連続ストリップの斜視図である。
【図３】各信号ピンの周囲に同軸シールドを形成するシールドブレード直角部で囲まれた
信号ピンを示す、ヘッダコネクタの前壁の断面図である。
【図４】図１～図３のヘッダコネクタと嵌合した、本発明によるソケットコネクタを示す
斜視図である。
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【図５ａ】図４のソケットコネクタで使用される個々のケーブルコネクタを示す斜視図で
ある。
【図５ｂ】外部筐体および内部筐体が取り外された状態の、図５ａのケーブルコネクタの
斜視図である。
【図６】図４のソケットコネクタの嵌合面を示す斜視図である。
【図７】ケーブルコネクタがキャリアから取り外された状態の、図６のソケットキャリア
の上面図である。
【図８】図４の嵌合したソケットコネクタとヘッダコネクタのケーブルコネクタ、信号ピ
ン、およびシールドブレードの図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１０６　シールドブレード
　２１０　絶縁キャリア
　２２０　ケーブルコネクタ
　２２２　導電性外部筐体
　２２６　内部筐体
　２２８　第１の端子
　２３０　第２の端子
　２４０　第１の接点

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６】

【図７】 【図８】
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