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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号線用コンタクト及び複数の接地用コンタクトが、互いに平行に、少なくとも
１列に配列される雌コネクタとしてのカードエッジコネクタにおいて、
　前記信号線コンタクトと前記接地用コンタクトは、高速信号が往復する２つの信号線用
コンタクトを２つの接地用コンタクトで挟むように配列され、
　１列に配列された前記複数の接地用コンタクトが全て、コモンコンタクトにより電気的
に接続されており、
　前記コモンコンタクトは複数用意され、該コモンコンタクトそれぞれは、前記２つの信
号線コンタクトを挟む２つの接地用コンタクトを電気的に接続するように構成されている
ことを特徴とするカードエッジコネクタ。
【請求項２】
　複数の信号線用コンタクト及び複数の接地用コンタクトが、互いに平行に、少なくとも
１列に配列される雌コネクタとしてのカードエッジコネクタにおいて、
　前記信号線コンタクトと前記接地用コンタクトは、高速信号が往復する２つの信号線用
コンタクトを２つの接地用コンタクトで挟むように配列され、
　１列に配列された前記複数の接地用コンタクトが全て、コモンコンタクトにより電気的
に接続されており、
　前記コモンコンタクトは、同時に複数の接地用コンタクトを電気的に接続し得るように
構成されており、
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　さらに、コモンコンタクトを保持するホルダを備えていることを特徴とするカードエッ
ジコネクタ。
【請求項３】
　前記信号線用コンタクト及び前記接地用コンタクトは、ホルダが装着され得るホルダ収
容凹部を有するように構成されていることを特徴とする請求項２に記載のカードエッジコ
ネクタ。
【請求項４】
　コモンコンタクトは、金属薄板から形成されることを特徴とする請求項１ないし３のい
ずれかに記載のカードエッジコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント配線板などに設けられた雌側コネクタであるカードエッジコネクタ
に関し、特に、クロストーク低減構造を備えたカードエッジコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特許文献１に示されるように、一方に雄コネクタとしてのプラグコネク
タを設け、他方に雌コネクタとしてのカードエッジコネクタを設けてプリント配線板同士
を電気的に接続することはよく知られている。
【０００３】
　このようなコネクタにおいては、クロストークを抑制するために、コンタクトの配置が
コプレナ構造であって、接地用コンタクト（Ｇ）が往復の信号用コンタクト（Ｓ）を挟む
配置、すなわち、Ｇ－Ｓ－Ｓ－Ｇ配置にすることが好ましいとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４９６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、近年、信号伝送が高速化されることにより、隣接信号間のクロストーク
がより問題となってきている。特に、高速伝送ではより高い周波数領域までわずかなクロ
ストーク量に抑える必要がある。
【０００６】
　デファレンシャル信号を伝送するコネクタは、上述したように、Ｇ－Ｓ－Ｓ－Ｇ配置の
ように２つの信号線用コンタクトの両側に、接地用コンタクトを配置する構造が一般的で
ある。そして、２つの信号線用コンタクトの組が隣接する場合、Ｇ－Ｓ－Ｓ－Ｇ－Ｓ－Ｓ
－Ｇ配置のように２つの信号線用コンタクトは、１つの共通の接地用コンタクトによって
のみ隔てられている。
【０００７】
　プリント配線板上に配線される接地線は、プリント配線板内部の接地用コモンプレーン
などで相互接続されており、電位も同じになるように構成されている。ところが、コネク
タ内部における複数のコンタクトそれぞれが両端でのみプリント配線板に接続されている
場合、接地用コンタクトは、プリント配線板内部に設けられている接地用コモンプレーン
との距離を置いて配置されることになる。したがって、各接地用コンタクトは、互いに異
なる電位をもってしまうとともに、各接地用コンタクトのもつ電位は、プリント配線板上
の接地線の電位とも異なる電位をもつことになる。それにより、各接地用コンタクトは、
数ＧＨｚの周波数成分を持つ高周波信号に対するシールド効果が低下してしまうことにな
る。結果として、隣接信号線用コンタクトあるいは１つ離れた信号線用コンタクト間との
クロストークが増大してしまうという問題が発生する恐れが生じている。
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【０００８】
　本願発明の目的は、このような問題点に鑑み、信号線用コンタクトに隣接した接地用コ
ンタクト間の電位を同一にし、隣接する信号線用コンタクト間のクロストークを低減する
ようにした高速デファレンシャル信号用コネクタとしてのカードエッジコネクタを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本願発明に係るカードエッジコネクタは、複数の信号線用コ
ンタクト及び複数の接地用コンタクトが、互いに平行に、少なくとも１列に配列される雌
コネクタとしてのカードエッジコネクタにおいて、前記信号線コンタクトと前記接地用コ
ンタクトは、高速信号が往復する２つの信号線用コンタクトを２つの接地用コンタクトで
挟むように配列され、１列に配列された前記複数の接地用コンタクトが全て、コモンコン
タクトにより電気的に接続されており、前記コモンコンタクトは複数用意され、該コモン
コンタクトそれぞれは、前記２つの信号線コンタクトを挟む２つの接地用コンタクトを電
気的に接続するように構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、コモンコンタクトは、同時に複数の接地用コンタクトを電気的に接続し得るよう
に構成されており、さらに、コモンコンタクトを保持するホルダを備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明は、このようにコモンコンタクトで全ての接地用コンタクトを電気的に接続す
ることにより、プリント配線板間をつなぐ接地用コンタクトが全て同じ電位に保持され得
る。それにより、シールド効果が従来装置よりも優れて接地用コンタクトを挟んで配置さ
れている信号線用コンタクトを通る信号間のクロストークを低減することが可能となり、
さらには、信号線用コンタクトを通る信号によるノイズの発生も抑制し得る。
また、コモンコンタクトは、簡単な構造で、組み立てが容易であり、複数の接地用コンタ
クトを確実に連結し、電気的に接続することが可能となるとともに、製造に際し、材料を
無駄にすることもない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本願発明の第１の実施例に係るカードエッジコネクタを備えたプリント配線板と
プラグコネクタを備えたプリント配線板の接続機構を前方右斜め上から見た斜視図である
。
【図２】図１に示される接続機構の断面図であり、（ａ）は、プラグコネクタがカードエ
ッジコネクタに挿入される直前の状態を示す断面図であり、（ｂ）は、プラグコネクタが
挿入され、電気的接続が完了した状態を示す断面図である。
【図３】カードエッジコネクタへのコンタクトの組立を説明するための図であって、図１
に示されるカードエッジコネクタに信号用コンタクトが組み込まれる状態を示す、カード
エッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図４】図３の状態に続いて、カードエッジコネクタに接地用コンタクトが組み込まれる
状態を示す、カードエッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図５】図４の状態に続いて、組立が完了し、接地用コンタクトがコモンコンタクトによ
り接続された状態を示す、カードエッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図であ
る。
【図６】第１の実施例のコモンコンタクトの詳細を示す図であり、（ａ）は、該コモンコ
ンタクトの前方右斜め上から見た斜視図であり、（ｂ）は、接地用コンタクトがコモンコ
ンタクトにより連結された状態を詳細に示す前方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図７】第１の実施例に係るカードエッジコネクタの断面図であって、信号線用コンタク
トが配置されるスリットに沿って上下方向に切断した断面図である。
【図８】本願発明の第２の実施例に係るカードエッジコネクタを後方右斜め上から見た斜
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視図である。
【図９】カードエッジコネクタへのコンタクトの組立を説明するための図であって、図８
に示されるカードエッジコネクタに接地用コンタクトが組み込まれる状態を示す、カード
エッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図１０】カードエッジコネクタへのコンタクトの組立を説明するための図であって、図
９の状態に続いて、カードエッジコネクタに信号用コンタクトが組み込まれる状態を示す
、カードエッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図１１】カードエッジコネクタへのコンタクトの組立を説明するための図であって、図
１０の状態に続いて、接地用コンタクトがコモンコンタクトにより接続された状態を示す
、カードエッジコネクタを後方右斜め上から見た部分斜視図である。
【図１２】第２の実施例のコモンコンタクト及びホルダの詳細を示す前方右斜め上から見
た部分斜視図である。
【図１３】図１２のコモンコンタクトにより接地用コンタクトが接続された状態を詳細に
示す部分斜視図である。
【図１４】第２の実施例に係るカードエッジコネクタの断面図であって、接地用コンタク
トが配置されるスリットに沿って上下方向に切断した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本願発明に係るカードエッジコネクタの好ましい実施態様について図面を用いて
説明する。
【００１５】
　　（第１の実施例）
　図１ないし７には、本願発明に係るカードエッジコネクタの第１の実施例が示されてい
る。なお、本実施例の説明において、「左」及び「右」は、それぞれ、図１において、＋
ｘ方向及び－ｘ方向を、「前」及び「後」は、それぞれ＋ｙ方向及び－ｙ方向を、「上」
及び「下」は、それぞれ、＋ｚ方向及び－ｚ方向を指す。
【００１６】
　図１ないし７に示されるように、本発明の第１の実施例に係るカードエッジコネクタ１
０は、第１プリント配線板７０に取り付けられている。また、該カードエッジコネクタ１
０内に挿入されるプラグコネクタ８０が第２プリント配線板９０に取り付けられている。
プラグコネクタ８０がカードエッジコネクタ１０内に挿入される。具体的には、プラグコ
ネクタ８０のブレード８１がカードエッジコネクタ１０のプラグコネクタ収容空間１９ａ
内に挿入される。それにより、ブレード８１の上下面それぞれに配置されている外部接点
としての第１及び第２パッド８２ａ、８２ｂが、対応するカードエッジコネクタ１０の第
１及び第２信号線用コンタクト２０、５０や第１及び第２接地用コンタクト３０、６０と
接触する。結果として、第１及び第２プリント配線板７０及び９０が、電気的に接続され
、それにより、第１及び第２プリント配線板７０及び９０の間の高速伝送による信号のや
りとりが可能となる。この場合、カードエッジコネクタ１０側の第１及び第２接地用コン
タクト３０、６０及びそれに対応するプラグコネクタ８０側の第１及び第２パッドは、そ
れぞれ、信号が往復する２つの信号線用コンタクトまたは２つのパッドを挟んで配置され
ている。なお、本実施例では、プラグコネクタ８０の第１パッド８２ａ及びカードエッジ
コネクタ１０の第１信号線用コンタクト２０を介して信号が高速伝送され、第２パッド８
２ｂ及び第２信号線用コンタクト５０を介しては、電源などの信号が低速で伝送されるも
のとする。
【００１７】
　本実施例に係るカードエッジコネクタ１０は、概略、本体１１、複数のコモンコンタク
ト４０、複数の第１信号線用コンタクト２０、複数の第２信号線用コンタクト５０、複数
の第１接地用コンタクト３０及び複数の第２接地用コンタクト６０を備えている。
【００１８】
　本体１１は、電気的に絶縁性の合成樹脂から形成され、その外郭は、概略、直方体をな
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し、本実施例では左右方向に細長く延在している。本体１１の前方側には、プラグコネク
タ８０が挿入される収容凹部１９（図２（ａ）、図７参照）、及び複数の第２信号線用コ
ンタクト５０及び複数の第２接地用コンタクト６０それぞれが収容される複数の第２スリ
ット１５が形成される。また、本体１１の後方側には、複数の第１信号線用コンタクト２
０及び複数の第１接地用コンタクト３０それぞれが収容される複数の第１スリット１２が
形成される。
【００１９】
　収容凹部１９は、前方に向って開放され、カードエッジコネクタ１０の左右方向水平に
延在し、プラグコネクタ８０が挿入され得るように水平な扁平状のプラグコネクタ収容空
間１９ａを画定している。該プラグコネクタ収容空間１９ａの垂直断面形状は、図７に良
く示されるように、プラグコネクタ８０の垂直断面形状に類似するように形成されること
が好ましい。また、収容凹部１９の前方開口部１９ｂは、プラグコネクタ８０の挿入を円
滑に案内するために、前方に向ってテーパ状に拡開していることが好ましい。
【００２０】
　本体１１の前方側に設けられる複数の第２スリット１５はいずれも、少なくとも前方及
び収容凹部１９で画定されるプラグコネクタ収容空間１９ａに向って開放している。すな
わち、第２スリット１５は、収容凹部１９の下に形成される。複数の第２スリット１５は
、具体的には、前後方向に延在する。複数の第２スリット１５は、互いに平行に且つ等間
隔に、上記水平なプラグコネクタ収容空間１９ａに対して直角をなすように形成される。
また、各第２スリット１５の垂直断面形状は、収容される第２信号線用コンタクト５０ま
たは第２接地用コンタクト６０の垂直断面形状に類似し、概略、Ｌ字形をなすように形成
される。したがって、第２スリット１５は、概略前方に向って開放する垂直部分と概略プ
ラグコネクタ収容空間１９ａに向って（すなわち、上方に向って）開放する水平部分を備
えている。複数の第２スリット１５それぞれの垂直部分には、収容される第２信号線用コ
ンタクト５０または第２接地用コンタクト６０をスリット１５内で固定するための固定用
圧入孔１６及び１７が２つ形成されている。該２つの固定用圧入孔１６、１７は、互いに
平行に、概略水平に形成されている。
【００２１】
　次に、本体１１の後方側に設けられる複数の第１スリット１２はいずれも、前方、後方
及びプラグコネクタ収容空間１９ａに向って開放している。すなわち、各第１スリット１
２の一部は、本体１１の上方を前後方向に貫通している。複数の第１スリット１２は、ま
た、上記複数の第２スリット１５に対向して対をなすように形成される。各第１スリット
１２は、具体的には、上記第２スリット１５と同様、前後方向に延在し、互いに平行に且
つ等間隔に、上記水平なプラグコネクタ収容空間１９ａに対して直角をなすように形成さ
れる。また、各第１スリット１２の垂直断面形状も、収容される第１信号線用コンタクト
２０または第１接地用コンタクト３０の垂直断面形状に類似し、概略、Ｌ字形をなすよう
に形成される。したがって、第１スリット１２は、概略後方に向って開放する垂直部分と
概略プラグコネクタ収容空間１９ａに向って（すなわち、下方に向って）開放する水平部
分を備えている。さらに、本実施例では、複数の第１スリット１２それぞれの垂直部分に
は、収容される第１信号線用コンタクト２０または第１接地用コンタクト３０をスリット
１２内で固定するための固定用圧入孔１３及び１４が形成される。該２つの固定用圧入孔
１３、１４は、互いに平行に、概略水平に形成されている。本実施例においては、複数の
第１スリット１２のうち、第１接地用コンタクトが収容される第１スリット１２Ａと第１
信号線用コンタクトが収容される第１スリット１２Ｂとでは、以下に説明する嵌合凹部が
設けられる点においてのみその構成が異なる。すなわち、第１接地用コンタクトが収容さ
れる第１スリット１２Ａのそれぞれの垂直部分には、さらに、図３に示されるように、後
述するコモンコンタクト４０の第１及び第２脚部４２、４３の一部が嵌め込まれる第１及
び第２嵌合凹部１８ａ、１８ｂが形成される。第１及び第２嵌合凹部１８ａ及び１８ｂに
より、コモンコンタクト４０の第１及び第２脚部４２、４３が嵌合し得る嵌合空間が形成
される。第１嵌合凹部１８ａと第２嵌合凹部１８ｂは、第１接地用コンタクトが収容され
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る第１スリット１２Ａの垂直部分を挟んで対をなして形成され、それぞれは、後方及び第
１接地用コンタクトが収容される第１スリット１２Ａに向って開放するように形成される
。第１及び第２嵌合凹部１８ａ、１８ｂそれぞれの高さ（上下方向の長さ）Ｌ2は、同じ
であり、コモンコンタクト４０の高さＨ1に等しいか、それより若干大きい長さを有する
ように設定される。また、第１及び第２嵌合凹部１８ａ、１８ｂにより形成される嵌合空
間の幅（左右方向の長さ）をＷ2とすると、幅Ｗ2は、コモンコンタクト４０の第１脚部４
２の幅Ｓ2または第２脚部４３の幅Ｓ3（Ｓ2＝Ｓ3）に等しいか、それらより若干大きい長
さを有するように設定される。さらに、２つの嵌合空間の間隔をＷ1とすると、該間隔Ｗ1

がコモンコンタクト４０の幅Ｓ1に等しいかそれより若干小さい長さを有するように設定
される。
【００２２】
　次に、本実施例における複数の第２信号線用コンタクト５０は、いずれも導電性の金属
薄板から概略Ｓ字形に打ち抜き形成される。各第２信号線用コンタクト５０は、図７に示
されるように、上から、接点部５１、弾性変形部５２、固定部５３及び端子部５４を備え
る。
【００２３】
　接点部５１は、本実施例では、上方に向って凸状に湾曲した形状をなし、プラグコネク
タ収容空間１９ａ内に突出するように形成され、対応するプラグコネクタ８０の外部接点
としての第２パッド８２ｂに所望の接触圧で接触し得る。
【００２４】
　弾性変形部５２は、本実施例では、固定部５３から前方に向って延びだし、概略Ｃ字形
に湾曲して後方且つ上方に向って延在し、接点部５１に連続するように形成され、弾性変
形することで接点部５１に所望の接触圧を提供する。
【００２５】
　固定部５３は、本実施例では、接点部５１及びこれに続く弾性変形部５２を該固定部５
３の前方側に支持するように形成され、上下方向に垂直に延在する。固定部５３は、さら
に、固定部５３に直角をなして該固定部５３から弾性変形部５２とは反対側に（後方側に
）突出する２つの圧入突起５５、５６を備えている。２つの圧入突起５５、５６は、上下
方向に適宜の間隔を有して配置される。２つの圧入突起５５、５６は、カードエッジコネ
クタ１０の本体１１の第２スリット１５に設けられている固定用圧入孔１６及び１７内に
圧入され、カードエッジコネクタ１０に対して信号線用コンタクト５０を保持する。
【００２６】
　端子部５４は、固定部５３に支持される弾性変形部５２の下方に形成され、すなわち、
固定部５３から前方、下方に向って延在するように形成され、プリント配線板７０の外部
接点（不図示）に接続され得る。具体的には、接点部５４とプリント配線板７０の外部接
点は、半田付けされ、プリント配線板７０の電気回路に電気的に接続される。
【００２７】
　次に、複数の第２接地用コンタクト６０（図７参照）は、上記第２信号線用コンタクト
５０と同様、いずれも導電性の金属薄板から概略Ｓ字形に打ち抜き形成される。各第２接
地用コンタクト６０は、上記第２信号線用コンタクト６０とほぼ同様の構造を備えている
ので説明を省略する。なお、第２接地用コンタクト６０の接点部から固定部までの長さは
、第２信号線用コンタクト５０のそれと同じであってもよいし、それよりも若干長く又は
短く設定されてもよい。
【００２８】
　他方、本実施例における複数の第１信号線用コンタクト２０はいずれも、導電性の金属
薄板から概略Ｌ字形に打ち抜き形成されており、それぞれは、図７に示されるように、上
から、接点部２１、弾性変形部２２、固定部２３及び端子部２４を備える。
【００２９】
　接点部２１は、本実施例では、下方に向って凸状に湾曲した形状をなし、プラグコネク
タ収容空間１９ａ内に突出するように形成され、対応するプラグコネクタ８０の外部接点
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としての第１パッド８２ａに所望の接触圧で接触し得る。ここで、第１信号線コンタクト
２０は、プラグコンタクト８０のブレード８１の上面側に設けられている第１パッド８２
ａに接触する。他方、第２信号線用コンタクト５０は、プラグコンタクト８０のブレード
８１の下面側に設けられている第２パッド８２ｂに接触する。したがって、第１信号線用
コンタクト２０の接点部２１は、プラグコネクタ収容空間１９ａに対して上方から突出し
、第２信号線用コンタクト５０の接点部５１は、プラグコネクタ収容空間１９ａに対して
下方から突出することが理解されるであろう。
【００３０】
　弾性変形部２２は、本実施例では固定部２３から概略Ｌ字形に湾曲して前方に且つ若干
下方に向って延在し、接点部２１に連続するように形成されており、弾性変形することで
接点部２１に所望の接触圧を提供する。
【００３１】
　固定部２３は、本実施例では、接点部２１及びこれに続く弾性変形部２２が固定部２３
に対して前方側に配置されるように該固定部２３の上方で支持するように形成される。固
定部２３は、上述したように、接点部２１をプラグコネクタ収容空間１９ａ内に上方から
突出させるために、第２信号線用コンタクト５０の固定部５３の上下方向の長さより大き
い長さを有して上下方向に垂直に延在する。固定部２３は、また、該固定部２３に直角を
なし、該固定部５３から弾性変形部５２と同じ側に（前方側に）突出する２つの圧入突起
２５、２６を備えている。２つの圧入突起２５、２６は、上下方向に、上記第２信号線用
コンタクト５０の２つの圧入突起５５、５６の間隔より大きい間隔Ｌ1を有して配置され
る。２つの圧入突起５５、５６は、それぞれ、本体１１の第１スリット１２に設けられて
いる、対応する固定用圧入孔１３及び１４内に圧入され、カードエッジコネクタ１０に対
して第１信号線用コンタクト２０を保持する。
【００３２】
　端子部２４は、固定部５３から後方、下方に向って延在するように形成され、プリント
配線板７０の外部接点（不図示）に接続され得る。具体的には、上記第２信号線用コンタ
クト５０の場合と同様に、接点部２４とプリント配線板７０の外部接点は、半田付けされ
、プリント配線板７０の電気回路に電気的に接続される。
【００３３】
　第１信号線用コンタクト２０は、さらに、図３及び７に示されるように、固定部２３の
後方側に、逃げ凹部２７が設けられている。逃げ凹部２７は、図５に示されるように、カ
ードエッジコネクタが組み立てられたとき、接地用コンタクト３０間を連結するコモンコ
ンタクト４０が信号線用コンタクト２０に接触しないように設けられるものである。した
がって、逃げ凹部２７は、設計上許容されるのであれば設けなくてもよい。
【００３４】
　次に、本実施例における複数の第１接地用コンタクト３０は、上記第１信号線コンタク
ト２０と同様、いずれも導電性の金属薄板から概略Ｌ字形に打ち抜き形成される。各第１
接地用コンタクト３０は、逃げ凹部２７を除いて、上記第１信号線用コンタクト２０と実
質的に同じ構造を備えているので説明を省略する。しかしながら、上記第１信号線コンタ
クト２０の説明において、付番の２０番台を３０番台に置きかえて読むことで、第１接地
用コンタクト３０の構造が容易に理解されるであろう。なお、第１接地用コンタクト３０
の接点部２１から固定部２３までの長さは、第１信号線用コンタクト２０のそれと同じで
あってもよいし、それよりも若干長く又は短く設定されていてもよい。
【００３５】
　次に、本発明の特徴点である、本実施例に係るカードエッジコネクタ１０を構成するコ
モンコンタクト４０について、図６（ａ）、（ｂ）を参照して説明する。コモンコンタク
ト４０は、カードエッジコネクタ１０に設置される複数の第１接地用コンタクト３０の電
位を合わせるために、これらの間を連結する部材である。本実施例におけるコモンコンタ
クトは、導電性の金属薄板から打ち抜かれた後、曲げ加工されることにより形成される。
【００３６】
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　本実施例に係るコモンコンタクト４０は、２つおきに配置される第１スリット１２Ａに
収容される第１接地用コンタクト３０の間を連結し、これらの間を電気的に接続する。よ
り具体的には、本実施例に係るコモンコンタクト４０は、任意の第１スリット１２Ａ内に
配置される第１接地用コンタクト３０と該第１スリット１２Ａの左右に配置される第１接
地用コンタクト３０との２つの接地用コンタクトのみを連結する。本実施例では、したが
って、複数のコモンコンタクト４０が用意され、カードエッジコネクタ１０に組み込まれ
る全ての第１接地用コンタクト３０が電気的に接続される。このように構成することによ
り、２つのプリント配線基板７０、９０間に配置される全ての第１接地用コンタクト３０
及び接地用コンタクト（パッド）８２ａで形成される接地用導線の途中で該接地用導線の
電位が同じくなる。それにより、プラグコネクタ８０及びカードエッジコネクタ１０の２
つのコネクタ領域における接地用導線によるシールド効果の低下を防止し、クロストーク
を低減するとともに、ノイズが放射されることを防止する。
【００３７】
　本実施例に係るコモンコンタクト４０は、平坦な本体４１、該本体４１の左右両端部か
ら折り曲げられて形成される第１及び第２の脚部４２及び４３を備えている。本体４１は
、高さ（上下方向の長さ）Ｈ1及び幅（左右方向の長さ）Ｓ1を有するほぼ矩形状の板体と
して形成されている。
【００３８】
　第１の脚部４２は、本体４１の左端部から該本体４１に対して直角をなすように前方に
折り曲げられた折り曲げ部４２ｂ及び該折り曲げ部４２ｂから外側（左側）に折り返され
た折り返し部４２ａを有する。第１の脚部４２は、その下端面から高さＨ2を有する折り
曲げ部４２ｂが、本体４１の左端部下側から前方に向って延在し、所定の位置でＵ字形に
折り返され、折り返し部４２ａが後方に延在する。折り返し部４２ａは、折り曲げ部４２
ｂと同じ高さＨ2を有するとともに、該折り曲げ部４２ｂと平行であって、該折り曲げ部
４２ｂと間隔Ｓ2を介して挟持部４２ｃを形成するように折り曲げ部４２ｂから後方に折
り返される。挟持部４２ｃには、第１接地用コンタクト３０の固定部３３が嵌め込まれる
。言い換えれば、折り曲げ部４２ｂと折り返し部４２ａとで固定部３３を挟持する。第１
の脚部４２の高さＨ2は、本体４１の高さＨ1のほぼ１／２であり（Ｈ2＝１／２×Ｈ1）、
第１の脚部４２の折り曲げ部４２ｂと折り返し部４２ａとの間の間隔Ｓ2は、第１接地用
コンタクト３０の板厚にほぼ等しい。なお、第１の脚部４２の下端面は、図６（ａ）に示
されるように、本体４１の下端面と面一である。
【００３９】
　第２の脚部４３は、本体４１の右端部から該本体４１に対して直角をなすように前方に
折り曲げられた折り曲げ部４３ｂ及び該折り曲げ部４３ｂから外側（右側）に折り返され
た折り返し部４３ａを有する。第２の脚部４３は、その上端面から高さＨ3を有する折り
曲げ部４３ｂが、本体４１の右端部上側から前方に向って延在し、所定の位置でＵ字形に
折り返され、折り返し部４３ａが後方に延在する。折り返し部４３ａは、折り曲げ部４３
ｂの高さＨ2と同じ高さＨ3を有するとともに、該折り曲げ部４３ｂと平行であって、該折
り曲げ部４３ｂと間隔Ｓ3を介して挟持部４３ｃを形成するように折り曲げ部４３ｂ先端
から後方にさらに折り返される。挟持部４３ｃには、第１接地用コンタクト３０の固定部
３３が嵌め込まれる。言い換えれば、折り曲げ部４３ｂと折り返し部４３ａとで固定部３
３を挟持する。第２の脚部４３の高さＨ3は、上述したように、折り曲げ部４３ｂの高さ
と同じであり、本体４１の高さＨ1のほぼ１／２である（Ｈ2＝Ｈ3＝１／２×Ｈ1）。また
、第２の脚部４３の折り曲げ部４３ｂと折り返し部４３ａとの間に形成される挟持部４３
ｃの間隔Ｓ3は、第１接地用コンタクト３０の板厚にほぼ等しい（Ｓ2＝Ｓ3）。以上の説
明及び図６（ａ）から理解されるように、第２の脚部４３は、本体４１に対して第１の脚
部４２の点対称の位置に配置される。
【００４０】
　コモンコンタクト４０をこのように形成することにより、簡単な構造で、組み立てが容
易であり、複数の第１接地用コンタクト３０を確実に連結し、電気的に接続することが可
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能となるとともに、製造に際し、材料を無駄にすることもない。
【００４１】
　なお、第１の脚部４２の下端面は、図６（ａ）に示されるように、本体４１の下端面と
面一である。また、本実施例では、第１の脚部４２が本体４１の左端部下側に設けられ、
第２の脚部４３が本体４１の右端部上側に設けられているが、これに限定されるものでは
なく、第１の脚部４２が左端部上側に設けられ、第２の脚部４３が右端部下側に設けられ
ていてもよい。
【００４２】
　上述した構成を備えるコモンコンタクト４０により、２つの第１接地用コンタクト３０
、３０の間が連結される。図６（ｂ）に示されるように、本実施例に係るコモンコンタク
ト４０は、２つの第１信号線用コンタクト２０Ａ、２０Ｂを挟んで配置される２つの第１
接地用コンタクト３０Ａ、３０Ｂを連結する。より具体的には、図６（ｂ）に示されるよ
うに、コモンコンタクト４０の第２脚部４３が、第１接地用コンタクト３０Ａの固定部３
３Ａに設けられる２つの圧入突起３５Ａと３６Ａとの間で、上下方向垂直に延在する固定
部３３Ａを挟持する。すなわち、固定部３３Ａは、第２脚部４３を構成する折り曲げ部４
３ｂと折り返し部４３ａとで形成される挟持部４３ｃ内に嵌め込まれ、それにより、第１
接地用コンタクト３０Ａとコモンコンタクト４０は電気的に接続される。また、コモンコ
ンタクト４０の第１脚部４２は、上記第２脚部と同様に、２つの第１信号線用コンタクト
２０Ａ、２０Ｂを挟んで配置される第１接地用コンタクト３０Ｂの固定部３３Ｂを挟持す
る。このとき、第１脚部４２は、第１接地用コンタクト３０Ｂとさらにその向こう側（左
側）に配置される第１接地用コンタクト（不図示）とを連結するコモンコンタクト４０の
第２脚部４３の下に配置される。この２つの脚部４２及び４３の配置態様は、第１接地用
コンタクト３０Ａにおける２つのコモンコンタクト４０それぞれの第１脚部４２と第２脚
部４３の配置と同様である。なお、図６（ｂ）において、付番３２Ａ、３４Ａは、それぞ
れ、第１接地用コンタクト３０Ａの弾性変形部及び端子部を示す。
【００４３】
　次に、図３ないし５を用いて、本実施例に係るカードエッジコネクタ１０への第１信号
線用コンタクト２０及び第１接地用コンタクト３０の組み込みについて簡単に説明する。
なお、ここで説明する組み立て方法は、ほんの一例にすぎず、例えば、第１接地用コンタ
クト３０とコモンコンタクト４０を予め組み立てておいて、カードエッジコネクタ１０の
本体１１に装着するようにしてもよい。
【００４４】
　先ず、図３に示されるように、第１スリット１２の対応するスリット１２Ｂ内に第１信
号線用コンタクト２０が挿入され、カードエッジコネクタ１０の本体１１に固定される。
第１信号線用コンタクト２０は、２つが１組となって、右端（図３では左端）にある接地
用コンタクト３０が収容される予定の１つのスリット１２Ａを空けて、その左側に隣接す
る２つのスリット１２Ｂ内にそれぞれ挿入される。次の１組は、再び、第１接地用コンタ
クト３０が収容される予定の１つのスリット１２Ａを空けて、その左側に隣接する２つの
スリット１２Ｂ内にそれぞれ挿入される。以下、これを繰り返して、第１信号線用コンタ
クト２０が全て対応するスリット１２Ｂ内に挿入され、それにより、第１信号線用コンタ
クト２０のカードエッジコネクタ１０の本体１１への設置が完了する。なお、左端にある
スリット１２Ａに第１接地用コンタクト３０が収容されるように、第１スリット１２が本
体１１に形成される。
【００４５】
　次に、図４に示されるように、複数のコモンコンタクト４０が所定のスリット１２Ａに
設けられた対をなす第１及び第２嵌合凹部１８ａ、１８ｂにより形成される嵌合空間を介
してカードエッジコネクタ１０の本体１１に設置される。各コモンコンタクト４０の第１
及び第２脚部４２、４３が、図６に示される配置をなして嵌合空間内に挿入されることで
、複数のコモンコンタクト４０が本体１１に保持される。この状態において、複数の第１
接地用コンタクト３０が、対応する第１スリット１２Ａに挿入され、カードエッジコネク
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タ１０の本体１１に固定される。このとき、同時に、第１接地用コンタクト３０それぞれ
の固定部３３がコモンコンタクト４０の第１及び第２脚部４２、４２に挟持される。
【００４６】
　このようにして、図５に示されるように、第１信号線用コンタクト２０及び第１接地用
コンタクト３０が、対応する第１スリット１２Ａ、１２Ｂ内にＧ－Ｓ－Ｓ－Ｇ配置で収容
される。また、収容された第１接地用コンタクト３０は、複数の本実施例に係るコモンコ
ンタクト４０により、全て、電気的に接続された状態でカードエッジコネクタ１０の本体
１１に設置される。
【００４７】
　このように複数のコモンコンタクト４０で全ての第１接地用コンタクト３０を連結する
ことにより、プリント配線板間をつなぐ接地用コンタクトが全て同じ電位に保持される。
それにより、シールド効果が従来装置よりも優れて接地用コンタクトを挟んで配置されて
いる信号線用コンタクトを通る信号間のクロストークを低減し得る。さらには、従来装置
のように、信号線用コンタクトを通る信号によるノイズの発生も抑制し得る。
【００４８】
　本実施例では、信号が往復する２つの第１信号線用コンタクトを通って信号が高速で伝
送されるため、隣接する２つの第１信号線用コンタクトを挟む第１接地用コンタクトにの
みコモンコンタクトを設けるように説明してきた。しかしながら、第２信号線用コンタク
トを通って信号が高速で伝送される場合、隣接する２つの第２信号線用コンタクトを挟む
第２接地用コンタクトにコモンコンタクトを設けるようにする必要がある。この場合、第
２信号線用コンタクト及び第２接地用コンタクトは、例えば、後述する第２の実施例のよ
うに形成することで、第２接地用コンタクトをコモンコンタクトで連結することが可能と
なる。
【００４９】
　　（第２の実施例）
　図８ないし１４には、本願発明に係るカードエッジコネクタの第２の実施例が示されて
いる。本実施例は、上記第１の実施例と比べてコモンコンタクトの構成が異なり、それに
ともなって、第１信号線用コンタクト及び第１接地用コンタクトの構成及びコモンコンタ
クトによる第１接地用コンタクトの連結構造が異なる。以下、その相違点を中心に説明す
る。本実施例においても、上記第１の実施例と同様、信号が高速伝送されるのは、第１信
号線用コンタクトのみであるものとする。
【００５０】
　なお、本実施例の説明において、「左」及び「右」は、それぞれ、図８において、＋ｘ
方向及び－ｘ方向を、「前」及び「後」は、それぞれ＋ｙ方向及び－ｙ方向を、「上」及
び「下」は、それぞれ、＋ｚ方向及び－ｚ方向を指す。
【００５１】
　本実施例においても、本発明の第２の実施例に係るカードエッジコネクタ１１０は、第
１実施例と同様に、第１プリント配線板（不図示）に取り付けられている。また、該カー
ドエッジコネクタ１１０内には、第２プリント配線板（不図示）に取り付けられているプ
ラグコネクタ８０が挿入されることでプリント配線板間が電気的に接続されることも第１
の実施例と同様である。また、カードエッジコネクタ１１０内における信号線用コンタク
ト（Ｓ）及び接地用コンタクト（Ｇ）の配置も第１の実施例と同様、Ｇ－Ｓ－Ｓ－Ｇ配置
である。
【００５２】
　本実施例に係るカードエッジコネクタ１１０は、概略、本体１１１、コモンコンタクト
１４０、ホルダ１４５、複数の第１信号線用コンタクト１２０、複数の第２信号線用コン
タクト１５０、複数の第１接地用コンタクト１３０及び複数の第２接地用コンタクト１６
０を備えている。
【００５３】
　最初に、本実施例に係るカードエッジコネクタ１１０の本体１１１について説明する。
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【００５４】
　本体１１１は、本実施例においても上記第１の実施例と同様、電気的に絶縁性の合成樹
脂から形成され、その外郭は、概略、直方体をなし、左右方向に細長く延在している。
【００５５】
　本実施例においては、本体１１１が、上記第１の実施例と比べて、コンタクトを収容す
るスリットに設けられた圧入孔の構成及びホルダ１４５取り付けのための構造が異なるの
みでその他の構造は全く同じである。
【００５６】
　本実施例では、本体１１１の後方側に設けられた、第１信号線用コンタクト１２０及び
第１接地用コンタクト１３０が収容される複数の第１スリット１１２には、１つの固定用
圧入孔１１８Ａが形成される。該固定用圧入孔１１８Ａは、各第１スリット１１２内で第
１信号線用コンタクト１２０または第１接地用コンタクト１３０を本体１１１に固定する
ために、複数の第１スリット１１２それぞれの垂直部分に、概略水平方向に延在するよう
に形成されている。圧入孔１１８Ａは、後述する第１信号線用コンタクト１２０の固定部
１２３の第１水平圧入部１２３ｂの上面と第２水平部１２３ｄの下面との間の距離Ｌ3に
ほぼ等しい高さ（上下方向の長さ）を有する。また、圧入孔１１８Ａは、第１垂直部１２
３ａの前端面と第２垂直部１２３ｃの前端面との間の距離Ｌ5にほぼ等しい深さ（前後方
向の長さ）を有する。すなわち、圧入孔１１８Ａは、垂直断面で、高さＬ3、深さＬ5を有
する概略矩形状をなしている。
【００５７】
　また、圧入孔１１８Ａを通って後述するホルダ１４５が組み込めるように、本体１１１
の隣接する第１スリット１１２間を仕切る仕切り壁１１２ａには、切欠凹部１１２ｂが形
成されている。該切欠凹部１１２ｂは、後方に向って開放し、本体１１１を左右方向に横
断するように形成されている。切欠凹部１１２ｂは、ホルダ１４５の高さＨ21とほぼ等し
い高さ及びホルダ１４５の奥行Ｔ21から第１接地用コンタクト１３０の固定部１３３の第
１垂直部１３３ａの幅（前後方向の長さ）を差し引いた長さに相当する深さを有する。す
なわち、切欠凹部１１２ｂは、垂直断面で、高さＨ21、深さ［Ｔ２１－（Ｌ6－Ｌ5）］を
有する概略矩形状をなしている。
【００５８】
　また、本体１１１の前方側に設けられた、第２信号線用コンタクト１５０及び第２接地
用コンタクト１６０が収容される複数の第２スリット１１５には、少なくとも１つの圧入
孔１１８Ｂが形成される。該固定用圧入孔１１８Ｂは、各第２スリット１１５内で第２信
号線用コンタクト１５０または第２接地用コンタクト１６０を本体１１１に固定するため
に、複数の第２スリット１１５それぞれの垂直部分に、概略水平に形成されている。
【００５９】
　本実施例における本体１１１のその他の構造は、上記第１の実施例における本体１１の
構造と実質的に同じであるので説明を省略する。しかしながら、本実施例における本体１
１１のその他の構造は、上記第１の実施例における本体１１の説明において、その付番に
１００を加えて読むことで、本実施例における本体１１１の構造が容易に理解されるであ
ろう。
【００６０】
　次に、上記第１の実施例と構造を異にする本実施例に係る第１信号線用コンタクト１２
０について説明する。本実施例における複数の第１信号線用コンタクト１２０それぞれは
、導電性の金属薄板から概略Ｓ字形をなして打ち抜き形成されており、図１０に示される
ように、上から、接点部１２１、弾性変形部１２２、固定部１２３及び端子部１２４を備
える。
【００６１】
　本実施例では、固定部１２３の構造が上記第１の実施例における第１信号線用コンタク
ト２０と異なるのみで、その他の構成は第１の実施例とほぼ同じである。本実施例におけ
る固定部１２３は、上記第１の実施例のように弾性変形部２２から端子部２４に至るまで
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上下に垂直に延在していない。図１０に示されるとおり、本実施例の固定部１２３は、前
方に向って概略Ｃ字状に突出している。具体的には、本実施例の固定部１２３は、第１垂
直部１２３ａ、第１水平圧入部１２３ｂ、垂直圧入部１２３ｃ、第２水平圧入部１２３ｄ
及び端子部１２４に続く第２垂直部１２３ｅを含む。
【００６２】
　第１垂直部１２３ａは、弾性変形部１２２から続いて垂直方向下方に延在し、第１水平
圧入部１２３ｂは、第１垂直部１２３ａに対して直角をなし、該第１垂直部１２３ａ下端
から前方に延びている。垂直圧入部１２３ｃは、第１水平圧入部１２３ｂに対して直角を
なし、該水平第１圧入部１２３ｂ前端から垂直方向下方に延在し、第２水平圧入部１２３
ｄは、垂直圧入部１２３ｃに対して直角をなし、該垂直圧入部１２３ｃ下端から後方に延
びている。さらに、第２垂直部１２３ｅは、第２水平圧入部１２３ｄに対して直角をなし
、該第２水平圧入部１２３ｄ後端から垂直方向下方に延在し、端子部１２４に続く。した
がって、本実施例では、第１信号線用コンタクト１２０は、第１及び第２水平圧入部１２
３ｂ、１２３ｄと垂直圧入部１２３ｃとで、後述するホルダ１４５を収容するためのホル
ダ収容凹部１２７を形成している。なお、少なくとも第１垂直部１２３ａの後端面と第２
垂直部１２３ｅの後端面は、上下方向に同じ垂直面上にあることが好ましい。本実施例で
は、第１垂直部１２３ａの前端面と垂直圧入部１２３ｃの前端面との間の距離をＬ5とし
、第１垂直部１２３ａ（または、第２垂直部１２３ｅ）の後端面と垂直圧入部１２３ｃの
前端面との間の距離をＬ6とする。また、第１水平圧入部１２３ｂの上面と第２水平圧入
部１２３ｄの下面との間の距離をＬ3とし、第１水平圧入部１２３ｂの下面と第２水平圧
入部１２３ｄの上面との間の距離をＬ4とする。
【００６３】
　次に、本実施例に係る第１接地用コンタクト１３０について説明する。複数の第１接地
用コンタクト１３０は、上記第１信号線コンタクト１２０と同様、いずれも導電性の金属
薄板から概略Ｓ字形をなして打ち抜き形成される。各第１接地用コンタクト１３０は、固
定部１３３の垂直圧入部１３３ｃの後端面に２つの接触突起１３５、１３６を備えている
点及び距離Ｌ４が第１信号線用コンタクト１２０より若干小さく設定される点でのみ上記
第１の信号線用コンタクト１２０の構造と異なる。該２つの接触突起１３５、１３６は、
コモンコンタクト１４０に接触するように形成されており、垂直圧入部１３３ｃの後端面
から後方に向って突出している。また、距離Ｌ４が第１信号線用コンタクト１２０より若
干小さく設定されるのも、第１接地用コンタクト１３０がコモンコンタクト１４０に接触
することを可能とするためである。
【００６４】
　各第１接地用コンタクト１３０は、上記接触用突起１３５、１３６を除いて、その他の
構造は、上記第１信号線用コンタクト２０と実質的に同様の構造を備えているので説明を
省略する。しかしながら、上記第１信号線コンタクト２０の説明において、付番の１２０
番台を１３０番台に置きかえて読むことで、本実施例における第１接地用コンタクト１３
０のその他の構造は容易に理解されるであろう。なお、本実施例では、第１接地用コンタ
クト１３０の接点部１２１から固定部１２３までの長さが、第１信号線用コンタクト１２
０のそれよりも若干長く設定されていてもよい。また、第１垂直部１２３ａ（または、第
２垂直部１２４ｅ）の後端面と第２垂直部１２３ｃの前端面との間の距離を第１信号線用
コンタクトのＬ5より若干大きく設定してもよい。
【００６５】
　次に、本実施例に係る第２接地用コンタクト１６０について説明する。本実施例におけ
る複数の第２接地用コンタクト１６０は、いずれも導電性の金属薄板から概略Ｌ字形をな
して打ち抜き形成される。各第２接地用コンタクト１６０は、図１４に示されるように、
上から、接点部１６１、弾性変形部１６２、固定部１６３及び端子部１６４を備える。
【００６６】
　接点部１６１は、本実施例では、上方に向って凸状に湾曲した形状をなし、プラグコネ
クタ収容空間１１９ａ内に突出するように形成され、対応するプラグコネクタ（不図示）
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の外部接点としての第２パッド（不図示）に所望の接触圧で接触し得る。
【００６７】
　弾性変形部１６２は、本実施例では、固定部１６３から上方に向って延びだし、概略Ｌ
字形に湾曲して前方に且つ若干下方に向って延在し、接点部１６１に連続するように形成
されており、弾性変形することで接点部１６１に所望の接触圧を提供する。
【００６８】
　固定部１６３は、本実施例では、Ｌ字形に延在する弾性変形部１６２の垂直部分に連続
するように、上下方向に垂直に延在する。固定部１６３は、また、固定部１６３に直角を
なして該固定部１６３から接点部１６１と同じ側に（後方側に）突出する１つの圧入突起
１６５を備えている。圧入突起１６５は、さらに、上下方向に該圧入突起１６５から突出
する２つの停止突起１６６ａ、１６６ｂを備えている。圧入突起１６５は、本体１１１の
第２スリット１１５に設けられている固定用圧入孔１１８ｂ内に圧入され、２つの停止突
起１６６ａ、１６６ｂとともにカードエッジコネクタ１１０に対して第２接地用コンタク
ト１６０を確実に保持する。なお、本実施例では、圧入突起１６５が１つであるが、上記
第１実施例のように２つ設けられてもよい。その場合、停止突起１６６ａ、１６６ｂは省
略され得る。
【００６９】
　端子部１６４は、本実施例では、固定部１６３から前方、下方に向って延在するように
形成され、プリント配線板（不図示）の外部接点に半田付けされ、プリント配線板の電気
回路に電気的に接続される。
【００７０】
　次に、複数の第２信号線用コンタクト１５０（図１４参照）は、上記第２接地用コンタ
クト１６０と同様、いずれも導電性の金属薄板から概略Ｓ字形に打ち抜き形成される。各
第２信号線用コンタクト１５０は、上記第２接地用コンタクト１６０とほぼ同様の構造を
備えているので説明を省略する。なお、第２信号線用コンタクト１５０の接点部から固定
部までの長さは、第２接地用コンタクト１６０のそれと同じであってもよいし、それより
も若干長く又は短く設定されてもよい。
【００７１】
　次に、本発明の特徴点である、本実施例に係るカードエッジコネクタ１０を構成するコ
モンコンタクト１４０及びホルダ１４５について、図１２を参照して説明する。本実施例
におけるコモンコンタクト１４０は、カードエッジコネクタ１１０に設置される複数の第
１接地用コンタクト１３０の電位を合わせるために、これらの間を一括して電気的に接続
する部材である。また、本実施例におけるホルダ１４５は、コモンコンタクト１４０を保
持し、第１接地用コンタクト１３０に電気的に接触させるための部材である。
【００７２】
　このようなコモンコンタクト１４０を備えることにより、上記第１の実施例と同様に、
本実施例においても、プラグコネクタ及びカードエッジコネクタの２つのコネクタ領域に
おける接地用導線によるシールド効果の低下を防止することが可能となる。それにより、
信号線間のクロストークを低減するとともに、ノイズが放射されることを防止する。
【００７３】
　本実施例におけるコモンコンタクト１４０は、導電性の金属薄板から打ち抜かれた後、
曲げ加工されることにより形成される。本実施例に係るコモンコンタクト１４０は、左右
方向に延在する細長い本体１４１及び第１接地用コンタクト１３０に接触し得る一対の第
１及び第２脚部１４２、１４３を備えている。第１脚部１４２は、本体１４１からほぼ垂
直に上方に延び、概略Ｌ字形に折り曲げられ、後方に向ってほぼ水平に延在するとともに
、上に向って若干凸状に湾曲して形成されることが好ましい。第２脚部１４３は、第１脚
部１４２に対して対をなすように、本体１４１からほぼ垂直に下方に伸び、概略Ｌ字形に
折り曲げられ、後方に向ってほぼ水平に延在するとともに、下に向って若干凸状に湾曲し
て形成されることが好ましい。１組の対をなす第１及び第２脚部１４２、１４３は、図１
２に示されるように、間隔Ｓ11をおいて、且つ各組が互いに平行に配列されように、複数
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組配置されている。本実施例では、２つのコモンコンタクト１４０が示されているが、１
つにまとめられていてもよいし、複数設けられてもよい。本実施例に係るコモンコンタク
トは、また、図１２に示されるように、高さ（上下方向の長さ）Ｈ11、奥行き（前後方向
の長さ）Ｔ11を有する。
【００７４】
　コモンコンタクト１４０は、このように形成されることで、組み立てられたとき、図１
３に示されるように、第１及び第２脚部１４２、１４３の垂直部分が、第１接地用コンタ
クト１３０の固定部１３３の垂直圧入部１３３ｃの後端面に接触し得る。同様に、第１脚
部１４２の水平部分が、第１水平圧入部１３３ｂの下端面に、及び第２脚部１４３の水平
部分が第２水平圧入部１３３ｄの上端面に接触し得る。それにより、コモンコンタクト１
４０は、複数の第１接地用コンタクト１３０を電気的に接続し、結果として、複数の第１
接地用コンタクト１３０の電位を同じにすることができる。
【００７５】
　次に、コモンコンタクト１４０を保持するホルダ１４５は、電気的に絶縁性の合成樹脂
から概略左右方向に細長い直方体に形成される。ホルダ１４５は、図１２に示されるよう
に、垂直断面で、高さ（上下方向の長さ）Ｈ21、奥行（前後方向の長さ）Ｔ21を有する矩
形状をなしている。
【００７６】
　ホルダ１４５には、コモンコンタクト１４０の細長い本体１４１を収容するために、該
ホルダ１４５の後面に、後方に向って開放し、左右方向に延在する細長い溝１４６が形成
される。また、コモンコンタクト１４０の第１脚部１４２を収容するために、該細長い溝
１４６から上方に延び、さらに、ホルダ１４５の上面で後方に向って延在する第１収容溝
１４７が形成される。同様に、コモンコンタクト１４０の第２脚部１４３を収容するため
に、第１収容溝１４７に対して対をなして、該細長い溝１４６から下方に延び、さらに、
ホルダ１４５の下面で後方に向って延在する第２収容溝１４８が形成される。ホルダ１４
５がこのような構成を備えることから、ホルダ１４５の高さＨ21及び奥行Ｔ21が、それぞ
れ、コモンコンタクト１４０の高さＨ11及び奥行Ｔ11にほぼ等しい（Ｈ21≒Ｈ11、Ｔ21≒
Ｔ11）ことが理解される。さらにいえば、ホルダ１４５の高さは、第１信号線用コンタク
ト１２０のホルダ収容凹部１２７の高さＬ4にほぼ等しい。もちろん、ホルダ１４５の左
右方向の長さは、コモンコンタクト１４０の左右方向の長さにほぼ等しい。
【００７７】
　次に、図９ないし１１を用いて、本実施例におけるカードエッジコネクタ１１０への第
１信号線用コンタクト１２０及び第１接地用コンタクト１３０の組み込みについて簡単に
説明する。
先ず、本実施例では、第１接地用コンタクト１３０が、図９に示されるように、第１スリ
ット１１２の対応するスリット１１２Ａ内に挿入され、カードエッジコネクタ１１０の本
体１１１に固定される。第１接地用コンタクト１３０は、右端（図９では左端）から２つ
おきに配置される接地用コンタクト１３０が収容されるべきスリット１１２Ａ内に挿入さ
れる。第１接地用コンタクト１３０が全て対応するスリット１１２Ａ内に挿入されると、
続いて、図１０に示されるように、第１信号線用コンタクト１２０が挿入される。第１信
号線用コンタクト１２０は、上記第１の実施例と同様に、対をなして第１スリット１１２
のうちの対応する２つの隣接するスリット１１２Ｂ内に挿入される。第１信号線用コンタ
クト１２０の装着が完了すると、ホルダ１４５に取付けられたコモンコンタクト１４０が
カードエッジコネクタ１１０に装着される。ホルダ１４５は、第１信号線用コンタクト１
２０及び第１接地用コンタクト１３０それぞれのホルダ収容凹部１２７、１３７及び仕切
り壁１２５の切欠凹部１１２ｂにより形成された左右方向に延在する収容空間内に嵌め込
まれ、固定される。それにより、ホルダ１４５に保持されているコモンコンタクト１４０
は、対応する複数の第１接地用コンタクト１３０に同時に接触することが可能となる。
【００７８】
　このようにして、図１１に示されるように、第１信号線用コンタクト１２０及び第１接
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地用コンタクト１３０が、対応する第１スリット１１２Ａ、１１２Ｂ内にＧ－Ｓ－Ｓ－Ｇ
配置で収容される。また、収容された第１接地用コンタクト１３０は、本実施例に係るコ
モンコンタクト１４０により、全て、電気的に接続された状態でカードエッジコネクタ１
１０の本体１１１に設置される。
【００７９】
　このように複数のコモンコンタクト４０で全ての第１接地用コンタクト３０を連結する
ことにより、プリント配線板間をつなぐ接地用コンタクトが全て同じ電位に保持される。
それにより、本実施例においても、上記第１の実施例と同じ作用効果を奏することが可能
となる。
【符号の説明】
【００８０】
１０、１１０　　　　　カードエッジコネクタ（雌コネクタ）
２０、１２０　　　　　第１信号線用コンタクト
３０、１３０　　　　　第１接地用コンタクト
４０、１４０　　　　　コモンコンタクト
５０、１５０　　　　　第２信号線用コンタクト
６０、１６０　　　　　第２接地用コンタクト
７０、９０　　　　　　プリント配線板
８０　　　　　　　　　プラグコネクタ（雄コネクタ）

【図１】 【図２】



(16) JP 5019187 B2 2012.9.5

【図３】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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