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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の対を有する構成であり、受け側コネク
タに差し込まれて接続される差込側コネクタであって、
　前記周方向に配置された複数の前記信号コンタクト部材の対の外周側を囲む円筒状のグ
ランド手段を有し、
　コネクタ同士が接続されたときに前記信号コンタクト部材の対と隣り合う他の前記信号
コンタクト部材の対との間をシールドするグランドコンタクト部材を配置する前記受け側
コネクタと接続される差込側コネクタ。
【請求項２】
　周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の対を有する構成であり、受け側コネク
タに差し込まれて接続される差込側コネクタであって、
　前記周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の対の内周側に円筒状のグランド手
段を有し、
　コネクタ同士が接続されたときに前記信号コンタクト部材の対と隣り合う他の前記信号
コンタクト部材の対との間をシールドするグランドコンタクト部材を配置する前記受け側
コネクタと接続される差込側コネクタ。
【請求項３】
　コネクタ同士が接続されたときに、前記グランドコンタクト部材と接触する様に配置さ
れたグランドコンタクトパターンをさらに有する請求項１又は２に記載の差込側コネクタ
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。
【請求項４】
　コネクタ同士が接続されたときに、前記周方向に配置された複数の信号コンタクト部材
の対の内周側に円筒状のシールド片を配置する前記受け側コネクタと接続される請求項１
に記載の差込側コネクタ。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の差込側コネクタが複数一体化してある差込側コネクタ。
【請求項６】
　前記信号コンタクト部材及びグランド手段は、絶縁性のシート本体の一方の面に全面に
グランド手段となるべき面状のパターンが形成してあり且つ反対側の面に信号コンタクト
部材となるべき線状のパターンが形成してあるシート部材を、丸めて円筒形にすることに
よって形成したものである請求項１又は請求項２に記載の差込側コネクタ。
【請求項７】
　前記信号コンタクト部材及びグランド手段及びグランドコンタクトパターンは、絶縁性
のシート本体の一方の面に全面にグランド手段となるべき面状のパターンが形成してあり
且つ反対側の面に信号コンタクト部材及びグランドコンタクト部材となるべき線状のパタ
ーンが形成してあるシート部材を、丸めて円筒形にすることによって形成したものである
請求項３に記載の差込側コネクタ。
【請求項８】
　周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の対と、信号コンタクト部材の対の外周
側を囲む円筒状のグランド手段を有する差込側コネクタが差し込まれる受け側コネクタで
あって、
　前記差込側コネクタの前記円筒状グランド部材と接触するように、周方向に配置してあ
る、複数のグランドコンタクト片と、前記信号コンタクト部材の対と隣り合う他の前記信
号コンタクト部材の対との間をシールドするグランドコンタクト部材と、
　前記差込側コネクタの前記信号コンタクト部材と接触するように、周方向に配置してあ
る複数の信号コンタクト片と、を有する受け側コネクタ。
【請求項９】
　周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の対と、信号コンタクト部材の対の内周
側に円筒状のグランド手段を有する差込側コネクタが差し込まれる受け側コネクタであっ
て、
　前記差込側コネクタの前記円筒状グランド部材と接触するように、周方向に配置してあ
る、複数のグランドコンタクト片と、前記信号コンタクト部材の対と隣り合う他の前記信
号コンタクト部材の対との間をシールドするグランドコンタクト部材と、
　前記差込側コネクタの前記信号コンタクト部材と接触するように、周方向に配置してあ
る複数の信号コンタクト片と、を有する受け側コネクタ。
【請求項１０】
　コネクタ同士が接続されたときに、前記グランドコンタクト部材と接触する様に配置さ
れたグランドコンタクトパターンを有する前記差し込み側コネクタが差し込まれる、請求
項８又は９に記載の受け側コネクタ。
【請求項１１】
　コネクタ同士が接続されたときに前記周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の
対の内周側に配置される円筒状のシールド片をさらに有する請求項８に記載の受け側コネ
クタ。
【請求項１２】
　請求項８又は９に記載の受け側コネクタが複数一体化してある受け側コネクタ。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項７のうち何れか一項に記載の差込側コネクタと、
　請求項８乃至請求項１２のうち何れか一項に記載の受け側コネクタとよりなる構成を有
することを特徴とするコネクタ装置。
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【請求項１４】
　請求項１乃至請求項７のうち何れか一項に記載の差込側コネクタと、請求項８乃至請求
項１２のうち何れか一項に記載の受け側コネクタにて、複数の対の伝送路を同時に接続す
る伝送路接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコネクタ装置に係り、特に、受け側コネクタと差込側コネクタとよりなるコネ
クタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　受け側コネクタと差込側コネクタとよりなるコネクタ装置は、信号コンタクトが横に一
直線に並んでいる構成が一般的であるが、信号コンタクトが周方向に並んで配置された構
成の受け側コネクタと差込側コネクタとよりなり、全体的に円筒状であるコネクタ装置も
ある。
【特許文献１】特開平１１－６７３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の円筒状であるコネクタ装置は、外部からの電磁ノイズ或いは一つのコネ
クタ内でのクロストークに対する対策が十分とはいえないものであった。
【０００４】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、上記課題を解決したコネクタ装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで、本発明は、周方向に配置された複数の信号コンタクト部材を有する構成であり
、受け側コネクタに差し込まれて接続される差込側コネクタであって、
　前記周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の外周側を囲む円筒状のグランド手
段を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　周方向に配置された複数の信号コンタクト部材の外周側を囲む円筒状のグランド手段は
、差込側コネクタが受け側コネクタに差し込まれて接続された状態で、外部からの電磁ノ
イズをシールドする。よって、この差込側コネクタを使用するコネクタ装置は、信号コン
タクトが周方向に配置された構成のものにおいて、外部からの電磁ノイズによる影響を受
けにくくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　次に本発明の実施の形態について説明する。
【０００８】
　図２５（Ａ）乃至（Ｉ）は以下に記載する各実施例になるコネクタ装置の接続状態を概
略的に且つ一覧できるよう示した図である。
【実施例１】
【０００９】
　図１は本発明の実施例１になるコネクタ装置１０を、これを構成する円筒状の受け側コ
ネクタ２０と円筒状の差込側コネクタ３０とを対応させて示す。図２はコネクタ装置１０
の概略図である。図３（Ａ）乃至（Ｄ）は円筒状の受け側コネクタ２０と円筒状の差込側
コネクタ３０とを対応させて示す。Ｘ１が差込側コネクタ３０を受け側コネクタ２０に差
し込む方向であり、Ｘ２が抜く方向である。図３（Ｂ）は図３（Ａ）の差込側コネクタ３
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０の左側面図であり、図３（Ｄ）は図３（Ｃ）の受け側コネクタ２０の左側面図である。
図４（Ａ）、（Ｂ）は差込側コネクタ３０が受け側コネクタ２０に接続されている状態を
示す。図２５（Ａ）はコネクタ装置１０を概略的に示す。コネクタ装置１０は平衡伝送路
に適用されるものである。平衡伝送とは、データごとに対をなす二本の電線を使用して、
伝送すべき＋信号とこの＋信号とは大きさが等しく逆向きの－信号とを同時に伝送する方
式である。
【００１０】
　[差込側コネクタ３０の構造]
　差込側コネクタ３０は、図５（Ａ），（Ｂ）に示すシート部材４０を矢印Ａの方向に、
即ち、グランド手段としてのグランドパターン４２が外側となる方向に湾曲させて丸めて
円筒形にしたものである。シート部材４０は、長方形の絶縁性のシート本体４１の下面４
１ｂの全面に面状のグランドパターン４２が成膜形成してあり、絶縁性のシート本体４１
の上面４１ａに、信号の伝送経路の一部となる線状の信号コンタクトパターン対４４－１
～４４－３が並んでいる等間隔で並んで成膜形成してあり、上面４１ａ及び下面４１ｂの
大部分が絶縁膜４７、４８で覆われている構成である。４８ａは切欠き窓部であり、グラ
ンドパターン４２の一部が露出している。通常は、対の数は多数であるが、図示の便宜上
、三つとしてある。信号コンタクトパターン対４４－１は、信号コンタクト部材としての
第１の信号コンタクトパターン４５と第２の信号コンタクトパターン４６とよりなる。
【００１１】
　シート部材４０を上記のように湾曲させて円筒形にしたことによって、図２（Ａ）、（
Ｂ）に示すように、絶縁性のシート本体４１によって円筒形状の絶縁体部３１が形成され
、併せて、この円筒形状絶縁体部３１の外周の全面にグランド手段としての円筒状のグラ
ンドパターン３２が形成され、信号コンタクトパターン対４４－１～４４－３が円筒形状
絶縁体部３１の内周に等角度間隔で並んだ状態となる。４９はシート部材４０の両端が突
き合わされて固定してある部分である。一つの信号コンタクトパターン対４４－１は、第
１の信号コンタクトパターン４５と第２の信号コンタクトパターン４６とよりなる。信号
コンタクトパターン４５、４６は差込側コネクタ３０の軸線３０ＣＬと平行である。
【００１２】
　３３は差込側コネクタ３０の本体部である。
【００１３】
　この差込側コネクタ３０は、一例として、本体部３３の部分で、複数のペア線を有する
ケーブル（図示せず）の端に、各信号コンタクトパターンを対応するペア線と接続された
状態で設けてある。
【００１４】
　なお、この差込側コネクタは、上記以外の製造方法、例えば、樹脂成形された円筒形状
絶縁体に信号コンタクト部材としての信号コンタクト導体線及びグランド手段としての円
筒状のグランド部材を組み込むこと製造の方法によって製造することも出来る。この場合
には、差込側コネクタは、信号コンタクトパターン４５，４６に代えて、信号コンタクト
導体線が周方向に配置され、円筒状のグランドパターン３２に代えて、グランド手段とし
ての金属板をプレス成形してなる円筒状のグランド部材が円筒形状絶縁体の内周面側に配
置された構成となる。
【００１５】
　[受け側コネクタ２０の構造]
　受け側コネクタ２０は、図１及び図３（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、絶縁体ブロック２
１と、信号コンタクトパターン対に対応して絶縁体ブロック２１に組み込んである三つの
コンタクト片群２３－１～２３－３と、絶縁体ブロック２１の中心に組み込んである一つ
のグランド部材２９とを有する構成である。
【００１６】
　絶縁体ブロック２１は、略円筒形状であり、中央に貫通穴２１ａを有し、且つ、差込側
コネクタ３０が差し込まれる円環状の空間２２が、Ｘ２側の面より凹んで形成してある。
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【００１７】
　一つコンタクト片群２３－１は、第１の信号コンタクト片２５と、第２の信号コンタク
ト片２６と、グランドコンタクト片２７，２８とよりなる。第１の信号コンタクト片２５
は、第１の信号コンタクトパターン４５に対応して、空間２２よりも中心側に、且つ、一
部が空間２２に突き出た状態で設けてある。第２の信号コンタクト片２６は、第２の信号
コンタクトパターン４６に対応して、空間２２よりも中心側に、且つ、一部が空間２２に
突き出た状態で設けてある。グランドコンタクト片２７，２８は、夫々、空間２２よりも
外周側に、第１、第２の信号コンタクトパターン４５、４６に対向した配置で、且つ、一
部が空間２２に突き出た状態で設けてある。よって、後述するように、第１の信号コンタ
クト片２５とグランドコンタクト片２７とは差込側コネクタ３０の同じ箇所を挟み、第２
の信号コンタクト片２６とグランドコンタクト片２８とは差込側コネクタ３０の別の同じ
箇所を挟む。また、第１の信号コンタクト片２５とグランドコンタクト片２７とは絶縁体
ブロック２１の中心線２１ＣＬを通る一つの面上に整列し、第２の信号コンタクト片２６
とグランドコンタクト片２８とは絶縁体ブロック２１の中心を通る別の一つの面上に整列
して、放射状に並んでいる。２５ａ，２６ａ，２７ａ，２８ａは、信号コンタクト片２５
，２６及びグランドコンタクト片２７，２８の脚部であり、絶縁体ブロック２１のＸ１側
の面に突き出ている。
【００１８】
　他のコンタクト片群２３－２、２３－３も、前記のコンタクト片群２３－１と同じ構造
である。
【００１９】
　グランド部材２９は、円筒形状であり、前記円環状の空間２２よりも中心側であって、
且つ、各コンタクト片群２３－１～２３－３の信号コンタクト片２５、２６よりも中心側
に、設けてある。グランド部材２９の先端２９ｂは、信号コンタクト片２５、２６の先端
よりもＸ２側に位置している。２９ａはグランド部材２９の脚部である。
【００２０】
　上記構成の受け側コネクタ２０は、脚部２５ａ～２９ａを、機器内のプリント基板のパ
ッドに半田付けされて実装してある。グランドコンタクト片２７，２８及びグランド部材
２９は共に接地電位となっている。
【００２１】
　[差込側コネクタ３０の受け側コネクタ２０への接続状態]
　図４（Ａ）、（Ｂ）、図２及び図２５（Ａ）に示すように、差込側コネクタ３０は周方
向上適宜に位置を決められて受け側コネクタ２０の円環状の空間２２内に差し込まれ十分
に深く挿入されて接続される。信号コンタクトパターン対４４－１の部分とコンタクト片
群２３－１の部分とに注目してみると、内周側の信号コンタクト片２５、２６と外周側の
グランドコンタクト片２７，２８とが差込側コネクタ３０の筒の部分を挟んでいる。第１
の信号コンタクトパターン４５と第１の信号コンタクト片２５とが接触されて接続され、
第２の信号コンタクトパターン４６と第２の信号コンタクト片２６とが接触されて接続さ
れている。この部分を通って、対をなす信号が伝送される。円筒状のグランドパターン３
２はグランドコンタクト片２７，２８に接触されて接続されており、接地電位とされてい
る。
【００２２】
　他の信号コンタクトパターン対の部分と他のコンタクト片群の部分との間も、上記と同
様に接続してある。
【００２３】
　よって、特に図３（Ａ）に示すように、接地電位となっている円筒状のグランドパター
ン３２は、全部の信号コンタクトパターンは勿論、全部の信号コンタクト片をも、その内
側に囲んでおり、タクトパターンと信号コンタクト片とが接続部分については周囲をシー
ルドされた同軸ケーブルと同様のシールド構造となっている。このため、外部からの電磁
ノイズは円筒状のグランドパターン３２によって遮断されて信号が伝送される部分までに
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は到らず、コネクタ装置１０は外部からの電磁ノイズの影響を受け難い特性を有する。
【００２４】
　また、図３（Ａ）に示すように、円筒状のグランド部材２９が、周方向に隣り合う信号
コンタクトパターン対の間、即ち、信号コンタクトパターン対４４－１と信号コンタクト
パターン対４４－２との間、信号コンタクトパターン対４４－２と信号コンタクトパター
ン対４４－３との間、信号コンタクトパターン対４４－３と信号コンタクトパターン対４
４－１との間を、遮蔽するように機能している。よって、コネクタ装置１０は、周方向に
隣り合う信号対間で信号の干渉、即ち、コネクタ装置１０内でのクロストークが起きにく
い特性を併せて有する。
【実施例２】
【００２５】
　図６及び図２５（Ｂ）は、本発明の実施例２になるコネクタ装置１０Ａを概略的に示す
。コネクタ装置１０Ａは、前記の差込側コネクタ３０と同じ構成である差込側コネクタと
、図７（Ａ）、（Ｂ）に示す受け側コネクタ２０Ａとよりなる構成である。
【００２６】
　受け側コネクタ２０Ａは、前記の受け側コネクタ２０とは若干相違する構成、即ち、周
方向に隣り合うコンタクト片群の間、即ち、コンタクト片群２３－１とコンタクト片材群
２３－２との間、コンタクト片材群２３－２とコンタクト片群２３－３との間、コンタク
ト片群２３－３とコンタクト片群２３－１との間に、グランド用コンタクト部材５０が追
加してある構成である。
【００２７】
　このグランド用コンタクト部材５０は、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、円環状の空
間２２を跨いで配置してある外側コンタクト片５０ａ及び内側コンタクト片５０ｂと、脚
部５０ｃとを有する。外側コンタクト片５０ａは、円環状の空間２２よりも外周側に配置
してあり、挿入された円筒状のグランドパターン３２と接触する。脚部５０ｃはプリント
基板のパッドに半田付けされて実装してあり、グランド用コンタクト部材５０は接地電位
となっている。
【００２８】
　差込側コネクタ３０が受け側コネクタ２０Ａに接続された状態で、図６及び図２５（Ｂ
）に示すように、周方向に隣り合う信号対の間は、円筒状のシールド片２９に加えてグラ
ンド用コンタクト部材５０によって遮蔽されている。よって、コネクタ装置１０Ａは、前
記コネクタ装置１０に比較して、周方向に隣り合う信号対の間で信号の干渉が更に起きに
くい特性を有する。
【実施例３】
【００２９】
　図１０は図１５（Ｃ）は、本発明の実施例３になるコネクタ装置１０Ｂを概略的に示す
。コネクタ装置１０Ｂは、図９（Ａ）、（Ｂ）に示す差込側コネクタ３０Ｂと、図７（Ａ
）、（Ｂ）に示す受け側コネクタ２０Ａとよりなる構成である。
【００３０】
　差込側コネクタ３０Ｂは、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す差込側コネクタ３０とは、周方向
の隣り合う信号コンタクトパターン対４４－１～４４－３の間にグランドコンタクト部材
としてのグランドコンタクトパターン４３を有する点が相違する構成である。この差込側
コネクタ３０Ｂは、図１０（Ａ），（Ｂ）に示すシート部材４０Ｂを矢印Ａ方向に湾曲さ
せて円筒形にして製造される。シート部材４０Ｂは、図５（Ａ），（Ｂ）に示すシート部
材４０とは、グランドコンタクトパターン４３を有する点が相違する。グランドコンタク
トパターン４３は、隣り合う信号コンタクトパターン対４４－１～４４－３の間に、信号
コンタクトパターンと平行に延在している。
【００３１】
　差込側コネクタ３０Ｂが受け側コネクタ２０Ａに接続された状態で、図８及び図２５（
Ｂ）に示すように、グランドコンタクトパターン４３は内側コンタクト片５０ｂと接触し
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、円筒状のグランドパターン３２が外側コンタクト片５０ａと接触している。
【００３２】
　周方向に隣り合う信号対の間は、円筒状のシールド片２９及びグランド用コンタクト部
材５０に加えて、グランドコンタクトパターン４３によって遮蔽されている。よって、コ
ネクタ装置１０Ｂは、前記コネクタ装置１０Ａに比較して、周方向に隣り合う信号対の間
で信号の干渉が更に起きにくい特性を有する。
【実施例４】
【００３３】
　図１１は本発明の実施例４になるコネクタ装置１０Ｃを、これを構成する円筒状の受け
側コネクタ２０Ｃと円筒状の差込側コネクタ３０とを対応させて示す。図１２及び図２５
（Ｃ）は、コネクタ装置１０Ｂを概略的に示す。図１３（Ａ）乃至（Ｄ）は円筒状の受け
側コネクタ２０Ｃと円筒状の差込側コネクタ３０とを対応させて示す。
【００３４】
　コネクタ装置１０Ｂは、図１３（Ａ）、（Ｂ）に示す差込側コネクタ３０と、図１３（
Ｃ）、（Ｄ）に示す受け側コネクタ２０Ｃとよりなる構成である。
【００３５】
　差込側コネクタ３０は、本発明の実施例１のコネクタ装置１０の差込側コネクタ３０と
同じ構成である。
【００３６】
　受け側コネクタ２０Ｃは、本発明の実施例１のコネクタ装置１０の受け側コネクタ２０
とは若干相違する構成、即ち、グランド部材２９を有していない構成である。
【００３７】
　図１４（Ａ）、（Ｂ）、図１２及び図２５（Ｄ）に示すように、差込側コネクタ３０は
受け側コネクタ２０Ｃに接続される。
【００３８】
　コネクタ装置１０Ｃは、コンタクトパターンと信号コンタクト片との接続部分は、円筒
状のグランド部材２９によって囲まれて周囲をシールドされた同軸ケーブルと同様のシー
ルド構造となっている。このため、外部からの電磁ノイズは円筒状のグランドパターン３
２によって遮断されて信号が伝送される部分までには到らず、コネクタ装置１０Ｃは外部
からの電磁ノイズの影響を受け難い特性を有する。
【実施例５】
【００３９】
　図１５及び図２５（Ｅ）は、本発明の実施例４になるコネクタ装置１０Ｄを概略的に示
す。コネクタ装置１０Ｄは、上記の差込側コネクタ３０と、図１６（Ａ）、（Ｂ）に示す
受け側コネクタ２０Ｄとよりなる構成である。
【００４０】
　受け側コネクタ２０Ｄは、前記の図７の受け側コネクタ２０Ａとは若干相違する構成、
即ち、グランド部材２９を有していない構成である。
【００４１】
　差込側コネクタ３０が受け側コネクタ２０Ｃに接続された状態で、図１５及び図２５（
Ｅ）に示すように、周方向に隣り合う信号対の間は、グランド用コンタクト部材５０によ
って遮蔽されている。よって、コネクタ装置１０Ｃは、図２５（Ｄ）に示す前記のコネク
タ装置１０Ｃに比較して、隣り合う信号対の間で信号の干渉が更に起きにくい特性を有す
る。
【実施例６】
【００４２】
　図１７及び図２５（Ｅ）は、本発明の実施例６になるコネクタ装置１０Ｅを概略的に示
す。コネクタ装置１０Ｅは、図９（Ａ）、（Ｂ）に示す差込側コネクタ３０Ｂと、図１６
（Ａ）、（Ｂ）に示す受け側コネクタ２０Ｄとよりなる構成である。
【００４３】
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　差込側コネクタ３０Ｂが受け側コネクタ２０Ｄに接続された状態で、グランドコンタク
トパターン４３は内側コンタクト片５０ｂと接触し、円筒状のグランドパターン３２が外
側コンタクト片５０ａと接触している。周方向に隣り合う信号対の間は、グランド用コン
タクト部材５０に加えて、グランドコンタクトパターン４３によって遮蔽されている。よ
って、コネクタ装置１０Ｅは、前記コネクタ装置１０Ｄに比較して、周方向に隣り合う信
号対の間で信号の干渉が更に起きにくい特性を有する。
【実施例７】
【００４４】
　図１８は本発明の実施例７になるコネクタ装置１０Ｄを、これを構成する円筒状の受け
側コネクタ２０Ｆと円筒状の差込側コネクタ３０Ｆとを対応させて示す。図２０（Ａ）乃
至（Ｄ）は円筒状の受け側コネクタ２０Ｆと円筒状の差込側コネクタ３０Ｆとを対応させ
て示す。図２１（Ａ）、（Ｂ）は差込側コネクタ３０が受け側コネクタ２０に接続されて
いる状態を示す。図１９、図２５（Ｇ）は、コネクタ装置１０Ｆを概略的に示す。各図中
、図１乃至図３に示す構成部分と対応する構成部分には同一符号を付す。
【００４５】
　[差込側コネクタ３０Ｆの構造]
　差込側コネクタ３０Ｆは、図５に示すシート部材４０を矢印Ｂの方向に、即ち、グラン
ドパターン４２が内側となる方向に湾曲させて円筒形にしたものである。
【００４６】
　シート部材４０を上記のように湾曲させて円筒形にしたことによって、図２０（Ａ），
（Ｂ）に示すように、円筒形状の絶縁体部３１が形成され、併せて、この円筒形状絶縁体
部３１の内周の全面に円筒状のグランドパターン３２が形成され、信号コンタクトパター
ン対４４Ｆ－１～４４Ｆ－３が円筒形状絶縁体部３１の外周に等角度間隔で並んだ状態と
なる。一つの信号コンタクトパターン対４４Ｆ－１は、第１の信号コンタクトパターン４
５と第２の信号コンタクトパターン４６とよりなる。なお、第１の信号コンタクトパター
ン４５と第２の信号コンタクトパターン４６との配置は第１実施例の場合とは逆になるけ
れども、説明の便宜上第１実施例の場合と同じ向きとして説明する。この差込側コネクタ
３０Ｆは、一例としてケーブルの端に接続してある。
[受け側コネクタ２０Ｆの構造]
　受け側コネクタ２０Ｆは、図１８及び図２０（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、絶縁体ブロ
ック２１と、信号コンタクトパターン対に対応して絶縁体ブロック２１に組み込んである
三つのコンタクト片群２３Ｆ－１～２３Ｆ－３とを有する構成である。
【００４７】
　絶縁体ブロック２１は、略円筒形状であり、差込側コネクタ３０が差し込まれる円環状
の空間２２を有する。
【００４８】
　一つコンタクト片群２３Ｆ－１は、第１の信号コンタクト片２５と、第２の信号コンタ
クト片２６と、グランドコンタクト片２７，２８とよりなる。第１、第２の信号コンタク
ト片２５、２６は、夫々第１、第２の信号コンタクトパターン４５、４６に対応して、空
間２２よりも外周側に、且つ、一部が空間２２に突き出た状態で設けてある。グランドコ
ンタクト片２７，２８は、夫々、空間２２よりも中心側に、第１、第２の信号コンタクト
パターン４５、４６に対向した配置で、且つ、一部が空間２２に突き出た状態で設けてあ
る。
【００４９】
　上記構成の受け側コネクタ２０Ｆは、脚部２５ａ～２９ａを、機器内のプリント基板の
パッドに半田付けされて実装してある。グランドコンタクト片２７，２８は接地電位とな
っている。
[差込側コネクタ３０Ｆの受け側コネクタ２０Ｆへの接続状態]
　図２１（Ａ）、（Ｂ）及び図２５（Ｇ）に示すように、差込側コネクタ３０Ｆは周方向
上適宜に位置を決められて受け側コネクタ２０Ｆの円環状の空間２２内に十分に深く挿入
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されて接続される。信号コンタクトパターン対４４Ｆ－１の部分とコンタクト片群２３Ｆ
－１の部分とに注目してみると、外周側の信号コンタクト片２５、２６と内周側のグラン
ドコンタクト片２７，２８とが差込側コネクタ３０Ｆの筒の部分を挟んでいる。第１の信
号コンタクトパターン４５と第１の信号コンタクト片２５とが接触されて接続され、第２
の信号コンタクトパターン４６と第２の信号コンタクト片２６とが接触されて接続されて
いる。この部分を通って、対をなす信号が伝送される。円筒状のグランドパターン３２は
グランドコンタクト片２７，２８に接触されて接続されており、接地電位とされている。
【００５０】
　他の信号コンタクトパターン対の部分と他のコンタクト片群の部分との間も、上記と同
様に接続してある。
【００５１】
　よって、信号コンタクトパターン対の部分とコンタクト片群の部分とが接続してある部
分は、すべて、接地電位となっている円筒状のグランドパターン３２の外周側に配されて
いる。円筒状のグランドパターン３２は、その湾曲によって、隣り合う信号対の間に入り
込んで隣り合う信号対の間を遮蔽するように機能している。よって、コネクタ装置１０Ｆ
は、隣り合う信号対の間で信号の干渉が起きにくい特性を有する。
【００５２】
　なお、図３（Ｃ）に示す円筒形状のグランド部材２９を設けてもよい。
【実施例８】
【００５３】
　図２２及び図２５（Ｆ）は、本発明の実施例５になるコネクタ装置１０Ｇを概略的に示
す。コネクタ装置１０Ｇは、前記の差込側コネクタ３０Ｆと、図２３（Ａ）、（Ｂ）に示
す受け側コネクタ２０Ｇとよりなる構成である。
【００５４】
　受け側コネクタ２０Ｇは、前記の受け側コネクタ２０Ｆとは若干相違する構成、即ち、
周方向に隣り合うコンタクト片群の間、即ち、コンタクト片群２３Ｆ－１とコンタクト片
群２３Ｆ－２との間、コンタクト片群２３Ｆ－２とコンタクト片群２３Ｆ－３との間、コ
ンタクト片群２３Ｆ－３とコンタクト片群２３Ｆ－１との間に、グランド用コンタクト部
材５０Ｇが追加してある構成である。
【００５５】
　このグランド用コンタクト部材５０Ｇは、図２３（Ａ）、（Ｂ）に示すように、外側コ
ンタクト片５０Ｇａ及び内側コンタクト片５０Ｇｂと、脚部５０Ｇｃとを有する。内側コ
ンタクト片５０Ｇｂは、円環状の空間２２よりも内周側に配置してあり、挿入された円筒
状のグランドパターン３２と接触する。脚部５０Ｇｃはプリント基板のパッドに半田付け
されて実装してあり、グランド用コンタクト部材５０Ｇは接地電位となっている。
【００５６】
　差込側コネクタ３０Ｆが受け側コネクタ２０Ｇに接続された状態で、図２２及び図１５
（Ｈ）に示すように、隣り合う信号対の間は、グランド用コンタクト部材５０Ｇによって
遮蔽されている。よって、コネクタ装置１０Ｇは、図１８に示すコネクタ装置１０Ｆに比
較して、隣り合う信号対の間で信号の干渉が起きにくい特性を有する。
【００５７】
　なお、図３（Ｃ）に示す円筒形状のグランド部材２９を設けてもよい。
【実施例９】
【００５８】
　図２４及び図２５（Ｉ）は、本発明の実施例９になるコネクタ装置１０Ｈを概略的に示
す。コネクタ装置１０Ｈは、差込側コネクタ３０Ｈと、図２３（Ａ）、（Ｂ）に示す受け
側コネクタ２０Ｇとよりなる構成である。
【００５９】
　差込側コネクタ３０Ｈは、図１０（Ａ），（Ｂ）に示すシート部材４０Ｂを矢印Ｂ方向
に湾曲させて円筒形にして製造される。外周側において、グランドコンタクトパターン４



(10) JP 4971857 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

３は、隣り合う信号コンタクトパターン対４４－１～４４－３の間に、信号コンタクトパ
ターンと平行に延在している。
【００６０】
　差込側コネクタ３０Ｈが受け側コネクタ２０Ｇに接続された状態で、図２４及び図２５
（Ｉ）に示すように、円筒状のグランドパターン３２が内側コンタクト片５０ｂと接触し
、グランドコンタクトパターン４３が外側コンタクト片５０ａと接触している。
【００６１】
　周方向に隣り合う信号対の間は、円筒状のシールド片２９及びグランド用コンタクト部
材５０Ｇに加えて、グランドコンタクトパターン４３によって遮蔽されている。よって、
コネクタ装置１０Ｈは、前記コネクタ装置１０Ｇに比較して、周方向に隣り合う信号対の
間で信号の干渉が更に起きにくい特性を有する。
【００６２】
　なお、図３（Ｃ）に示す円筒形状のグランド部材２９を設けてもよい。
【実施例１０】
【００６３】
　図２６は、本発明の実施例１０になる差込側コネクタ３０Ｊを示す。この差込側コネク
タ３０Ｊは、前記の何れかの実施例になる複数の差込側コネクタ３０等が直方体形状の絶
縁性のブロック６０によって複数一体化された構成である。
【実施例１１】
【００６４】
　図２７は、本発明の実施例１１になる受け側コネクタ２０Ｋを示す。この受け側コネク
タ２０Ｋは、前記の何れかの実施例になる複数の受け側コネクタ２０等が直方体形状の絶
縁性のブロック６１によって複数一体化された構成である。
[変形例等]
　また、上記の各実施例の差込側コネクタ３０等、受け側コネクタ２０等において、信号
コンタクトパターン及び信号コンタクト片を、各信号伝送路毎に一対ずつではなくて、一
つずつ設けた構成にすることも出来る。この構成のコネクタは、通常の伝送方式に適用さ
れる。この構成のコネクタも、前記の平衡伝送に適用されるコネクタ装置１０等によって
得られる効果と同様の効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施例１になるコネクタ装置を、受け側コネクタと差込側コネクタとを
対応させて示す斜視図である。
【図２】図１のコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタと併せて概略的に示
す図である。
【図３】受け側コネクタと円筒状の差込側コネクタとを対応させて示す図であり、（Ｃ）
は（Ｄ）中、Ｃ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図４】差込側コネクタが受け側コネクタに接続されている状態を示す図であり、（Ｂ）
は（Ａ）中、Ｂ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図５】シート部材の斜視図である。
【図６】本発明の実施例２になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタと
併せて概略的に示す図である。
【図７】本発明の実施例２になるコネクタ装置の受け側コネクタを示す図であり、（Ａ）
は（Ｂ）中、Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図８】本発明の実施例３になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタと
併せて概略的に示す図である。
【図９】本発明の実施例３になるコネクタ装置の差込側コネクタを示す図である。
【図１０】シート部材の斜視図である。
【図１１】本発明の実施例４になるコネクタ装置を、受け側コネクタと差込側コネクタと
を対応させて示す斜視図である。
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【図１２】本発明の実施例４になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図１３】受け側コネクタと円筒状の差込側コネクタとを対応させて示す図であり、（Ｃ
）は（Ｄ）中、Ｃ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１４】差込側コネクタが受け側コネクタに接続されている状態を示す図であり、（Ｂ
）は（Ａ）中、Ｂ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図１５】本発明の実施例５になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図１６】本発明の実施例５になるコネクタ装置の受け側コネクタを示す図であり、（Ａ
）は（Ｂ）中、Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図１７】本発明の実施例６になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図１８】本発明の実施例７になるコネクタ装置を、受け側コネクタと差込側コネクタと
を対応させて示す斜視図である。
【図１９】本発明の実施例７になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図２０】受け側コネクタと円筒状の差込側コネクタとを対応させて示す図であり、（Ｃ
）は（Ｄ）中、Ｃ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図２１】差込側コネクタが受け側コネクタに接続されている状態を示す図であり、（Ｂ
）は（Ａ）中、Ｂ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図２２】本発明の実施例８になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図２３】本発明の実施例８になるコネクタ装置の受け側コネクタを示す図であり、（Ａ
）は（Ｂ）中、Ａ－Ａ線に沿う断面図である。
【図２４】本発明の実施例９になるコネクタ装置を、受け側コネクタ及び差込側コネクタ
と併せて概略的に示す図である。
【図２５】本発明の各実施例になるコネクタ装置の接続状態を概略的に且つ一覧できるよ
う示す図である。
【図２６】本発明の実施例１０になるコネクタ装置の差込側コネクタを示す斜視図である
。
【図２７】本発明の実施例１１になるコネクタ装置の受け側コネクタを示す斜視図である
。
【符号の説明】
【００６６】
　１０、１０Ａ～１０Ｉ　コネクタ装置
　２０，２０Ａ、２０Ｃ、２０Ｄ，２０Ｆ、２０Ｇ　受け側コネクタ
　２１　絶縁体ブロック
　２２　円環状の空間
　２３－１～２３－３　コンタクト片群
　２５　第１の信号コンタクト片（信号コンタクト片）
　２６　第２の信号コンタクト片（信号コンタクト片）
　２７，２８　グランドコンタクト片
　２９　円筒形状シールド部材（グランド部材）
　３０、３０Ｂ，３０Ｆ　差込側コネクタ
　３１　円筒形状絶縁体部
　３２　円筒状グランドパターン（グランド手段）
　３３　本体部
　４０，４０Ｂ　シート部材
　４１　シート本体
　４２　グランドパターン
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　４３　グランドコンタクトパターン（グランドコンタクト部材）
　４４－１～４４－３、４４Ｄ－１～４４Ｄ－３　信号コンタクトパターン対
　４５　第１の信号コンタクトパターン（信号コンタクト部材）
　４６　第２の信号コンタクトパターン（信号コンタクト部材）
　５０、５０Ｇ　グランド用コンタクト片
　６０、６１　絶縁性のブロック

【図１】 【図２】



(13) JP 4971857 B2 2012.7.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(17) JP 4971857 B2 2012.7.11

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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