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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と該本体部より突き出している突き出し部とを有する絶縁材料製のブロック体と
、
　板状の基部の一側にグランドコンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該
基部を上記本体部に固定され、該グランドコンタクト部を上記突き出し部に固定されて設
けてある板状のグランドコンタクト部材と、
　基部の一側に信号コンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該基部を上記
本体部に固定され、該信号コンタクト部を上記突き出し部に固定されて設けてある第１の
信号コンタクト部材と、
　基部の一側に信号コンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該基部を上記
本体部に固定され、該信号コンタクト部を上記突き出し部に固定されて設けてある第２の
信号コンタクト部材とを有し、
　一つの信号コンタクト対をなす第１、第２の信号コンタクト部材と、グランドコンタク
ト部材とが、上記ブロック体に支持されて交互に配されている構成の平衡伝送用プラグコ
ネクタにおいて、
　上記グランドコンタクト部材は、上記実装用端子部を、上記グランドコンタクト部より
低い位置に上記ブロック体の上記本体部より上記突き出し部とは反対の方向に延在して有
し、且つ、上記板状の基部のうち実装用端子部側の部分及び上記実装用端子部は、両面側
から均等に薄くされて上記グランドコンタクト部よりも薄厚である形状であり、
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　上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々上記基部と実装用端子部との間に、長さ
調整部分及び延在部を有し、上記実装用端子部は上記ブロック体の上記本体部より上記突
き出し部とは反対の方向に延在している形状であり、
　上記第１の信号コンタクト部材の上記実装用端子部と上記第２の信号コンタクト部材の
上記実装用端子部とは、上記グランドコンタクト部材の実装用端子部と同じ高さに位置し
、且つ、隣り合うグランドコンタクト部材の実装用端子部の間に、上記第１の信号コンタ
クト部材の上記実装用端子部と上記第２の信号コンタクト部材の上記実装用端子部との間
隔と、上記第１、第２の信号コンタクト部材の実装用端子部と上記グランドコンタクト部
材の上記実装用端子部との間隔とを等しくされて並んでいる構成としたことを特徴とする
平衡伝送用プラグコネクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記グランドコンタクト部材は、両面側から均等に薄くされた薄厚の部分は、プレス加
工によって形成したものであることを特徴とする平衡伝送用プラグコネクタ。
【請求項３】
　請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部は、隣り合うグランド
コンタクト部材の板状の基部のうちブロック体の本体部より突き出し部とは反対側に突き
出している部分の間に位置している構成としたことを特徴とする平衡伝送用プラグコネク
タ。
【請求項４】
　請求項１又は請求項３に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、上記第１、第２の
信号コンタクト部材の長さ調整部分は、上記延在部の端が上記第１信号コンタクト部材の
信号コンタクトと第２の信号コンタクト部材の信号コンタクトとの中間の高さに位置する
ように、互いに逆向きに湾曲してあり、
　上記第１の信号コンタクト部材の延在部及び第２の信号コンタクト部材の延在部は、長
さ調整部分側の端から実装用端子部まで平行に延在している構成としたことを特徴とする
平衡伝送用プラグコネクタ。
【請求項５】
　請求項４に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々その長さ調整部分が基部のうちその中心
よりも信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向上互いに反対方向
にずれている部位より延出している構成としたことを特徴とする平衡伝送用プラグコネク
タ。
【請求項６】
　請求項４に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々その長さ調整部分が基部の中心より延出
して、信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向上互いに反対方向
に湾曲している構成としたことを特徴とする平衡伝送用プラグコネクタ。
【請求項７】
　請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記ブロック体は、該本体部より上記突き出し部とは反対側に突き出ている位置規制部
を有し、
　上記グランドコンタクト部材の実装用端子部、第１の信号コンタクト部材の実装用端子
部、及び第２の信号コンタクト部材の実装用端子部が上記位置規制部と係合して位置を規
制されている構成としたことを特徴とする平衡伝送用プラグコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は平衡伝送用プラグコネクタに係り、特に実装用端子部がＬ字形状とされており、
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接続部がプリント回路基板と平行の向きとされてプリント回路基板上に実装されるライト
アングル型の平衡伝送用プラグコネクタに関する。
【０００２】
パーソナルコンピュータと周辺機器との間でデータを伝送する方式として、平衡伝送方式
が多く採用されつつある。平衡伝送方式は、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し、
＋信号と－信号とのレベルの差を情報として認識する方式であり、通常の伝送方式に比べ
てノイズの影響を受けにくいという利点を有している。
【０００３】
平衡伝送方式が正常に動作するためには、対をなす＋信号が伝送されるラインと－信号が
伝送されるラインとが平行であること及び同じ長さであること、及び隣り合う対のライン
の間がグランド電位とされてシールドされていることが必要である。
【０００４】
【従来の技術】
図１は従来の平衡伝送用プラグコネクタ１０を示す。Ｘ１－Ｘ２はコネクタの幅方向、Ｙ
１－Ｙ２はコネクタの挿入接続方向、Ｚ１－Ｚ２はコネクタの高さ方向である。プラグコ
ネクタ１０は、電気絶縁性を有する合成樹脂製のモールド部品であるブロック体２０に、
対をなす第１、第２の信号コンタクト部材３０－１，３０－２と、板状のグランドコンタ
クト部材３１とが、Ｘ１－Ｘ２方向に所定のピッチｐ１で交互に並んで組み込まれている
構造である。
【０００５】
グランドコンタクト３１はフォーク形状の実装端子部３１ａを有し、第１、第２の信号コ
ンタクト部材３０－１，３０－２の実装端子部３０－１ａ，３０－２ａは共にＹ１方向に
直線的に延びておりＺ１－Ｚ２方向上対向している。
【０００６】
この平衡伝送用プラグコネクタ１０は、実装端子部３１ａ及び実装端子部３０－１ａ，３
０－２ａがプリント基板４０の縁の部分を挟んだ状態で、各実装端子部３１ａ、３０－１
ａ，３０－２ａがプリント基板４０上のパッドに半田付けされて実装される。
【０００７】
【特許文献】
特開２００３－５９５９３号公報（図４、図５）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
近年、平衡伝送用プラグコネクタの使用態様が多様化しており、例えば、コネクタの挿入
接続方向をプリント回路基板の面と平行である方向として、プリント回路基板上に実装す
ることも必要とされてきている。このためには、平衡伝送用プラグコネクタをライトアン
グル型とすることが必要であり、且つ対をなす信号コンタクトの実装端子部をＬ字形状と
すると共に、できるだけ平行とし、且つ、同じ長さとなるようにすることが必要である。
【０００９】
そこで、本発明は上記課題を解決した平衡伝送用プラグコネクタを提供することを目的と
する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、本体部と該本体部より突き出している突き出し部とを有する絶縁材
料製のブロック体と、
　板状の基部の一側にグランドコンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該
基部を上記本体部に固定され、該グランドコンタクト部を上記突き出し部に固定されて設
けてある板状のグランドコンタクト部材と、
　基部の一側に信号コンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該基部を上記
本体部に固定され、該信号コンタクト部を上記突き出し部に固定されて設けてある第１の
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信号コンタクト部材と、
　基部の一側に信号コンタクト部、該基部の反対側に実装用端子部を有し、該基部を上記
本体部に固定され、該信号コンタクト部を上記突き出し部に固定されて設けてある第２の
信号コンタクト部材とを有し、
　一つの信号コンタクト対をなす第１、第２の信号コンタクト部材と、グランドコンタク
ト部材とが、上記ブロック体に支持されて交互に配されている構成の平衡伝送用プラグコ
ネクタにおいて、
　上記グランドコンタクト部材は、上記実装用端子部を、上記グランドコンタクト部より
低い位置に上記ブロック体の上記本体部より上記突き出し部とは反対の方向に延在して有
し、且つ、上記板状の基部のうち実装用端子部側の部分及び上記実装用端子部は、両面側
から均等に薄くされて上記グランドコンタクト部よりも薄厚である形状であり、
　上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々上記基部と実装用端子部との間に、長さ
調整部分及び延在部を有し、上記実装用端子部は上記ブロック体の上記本体部より上記突
き出し部とは反対の方向に延在している形状であり、
　上記第１の信号コンタクト部材の上記実装用端子部と上記第２の信号コンタクト部材の
上記実装用端子部とは、上記グランドコンタクト部材の実装用端子部と同じ高さに位置し
、且つ、隣り合うグランドコンタクト部材の実装用端子部の間に、上記第１の信号コンタ
クト部材の上記実装用端子部と上記第２の信号コンタクト部材の上記実装用端子部との間
隔と、上記第１、第２の信号コンタクト部材の実装用端子部と上記グランドコンタクト部
材の上記実装用端子部との間隔とを等しくされて並んでいる構成としたものである。
【００１１】
グランドコンタクト部材は板状の基部のうち実装用端子部側の部分及び実装用端子部がグ
ランドコンタクト部よりも薄厚である構成であるため、グランドコンタクト部材の上下端
のコンタクト部の幅寸法を狭めずに且つ機械的強度を低下させないで、隣り合うグランド
コンタクト部材の実装用端子部の間のスペースが広がる。これによって、隣り合うグラン
ドコンタクト部材の実装用端子部の間のスペースに、第１の信号コンタクト部材の実装用
端子部と第２の信号コンタクト部材の実装用端子部を配置することが可能となる。第１の
信号コンタクト部材の実装用端子部と第２の信号コンタクト部材の実装用端子部とグラン
ドコンタクト部材の実装用端子部とが同じ高さに位置して並んでいるため、プリント回路
基板上に搭載して実装可能であるライトアングル型の平衡伝送用プラグコネクタが実現さ
れる。
【００１２】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
　上記グランドコンタクト部材は、両面側から均等に薄くされた薄厚の部分は、プレス加
工によって形成したものであるようにしたものである。
【００１３】
薄厚の部分を簡単に形成することが可能となる。また、薄厚化は両面側から均等になされ
る。
【００１４】
請求項３の発明は、請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
上記第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部は、隣合うグランドコン
タクト部材の板状の基部のうちブロック体の本体部より突き出し部とは反対側に突き出し
ている部分の間に位置している構成としたものである。
【００１５】
一の対を構成する第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部と、隣りの
対を構成する第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部とは、グランド
コンタクト部材の板状の基部のうちブロック体の本体部より突き出し部とは反対側に突き
出している部分によって仕切られ、干渉し合うことが制限される。
【００１６】
請求項４の発明は、請求項１又は請求項３に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
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上記第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分は、上記延在部の端が上記第１信号
コンタクト部材の信号コンタクトと第２の信号コンタクト部材の信号コンタクトとの中間
の高さに位置するように、互いに逆向きに湾曲してあり、
上記第１の信号コンタクト部材の延在部及び第２の信号コンタクト部材の延在部は、長さ
調整部分側の端から実装用端子部まで平行に延在している構成としたものである。
【００１７】
第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分は、延在部の端が上記第１信号コンタク
ト部材の信号コンタクトと第２の信号コンタクト部材の信号コンタクトとの中間の高さに
位置するように形成してあるため、長さ調整部分の形状は単純な形状で済む。
【００１８】
また、延在部は長さ調整部分側の端から実装用端子部まで平行に延在しているため、対を
なす信号が第１、第２の信号コンタクト部材の延在部を伝送される間においても、＋信号
と－信号とのカップリングは成立し続けスキューが発生しないようになる。
【００１９】
請求項５の発明は、請求項４に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々その長さ調整部分が基部のうちその中心よ
りも信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向上互いに反対方向に
ずれている部位より延出している構成としたものである。
【００２０】
長さ調整部分が基部のうちその中心よりも信号コンタクト対とグランドコンタクト部材と
の並んでいる方向上互いに反対方向にずれている部位より延出しているため、長さ調整部
分を信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向に湾曲させる必要が
なく、プレス加工が簡単であり、且つ、延在部及び実装用端子部の位置が精度良く決まる
。
【００２１】
請求項６の発明は、請求項４に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
上記第１、第２の信号コンタクト部材は、夫々その長さ調整部分が基部の中心より延出し
て、信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向上互いに反対方向に
湾曲している構成としたものである。
【００２２】
長さ調整部分が延出している部位が基部の中心であるため、第１、第２の信号コンタクト
部材は、基部を特別に幅広とする必要はない。
【００２３】
請求項７の発明は、請求項１に記載の平衡伝送用プラグコネクタにおいて、
上記ブロック体は、該本体部より上記突き出し部とは反対側に突き出ている位置規制部を
有し、
上記グランドコンタクト部材の実装用端子部、第１の信号コンタクト部材の実装用端子部
、及び第２の信号コンタクト部材の実装用端子部が上記位置規制部と係合して位置を規制
されている構成としたものである。
【００２４】
位置規制部を有することによって、グランドコンタクト部材、第１、第２の信号コンタク
ト部材の実装用端子部の実装用端子部並び方向の位置が精度良く決定され、且つ、実装用
端子部並びのピッチが狭くても隣り合う実装用端子部間が短絡する不都合を回避出来る。
【００２５】
【発明の実施の形態】
図２及び図３は本発明の一実施例になるライトアングルタイプであって且つ表面実装タイ
プである平衡伝送用プラグコネクタ５０を示す。Ｘ１－Ｘ２はコネクタの幅方向、Ｙ１－
Ｙ２はコネクタの挿入接続方向、Ｚ１－Ｚ２はコネクタの高さ方向である。プラグコネク
タ５０は、電気絶縁性を有する合成樹脂製のモールド部品であるブロック体６０に、信号
コンタクト対８０をなす第１、第２の信号コンタクト部材８１－１，８１－２と、板状の
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グランドコンタクト部材９０とが組み込まれている構造である。図４に示すように、第１
、第２の信号コンタクト部材８１－１，８１－２とグランドコンタクト部材９０とはピッ
チｐ１で交互に並んでいる。また、第１、第２の信号コンタクト部材８１－１，８１－２
はその全長に亘って、隣り合うグランドコンタクト部材９０の間に位置している。
【００２６】
図２及び図３に示すように、ブロック体６０は、本体部６１と、本体部６１のＸ１－Ｘ２
の端よりＹ１方向に延びている支持部６２，６３と、本体部６１よりＹ２方向に突き出し
ている板状の突き出し部６４と、本体部６１よりＹ１方向に突き出して支持部６２，６３
間を占めている位置規制部６５と、支持部６２，６３の下面のボス部６６とを有する。本
体部６１と支持部６２，６３とは、Ｚ１側からみてＵ字形状をなしている。図６（Ａ），
（Ｂ）は、分かり易くするために、ブロック体６０の一部をＸ１－Ｘ２方向に拡大して示
す。図６（Ａ），（Ｂ）に示すように、本体部６１には、グランドコンタクト部材用のス
リット７０と、第１、第２の信号コンタクト部材用のトンネル７１、７２とが、交互に、
形成してあり、ピッチｐ１で並んでいる。突き出し部６４には、スリット７０の延長であ
るスリット７３と、トンネル７１の延長である溝７４と、トンネル７２の延長である溝７
５とが形成してある。溝７４は突き出し部６４のＺ１側の面に、溝７５は突き出し部６４
のＺ２側の面に、夫々形成してある。スリット７３は突き出し部６４のＹ２方向端の直前
の位置までであり、突き出し部６４のＹ２側の部分は残っており、スリット７３によって
分断されている部分は符号６４ａで示す繋ぎ部によって繋がっている。図６（Ｂ）に示す
ように、位置規制部６４には、Ｙ１側の縁に、スリット７６，７７，７８が形成してある
。深いスリット７６はスリット７０に対応する位置に形成してあり、浅いスリット７７，
７８は、隣り合うスリット７６の間を等分する位置に形成してある。スリット７６，７７
，７８は、ピッチｐ２で並んでいる。ピッチｐ２は、ピッチｐ１の２／３である。
【００２７】
以下、幅及び厚さ及び寸法ａ、ｂ、ｃは、共にＸ１－Ｘ２方向の寸法をいう。
【００２８】
スリット７０の幅、スリット７３の幅、溝７４の幅、溝７５の幅は共にｗ１であり、トン
ネル７１、７２のＹ１側の入り口の幅はｗ２であり、スリット７６，７７，７８の幅はｗ
３である。ｗ１、ｗ２、ｗ３は、ｗ３＜ｗ１＜ｗ２の関係にある。
【００２９】
　図３及び図４に示すように、グランドコンタクト部材９０は、板材をプレスで打ち抜い
て製造したものであり、バルジ部を有して板状である基部９１と、基部９１よりＹ２方向
に突き出している長方形の板状のグランドコンタクト部９２と、基部９１のＹ１及びＺ２
方向の端よりＬ字形状にＹ１に延在している実装用端子部９３とよりなる。実装用端子部
９３は、グランドコンタクト部９２よりもＺ２方向に寸法ｚ偏倚している。基部９１及び
グランドコンタクト部９２は厚さｔ１である。基部９１のうちＹ１側の半分の部分９１ａ
及び実装用端子部９３はプレスで打ちつけた薄厚化加工が施してある。Ｙ１側半分部分９
１ａは厚さがｔ２であり、実装用端子部９３は寸法ｔ２を有する。厚さｔ１は幅ｗ１と等
しく、厚さｔ２は幅ｗ３に等しい。ｔ１＝ｗ１及びｔ２＝ｗ３である。Ｙ１側半分部分９
１ａは、Ｚ２側に張り出したＺ２側張出し部９１ａ１を有する。実装用端子部９３は、Ｚ
２側張出し部９１ａ１から延びている。
【００３０】
ここで、厚さｔ１は、グランドコンタクト部材９０の上下端のコンタクト部のＸ１－Ｘ２
方向の幅寸法が十分であること、及びグランドコンタクト部材９０が座屈を起こさないで
ブロック体６０に正常に圧入されるだけの機械的強度を備えていることを考慮して、例え
ば、０．４ｍｍとしてある。また、Ｙ１側半分部分９１ａ及び実装用端子部９３の厚さｔ
２が例えば０．２ｍｍであり、ｔ２＜ｔ１であることによって、Ｘ１－Ｘ２方向上隣り合
うグランドコンタクト部材９０の実装用端子部９３の間のスペース１００が上記の薄厚化
を図らなかった場合に比べて０．４ｍｍ増して広くなって、後述するように、このスペー
ス１００に、信号コンタクト部材の実装用端子部を二つ並べることが可能となっている。
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即ち、グランドコンタクト部９２と信号コンタクト部８３－１、８３－２との間のピッチ
ｐ１は維持して、隣り合うグランドコンタクト部材９０の実装用端子部９３の間に、信号
コンタクト部材の実装用端子部を二つ並べることが可能となる。なお、Ｙ１側半分部分９
１ａは板状の基部９１の両面側から均等に薄厚化が図られている。
【００３１】
　図３及び図４に示すように、第１の信号コンタクト部材８１－１は、バルジ部を有する
基部８２－１と、基部８２－１よりＹ２方向に突き出しているロッド形状の信号コンタク
ト部８３－１と、基部８２－１よりＹ１方向とＺ２方向との間の方向、即ち斜め下方向に
延在する長さ調整部分８４－１と（図５（Ｂ）参照）、長さ調整部分８２－１の端より略
逆Ｌ形状に延在している延在部８５－１と、この延在部８５－１の端よりＹ１方向に延在
している実装用端子部８６－１とよりなる。基部８２－１は寸法ａ、信号コンタクト部８
３－１は寸法ｂ、実装用端子部８６－１、延在部８５－１及び長さ調整部分８４－１は寸
法ｃを有する。寸法ａ，ｂ，ｃは、ｃ＜ｂ＜ａの関係にある。寸法ｂは上記の厚さｔ１と
等しく、幅ｗ１と等しい。寸法ｃは上記の厚さｔ２と等しく、幅ｗ３と等しい。寸法ａは
寸法ｂの約２倍である。図４に示すように、信号コンタクト部８３－１のＹ１－Ｙ２方向
中心線は基部８２－１の中心線と一致している。長さ調整部分８４－１は基部８２－１の
うちＸ２方向の端部から延出しており、長さ調整部分８４－１の中心線は基部８２－１の
中心線に対してＸ２方向に寸法ｘずれている。長さ調整部分８４－１に続く延在部８５－
１及び実装用端子部８６－１も、その中心線が基部８２－１の中心線に対してＸ２方向に
寸法ｘずれている。
【００３２】
第２の信号コンタクト部材８１－２は、長さ調整部分８４－２が基部８２－２のうちＸ１
方向の端部から延出しており、且つ、斜め上方向に延在している他は、上記の第１の信号
コンタクト部材８１－１と同じ形状であり、基部８２－２、信号コンタクト部８３－２、
長さ調整部分８４－２、延在部８５－２及び実装用端子部８６－２を有する。寸法ｘとピ
ッチｐ２とは、２×ｘ＝ｐ２の関係にある。また、長さ調整部分８４－１、８４－２はＸ
１－Ｘ２方向に湾曲させる必要がなく、プレス加工が簡単であり、且つ、延在部８５－１
、８５－２及び実装用端子部８６－１、８６－２の位置は精度良く決まる。
【００３３】
上記のグランドコンタクト部材９０及び第１、第２の信号コンタクト部材８１－１，８１
－２が、ブロック体６０にそのＹ１側から圧入されて組み込んである。
【００３４】
　グランドコンタクト部材９０は、そのグランドコンタクト部９２を先頭にしてスリット
７０内に圧入してある。図５（Ａ）に示すように、基部９１はスリット７０内に位置して
いる。グランドコンタクト部９２はスリット７０を通過してスリット７３内に位置してい
る。グランドコンタクト部９２のＺ１及びＺ２側の端面９２ｂ、９２ｃが突き出し部６４
のＺ１及びＺ２側の面に露出している。グランドコンタクト部９２の先端の切欠部９２ａ
が繋ぎ部６４ａと嵌合している。基部９１のうちＹ１側の略半分の部分は、本体部６１よ
りＹ１方向に突き出している。Ｚ２側張出し部９１ａ１及び実装用端子部９３がスリット
７６内に嵌合しており、実装用端子部９３はＸ１－Ｘ２方向に関して位置を規制されてい
る。
【００３５】
第１の信号コンタクト部材８１－１は、その信号コンタクト部８３－１を先頭にしてトン
ネル７１内に圧入してある。図５（Ｂ）に示すように、基部８２－１はトンネル７１内に
位置している。信号コンタクト部８３－１はトンネル７１を通過して溝７４内に位置して
おり、突き出し部６４のＺ１側の面に露出している。長さ調整部分８４－１、延在部８５
－１及び実装用端子部８６－１は、本体部６１よりＹ１方向に突き出している。延在部８
５－１のうち実装用端子部８６－１に近い部分がスリット７７内に嵌合しており、実装用
端子部８６－１はＸ１－Ｘ２方向に関して位置を規制されている。
【００３６】
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第２の信号コンタクト部材８１－２は、その信号コンタクト部８３－２を先頭にしてトン
ネル７２内に圧入してある。図５（Ｃ）に示すように、基部８２－２はトンネル７２内に
位置している。信号コンタクト部８３－２はトンネル７２を通過して溝７５内に位置して
おり、突き出し部６４のＺ２側の面に露出している。長さ調整部分８４－２、延在部８５
－２及び実装用端子部８６－２は、本体部６１よりＹ１方向に突き出している。延在部８
５－２のうち実装用端子部８６－２に近い部分がスリット７８内に嵌合しており、実装用
端子部８６－２はＸ１－Ｘ２方向に関して位置を規制されている。
【００３７】
グランドコンタクト部９２と、信号コンタクト部８３－１、８３－２は、ピッチｐ１で並
んでおり、実装用端子部９３、８６－１、８６－２は、ピッチｐ１の２／３であるピッチ
ｐ２で精度良く並んでいる。実装用端子部９３、８６－１、８６－２は、ブロック体６０
の底面であるＸ－Ｙ面上に整列している。実装用端子部９３、８６－１、８６－２のピッ
チｐ２は狭いけれども、Ｘ１－Ｘ２方向へ撓むことを規制されているため、短絡等の事故
は起こらない。
【００３８】
ここで、第１、第２の信号コンタクト部材８１－１、８１－２は、Ｘ１－Ｘ２方向上隣り
合うグランドコンタクト部材９０の間に配置してあり、且つ、第１、第２の信号コンタク
ト部材８１－１、８１－２の信号コンタクト部８３－１、８３－２から実装用端子部８６
－１、８６－２に到る全体が、グランドコンタクト部材９０をＸ２側から投影した場合の
投影エリヤ内に収まっている。よって、一の対を構成する第１、第２の信号コンタクト部
材８１－１、８１－２と、隣りの対を構成する第１、第２の信号コンタクト部材とは、グ
ランドコンタクト部材９０によって仕切られており、干渉し合うことが制限される。特に
、第１、第２の信号コンタクト部材８１－１、８１－２の長さ調整部分８４－１，８４－
２及び延在部８５－１，８５－２とについてみると、一の対を構成する第１、第２の信号
コンタクト部材８１－１、８１－２の長さ調整部分８４－１，８４－２及び延在部８５－
１，８５－２と隣りの対を構成する第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び
延在部とは、グランドコンタクト部材９０のうちのＹ１側半分部分９１ａによって仕切ら
れ、干渉し合うことが制限される。
【００３９】
また、図５（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、長さ調整部分８４－１、８４－２の延在部８５
－１，８５－２側の端の高さＨ３は信号コンタクト部８３－１の高さＨ１と信号コンタク
ト部８１－２の高さＨ２との中間の高さである。よって、この長さ調整部分８４－１、８
４－２によって、第１、第２の信号コンタクト部材８１－１、８１－２の全長が調整され
ており、第１の信号コンタクト部材８１－１の信号コンタクト部８３－１の端から実装用
端子部８６－１の端までの長さと、第２の信号コンタクト部材８１－２の信号コンタクト
部８３－２の端から実装用端子部８６－２の端までの長さとは等しい。しかも、逆Ｌ形状
に延在している延在部８５－１と８５－２とは、図５（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、Ｘ２
側からみて一致しており、且つ、図４に示すように平行に延在している。よって、対をな
す信号がプラグコネクタ５０の内部、即ち、延在部８５－１、８５－２を伝送される間に
おいても、＋信号と－信号とのカップリングは成立し続けスキューは発生しない。
【００４０】
上記構成のプラグコネクタ５０は、図２に示すように、ボス部６４をプリント回路基板１
０５の穴１０６に嵌合させて位置決めされて、且つ、実装用端子部９３、８６－１、８６
－２をプリント回路基板１０５上に整列しているパッド１０７と半田付けされて、プリン
ト回路基板１０５上に実装される。この実装されたプラグコネクタ５０には、図２に示す
ように、平衡伝送ジャックコネクタ１１０が、内部に端子が並んでいる接続口１１１を突
き出し部６４と嵌合されて、接続される。
【００４１】
図７は第１、第２の信号コンタクト部材の変形例を示す。第１、第２の信号コンタクト部
材８１Ａ－１、８１Ａ－２は、長さ調整部分８４Ａ－１、８４Ａ－２が夫々基部８２Ａ－
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１、８２Ａ－２の中心から延在しており、且つ、長さ調整部分８４Ａ－１が斜め下方向と
且つＸ２方向に曲がっており、長さ調整部分８４Ａ－２が斜め上方向と且つＸ１方向に曲
がっている構成である。基部８２Ａ－１、８２Ａ－２の幅寸法ａ１は、図３中の基部８２
－１、８２－２の幅寸法ａに比べて狭い。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、ブロック体と、板状のグランドコンタク
ト部材と、第１の信号コンタクト部材と、第２の信号コンタクト部材とを有し、一つの信
号コンタクト対をなす第１、第２の信号コンタクト部材と、グランドコンタクト部材とが
、上記ブロック体に支持されて交互に配されている構成の平衡伝送用プラグコネクタにお
いて、グランドコンタクト部材は板状の基部のうち実装用端子部側の部分及び実装用端子
部がグランドコンタクト部よりも薄厚である構成であるため、グランドコンタクト部材の
上下端のコンタクト部の幅寸法を狭めずに且つ機械的強度を低下させないで、隣り合うグ
ランドコンタクト部材の実装用端子部の間のスペースを広げることが出来、これによって
、隣り合うグランドコンタクト部材の実装用端子部の間のスペースに、第１の信号コンタ
クト部材の実装用端子部と第２の信号コンタクト部材の実装用端子部を配置することが可
能となって、第１の信号コンタクト部材の実装用端子部と第２の信号コンタクト部材の実
装用端子部とグランドコンタクト部材の実装用端子部とが同じ高さに位置して並ぶことに
よって、プリント回路基板上に搭載して実装可能であるライトアングル型の平衡伝送用プ
ラグコネクタを実現することが出来る。
【００４３】
請求項２の発明は、グランドコンタクト部材の薄厚の部分はプレス加工によって形成した
ものであるため、薄厚の部分を簡単に形成することが出来、且つ、薄厚化を両面側から均
等に行うことが出来る。
【００４４】
請求項３の発明は、第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部は、隣り
合うグランドコンタクト部材の板状の基部のうちブロック体の本体部より突き出し部とは
反対側に突き出している部分の間に位置している構成であるため、一の対を構成する第１
、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部と、隣りの対を構成する第１、第
２の信号コンタクト部材の長さ調整部分及び延在部とは、グランドコンタクト部材の板状
の基部のうちブロック体の本体部より突き出し部とは反対側に突き出している部分によっ
て仕切られ、干渉し合うことが制限されるように出来る。
【００４５】
請求項４の発明は、第１、第２の信号コンタクト部材の長さ調整部分は、延在部の端が上
記第１信号コンタクト部材の信号コンタクトと第２の信号コンタクト部材の信号コンタク
トとの中間の高さに位置するように形成してあるため、長さ調整部分の形状は単純な形状
で済む。また、延在部は長さ調整部分側の端から実装用端子部まで平行に延在しているた
め、対をなす信号が第１、第２の信号コンタクト部材の延在部を伝送される間においても
、＋信号と－信号とのカップリングは成立し続けスキューが発生しないように出来る。
【００４６】
請求項５の発明は、長さ調整部分が基部のうちその中心よりも信号コンタクト対とグラン
ドコンタクト部材との並んでいる方向上互いに反対方向にずれている部位より延出してい
るため、長さ調整部分を信号コンタクト対とグランドコンタクト部材との並んでいる方向
に湾曲させる必要がなく、プレス加工が簡単であり、且つ、延在部及び実装用端子部の位
置の精度を良くすることが出来る。
【００４７】
請求項６の発明は、長さ調整部分が延出している部位が基部の中心であるため、第１、第
２の信号コンタクト部材は、基部を特別に幅広とする必要がないように出来る。
【００４８】
請求項７の発明は、ブロック体は、本体部より上記突き出し部とは反対側に突き出ている
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位置規制部を有し、且つ、グランドコンタクト部材の実装用端子部、第１の信号コンタク
ト部材の実装用端子部、及び第２の信号コンタクト部材の実装用端子部が上記位置規制部
と係合して位置を規制されている構成としたため、グランドコンタクト部材、第１、第２
の信号コンタクト部材の実装用端子部の実装用端子部並び方向の位置が精度良く決定され
、且つ、実装用端子部並びのピッチが狭くても隣り合う実装用端子部間が短絡する不都合
を回避出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の平衡伝送用プラグコネクタを示す図である。
【図２】本発明の一実施例になるライトアングル型平衡伝送用プラグコネクタの斜視図で
ある。
【図３】図２のプラグコネクタを分解して示す斜視図である。
【図４】プラグコネクタのコンタクト部材の並びを示す図である。
【図５】図２に示すプラグコネクタを異なる位置で切断して示す断面図である。
【図６】ブロック体の一部を分かり易いように拡大して示す斜視図である。
【図７】第１、第２の信号コンタクト部材の変形例を示す図である。
【符号の説明】
５０　ライトアングルタイプの平衡伝送用プラグコネクタ
６０　ブロック体
６１　本体部
６２，６３　支持部
６４　突き出し部
６４ａ　繋ぎ部
６５　位置規制部
６６　ボス部
７０　グランドコンタクト部材用スリット
７１　第１の信号コンタクト部材用トンネル
７２　第２の信号コンタクト部材用トンネル
７３　スリット
７４、７５　溝
７６　深いスリット
７７，７８　浅いスリット
８０　信号コンタクト対
８１－１　第１の信号コンタクト部材
８１－２　第２の信号コンタクト部材
８２－１、８２－２　基部
８３－１、８４－１　信号コンタクト部
８４－１、８４－２　長さ調整部分
８５－１、８５－２　延在部
８６－１、８６－２　実装用端子部
９０　グランドコンタクト部材
９１　基部
９１ａ　Ｙ１側半分部分
９１ａ１　Ｚ２側張出し部
９２　グランドコンタクト部
９３　実装用端子部
１００　スペース
１１０　平衡伝送ジャックコネクタ
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【図７】



(13) JP 4212955 B2 2009.1.21

10

フロントページの続き

    審査官  山田　康孝

(56)参考文献  特開２０００－０６８００６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２０６１８１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１１０４９１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01R  13/648
              H01R  24/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

