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(57)【要約】
【課題】基板相互が交差する場合においてこれらの基板
間を適切に接続することができるプラグ、対応するジャ
ック、これらを含むコネクタを提供すること。
【解決手段】本発明によるプラグ２は、一方基板Ｐ１に
実装されるプラグ２であって、一方基板Ｐ１に接続され
る一方接続部２１ａと、接触子２１ｂと、接触子２１ｂ
と一方接続部２１ａを接続する一方導体部２１ｃと、を
含み、一方接続部２１ａと接触子２１ｂとは相互に垂直
をなし、接触子２１ｂは一方導体部２１ｃ側に対して反
対側が４５度捩られる形態に形成されることを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方基板に実装されるプラグであって、前記一方基板に接続される一方接続部と、接触
子と、当該接触子と前記一方接続部を接続する一方導体部と、を含み、前記一方接続部と
前記接触子とは相互に垂直をなし、前記接触子は前記一方導体部側に対して反対側が４５
度捩られる形態に形成されることを特徴とするプラグ。
【請求項２】
　他方基板に実装されるジャックであって、前記他方基板に接続される他方接続部と、被
接触子と、当該被接触子と前記他方接続部を接続する他方導体部と、を含み、前記他方接
続部と前記被接触子とは相互に垂直をなし、前記被接触子は前記他方導体部側に対して反
対側が４５度捩られる形態に形成されることを特徴とするジャック。
【請求項３】
　請求項１に記載のプラグと請求項２に記載のジャックを含むコネクタであって、前記ジ
ャックは前記プラグの含む前記接触子に対応する前記被接触子を有し、前記接触子の捩ら
れる方向と前記被接触子の捩られる方向が同一であることを特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　前記接触子は行列をなして配列されるとともに、行方向において隣接する前記接触子の
組合せの一方は接地用であり他方は信号用であることを特徴とする請求項３に記載のコネ
クタ。
【請求項５】
　前記接触子は列単位に形成されるモジュール毎に前記行方向に配列されることを特徴と
する請求項４に記載のコネクタ。
【請求項６】
　列方向において隣接する前記接触子の組合せの一方は接地用であり他方は信号用である
ことを特徴とする請求項４又は５に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記列方向において隣接する前記一方導体部の組合せの一方は接地用であり他方は信号
用であることを特徴とする請求項６に記載のコネクタ。
【請求項８】
　信号用の前記接触子は一対のプラス信号用接触子とマイナス信号用接触子を含み、当該
プラス信号用接触子と当該マイナス信号用接触子にそれぞれ対応させて、信号用の前記一
方導体部は一対のプラス信号用導体部とマイナス信号用導体部を含み、信号用の前記一方
接続部は一対のプラス信号用接続部とマイナス信号用接続部を含むことを特徴とする請求
項７に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記プラス信号用接続部及び前記マイナス信号用接続部と、接地用の前記一方接続部は
前記プラグと前記ジャックの嵌合する嵌合方向に等間隔に配列されることを特徴とする請
求項８に記載のコネクタ。
【請求項１０】
　前記プラス信号用接続部及び前記マイナス信号用接続部と、接地用の前記一方接続部は
前記列方向に交互に配列されることを特徴とする請求項９に記載のコネクタ。
【請求項１１】
　接地用の前記接触子を相互に電気的に接続する接地用板金を含むことを特徴とする請求
項４～１０のいずれか一項に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板相互間等の信号授受及び接地用の電気的接続に適用されて好適なプラグ
、ジャック、コネクタに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　電子装置内の基板相互間等において、例えば、信号線、接地線を含んで脱着可能に電気
的に接続するにあたっては、一般的にコネクタが用いられる。このような用途のコネクタ
としては、例えば特許文献１に記載されたようなものがある。
【０００３】
　特許文献１に記載されたコネクタは、一方の基板であるドータカードに対して突き当て
方向に垂直な他方の基板であるマザーボードを接続するにあたり、ドータカードに接続さ
れる側をライトアングル型のプラグとし、マザーボードに接続される側をストレートアン
グル型のジャックとしている。なお、ライトアングル型とは、接触子とドータカードとの
接続部とが相互に垂直をなす形態を指し、ストレートアングル型とは接触子とマザーボー
ドとの接続部とが相互に平行をなす形態を指している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００４－５００６８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、このようなコネクタにおいては、一方の基板の端部が他方の基板の面に突き
当てられる形態ではなく、一方の基板と他方の基板が相互に捻れの関係にありかつ垂直を
なして交差する場合において、適切な電気的接続を実現することができなかった。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑み、基板相互が交差する場合においてこれらの基板間を適切に
接続することができるプラグ、これに対応するジャック、これらの双方を含むコネクタを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の問題を解決するため、本発明に係るプラグは、
　一方基板に実装されるプラグであって、前記一方基板に接続される一方接続部と、接触
子と、当該接触子と前記一方接続部を接続する一方導体部と、を含み、前記一方接続部と
前記接触子とは相互に垂直をなし、前記接触子は前記一方導体部側に対して反対側が４５
度捩られる形態に形成されることを特徴とする。
【０００８】
　上記問題を解決するため、本発明に係るジャックは、
　他方基板に実装されるジャックであって、前記他方基板に接続される他方接続部と、被
接触子と、当該被接触子と前記他方接続部を接続する他方導体部と、を含み、前記他方接
続部と前記被接触子とは相互に垂直をなし、前記被接触子は前記他方導体部側に対して反
対側が４５度捩られる形態に形成されることを特徴とする。
【０００９】
　上記の問題を解決するため、本発明に係るコネクタは、
　前記プラグと前記ジャックを含むコネクタであって、前記ジャックは前記プラグの含む
前記接触子に対応する前記被接触子を有し、前記接触子の捩られる方向と前記被接触子の
捩られる方向が同一であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、接続対象となる一方基板と他方基板が接続方向の周方向に相互に垂直
をなす捩れ位置の関係にある場合において、一方基板と他方基板を適切に電気的に接続す
ることができる、一方基板側に接続されるプラグと、他方基板側に接続されるジャック、
これらを含むコネクタを提供することができる。これにより、信号の伝送品質の向上とコ
ストダウンを図れる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る本実施例のコネクタ１の一実施形態について嵌合前のプラグ２とジ
ャック３をプラグ２側から視て示す模式斜視図である。
【図２】本実施例のコネクタ１の一実施形態について嵌合前の形態をジャック３側から視
て示す模式斜視図である。
【図３】本実施例のコネクタ１の含むプラグ２内のプラグモジュール２０の一実施形態に
ついて示す模式斜視図である。
【図４】本実施例のコネクタ１の含むプラグ２内の列方向に隣接して並列するプラグモジ
ュール２０の端子配列形態を示す模式図である。
【図５】本実施例のコネクタ１の含むプラグ２内のプラグモジュール２０において列方向
に並列する導体板の形態示す模式斜視図である。
【図６】本実施例のコネクタ１の含むプラグ２内のプラグモジュール２０における導体板
の側面視を示す模式図である。
【図７】本実施例のコネクタ１の含むジャック３内のジャックモジュール３０の一実施形
態について示す模式斜視図である。
【図８】本実施例のコネクタ１の一実施形態について嵌合後の形態を示す模式斜視図であ
る。
【図９】本実施例のコネクタ１のプラグ２が含むグランド板金２４（接地用板金）の具体
的形態を示す模式斜視図である。
【図１０】本実施例のコネクタ１のプラグ２についてグランド板金２４を含めた端子配列
態様を示す模式図である。
【図１１】本実施例のコネクタ１のプラグ２についてグランド板金２４と嵌合口部２３及
びプラグモジュール２０の組立態様を示す模式斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら説明する。
【実施例】
【００１３】
　図１に示すように、本実施例のコネクタ１は、プラグ２とジャック３を含むコネクタ１
であって、一方基板Ｐ１と他方基板Ｐ２とが相互に捻れの位置関係にありかつ垂直をなし
ている。ここで捻れの位置関係とは、一方基板Ｐ１を、プラグ２とジャック３の嵌合方向
つまり接続方向に対して周方向に９０度回転させた場合に、他方基板Ｐ２と平行となる位
置関係を指す。図２は、ジャック３側からの斜視を示す。なお、一方基板Ｐ１と他方基板
Ｐ２は図示しない電子機器の筐体つまりシェルの具備する支持構造により適宜支持されて
いる。
【００１４】
　プラグ２は一方基板Ｐ１に実装されるものであり、図３（ａ）に示すように、一方基板
Ｐ１に電気的に接続される一方接続部２１ａ（プレスフィット部）と、接触子２１ｂと、
接触子２１ｂと一方接続部２１ａを接続する一方導体部２１ｃと、を含み、一方接続部２
１ａと接触子２１ｂとは相互に垂直をなし、接触子２１ｂは一方導体部２１ｃ側の根元に
対して反対側つまり先端側が４５度捩られる形態に形成される。
【００１５】
　一方接続部２１ａ、一方導体部２１ｃ、接触子２１ｂは、１３５度の角度を有して折り
曲げられる折り曲げ部を二箇所有する、逆Ｌ字型の平板状の一方導体板２１の一部として
構成される。この逆Ｌ字型の一方導体板２１は折り曲げの外周側から内周側に向けて８群
並列されて、適宜の材質の絶縁体を射出成型することにより構成されるフレーム２２によ
り外包される。フレーム２２は、逆Ｌ字型のなす方向を擬似的な周方向と視た場合、周方
向と径方向にそれぞれ延びる適宜の骨格部を有し、骨格部以外に適宜空隙部を有して、こ
の空隙部により一方導体板２１は適宜放熱される。
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【００１６】
　一方導体板２１は信号用と接地用の二種別を有しており、図３（ａ）中最外周側から内
周側に向けて、信号用と接地用が交互に並列される。さらに、信号用の一方導体板２１が
図３（ａ）中左側において含む、接触子２１ｂは一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマ
イナス信号用接触子２１ｂｂを含み、プラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触
子２１ｂｂにそれぞれ対応させて、信号用の一方導体部２１ｃは一対のプラス信号用導体
部２１ｃａとマイナス信号用導体部２１ｃｂを含み、信号用の一方接続部２１ａは一対の
プラス信号用接続部２１ａａとマイナス信号用接続部２１ａｂを含む。
【００１７】
　つまり図３（ａ）中の嵌合方向から視て示す図３（ｂ）に示すように、ジャック３側に
対向する対向面において、上述した最外周側から内周側に向けて、信号用の接触子２１ｂ
と接地用の接触子２１ｂが交互に並列され、信号用の接触子２１ｂは、図３（ｂ）中にお
いて上側にプラス信号用接触子２１ｂａを含み、下側にマイナス信号用接触子２１ｂｂを
含む。
【００１８】
　この場合、図３（ａ）中に示すように、プラス信号用接続部２１ａａ及びマイナス信号
用接続部２１ａｂと、接地用の一方接続部２１ａは図３（ａ）中奥行き方向、つまり一方
基板Ｐ１との接続面内での嵌合方向に等間隔に配列される。
【００１９】
　なお、図３に示した一方導体板２１の群とフレーム２２により構成されるプラグモジュ
ール２０は、プラグ２の列方向において隣接するものが相互に異なる二種別を有しており
、図４中右側に示すような、最外周側つまり最上部に信号用の接触子２１ｂを有する種別
Ａと、図４中左側に示すような、最上部に接地用の接触子２１ｂを有する種別Ｂを具備し
ている。
【００２０】
　これに対応させて、一方基板Ｐ１との接続面内において、種別Ｂのプラグモジュール２
０の有する接地用の一方接続部２１ａと、プラス信号用接続部２１ａａ及びマイナス信号
用接続部２１ａｂとは、一方基板Ｐ１との接続面内の嵌合方向に等間隔に配列されるとと
もに、隣接する種別Ａのプラス信号用接続部２１ａａ及びマイナス信号用接続部２１ａｂ
と、接地用の一方接続部２１ａに対しては嵌合方向に上述した等間隔の半分ずれて配置さ
れる。
【００２１】
　上述したプラグモジュール２０の種別Ａの具備する一方導体板２１の群と、種別Ｂの具
備する一方導体板２１の群の配列と形態を図５に示す。図５中右側の群が種別Ａであり、
左側の群が種別Ｂである。一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子２
１ｂｂは、図５中縦方向、つまり行方向において、一つおきに位置しており、左右方向つ
まり列方向においても一つおきに位置している。
【００２２】
　図５中において、一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子２１ｂｂ
は、それぞれが属する一方導体板２１のプラス信号用導体部２１ｃａとマイナス信号用導
体部２１ｃｂ側の根元に対して反対側が同一の方向に４５度に捩られている。プラス信号
用導体部２１ｃａに対してプラス信号用接触子２１ｂａは、図５中左方にオフセットされ
ながら捩られ、マイナス信号用導体部２１ｃｂに対してマイナス信号用接触子２１ｂｂは
図５中右方にオフセットされながら捩られている。
【００２３】
　つまり一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子２１ｂｂは、対向面
内において列方向に相互に逆方向にオフセットされながら同一方向に捩られて、対向面内
において、相互に対向しながら平行をなす。すなわち、対向面内において、プラス信号用
接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子２１ｂｂは、それぞれの有する長方形状の外輪郭
が相互に平行をなし、長方形状の長辺方向の端部を相互に揃えて配置される。
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【００２４】
　ここで、一方導体板２１は、銅合金等の導電性と弾性を有する単一の弾性部材を適宜プ
レス加工、折り曲げ加工等を施すことにより構成される。すなわち上述した捩られる工程
はこれらの工程にて行われる。一方導体板２１の接触子２１ｂの表面については必要によ
り適宜メッキ処理がなされる。
【００２５】
　なお、プラス信号用導体部２１ｃａはマイナス信号用導体部２１ｃｂの外周側に位置し
て、全体として逆Ｌ字型をなして、双方の内周側に位置する接地用の一方導体板２１と径
方向の幅はほぼ同等としている。本実施例では図５に示すように信号用と接地用の端子群
は最外周側から再内周側に向けて四群配列される。
【００２６】
　最内周側の信号用の一方導体板２１のプラス信号用導体部２１ｃａとマイナス信号用導
体部２１ｃｂは、それ以外のものに比べて径方向の幅を狭小に構成している。また、図６
に示すように、種別Ｂ用の一方導体部２１の群は、最外周側に接地用の一方導体部２１が
位置しており、内周側に向けて信号用、接地用が交互に配列される。
【００２７】
　この相互に異なる種別のプラグモジュール２０を、図１に示すように、交互に列方向に
８列並列して積層し、ジャック３との嵌合を可能とする嵌合口部２３により一体的に束ね
ることにより、プラグ２が構成される。なお、嵌合口部２３は、適宜の材質の絶縁体を射
出成型することにより構成される。
【００２８】
　このようにプラグ２を構成することで、一方基板Ｐ１との接続面内においては、プラス
信号用接続部２１ａａ及びマイナス信号用接続部２１ａｂと、接地用の一方接続部２１ａ
は列方向に交互に配列され、端子の配列は千鳥配列が実現される。
【００２９】
　ジャック３は他方基板Ｐ２に実装されるものであって、図７（ａ）に示すように、他方
基板Ｐ２に電気的に接続される他方接続部３１ａと、プラグ２側の接触子２１ｂに対応す
る被接触子３１ｂと、被接触子３１ｂと他方接続部３１ａを接続する他方導体部３１ｃと
、を含み、他方接続部３１ａと被接触子３１ｂとは相互に垂直をなし、被接触子３１ｂは
他方導体部３１ｃ側に対して反対側が４５度捩られる形態に形成される。なお、図３に示
したプラグ２側の一方導体部２１ｃに対して被接触子を除く部分は同様の構成であり、プ
レス加工における捩る工程の前の半完成品においては共通化を図っている。
【００３０】
　被接触子３１ｂは接触子２１ｂに対応させて、接触子２１ｂがプラグ２とジャック３が
嵌合されて嵌合方向に挿入されることにより、側方に押し退けられて接圧を確保するため
の、嵌合方向に対して傾斜する形態の傾斜部と、分岐する形態の分岐部の双方を有してい
る。
【００３１】
　信号用の被接触子３１ｂは一対のプラス信号用被接触子３１ｂａとマイナス信号用被接
触子３１ｂｂを含み、プラス信号用被接触子３１ｂａとマイナス信号用接触子３１ｂａに
それぞれ対応させて、信号用の他方導体部３１ｃは一対のプラス信号用導体部３１ｃａと
マイナス信号用導体部３１ｃｂを含み、信号用の他方接続部３１ａは一対のプラス信号用
接続部３１ａａとマイナス信号用接続部３１ａｂを含む。
【００３２】
　この場合も、プラス信号用接続部３１ａａ及びマイナス信号用接続部３１ａｂと、接地
用の他方接続部３１ａは他方基板Ｐ２との接続面内において嵌合方向に等間隔に配列され
、全体として、適宜の材質の絶縁体を射出成型することにより構成されるフレーム３２に
より外包されて、ジャックモジュール３０を構成する。プラグ２側と同様に、列方向に異
なる二の種別を設けて嵌合方向に配列をずらすことにより、プラス信号用接続部３１ａａ
及びマイナス信号用接続部３１ａｂと、接地用の他方接続部３１ａは列方向に交互に配列
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され、端子の千鳥配列が実現される。
【００３３】
　図７（ａ）に示すように、一対のプラス信号用被接触子３１ｂａとマイナス信号用被接
触子３１ｂｂは、それぞれが属する他方導体板３１のプラス信号用導体部３１ｃａとマイ
ナス信号用導体部３１ｃｂ側の根元に対して反対側が同一の方向に４５度に捩られている
。プラス信号用導体部３１ｃａに対してプラス信号用被接触子３１ｂａは、図７中右方に
オフセットされながら捩られ、マイナス信号用導体部３１ｃｂに対してマイナス信号用被
接触子３１ｂｂは図７中左方にオフセットされながら捩られる。
【００３４】
　つまり一対のプラス信号用被接触子３１ｂａとマイナス信号用被接触子３１ｂｂは、対
向面内において列方向に相互に逆方向にオフセットされながら同一方向に捩られており、
対向面内において、相互に対向しながら平行をなす。すなわち、図７（ｂ）に示すように
、対向面内において、プラス信号用被接触子３１ｂａとマイナス信号用被接触子３１ｂｂ
は、それぞれの有する二股形状の並列する幅方向が相互に平行をなし、二股形状の幅方向
の端部を相互に揃えて配置される。
【００３５】
　ここでも、他方導体板３１は、銅合金等の導電性と弾性を有する単一の弾性部材を適宜
プレス加工、折り曲げ加工等を施すことにより構成される。他方導体板３１の被接触子３
１ｂの表面については必要により適宜メッキ処理がなされる。
【００３６】
　この相互に異なる種別のジャックモジュール３０を、図１に示すように、交互に列方向
に８列並列して積層し、プラグ２との嵌合を可能とする被嵌合口部３３により一体的に束
ねることにより、ジャック３が構成される。被嵌合口部３３も、適宜の材質の絶縁体を射
出成型することにより構成される
　ここで、図１及び図２に示すように、接触子２１の捩られる方向と被接触子３１の捩ら
れる方向は対向面内において同一であるものとしている。これにより、図８に示すように
、プラグ２とジャック３が嵌合可能となる。
【００３７】
　接触子２１及び被接触子３１はコネクタ１つまりプラグ２とジャック３を嵌合させた状
態で嵌合方向から視た場合に、行列をなして配列されるとともに、行方向において隣接す
る接触子２１及び被接触子３１の組合せの一方は接地用であり他方は信号用である。接触
子２１及び被接触子３１は列単位に形成されるプラグモジュール２０又はジャックモジュ
ール３０毎に行方向に配列される。
【００３８】
　また、列方向において隣接する接触子２１及び被接触子３１の組合せの一方は接地用で
あり他方は信号用であることとしている。さらに、一方導体部２１ｃ及び他方導体部３１
ｃは行列をなして配列されるとともに、行方向及び列方向において隣接する一方導体部２
１ｃ及び他方導体部３１ｃの組合せの一方は接地用であり他方は信号用であることとして
いる。
【００３９】
　これらのことに加えて、図９に示すように、接地用の接触子２１ｂを相互に電気的に接
続するグランド板金２４（接地用板金）を含む。グランド板金２４は、図１０に示すよう
に、プラグ２の嵌合口部２３の内側に収納可能な長方形状の外輪郭形状を有しており、プ
ラグ２の有する、一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子２１ｂｂへ
の接触を回避する例えば八角形状の孔部２４ａと、接地用の接触子２１ｂの被接触子３１
ｂとの接触面以外の側面に嵌合可能な嵌合穴部２４ｂを有している。
【００４０】
　嵌合穴部２４ｂは接触子２１ｂの側面を両側から挟持する一対の挟持部２４ｂａを有し
ており、図１１中において、プラグ２に対してグランド板金２４を後方にスライドさせて
装着する際、孔部２４ａは、一対のプラス信号用接触子２１ｂａとマイナス信号用接触子
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２１ｂｂを手前側に挿通させ、嵌合穴部２４ｂは、接触子２１ｂの接触面以外の側面に対
して挟持部２４ｂａのみが接触される。これによりグランド板金２４はプラグ２の接地用
の接触子２１ｂに対して固定されるとともに、図示しない適宜の接地経路に接続されて複
数の接地用の接触子２１ｂをまとめて接地する。
【００４１】
　なお、上述した実施例において、行方向とはプラグ２、ジャック３においてそれぞれ接
続対象となる基板への接続面に垂直な面方向を指し、プラグモジュール２０又はジャック
モジュール３０内で端子が並列される方向である。列方向はプラグモジュール２０又はジ
ャックモジュール３０が積層される方向である。嵌合方向は行方向及び列方向の双方に垂
直な方向である。
【００４２】
　以上述べた本実施例のコネクタ１によれば、以下に述べるような有利な作用効果を得る
ことができる。すなわち、一方基板Ｐ１と他方基板Ｐ２が交差する関係を有している場合
においても、これらに対してそれぞれプラグ２及びジャック３を接続して、プラグ２とジ
ャック３を嵌合することにより、一方基板Ｐ１と他方基板Ｐ２の中間に位置して双方に対
して垂直な所謂バックプレーン基板を介在させることなく、一方基板Ｐ１と他方基板Ｐ２
を電気的に接続することができる。
【００４３】
　この構成とすることで、一方基板Ｐ１内の電子部品と他方基板Ｐ２内の電子部品を電気
的に接続するにあたって、接続経路に介在する接点の数を減らすとともに上述したバック
プレーン基板とこのバックプレーン基板側のコネクタ部品を省略して、接点抵抗の増加や
インピーダンスの不整合を回避して、伝送による信号の劣化を防止することができる。ま
た、部品点数の削減によりコストダウンを図れる。
【００４４】
　また、プラグ２を構成するプラグモジュール２０と、ジャック３を構成するジャックモ
ジュール３０の双方について、種別Ａ、Ｂを設けて、行列方向に信号用、接地用の端子を
交互に配置することで、図１に示した一方基板Ｐ１と他方基板Ｐ２の相対位置を１８０度
回転させても、プラグ２とジャック３とを嵌合して接続することが可能となる。
【００４５】
　さらにバックプレーン基板を省略できることで、一方基板Ｐ１及び他方基板Ｐ２をそれ
ぞれ複数枚として、プラグ２及びジャック３を含むコネクタ１にて接続する、大型サーバ
やスーパーコンピュータなどの比較的大型の電子装置への適用を考慮した場合に、コネク
タ１の嵌合方向に対して、多層の一方基板Ｐ１側の含む電子部品を冷却する一方側の冷却
風と、多層の他方基板Ｐ２の含む電子部品を冷却する他方側の冷却風のそれぞれの方向を
ともに嵌合方向に一致させて、冷却風の流れを単純化することができる。このように冷却
風の流れを簡単にすることでファン及びファンモータの設置数を削減してこれによっても
コストダウンを図れる。
【００４６】
　加えて、上述したバックプレーン基板を省略しても、多層の一方基板Ｐ１のうち任意の
組合せ相互間における信号の伝送を、多層の他方基板Ｐ２のいずれかにより行い、これと
は逆に、多層の他方基板Ｐ２のうち任意の組合せ相互間における信号の伝送を、多層の一
方基板Ｐ１のいずれかにより行わせることができる。
【００４７】
　さらに、端子配列をマトリクス状とし、隣接する端子の一方を接地用、他方を信号用と
することにより伝送特性の向上が図れる。また、信号用の端子についてはプラス用、マイ
ナス用の双方の端子を持たせて平衡伝送とし、これによっても伝送特性の向上が図れる。
【００４８】
　以上本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明は上述した実施例に制
限されることなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形およ
び置換を加えることができる。
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【００４９】
　例えば、上述した実施例においてはプラグ２及びジャック３の基板への接続形態につい
てプレスフィット形状を用いたものとしたが、基板側のプレスフィット形状に対応するス
ルーホールをパッドとし、プレスフィット形状を接点形状に置換することも、半田接合と
することもできる。
【００５０】
　また、上述した実施例においては、信号側の接触子２１ｂ及び被接触子３１ｂについて
平衡伝送による伝送特性の向上を考慮してプラス用とマイナス用のそれぞれの端子を具備
するものとしているが、単一の接触子、被接触子とすることももちろん可能である。端子
配列のなす行列についても上述したような正方行列のほか正方でない行列とすることも可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、コネクタに関するものであり、相互に捻れの関係にある一方基板と他方基板
を適切に電気的接続することができ、プラグとジャック及びこれらを含むコネクタを含む
ものである。このため、本発明は一方基板及び他方基板をともに多層とする構成において
、特により効率的な冷却を行うことが必要とされる産業上の電子機器に適用して有益なも
のである。もちろん、家庭用、オフィス用の電子機器においても適用することは可能であ
る。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　　コネクタ
　２　　　プラグ
　２０　　プラグモジュール
　２１　　一方導体板
　２１ａ　一方接続部
　２１ｂ　接触子
　２１ｃ　一方導体部
　２２　　フレーム
　２３　　嵌合口部
　２４　　グランド板金（接地用板金）
　３　　　ジャック
　３０　　ジャックモジュール
　３１　　他方導体板
　３１ａ　他方接続部
　３１ｂ　被接触子
　３１ｃ　他方導体部
　３２　　フレーム
　３３　　被嵌合口部
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