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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタであって、
　カードスロットを有する筐体と、
　該筐体に挿入される第１および第２の信号ウェハであって、第１のウェハは、第１の絶
縁フレームによって支持される第１の端子を有し、第２のウェハは、第２の絶縁フレーム
によって支持される第２の端子を有し、前記第１および第２の端子はそれぞれ、尾部と、
接触部と、前記尾部と前記接触部との間に延在する本体とを有し、前記第１および第２の
端子は、実質的に前記絶縁フレームを通って延在する、ブロードサイド差動結合伝送チャ
ネルを提供するように構成され、差動結合モードは、接触部分から本体部分まで水平配設
である、第１および第２の信号ウェハと、
　前記第１のウェハに隣接して位置付けられる第３のウェハであって、該第３のウェハは
、第３の端子を支持する第３の絶縁フレームを有し、前記第３の端子は、前記チャネルに
沿って延在し、かつ前記第１の端子と実質的に整合される、第３のウェハと、
　前記第２のウェハに隣接して位置付けられる第４のウェハであって、該第４のウェハは
、第４の端子を支持する第４の絶縁フレームを有し、前記第４の端子は、前記チャネルに
沿って延在し、かつ前記第２の端子と実質的に整合される、第４のウェハと、
　前記第１、第２、第３、および第４の端子のそれぞれは、該端子の上縁部および下縁部
を固定する、各絶縁フレームのトラスを有し、該トラスは、対応する所定の厚さを提供す
る、対応する第１および第２の側を有し、前記厚さは、第１の側上のスロットおよび第２
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の側上のスロットまたは前記フレームの縁部によって画定され、
　第３および第４の絶縁フレームのそれぞれの前記端子の両側に沿って延在する、第１お
よび第２の端子溝であって、該第１および第２の端子溝は、それぞれ、第１の幅および第
２の幅を有し、前記第３および第４の端子の両側上に空気路を画定し、前記第１および第
３のウェハの端子間の結合の強さは、前記第１および第２のウェハの端子間の結合の強さ
未満である、第１および第２の端子溝と、
を備える、コネクタ。
【請求項２】
　前記端子のそれぞれが、各溝に沿って空気に暴露され、前記隣接する溝が、隣接する端
子間に延在する空気路を形成するように、前記第１の絶縁フレームは、前記第１の端子の
両側に沿って延在する一対の第３の端子溝を有し、第２の絶縁フレームは、前記第２の端
子の両側に沿って延在する一対の第３の端子溝を有し、該一対の第３の端子溝の一方は、
前記第１の幅および第２の幅以下の第３の幅を有する、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記第１および第２の端子に沿って延在するトラスの厚さは、前記第３および第４の端
子に沿って延在するトラスの厚さを超える、請求項１に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、両方とも参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる、２０１１
年８月８日に出願された米国仮特許出願第６１／５２１，２４５号、および２０１１年１
０月３日に出願された米国仮特許出願第６１／５４２，６２０号の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、コネクタの分野に関し、より具体的には、より高いデータ転送速度に好適な
コネクタの分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　適度に高いデータ転送速度に好適なコネクタが知られている。例えば、Ｉｎｆｉｎｉｂ
ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎは、１チャネル当たり１０Ｇｂｐｓの１２
チャネルコネクタを必要とする標準を承認した。同様のコネクタは、他の標準での使用が
承認されている、またはその承認過程である。加えて、４チャネルシステムにおいて１チ
ャネル当たり１０Ｇｂｐｓを提供するコネクタもまた使用されている（例えば、ＱＳＦＰ
型コネクタ）。これらの既存のコネクタは、１０Ｇｂｐｓチャネルでの使用に非常に好適
である一方、将来の通信要件では、１６Ｇｂｐｓまたは２５Ｇｂｐｓ等のデータ転送速度
が必要になると見込まれている。既存のＩＯコネクタは、とてもこれらの要件を満足する
ことができるように、およびこれらのより高いデータ転送速度を適正にサポートすること
ができるようには設計されていない。さらに、素晴らしい性能を提供する既存の技術は、
費用がかかる、または他の負の副次的影響を及ぼす。それ故に、コネクタシステムにおけ
るさらなる改善が、特定の個人に喜ばれ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　同調データチャネルを伴うコネクタが提供される。データチャネルは、複数の端子を支
持するウェハを含むことができる。隣接するウェハ内の端子は、ブロードサイドが共に結
合されるように構成される。ウェハ構造および各端子は、比較的高速なデータ転送速度を
サポートすることができる同調チャネルを提供するように構成される。実施形態では、同
調は、異なる長さのチャネルで異なるように構成することができる。別の実施形態では、
同調を、グランドウェハおよび信号ウェハで異ならせることができる。
【０００５】
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　本発明は、一例として図示され、同様の参照番号が類似要素を指す添付の図面に限定さ
れず、図面は、以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】例示的なコネクタシステムの実施形態の斜視図である。
【図２】図１に描写される実施形態の分解斜視図である。
【図３】部分分解簡略化コネクタシステムの斜視図である。
【図４】ウェハのセットの実施形態の部分分解斜視図である。
【図５】ウェハの実施形態の立面側面図である。
【図６】図４に描写される実施形態の線６－６に沿った断面の立面正面図である。
【図７】図６に描写されるウェハセットの斜視図である。
【図８】図７に描写される実施形態の立面正面図である。
【図９】図８に描写される実施形態の拡大図である。
【図１０】ウェハセットの実施形態の斜視図である。
【図１１】例示的なコネクタシステムの別の実施形態の斜視図である。
【図１２】コネクタの実施形態の斜視図である。
【図１３】図１２に描写されるコネクタの部分分解斜視図である。
【図１４】図１３に描写される実施形態の別の斜視図である。
【図１５】図１３に描写される実施形態の別の斜視図である。
【図１６】図１３に描写されるウェハセットの４つのウェハの簡略化斜視図である。
【図１７】図１６に描写される実施形態の別の斜視図である。
【図１８】図１６に描写される実施形態の分解斜視図である。
【図１９】図１６に描写されるウェハの一部分の拡大図である。
【図２０】図１９に描写されるウェハのうちの１つの一部分の別の斜視図である。
【図２１】図１６に描写される実施形態の線２１－２１に沿った断面の立面正面図である
。
【図２２】図２１に描写される実施形態の拡大図である。
【図２３】図１６に描写される実施形態の線２３－２３に沿った断面の立面正面図である
。
【図２４】図２３に描写される実施形態の拡大図である。
【図２５】例示的なコネクタシステムの別の実施形態の斜視図である。
【図２６】図２５に描写される実施形態の部分分解斜視図である。
【図２７】図２５に描写される実施形態の簡略化部分分解斜視図である。
【図２８】図２７に描写されるコネクタの簡略化斜視図である。
【図２９】図２８に描写される実施形態の部分分解斜視図である。
【図３０】図２８に描写される実施形態の線３０－３０に沿った断面の斜視図である。
【図３１】図３０に描写される実施形態の立面正面図である。
【図３２】図３１に描写される実施形態の一部分の拡大斜視図である。
【図３３】図３０に描写される実施形態の線３３－３３に沿った断面の斜視図である。
【図３４】図３０に描写される実施形態の線３４－３４に沿った断面の斜視図である。
【図３５】１２ｄＢ尺度での挿入損失のプロットを図示する。
【図３６】１ｄＢ尺度での挿入損失のプロットを図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の詳細な説明は、例示的な実施形態を記載し、明示的に開示される組み合わせに限
定されることは意図されない。したがって、特に断りのない限り、本明細書に開示される
特長は、簡潔さのために特に示されていない追加の組み合わせを形成するように、共に組
み合わせられてもよい。
【０００８】
　本明細書に開示される図面から理解することができるように、筐体と、積層ＩＯポート
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を提供するケージとを含む、特定の実施形態が開示される。ポートを積層することによっ
て、レセプタクルを通して基板に結合することができるケーブルコネクタの密度を増加さ
せることができる。しかしながら、特定の特長は、シングルポートレセプタクル（各ポー
ト内に２つのカードスロットを有しても有さなくてもよい）に容易に使用することができ
るため、本明細書に開示される特長は、積層レセプタクルに限定されず、また、３つ以上
のポートが積層される設計にも使用することができる。大部分の状況では、ポートがすべ
て同一の機能性を提供することが意図される場合、２つの積層ポートが最大の性能対費用
（少なくともレセプタクルの観点から）をもたらすことが分かった。当然、システムレベ
ル性能および費用は、異なる結果となり得る。
【０００９】
　理解することができるように、描写される実施形態では、端子の経路に沿って端子溝が
提供される。一般的に、端子溝の使用は、端子の誘電定数を制御するのを助長するのに有
用であることが証明されており、２つの端子間の結合の斜行を管理するのを助長するため
、および／または２つの端子間の結合を制御するのを助長するために使用されてきた。し
かしながら、今まで、これらの努力は、信号周波数が増加される際に生じる問題に完全に
対処していない。例えば、ＮＲＺ符号化システムにおいて、データ転送速度が２８Ｇｂｐ
ｓに近づく際、コネクタシステムが１４ＧＨｚまで正常に機能することが有益であり、多
くのアプリケーションでは、コネクタシステムが２０～２１ＧＨｚ（例えば、ナイキスト
周波数）まで正常に機能することが好ましい。
【００１０】
　電気的に言えば、単一のカードスロットを伴うＳＭＴ型レセプタクル等の非常に短いコ
ネクタでは、コネクタがとても短いため、一部において技術的な問題を最小限にすること
が可能である。しかしながら、端子の電気的長さが増加すると、端子とレセプタクルコネ
クタの接合部分での反射エネルギーとの間（例えば、レセプタクルコネクタと支持回路基
板との間、およびレセプタクルコネクタと嵌合プラグコネクタとの間）のクロストークに
よって共振が生じる可能性がある。したがって、これに対処するために、コネクタに、グ
ランド端子をコモニング（同極化）するのを助長する、ピンまたは他の電気素子が提供さ
れる場合がある。これは、グランド端子の電気経路を短くするのを助長し、一般的に、そ
うでなければ信号を提供するエネルギーが信号端子を通過する際にグランド端子に生じる
意図されないモードによって引き起こされ得る関心のある信号周波数での共振を回避する
のを助長する。加えて、ある個人は、損失材料を追加することによって、グランド端子内
を伝搬されるエネルギーに対処することを試みた。
【００１１】
　上記の方法は、有用である可能性がある一方、それらには、特定の欠点があることが分
かっている。損失材料の使用は、例えば、エネルギーの損失をもたらし、総チャネル長に
望ましくない効果を有し得る（特に、信号が対応するチャネルに沿って進行するだけで急
速に減衰される、より高い周波数で）。ピン止めは、このエネルギー損失は回避するが、
アセンブリに費用および複雑性を追加する傾向がある。
【００１２】
　コネクタの性能を改善するのを助長するために、一対の信号を慎重に同調された伝送チ
ャネルとして取り扱うことは、従来の解決策に関連する問題なく、大幅に性能を改善する
可能性があることが分かった。しかしながら、伝送チャネルを同調させる従来の試みとは
異なり、本明細書に提供される開示は、大幅に優れて機能する同調伝送チャネルを可能に
した。同調伝送線は、グランドコモニング等の他の特長の必要性を除去することができる
が、依然として、同調伝送チャネルと共にグランドコモニングを使用することができる（
例えば、ＦＥＸＴおよび／またはＮＥＸＴが十分に問題である場合）という可能性がある
ことに留意されたい。典型的に、同調伝送チャネルは、コネクタの性能目標を満足するの
に十分であろう。
【００１３】
　一般的に言えば、筐体と、ケージとを含むレセプタクルを提供することができ、レセプ
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タクルは、ブロードサイド結合端子を提供するように構成される。ブロードサイド結合端
子は、組み立てる前に筐体に組み合わせることができる、または筐体に直列に挿入されて
もよい、別個のウェハによって支持される。ブロードサイド結合端子は、望ましく同調さ
れる場合に、ＮＲＺ符号化を使用する１６Ｇｂｐｓを超えるデータ転送速度で、許容可能
な電気的性能を提供することができる、同調伝送チャネルを可能にする。もちろん、また
、描写される実施形態は、データ転送速度が１６Ｇｂｐｓ未満のシステムでも使用するこ
とができ、したがって、特に断りのない限り、可能なデータ転送速度は、限定であること
は意図されない。
【００１４】
　図１～図１０は、上部および下部ポート上に同調伝送チャネルを提供することができる
実施形態の詳細を図示する。コネクタシステム１０は、複数の上部ポート１１ａおよび下
部ポート１１ｂを提供するケージ２０を含む。ケージ２０は、ケージ本体２１と、ケージ
床部２２と、ケージ後部２５と、ケージ前部２３と、ガスケット２４と、ベゼル２９（ケ
ージ前部およびガスケットに適合する開口部を含む限り、任意の望ましい形状であっても
よい）とを含む。コネクタシステム１０は、回路基板１５上に実装することができ、ポー
ト間に位置付けられる任意選択の挿入部２６を含むことができ、また、光導体２８も含ん
でもよい。筐体５０は、ケージ２０内に位置付けられ、ウェハセット６０を支持し、同時
に、２つのカードスロット５１ａおよび５１ｂを提供する。
【００１５】
　実施形態では、理解することができるように、カードスロット５１ａ／５１ｂはそれぞ
れ、単一の嵌合プラグコネクタと接合することが意図され、それぞれのカードスロット５
１ａおよび５１ｂは、１つの伝送および受信伝送チャネルを提供する（したがって、典型
的に１Ｘポートと称される伝送チャネルを提供する）。以下にさらに記載されるように、
例えば、４Ｘまたは１０Ｘポートであるが、これらに限定されない、いくつかの他の数の
伝送チャネルを各ポート内に提供することができる。
【００１６】
　ウェハセット６０は、ウェハ６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、および６１ｄを含む、複数のウ
ェハを含む。実施形態では、６１ａおよび６１ｄは同一であってもよいが、本明細書では
、明確化のために、別個の番号が付けられている。各ウェハは、同調チャネルを含み、し
たがって、ウェハ６１ａは、同調チャネル６２ａを有し、ウェハ６１ｂは、同調チャネル
６２ｂを有し、ウェハ６１ｃは、同調チャネル６２ｃを有し、ウェハ６１ｄは、同調チャ
ネル６２ｄを有する。また、各ウェハに、図５に描写される同調チャネル６３ｂ等の追加
の同調チャネルも提供することができる。したがって、同調チャネルの数は、所望のコネ
クタ構成に依存する。
【００１７】
　理解することができるように、単一の同調チャネルは、所望のデータ転送速度で動作す
ることができる伝送チャネルを提供するには不十分である。一般的に、伝送チャネルが所
望のデータ転送速度で動作し、かつスプリアスノイズに対する十分な耐性を提供するため
には、差動結合が必要である。したがって、伝送チャネルは、少なくとも２つの信号同調
チャネルを含むと予想され得る。実際には、典型的に、基準またはグランド端子が有益で
あり、多くの場合、ブロードサイド結合信号対の両側にグランド端子を有することが望ま
しい。したがって、描写される伝送チャネルは、グランド同調チャネル（６２ａ）と、第
１の信号同調チャネル（６２ｂ）と、第２の信号同調チャネル（６２ｃ）と、グランド同
調チャネル（６２ｄ）とを含む。伝送チャネルの平衡性質（例えば、グランド、信号、信
号、グランド構成）は、伝送チャネル性能に有益な影響をもたらすことが分かった。
【００１８】
　図５は、信号ウェハ６１ｂの立面側面図であり、端子はそれぞれ、尾部５１を含む。尾
部の設計は、所望に応じて調節することができ、圧入係合（示されるような針の目構築を
使用した）またはいくつかの他の所望の尾部構成のために構成することができる。同調チ
ャネル６２ｂは、第１の縁部７５ｂと、第２の縁部７６ｂとを有するトラス７４ｂを含む
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。図９および図１０から理解することができるように、また、各トラスは、ウェハ６１ａ
の端子溝７７ａおよび７８ａ、ウェハ６１ｂの端子溝７７ｂ、７８ｂ、ウェハ６１ｃの端
子溝７７ｃ、７８ｃ、ならびにウェハ６１ｄの端子溝７７ｄ、７８ｄ等の端子溝も含む。
【００１９】
　理解することができるように、端子７９ａ～７９ｄは、Ｗｇ＝Ｗｓとなるように寸法決
定される。これは、要求されず（図２１および図２２から理解することができるように）
、一般的に、方程式Ｗｇ≧Ｗｓは、許容可能な性能を提供する。加えて、特定の状況では
、Ｗｇ＜１．５（Ｗｓ）は、望ましい性能を提供する有用限界を提供する。理解すること
ができるように、Ｔｇは、Ｔｓと等しいように示されている。しかしながら、方程式Ｔｇ
≦Ｔｓは、大部分の用途において好適な性能をもたらし、したがって、必ずしもＴｓ＝Ｔ
ｇである必要はないことに留意されたい。
【００２０】
　特定のモデルでは、端子溝の高さを調節することが有益である可能性があることが分か
った。例えば、高さＨｓおよびＨｇを、Ｈｇ＞Ｈｓとなるように調節することによって、
多くの場合、同調伝送チャネルの性能を大幅に改善することができる。特定の実施形態で
は、ＴｇがＨｇの少なくとも２倍である、好ましくはＴｇがＨｇの少なくとも３倍である
場合、さらなる改善が可能である。しかしながら、Ｈｇ対Ｈｓの好ましい比率は、Ｗｇ、
Ｗｓ、Ｔｇ、およびＴｓ（ならびにそれらの比率およびウェハに使用される材料）に依存
するため、Ｈｇ対Ｈｓの比率の実際の選択は、当業者の範囲内であり、以下にさらに記載
されるＡＮＳＹＳ　ＨＳＦＦソフトウェアを使用した、ある反復法を必要とする可能性が
高い。
【００２１】
　３つのウェハシステムを用いて、Ｈｇ＞Ｈｓを提供する、繰り返しのグランド、信号、
信号パターンを提供することが可能であることが発見された。描写される実施形態は、上
列および下列の端子に沿って機能することに留意されたい。必然的に、十分な垂直空間に
よって、中央の２列の端子もまた、同調伝送チャネルを提供することができる。しかしな
がら、２つの差動信号対（１つのＴＸおよび１つのＲＸチャネル）のみを必要とする用途
（ＳＦＰ型用途等）では、描写される実施形態は、第１および第２のＳＦＰケーブルをコ
ネクタに嵌合し、同時に、両方に高データ転送速度をもたらすことを可能にする（描写さ
れる構成および任意選択の構成では、プラグのうちの１つが上下逆であってもよいことが
理解される）。
【００２２】
　図１１～図２４は、カードスロット１５１ａを有するポート１１１ａと、カードスロッ
ト１５１ｂを有するポート１１１ｂとを伴う、ケージ１２０を含む、コネクタ１１０の実
施形態を図示する。筐体１５０は、ケージ１２０内に位置付けられ、筐体１５０は、ウェ
ハセット１６０を支持する。描写されるように、筐体は、ウェハセット１６０を適切な位
置に固定するのを助長する後部支持体１５０ａを含む。加えて、ウェハセット１６０が、
３つの別個のウェハを含む際、後部支持体１５０ａは、陥凹輪郭１４２（陥凹１４２ａお
よび１４２ｂによって描写されるように形成される）と合致する突出輪郭１５２を含む。
筐体１５０は、確実にウェハセット１６０が筐体１５０に適切に挿入されるようにするの
を助長するように、上部輪郭１４３に係合する、肩輪郭１５８を含む。具体的には、ウェ
ハ上部輪郭１４３ａ（グランドウェハの一部である）は、ウェハ上部輪郭１４３ｂ（信号
ウェハの一部である）とは異なり、したがって、確実に上部輪郭１４３が肩輪郭１５８と
整合されるようにするのを助長する。所望により、輪郭の追加の変形を使用することがで
きる。これらの嵌合／合致輪郭の利益は、筐体１５０に対するウェハセット１６０の位置
の改善された制御である。加えて、輪郭は、確実に適正なウェハ構成が使用されるように
する、追加の確認を提供することができる（例えば、グランドおよび信号ウェハの適切な
パターンのみ組み立てることができる）。
【００２３】
　描写されるように、ウェハセット１６０は、ウェハセットの端部上に描写される信号ウ
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ェハ１６１ｃを含み、また、グランドウェハ１６１ａも、ウェハセット１６０の端部上に
提供することができることが理解される。各ウェハは、改善された信号性能を提供する、
同調チャネルを提供することができる。ウェハ構築において従来的であるように、各同調
チャネルは、接触部から尾部に延在する本体を伴う端子（端子１９９ａ～１９９ｄ等）を
含む。
【００２４】
　３つのウェハシステムの実施形態では、ウェハは、グランドウェハ１６１ａ、信号ウェ
ハ１６１ｂ、信号ウェハ１６１ｃ、およびグランドウェハ１６１ｄパターンで配設するこ
とができる（ウェハは、両側がグランドウェハによって包囲された、または端部が余剰な
グランドウェハによって包囲された、２つの信号ウェハを効率的に提供する、繰り返しパ
ターンを提供するように構成されるという理解のもと）。もちろん、所望により、いくつ
かの他の数のウェハを使用することができる。
【００２５】
　描写されるパターンは、グランドウェハ１６１ａ内の同調チャネル１６２ａと、ウェハ
１６１ｂ内の同調チャネル１６２ｂと、ウェハ１６１ｃ内の同調チャネル１６２ｃと、ウ
ェハ１６１ｄ内の同調チャネル１６２ｄとを含む。したがって、４つの同調チャネルは、
左から右に並んで１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃ、１６２ｄと提供され、同調伝送チャネ
ルを形成する。信号端子を包囲するトラスの寸法は、グランド端子を包囲するトラスの寸
法とは異なってもよいことに留意されたい。しかしながら、以下にさらに記載されるよう
に、そのような同調はすべての場合に要求されるわけではない。グランドおよび信号対上
のトラスおよび端子が異なる寸法を有することの利益は、ＡＮＳＹＳ　ＨＳＦＦソフトウ
ェアで簡略化チャネルを適切に同調させる所望の構成を見つけるのがより容易である場合
があることである（以下に記載されるように）。
【００２６】
　描写されるように、Ｈｇ＞ＨｓおよびＷｇ＞Ｗｓである。より大きい端子本体の使用は
、隣接する同調伝送チャネル間に遮蔽を提供する（および潜在的にクロストークを低減す
る）のを助長する。２つの端子間のより小さい端子溝の使用は、２つの信号端子間のエネ
ルギーを集束させるのを助長すると考えられ（空気は、ウェハによって形成されるプラス
チックより低損失な媒体である）、したがって、また、クロストークを低減するのも助長
する。特定の実施形態では、サイズの比率は、Ｈｇ＝１．１（Ｈｓ）～約Ｈｇ＝１．４（
Ｈｓ）の範囲に及ぶことができる。Ｈｇの選択は、それぞれのトラス厚Ｔｇ、Ｔｓに加え
て、所望のインピーダンスおよび端子のサイズの幅にいくらか依存することに留意された
い。Ｈｇが十分に小さい場合、ＨｓをＨｇより小さく設定することが困難となり、信頼性
のある製造プロセスを可能にすることが困難となる。そのような状況では、Ｈｓをゼロに
設定することができる。しかしながら、Ｈｓがゼロより大きい場合、Ｈｇ＜１．５Ｈｓで
あることが好ましい。そして、以下の記載から理解することができるように、また、他の
因子が適切に寸法決定されるとすると、Ｈｇ＝Ｈｓであることも可能である。
【００２７】
　上記から理解することができるように、同一の端子厚が使用されるとすると、端子の幅
、端子の両側に提供される空気溝の高さ（空気溝が提供されるとすると）、およびトラス
厚を変化させることが可能である。これらの因子の組み合わせは、差動信号対として機能
する２つの信号端子によって提供される、結果としてもたらされる通信チャネルの性能を
、各ウェハの設定が一定に保たれる場合（例えば、各端子本体の周囲に提供されるチャネ
ルが同調されていない場合）に可能であり得る性能より優れた性能にすることを可能にす
る。
【００２８】
　理解することができるように、特定の実施形態では、カードスロット当たり１列の端子
のみがトラスを伴って構成される。他の実施形態では、上列の端子および下列の端子の両
方がトラスを含んでもよく、また、好適な性能を提供するように構成される空気路も含ん
でもよい。
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【００２９】
　特定の実施形態では、上部カードスロットと関連付けられる端子は、図１１～図２４に
描写されるように、下部カードスロットと関連付けられる端子より実質的に長い。理解す
ることができるように、上部ポート１１１ａおよび下部ポート１１１ｂを提供するケージ
１２０を有するコネクタ１１０が開示される。コネクタ１１０は、ケージ１２０内に位置
付けられる筐体１５０を含み、筐体１５０は、ポート１１１ａ、１１１ｂとそれぞれ整合
される第１のカードスロット１５１ａおよび第２のカードスロット１５１ｂを含み、筐体
１５０は、後部支持体１５０ａと共に、ウェハセット１６０を支持する。改善された空気
流のために、筐体は、筐体の前面から後面に延在する空気路１５４を含み、有利に、モジ
ュールが対応するポートに挿入されていない場合に、筐体１５０および後部支持体１５０
ａによって支持されるウェハ１６１ａ内の同調チャネル１６２ａ、１８２ａ、１９２ａ、
１３２ａと共に、構造的支持および改善された空気流の両方を提供する。
【００３０】
　ウェハセット１６０は、第１のウェハ１６１ａと、第２のウェハ１６１ｂと、第３のウ
ェハ１６１ｃと、第４のウェハ１６１ｄとを含む。描写されるように、第１および第４の
ウェハは、同一に構成され、一方、第２および第３のウェハは、異なるように構成される
。したがって、描写されるシステムは、３つのウェハが繰り返すシステムと見なすことが
できる。ウェハをグランド－信号－信号の繰り返しパターンに整合させることによって、
各対の信号ウェハ（筐体に挿入される前に共に接続されてもよい）に、グランド、信号、
信号、グランド構造が提供され、同調伝送チャネルを提供する。これは、各同調伝送チャ
ネルが、高データ転送速度を必要とする用途に好適なように構成され、各差動対がグラン
ド端子によって分離される、接触部の列を可能にする。
【００３１】
　描写されるように、各ウェハ１６１ａ～１６１ｄは、４つの同調チャネルを有し、ウェ
ハ１６１ａは、同調チャネル１６２ａ、１６３ａ、１６４ａ、および１６５ａを有し、一
方、ウェハ１６１ｂは、同調チャネル１６２ｂ、１６３ｂ、１６４ｂ、１６５ｂを有する
。同様に、ウェハ１６１ｃは、同調チャネル１６２ｃ、１６３ｃ、１６４ｃ、および１６
５ｃを有する。ウェハ１６１ｄ（ウェハ１６１ａの繰り返しである）は、同調チャネル１
６２ｄ、１６３ｄ、１６４ｄ、および１６５ｄを有する。それぞれの描写されるウェハは
、端子と整合される端子溝を有し、端子を支持するトラス（ウェハ１６１ａ～１６１ｄ内
の最上部端子をそれぞれ支持するために使用されるトラス１７４ａ～１７４ｄ等）を含む
。したがって、また、描写されるウェハ１６１ｄは、トラス１８４ｄ、１９４ｄ、および
１３４ｄも含み、一方、ウェハ１６１ｃは、下部カードスロット１５１ｂのためのトラス
１９４ｃおよび１３４ｃを含んでもよく、ウェハ１６１ｂは、トラス１８４ｂ、１９４ｂ
、および１３４ｂを含む。各トラスは、概してＴと称することができる厚さを有し、信号
端子は、それらが平衡化通信チャネルを提供するように、同一の厚さのトラスを有するこ
とができる。したがって、トラス１９４ｂおよび１９４ｃは、同一の厚さＴｓを有する。
しかしながら、描写されるように、トラス１９４ａおよび１９４ｄ（グランド端子を支持
するトラスである）は、Ｔｓより大きい厚さＴｇを有する。理解することができるように
、複数の特長によってトラス厚を画定することができる。例えば、上述されるように、ス
ロットおよび／またはウェハの縁部によって、トラス厚を画定することができる。必然的
に、溝、縁部、および開口の任意の所望の組み合わせによって、トラス厚を画定すること
ができる。その点について、ウェハの縁部付近の同調チャネルは、ウェハ縁部によって部
分的に画定するのに非常に好適であり、一方、縁部からある距離横断する同調チャネルは
、溝および／または開口の組み合わせによって画定するのにより好適である。
【００３２】
　図２１～図２４は、上部ポートおよび下部ポートの両方に高データ転送速度を提供する
ように構成される積層構成（２つのポートで使用することが意図される、図１２に描写さ
れる２つのカードスロット等）で望ましい性能を提供するために使用することができる、
同調伝送チャネルの詳細を図示する。また、そのような構成は、各ポートに積層カードス
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ロットを提供するコネクタ構成（ＩＮＦＩＮＩＢＡＮＤ仕様によって定義されるＣＸＰ型
コネクタまたはＳＡＳ／ＳＡＴＡ仕様によって定義されるｍｉｎｉＳＡＳ　ＨＤ型コネク
タで提供されるもの等）にも使用することができる。
【００３３】
　上述されるように、幅Ｗｇを伴うグランド端子１９９ａ、１９９ｄ、幅Ｗｓを伴う２つ
の信号端子１９９ｂ、１９９ｃを提供する、グランド、信号、信号、グランドパターンの
端子１９９ａ～１９９ｄを提供するように、ウェハを構成することができる。信号端子間
の端子溝１９７ａ～１９７ｄ及び１９８ａ～１９８ｄは、高さＨｓを有し、グランド端子
と信号端子との間の端子溝は、高さＨｇを有する。描写されるように、信号間の端子溝は
、信号／グランドおよびグランド／グランドの両方の組み合わせの間の高さＨｇより小さ
い高さＨｓを有する。したがって、信号ウェハは、２つの異なる高さを伴う端子溝を有し
、別の信号ウェハに隣接する側の端子溝の高さは、反対方向を向く端子溝の高さより小さ
い。
【００３４】
　電気的性能をさらに向上させるために、信号端子本体を支持するトラスは、グランド端
子を支持するトラス厚Ｔｇより大きい厚さＴｓを有する。しかしながら、グランド端子本
体の幅Ｗｇは、信号端子本体の幅Ｗｓより大きい。したがって、描写されるように、グラ
ンド端子１９９ａ、１９９ｄは、より幅が広く、一方、グランドトラスは、より薄い。上
述されるように、各値の範囲の所望の組み合わせは、選択される材料および所望の性能な
らびに端子のピッチに依存する。
【００３５】
　用途の潜在的な範囲に関して、１つの可能な用途は、０．７５ｍｍのピッチを有するこ
とができる。従来的な高データ転送速度ＩＯコネクタ（ＳＦＰまたはＱＳＦＰコネクタ等
）は、典型的に、０．８ｍｍピッチを有する。０．７５ｍｍのピッチは、０．８ｍｍのピ
ッチと酷似するが、製造ばらつきにずっと敏感であることが分かっており、性能を調整す
ることは、実質的により困難である。性能ニーズに対処する１つの潜在的な方法は、オフ
セット構築を使用することである。例えば、図２２について理解することができるように
、信号端子は、距離Ｄ１が距離Ｄ２と等しくないため、オフセットされる。これは、一方
の側に他方の側より深い空気溝を有することによって補償することができる一方、結果と
してもたらされる構成は、信号対を包囲する誘電材料が同一ではないため、不平衡な同調
チャネルを提供する可能性があることが分かっている。これは、潜在的に、信号対に、一
方のグランド端子での、他方グランド端子での意図されないモードより強い、意図されな
いモードを形成させ、これは、より高いレベルのクロストークをもたらす可能性がある。
特にピッチが０．７５ｍｍである場合に有用であることが分かっている、１つの可能性の
ある解決策は、２つの信号端子間の中央に延在するが、ウェハ縁部からオフセットされて
いる中心線Ｃ１が、両側に実質的に同一の誘電材料の断面積を有するように、任意選択の
切り欠きＮ（破線で示されている）を提供することである。
【００３６】
　理解することができるように、縁部１６９ａおよび縁部１６８ｂは、トラス１９４ａと
トラス１９４ｂとの間に、それらの間に空間が存在するように構成される。対照的に、ト
ラス１９４ｂのウェハ１６１ｂの縁部１６９ｂおよびトラス１９４ｃのウェハ１６１ｃの
縁部１６８ｃはそれぞれ、それらが同一平面上になるように位置付けられる。要求はされ
ないが、信号ウェハを、それらが相互に対して同一平面上になるように位置付けることは
、ある追加の減衰レベルを提供するのを助長するため、チャネルがより短い場合（積層コ
ネクタの下部ポートを支持するチャネル等）に、より優れた性能を発揮する同調チャネル
を提供する傾向があると判断された。
【００３７】
　しかしながら、幾分驚いたことに、特定の実施形態では、上部ポートの同調伝送チャネ
ルは、ウェハがわずかに離間している（例えば、信号ウェハ間にウェハ－ウェハが存在す
る）場合に、より優れた性能をもたらすことが分かった。例えば、図２４に描写される同
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調伝送チャネルは、トラスが図２２に描写されるものと同様の構成を有するように、表面
１７５ａ～１７５ｄおよび表面１７６ａ～１７６ｄによって画定されるトラス厚を伴う、
トラス１７４ａ～１７４ｄを図示する。また、トラスは、図２１および図２２の端子幅Ｗ
ｇおよびＷｓに対して端子幅Ｗｇ’およびＷｓ’を有する端子も支持する。加えて、１７
７ａ～１７７ｄおよび１７８ａ～１７８ｄ等の端子溝は、図２２に描写される端子溝の高
さと同様に変化するＨｇ’およびＨｓ’を伴う高さで構成される。しかしながら、図２１
および図２２の伝送チャネルとは異なり、図２３および図２４の伝送チャネルは、信号ウ
ェハの縁部間に空間を有する。別の言い方をすれば、縁部１６９ａおよび１６８ｃは、ト
ラス１７４ｂとトラス１７４ｃとの間に空間が提供され、一方、トラス１９４ｂとトラス
１９４ｃとの間の空間が削除されるように構成される。
【００３８】
　したがって、図２１および図２２は、下部伝送チャネルの断面の実施形態を表し、一方
、図２３および図２４は、上部伝送チャネルの断面の実施形態を図示する。図２３および
図２４では、信号端子間の空気溝の高さＨｓ’は、図２１および図２２の高さＨｓが高さ
Ｈｇより低いように、信号／グランドまたはグランド／グランドの間の高さＨｇ’より低
い。信号端子幅Ｗｓ’は、グランド端子幅Ｗｇ’以下である（示されるように）ことがで
きる。しかしながら、上述されるように、信号端子を支持するトラスの厚さＴｓ’は、グ
ランド端子を支持するトラスの厚さＴｇ’以上である（示されるように）。
【００３９】
　下部同調チャネルと同様に、中心線Ｃ２の両側の誘電材料を平衡化する方法で誘電材料
が提供されるように、切り欠きＮ１を提供することができる。したがって、切り欠きＮ１
の使用は、より高いデータ転送速度向けのシステムのさらなる向上をもたらし、より短い
同調チャネルおよびより長い同調チャネルの両方に使用することができる。加えて、切り
欠きの使用は、０．７５ｍｍピッチのシステムに有益であることが発見された。
【００４０】
　描写される実施形態の利益の一部は、より長いチャネルが、本質的に、より大きい損失
を有する（したがって、より長いチャネルは、ウェハ－ウェハ間隙が取り除かれる場合に
もたらされる増加した減衰から得られる利益がより少ない）ということである。例えば、
下部カードスロット内の端子の下部列と関連付けられる端子を、上部カードスロットの上
部列と関連付けられる端子の長さの半分未満にすることができる。このチャネル長の差は
、それぞれのデータチャネル（例えば、上部および下部データチャネル）の性能の管理に
関する異なる問題を生じる傾向がある。結果として、下部データチャネルを、隣接するウ
ェハが相互に対して同一平面上に位置付けられる（隣接するトラス間に実質的に間隙が存
在しない）ように構成することができる。しかしながら、上部データチャネルでは、フレ
ームを小さい距離（０．１ｍｍ未満、および潜在的には０．０５ｍｍ未満等）だけ分離さ
せることができる。可変の分離を提供することの利益は、下部ポートが、短い同調チャネ
ルの減衰を増加させるために、分離を削除することができ、一方、上部ポートは、より長
い同調チャネルを有する際、増加したチャネル長のために必然的により大きい減衰を含む
ため、分離によって提供される効率の改善を生かすということである。したがって、少量
の分離を含むことは、まさに、より長いチャネルが、上部および下部チャネルの相互に対
する性能を平衡化するのを助長する。
【００４１】
　上記の実施形態は、各ウェハ内に複数のチャネルを含むが、代替えの実施形態では、ウ
ェハは、単一の同調チャネルを支持してもよいことに留意されたい。理解することができ
るように、切り欠きの使用および分離のレベルは、効率を増加させる必要があるか否か、
または同調チャネルにある追加の減衰を追加する必要があるか否かに依存し得る。
【００４２】
　図２５～図３４は、コネクタの代替えの実施形態の特長を図示する。理解することがで
きるように、コネクタ２１０（完全コネクタの簡略化部分実施形態である）は、２つのカ
ードスロット２５１ａ、２５１ｂを提供し、ＰＣＢ２１５によって支持される、筐体２５
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０（ウェハセット２６０の構築に関する追加の詳細を提供するために、部分的に描写され
る）を含む。動作中、嵌合状態に影響を及ぼすように、縁部カード２１４ａ、２１４ｂを
嵌合コネクタによって支持し、対応するカードスロットに挿入することができる。コネク
タ２１０は、ウェハ２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃ、および２６１ｄ（ウェハ２６１ａお
よびウェハ２６１ｄは、複製ウェハであってもよく、したがって、２６１ａおよび２６１
ｄが同一のウェハである、２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃ、２６１ｄ、２６１ｂ、２６１
ｃ、２６１ｄのウェハパターンを効率的に提供することが理解される）を含む、ウェハセ
ット２６０を有する。
【００４３】
　各ウェハは、４つのトラスを含む。例えば、ウェハ２６１ａは、トラス２７４ａ、２８
４ａ、２９４ａ、および２３４ａを含み、各トラスは、同調チャネルを提供する。４つの
ウェハは共に（グランド、信号、信号、グランド構成で）、同調伝送チャネルを画定し、
描写されるように、図３０に描写される実施形態では垂直方向に離間した４つの同調伝送
チャネルを提供する。例えば、１つの同調伝送チャネルは、トラス２７４ａ、２７４ｂ、
２７４ｃ、および２７４ｄによって画定される。描写されるように、トラス２７４ａの表
面２７５ａおよび２７６ａは、トラス２７４ｂの表面２７５ｂおよび２７６ｂと同一とな
るように構成される（例えば、Ｔｇ’は、Ｔｓ’と同一である）。加えて、Ｈｇ”は、Ｈ
ｓ”と同一であり、Ｔｇ”＝Ｔｓ”であり、端子２７９ａおよび２７９ｂの幅は、同一で
はなく、端子２７９ａは、端子２７９ｂの幅Ｗｓ”より大きい幅Ｗｇ”を有する。したが
って、同調伝送チャネルは、同一の高さである端子溝２７７ａ、２７８ａ、２７７ｂ、２
７８ｂ、２７７ｃ、および２７８ｃで構成され、同一の厚さを伴うトラスを有し、信号端
子がグランド端子と比較して異なる幅を伴う端子を有する（ウェハ２６１ａは、ウェハ２
６１ｄと同一であることが理解される）。
【００４４】
　トラスは、同様に寸法決定されているように見えるが、端子の各対の間の結合（例えば
、Ｇ－ＳまたはＳ－ＳまたはＳ－Ｇ）と関連付けられる誘電定数は、同一ではないことに
留意されたい。具体的には、ウェハ２６１ａ（グランドウェハ）の縁部２６９ａとウェハ
２６１ｂ（信号ウェハ）の縁部２６８ｂとの間の空間は、ウェハ２６１ｂの縁部２６９ｂ
とウェハ２６１ｃの縁部２６８ｃとの間の空間より大きい。相対オフセットは、信号対を
形成する端子のそれぞれを、それらの相互との関係と比較して、隣接するグランド端子か
らオフセットさせる。別の言い方をすれば、差動対を形成する一対の端子間の結合と関連
付けられる誘電定数は、信号端子と隣接するグランド端子との間の結合と関連付けられる
誘電定数とは異なる。同調伝送チャネルを、この差が差動対に対して対象となるように平
衡化することは、高データ転送速度（ＮＲＺ符号化システムにおける１６Ｇｂｐｓまたは
さらには２５Ｇｂｐｓ等）が可能な同調伝送チャネルを提供するのに有益であると考えら
れる。したがって、特定の用途では、同一の幾何学形状が両方の伝送チャネルでうまく機
能するように、より長い伝送チャネルおよびより短い伝送チャネルを、反復的に同調させ
ることが可能である。しかしながら、特定の用途では、より短い同調伝送チャネルおよび
より長い同調伝送チャネルで、異なる幾何学形状を有することが好ましい場合がある。
【００４５】
　理解することができるように、伝送チャネルを同調させることは、高データ転送速度を
サポートすることが意図される用途に有用である。そのような用途では、幾何学形状の小
さい変化でさえ、意図されない影響を及ぼす可能性がある場合が多い。これは、溝内の間
隙およびリブ内の空洞（モールドを適切に充填することを可能にするためにしばしば要求
される）が、電気的性能問題を引き起こす可能性があることを意味する。伝送チャネルの
応答をスムーズに保つのを助長するために、この問題に対処する１つの潜在的な方法が、
図３３および図３４に描写されている。具体的には、端子溝は、端子溝の２つの側間の充
填線としての機能を果たすプラスチックのリブによって遮断される。リブの影響を最小限
にするために、第１の側のリブは、第２の側のリブからオフセットされる。これは、伝送
チャネルの経路に沿った誘電定数の変化を最小限にするのを助長する。加えて、これは、
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グランド端子／信号端子結合と信号端子／信号端子結合との間の誘電定数の相対差の変化
を最小限にする。
【００４６】
　上述から理解することができるように、同調伝送チャネルを提供する、同調チャネルの
様々な構成を提供することができる。トラス厚、端子幅、端子溝高さ、およびウェハ－ウ
ェハ間隙等の寸法はすべて、所望の同調伝送チャネルを提供するように修正することがで
きる。チャネルが好適に同調されているか否かを判定するために、ＡＮＳＹＳ　ＨＳＦＦ
ソフトウェアで簡略化モデルを使用することが有益であることが分かった。例えば、ＨＳ
ＦＦで、トラスの幾何学形状（その厚さおよび端子溝高さを含む）ならびに端子を含む、
単純な２５ｍｍモデルを生成することができる。当業者に既知であるように、単純なモデ
ルが好適に同調されているかを見るために、図３５に描写されるような挿入損失プロット
を生成することができる。出願人が留意する１つの問題は、挿入損失が１０または１２ｄ
Ｂの範囲を見る従来の方法論が、挿入損失のいくらかの低下（除去することが望ましい共
振であると考えられる）を、比較的重要ではないように見えさせるということである。出
願人は、図３６に示されるように尺度を１ｄＢに縮尺することが、伝送チャネルが望まし
く同調されているか否かを判定するのに有用であると判断した。
【００４７】
　理解することができるように、上部破線は、十分に同調された伝送チャネルを示し、一
方、下部線は、それほど望ましく同調されていない伝送チャネルを表す。より具体的には
、チャネルにおいて、関心周波数範囲内の０．２ｄＢの低下は、性能に著しい悪影響を及
ぼす可能性がある共振を表し、したがって、同調伝送チャネルではない。しかしながら、
挿入損失の低下が０．２ｄＢ未満、およびより好ましくは０．１ｄＢ未満に保たれる場合
、伝送チャネルを同調伝送チャネルと見なすことができる。したがって、ＮＲＺ符号化を
使用して１６Ｇｂｐｓを提供しようとしている用途では、１２ＧＨｚまで０．２ｄＢ未満
の挿入損失の低下が望ましく、０．１ｄＢ未満の挿入損失の低下が好ましい。さらに、Ｎ
ＲＺ符号化を使用して２５Ｇｂｐｓを提供しようとしている用途では、約２０ＧＨｚまで
０．２ｄＢ未満の挿入損失の低下が望ましく、０．１ｄＢ未満の挿入損失の低下が好まし
い。図３５に示される破線から理解することができるように、十分な反復を用いて、０．
０５ｄＢ未満の低下を有する応答を得ることが可能であり、これは、より長いチャネルに
おいて有用である。
【００４８】
　伝送チャネルが同調されている場合を判定することは、いくらか反復プロセスであるこ
とに留意されたい。そうでなければ、同調伝送チャネルは、いくつかの他のパラメータ（
所望のシステムインピーダンスまたはＦＥＸＴまたはＮＥＸＴ等）を満足することができ
ないため、反復法のいくつかが生じる場合がある。同調伝送チャネルと見なすことができ
ることを実証するために、単純なモデルを試験する能力は、設計プロセスを大幅に簡略化
し、比較的迅速な開発を可能にすることができる。
【００４９】
　したがって、理解することができるように、トラス厚、端子幅、端子溝高さ、およびウ
ェハ－ウェハ間隙の所望の比率は、用途にいくらか依存する。例えば、下部インピーダン
スが望ましい場合、より幅が広い端子を有することが必要である場合がある。逆に、より
高いインピーダンス（１００オーム等）を得るために、より幅が狭い信号端子が必要であ
る場合がある。より短いチャネル長は、追加の損失を提供するように、より多くのプラス
チックの含有から利益を享受し得（そのような損失は、損失材料が使用される場合に経験
する損失より大幅に小さいが）、一方、より長いチャネルは、より多くの空気の使用から
利益を享受し得る。また、特定の用途では、他の因子もまた、伝送チャネルが適切に機能
するか否かに関与することにも留意されたい。近接して位置付けられたウェハ（例えば、
０．７５ｍｍ以下等の非常に詰まったピッチのコネクタ）、または非常に密度の高いコネ
クタは、望ましくないクロストークを生じるほど相互と近接した信号対という状況を生じ
る場合がある。加えて、構造の不連続性は、クロストークを生じる反射を引き起こす可能
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性がある。したがって、同調伝送チャネルは、他の設計検討事項が考慮されていない場合
に、依然として望むように機能しない場合があり、十分に短いチャネルでは、同調伝送チ
ャネルの利益は、クロストークおよび／または挿入損失（または他の関連問題）の低減の
利益と比較して二次的である場合がある。しかしながら、これらの他の検討事項は、高デ
ータ転送速度に好適なコネクタを設計する当業者に周知であり、したがって、本明細書で
はこれ以上議論しない。
【００５０】
　本明細書に提供される開示は、その好ましい、および例示的な実施形態に関して、特長
を記載する。本開示を検討することによって、当業者は、添付の特許請求の範囲および趣
旨内の数々の他の実施形態、修正、および変形を思い付くであろう。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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