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(57)【要約】
　超高密度接続のための技法が開示される。１つの実施
の形態において、超高密度コネクタ（１０）は、実質的
に平行な細長い円筒要素（１２）の束を含み、各円筒要
素は、少なくとも１つの隣接する円筒要素に実質的に接
触している。細長い円筒要素の端部（１４）は、３次元
の互いに組み合う嵌合面を形成するように互い違いに配
置される。細長い円筒要素の少なくとも１つは、嵌合す
るコネクタの対応する電気接点を接線方向に係合させる
ように配置された導電性接点（１８）を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が少なくとも１つの隣接する円筒要素に実質的に接触する実質的に平行な細長い円
筒要素（１２）の束と、
　３次元の互いに組み合う嵌合面（１６）を形成するように、互い違いに配置された、前
記細長い円筒要素の複数の端部（１４）と
を備え、
　前記細長い円筒要素の少なくとも１つは、嵌合するコネクタの対応する電気接点を接線
方向に係合させるように配置された導電性接点（１８）を有する、
超高密度コネクタ（１０）。
【請求項２】
　前記細長い円筒要素は、円形、楕円形、三角形、四角形、長方形、五角形、六角形及び
多角形からなる形状の群から選択された断面を有する、請求項１に記載の超高密度コネク
タ。
【請求項３】
　前記細長い円筒要素の少なくとも１つは、マイクロワイヤ、絶縁されたマイクロワイヤ
及びガラスファイバーからなるフィラメント状構造体の群から選択される、請求項１に記
載の超高密度コネクタ。
【請求項４】
　前記細長い円筒要素は、約２００マイクロメートル未満の横断面直径を有する、請求項
１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項５】
　前記細長い円筒要素の少なくとも１つは、前記細長い円筒要素の外面の上に配置された
接合材料を備える、請求項１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項６】
　前記細長い円筒要素の横断面寸法が全て実質的に等しい、請求項１に記載の超高密度コ
ネクタ。
【請求項７】
　前記細長い円筒要素は六角形の最密構造に配置される、請求項１に記載の超高密度コネ
クタ。
【請求項８】
　前記細長い円筒要素の第１サブセット（２２）が、実質的に第１面に配置された端部を
有し、前記細長い円筒要素の第２サブセット（２４）が、実質的に第２面に配置された端
部を有する、請求項１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項９】
　前記導電性接点は、前記対応する細長い円筒要素の外面の上に配置された金属のパッチ
（４２）を備える、請求項１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項１０】
　前記導電性接点は、前記対応する細長い円筒要素の外面に配置されて前記対応する細長
い円筒要素の長手に沿って延在する導電性帯状体（５２）を備える、請求項１に記載の超
高密度コネクタ。
【請求項１１】
　前記導電性接点は、前記対応する細長い円筒要素の外面の周りに実質的に配置されたリ
ング（５４）を備える、請求項１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項１２】
　前記細長い円筒要素の少なくとも１つは、流体を伝達するための孔（７７）を備える、
請求項１に記載の超高密度コネクタ。
【請求項１３】
　前記細長い円筒要素の少なくとも１つは、光信号を伝達するための光ファイバー（７５
）である、請求項１に記載の超高密度コネクタ。
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【請求項１４】
　超高密度コネクタを製造する方法（９０）であって、
　ａ）複数の細長い円筒要素を設けるステップ（９２）と、
　ｂ）３次元の互いに組み合う嵌合面を形成するように前記細長い円筒要素の複数の端部
を互い違いに配置し、それぞれの前記円筒要素が少なくとも１つの隣接する前記円筒要素
に実質的に接触するように、前記複数の細長い円筒要素の束を形成するステップ（９４）
と、
　ｃ）コネクタを形成するように前記複数の細長い円筒要素を一緒に固定するステップ（
９６）と
を含む方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの前記細長い円筒要素の外面上に少なくとも１つの導電性領域を形成す
るステップを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの導電性領域は円筒リソグラフィによって形成される、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　束を形成するステップは、
　ｉ）前記細長い円筒要素の前記複数の端部を共通の平面に配置するステップと、
　ｉｉ）前記３次元の嵌合面を形成するように前記細長い円筒要素のサブセットをエッチ
ングするステップと
を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の細長い円筒要素を束に配置するステップは、各々の前記細長い円筒要素を製
造治具のストッパに達するまで長手方向に滑らせるステップを含む、請求項１４に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記複数の細長い円筒要素を一緒に固定するステップは、前記束を形成する前に前記複
数の細長い円筒要素の外面に接合剤を被覆するステップを含む、請求項１４に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記複数の細長い円筒要素を一緒に固定するステップは、接合剤を前記束に塗布するス
テップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数の細長い円筒要素を一緒に固定するステップは、前記束をスリーブの中に挿入
するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　相互接続方法（８０）であって、
　ａ）それぞれの第１の円筒要素が少なくとも１つの隣接する第１の円筒要素に実質的に
接触し且つ接合されるよう、複数の第１の平行な細長い円筒要素を束に配置するステップ
（８２）であって、前記第１の円筒要素の複数の端部が、第１コネクタを形成するために
３次元の互いに組み合う嵌合面を形成するよう互い違いに配置されるステップと、
　ｂ）それぞれの第２の円筒要素が少なくとも１つの隣接する第２の円筒要素に実質的に
接触し且つ接合されるように、複数の第２の平行な細長い円筒要素を束に配置するステッ
プ（８４）であって、前記第２の円筒要素の複数の端部が、第２コネクタを形成するため
に、前記第１電気コネクタと嵌合する互いに組み合う嵌合面を形成するよう互い違いに配
置されるステップと、
　ｃ）前記第１電気コネクタ及び前記第２電気コネクタ上の対応する嵌合位置に配置され
た導電性の接点位置が接線方向に係合されるように、前記第１コネクタと前記第２コネク
タとを一緒に連結するステップ（８６）と
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を含む相互接続方法（８０）。
【請求項２３】
　前記第１コネクタと前記第２コネクタとを嵌め合い固定具に挿入するステップを更に含
む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　一緒に連結されたときに前記第１コネクタと前記第２コネクタとの周りのシースを締め
付けるステップを更に含む、請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年１２月１１日出願の「超高密度電気コネクタ」という名称の整理
番号００７２９－２５０８４．ＮＰ（米国特許出願番号不明）の利益を主張するが、該基
礎出願は、２００５年１２月１２日出願の「超高密度電気コネクタ」という名称の米国仮
特許出願第６０／７４９、７７７号及び２００５年１２月１２日出願の「マルチエレメン
ト・プローブアレー」という名称の米国仮特許出願第６０／７４９、８７３号の利益を主
張する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、電子システムはいたるところに存在し、電子システムは様々な電気コネクタを必
要とすることが多い。多くの異なるタイプの電気的相互接続が、例えば、ケーブルとケー
ブル、ケーブルと回路基板、回路基板と回路基板、集積回路パッケージと回路基板、半導
体ダイと集積回路パッケージとの間で使用される。電気相互接続を形成するための技法は
状況に依存し、ピンとソケットのコネクタ、カードエッジコネクタ、スプライス、弾性コ
ネクタなどを含む。いくつかの接続は恒久的であり、他の接続は一時的のものであって、
コネクタの嵌合する対を抜き差しできるようにする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの異なる電気的相互接続技法のいたるところで、高密度相互接続を達成することへ
の共通の願望が生まれている。携帯電話、携帯情報端末などの小型化されたエレクトロニ
クス機器の普及と共に、高密度相互接続への要求は極めて大きなものがある。
【０００４】
　コネクタの嵌合する対をより詳細に参照すると、抜き差し可能な様々な形式のコネクタ
が知られている。例えば、良く知られた９ピン小型円形コネクタは、パーソナルコンピュ
ータとキーボード又はマウスなどの周辺機器との間の相互接続に使用される。多くの共通
コネクタは、打ち抜かれた金属接点がその中に配置されるプラスチック又はゴムのハウジ
ングから構成される。コネクタが嵌め合わされるときにピンがソケットに差し込まれ又は
滑り込むように、ピンは一方のコネクタに設けられ、ソケットは嵌合するコネクタに設け
られる。コネクタ接点は、列に又は円形パターンに配列されることができ、様々な技法を
使用してハウジング内部に保持される。いくつかの一層高品質なコネクタは、高精度を実
現するために機械加工された接点とセラミック本体とを使用する。
【０００５】
　嵌合可能なコネクタに関する最先端技術は、約０．０２５インチの接点間隔を可能にす
る、いわゆる「ナノミニチュア」コネクタによって明らかにされる。典型的なコネクタは
１列又は２列の接点を設けただけであり、全体で１００接点より少ないが、「ナノミニチ
ュア」コネクタの接点間隔は、理論上は１平方インチ当たり１６００接続までの相互接続
密度を実現することができる。より一般的なコネクタは、０．０５インチ～０．１インチ
の接点間隔を有するいわゆる「マイクロミニチュア」コネクタであり、理論上は１平方イ
ンチ当たり数百個の接続の相互接続密度が可能である。しかし、実際には、こうしたコネ
クタに含まれるハウジングが、これらの理論値よりもかなり低い実際の接続密度を生じる
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結果となる。一般のアメリカ電線規格（ＡＷＧ）３２番ワイヤは、（絶縁層を除く）直径
が約０．００８インチ（約２００マイクロメートル）であるが、コネクタ技術はワイヤに
比較して相対的に大きい。より細いワイヤでさえ利用可能である。これらのコネクタへの
ワイヤの接続は、典型的には、圧着、締付け、絶縁体置換ブレード又は半田付けなどによ
って行われる。コネクタをワイヤ束の上に配置する工程は、退屈で費用のかかる製造工程
になるおそれがある。
【０００６】
　いくつかの用途では、また、電気的接続に加えて流体接続又は光学的接続などの他のタ
イプの接続を含むことへの要求もある。電気的接続と他のタイプの接続とを同時に行うた
めの技法はほとんど知られていない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、従来技術に固有の課題と欠陥とを克服するのに役立つ超高密度コネクタを含
む。本明細書で具現され概略的に説明される本発明によれば、超高密度コネクタは様々な
用途に使用されることができる。超高密度電気コネクタは、実質的に平行な細長い円筒要
素の束を含む。円筒要素のそれぞれは、少なくとも１つの隣接する円筒要素に実質的に接
触する。細長い円筒要素の端部は、３次元の互いに組み合う嵌合面を形成するように互い
違いに配置される。電気接点は、１つ又は複数の細長い円筒要素の上で、嵌合するコネク
タの対応する電気接点を接線方向に係合する位置に配置される。
【０００８】
　本発明は、添付図面とともに考慮される以下の説明及び添付の特許請求の範囲から一層
完全に明らかになるであろう。これらの図面が本発明の例示の実施の形態を単に示すだけ
であることを理解するなら、これら図面は本発明の範囲を限定するものと考えるべきでは
ない。容易に理解されるように、本明細書の図面の中で全体的に説明され図示される本発
明の構成要素は、広く様々に異なる構成のもとで配置され設計されることができる。それ
にもかかわらず、本発明を、添付図面を使用して付加的な特殊性と詳細とを加えながら記
載し説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の例示の実施の形態の以下の詳細な説明は本発明の一部を形成しており、本発明
が実施される例示の実施の形態が説明として示される添付の図面を参照する。これらの例
示の実施の形態は、当業者が本発明を実施できるようにするために十分に詳しく説明され
るが、理解されるように、他の実施の形態も実現することができ、本発明の精神及び範囲
から逸脱することなく本発明に対する様々な変更が成され得る。したがって、本発明の実
施の形態の以下の一層詳細な説明は、特許請求された本発明の範囲を限定することを意図
するのではなく、説明のためだけに提示され、本発明の特徴及び特性を説明し、本発明の
動作の最良の形態を記載し、当業者が本発明を十分に実施できるようにすることを制限す
るものではない。したがって、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ規定
されるべきである。
【００１０】
　本発明の以下の詳細な説明及び例示の実施の形態は、本発明の構成要素及び特徴が全体
を通して数字で指定される添付図面を参照することによって最も良く理解されよう。本発
明を説明するにあたって、以下の専門用語が使用される。
【００１１】
　単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、その文脈が明確に指図しない限り、複数形
を含む。したがって、例えば、マイクロフィラメントへの言及は、１つ又は複数のマイク
ロフィラメントへの言及を含む。
【００１２】
　本明細書で使用されるように、「約」という言葉は、量、大きさ、サイズ、定式化、パ
ラメータ、形状及び他の特性を意味しており、厳密である必要はないけれども、受け容れ
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可能な許容値、変換係数、数値の丸め、測定誤差等及び当業者に知られた他の要因を反映
しているので、近似され及び／又は所望により大きい又は小さい。
【００１３】
　数値データは、本明細書では範囲形式で表現され又は提示される。理解されるように、
こうした範囲形式は便宜上及び簡潔さのためだけに使用されるので、その範囲の限界値と
して明示的に述べられた数値だけでなく、あたかも各数値及び部分範囲が明示的に述べら
れたかのように、その範囲に包含される全ての個々の数値又は部分範囲をも含むものと柔
軟に理解すべきである。例として、「約１～５」の数値範囲は、約１～５の明示的に述べ
られた数値だけでなく、指示された範囲内の個々の値及び部分範囲をも含むものと理解さ
れるべきである。したがって、この数値範囲には、２、３及び４などの個々の数値、並び
に１～３、２～４及び３～５などの部分範囲が含まれる。この同じ原理は、ただ１つの数
値を述べている範囲にも適用され、記載された範囲又は特性の広さに関わらず適用される
べきである。
【００１４】
　本明細書で使用されるように、便宜上、複数の項目を共通のリストにおいて提示するこ
とができる。しかし、これらのリストは、このリストの各構成要素が別個且つ唯一の構成
要素として個別に識別されるように解釈されるべきである。したがって、こうしたリスト
の任意の個々の構成要素は、特別の指示なく共通のグループに存在することのみに基づい
て、同じリストの任意の他の構成要素の事実上の等価物と解釈すべきではない。
【００１５】
　一般に、本発明は超高密度コネクタシステムを対象とする。コネクタは、実質的に平行
なマイクロフィラメントの束を使用して構成でき、個々のマイクロフィラメントは、例え
ば接点、スペーサ、主要な要素、支持構造体、保護要素などを含む様々な機能を果たすこ
とができる。
【００１６】
　図１を参照すると、本発明の第１の例示の実施の形態による超高密度電気コネクタの図
が示される。具体的には、図１は、実質的に平行な細長い円筒要素１２の束を含む、全体
として１０で示される超高密度電気コネクタを示す。本明細書で使用されるように、円筒
形は任意の角柱状の構造を含み、その要素の任意の部分に沿って切り取られた一様な横断
面を有する構造を意味する。また、円筒形は一様でない横断面を有する細長い構造体も含
む。細長い円筒要素の様々な実例が本明細書で説明される。
【００１７】
　図から分かるように、各円筒要素は少なくとも１つの隣接する円筒要素に接触している
。例えば、束は、図１に示すように、細長い円筒要素の１次元の線形配列とすることがで
き、又は、図２に示すように２次元配列とすることもでき、又は本明細書で更に議論する
ように様々な他の配列とすることもできる。
【００１８】
　図１を参照すると、細長い円筒要素の端部１４は、３次元の互いに組み合う嵌合面１６
を形成するよう、互い違いに配置される。細長い円筒要素１２の少なくとも１つは、嵌合
するコネクタの対応する電気接点を接線方向に係合させるために配置された導電性接点１
８を有する。例えば、導電性接点は、以下で一層詳細に議論するように、嵌合するコネク
タの対応する導電性接点とスライドして接線方向接触するように、細長い円筒要素の側面
上に配置されることができる。一般に、接線方向接触は、図に示すような側面間スライド
接触などの隣接する要素による任意の側面接触を含む。
【００１９】
　超高密度電気コネクタ１０の細長い円筒要素１２は、様々な方法で一緒に保持されるこ
とができる。例えば、細長い円筒要素は、細長い円筒要素の外面に配置された接合材料（
図示せず）によって一緒に接合されることができる。細長い円筒要素を一緒に接合するこ
とによって、ハウジングを用いることなく電気コネクタを構成できる。これは、電気コネ
クタの全体的なサイズを縮小するのに役立つことができる。他の実例として、細長い円筒
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要素は、束をフェルール又はハウジング構造体（図示せず）に挿入することによって一緒
に保持されることができる。更に他の実例として、最も外側の細長い円筒要素は、コネク
タのためのシースとして役割を果たすことができる。
【００２０】
　超高密度電気コネクタの細長い円筒要素は様々なやり方で配置できる。例えば、図１に
示すように、細長い円筒要素１２は実質的に平面配置に配列できる。図２は、超高密度電
気コネクタ２０の代替の構成を示し、細長い円筒要素１２は六角形の最密構造に配列され
ている。図３は、超高密度電気コネクタ３０の更に他の代替の構成を示し、細長い円筒要
素１２は四角形配置に配列されている。
【００２１】
　理解されるように、細長い円筒要素は、例えば、円形、楕円形、三角形、四角形、長方
形、五角形、六角形、及び一般に多角形を含む様々な異なる横断面を有することができる
。細長い円筒要素が一定の横断面を有することは絶対不可欠ではなく、横断面は一定でな
くてもよい。例えば、超高密度電気コネクタを組み立てる前に、特定の形状を細長い円筒
要素の上にミクロ機械加工することができる。また、細長い円筒要素は孔を有し、それら
を管状の構成に形成することができる。更に、細長い円筒要素は、互いに類似の又は互い
に異なる横断面形状を有することができる。
【００２２】
　様々なタイプの細長い円筒要素が本発明の実施の形態において使用可能である。例えば
、細長い円筒要素は、マイクロワイヤ、絶縁されたマイクロワイヤ、ガラスファイバー、
シリコンファイバー等のフィラメント状構造とすることができる。例えば、異なる断面形
状と異なる組成のいずれか又はその両方からなるフィラメント状構造を含む、異なるタイ
プのフィラメント状構造の組合せを使用することができる。例えば、所望の横断面を有す
るガラスファイバーを線引きするための様々な方法が知られている。いくつかの細長い円
筒要素は、束に強度を付与するのに役立つようにアラミド繊維などの高強度材料とするこ
とができる。
【００２３】
　一層具体的な実例として、図２を参照すると、細長い円筒要素の第１サブセット２２は
電気絶縁性材料を備えることができ、細長い円筒要素の第２サブセット２４は導電性材料
を備えることができる。例えば、ガラスファイバーを第１サブセットのために使用し、金
属ロッド又はマイクロワイヤを第２サブセットのために使用することができる。
【００２４】
　マイクロワイヤは、超高密度コネクタと相互接続されるべきワイヤ束とに使用できるこ
とに留意されたい。言い換えると、コネクタは、ケーブル中のワイヤをコネクタのいくつ
かの細長い円筒要素として使用することによって、相互接続ケーブルの一体化された部分
とすることができる。これは、既知のコネクタの場合にはワイヤと別個のコネクタ要素と
の間の連結を施す必要性を低減する利点をもたらす。
【００２５】
　３次元の互いに組み合う嵌合面１６に一層詳しく目を向けると、理解されるように、こ
の嵌合面は、例えば図１に示すような不規則な配列を含む様々な形状をとることができる
。図２に示すように、互いに組み合う嵌合面は、細長い円筒要素の第１サブセット２２が
実質的に第１平面に配置される端部を有し、細長い円筒要素の第２サブセット２４が実質
的に第２平面に配置された端部を有する、細長い円筒要素の端部によって形成することが
できる。他の実例として、細長い円筒要素の群は、例えば、変位された端部を有する細長
い円筒要素の３つのグループ３２、３４、３６が示されている図３に示すように、それら
の端部を異なる位置に有することができる。一般に、細長い円筒要素は、主な要素を形成
するように、他の細長い円筒要素に対して前方に又は後方に変位されることができる。
【００２６】
　導電性接点を有する細長い円筒要素をアクティブ要素と呼ぶことができ、残りの細長い
円筒要素をスペーサ要素と呼ぶことができる。１つの実施の形態においては、例えば図２
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に示すように、全てのアクティブ要素はそれらの端部を第１平面に有し、全てのスペーサ
要素はそれらの端部を第１平面とは異なる第２平面に有することができる。他の実施の形
態として、全てのアクティブ要素はそれらの端部を第１平面に有し、スペーサ要素はアク
ティブ要素に対し且つ互いに対して様々な異なる長手方向位置に配置される。更に他の実
施の形態としては、例えば図３に示すように、全てのスペーサ要素はそれらの端部を第２
平面に有することができ、アクティブ要素はアクティブ要素に対し且つ互いに対して様々
な異なる長手方向の位置に配置される。最後に、更に他の実施の形態として、図１に示す
ように、アクティブ要素及びスペーサ要素は、互いに対して様々な異なる長手方向の位置
に配置されることができる。言い換えると、３次元の互いに組み合う嵌合面は、主として
アクティブ要素により、スペーサ要素により、又はアクティブ要素とスペーサ要素とによ
って形成されることができる。また、細長い円筒要素の端部の構成に関する他の変形形態
も使用できる。
【００２７】
　嵌合の態様及び電気接点に更に詳細に目を向けると、図４は一対の嵌合する超高密度電
気コネクタ４０，４０’を示す。コネクタの互い違いに配置された端部１４は、嵌合する
対の対応する端部４２、４２’について相補的に構成されていることが分かる。対応する
電気接点４４，４４’は互いに接線方向に係合するように構成される。電気接点を細長い
円筒要素１２の側面上に配置することは、いくつかの利点をもたらす。第１に、接点は細
長い円筒要素の側面上にあるので、コネクタの係合期間に除去作用が施され、或るタイプ
の導電性材料の上に形成されるおそれのある酸化層を取り除くのに役立つ。この除去作用
は、相補的に係合している接点間の電気抵抗を減少させるのに役立つ。第２に、接点が側
面上にあるので、コネクタが完全に係合されていないか又は部分的に外れるようになった
場合でも、信頼性の高い電気的接触が形成される。第３に、嵌合する対の対応する端部の
間に機械的な干渉をもたらし、その結果、設計された大きさの挿入力／抜き出し力及び接
触圧を実現するために、電気接点の厚さ及び／又は細長い円筒要素の直径を選択すること
ができる。これらの要素は、超高密度電気コネクタの接点対を通じた信頼性の高い導電性
を形成するのに役立つ。
【００２８】
　図４に示すように、接点４２、４２’は、対応する細長い円筒要素の側面上に配置され
た導電性領域を含む。導電性領域は例えば金属のパッチとすることができる。図５（ａ）
及び図５（ｂ）に示すように、導電性領域に関する様々な構成が使用できる。例えば、導
電性領域は、対応する細長い円筒要素の長手に沿って延在する１つ又は複数の導電性の帯
状体５２と、対応する細長い円筒要素の外面の周りに実質的に配置された導電性のリング
５４又は部分リング５６とであり得る。
【００２９】
　複数の電気的接続を単一の円筒要素の上で行うことができる。例えば、図４に示すよう
に、複数の導電性の帯状体５２ａ、５２ｂを、円筒要素の外面の上に形成することができ
る。導電性帯状体に対する別々の電気的接続を円筒要素の端部で形成できる。例えば、導
電性帯状体の小さな部分を露出させるために、絶縁材料５８を導電性帯状体の上に配置し
、絶縁材料の一部分をエッチングして取り去ることができる。次いで、導電性リング５４
ａ、５４ｂ、５４ｃを絶縁材料の上に形成でき、絶縁性材料のエッチングされた部分を通
じて対応する導電性帯状体への接続が形成される。
【００３０】
　接点の嵌合する対は同一の形状を持つ必要がないことに留意されたい。例えば、導電性
帯状体５２は導電性リング５６とインターフェースできる。更に、嵌合する接点が接線方
向に係合するのであれば、接点は、細長い円筒要素の様々な異なる位置又は方向に配置で
きる。例えば、アクティブ要素は２つ以上の接点を含むことができる。他のオプションと
して、例えば細長い円筒要素が導電性材料である場合には、導電性領域はそれに対応する
細長い円筒要素それ自体の表面によって形成されてもよい。
【００３１】
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　図６ａ及び図６ｂは、本発明の実施の形態による２つのワイヤ束６４、６４’を接続し
ている、ワイヤ－ワイヤ接続の一対の嵌合された超高密度電気コネクタ６０、６０’の断
面図を示す。図６ａは、嵌合面を図６ｂのＡ－Ａ線で切り取った断面図、図６ｂは、図６
ａのＢ－Ｂ線で切り取った断面図である。コネクタは、３次元の互いに組み合う嵌合面１
４で接触する。導電性接触は、ワイヤ束６４、６４’に一体化している導電性マイクロワ
イヤ６２、６２’によって形成される。マイクロワイヤは、超高密度コネクタの製作期間
に嵌合面に隣接した端部で取り除かれる絶縁材６６を有することができる。マイクロワイ
ヤをコネクタ及び電気接点それ自体の一部として使用することによって、マイクロワイヤ
をコネクタ内の別個の電気接点に半田付け、圧着、締め付け又は別のやり方で接続する必
要がなくなる。これは、従来技術における超高密度コネクタの信頼性と製造可能性を向上
させるのに役立つことができる。代替として、マイクロワイヤは、例えば、半田付け、拡
散接合、超音波接合、導電性エポキシ及び類似の技法によって細長い円筒要素に結合され
ることができる。
【００３２】
　シース６８は、接点を一緒に加圧し信頼性のある接続を形成するのに役立つよう、嵌合
されたコネクタの周りを締め付けることができる。シースは、締付け、巻付け、熱締付け
スリーブ又は類似の構成とすることができる。スペーサ要素は、締め付けられたときに圧
力が電気接点上に維持されるよう、弾性材料とすることができる。
【００３３】
　既に理解されるように、本発明による超高密度コネクタは極めて高密度の相互接続を形
成できる。例えば、３２番ＡＷＧワイヤは、絶縁層を除いて約０．００８インチ（２００
マイクロメートル）の直径を持つ。しかし、６０番ＡＷＧワイヤ（直径約０．０００３イ
ンチ又は８マイクロメートル）と同程度に細い絶縁ワイヤ（例えばマグネットワイヤ）を
含む一層細いワイヤが利用可能である。こうした著しく細いワイヤは、超小型電子機器な
どのスペースがプレミアムである用途に極めて望ましい。他の実例として、いくつかの生
物医学用途は、生体の部位を貫通させるためにこれらワイヤを必要としている。本発明の
実施の形態を使用すると、比較的小さなサイズを有するコネクタを達成できる。
【００３４】
　例えば、細長い円筒要素は約０．００８インチ以下（約０．２ｍｍ以下）の直径を持つ
ことができる。図６に示したような接点構成を使用すると、接点間隔は約０．０１６～０
．０２４インチ（約０．４～０．６ｍｍ）となる。したがって、約２，６００接点毎平方
インチ（約４００接点毎平方センチメートル）の接続密度が達成できる。もちろん、より
大きな又はより小さな直径のものも使用でき、達成される密度もそれに応じて変わる。例
えば、約０．００１インチ（約２５マイクロメートル）の直径を持つ細長い円筒要素につ
いては、約１００，０００個毎平方インチ（約１５，５００個毎平方センチメートル）程
度の接続密度が可能であり、多くの従来のコネクタよりも数桁優れている。
【００３５】
　上述の議論は主に電気的接続に焦点を当てたものであったが、本発明の実施の形態は電
気コネクタに限定されるものではない。ハイブリッドコネクタもまた可能である。例えば
、上で論じたように、細長い円筒要素はガラスファイバー又はガラスチューブとすること
ができる。図７は、本発明の実施の形態に係る、異なる接点タイプの組合せを有するハイ
ブリッドコネクタ７０を示す。マイクロフィラメントの第１グループ７２は電気通信のた
めに構成され、第２グループ７４は光通信のために構成され、第３グループ７６は流体伝
達のために構成される。例えば、上で論じたように、第１グループはマイクロフィラメン
トの長手に沿った導電性の帯状体を含むことができ、又は、第１グループは導電性のマイ
クロフィラメントを含むことができる。第２グループは、光ファイバー７５、又は、その
上に微細加工された光学的導波路を有する細長い円筒要素とすることができる。第３グル
ープは、孔７７を通して流体伝達路を形成する管状要素であってよい。コネクタは、電気
通信要素、光通信要素及び／又は流体伝達要素の様々な組合せを含むことができる。理解
されるように、光通信要素及び流体伝達要素は、一対の相補的コネクタが嵌め合わされた
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ときには先端を突き合わせるように配置することができる。また、スペーサ要素７８をコ
ネクタに含めることができる。
【００３６】
　ハイブリッドコネクタ７０を一層詳細に考察すると、スペーサ要素７８を様々な機能を
実現するように選択されることができる。例えば、上述したように、弾性を持つスペーサ
要素は、嵌合されたコネクタが締め付けられるときに接点圧力を電気的要素７２の上に維
持するのに役立つように使用できる。他の実例として、スペーサ要素は、封止ガスケット
として機能させるために流体伝達要素７６の周りに配置できる。
【００３７】
　ここで説明するように、電子回路構成をコネクタに組み込むことができる。電子回路構
成は、例えば、ヤコブセンらの米国特許第５１０６４５５号、第５２６９８８２号及び第
５２７３６２２号で説明される円筒リソグラフィを使用して、細長い円筒要素の上に微細
加工されることができる。したがって、コネクタは、熱電対、湿潤センサなどの、コネク
タの完全性を監視するための回路構成を含むことができる。電子回路構成からの情報は、
束の中の当該目的専用の要素に沿って電気信号又は光信号によって通信され得る。
【００３８】
　ここで相互接続方法を説明する。全体として８０で示される本発明の実施の形態による
相互接続方法は、図８の流れ図の形式で示される。この方法は、第１コネクタを形成する
ように複数の第１の平行な細長い円筒要素を束に配置するステップ８２を含む。方法は、
第２コネクタを形成するように複数の第２の平行な細長い円筒要素を束に配置するステッ
プ８４を含む。第１コネクタ及び第２コネクタは、例えば上に説明した構成とすることが
でき、第１コネクタ及び第２電気コネクタは、互いに嵌合する相補的な３次元の互いに組
み合う面を有する。この方法は、第１電気コネクタ及び第２電気コネクタ上の対応する嵌
合位置に配置された導電性の接点位置が接線方向に係合されるように、第１コネクタと第
２コネクタとを一緒に連結するステップ８６を含む。例えば、電気接点を上記で説明した
構成に配置できる。
【００３９】
　マイクロフィラメントを使用すると極めて小さなコネクタを形成できるので、コネクタ
を差し込むために固定具を使用することは有効である。したがって、方法８０は、第１及
び第２電気コネクタを嵌め合い固定具の中に挿入するステップを含むことができる。方法
８０は、例えば上述したように、第１コネクタと第２コネクタとの周りのシースを締め付
けるステップを更に含むことができる。
【００４０】
　最後に、超高密度コネクタを製造する方法をここで説明する。本発明の実施の形態によ
る全体として９０で示される方法は、図９の流れ図の形式で示される。この方法は、複数
の細長い円筒要素を準備するステップ９２を含む。例えば、細長い円筒要素は、マイクロ
ワイヤのスプールから切り出されたマイクロワイヤとすることができる。他の実例として
、細長い円筒要素は、ブランク又はプリフォームから線引きされたガラスファイバーであ
り得る。また、方法は、複数の細長い円筒要素の束を形成するステップ９４も含む。各円
筒要素は少なくとも１つの隣接する円筒要素と実質的に接触する。
【００４１】
　束を形成するステップにおいて、細長い円筒要素の端部は、上で説明したとおり、３次
元の互いに組み合う嵌合面を形成するよう、互い違いに配置される。例えば、第１の細長
い円筒要素を製造治具に配置し、次いで、細長い円筒要素を前に配置した細長い円筒要素
の先端部の上に又は側面に沿って追加し、細長い円筒要素を製造治具のストッパに到達す
るまで滑らせることによって、束を積み重ねることができる。したがって、製造治具は、
３次元の互いに組み合う嵌合面を規定する１組のストッパを含むことができる。
【００４２】
　代替として、細長い円筒要素の端部を初めに共通の平面に配置し、次いで、これら細長
い円筒要素のいくつかを優先的にエッチングすることによって３次元の互いに組み合う嵌
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合面を形成することができる。例えば、円筒要素は異なる材料のものであってよい。他の
実例として、束を形成するステップの前にエッチングレジストをいくつかの円筒要素の上
に設けてもよい。
【００４３】
　また、方法９０は、複数の細長い円筒要素を固定するステップ９６も含む。例えば、円
筒要素は、一緒に接合されることによって、或いは、スリーブ、フェルール又はハウジン
グの内側に挿入されることによって、束の状態で一体に保持されることができる。例えば
、束を形成するステップの前に、接合剤を細長い円筒要素の外面に被覆することができる
。代替として、束が形成された後で接合剤を束に塗布してもよい。
【００４４】
　この方法は、少なくとも１つの導電性領域を少なくとも１つの細長い円筒要素の外面に
形成するステップを含むことができる。例えば、導電性領域は、ヤコブセンらの米国特許
第５１０６４５５号、第５２６９８８２号及び第５２７３６２２号で説明される円筒リソ
グラフィ技法を使用して形成されることができる。この導電性領域は、例えば上で議論し
たような様々な形状のものとすることができる。例えば、３次元構造体を細長い円筒要素
の表面上に形成できるようにするために、導電性材料及び／又は絶縁性材料の複数の層を
細長い円筒要素の上に形成することができる。
【００４５】
　要約し多少は繰り返すならば、上述のことから、本発明の実施の形態はいくつかの利点
を有する超高密度コネクタを提供できることが理解されよう。本明細書で教示した超高密
度コネクタは、電気、光学及び流体を含む様々なタイプのインターフェースを提供するた
めに使用できる。超高密度コネクタは極めて小さな容積の中に多数の電気回路接続を提供
することができ、既知の成形されたピン及びソケットの形式のコネクタよりも接続密度に
おいて数桁高い改善をもたらすことができる。例えば接着剤又はエポキシにより円筒要素
を一緒に接合することにより、ハウジングの必要性を低減させることができ、一層小型の
コネクタを提供することができる。相互接続ケーブルのために使用されるマイクロワイヤ
を、コネクタの一体化された部分として使用できるので、信頼性を向上させ且つ製造コス
トを低減するのに役立つ。超高密度コネクタに関する用途の実例は、極微細なプローブア
レーに対するインターフェース、電気回路に対するインターフェース、又は類似の用途を
含む。
【００４６】
　前述の詳細な説明は、特定の例示の実施の形態を参照して本発明を説明したものである
。しかし、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲から逸脱することなく、様々
な変更及び変形がなされることが理解されよう。詳細な説明と添付の図面は限定としてで
はなく単なる例示として考えられるべきであり、こうした全ての変更又は変形は、本明細
書で説明され記載された本発明の範囲に入るものとする。
【００４７】
　より具体的には、本発明の説明に役立つ例示の実施の形態が本明細書で説明されてきた
が、本発明はこれらの実施の形態に限定されるものではなく、前述の詳細な説明に基づい
て当業者によって理解されるように、変更、省略、（例えば様々な実施の形態にわたる態
様の）組合せ、改作及び／又は改変を有する任意かつ全ての実施の形態を含む。特許請求
の範囲の中の限定は、特許請求の範囲で使用された言語に基づいて広く解釈されるべきで
あり、前述の詳細な説明で又は本出願の手続きの間に説明された実例に限定されるべきで
はなく、それら実例は包括的であると解釈されるべきものである。例えば、本開示の中で
、「好適には」という言葉は包括的であり、この言葉は「好適であるが、しかし、～に限
定されない」ことを意味するものとされる。任意の方法クレーム又はプロセスクレームの
中で述べられた任意のステップは任意の順序で実行でき、そのクレームで提示された順序
に限定されない。ミーンズ・プラス・ファンクションの限定又はステップ・プラス・ファ
ンクションの限定は、特定のクレーム限定のために次の条件、即ち、ａ）「～のための手
段」又は「～のためのステップ」が当該限定の中で明確に述べられていること、ｂ）対応
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又は行為が明細書の中で説明されていること、の全てが存在する場合にのみ採用される。
したがって、本発明の範囲は、上でなされた説明及び実例によってではなく、添付の特許
請求の範囲及びそれらの法的均等物によってのみ決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態に係る超高密度電気コネクタの斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る超高密度電気コネクタの代替構成の斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る超高密度電気コネクタの他の代替構成の斜視図である
。
【図４】本発明の実施の形態に係る一対の嵌合される超高密度電気コネクタの側面図であ
る。
【図５ａ】本発明の実施の形態に係る様々な導電性接点構成の側面図である。
【図５ｂ】本発明の実施の形態に係る様々な導電性接点構成の端面図である。
【図６ａ】本発明の実施の形態に係る一対の嵌合された超高密度電気コネクタの断面図で
ある。
【図６ｂ】本発明の実施の形態に係る一対の嵌合された超高密度電気コネクタの断面図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態に係る超高密度ハイブリッドコネクタの斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る電気的相互接続方法の流れ図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る超高密度電気コネクタを製造する方法の流れ図である
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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