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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気絶縁材の板状の基材の両端側に位置する接続部同士を結ぶように延びる複数の信号
回路を平行に該基材に設けた信号ブレードと、電気絶縁材の板状の基材の両端側に位置す
る接続部同士を結ぶように延びる金属板の電源回路を該基材との一体成形により保持する
電源ブレードと、電気絶縁材で作られていてスリット状のブレード保持孔が貫通形成され
た保持体とを有し、上記信号ブレードと電源ブレードがそれぞれの基材に形成された被案
内側縁で案内されて上記ブレード保持孔へ所定位置まで挿入されて基板の板面に平行な面
上に配列されるように保持され、両ブレードの接続部が上記ブレード保持孔の開口側に位
置している電気コネクタにおいて、
　電源ブレードは、電源回路の側縁に形成され該電源ブレードの被案内側縁よりも側方へ
突出する係止突起が設けられていて、電源ブレードが保持体のブレード保持孔へ挿入され
たときに、上記係止突起が該ブレード保持孔の対応面に喰い込むようになっていると共に
、上記電源ブレードは、該電源ブレードの基材の板面に保持体への挿入方向に延びる条溝
部が形成され、保持体はブレード保持孔の内面に該条溝部を案内する凸条部が設けられ、
上記条溝部と凸条部は、電源ブレードが上記保持体のブレード保持孔へ所定位置まで挿入
されたときに、互いに締まり合う締結部を有していることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　電源ブレードと保持体は、電源ブレードが所定位置まで挿入されたときに、互いに当接
して位置を定めるために、電源ブレードの基材に被規制部、保持体のブレード保持孔の内
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面に規制部を、それぞれ有していることとする請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　保持体は一つの部材から作られており、電源ブレードは保持体のブレード保持孔に対し
一方から挿入されるようになっていて挿入方向後端域に係止突起が設けられていることと
する請求項１又は請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　保持体は、電源ブレードの両端側のそれぞれに位置するように形成された分割保持体を
有し、電源ブレードは基材の各端から対応せる分割保持体に挿入され、それぞれの分割保
持体に対応して係止突起を有していることとする請求項１ないし請求項３のうちの一つに
記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　電源ブレードは、該電源ブレードの基材の板面に、保持体のブレード保持孔の対応内面
を圧するリブが設けられていることとする請求項１ないし請求項４のうちの一つに記載の
電気コネクタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、両端側に接続部を有し、両接続部に被接続体が接続されて、両被接続体の電
気的接続を図る電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二つの回路基板を比較的大きい間隔をもって平行状態に位置せしめ、互いの回路部同士
を接続せねばならぬことがある。この場合、二つの回路基板の回路部には、ともにコネク
タ等の被接続体が取り付けられ、これらの被接続体が上記間隔に見合った高さのコネクタ
を介して接続される。
【０００３】
　このようなコネクタは、例えば、特許文献１に開示されている。この特許文献１では、
各回路基板に配されたコネクタ、すなわち二つのコネクタを有するコネクタ組立体として
形成されている。
【０００４】
　各コネクタは絶縁ケースに板状の複数のモジュールが平行に組み込まれていて両コネク
タは組立状態で、互いのモジュールに設けられた端子同士が電気的に接続されてコネクタ
組立体を成す。
【０００５】
　各モジュールは、板状の絶縁支持体の一方の面に複数の信号端子（回路）が、そして他
方の面に金属板製のシールド部材が取り付けられている。上記モジュールは、板状の上記
絶縁支持体の端子配列方向両端に該絶縁支持体の一部として片端部を有していて、上記絶
縁ケースへ挿入されたときに、該片端部が該絶縁ケースで支持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００２－５３０８３９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１にあっては、各モジュールは、絶縁ケースにより支持される
片端部が絶縁材料製の絶縁支持体の一部として作られているので、片端部は十分な強度を
確保するには大寸法に作られねばならず、モジュールが大型化してしまい、その結果、多
くのモジュールを保持して成るコネクタも大型化する。換言すれば、上記片端部を小型化
すると、該片端部の強度が低下してしまう。
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【０００８】
　特に、上述のモジュールにあっては、信号端子用モジュールには絶縁支持体の成形後に
、別体として金属板で作られたシールド部材が取り付けられているが、該シールド部材は
、簡単な機械的方法で絶縁支持体に取り付けられているだけなので、その取付強度は低く
、このシールド部材の一部を利用して絶縁ケースにより支持されるようにするわけには行
かない。ましてや、このモジュールに類する電源用モジュール（通称、ブレードと称され
る）には、シールド板は不要なので、電源用モジュールでは、絶縁支持体の一部で、絶縁
ケースにより支持されるしかない。
【０００９】
　かくして、特許文献１にあっては、大型化あるいは強度低下といった点での改善が望ま
れていた。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑み、電源ブレード、ひいてはコネクタ全体を大型するこ
となく、該電源ブレードを強固に保持できる電気コネクタを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る電気コネクタは、電気絶縁材の板状の基材の両端側に位置する接続部同士
を結ぶように延びる複数の信号回路を平行に該基材に設けた信号ブレードと、電気絶縁材
の板状の基材の両端側に位置する接続部同士を結ぶように延びる金属板の電源回路を該基
材との一体成形により保持する電源ブレードと、電気絶縁材で作られていてスリット状の
ブレード保持孔が貫通形成された保持体とを有し、上記信号ブレードと電源ブレードがそ
れぞれの基材に形成された被案内側縁で案内されて上記ブレード保持孔へ所定位置まで挿
入されて基板の板面に平行な面上に配列されるように保持され、両ブレードの接続部が上
記ブレード保持孔の開口側に位置している。
【００１２】
　かかる電気コネクタにおいて、本発明では、電源ブレードは、電源回路の側縁に形成さ
れ該電源ブレードの被案内側縁よりも側方へ突出する係止突起が設けられていて、電源ブ
レードが保持体のブレード保持孔へ挿入されたときに、上記係止突起が該ブレード保持孔
の対応面に喰い込むようになっていると共に、上記電源ブレードは、該電源ブレードの基
材の板面に保持体への挿入方向に延びる条溝部が形成され、保持体はブレード保持孔の内
面に該条溝部を案内する凸条部が設けられ、上記条溝部と凸条部は、電源ブレードが上記
保持体のブレード保持孔へ所定位置まで挿入されたときに、互いに締まり合う締結部を有
していることを特徴としている。
【００１３】
　このような構成の本発明によると、金属板製の電源回路が絶縁材の基材と一体成形によ
り保持されているので、基材による該電源回路の保持強度は大である。又、電源回路の側
縁に形成された係止突起が、電源ブレードの基材に形成された被案内側縁から突出してい
る。この係止突起は金属板の電源回路の一部なので突出量が小さくとも該係止突起自体の
強度は大である。又、該係止突起は厚み方向でも金属板の厚さ寸法であるので同方向でも
、基材の厚み範囲に収まり大型化することはない。かくして、電源ブレードは、きわめて
コンパクトになるにもかかわらず、係止突起の保持体の対応面への喰い込みによって、電
源ブレードは保持体により強固に保持される。さらには、上記凸条部と条溝部との作用に
よって、電源ブレードの挿入方向のみならず、幅方向での保持が強化されそして位置決め
が確実となる。
【００１４】
　本発明において、電源ブレードと保持体は、電源ブレードが所定位置まで挿入されたと
きに、互いに当接して位置を定めるために、電源ブレードの基材に被規制部、保持体のブ
レード保持孔の内面に規制部を、それぞれ有していることが好ましい。こうすることによ
り、電源ブレードは、該電源ブレードの被規制部が保持部の規制部と当接した時点で、該
電源ブレードの挿入方向で所定位置にて保持体により保持される。
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【００１５】
　本発明において、電源ブレードの両端間の距離がさほど長くない場合には、保持体は一
つの部材から作られていて、電源ブレードは保持体のブレード保持孔に対し一方から挿入
されるようになっていて挿入方向後端域に係止突起が設けられているようにすることがで
きる。
【００１６】
　これに対して、電源ブレードの両端間の距離が長い場合には、保持体は、電源ブレード
の両端側のそれぞれに位置するように形成された分割保持体を有し、電源ブレードは基材
の各端から対応せる分割保持体に挿入され、それぞれの分割保持体に対応して係止突起を
有しているようにすることができる。その際、両端側の分割保持体の間にスペーサ部材を
設けることとすると、両分割保持体の位置が安定する。この分割保持体を用いると、電源
ブレードの高さが変更されても、これに容易に対応でき、スペーサ部材を用いるときでも
、スペーサ部材のみを変更すれば良い。
【００１８】
　本発明において、電源ブレードは、該電源ブレードの基材の板面に、保持体のブレード
保持孔の対応内面を圧するリブが設けられていることが好ましい。こうすることで、リブ
とブレード保持孔の対応内面との接圧により、電源ブレードの挿入方向のみならず、板厚
方向での保持が強化されそして位置決めが確実となる。特に板厚方向でのブレード保持孔
内でのガタはなくなる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、以上のように、金属板から成る電源回路を一体成形で絶縁材の基材で保持し
て電源ブレードを形成し、保持体のブレード保持孔により案内される該電源ブレードの基
材の被案内側縁から上記電源端子に形成された突起を突出せしめることとし、該突起が上
記ブレード保持孔の対応内面に喰い込むことにより、該電源ブレードを強固に保持するこ
ととしたので、上記突起は突出量も厚みも小さくてよく、電源ブレードの大きさには殆ん
ど影響なく大型化されることはない。しかも保持強度は十分に確保される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態のコネクタ全体を示す斜視図である。
【図２】図１のコネクタに用いられる電源ブレードの斜視図であり、（Ａ）は内面側、（
Ｂ）は外面側を示す。
【図３】図１のコネクタに用いられる信号ブレードの斜視図であり、（Ａ）は内面側、（
Ｂ）は外面側を示す。
【図４】図１のコネクタの断面図であり、（Ａ）は（Ｃ）におけるＡ－Ａ断面、（Ｂ）は
（Ｃ）におけるＢ－Ｂ断面、（Ｃ）は（Ｂ）におけるＣ－Ｃ断面を示す。
【図５】本発明の第二実施形態のコネクタ全体を示す斜視図である。
【図６】図１のコネクタに用いられる電源ブレードの斜視図であり、（Ａ）は内面側、（
Ｂ）は外面側を示す。
【図７】図１のコネクタに用いられる信号ブレードの斜視図であり、（Ａ）は内面側、（
Ｂ）は外面側を示す。
【図８】図１のコネクタの断面図であり、（Ａ）は図４の（Ａ）に対応する位置での断面
、（Ｂ）は図４の（Ｂ）に対応する位置での断面、を示す。
【図９】本発明の第三実施形態を示す斜視図で、（Ａ）は治具にセットされた電源ブレー
ドそして信号ブレードを示し、（Ｂ）は治具のみを示している。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付図面にもとづき、本発明の実施の形態について説明する。
【００２２】
　＜第一実施形態＞
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　図１は本発明の第一実施形態としての電気コネクタの外観を示す斜視図である。コネク
タ１は、電源ブレード１０、信号ブレード３０、保持体５０を有している。図示の例では
、板状をなす一つの電源ブレード１０、四つの信号ブレード３０が一つの面に配列されて
いて一つの組をなし、二つの組が互いに対向して面するように対をなして、上記保持体５
０のそれぞれのブレード保持孔５１に挿入されている。このような電源ブレード１０そし
て信号ブレード３０を保持して成るコネクタ１は、回路基板（図示せず）上に配されて該
回路基板の対応部にて半田接続され、他の回路基板に接続された相手コネクタ（図示せず
）を上方から受け入れて、上記回路基板と他の回路基板を電気的に接続するために用いら
れる。
【００２３】
　電源ブレード１０は、ブレード保持孔５１の内方側に向く面の上端域に、金属板で作ら
れた板状の二つの電源回路１２の接続部１２Ａを有し、下端からは歯状に突出したそれぞ
れの電源回路１２の接続部１２Ｂを有している。信号ブレード３０は、複数の信号回路の
それぞれが、上記ブレード保持孔５１の内方に向く面側の上端域に、細帯状の信号回路の
接続部３２Ａを有し、下端からは接続部３２Ｂが突出している。これらの電源ブレード１
０そして信号ブレード３０の上記下端側の接続部１２Ｂ、３２Ｂが回路基板へ、半田接続
される。保持体５０は、両側端部にガイドポスト５２を有していて、ここで相手コネクタ
に案内されつつ互いに嵌合され、上記二組の電源ブレード１０そして信号ブレード３０間
へ相手コネクタの対応部を受け入れる。
【００２４】
　以下、電源ブレード１０、信号ブレード３０について、保持体５０とともに説明する。
【００２５】
　電源ブレード１０は、図２（Ａ），（Ｂ）に見られるように、金属板の二つの電源回路
１２を有し、両電源回路１２は絶縁材の一つの基材１１との一体モールド成形により保持
されている。二つの電源回路１２は、その板面同士が一つの面上に位置するように並んで
保持されていて、それぞれ一部が上記基材１１から露呈している。二つの電源回路１２は
、本実施形態では、その幅に若干の差があるが基本形態は同じである。
【００２６】
　各電源回路１２は、全体が長方形をなし、一端側となる上端側に平板状の接続部１２Ａ
、他端側となる下端側に歯状の他の接続部１２Ｂを有している。中間部は、基材１１から
部分的に露呈しつつ、該基材１１により保持されている。上記上端側の接続部１２Ａは平
坦面であるが下端側の接続部１２Ｂは、板面に対し直角に屈曲された部分に歯状に形成さ
れている。この下端側の接続部１２Ｂよりも若干上方位置の側縁には、側方に突出する係
止突起１３が設けられている。該係止突起１３は、上側で斜縁を下側で直角縁をなす三角
形の翼状となっている。
【００２７】
　基材１１は、全体として略平板状をなし、その厚みの中で上記平板状の電源回路１２を
保持している。
【００２８】
　上記基材１１は、保持体のブレード保持孔５１の内方に向く内面（図２（Ａ）参照）と
該保持体５０の側壁に面する外面（図２（Ｂ）参照）とを有し、図２（Ａ）のごとく、上
記内面に小窓部１１Ａと長窓部１１Ｂとが形成されていて、電源回路１２を部分的に露呈
させている。また、この基材１１の内面側では、上記平板状電源回路１２の上端側の接続
部１２Ａが露呈していて、該接続部１２Ａの隣接域に上記小窓部１１Ａが位置している。
上記長窓部１１Ｂを形成する中間域は、該長窓部１１Ｂの周囲に段状に厚みを増した枠状
の回路保持部１４が設けられていて、二つの電源回路１２に対応して設けられた二つの回
路保持部１４の間に条溝部１５が上下方向に貫通して形成されている。この条溝部１５は
電源ブレード１０のブレード保持孔５１への挿入時に、ブレード保持孔５１の内面に形成
された凸条部により案内されるために形成されている。上記回路保持部１４の上端縁面は
、電源ブレード１０が保持体５０のブレード保持孔５１へ挿入された際に、ブレード保持
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孔５１の対応部（規制部）と当接して挿入方向の位置決めがなされる被規制部１４Ａとな
っている。上記条溝部１５の対向溝内面には、上端側に拡幅された締結部１５Ａそして下
端側に狭幅された締結部１５Ｂが形成されており、いずれも、電源ブレード１０のブレー
ド保持孔５１への挿入完了時に、ブレード保持孔５１の凸条部の対応部と締まり合って位
置の固定を図る。又、基材１１の下端側縁部には突出部１６が設けられている。この突出
部１６は電源ブレード１０の挿抜操作時に指を掛けて操作を楽にするためのものである。
この下端側では、基材１１の側縁は段状の切欠部１７が形成されていて、この切欠部１７
で電源回路１２の係止突起１３を露出せしめており、該係止突起１３の先端は基材１１の
側端面１８よりも若干突出している。
【００２９】
　上記基材１１の外面は、図２（Ｂ）に見られるごとく、内面に形成された小窓部１１Ａ
と長窓部１１Ｂに対応する位置に同様の形状そして大きさの小窓部１１Ｃと長窓部１１Ｄ
が形成されている。内面で露呈していた電源回路１２の上端側の接続部１２Ａは、外面側
では、基材１１により覆われていて露呈していない。基材１１の外面は、ほぼ均一な平坦
面をなしているが、小窓部１１Ａと長窓部１１Ｂとの間の位置に、幅方向に延びるリブ１
９が設けられている。該リブ１９は、ブレード保持孔５１の内面を圧して、電源ブレード
１０の上記ブレード保持孔５１内でのガタツキをなくすために設けられている。さらに、
基材１１の外面には、下端縁に、内面側に形成された突出部１６と同様の突出部２０が同
様の目的で、設けられている。また、基材外面側においても、既述の下端側の切欠部１７
が連続して形成せれている。
【００３０】
　信号ブレード３０は、図３（Ａ）に見られるように、細帯状の複数の信号回路（端子）
３２が、絶縁材の略板状の基材３１により保持されている。各信号回路３２は、電源回路
１２の場合と同様に、絶縁材の基材３１との一体モールド成形により保持されている。複
数の信号回路３２は、その一部が基材３１から露呈している。
【００３１】
　細帯状の各信号回路３２は、一端側となる上端側に帯状の接続部３２Ａ、他端側となる
下端側に屈曲された接続部３２Ｂを有している。
【００３２】
　上記基材３１は、保持体５０のブレード保持孔５１の内方に向く内面（図３（Ａ）参照
）と該保持体５０の側壁に面する外面（図３（Ｂ）参照）とを有している。基材３１の内
面側では、図３（Ａ）に見られるように、複数の信号回路３２の上端側の接続部３２Ａが
露呈している。この点では、電源回路１２の接続部１２Ａの場合と同様である。また、下
端側の接続部３２Ｂも、電源回路１２の接続部１２Ｂと同様に、基材３１の下端から延出
すると共に外方へ屈曲されている。上記接続部３２Ａと接続部３２Ｂの間の中間域は、肉
厚となっていて、小窓部３１Ａ，３１Ｂが形成されている回路保持部３３となっていて、
信号回路３２はこの回路保持部３３内に埋没保持されている。上記肉厚の中間域の回路保
持部３３には、条溝部３３Ａが上下方向に貫通して形成されている。この条溝部３３Ａは
信号ブレード３０のブレード保持孔５１への挿入時にブレード保持孔５１の内面に形成さ
れた凸条部により案内されるために形成されている。上記回路保持部３３の上端縁面は、
信号ブレード３０が保持体５０のブレード保持孔５１へ挿入された際に、ブレード保持孔
５１の対応部（規制部）と当接して挿入方向の位置決めがなされる被規制部３３Ｂとなっ
ている。上記条溝部３３Ａの対向溝内面には、上端側に拡幅された締結部３３Ｃそして下
端側に狭幅された締結部３３Ｄが形成されており、いずれも、信号ブレード３０のブレー
ド保持孔５１への挿入完了時に、ブレード保持孔５１の対応凸条部に締まり合って位置の
固定を図る。又、基板３１の下端縁部には、電源ブレード１０の場合と同様、信号ブレー
ド３０のブレード保持孔５１に対する挿抜操作のための、突出部３４が設けられている。
【００３３】
　基材３１の外面側では、信号回路３２は基材３１に覆われており、さらに、その上にグ
ランド板４０が取り付けられている。基材３１には、グランド板３５の保持のための保持
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突起３５Ａ，３５Ｂが設けられており、グランド板４０の対応孔４１Ａ，４１Ｂで該グラ
ンド板４０を保持している。上記複数の信号回路３２のいくつかは、グランド回路として
用いられることがあり、本実施形態では、そのためにグランド板４０は、対応グランド回
路に接触する接触片４２が切り起こしにより形成されている。さらにグランド板４０には
ブレード保持孔５１の対応内面の係止部に係止して、該ブレード保持孔５１内でのガタツ
キをなくすためのばね片４３も切り起こしにより形成されている。なお、グランド板３５
の上端側の面は、相手コネクタとの接触部をなす。
【００３４】
　既述のような板状の電源ブレード１０、信号ブレード３０を組として二組対向して平行
に保持する保持体５０は、図１におけるコネクタの横断面を示す図４（Ｃ）に見られるよ
うに、絶縁材により薄型の角筒状に作られていて、両方の側壁５２同士間に、中間壁５３
を挟んで、スリット状の二組のブレード保持孔５１が形成されている。各組のブレード保
持孔５１は、側壁５２に沿って、左端に電源ブレード用そしてその右方へ四つの信号ブレ
ード用として形成されている。図４（Ｃ）では、各ブレード保持孔５１に対応ブレードが
挿入保持されている状態を示しているが、左端の電源ブレード用のブレード保持孔５１に
ついてのみ図示され、その右方の信号ブレード用のブレード保持孔及び信号ブレードは図
示が省略されている。各ブレード保持孔５１は、図１にて上下方向に貫通形成されている
。なお、図４（Ｃ）の中間壁５２に表わされているスリット状空間５３Ａは保持体の成形
加工上のものであり、特には、本発明上は機能していない。
【００３５】
　上記ブレード保持孔５１には、中間壁５３の面に上下に延びて凸条部５４が設けられて
いる。この凸条部５４は、図２（Ａ）に見られる電源ブレード１０の条溝部１５、信号ブ
レード３０の条溝部３３Ａで案内して電源ブレード１０、信号ブレード３０のそれぞれの
挿入時の案内に寄与する。上記凸条部５４には、図示はされていないが、上端側に幅広部
そして下端側に幅狭部が形成されていて、電源ブレード１０そして信号ブレード３０の挿
入完了位置で、電源ブレード１０の上端側の締結部１５Ａそして下端側の締結部１５Ｂと
締結し、信号ブレード３０の上端側の締結部３３Ｃそして下端側の締結部３３Ｄと締結す
るようになっている。
【００３６】
　図２に示される電源ブレード１０は、該電源ブレード１０の上端側の接続部１２Ａを、
保持体５０のブレード保持孔５１の下端側開口に位置するようにして、該電源ブレード１
０を該ブレード保持孔５１へ上方へ向け挿入する。該電源ブレード１０は、上述したブレ
ード保持孔５１の凸条部５４そして該ブレード保持孔５１の両側縁で案内されつつ挿入さ
れる。電源ブレード１０は、所定挿入位置まで達すると、図４（Ａ）のごとく、該電源ブ
レード１０の被規制部１４Ａがブレード保持孔５１の対応せる規制部５１Ａに当接して挿
入完了位置が確定される。この挿入完了位置では、電源ブレード１０の上記締結部１５Ａ
，１５Ｂがブレード保持孔５１の凸条部５４に形成された対応の幅広部そして幅狭部で締
結される。さらに、電源ブレード１０の板状の電源回路１２の側縁に設けられた三角翼状
の係止突起１３がブレード保持孔５１の対応内側面に喰い込み、該電源ブレード１０の抜
けが防止される（図４（Ｂ）をも参照）。
【００３７】
　次に、複数の信号ブレード３０も、次々と電源ブレード１０の場合と同様の要領で、上
記保持体５０のブレード保持孔５１へ挿入される。該信号ブレード３０も、上記ブレード
保持孔５１内で、被規制部３３Ｂで挿入位置が決定され、締結部３３Ｃ，３３Ｄで締結保
持され、また、グランド板３５のばね片３８によりブレード保持孔５１内での板厚方向の
ガタツキもなくなり、抜けも防止される。
【００３８】
　このように電源ブレード１０そして信号ブレード３０を保持体５０のブレード保持孔５
１へ挿入完了することで、図１の本実施形態のコネクタ１を得る。
【００３９】
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　この完成されたコネクタ１は、その電源回路１２の下端側の接続部１２Ｂと信号回路の
下端側の接続部３２Ｂ、さらには取付金具６０が図示せぬ回路基板へ半田接続されて、該
回路基板へ取り付けられる。この回路基板に接続されたコネクタ１へは、他の回路基板に
接続された他のコネクタ（共に図示せず）を上方から接続される。この他のコネクタは、
図１にてブレード保持孔５１から突出する電源ブレード１０の上端側の接続部１２Ａ、信
号ブレード３０の上端側の接続部３２Ａ、さらには、グランド板３５の上端側の接触部の
それぞれと接触する。
【００４０】
　＜第二実施形態＞
　第一実施形態では、保持体は一部材でなっていたが、図５に示す第二実施形態では、上
下に分割されている点に特徴がある。この第二実施形態では、図１ないし図４に示された
第一実施形態と共通部位には同一符号を付しその説明を省略する。なお、本実施形態では
、保持体は上下の同一構成の分割保持体を有しているが、この分割保持体は第一実施形態
の保持体の上半部と同じであるので、両分割保持体に第一実施形態の保持体と同じ符号５
０を付すこととする。
【００４１】
　本実施形態のコネクタ１は、第一実施形態と同様に、一つの電源ブレード１０と四つの
信号ブレード３０を組として、これら二組を対として互いに平行とした状態で、上下二つ
の分割保持体５０により保持している。また、本実施形態では、二つの分割保持体５０に
よる電源ブレード１０、信号ブレード３０の保持を、より安定したものとするために、両
分割保持体５０の間に、スペーサ部材７０を配している。
【００４２】
　図６（Ａ）に見られるように、本実施形態では、電源ブレード１０は、上下端側がほぼ
対称に作られていて、その内面側では、電源回路１２は両端側に平坦状の接続部１２Ａを
有しており、第一実施形態におけるような下端側で屈曲された歯状の接続部は有していな
い。上方方向で両接続部１２Ａ間の基材１１の中間域に設けられた回路保持部１４は、本
実施形態では上下の規制突部２５，２６を有している。上方側の規制突部２５は上方に向
け開口部２５Ａを有する略Ｃ型をなし、下方側の規制突部２６は開口部を有しない閉じた
形をなしている。このような規制突部２５の上端側縁部と、規制突部２６の下端側縁部は
、それぞれ被規制部１４Ａを形成している。規制突部２５の被規制部１４Ａと回路保持部
１４の上端縁との間、そして規制突部２６の被規制部１４Ａと回路保持部１４の下端縁の
間では、条溝部１５に幅狭部を形成する締結部１５Ｂが設けられている。さらに、上記基
材１１は上下方向の二箇所の被規制部１４Ａの側方位置の縁部に切欠部１７が形成されて
いて、ここに電源回路１２の係止突起１３が突出している。上方に位置する係止突起１３
は上方側に斜縁を、そして下方に位置する係止突起１３は上方側に斜縁を有する三角翼状
をなし、それらの突起１３の先端が基材１１の側端面１８よりも側方へ突出していること
は、第一実施形態の場合と同様である。
【００４３】
　このような本実施形態の電源ブレード１０は、図６（Ｂ）に見られるように、外面側で
は電源回路１２の両端の接続部１２Ａが基材１１により覆われている。該基材１１は、上
下方向で、係止突起１３とほぼ対応する位置に、上下方向に延びて突出するリブ１９が設
けられている。
【００４４】
　本実施形態における信号ブレード３０も、図７（Ａ），（Ｂ）に見られるように、上下
端側がほぼ対称に作られていて、その内面側は、図７（Ａ）のごとく、帯状の複数の信号
回路３２の接続部３２Ａは該信号回路の上下両端側で細帯状となっており、第一実施形態
におけるような下端側で屈曲された歯状の接続部は有していない。上下方向で両接続部３
２Ａ間の基材３１の中間域に設けられた回路保持部３３は、本実施形態では上方側と下方
側に規制突部３７を有している。この規制突部３７の上端側縁部と下端側縁部は、それぞ
れ被規制部３３Ｂを形成している。該被規制部３３Ｂと回路保持部３３の上端縁との間、



(9) JP 4919362 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

そして上記被規制部３３Ｂと回路保持部３３の下端部の間では、条溝部３３Ａに幅狭部を
形成する締結部３３Ｄが設けられている。
【００４５】
　又、信号ブレード３０には、図７（Ｂ）に見られるごとく、第一実施形態と同様のグラ
ンド板４０が取り付けられている。
【００４６】
　上下二つの分割保持体５０は、図８（Ａ），（Ｂ）に見られるように、同様に作られて
いて、それぞれ二組の電源ブレード１０と信号ブレード３０に対して上下から取り付けら
れる。本実施形態では、両分割保持体５０の間にスペーサ部材７０が配されている。該ス
ペーサ部材７０は、分割保持体５０と同様に絶縁材から作られていて、外周面が分割保持
体５０と同一面をなし、内周面が上記電源ブレード１０そして信号ブレード３０と何ら係
止することなく該電源ブレード１０と信号ブレード３０が挿通できるスリット状角筒内面
をなしている。該スペーサ部材７０は、上記分割保持体５０と上下方向で当接してその位
置を互いに安定させる。
【００４７】
　分割保持体５０は、上下方向の一端側にガイドポスト５２を有し、上下に貫通するブレ
ード保持孔５１が形成されている。該ブレード保持孔５１内面には、電源ブレード１０の
被規制部１４Ａに当接する規制部５１Ａが形成されていると共に、電源ブレード１０の条
溝部１５で該電源ブレード１０の挿入案内をする凸条部５４が上記規制部５１Ａから下方
に延びている。
【００４８】
　本実施形態のコネクタを組み立てるには、先ず、電源ブレード１０と信号ブレード３０
に対し、上方から分割保持体５０を取り付ける。次に、かかる電源ブレード１０と信号ブ
レード３０に対してスペーサ部材７０を下方から配した後に下方から分割保持体５０を取
り付ける。これら上下の分割保持体５０の取付けに際しては、電源ブレード１０は、第一
実施形態の場合と同様に、その条溝部１５が分割保持体５０の凸条部５４で案内され、被
規制部１４Ａが規制部５１Ａに当接して挿入位置が決定される。また、係止突起１３が分
割保持体５０のブレード保持孔５１の対応内面に喰い込んで抜けが防止されると共に、締
結部１５Ｂにて分割保持体５０の凸条部５４に締結される。上記分割保持体５０は、電源
ブレード１０への取付けと同様に、信号ブレード３０も同様の要領で取り付けられる。
【００４９】
　かくして得られた、コネクタ１には、上下方向から、それぞれの回路基板に取り付けら
れたコネクタが接続される。
【００５０】
　＜第三実施形態＞
　次に、第三実施形態として、電源ブレード１０そして信号ブレード３０保持体５０への
一括組立を可能とする方法そしてそのための治具について、第二実施形態の電源ブレード
１０そして第一実施形態の信号ブレード３０の組み合わせを例として説明する。
【００５１】
　図９（Ａ）にて、四つの信号ブレード３０はそれらのグランド板４０がキャリア４５に
よって連結されている。このキャリア４５は、保持体へ組み込まれた後は切り離されるの
であるが、図９（Ａ）では、組込み前でありグランド板４０につながっている。一方、電
源ブレード１０は信号ブレード３０のようなグランド板を有していないため、誤って逆方
向から組み込まれる可能性が生ずる虞れがあり、この問題に対する対策を講ずる必要があ
る。
【００５２】
　図９（Ｂ）に見られる治具８０は、このような問題を回避しつつ電源ブレード１０と信
号ブレード３０を一括して組み込むことを可能としている。該治具８０は、上記キャリア
４５付きの信号ブレード３０を該キャリア側から収める信号ブレード収容部８１と、一つ
の電源ブレード１０を信号ブレード３０に対して所定の位置関係で収める電源ブレード収
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容部８２とを形成している。上記信号ブレード収容部８１は、上記キャリア４５の分、そ
して信号ブレード３０の上端が電源ブレード１０よりも突出する分だけ奥行きが深く形成
されている。電源ブレード収容部８２には規制棒８３が奥部内壁８２Ａから突出している
。この規制棒８３は、図６（Ａ）に見られる電源ブレード１０の規制突部２５の上端側に
形成された開口部２５Ａに突入する位置に形成され突入に十分な長さとなっている。した
がって、上下方向で基本的には類似して作られている電源ブレード１０でも、若干なりと
形態そして寸法に差があるときには、上記規制棒８３は、電源ブレードの上端側でのみ上
記開口部１５と係合でき、逆の配置の場合、開口部が形成されていない下端側の規制突部
２６に対しては突入できず上記治具８０への配置ができない。
【００５３】
　かくして、正規の位置で治具８０に配置された電源ブレード１０と信号ブレード３０は
一括して、図９（Ａ）で見られる下端側から保持体へ組み込まれる。組込み後、上記治具
８０は外され、キャリア４５は切り離される。
【００５４】
　本発明において、電源ブレードそして信号ブレードは対向して一対をなしている必要は
なく、一方のみでもよい。又、信号ブレードの回路はプリント基板としてのプリントで形
成されていてもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１　コネクタ　　　　　　　　　　　３０　信号ブレード　　　　　　
　１０　電源ブレード　　　　　　　　３１　基材
　１１　基材　　　　　　　　　　　　３２　信号回路　
　１２　電源回路　　　　　　　　　　３２Ａ，３２Ｂ　接続部
　１２Ａ，１２Ｂ　接続部　　　　　　５０　保持体　　　　　　　　
　１３　係止突起　　　　　　　　　　５１　ブレード保持孔
　１４Ａ　被規制部　　　　　　　　　５１Ａ　規制部
　１５　条溝部　　　　　　　　　　　５４　凸条部
　１５Ａ，１５Ｂ　締結部
　１９　リブ　
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