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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
長手方向に遮蔽部材を介在させることなく２列に配置された複数の信号コンタクトと、前
記２列に直交する方向に延びており、かつ各列において当該複数の信号コンタクトを平衡
伝送用に２個ずつ対となるように区分けする複数のグランドコンタクトとを有し、隣接す
るグランドコンタクト間には２対の信号コンタクトが設けられ、対となる信号コンタクト
は同一の長さであって全長にわたり一様に隣接して配置されており、前記複数のグランド
コンタクトはそれぞれ各列に共通に設けられており、
　前記複数のグランドコンタクトは各々１対の基板側コンタクト部を有し、一方の基板側
コンタクト部は一方の列を構成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部ととも
に同じピッチで一様に段差なく一列に配置されており、他方の基板コンタクト部は他方の
列を構成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とともに同じピッチで一様に
段差なく一列に配置されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
一方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部と、他方の列を形成す
る複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とは、逆方向に延びていることを特徴と
する請求項１記載のコネクタ。
【請求項３】
一方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部と、他方の列を形成す
る複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とは対向し、かつ同一方向に延びている
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ことを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項４】
隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１対の信号コンタクトと他方の列
にある１対の信号コンタクトが位置していることを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項５】
隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１対の信号コンタクトと、絶縁部
材を介して対向する他方の列にある１対の信号コンタクトが位置していることを特徴とす
る請求項１記載のコネクタ。
【請求項６】
隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１対の信号コンタクトと、空間を
介して対向する他方の列にある１対の信号コンタクトが位置していることを特徴とする請
求項１記載のコネクタ。
【請求項７】
前記複数のグランドコンタクトの各々は板状であって、各列に共通に設けられていること
を特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項８】
前記複数のグランドコンタクトの各々は各列に共通に設けられており、かつ対向する先端
部を有することを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項９】
相手方コネクタに接続する前記複数の信号コンタクトの部分と、基板側の部分とは、直交
する方向に延出していることを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項１０】
相手方コネクタに接続する前記複数の信号コンタクトの部分と、基板側の部分とは、逆向
きの方向に延出していることを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項１１】
前記２列に配置された複数の信号コンタクトは、コネクタの長手方向に離間して配列され
ていることを特徴とする請求項１記載のコネクタ。
【請求項１２】
前記コネクタは更に、各列に設けられた複数の別の信号コンタクトを有し、各列において
当該複数の別の信号コンタクトは、前記グランドコンタクトを介することなく離間して配
置されていることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか一項記載のコネクタ。
【請求項１３】
配線基板と該配線基板上に実装されたコネクタとを有し、該コネクタは請求項１ないし１
２のいずれか一項記載のコネクタであることを特徴とする電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、電算機、サーバー、ルータ等に使用されるコネクタに関し、一層詳細には、
対になった信号コンタクトを有し、特に平衡伝送用に好適なコネクタに関する。
【従来の技術】
　近年、電算機及びそのネットワークの発達に伴い、大量のデータを伝送することが求め
られている。特に、動画像の場合、例えば、１Ｇｂｉｔ／ｓ以上の高速度で伝送する必要
がある。
【０００２】
　このようなデータの伝送方式としては、従来、コストメリットの点から不平衡伝送方式
が広く採用されている。しかしながら、不平衡伝送方式は、ノイズの影響を受けやすいと
いう問題がある。このため、上記のような高速伝送用としては、ノイズに強い平衡伝送方
式が好適である。
【０００３】
　平衡伝送方式のコネクタ装置として、従来、例えば、図１Ａ、図１Ｂに示すものが用い



(3) JP 4094551 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

られている。図１Ａに示すコネクタ装置は、ジャック用コネクタ１とプラグ用コネクタ２
が対になって構成されている。
【０００４】
　ジャック用コネクタ１は、図１Ａ中のＸ１－Ｘ２方向に長尺に形成された絶縁体材料か
らなるハウジング３ａに、対になる信号コンタクト４ａ、４ｂとグランドコンタクト５ａ
が複数組配設されている。
【０００５】
　ハウジング３ａはＸ１－Ｘ２方向に長尺な凹部６ａが形成されている。各対の信号コン
タクト４ａ、４ｂは、ハウジング３ａの底壁部３ａ－１からその凹部６ａ内に側壁部３ａ
－２、３ａ－３に沿って上端部４ａ－１、４ｂ－１がＺ１方向に突設されており、各対毎
にＹ１－Ｙ２方向に対向して配置されている。各対の信号コンタクト４ａ、４ｂの間には
、フォーク状の先端部５ａ－１を有するグランドコンタクト５ａが配置されている。
【０００６】
　信号コンタクト４ａ、４ｂ及びグランドコンタクト５ａの下端部４ａ－２、４ｂ－２、
５ａ－２（参照符号５ａ－２は図示せず。）は、それぞれＺ２方向に延出するピン状に形
成されており、基板８ａに形成された孔部７ａに挿通されて、基板８ａ上の図示しないプ
リント配線に接続される。
【０００７】
　プラグ用コネクタ２は、ジャック用コネクタ１に対応した形状を有し、図１Ｂ中のＸ１
－Ｘ２方向に長尺に形成された絶縁体材料からなるハウジング３ｂに対となる信号コンタ
クト４ｃ、４ｄとグランドコンタクト５ｂが複数組配設されている。
【０００８】
　ハウジング３ｂは、形成された凹部６ｂにＸ１－Ｘ２方向に所定のピッチで突設部３ｂ
－１が形成されている。各対の信号コンタクト４ｃ、４ｄは、ハウジング３ｂの底壁部３
ｂ－２からその突設部３ｂ－１のＹ１－Ｙ２方向両側に沿ってピン状の上端部４ｃ－１、
４ｄ－１が突設されている。信号コンタクト４ｃ、４ｄの隣り合う各対間には、平板状の
先端部５ｂ－１を有するグランドコンタクト５ｂが配置されている。
【０００９】
　信号コンタクト４ｃ、４ｄ及びグランドコンタクト５ｂの下端部４ｃ－２、４ｄ－２、
５ｂ－２（図に現われない）は、それぞれ図１Ｂ中Ｙ１－Ｙ２に屈折して先端部が舌片状
に形成されており、その先端部が基板８ｂに形成された図示しないパッドに固定され、基
板８ｂ上の図示しないプリント配線に接続される。
【００１０】
　ジャック用コネクタ１にプラグ用コネクタ２が接続されることにより、信号コンタクト
４ａ、４ｂに信号コンタクト４ｃ、４ｄが当接し、グランドコンタクト
５ａにグランドコンタクト５ｂが挟持され、それぞれ電気的に接続される。この場合、例
えば、信号コンタクト４ａ、４ｃに＋信号が伝送され、信号コンタクト４ｂ、４ｄに－信
号が伝送される。
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記した従来のコネクタ装置の場合、対となる下端部４ｃ－２と４ｄ－
２は互いに逆方向に延出しているため、これらのカップリングがなくなってしまい、良好
な平衡伝送が行えないという問題点がある。
【００１１】
　また、ハウジング３ａ、３ｂの長尺な両壁部のいずれか一方向側（図１Ｂ中、Ｙ１側又
はＹ２側）から配線の一端を引き出して一方向側の延長上の所定の位置に設けられた端子
部等に配線の他端を接続するように配線パターンを基板上に形成すると、各対の信号コン
タクトのいずれか一方が端子部等から遠い位置にあるため、端子部等と各対の信号コンタ
クトの双方との間に同一長さの配線を設けることができない。この配線長の違いは平衡伝
送される各対の信号コンタクトの信号に位相差を生じ、ノイズ発生の一因となり、特性イ
ンピーダンスを不安定な状態にするおそれがある。
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【００１２】
　従って、ノイズの発生を防止し、特性インピーダンスを安定にするために、端子部等か
ら近い位置にある信号コンタクトに接続される配線の長さを、端子部等から遠い位置にあ
る信号コンタクトに接続される配線の長さと同じ長さに形成することが行われている。
【００１３】
　しかしながら、このように配線に無駄な部分を設けること、言いかえれば、余長を形成
することは、基板の配線設計及び配線形成作業を煩雑にする。
【００１４】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、複数対の信号コンタクトが筐体に
配設されたコネクタにおいて、基板の配線設計及び配線形成作業が容易なコネクタを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
　本発明は長手方向に遮蔽部材を介在させることなく２列に配置された複数の信号コンタ
クトと、前記２列に直交する方向に延びており、かつ各列において当該複数の信号コンタ
クトを平衡伝送用に２個ずつ対となるように区分けする複数のグランドコンタクトとを有
し、隣接するグランドコンタクト間には２対の信号コンタクトが設けられ、対となる信号
コンタクトは同一の長さであって全長にわたり一様に隣接して配置されており、前記複数
のグランドコンタクトはそれぞれ各列に共通に設けられており、前記複数のグランドコン
タクトは各々１対の基板側コンタクト部を有し、一方の基板側コンタクト部は一方の列を
構成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とともに同じピッチで一様に段差
なく一列に配置されており、他方の基板コンタクト部は他方の列を構成する複数対の信号
コンタクトの基板側コンタクト部とともに同じピッチで一様に段差なく一列に配置されて
いることを特徴とするコネクタである。対をなす信号コンタクトの全長にわたり同一の長
さで一様に隣接して配置されているため、信号コンタクトのどの部分であってもカップリ
ングが形成され、良好な平衡伝送が実現できる。また、基板にコネクタを実装する場合に
、対となる信号コンタクトは長手方向に一様に隣接しているため、１対の信号コンタクト
のそれぞれと基板上の端子部等とを接続する１対の配線の長さを同一にすることができる
。よって、基板上に余分な配線部分を設ける必要がなく、基板の配線設計及び配線形成作
業が容易である。また、前記複数のグランドコンタクトは各々１対の基板側コンタクト部
を有し、一方の基板側コンタクト部は一方の列を構成する複数対の信号コンタクトの基板
側コンタクト部とともに同じピッチで一様に段差なく一列に配置されており、他方の基板
コンタクト部は他方の列を構成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部ととも
に同じピッチで一様に段差なく一列に配置されているので、長手方向に隣り合う信号コン
タクト対はグランドコンタクトで電気的に遮蔽され、同一列内で隣接する信号コンタクト
対間で相互に干渉することはない。しかも、グランドコンタクトを信号コンタクトと同様
にして基板側へ引き出す構成を実現することができ、基板側の配線設計が容易及び配線形
成作業が一層容易となる。更には、遮蔽部材が設けられていないため、部品点数を削減し
てコネクタのコストダウンを図ることができるという利点がある。
【００１５】
　例えば、上記構成において、一方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コン
タクト部と、他方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とは、逆
方向に延びている。これにより、対をなす信号コンタクトが隣接して配置された状態で互
いに異なる方向に延出しているため、良好な平衡伝送を高密度で実現することができる。
【００１６】
　例えば、上記構成において、一方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コン
タクト部と、他方の列を形成する複数対の信号コンタクトの基板側コンタクト部とは対向
し、かつ同一方向に延びている。これにより、対をなす信号コンタクトを隣接した状態で
基板の対向する２面上に配置できるため、良好な平衡伝送を高密度で実現することができ
る。
【００１７】
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　例えば、上記構成において、隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１
対の信号コンタクトと他方の列にある１対の信号コンタクトが位置している。これにより
、各列において、隣接する信号コンタクト対を良好に遮蔽することができる。
【００１８】
　例えば、上記構成において、隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１
対の信号コンタクトと、絶縁部材を介して対向する他方の列にある１対の信号コンタクト
が位置している。これにより、いわゆるプラグ用のコネクタを実現することができる。
【００１９】
　例えば、上記構成において、隣接するグランドコンタクトの間には、一方の列にある１
対の信号コンタクトと、空間を介して対向する他方の列にある１対の信号コンタクトが位
置している。これにより、いわゆるジャック用のコネクタを実現することができる。
【００２０】
　例えば、上記構成において、前記複数のグランドコンタクトの各々は板状であって、各
列に共通に設けられている。これはグランドコンタクトの一構成例である。
【００２３】
　例えば、上記構成において、相手方コネクタに接続する前記複数の信号コンタクトの第
１の部分と基板上の端子に接続する第２の部分とは、直交する方向に延出している。また
、これとは異なり、上記構成において、相手方コネクタに接続する前記複数の信号コンタ
クトの第１の部分と基板上の端子に接続する第２の部分とは逆向きの方向に延出している
。
【００２４】
　例えば、上記構成において、前記２列に配置された複数の信号コンタクトは、コネクタ
の長手方向に離間して配列されている。
【００２５】
　例えば、上記構成において、前記コネクタは更に、各列に設けられた複数の別の信号コ
ンタクトを有し、各列において当該複数の別の信号コンタクトは、前記グランドコンタク
トを介することなく離間して配置されている。グランドコンタクトを介さない信号コンタ
クトの配列は比較的低速な非平衡伝送に適している。従って、上記構成により平衡伝送と
非平衡伝送の両方に対応する複合型コネクタを実現することができる。
【００２６】
　また、本発明は、配線基板と該配線基板上に実装されたコネクタとを有し、該コネクタ
は上記コネクタであることを特徴とする電子装置を含む。例えば、この電子装置は上記い
ずれかのコネクタを装着したプリント配線基板である。
【発明の実施の形態】
　本発明に係るコネクタの好適な実施の形態（以下、本実施の形態例という。）について
、図を参照して、詳細に説明する。
第１実施形態
　まず、本発明の第１実施形態によるコネクタについて図２Ａ、２Ｂ～図６Ａ、６Ｂを参
照して説明する。
【００２７】
　本実施態のコネクタはジャック用コネクタと、これに接続可能なプラグ用コネクタであ
る。ジャック用コネクタとプラグ用コネクタを対にして基板上に設けることで、複数の基
板を接続することができる。なお、本発明のコネクタを実装した配線基板は、本発明の電
子装置の一実施形態である。
【００２８】
　ジャック用コネクタ１０は、図２Ａ中Ｘ１－Ｘ２方向に長尺に形成された絶縁体材料か
らなるハウジング（筐体）１２に、複数対の信号コンタクト１４ａ、１４ｂの列と複数対
の信号コンタクト１１４ａ、１１４ｂの列とが計２列配列されるとともに、グランドコン
タクト１６が複数配設されている。
【００２９】
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　ハウジング１２は、Ｘ１－Ｘ２方向に長尺な１本のスリット１８と、スリット１８に直
交する短尺な複数本のスリット２０が形成されている。スリット１８とスリット２０でコ
字状に三方を囲まれた各領域には、それぞれ１対の孔部２２ａ、２２ｂが形成されており
、従って、孔部２２ａ、２２ｂは、Ｘ１－Ｘ２方向側に複数対配列されるとともに、Ｙ１
－Ｙ２方向に２列配列された構成とされている。孔部はＺ１側開口端が幅狭にされている
。
【００３０】
　信号コンタクト１４ａ、１４ｂ、１１４ａ、１１４ｂは、略Ｌ字状に形成され、上端部
１４ａ－１、１４ｂ－１、１１４ａ－１、１１４ｂ－１が山形状に屈折し（図６Ａ参照）
、下端部１４ａ－２、１４ｂ－２、１１４ａ－２、１１４ｂ－２が直角に屈折している（
参照符号１１４ｂ－１、１１４ｂ－２は図示せず）。上端部１４ａ－１、１４ｂ－１、１
１４ａ－１、１１４ｂ－１は相手方コネクタに接続する部分で、以下の説明ではコネクタ
側コンタクト部と言うことがある。また、下端部１４ａ－２、１４ｂ－２、１１４ａ－２
、１１４ｂ－２は基板側のコンタクトを形成するための部分で、以下の説明では基板側コ
ンタクト部と言うことがある。
【００３１】
　信号コンタクト１４ａ及び信号コンタクト１４ｂの２本又は信号コンタクト１１４ａ及
び信号コンタクト１１４ｂの２本でそれぞれ１対に構成される。信号コンタクト１４ａ、
１４ｂ、１１４ａ、１１４ｂは、各対毎に１対の孔部２２ａ又は２２ｂのＺ２側端部から
挿通され、上端部１４ａ－１、１４ｂ－１、１１４ａ－１、１１４ｂ－１が孔部２２ａ又
は２２ｂの側壁に沿って立設するとともに、信号コンタクト１４ａ、１４ｂの下端部１４
ａ－２、１４ｂ－２がハウジング１２の下端部から屈折してＹ２側、すなわち、ハウジン
グ１２の長尺な側壁１２ａ側に平行に延出し、一方、信号コンタクト１１４ａ、１１４ｂ
の下端部１１４ａ－２、１１４ｂ－２がハウジング１２の下端部から屈折してＹ１側、す
なわち、ハウジング１２の長尺な側壁１２ｂ側に平行に延出している。従って、対の信号
コンタクトは、Ｘ１－Ｘ２方向側に複数組配列されるとともに、Ｙ１－Ｙ２方向に２列配
列された構成とされている。
【００３２】
　グランドコンタクト１６は、図３に示すように、上端部１６ａがＹ１－Ｙ２方向に二股
に分岐したフォーク状に形成され上端部１６ａの山形状の頂部が相互に近接するとともに
、下端部１６ｂもＹ１－Ｙ２方向の両側に分岐し、更に水平方向に屈折して形成されてい
る。グランドコンタクト１６は、ハウジング１２のＸ１－Ｘ２方向の列内に配列された、
隣り合う各対の信号コンタクト１４ａ、１４ｂ又は１１４ａ、１１４ｂを遮蔽する列内グ
ランドコンタクトであり、上端部１６ａがハウジング１２のスリット２０の幅狭な開口２
０ａの直下まで突設されるとともに、下端部１６ｂがハウジングのＹ１及びＹ２方向の両
側に延出して、配置されている。なお、ハウジング１２の長手方向の両側壁１２ａ、１２
ｂの外側にはそれぞれ遮蔽シールド層２４が設けられている。
【００３３】
　信号コンタクト１４ａ、１４ｂ、１１４ａ、１１４ｂ及びグランドコンタクト１６の各
下端部１４ａ－２、１４ｂ－２、１１４ａ－２、１１４ｂ－２、１６ｂは、配線基板（本
明細書では、実装基板又は単に基板とも言う）２６に形成された図示しないパッドに接合
され、基板２６上に形成される図示しないプリント配線に接続される。
【００３４】
　プラグ用コネクタ２８は、図２Ｂ中Ｘ１－Ｘ２方向に長尺に形成された絶縁体材料から
なるハウジング（筐体）３０に複数対の信号コンタクト３２ａ、３２ｂの列と複数の信号
コンタクト１３２ａ、１３２ｂの列が計２列に配置されるとともに、列内用グランドコン
タクト３４と列間用グランドコンタクト３６が配置されている。
【００３５】
　ハウジング３０は、Ｘ１－Ｘ２方向に長尺な凹部３８が形成されている。図５に示すよ
うに、凹部３８に連通して複数の孔部４０ａ、４０ｂが底壁３０ａに形成されるとともに
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、底壁３０ａには、更に、２つの孔部４０ａ、４０ｂ毎に区画するスリット４２が縦横に
形成され、また、ハウジング３０の側壁の内部に沿って２本のスリット４４が形成されて
いる。この孔部４０ａ、４０ｂ及びスリット４２の配置状態は、上記ジャック用コネクタ
１０の孔部２２ａ、２２ｂ及びスリット１８、２０の配置状態に対応する。
【００３６】
　信号コンタクト３２ａ、３２ｂ、１３２ａ、１３２ｂは、略Ｌ字状に形成されている。
信号コンタクト３２ａ及び信号コンタクト３２ｂの２本又は信号コンタクト１３２ａ及び
信号コンタクト１３２ｂの２本でそれぞれ１対に構成される。信号コンタクト３２ａ，３
２ｂ、１３２ａ、１３２ｂは、各対毎に１対の孔部４０ａ又は４０ｂのＺ２側端部から挿
通され、上端部３２ａ－１、３２ｂ－１、１３２ａ－１、１３２ｂ－１が凹部３８内に立
設するとともに（参照符号１３２ｂ－１は図示せず）、信号コンタクト３２ａ、３２ｂの
下端部３２ａ－２、３２ｂ－２がハウジング３０の下端部からＹ２側の側壁３０ｂ側に平
行に延出し、一方、信号コンタクト１３２ａ、１３２ｂの下端部１３２ａ－２、１３２ｂ
－２がハウジング３０の下端部からＹ１側の側壁３０ｃ側に平行に延出している（参照符
号１３２ｂ－２は図示せず。）。従って、各対の信号コンタクトは、Ｘ１－Ｘ２方向側に
複数組配列されるとともに、Ｙ１－Ｙ２方向に２列配列された構成とされている。
【００３７】
　列内用グランドコンタクト３４は、図４に示すように、略平板状に形成され、下側に段
差上の切り欠き部３４ａが形成されるとともに、下端部３４ｂが両側に屈折して延出して
いる。一方、列間用グランドコンタクト３６は、略平板状に形成され、上側に所定のピッ
チでスリット３６ａが形成されている。
【００３８】
　列間用グランドコンタクト３６がハウジング３０の凹部３８のＹ１－Ｙ２側中央部に配
置され、その列間用グランドコンタクト３６のスリット３６ａに切り欠き部３４ａを係合
して複数の列内用グランドコンタクト３４が列間用グランドコンタクト３６と直交して配
置される。従って、列間用グランドコンタクト３６は列内用グランドコンタクト３４に電
気的に接続された状態にある。列内用グランドコンタクト３４は、下端部３４ｂがハウジ
ング３０の下端部のＹ１又はＹ２方向の長尺な両側壁３０ｂ、３０ｃに延出して、配置さ
れる。
【００３９】
　図２Ｂに示すように、列内用グランドコンタクト３４の幅Ｗ１が列間の信号コンタクト
３２ａ、１３２ａ間又は信号コンタクト３２ｂ、１３２ｂ間の間隔Ｌ１よりも大きく形成
されているため、各列の隣り合う各対の信号コンタクト３２ａ、３２ｂと信号コンタクト
３２ａ、３２ｂ又は信号コンタクト１３２ａ、１３２ｂと信号コンタクト１３２ａ、１３
２ｂは、Ｘ１－Ｘ２方向側には列内用グランドコンタクト３４によって完全に遮蔽されて
いる。また、同様に、列内用グランドコンタクト３４によって仕切られた部分の列間用グ
ランドコンタクト３６の幅Ｗ２が列内の各対の信号コンタクト３２ａ、３２ｂ間又は信号
コンタクト１３２ａ、１３２ｂの間隔Ｌ２よりも大きく形成されているため、隣り合う列
の各対の信号コンタクト３２ａ、３２ｂと信号コンタクト１３２ａ、１３２ｂは、Ｙ１－
Ｙ２方向側には列間用グランドコンタクト３６によって完全に遮蔽されている。
【００４０】
　ハウジング３０に複数対の信号コンタクト３２ａ、３２ｂ及び１３２ａ、１３２ｂと列
内用グランドコンタクト３４と列間用グランドコンタクト３６が配設された状態を更に図
５に断面図として示す。なお、図５に示すように、ハウジング３０の長手方向の両側壁３
０ｂ、３０ｃの内側にはそれぞれ遮蔽シールド層４６が設けられ、遮蔽シールド層４６の
下端部４６ａはハウジング３０の底壁３０ａを挿通している。
【００４１】
　信号コンタクト３２ａ、３２ｂ、１３２ａ、１３２ｂ及び列内用グランドコンタクト３
４の各下端部３２ａ－２、３２ｂ－２、１３２ａ－２、１３２ｂ－２、３４ｂは、基板４
８に形成された図示しないパッドに接合され、基板４８上に形成された図示しないプリン
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ト配線に接続される。なお、遮蔽シールド層４６の下端部４６ａは、基板４８の図示しな
いグランド部の電気的に接続される。
【００４２】
　上記のように構成されるジャック用コネクタ１０及びプラグ用コネクタ２８の接続構造
について、信号コンタクトの１列分のみを図示した図６Ａ、及びグランドコンタクトを図
示した図６Ｂを参照して説明する。
【００４３】
　ジャック用コネクタ１０にプラグ用コネクタ２８が接続されるとき、図６Ａに示すよう
に、信号コンタクト３２ａ、３２ｂが信号コンタクト１４ａ、１４ｂの上端部１４ａ－１
、１４ｂ－１をＹ２方向に撓ませながら孔部２２ａ、２２ｂに挿入される。そして、信号
コンタクト１４ａ、１４ｂの復元力によって信号コンタクト３２ａが信号コンタクト１４
ａに、信号コンタクト３２ｂが信号コンタクト１４ｂにそれぞれ当接する。
【００４４】
　また、図６Ｂに示すように、列内用グランドコンタクト３４がグランドコンタクト１６
の上端部１６ａをＹ１、Ｙ２方向に押し広げながらスリット２０に挿入されて、グンラド
コンタクト１６の復元力によってグランドコンタクト１６の上端部１６ａに挟持される。
【００４５】
　従って、信号コンタクト１４ａと信号コンタクト３２ａ、信号コンタクト１４ｂと信号
コンタクト３２ｂ、グランドコンタクト１６と列内グランドコンタクト３４がそれぞれ確
実に電気的に接続される。信号コンタクト１１４ａと信号コンタクト１３２ａ、信号コン
タクト１１４ｂと信号コンタクト１３２ｂについても同様である。なお、遮蔽シールド層
２４と遮蔽シールド層４６とが摺接し、電気的に接続される。
【００４６】
　これにより、ジャック用コネクタ１０が取付けられた基板２６とプラグ用コネクタ２８
が取付けられた基板４８が、ジャック用コネクタ１０及びプラグ用コネクタ２８を介して
上下に重なった状態で接続される。
【００４７】
　各対の信号コンタクト１４ａと１４ｂ、１１４ａと１１４ｂ、３２ａと３２ｂ、１３２
ａと１３２ｂは、平衡伝送用であり、例えば、信号コンタクト１４ａ、１１４ａ、３２ａ
、１３２ａに＋信号が伝送され、信号コンタクト１４ｂ、１１４ｂ、３２ｂ、１３２ｂに
－信号が伝送される。
【００４８】
　以上説明した第１実施形態に係るプラグ用コネクタ２８及びジャック用コネクタ１０は
、基板にコネクタを実装する場合に、ハウジングの長手方向と直角な方向に位置する端子
部等と信号コンタクトの間を接続するとき、各対の信号コンタクトのそれぞれと端子部等
とを接続する１対の配線の長さを同一にすることができるため、基板の配線設計及び配線
形成作業が容易である。また、平衡伝送される各対の信号コンタクトのノイズの発生を防
止し、高速信号伝送時においても特性インピーダンスの安定を図ることができる。
【００４９】
　また、プラグ用コネクタ２８及びジャック用コネクタ１０は、複数対の信号コンタクト
の各対間に列内グランドコンタクトが配設されているため、信号コンタクトの各対間のク
ロストークを軽減することができる。特に、プラグ用コネクタ２８の列内グランドコンタ
クトは複数対の信号コンタクトの隣り合う各対間を遮蔽する大きさに形成されているため
、より効果的にクロストークを軽減することができる。
【００５０】
　また、プラグ用コネクタ２８は、列間用グランドコンタクトが配設されているため、信
号コンタクトの各対の列間のクロストークを軽減することができる。また、プラグ用コネ
クタ２８及びジャック用コネクタ１０は、ハウジングに遮蔽シールド層が形成されている
ため、外部からの電磁波をシールドすることができる。
第２実施形態
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　つぎに、本発明の第２実施形態に係るコネクタについて、図７Ａ、７Ｂ～図９を参照し
て説明する。
【００５１】
　本実施形態に係るコネクタは、ジャック用コネクタとプラグ用のコネクタを含む。第１
実施形態に係るコネクタであるジャック用コネクタ１０、又は、プラグ用コネクタ２８と
同様に、第２実施形態によるジャック用コネクタとプラグ用コネクタを対にして基板上に
設けることで、複数の基板を接続することができる。ただし、第１実施形態に係るコネク
タでは、基板を上下に重ねて面間で接続する構造であるのに対して、以下説明する第２実
施形態に係るコネクタは基板の端部間を水平方向に接続する点において、両者は相違する
。
【００５２】
　図７Ａ、７Ｂに示すように、ジャック用コネクタ５０及びプラグ用コネクタ５２は、そ
れぞれ、１対の信号コンタクト（以下、単にコンタクトということがある）５４ａ、５４
ｂとグランドコンタクト（以下、単にコンタクトということがある）５８、１対の信号コ
ンタクト（以下、単にコンタクトということがある）５６ａ、５６ｂとグランドコンタク
ト（以下、単にコンタクトということがある）６０をそれぞれ１組とし、複数組が１列に
並んで配列されている。各対の信号コンタクト５４ａ、５４ｂ及び信号コンタクト５６ａ
、５６ｂは平衡伝送用であり、例えば、信号コンタクト５４ａ、５６ａに＋信号が伝送さ
れ、信号コンタクト５４ｂ、５６ｂに－信号が伝送される。
【００５３】
　ジャック用コネクタ５０、プラグ用コネクタ５２の順に更に説明する。
【００５４】
　ジャック用コネクタ５０は、絶縁体からなるハウジング６２を有し、ハウジング６２の
図７Ａ中Ｚ２方向の下面に複数本の溝部６４が形成されている。ハウジング６２は、更に
、Ｘ１－Ｘ２方向の両壁、Ｚ１方向の上壁及びＹ１方向の後壁が金属板６６で被覆され、
金属板６６のＸ１－Ｘ２方向両側の下端部には突起６６ａが設けられている。従って、ジ
ャック用コネクタ５０は、ハウジング６２のＺ２方向の下壁が省略されて、低背化されて
いる。
【００５５】
　ジャック用コネクタ５０の各コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８は同一形状であり、図８
Ａ，８Ｂに示すように、略棒状に形成され、中間部に段差が設けられている。各コンタク
ト５４ａ、５４ｂ、５８の図７及び図８Ａ中Ｙ２側の先端部５４ａ－１、５４ｂ－１、５
８－１はその頂部に内向きの突起Ａが形成され、また、先端部５４ａ－１、５４ｂ－１、
５８－１と中間部との間には、Ｚ１方向に突設した突起Ｂが形成されている。各コンタク
トの後端部５４ａ－２、５４ｂ－２、５８－２は舌片状に形成されている。
【００５６】
　各コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８は、ハウジング６２の溝部６４の上壁に形成された
凹部６８に突起Ｂを嵌合することにより、ハウジング６２に固定されている。従って、ハ
ウジング６２の後壁６２ａを各コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８の固定部とする必要がな
いため、後壁６２ａの厚みは薄く形成されており、その結果、ジャック用コネクタ５０の
奥行き寸法Ｗ３が小さくなっている（図９参照）。また、後述するプラグ用コネクタ５２
との接続状態において、コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８の接続方向（Ｙ１－Ｙ２方向）
と直交する方向（Ｚ１側）の突起Ｂと凹部６８とも嵌合によってコンタクト５４ａ、５４
ｂ、５８がハウジング６２に固定されているため、プラグ用コネクタ５２をジャック用コ
ネクタ５０に抜き差しする際、コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８が抜けることがない。
【００５７】
　ハウジング６２の各溝部６４に上記の１対の信号コンタクト５４ａ、５４ｂとグランド
コンタクト５８が繰り返し配列される。
【００５８】
　ジャック用コネクタ５０が載置される基板７０は、図７Ａに示すように、Ｙ２側端部の
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中央に突設部７２が形成されている。突設部７２のＹ１側後方に幅広なパッド（パターン
）７４が形成されている。パッド７４のＸ１－Ｘ２方向両側に１組のパッド７６が形成さ
れ、また、パッド７４のＹ１方向後部には複数のパッド７８が整列して形成されている。
【００５９】
　ジャック用コネクタ５０を基板７０に載置し、金属板６６の突起６６ａをパッド７６に
接合することにより金属板６６及び金属板６６に保持されたハウジング６２が基板７０に
固定される。一方、ジャック用コネクタ５０の各コンタクト５４ａ、５４ｂ、５８の各後
端部５４ａ－２、５４ｂ－２、５８－２をパッド７８に接合することにより、各コンタク
ト５４ａ、５４ｂ、５８は基板７０上に形成される図示しない配線パターンに接続される
。信号コンタクト５４ａ、５４ｂに接続される配線の反対側はＹ１方向に設けられた図示
しない端子部等に接続され、グランドコンタクト５８に接続される配線の反対側はＹ１方
向に設けられた図示しないグランド部に接続される。
【００６０】
　プラグ用コネクタ５２は、絶縁体からなるハウジング８０を有し、ハウジング８０は、
図７Ｂ中Ｘ１－Ｘ２方向に長尺な凹部８２が形成されている。なお、ハウジング８０の底
壁８０ａのＸ１－Ｘ２方向両側は切欠かれている。ハウジング８０は、更に、Ｙ１方向の
開口部を除く全体が金属板８４で被覆されている。金属板８４のＸ１－Ｘ２方向両側の下
端部には突起８４ａが設けられている。
【００６１】
　プラグ用コネクタ５２の各コンタクト５６ａ、５６ｂ、６０は同一形状であり、図８Ｂ
に示すように、略棒状に形成され、中間部に段差が設けられ、後端部５６ａ－１、５６ｂ
－１、６０－１は舌片状に形成されている。
【００６２】
　プラグ用コネクタ５２の各コンタクト５６ａ、５６ｂ、６０は、ハウジング８０の後壁
８０ｂに形成された孔部８０ｃから先端部５６ａ－２、５６ｂ－２、６０－２をＹ１方向
に圧入して突出させることにより、ハウジング８０に固定されている。ハウジング８０の
底壁上に上記の１対の信号コンタクト５６ａ、５６ｂとグランドコンタクト６０が交互に
配列される。
【００６３】
　プラグ用コネクタ５２が載置される基板８６は、Ｙ１側端部の中央に切り欠き部８８が
形成されている。切り欠き部８８のＸ１－Ｘ２方向両側に１組のパッド９０が形成され、
また、切り欠き部８８のＹ２方向後部には複数のパッド９２が整列して形成されている。
【００６４】
　プラグ用コネクタ５２を基板８６に載置し、金属板８４の突起８４ａをパッド９０に接
合することにより金属板８４及び金属板８４に保持されたハウジング８０が基板８６に固
定される。一方、プラグ用コネクタ５２の各コンタクト５６ａ、５６ｂ、６０の各後端部
５６ａ－１、５６ｂ－１、６０－１をパッド９２に接合することにより、各コンタクト５
６ａ、５６ｂ、６０は基板８６上に形成される図示しない配線パターンに接続される。信
号コンタクト５６ａ、５６ｂに接続される配線の反対側はＹ２方向の図示しない端子部等
に接続され、グランドコンタクト６０に接続される配線の反対側はＹ２方向の図示しない
グランド部に接続される。
【００６５】
　上記のように構成されるジャック用コネクタ５０及びプラグ用コネクタ５２の接続構造
について、図８及び図９を参照して説明する。
【００６６】
　ジャック用コネクタ５０が設けられた基板７０の突設部７２とプラグ用コネクタ５２が
設けられた基板８６の切り欠き部８８を突き合わせるようにして、ジャック用コネクタ５
０にプラグ用コネクタ５２が接続される。このとき、プラグ用コネクタ５２の底壁８０ａ
をジャック用コネクタ５０のパッド７４とコンタクト５４ａ、５４ｂ、５８の間に挟むよ
うにして、コンタクト５６ａ、５６ｂ、６０の上面をコンタクト５４ａ、５４ｂ、５８に
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摺動させることにより、突起Ａが押されてＺ１方向に撓んだコンタクト５４ａ、５４ｂ、
５８の先端部５４ａ－１、５４ｂ－１、５８－１の復元力によってコンタクト５４ａ、５
４ｂ、５８のコンタクト５６ａ、５６ｂ、６０が密接される。そして、信号コンタクト５
４ａと信号コンタクト５６ａ、信号コンタクト５４ｂと信号コンタクト５６ｂ、グランド
コンタクト５８とグランドコンタクト６０がそれぞれ電気的に接続される。一方、プラグ
用コネクタ５２の底壁８０ａの下面の設けた金属板８４がジャック用コネクタ５０のパッ
ド７４に当接し、金属板８４とパッド７４が電気的に接続される。
【００６７】
　これにより、ジャック用コネクタ５０が取付けられた基板７０とプラグ用コネクタ５２
が取付けられた基板８６が、ジャック用コネクタ５０及びプラグ用コネクタ５２を介して
水平方向に接続される。
【００６８】
　以上説明した第２実施形態に係るプラグ用コネクタ５２及びジャック用コネクタ５０は
、基板にコネクタを実装する場合に、ハウジングの長手方向と直角な方向に位置する端子
部等と信号コンタクトの間を接続するとき、各対の信号コンタクトのそれぞれと端子部等
とを接続する１対の配線の長さを同一にすることができるため、基板の配線設計及び配線
形成作業が容易である。また、平衡伝送される各対の信号コンタクトのノイズの発生を防
止し、高速信号伝送時においても特性インピーダンスの安定を図ることができる。
【００６９】
　また、プラグ用コネクタ５２及びジャック用コネクタ５０は、複数対の信号コンタクト
の各対間にグランドコンタクトが配設されているため信号コンタクトの各対間のクロスト
ークを軽減することができる。
【００７０】
　また、プラグ用コネクタ５２及びジャック用コネクタ５０は、ハウジングの外周に遮蔽
シールド層の役割を果たす金属板が設けられているため、外部からの電磁波をシールドす
ることができる。また、プラグ用コネクタ５２をジャック用コネクタ５０に抜き差しする
際、双方のコンタクトの接触力によってハウジングを膨らまそうとする力が作用するが、
このハウジングの膨らみはハウジングを覆う金属板によって抑制される。
【００７１】
　なお、プラグ用コネクタ５２の基板８６への取付け及びジャック用コネクタ５０の基板
７０への取付けは、それぞれ、金属板の突起及びコンタクトの後端部のみの部分で行われ
ている為、はんだ付け箇所が少なく、はんだ付け作業の能率がよい。また、コンタクトは
寸法精度に優れる板抜きによって略棒状に形成されているため、接触面の面寸法精度がよ
い。
【００７２】
　第３実施形態
　次に、本発明の第３実施形態によるコネクタを説明する。
【００７３】
　図１０Ａ～１０Ｄは、第３実施形態によるプラグ用コネクタ２１０を示す図である。図
１０Ａはコネクタ２１０の斜視図、図１０Ｂはコネクタ２１０の一部切り欠き斜視図、図
１０Ｃは図１０Ｂに示すＸＣ線断面図、及び図１０Ｄは図１０Ｂに示すＸＤ線断面図であ
る。
【００７４】
　コネクタ２１０は、凹部２１２を持つハウジング２１１を有する。ハウジング２１１は
例えば、ポリエステルや液晶ポリマー（ＬＣＰ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ）系の樹脂などの絶縁物質で形成されている。凹部２１２内には、コネクタ２１
０の長手方向に延びるコンタクト支持部２１３を有する。コンタクト支持部２１３は例え
ばハウジング２１１と一体構成であり、略平板状である。コンタクト支持部２１３は２つ
の対向する面を有し、それぞれの面上に同一長さの信号コンタクト２１４ａ、２１４ｂ、
２１５ａ、２１５ｂが配置されている。１つの信号コンタクト２１４ａと１つの信号コン
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タクト２１４ｂは対となり、１Ｇｂｉｔ／ｓ以上の信号の平衡伝送に供される。つまり、
１対の信号コンタクト２１４ａと２１４ｂは大きさが同じで極性が逆の信号を伝送する。
対となる信号コンタクト２１４ａと２１４ｂは、全長にわたり隣接している。言い換えれ
ば、一様に隣接している。更に別の表現で特定すると、対となる信号コンタクト２１４ａ
と２１４ｂは全長にわたり平行であるとも言える。言い換えれば、同一の距離で隔てられ
ているとも言える。このため、信号コンタクトの全長にわたり良好なカップリングが確立
される。この点は、信号コンタクトの一部でカップリングが成立しない前述した従来技術
と大きく異なる。
【００７５】
　このような信号コンタクト２１４ａと２１４ｂからなる対が複数個、ハウジング２１１
の長手方向に離間して一列に配置されている。同様に、１つの信号コンタクト２１５ａと
１つの信号コンタクト２１５ｂは対となり、平衡伝送に供される。信号コンタクト２１５
ａと２１５ｂとからなる対が複数個、コンタクト支持部２１３の他方の面上に平行に離間
して配置されている。換言すれば、信号コンタクト２１５ａ、２１５ｂはハウジング２１
１の長手方向に離間して一列に配置されている。このように、コネクタ２１０は、複数の
信号コンタクト２１４ａと２１４ｂを有する列と、信号コンタクト２１５ａと２１５ｂを
有する列との２列構成である。
【００７６】
　なお、各信号コンタクト２１４ａ、２１４ｂ、２１５ａ、２１５ｂは細長（ピン状）で
同一長さの単一部材であり、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げ加
工することで形成されるものである。
【００７７】
　コンタクト支持部２１３とハウジング２１１の底部には複数の角穴２２３が設けられ、
各角穴２２３内にグランドコンタクト２１６が配置されている。グランドコンタクト２１
６は、複数の信号コンタクト２１４ａと２１４ｂを有する列を複数対の信号コンタクトに
区分し、同様に複数の信号コンタクト２１５ａと２１５ｂを有する列を複数対の信号コン
タクトに区分けするように配置されている。従って、隣接するグランドコンタクト２１６
間には、一方の列にある１対の信号コンタクト２１４ａと２１４ｂと、他方の列にある１
対に信号コンタクト２１５ａと２１５ｂとが位置している。
【００７８】
　図１０Ｃに示すように、信号コンタクト２１４ａは相手方コネクタのコンタクトに接続
するコネクタ側コンタクト部２１４ａ－１と、これと一体に形成された基板側のコンタク
ト部２１４ａ－２とを有する。コネクタ側コンタクト部２１４ａ－１は、ハウジング２１
１に形成された孔部２２１を通り、コンタクト支持部２１３の一方の面に沿って延びてい
る。基板側コンタクト部２１４ａ－２はコネクタ側コンタクト部２１４ａ－１に対し略９
０°屈曲しており、実装基板（図示していない）の実装面上に設けられたパッドなどの接
続端子に接続可能なように延びている。コンタクト支持部２１３を介してコンタクト２１
４ａに対向するコンタクト２１５ａも同様に、相手方コネクタのコンタクトに接続するコ
ネクタ側コンタクト部２１５ａ－１と、これに一体に形成された基板側のコンタクト部２
１５ａ－２とを有する。コネクタ側コンタクト部２１５ａ－１は、ハウジング２１１に形
成された孔部２２２を通り、コンタクト支持部２１３の他方の面に沿って延びている。基
板側コンタクト部２１５ａ－２はコネクタ側コンタクト部２１５ａ－１に対し略９０°屈
曲しており、実装基板の実装面上に設けられたパッドなどの接続端子に接続可能なように
延びている。そして、基板側コンタクト部２１４ａ－２と２１５ａ－２とは、逆方向に延
びている。信号コンタクト２１４ｂも上記信号コンタクト２１４ａと同様に形成され、信
号コンタクト２１５ｂも上記信号コンタクト２１５ａと同様に形成されている。つまり、
対をなす基板側コンタクト部２１４ａ－２と２１４ｂ－２とは第１の方向（ハウジング２
１１の一方の側）に延出し、対をなす基板側コンタクト部２１５ａ－２と２１５ｂ－２と
は上記第１の方向とは反対の第２の方向（ハウジング２１１の対向する側）に延出してい
る。
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【００７９】
　図１０Ｄに示すように、グランドコンタクト２１６は２つの基板側コンタクト部２１６
－１、２１６－２とこれらに一体に形成された板状部２１６－３とを有する。グランドコ
ンタクト２１６は、２列の信号コンタクトに共通に設けられている。板状部２１６－３は
、ハウジング２１１及びコンタクト支持部２１３に形成された角穴２２３を通り、垂直に
延びている。板状部２１６－３の頂部はコンタクト支持部２１３の上面から突出している
。つまり、グランドコンタクト２１６は、信号コンタクト２１４ａ、２１４ｂ、２１５ａ
、２１５ｂよりも背が高く、また同一であってもよい。また、各列で隣接する信号コンタ
クト対を良好に遮蔽するため、板状部２１６－３の幅は、信号コンタクト２１４ａ（２１
４ｂ）と２１５ａ（２１５ｂ）との間の距離よりも大である。グランドコンタクト２１６
の基板側コンタクト部２１６－１は、実装面上に設けられたパッドなどの接続端子に接続
可能なように延びている。基板側コンタクト部２１６－１は、信号コンタクト２１４ａの
基板側コンタクト部２１４ａ－２と同じレベル（段差がなく一様である）であって同じ方
向に延びている。グランドコンタクト２１６の他方の基板側コンタクト部２１６－２も同
様に構成されている。そして、基板側コンタクト部２１６－１と２１６－２とは、逆方向
に延びている。
【００８０】
　このように、配線基板側には、基板側グランドコンタクト部２１６－１を隔てて、基板
側コンタクト部２１４ａ－２と２１４ｂ－２の対が複数個配列された列と、基板側グラン
ドコンタクト部２１６－２を隔てて、基板側コンタクト部２１５ａ－２と２１５ｂ－２の
対が複数個配列された列とが形成されている。そして、これら２列の基板コンタクト部は
同じレベルで反対方向に延びている。基板側コンタクト部２１４ａ－２、２１４ｂ－２及
びグランドコンタクト２１６－１は例えば、同じピッチで整列されている。
【００８１】
　ハウジング２１１の左右側部には突起部２２４が形成され、この突起部に形成された孔
部内に円筒状の固定部材２２５が挿入される。固定部材２２５は、配線基板に形成された
スルーホール内に挿入され、はんだで固定される。これにより、コネクタ２１０を配線基
板上に実装・固定することができる。
【００８２】
　１対の基板側コンタクト部２１４ａ－２と２１４ｂ－２とは一様に隣接しかつ同一長さ
なので、配線基板上において信号を同一位相で平衡伝送することができる。同様に、１対
の基板側コンタクト部２１５ａ－２と２１５ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、配線基
板上において信号を同一位相で平衡伝送することができる。この結果、従来のように位相
差に起因したノイズの発生を防止することができ、特性インピーダンスを安定に保つこと
ができる。また、基板側コンタクト部２１４ａ－２と２１４ｂ－２とは隣接し、同様に基
板側コンタクト部２１５ａ－２と２１５ｂ－２とは隣接しているため、配線基板上の対と
なる配線の長さを容易に同一にすることができ、配線基板の配線設計及び配線形成作業を
容易に行うことができる。更に、２列配列であっても、各信号コンタクト対は全長にわた
り隣接しているので、良好な平衡伝送を高密度で実現することができる。
【００８３】
　コネクタ２１０の長手方向に隣り合う信号コンタクト対はグランドコンタクト２１６で
電気的に遮蔽されており、同一列内で隣接する信号コンタクト対間で相互に干渉すること
はない。他方、１対の信号コンタクト２１４ａ、２１４ｂと１対の信号コンタクト２１５
ａ、２１５ｂとは、絶縁物質で形成されたコンタクト支持部２１３を介して対向しており
、前述した第１実施形態の列間用グランドコンタクト３６のような遮蔽部材が設けられて
いない。従って、第１実施形態に比べると、コンタクト支持部２１３を介して対向する信
号コンタクト間で位相差が生じ、多少のノイズが発生する可能性がある。しかしながら、
対となる信号コンタクト２１４ａと２１４ｂとの距離及び対となる信号コンタクト２１５
ａと２１５ｂとの距離が、信号コンタクト２１４ａと２１５ｂとの距離及び信号コンタク
ト２１４ｂと２１５ａとの対角距離よりも近ければ、実用上問題はない場合が多い。他方
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、前述した第１実施形態の列間用グランドコンタクト３６のような遮蔽部材が設けられて
いないため、部品点数を削減してコネクタのコストダウンを図ることができるという利点
がある。
【００８４】
　次に、図１１Ａ～１１Ｄを参照して本発明の第３実施形態によるジャック用コネクタ２
３０を説明する。図１１Ａはコネクタ２３０の斜視図、図１１Ｂはコネクタ２３０の一部
切り欠き斜視図、図１１Ｃは図１１Ｂに示すＸＩＣ線断面図、及び図１１Ｄは図１１Ｂに
示すＸＩＤ線断面図である。ジャック用コネクタ２３０は、上記プラグ用コネクタ２１０
と対をなすものである。
【００８５】
　コネクタ２３０は、凸部２３２を持つハウジング２３１を有する。ハウジング２３１は
例えば、ポリエステルや液晶ポリマー系の樹脂などの絶縁物質で形成されている。凸部２
３２はコネクタ２３０の長手方向に延びており、内部に凹部２３３を有する。この凹部２
３３内にコネクタ２１０のコンタクト支持部２１３が嵌り込む。凹部２３３内には、信号
コンタクト及びグランドコンタクトが２列に配列されている。一方の列は同一長さの信号
コンタクト２３４ａと２３４ｂとを有し、他方の列は信号コンタクト２３４ａ、２３４ｂ
と同一長さの信号コンタクト２３５ａと２３５ｂとを有する。１つの信号コンタクト２３
４ａと１つの信号コンタクト２３４ｂとは対となり、１Ｇｂｉｔ／ｓ以上の信号の平衡伝
送に供される。
【００８６】
　対となる信号コンタクト２３４ａと２３４ｂは、全長にわたり隣接している。言い換え
れば、一様に隣接しているとも言える。また、対となる信号コンタクト２３４ａと２３４
ｂは全長にわたり平行、又は同一の距離で隔てられているとも言える。これにより、信号
コンタクト２３４ａと２３４ｂの全長にわたり良好なカップリングが形成できる。
【００８７】
　このような信号コンタクト２３４ａ、２３４ｂの対２３５ａ、２３５ｂが複数個、平行
に離間して配置されており、１つの列を構成している。同様に、１つの信号コンタクト２
３５ａと１つの信号コンタクト２３５ｂとは対となり、平衡伝送に供される。このような
信号コンタクトの対が複数個、平行に離間して配置されており、もう１つの列を構成して
いる。このように、コネクタ２３０は、２列に配置された複数の信号コンタクト２３４ａ
、２３４ｂ、２３５ａ、２３５ｂを有する。
【００８８】
　なお、各信号コンタクト２３４ａ、２３４ｂ、２３５ａ、２３５ｂは細長（ピン状）で
同じ長さの単一部材であり、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げ加
工することで形成されるものである。
【００８９】
　ハウジング２３１の底部には複数の角穴２４５が設けられ、各角穴２４５内にグランド
コンタクト２３６が配置されている。グランドコンタクト２３６は、複数の信号コンタク
ト２３４ａと２３４ｂを有する列を複数対の信号コンタクトに区分けし、同様に複数の信
号コンタクト２３５ａと２３５ｂを有する列を複数対の信号コンタクトを区分けするよう
に配置されている。従って、隣接するグランドコンタクト２３６間には、一方の列にある
１対の信号コンタクト２３４ａと２３４ｂと、他方の列にある１対に信号コンタクト２３
５ａと２３５ｂとが位置している。
【００９０】
　図１１Ｃに示すように、信号コンタクト２３４ａはプラグ用コネクタ２１０のコネクタ
側コンタクト部２１４ａ－１に接続するコネクタ側コンタクト部２３４ａ－１と、基板側
のコンタクト部２３４ａ－２とを有する単一の部材である。コネクタ側コンタクト部２３
４ａ－１は、ハウジング２３１に形成された孔部２４１を通り、凹部２３３内に延びてい
る。コネクタ２３０を配線基板に実装した状態では、コネクタ側コンタクト部２３４ａ－
１は配線基板に対し略垂直に延びる。基板側コンタクト部２３４ａ－２はコネクタ側コン
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タクト部２３４ａ－１に対し略９０°外側に屈曲しており、実装基板（図示していない）
の実装面上に設けられたパッドなどの接続端子に接続可能なように延びている。空間を介
してコンタクト２３４ａに対向するコンタクト２３５ａも同様に、プラグ用コネクタ２１
０のコネクタ側コンタクト２１５ａ－１に接続するコネクタ側コンタクト部２３５ａ－１
と、これに一体に形成された基板側のコンタクト部２３５ａ－２とを有する。コネクタ側
コンタクト部２３５ａ－１は、ハウジング２３１に形成された孔部２４２を通り、凹部２
３３内に延びている。基板側コンタクト部２３５ａ－２はコネクタ側コンタクト部２３５
ａ－１に対し略９０°外側に屈曲しており、実装基板の実装面上に設けられたパッドなど
の接続端子に接続可能なように延びている。そして、基板側コンタクト部２３４ａ－２と
２３５ａ－２とは、逆方向に延びている。信号コンタクト２３４ｂも上記信号コンタクト
２３４ａと同様に形成され、信号コンタクト２３５ｂも上記信号コンタクト２３５ａと同
様に形成されている。コネクタ側コンタクト部２３４ａ－１、２３４ｂ－１、２３５ａ－
１、２３５ｂ－１はそれぞれ、前述の突起Ａと同様の内向きの突起を有するとともに、ば
ね性を持たせるために内側に傾いている。ジャック用コネクタ２３０にプラグ用コネクタ
２１０を取り付けると、内向きの突起はプラグ用コネクタ２１０の対応するコネクタ側コ
ンタクト部２１４ａ－１、２１４ｂ－１、２１５ａ－１、２１５ｂ－１はコネクタ側コン
タクト部２３４ａ－１、２３４ｂ－１、２３５ａ－１、２３５ｂ－１に係合して、これら
のコネクタ側コンタクト部を外側に押し広げる。コネクタ側コンタクト２３４ａ－１、２
３４ｂ－１、２３５ａ―１、２３５ｂ－１のばねの復元力により、確実な電気的接続が形
成できる。
【００９１】
　図１１Ｄに示すように、グランドコンタクト２３６は２つの基板側コンタクト部２３６
－１及び２３６－２と、２つのコネクタ側コンタクト部２３６－３及び２３６－４と、ベ
ース部２３６－５とを有する。これらのコンタクト部２３６－１～２３６－４とベース部
２３６－５は、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げることで形成さ
れる単一の部材である。コネクタ側コンタクト部２３６－３と２３６－４は、ハウジング
２３１に形成された孔部２４１を通り、凹部２３３内に延びている。コネクタ側コンタク
ト部２３６－３と２３６－４は、空間を介して対向している。コネクタ側コンタクト部２
３６－３と２３６－４はそれぞれ内向きの突起を有するとともに、ばね性を持たせるため
に内側に傾いている。つまり、コネクタ側コンタクト部２３６－３、２３６－４は、図１
１Ｃに示すコネクタ側コンタクト部２３４ａ－１、２３５ａ－１と同様である。ジャック
用コネクタ２３０にプラグ用コネクタ２１０を取り付けると、コネクタ側コンタクト部２
３６－３と２３６－４の突起はプラグ用コネクタ２１０の対応するグランドコンタクト２
１６に係合してこれらのコネクタ側コンタクト部を外側に押し広げる。これにより、復元
力を利用した確実な電気的接続が形成できる。実装側コンタクト部２３６－１と２３６－
２は、ベース２３６－５に対し略９０°外側に屈曲しており、かつ逆方向に延びている。
【００９２】
　このように、配線基板側には、基板側グランドコンタクト部２３６－１を隔てて、基板
側コンタクト部２３４ａ－２と２３４ｂ－２の対が複数個配列された列と、基板側グラン
ドコンタクト部２３６－２を隔てて、基板側コンタクト部２３５ａ－２と２３５ｂ－２の
対が複数個配列された列とが形成される。そして、これら２列の基板コンタクト部は同一
レベルで反対方向に延出している。基板コンタクト部２３４ａ－２、２３４ｂ－２と基板
側グランドコンタクト部２３６－１とは例えば、同一ピッチで整列される。基板コンタク
ト部２３５ａ－２、２３５ｂ－２と基板側グランドコンタクト部２３６－２も同様である
。
【００９３】
　１対の基板側コンタクト部２３４ａ－２と２３４ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、
配線基板上において信号を同一位相で平衡伝送することができる。同様に、１対の基板側
コンタクト部２３５ａ－２と２３５ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、配線基板上にお
いて信号を同一位相で平衡伝送することができる。この結果、従来のように位相差に起因
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したノイズの発生を防止することができ、特性インピーダンスを安定に保つことができる
。基板側コンタクト部２３４ａ－２と２３４ｂ－２、２３５ａ－２と２３５ｂ－２は一様
に隣接しているので、配線基板上の対となる配線の長さを容易に同一にすることができ、
配線基板の配線設計及び配線形成作業を容易に行うことができる。更に、２列配列であっ
ても、各信号コンタクト対は全長にわたり隣接しているので、良好な平衡伝送を高密度で
実現することができる。
【００９４】
　なお、ジャック用コネクタ２３０とプラグ用コネクタ２１０とを接続した状態では、プ
ラグ用コネクタ２１０のグランドコンタクト２１６が、列方向に隣接する信号コンタクト
対の間に挿入されることになり、ジャック用コネクタ２３０の列方向に隣接する信号コン
タクト対は良好に遮蔽される。
第４実施形態
　次に、本発明の第４実施形態によるコネクタを説明する。
【００９５】
　図１２Ａ～１２Ｄは、第４実施形態によるジャック用コネクタ２５０を示す図である。
図１２Ａコネクタ２５０の斜視図、図１２Ｂはコネクタ２５０の一部切り欠き斜視図、図
１２Ｃは図１２Ｂに示すＸＩＩＣ線断面図、及び図１２Ｄは図１２Ｂに示すＸＩＩＤ線断
面図である。ジャック用コネクタ２５０は、前述のプグ用コネクタ２１０と対をなすもの
である。
【００９６】
　コネクタ２５０は、凸部２５２を持つハウジング２５１を有する。ハウジング２５１は
例えば、ポリエステルや液晶ポリマー系の樹脂などの絶縁物質で形成されている。凸部２
５２はコネクタ２５０の長手方向に延びており、内部に凹部２５３を有する。この凹部２
５３内にコネクタ２１０のコンタクト支持部２１３が嵌り込む。凹部２５３内には、信号
コンタクト及びグランドコンタクトが２列に配列されている。一方の列は信号コンタクト
２６４ａと２６４ｂとを有し、他方の列は信号コンタクト２６５ａと２６５ｂとを有する
。１つの信号コンタクト２６４ａと１つの信号コンタクト２６４ｂとは対となり、１Ｇｂ
ｉｔ／ｓ以上の信号の平衡伝送に供される。このような信号コンタクトの対２６４ａ、２
６４ｂが複数個、平行に離間して配置されており、１つの列を構成している。同様に、１
つの信号コンタクト２６５ａと１つの信号コンタクト２６５ｂとは対となり、平衡伝送に
供される。
【００９７】
　対となる信号コンタクト２６４ａと２６４ｂは、全長にわたり隣接している（一様に隣
接しているとも言える）。また、対となる信号コンタクト２６４ａと２６４ｂは全長にわ
たり平行であるとも言える（同一の距離で隔てられているとも言える）。このような配置
は、前述した従来技術と大きくことなる。
【００９８】
　このような信号コンタクトの対２６５ａ、２６５ｂが複数個、平行に離間して配置され
ており、もう１つの列を構成している。このように、コネクタ２５０は、２列に配置され
た複数の信号コンタクト２６４ａ、２６４ｂ、２６５ａ、２６５ｂを有する。
【００９９】
　なお、各信号コンタクト２６４ａと２６４ｂは細長（ピン状）で同じ長さの単一部材で
あり、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げ加工することで形成され
るものである。信号コンタクト２６５ａと２６５ｂも同様である。ただし、信号コンタク
ト２６５ａと２６５ｂの長さは、信号コンタクト２６４ａと２６４ｂと同一か、又は中間
部の屈曲の度合いによっては異なる場合もある。
【０１００】
　ハウジング２５１内部には複数の角穴が設けられ、各角穴内にグランドコンタクト２６
６が配置されている。グランドコンタクト２６６は、複数の信号コンタクト２６４ａと２
６４ｂを有する列を複数対の信号コンタクトに区分けし、同様に複数の信号コンタクト２
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６５ａと２６５ｂを有する列を複数対の信号コンタクトを区分けするように配置されてい
る。従って、隣接するグランドコンタクト２６６間には、一方の列にある１対の信号コン
タクト２６４ａと２６４ｂと、他方の列にある１対に信号コンタクト２６５ａと２６５ｂ
とが位置している。
【０１０１】
　図１２Ｃに示すように、信号コンタクト２６４ａはプラグ用コネクタ２１０の信号コン
タクト部２１４ａ－１に接続するコネクタ側コンタクト部２６４ａ－１と、基板側のコン
タクト部２６４ａ－２と、これらの間の中間部２６４ａ－３とを有する単一の部材である
。コネクタ側コンタクト部２６４ａ－１は、ハウジング２５１に形成された孔部を通り、
凹部２５３内に延びている。コネクタ側コンタクト部２６４ａ－１は、コネクタ２５０を
配線基板に実装した状態では、この配線基板と略平行に延びる。基板側コンタクト部２６
４ａ－２は、実装基板（図示していない）の実装面上に設けられたパッドなどの接続端子
に接続可能なように延びている。空間を介してコンタクト２６４ａに対向するコンタクト
２６５ａも同様に、プラグ用コネクタ２１０の信号コンタクト２１５ａ－１に接続するコ
ネクタ側コンタクト部２６５ａ－１と、基板側のコンタクト部２６５ａ－２と、これらを
接続する中間部２６５ａ－３とを有する単一の部材である。コネクタ側コンタクト部２６
５ａ－１は、ハウジング２５１に形成された孔部を通り、凹部２５３内に延びている。基
板側コンタクト部２６５ａ－２は、実装基板の実装面上に設けられたパッドなどの接続端
子に接続可能なように延びている。そして、基板側コンタクト部２６４ａ－２と２６５ａ
－２とは、逆方向に延びている。信号コンタクト２６４ｂも上記信号コンタクト２６４ａ
と同様に形成され、信号コンタクト２６５ｂも上記信号コンタクト２６５ａと同様に形成
されている。
【０１０２】
　この結果、コネクタ側コンタクト部２６４ａ－１、２６４ｂ－１、２６５ａ－１、２６
５ｂ－１と、基板側コンタクト部２６４ａ－２、２６４ｂ－２とは同一方向に延出し、基
板側コンタクト部２６５ａ－２と２６５ｂ－２は逆方向に延出している。
【０１０３】
　コネクタ側コンタクト部２６４ａ－１、２６４ｂ－１、２６５ａ－１、２６５ｂ－１は
それぞれ、内向きの突起を有するとともに、ばね性を持たせるために内側に傾いている。
ジャック用コネクタ２５０にプラグ用コネクタ２１０を取り付けると、下向きの突起はプ
ラグ用コネクタ２１０の対応するコネクタ側コンタクト部２１４ａ－１、２１４ｂ－１、
２１５ａ－１、２１５ｂ－１はコネクタ側コンタクト部２６４ａ－１、２６４ｂ－１、２
６５ａ－１、２６５ｂ－１に係合して、これらのコネクタ側コンタクト部を外側に押し広
げる。ばねの復元力を利用して、確実な電気的接続が形成できる。
【０１０４】
　図１２Ｄに示すように、グランドコンタクト２６６は２つの基板側コンタクト部２６６
－１及び２６６－２と、２つのコネクタ側コンタクト部２６６－３及び２６６－４と、ベ
ース部２６６－５とを有する。これらのコンタクト部２６６－１～２６６－４とベース部
２６６－５は、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げることで形成さ
れる単一の部材である。コネクタ側コンタクト部２６６－３と２６６－４は、ハウジング
２５１に形成された孔部を通り、凹部２５３内に延びている。コネクタ側コンタクト部２
６６－３と２６６－４は、空間を介して対向している。コネクタ側コンタクト部２６６－
３と２６６－４はそれぞれ、内向きの突起を有するとともに、ばね性を持たせるために内
側に傾いている。つまり、コネクタ側コンタクト部２６６－３、２６６－４は、図１２Ｃ
に示すコネクタ側コンタクト部２６４ａ－１、２６５ａ－１と同様である。ジャック用コ
ネクタ２５０にプラグ用コネクタ２１０を取り付けると、コネクタ側コンタクト部２６６
－３と２６６－４の突起はプラグ用コネクタ２１０の対応するグランドコンタクト２１６
に係合してこれらのコネクタ側コンタクト部を外側に押し広げる。これにより、確実な電
気的接続が形成できる。実装側コンタクト部２６６－１と２６６－２は、ベース２６６－
５に対し略９０°外側に屈曲しており、かつ逆方向に延びている。このように、配線基板
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側には、基板側グランドコンタクト部２６６－１を隔てて、基板側コンタクト部２６４ａ
－２と２６４ｂ－２の対が複数個配列された列と、基板側グランドコンタクト部２６６－
２を隔てて、基板側コンタクト部２６５ａ－２と２６５ｂ－２の対が複数個配列された列
とが形成され、これら２列のコンタクト部は同一面（実装面）上を反対方向に延びている
配置が形成されている。
【０１０５】
　１対の基板側コンタクト部２６４ａ－２と２６４ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、
信号を同一位相で平衡伝送することができる。同様に、１対の基板側コンタクト部２６５
ａ－２と２６５ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、信号を同一位相で平衡伝送すること
ができる。この結果、従来のように位相差に起因したノイズの発生を防止することができ
、特性インピーダンスを安定に保つことができる。基板側コンタクト部２６４ａ－２と２
６４ｂ－２、２６５ａ－２と２６５ｂ－２は一様に隣接しているので、配線基板上の対と
なる配線の長さを容易に同一にすることができ、配線基板の配線設計及び配線形成作業を
容易に行うことができる。
【０１０６】
　なお、ジャック用コネクタ２５０とプラグ用コネクタ２１０とを接続した状態では、プ
ラグ用コネクタ２１０のグランドコンタクト２１６が、列方向に隣接する信号コンタクト
対の間に挿入されることになり、ジャック用コネクタ２５０の列方向に隣接する信号コン
タクト対は良好に遮蔽される。
第５実施形態
　次に、本発明の第５実施形態によるコネクタを説明する。
【０１０７】
　図１３Ａ～１３Ｄは、第５実施形態によるプラグ用コネクタ２７０を示す図である。図
１３Ａはコネクタ２７０の斜視図、図１３Ｂはコネクタ２７０の一部切り欠き斜視図、図
１３Ｃは図１３Ｂに示すＸＩＩＩＣ線断面図、及び図１３Ｄは図１３Ｂに示すＸＩＩＩＤ

線断面図である。前述した各実施形態によるコネクタは、配線基板の一実装面上に実装さ
れるタイプであるが、第５実施形態によるコネクタ２７０は、配線基板を挟み込むように
実装されるもので、後述する基板側コンタクト部は配線基板の対向する２面上に設けられ
た接続端子に接続可能である。
【０１０８】
　コネクタ２７０は、凹部２７２を持つハウジング２７１を有する。ハウジング２７１は
例えば、ポリエステルや液晶ポリマー系の樹脂などの絶縁物質で形成されている。凹部２
７２内には、コネクタ２７０の長手方向に延びるコンタクト支持部２７３を有する。コン
タクト支持部２７３は例えばハウジング２７１と一体構成であり、略平板状である。コン
タクト支持部２７３は２つの対向する面を有し、それぞれの面上に信号コンタクト２７４
ａ、２７４ｂ、２７５ａ、２７５ｂが配置されている。１つの信号コンタクト２７４ａと
１つの信号コンタクト２７４ｂは対となり、１Ｇｂｉｔ／ｓ以上の信号の平衡伝送に供さ
れる。つまり、１対の信号コンタクト２７４ａと２７４ｂは大きさが同じで極性が逆の信
号を伝送する。
【０１０９】
　対となる信号コンタクト２７４ａと２７４ｂは、全長にわたり隣接している。言い換え
れば、一様に隣接しているとも言える。また、対となる信号コンタクト２７４ａと２７４
ｂは全長にわたり平行、つまり同一の距離で隔てられているとも言える。
【０１１０】
　このような信号コンタクト２７４ａと２７４ｂからなる対が複数個、コンタクト支持部
２７３の一方の面側に、平行に離間して配置されている。換言すれば、信号コンタクト２
７４ａ、２７４ｂはハウジング２７１の長手方向に離間して一列に配置されている。同様
に、１つの信号コンタクト２７５ａと１つの信号コンタクト２７５ｂは対となり、平衡伝
送に供される。信号コンタクト２７５ａと２７５ｂとからなる対が複数個、コンタクト支
持部２７３の他方の面側に平行に離間して配置されている。換言すれば、信号コンタクト
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２７５ａ、２７５ｂはハウジング２７１の長手方向に離間して一列に配置されている。こ
のように、コネクタ２７０は、複数の信号コンタクト２７４ａと２７４ｂを有する列と、
信号コンタクト２７５ａと２７５ｂを有する列との２列構成である。
【０１１１】
　なお、各信号コンタクト２７４ａ、２７４ｂ、２７５ａ、２７５ｂは細長で同一長さの
単一部材であり、例えば金メッキされた銅合金の平板を打ち抜き、折り曲げ加工すること
で形成されるものである。
【０１１２】
　コンタクト支持部２７３には複数の角穴が設けられ、各角穴内にグランドコンタクト２
７６が配置されている。グランドコンタクト２７６は、複数の信号コンタクト２７４ａと
２７４ｂを有する列を複数対の信号コンタクトに区分し、同様に複数の信号コンタクト２
７５ａと２７５ｂを有する列を複数対の信号コンタクトに区分けするように配置されてい
る。従って、隣接するグランドコンタクト２７６間には、一方の列にある１対の信号コン
タクト２７４ａと２７４ｂと、他方の列にある１対に信号コンタクト２７５ａと２７５ｂ
とが位置している。
【０１１３】
　図１３Ｃに示すように、信号コンタクト２７４ａはジャック用コネクタ２３０や２５０
に接続するコネクタ側コンタクト部２７４ａ－１と、これと一体に形成された基板側のコ
ンタクト部２７４ａ－２とを有する。コネクタ側コンタクト部２７４ａ－１、２７５ａ－
１は、ハウジング２７１に形成された孔部を通り、コンタクト支持部２７３の対向する面
に沿って延びている。基板側コンタクト部２７４ａ－２、２７５ａ－２はそれぞれコネク
タ側コンタクト部２７４ａ－１、２７５ａ－１に連続して一直線状であって、逆方向に延
びている。また、基板側コンタクト部２７４ａ－２、２７５ａ－２は空間を介して対向し
ており、若干内側に屈曲している。基板側コンタクト部２７４ａ－２と２７５ａ－２の間
隔は、コネクタ側コンタクト部２７４ａ－１と２７５ａ－１との間隔よりも若干狭い。基
板側コンタクト部２７４ａ－２と２７５ａ－２の間に、配線基板が挿入される。基板側コ
ンタクト部２７４ａ－２、２７５ａ－２の内側が対応するコネクタのコンタクト部に係合
する。配線基板の厚みは基板側コンタクト部２７４ａ－２と２７５ａ－２が作る空間より
も大きいので、基板側コンタクト部２７４ａ－２と２７５ａ－２とは外側に押し広げられ
る。そして、これらの復元力により、配線基板の対向する２面上に設けられた接続電極と
の確実な電気的接触が形成される。信号コンタクト２７４ｂと２７５ｂも同様に形成され
ている。
【０１１４】
　図１３Ｄに示すように、グランドコンタクト２７６は２つの基板側コンタクト部２７６
－１、２７６－２とこれらに一体に形成された板状部２７６－３とを有する。グランドコ
ンタクト２７６は、２列構成の信号コンタクトに共通に設けられている。板状部２７６－
３は、ハウジング２７１及びコンタクト支持部２７３に形成された孔部を通り、垂直に延
びている。板状部２７６－３の頂部はコンタクト支持部２７３の上面から突出している。
板状部２７６－３の幅は、信号コンタクト２７４ａ（２７４ｂ）と２７５ａ（２７５ｂ）
との間の距離よりも大である。グランドコンタクト２７６の基板側コンタクト部２７６－
１と２７６－２は同一方向に延びており、若干内側に屈曲している。基板側コンタクト部
２７６－１と２７６－２は空間を介して対向しており、その間隔は基板側コンタクト部２
７４ａ－２と２７５ａ－２との間隔に等しい。
【０１１５】
　このように、配線基板側には、基板側グランドコンタクト部２７６－１を隔てて、基板
側コンタクト部２７４ａ－２と２７４ｂ－２の対が複数個配列された列と、基板側グラン
ドコンタクト部２７６－２を隔てて、基板側コンタクト部２７５ａ－２と２７５ｂ－２の
対が複数個配列された列とが形成され、これら２列のコンタクト部は異なる面（対向する
２つの実装面）上を同じ方向（ハウジング２７１の底部から延出する方向）に延びている
配置が形成されている。
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【０１１６】
　１対の基板側コンタクト部２７４ａ－２と２７４ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、
配線基板上において信号を同一位相で平衡伝送することができる。同様に、１対の基板側
コンタクト部２７５ａ－２と２７５ｂ－２とは平行かつ同一長さなので、配線基板上にお
いて信号を同一位相で平衡伝送することができる。この結果、従来のように位相差に起因
したノイズの発生を防止することができ、特性インピーダンスを安定に保つことができる
。また、配線基板上の対となる配線の長さを容易に同一にすることができ、配線基板の配
線設計及び配線形成作業を容易に行うことができる。
変形例
　次に、第３から第５実施形態の変形例を説明する。これらの変形例は、第３から第５の
実施形態の高速信号を平衡伝送するための構成と、低速信号を伝送するための構成とを組
み合わせたものである。
【０１１７】
　図１４Ａと１４Ｂは、第３実施形態のプラグ用コネクタ２１０の変形例２１０Ａを示す
図である。図中、図１０Ａ～１０Ｄと同一の構成要素には同一の参照番号を付してある。
図１４Ａ、１４Ｂの参照番号２９０で示す部分は、信号コンタクトのみが配置された部分
である。以下、この部分２９０を低速信号部という。低速信号部２９０には、信号コンタ
クトを対に（２つずつ）区分けするグランドコンタクト２１６が設けられておらず、信号
コンタクトが連続して離間配置された構成である。低速信号部２９０は、高速信号を平衡
伝送する信号コンタクト２１４ａと２１４ｂを有する列に連続する列と、信号コンタクト
２１５ａと２１５ｂを有する列に連続する列の２列構成である。低速信号部２９０の各信
号コンタクトは、信号コンタクト２１４ａ等と同一構成である。
【０１１８】
　このように、コネクタ２１０Ａは高速信号の平衡伝送と低速信号の非平衡伝送の両方を
実現する複合型のコネクタである。なお、低速信号部２９０の位置は図示するものに限定
されず、図の左側や中央部分にあってもよい。また、複数の低速信号部２９０が高速信号
部に介在するような配置であってもよい。
【０１１９】
　図１５Ａと１５Ｂは、第３実施形態のジャック用コネクタ２３０の変形例２３０Ａを示
す図である。図中、図１１Ａ～１１Ｄと同一の構成要素には同一の参照番号を付してある
。図１５Ａと１５Ｂの参照番号２９２で示す部分は、信号コンタクトのみが配置された部
分である。以下、この部分２９２を低速信号部という。低速信号部２９２には、信号コン
タクトを対に（２つずつ）区分けするグランドコンタクトが設けられておらず、信号コン
タクトが連続して離間配置された構成である。低速信号部２９２は、高速信号を平衡伝送
する信号コンタクト２３４ａと２３４ｂを有する列に連続する列と、信号コンタクト２３
５ａと２３５ｂを有する列に連続する列の２列構成である。低速信号部２９２の各信号コ
ンタクトは、信号コンタクト２３４ａ等と同一構成である。
【０１２０】
　このように、コネクタ２３０Ａは高速信号と低速信号の両方を良好に伝送できる複合型
のコネクタである。なお、低速信号部２９２の位置は図示するものに限定されず、図の右
側や中央部分にあってもよい。また、複数の低速信号部２９２が高速信号部に介在するよ
うな配置であってもよい。
【０１２１】
　図１６Ａと１６Ｂは、第４実施形態のジャック用コネクタ２５０の変形例２５０Ａを示
す図である。図中、図１２Ａ～１２Ｄと同一の構成要素には同一の参照番号を付してある
。図１６Ａと１６Ｂの参照番号２９４で示す部分は、信号コンタクトのみが配置された部
分である。以下、この部分２９４を低速信号部という。低速信号部２９４には、信号コン
タクトを対に（２つずつ）区分けするグランドコンタクトが設けられておらず、信号コン
タクトが連続して離間配置された構成である。低速信号部２９４は、高速信号を平衡伝送
する信号コンタクト２６４ａと２６４ｂを有する列に連続する列と、信号コンタクト２６
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５ａと２６５ｂを有する列に連続する列の２列構成である。低速信号部２９４の各信号コ
ンタクトは、信号コンタクト２６４ａ等と同一構成である。
【０１２２】
　このように、コネクタ２５０Ａは高速信号と低速信号の両方を良好に伝送できる複合型
のコネクタである。なお、低速信号部２９４の位置は図示するものに限定されず、図の右
側や中央部分にあってもよい。また、複数の低速信号部２９４が高速信号部に介在するよ
うな配置であってもよい。
【０１２３】
　図１７Ａと１７Ｂは、第５実施形態のジャック用コネクタ２７０の変形例２７０Ａを示
す図である。図中、図１３Ａ～１３Ｄと同一の構成要素には同一の参照番号を付してある
。図１７Ａと１７Ｂの参照番号２９６で示す部分は、信号コンタクトのみが配置された部
分である。以下、この部分２９６を低速信号部という。低速信号部２９６には、信号コン
タクトを対に（２つずつ）区分けするグランドコンタクトが設けられておらず、信号コン
タクトが連続して離間配置された構成である。低速信号部２９６は、高速信号を平衡伝送
する信号コンタクト２７４ａと２７４ｂを有する列に連続する列と、信号コンタクト２７
５ａと２７５ｂを有する列に連続する列の２列構成である。低速信号部２９６の各信号コ
ンタクトは、信号コンタクト２７４ａ等と同一構成である。
【０１２４】
　このように、コネクタ２７０Ａは高速信号と低速信号の両方を良好に伝送できる複合型
のコネクタである。なお、低速信号部２９６の位置は図示するものに限定されず、図の右
側や中央部分にあってもよい。また、複数の低速信号部２９６が高速信号部に介在するよ
うな配置であってもよい。
【０１２５】
　以上、本発明の実施の形態及び変形例を説明した。上記第３～第５実施形態の変形例は
上記第１及び第２実施形態にもて起用して複合型コネクタを形成することもできる。また
、第１及び第２実施形態で用いる遮蔽金属板を第３～第５実施形態やこれらの変形例に適
用することができる。更に、第３～第５実施形態及びこれらの変形例を説明する際には、
第１及び第２実施形態を説明する際に図示した基板を図示していないが、第３～第５実施
形態及びこれらの変形例によるコネクタを基板に実装して配線することで、電子装置を構
成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１Ａ及び図１Ｂはそれぞれ、従来のコネクタ装置を構成するジャック用コネ
クタ及びプラグ用コネクタの斜視図である。
【図２】　図２Ａ及び２Ｂはそれぞれ、本発明の第1実施形態によるジャック用コネクタ
及びプラグ用コネクタの斜視図である。
【図３】　図３は、図２Ａのジャック用コネクタのＩＩＩ－ＩＩＩ線上断面図である。
【図４】　図４は、図２Ｂのプラグ用コネクタの列内用グランドコンタクト及び列間用グ
ランドコンタクトの斜視図である。
【図５】　図５は、図２Ｂのプラグ用コネクタのＶ－Ｖ線上断面図である。
【図６】　図６Ａ及び６Ｂは図２Ａ及び２Ｂのジャック用コネクタ及びプラグ用コネクタ
の接続構造を説明するためのものであって、図６Ａは信号コンタクトを示し、図６Ｂはグ
ランドコンタクトを示す。
【図７】　図７Ａ及び７Ｂはそれぞれ、本発明の第２実施形態によるプラグ用コネクタ及
びプラグ用コネクタの斜視図である。
【図８】　図８Ａ及び８Ｂは、図７Ａ及び７Ｂのジャック用コネクタ及びプラグ用コネク
タの接続構造を説明するためのものであり、接続直前の状態を示す図７中ＩＸ－ＩＸ線上
断面図である。
【図９】　図９は、図７Ａ及び７Ｂのジャック用コネクタ及びプラグ用コネクタの接続構
造を説明するためのものであり、接続状態を示す図７中ＩＸ－ＩＸ線上断面図である。
【図１０】　図１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ及び１０Ｄはそれぞれ、本発明の第３実施形態に
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よるプラグ用コネクタを示す図であって、図１０Ａはコネクタの斜視図、図１０Ｂはコネ
クタの一部切り欠き斜視図、図１０Ｃは図１０Ｂに示すＸＣ線断面図、及び図１０Ｄは図
１０Ｂに示すＸＤ線断面図である。
【図１１】　図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ及び１１Ｄはそれぞれ、本発明の第３実施形態に
よるジャック用コネクタを示す図であって、図１１Ａはコネクタの斜視図、図１１Ｂはコ
ネクタの一部切り欠き斜視図、図１１Ｃは図１１Ｂに示すＸＩＣ線断面図、及び図１１Ｄ
は図１１Ｂに示すＸＩＤ線断面図である。
【図１２】　図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ及び１２Ｄはそれぞれ、本発明の第４実施形態に
よるジャック用コネクタを示す図であって、図１２Ａはコネクタの斜視図、図１２Ｂはコ
ネクタの一部切り欠き斜視図、図１２Ｃは図１２Ｂに示すＸＩＩＣ線断面図、及び図１２
Ｄは図１２Ｂに示すＸＩＩＤ線断面図である。
【図１３】　図１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃ及び１３Ｄはそれぞれ、本発明の第５実施形態に
よるジャック用コネクタを示す図であって、図１３Ａはコネクタの斜視図、図１３Ｂはコ
ネクタの一部切り欠き斜視図、図１３Ｃは図１３Ｂに示すＸＩＩＩＣ線断面図、及び図１
３Ｄは図１３Ｂに示すＸＩＩＩＤ線断面図である。
【図１４】　図１４Ａ及び１４Ｂはそれぞれ本発明の第３実施形態によるプラグ用コネク
タを示す図であって、図１４Ａはコネクタの斜視図、図１４Ｂはコネクタの一部切り欠き
斜視図である。
【図１５】　図１５Ａ及び１５Ｂはそれぞれ本発明の第３実施形態によるジャック用コネ
クタを示す図であって、図１５Ａはコネクタの斜視図、図１５Ｂはコネクタの一部切り欠
き斜視図である。
【図１６】　図１６Ａ及び１６Ｂはそれぞれ本発明の第４実施形態によるジャック用コネ
クタを示す図であって、図１６Ａはコネクタの斜視図、図１６Ｂはコネクタの一部切り欠
き斜視図である。
【図１７】　図１７Ａ及び１７Ｂはそれぞれ本発明の第５実施形態によるプラグ用コネク
タを示す図であって、図１７Ａはコネクタの斜視図、図１７Ｂはコネクタの一部切り欠き
斜視図である。



(23) JP 4094551 B2 2008.6.4

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】



(24) JP 4094551 B2 2008.6.4

【図３】 【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】



(25) JP 4094551 B2 2008.6.4

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１１Ａ】



(26) JP 4094551 B2 2008.6.4

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】



(27) JP 4094551 B2 2008.6.4

【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】



(28) JP 4094551 B2 2008.6.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  清水　学
            東京都品川区東五反田２丁目３番５号　富士通コンポーネント株式会社内
(72)発明者  宮澤　英夫
            東京都品川区東五反田２丁目３番５号　富士通コンポーネント株式会社内
(72)発明者  黒鳥　文夫
            埼玉県鴻巣市赤見台２丁目２番パークシティ鴻巣駅前プラザ第２２４号棟５０２号
(72)発明者  上野　盛之
            東京都品川区東五反田２丁目３番５号　富士通コンポーネント株式会社内

    審査官  山田　康孝

(56)参考文献  特開平０７－１１４９５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－２７５１３９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０６８００６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０６８００７（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０６７９５５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01R  13/658
              H01R  24/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

