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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンタクト収容凹部が形成されたコネクタ本体と、該コンタクト収容凹部に圧入
され、保持される複数の雌コンタクトとを有する雌コネクタと、
　複数のスリットが形成されたコネクタ本体と、該スリットに圧入され、保持される複数
の雄コンタクトとを有する雄コネクタと、
　を備え、
　前記雌コンタクトは、前後に隣接する雌コンタクトが斜め位置する千鳥状に配置される
ように、複数列配列され、
　前記雌コンタクトに接続される前記雄コンタクトは、前記雌コンタクトの配列に対応し
て千鳥状に複数列配列され、
　前記千鳥状に配列された雌コンタクトのうち、前後に隣接する２列は、一対の信号線用
コンタクト組の列であり、該一対の信号線用コンタクト組の列を前後に挟む１列はグラン
ド用コンタクトの列であり、
　前記複数の雄コンタクト各々は、Ｌ字形状に打ち抜かれた金属薄板から形成され、垂直
方向に延びる接点部、一端が該接点部下端で直交し、水平方向に延びる固定部、該固定部
の水平方向中心部から下方に延びる端子部及び該端子部の前面または後面に溶着された半
田ボールを含むことを特徴とする電装部品間を接続する高速伝送用高密度コネクタ。
【請求項２】
　前記複数の雌コンタクト各々は、所定の形状に打ち抜かれた金属薄板から形成され、押
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圧部、弾性変形部、第１の折り曲げ部としての湾曲部、挟持部、第２の折り曲げ部、固定
部、端子部及び該端子部に溶着された半田ボールを含み、前記押圧部と挟持部との間に挿
入される前記雄コンタクトの接点部の少なくとも一部を挟持するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の高速伝送用高密度コネクタ。
【請求項３】
　前記雌コンタクトが圧入されるコンタクト収容凹部のうち、グランド用雌コンタクトが
圧入されるコンタクト収容凹部には、その一端が、前後方向斜めに隣接する信号線用コン
タクトが収容されるコンタクト収容凹部を越える程度にまで左または右方向に延在し、そ
の他端が、グランド用コンタクトが収容されるコンタクト収容凹部に連通する収容溝部が
さらに形成され、
　前記複数の雄コンタクトのうち、グランド用雄コンタクトは、接点部と固定部との幅が
同じであり、該グランド用コンタクトの幅は、前記雌コンタクトのグランド用コンタクト
が収容されるコンタクト収容凹部の幅に該コンタクト収容凹部に連通する前記収容溝部の
左右方向の長さをくえた長さにほぼ等しいことを特徴とする請求項１または２に記載の高
速伝送用高密度コネクタ。
【請求項４】
　前記グランド用雄コンタクトの端子部は、固定部の左右方向一方の側から下方に延び、
前記半田ボールは、該端子部の前面または後面に溶着されていることを特徴とする請求項
３に記載の高速伝送用高密度コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号が高速で伝送される、プリント基板間、プリント基板とフレキシブルケ
ーブルとの間、あるいはフレキシブルケーブル間のような、電装部品間を、高密度で接続
する高速伝送用高密度コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電装部品としてのプリント基板間を接続する高密度コネクタとしては、特許文献
１に開示される高密度コネクタが知られている。特許文献１に開示される高密度コネクタ
は、信号の高速伝送を可能とするとともに、信号線の高密度接続を可能とするために、信
号線用コンタクト同士が千鳥状に配置される。
【０００３】
【特許文献１】特許第３４１３０８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような高密度コネクタにおいては、プリント基板間を高速で信号伝送することから
、信号線間のクロストークやノイズなどの発生を抑制するために、グランド用コンタクト
が設けられる必要がある。上記特許文献１の高密度コネクタにおいては、グランド用コン
タクトは、基本的に、信号線用コンタクトに対して直交するように配設されている。
【０００５】
　しかしながら、信号線用コンタクトがさらに高密度化すると、信号線用コンタクトとグ
ランド用コンタクトが直交している配設では、グランド用コンタクトを信号線用コンタク
トの外周に配置せざるを得なくなる。それによりクロストークやノイズ対策が不十分にな
り、結局、高速伝送用コネクタとして高密度化に対応しきれない恐れがある。また、信号
線用コンタクトとグランド用コンタクトの向きが異なるため、多数の信号線用及びグラン
ド用コンタクトの同時接続に注意が必要であり、コネクタとしての接続に時間がかかる。
【０００６】
　本発明の目的は、信号線用コンタクトのさらなる高密度化に対応可能であるとともに、
構造が簡単であり、接続が容易な高速伝送用高密度コネクタを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る電装部品間を接続する高速伝送用高密度コネ
クタは、複数のコンタクト収容凹部が形成されたコネクタ本体と、該コンタクト収容凹部
に圧入され、保持される複数の雌コンタクトとを有する雌コネクタと、複数のスリットが
形成されたコネクタ本体と、該スリットに圧入され、保持される複数の雄コンタクトとを
有する雄コネクタとを備え、前記雌コンタクトは、前後に隣接する雌コンタクトが斜め位
置する千鳥状に配置されるように、複数列配列され、前記雌コンタクトに接続される前記
雄コンタクトは、前記雌コンタクトの配列に対応して千鳥状に複数列配列され、前記千鳥
状に配列された雌コンタクトのうち、前後に隣接する２列は、一対の信号線用コンタクト
組の列であり、該一対の信号線用コンタクト組の列を前後に挟む１列はグランド用コンタ
クトの列であり、前記複数の雄コンタクト各々は、Ｌ字形状に打ち抜かれた金属薄板から
形成され、垂直方向に延びる接点部、一端が該接点部下端で直交し、水平方向に延びる固
定部、該固定部の水平方向中心部から下方に延びる端子部及び該端子部の前面または後面
に溶着された半田ボールを含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の高速伝送用高密度コネクタに用いられる複数の雌コンタクト各々は、所
定の形状に打ち抜かれた金属薄板から形成され、押圧部、弾性変形部、第１の折り曲げ部
としての湾曲部、挟持部、第２の折り曲げ部、固定部、端子部及び該端子部に溶着された
半田ボールを含み、前記押圧部と挟持部との間に挿入される前記雄コンタクトの接点部の
少なくとも一部を挟持するように構成されていることが好ましい。
【００１０】
　さらに、雌コンタクトが圧入されるコンタクト収容凹部のうち、グランド用雌コンタク
トが圧入されるコンタクト収容凹部には、その一端が、前後方向斜めに隣接する信号線用
コンタクトが収容されるコンタクト収容凹部を越える程度にまで左または右方向に延在し
、その他端が、グランド用コンタクトが収容されるコンタクト収容凹部に連通する収容溝
部がさらに形成され、複数の雄コンタクトのうち、グランド用雄コンタクトは、接点部と
固定部との幅が同じであり、該グランド用コンタクトの幅は、前記雌コンタクトのグラン
ド用コンタクトが収容されるコンタクト収容凹部の幅に該コンタクト収容凹部に連通する
前記収容溝部の左右方向の長さをくえた長さにほぼ等しいことが好ましい。
【００１１】
　また、グランド用雄コンタクトの端子部は、固定部の左右方向一方の側から下方に延び
、前記半田ボールは、該端子部の前面または後面に溶着されていてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の高速伝送用高密度コネクタは、雄コネクタを構成する複数の雄コンタクト及び
雌コネクタを構成する複数のコンタクトが、千鳥状に配列されるとともに、千鳥状に配列
された雌コンタクトのうち、前後に隣接する２列は、一対の信号線用コンタクト組の列で
あり、該一対の信号線用コンタクト組の列を前後に挟む１列はグランド用コンタクトの列
であるように構成したので、雌コンタクト間の距離を大きく取ることができる。それによ
り、信号線用雌コンタクト間のインピーダンス整合を、高速伝送に必要とされる１００Ω
に近づけることが可能となる。また、信号線用コンタクト組の列の間にグランド用雌コン
タクトの列を配置することで、信号線用コンタクトを高密度に配置しても、隣り合う信号
線用コンタクト組間のクロストークを減少させることが可能となる。
【００１３】
　雄コンタクト及び雌コンタクトの構造は簡単であるので、製造が容易である。さらに、
接続される電装部品の外部電極の配列にも容易に対応できる。
【００１４】
　また、グランド用雄コンタクトを幅広にすることで、隣り合う信号線用コンタクト組間
のクロストークをより一層減少させることが可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下図面を用いて本発明に係る高速伝送用高密度コネクタについて説明する。
【００１６】
　　（第１の実施態様）
　図１ないし図１１に本発明の第１の実施態様が示されている。図１は、本発明の第１の
実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雌コネクタの上面側から見た斜視図
であり、図２は、図１に示される雌コネクタの部分拡大上面図であり、図３は、図１に示
される雌コネクタの下面側から見た斜視図である。図４は、図１に示される雌コネクタに
用いられる雌コンタクト単体の斜視図であり、（ａ）は、１つの実施例であり、（ｂ）は
、別の実施例であり、（ｃ）は、さらに別の実施例である。図５は、本発明の第１の実施
態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雄コネクタの上面側から見た斜視図であ
り、図６は、図５に示される雄コネクタの上面側からみた部分拡大斜視図である。図７は
、図５に示される雄コネクタに用いられる雄コンタクト及び該雄コンタクトの配列を示す
上から見た一部拡大斜視図である。図８は、図５に示される雄コネクタが実装されるフレ
キシブルケーブルの配線パターンを示し、（ａ）は、１例として、パッドが直線状に配列
されているパターンの部分拡大上面図であり、（ｂ）は、別の例として、パッドが千鳥状
に配列されているパターンの部分拡大上面図である。図９は、図５に示される雄コネクタ
がフレキシブルケーブルに実装された状態を示す斜視図であり、図１０は、図１に示され
る雌コネクタがプリント基板に実装された状態を示す斜視図である。図１１は、図１に示
される雌コネクタと図５に示される雄コネクタが嵌合され、フレキシブルケーブルとプリ
ント基板とが本発明に係る高速伝送用高密度コネクタを介して電気的に接続された状態を
示す斜視図である。
【００１７】
　本実施態様における高速伝送用高密度コネクタ１０は、図９ないし１１に示されるよう
に、フレキシブルケーブル８０とプリント基板９０とを電気的に接続する。本実施態様に
おける高速伝送用高密度コネクタ１０は、図９に示されるように、フレキシブルケーブル
８０に実装される雄コネクタ４０とプリント基板９０に実装される雌コネクタ２０とを備
えている。
【００１８】
　本実施態様における雌コネクタ２０は、図１に示されるように、コネクタ本体２１及び
複数の雌コンタクト３０を備えている。
【００１９】
　コネクタ本体２１は、電気的に絶縁性の合成樹脂からなり、水平断面概略矩形状をなす
、板状体として形成されている。コネクタ本体２１には、それぞれが上下方向に細長く水
平断面略矩形状の複数のコンタクト収容凹部２２が形成されている。この複数のコンタク
ト収容凹部２２は、図２に示されるように、所定のピッチで千鳥状に配列されている。該
コンタクト収容凹部２２各々には、後述する複数の雌コンタクト３０が１つずつ挿入され
る。矩形状のコンタクト収容凹部２２の一方の側部（図２において下側側部）には、雌コ
ンタクト３０の固定部３６の左右に形成される突起３９が圧入される圧入溝２３が、コン
タクト収容凹部２２の左右に対称的に形成されている。また、コンタクト収容凹部２２の
圧入溝２３、２３が形成されている側には、コンタクト収容凹部２２底面からコネクタ本
体２１を上下に貫通する貫通孔（不図示）が形成されている。該貫通孔は、雌コンタクト
３０の半田ボール３８が突出し得る水平断面を有する。
【００２０】
　本実施態様における雌コンタクト３０各々は、図４（ａ）に詳細に示されるように、導
電性の金属薄板から所定の形状に打ち抜かれた細長い板体を横から見て概略Ｚ字状に２回
折り曲げることで形成される。雌コンタクト３０は、図４（ａ）に示されるように、押圧
部３１、弾性変形部３２、第１の折り曲げ部である湾曲部３３、挟持部３４、第２の折り
曲げ部３５、固定部３６、端子部３７及び端子部３７後面に溶着される半田ボール３８を
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含んでいる。
【００２１】
　細長い板体の一端部である押圧部３１は、図４（ａ）に示されるように、くの字状に形
成され、雄コンタクト３０の上方にほぼ垂直に配置され、下方の弾性変形部３２に続く。
弾性変形部３２下端は、第１の折り曲げ部としての湾曲部３３を介して上方に向けて折り
返され、挟持部３４に続く。挟持部３４は、押圧部３１に対向するように垂直に配置され
る。該挟持部３４は、弾性変形部３２の弾性変形に伴う湾曲部３３のバネ力が加えられる
押圧部３１との間で後述する雄コネクタ４０の雄コンタクト５０を挟持し、雌コンタクト
２０と雄コンタクト４０とを電気的に接続する。挟持部３４上端は、第２の折り曲げ部３
５を介して下方に向けて再度折り返され、固定部３６に続く。固定部３６は、挟持部３４
に対面するように垂直に配置される。該固定部３６の左右の側部には、突起３９、３９が
設けられ、上記コネクタ本体２１に設けられたコンタクト収容凹部２２の圧入溝２３、２
３内に圧入され、雌コンタクト３０をコネクタ本体２１に固定、支持される。固定部３６
の下端は、細長い板体の他端部である端子部３７に続く。端子部３７には、プリント基板
９０の外部電極であるパッドに接続される半田ボール３８が取り付けられる。端子部３７
は、第２の折り曲げ部である湾曲部３３の下端より下方に延在するように配置される。
【００２２】
　雌コンタクト３０各々は、雌コネクタ２０のコネクタ本体２１に設けられたコンタクト
収容凹部２２内にそれぞれ挿入される。その場合、雌コンタクト３０の固定部３６の突起
３９、３９が、雌コンタクト３０の湾曲部３３の下端がコンタクト収容凹部２２の底面に
当接するまで、貫通孔２２の左右に形成されている圧入溝２３、２３内に圧入される。ま
た、雌コンタクト３０の端子部３７及びそれに取り付けられた半田ボール３８は、コネク
タ本体２１の貫通孔を貫通し、コネクタ本体２１の下方に突出する（図３参照）。
【００２３】
　本実施態様においては、雌コンタクト３０を上述したような構成としているが、雌コン
タクト３０の形状はこれに限定されるものではない。例えば、図４（ｂ）、（ｃ）に示さ
れるように、本実施態様における弾性変形部３２の下端から固定部３６を介して端子部３
７が直接垂直方向下方に延在するように形成される概略直線状の雌コンタクト３０であっ
てもよい。この場合、挟持部３４が存在しないので、押圧部３１は、雄コンタクト５０に
対して単に押圧接触する。
【００２４】
　このように、雌コンタクト３０は、いずれにしても、構造が簡単であり、また、コネク
タ本体２１に設けられたコンタクト収容凹部２２に容易に圧入することが可能であり、雌
コネクタ２０の製造が容易である。
【００２５】
　本実施態様においては、上記したように、コネクタ本体２１に千鳥状に配列して設けら
れたコンタクト収容凹部２２内に、図４に示されるような雌コンタクト３０が挿入され、
固定される。結果として、雌コンタクト３０は、千鳥状に配列されることになる。このよ
うに配列することで、雌コンタクト３０の前後方向または左右方向のピッチを小さくする
ことができ、雌コンタクト３０をさらに高密度に配設することが可能となる。本実施態様
においては、さらに、図２に示されるように、左右方向一直線上に配列される雌コンタク
ト３０の前後方向に隣り合う２列分が、信号線用雌コンタクト３０ｂ１、３０ｂ２として
構成される。そして、前後方向斜めに、すなわち、千鳥に配置される信号線用雌コンタク
ト３０ｂ１、３０ｂ２同士で対をなし、信号が往復する信号線用雌コンタクト組３０ｂを
構成する。また、２列の信号線用雌コンタクト３０ｂ１、３０ｂ２、すなわち、一対の信
号線用雌コンタクト組の列のさらに前後の列に配列される１列分が、グランド用雌コンタ
クト３０ａとして構成される。このように、信号線用雌コンタクト組３０ｂの対をなす信
号線用雌コンタクト３０ｂ１、３０ｂ２が千鳥に配置されることで、該雌コンタクト３０
ｂ１、３０ｂ２間の距離を大きく取ることができる。それにより、信号線用雌コンタクト
３０ｂ１、３０ｂ２間のインピーダンス整合を、高速伝送に必要とされる１００Ωに近づ
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けることが可能となる。また、信号線用コンタクト組３０ｂの列の間にグランド用雌コン
タクト３０ａの列を配置することで、信号線用コンタクト３０ｂ１、３０ｂ２を高密度に
配置しても、隣り合う信号線用コンタクト組３０ｂ間のクロストークを減少させることが
可能となる。
【００２６】
　次に、本実施態様における雄コネクタ４０は、雌コネクタに対応し、それぞれのコンタ
クトがそれぞれ電気的に接続される部材であり、図５に示されるように、コネクタ本体４
１及び複数の雄コンタクト５０を備えている。
【００２７】
　雄コネクタ４０のコネクタ本体４１は、電気的に絶縁性の合成樹脂からなり、前後の側
壁４２、４４、左右の側壁４３、４５及び底壁４６を含み、筐体形状をなしている。コネ
クタ本体４１は、雄コネクタ４０と雌コネクタ２０とを嵌め合わせるとき、前後の側壁４
２、４４、左右の側壁４３、４５及び底壁４６で、雌コネクタ２０のコネクタ本体２１を
覆うことができるように構成されている（図１１参照）。雄コネクタ４０のコネクタ本体
４１の底壁４６には、複数の雄コンタクト５０を保持するための細長いスリット４７が複
数形成されている。該複数のスリット４７は、底壁４６の左右方向に延在し、底壁４６を
上下方向に貫通している。形成される複数のスリット４７は、雌コネクタ２０のコンタク
ト収容凹部２２と同一ピッチでマトリックス状に配列されている。該複数のスリット４７
の左右方向の長さは全て同じであり、上記雌コネクタ２０の千鳥に配設された前後方向斜
めに隣接する２つのコンタクト収容凹部２２を含む長さＳ（図２参照）にほぼ等しい。
【００２８】
　本実施態様における雄コンタクト５０各々は、図７に最もよく示されるように、導電性
の金属薄板から略Ｌ字形状に打ち抜かれることで形成される。雄コンタクト５０は、接点
部５１、固定部５２、端子部５３（さらに、図１８（ａ）参照）及び該端子部５３の前面
または後面に溶着される半田ボール５４を含んでいる。
【００２９】
　接点部５１は、上下方向垂直に延在し、その上方は、前後方向上方に向かって先細状と
なるように傾斜面が形成され、下方は、固定部５２に続く。固定部５２は、左右方向水平
に延在し、その一端で接点部５１と直交するように形成される。固定部５２の左右両側に
は突起５５、５５が形成され、該突起５５を含む固定部５２の左右方向の長さは、上記コ
ネクタ本体４１の底壁４６に形成されるスリット４７の左右方向の長さより若干長く形成
される。固定部５２がコネクタ本体４１のスリット４７に圧入されることで、雄コンタク
ト５０をコネクタ本体４１に固定する。端子部５３は、固定部５２の左右方向中心部で下
方に向かって突出形成され、その前面または後面に半田ボール５４が溶着される。
【００３０】
　本実施態様では、端子部５３の前面に半田ボール５４を溶着した雄コンタクト５０と端
子部の後面に半田ボール５４を溶着した雄コンタクト５０が用意される。このように、雄
コンタクト５０を用意する理由は、本実施態様では、雄コネクタ４０が実装されるフレキ
シブルケーブル８０が、図８（ａ）に示されるように、信号線８１の外部電極である信号
線用パッド８１ａ、８１ｂ及びグランド用パッド８３が直線状に配列されているためであ
る。（なお、フレキシブルケーブル８０のグランド線は、該フレキシブルケーブル８０の
図示されない裏面側全面に形成され、バンプなどを介してグランド用パッド８３に接続さ
れている。）
【００３１】
　図７に示されるように、半田ボール５４を端子部５３に対して同じ側（本実施態様では
、前方側）に向け、雄コンタクト５０の固定部５２をコネクタ本体４１のスリット４７に
下側から圧入固定する。この時、フレキシブルケーブル８０の信号線用パッド８２ａ、８
２ｂ及びグランド用パッド８３に接触する雄コンタクト５０の半田ボール５４は、同一ピ
ッチで一直線状に整列されるとともに、雄コンタクト５０の接点部５１は、雌コンタクト
３０の千鳥状の配置に合致するように千鳥状に配置されることが可能になる。
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【００３２】
　なお、雄コンタクト５０の形状は、例えば、実装されるフレキシブルケーブル８０の外
部電極であるパッドの配置が、図８（ｂ）に示されるように、千鳥状に配置されている場
合には、接点部５１、固定部５２、端子部５３及び半田ボール５４は、上下方向直線状に
延在するように形成され得る（図１８（ｂ）参照）。なお、この場合、コネクタ本体４１
の底壁４６に形成されるスリット４７は、千鳥状に配列される。
【００３３】
　このように、本実施態様における雄コンタクト５０も、構造が簡単であり、また、スリ
ット４７に容易に挿入することが可能であり、雄コネクタ４０の製造が容易である。
【００３４】
　雄コンタクト５０（より具体的にはその接点部５１）は、図６に詳細に示されるように
、雌コンタクト３０に対応して、左右方向１列に配列される雄コンタクト５０の前後方向
に隣り合う２列分が、信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２として構成される。そし
て、前後方向斜めに、すなわち、千鳥に配置される信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０
ｂ２同士で対をなし、信号が往復する信号線用雄コンタクト組５０ｂを構成する。また、
２列の信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２のさらに前後の列に配列される１列分が
、グランド用雄コンタクト５０ａとして構成される。
【００３５】
　以上のように構成される雌コネクタ２０及び雄コネクタ４０は、本実施態様では、それ
ぞれ、図９及び図１０に示されるように、プリント基板９０及びフレキシブルケーブル８
０に実装される。この時、雌コネクタ２０の雌コンタクト３０に溶着される半田ボール３
８及び雄コネクタ４０の雄コンタクト５０に溶着される半田ボール５４は、それぞれ、対
応するプリント基板９０のパッド及びフレキシブルケーブルのパッドにリフロー半田付け
により接続される。その後、図１１に示されるように、雄コネクタ４０を雌コネクタ２０
に嵌め込む。それにより、雄コネクタ４０の雄コンタクト５０の接点部５１が、雌コネク
タ２０に設けられる雌コンタクト３０の押圧部３１と挟持部３４の間に所望の接圧で挟持
される。結果として、プリント基板９０とフレキシブルケーブル８０が電気的に接続され
る。
【００３６】
　　（第２の実施態様）
　図１２ないし図２０に本発明の第２の実施態様が示されている。図１２は、本発明の第
２の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雌コネクタの上面側から見た斜
視図であり、図１３は、図１２に示される雌コネクタの部分拡大上面図であり、図１４は
、図１２に示される雌コネクタの下面側から見た斜視図である。図１５は、本発明の第２
の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雄コネクタの上面側から見た斜視
図であり、図１６は、図１５に示される雄コネクタの下面側から見た斜視図である。図１
７は、図１５に示される雄コネクタの上面側からみた部分拡大斜視図である。図１８は、
図１５に示される雄コネクタに用いられる信号線用雄コンタクトの斜視図であり、（ａ）
は、１つの実施例であり、（ｂ）は別の実施例である。図１９は、図１５に示される雄コ
ネクタに用いられるグランド用雄コンタクトの斜視図である。図２０は、信号線用雄コン
タクト（または信号線用雌コンタクト）の従来の配列と本発明の配列の違いによる信号線
用コンタクト間のインピーダンス整合の違いを説明するための図である。
【００３７】
　本実施態様における高速伝送用高密度コネクタも、上記第１の実施態様と同様、図９な
いし１１に示されるように、フレキシブルケーブル８０とプリント基板９０とを電気的に
接続する。本実施態様における高速伝送用高密度コネクタ１０は、外部電極が図８（ａ）
に示される直線状の配列を有するフレキシブルケーブル８０に実装される雄コネクタ４０
と外部電極が千鳥状の配列を有するプリント基板９０に実装される雌コネクタ２０とを備
えている。本実施態様は、雄コネクタ４０を構成する複数の雄コンタクト５０のうち、グ
ランド用雄コンタクト５０ａの形状が上記第１の実施態様と異なり、それに伴い、雌コネ
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クタ２０を構成するコンタクト収容凹部２２の形状が第１の実施態様と異なる。本実施態
様における高速伝送用高密度コネクタのそれ以外の構造は、上記第１の実施態様とほぼ同
じである。以下、上記相違点を詳しく説明し、その他の構造については簡単に概略を説明
する。
【００３８】
　本実施態様の雌コネクタ２０は、図１２に示されるように、コネクタ本体２１及び複数
の雌コンタクト３０を備えている。
【００３９】
　本実施態様におけるコネクタ本体２１は、電気的に絶縁性の合成樹脂からなり、水平断
面概略矩形状をなす、板状体として形成されている。該コネクタ本体２１に、圧入溝２３
や貫通孔を含む複数のコンタクト収容凹部２２が、図１３に示されるように、所定のピッ
チで千鳥状に配列されている点では、上記第１の実施態様と全く同じである。本実施態様
では、図１３に示されるように、グランド用雌コンタクト３０ａが挿入されるコンタクト
収容凹部２２に連通する、後述するグランド用雄コンタクト５０ａが挿入される収容溝部
２５がコネクタ本体２１に形成されている。収容溝部２５は、コンタクト収容凹部２２に
グランド用雌コンタクト３０ａが挿入されたとき、該雌コンタクト３０ａの押圧部３１と
挟持部３４との間に対応する位置からコンタクト収容凹部２２の左または右方向に延在す
るように形成される。形成された収容溝部２５は、グランド用雌コンタクト３０ａが挿入
されるコンタクト収容凹部２２を構成する前後方向に延在する側壁に対して、直交するよ
うに形成される。収容溝部２５は、図１３に示されるように、該収容溝部２５が連通する
収容凹部２２に対して前後方向斜めに隣接するコンタクト収容凹部２２を概ね越える位置
まで左または右方向に延びている。
【００４０】
　本実施態様においては、コネクタ本体２１のコンタクト収容凹部２２にそれぞれに挿入
される複数の雌コンタクト３０各々の形状は、上記第１の実施態様において説明された雌
コンタクト３０と同じ形状を有する。すなわち、本実施態様においても、グランド用雌コ
ンタクト３０ａ、信号線用雌コンタクト３０ｂ１、３０ｂ２として用いられる雌コンタク
ト３０いずれもが、図４（ａ）に示される形状を有している。
【００４１】
　次に、本実施態様における雄コネクタ４０は、雌コネクタ２０に対応し、それぞれのコ
ンタクトがそれぞれ電気的に接続される部材であり、図１５に示されるように、コネクタ
本体４１及び複数の雄コンタクト５０を備えている。
【００４２】
　本実施態様にけるコネクタ本体４１は、上記第１の実施態様と同様に、電気的に絶縁性
の合成樹脂からなり、前後の側壁４２、４４、左右の側壁４３、４５及び底壁４６を含み
、コネクタ本体４１の底壁４６には、複数の雄コンタクト５０を保持するための細長いス
リット４７が複数形成されている。
【００４３】
　本実施態様における雄コンタクト５０各々は、第１の実施態様とは異なり、グランド用
雄コンタクト５０ａと信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２とでは、その構成を異に
する。
【００４４】
　信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２は、図１８によく示されるように、第１の実
施態様と同じ形状を有する。すなわち、信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２は、導
電性の金属薄板から略Ｌ字形状に打ち抜かれる、接点部５１ｂ、固定部５２ｂ、端子部５
３ｂ及び該端子部５３の前面または後面に溶着される半田ボール５４ｂを含んでいる。固
定部５２ｂの左右には、スリット４７に圧入され、信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０
ｂ２をコネクタ本体４１に固定できるように、突起５５が形成されている。
【００４５】
　グランド用雄コンタクト５０ａは、図１９に詳細に示されるように、接点部５１ａ、固
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定部５２ａ、端子部５３ａ及び半田ボール５４ａを含んでいる。本実施態様におけるグラ
ンド用雄コンタクト５０ａは、接点部５１ａ及び固定部５２ａが、同じ左右方向の長さ（
幅）を有して連続し、前方から見て幅広の概略矩形状の構造を有している。すなわち、接
点部５１ａは、コネクタ本体４１の底壁４６に設けられたスリット４７の左右方向の長さ
と同じ長さを有している。固定部５２ａの左右側部には、スリット４７に圧入するための
突起５５ａ、５５ａが突出形成されている。端子部５３ａは、固定部５２ａの左右方向中
心部で下方に向かって突出形成され、その前面に半田ボール５４ａが溶着される。
【００４６】
　なお、本実施態様の雄コンタクト５０については、接続されるフレキシブルケーブル８
０の外部電極８２ａ、８２ｂ、８３が図８（ａ）のように直線状に配列されている場合に
ついて述べてきた。しかしながら、図８（ｂ）に示されるように千鳥状に配列されている
場合は、信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２は、図１８（ｂ）に示されるように、
接点部５１、固定部５２、端子部５３及び半田ボール５４は、上下方向直線状に延在する
ように形成され得る。また、グランド用雄コンタクト５０ａに関しては、端子部５３が固
定部５２の左右一方の側から下方に突出形成され、その前面または後面に半田ボール５４
ａが溶着される。
【００４７】
　グランド用雄コンタクト５０ａをこのようの構成することにより、雄コネクタ４０を雌
コネクタ２０に重ね合わせたとき、グランド用雄コンタクト５０ａは、その一部が対応す
る雌コネクタ３０の押圧部３１と挟持部３４に挟持される。さらに、グランド用雄コネク
タ５０ａの残りの部分は、雌コネクタ２０に設けられた収容溝部２５内に収納される。そ
れにより、グランド用雄コンタクト５０ａは、前後方向に隣接する信号線用雄コンタクト
組５０ｂ（及び信号線用雌コンタクト組３０ｂ）の間を遮断する。したがって、対をなす
信号線用コンタクト組３０ｂ、５０ｂ間のクロストークが上記第１の実施態様より優れて
抑制することが可能となる。
【００４８】
　雄コンタクト５０（より具体的にはその接点部５１）は、上記第１の実施態様と同様、
雌コンタクト３０に対応して、図１５に詳細に示されるように、左右方向１列に配列され
る雌コンタクト５０の前後方向に隣り合う２列分が、信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５
０ｂ２として構成される。そして、前後方向斜めに、すなわち、千鳥に配置される信号線
用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２同士で対をなし、信号が往復する信号線用雄コンタク
ト組５０ｂを構成する。また、２列の信号線用雄コンタクト５０ｂ１、５０ｂ２のさらに
前後の列に配列される１列分が、グランド用雄コンタクト５０ａとして構成される。
【００４９】
　以上のように構成される雌コネクタ２０及び雄コネクタ４０は上記第１の実施態様と同
様、それぞれ、図９及び図１０に示されるように、プリント基板９０及びフレキシブルケ
ーブル８０に実装され、フレキシブルケーブル８０とプリント基板９０とを電気的に接続
する。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上、本明細書においては、本願発明に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雌コ
ネクタがプリント基板に実装され、雄コネクタがフレキシブルケーブルに実装される例に
ついてのみ説明してきたが、これに限られるものではない。例えば、雌コネクタがフレキ
シブルケーブルに実装されてもよいし、雄コネクタがプリント基板に実装されてもよい。
また、本願発明に係る高速伝送用高密度コネクタは、プリント基板同士を接続してもよい
し、フレキシブルケーブル間を接続してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雌コネクタ
の上面側から見た斜視図である。
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【図２】図１に示される雌コネクタの部分拡大上面図である。
【図３】図１に示される雌コネクタの下面側から見た斜視図である。
【図４】図１に示される雌コネクタに用いられる雌コンタクト単体の斜視図であり、（ａ
）は、１つの実施例であり、（ｂ）は、別の実施例であり、（ｃ）は、さらに別の実施例
である。
【図５】本発明の第１の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雄コネクタ
の上面側から見た斜視図である。
【図６】図５に示される雄コネクタの上面側からみた部分拡大斜視図である。
【図７】図５に示される雄コネクタに用いられる雄コンタクト及び該雄コンタクトの配列
を示す上から見た一部拡大斜視図である。
【図８】図５に示される雄コネクタが実装されるフレキシブルケーブルの配線パターンを
示し、（ａ）は、１例として、パッドが直線状に配列されているパターンの部分拡大上面
図であり、（ｂ）は、別の例として、パッドが千鳥状に配列されているパターンの部分拡
大上面図である。
【図９】図５に示される雄コネクタがフレキシブルケーブルに実装された状態を示す斜視
図である。
【図１０】図１に示される雌コネクタがプリント基板に実装された状態を示す斜視図であ
る。
【図１１】図１に示される雌コネクタと図５に示される雄コネクタが嵌合され、フレキシ
ブルケーブルとプリント基板とが本発明に係る高速伝送用高密度コネクタを介して電気的
に接続された状態を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第２の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雌コネク
タの上面側から見た斜視図である。
【図１３】図１２に示される雌コネクタの部分拡大上面図である。
【図１４】図１２に示される雌コネクタの下面側から見た斜視図である。
【図１５】本発明の第２の実施態様に係る高速伝送用高密度コネクタを構成する雄コネク
タの上面側から見た斜視図である。
【図１６】図１５に示される雄コネクタの下面側から見た斜視図である。
【図１７】図１５に示される雄コネクタの上面側からみた部分拡大斜視図である。
【図１８】図１５に示される雄コネクタに用いられる信号線用雄コンタクトの斜視図であ
り、（ａ）は、１つの実施例であり、（ｂ）は別の実施例である。
【図１９】図１５に示される雄コネクタに用いられるグランド用雄コンタクトの斜視図で
ある。
【図２０】信号線用雄コンタクト（または、信号線用雌コンタクト）の従来の配列と本発
明の配列の違いによる信号線用コンタクト間のインピーダンス整合の違いを説明するため
の図である。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　　　　　　　高速伝送用高密度コネクタ
２０　　　　　　　　雌コネクタ　
２１　　　　　　　　（雌コネクタの）コネクタ本体
２２　　　　　　　　コンタクト収容凹部
３０　　　　　　　　雌コンタクト
３０ａ　　　　　　　グランド用雌コンタクト
３０ｂ１、３０ｂ２　信号線用雌コンタクト
３１　　　　　　　　押圧部
３２　　　　　　　　弾性変形部
３３　　　　　　　　第１の折り曲げ部（湾曲部）
３４　　　　　　　　挟持部
３５　　　　　　　　第２の折り曲げ部
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３６　　　　　　　　固定部
３７　　　　　　　　端子部
３８　　　　　　　　半田ボール
４０　　　　　　　　雄コネクタ
４１　　　　　　　　（雄コネクタの）コネクタ本体
４７　　　　　　　　スリット
５０　　　　　　　　雄コンタクト
５０ａ　　　　　　　グランド用雄コンタクト
５０ｂ１、５０ｂ２　信号線用雄コンタクト
５１　　　　　　　　接点部
５１ａ　　　　　　　（グランド用雄コンタクトの）接点部
５１ｂ　　　　　　　（信号線用雄コンタクトの）接点部
５２　　　　　　　　固定部
５２ａ　　　　　　　（グランド用雄コンタクトの）固定部
５２ｂ　　　　　　　（信号線用雄コンタクトの）固定部
５３　　　　　　　　端子部
５３ａ　　　　　　　（グランド用雄コンタクトの）端子部
５３ｂ　　　　　　　（信号線用雄コンタクトの）端子部
５４　　　　　　　　半田ボール
５４ａ　　　　　　　（グランド用雄コンタクトの）半田ボール
５４ｂ　　　　　　　（信号線用雄コンタクトの）半田ボール
８０　　　　　　　　フレキシブルケーブル
９０　　　　　　　　プリント基板

【図１】 【図２】
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