
JP 6325389 B2 2018.5.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の第１プラグコンタクトと、第１弾性片を有する複数の第１レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第１コネクタと、
複数の第２プラグコンタクトと、第２弾性片を有する複数の第２レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第２コネクタと、
を備え、
前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトは、行方向及
び列方向において交互に並んで配置されており、
前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコンタクトは、行方向及
び列方向において交互に並んで配置されており、
前記複数の第１プラグコンタクトは、前記第２弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第２
レセプタクルコンタクトの前記第２弾性片と夫々接触し、
前記複数の第２プラグコンタクトは、前記第１弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第１
レセプタクルコンタクトの前記第１弾性片と夫々接触し、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性変
形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は異なっている、
コネクタ組立体。
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【請求項２】
請求項１に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態で、前記第１弾性片は前記第１レ
セプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形しており、前記第２弾
性片は前記第２レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形して
いる、
コネクタ組立体。
【請求項３】
請求項２に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクト及び前記第２プラグコンタクトは平板状に形成されている、
コネクタ組立体。
【請求項４】
請求項３に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの厚み方向と、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して
直交する方向で前記第１プラグコンタクトと隣り合う前記第１レセプタクルコンタクトの
厚み方向は同じである、
コネクタ組立体。
【請求項５】
請求項４に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトは、前記第２コネクタに向かって先細り状に形成されている、
コネクタ組立体。
【請求項６】
請求項４又は５に記載のコネクタ組立体であって、
複数の第１ハウジング分割体を備え、
各第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する方向
で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコン
タクトを保持する、
コネクタ組立体。
【請求項７】
請求項６に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１ハウジング分割体は、
前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で交互に並べられた前記複数
の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトを前記第１プラグコン
タクトの厚み方向で挟んで保持する２つの保持部品によって構成されている、
コネクタ組立体。
【請求項８】
請求項１～７の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１レセプタクルコンタクトは、前記第１弾性片を２つ有し、
前記２つの第１弾性片は非対称形状である、
コネクタ組立体。
【請求項９】
請求項８に記載のコネクタ組立体であって、
前記複数の第１レセプタクルコンタクトのうち何れか１つの第１レセプタクルコンタクト
は、他の第１レセプタクルコンタクトと逆向きとなるように配置されている、
コネクタ組立体。
【請求項１０】
請求項１～９の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性変
形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は略９０度、異なっている、
コネクタ組立体。
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【請求項１１】
請求項１～１０の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの板厚と、前記第１レセプタクルコンタクトの板厚は同じであ
る、
コネクタ組立体。
【請求項１２】
請求項１～１１の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの平面形状と前記第２プラグコンタクトの平面形状は同じであ
り、前記第１レセプタクルコンタクトの平面形状と前記第２レセプタクルコンタクトの平
面形状は同じである、
コネクタ組立体。
【請求項１３】
複数の第１プラグコンタクトと、第１弾性片を有する複数の第１レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第１コネクタと、
複数の第２プラグコンタクトと、第２弾性片を有する複数の第２レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第２コネクタと、
を備え、
前記複数の第１プラグコンタクトは、前記第２弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第２
レセプタクルコンタクトの前記第２弾性片と夫々接触し、
前記複数の第２プラグコンタクトは、前記第１弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第１
レセプタクルコンタクトの前記第１弾性片と夫々接触し、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性変
形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は異なっており、
前記第１レセプタクルコンタクトは、前記第１弾性片を２つ有し、
前記２つの第１弾性片は非対称形状であり、
前記複数の第１レセプタクルコンタクトのうち何れか１つの第１レセプタクルコンタクト
は、他の第１レセプタクルコンタクトと逆向きとなるように配置されている、
コネクタ組立体。
【請求項１４】
請求項１３に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態で、前記第１弾性片は前記第１レ
セプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形しており、前記第２弾
性片は前記第２レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形して
いる、
コネクタ組立体。
【請求項１５】
請求項１４に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクト及び前記第２プラグコンタクトは平板状に形成されている、
コネクタ組立体。
【請求項１６】
請求項１５に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの厚み方向と、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して
直交する方向で前記第１プラグコンタクトと隣り合う前記第１レセプタクルコンタクトの
厚み方向は同じである、
コネクタ組立体。
【請求項１７】
請求項１６に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトは、前記第２コネクタに向かって先細り状に形成されている、
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コネクタ組立体。
【請求項１８】
請求項１６又は１７に記載のコネクタ組立体であって、
複数の第１ハウジング分割体を備え、
各第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する方向
で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコン
タクトを保持する、
コネクタ組立体。
【請求項１９】
請求項１８に記載のコネクタ組立体であって、
前記第１ハウジング分割体は、
前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で交互に並べられた前記複数
の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトを前記第１プラグコン
タクトの厚み方向で挟んで保持する２つの保持部品によって構成されている、
コネクタ組立体。
【請求項２０】
請求項１３～１９の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性変
形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は略９０度、異なっている、
コネクタ組立体。
【請求項２１】
請求項１３～２０の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの板厚と、前記第１レセプタクルコンタクトの板厚は同じであ
る、
コネクタ組立体。
【請求項２２】
請求項１３～２１の何れかに記載のコネクタ組立体であって、
前記第１プラグコンタクトの平面形状と前記第２プラグコンタクトの平面形状は同じであ
り、前記第１レセプタクルコンタクトの平面形状と前記第２レセプタクルコンタクトの平
面形状は同じである、
コネクタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、特許文献１は、本願の図１１に示すように、上電子回路基板１０
０と下電子回路基板１０１を電気的に接続するコネクタ１０２を開示している。コネクタ
１０２は、上電子回路基板１００に交互に配置された複数の上雄コンタクト１０３及び複
数の上雌コンタクト１０４と、下電子回路基板１０１に交互に配置された複数の下雄コン
タクト１０５及び複数の下雌コンタクト１０６によって構成されている。上雄コンタクト
１０３は、上雌コンタクト１０４よりも突出し、下雌コンタクト１０６に受け入れられる
。下雄コンタクト１０５は、下雌コンタクト１０６よりも突出し、上雌コンタクト１０４
に受け入れられる。以上の構成により、狭ピッチなコネクタ１０２を実現している。
【０００３】
　なお、特許文献１では、上雄コンタクト１０３と上雌コンタクト１０４を千鳥格子状に
配置してもよいとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開平４－３０８６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の構成は、確かに狭ピッチは実現しているが、コネクタ
の基本特性である低背を大きく犠牲にしている。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、格子配列（grid array）のコネクタ組立体において、狭ピッ
チと低背を同時に実現する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の第１の観点によれば、複数の第１プラグコンタクトと、第１弾性片を有する
複数の第１レセプタクルコンタクトと、を備え、前記複数の第１プラグコンタクトと前記
複数の第１レセプタクルコンタクトが格子配列状に交互に配置された、第１コネクタと、
複数の第２プラグコンタクトと、第２弾性片を有する複数の第２レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第２コネクタと、を備え、前記複数の第１プラグコン
タクトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトは、行方向及び列方向において交互に並
んで配置されており、前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコ
ンタクトは、行方向及び列方向において交互に並んで配置されており、前記複数の第１プ
ラグコンタクトは、前記第２弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第２レセプタクルコン
タクトの前記第２弾性片と夫々接触し、前記複数の第２プラグコンタクトは、前記第１弾
性片の弾性変形を伴って前記複数の第１レセプタクルコンタクトの前記第１弾性片と夫々
接触し、前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片
の弾性変形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は異なっている、コネクタ組立体が
提供される。
　前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態で、前記第１弾性片は前記第１
レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形しており、前記第２
弾性片は前記第２レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形し
ている。
　前記第１プラグコンタクト及び前記第２プラグコンタクトは平板状に形成されている。
　前記第１プラグコンタクトの厚み方向と、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対し
て直交する方向で前記第１プラグコンタクトと隣り合う前記第１レセプタクルコンタクト
の厚み方向は同じである。
　前記第１プラグコンタクトは、前記第２コネクタに向かって先細り状に形成されている
。
　複数の第１ハウジング分割体を備え、各第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコン
タクトの厚み方向に対して直交する方向で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタ
クトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトを保持する。
　前記第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する
方向で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクル
コンタクトを前記第１プラグコンタクトの厚み方向で挟んで保持する２つの保持部品によ
って構成されている。
　前記第１レセプタクルコンタクトは、前記第１弾性片を２つ有し、前記２つの第１弾性
片は非対称形状である。
　前記複数の第１レセプタクルコンタクトのうち何れか１つの第１レセプタクルコンタク
トは、他の第１レセプタクルコンタクトと逆向きとなるように配置されている。
　前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性
変形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は略９０度、異なっている。
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　前記第１プラグコンタクトの板厚と、前記第１レセプタクルコンタクトの板厚は同じで
ある。
　前記第１プラグコンタクトの平面形状と前記第２プラグコンタクトの平面形状は同じで
あり、前記第１レセプタクルコンタクトの平面形状と前記第２レセプタクルコンタクトの
平面形状は同じである。
　本願発明の第２の観点によれば、複数の第１プラグコンタクトと、第１弾性片を有する
複数の第１レセプタクルコンタクトと、を備え、前記複数の第１プラグコンタクトと前記
複数の第１レセプタクルコンタクトが格子配列状に交互に配置された、第１コネクタと、
複数の第２プラグコンタクトと、第２弾性片を有する複数の第２レセプタクルコンタクト
と、を備え、前記複数の第２プラグコンタクトと前記複数の第２レセプタクルコンタクト
が格子配列状に交互に配置された、第２コネクタと、を備え、前記複数の第１プラグコン
タクトは、前記第２弾性片の弾性変形を伴って前記複数の第２レセプタクルコンタクトの
前記第２弾性片と夫々接触し、前記複数の第２プラグコンタクトは、前記第１弾性片の弾
性変形を伴って前記複数の第１レセプタクルコンタクトの前記第１弾性片と夫々接触し、
前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性変
形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は異なっており、前記第１レセプタクルコン
タクトは、前記第１弾性片を２つ有し、前記２つの第１弾性片は非対称形状であり、前記
複数の第１レセプタクルコンタクトのうち何れか１つの第１レセプタクルコンタクトは、
他の第１レセプタクルコンタクトと逆向きとなるように配置されている、コネクタ組立体
が提供される。
　前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態で、前記第１弾性片は前記第１
レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形しており、前記第２
弾性片は前記第２レセプタクルコンタクトの厚み方向に対して直交する方向で弾性変形し
ている。
　前記第１プラグコンタクト及び前記第２プラグコンタクトは平板状に形成されている。
　前記第１プラグコンタクトの厚み方向と、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対し
て直交する方向で前記第１プラグコンタクトと隣り合う前記第１レセプタクルコンタクト
の厚み方向は同じである。
　前記第１プラグコンタクトは、前記第２コネクタに向かって先細り状に形成されている
。
　複数の第１ハウジング分割体を備え、各第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコン
タクトの厚み方向に対して直交する方向で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタ
クトと前記複数の第１レセプタクルコンタクトを保持する。
　前記第１ハウジング分割体は、前記第１プラグコンタクトの厚み方向に対して直交する
方向で交互に並べられた前記複数の第１プラグコンタクトと前記複数の第１レセプタクル
コンタクトを前記第１プラグコンタクトの厚み方向で挟んで保持する２つの保持部品によ
って構成されている。
　前記第１コネクタと前記第２コネクタを嵌合させた状態における前記第１弾性片の弾性
変形の方向と前記第２弾性片の弾性変形の方向は略９０度、異なっている。
　前記第１プラグコンタクトの板厚と、前記第１レセプタクルコンタクトの板厚は同じで
ある。
　前記第１プラグコンタクトの平面形状と前記第２プラグコンタクトの平面形状は同じで
あり、前記第１レセプタクルコンタクトの平面形状と前記第２レセプタクルコンタクトの
平面形状は同じである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、格子配列（grid array）のコネクタ組立体において、狭ピッチと低背
が同時に実現される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】コネクタ組立体の嵌合前の状態を示す斜視図である。
【図２】コネクタ組立体の嵌合状態を示す斜視図である。
【図３】嵌合前のコネクタ組立体のコンタクトのみを描いた斜視図である。
【図４】上プラグコンタクトの斜視図である。
【図５】上レセプタクルコンタクトの斜視図である。
【図６】格子配列状に配置された上プラグコンタクトと上レセプタクルコンタクトの斜視
図である。
【図７】嵌合前のコネクタ組立体の一部のコンタクトのみを描いた斜視図である。
【図８】上コネクタの製造フローである。
【図９】上コネクタの製造フローである。
【図１０】上コネクタの製造フローである。
【図１１】特許文献１の図１に相当する図である。
【図１２】上プラグコンタクトの変形例を示す斜視図である。
【図１３】上プラグコンタクトの変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１にはコネクタ組立体１（基板対基板コネクタ組立体）の嵌合前の状態を示し、図２
にはコネクタ組立体１の嵌合状態を示している。図１に示すようにコネクタ組立体１は、
上基板２（第１基板）のコネクタ搭載面２Aに搭載された上コネクタ３（第１コネクタ）
と、下基板４（第２基板）のコネクタ搭載面４Aに搭載された下コネクタ５（第２コネク
タ）を備えている。そして、図２に示すように上コネクタ３を下コネクタ５に嵌合させる
と、上基板２の図示しない導電パターンと下基板４の図示しない導電パターンが電気的に
接続されるようになっている。
【００１１】
　図１に示すように、上コネクタ３は、上ハウジング６（第１ハウジング）と、１０×１
０の格子配列状に並べられた複数の上コンタクト７（第１コンタクト）を備えている。同
様に、下コネクタ５は、下ハウジング８（第２ハウジング）と、１０×１０の格子配列状
に並べられた複数の下コンタクト９（第２コンタクト）を備えている。ピッチは、例えば
５００マイクロメートルである。
【００１２】
　図３には、複数の上コンタクト７と複数の下コンタクト９が上下方向に若干離れて対向
している様子を示している。
【００１３】
　図３に示すように、１０×１０の格子配列状に並べられた複数の上コンタクト７は、具
体的には、複数の上プラグコンタクト１０（第１プラグコンタクト）と複数の上レセプタ
クルコンタクト１１（第１レセプタクルコンタクト）を格子配列状に交互に配置したもの
である。従って、行方向及び列方向において、上プラグコンタクト１０と上レセプタクル
コンタクト１１が交互に並んで配置されている。
【００１４】
　同様に、１０×１０の格子配列状に並べられた複数の下コンタクト９は、具体的には、
複数の下プラグコンタクト１２（第２プラグコンタクト）と複数の下レセプタクルコンタ
クト１３（第２レセプタクルコンタクト）を格子配列状に交互に配置したものである。従
って、行方向及び列方向において、下プラグコンタクト１２と下レセプタクルコンタクト
１３が交互に並んで配置されている。
【００１５】
　本実施形態において、上プラグコンタクト１０と下プラグコンタクト１２は、同一の平
面形状であるから、上プラグコンタクト１０と下プラグコンタクト１２を説明するに際し
、重複する説明は省略する。同様に、上レセプタクルコンタクト１１と下レセプタクルコ
ンタクト１３は、同一の平面形状であるから、上レセプタクルコンタクト１１と下レセプ
タクルコンタクト１３を説明するに際し、重複する説明は省略する。更に、上コネクタ３
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と下コネクタ５は、概ね同一形状であるから、上コネクタ３と下コネクタ５を説明するに
際し、重複する説明は省略する。
【００１６】
　図４には上プラグコンタクト１０を示し、図５には上レセプタクルコンタクト１１を示
している。上プラグコンタクト１０及び上レセプタクルコンタクト１１は、何れも、金属
板を打ち抜き加工することで平板状に形成される。換言すれば、上プラグコンタクト１０
及び上レセプタクルコンタクト１１は、何れも、部分的に除去された平板である。
【００１７】
　図４に示すように、上プラグコンタクト１０は、平板状の接触部２０と、接触部２０か
ら突出する２つのハンダ脚部２１を有する。上プラグコンタクト１０は厚み１０T（例え
ば８０マイクロメートル）を有する。２つのハンダ脚部２１は、接触部２０から同一方向
に突出して形成されている。２つのハンダ脚部２１は、互いに若干離れて配置されている
。図４には、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２と、厚み方向２２に対して直交する
方向としての横方向２３を矢印で示している。本実施形態において、横方向２３は、２つ
のハンダ脚部２１が互いに向かい合う方向としている。接触部２０は、２つの主面２０A
を有する。
【００１８】
　図５に示すように、上レセプタクルコンタクト１１は、主弾性片２４（第１弾性片）と
、従弾性片２５（第１弾性片）と、２つのハンダ脚部２６を有する。主弾性片２４と従弾
性片２５は非対称な形状を有する。主弾性片２４は、１つの接点部２４Aを有する。従弾
性片２５は、２つの接点部２５Aを有する。上レセプタクルコンタクト１１は厚み１１T（
例えば８０マイクロメートル）を有する。２つのハンダ脚部２６は、同一方向に突出して
形成されている。２つのハンダ脚部２６は、互いに若干離れて配置されている。図５には
、上レセプタクルコンタクト１１の厚み方向２７と、厚み方向２７に対して直交する方向
としての横方向２８を矢印で示している。本実施形態において、横方向２８は、２つのハ
ンダ脚部２６が互いに向かい合う方向としている。主弾性片２４及び従弾性片２５は、主
として横方向２８において弾性変形容易となるように形成されている。主弾性片２４の接
点部２４Aは、打ち抜き加工時に形成された切断面２４Bを有する。従弾性片２５の各接点
部２５Aは、打ち抜き加工時に形成された切断面２５Bを有する。なお、ここで言う切断面
とは、所謂せん断面や破断面に相当している。切断面は、端面と表現することもできる。
【００１９】
　上プラグコンタクト１０及び上レセプタクルコンタクト１１は、金属板を打ち抜き加工
することで同時に形成されるので、上プラグコンタクト１０の厚み１０Tと上レセプタク
ルコンタクト１１の厚み１１Tは等しい。
【００２０】
　図６には、複数の上プラグコンタクト１０及び複数の上レセプタクルコンタクト１１を
拡大して示している。図６に示すように、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２は、上
プラグコンタクト１０に対して横方向２３で隣り合う上レセプタクルコンタクト１１の厚
み方向２７と同じである。同様に、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２は、上プラグ
コンタクト１０に対して厚み方向２２で隣り合う上レセプタクルコンタクト１１の厚み方
向２７と同じである。
【００２１】
　また、図６には複数の上レセプタクルコンタクト１１が描かれているが、主弾性片２４
と従弾性片２５の位置関係は統一されていない。図６の例では、上プラグコンタクト１０
に対して横方向２３で隣り合う２つの上レセプタクルコンタクト１１間では、主弾性片２
４と従弾性片２５の位置関係が同じであるものの、上プラグコンタクト１０に対して横方
向２３で隣り合う上レセプタクルコンタクト１１と上プラグコンタクト１０に対して厚み
方向２２で隣り合う上レセプタクルコンタクト１１間では、主弾性片２４と従弾性片２５
の位置関係が逆となっている。即ち、上プラグコンタクト１０に対して横方向２３で隣り
合う上レセプタクルコンタクト１１と上プラグコンタクト１０に対して厚み方向２２で隣
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り合う上レセプタクルコンタクト１１は、逆向きである。
【００２２】
　図７には、上コネクタ３が有する２つの上プラグコンタクト１０と２つの上レセプタク
ルコンタクト１１が、下コネクタ５が有する２つの下プラグコンタクト１２と２つの下レ
セプタクルコンタクト１３と上下方向で夫々対向している様子を示している。図７に示す
ように、上コネクタ３と下コネクタ５の嵌合前において、上コネクタ３の上プラグコンタ
クト１０の厚み方向２２と、下コネクタ５の下プラグコンタクト１２の厚み方向２２は、
平面視で、即ち、上基板２のコネクタ搭載面２Aに対して直交する方向で見て、直交して
いる。
【００２３】
　図７の状態から上コネクタ３を下コネクタ５に向かって移動させると、上プラグコンタ
クト１０の接触部２０が下レセプタクルコンタクト１３の主弾性片２４及び従弾性片２５
の間に挿入されると共に、主弾性片２４と従弾性片２５が横方向２８において互いに離れ
るように弾性変形する。そして、接触部２０の一方の主面２０Aが主弾性片２４の接点部
２４A（図５を併せて参照）の切断面２４Bと接触し、接触部２０の他方の主面２０Aが従
弾性片２５の２つの接点部２５A（図５を併せて参照）の切断面２５Bと接触することで、
上プラグコンタクト１０と下レセプタクルコンタクト１３が３箇所で電気的に接続される
ことになる。上レセプタクルコンタクト１１と下プラグコンタクト１２についても同様で
ある。
【００２４】
　ここで、図７に示すように、上コネクタ３と下コネクタ５を嵌合させる際に、下レセプ
タクルコンタクト１３の主弾性片２４及び従弾性片２５が弾性変形する方向と、上レセプ
タクルコンタクト１１の主弾性片２４及び従弾性片２５が弾性変形する方向は、９０度異
なる方向である。従って、両方向が同一である場合と比較して、コネクタ組立体１の狭ピ
ッチ化に寄与している。
【００２５】
　また、図７に示すように、下プラグコンタクト１２は、上コネクタ３に向かって先細り
状に形成されている。従って、下プラグコンタクト１２に対して横方向２３で隣り合う下
レセプタクルコンタクト１３の主弾性片２４が下プラグコンタクト１２に向かって弾性変
形した際に、主弾性片２４が下プラグコンタクト１２と接触し難くなっている。従って、
下プラグコンタクト１２の先細り状の形状は、コネクタ組立体１の狭ピッチ化に寄与して
いる。
【００２６】
　次に、上コネクタ３の製造フローを説明する。先ず、図８に示すように、上プラグコン
タクト１０の横方向２３において交互に並ぶ複数の上プラグコンタクト１０と複数の上レ
セプタクルコンタクト１１を単一の金属板を打ち抜き加工することで同時に形成する。こ
の段階で、複数の上プラグコンタクト１０と複数の上レセプタクルコンタクト１１は共通
のキャリア３０によって保持されている。次に、図８及び図９に示すように、上プラグコ
ンタクト１０の横方向２３において細長い２つの保持部材３１によって、１つのキャリア
３０によって保持されている複数の上プラグコンタクト１０及び複数の上レセプタクルコ
ンタクト１１を挟み込み、２つの保持部材３１を例えば接着等の手段により相互に固定す
る。この段階で、キャリア３０は不要となるので、キャリア３０を複数の上プラグコンタ
クト１０及び複数の上レセプタクルコンタクト１１から切り離して取り除く。図９に示す
２つの保持部材３１は、ハウジング分割体３２を構成している。１つのハウジング分割体
３２と、このハウジング分割体３２によって保持されている複数の上プラグコンタクト１
０及び複数の上レセプタクルコンタクト１１と、はコネクタ分割体３３を構成している。
最後に、図１０に示すように、要求される接点数に応じて複数個のコネクタ分割体３３を
用意し、複数個のコネクタ分割体３３を相互に連結させることで上コネクタ３が完成する
。
【００２７】
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　以上に、本願発明の好適な実施形態を説明したが、上記実施形態は、以下の特長を有す
る。
【００２８】
（１）コネクタ組立体１は、複数の上プラグコンタクト１０（第１プラグコンタクト）と
、主弾性片２４（第１弾性片）及び従弾性片２５（第１弾性片）を有する複数の上レセプ
タクルコンタクト１１（第１レセプタクルコンタクト）と、を備え、複数の上プラグコン
タクト１０と複数の上レセプタクルコンタクト１１が格子配列状に交互に配置された、上
コネクタ３（第１コネクタ）と、複数の下プラグコンタクト１２（第２プラグコンタクト
）と、主弾性片２４（第２弾性片）及び従弾性片２５（第２弾性片）を有する複数の下レ
セプタクルコンタクト１３（第２レセプタクルコンタクト）と、を備え、複数の下プラグ
コンタクト１２と複数の下レセプタクルコンタクト１３が格子配列状に交互に配置された
、下コネクタ５（第２コネクタ）と、を備える。複数の上プラグコンタクト１０は、下レ
セプタクルコンタクト１３の主弾性片２４及び従弾性片２５の弾性変形を伴って複数の下
レセプタクルコンタクト１３の主弾性片２４及び従弾性片２５と夫々接触する。複数の下
プラグコンタクト１２は、上レセプタクルコンタクト１１の主弾性片２４及び従弾性片２
５の弾性変形を伴って複数の上レセプタクルコンタクト１１の主弾性片２４及び従弾性片
２５と夫々接触する。例えば図７を参照して判るように、上コネクタ３と下コネクタ５を
嵌合させた状態における上レセプタクルコンタクト１１の主弾性片２４及び従弾性片２５
の弾性変形の方向（横方向２８）と、下レセプタクルコンタクト１３の主弾性片２４及び
従弾性片２５の弾性変形の方向（横方向２８）は異なっている。以上の構成によれば、上
コネクタ３と下コネクタ５を嵌合させた状態で複数の上レセプタクルコンタクト１１と複
数の下レセプタクルコンタクト１３が同じ高さとなるようにコネクタ組立体１を構成して
も、複数の上レセプタクルコンタクト１１と複数の下レセプタクルコンタクト１３が相互
に物理的干渉し難くなり、もって、コネクタ組立体１の狭ピッチと低背を同時に実現でき
るようになる。
【００２９】
（２）上コネクタ３と下コネクタ５を嵌合させた状態で、上レセプタクルコンタクト１１
の主弾性片２４及び従弾性片２５は上レセプタクルコンタクト１１の厚み方向２７に対し
て直交する方向（横方向２８）で弾性変形しており、下レセプタクルコンタクト１３の主
弾性片２４及び従弾性片２５は下レセプタクルコンタクト１３の厚み方向２７に対して直
交する方向（横方向２８）で弾性変形している。以上の構成によれば、上コネクタ３と下
コネクタ５を嵌合させた状態で、上レセプタクルコンタクト１１の主弾性片２４及び従弾
性片２５が上レセプタクルコンタクト１１の厚み方向２７で弾性変形しており、下レセプ
タクルコンタクト１３の主弾性片２４及び従弾性片２５が下レセプタクルコンタクト１３
の厚み方向２７で弾性変形する構成と比較して、コネクタ組立体１の狭ピッチ化に寄与す
る。
【００３０】
（３）上プラグコンタクト１０及び下プラグコンタクト１２は平板状に形成されている。
以上の構成によれば、上プラグコンタクト１０及び下プラグコンタクト１２が円柱状に形
成されている場合と比較して、上プラグコンタクト１０と下レセプタクルコンタクト１３
の主弾性片２４及び従弾性片２５との間、及び、下プラグコンタクト１２と上レセプタク
ルコンタクト１１主弾性片２４及び従弾性片２５との間で確実な接触が得られる。
【００３１】
（４）上プラグコンタクト１０の厚み方向２２と、上プラグコンタクト１０の厚み方向２
２に対して直交する方向（横方向２３）で上プラグコンタクト１０と隣り合う上レセプタ
クルコンタクト１１の厚み方向２７は同じである。以上の構成によれば、上プラグコンタ
クト１０の厚み方向２２で隣り合う上プラグコンタクト１０と上レセプタクルコンタクト
１１を金属板の打ち抜き加工により同時に形成できるので、上コネクタ３の製造コストが
低くなる。
【００３２】
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（５）上プラグコンタクト１０は、下コネクタ５に向かって先細り状に形成されている。
以上の構成によれば、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２に対して直交する方向（横
方向２３）で上プラグコンタクト１０と隣り合う上レセプタクルコンタクト１１の主弾性
片２４及び従弾性片２５の弾性変形を邪魔し難くなるので、コネクタ組立体１の狭ピッチ
化に寄与する。
【００３３】
（６）コネクタ組立体１は、複数のハウジング分割体３２（第１ハウジング分割体）を備
える。各ハウジング分割体３２は、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２に対して直交
する方向（横方向２３）で交互に並べられた複数の上プラグコンタクト１０と複数の上レ
セプタクルコンタクト１１を保持する。以上の構成によれば、要求される接点数が増減す
るたびにハウジングを設計し直す必要がなく、要求される接点数に応じてハウジング分割
体３２を必要個数用意するだけで要求を満たすことができる。
【００３４】
　なお、上コネクタ３の上ハウジング６は、複数のハウジング分割体３２によって構成さ
れている。
【００３５】
（７）ハウジング分割体３２は、上プラグコンタクト１０の厚み方向２２に対して直交す
る方向（横方向２３）で交互に並べられた複数の上プラグコンタクト１０と複数の上レセ
プタクルコンタクト１１を上プラグコンタクト１０の厚み方向２２で挟んで保持する２つ
の保持部材３１によって構成されている。
【００３６】
　なお、複数の上プラグコンタクト１０と複数の上レセプタクルコンタクト１１を例えば
インサート成形により保持することとしてもよい。
【００３７】
（８）上レセプタクルコンタクト１１は、主弾性片２４及び従弾性片２５を有する。主弾
性片２４及び従弾性片２５は、非対称形状である。以上の構成によれば、上レセプタクル
コンタクト１１が薄いのでプレス加工やエッチング加工をする際の抜き幅についての制約
が厳しくなるような場合においても、十分な抜き幅を容易に確保できるようになる。
【００３８】
（９）複数の上レセプタクルコンタクト１１のうち何れか１つの上レセプタクルコンタク
ト１１は、他の上レセプタクルコンタクト１１と逆向きとなるように配置されている。以
上の構成によれば、複数の上レセプタクルコンタクト１１間で、下プラグコンタクト１２
との間で発生した接触圧を相殺させることができる。
【００３９】
　なお、上記実施形態において、主弾性片２４と従弾性片２５は非対称形状であるとした
が、これに代えて、主弾性片２４及び従弾性片２５を対称形状としてもよい。また、主弾
性片２４と従弾性片２５のうち何れか一方を省略することもできる。
【００４０】
　また、上記実施形態では、図４に示すように、上プラグコンタクト１０は、平板状であ
って、金属板を打ち抜き加工することで形成されているとした。ここで、上プラグコンタ
クト１０と下レセプタクルコンタクト１３との嵌合時におけるクリック感を実現するため
に、例えば図１２に示すように、上プラグコンタクト１０の接触部２０に開口２０Ｂ又は
図示しないダボを形成してもよい。また、同様に、上プラグコンタクト１０と下レセプタ
クルコンタクト１３との嵌合時におけるクリック感を実現するために、例えば図１３に示
すように、上プラグコンタクト１０の接触部２０の少なくとも何れか一方の主面２０Aに
コイニング加工による窪み２０Ｃを形成してもよい。本明細書において、平板状の上プラ
グコンタクト１０には、図４に示す上プラグコンタクト１０のみならず、図１２及び図１
３に示すように開口２０Ｂやダボ、窪み２０Ｃが形成された上プラグコンタクト１０をも
含まれるものと解釈する。
【符号の説明】
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【００４１】
１　コネクタ組立体
２　上基板
２A　コネクタ搭載面
３　上コネクタ（第１コネクタ）
４　下基板
４A　コネクタ搭載面
５　下コネクタ（第２コネクタ）
６　上ハウジング
７　上コンタクト
８　下ハウジング
９　下コンタクト
１０　上プラグコンタクト（第１プラグコンタクト）
１０T　厚み
１１　上レセプタクルコンタクト（第１レセプタクルコンタクト）
１１T　厚み
１２　下プラグコンタクト（第２プラグコンタクト）
１３　下レセプタクルコンタクト（第２レセプタクルコンタクト）
２０　接触部
２０A　主面
２０B　開口
２０C　窪み
２１　ハンダ脚部
２２　厚み方向
２３　横方向
２４　主弾性片（第１弾性片、第２弾性片）
２４A　接点部
２４B　切断面
２５　従弾性片（第１弾性片、第２弾性片）
２５A　接点部
２５B　切断面
２６　ハンダ脚部
２７　厚み方向
２８　横方向
３０　キャリア
３１　保持部材
３２　ハウジング分割体（第１ハウジング分割体）
３３　コネクタ分割体
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