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メカニカルコネクタは100年以上前に発明された

そして、多くのデバイスの要件を満たすことができていない。
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メカニカルコネクタは100年以上前に発明された

そして、多くのデバイスの要件を満たすことができていない。

Keyssaが60GHzの技術を採用

メカニカルコネクタの欠点に対応する
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メカニカルコネクタの課題
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堅牢化

モジュラー製品の設計 収縮製品フォームファクター

生産ラインテスト

摩損

ファクトリーオートメーション
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Keyssaの中核技術
長距離60GHz技術のパワーを利用して、主な短距離の問題点を解決
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60GHzのアンテナは、従来から
長距離バックホールに利用され
ている。技術の主な特徴：

• 超高速
• 超低遅延

• ポイントツーポイント接続に最適な集束
アンテナ

Keyssaがこの強力な技術を商品化：
• そして、小型で費用対効果の高いワイヤレス
サブシステムを作る

• デバイス間接続を可能にするために

• 有線のような性能で

3 mm
3 m

m
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Keyssaは固体ワイヤレスコネクタを上市
従来のメカニカルコネクタの問題に取り組む

超高速

近距離向けに最適化された
近接場技術

3mm x 3mm
基板実装アンテナ

 最大6Gb/秒まで動作
• 低速アプリケーションにも対応

 60GHz帯を使用....Wi-FiやBluetoothの干渉なし

パワーフレンド
リー

 従来のワイヤレスよりもはるかに少ない消費電力

超低遅延  500ピコ秒

安全  ポイントツーポイント接続

簡素
 ソフトウェアやドライバーがない
 瞬時接続：ペアリングなし、ログインなし
 対応規格：USB、DisplayPort、SATA、PCIe、低速信号

無線電力対応  無線電力でシームレスに動作
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Keyssaの中核技術の実証

© 2021 Keyssa 7



メカニカルコネクタに勝る明確なメリット
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機械部品なし

広いXYZ許容差

ユニークなIDを必須とすること
が可能

EM互換性

信号処理シグナルインテグリティ

機械的信頼性

機械的公差

安全性

EMI/RFI

シグナルアグリゲーション

信号損失

摩損しやすい

超密着

安全でないリンク

電磁波放射

信号損失

摩損しやすい

電磁波放射

安全でないリンク

超密着

アプリケーション固有のアグリ
ゲーション

なしなし

Keyssaのワイヤレスコネクタダムコネクタメカニカルコネクタ



60GHzコネクタ開発の課題
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克服された主な課題：
• アンテナ帯域幅

• 標準的なパッケージや基板の設計ルールによる制限

• アンテナモデリング（HFSS）と最終設計との相関関係

• テストと相関関係

• コスト

アンテナインパッケージは、この技術を上市するための大きな
課題の1つであった

60GHzコネクタ開発の課題
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アンテナ帯域幅
• Keyssaの動作周波数範囲で3dBの帯域幅を最大化

• Keyssaデバイス間のS21カップリングを最大化

• S11の反射減衰量を最大化

標準的なパッケージや基板の設計ルールによる制限
• 標準的なパッケージと基板の設計ルールでは、mmWaveアンテナ設計は
考慮されない

• 標準的なパッケージや基板の製造公差は、帯域幅、利得、指向性、イン
ピーダンスなどのアンテナ性能に影響を与える

• 課題は、トレース寸法、パッケージの比誘電率、基板の厚さなどにおけ
るばらつきを許容できるアンテナを設計することである

60GHzコネクタ開発の課題
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アンテナモデリング（HFSS）と最終設計との相関関係
• HFSSモデルの制限

‐ モデルの複雑さおよび精度と、シミュレーション時間のトレードオフ

 アンテナ性能に影響を与えるアンテナモデルの側面と、性能への影響を最小限に抑えるアンテナモデルの側面
の理解

テストと相関関係
• 最終的なパッケージ設計を正確に試験・測定するためのシステム構築

‐ Keyssaは、自社パッケージからのアンテナ放射を正確に評価するために、RFチャンバーと自動化機
器を構築する必要があった
 Keyssaの出力が極端に低い。この放射を正確に測定するためにKeyssaは独自の専用検査機器を開発する必要
があった。

‐ Keyssaは、Keyssaの出力放射を正確に測定するために、独自のテストソケットを構築、特性評価、
較正する必要があった

‐ すべての材料は60GHzで特性評価を行い、HFSSにインプットする必要がある

‐ 60GHzで利用できる標準的な材料特性評価はない

‐ Keyssaは、材料特性評価の試験方法とシステムを構築する必要があった

60GHzコネクタ開発の課題
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コスト
• 製造公差に左右されない性能を維持する、市販の標準パッケージの制限内
でアンテナインパッケージを設計する
‐ Keyssaの市場SAMとソリューションコストは、直接関係している

‐ Keyssaは、量産実装に最もコスト効率の高いソリューションの開発に注力してきた

‐ コストには、ダイコスト、テストコスト、パッケージコストの3つの主ベクトルがある
これらのうち1つでも克服できないものがあれば、競争力のないソリューションとなる

60GHzコネクタ開発の課題
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サンプル使用例：市場におけるKeyssa
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• LEDディスプレイモジュールは、
B2Bコネクタを介してバックプ
レーン（キャビネットと呼ば
れる）に接続する

LEDビデオウォールの分析
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• キャビネットをタイル状にして
ビデオウォールを形成し、RJ42
ケーブル／コネクタで接続する



LEDビデオウォール

キャビネット間

キャビネット間

課題： RJ45ジャックが信頼できな

いと、設置、診断、および修
理のコストが高くなる

ソリューション： RJ45ジャックとケーブルを
Keyssa製と交換

利点： リンクの信頼性が高まり、

ビデオウォールの設置時間が
短縮される
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LEDビデオウォール
キャビネット／バックプレーンと
LEDディスプレイモジュールの間

課題： 1. B2Bコネクタの信頼性 2. バックプ
レーンへのアクセスが困難 3. メカニカ
ルコネクタの製造公差がLEDのピクセ
ルピッチより大きい

ソリューション： メカニカルコネクタをKeyssa製と交換

利点： リンクの信頼性の向上、修理が容易、
LEDピクセルの完璧な配置が可能

LEDディスプレイモジュールとキャビネット間
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モバイル

課題： スマートフォンとセカンドスクリーン間の高速
ビデオ接続

ソリューション： スマートフォン内蔵のKeyssa Tx、フォリオ
ケースに内蔵のRx
電源用に2つのポゴピン、バックチャンネル用
に1つのポゴピン
5.4Gbpsディスプレイポートビデオリンク

利点： ポゴピンでは不可能なシームレスな高速接続
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タブレット

課題： 商業／教育環境におけるポゴピン接続
の不具合

ソリューション： タブレットとドック間のKeyssa非接
触リンク
高速／低速非接触リンク

利点： リンク信頼性の向上
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自動化されたテスト（生産ラインの自動化）

課題： 製品テストとファームウェアのアップ
ロードに時間がかかる
人件費が高い
テスト中のコネクタ破損

ソリューション： 生産ラインのテストポイントとしての
Keyssaのワイヤレスコネクタ

利点： テスト時間と運用コストの削減
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システム診断

合格
最終テスト

合格

OS読み込み

読み込まれた
OS



医療：ロボット支援手術
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課題： メカニカルコネクタは標準的な

手術器具の滅菌プロセスに耐え
られない

高電圧と低電圧の電気領域間の
電気的絶縁

ソリューション：プラスチック製の導波路を備え
た密閉型高速動画Keyssaリンク

では、壊れやすいメカニカルコ
ネクタや光ケーブルは不要

利点： 標準的な滅菌プロセスが可能に

なるため、コスト削減、アップ
タイムの増加、コネクタの耐用
性の向上を実現
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自動車：自律走行車用LiDAR
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課題： スピニングLiDAR構造による高速
カメラデータの信頼性の高い伝送

ソリューション： Keyssaの円筒形プラスチック製の

導波路を使用して、高速データを
360、1300rpmで伝送

利点： ミッションクリティカルなデータ
ソースの信頼性が向上

Keyssaのワイヤレススリップリングにより
360回転する高速データ伝送が可能
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ありがとうございました。

www.keyssa.com

info@keyssa.com
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