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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大きな構造変更を行うことなく、ＳＴＰケーブ
ルとＵＴＰケーブルとを置き換えることができるコネク
タ構造を提供する。
【解決手段】ＵＴＰケーブルの各電線１１に接続される
ＵＴＰ接続端子は、対をなす収容部２６に、互いに同一
の形状で、雄端子の挿入領域が幅方向に互いに近接する
ように収容される。ＳＴＰケーブル１０Ｂの各電線１１
に接続されるＳＴＰ接続端子２１Ｂは、対をなす収容部
２６に、互いに同一の形状で、雄端子の挿入領域がＵＴ
Ｐケーブルの場合よりも幅方向に互いに離間するように
収容される。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄端子が挿入接続される箱部を有する端子と、
　前記端子が収容される収容部を有する誘電体とを備え、
　前記端子が、ＵＴＰケーブルの各電線に接続される端子とＳＴＰケーブルの各電線に接
続される端子とからなり、
　前記収容部が前記雄端子の挿入方向と直交する幅方向に対をなして配置されており、
　前記ＵＴＰケーブルの各電線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、互いに同一
の形状で、前記雄端子の挿入領域が前記幅方向に互いに近接するように収容され、
　前記ＳＴＰケーブルの各電線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、互いに同一
の形状で、前記雄端子の挿入領域が前記ＵＴＰケーブルの場合よりも前記幅方向に互いに
離間するように収容されることを特徴とするコネクタ構造。
【請求項２】
　前記箱部内には受部と前記受部に対向する弾性接触片とが配置され、前記弾性接触片が
前記受部よりも大きな突出量をもって前記箱部内に突出しており、前記雄端子が前記受部
と前記弾性接触片との間に挟持されるものであり、
　前記ＵＴＰケーブルの各電線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、前記受部が
前記幅方向に近接する内側に位置し且つ前記弾性接触片が前記幅方向に離間する外側に位
置するように収容され、
　前記ＳＴＰケーブルの各電線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、前記受部が
前記幅方向に離間する外側に位置し且つ前記弾性接触片が前記幅方向に近接する内側に位
置するように収容される請求項１記載のコネクタ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ツイストペアケーブルは、複数本の電線を撚り合わせたケーブルであって、単なる平行
線よりもノイズの影響を受けにくく、ノイズ輻射も少ないことから、車載ネットワーク等
に好適に用いられている。ツイストペアケーブルには、ＳＴＰ（シールドツイストペア）
ケーブルと、ＵＴＰ（アンシールドツイストペア）ケーブルとが知られている。このうち
、ＳＴＰケーブルは電線の周囲がシールド導体で包囲されており、ノイズにより強い耐性
を有するものである。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＳＴＰケーブルの端部に接続される内導体端子（端子）と、
内導体端子を収容するインナーハウジング（誘電体）と、ＳＴＰケーブルのシールド導体
に接続されてインナーハウジングを包囲するシールドシェルと、シールドシェルを収容す
るアウターハウジングとを備えたコネクタが開示されている。
【０００４】
　一方、特許文献２には、ＵＴＰケーブルの端部に接続される接続端子（端子）と、接続
端子を収容する端子収容部を有するコネクタ本体（誘電体）とを備えたコネクタが開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許５３３３６３２号公報
【特許文献２】特許５０８７４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　特許文献１、２のコネクタは、ＵＴＰケーブルとＳＴＰケーブルの各電線がいずれも端
子に接続され、各端子が誘電体に収容されるという共通の構成を含んでいる。この場合に
、それぞれのコネクタにおける共通の構造部分を利用して、ＳＴＰケーブルからＵＴＰケ
ーブルへと置き換えられ、あるいは、ＵＴＰケーブルからＳＴＰケーブルへと置き換えら
れるようになれば、金型設計が容易になり、コストを低減することができて好ましい。し
かし、ＵＴＰケーブルとＳＴＰケーブルとの間には原則として互換性がなく、ＵＴＰケー
ブルとＳＴＰケーブルのそれぞれのインピーダンスが異なるため、この点に十分な配慮を
払わなければならないという事情がある。
【０００７】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、大きな構造変更を行う
ことなく、ＳＴＰケーブルとＵＴＰケーブルとを置き換えることができるコネクタ構造を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のコネクタ構造は、雄端子が挿入接続される箱部を有する端子と、前記端子が収
容される収容部を有する誘電体とを備え、前記端子が、ＵＴＰケーブルの各電線に接続さ
れる端子とＳＴＰケーブルの各電線に接続される端子とからなり、前記収容部が前記雄端
子の挿入方向と直交する幅方向に対をなして配置されており、前記ＵＴＰケーブルの各電
線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、互いに同一の形状で、前記雄端子の挿入
領域が前記幅方向に互いに近接するように収容され、前記ＳＴＰケーブルの各電線に接続
される端子は、前記対をなす収容部に、互いに同一の形状で、前記雄端子の挿入領域が前
記ＵＴＰケーブルの場合よりも前記幅方向に互いに離間するように収容されるところに特
徴を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　ＵＴＰケーブルの接続端子（ＵＴＰケーブルの各電線に接続される端子）が対をなす収
容部に収容され、雄端子の挿入領域に雄端子が挿入接続されると、雄端子が幅方向に互い
に近接して配置されるため、インピーダンスを小さくすることができる。一方、ＳＴＰケ
ーブルの接続端子（ＳＴＰケーブルの各電線に接続される端子）が対をなす収容部に収容
され、雄端子の挿入領域に雄端子が挿入接続されると、雄端子が幅方向に互いに離間して
配置されるため、インピーダンスを大きくすることができる。これにより、ＵＴＰケーブ
ルとＳＴＰケーブルとの間でインピーダンスを適切に調整することができる。ここで、対
をなす収容部に収容されるＵＴＰケーブルの接続端子が互いに同一の形状とされ、且つ、
対をなす収容部に収容されるＳＴＰケーブルの接続端子も互いに同一の形状とされており
、さらに、雄端子の挿入領域の幅方向離間距離を調整すれば、ＵＴＰ誘電体（ＵＴＰ接続
端子が収容される収容部を有する誘電体）とＳＴＰ誘電体（ＳＴＰ接続端子が収容される
収容部を有する誘電体）のそれぞれの構造を大きく異ならせる必要がないことから、全体
として大きな構造変更を伴うことなく、ＳＴＰケーブルとＵＴＰケーブルとを容易に置き
換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１のコネクタ構造において、ＵＴＰコネクタの分解斜視図である
。
【図２】ＵＴＰケーブルの各電線に接続されたＵＴＰ接続端子の平面図である。
【図３】ＵＴＰ接続端子がＵＴＰ誘電体の収容部に収容された状態を示す斜視図である。
【図４】ＵＴＰ接続端子がＵＴＰ誘電体の上側誘電体で被覆された状態を示す斜視図であ
る。
【図５】ＵＴＰ誘電体がＵＴＰハウジングに収容された状態を示す斜視図である。
【図６】ＵＴＰハウジングに収容されたＵＴＰ誘電体及びＵＴＰ接続端子の断面図である
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。
【図７】ＵＴＰハウジングに収容されたＵＴＰ誘電体のロック構造を示す断面図である。
【図８】相手側ＵＴＰコネクタの正面図である。
【図９】ＵＴＰコネクタと相手側ＵＴＰコネクタとが互いに嵌合された状態を示す断面図
である。
【図１０】図１～図９に示す態様の模式図である。
【図１１】ＵＴＰ接続端子の突部が互いに対向して配置される別態様の図６相当図である
。
【図１２】図１１に示す別態様の模式図である。
【図１３】ＳＴＰコネクタの分解斜視図である。
【図１４】下側外導体の底面図である。
【図１５】上側外導体の底面図である。
【図１６】ＳＴＰケーブルに接続されたＳＴＰ接続端子の断面図である。
【図１７】ＳＴＰ接続端子がＳＴＰ誘電体の収容部に収容された状態を示す斜視図である
。
【図１８】ＳＴＰ接続端子がＳＴＰ誘電体の上側誘電体で被覆された状態を示す斜視図で
ある。
【図１９】下側外導体がＳＴＰ誘電体の下方を被覆した状態を示す斜視図である。
【図２０】上側外導体がＳＴＰ誘電体の上方を被覆した状態を示す斜視図である。
【図２１】ＳＴＰ誘電体がＳＴＰハウジングに収容された状態を示す斜視図である。
【図２２】ＳＴＰハウジングに収容されたＳＴＰ誘電体、ＳＴＰ接続端子及び外導体の断
面図である。
【図２３】ＳＴＰハウジングに収容された外導体のロック構造を示す断面図である。
【図２４】相手側ＳＴＰコネクタの正面図である。
【図２５】ＳＴＰコネクタと相手側ＳＴＰコネクタとが互いに嵌合された状態を示す断面
図である。
【図２６】図１３～図２５に示す態様の模式図である。
【図２７】ＳＴＰ接続端子の突部が互いに対向して配置される別態様の図２２相当図であ
る。
【図２８】図２７に示す別態様の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の好ましい形態を以下に示す。　
　前記箱部内には受部と前記受部に対向する弾性接触片とが配置され、前記弾性接触片が
前記受部よりも大きな突出量をもって前記箱部内に突出しており、前記雄端子が前記受部
と前記弾性接触片との間に挟持されるものであり、前記ＵＴＰケーブルの各電線に接続さ
れる端子は、前記対をなす収容部に、前記受部が前記幅方向に近接する内側に位置し且つ
前記弾性接触片が前記幅方向に離間する外側に位置するように収容され、前記ＳＴＰケー
ブルの各電線に接続される端子は、前記対をなす収容部に、前記受部が前記幅方向に離間
する外側に位置し且つ前記弾性接触片が前記幅方向に近接する内側に位置するように収容
されるとよい。これによれば、弾性接触片と受部の位置関係をＵＴＰケーブル側とＳＴＰ
ケーブル側とで逆にするだけで、インピーダンスを容易に調整することができる。
【００１２】
　＜実施例１＞
　本発明の実施例１を図面に基づいて説明す
る。本実施例１のコネクタ構造は、車載通信ネットワークシステムに用いられるものであ
って、図１及び図６に示すように、ＵＴＰケーブル１０Ａの端部に設けられるＵＴＰコネ
クタ２０Ａと、図１３及び図２２に示すように、ＳＴＰケーブル１０Ｂの端部に設けられ
るＳＴＰコネクタ２０Ｂとからなる。ＵＴＰコネクタ２０ＡとＳＴＰコネクタ２０Ｂとは
互いに共通もしくは近似する構造部分を有しており、インピーダンスを調整しつつＵＴＰ
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ケーブル１０ＡとＳＴＰケーブル１０Ｂとの間の置き換えを容易に行うことが可能とされ
ている。
【００１３】
　図９に示すように、ＵＴＰコネクタ２０Ａは、相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａに嵌合され
、ＵＴＰ接続端子２１Ａ、ＵＴＰ誘電体２２Ａ及びＵＴＰハウジング２３Ａを備える。図
２５に示すように、ＳＴＰコネクタ２０Ｂは、相手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂに嵌合され、
ＳＴＰ接続端子２１Ｂ、ＳＴＰ誘電体２２Ｂ、外導体２４Ｂ及びＳＴＰハウジング２３Ｂ
を備える。なお、上記各部材の名称中の「ＵＴＰ」、「ＳＴＰ」の語は、これらを区別す
るために便宜的に付したに過ぎない。
【００１４】
　［ＵＴＰケーブル］
　ＵＴＰケーブル１０Ａは、撚られた一対の電線１１と、各電線１１を包囲するシース１
２とからなる。電線１１は、導体部分と導体部分を包囲する被覆部分とで構成されている
。各電線１１の端部はシース１２から露出し、それぞれＵＴＰ接続端子２１Ａに接続され
る。
【００１５】
　［ＵＴＰ接続端子］
　ＵＴＰケーブル１０Ａの各電線１１に接続されるＵＴＰ接続端子２１Ａは、互いに同一
の形状で構成される。図９に示すように、ＵＴＰ接続端子２１Ａは、ＵＴＰコネクタ２０
Ａと相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａとの嵌合時に、相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａに設けられ
た雄端子９１に接続される。図２及び図６に示すように、ＵＴＰ接続端子２１Ａは、導電
性の金属板材を曲げ加工等して一体に形成され、全体として前後方向（図２の左右方向）
に細長い形状になっている。
【００１６】
　具体的には、ＵＴＰ接続端子２１Ａは、前後方向に沿った帯板状の基板部２５を有して
いる。図６に示すように、ＵＴＰ接続端子２１ＡがＵＴＰ誘電体２２Ａの後述する各収容
部２６に収容されると、各ＵＴＰ接続端子２１Ａの基板部２５が互いに近接する幅方向内
側に配置される。基板部２５の前端部には略角筒状の箱部２７が設けられ、基板部２５の
後端部にはオープンバレル状のバレル部２８が設けられている。バレル部２８は、電線１
１の導体部分及び被覆部分に電気的及び機械的に接続される。なお、ＵＴＰケーブル１０
Ａのシース１２の端部には、ＵＴＰ接続端子２１Ａとは別体の加締めリング２９が圧着し
て接続されている。加締めリング２９は、圧着加工によって幅方向両側に密着状態で張り
出す部分を有している。
【００１７】
　箱部２７の内部には、図６に示すように、受部３１と弾性接触片３２とが幅方向（箱部
２７に対する雄端子９１の挿入方向と直交する方向であって、図６の上下方向）に互いに
向き合うように突出している。受部３１は、基板部２５側に断面台形に固設されている。
一方、弾性接触片３２は、基板部２５とは反対側の天板部３３に、前方へ片持ち状に突出
する形態で設けられている。箱部２７内への突出量（図６の上下方向）は、弾性接触片３
２のほうが受部３１よりも大きくされている。図９に示すように、ＵＴＰ接続端子２１Ａ
が雄端子９１に接続されると、箱部２７内に雄端子９１の後述するタブ部９２が挿入され
、挿入されたタブ部９２が受部３１と弾性接触片３２との間に弾性的に挟持されるように
なっている。このように、箱部２７内には、受部３１と弾性接触片３２との間に雄端子９
１の挿入領域５３を有している。また、ＵＴＰ接続端子２１Ａは、天板部３３の一端側か
ら外側（収容部２６に収容された状態では幅方向外側）へ突出する突部３４を有している
。
【００１８】
　［ＵＴＰ誘電体］
　ＵＴＰ誘電体２２Ａは合成樹脂製であって、図１及び図４に示すように、上下に分割可
能な上側誘電体３５と下側誘電体３６とからなる。上側誘電体３５は、平面視略矩形の板
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状をなし、上面の幅方向中央部に、ＵＴＰハウジング２３Ａに係止可能なロック突起３７
を有している。上側誘電体３５の下面には、各ＵＴＰ接続端子２１Ａの上部を並列状態で
位置決めし、且つ、加締めリング２９の上部を位置決めする凹所３８（図７を参照）が設
けられている。上側誘電体３５の幅方向両端部には、前後一対ずつの取付片３９が下向き
に突出して設けられている。
【００１９】
　下側誘電体３６は、平面視略矩形の板状をなし、幅方向両端部に、前後一対ずつの角凹
状の取付受部４１を有し、取付受部４１の奥面に、取付突起４２を有している。各取付受
部４１には取付片３９が嵌合され、取付片３９の先端部分が取付突起４２を引っ掛け係止
することにより、下側誘電体３６と上側誘電体３５とがＵＴＰ接続端子２１Ａを挟んで合
体状態に保持されるようになっている。
【００２０】
　下側誘電体３６の上面には、上側誘電体３５の凹所３８と対向する位置に、各ＵＴＰ接
続端子２１Ａの下部を並列状態で位置決め保持する収容部２６を有している。収容部２６
は、ＵＴＰ接続端子２１Ａの外形形状と対応する断面形状を有し、各ＵＴＰ接続端子２１
Ａと対応するように、薄肉の隔壁４３を挟んだ幅方向両側に対をなして設けられている。
各ＵＴＰ接続端子２１Ａの基板部２５は、隔壁４３の壁面に沿って配置されるようになっ
ている。また、上側誘電体３５と下側誘電体３６とが合体状態にあるときに、ＵＴＰ誘電
体２２Ａの前面には、収容部２６及び凹所３８と連通してタブ部９２を差し込むタブ挿入
孔６９が開口して設けられる。
【００２１】
　各収容部２６のうち、一方（図６の上側）の収容部２６は、幅方向外側の側面に角凹状
の凹部４４を有し、他方の収容部２６は、幅方向外側の側縁から上方に突出する板片状の
突片部４５を有している。凹部４４には、一方の収容部２６に収容されたＵＴＰ接続端子
２１Ａの突部３４が位置決め状態で嵌合挿入され（図６を参照）、突片部４５には、他方
の収容部２６に収容されたＵＴＰ接続端子２１Ａの突部３４が載置して支持される（図３
を参照）。一方の収容部２６に収容されたＵＴＰ接続端子２１Ａの突部３４は、凹部４４
に深く挿入されて下側に配置され、他方の収容部２６に収容されたＵＴＰ接続端子２１Ａ
の突部３４は、突片部４５に支持されるように上側に配置される。また、下側誘電体３６
の下面には、収容部２６の後方に連続する形態で加締めリング２９の下部を位置決め保持
する凹陥部４６が設けられている。
【００２２】
　［ＵＴＰハウジング］
　ＵＴＰハウジング２３Ａは合成樹脂製であって、略角筒状のハウジング本体４７を有し
ている。ハウジング本体４７の上面の幅方向中央部には、ロックアーム４８が突出して設
けられている。ロックアーム４８は、ハウジング本体４７の上面前端部から後方へ片持ち
状に延出する形態とされ、相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａのロック受部９３を弾性的に係止
して、ＵＴＰコネクタ２０Ａと相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａとを嵌合状態に保持するもの
である。ハウジング本体４７の内部は、挿入部４９として前後方向に開放されている。挿
入部４９は、ＵＴＰ誘電体２２Ａの外形形状と対応する断面形状を有し、内部に、ＵＴＰ
誘電体２２Ａが嵌合可能とされている。図７に示すように、挿入部４９の内壁の上面には
、前方へ片持ち状に突出するランス５１が撓み変形可能に設けられている。ＵＴＰ誘電体
２２Ａは、挿入部４９に後方から挿入され、ロック突起３７がランス５１を撓み変形させ
た後、ランス５１が復帰してロック突起３７を係止することにより、ＵＴＰハウジング２
３Ａに保持される。
【００２３】
　［相手側ＵＴＰコネクタ］
　相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａは、合成樹脂製のフード部９４を有している。フード部９
４は、図示しない回路基板に支持され、内部に、ＵＴＰハウジング２３Ａが嵌合可能とさ
れている。フード部９４の上壁の内面には、ロックアーム４８に係止されるロック受部９
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３が突設されている。
【００２４】
　図９に示すように、フード部９４の両側壁の外面には、金属製の板材からなるペグ９５
が装着される。ペグ９５が回路基板の表面に半田付けされることで、相手側ＵＴＰコネク
タ９０Ａがペグ９５を介して回路基板に固定されるようになっている。
【００２５】
　フード部９４には、幅方向に一対の雄端子９１が装着されている。各雄端子９１は、全
体として角線状（角ピン状）をなし、長さ方向途中に屈曲部位を有している。各雄端子９
１は、フード部９４内に突出するタブ部９２を有している。各雄端子９１のタブ部９２は
、幅方向に扁平な断面形状を有し（図１０を参照）、各ＵＴＰ接続端子２１Ａと対応する
幅方向の離間距離を有して並列に配置されている。また、雄端子９１は、フード部９４の
外側に突出する部分を有し、この部分が図示しない回路基板の表面に実装されて半田付け
して接続されるようになっている。
【００２６】
　［ＳＴＰケーブル］
　ＳＴＰケーブル１０Ｂは、撚られた一対の電線１１と、各電線１１を包囲してシールド
する編組線等のシールド導体１３と、シールド導体１３を包囲するシース１２とからなる
。各電線１１の端部及びシールド導体１３の端部は、シース１２から露出しており、この
うち、シールド導体１３の端部は、折り返されてシース１２の外周側に被せられている。
各電線１１の端部は、それぞれＳＴＰ接続端子２１Ｂに接続される。
【００２７】
　［ＳＴＰ接続端子］
　ＳＴＰケーブル１０Ｂの各電線１１に接続されるＳＴＰ接続端子２１Ｂは、互いに同一
の形状で構成される。図２５に示すように、ＳＴＰ接続端子２１Ｂは、ＳＴＰコネクタ２
０Ｂと相手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂとの嵌合時に、相手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂに設けら
れた雄端子９１に接続される。ＳＴＰ接続端子２１Ｂは、導電性の金属板材を曲げ加工等
して一体に形成され、全体として前後方向に細長い形状になっている。
【００２８】
　このＳＴＰ接続端子２１Ｂは、ＵＴＰ接続端子２１Ａと実質的に同一の構成であって、
基板部２５、箱部２７及びバレル部２８を有している。ＳＴＰ接続端子２１Ｂの箱部２７
及びバレル部２８は、ＵＴＰ接続端子２１Ａの箱部２７及びバレル部２８と実質的に同一
の形状とされている。もっとも、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの、箱部２７に対する受部３１及
び弾性接触片３２の配置は、ＵＴＰ接続端子２１Ａのそれとは反対側とされている。すな
わち、図１６に示すように、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの受部３１は、天板部３３側に設けら
れ、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの弾性接触片３２は、基板部２５側に設けられている。このた
め、箱部２７内における雄端子９１の挿入領域５３は、ＵＴＰ接続端子２１Ａでは基板部
２５側に偏心するが、ＳＴＰ接続端子２１Ｂでは天板部３３側に偏心するようになってい
る。また、ＳＴＰ接続端子２１Ｂは、ＵＴＰ接続端子２１Ａと同様、天板部３３の一端側
から外側へ突出する突部３４を有している。
【００２９】
　［ＳＴＰ誘電体］
　ＳＴＰ誘電体２２Ｂは合成樹脂製であって、図１３及び図１８に示すように、上下に分
割可能な上側誘電体３５と下側誘電体３６とからなる。上側誘電体３５は、平面視略矩形
の板状をなし、上面と両側面とに、外導体２４Ｂに対する位置決め突部５４を有している
。上側誘電体３５の幅方向両端部には、ＵＴＰ誘電体２２Ａの上側誘電体３５と同様に、
取付片３９が設けられている。下側誘電体３６にも、ＵＴＰ誘電体２２Ａの下側誘電体３
６と同様に、取付受部４１及び取付突起４２が設けられており、取付片３９と取付突起４
２との係止によって、下側誘電体３６と上側誘電体３５とがＳＴＰ接続端子２１Ｂを挟ん
で合体状態に保持される。
【００３０】
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　ＳＴＰコネクタ２０Ｂには加締めリング２９が設けられておらず、上側誘電体３５及び
下側誘電体３６のそれぞれの後部に、加締めリング２９を受ける部分（凹陥部４６に相当
する部分）が必要とされないことから、その分、ＳＴＰ誘電体２２Ｂの前後寸法がＵＴＰ
誘電体２２Ａよりも短くなっている。
【００３１】
　図２３に示すように、上側誘電体３５の下面には、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂの上部を並
列状態で位置決めする凹所３８が設けられ、下側誘電体３６の上面には、凹所３８と対向
する位置に、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂの下部を並列状態で位置決め保持する収容部２６が
設けられている。
【００３２】
　収容部２６は、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの外形形状と対応する断面形状をなし、各ＳＴＰ
接続端子２１Ｂと対応するように、隔壁４３を挟んだ幅方向両側に対をなして設けられて
いる。図２５に示すように、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂは、基板部２５が隔壁４３の壁面に
沿って配置され、幅方向に対をなす収容部２６に背合わせ状態で配置される。この点は、
各ＵＴＰ接続端子２１Ａも同様である。ＳＴＰ誘電体２２Ｂの隔壁４３の厚み（幅方向の
寸法）は、ＵＴＰ誘電体２２Ａの隔壁４３の厚みよりも大きくされている。つまり、ＳＴ
Ｐ誘電体２２Ｂの各収容部２６の幅方向離間距離は、ＵＴＰ誘電体２２Ａの各収容部２６
の幅方向離間距離よりも大きくされている。図１８に示すように、、上側誘電体３５と下
側誘電体３６とが合体状態にあるときに、ＳＴＰ誘電体２２Ｂの前面には、収容部２６及
び凹所３８と連通してタブ部９２を差し込むタブ挿入孔６９が開口して設けられる。
【００３３】
　各収容部２６のうち、一方（図２２の上側）の収容部２６は、幅方向外側の側縁から上
方に突出する板片状の突片部４５を有し、他方の収容部２６は、幅方向外側の側面に角凹
状の凹部４４を有している。突片部４５には、一方の収容部２６に収容されたＳＴＰ接続
端子２１Ｂの突部３４が載置して支持され、凹部４４には、他方の収容部２６に収容され
たＳＴＰ接続端子２１Ｂの突部３４が位置決め状態で嵌合挿入される。ＵＴＰ接続端子２
１Ａの場合とは逆に、一方の収容部２６に収容されたＳＴＰ接続端子２１Ｂは、突片部４
５に支持されるように上側に配置され、他方の収容部２６に収容されたＳＴＰ接続端子２
１Ｂは、凹部４４に深く挿入されて下側に配置される。
【００３４】
　［外導体］
　外導体２４Ｂは、導電金属製であって、図１３及び図２０に示すように、上下に分割可
能な上側外導体５６と下側外導体５７とからなる。図１５に示すように、上側外導体５６
は、平面視略矩形の上側シェル部５８と、上側シェル部５８の後方に連なるオープンバレ
ル状の上側バレル部５９とを有している。上側シェル部５８は、上側誘電体３５を上方か
ら被覆するように配置される。上側シェル部５８の平板部分は、上面の幅方向中央部にロ
ック突起３７を有し、ロック突起３７の前方に上側位置決め孔６１を有している。また、
上側シェル部５８は、平板部分の幅方向両端から垂下する側板部分を有し、側板部分の内
面に、前後一対ずつの保持突起６２を有している。上側バレル部５９は、幅方向両側縁か
ら前後方向に位置ずれして下向きに突出する突片部分を有している。
【００３５】
　図１４に示すように、下側外導体５７は、平面視略矩形の下側シェル部６３と、下側シ
ェル部６３の後方に連なるオープンバレル状の下側バレル部６４とを有している。図１９
に示すように、下側シェル部６３は、下側誘電体３６を下方から被覆するように配置され
る。そして、下側シェル部６３は、平板部分の幅方向両端から起立する側板部分を有し、
側板部分に、前後一対ずつの保持孔６５を有している。また、下側シェル部６３の側板部
分の前後中央部には、下側位置決め孔６６が上端に開口して設けられている。下側バレル
部６４は、幅方向両端縁から前後方向で位置ずれして上向きに突出する突片部分を有して
いる。
【００３６】
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　上側外導体５６と下側外導体５７とがＳＴＰ誘電体２２Ｂを内包して合体されると、上
側シェル部５８の側板部分が下側シェル部６３の側板部分を外側から被覆し、図２２に示
すように、各保持突起６２が保持孔６５に挿入係止される。また、上側バレル部５９と下
側バレル部６４のそれぞれの突片部分が前後一対ずつ配置されるようになっている。
【００３７】
　［ＳＴＰハウジング］
　ＳＴＰハウジング２３Ｂは合成樹脂製であって、略角筒状のハウジング本体４７を有し
ている。ＳＴＰハウジング２３Ｂは、ＵＴＰハウジング２３Ａと実質的に同一の形状とさ
れ、ＵＴＰハウジング２３Ａと同一の形態（形状、配置）であるロックアーム４８、挿入
部４９及びランス５１を有している。もっとも、図２３に示すように、ランス５１の係止
相手は、ＳＴＰ誘電体２２Ｂではなく、上側外導体５６である。
【００３８】
　［相手側ＳＴＰコネクタ］
　相手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂは、合成樹脂製のフード部９４を有している。相手側ＳＴ
Ｐコネクタ９０Ｂは、相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａと実質的に同一の構成であって、フー
ド部９４、ロック受部９３、ペグ９５及び一対の雄端子９１を有している。もっとも、相
手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂの各雄端子９１の幅方向離間距離は、相手側ＵＴＰコネクタ９
０Ａの雄端子９１の幅方向離間距離よりも大きくされている（図８及び図２４を参照）。
【００３９】
　［ＵＴＰコネクタの組み立て］
　ＵＴＰコネクタ２０Ａの組み立てに際し、まず、図２に示すように、ＵＴＰ接続端子２
１Ａのバレル部２８がＵＴＰケーブル１０Ａの各電線１１の端部に圧着により接続される
。続いて、図３に示すように、各ＵＴＰ接続端子２１Ａが下側誘電体３６の収容部２６に
上方から位置決めして挿入されるとともに、ＵＴＰケーブル１０Ａに嵌着された加締めリ
ング２９が下側誘電体３６の凹陥部４６に位置決めして挿入される。次いで、図４に示す
ように、上側誘電体３５が下側誘電体３６に上方から被せ付けられる。取付片３９が取付
突起４２を弾性的に係止することにより、上側誘電体３５及び下側誘電体３６（ＵＴＰ誘
電体２２Ａ）が合体状態に保持される。ここで、各ＵＴＰ接続端子２１Ａは、ＵＴＰ誘電
体２２Ａ内において、隔壁４３を介して相互の基板部２５を幅方向に近接させた状態で配
置され、箱部２７内における雄端子９１の挿入領域５３も幅方向に近接して配置される。
【００４０】
　続いて、ＵＴＰ誘電体２２ＡがＵＴＰハウジング２３Ａの挿入部４９に後方から挿入さ
れる。図７に示すように、ＵＴＰ誘電体２２Ａが挿入部４９に正規挿入されると、ランス
５１がＵＴＰ誘電体２２Ａのロック突起３７を弾性的に係止して、ＵＴＰ誘電体２２Ａが
ＵＴＰハウジング２３Ａに抜け止め状態に保持される。
【００４１】
　［ＳＴＰコネクタの組み立て］
　ＳＴＰコネクタ２０Ｂを組み立てる場合も、まず、図１６に示すように、ＳＴＰ接続端
子２１Ｂのバレル部２８がＳＴＰケーブル１０Ｂの各電線１１の端部に圧着により接続さ
れる。そして、図１７に示すように、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂが下側誘電体３６の収容部
２６に上方から位置決めして挿入された後、図１８に示すように、上側誘電体３５が下側
誘電体３６に上方から被せ付けられ、取付片３９と取付突起４２との係止によって、上側
誘電体３５及び下側誘電体３６（ＳＴＰ誘電体２２Ｂ）が合体状態に保持される。各ＳＴ
Ｐ接続端子２１Ｂは、ＳＴＰ誘電体２２Ｂ内において、隔壁４３を介して相互の基板部２
５を、上記ＵＴＰコネクタ２０Ａの場合よりも幅方向に離間させた状態で配置され、箱部
２７内における雄端子９１の挿入領域５３も、ＵＴＰコネクタ２０Ａの場合よりも幅方向
に離間して配置される。
【００４２】
　続いて、図１９に示すように、ＳＴＰ誘電体２２Ｂが下側外導体５７の下側シェル部６
３に載置される。上側誘電体３５の両側面に設置された位置決め突部５４が下側シェル部
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６３の下側位置決め孔６６に適合して嵌合されることにより、下側外導体５７がＳＴＰ誘
電体２２Ｂに前後方向に位置決めされる。このとき、下側バレル部６４がＳＴＰケーブル
１０Ｂの外周側に露出するシールド導体１３に下方から対向して配置される。その状態で
、下側バレル部６４がＳＴＰケーブル１０Ｂのシールド導体１３に圧着により接続される
。
【００４３】
　次いで、図２０に示すように、上側外導体５６がＳＴＰ誘電体２２Ｂを上方から覆うよ
うにして下側外導体５７に被せ付けられる。保持突起６２と保持孔６５との係止によって
、上側外導体５６及び下側外導体５７（外導体２４Ｂ）が分割規制状態に保持される。ま
た、上側誘電体３５の上面に設置された位置決め突部５４が上側シェル部５８の上側位置
決め孔６１に適合して嵌合されることにより、上側外導体５６がＳＴＰ誘電体２２Ｂに前
後方向に位置決めされる。そして、上側バレル部５９がＳＴＰケーブル１０Ｂのシールド
導体１３に上方から対向して配置される。その状態で、上側バレル部５９がＳＴＰケーブ
ル１０Ｂのシールド導体１３に圧着により接続される。これにより、シールド導体１３が
外導体２４Ｂに接続されるとともに、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの周囲がＳＴＰ誘電体２２Ｂ
を介して外導体２４Ｂに包囲される。
【００４４】
　その後、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂ及びＳＴＰ誘電体２２Ｂを内包して合体状態にある外
導体２４ＢがＳＴＰハウジング２３Ｂの挿入部４９に後方から挿入される。図２３に示す
ように、外導体２４Ｂが挿入部４９に正規挿入されると、ランス５１が外導体２４Ｂのロ
ック突起３７を弾性的に係止して、外導体２４ＢがＳＴＰハウジング２３Ｂに抜け止め状
態に保持される。
【００４５】
　［コネクタ嵌合］
　ＵＴＰコネクタ２０Ａが相手側ＵＴＰコネクタ９０Ａに正規嵌合されると、ロックアー
ム４８がロック受部９３を弾性的に係止し、両コネクタ２０Ａ、９０Ａが離脱規制状態に
保持される。このとき、図９に示すように、各雄端子９１のタブ部９２が各ＵＴＰ接続端
子２１Ａの箱部２７内の挿入領域５３に挿入されて接続される。これにより、各雄端子９
１のタブ部９２が幅方向に互いに近接した状態で配置される。
【００４６】
　同様に、ＳＴＰコネクタ２０Ｂが相手側ＳＴＰコネクタ９０Ｂに正規嵌合されると、ロ
ックアーム４８がロック受部９３を弾性的に係止し、両コネクタ２０Ｂ、９０Ｂが離脱規
制状態に保持され、図２５に示すように、各雄端子９１のタブ部９２が各ＳＴＰ接続端子
２１Ｂの箱部２７内の挿入領域５３に挿入接続される。各雄端子９１のタブ部９２は、上
記ＵＴＰコネクタ２０Ａの場合よりも幅方向に離間した状態で配置される。また、外導体
２４Ｂがフード部９４に設置されたアース板６８に接続される。
【００４７】
　［作用効果］
　ＵＴＰコネクタ２０Ａの場合は、ＳＴＰコネクタ２０Ｂの場合に比べ、幅方向に対をな
す収容部２６に収容された状態で、各雄端子９１のタブ部９２が幅方向に互いに近接して
配置されることにより、インピーダンスが小さくなる（図１０を参照）。一方、ＳＴＰコ
ネクタ２０Ｂの場合は、ＵＴＰコネクタ２０Ａの場合に比べ、幅方向に対をなす収容部２
６に収容された状態で、各雄端子９１のタブ部９２が幅方向に互いに離間して配置される
ことにより、インピーダンスが大きくなる（図２６を参照）。
　また、各ＵＴＰ接続端子２１Ａが幅方向に対をなす収容部２６に収容された状態で各Ｓ
ＴＰ接続端子２１Ｂよりも近接して配置されることによっても、インピーダンスを小さく
することができ、各ＳＴＰ接続端子２１Ｂが幅方向に対をなす収容部２６に収容された状
態で各ＵＴＰ接続端子２１Ａよりも離間して配置されることによっても、インピーダンス
を大きくすることができる。
【００４８】
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　上述のとおり、ＵＴＰコネクタ２０ＡとＳＴＰコネクタ２０Ｂとは、ＳＴＰコネクタ２
０Ｂが外導体２４Ｂを有する点を除いて、実質的に共通の構成となっており、その構成に
大きな構造上の相違はない。したがって、ＵＴＰケーブル１０ＡをＳＴＰケーブル１０Ｂ
に置き換える際に、あるいは、ＳＴＰケーブル１０ＢをＵＴＰケーブル１０Ａに置き換え
る際に、コネクタ構造を大きく変更する必要がなく、コストの低減を図ることができる。
【００４９】
　さらに、ＵＴＰ接続端子２１Ａの場合は、幅方向に対をなす収容部２６において、弾性
接触片３２が幅方向外側に位置し、受部３１が幅方向内側に位置することでインピーダン
スが小さくなり、ＳＴＰ接続端子２１Ｂの場合は、幅方向に対をなす収容部２６において
、弾性接触片３２が幅方向内側に位置し、受部３１が幅方向外側に位置することでインピ
ーダンスが大きくなるように調整され、インピーダンスの調整に際し、弾性接触片３２と
受部３１との位置関係をＵＴＰコネクタ２０ＡとＳＴＰコネクタ２０Ｂとの間で逆転する
だけでもよいから、特別な加工を施す必要がなく、コストのさらなる低減を図ることがで
きる。
【００５０】
　［別態様］
　上述した図１～図１０に示す態様のＵＴＰ接続端子２１Ａは、幅方向で対をなす収容部
２６に、突部３４が幅方向外側に位置するように収容される。また、幅方向で対なす収容
部２６には、幅方向外側の位置に、それぞれ突部３４を受ける凹部４４と突片部４５とが
設けられている。同様に、上述した図１３～図２６に示す態様のＳＴＰ接続端子２１Ｂも
、幅方向で対をなす収容部２６に、突部３４が幅方向外側に位置するように収容され、幅
方向で対をなす収容部２６には、幅方向外側の位置に、それぞれ突部３４を受ける凹部４
４と突片部４５とが設けられている。
【００５１】
　これに対し、図１１に示す別態様のＵＴＰ接続端子２１Ｃは、幅方向で対をなす収容部
２６に、突部３４が幅方向内側に互いに対向して位置するように収容され、幅方向で対を
なす収容部２６には、幅方向内側の位置に、それぞれ突部３４を受ける凹部４４と突片部
４５とが設けられている。同様に、図２７に示す別態様のＳＴＰ接続端子２１Ｄも、幅方
向で対をなす収容部２６に、突部３４が幅方向内側に互いに対向して位置するように収容
され、幅方向で対をなす収容部２６には、幅方向内側の位置に、それぞれ突部３４を受け
る凹部４４と突片部４５とが設けられている。
【００５２】
　別態様のＵＴＰ接続端子２１Ｃは、幅方向で対をなす収容部２６に収容された状態で箱
部２７内における雄端子９１の挿入領域５３がＳＴＰ接続端子２１Ｄの場合よりも幅方向
に互いに近接するように配置され、別態様のＳＴＰ接続端子２１Ｄは、幅方向で対をなす
収容部２６に収容された状態で箱部２７内における雄端子９１の挿入領域５３がＵＴＰ接
続端子２１Ｃの場合よりも幅方向に互いに離間するように配置される。この点は、上述し
た図１～図１０に示す態様のＵＴＰ接続端子２１Ａ及び図１３～図２６に示す態様のＳＴ
Ｐ接続端子２１Ｂと同様である。したがって、別態様のＵＴＰ接続端子２１Ｃ及びＳＴＰ
接続端子２１Ｄにおいても、インピーダンスを適切な値に調整することができる。
【００５３】
　＜他の実施例＞
　他の実施例を簡単に説明する。　
　（１）実施例１では、ＵＴＰ誘電体及びＳＴＰ誘電体がいずれも上下に分割可能とされ
ていたが、本発明によれば、ＵＴＰ誘電体及びＳＴＰ誘電体の少なくとも一方が分割不能
に一体形成されていてもよい。　
　（２）実施例１では、ＳＴＰコネクタの外導体が上下に分割可能とされていたが、本発
明によれば、外導体が分割不能に一体形成されていてもよい。　
　（３）実施例１では、ＳＴＰ誘電体の各収容部の幅方向離間距離がＵＴＰ誘電体の各収
容部の幅方向離間距離よりも大きくされていたが、本発明によれば、ＳＴＰ誘電体の各収
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にしてもよい。　
　（４）箱部には、突部が２つ以上設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１０Ａ…ＵＴＰケーブル
　１０Ｂ…ＳＴＰケーブル
　１１…電線
　２０Ａ…ＵＴＰコネクタ
　２０Ｂ…ＳＴＰコネクタ
　２１Ａ…ＵＴＰ接続端子
　２１Ｂ…ＳＴＰ接続端子
　２２Ａ…ＵＴＰ誘電体
　２２Ｂ…ＳＴＰ誘電体
　２６…収容部
　２７…箱部
　３１…受部
　３２…弾性接触片
　３４…突部
　５３…挿入領域
　９０Ａ…相手側ＵＴＰコネクタ
　９０Ｂ…相手側ＳＴＰコネクタ
　９１…雄端子

【図１】 【図２】
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