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(57)【要約】
【課題】伝送速度が速くなり、導電端子の構造が簡単に
なるソケットコネクタを提供する。
【解決手段】ソケットコネクタは、基部と、該基部から
離隔される先端壁を備え、基部から前向きに突出するよ
うに形成される舌板とを含む絶縁本体と、第１コンタク
ト部と第１テール部とをそれぞれ有する複数の第１端子
を含み、前記絶縁本体の舌板に装着された導電端子と、
前記絶縁本体に組み合わされる中継装置とを含む回路基
板に実装され、導電端子は、第２コンタクト部と第２テ
ール部とを有する少なくとも二対の差分信号端子を含み
、第１コンタクト部と第２コンタクト部とは、舌板の同
一な壁に配置され、舌板の長さの方向において二列で配
置され、第２コンタクト部は前記第１コンタクト部より
前記舌板の先端壁に近接し、中継装置は一端が前記第１
テール部と第２テール部とにそれぞれ接続し、他端が前
記回路基板に接続している。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　基部と、前記基部から離隔された先端壁を備え、前記基部から前向きに突出するように
形成される舌板と、を含む絶縁本体と、
　第１コンタクト部と第１テール部とをそれぞれ有する複数の第１端子を含み、前記絶縁
本体の舌板に装着された導電端子と、
　前記絶縁本体に組み合わされる中継装置と、
を含む回路基板に実装されたソケットコネクタにおいて、
前記導電端子は、第２コンタクト部と第２テール部とを有する少なくとも二対の差分信号
端子を含み、前記第１コンタクト部と前記第２コンタクト部とは、前記舌板と同一な壁面
に配置され、前記舌板の長さの方向において二列で配置され、前記第２コンタクト部は前
記第１コンタクト部より前記舌板の先端壁に隣接し、
　前記中継装置は、一端が前記第１テール部と前記第２テール部とにそれぞれ接続され、
他端が前記回路基板に接続されることを特徴とするソケットコネクタ。
【請求項２】
　前記舌板の寸法は、ＵＳＢ２.０規格に拠るＡタイプのソケットコネクタの舌板の寸法
と同じであることを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項３】
　前記差分信号端子は、前記第２コンタクト部に平行に配置される保持部と、前記第２コ
ンタクト部と保持部とを連接し、前記舌板の先端壁に貼付けられる連接部とを含み、前記
第２テール部は前記保持部の末端に形成されることを特徴とする請求項１に記載のソケッ
トコネクタ。
【請求項４】
　前記二対の差分信号端子は、前記舌板の幅の方向に並ぶように配置され、前記二対の差
分信号端子の間には接地端子が配置されることを特徴とする請求項１に記載のソケットコ
ネクタ。
【請求項５】
　前記中継装置は、前記導電端子の第１テール部と第２テール部とを接続する中継基板と
、該中継基板に接続するための一端と前記回路基板に接続するための他端とを有する中継
端子と、を含むことを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項６】
　前記中継装置は、一端が前記導電端子に接続され、他端が前記回路基板に接続されるた
めのフラットケーブルまたはフレキシブルプリント回路であることを特徴とする請求項１
に記載のソケットコネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ソケットコネクタに関し、特に、ＵＳＢ(Universal Serial Bus )規格に準
拠したソケットコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＳＢ規格に拠るコネクタは、今、電子業界に一般に普及している、図９及び図１０は
、ＵＳＢ２.０規格のＡタイプに符合したソケットコネクタとプラグコネクタとを示す図
である。図９に示すプラグコネクタ５００は、絶縁材料からなる第１舌片５２と、第１舌
片５２に装着された四本の第１導電端子５３と、第１舌片５２の外部を包囲する第１シェ
ル５４と、第１シェル５４の末端を包囲するための絶縁体５５と、第１導電端子５３に電
気的に接続するためのケーブル５７とを有する。前記第１舌片５２と第１シェル５３とは
ほぼ矩形状を呈し、その第１舌片５２の左右側壁及び底壁は第１シェル５４にそれぞれ接
触し、第１舌片５２の頂壁と第１シェル５４の天板との間に第１収容空間５６が形成され
る。前記第１導電端子５３は導電金属板からなり、平板状を呈するので、弾性的な変形は
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されず、第１導電端子５３が第１舌片５２に貼付けられ、第１舌片５２の頂壁と同一平面
に位置している。前記四本の第１導電端子５３は、電源端子５３１と、接地端子５３４と
、アノードとしての信号端子５３３と、カソードとしての信号端子５３２とを含み、その
アノードとしての信号端子５３３及びカソードとしての信号端子５３２は、差分信号端子
の組を形成している。
【０００３】
　図１０は、ＵＳＢ２.０規格のＡタイプのソケットコネクタ６００を示す図であり、一
般に回路基板に実装され、第２舌板６２と、第２舌板６２に保持された四本の第２導電端
子６３と、第２舌板６２の外部を包囲するための第２シェル６４とを有し、第２導電端子
６３は第２舌片６２の下壁に装着されるようにその下壁から突出している。第２導電端子
６３は、導電金属板からなり、第２舌片６２の厚さの方向で弾性的に変形できる。四本の
第２導電端子６３は、プラグコネクタ５００の四本の第１導電端子５３に対応するように
配置され、電源端子６３１と、接地端子６３４と、アノードとしての信号端子６３３と、
カソードとしての信号端子６３２とを含み、そのアノードとしての信号端子６３３及びカ
ソードとしての信号端子６３２は、差分信号端子の組を形成している。第２シェル６４が
第２舌板６２を包囲すると第２収容空間６６が形成される。
【０００４】
　プラグコネクタ５００をソケットコネクタ６００に挿入する際に、プラグコネクタ５０
０の第１舌板５２が第２収容空間６６に収容され、ソケットコネクタ６００の第２舌板６
２が第１収容空間５６に収容され、且つ、第１導電端子５３と第２導電端子６３との間に
電気的な接続を達成できる。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　電子産業の発展に従って、ＵＳＢ２.０規格に拠るコネクタの伝送速度が発展の要求を
満足せず、例えば、音楽や映画を伝送する場合には、伝送速度が１Ｇ／Ｓ以上に達し、こ
の時、ＵＳＢ２.０規格のコネクタは、伝送速度の使用要求を満足できないので使用が制
限される。今、音楽や映画を伝送する場合に、高速伝送できるSerial-ATA規格等のコネク
タが常に使用されている。だが、応用の方面において、ＵＳＢ規格のコネクタはSerial-A
TA規格等のコネクタより広くなっている。また、ＵＳＢ規格のコネクタの容積がより小さ
いので、電子業界の小型化の発展に有利となっている。そこで、ＵＳＢ規格に拠り、高速
伝送できる新型ソケットコネクタを開発することが必要である。
【０００６】
　本考案は、伝送速度が速くなり、導電端子の構造が簡単になるソケットコネクタを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案のソケットコネクタは、基部と、前記基部から離隔された先端壁を備え、前記基
部から前向きに突出するように形成される舌板とを含む絶縁本体と、第１コンタクト部と
第１テール部とをそれぞれ有する複数の第１端子を含み、前記絶縁本体の舌板に装着され
た導電端子と、前記絶縁本体に組み合わされる中継装置とを含む回路基板に実装されたソ
ケットコネクタにおいて、前記導電端子は、第２コンタクト部と第２テール部とを有する
少なくとも二対の差分信号端子を含み、前記第１コンタクト部と第２コンタクト部とは前
記舌板の同一な壁に配置され、前記舌板の長さの方向において二列に配置され、前記第２
コンタクト部は前記第１コンタクト部より前記舌板の先端壁に隣接し、前記中継装置は、
一端が前記第１テール部と第２テール部とにそれぞれ接続し、他端が前記回路基板に接続
していることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００８】
　従来技術に比べ、本考案は以下の利点を有し、差分信号端子を増加することにより高速
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伝送でき、伝送速度が速くなり、中継装置によって導電端子の製造が簡単になっている。
【考案を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本考案のソケットコネクタの好ましい第１の実施形態について、添付図面図１～図５を
参照して説明する。本考案の第１実施形態のソケットコネクタ１００は回路基板８に実装
され、絶縁本体１と、絶縁本体１に保持された複数の導電端子２と、絶縁本体１の外部を
包囲するための金属板からなるシールドケース３と、導電端子２に半田付けされる中継基
板４と、中継端子５とを含む。
【００１０】
　絶縁本体１は、基部１１と、基部１１の先端壁１１０から前向きに延出するように形成
された舌板１２とを有する。基部１１は上下壁１１１、１１２と両側壁１１３とを含み、
上壁１１１の中央には凸部１１１１が形成され、両側壁１１３には凹部１１３１がそれぞ
れ形成される。舌片１２は、頂壁１３と、頂壁１３に対向するように配置される底壁１４
と、基部１１から離隔される先端壁１８とを有する。その頂壁１３には舌板１２の長さの
Ａ-Ａ（図３に示す）方向に沿って延出する第１収容溝１３１が設けられ、該第１収容溝
１３１が基部１０を貫通するように設けられ、前記底壁１４の先端と奥端とには第１収容
溝１３１と平行に配置される第２収容溝１４１と第３収容溝１４２とがそれぞれ設けられ
、第２端子溝１４１と第３収容溝１４２とは互いに連通していない。
【００１１】
　図３乃至図５を参照すると、複数の導電端子２は、第３収容溝１４２に装着された第１
端子２１と、第１収容溝１３１、第２収容溝１４１に装着された複数の付加端子２２とを
含む。複数の第１端子２１は構造がほぼ同じで、第３収容溝１４２に収容された第１コン
タクト部１５と、第１コンタクト部１５から後向きに延出するように形成される第１テー
ル部１６とを有し、舌板１２の幅のＢ-Ｂ方向において、第１コンタクト部１５がＢ－Ｂ
方向に沿って並ぶように配置される。第１端子２１の第１コンタクト部１５は第３収容溝
１４２に片持ちされるように装着されるので、舌板１２の高さのＣ-Ｃ方向に弾性的な変
形ができる。図３に示す、前記Ａ-Ａ方向、Ｂ-Ｂ方向、Ｃ-Ｃ方向は、互いに直交してい
る。
【００１２】
　本考案のソケットコネクタ１００は図１１に示す従来のプラグコネクタ５００に嵌合で
き、本考案のソケットコネクタ１００の舌板１２は従来のＵＳＢ規格に拠るソケットコネ
クタ６００の第２舌板６２の寸法とほぼ同じである。本考案の前記ソケットコネクタ１０
０の第１端子２１は、従来のＵＳＢ規格に拠るソケットコネクタ６００の第２導電端子６
３の構造及び配置方式と同じである。第１端子２１は、電源端子２１１と、カソードとし
ての信号端子２１２と、アノードとしての信号端子２１３と、接地端子２１４とを含む。
【００１３】
　付加端子２２は、二対の差分信号端子２３と、接地端子２４とを有し、二対の差分信号
端子２３の一方は高速信号を送信するのに用いられ、他方は高速信号を受信するのに用い
られ、接地端子２４が二対の差分信号端子の間に配置されることによって、二対の差分信
号端子２３の間のクロストークを低減している。付加端子２２は舌板１２の幅のＢ-Ｂ方
向に沿って並ぶように配置される。
【００１４】
　各差分信号端子２３は、第２コンタクト部２５と、第２コンタクト部２５の先端から上
向きに折曲がって延出するように形成される連接部２６と、連接部２６から後向きに延出
する保持部２７と、保持部２７の末端の第２テール部２８とをそれぞれ含み、第２コンタ
クト部２５と保持部２７とは、舌板１２の長さのＡ-Ａ方向で平行に配置される。接地端
子２４は差分信号端子２３の構造とほぼ同じであり、第３コンタクト部２４１と、第３コ
ンタクト部２４１の先端から上向きに折曲がって延出するように形成される連接部２４２
と、連接部２４２から後向きに延出する保持部２４３と、保持部２４３の末端の第３テー
ル部２４５とを含み、第３コンタクト部２４１と保持部２４３とは、舌板１２の長さのＡ
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-Ａ方向で平行に配置される。第２コンタクト部２５と第３コンタクト部２４１とが平板
状を呈するように第２収容溝１４２に貼付けされることで、舌板１２の厚さのＣ-Ｃ方向
に弾性的に変形できない。
【００１５】
　前記導電端子２が後端から絶縁本体１にそれぞれ挿入され、第１端子２１の第１コンタ
クト部１５が第３収容溝１４２に収容され、付加端子２２の第２コンタクト部２５及び第
３コンタクト部２４１が第２収容溝１４１にそれぞれ貼付けるように収容される。第１コ
ンタクト部１５と、第２コンタクト部２５と、第３コンタクト部２４１とは、舌板１２の
底壁１４に位置されるが、舌板１２の長さのＡ-Ａ方向で、第１コンタクト部１５と第２
コンタクト部２５とは二列に配置され、第２コンタクト部２５は第１コンタクト部１５よ
り舌板１２の先端壁１８に近接して、即ち、舌板１２の長さのＡ-Ａ方向において、第１
コンタクト部１５と第２コンタクト部２５との間に所定の距離を離間することによって、
第１端子２１と付加端子２２の間とのクロストークを低減している。
【００１６】
　図３乃至図５を参照すると、金属シールドケース３は、矩形のケース状を呈し、対向す
るように配置される天板３１と及び底板３２と、天板３１及び底板３２に連接するための
両側板３３とを有し、天板３１と底板３２と両側板３３とは、絶縁本体１を収容するため
の収容空間１０を形成する。天板３１には、絶縁本体１の基部１１の凸部１１１１に係合
するための凹溝３１１が形成され、両側板３３には絶縁本体１の凹部１１３１に係合する
ための係合片３１１が形成され、天板３１及び底板３２には第１弾性片３１０がそれぞれ
収容空間１０に突出するように形成され、両側板３３には、第２弾性片３３０がそれぞれ
収容空間１０に突出するように形成される。プラグコネクタが収容空間１０に挿入される
際に、第１弾性片３１０と第２弾性片３３０とがプラグコネクタに当接されることによっ
て、プラグコネクタがソケットコネクタ１００から外れることを防止できる。
【００１７】
　図２乃至図５を参照すると、中継基板４は第１スルーホール４１と、第１スルーホール
４１に電気的に接続するための第２スルーホール４２とを有し、前記第１端子２１の第１
テール部１６が第１スルーホール４１に接続し、第２テール部２８と第３テール部２４５
とは、第２スルーホール４２に接続している。
【００１８】
　中継端子５はＬ字形状を呈し、第２スルーホール４２に貫通するように中継基板４に半
田付けされる第１端部５１と、第１端部５１に垂直するように回路基板８に半田付けされ
る第２端部５２とを有する。ソケットコネクタ１００は、中継端子５の第２端部５２の間
の平行度を維持するためのベース６を有し、ベース６には第１端部５１を挿入するための
通孔６１が設けられ、ベース６が前記中継基板４に貼付けるように配置され、勿論、他の
実施形態において、ベース６は中継端子５とインサート成型により一体に成型され得る。
【００１９】
　図６乃至図８は、本考案のソケットコネクタ１００の第２実施形態について説明してお
り、第２実施形態のソケットコネクタ２００と第１実施形態のソケットコネクタ１００と
の差異は、フラットケーブル（FFC: Flexible flat cable）またはフレキシブルプリント
回路（FPC : Flexible printed circuit）７により、導電端子２を回路基板８に電気的に
接続させることである。フラットケーブル（FFC: Flexible flat cable）またはフレキシ
ブルプリント回路（FPC : Flexible printed circuit）７には、導電端子２の第１テール
部１６、第２テール部２８、第３テール部２４５が挿入されるように接続する通孔７１と
、回路基板８に接続するためのテール部７２とを有する。
【００２０】
　本考案に係るソケットコネクタ１００、２００は、中継装置（例えば、第１実施形態の
中継基板４、中継端子５と及び第２実施形態のフラットケーブルまたはフレキシブルプリ
ント回路等）により導電端子２を回路基板８に接続させることで、導電端子２の製造が簡
単になり、また、導電端子２のテール部１６、２５、２４５が回路基板８から遠く離れる
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場合には、中継装置によりソケットコネクタを回路基板に便利に接続させている。
【００２１】
　本考案に係るソケットコネクタ１００、２００は、従来のＵＳＢ規格に拠るＡタイプの
ソケットコネクタ６００より二対の差分信号端子２３と一本の接地端子２４とを増加し、
且つ、舌板１２の寸法が従来のＵＳＢ規格に拠るＡタイプのソケットコネクタの舌板６２
とほぼ同じである。一対の差分信号端子２３によりソケットコネクタ１００、２００が高
速伝送でき、且つ従来のＵＳＢ規格に拠るＡタイプのプラグコネクタ５００を嵌合できる
。
【００２２】
　以上本考案について最良の実施形態を参照して詳細に説明したが、本実施形態はあくま
でも例示的なものであり、これらに限定されるものではない。また上述の説明は、本考案
に基づきなしうる細部の修正或は変更など、いずれも本考案の請求範囲に属するものとす
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本考案の第１実施形態のソケットコネクタを回路基板に実装された組立斜視図で
ある。
【図２】図１に示す第１実施形態のソケットコネクタを回路基板に装着された他の角度か
ら見た斜視図である。
【図３】図１に示す第１実施形態のソケットコネクタの部分の分解斜視図であり、その導
電端子が中継装置に組合している。
【図４】図３に示す第１実施形態のソケットコネクタの他の角度から見た部分の分解斜視
図である。
【図５】図１に示す第１実施形態のソケットコネクタの分解斜視図である。
【図６】本考案の第２実施形態のソケットコネクタの組立斜視図である。
【図７】図６に示す第２実施形態のソケットコネクタの他の角度から見た斜視図である。
【図８】本考案の第２実施形態のソケットコネクタの分解斜視図である。
【図９】従来のＵＳＢ２.０規格のＡタイプのプラグコネクタの斜視図である。
【図１０】従来のＵＳＢ２.０規格のＡタイプのソケットコネクタの斜視図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１００　ソケットコネクタ
　１　絶縁本体
　１１　基部
　１２　舌板
　１３　頂壁
　１４　底壁
　１８、１１０　先端壁
　１１１　上壁
　１１２　下壁
　１１３　側壁
　１３１　第１収容溝
　１４１　第２収容溝
　１４２　第３収容溝
　１１１１　凸部
　１１３１　凹部
　２　導電端子
　１５　コンタクト部
　１６　第１テール部
　２１　第１端子
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　２２　付加端子
　２３　差分信号端子
　２１１　電源端子
　２１２、２１３　信号端子
　２１４、２４　接地端子
　２５　第２コンタクト部
　２６、２４２　連接部
　２７、２４３　保持部
　２８　第２テール部
　２４１　第３コンタクト部
　２４５　第３テール部
　３　シールドケース
　４　中継基板
　５　中継端子
　６　ベース
　７　FFC、FPC
　８　回路基板

【図１】

【図２】

【図３】
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