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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタソケットと、該コネクタソケットに接続されるコネクタプラグとを有するコネ
クタであって、
　前記コネクタソケットは、複数のソケット側コンタクト部品と、該複数のソケット側コ
ンタクト部品を保持するソケット側コンタクト部品保持部材と、前記複数のソケット側コ
ンタクト部品を保持した前記ソケット側コンタクト部品保持部材が内側に設けられたソケ
ット側絶縁ハウジングと、該ソケット側絶縁ハウジングの内部であり、かつ前記ソケット
側コンタクト部品保持部材の外側に位置し、角筒状をなす金属板材で構成されたソケット
側電磁シールドとを有し、
　前記コネクタプラグは、前記コネクタソケットに前記コネクタプラグを接続する際に、
前記複数のソケット側コンタクト部品と接続する複数のプラグ側コンタクト部品と、該複
数のプラグ側コンタクト部品を保持するプラグ側コンタクト部品保持部材と、前記複数の
プラグ側コンタクト部品を保持した前記プラグ側コンタクト保持部材が内側に設けられた
プラグ側絶縁ハウジングと、該プラグ側絶縁ハウジングの内部であり、かつ前記プラグ側
コンタクト部品保持部材の外側に位置し、角筒状をなす金属板材で構成されたプラグ側電
磁シールドとを有し、該プラグ側電磁シールドは、前記コネクタソケットに前記コネクタ
プラグを接続する際に、前記ソケット側電磁シールドの内側に位置し、
　前記コネクタプラグのプラグ側電磁シールドには、その上面の一部を外側に変形させる
ことにより形成された凸部が形成されており、前記コネクタソケットのソケット側電磁シ
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ールドの上面には、前記コネクタソケットに前記コネクタプラグを接続する際に、前記プ
ラグ側電磁シールドに形成された前記凸部に係合する凹部が形成されており、
　前記コネクタプラグは、前記プラグ側絶縁ハウジングの前記コネクタソケットと接続さ
れる側に前記プラグ側電磁シールドを突出させる突出口を有し、前記プラグ側電磁シール
ドは前記コネクタソケットと接続される側とは反対側から前記突出口に挿通されるように
なっており、
　前記突出口の上側の縁部には、該突出口に前記プラグ側電磁シールドが挿通される際に
、前記プラグ側電磁シールドの上面に形成された前記凸部を挿通させる複数の凸部挿通部
が連続して設けられていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記ソケット側電磁シールドに形成された前記凹部は、前記ソケット側電磁シールドに
スリット状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記ソケット側電磁シールドに形成された前記凹部は、前記ソケット側電磁シールドに
相手方コネクタプラグを差し込む際に、相手方コネクタプラグが変位する方向とほぼ平行
になっていることを特徴とする請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記凹部および凸部が複数組設けられていることを特徴とする請求項１ないし３のいず
れかに記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プリント基板に取り付けられ、外部端子と接続することにより、電気信号を伝
達する多極コネクタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種のコネクタの一例について説明する。
【０００３】
図４５は、従来の多極コネクタのコネクタプラグおよびコネクタソケットの分解斜視図で
あり、図４６は、従来の多極コネクタのコネクタプラグおよびコネクタソケットの縦断面
図である。
【０００４】
従来の多極コネクタ２００は、図４５に示すように、コネクタプラグ２０１と該コネクタ
プラグ２０１を収容するコネクタソケット２１０とから構成されている。
【０００５】
前記コネクタプラグ２０１は、図４５に示すように、後述するプラグ側コンタクト部品２
１５を保持するプラグ側絶縁ハウジング２０２と、該プラグ側絶縁ハウジング２０２の外
周を覆う金属製のプラグ側電磁シールド２０３と、該プラグ側電磁シールド２０３の外周
を覆うカバー２０４とから構成されている。
【０００６】
前記プラグ側電磁シールド２０３の上面ほぼ中央には、図４５に示すように、誤挿入防止
凸部２０５が設けられている。
【０００７】
前記コネクタソケット２１０は、図４５に示すように、後述するソケット側コンタクト部
品２２０を保持するソケット側絶縁ハウジング２１１と、該ソケット側絶縁ハウジング２
１１の上面および左右側面を覆う金属製のソケット側電磁シールド２１２を有している。
【０００８】
前記ソケット側絶縁ハウジング２１１は、樹脂で形成されており、その内壁面に図４５に
示すように、前記誤挿入防止凸部２０５と係合し、前記コネクタプラグ１０を上下の向き
を間違うことなく前記コネクタソケット２１０に挿入するための誤挿入防止凹部２１３を
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有している。
【０００９】
次に、従来の多極コネクタのプラグ側コンタクト部品について説明する。
図４７（ａ）および（ｂ）は、従来の多極コネクタのプラグ側コンタクト部品の構造の一
例を示す上面図、右側面図であり、図４７（ｃ）は、該プラグ側コンタクト部品の接触部
の前面図である。また、図４８（ａ）および（ｂ）は、従来の多極コネクタのプラグ側コ
ンタクト部品の構造の一例を示す上面図、右側面図であり、図４８（ｃ）は、該プラグ側
コンタクト部品の接触部の前面図である。
【００１０】
該プラグ側コンタクト部品２１５ａおよび２１５ｂは、図４７および図４８に示すように
、いずれも一方の端部に相手方のソケット側コンタクト部品２２０と接触する接触部２２
３ａおよび２２３ｂを有しており、他方の端部に導線を挟持し、固定するとともに当該プ
ラグ側コンタクト部品２１５と導線との電気的な接続を図るための導線接続部２１７を有
している。
【００１１】
前記接触部２２３ａは、図４７（ａ）ないし（ｃ）に示すように、金属板材を打ち抜き加
工などによってほぼ長方形に形成したものであり、この接触部２２３と相手方のソケット
側コンタクト部品２２０との接触により、当該プラグ側コンタクト部品２１５と、前記ソ
ケット側コンタクト部品２２０とが導通する。
【００１２】
一方、前記接触部２２３ｂは、図４８（ａ）ないし（ｃ）に示すように、金属板材の左右
側部を折曲加工することにより断面がほぼＵ字状になるように形成したものであり、その
上面２１６が相手側のソケット側コンタクト部品２２０と接触する。
【００１３】
次に、従来の多極コネクタのソケット側コンタクト部品について説明する。
従来の多極コネクタのソケット側絶縁ハウジング２１１には、図４６に示すように、ソケ
ット側コンタクト部品を保持するためのコンタクト部品保持部材２１４が設けられており
、前記ソケット側コンタクト部品は、該ソケット側コンタクト部品保持部材２１４の上側
に位置する上側コンタクト部品２２１ａ、下側に位置する下側コンタクト部品２２１ｂの
２種類からなっており、これらのソケット側コンタクト部品２２０が、当該コンタクト部
品保持部材２１４の上下の面に２列に並ぶようになっている。
【００１４】
また、前記ソケット側コンタクト部品２２０は、前記プラグ側コンタクト部品２１５と接
触する接触部２２３と、当該ソケット側コンタクト部品２２０を基板の導電パターンなど
に接続するための基板接続部２２４ａおよび２２４ｂを有しており、前記接触部２２３と
前記基板接続部２２４ａおよび２２４ｂとの間には、折曲部２２５ａおよび２２５ｂが設
けられている。
【００１５】
なお、前記ソケット側コンタクト部品２２０の前記接触部２２３ａおよび２２３ｂの先端
から前記折曲部２２５ａおよび２２５ｂまでの距離は、図４６に示すようにほぼ等しくな
っており、前記下側コンタクト部品２２１ｂの折曲部２２５ｂは、隣り合う２つの上側コ
ンタクト部品２２１ａの基板接続部２２４ａの間に位置しており、前記上側コンタクト部
品２２１ａの折曲部２２５ａと、前記下側コンタクト部品２２１ｂの折曲部２２５ｂとが
、図４６に示すように、１つの面上に並んでいる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の多極コネクタ２００のコネクタソケット２１０のように、
ソケット側絶縁ハウジング２１１の外側にソケット側電磁シールドを設ける構造では、図
４５に示すように、金属製のソケット側電磁シールド２１２に設けられた誤挿入防止凸部
２０５と、樹脂などの絶縁素材で形成されたソケット側絶縁ハウジング２１１の誤挿入防
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止凹部２１３とを係合させる構造であったため、コネクタプラグ２０１を強い力でコネク
タソケット２１０に押し込んだ場合に、強度の弱い樹脂性のソケット側絶縁ハウジング２
１１が変形しやすく、コネクタソケット２１０にコネクタプラグ２０１が誤った向きで挿
入されてしまうおそれがあった。
【００１７】
本発明は、上記問題点に鑑み、コネクタプラグがコネクタソケットに無理に押し込まれた
場合におけるコネクタプラグのコネクタソケットへの誤挿入のおそれの少ないコネクタを
提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
このような目的は、以下の（１）～（１２）の本発明により達成される。
【００１９】
　（１）　コネクタソケットと、該コネクタソケットに接続されるコネクタプラグとを有
するコネクタであって、
　前記コネクタソケットは、複数のソケット側コンタクト部品と、該複数のソケット側コ
ンタクト部品を保持するソケット側コンタクト部品保持部材と、前記複数のソケット側コ
ンタクト部品を保持した前記ソケット側コンタクト部品保持部材が内側に設けられたソケ
ット側絶縁ハウジングと、該ソケット側絶縁ハウジングの内部であり、かつ前記ソケット
側コンタクト部品保持部材の外側に位置し、角筒状をなす金属板材で構成されたソケット
側電磁シールドとを有し、
　前記コネクタプラグは、前記コネクタソケットに前記コネクタプラグを接続する際に、
前記複数のソケット側コンタクト部品と接続する複数のプラグ側コンタクト部品と、該複
数のプラグ側コンタクト部品を保持するプラグ側コンタクト部品保持部材と、前記複数の
プラグ側コンタクト部品を保持した前記プラグ側コンタクト保持部材が内側に設けられた
プラグ側絶縁ハウジングと、該プラグ側絶縁ハウジングの内部であり、かつ前記プラグ側
コンタクト部品保持部材の外側に位置し、角筒状をなす金属板材で構成されたプラグ側電
磁シールドとを有し、該プラグ側電磁シールドは、前記コネクタソケットに前記コネクタ
プラグを接続する際に、前記ソケット側電磁シールドの内側に位置し、
　前記コネクタプラグのプラグ側電磁シールドには、その上面の一部を外側に変形させる
ことにより形成された凸部が形成されており、前記コネクタソケットのソケット側電磁シ
ールドの上面には、前記コネクタソケットに前記コネクタプラグを接続する際に、前記プ
ラグ側電磁シールドに形成された前記凸部に係合する凹部が形成されており、
　前記コネクタプラグは、前記プラグ側絶縁ハウジングの前記コネクタソケットと接続さ
れる側に前記プラグ側電磁シールドを突出させる突出口を有し、前記プラグ側電磁シール
ドは前記コネクタソケットと接続される側とは反対側から前記突出口に挿通されるように
なっており、
　前記突出口の上側の縁部には、該突出口に前記プラグ側電磁シールドが挿通される際に
、前記プラグ側電磁シールドの上面に形成された前記凸部を挿通させる複数の凸部挿通部
が連続して設けられていることを特徴とするコネクタ。
【００２７】
　（２）　前記ソケット側電磁シールドに形成された前記凹部は、前記ソケット側電磁シ
ールドにスリット状に形成されていることを特徴とする上記（１）に記載のコネクタ。
【００２８】
　（３）　前記ソケット側電磁シールドに形成された前記凹部は、前記ソケット側電磁シ
ールドに相手方コネクタプラグを差し込む際に、相手方コネクタプラグが変位する方向と
ほぼ平行になっていることを特徴とする上記（２）に記載のコネクタ。
【００３０】
　（４）　前記凹部および凸部が複数組設けられていることを特徴とする上記（１）ない
し（３）のいずれかに記載のコネクタ。
【００３１】
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本発明の他の目的、作用および効果は、図面を参照して行う以下の実施形態の説明から、
より明らかとなるであろう。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るコネクタの好適実施形態を図面に基づいて詳述する。
【００３３】
図１は、本発明のコネクタの全体構成を示す斜視図である。図２は、本発明のコネクタに
係るコネクタプラグの分解側面図であり、図３は、本発明のコネクタに係るコネクタソケ
ットの分解側面図である。
【００３４】
本発明のコネクタ１は、図１に示すように、コネクタプラグ１０と、該コネクタプラグ１
０を収容するコネクタソケット１００を有している。
【００３５】
図４ないし図６は、本発明のコネクタのコネクタプラグの上面図、前面図、右側面図であ
る。また、図７は、図４におけるＡ―Ａ線断面図である。
【００３６】
前記コネクタプラグ１０は、図２および図４ないし図６に示すように、該コネクタプラグ
１０の外周を覆う樹脂などの絶縁素材で形成されたプラグ側絶縁ハウジング１１と、該プ
ラグ側絶縁ハウジング１１の内部に設けられたプラグ側電磁シールド２０と、該プラグ側
電磁シールド２０の内側に設けられたプラグ側コンタクト部品保持部材５０を有している
。
【００３７】
前記プラグ側絶縁ハウジング１１は、図２に示すように、前面部材１２および後面部材１
６からなる２つの部材から構成されている。
【００３８】
図８は、該コネクタプラグに係るコネクタ側絶縁ハウジングの前面部材の正面図である。
【００３９】
前記前面部材１２は、図８に示すように、後述するプラグ側電磁シールド２０の前端を突
出させる突出口１３を有している。該突出口１３の上側の縁部には、該突出口１３に前記
プラグ側電磁シールド２０が挿通される際に、前記プラグ側電磁シールド２０の上側部材
２１の上面部２２に設けられた後述する誤挿入防止キー２３を挿通させるため、誤挿入防
止キー挿通部１４が複数設けられている。
本実施形態では、この誤挿入防止キー挿通部１４を前記突出口１３の上側の縁部に複数配
列することにより、後に詳述する前記プラグ側電磁シールド２０の誤挿入防止キー２３の
配置（図１５（ａ）ないし（ｄ）参照）に関わらず、同一形状の前面部材１２を用いるこ
とができるようになっている。
【００４０】
また、前記前面部材１２の左右側面には、図６および図８に示すように、後述するプラグ
側電磁シールド２０の左右側面にそれぞれ設けられたロック爪４７、４７を押圧するため
の押圧片１５、１５が設けられている。該押圧片１５、１５は、図６に示すように、その
前端部、上端部、下端部が、ほぼコの字状の間隙１７によって前記前面部材１２と所定間
隔をおいて離間している。また、その後端部は、前記前面部材１２と連続して一体に形成
されており、該後端部を中心に当該押圧片１５、１５の前端部が左右方向に変形可能に構
成されている。また、前記押圧片１５、１５の各前端部は、当該前面部材１２の側面から
左右方向に突出しており、各前端部を左右方向から手指によって押圧することにより、該
押圧片１５、１５の前端部に当接した後述するプラグ側電磁シールド２０のロック片４６
、４６を該押圧片１５、１５とともに押圧できるようになっている。
【００４１】
前記プラグ側電磁シールド２０は、当該コネクタプラグ１０内に設けられたケーブルに対
する外部電界や外部磁界などの外部ノイズからの影響を遮蔽するために設けられており、
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図２に示すように、主に当該コネクタプラグ１０の上面および前面を覆う上側部材２１と
、主に当該コネクタプラグ１０の後面および下面を覆う下側部材４０とから構成されてい
る。
【００４２】
図９ないし図１１は、本発明のコネクタのコネクタプラグに係るプラグ側電磁シールドの
上側部材の上面図、前面図、右側面図である。また、図１５（ａ）ないし（ｄ）は、それ
ぞれ該上側部材のに設けられる誤挿入防止キーの配置の例を示した前面図である。
【００４３】
前記上側部材２１は、上面部２２、天板部２５、前記上面部２２の後端および前記天板部
２５の前端を接続する前面部２６、前記上面部２２の左右方向両端に位置する左面部２７
および右面部２８、前記前面部２６の右端に位置する側板部２９、および前記天板部２５
の左端に位置するケーブル固定部３０を有している。
【００４４】
前記上面部２２の前部には、図９ないし図１１に示すように、当該コネクタプラグ１０が
誤って前記コネクタソケット１００に上下逆向きに挿入されたり、前記コネクタソケット
１００以外の他のコネクタソケットに誤って挿入されたりすることを防止するため、２つ
の誤挿入防止キー２３が設けられている。該誤挿入防止キー２３は、前記上面部２２の一
部を加工し、変形させることによって設けられており、横断面がほぼ半円形になるように
形成されている。
【００４５】
また、該誤挿入防止キー２３は、図１０に示すように、後述するソケット側電磁シールド
１４０に設けられたキー案内部１４５の位置（図４１参照）と対応する位置に設けられお
り、該誤挿入防止キー２３の前記上面部２２の上面からの突出高さＤは、図１１に示すよ
うに、後述するソケット側電磁シールド１４０に使用されている金属板材の厚さｄ（図４
２参照）以下となるように形成されている。
【００４６】
そして、該誤挿入防止キー２３と前記ソケット側電磁シールド１４０をそのような寸法で
形成することにより、該誤挿入防止キー２３の上端部が前記ソケット側電磁シールド１４
０の上方に位置する前記ソケット側絶縁ハウジング１０１の上面部１０２と接触すること
なく、前記キー案内部１４５中をスムースに移動できるようになっている。
【００４７】
このように、本実施形態のコネクタ１は、プラグ側電磁シールド２０に誤挿入防止キー２
３を、ソケット側電磁シールド１４０にキー案内部１４５を設け、両者の接触面を金属に
よって構成していることから、接触面が磨耗や変形に強くなっており、誤挿入防止キー２
３を小型に形成した場合でも、十分な強度が確保されるようになっている。
【００４８】
そのため、本発明のコネクタ１は、前記誤挿入防止キー２３を用途の種類に応じて図１５
（ａ）ないし（ｄ）に示すよう様々な配置にすることができ、それにより複数のコネクタ
１を使い分けることが可能となっている。
【００４９】
なお、本実施形態の誤挿入防止キー２３の形状や形成方法は、一例であり、他の形状、他
の形成方法によって形成することも無論可能である。
【００５０】
前記上面部２２の後部には、図９ないし図１１に示すように、突出長規定部２４が設けら
れている。該突出長規定部２４は、当該上側部材２１を前記プラグ側絶縁ハウジング１１
の突出口１３へと挿入する際に、その前面が前記プラグ側絶縁ハウジング１１の前面部材
１２の後面に当接し、当該上側部材２１の突出長さを規定する機能を有している。
【００５１】
図１２ないし図１４は、本発明のコネクタのコネクタプラグに係るプラグ側電磁シールド
の下側部材の上面図、前面図、右側面図である。
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【００５２】
前記下側部材４０は、図１２ないし図１４に示すように、下面部４１、後面部４３、左面
部４４、右面部４５の４面から構成されており、前記下面部４１の後端に前記後面部４３
が、前記下面部４１および前記後面部４３の左右方向両端には前記左面部４４および右面
部４５が位置している。
【００５３】
前記下面部４１は、図１２ないし図１４に示すように、そのほぼ中央に突出長規定部４２
を備えている。該突出長規定部４２は、前記上側部材２１の上面部２２に設けられた突出
長規定部２４と同様に、当該下側部材４０が前記プラグ側絶縁ハウジング１１の突出口１
３に挿通される際に、その前面が前記プラグ側絶縁ハウジング１１の前面部材１２の後面
に当接し、該前面部材１２の突出口１３からの当該下側部材４０の突出長さを規定する機
能を有している。
【００５４】
前記左面部４４および前記右面部４５は、図１２ないし図１４に示すように、各後端部が
該左面部４４、右面部４５と連続して一体に形成されたロック片４６、４６を備えている
。該ロック片４６、４６は、その前端部に後述するソケット側電磁シールド１４０に設け
られたロック孔部１４９、１４９と係合するロック爪４７、４７を有している。そして、
該ロック爪４７、４７およびロック孔部１４９、１４９の係合により、前記コネクタプラ
グ１０が前記コネクタソケット１００にロックされるようになっている。
【００５５】
また、前記ロック片４６、４６は、前記プラグ側絶縁ハウジング１１の左右側面に設けら
れた前記押圧片１５、１５によってその長手方向のほぼ中央部が押圧されるようになって
おり、その際に、該ロック片４６、４６は左右方向内側に弾性変形するようになっている
。そして、前記押圧片１５、１５の押圧によって前記ロック爪４７、４７と前記ロック孔
部１４９、１４９との係合が解除され、前記コネクタソケット１００から前記コネクタプ
ラグ１０が外れるようになっている。
【００５６】
図１６ないし図１９は、本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコンタクト部品保持部
材の上面図、下面図、前面図、右側面図、後面図である。また、図２０は、図１６におけ
るＢ－Ｂ線断面図である。
【００５７】
前記プラグ側コンタクト部品保持部材５０は、樹脂などの絶縁素材で形成されており、図
１６ないし図１９に示すように、上面部５１、下面部５９、右面部５２、左面部５３、お
よび後面部５４を有するほぼ箱状に形成されており、前記後面部５４と対向する面が開口
５６となっている。
【００５８】
前記後面部５４には、図１９に示すように、前記上面部５１および前記下面部５９のそれ
ぞれに沿って後に詳述するプラグ側コンタクト部品７０を複数挿通する挿通孔５５が配設
されている。
【００５９】
また、前記上面部５１および前記下面部５９の内壁面には、図１９および図２０に示すよ
うに、前記プラグ側コンタクト部品７０を保持するほぼ溝状のコンタクト部品保持部６０
が配設されている。
【００６０】
また、該プラグ側コンタクト部品保持部材５０の前記上面部５１および下面部５９の各前
端付近には、後に詳述するプラグ側コンタクト部品７０に設けられた一対の先端突出部８
３、８３を支持するため、図２０に示すように、該プラグ側コンタクト部品保持部材５０
の前方から後方に向かって延出する先端保持部５７が設けられている。該先端保持部５７
は、後述するプラグ側コンタクト部品７０に設けられた一対の先端突出部８３、８３の間
に位置し（図７参照）、前記先端突出部８３の上下方向の動きを規制する機能を有してい
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る。
【００６１】
また、該プラグ側コンタクト部品保持部材５０の前記上面部５１および下面部５９の長手
方向ほぼ中央部には、図１６および図２０に示すように、前記プラグ側コンタクト部品７
０の前後方向の動きを規制するため、係合孔部５８が設けられている。該係合孔部５８は
、後述するプラグ側コンタクト部品７０に設けられた係合突部７６と係合する。そして、
前記係合突部７６と前記係合孔部５８との係合により、前記プラグ側コンタクト部品保持
部６０に前記プラグ側コンタクト部品７０が挿入された後に、前記プラグ側コンタクト部
品保持部材５０から前記プラグ側コンタクト部品７０が外れないようになっている。
【００６２】
図２１は、本発明のコネクタに係るプラグ側コンタクト部品の斜視図である。
また、図２２は、図２１における突出縁部付近の拡大斜視図である。また、図２３および
図２４は、該プラグ側コンタクト部品の上面図、左側面図であり、図２５は、該プラグ側
コンタクト部品の接触部の前面図である。また、図２６（ａ）は、該プラグ側コンタクト
部品の展開図であり、図２６（ｂ）は、その変形例である。
【００６３】
前記プラグ側コンタクト部品７０は、たとえば銅合金などの導電性を有する板材を図２６
に示すような形状に打抜き加工したものをさらに折曲げ加工することにより形成されてお
り、図２１ないし図２６に示すように、先端側に接触部７１、基端側に導線固定部９１を
有している。
【００６４】
前記接触部７１は、当該プラグ側コンタクト部品７０の相手方となるコネクタソケット１
００に設けられた電気接点、すなわちソケット側コンタクト部品１２０との接点となる。
また、前記導線固定部９１は、該プラグ側コンタクト部品７０に接続される導線を固定す
る。なお、該導線固定部９１の構造は図４７および図４８に示す従来のコンタクト部品２
１５ａおよび２１５ｂの導線接続部２１７の構造と同様である。
【００６５】
前記接触部７１は、図２１に示すようなほぼ角筒型に形成されており、ほぼ長方形の平面
をなす４つの面、すなわち上面部７２、右面部７７、左面部８０、および下面部７５から
構成されている。また、該接触部７１は、隣り合う２つの面がほぼ直角をなすように同一
方向に折曲げ加工された第１折曲部８８、第２折曲部８９、および第３折曲部９０を有し
ている。
【００６６】
前記上面部７２および下面部７５は、図２１および図２４ないし図２６に示すように、各
々の先端に、一対の先端突出部８３、８３を有している。そして、該プラグ側コンタクト
部品７０を前記プラグ側コンタクト部品保持部材５０に取り付けた後、図７に示すように
、前記一対の先端突出部８３、８３の間に、前記プラグ側コンタクト部品保持部材５０の
先端保持部５７が位置し、これらの係合により、該プラグ側コンタクト部品７０の先端の
上下方向の移動が規制される。
【００６７】
また、前記上面部７２の左端部、すなわち、前記上面部７２および前記左面部８０の間に
は、図２２および図２６に示すように、切抜き部８４が設けられている。
【００６８】
該切抜き部８４は、前記上面部７２に接触する相手方となるソケット側コンタクト部品１
２０との接触面の面積を拡大する機能を有している。すなわち、該切抜き部８４は、図２
６（ａ）に示すように、ほぼ直線状のスリットからなる１本の長辺部８５と、該長辺部８
５の長手方向両端部から該長辺部８５に対してほぼ直角かつ該長辺部８５の片側に延出す
る２本の短辺部８６、８６とを含むほぼ「コ」の字状に形成されている。また、該切抜き
部８４は、前記第１折曲部８８とほぼ直線上に並ぶように設けられている。
【００６９】
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そして、前記第１折曲部８８が形成される際に、前記第１折曲部８８の部分が折り曲げ加
工によって下方に反った形状になる一方、該切抜き部８４の前記上面部７２側の縁部は、
折り曲がらずに突出して突出縁部７３をなす。そして、該突出縁部７３の上面と、前記突
出縁部７３の上面に連続する前記上面部７２の上面とが平面をなし、前記上面部７２の接
触面７９が形成される。
【００７０】
したがって、本実施形態のプラグ側コンタクト部品７０の接触部７１の接触面７９は、図
２１に示すように、その左側部に前記切抜き部８４が位置し、右側部には切断加工の際に
形成された切断面７４が位置することから、前記第１折曲部８８の部分を除き、その両側
部のほとんどが連続した平面となる。なお、該上面部７２の右端部の裏面は、前記右面部
７７の端面７８と当接する。
【００７１】
このように、本発明のコネクタ１に係るプラグ側コンタクト部品７０は、金属板材を角筒
状に形成していることから、薄い金属板材を使用した場合にも十分な強度を確保できる。
さらに、該プラグ側コンタクト部品７０は、その接触面７９の両側部のほとんどが屈曲部
を有さず、連続した平面となるため、両側部が屈曲部となっている同一の外形の従来の筒
型のプラグ側コンタクト部品２１５より大きな接触面が得られる。
【００７２】
なお、本実施形態では、図２１に示すように、接触面７９の一方の側部（左側部）に切抜
き部８４を設け、他方の側部（右側部）に切断面７４が位置するように構成しているが、
本実施形態に限らず、接触面の両側部に切抜き部を設けることも可能である。そのような
構造を用いた場合でも本発明のコネクタの利点を享受することが可能である。
【００７３】
また、本実施形態では、前記プラグ側コンタクト部品７０をコネクタプラグのコンタクト
部品として使用しているが、本実施形態に限らず、コネクタソケットのコンタクト部品と
して使用することも無論可能である。
【００７４】
前記左面部８０は、図２１に示すように、その長手方向両側部のうちの上側の側部が前記
第１折曲部８８を介して前記上面部７２と連続しており、下側の側部が前記第２折曲部８
９を介して前記下面部７５と連続している。
【００７５】
また、該左面部８０は、図２２、図２４、および図２６に示すように、前記切抜き部８４
によって形成された端面８１を有している。この端面８１は、前記突出縁部７３が外力に
よって下方、すなわち該左面部８０の端面８１の方向へ変形しようとした際に、前記突出
縁部７３の裏面と当接する。そして、前記突出縁部７３の下方への変形を規制する。
【００７６】
前記下面部７５は、図２１および図２５に示すように、その右側部が前記第２折曲部８９
を介して前記左面部８０と連続しており、その左側部が前記第３折曲部９０を介して前記
右面部７７と連続している。
【００７７】
また、該下面部７５は、図２４および図２５に示すように、その長手方向のほぼ中央部に
前記プラグ側コンタクト部品保持部材５０のコンタクト部品保持部６０の前記係合孔部５
８と係合し、当該プラグ側コンタクト部品７０が前記プラグ側コンタクト部品保持部材５
０から外れることを防止する係合突部７６が設けられている。また、該下面部７５の先端
部には、図２４、図２５、および図２６に示すように、前記上面部７２の先端と同様に、
当該プラグ側コンタクト部品７０を前記プラグ側コンタクト部品保持部材５０に取り付け
た後に、当該プラグ側コンタクト部品７０の先端の上下方向の移動を規制するための先端
突出部８３が設けられている。
【００７８】
前記右面部７７は、その下側の側部が前記第３折曲部９０を介して前記下面部７５と連続
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している。また、該右面部７７の上側の側部には、図２３に示すように、当該プラグ側コ
ンタクト部品７０に使用されている前記金属板材の外周の一部、すなわち切断面８２が位
置している。該切断面８２は、図２３に示すように、前記上面部７２の左端部付近の裏面
に当接する。
【００７９】
なお、本実施形態では、前記切抜き部８４は、図２６（ａ）に示すように、ほぼコの字状
に形成されているが、本実施形態に限らず、前記切抜き部８４をほぼ「Ｈ」字状、すなわ
ち、図２６（ｂ）に示すように、１本の長辺部８５と、該長辺部８５の長手方向両端部か
ら該長辺部８５に対してほぼ直角かつ該長辺部８５の両側に延出する２本の短辺部８６を
含む形状とすることも可能である。そのような形状にした場合にも、本実施形態の切抜き
部と同様の利点を享受することができる。
【００８０】
図２７ないし図３０は、本発明のコネクタに係るコネクタソケットの上面図、左側面図、
前面図、および後面図である。また、図３１は、図２７におけるＣ－Ｃ線断面図である。
【００８１】
前記コネクタソケット１００は、図４および図２７ないし図３０に示すように、該コネク
タソケット１００の外周を覆う樹脂などの絶縁素材で形成されたソケット側絶縁ハウジン
グ１０１と、該ソケット側絶縁ハウジング１０１の内部に設けられたソケット側電磁シー
ルド１４０とを有している。
【００８２】
図３２ないし図３５は、本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側絶縁ハウ
ジングの上面図、下面図、前面図、後面図である。また、図３６および図３７は、図３２
のＤ－Ｄ線断面図およびＥ－Ｅ線断面図である。
【００８３】
前記ソケット側絶縁ハウジング１０１は、樹脂などの絶縁素材で形成され、図３２ないし
図３７に示すように、上面部１０２、下面部１０３、右面部１０４、左面部１０５、およ
び後面部１０６からなるほぼ箱型に形成されている。また、これら５つの面に囲まれた空
間は、相手方の前記コネクタプラグ１０を収容する収容部１０７となっている。また、前
記後面部１０６には、後述するソケット側コンタクト部品１２０を保持するためのソケッ
ト側コンタクト部品保持部材１０８が一体に形成されている。また、前記後面部１０６と
対向する面は前記収容部１０７と外部とを接続する開口１０９となっている。
【００８４】
前記上面部１０２は、図３４、図３６、および図３７に示すように、当該コネクタソケッ
ト１００の上部に位置しており、該上面部１０２の左右両側部からは前記左面部１０５お
よび前記右面部１０４が該上面部１０２とほぼ直角に連続して形成されている。
【００８５】
前記下面部１０３は、図３４、図３６、および図３７に示すように、当該コネクタソケッ
ト１００の下部に位置しており、該コネクタ１を基板などに取付ける際には、該下面部１
０３の下面が基板などの取付け面に対面するように設けらている。該下面部１０３の左右
両側部には、図３３に示すように、当該コネクタソケット１００の前後方向、すなわち、
前記ソケット側電磁シールド１４０を取り付ける際に、前記ソケット側電磁シールド１４
０が変位する方向とほぼ平行に形成されたスリット１１４が設けられている。該スリット
１１４は、前記ソケット側電磁シールド１４０に設けられた後述するウイング部１５０を
該ソケット側絶縁ハウジング１０１の下面から下方へと突出させる貫通孔となる。また、
これらのスリット１１４は、図３４、図３３、および図３７に示すように、前記開口１０
９側の端部が開放端となっており、該開放端より後述するソケット側電磁シールド１４０
のウイング部１５０を挿通させることができる。
【００８６】
前記後面部１０６は、図３５および図３１に示すように、当該ソケット側絶縁ハウジング
１０１の前後方向に貫通するソケット側コンタクト部品保持部１１２を複数有している。
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なお、該ソケット側コンタクト部品保持部１１２には、後に詳述するソケット側コンタク
ト部品１２０が挿通され、固定される。
【００８７】
また、前記後面部１０６と前記上面部１０２、左面部１０５、右面部１０４との間には、
図３６および図３７に示すように、後述するソケット側電磁シールド１４０の上面部１４
１、左面部１４４、右面部１４３の各後端に設けられた嵌合凸部１４７ａ、１４７ｂと嵌
合する嵌合凹部１１０ａ、１１０ｂが設けられている。
【００８８】
また、前記後面部１０６の後方下部には、後述するソケット側コンタクト部品１２０の基
板接続部１２２と係合する係合部１１１が該後面部１０６の長手方向に沿って複数配列さ
れている。
【００８９】
前記ソケット側コンタクト部品保持部材１０８は、図３４、図３６、および図３７に示す
ように、前記後面部１０６の前面のほぼ中央部に一体形成されており、該ソケット側絶縁
ハウジング１０１の前方に向かって延出している。
【００９０】
該ソケット側コンタクト部品保持部材１０８は、図３４および図３６に示すように、その
上面および下面に該コネクタソケット１００の前後方向に延びるほぼ溝状のコンタクト部
品保持部１１２を有している。該コンタクト部品保持部１１２は、当該ソケット側コンタ
クト部品保持部材１０８の上面および下面の各面上に、隣接するコンタクト部品保持部１
１２同士の左右方向の間隔がほぼ一定となるよう並設されている。また、該ソケット側コ
ンタクト部品保持部１１２の前面には、それぞれが前記ソケット側コンタクト部品１２０
の先端と係合する孔１１３が設けられている。
【００９１】
なお、本実施形態においては、前記スリット１１４を前記ソケット側絶縁ハウジング１０
１の下面部１０３に設けているが、本実施形態に限らず、前記スリット１１４は、前記ソ
ケット側絶縁ハウジング１０１の外壁面、すなわち、前記上面部１４１、下面部１４２、
左面部１４４、右面部１４３のいずれかに設ければよい。
【００９２】
図３８は、本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側コンタクト部品の展開
図である。また、図３９（ａ）および図３９（ｂ）は、それぞれ、本発明のコネクタのコ
ネクタソケットに係るソケット側コンタクト部品の上側コンタクト部品および下側コンタ
クト部品の左側面図である。
【００９３】
ソケット側コンタクト部品１２０は、図３８ないし図３９（ｂ）に示すように、当該ソケ
ット側コンタクト部品１２０の相手方となるプラグ側コンタクト部品７０と接触する幅の
広い端子接触部１２１と、該端子接触部１２１と段部１２３を境に連続して形成され、当
該コネクタソケット１００を基板に取り付ける際に、基板上の回路パターンなどと接続さ
れる幅の狭い基板接続部１２２とを有する金属板材から形成される。
【００９４】
該ソケット側コンタクト部品１２０は、前述した形状の金属板材に２通りの折曲加工を施
すことにより、上側コンタクト部品１２５、下側コンタクト部品１２６の２種類のコンタ
クト部品として用いられる。
【００９５】
すなわち、前記上側コンタクト部品１２５および下側コンタクト部品１２６の各端子接触
部１２１には、図３９（ａ）および図３９（ｂ）に示すように、先端側から順に第１折曲
部１２７、第２折曲部１２８、第３折曲部１２９が形成されている。そして、前記第２折
曲部１２８付近で相手方となる前記プラグ側コンタクト部品７０との接触が図られるよう
になっている。
【００９６】
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一方、前記端子接触部１２１の前記段部１２３付近には、前記基板接続部１２２の延出方
向を定めるため、前記上側コンタクト部品１２５と前記下側コンタクト部品１２６とで位
置および曲げ方向が異なる主折曲部１３０が設けられている。すなわち、前記上側コンタ
クト部品１２５の主折曲部１３０ａは、図３８におけるＡの位置に、前記下側コンタクト
部品１２６の主折曲部１３０ｂは、図３８におけるＢの位置に形成されており、前記上側
コンタクト部品１２５の端子接触部１２１の先端から前記主折曲部１３０ａまでの距離Ｌ
１（図３９（ａ）参照）が前記下側コンタクト部品１２６の端子接触部１２１の先端から
前記主折曲部１３０ｂまでの距離Ｌ２（図３９（ｂ）参照）より長くなっている。そして
、各ソケット側コンタクト部品の前記端子接触部１２１の先端を前記ソケット側コンタク
ト部品保持部材１０８に取り付けた際に、図３１に示すように、前記上側コンタクト部品
１２５の前記主折曲部１３０ａが、前記下側コンタクト部品１２６の主折曲部１３０ｂよ
り後側、つまり当該コネクタソケット１００の外側に位置し、前記上側コンタクト部品１
２５の主折曲部１３０ａと前記下側コンタクト部品１２６の主折曲部１３０ｂとが前述し
た従来構造のように１つの面上に配置されるのではなく、前記端子接触部１２１の厚さ方
向にずれた位置関係となる２つの面上に並ぶようになっている。そして、これらのコンタ
クト部品をこのような配列にすることで、前記前記主折曲部１３０ａおよび１３０ｂの両
方を図３０に示すように幅広に形成することが可能となり、それにより各主折曲部１３０
ａおよび１３０ｂの強度を高めることが可能となっている。
【００９７】
また、前記上側コンタクト部品１２５の主折曲部１３０ａは、図３９（ａ）に示すように
、前記第2折曲部１２８と同一の方向、前記下側コンタクト部品１２６の主折曲部１３０
ｂは、図３９（ｂ）に示すように、前記第2折曲部１２８と反対の方向に折り曲げられて
いる。
【００９８】
また、これら主折曲部１３０ａおよび１３０ｂの曲げ角度、すなわち前記端子接触部１２
１と前記基板接続部１２２とがなす角度は、当該ソケット側コンタクト部品１２０を前記
ソケット側コンタクト部品保持部材１０８へと取り付ける前には、直角よりやや鋭角に、
取り付けた後には、図３９（ａ）および（ｂ）に示すように前記基板接続部１２２と前記
コネクタソケット１００の下部、すなわち前記係合部１１１との当接による弾性変形によ
って、ほぼ直角となるように設定しておくことが好ましい。そして、そのような構成にす
ることで、前記基板接続部１２２が前記係合部１１１側に常に付勢された状態となり、該
基板接続部１２２が前記係合部１１１から離脱することなく確実に位置決めされるように
なっている。
【００９９】
また、これら上側コンタクト部品１２５および下側コンタクト部品１２６には、図３１お
よび図３９ａおよび図３９ｂに示すように、前記ソケット側絶縁ハウジング１０１の係合
部１１１のやや下方に位置し、前記基板接続部１２２の延出方向を定めるための下部折曲
部１３１ａおよび１３１ｂが設けられている。各下部折曲部１３１ａおよび１３１ｂは、
前記各主折曲部１３０ａおよび１３０ｂと反対の方向にほぼ直角に折り曲げ加工を施すこ
とによって設けられている。そして、前記上側コンタクト部品１２５の下部折曲部１３１
ａと下側コンタクト部品１２６の下部折曲部１３１ｂとが前述した従来構造の多極コネク
タ２００と同様に当該コネクタソケット１００の左右方向に一列に並ぶように形成されて
いる。
このように、本発明のコネクタは、上側コンタクト部品１２５の下部折曲部１３１ａと下
側コンタクト部品１２６の下部折曲部１３１ｂとが当該コネクタソケット１００の左右方
向に一直線上に並ぶ構造となっているため、これらのコンタクト部品１２５、１２６を前
記ソケット側コンタクト部品保持部材１０８に取り付けた後に、前記上側コンタクト部品
１２５の下部折曲部１３１ａと前記下側コンタクト部品１２６の下部折曲部１３１ｂとを
１つの工程で同時に形成することができる。
【０１００】
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前記下側コンタクト部品１２６には、図３１および図３９（ｂ）に示すように、前記主折
曲部１３０ａおよび１３０ｂにおける前後方向の位置の差を調整し、両コンタクト部品１
２５、１２６の基板接続部１２２側の先端が一列に並ぶように設けられた２つの副折曲部
１３２ａおよび１３２ｂを有している。
【０１０１】
該副折曲部１３２ａおよび１３２ｂは、図３１および図３９下に示すように、前記基板接
続部１２２のほぼ中央部に設けられており、前記主折曲部１３０ａと隣り合う前記副折曲
部１３２ａの曲げ方向が前記主折曲部１３０ｂと逆の方向、前記基板接続部１２２の先端
側に位置する前記副折曲部１３２ｂの曲げ方向が前記主折曲部１３０ｂと同一の方向にな
っている。
【０１０２】
また、前記副折曲部１３２ａおよび１３２ｂは、各副折曲部１３２ａおよび１３２ｂを挟
む２つの面がなす角度が鈍角になるように形成されている。このような構造を用いること
により各副折曲部１３２を鋭角あるいは直角に折り曲げた場合よりも外力に対する強度が
高くなっている。
【０１０３】
また、前記端子接触部１２１の前記段部１２３の付近には、前記ソケット側絶縁ハウジン
グ１０１のソケット側コンタクト部品保持部材１０８の前記コンタクト部品保持部１１２
の側面と係合し、該ソケット側コンタクト部品１２０の抜けを防止する鋸刃状の鉤部１３
３が設けられている。
【０１０４】
図４０ないし図４３は、本発明のコネクタに係るソケット側電磁シールドの上面図、前面
図、左側面図、下面図である。また、図４４（ａ）ないし（ｄ）は、それぞれ該ソケット
側電磁シールドに設けられるキー案内部の配置の例を示した前面図である。
【０１０５】
前記ソケット側電磁シールド１４０は、金属板材によって形成され、図４０ないし図４３
に示すように、上面部１４１、下面部１４２、右面部１４３、左面部１４４からなるほぼ
角筒状に形成されている。
【０１０６】
前記上面部１４１は、図４０および図４１に示すように、当該コネクタソケット１００の
前後方向に延びる２本のキー案内部１４５を有している。該キー案内部１４５は、前記コ
ネクタプラグ１０のプラグ側電磁シールド２０の上側部材２１に設けられた誤挿入防止キ
ー２３と係合し、該プラグ側電磁シールド２０を前後方向に案内する機能を有している。
すなわち、該キー案内部１４５は、当該コネクタソケット１００の前後方向に延びるスリ
ット状の貫通孔であり、これら各キー案内部１４５の左右の一対のほぼ平行な縁部１４６
、１４６が当該コネクタソケット１００の前後方向、つまり当該コネクタソケット１００
に挿入される相手方となる前記コネクタプラグ１０の変位する方向とほぼ平行になるよう
に形成されている。そして、該キー案内部１４５に係合した前記誤挿入防止キー２３が、
該キー案内部１４５の内部をスムースに移動できるようになっている。
【０１０７】
また、図４２に示す当該ソケット側電磁シールド１４０に使用されている金属板材の厚さ
ｄは、前述したように、前記プラグ側電磁シールド２０の上面部２２に設けられた前記誤
挿入防止キー２３の該上面部２２からの突出高さＤ（図１１参照）以上の寸法となってお
り、当該キー案内部１４５内を移動する前記誤挿入防止キー２３が、該ソケット側電磁シ
ールド１４０の上方に位置する前記ソケット側絶縁ハウジング１０１の上面部１０２に接
触せず、前記誤挿入防止キー２３が該キー案内部１４５内をスムースに移動できるように
なっている。
【０１０８】
なお、前記キー案内部１４５は、前記誤挿入防止キー２３の配置（図１５（ａ）ないし（
ｄ）参照）に合わせて図４４（ａ）ないし（ｄ）に示すように様々な配置にすることが可
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能である。
【０１０９】
また、前記上面部１４１の後端には、図４０および図４２に示すように、該ソケット側電
磁シールド１４０を前記ソケット側絶縁ハウジング１０１に固定するための２つの嵌合凸
部１４７、１４７が設けられている。これらの嵌合凸部１４７、１４７は、図４０に示す
ように、左右両端に鋸刃状の鉤部１４８ａを有しており、該嵌合凸部１４７ａと前記ソケ
ット側絶縁ハウジング１０１の嵌合凹部１１０とが嵌合した後、この鉤部１４８の先端が
前記嵌合凹部１１０の左右側面に引っ掛かり、当該ソケット側電磁シールド１４０が前記
ソケット側絶縁ハウジング１０１から抜けないようになっている。
【０１１０】
前記左面部１４４および右面部１４３は、それぞれ、図４１に示すように、前記上面部１
４１に対してほぼ垂直に形成されており、前記プラグ側電磁シールド２０に設けられた前
記ロック爪４７を係合させるロック孔部１４９をその前後方向ほぼ中央に有している。
【０１１１】
また、該左面部１４４および右面部１４３の後端には、図４０および図４２に示すように
、前記上面部１４１に設けられた嵌合凸部１４７ａと同等の機能を有する嵌合凸部１４７
ｂが設けられている。すなわち、これらの嵌合凸部１４７ｂは、前記上面部１４１に設け
られた嵌合凸部１４７ａと同様に、鋸刃状の鉤部１４８ｂを有している。そして、該鉤部
１４８ｂと、前記ソケット側絶縁ハウジング１０１に設けられた嵌合凹部１１０ｂの上面
および下面との嵌合により、当該ソケット側電磁シールド１４０がソケット側絶縁ハウジ
ング１０１から抜けないようになっている。
【０１１２】
また、該左面部１４４および右面部１４３の下端には、図４１ないし図４３に示すように
、該ソケット側電磁シールド１４０と、当該コネクタソケット１００が取り付けられる基
板の取り付け面に設けられた導電パターンなどのグラウンド接続部とを電気的に接続する
グラウンド接続脚をなすウイング部１５０が設けられている。
【０１１３】
すなわち、該ウイング部１５０は、図４１に示すように、前記左面部１４４および右面部
１４３の各下端部に２つずつ設けられている。そして、各々が該左面部１４４および右面
部１４３と連続した面となる垂直部１５１と、該垂直部１５１の下部をほぼ垂直に折り曲
げることによって形成され、該コネクタソケット１００の左右方向外側にそれぞれ延出す
る水平部１５２とを有しており、縦断面がほぼＬ字状となるように形成されている。
【０１１４】
前記垂直部１５１は、当該ソケット側電磁シールド１４０を前記ソケット側絶縁ハウジン
グ１０１へと取り付ける際に、前記ソケット側絶縁ハウジング１０１に設けられたスリッ
ト１１４と係合する。また、前記水平部１５２は、前記垂直部１５１が前記スリット１１
４と係合した際に、図２８および図３０に示すように、前記ソケット側絶縁ハウジング１
０１の左面部１０５および右面部１０４の下方に位置する。
【０１１５】
このように、本実施形態のコネクタ１においては、ソケット側電磁シールド１４０に設け
たウイング部１５０をソケット側絶縁ハウジング１０１の下面部１４２に設けられたスリ
ット１１４から突出させ、ソケット側電磁シールド１４０の下面をソケット側絶縁ハウジ
ング１０１によって覆う構造となっているため、ソケット側電磁シールド１４０の下面と
、取付け基板に設けられた導電パターンとが接触し、基板に設けられた導電パターンをシ
ョートさせてしまうおそれがない。
【０１１６】
なお、本実施形態においては、前記キー案内部１４５をスリット状に形成しているが、本
実施形態に限らず、キー案内部を溝状に形成することも可能である。
そのような構造にした場合にも、本実施形態と同様の利点を享受することが可能である。
【０１１７】



(15) JP 4581281 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

最後に、本発明は、上述した実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載さ
れた範囲で種々の変更及び改良が可能であることは言うまでもない。
【０１１８】
【発明の効果】
以上述べたように、本実施形態のコネクタは、プラグ側電磁シールドに誤挿入防止キーを
、ソケット側電磁シールドにキー案内部を設け、両者の接触面を金属によって構成してい
ることから、接触面が磨耗や変形に強くなっており、誤挿入防止キーを小型に形成した場
合でも、十分な強度が確保されるようになっている。
【０１１９】
そのため、本発明のコネクタによれば、前記誤挿入防止キーを用途に種類に応じた様々な
配置にすることができ、それにより複数のコネクタ使い分けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のコネクタの全体構成を示す斜視図である。
【図２】本発明のコネクタに係るコネクタプラグの分解側面図である。
【図３】本発明のコネクタに係るコネクタソケットの分解側面図である。
【図４】本発明のコネクタに係るコネクタプラグの上面図である。
【図５】本発明のコネクタに係るコネクタプラグの前面図である。
【図６】本発明のコネクタに係るコネクタプラグの右側面図である。
【図７】図４におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図８】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコネクタ側絶縁ハウジングの前面部材
の正面図である。
【図９】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るプラグ側電磁シールドの上側部材の上
面図である。
【図１０】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るプラグ側電磁シールドの上側部材の
前面図である。
【図１１】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るプラグ側電磁シールドの上側部材の
右側面図である。
【図１２】本発明のコネクタのコネクタプラグのプラグ側電磁シールドの下側部材の上面
図である。
【図１３】本発明のコネクタのコネクタプラグのプラグ側電磁シールドの下側部材の前面
図である。
【図１４】本発明のコネクタのコネクタプラグのプラグ側電磁シールドの下側部材の右側
面図である。
【図１５】図１５（ａ）ないし（ｄ）は、それぞれ本発明のコネクタのコネクタプラグの
プラグ側電磁シールドの上側部材に設けられる誤挿入防止キーの配置の例を示した前面図
である。
【図１６】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコンタクト部品保持部材の上面図で
ある。
【図１７】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコンタクト部品保持部材の前面図で
ある。
【図１８】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコンタクト部品保持部材の右側面図
である。
【図１９】本発明のコネクタのコネクタプラグに係るコンタクト部品保持部材の後面図で
ある。
【図２０】図１６におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図２１】本発明のコネクタに係るコネクタプラグに取り付けられているプラグ側コンタ
クト部品の斜視図である。
【図２２】図２１における突出縁部付近の拡大図である。
【図２３】本発明のコネクタに係るコネクタプラグに取り付けられているプラグ側コンタ
クト部品の上面図である。
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【図２４】本発明のコネクタに係るコネクタプラグに取り付けられているプラグ側コンタ
クト部品の接触部の左側面図である。
【図２５】本発明のコネクタに係るコネクタプラグに取り付けられているプラグ側コンタ
クト部品の前面図である。
【図２６】図２６（ａ）は、本発明のコネクタに係るコネクタプラグに取り付けられてい
るプラグ側コンタクト部品の展開図であり、図２６（ｂ）は、その変形例である。
【図２７】本発明のコネクタに係るコネクタソケットの上面図である。
【図２８】本発明のコネクタに係るコネクタソケットの左側面図である。
【図２９】本発明のコネクタに係るコネクタソケットの前面図である。
【図３０】本発明のコネクタに係るコネクタソケットの後面図である。
【図３１】図２７におけるＣ－Ｃ線断面図である。
【図３２】本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側絶縁ハウジングの上面
図である。
【図３３】本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側絶縁ハウジングの下面
図である。
【図３４】本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側絶縁ハウジングの前面
図である。
【図３５】本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側絶縁ハウジングの後面
図である。
【図３６】図３２におけるＤ―Ｄ線断面図である。
【図３７】図３２におけるＥ－Ｅ線断面図である。
【図３８】本発明のコネクタのコネクタソケットに係るソケット側コンタクト部品の展開
図である。
【図３９】図３９（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明のコネクタのコネクタソケッ
トに係るソケット側コンタクト部品の上側コンタクト部品および下側コンタクト部品の側
面図である。
【図４０】本発明のコネクタに係るソケット側電磁シールドの上面図である。
【図４１】本発明のコネクタに係るソケット側電磁シールドの前面図である。
【図４２】本発明のコネクタに係るソケット側電磁シールドの左側面図である。
【図４３】本発明のコネクタに係るソケット側電磁シールドの下面図である。
【図４４】図４４（ａ）ないし（ｄ）は、それぞれ本発明のコネクタのコネクタソケット
に係るソケット側電磁シールドに設けられるキー案内部の配置の例を示した前面図である
。
【図４５】従来の多極コネクタのコネクタプラグおよびコネクタソケットの分解斜視図で
ある。
【図４６】従来の多極コネクタのコネクタプラグおよびコネクタソケットの縦断面図であ
る。
【図４７】図４７（ａ）および（ｂ）は、従来の多極コネクタのプラグ側コンタクト部品
の構造の一例を示す上面図、右側面図であり、図４７（ｃ）は、該プラグ側コンタクト部
品の接触部の前面図である。
【図４８】図４８（ａ）および（ｂ）は、従来の多極コネクタのプラグ側コンタクト部品
の構造の他の例を示す上面図、右側面図であり、図４８（ｃ）は、該プラグ側コンタクト
部品の接触部の前面図である。
【符号の説明】
１　コネクタ
１０　コネクタプラグ
１１　プラグ側絶縁ハウジング
１２　前面部材
１３　突出口
１４　誤挿入防止キー挿通部
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１５　押圧片
１６　後面部材
１７　間隙
２０　プラグ側電磁シールド
２１　上側部材
２２　上面部
２３　誤挿入防止キー
２４　突出長規定部
２５　天板部
２６　前面部
２７　左面部
２８　右面部
２９　側板部
３０　ケーブル固定部
４０　下側部材
４１　下面部
４２　突出長規定部
４３　後面部
４４　左面部
４５　右面部
４６　ロック片
４７　ロック爪
５０　プラグ側コンタクト部品保持部材
５１　上面部
５２　右面部
５３　左面部
５４　後面部
５５　挿通孔
５６　開口
５７　先端保持部
５８　係合孔部
５９　下面部
６０　コンタクト部品保持部
７０　プラグ側コンタクト部品
７１　接触部
７２　上面部
７３　突出縁部
７４　切断面
７５　下面部
７６　係合突部
７７　右面部
７８　端面
７９　接触面
８０　左面部
８１　端面
８２　端面
８３　先端突出部
８４　切抜き部
８５　長辺部
８６　短辺部
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８８　第１折曲部
８９　第２折曲部
９０　第３折曲部
９１　導線固定部
１００　コネクタソケット
１０１　ソケット側絶縁ハウジング
１０２　上面部
１０３　下面部
１０４　右面部
１０５　左面部
１０６　後面部
１０７　収容部
１０８　ソケット側コンタクト部品保持部材
１０９　開口
１１０　嵌合凹部
１１１　係合部
１１２　コンタクト部品保持部
１１３　孔
１１４　スリット
１２０　ソケット側コンタクト部品
１２１　端子接触部
１２２　基板接続部
１２３　段部
１２５　上側コンタクト部品
１２６　下側コンタクト部品
１２７　第１折曲部
１２８　第２折曲部
１２９　第３折曲部
１３０　主折曲部
１３１　下部折曲部
１３２　副折曲部
１３３　鉤部
１４０　ソケット側電磁シールド
１４１　上面部
１４２　下面部
１４３　右面部
１４４　左面部
１４５　キー案内部
１４６　縁部
１４７ａ、ｂ　嵌合凸部
１４８ａ、ｂ　鉤部
１４９　ロック孔部
１５０　ウイング部
１５１　垂直部
１５２　水平部
２００　多極コネクタ
２０１　コネクタプラグ
２０２　プラグ側絶縁ハウジング
２０３　プラグ側電磁シールド
２０４　カバー
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２０５　誤挿入防止凸部
２１０　コネクタソケット
２１１　ソケット側絶縁ハウジング
２１２　ソケット側電磁シールド
２１３　誤挿入防止凹部
２１４　コンタクト部品保持部材
２１５ａ、ｂ　プラグ側コンタクト部品
２１６　上面
２１７　導線接続部
２１８ａ、ｂ　接触部
２２０　ソケット側コンタクト部品
２２１ａ　上側コンタクト部品
２２１ｂ　下側コンタクト部品
２２３ａ、ｂ　接触部
２２４ａ、ｂ　基板接続部
２２５ａ、ｂ　折曲部

【図１】 【図２】

【図３】



(20) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(21) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(22) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(23) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】



(24) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】

【図４３】



(25) JP 4581281 B2 2010.11.17

【図４４】

【図４５】

【図４６】

【図４７】

【図４８】



(26) JP 4581281 B2 2010.11.17

10

フロントページの続き

(72)発明者  北澤　大輔
            茨城県水戸市元吉田町１２９７番地　ミツミニューテク株式会社内

    審査官  佐々木　正章

(56)参考文献  特開平０１－２２７３６９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－３３５３２６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５９－０２７４８１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０３５６０３（ＪＰ，Ａ）
              実開平７－３２８８０（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01R  24/00
              H01R  13/64
              H01R  13/648


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

