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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向における前側に嵌合端を有すると共に前記嵌合端から後方に向けて挿入された
相手側コネクタと嵌合するコネクタであって、
　前記コネクタは、複数のコンタクトと、前記コンタクトを保持する保持部材と、前記相
手側コネクタを受容する受容部を構成するシェルと、前記シェルとは別体の検知端子とを
備えており、
　前記シェルには、前端を固定端とし且つ後方に延びるバネ部が形成されており、
　前記バネ部は、前記相手側コネクタの前記コネクタへの挿入の際に前記相手側コネクタ
に押圧される被押圧部と、前記前後方向と直交する所定方向に変位可能な接点部とを有し
ており、
　前記検知端子は、前記バネ部と共に検知スイッチを構成するものであり、
　前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に前記接点部の前記所定方向におけ
る前記変位によって前記検知スイッチの状態を変更して前記相手側コネクタの前記挿入を
検知し、
　前記コネクタの作業者が前記検知端子を触れないように保護する保護部を更に備えてお
り、
　前記シェルは、前端から後方に折り返されて前記検知端子の少なくとも斜め前方を保護
する折り返し部を有しており、
　前記折り返し部は、前記シェルの前記所定方向の側面の前端から後方に折り返されてお
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り、
　前記保持部材は、前記所定方向において前記検知端子の外側に位置することにより前記
検知端子を少なくとも部分的に保護する壁部を有しており、
　前記折り返し部と前記壁部は、前記保護部を構成する
コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記相手側コネクタが挿入される前において、前記接点部は前記検知端子と接触してお
らず、
　前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に前記接点部が前記所定方向に変位
して前記検知端子に接触する
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のコネクタであって、
　前記コンタクトは、前記前後方向と直交するピッチ方向に並べられており、
　前記所定方向は、前記ピッチ方向である
コネクタ。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記接点部は、前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に、前記所定方向の
外側に向かって変位する
コネクタ。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記嵌合端と前記被押圧部との間の距離は、前記嵌合端と前記接点部との間の距離より
も短い
コネクタ。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記バネ部の後端は山状の部位を構成するように折り曲げられており、前記山状の部位
が前記接点部として機能する
コネクタ。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記検知端子は、前記保持部材に圧入されている
コネクタ。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記検知端子は、インサート成型により前記保持部材に組み込まれている
コネクタ。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記検知端子と前記バネ部とは二組あり、
　一組の前記検知端子及び前記バネ部で構成される前記検知スイッチと他の組の前記検知
端子及び前記バネ部で構成される前記検知スイッチとの少なくともいずれか一方が状態を
変更したことにより前記相手側コネクタの前記挿入を検知させる
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、相手側コネクタとの嵌合を検知する機能を有するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１のコネクタは、図１９に示されるように、金属製のシェルと、そのシェルと
は別個の検知端子を備えている。シェルには、コネクタに対して相手側コネクタ（図示せ
ず）が挿入された際に相手側コネクタ（図示せず）の相手側シェル（図示せず）と接続さ
れるバネ部が形成されている。検知端子は、コネクタの後方において固定されると共にそ
こから前方に向かって延びている。コネクタに対して相手側コネクタ（図示せず）が挿入
されると、相手側シェル（図示せず）が検知端子に対して接続すると共にシェルのバネ部
にも接続する。このようにして、検知端子とシェルとが相手側シェルを介して電気的に接
続されることにより、相手側コネクタの挿入が検知される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１７２１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のコネクタでは、相手側コネクタの挿入検知の信頼性が低か
った。
【０００５】
　そこで、本発明は、相手側コネクタの挿入検知の信頼性が高い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】
【０００６】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　前後方向における前側に嵌合端を有すると共に前記嵌合端から後方に向けて挿入された
相手側コネクタと嵌合するコネクタであって、
　前記コネクタは、複数のコンタクトと、前記コンタクトを保持する保持部材と、前記相
手側コネクタを受容する受容部を構成するシェルと、前記シェルとは別体の検知端子とを
備えており、
　前記シェルには、前端を固定端とし且つ後方に延びるバネ部が形成されており、
　前記バネ部は、前記相手側コネクタの前記コネクタへの挿入の際に前記相手側コネクタ
に押圧される被押圧部と、前記前後方向と直交する所定方向に変位可能な接点部とを有し
ており、
　前記検知端子は、前記バネ部と共に検知スイッチを構成するものであり、
　前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に前記接点部の前記所定方向におけ
る前記変位によって前記検知スイッチの状態を変更して前記相手側コネクタの前記挿入を
検知する
コネクタを提供する。
【０００７】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記相手側コネクタが挿入される前において、前記接点部は前記検知端子と接触してお
らず、
　前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に前記接点部が前記所定方向に変位
して前記検知端子に接触する
コネクタを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　前記コンタクトは、前記前後方向と直交するピッチ方向に並べられており、
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　前記所定方向は、前記ピッチ方向である
コネクタを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第１乃至第３のいずれかのコネクタであって
、
　前記接点部は、前記被押圧部が前記相手側コネクタに押圧された際に、前記所定方向の
外側に向かって変位する
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第１乃至第４のいずれかのコネクタであって
、
　前記嵌合端と前記被押圧部との間の距離は、前記嵌合端と前記接点部との間の距離より
も短い
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第１乃至第５のいずれかのコネクタであって
、
　前記バネ部の後端は山状の部位を構成するように折り曲げられており、前記山状の部位
が前記接点部として機能する
コネクタを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、第７のコネクタとして、第１乃至第６のいずれかのコネクタであって
、
　前記検知端子は、前記保持部材に圧入されている
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第８のコネクタとして、第１乃至第６のいずれかのコネクタであって
、
　前記検知端子は、インサート成型により前記保持部材に組み込まれている
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第９のコネクタとして、第１乃至第８のいずれかのコネクタであって
、
　前記検知端子と前記バネ部とは二組あり、
　一組の前記検知端子及び前記バネ部で構成される前記検知スイッチと他の組の前記検知
端子及び前記バネ部で構成される前記検知スイッチとの少なくともいずれか一方が状態を
変更したことにより前記相手側コネクタの前記挿入を検知させる
コネクタを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第１０のコネクタとして、第１乃至第９のいずれかのコネクタであっ
て、
　前記コネクタの作業者が前記検知端子を触れないように保護する保護部を更に備えてい
るコネクタを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第１１のコネクタとして、第１０のコネクタであって、
　前記シェルは、前端から後方に折り返されて前記検知端子の少なくとも斜め前方を保護
する折り返し部を有しており、
　前記保持部材は、前記所定方向において前記検知端子の外側に位置することにより前記
検知端子を少なくとも部分的に保護する壁部を有しており、
　前記折り返し部と前記壁部は、前記保護部を構成する
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コネクタを提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によるコネクタのスイッチは、シェルのバネ部と検知端子とで構成されており、
コネクタと相手側コネクタとの嵌合の際に相手側コネクタに押圧されたバネ部が変位して
スイッチの状態が変更されると、相手側コネクタの挿入を検知することができる。従って
、シェルと検知端子との間に相手側シェルを介在させる必要がないことから、相手側コネ
クタの相手側シェルの品質や材料等にかかわらず、相手側コネクタの挿入の検知を適切に
行うことができる。
【００１８】
　また、本発明によれば、シェルのバネ部と検知端子との接触・非接触の状態変化のみに
よって挿入検知を行うことができる。従って、特許文献１のように、シェルのバネ部と相
手側シェルとの接続と検知端子と相手側シェルとの接続との２つの状態が両立しなければ
挿入を検知できない場合と比較して、検知不良が起こりにくい。
【００１９】
　更に、本発明において、挿入される相手側コネクタにより直接押圧されるシェルのバネ
部は前端を固定端とし且つ後方に延びるものであるので、そのバネ部が相手側コネクタの
挿入により座屈してしまうといったおそれがない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタを示す斜視図である。
【図２】図１のコネクタを示す上面図である。
【図３】図１のコネクタを示す正面図である。
【図４】図１のコネクタを示す側面図である。
【図５】図２のコネクタをＶ--Ｖ線に沿って示す一部切り欠き断面図である。
【図６】図３のコネクタをVI--VI線に沿って示す断面図である。
【図７】図１のコネクタに含まれるシェルを示す斜視図である。
【図８】図１のコネクタに含まれるシェル以外の構造体を示す斜視図である。
【図９】図８の構造体を示す斜視図である。検知端子は保持部材に組み込まれていない。
【図１０】図８の構造体を示す上面図である。
【図１１】図８の構造体を示す側面図である。
【図１２】図８の構造体を示す底面図である。
【図１３】図９の一方の検知端子を示す斜視図である。
【図１４】図６のコネクタと相手側コネクタとを示す断面図である。コネクタと相手側コ
ネクタは未だ嵌合していない。相手側コネクタは模式的に示されている。
【図１５】図１４のコネクタと相手側コネクタとを示す断面図である。コネクタと相手側
コネクタは嵌合途中の状態にある。
【図１６】図１４のコネクタと相手側コネクタとを示す断面図である。コネクタと相手側
コネクタは嵌合している。
【図１７】図１のコネクタを含む検知システムを模式的に示す図である。
【図１８】特許文献１のコネクタを用いて構成された検知システムを模式的に示す図であ
る。
【図１９】特許文献１のコネクタを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態によるコネクタは、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）規格に従った
ＵＳＢ３．０レセプタクルであり、ＵＳＢ３．０プラグ（相手側コネクタ：図示せず）と
嵌合可能なものである。図１乃至図６を参照すると、本実施の形態によるコネクタ１０は
、前後方向（Ｘ方向）において前側（－Ｘ側）に嵌合端１２を有しており、嵌合端１２か
ら後方（＋Ｘ方向）に向けて挿入された相手側コネクタ７００と嵌合することができる（
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図１４乃至図１６参照）。このコネクタ１０は、図１、図３、図５及び図６に示されるよ
うに、コンタクト（後述）を含む構造体１００と、構造体１００を部分的に覆う金属製の
シェル２００とを備えている。
【００２２】
　図１及び図７から理解されるように、シェル２００は、相手側コネクタ（図示せず）を
受容する受容部２０２を構成している。詳しくは、図７に示されるように、シェル２００
は、１枚の金属板を打ち抜き且つ折り曲げ加工して得られるものである。受容部２０２は
、シェル２００の上面（＋Ｚ側面）２１０、底面（－Ｚ側面）２１５及び側面２２０にて
構成されている。この受容部２０２は、底面２１５においてカシメ部２１７を構成するよ
うにカシメられ、略平角筒状の形状を有している。上面２１０は、比較的大きな平面が設
けられており、自動搬送システムのバキュームにて吸着可能となっている。上面２１０の
後端（＋Ｘ側端部）には、ピッチ方向（Ｙ方向：所定方向）の内側且つ下側（－Ｚ側）に
折り込まれるカシメ部２１２が形成されている。なお、図７には、折り込まれた後の状態
が示されているが、構造体１００に対してシェル２００を取り付ける前の状態では、実際
には、ピッチ方向（Ｙ方向）と平行に延びている。
【００２３】
　更に、上面２１０の後端近傍には、下側（－Ｚ側）に向かって延びる後側壁部２３０が
形成されている。後側壁部２３０には、後縁から前方（－Ｘ方向）に向かって凹んだ係合
凹部２３２と、コネクタ１０を基板（図示せず）に搭載する際に基板（図示せず）のスル
ーホール（図示せず）に挿入固定される固定部２３４が形成されている。
【００２４】
　図５乃至図７に示されるように、側面２２０には、前端（－Ｘ側端部）を固定端とし且
つ後方（＋Ｘ方向）に延びるバネ部２５０が形成されている。図示されたバネ部２５０は
、ピッチ方向（Ｙ方向）の内側に山状に突出した被押圧部２５２と、ピッチ方向（Ｙ方向
）の外側に山状に突出した接点部２５４とを有している。図６に最もよく示されるように
、被押圧部２５２は、接点部２５４よりも前側（－Ｘ側）に位置している。換言すると、
本実施の形態によるコネクタ１０において、嵌合端１２と被押圧部２５２との間の距離は
、嵌合端１２と接点部２５４との間の距離よりも短い。
【００２５】
　本実施の形態によるバネ部２５０は、いわゆるＥＭＩ（ElectroMagnetic Interference
）防止用バネであり、相手側コネクタとの嵌合時に相手側シェルと接続してシールド効果
を高めるためのものである（図１４乃至図１６参照）。換言すると、本実施の形態におい
ては、ＥＭＩ防止用バネをバネ部２５０として利用している。但し、本発明はこれに限定
されるわけではない。例えば、相手側コネクタが導電体からなる相手側シェルを有しない
場合には、コネクタ１０もＥＭＩ防止用バネを有していない。その場合であっても、バネ
部２５０は、前端を固定端とし且つ後方に延びているという条件を満たすようにシェル２
００の一部に形成される。
【００２６】
　図３及び図５から理解されるように、本実施の形態による被押圧部２５２は、受容部２
０２内に突出している。この被押圧部２５２は、図１４乃至図１６に示されるように、相
手側コネクタ７００とコネクタ１０とが嵌合する際に相手側シェル７１０に押圧される。
この押圧により、接点部２５４は、ピッチ方向の外側に変位する。なお、本実施の形態に
よるバネ部２５０は上述したように前端を固定端とし且つ後方に延びるものであるので、
本実施の形態においては、バネ部２５０が相手側コネクタ７００の挿入により座屈してし
まうといったおそれがない。
【００２７】
　図６に最もよく示されるように、シェル２００の側面２２０には、コネクタ１０の嵌合
端１２側（シェル２００の前端側）において後方（＋Ｘ方向）に折り返された折り返し部
２７０が設けられている。図７に示されるように、折り返し部２７０には、コネクタ１０
を基板（図示せず）に搭載する際に基板（図示せず）のスルーホール（図示せず）に挿入
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固定される固定部２７２が形成されている。
【００２８】
　図８乃至図１２に示されるように、本実施の形態による構造体１００は、導電体からな
るＵＳＢ２．０コンタクト（コンタクト）１１０及びＵＳＢ３．０コンタクト（コンタク
ト）１２０と、絶縁体からなる保持部材１３０と、導電体からなる検知端子３００Ｒ，３
００Ｌとを備えている。
【００２９】
　ＵＳＢ２．０コンタクト１１０は、ＵＳＢ２．０規格に準拠した信号伝送を行うための
コンタクトであり、４本ある。各ＵＳＢ２．０コンタクト１１０は、接触部１１２を有し
ている。ＵＳＢ３．０コンタクト１２０は、ＵＳＢ３．０規格に準拠した信号伝送を行う
ためのコンタクトであり、５本ある。各ＵＳＢ３．０コンタクト１２０は、接触部１２２
を有している。ＵＳＢ２．０コンタクト１１０は、保持部材１３０に圧入され保持されて
いる。ＵＳＢ３．０コンタクト１２０は、インサート成型により、保持部材１３０に組み
込まれている。ＵＳＢ２．０コンタクト１１０及びＵＳＢ３．０コンタクト１２０は、そ
れぞれ、ピッチ方向（Ｙ方向）に並べられている。詳しくは、図３及び図６に示されるよ
うに、ＵＳＢ２．０コンタクト１１０の接触部１１２はピッチ方向に一列に並んでおり、
ＵＳＢ３．０コンタクト１２０の接触部１２２もピッチ方向に一列に並んでいる。
【００３０】
　保持部材１３０は、ブロック部１４０と、ブロック部１４０から前方（－Ｘ方向）に突
出した板状部１５０と、ブロック部１４０のピッチ方向（Ｙ方向）の両端から前方（－Ｘ
方向）に延びる壁部１６０とを有している。保持部材１３０に保持されたＵＳＢ２．０コ
ンタクト１１０の接触部１１２及びＵＳＢ３．０コンタクト１２０の接触部１２２は、い
ずれも板状部１５０の上面１５２側に露出しており、接触可能となっている。
【００３１】
　図８乃至図１０に示されるように、ブロック部１４０の上方後端部分（＋Ｚ側且つ＋Ｘ
側端部）には、下側（－Ｚ方向）に凹んだ凹部１４４が形成されている。また、壁部１６
０の後端側（＋Ｘ側）には、ピッチ方向の外側に突出した係合凸部１４２が形成されてい
る。図１及び図２から理解されるように、構造体１００をシェル２００の後側（＋Ｘ側）
から前側（－Ｘ側）に向けて挿入し、凹部１４４内にシェル２００のカシメ部２１２を折
り込むことによって、構造体１００に対してシェル２００が取り付けられる。この取り付
けの際、保持部材１３０の係合凸部１４２がシェル２００の係合凹部２３２に係合される
。この係合により、シェル２００の保持部材１３０に対する上下方向（Ｚ方向）の動きが
規制される。
【００３２】
　図８乃至図１０に示されるように、ブロック部１４０と壁部１６０との境界付近には保
持部材１３０を上下方向において貫通するスリット１４６が設けられている。このスリッ
ト１４６は、検知端子３００Ｒ，３００Ｌを圧入するための部位である。なお、検知端子
３００Ｒ，３００Ｌを圧入できるのであれば、スリット１４６は、保持部材１３０を貫通
していなくてもよい。
【００３３】
　図８、図９及び図１２に示されるように、壁部１６０は、上壁部１６２と、側壁部１６
４とを有している。図８、図９及び図１２から理解されるように、前後方向（Ｘ方向）と
直交する平面内において、壁部１６０は、Ｌ字状の形状を有しており、後に詳述するよう
に、検知端子３００Ｒ，３００Ｌを保護するように設けられている。特に、図１２に示さ
れるように、本実施の形態による側壁部１６４は、前側（－Ｘ側）に向かうに連れて先細
る形状を有している。側壁部１６４の内壁面は、前側（－Ｘ側）に向かうに連れてピッチ
方向（Ｙ方向）の外側に向かって開いている。
【００３４】
　図１、図８及び図９から理解されるように、本実施の形態による検知端子３００Ｒ，３
００Ｌは、シェル２００とは別体である。また、図８及び図９から理解されるように、本
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実施の形態による検知端子３００Ｒ，３００Ｌは、保持部材１３０のスリット１４６に対
して下側（－Ｚ側）から圧入されている。図９に示されるように、検知端子３００Ｒ，３
００Ｌは、互いに対称的な形状を有している。
【００３５】
　図１３に示される検知端子３００Ｌを例にとって説明すると、検知端子３００Ｌは、ス
リット１４６に圧入される板状の圧入部３１０と、圧入部３１０の下側（－Ｚ側）に延び
る固定部３１４と、圧入部３１０の前側（－Ｘ側）に延びる検知バネ部３２０とを有して
いる。圧入部３１０には、ダボ３１２が形成されており、スリット１４６に圧入部３１０
が圧入されると、ダボ３１２により圧入部３１０がスリット１４６内の一面に押し付けら
れる。図１２及び図１３に示されるように、検知バネ部３２０は、ピッチ方向（Ｙ方向）
の内側に少し曲がっている。従って、図１２に示されるように、圧入部３１０をスリット
１４６に圧入した際に、壁部１６０の側壁部１６４の内面との間に検知バネ部３２０の変
形用の十分なスペースを確保することができる。固定部３１４は、コネクタ１０を基板（
図示せず）に搭載する際に基板（図示せず）のスルーホール（図示せず）に挿入固定され
る部位である。
【００３６】
　これらの検知端子３００Ｒ，３００Ｌは、対応するバネ部２５０と共に検知スイッチ４
００を構成している。詳しくは、図６並びに図１４乃至図１６を参照すると、検知スイッ
チ４００は、バネ部２５０の被押圧部２５２が相手側コネクタ７００に押圧された際に接
点部２５４のピッチ方向（所定方向：Ｙ方向）に変位して、スイッチ状態を変更するもの
である。本実施の形態においては、この検知スイッチ４００の状態の変更に基づいて、相
手側コネクタ７００の挿入を検知することができる。
【００３７】
　より具体的には、図６に示されるように、本実施の形態による検知スイッチ４００は、
ノーマルオープンのもの、即ち、無負荷状態（コネクタ１０と相手側コネクタ７００との
未嵌合状態）においてスイッチがオフ状態にあるものである。詳しくは、図６に示される
ように、コネクタ１０と相手側コネクタとの未嵌合状態においてはバネ部２５０の接点部
２５４と検知端子３００Ｒ，３００Ｌとが接触しないように、バネ部２５０と検知端子３
００Ｒ，３００Ｌとが配置されている一方、図１４乃至図１６から理解されるように、相
手側コネクタ７００の挿入によって被押圧部２５２が押圧され、それによって接点部２５
４がピッチ方向（所定方向：Ｙ方向）に変位すると、接点部２５４が検知端子３００Ｒ，
３００Ｌの検知バネ部３２０に接触するように、バネ部２５０と検知端子３００Ｒ，３０
０Ｌとが配置されている。
【００３８】
　図２及び図６に示されるように、本実施の形態において、バネ部２５０と検知端子３０
０Ｒ，３００Ｌからなる検知スイッチ４００は、２個設けられている。即ち、バネ部２５
０と検知端子３００Ｒ，３００Ｌとは、二組設けられている。これらの検知スイッチ４０
０は、図１７に示されるような検知システムにおいて、互いに並列に配置されて、コネク
タ１０の外部に設けられる検知回路に接続される。従って、本実施の形態によれば、２個
の検知スイッチ４００の少なくともいずれか一方が状態を変更したことにより相手側コネ
クタ７００の挿入を検知することができる。
【００３９】
　また、例えば、図１８に示されるように、特許文献１によるコネクタを用いた検知シス
テムの場合、検知システムを構成するループ内に相手側シェルが含まれてしまう。即ち、
特許文献１のコネクタを用いた検知システムの場合、検知精度が相手側シェルの品質や材
料等によって影響を受けてしまうといった問題がある。また、相手側シェルの導電性を利
用しているので、非導電体からなる相手側シェルを有するような相手側コネクタの挿入は
検知できない。
【００４０】
　これに対して、図１７に示されるように、本実施の形態による検知スイッチ４００は、
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シェル２００のバネ部２５０と検知端子３００Ｒ，３００Ｌとで構成されており、コネク
タ１０と相手側コネクタ７００との嵌合の際に相手側コネクタ７００に押圧されたバネ部
２５０が変位して検知スイッチ４００の状態が変更されると、相手側コネクタ７００の挿
入を検知することができるものであり、本実施の形態による検知システムを構成するルー
プには相手側コネクタ７００（相手側シェル７１０）は含まれていない。このように、シ
ェル２００と検知端子３００Ｒ，３００Ｌとの間に相手側シェル７１０を介在させる必要
がないことから、相手側シェル７１０の品質や材料等にかかわらず、相手側コネクタ７０
０の挿入の検知を適切に行うことができる。また、相手側コネクタ７００が非導電体から
なる相手側シェルを有しているような場合でも、相手側コネクタ７００の挿入を検知する
ことができる。
【００４１】
　更に、図１８から理解されるように、特許文献１によるコネクタを用いた検知システム
の場合、シェルのバネ部と相手側シェルとの間の接続と検知端子と相手側シェルとの間の
接続との２つの状態が両立しなければ挿入を検知できない。
【００４２】
　これに対して、図１７に示されるように、本実施の形態によれば、シェル２００のバネ
部２５０と検知端子３００Ｒ又は３００Ｌとの少なくともいずれか一方の接触・非接触の
状態変化のみによって相手側コネクタ７００の挿入検知を行うことができる。
【００４３】
　図２を参照すると、上述した保持部材１３０の壁部１６０とシェル２００の折り返し部
２７０とは、コネクタ１０の作業者から検知スイッチ４００を保護する保護部５００とし
て機能している。例えば、検知端子３００Ｒ，３００Ｌが露出していると、コネクタ１０
の作業者が検知スイッチ４００の検知端子３００Ｒ，３００Ｌに触れてしまい、検知バネ
部３２０が変形してしまうおそれがある。しかし、本実施の形態によるコネクタ１０にお
いては、図１２に示されるように、壁部１６０の上壁部１６２が検知端子３００Ｒ，３０
０Ｌの上側（＋Ｚ側）に位置すると共に側壁部１６４が検知端子３００Ｒ，３００Ｌのピ
ッチ方向（Ｙ方向）の外側に位置しており、更に、図２及び図６に示されるように、折り
返し部２７０が検知端子３００Ｒ，３００Ｌの斜め前方（Ｙ方向の外側且つ－Ｘ側）に位
置していることから、検知端子３００Ｒ，３００Ｌの変形等の問題を回避することができ
る。
【００４４】
　以上、本発明について実施の形態を掲げて具体的に説明してきたが、本発明はこれに限
定されるものではなく、様々な変形・応用が可能である。
【００４５】
　例えば、上述した実施の形態において、バネ部２５０は、シェル２００の側面２２０に
形成されていたが、上面２１０又は底面２１５に形成されていてもよい。即ち、所定方向
はピッチ方向ではなく上下方向（Ｚ方向）であってもよい。
【００４６】
　また、上述した実施の形態においては、被押圧部２５２が所定方向（ピッチ方向：Ｙ方
向）の内側に突出し且つ接点部２５４が所定方向の外側に突出しており、被押圧部２５２
が相手側コネクタ７００に押圧されると、接点部２５４が所定方向の外側に変位していた
が、本発明はこれに限定されるわけではない。例えば、被押圧部２５２が所定方向の外側
に突出し且つ接点部２５４が所定方向の内側に突出し、被押圧部２５２が相手側コネクタ
７００に押圧されると、接点部２５４が所定方向の内側に変位することとしてもよい。
【００４７】
　また、上述した実施の形態による接点部２５４は、山状の部位にて構成されていたが、
接点部２５４は、山状に折り曲げられていない単なる端部で構成されていてもよい。
【００４８】
　また、上述した実施の形態において、被押圧部２５２と嵌合端１２との間の距離は接点
部２５４と嵌合端１２との間の距離よりも短かったが、被押圧部２５２と嵌合端１２との
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間の距離は接点部２５４と嵌合端１２との間の距離より長くてもよい。即ち、接点部２５
４が被押圧部２５２よりも前側（－Ｘ側）に位置していてもよい。
【００４９】
　また、上述した実施の形態において、検知端子３００Ｒ，３００Ｌは保持部材１３０の
スリット１４６に対して圧入されていたが、本発明はこれに限定されるものではない。例
えば、検知端子３００Ｒ，３００Ｌはインサート成型により保持部材１３０に組み込まれ
ていてもよい。
【００５０】
　更に、上述した実施の形態による検知スイッチ４００は、ノーマルオープンのもの、即
ち、無負荷状態（コネクタ１０と相手側コネクタ７００との未嵌合状態）においてスイッ
チがオフ状態にあるものであったが、本発明はこれに限定されない。検知スイッチ４００
は、ノーマルクローズのもの、即ち、無負荷状態（コネクタ１０と相手側コネクタ７００
との未嵌合状態）においてスイッチがオン状態にあるものであってもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　　１０　　　　コネクタ
　　１２　　　　嵌合端
　１００　　　　構造体
　１１０　　　　ＵＳＢ２．０コンタクト（コンタクト）
　１１２　　　　接触部
　１２０　　　　ＵＳＢ３．０コンタクト（コンタクト）
　１２２　　　　接触部
　１３０　　　　保持部材
　１４０　　　　ブロック部
　１４２　　　　係合凸部
　１４４　　　　凹部
　１４６　　　　スリット
　１５０　　　　板状部
　１５２　　　　上面
　１６０　　　　壁部
　１６２　　　　上壁部
　１６４　　　　側壁部
　２００　　　　シェル
　２０２　　　　受容部
　２１０　　　　上面
　２１２　　　　カシメ部
　２１５　　　　底面
　２１７　　　　カシメ部
　２２０　　　　側面
　２３０　　　　後側壁部
　２３２　　　　係合凹部
　２３４　　　　固定部
　２５０　　　　バネ部
　２５２　　　　被押圧部
　２５４　　　　接点部
　２７０　　　　折り返し部
　２７２　　　　固定部
　３００Ｒ，３００Ｌ　　　　検知端子
　３１０　　　　圧入部
　３１２　　　　ダボ
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　３１４　　　　固定部
　３２０　　　　検知バネ部
　４００　　　　検知スイッチ
　５００　　　　保護部
　７００　　　　相手側コネクタ
　７１０　　　　相手側シェル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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