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(57)【要約】
【課題】機器の筐体のサイズ、特に厚さ寸法がモジュラ
ージャックのサイズによって影響を受けないようにする
。
【解決手段】モジュラープラグ５０を着脱可能なモジュ
ラージャック１０を有する。機器Ａのモジュラージャッ
ク取付部２１の厚さｔが、モジュラージャック１０の高
さ寸法Ｈよりも短く、モジュラージャック１０の長さ寸
法Ｌよりも短いか、又は、同等である。取付部２１に、
モジュラージャック１０を倒伏姿勢と起立姿勢との間で
揺動可能に取り付ける。モジュラプラグ５０とモジュラ
ープラグ５０を差し込んだ起立姿勢のモジュラージャッ
ク１０との一方を他方に対して差込み方向にスライドさ
せる動作を通じて、モジュラージャック１０とモジュラ
ープラグ５０とを接続する。モジュラージャック１０が
、イーサネット接続端子としてのＲＪ－４５形式を有す
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モジュラープラグを着脱可能なモジュラージャックが取り付けられ、かつ、そのモジュ
ラージャックのピン電極が電気的接続される回路を備えてなる機器であって、
　当該機器側のモジュラージャック取付部の厚さが、上記モジュラージャックの高さ寸法
よりも短く、かつ、上記モジュラージャックの長さ寸法よりも長くない寸法に定められて
いて、
　上記取付部に、上記モジュラージャックが倒伏姿勢と起立姿勢との間で揺動可能に取り
付けられていると共に、上記モジュラプラグとこのモジュラープラグが差し込まれた起立
姿勢の上記モジュラージャックとの一方を他方に対して差込み方向にスライドさせる動作
を通じてモジュラージャックの上記ピン電極とモジュラープラグに具備されているピン電
極とが電気的接続状態に設定されるように構成されていることを特徴とするモジュラージ
ャックを備えた機器。
【請求項２】
　上記取付部に、上記モジュラージャックが、倒伏姿勢と起立姿勢との間で揺動可能でか
上記差込み方向にスライド可能に取り付けられている請求項１に記載したモジュラージャ
ックを備えた機器。
【請求項３】
　上記モジュラージャックが、イーサネット接続端子としてのＲＪ－４５形式を有する請
求項１又は請求項２に記載したモジュラージャックを備えた機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＪ－４５形式のイーサネット（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ：登録商標）接続端子な
どのモジュラージャックを備えた機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、テレビジン受像機などの映像音響機器やモバイル機器には、ネットワークに接続
する機能が付与されるようにってきた。そして、ネットワーク接続機能が付与されている
この種の機器では、ネットワーク接続のためのコネクタにイーサネット接続端子を用いる
ことが多い。イーサネット接続端子にはＲＪ－４５形式を有するモジュラージャックがあ
り、このモジュラージャックの相手方コネクタはＲＪ－４５形式を有する規格化されたモ
ジュラープラグである。ＲＪ－４５と呼ばれるモジュラージャックは、電話回線で使われ
るモジュラージャックであるＲＪ－１１に形状が似ているけれども、ＲＪ－１１に比べる
とサイズが一回り大きくなっている。
【０００３】
　一方、ノート型やカード型の機器、特にモバイル機器についてはその薄形化が顕著に促
進されていて、これらの機器によるネットワーク接続を果たすためにＲＪ－４５と呼ばれ
るモジュラージャックを装備させると、そのモジュラージャックの高さ寸法が機器側のモ
ジュラージャック取付部の厚さ寸法よりも長くなり、モジュラージャックがその取付部か
ら厚さ方向に突出してしまうという事態が起こり得る。言い換えると、従来は、機器にＲ
Ｊ－４５などのモジュラージャックを取り付けると、そのモジュラージャックのサイズが
薄形化された機器の筐体のサイズに影響を及ぼすという問題があった。
【０００４】
　そこで、従来は、モジュラージャックの高さ寸法に見合う厚さ寸法を機器の筐体に付与
することによって、モジュラージャックがその取付部から突出してしまうことによる実使
用上の不都合などを回避していた。
【０００５】
　先行例として、ケーブルコネクタの信頼性を改善するためにロック手段を２箇所に設け
たり、ロック手段の薄形化によって高密度実装を可能にする提案がなされている（たとえ
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ば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、他の先行例には、モジュラージャックを相手方コネクタとして使用するＲＪ－４
５のモジュラープラグについての記述がなされている（たとえば、特許文献２、特許文献
３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－７７５８５号公報
【特許文献２】特許第４１４３６４６号公報
【特許文献３】特表２００４－５０３０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、冒頭で説明したように、機器にＲ
Ｊ－４５などのモジュラージャックを取り付けると、そのモジュラージャックのサイズが
薄形化された機器の筐体のサイズに影響を及ぼすという従来の問題点を改善することによ
って、機器にＲＪ－４５などのモジュラージャックを取り付けても、機器の筐体のサイズ
、特に厚さ寸法がモジュラージャックのサイズによって影響を受けないようにすることを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るモジュラージャックを備えた機器は、　モジュラープラグを着脱可能なモ
ジュラージャックが取り付けられ、かつ、そのモジュラージャックのピン電極が電気的接
続される回路を備えてなる。そして、当該機器側のモジュラージャック取付部の厚さが、
上記モジュラージャックの高さ寸法よりも短く、かつ、上記モジュラージャックの長さ寸
法よりも長くない寸法に定められている。また、上記取付部に、上記モジュラージャック
が倒伏姿勢と起立姿勢との間で揺動可能に取り付けられていると共に、上記モジュラプラ
グとこのモジュラープラグが差し込まれた起立姿勢の上記モジュラージャックとの一方を
他方に対して差込み方向にスライドさせる動作を通じてモジュラージャックの上記ピン電
極とモジュラープラグに具備されているピン電極とが電気的接続状態に設定されるように
構成されている。
【００１０】
　この構成であると、倒伏姿勢のモジュラージャックの長さ方向が機器の取付部の厚さ方
向に一致するので、モジュラージャックを取付部からその厚さ方向に突出しないように取
り付けることが可能になる。そのため、機器の取付部に取り付けられたモジュラージャッ
クのサイズ、特にモジュラージャックの高さ寸法によって機器の厚さ寸法が影響を受けな
いようになる。また、モジュラージャックを倒伏姿勢から起立姿勢に揺動させることと、
モジュラプラグとこのモジュラープラグが差し込まれた起立姿勢のモジュラージャックと
の一方を他方に対して差込み方向にスライドさせる動作を通じてモジュラージャックのピ
ン電極とモジュラープラグに具備されているピン電極とを電気的接続状態に設定すること
とを行うことによって、モジュラージャックを使用することができるようになる。
【００１１】
　このモジュラージャックを備えた機器は、モジュラージャックを倒伏姿勢のままでは使
用することのできない状況がある場合に有益である。たとえば、機器が、ノート型パソコ
ンのスロットに差し込まれるカード型通信デバイスである場合に、モジュラージャックに
差し込んだモジュラープラグが、機器の取付部からその厚さ方向に突き出た状態のままで
は、カード型通信デバイスをスロットに差し込むときにモジュラープラグがじゃまになっ
て当該デバイスをスロットに差し込むことができない。このような場合には、モジュラー
プラグが差し込まれたモジュラージャックを倒伏姿勢から起立姿勢に揺動させてモジュラ
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ープラグを取付部の厚さ方向に対して直交する方向に突き出させることによって、モジュ
ラープラグがじゃまにならずに当該デバイスをスロットに差し込むことができるようにな
る。しかも、その状態では、上記の電気的接続状態に設定することが可能になる。
【００１２】
　本発明では、上記取付部に、上記モジュラージャックが、倒伏姿勢と起立姿勢との間で
揺動可能でかつ上記差込み方向にスライド可能に取り付けられている、という構成を採用
することが可能である。
【００１３】
　本発明に係る機器に具備されるモジュラージャックは、イーサネット接続端子としての
ＲＪ－４５形式を有するものであってもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明に係るモジュラージャックを備えた機器によれば、モジュラージ
ャックの高さ寸法が機器の取付部の厚さ寸法よりも長くても、モジュラージャックを倒伏
姿勢にして取付部の厚さ寸法内に納めることが可能であるので、モジュラージャックのサ
イズが、薄形化された機器の筐体のサイズに影響を及ぼすという従来の問題点が改善され
て、機器の筐体のサイズ、特に機器の筐体の厚さ寸法がモジュラージャックのサイズによ
って影響を受けなくなるという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る機器を例示した概略斜視図である。
【図２】取付部とモジュラージャックとを示した分解斜視図である。
【図３】モジュラージャックの一部破断側面図である。
【図４】モジュラープラグを倒伏姿勢のモジュラージャックに差し込んだ状態を示す説明
図である。
【図５】モジュラープラグが差し込まれたモジュラージャックを起立姿勢にした状態での
説明図である。
【図６】モジュラージャックを起立姿勢のままスライドさせた状態での説明図である。
【図７】図４の状態でのモジュラージャック及びモジュラープラグのピン電極同士の位置
関係を例示した説明図である。
【図８】図５の状態でのモジュラージャック及びモジュラープラグのピン電極同士の位置
関係を例示した説明図である。
【図９】図６の状態でのモジュラージャック及びモジュラープラグのピン電極同士の位置
関係を例示した説明図である。
【図１０】ＲＪ－４５のモジュラージャック及びモジュラープラグの概略分解斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は本発明に係る機器Ａを例示した概略斜視図である。同図には、機器Ａとしてカー
ド型通信デバイスを例示している。この機器Ａは、その筐体２０を含めた厚さが薄いため
に、規格化されているＲＪ－４５のモジュラージャック１０を機器Ａの筐体２０の取付部
２１に起立姿勢で取り付けると、モジュラージャック１０が取付部２１からその厚さ方向
Ｔ１に突出してしまって機器Ａの持ち運びに不便が生じるだけでなく、モジュラージャッ
ク１０がじゃまになって機器Ａの使用に支障をきたすことがある。
【００１７】
　図１には、機器Ａの筐体２０の厚さ寸法を符号ｔで示し、この機器Ａの取付部２１に取
り付けられたモジュラージャック１０の高さ寸法を符号Ｈ、長さ寸法を符号Ｌで示してあ
り、上記取付部２１は機器Ａの筐体２０に設けられていて、その取付部２１の厚さ寸法は
筐体の厚さ寸法ｔと同一である。
【００１８】
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　図２は機器Ａの筐体２０に設けられた取付部２１とモジュラージャック１０とを示した
分解斜視図である。取付部２１は、機器Ａの筐体２０の一辺の一部を凹入状に形作ること
によって形成されていて、その凹入状の取付部２１が、モジュラージャック１０を倒伏姿
勢で収容することのできる広さを有している。したがって、図１によって明らかなように
、凹入状の取付部２１の深さ寸法はモジュラージャック１０の高さ寸法Ｈよりも長く、取
付部２１と同一厚さの筐体２０の厚さ寸法ｔは、モジュラージャック１０の高さ寸法Ｈよ
りも短く、かつ、モジュラージャック１０の長さ寸法Ｌよりも長くない寸法ｔに定められ
ている。すなわち、Ｈ，Ｌ，ｔの三者の間には、Ｈ＞Ｌ＞ｔ、又は、Ｈ＞Ｌ＝ｔの関係が
成立している。
【００１９】
　図２に倒伏姿勢で示されているモジュラージャック１０は、その相手方コネクタである
モジュラープラグ（不図示）が着脱される嵌合孔部１１を有している。この嵌合孔部１１
に対するモジュラープラグの挿抜方向は、モジュラージャック１０の長さ方向Ｌ１に一致
している。また、モジュラージャック１０やモジュラープラグは、それぞれ所要極数のピ
ン電極を内蔵していて、上記嵌合孔部１１にモジュラープラグが差し込まれることによっ
て、モジュラージャック１０のピン電極とモジュラープラグのピン電極との適正な電気的
接続状態が設定されるようになっている。
【００２０】
　図２のように、機器Ａ側の凹入状の取付部２１において、その両側の内壁面（片側の内
壁面は図に現れていない）２２のそれぞれには、取付部２１の奥行方向に長い長孔状の凹
部２３が形成されている。これに対し、モジュラージャック１０の幅方向Ｗ１の両側面（
片側の側面は図に現れていない）１２のそれぞれには、円形の突起１３が形成されている
。そして、モジュラージャック１０の幅方向Ｗ１の両側の突起１３を、凹入状の取付部２
１の両側の凹部２３に各別に嵌め込まれていることによって、凹入状の取付部２１に、モ
ジュラージャック１０が倒伏姿勢と起立姿勢との間で揺動可能に取り付けられ、しかも、
モジュラージャック１０が凹部２３の長手方向にスライド可能になっている。
【００２１】
　図３はモジュラージャック１０の一部破断側面図である。同図によって判るように、上
記嵌合孔部１１はモジュラージャック１０の長さ方向Ｌ１に貫通している。また、モジュ
ラージャック１０のピン電極１４がその嵌合孔部１１の所定位置に配備されている。また
、ピン電極１４には信号線１５が接続されている。
【００２２】
　図４はモジュラープラグ５０を倒伏姿勢のモジュラージャック１０に差し込んだ状態を
示す説明図、図５はモジュラープラグ５０が差し込まれたモジュラージャック１０を揺動
させて起立姿勢にした状態での説明図、図６はモジュラージャック１０を起立姿勢のまま
スライドさせた状態での説明図である。また、図７は図４の状態でのモジュラージャック
１０及びモジュラープラグ５０のピン電極１４，５１同士の位置関係を例示した説明図、
図８は図５の状態でのモジュラージャック１０及びモジュラープラグ５０のピン電極１４
，５１同士の位置関係を例示した説明図、図９は図６の状態でのモジュラージャック１０
及びモジュラープラグ５０のピン電極１４，５１同士の位置関係を例示した説明図である
。
【００２３】
　図４～図９に示したように、機器Ａの筐体２０には、モジュラージャック１０のピン電
極１４に電気的接続される回路を備える回路基板６０が内蔵されている。そして、モジュ
ラージャック１０のピン電極１４から延び出た信号線１５が、回路基板６０に実装された
コネクタ６１に接続されている。
【００２４】
　これに対し、モジュラープラグ５０はその形状やサイズが規格化されていて、その相手
方コネクタであるモジュラージャック１０に適正位置まで差し込んだときには、そのモジ
ュラープラグ５０に備わっている係合部に、モジュラージャック１０の所定箇所に具備さ
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れている段付部が係合してモジュラープラグ５０が脱落防止されるようになっている。モ
ジュラープラグ５０の上記係合部は、モジュラープラグ５０に備わっている弾性操作片５
２に備わっている。したがって、モジュラージャック１０には、モジュラープラグ５０が
適正位置まで差し込まれたときに上記係合部に係合する段付部が備わっているものとする
。なお、係合部と段付部との係合状態は、モジュラープラグ５０の弾性操作片５２を押し
下げることによって解除される。
【００２５】
　上記のように構成されている機器Ａにおいて、モジュラージャック１０を使用しないと
きには、図１のようにモジュラージャック１０が倒伏姿勢に保たれて筐体２０の取付部２
１に収容されている。この状態では、モジュラージャック１０が筐体２０の表面や裏面か
ら突出していないので、機器Ａを持ち運んだりするときにモジュラージャック１０がじゃ
まになることはない。
【００２６】
　モジュラージャック１０にモジュラープラグ５０を差し込んで信号の受け渡しを行うと
きの手順の一例を図４～図６を参照して説明する。また、その手順を採用したときのモジ
ュラージャック１０及びモジュラープラグ５０のピン電極１４，５１同士の位置関係を、
図７～図９を参照して併せて説明する。
【００２７】
　最初の段階では、図４のように、機器Ａの取付部２１に倒伏姿勢で収容されているモジ
ュラージャック１０にモジュラープラグ５０を矢印Ｙのように差し込む。この操作は、モ
ジュラープラグ５０をモジュラージャック１０に係合させることにより、次の段階でモジ
ュラージャック１０を起立姿勢に揺動させる動作を行いやすくするために行う。したがっ
て、したがって、モジュラープラグ５０の係合部をモジュラージャック１０の段付部に係
合させて両者を段落防止する必要はない。この段階を行ったときのモジュラージャック１
０及びモジュラープラグ５０のピン電極１４，５１同士は、図７に示されているように互
いに離れている。したがって、モジュラージャック１０及びモジュラープラグ５０の相互
間での信号の受け渡しは行われない。
【００２８】
　図４のように倒伏姿勢のモジュラージャック１０にモジュラープラグ５０を矢印Ｙのよ
うに差し込んだ後、図５のようにモジュラープラグ５０を一方向へ揺動させることにより
、そのモジュラープラグ５０と共にモジュラージャック１０を突起１３を中心にして倒伏
姿勢から矢印Ｒのように揺動させて起立姿勢にする。この操作を行うと、モジュラージャ
ック１０の高さ寸法Ｈが機器Ａの筐体２０及び取付部２１の厚さ寸法ｔよりも長いために
、モジュラージャック１０が取付部２１から突出し、同時にモジュラープラグ５０は取付
部２１の外側へ突き出る。この操作を行ったときのモジュラージャック１０及びモジュラ
ープラグ５０のピン電極１４，５１同士は、図８に示されているように互いに離れている
。したがって、モジュラージャック１０及びモジュラープラグ５０の相互間での信号の受
け渡しは行われない。
【００２９】
　次に、図６の矢印Ｘのようにモジュラージャック１０を取付部２１の外側へ向けてスラ
イドさせることにより、モジュラージャック１０にモジュラープラグ５０を適正位置まで
差し込む。この操作により、突起１３が取付部２１の凹部２３内で移動する。こうしてモ
ジュラージャック１０にモジュラープラグ５０を適正位置まで差し込むと、モジュラープ
ラグ５０の弾性操作片５２に備わっている上記係合部にモジュラージャック１０側の段付
部が係合し、両者がロック状態になってモジュラープラグ５０がモジュラージャック１か
ら抜け出るという事態が防止される。この操作を行ったときのモジュラージャック１０及
びモジュラープラグ５０のピン電極１４，５１同士は、図９に示されているように互いに
接触して電気的に導通する。したがって、モジュラージャック１０及びモジュラープラグ
５０の相互間での信号の受け渡しが可能になる。
【００３０】
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　図６及び図９に示した状態からモジュラージャック１０を倒伏姿勢にして機器Ａの取付
部２１に収容させるときは、モジュラープラグ５０の弾性操作片５２を押し下げることに
よって上記した係合部と段付部との係合状態（ロック状態）を解除してモジュラープラグ
５０をモジュラージャック１０から少し後退させ、そうすることによってモジュラープラ
グ５０をモジュラージャック１０に係合させる。この後、図４～図６を参照して説明した
手順の逆の手順を実行することにより可能になる。
【００３１】
　上記の手順は一例であり、他の手順を実行することも勿論可能である。たとえば、取付
部２１に収納されていて、モジュラープラグ５０が差し込まれていない倒伏姿勢のモジュ
ラージャック１０をオペレータが手の指で揺動させて起立姿勢にした後、そのモジュラー
ジャック１０を取付部２１の外側へ向けてスライドさせ、次に、モジュラープラグ５０を
モジュラージャック１０の適正位置まで差し込んで上記したロック状態にする、という手
順を実行することも可能である。
【００３２】
　図７～図９に示したモジュラージャック１０及びモジュラープラグ５０の各ピン電極１
４，５１の形状や配置は、説明と図示を簡略化するために、規格化されているＲＪ－４５
のモジュラージャック１０及びモジュラープラグ５０のそれとは異ならせている。
【００３３】
　図１０は、規格化されているＲＪ－４５のモジュラージャック１０及びモジュラープラ
グ５０の概略分解斜視図である。同図のようにモジュラープラグ５０のピン電極５１は差
込み方向に延びる板片により形成され、モジュラージャック１０のピン電極１４は差込み
方向に延びる線材により形成されている。これらのピン電極５１，１４は、モジュラープ
ラグ５０側の溝部５４やモジュラージャック１０側の溝部１７に配備されている。また、
モジュラープラグ５０側の係合部５３が弾性操作片５２に備わり、この係合部５３を係止
するための段付部１６が、モジュラージャック１０の嵌合孔部１１の上部に設けられてい
る。したがって、モジュラープラグ５０をモジュラージャック１０に差し込むだけで、係
合部５３を段付部１６が係止していなくてもそれらのピン電極１４，５１同士が接触する
ことが起こり得る。しかし、そのような接触状態は不安定であるために実使用できない。
したがって、規格化されているＲＪ－４５のモジュラージャック１０及びモジュラープラ
グ５０では、図７及び図８に示した段階でも各ピン電極１４，５１が接触していることが
起こり得るけれども、この段階で実使用されることはなく、実使用されるのはモジュラー
プラグ５０の係合部５３がモジュラージャック１０の段付部１６に係止されるまで適正に
モジュラープラグ５０が差し込まれているときに限られる。
【００３４】
　ところで、モジュラージャック１０が機器Ａの取付部２１に倒伏姿勢で収容されている
ときに、モジュラープラグ５０をモジュラージャック１０に差し込んで、係合部５３を段
付部１６に係止させることによりロック状態にすれば、モジュラープラグ５０のピン電極
５１がモジュラージャック１０のピン電極１４に安定して接触するので、その状態での使
用が一応は可能である。そして、そのような使用が可能であるとすると、モジュラージャ
ック１０を起立姿勢にして使用することは不必要であるとも云える。
【００３５】
　しかしながら、機器Ａの種類や他の電子機器に対する機器Ａの装着箇所の状況によって
は、モジュラージャック１０が機器Ａの取付部２１に倒伏姿勢で収容されているままでは
、そのモジュラージャック１０に差し込まれたモジュラープラグ５０が取付部２１から突
き出てじゃまになるような事態や、取付部２１に倒伏姿勢で収容されているモジュラージ
ャック１０にモジュラープラグ５０を差し込むことができない事態も起こり得る。それら
の事態に対処し得るものとして、上記した実施形態のようなモジュラージャック１０を起
立姿勢にして使用することのできる機器Ａが有益である。
【００３６】
　上記実施形態では、ＲＪ－４５の形状を有するモジュラージャック１０を備えた機器Ａ
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について説明したけれども、モジュラージャック１０の種類としては、電話回線で使われ
るＲＪ－１１の形状のモジュラージャックであってもよい。
【符号の説明】
【００３７】
　Ａ　機器
　ｔ　筐体の厚さ寸法（取付部の厚さ寸法）
　Ｈ　モジュラージャックの高さ寸法
　Ｌ　モジュラージャックの長さ寸法
　１０　モジュラージャック
　１４　モジュラージャックのピン電極
　２１　取付部
　５０　モジュラープラグ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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