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(57)【要約】
　従来型プラグとの互換性を確保しつつ、高い情報量を
伝送する伝送路を相互に接続できるコネクタを提供する
。コネクタは、ＨＤＭＩ規格に準拠した従来型プラグに
接続可能なレセプタクルと、当該レセプタクルに接続可
能なプラグと、を備える。レセプタクルは、従来型プラ
グを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と
、当該保持空間からプラグの挿入方向に進むにつれて狭
くなる空間を形成する第一陥凹部と、挿入されたプラグ
に向かって露出するように光伝送路の端部である第一端
部が配置される第一伝送体と、を備える。プラグは、筒
体部に挿入可能な形状の挿入部と、当該挿入部から挿入
方向に突出し、第一陥凹部に嵌め合うことができる第一
突出部と、第一端部に対向するように光伝送路の端部で
ある第二端部が配置される第二伝送体と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグである従来型プラグに接続可能なレセプタクルと、前記レ
セプタクルに接続可能なプラグと、を備えたコネクタであって、
前記レセプタクルは、
従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、
前記保持空間から前記プラグの挿入方向に進むにつれて狭くなる空間を形成する第一陥凹
部と、
挿入された前記プラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置さ
れる第一伝送体と、を備え、
前記プラグは、
前記筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、
前記挿入部から挿入方向に突出し、前記第一陥凹部に嵌め合うことができる第一突出部と
、
前記第一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と
、を備える、
コネクタ。
【請求項２】
前記第一端部は、前記第一陥凹部の底部に配置され、
前記第二端部は、前記第一突出部の突端に配置される、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
前記第一陥凹部は、底部に前記プラグに向かって突出する第二突出部を備え、
前記第一突出部は、突端に前記第二突出部が挿入される第二陥凹部を備え、
前記第一端部は、前記第二突出部の突端に配置され、
前記第二端部は、前記第二陥凹部の底部に配置される、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項４】
前記レセプタクルは、電気伝送路接続用の複数の第一端子の配列の両端部外側のそれぞれ
に前記第一伝送体を備え、
前記プラグは、前記第一端子に接続される複数の第二端子の配列の両端部外側のそれぞれ
に、前記第一伝送体に対応する前記第二伝送体を備える、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項５】
ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグである従来型プラグに接続可能なレセプタクルと、前記レ
セプタクルに接続可能なプラグと、を備えたコネクタであって、
前記レセプタクルは、
従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、
前記プラグを挿入する方向と直交する断面において、前記筒体部の内部の長手方向の両端
部に前記筒体部の開口部から挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され
、挿入された前記従来型プラグにより間隔が拡がるように変形する一対のばね部材と、
挿入された前記プラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置さ
れる第一伝送体と、を備え、
前記プラグは、
前記筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、
前記挿入部の両側面に挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、前記
レセプタクルに挿入された状態で前記ばね部材に当接する傾斜面部と、
前記第一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と
、を備える、
コネクタ。
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【請求項６】
前記傾斜面部は、前記ばね部材を挿入可能な幅に形成された溝の底部に配置される、
請求項５に記載のコネクタ。
【請求項７】
前記第一端部または前記第二端部の少なくとも一部を覆う位置に突出し、可撓性かつ復元
性を備えた払拭部材をさらに備える、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項８】
前記第一端部または前記第二端部の少なくとも一部を覆う位置に突出し、可撓性かつ復元
性を備えた払拭部材をさらに備える、
請求項５に記載のコネクタ。
【請求項９】
前記払拭部材は、前記第一端部および前記第二端部の少なくとも一方をほぼ封鎖する、
請求項７に記載のコネクタ。
【請求項１０】
前記払拭部材は、前記第一端部および前記第二端部の少なくとも一方をほぼ封鎖する、
請求項８に記載のコネクタ。
【請求項１１】
さらに、
ＨＤＭＩ規格とは別の電力を授受するための第一電力端子、および、前記第一電力端子に
接続される第二電力端子と、
前記第一電力端子と前記第二電力端子とが互いに接続されることにより発熱する発熱部と
、を備える、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項１２】
さらに、
ＨＤＭＩ規格とは別の電力を授受するための第一電力端子、および、前記第一電力端子に
接続される第二電力端子と、
前記第一電力端子と前記第二電力端子とが互いに接続されることにより発熱する発熱部と
、を備える、
請求項５に記載のコネクタ。
【請求項１３】
従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、
前記保持空間からプラグの挿入方向に進むにつれて狭くなる空間を形成する第一陥凹部と
、
挿入されたプラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置される
第一伝送体と、を備える、
レセプタクル。
【請求項１４】
従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、
プラグを挿入する方向と直交する断面において、前記筒体部の内部の長手方向の両端部に
前記筒体部の開口部から挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、挿
入された前記従来型プラグにより間隔が拡がるように変形する一対のばね部材と、
挿入されたプラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置される
第一伝送体と、を備える、
レセプタクル。
【請求項１５】
請求項１３に記載のレセプタクルに接続可能なプラグであって、
前記筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、
前記挿入部から挿入方向に突出し、前記第一陥凹部に嵌め合うことができる第一突出部と
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、
前記第一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と
、を備える、
プラグ。
【請求項１６】
請求項１４に記載のレセプタクルに接続可能なプラグであって、
前記筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、
前記挿入部の両側面に挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、前記
レセプタクルに挿入された状態で前記ばね部材に当接する傾斜面部と、
前記第一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と
、を備える、
プラグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ＨＤＭＩ（登録商標、以下同様）（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格に準拠した電気信号の伝送路を相互に接続
するためのコネクタ、レセプタクル、および、プラグに関し、さらに光信号の伝送路も相
互に接続することができるコネクタ、レセプタクル、および、プラグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）は、高精細度デジタルビデオ／オーディオインターフェースに関する
技術であり、この技術は高精細度ビデオ／オーディオ信号の伝送に幅広く使用されている
。ＨＤＭＩ規格（例えば、非特許文献１参照）においては、ＨＤＭＩケーブルやＨＤＭＩ
コネクタの仕様が定められており、適用される規格のバージョンが異なっても、例えばタ
イプＡのコネクタの形状等は変わらない。そのため、古いＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａ
ｌ）機器と新しいＡＶ機器との間でもＨＤＭＩケーブルによって相互に接続が可能である
。このように、ＨＤＭＩ規格は互換性が高いため、ＨＤＭＩ規格に準拠したケーブルやコ
ネクタ等が、広く用いられている。
【０００３】
　本明細書、および、特許請求の範囲においては、このようなＨＤＭＩ規格に完全に準拠
したコネクタを「従来型コネクタ」と記載し、従来型コネクタを形成するプラグ、レセプ
タクルを、それぞれ「従来型プラグ」、「従来型レセプタクル」と記載する場合がある。
【０００４】
　市場では、いわゆる４Ｋテレビジョンセット（以下、テレビジョンセットを「テレビ」
と略記する）等の高精細テレビが普及しつつあり、次世代機として８Ｋテレビといったさ
らに高精細化されたテレビも登場している。このようなテレビ画面の高精細化にともない
、伝送すべきビデオ／オーディオ信号の情報量も増加している。そのため、ＨＤＭＩ規格
のみでは、伝送すべき情報量に対して伝送できる情報量が不足する可能性がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ＨＤＭＩ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒ．１．３ａ［平成２７
年１２月１日検索］、インターネット＜URL：http://www.hdmi.org/manufacturer/specif
ication.aspx＞
【発明の概要】
【０００６】
　本開示は、従来型プラグとの接続の互換性を確保しつつ、電気信号の伝送路（以下、「
電気伝送路」とも記す）に加えて光信号の伝送路（以下、「光伝送路」とも記す）をもメ
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カニカルに接続が可能であるコネクタ、レセプタクル、および、プラグを提供する。
【０００７】
　本開示におけるコネクタは、ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグである従来型プラグに接続
可能なレセプタクルと、当該レセプタクルに接続可能なプラグと、を備える。レセプタク
ルは、従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、当該保持空間
からプラグの挿入方向に進むにつれて狭くなる空間を形成する第一陥凹部と、挿入された
プラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置される第一伝送体
と、を備える。プラグは、筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、当該挿入部から挿入方向
に突出し、第一陥凹部に嵌め合うことができる第一突出部と、第一端部に対向するように
光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と、を備える。
【０００８】
　また、本開示におけるコネクタは、ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグである従来型プラグ
に接続可能なレセプタクルと、当該レセプタクルに接続可能なプラグと、を備える。レセ
プタクルは、従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する筒体部と、プラグ
を挿入する方向と直交する断面において、筒体部の内部の長手方向の両端部に筒体部の開
口部から挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、挿入された従来型
プラグにより間隔が拡がるように変形する一対のばね部材と、挿入されたプラグに向かっ
て露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置される第一伝送体と、を備える。
プラグは、筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、当該挿入部の両側面に挿入方向に向かっ
て間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、レセプタクルに挿入された状態でばね部材に
当接する傾斜面部と、第一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置さ
れる第二伝送体と、を備える。
【０００９】
　本開示によれば、従来型プラグとの接続の互換性を確保しつつ、光伝送路に求められる
高い精度で光伝送路の端部間の相互接続が可能になるので、多くの信号量を伝送すること
が求められる伝送路の相互接続を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１における、レセプタクルからプラグを取り外した状態のコ
ネクタを模式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、従来型プラグを模式的に示す斜視図である。
【図３】図３は、実施の形態１におけるレセプタクルを正面から示す平面図である。
【図４】図４は、実施の形態１におけるプラグを正面から示す平面図である。
【図５】図５は、実施の形態１におけるレセプタクルの断面を模式的に示す断面図である
。
【図６】図６は、実施の形態１におけるプラグの断面を模式的に示す断面図である。
【図７】図７は、実施の形態１におけるレセプタクルと従来型プラグとの接続状態を模式
的に示す断面図である。
【図８】図８は、実施の形態１におけるプラグとレセプタクルとの接続状態を模式的に示
す断面図である。
【図９】図９は、実施の形態２における、レセプタクルからプラグを取り外した状態のコ
ネクタを模式的に示す斜視図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２におけるレセプタクルの断面を模式的に示す断面図で
ある。
【図１１】図１１は、実施の形態２におけるプラグの断面を模式的に示す断面図である。
【図１２】図１２は、実施の形態２におけるレセプタクルと従来型プラグとの接続状態を
模式的に示す断面図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２におけるプラグとレセプタクルとの接続状態を模式的
に示す断面図である。
【図１４】図１４は、他の実施の形態における第一陥凹部と第一突出部との嵌合状態の一
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例を模式的に示す部分断面図である。
【図１５】図１５は、他の実施の形態における第一陥凹部と第一突出部との嵌合状態の他
の一例を模式的に示す部分断面図である。
【図１６】図１６は、他の実施の形態におけるプラグの第一突出部近傍を模式的に示す部
分断面図である。
【図１７】図１７は、他の実施の形態におけるレセプタクルにおける払拭部材の取り付け
態様を模式的に示す斜視図である。
【図１８】図１８は、他の実施の形態における発熱部を備えたコネクタを模式的に示す断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示におけるコネクタ、レセプタクル、および、プラグの実施の形態を、図面
を参照しつつ説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、
すでによく知られた事項の詳細説明、および実質的に同一の構成に対する重複説明を省略
する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容
易にするためである。
【００１２】
　なお、以下の実施の形態および添付図面は、本開示にかかるコネクタ、レセプタクル、
および、プラグの一例を示したものに過ぎない。したがって、本開示は、以下の実施の形
態を参考に請求の範囲の文言によって範囲が画定されるものであり、以下の実施の形態の
みに限定されるものではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本開
示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本開示の課題
を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとして説明さ
れる。
【００１３】
　また、各図面は、本開示を示すために適宜強調や省略、比率の調整を行った模式的な図
となっており、実際の形状や位置関係、比率とは異なる場合がある。また、各図において
、実質的に同じ構成要素については同じ符号を付し、説明を省略または簡略化する場合が
ある。
【００１４】
　（実施の形態１）
　［１－１．構成］
　図１は、実施の形態１における、レセプタクル１０１からプラグ１０２を取り外した状
態のコネクタ１００を模式的に示す斜視図である。
【００１５】
　図２は、従来型プラグ２００を模式的に示す斜視図である。
【００１６】
　図３は、実施の形態１におけるレセプタクル１０１を正面から示す平面図である。
【００１７】
　図４は、実施の形態１におけるプラグ１０２を正面から示す平面図である。
【００１８】
　図１に示すように、コネクタ１００は、高精細度ビデオ／オーディオ信号の伝送路を着
脱可能に相互接続するレセプタクル１０１とプラグ１０２とを備えている。
【００１９】
　図５は、実施の形態１におけるレセプタクル１０１の断面を模式的に示す断面図である
。図５には、図１に示すレセプタクル１０１のａ－ａ線断面図を示す。
【００２０】
　レセプタクル１０１は、ＨＤＭＩ規格（例えば、バージョン１．３ａ）に準拠した従来
型プラグ２００（図２参照）との接続が可能なレセプタクルである。レセプタクル１０１
は、図１、図３、図５に示すように、筒体部１１１と、第一陥凹部１１２と、第一伝送体
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１１３と、第一端部１１４と、を備えている。また、レセプタクル１０１は、基板１１５
と、複数の第一端子１１６と、を備えている。
【００２１】
　筒体部１１１は、筒状の部材であり、従来型プラグ２００を挿入可能な空間である保持
空間１１０を形成する。具体的には、筒体部１１１では、保持空間１１０は、ＨＤＭＩ規
格に準拠した形状で形成されており、従来型プラグ２００が挿入された状態で従来型プラ
グ２００を保持することができるように形成されている。また、筒体部１１１は、保持空
間１１０内に挿入されたプラグ１０２の挿入部１２１を保持することも可能である。
【００２２】
　第一陥凹部１１２は、プラグ１０２の第一突出部１２２を嵌合できるように形成された
、保持空間１１０からプラグ１０２の挿入方向（保持空間１１０の奥側、図５の上方向）
に進むにつれて徐々に狭くなる空間を形成する部分である。本実施の形態において、第一
陥凹部１１２は、図３、図５に示すように、従来型プラグ２００の先端面の一部が当接す
る段部１３１と、段部１３１から奥に進むにつれて長手方向の両側壁間の距離が徐々に狭
くなる第一テーパー部１４１と、を備えている。第一陥凹部１１２は、図５に示す断面に
おいて台形状の空間を形成している。
【００２３】
　第一伝送体１１３は、光信号を伝送する伝送路（光伝送路）である。第一伝送体１１３
は、光伝送路の端部である第一端部１１４を有する。図３、図５に示すように、第一端部
１１４は、筒体部１１１に挿入されたプラグ１０２の挿入部１２１の第一突出部１２２に
設けられた第二端部１２４に対向して露出するように、レセプタクル１０１に配置されて
いる。本実施の形態では、第一伝送体１１３は、プラスチックを材料として形成される光
ファイバであり、その光ファイバの直径は例えば０．５ｍｍ程度である。第一伝送体１１
３の第一端部１１４は、図５に示すように、第一陥凹部１１２の底部に配置されている。
第一陥凹部１１２の底部に第一端部１１４が配置されることで、第一端部１１４に、ホコ
リや汚れ等が付着したり不要な傷が付いたりすることを低減できる。
【００２４】
　レセプタクル１０１は、図５に示すように、複数本（本実施の形態では、４本）の第一
伝送体１１３を備えており、また、図３、図５に示すように、基板１１５に配列された複
数の第一端子１１６を備えている。第一伝送体１１３は、図３、図５に示すように、複数
の第一端子１１６が並ぶ基板１１５の長手方向の両端部から外側であって、基板１１５と
筒体部１１１との間に第一端部１１４がそれぞれ２つずつ並んで配置されるように、レセ
プタクル１０１に取り付けられている。
【００２５】
　なお、レセプタクル１０１は、第一端部１１４に、光伝送路の接続に用いられるレンズ
等を備えていてもよい。
【００２６】
　第一端子１１６は、ＨＤＭＩ規格に準拠して設けられた電気伝送路接続用の端子である
。基板１１５は、複数本の配列された第一端子１１６を保持する絶縁性の部材であり、基
板１１５の表面と裏面の両面のそれぞれに複数の第一端子１１６を備えている。基板１１
５は、筒体部１１１の保持空間１１０に挿入されるプラグ１０２の挿入部１２１内に差し
込まれ、各第一端子１１６は、プラグ１０２の複数の第二端子１２６のそれぞれと接続す
る。これにより、レセプタクル１０１側の電気伝送路と、プラグ１０２側の電気伝送路と
が、互いに電気的に接続される。
【００２７】
　図６は、実施の形態１におけるプラグ１０２の断面を模式的に示す断面図である。図６
には、図１に示すプラグ１０２のｂ－ｂ線断面図を示す。
【００２８】
　プラグ１０２は、レセプタクル１０１に接続可能な部材である。プラグ１０２は、図１
、図４、図６に示すように、挿入部１２１と、第一突出部１２２と、第二伝送体１２３と
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、第二端部１２４と、を備えている。また、プラグ１０２は、複数のスロット１２５と、
複数の第二端子１２６と、を備えている。
【００２９】
　挿入部１２１は、従来型プラグ２００を挿入可能な空間である保持空間１１０を形成す
る筒体部１１１に挿入可能な形状の部分である。具体的には、挿入部１２１は、ＨＤＭＩ
規格に準拠した形状で形成されており、従来型プラグ２００と同様に、レセプタクル１０
１の筒体部１１１に挿入されることにより筒体部１１１の保持空間１１０内に保持される
。
【００３０】
　第一突出部１２２は、図１、図４に示すように、挿入部１２１の先端に設けられ、挿入
部１２１の先端から挿入方向（挿入部１２１の先端方向、図６の上方向）に突出した部分
である。第一突出部１２２は、レセプタクル１０１に設けられた第一陥凹部１１２に嵌め
合うことができるように形成されている。本実施の形態において、第一突出部１２２は、
図４、図６に示すように、レセプタクル１０１の筒体部１１１内に設けられた段部１３１
に当接する肩部１３２と、肩部１３２から挿入方向に進むにつれて長手方向の両側壁間の
距離が徐々に狭くなる第二テーパー部１４２と、を備えている。第一突出部１２２は、図
６に示す断面において第一陥凹部１１２に対応した台形状の凸部を形成している。第二テ
ーパー部１４２は、第一テーパー部１４１に沿って滑ることにより、レセプタクル１０１
の筒体部１１１に対するプラグ１０２の挿入部１２１の位置を定めることができる。
【００３１】
　第二伝送体１２３は、光信号を伝送する伝送路（光伝送路）である。第二伝送体１２３
は、光伝送路の端部である第二端部１２４を有する。図４、図６に示すように、第二端部
１２４は、プラグ１０２の挿入先であるレセプタクル１０１の第一端部１１４に対向する
ように、プラグ１０２の第一突出部１２２に配置されている。本実施の形態では、第二伝
送体１２３は、第一伝送体１１３と同様に、プラスチックを材料として形成される光ファ
イバであり、その光ファイバの直径は例えば０．５ｍｍ程度である。図４、図６に示すよ
うに、第二伝送体１２３の第二端部１２４は、第一突出部１２２の先端面の、第一端部１
１４の配置位置（図３、図５参照）に対応する位置に配置されている。
【００３２】
　プラグ１０２は、図６に示すように、複数本（本実施の形態では、４本）の第一伝送体
１１３（図５参照）に対応する複数本（本実施の形態では、４本）の第二伝送体１２３を
備えており、また、図４に示すように、配列された複数の第二端子１２６と複数のスロッ
ト１２５とを備えている。第二伝送体１２３は、図４、図６に示すように、配列された複
数の第二端子１２６（スロット１２５）の両端部から外側であって、第一突出部１２２の
先端面に第二端部１２４がそれぞれ２つずつ並んで配置されるように、プラグ１０２に取
り付けられている。
【００３３】
　なお、プラグ１０２は、第二端部１２４に、光伝送路の接続に用いられるレンズ等を、
第一端部１１４に対応するように備えていてもよい。
【００３４】
　第二端子１２６は、導電性を備えた部材である。第二端子１２６は、プラグ１０２の挿
入部１２１がレセプタクル１０１の筒体部１１１に挿入されたときに、レセプタクル１０
１の第一端子１１６に向かって付勢力が発生するように、挿入方向に突出した状態でプラ
グ１０２に取り付けられている。スロット１２５は、プラグ１０２の挿入部１２１の内壁
面に形成された溝状の部分である。スロット１２５は、プラグ１０２の挿入部１２１がレ
セプタクル１０１の筒体部１１１に挿入され、第二端子１２６がレセプタクル１０１の基
板１１５の表面に設けられた第一端子１１６に接触して基板１１５から遠ざかるように押
し広げられるときに、第二端子１２６の逃げ代となるように形成されている。
【００３５】
　［１－２．接続状態］
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　図７は、実施の形態１におけるレセプタクル１０１と従来型プラグ２００との接続状態
を模式的に示す断面図である。
【００３６】
　上述した構成を有するコネクタ１００のレセプタクル１０１は、図７に示すように、レ
セプタクル１０１の筒体部１１１に従来型プラグ２００を挿入することができ、挿入され
た従来型プラグ２００を筒体部１１１の保持空間１１０に保持することができる。これに
より、レセプタクル１０１は、従来型プラグ２００との間で、ＨＤＭＩ規格に準拠した電
気伝送路を相互に接続することができる。
【００３７】
　図８は、実施の形態１におけるプラグ１０２とレセプタクル１０１との接続状態を模式
的に示す断面図である。
【００３８】
　さらに、本実施の形態に示すコネクタ１００では、図８に示すように、レセプタクル１
０１の筒体部１１１にプラグ１０２の挿入部１２１を挿入する際に、レセプタクル１０１
の第一陥凹部１１２の内側壁である第一テーパー部１４１（図５参照）と、プラグ１０２
の第一突出部１２２の外側壁である第二テーパー部１４２（図６参照）と、が互いに当接
する。これにより、コネクタ１００では、レセプタクル１０１の筒体部１１１にプラグ１
０２の挿入部１２１を挿入するときに、筒体部１１１の保持空間１１０内における挿入部
１２１の位置を精度を高めて定めることが可能になる。したがって、本実施の形態に示す
コネクタ１００では、筒体部１１１や挿入部１２１の寸法公差が大きい場合でも、第一伝
送体１１３の第一端部１１４と、第二伝送体１２３の第二端部１２４とを、精度を高めて
相互に突き合わせた状態にすることができる。これにより、コネクタ１００では、レセプ
タクル１０１側の光伝送路（第一伝送体１１３）とプラグ１０２側の光伝送路（第二伝送
体１２３）とを、確度を高めて相互に接続することが可能となる。
【００３９】
　［１－３．効果等］
　以上のように、本実施の形態において、コネクタは、ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグで
ある従来型プラグに接続可能なレセプタクルと、当該レセプタクルに接続可能なプラグと
、を備える。レセプタクルは、従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する
筒体部と、当該保持空間からプラグの挿入方向に進むにつれて狭くなる空間を形成する第
一陥凹部と、挿入されたプラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部
が配置される第一伝送体と、を備える。プラグは、筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、
当該挿入部から挿入方向に突出し、第一陥凹部に嵌め合うことができる第一突出部と、第
一端部に対向するように光伝送路の端部である第二端部が配置される第二伝送体と、を備
える。
【００４０】
　なお、コネクタ１００はコネクタの一例である。従来型プラグ２００は従来型プラグの
一例である。レセプタクル１０１はレセプタクルの一例である。プラグ１０２はプラグの
一例である。保持空間１１０は保持空間の一例である。筒体部１１１は筒体部の一例であ
る。第一陥凹部１１２は第一陥凹部の一例である。第一端部１１４は第一端部の一例であ
る。第一伝送体１１３は第一伝送体の一例である。挿入部１２１は挿入部の一例である。
第一突出部１２２は第一突出部の一例である。第二端部１２４は第二端部の一例である。
第二伝送体１２３は第二伝送体の一例である。
【００４１】
　例えば、実施の形態１に示した例では、コネクタ１００は、ＨＤＭＩ規格に準拠した従
来型プラグ２００に接続可能なレセプタクル１０１と、レセプタクル１０１に接続可能な
プラグ１０２と、を備える。レセプタクル１０１は、従来型プラグ２００を挿入可能な空
間である保持空間１１０を形成する筒体部１１１と、保持空間１１０からプラグ１０２の
挿入方向に進むにつれて狭くなる空間を形成する第一陥凹部１１２と、挿入されたプラグ
１０２に向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部１１４が配置される第一
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伝送体１１３と、を備える。プラグ１０２は、筒体部１１１に挿入可能な形状の挿入部１
２１と、挿入部１２１から挿入方向に突出し、第一陥凹部１１２に嵌め合うことができる
第一突出部１２２と、第一端部１１４に対向するように光伝送路の端部である第二端部１
２４が配置される第二伝送体１２３と、を備える。
【００４２】
　以上のように構成されたコネクタ１００では、レセプタクル１０１の筒体部１１１に従
来型プラグ２００を挿入することができ、挿入された従来型プラグ２００を筒体部１１１
の保持空間１１０に保持することができる。これにより、レセプタクル１０１は、従来型
プラグ２００との間で、ＨＤＭＩ規格に準拠した電気伝送路を相互に接続することができ
る。
【００４３】
　さらに、コネクタ１００では、レセプタクル１０１の筒体部１１１にプラグ１０２の挿
入部１２１を挿入する際に、レセプタクル１０１の第一陥凹部１１２と、プラグ１０２の
第一突出部１２２と、が互いに嵌合する。これにより、コネクタ１００では、レセプタク
ル１０１の筒体部１１１にプラグ１０２の挿入部１２１を挿入するときに、筒体部１１１
の保持空間１１０内における挿入部１２１の位置を精度を高めて定めることが可能になる
。したがって、コネクタ１００では、第一伝送体１１３の第一端部１１４と、第二伝送体
１２３の第二端部１２４とを、精度を高めて相互に突き合わせた状態にすることができる
。これにより、コネクタ１００では、レセプタクル１０１側の光伝送路（第一伝送体１１
３）とプラグ１０２側の光伝送路（第二伝送体１２３）とを、精度を高めて相互に接続す
ることが可能となる。
【００４４】
　コネクタにおいて、第一端部は、第一陥凹部の底部に配置されてもよく、第二端部は、
第一突出部の突端に配置されてもよい。
【００４５】
　例えば、実施の形態１に示した例では、コネクタ１００において、第一端部１１４は、
第一陥凹部１１２の底部に配置され、第二端部１２４は、第一突出部１２２の突端に配置
されている。
【００４６】
　このように構成されたコネクタ１００では、第一端部１１４にホコリや汚れ等が付着し
たり不要な傷が付いたりすることを低減できる。
【００４７】
　コネクタにおいて、レセプタクルは、電気伝送路接続用の複数の第一端子の配列の両端
部外側のそれぞれに第一伝送体を備えてもよい。プラグは、第一端子に接続される複数の
第二端子の配列の両端部外側のそれぞれに、第一伝送体に対応する第二伝送体を備えても
よい。
【００４８】
　なお、第一端子１１６は第一端子の一例である。第二端子１２６は第二端子の一例であ
る。
【００４９】
　例えば、実施の形態１に示した例では、コネクタ１００において、レセプタクル１０１
は、電気伝送路接続用の複数の第一端子１１６の配列の両端部外側のそれぞれに第一伝送
体１１３を備えている。プラグ１０２は、第一端子１１６に接続される複数の第二端子１
２６の配列の両端部外側のそれぞれに、第一伝送体１１３に対応する第二伝送体１２３を
備えている。
【００５０】
　このように構成されたコネクタ１００では、ＨＤＭＩ規格に準拠した従来型のレセプタ
クルまたはプラグとの接続の互換性を維持したまま、レセプタクル１０１側の光伝送路（
第一伝送体１１３）とプラグ１０２側の光伝送路（第二伝送体１２３）とを、精度よく相
互に接続することができる。
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【００５１】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２におけるコネクタ１００Ａ、レセプタクル１０１Ａ、および、プラ
グ１０２Ａについて説明する。コネクタ１００Ａは、レセプタクル１０１Ａとプラグ１０
２Ａとを備えている。
【００５２】
　なお、以下の説明では、実施の形態１に示したコネクタ１００が備える構成要素と実質
的に同じ構成要素については、その構成要素と同じ符号を付与して、その説明を省略する
場合がある。また、以下では、実施の形態１で説明した事項については適宜説明を省略し
、実施の形態１と異なる点を主に説明する。また、実施の形態１と同じ内容については説
明を省略する場合がある。
【００５３】
　［２－１．構成］
　図９は、実施の形態２における、レセプタクル１０１Ａからプラグ１０２Ａを取り外し
た状態のコネクタ１００Ａを模式的に示す斜視図である。
【００５４】
　図１０は、実施の形態２におけるレセプタクル１０１Ａの断面を模式的に示す断面図で
ある。図１０には、図９に示すレセプタクル１０１Ａのｃ－ｃ線断面図を示す。
【００５５】
　図１１は、実施の形態２におけるプラグ１０２Ａの断面を模式的に示す断面図である。
図１１には、図９に示すプラグ１０２Ａのｄ－ｄ線断面図を示す。
【００５６】
　レセプタクル１０１Ａは、実施の形態１に示したレセプタクル１０１と実質的に同じ構
成を備える。ただし、レセプタクル１０１Ａは、筒体部１１１の内部に、さらに一対のば
ね部材１４３を備えている点が、実施の形態１に示したレセプタクル１０１と異なる。な
お、レセプタクル１０１Ａは、第一陥凹部１１２を備えていなくてもよい。図１０、図１
２、図１３には、レセプタクル１０１Ａが第一陥凹部１１２を備えていない構成を示す。
【００５７】
　一対のばね部材１４３は、図９、図１０に示すように、筒体部１１１の内部の長手方向
の両端部にそれぞれ配置されるとともに、筒体部１１１の開口部からプラグ１０２Ａ（ま
たは従来型プラグ２００）の挿入方向に向かってばね部材１４３間の間隔が狭くなるよう
にそれぞれ設けられている。そして、ばね部材１４３は、レセプタクル１０１Ａの筒体部
１１１に挿入された従来型プラグ２００によりばね部材１４３間の間隔が徐々に拡がるよ
うに変形し、従来型プラグ２００が筒体部１１１から引き抜かれた後は元の状態に戻るよ
うに設定された弾性を有する。
【００５８】
　プラグ１０２Ａは、実施の形態１に示したプラグ１０２と実質的に同じ構成を備え、プ
ラグ１０２Ａが有する挿入部１２１Ａは、実施の形態１に示した挿入部１２１と実質的に
同じ構成を備える。ただし、プラグ１０２Ａは、挿入部１２１Ａの長手方向の両側面に、
さらに一対の傾斜面部１４４を備えている点が、実施の形態１に示したプラグ１０２と異
なる。なお、プラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａは、第一突出部１２２を備えていなくても
よい。図９、図１１、図１３には、挿入部１２１Ａが第一突出部１２２を備えていない構
成を示す。
【００５９】
　一対の傾斜面部１４４は、図９、図１１に示すように、挿入部１２１Ａの長手方向の両
側面に、挿入部１２１Ａの先端方向（すなわち、筒体部１１１への挿入方向）に向かって
傾斜面部１４４間の間隔が徐々に狭くなるようにそれぞれ設けられている。そして、傾斜
面部１４４は、プラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａがレセプタクル１０１Ａの筒体部１１１
に挿入されたときに、ばね部材１４３に当接するように形成されている。本実施の形態に
おいて、傾斜面部１４４は、図９に示すように、ばね部材１４３を嵌合できる幅に形成さ
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れた溝の底部に設けられている。
【００６０】
　［２－２．接続状態］
　図１２は、実施の形態２におけるレセプタクル１０１Ａと従来型プラグ２００との接続
状態を模式的に示す断面図である。
【００６１】
　上述した構成を有するコネクタ１００Ａのレセプタクル１０１Ａは、図１２に示すよう
に、レセプタクル１０１Ａの筒体部１１１に従来型プラグ２００を挿入することができ、
挿入された従来型プラグ２００を筒体部１１１の保持空間１１０に保持することができる
。このとき、筒体部１１１内では、従来型プラグ２００によってばね部材１４３が押し広
げられた状態となり、ばね部材１４３の付勢力により筒体部１１１の保持空間１１０に従
来型プラグ２００が保持される。これにより、レセプタクル１０１Ａは、従来型プラグ２
００との間で、ＨＤＭＩ規格に準拠した電気伝送路を相互に接続することができる。
【００６２】
　図１３は、実施の形態２におけるプラグ１０２Ａとレセプタクル１０１Ａとの接続状態
を模式的に示す断面図である。
【００６３】
　さらに、本実施の形態に示すコネクタ１００Ａでは、図１３に示すように、レセプタク
ル１０１Ａの筒体部１１１にプラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａを挿入する際に、プラグ１
０２Ａの挿入部１２１Ａの側面に設けられた溝にばね部材１４３がはまり込み、溝の底部
である傾斜面部１４４にばね部材１４３が当接する。これにより、コネクタ１００Ａでは
、レセプタクル１０１Ａの筒体部１１１にプラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａを挿入すると
きに、筒体部１１１の保持空間１１０内における挿入部１２１Ａの位置を精度を高めて定
めることが可能になる。したがって、本実施の形態に示すコネクタ１００Ａでは、筒体部
１１１や挿入部１２１Ａの寸法公差が大きい場合でも、第一伝送体１１３の第一端部１１
４と、第二伝送体１２３の第二端部１２４とを、精度を高めて相互に突き合わせた状態に
することができる。これにより、コネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａ側の光伝
送路（第一伝送体１１３）とプラグ１０２Ａ側の光伝送路（第二伝送体１２３）とを、確
度を高めて相互に接続することが可能となる。
【００６４】
　なお、実施の形態１では、レセプタクル１０１が４本の第一伝送体１１３および４つの
第一端部１１４を備え、プラグ１０２が４本の第二伝送体１２３および４つの第二端部１
２４を備える構成を説明したが、本開示において第一伝送体１１３、第一端部１１４、第
二伝送体１２３および第二端部１２４の数は何ら４つに限定されない。例えば、図１０、
図１１に示すように、レセプタクル１０１Ａが２本の第一伝送体１１３および２つの第一
端部１１４を備え、プラグ１０２Ａが２本の第二伝送体１２３および２つの第二端部１２
４を備える構成であってもよい。あるいは、コネクタが備える第一伝送体１１３、第一端
部１１４、第二伝送体１２３および第二端部１２４の数はその他の数値であってもよい。
【００６５】
　［２－３．効果等］
　以上のように、本実施の形態において、コネクタは、ＨＤＭＩ規格に準拠したプラグで
ある従来型プラグに接続可能なレセプタクルと、当該レセプタクルに接続可能なプラグと
、を備える。レセプタクルは、従来型プラグを挿入可能な空間である保持空間を形成する
筒体部と、プラグを挿入する方向と直交する断面において、筒体部の内部の長手方向の両
端部に筒体部の開口部から挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、
挿入された従来型プラグにより間隔が拡がるように変形する一対のばね部材と、挿入され
たプラグに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部が配置される第一伝送
体と、を備える。プラグは、筒体部に挿入可能な形状の挿入部と、当該挿入部の両側面に
挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、レセプタクルに挿入された
状態でばね部材に当接する傾斜面部と、第一端部に対向するように光伝送路の端部である
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第二端部が配置される第二伝送体と、を備える。
【００６６】
　なお、コネクタ１００Ａはコネクタの一例である。従来型プラグ２００は従来型プラグ
の一例である。レセプタクル１０１Ａはレセプタクルの一例である。プラグ１０２Ａはプ
ラグの一例である。保持空間１１０は保持空間の一例である。筒体部１１１は筒体部の一
例である。ばね部材１４３はばね部材の一例である。第一端部１１４は第一端部の一例で
ある。第一伝送体１１３は第一伝送体の一例である。挿入部１２１Ａは挿入部の一例であ
る。傾斜面部１４４は傾斜面部の一例である。第二端部１２４は第二端部の一例である。
第二伝送体１２３は第二伝送体の一例である。
【００６７】
　例えば、実施の形態２に示した例では、コネクタ１００Ａは、ＨＤＭＩ規格に準拠した
従来型プラグ２００に接続可能なレセプタクル１０１Ａと、レセプタクル１０１Ａに接続
可能なプラグ１０２Ａと、を備える。レセプタクル１０１Ａは、従来型プラグ２００を挿
入可能な空間である保持空間１１０を形成する筒体部１１１と、プラグ１０２Ａを挿入す
る方向と直交する断面において、筒体部１１１の内部の長手方向の両端部に筒体部１１１
の開口部から挿入方向に向かって間隔が狭くなるようにそれぞれ配置され、挿入された従
来型プラグ２００により間隔が拡がるように変形する一対のばね部材１４３と、挿入され
たプラグ１０２Ａに向かって露出するように光伝送路の端部である第一端部１１４が配置
される第一伝送体１１３と、を備える。プラグ１０２Ａは、筒体部１１１に挿入可能な形
状の挿入部１２１Ａと、挿入部１２１Ａの両側面に挿入方向に向かって間隔が狭くなるよ
うにそれぞれ配置され、レセプタクル１０１Ａに挿入された状態でばね部材１４３に当接
する傾斜面部１４４と、第一端部１１４に対向するように光伝送路の端部である第二端部
１２４が配置される第二伝送体１２３と、を備える。
【００６８】
　以上のように構成されたコネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａの筒体部１１１
に従来型プラグ２００を挿入することができ、挿入された従来型プラグ２００を筒体部１
１１の保持空間１１０に保持することができる。このとき、筒体部１１１内では、従来型
プラグ２００によってばね部材１４３が押し広げられた状態となり、ばね部材１４３の付
勢力により筒体部１１１の保持空間１１０に従来型プラグ２００が保持される。これによ
り、レセプタクル１０１Ａは、従来型プラグ２００との間で、ＨＤＭＩ規格に準拠した電
気伝送路を相互に接続することができる。
【００６９】
　さらに、コネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａの筒体部１１１にプラグ１０２
Ａの挿入部１２１Ａを挿入する際に、プラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａの側面に設けられ
た傾斜面部１４４にばね部材１４３が当接する。これにより、コネクタ１００Ａでは、レ
セプタクル１０１Ａの筒体部１１１にプラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａを挿入するときに
、筒体部１１１の保持空間１１０内における挿入部１２１Ａの位置を精度を高めて定める
ことが可能になる。したがって、コネクタ１００Ａでは、第一伝送体１１３の第一端部１
１４と、第二伝送体１２３の第二端部１２４とを、精度を高めて相互に突き合わせた状態
にすることができる。これにより、コネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａ側の光
伝送路（第一伝送体１１３）とプラグ１０２Ａ側の光伝送路（第二伝送体１２３）とを、
精度を高めて相互に接続することが可能となる。
【００７０】
　コネクタにおいて、傾斜面部は、ばね部材を挿入可能な幅に形成された溝の底部に配置
されてもよい。
【００７１】
　例えば、実施の形態２に示した例では、コネクタ１００Ａにおいて、傾斜面部１４４は
、ばね部材１４３を挿入可能な幅に形成された溝の底部に配置されている。
【００７２】
　このように構成されたコネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａの筒体部１１１に
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プラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａを挿入する際に、プラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａの側
面に設けられた溝にばね部材１４３がはまり込み、溝の底部である傾斜面部１４４にばね
部材１４３が当接する。これにより、コネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａの筒
体部１１１にプラグ１０２Ａの挿入部１２１Ａを挿入するときに、筒体部１１１の保持空
間１１０内における挿入部１２１Ａの位置を精度を高めて定めることが可能になる。した
がって、コネクタ１００Ａでは、第一伝送体１１３の第一端部１１４と、第二伝送体１２
３の第二端部１２４とを、精度を高めて相互に突き合わせた状態にすることができる。こ
れにより、コネクタ１００Ａでは、レセプタクル１０１Ａ側の光伝送路（第一伝送体１１
３）とプラグ１０２Ａ側の光伝送路（第二伝送体１２３）とを、精度を高めて相互に接続
することが可能となる。
【００７３】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１、２を説明し
た。しかしながら、本開示は、上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、本明
細書において記載した構成要素を任意に組み合わせて、また、構成要素のいくつかを除外
して実現される別の実施の形態を本開示の実施の形態としてもよい。また、上記実施の形
態に対して本開示の主旨、すなわち、請求の範囲に記載される文言が示す意味を逸脱しな
い範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例も本開示に含まれる。
【００７４】
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【００７５】
　なお、以下の説明では、実施の形態１に示したコネクタ１００または実施の形態２に示
したコネクタ１００Ａが備える構成要素と実質的に同じ構成要素については、その構成要
素と同じ符号を付与して、その説明を省略する。
【００７６】
　図１４は、他の実施の形態における第一陥凹部１１２Ｂと第一突出部１２２Ｂとの嵌合
状態の一例を模式的に示す部分断面図である。
【００７７】
　例えば、図１４に示すように、レセプタクル１０１Ｂにおいて、第一陥凹部１１２Ｂは
、第一伝送体１１３毎に設けられてもよい。また、プラグ１０２Ｂの挿入部１２１Ｂにお
いて、第一突出部１２２Ｂは、第二伝送体１２３毎に設けられてもよい。そして、第一陥
凹部１１２Ｂと第一突出部１２２Ｂとは、互いに嵌合できる形状に形成されてもよい。
【００７８】
　図１５は、他の実施の形態における第一陥凹部１１２Ｃと第一突出部１２２Ｃとの嵌合
状態の他の一例を模式的に示す部分断面図である。
【００７９】
　例えば、図１５に示すように、レセプタクル１０１Ｃは、第一陥凹部１１２Ｃの底部に
、プラグ１０２Ｃの第二陥凹部１２９に向かって突出する第二突出部１１９を備えてもよ
い。プラグ１０２Ｃの挿入部１２１Ｃは、第一突出部１２２Ｃの突端に、第二突出部１１
９が挿入される第二陥凹部１２９を備えてもよい。そして、第一陥凹部１１２Ｃと第一突
出部１２２Ｃとは互いに嵌合できる形状に形成され、第二突出部１１９と第二陥凹部１２
９とは互いに嵌合できる形状に形成されてもよい。
【００８０】
　また、第一端部１１４は、第二突出部１１９の突端に配置され、第二端部１２４は、第
二陥凹部１２９の底部に配置されてもよい。これにより、第二端部１２４は、プラグ１０
２の先端部から奥まった第二陥凹部１２９の底部に配置され、プラグ１０２の先端部に露
出しないので、指等が触れて第二端部１２４が汚れる可能性を低減することができる。ま
た、第二突出部１１９の先端部近傍に塵埃が溜まった場合に、第一突出部１２２Ｃを筒体
部１１１に挿入する際にその塵埃を第一陥凹部１１２Ｃの底に押し込むことができるので
、第一端部１１４の汚れを取り除くことが可能となる。
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【００８１】
　図１６は、他の実施の形態におけるプラグ１０２Ｄの第一突出部１２２Ｄ近傍を模式的
に示す部分断面図である。図１６には、第一突出部１２２Ｄの突端における払拭部材１０
３の取り付け態様を模式的に示す。
【００８２】
　図１７は、他の実施の形態におけるレセプタクル１０１Ｄを模式的に示す斜視図である
。図１７には、レセプタクル１０１Ｄにおける払拭部材１０３の取り付け態様を模式的に
示す。
【００８３】
　例えば、図１６に示すように、プラグ１０２Ｄの挿入部１２１Ｄは、第一突出部１２２
Ｄの突端の、第二端部１２４の少なくとも一部を覆う位置に突出して設けられ、可撓性か
つ復元性を備えた払拭部材１０３を備えてもよい。あるいは、図１７に示すように、レセ
プタクル１０１Ｄは、同様の払拭部材１０３を、筒体部１１１内の、第一端部１１４の少
なくとも一部を覆う位置に備えてもよい。これにより、例えば、プラグ１０２Ｄと、図１
５に示したレセプタクル１０１Ｃとを互いに接続するときに、払拭部材１０３がレセプタ
クル１０１Ｃの第一端部１１４に付着した塵埃を取り除くことができる。あるいは、レセ
プタクル１０１Ｄとプラグ１０２～プラグ１０２Ｃのいずれかとを互いに接続するときに
、払拭部材１０３が第二端部１２４に付着した塵埃を取り除くことができる。また、払拭
部材１０３により、第一端部１１４および第二端部１２４の少なくとも一方がほぼ封鎖さ
れているため、レセプタクル１０１Ｄやプラグ１０２Ｄが未接続で放置されている場合で
も、第一端部１１４や第二端部１２４に塵埃が付着することを低減できる。
【００８４】
　また、未接続のレセプタクル１０１Ｄやプラグ１０２Ｄから光伝送に用いられるレーザ
ー光が放射される場合がある。払拭部材１０３は、そのようなレーザー光がユーザの目に
直接入らないようにするために、レーザー光を遮蔽するカバーとして兼用されてもよい。
【００８５】
　払拭部材１０３の形状や材質は特に限定されるものではない。払拭部材１０３の材料は
、可撓性かつ復元性を備えるものであればよく、ゴムべら状のものや、複数の繊維からな
るブラシ状のもの等、任意の部材を払拭部材１０３に用いることができる。
【００８６】
　図１８は、他の実施の形態における発熱部１０５を備えたコネクタ１００Ｅを模式的に
示す断面図である。
【００８７】
　例えば、図１８に示すように、コネクタ１００Ｅのレセプタクル１０１Ｅは、ＨＤＭＩ
規格とは別の電力を授受するための第一電力端子１５１を備えてもよい。また、コネクタ
１００Ｅのプラグ１０２Ｅは、第一電力端子１５１に接続される第二電力端子１５２と、
第一電力端子１５１と第二電力端子１５２とが互いに接続されたときに発熱する発熱部１
０５と、を備えてもよい。このように構成されたコネクタ１００Ｅでは、発熱部１０５が
発する熱により、互いに接続されたレセプタクル１０１Ｅの第一端部１１４とプラグ１０
２Ｅの第二端部１２４との接続部分を所定温度に維持することができるので、光伝送路の
接続部に結露等が付着することを低減できる。なお、発熱部１０５は、レセプタクル１０
１Ｅに備えられてもよい。
【００８８】
　なお、上述のコネクタにおいて、陥凹部、突出部は複数存在してもよい。あるいは、基
板１１５を厚さ方向に挟んだ位置に陥凹部と突出部とが配置されてもよい。
【００８９】
　このように、本開示におけるコネクタにおいて、第一陥凹部は、底部にプラグに向かっ
て突出する第二突出部を備えてもよく、第一突出部は、突端に第二突出部が挿入される第
二陥凹部を備えてもよい。また、第一端部は、第二突出部の突端に配置されてもよく、第
二端部は、第二陥凹部の底部に配置されてもよい。
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【００９０】
　また、本開示におけるコネクタは、第一端部または第二端部の少なくとも一部を覆う位
置に突出し、可撓性かつ復元性を備えた払拭部材をさらに備えてもよい。
【００９１】
　また、本開示におけるコネクタにおいて、払拭部材は、第一端部および第二端部の少な
くとも一方をほぼ封鎖してもよい。
【００９２】
　また、本開示におけるコネクタは、さらに、ＨＤＭＩ規格とは別の電力を授受するため
の第一電力端子、および、第一電力端子に接続される第二電力端子と、第一電力端子と第
二電力端子とが互いに接続されることにより発熱する発熱部と、を備えてもよい。
【００９３】
　なお、コネクタ１００Ｅはコネクタの一例である。レセプタクル１０１Ｂ、レセプタク
ル１０１Ｃ、レセプタクル１０１Ｄ、レセプタクル１０１Ｅは、それぞれがレセプタクル
の一例である。プラグ１０２Ｂ、プラグ１０２Ｃ、プラグ１０２Ｄ、プラグ１０２Ｅは、
それぞれがプラグの一例である。挿入部１２１Ｂ、挿入部１２１Ｃ、挿入部１２１Ｄは、
それぞれが挿入部の一例である。第一陥凹部１１２Ｂ、第一陥凹部１１２Ｃは、それぞれ
が第一陥凹部の一例である。第一突出部１２２Ｂ、第一突出部１２２Ｃ、第一突出部１２
２Ｄは、それぞれが第一突出部の一例である。第一電力端子１５１は第一電力端子の一例
である。第二電力端子１５２は第二電力端子の一例である。発熱部１０５は発熱部の一例
である。
【００９４】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００９５】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００９６】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本開示は、高精細度ビデオ／オーディオ信号の伝送に使われる伝送路の接続などに利用
可能である。具体的には、コネクタ、レセプタクル、および、プラグに本開示は適用可能
である。
【符号の説明】
【００９８】
１００，１００Ａ，１００Ｅ　　コネクタ
１０１，１０１Ａ，１０１Ｂ，１０１Ｃ，１０１Ｄ，１０１Ｅ　　レセプタクル
１０２，１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅ　　プラグ
１０３　　払拭部材
１０５　　発熱部
１１０　　保持空間
１１１　　筒体部
１１２，１１２Ｂ，１１２Ｃ　　第一陥凹部
１１３　　第一伝送体
１１４　　第一端部
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１１５　　基板
１１６　　第一端子
１１９　　第二突出部
１２１，１２１Ａ，１２１Ｂ，１２１Ｃ，１２１Ｄ　　挿入部
１２２，１２２Ｂ，１２２Ｃ，１２２Ｄ　　第一突出部
１２３　　第二伝送体
１２４　　第二端部
１２５　　スロット
１２６　　第二端子
１２９　　第二陥凹部
１３１　　段部
１３２　　肩部
１４１　　第一テーパー部
１４２　　第二テーパー部
１４３　　ばね部材
１４４　　傾斜面部
１５１　　第一電力端子
１５２　　第二電力端子
２００　　従来型プラグ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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