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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁体からなる略矩形状のハウジングと、当該ハウジングに配設され、回路基板に装着
されて当該回路基板と電気的に接続される複数の端子と、前記ハウジングに配設されて前
記回路基板上に固定される保持金具と、を備えるコネクタであって、
　前記保持金具は、側板部と、底板部と、前記回路基板上に固定される第１の固定端子と
、当該第１の固定端子とは別に形成されて前記回路基板上に固定される第２の固定端子と
、を有し、
　互いに近傍に配置される前記第１の固定端子と前記第２の固定端子とで形成される固定
端子の組が２組形成されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記第２の固定端子は前記保持金具の側板部から延出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】
　前記保持金具の少なくとも一部が前記ハウジングに沿って露出していることを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記第２の固定端子は、前記保持金具上における前記第１の固定端子からの道のりが最
大となる位置に設けられていることを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１項に記載
のコネクタ。
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【請求項５】
　前記保持金具がインサート成形によって前記ハウジングに配設されていることを特徴と
する請求項１～４のうちいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項６】
　前記保持金具における前記ハウジングの長辺方向の端面に露出している面と、短辺方向
の端面に露出している面との間が前記ハウジングによって埋設されていることを特徴とす
る請求項１～５のうちいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか１項に記載のコネクタに用いられるソケット。
【請求項８】
　請求項１～６のうちいずれか１項に記載のコネクタに用いられるヘッダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタおよび当該コネクタに用いられるヘッダならびにソケットに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタとして、ソケット本体に複数のソケット側端子を配設したソケットと、
ヘッダ本体に複数のヘッダ側端子を配設したヘッダと、を備えるものが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１では、ソケットとヘッダとを相互に嵌合させることで、対応する端子同
士を接触導通させ、各端子が接続された回路基板の導体パターン同士を電気的に接続する
ようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－０１９１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術では、回路基板に取付固定される保持金具の固定端子を
、ハウジングの４隅に１個ずつ設けているため、コネクタの回路基板への固定強度の向上
を図り難かった。
【０００６】
　そこで、本発明は、コネクタの回路基板への固定強度の向上を図ることのできるコネク
タおよび当該コネクタに用いられるヘッダならびにソケットを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、絶縁体からなる略矩形状のハウジングと、当該ハウジングに配
設され、回路基板に装着されて当該回路基板と電気的に接続される複数の端子と、前記ハ
ウジングに配設されて前記回路基板上に固定される保持金具と、を備えるコネクタであっ
て、前記保持金具は、側板部と、底板部と、前記回路基板上に固定される第１の固定端子
と、当該第１の固定端子とは別に形成されて前記回路基板上に固定される第２の固定端子
と、を有し、互いに近傍に配置される前記第１の固定端子と前記第２の固定端子とで形成
される固定端子の組が２組形成されていることを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、前記第２の固定端子は前記保持金具の側板部から延出されてい
ることを要旨とする。
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【０００９】
　本発明の第３の特徴は、前記保持金具の少なくとも一部が前記ハウジングに沿って露出
していることを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第４の特徴は、前記第２の固定端子は、前記保持金具上における前記第１の固
定端子からの道のりが最大となる位置に設けられていることを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第５の特徴は、前記保持金具がインサート成形によって前記ハウジングに配設
されていることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第６の特徴は、前記保持金具における前記ハウジングの長辺方向の端面に露出
している面と、短辺方向の端面に露出している面との間が前記ハウジングによって埋設さ
れていることを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第７の特徴は、前記コネクタに用いられるソケットであることを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第８の特徴は、前記コネクタに用いられるヘッダであることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、コネクタの回路基板への固定強度の向上を図ることのできるコネクタ
および当該コネクタに用いられるヘッダならびにソケットを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケットを表面側から視た斜視図である
。
【図２】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケットを裏面側から視た斜視図である
。
【図３】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケットを示す図であって、（ａ）は平
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は正面図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケットを一部拡大して示す斜視図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケット側保持金具を表面側から視た斜
視図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケット側保持金具を裏面側から視た斜
視図である。
【図７】本発明の一実施形態にかかるコネクタのソケット側保持金具を展開した状態で示
す斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態にかかるコネクタのヘッダを裏面側から視た斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態にかかるコネクタのヘッダを表面側から視た斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態にかかるコネクタのヘッダを示す図であって、（ａ）は裏
面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は平面図、（ｄ）は正面図である。
【図１１】本発明の一実施形態にかかるコネクタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下では、
コネクタの幅方向（短手方向）をＸ方向、コネクタの長手方向をＹ方向、図１１における
コネクタの上下方向をＺ方向として説明する。また、ソケットおよびヘッダは、図１１に
示す状態における上側を上下方向上側（表面側）、下側を上下方向下側（裏面側）として
説明する。
【００１８】
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　本実施形態にかかるコネクタ１０は、図１１に示すように、相互に嵌合するソケット２
０とヘッダ７０とを備えている。本実施形態では、ソケット２０は、ソケット側端子（端
子）３０が配設されるソケット側嵌合体４０を有しており、ヘッダ７０は、ヘッダ側端子
８０が配設されるヘッダ側嵌合体９０を有している。
【００１９】
　そして、ソケット側嵌合体４０（後述するソケットハウジング５０のソケット側嵌合部
）とヘッダ側嵌合体９０（後述するヘッダハウジング１００のヘッダ側嵌合部）とを嵌合
させることでソケット側端子３０とヘッダ側端子８０とを接触させている（図１１参照）
。
【００２０】
　なお、ソケット２０は第１の回路基板（回路基板）１３０に装着されるものであり、ヘ
ッダ７０は第２の回路基板１４０に装着されるものである。
【００２１】
　したがって、ソケット２０とヘッダ７０とを嵌合させると、ソケット２０を装着した第
１の回路基板１３０と、ヘッダ７０を装着した第２の回路基板１４０とが電気的に接続さ
れることとなる。
【００２２】
　本実施形態では、ソケット側嵌合体４０は、図１～図３に示すように、絶縁性の合成樹
脂によって平面視で矩形（長方形）状に成形されたソケットハウジング（ハウジング）５
０を備えている。さらに、ソケット側嵌合体４０は、ソケットハウジング５０の長手方向
Ｙ両端部に配設されたソケット側保持金具６０を備えている。
【００２３】
　そして、ソケットハウジング５０には、複数のソケット側端子３０が、長手方向Ｙに所
定ピッチをもって配設されている。本実施形態では、複数のソケット側端子３０は、ソケ
ットハウジング５０の長手方向Ｙに１列に配置されている。すなわち、ソケットハウジン
グ５０の長手方向Ｙにソケット側端子３０が複数配置されたソケット側端子群３０Ｇが、
ソケットハウジング５０に１列のみ配置されるようにしている。
【００２４】
　このソケット側端子群３０Ｇは、後述するソケット側主接点部３７がソケットハウジン
グ５０の幅方向Ｘの一方側に位置するソケット側端子３０と他方側に位置するソケット側
端子３０とが交互に存在するように、複数のソケット側端子３０を配置することで形成さ
れている。
【００２５】
　ソケットハウジング５０は、板状壁部５６と、その周縁部に沿って略矩形環状に連続的
に形成される周壁部５１とで一方側（上側）が開口した略箱状に形成されている。そして
、周壁部５１の内側に、ヘッダ７０を嵌合するための嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２
が形成されている。
【００２６】
　さらに、本実施形態では、周壁部５１の内周側上端に、内側に向かうにつれて下方（板
状壁部５６側）に位置するように傾斜したテーパ部５１ｅが形成されている。このテーパ
部５１ｅは、周壁部５１の短辺部分と長辺部分の長手方向両端に形成されている。また、
隣り合うソケット側端子３０の間およびソケット側端子３０とソケット側保持金具６０と
の間の周壁部にもテーパ部５１ｅが形成されている。このように、本実施形態では、周壁
部５１のほぼ全周にわたってテーパ部５１ｅが形成されている。
【００２７】
　嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２は、長手方向Ｙの中央部に形成されて、ソケット側
端子群３０Ｇが内側に露出するように配置された幅狭のソケット側端子群収容部５２ａを
備えている。
【００２８】
　そして、ソケットハウジング５０の嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２におけるソケッ
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ト側端子群３０Ｇが配置された部位（ソケット側端子群収容部５２ａ）よりも長手方向Ｙ
の外側（ヘッダ側幅広部１０２ｂと対応する部位）には、ソケット側端子群３０Ｇが配置
された部位（ソケット側端子群収容部５２ａ）よりも幅が広いソケット側幅広部５２ｂが
形成されている。
【００２９】
　本実施形態では、ソケット側端子群収容部５２ａの長手方向Ｙの両側にソケット側幅広
部５２ｂが形成されており、嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２は、ソケット側端子群収
容部５２ａとその両端のソケット側幅広部５２ｂとで平面視略Ｉ字状に形成されている。
【００３０】
　ソケット側端子３０は、例えば、所定厚さを持った帯状の金属材を湾曲成形することに
より形成することができる。本実施形態では、ソケット側端子３０は、図１１に示すよう
に、両側壁部３１ａ，３１ａと連結部３１ｂとで逆Ｕ字状に形成されたＵ字状部３１を備
えており、このＵ字状部３１の一方（図１１の右側）の側壁部３１ａの先端には、第１屈
曲部３２を基点に水平に折曲された形状の水平部３３が延設されている。そして、水平部
３３の先端には、第２屈曲部３４を基点に上方に折曲された形状の傾斜片部３５が形成さ
れており、傾斜片部３５の先端を第３屈曲部３６を基点にさらに上方に折曲するとともに
ソケットハウジング５０の内方（幅方向中心側）に屈曲させることで逆Ｕ字状のソケット
側主接点部３７を形成している。すなわち、本実施形態では、ソケット側主接点部３７（
ソケット側端子およびヘッダ側端子の少なくともいずれか一方）は、第３屈曲部３６から
上方に向けて立ち上がる根元部３７ａと、当該根元部３７ａの上端からソケットハウジン
グ５０の内側に折曲されて係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４に当接する接点３７ｂと、
で構成されている。そして、ソケット側主接点部３７は、第３屈曲部３６を基点として傾
斜片部３５に対して弾性変形できるように構成されている。
【００３１】
　さらに、本実施形態では、傾斜片部３５も第２屈曲部３４を基点として弾性変形できる
ように構成されている。このように、ソケット側主接点部３７だけでなく傾斜片部３５も
弾性変形可能に構成することで、弾性変形時に応力集中が生じてしまう箇所を増加させる
ことができるため、応力をより分散させることができるようになる。その結果、ソケット
側端子３０がへたってしまうのをより確実に抑制することができるようになる。
【００３２】
　一方、Ｕ字状部３１の他方（図１１の左側）の側壁部３１ａの先端には、第４屈曲部３
８を基点に水平に折曲された平坦なソケット側接続端子部３９が形成されている。
【００３３】
　また、本実施形態では、図１～図３および図１１に示すように、ソケット側端子３０は
、ソケットハウジング５０に対して、ソケット側主接点部３７が嵌合溝部（ソケット側嵌
合部）５２内に突出するように取り付けられている。このとき、周壁部５１の幅方向両側
に形成された凹部５１ａ、凹部５１ｂにＵ字状部３１およびソケット側主接点部３７がそ
れぞれ嵌合されている。なお、凹部５１ａ、凹部５１ｂは、周壁部５１の幅方向両側に、
長手方向Ｙに沿って交互に形成されている。
【００３４】
　そして、Ｕ字状部３１およびソケット側主接点部３７が凹部５１ａ、凹部５１ｂにそれ
ぞれ嵌合された状態で、ソケット側端子３０のソケット側接続端子部３９が周壁部５１の
根元側（下縁）から幅方向Ｘの外方に突出し、これらのソケット側接続端子部３９が、第
１の回路基板１３０の導体パターン（端子）に半田付け等により接続されるようになって
いる。こうして、ソケット側端子３０が第１の回路基板１３０と電気的に接続されること
となる。なお、本実施形態では、ソケット側接続端子部３９は、Ｕ字状部３１に対してソ
ケット側主接点部３７とは幅方向Ｘの反対側に形成されている。そして、複数のソケット
側端子３０は、ソケット側主接点部３７がＵ字状部３１に対してソケットハウジング５０
の幅方向Ｘの一方側に位置するソケット側端子３０と他方側に位置するソケット側端子３
０とが交互に存在するように、長手方向Ｙに並設されている。そのため、ソケット側接続
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端子部３９は、幅方向Ｘの一方側と他方側とに交互に突出することとなる（図２および図
３参照）。
【００３５】
　このように、本実施形態では、ソケット側端子群３０Ｇは、ソケット側接続端子部３９
がソケットハウジング５０の幅方向Ｘの一方側に突出するソケット側端子３０と他方側に
突出するソケット側端子３０とが交互に存在するように形成されている。
【００３６】
　また、ソケット側端子３０は、ソケット２０を組み立てる際に、ソケットハウジング５
０の裏面側（図１１の下側）から挿入（圧入）することで、ソケットハウジング５０（ソ
ケット側嵌合体４０）に装着されている。
【００３７】
　このように、ソケットハウジング５０の裏面側（図１１の下側）からソケット側端子３
０を挿入（圧入）するようにすれば、後述する突出部５１ｃに干渉することなくソケット
側端子３０をソケットハウジング５０（ソケット側嵌合体４０）に装着することができる
。
【００３８】
　すなわち、ヘッダハウジング１００に形成された凸部１０３に当接可能な突出部５１ｃ
をソケットハウジング５０に設けたとしても、ソケット側端子３０を挿入（圧入）により
ソケットハウジング５０（ソケット側嵌合体４０）に装着することができる。
【００３９】
　その結果、ヘッダ７０を嵌合させた状態で、ぐらついてしまうのを抑制することが可能
なソケット２０をより容易に製造することができるようになる。
【００４０】
　このとき、上述したように、本実施形態では、Ｕ字状部３１が嵌合される凹部５１ａと
ソケット側主接点部３７が嵌合される凹部５１ｂとが、周壁部５１の幅方向両側に、長手
方向Ｙに沿って交互に形成されるようにしている。したがって、Ｕ字状部３１を凹部５１
ａに、ソケット側主接点部３７を凹部５１ｂにそれぞれ嵌合させるために、複数のソケッ
ト側端子３０は、互いに隣り合うソケット側端子３０が上下方向（Ｚ方向）に延在する軸
（図１１におけるソケットハウジング５０の幅方向中心を通る上下の軸）に対して１８０
度反転させた状態となるようにしてソケットハウジング５０に挿入されることとなる。
【００４１】
　すなわち、複数のソケット側端子３０は、同一の形状をしており、長手方向（Ｙ方向）
一端側から他端側にかけて交互に反転した状態でソケットハウジング５０（ソケット側嵌
合体４０）に装着されることとなる。したがって、図１１に示すソケット側端子３０と隣
り合うソケット側端子３０は、接点３７が壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２に左側から当接
し、一方の側壁部３１ａが壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２に右側から当接し、ソケット側
接続端子部３９が右側に突出するように反転させた形状となる。
【００４２】
　なお、ソケット側端子３０をソケットハウジング５０にインサート成形する等して、ソ
ケット側端子３０をソケットハウジング５０（ソケット側嵌合体４０）に装着するように
してもよい。
【００４３】
　また、上述したように、逆Ｕ字状のソケット側主接点部３７を、第３屈曲部３６から上
方に向けて立ち上がる根元部３７ａと、当該根元部３７ａの上端からソケットハウジング
５０の内側に折曲されて係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４に当接する接点３７ｂと、で
構成している。このように、根元部３７ａの上端をソケットハウジング５０の内側に折曲
させた形状となるように接点３７ｂを形成することで、ソケット側主接点部３７のばね長
さが長くなるようにしている。そのため、根元部３７ａの上端をソケットハウジング５０
の外側に折曲させた場合に比べて、ばねの長さが長くなるとともにしなやかになり、嵌合
の信頼性をより高めることができるようになる。
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【００４４】
　さらに、本実施形態では、逆Ｕ字状のソケット側主接点部３７を第３屈曲部３６を基点
にソケットハウジング５０の内側に曲げる（根元部３７ａの上端を下端よりも内側に位置
させる）ことで、ソケット側端子３０の幅方向の長さ（Ｘ方向の幅）が極力短くなるよう
にしている。
【００４５】
　そして、ソケット側端子３０の形状をかかる形状とすることで、図１１に示すように、
壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２は、一方（図１１の右側）の側壁部３１ａと水平部３３と
傾斜片部３５と根元部３７ａとで形成されるＵ字状部３１Ａの一方側（側壁部３１ａ側）
に偏った状態で、Ｕ字状部３１Ａに嵌合されることとなる。言い換えると、水平部３３と
傾斜片部３５とで形成されるＵ字状部３１Ａの下側連結部３１ａＡ（第１屈曲部３２から
第３屈曲部３６までの部位）の幅方向（Ｘ方向）の中心が、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０
２の幅方向（Ｘ方向）の中心に対して幅方向（Ｘ方向）の一方側（側壁部３１ａ側）にず
れた状態となっている。
【００４６】
　したがって、本実施形態では、図３（ａ）に示すように、互いに隣り合うソケット側端
子３０は、Ｕ字状部３１Ａの幅方向（Ｘ方向）の中心、より具体的には、下側連結部３１
ａＡ（第１屈曲部３２から第３屈曲部３６までの部位）の幅方向（Ｘ方向）の中心が、長
手方向（Ｙ方向）において、同一直線状に並ばないようにソケットハウジング５０に配置
されている。
【００４７】
　なお、図３（ａ）に示すように、複数のソケット側端子３０は、一個おきに視れば、Ｕ
字状部３１Ａの幅方向（Ｘ方向）の中心が、長手方向（Ｙ方向）において、同一直線状に
並ぶようになっている。
【００４８】
　すなわち、長手方向（Ｙ方向）一端側から奇数番目のソケット側端子３０は、Ｕ字状部
３１Ａの幅方向（Ｘ方向）の中心が、長手方向（Ｙ方向）において、同一直線状に並ぶよ
うになっており、長手方向（Ｙ方向）一端側から偶数番目のソケット側端子３０は、Ｕ字
状部３１Ａの幅方向（Ｘ方向）の中心が、長手方向（Ｙ方向）において、同一直線状に並
ぶようになっている。そして、奇数番目のソケット側端子３０のＵ字状部３１Ａの幅方向
（Ｘ方向）の中心を通り、長手方向（Ｙ方向）に延在する直線と、偶数番目のソケット側
端子３０のＵ字状部３１Ａの幅方向（Ｘ方向）の中心を通り、長手方向（Ｙ方向）に延在
する直線とが、幅方向（Ｘ方向）にオフセットした状態で形成されるようになっている。
【００４９】
　一方、ヘッダ側嵌合体９０は、図８～図１０に示すように、絶縁性の合成樹脂によって
平面視で全体的に矩形（長方形）状に成形されたヘッダハウジング１００を備えている。
さらに、ヘッダ側嵌合体９０は、ヘッダハウジング１００の長手方向Ｙ両端部に配設され
たヘッダ側保持金具１１０を備えている。
【００５０】
　そして、ヘッダハウジング１００には、複数のヘッダ側端子８０が、長手方向Ｙにソケ
ット側端子３０のピッチと等しいピッチ（所定ピッチ）をもって配設されている。本実施
形態では、複数のヘッダ側端子８０は、ヘッダハウジング１００の長手方向Ｙに１列に配
置されている。すなわち、ヘッダハウジング１００の長手方向Ｙにヘッダ側端子８０が複
数配置されたヘッダ側端子群８０Ｇが、ヘッダハウジング１００に１列のみ配置されるよ
うにしている。
【００５１】
　ヘッダハウジング１００は、板状壁部１０１と、その中央部に下方に突出するように形
成されて、嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２に嵌合される壁部（ヘッダ側嵌合部）１０
２とで形成されている。そして、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２の外周側下端には、外側
に向かうにつれて上方（板状壁部１０１側）に位置するように傾斜したテーパ部１０２ｄ
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が形成されている。このテーパ部１０２ｄは、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２の短辺部分
と長辺部分の長手方向両端に形成されている。
【００５２】
　壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２は、長手方向Ｙの中央部に形成されて、ヘッダ側端子群
８０Ｇが配置された幅狭のヘッダ側端子群配置部１０２ａを備えている。
【００５３】
　そして、ヘッダハウジング１００の壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２におけるヘッダ側端
子群８０Ｇが配置された部位（ヘッダ側端子群配置部１０２ａ）よりも長手方向Ｙの外側
には、ヘッダ側端子群８０Ｇが配置された部位（ヘッダ側端子群配置部１０２ａ）よりも
幅が広いヘッダ側幅広部１０２ｂが形成されている。
【００５４】
　本実施形態では、ヘッダ側端子群配置部１０２ａの長手方向Ｙの両側にヘッダ側幅広部
１０２ｂが形成されており、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２は、ヘッダ側端子群配置部１
０２ａとその両端のヘッダ側幅広部１０２ｂとで平面視略Ｉ字状に形成されている。
【００５５】
　ヘッダ側端子８０も、ソケット側端子３０と同様に、所定厚さを持った帯状の金属材を
湾曲成形することにより形成することができる。ヘッダ側端子８０は、図１１に示すよう
に、両側壁部８１ａ，８１ａと連結部８１ｂとで逆Ｕ字状に形成されたＵ字状部８１を備
えており、連結部８１ｂの外側（図１１の下側）には、平坦部８１ｃが形成されている。
【００５６】
　そして、このＵ字状部８１の両側壁部８１ａの先端には、第４屈曲部８２を基点に水平
に折曲された形状の略平坦なヘッダ側接続端子部８３がそれぞれ形成されている。
【００５７】
　このように、本実施形態では、ヘッダ側端子８０は、ヘッダハウジング１００の外方に
突出して第２の回路基板１４０に装着されるヘッダ側接続端子部８３を備えており、ヘッ
ダ側端子８０のヘッダハウジング１００の幅方向Ｘ両側からヘッダ側接続端子部８３，８
３がそれぞれ突出している。
【００５８】
　したがって、ヘッダ側端子群８０Ｇには、ヘッダ側接続端子部８３がヘッダハウジング
１００の幅方向一方側に突出するヘッダ側端子８０と他方側に突出するヘッダ側端子８０
とが存在するように形成されることとなる。
【００５９】
　そして、ヘッダ側端子８０は、Ｕ字状部８１が壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２の先端部
（図１１の下側）を覆うようにしてヘッダハウジング１００に配設されている。このヘッ
ダ側端子８０は、インサート成形によってヘッダハウジング１００に装着されている。そ
して、この状態で、ヘッダ側端子８０のヘッダ側接続端子部８３が壁部（ヘッダ側嵌合部
）１０２の下縁からＸ方向（幅方向）外方に突出し、これらのヘッダ側接続端子部８３が
、第２の回路基板１４０の導体パターン（端子）に半田付けにより接続されるようになっ
ている。こうして、ヘッダ側端子８０が第２の回路基板１４０と電気的に接続されること
となる。なお、ヘッダ側端子８０をヘッダハウジング１００に圧入することで、ヘッダ側
端子８０をヘッダハウジング１００（ヘッダ側嵌合体９０）に配設させるようにしてもよ
い。
【００６０】
　そして、図１１に示すように、ヘッダハウジング１００の壁部（ヘッダ側嵌合部）１０
２をソケットハウジング５０の嵌合溝部５２に挿入して嵌合することで、ヘッダ７０がソ
ケット２０に嵌合される。したがって、本実施形態では、ソケットハウジング５０の一方
側（上側：開口側）が、ソケット側嵌合体４０のヘッダ側嵌合体９０との嵌合側に相当し
ており、ソケット側嵌合体４０のヘッダ側嵌合体９０との嵌合側とは反対側（ソケットハ
ウジング５０の他方側：下側）に板状壁部５６が形成されることとなる。一方、ヘッダハ
ウジング１００の一方側（下側：突出側）が、ヘッダ側嵌合体９０のソケット側嵌合体４
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０に嵌合される側に相当している。
【００６１】
　なお、ヘッダ７０をソケット２０に嵌合させる際には、例えば、Ｘ方向（幅方向：短手
方向）一端側の長辺部分に形成されたテーパ部５１ｅとテーパ部１０２ｄとを重ね合わせ
、Ｘ方向（幅方向：短手方向）他端側にずらしながら嵌合させるようにすることができる
。こうすれば、テーパ部５１ｅおよびテーパ部１０２ｄを誘い込み部として機能させるこ
とができ、より容易にヘッダ７０をソケット２０に嵌合させることができるようになる。
【００６２】
　そして、ヘッダ７０をソケット２０に嵌合させた状態では、ソケット側端子３０のソケ
ット側主接点部３７の外側面Ｆ１が、ヘッダ側端子８０の一方の側壁部８１ａの外側面Ｆ
２に弾発的に接触する。一方、ソケット側端子３０の側壁部３１ａの外側面Ｆ３が、ヘッ
ダ側端子８０の他方の側壁部８１ａの外側面Ｆ４に弾発的に接触する。その結果、ソケッ
ト側端子３０とヘッダ側端子８０とが電気的に接続され、ひいては、第１の回路基板１３
０の導体パターンと第２の回路基板１４０の導体パターンとが相互に電気的に接続される
こととなる。
【００６３】
　また、本実施形態では、側壁部８１ａに形成された平面視で略Ｖ字状の係合凹部（ヘッ
ダ側主接点部）８４の内面が、一方の側壁部８１ａの外側面Ｆ２となっている。そして、
ソケット側主接点部３７の外側面Ｆ１は、平面視で先端側（外側面Ｆ２側）に向かうにつ
れて幅（長手方向Ｙの長さ）が狭くなる略台形状に形成されている。こうして、Ｖ字状の
係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４の内面（外側面Ｆ２）に、略台形状に形成されたソケ
ット側主接点部３７の外側面Ｆ１が２箇所で接触するようにしている。
【００６４】
　このように、本実施形態では、ソケット側主接点部３７と係合凹部（ヘッダ側主接点部
）８４とが少なくとも２箇所で接触するようにしている。
【００６５】
　また、上述したように、ソケット側端子３０およびヘッダ側端子８０が、ソケット側主
接点部３７および係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４以外の部位で互いに接触する少なく
とも１つのソケット側接点部（側壁部３１ａの外側面Ｆ３）およびヘッダ側接点部（側壁
部８１ａの外側面Ｆ４）を有するようにしている。
【００６６】
　さらに、本実施形態では、ヘッダハウジング１００に、ヘッダ側接続端子部８３と係合
凹部（ヘッダ側主接点部）８４との間に形成され、ソケットハウジング５０とヘッダハウ
ジング１００とが嵌合した状態でソケットハウジング５０に当接する凸部（当接部）１０
３を形成している。
【００６７】
　本実施形態では、Ｕ字状部８１の幅方向Ｘの両側に、長手方向Ｙに沿って延在する略直
方体状の凸部（当接部）１０３を形成し、当該凸部（当接部）１０３の下面１０３ａが、
ソケットハウジング５０とヘッダハウジング１００とを嵌合した際に、ソケットハウジン
グ５０の周壁部５１の凹部５１ｂが形成される部位に形成された突出部５１ｃの上面５１
ｄに当接するようにしている。
【００６８】
　この突出部５１ｃは、平面視で、幅方向Ｘの両側に、長手方向Ｙに沿って千鳥状に形成
されている。したがって、ソケットハウジング５０とヘッダハウジング１００とを嵌合し
た際には、Ｕ字状部８１の幅方向Ｘの両側に形成された凸部（当接部）１０３が千鳥状に
形成された突出部５１ｃに部分的に支持されることとなる。
【００６９】
　そして、本実施形態のソケット側端子３０とヘッダ側端子８０とには、互いに相手側の
端子に係合してソケット２０とヘッダ７０の結合状態を保持するロック機構１２０が設け
られている。
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【００７０】
　具体的には、ヘッダ側端子８０の外側面（ヘッダハウジングの幅方向で、ヘッダ側端子
のヘッダ側主接点部が形成された側とは反対側の面）Ｆ４に第１の段差部（ヘッダ側ロッ
ク部）１２１が形成されている。一方、ソケット側端子３０の外側面（ソケットハウジン
グの幅方向で、ソケット側端子のソケット側主接点部が形成された側とは反対側の面）Ｆ
３に第２の段差部（ソケット側ロック部）１２２が形成されている。そして、この第１の
段差部（ヘッダ側ロック部）１２１と第２の段差部（ソケット側ロック部）１２２とによ
って、ロック機構１２０が構成されている。すなわち、第１の段差部（ヘッダ側ロック部
）１２１と第２の段差部（ソケット側ロック部）１２２とが係合することで、ソケット２
０とヘッダ７０の結合状態を保持するようにしている。
【００７１】
　本実施形態では、ヘッダ側端子８０の外側面Ｆ４におけるソケット側端子３０との接触
面の上下方向略中央部が薄肉となるように形成することで、傾斜した段差面１２１ａを有
する第１の段差部１２１が形成されている。一方、ソケット側端子３０の外側面Ｆ３にお
けるヘッダ側端子８０との接触面の下方が薄肉となるように形成することで、傾斜した段
差面１２２ａを有する第２の段差部１２２が形成されている。
【００７２】
　なお、ソケット側主接点部３７の係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４への係合もロック
機構として機能するものである。
【００７３】
　したがって、ヘッダ７０をソケット２０に嵌合させる際には、ヘッダ側端子８０の外側
面Ｆ２、Ｆ４が、ソケット側端子３０の外側面Ｆ１、Ｆ３を弾性力に抗して押し開きつつ
挿入される。そして、第１の段差部１２１が第２の段差部１２２を乗り越え、ソケット側
端子３０のソケット側主接点部３７が係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４に係合すること
により、ヘッダ７０がソケット２０に嵌着される。このとき、ソケット側主接点部３７が
係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４に係合するとともに、第１の段差部１２１の段差面１
２１ａと第２の段差部１２２の段差面１２２ａとが互いに係合するため、ソケット２０と
ヘッダ７０とがロックされて、これらの結合状態を保持できるようになる。
【００７４】
　一方、ソケット２０とヘッダ７０とを離脱させる際には、これら両者を引き剥がし方向
に抜去する。すると、第１の段差部１２１の段差面１２１ａと第２の段差部１２２の段差
面１２２ａとが相対摺動しつつ、ソケット側端子３０の外側面を押し開いて第１の段差部
１２１と第２の段差部１２２との係合が解除される。このとき、ソケット側主接点部３７
の係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４への係合も解除されるため、ソケット２０とヘッダ
７０とを分離させることができるようになる。
【００７５】
　なお、係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４および第１の段差部１２１も、壁部（ヘッダ
側嵌合部）１０２の幅方向両側に、長手方向Ｙに沿って交互に形成されている。
【００７６】
　本実施形態では、複数のヘッダ側端子８０は、同一の形状をしており、長手方向（Ｙ方
向）一端側から他端側にかけて交互に反転した状態でヘッダハウジング１００（ヘッダ側
嵌合体９０）に装着されることとなる。したがって、図１１に示すヘッダ側端子８０と隣
り合うヘッダ側端子８０は、係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４が左側に位置し、第１の
段差部１２１が右側に位置するように反転させた形状となる。なお、ヘッダ側端子８０は
、係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４および第１の段差部１２１を除いて、幅方向（Ｘ方
向）中央部を通り上下方向（Ｚ方向）に延在する軸に対して線対称な形状をしている。し
たがって、図１１に示すヘッダ側端子８０と隣り合うヘッダ側端子８０も、幅方向Ｘ両側
からヘッダ側接続端子部８３，８３がそれぞれ突出している。また、複数のヘッダ側端子
８０は、Ｕ字状部８１の幅方向（Ｘ方向）の中心が、長手方向（Ｙ方向）において、同一
直線状に並ぶように、ヘッダハウジング１００に配設されている（図１０（ａ）参照）。
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【００７７】
　また、本実施形態では、上述したように、ソケットハウジング５０の長手方向Ｙ両端部
にはソケット側保持金具６０が、ヘッダハウジング１００の長手方向Ｙ両端部にはヘッダ
側保持金具１１０が配設されている。このソケット側保持金具６０およびヘッダ側保持金
具１１０は、ソケットハウジング５０およびヘッダハウジング１００の強度を高めるとと
もに、上述した回路基板にそれぞれ取付固定するために用いられるものである。
【００７８】
　本実施形態では、ソケット側保持金具６０の固定端子６４を第１の回路基板１３０に半
田付けすることで、ソケット側端子３０のソケット側接続端子部３９が第１の回路基板１
３０に半田付けされたことと相俟って、ソケット２０が第１の回路基板１３０に対して強
固に結合されるようにしている。
【００７９】
　また、ヘッダ側保持金具１１０の固定端子１１１を第２の回路基板１４０に半田付けす
ることで、ヘッダ側端子８０のヘッダ側接続端子部８３が第２の回路基板１４０に半田付
けされたことと相俟って、ヘッダ７０が第２の回路基板１４０に対して強固に結合される
ようにしている。
【００８０】
　このような構成によれば、各回路基板に強固に結合されたソケット２０とヘッダ７０と
を相互に嵌合させることができ、これによりソケット側端子３０とヘッダ側端子８０とが
接触導通して、各回路基板の導体パターン同士を電気的に接続することができる。そして
、ソケット側端子３０とヘッダ側端子８０とには上述したようにロック機構１２０が設け
られているので、これらソケット２０とヘッダ７０との結合状態をより強固に保持するこ
とができる。
【００８１】
　このソケット側保持金具６０は、所定厚さの金属板をプレス成形することにより形成さ
れた保持金具板６０Ａを折曲形成することによって形成することができ、コネクタ１０の
幅方向Ｘに延在する側板部６１と、側板部６１の中央部下側を長手方向Ｙ中央側に向かっ
て略直角に折曲した底板部６３とを備えている。そして、底板部６３の両端部をコネクタ
１０の幅方向Ｘ両側から外側に突出させることで、第１の固定端子６４ａが形成されてい
る。
【００８２】
　側板部６１の幅方向Ｘ両端部には、側板部６１の幅方向Ｘ両端部をコネクタ１０の長手
方向Ｙ中央側に向かって略直角に折曲した延設部６２が形成されている。そして、この延
設部６２の延在方向の終着部６２ａには下方に向かって延在して第１の回路基板１３０に
半田付けされる第２の固定端子６４ｂが設けられている。
【００８３】
　本実施形態では、近傍に配置される第１の固定端子６４ａおよび第２の固定端子６４ｂ
で形成される固定端子の組が、コネクタ１０の一対の長辺のそれぞれの長手方向Ｙの両端
に、ソケット側端子３０と並設するように、合計４組設けられている。
【００８４】
　このように、本実施形態では、ソケット側保持金具（保持金具）６０が、第１の回路基
板（回路基板）１３０上に固定される第１の固定端子６４ａと、当該第１の固定端子６４
ａとは別に形成されて第１の回路基板（回路基板）１３０上に固定される第２の固定端子
６４ｂと、を有している。そして、この第２の固定端子６４ｂがソケット側保持金具（保
持金具）６０の側板部６１から延出されている。
【００８５】
　このとき、第２の固定端子６４ｂが、ソケット側保持金具（保持金具）６０上における
第１の固定端子６４ａからの道のりが最大となる位置に設けられるようにしている。
【００８６】
　具体的には、ソケット側保持金具（保持金具）６０を図７に示す保持金具板６０Ａのよ
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うに展開した状態で、第１の固定端子６４ａからの道のり（保持金具板６０Ａの展開距離
：図７の矢印ａの長さ）が最大となる位置に、当該第１の固定端子６４ａとの組となる第
２の固定端子６４ｂが形成されるようにしている。
【００８７】
　また、本実施形態では、ソケット側保持金具（保持金具）６０は、インサート成形によ
って、ソケットハウジング（ハウジング）５０に装着（配設）されている。このとき、ソ
ケット側保持金具（保持金具）６０の少なくとも一部がソケットハウジング（ハウジング
）５０に沿って露出するようにしている。
【００８８】
　本実施形態では、周壁部５１および板状壁部５６の外壁面５４の一部とソケット側保持
金具６０の外壁面６０ａの一部とが略面一の状態となるようにしている。換言すると、周
壁部５１の外壁面５４にソケット側保持金具６０の外壁面６０ａの一部が略面一の状態で
露出するように、ソケットハウジング５０にソケット側保持金具６０が一体成形されてい
る。
【００８９】
　具体的には、側板部６１の外面６１ａの上部がソケットハウジング５０のＹ方向（長手
方向）最外端に延在する外側面（長手方向の端面）５４ａの上部に対して面一の状態で露
出している。そして、延設部６２の外面６２ｂがＸ方向（幅方向：短手方向）最外端に延
在する外側面（短手方向の端面）５４ｂに対して面一の状態で露出している。なお、底板
部６３の外面６３ｂは、ソケットハウジング５０の底面５６ａ（外壁面５４）に対して面
一の状態でなく露出しているが、底板部６３の外面６３ｂを、ソケットハウジング５０の
底面５６ａ（外壁面５４）に対して面一の状態で露出させることも可能である。また、ソ
ケット側保持金具６０の外壁面６０ａは、周壁部５１の外壁面５４に露出させる必要はな
く、また、露出させる場合であっても、周壁部５１の外壁面５４に対して面一の状態で露
出させる必要はない。
【００９０】
　さらに、ソケット側保持金具（保持金具）６０におけるソケットハウジング（ハウジン
グ）５０の長辺方向の端面に露出している面（側板部６１の外面６１ａ）と、短辺方向の
端面に露出している面（延設部６２の外面６２ｂ）との間がソケットハウジング（ハウジ
ング）５０によって埋設されるようにしている。すなわち、側板部６１の外面６１ａと延
設部６２の外面６２ｂとの間に連結壁部５５が形成されるようにしている。
【００９１】
　一方、ヘッダ側保持金具１１０は、ヘッダ側端子８０と同一の部品で形成されており、
ヘッダ側端子群８０Ｇが配置された部位よりも長手方向Ｙの外側（本実施形態では両側）
に、ヘッダ側端子群８０Ｇに対してヘッダ側端子８０の並設ピッチと略同一の距離だけ離
れた位置に配置されている。
【００９２】
　すなわち、所定のピッチで長手方向Ｙに並設されたヘッダ側端子８０のうちの両端のヘ
ッダ側端子８０をヘッダ側保持金具１１０として用いるとともに、その間に存在する複数
のヘッダ側端子８０をヘッダ側端子群８０Ｇとしている。
【００９３】
　また、ヘッダ側保持金具１１０は、接点部（ヘッダ側端子８０のＵ字状部８１）が部分
的または完全に埋まるようにインサート成形されている。本実施形態では、ヘッダ側保持
金具１１０のＵ字状部８１の平坦部８１ｃに相当する部分の一部だけが露出するようにイ
ンサート成形されている。こうすることで、ヘッダ側保持金具１１０の強度を高めること
ができる。なお、接点部（ヘッダ側端子８０のＵ字状部８１）が完全に埋まるようにヘッ
ダ側保持金具１１０をインサート成形してもよい。
【００９４】
　さらに、本実施形態では、ヘッダ７０が、平面視で当該ヘッダ７０の中心に対して点対
称となるように形成されているとともに、ソケット２０が、平面視で当該ソケット２０の
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中心に対して点対称となるように形成されている。このとき、嵌合溝部（ソケット側嵌合
部）５２や壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２も、平面視で嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５
２の中心や壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２の中心に対して点対称となるように形成されて
いる。したがって、嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２の中心とソケット２０の中心とが
同一の位置となり、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２の中心とヘッダ７０の中心とが同一の
位置となっている。
【００９５】
　以上、説明したように、本実施形態のコネクタ１０は、相互に嵌合するソケット２０と
ヘッダ７０とを備えている。
【００９６】
　そして、ソケットハウジング５０の嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２とヘッダハウジ
ング１００の壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２とを嵌合させることでソケット側端子３０と
ヘッダ側端子８０とを接触させている。
【００９７】
　さらに、ソケットハウジング５０の長手方向Ｙにソケット側端子３０が複数配置された
ソケット側端子群３０Ｇが、ソケットハウジング５０に１列のみ配置されるようにすると
ともに、ヘッダハウジング１００の長手方向Ｙにヘッダ側端子８０が複数配置されたヘッ
ダ側端子群８０Ｇが、ヘッダハウジング１００に１列のみ配置されるようにしている。
【００９８】
　このように、ソケット側端子群３０Ｇや当該ソケット側端子群３０Ｇと接触するヘッダ
側端子群８０Ｇが長手方向Ｙに１列のみ存在するように配置することで、ソケットハウジ
ング５０やヘッダハウジング１００の幅（Ｘ方向幅）を狭くすることができる。すなわち
、コネクタ１０の幅（Ｘ方向幅）を狭くすることができ、コネクタ１０の回路基板（第１
の回路基板１３０や第２の回路基板１４０）への設置自由度を高めることができるように
なる。
【００９９】
　また、本実施形態では、ソケット側保持金具（保持金具）６０は、コネクタ１０の幅方
向Ｘに延在する側板部６１と、側板部６１の中央部下側を長手方向Ｙ中央側に向かって略
直角に折曲した底板部６３とを備えている。そして、ソケット側保持金具（保持金具）６
０が、第１の回路基板（回路基板）１３０上に固定される第１の固定端子６４ａと、当該
第１の固定端子６４ａとは別に形成されて第１の回路基板（回路基板）１３０上に固定さ
れる第２の固定端子６４ｂと、を有している。
【０１００】
　したがって、ソケット２０（コネクタ１０）の第１の回路基板（回路基板）１３０への
半田付け強度（固定強度）をより高めることができるようになる。
【０１０１】
　また、本実施形態では、第２の固定端子６４ｂがソケット側保持金具（保持金具）６０
の側板部６１から延出されている。
【０１０２】
　すなわち、ソケット側保持金具（保持金具）６０の底板部６３から延出されている第１
の固定端子６４ａと側板部６１から延出されている第２の固定端子６４ｂとで、ソケット
２０（コネクタ１０）を第１の回路基板（回路基板）１３０へと半田付けしている。その
結果、ソケット２０（コネクタ１０）の第１の回路基板（回路基板）１３０への半田付け
強度をより高めることができる上、ソケット２０（コネクタ１０）の側壁部分の強度も高
めることができるようになる。
【０１０３】
　このとき、第２の固定端子６４ｂが、ソケット側保持金具（保持金具）６０上における
第１の固定端子６４ａからの道のりが最大となる位置に設けられるようにしている。
【０１０４】
　具体的には、ソケット側保持金具（保持金具）６０を保持金具板６０Ａのように展開し
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た状態で、第１の固定端子６４ａからの道のり（保持金具板６０Ａの展開距離）が最大と
なる位置に、当該第１の固定端子６４ａとの組となる第２の固定端子６４ｂが形成される
ようにしている。
【０１０５】
　したがって、ソケット側保持金具（保持金具）６０自体の動きが、第１の固定端子６４
ａおよび第２の固定端子６４ｂによって規制されるため、ソケット側保持金具（保持金具
）６０の強度、ひいては、ソケット２０（コネクタ１０）の強度をより一層高めることが
できるようになる。
【０１０６】
　また、本実施形態では、ソケット側保持金具（保持金具）６０は、インサート成形によ
って、ソケットハウジング（ハウジング）５０に装着（配設）されている。したがって、
ソケットハウジング（ハウジング）５０の成形肉厚を増大させることができる上、ソケッ
トハウジング（ハウジング）５０の強度を高めることができる。
【０１０７】
　このとき、ソケット側保持金具（保持金具）６０の少なくとも一部がソケットハウジン
グ（ハウジング）５０に沿って露出するようにしている。具体的には、ソケット側保持金
具（保持金具）６０は、ソケットハウジング（ハウジング）５０の底面５６ａと３方向の
側面５４ａ，５４ｂ，５４ｂの計４方向に露出している。したがって、ソケット２０（コ
ネクタ１０）の側壁部分の強度をより高めることができるようになる。
【０１０８】
　また、本実施形態では、ソケット側保持金具（保持金具）６０におけるソケットハウジ
ング（ハウジング）５０の長辺方向の端面に露出している面（側板部６１の外面６１ａ）
と、短辺方向の端面に露出している面（延設部６２の外面６２ｂ）との間がソケットハウ
ジング（ハウジング）５０によって埋設されるようにしている。その結果、ソケット側保
持金具（保持金具）６０がソケットハウジング（ハウジング）５０から脱落してしまうの
を抑制することができる。
【０１０９】
　また、本実施形態では、ソケット側端子３０およびヘッダ側端子８０には、少なくとも
いずれか一方が弾性変形可能に構成されて互いに接触するソケット側主接点部およびヘッ
ダ側主接点部がそれぞれ形成されている。
【０１１０】
　そして、ソケット側端子群３０Ｇは、複数のソケット側端子３０を、ソケット側主接点
部３７がソケットハウジング５０の幅Ｘ方向の一方側に位置するソケット側端子３０と他
方側に位置するソケット側端子３０とが交互に存在するように配置することで形成されて
いる。
【０１１１】
　ソケット側端子群３０Ｇをこのような構成とすることで、ソケット２０とヘッダ７０と
を嵌合させた際に、ソケット側主接点部３７の位置が幅方向Ｘの一方側や長手方向Ｙの一
方側に偏って配置されてしまうのを抑制することができる。その結果、ソケット２０とヘ
ッダ７０との嵌合やソケット側主接点部３７と係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４との接
触をバランスよく行うことができるようになり、ソケット２０とヘッダ７０との嵌合保持
力をより高めることができる。
【０１１２】
　特に、本実施形態では、ソケットハウジング５０の幅方向Ｘで、ソケット側端子３０の
ソケット側主接点部３７が形成された側とは反対側に、第１の段差部（ヘッダ側ロック部
）１２１と係合する第２の段差部（ソケット側ロック部）１２２を形成している。そのた
め、ソケット側主接点部３７と第２の段差部（ソケット側ロック部）１２２とが長手方向
Ｙに沿って交互に存在するようになるため、ソケット２０とヘッダ７０とをよりバランス
よく嵌合させることができるようになる。
【０１１３】



(15) JP 6120168 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、ソケットハウジング５０の嵌合溝部（ソケット側嵌合部）５２
におけるソケット側端子群３０Ｇが配置された部位（ソケット側端子群収容部５２ａ）よ
りも長手方向Ｙの外側（ヘッダ側幅広部１０２ｂと対応する部位）には、ソケット側端子
群３０Ｇが配置された部位（ソケット側端子群収容部５２ａ）よりも幅が広いソケット側
幅広部５２ｂが形成されている。
【０１１４】
　一方、ヘッダハウジング１００の壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２におけるヘッダ側端子
群８０Ｇが配置された部位（ヘッダ側端子群配置部１０２ａ）よりも長手方向Ｙの外側に
は、ヘッダ側端子群８０Ｇが配置された部位（ヘッダ側端子群配置部１０２ａ）よりも幅
が広いヘッダ側幅広部１０２ｂが形成されている。
【０１１５】
　このように、それぞれの端子が配置される部位よりも長手方向Ｙの外側に幅広の嵌合部
を設けることで、ヘッダ７０が長手方向Ｙにずれた状態でソケット２０に嵌合してしまう
のを抑制することができるようになる。
【０１１６】
　特に、本実施形態では、壁部（ヘッダ側嵌合部）１０２および嵌合溝部（ソケット側嵌
合部）５２が平面視で略Ｉ字状をしているため、より確実にソケット２０とヘッダ７０と
のずれた状態での嵌合を抑制することができる。
【０１１７】
　また、ヘッダ７０が、平面視で当該ヘッダ７０の中心に対して点対称となるように形成
されているため、ヘッダ７０を１８０度回転した状態でもソケット２０に嵌合させること
ができるため、ヘッダ７０の組み付け作業性を向上させることができる。
【０１１８】
　また、本実施形態では、ソケット側端子３０およびヘッダ側端子８０が、ソケット側主
接点部３７および係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４以外の部位で互いに接触する少なく
とも１つのソケット側接点部（側壁部３１ａの外側面Ｆ３）およびヘッダ側接点部（側壁
部８１ａの外側面Ｆ４）を有するようにしている。そのため、ソケット側主接点部３７と
係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４との接触信頼性をより高めることができるようになる
上、ソケット２０とヘッダ７０との嵌合保持力をより高めることができる。
【０１１９】
　また、本実施形態では、ソケット側主接点部３７と係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４
とが少なくとも２箇所で接触するようにしている。こうすることで、ソケット側主接点部
３７と係合凹部（ヘッダ側主接点部）８４との接触信頼性をより一層高めることができる
ようになる。
【０１２０】
　また、本実施形態では、ソケット側端子群３０Ｇは、ソケット側接続端子部３９がソケ
ットハウジング５０の幅方向Ｘの一方側に突出するソケット側端子３０と他方側に突出す
るソケット側端子３０とが交互に存在するように形成されている。そのため、ソケット側
接続端子部３９は、幅方向Ｘの一方側と他方側とに交互に突出することとなり、ソケット
側接続端子部３９の第１の回路基板１３０への取付位置が幅方向Ｘの一方側や長手方向Ｙ
の一方側に偏って配置されてしまうのを抑制することができる。その結果、ソケット２０
の第１の回路基板１３０への取付位置のバランスがよくなり、半田付け時にソケット２０
が回転してしまうのを抑制することができる。また、ソケット２０がマンハッタン現象に
より立ち上がってしまうのを抑制することもできる。
【０１２１】
　また、本実施形態では、ヘッダ側端子８０は、両側壁部８１ａ，８１ａと連結部８１ｂ
とで逆Ｕ字状に形成されたＵ字状部８１を備えている。したがって、ヘッダ側端子８０の
形状を略左右対称とすることができ、ヘッダ７０の形状バランスをよりよくすることがで
きる。
【０１２２】
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　さらに、連結部８１ｂの外側には平坦部８１ｃが形成されている。そのため、ヘッダ７
０を第２の回路基板１４０に半田付けする時などに、ロボットアーム等の機械による平坦
部８１ｃの吸着が容易になり、機械等を用いてヘッダ７０を持ち上げやすくなる。その結
果、ヘッダ７０の第２の回路基板１４０への半田付けの作業性を向上させることができる
ようになる。
【０１２３】
　また、本実施形態では、ヘッダ側端子群８０Ｇは、ヘッダ側接続端子部８３がヘッダハ
ウジング１００の幅方向一方側に突出するヘッダ側端子８０と他方側に突出するヘッダ側
端子８０とが存在するように形成されている。具体的には、ヘッダ側端子８０のヘッダハ
ウジング１００の幅方向Ｘ両側からヘッダ側接続端子部８３，８３がそれぞれ突出してい
る。したがって、ヘッダ側接続端子部８３の第２の回路基板１４０への取付位置が幅方向
Ｘの一方側や長手方向Ｙの一方側に偏って配置されてしまうのを抑制することができる。
その結果、ヘッダ７０の第２の回路基板１４０への取付位置のバランスがよくなり、半田
付け時にヘッダ７０が回転してしまうのを抑制することができる。また、ヘッダ７０がマ
ンハッタン現象により立ち上がってしまうのを抑制することもできる。また、ヘッダ７０
の第２の回路基板１４０への半田付け強度をより高めることができるようになる上、電流
容量を向上させることができるようになる。
【０１２４】
　また、本実施形態では、ヘッダ側保持金具１１０は、ヘッダ側端子８０と同一の部品で
形成されており、ヘッダ側端子群８０Ｇが配置された部位よりも長手方向Ｙの外側（本実
施形態では両側）に、ヘッダ側端子群８０Ｇに対してヘッダ側端子８０の並設ピッチと略
同一の距離だけ離れた位置に配置されている。したがって、部品を共用化することができ
、コストの削減を図ることができる上、ヘッダ７０を製造しやすくなる。
【０１２５】
　また、本実施形態では、ヘッダハウジング１００に、ヘッダ側接続端子部８３と係合凹
部（ヘッダ側主接点部）８４との間に形成され、ソケットハウジング５０とヘッダハウジ
ング１００とが嵌合した状態でソケットハウジング５０に当接する凸部（当接部）１０３
を形成している。そのため、ソケット２０とヘッダ７０とを嵌合させた状態で、ソケット
２０やヘッダ７０がぐらついてしまうのを抑制することができるようになる。
【０１２６】
　このように、本実施形態によれば、コネクタ１０の回路基板１３０への固定強度の向上
を図ることのできるコネクタ１０および当該コネクタ１０に用いられるソケット２０なら
びにヘッダ７０を得ることができる。
【０１２７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態には限定さ
れず、種々の変形が可能である。
【０１２８】
　例えば、ソケット側端子やヘッダ側端子、その他細部のスペック（形状、大きさ、レイ
アウト等）も適宜に変更可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１０　コネクタ
　３０　ソケット側端子（端子）
　５０　ソケットハウジング（ハウジング）
　６０　ソケット側保持金具（保持金具）
　６１　側板部
　６３　底板部
　６４ａ　第１の固定端子
　６４ｂ　第２の固定端子
　１３０…第１の回路基板（回路基板）
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