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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄コネクタと雌コネクタからなるコネクタであって、
　前記雄コネクタは、内部に複数のプラグ電極を有し、複数の前記プラグ電極は前記コネ
クタの着脱方向に対し垂直方向に配列されており、前記プラグ電極の一方の端部は前記着
脱方向に沿って前記プラグ電極の配列の方向に屈曲した屈曲部を有し、
　前記雌コネクタは、内部に複数のジャック電極を有し、複数の前記ジャック電極は前記
コネクタの着脱方向に対し垂直方向に配列されており、前記ジャック電極の一方の端部は
前記着脱方向に曲げられた接合部を有し、
　前記接合部は分岐したバネ性を有する２本の端子部を有し、前記雄コネクタと前記雌コ
ネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させ嵌合させることにより、前記２本の端子部の
間に前記屈曲部が挟み込まれ、前記プラグ電極と前記ジャック電極とが電気的に接続され
ることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記２本の端子部は支持部により結合されており、前記雄コネクタと前記雌コネクタと
を相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記支持部に前記屈曲部が通過することが可能
な開口部が設けら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】
　前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記屈曲
部が通過することができるよう、前記２本の端子部の先端部が前記屈曲部の設けられてい
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る側に屈曲し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４】
　前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記屈曲
部が通過することができるよう、前記２本の端子部と前記屈曲部との接触領域において、
前記屈曲部の設けられている側に突き出した凸部が設けら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５】
　雄コネクタと雌コネクタからなるコネクタであって、
　前記雄コネクタは、内部に複数のプラグ電極を有し、複数の前記プラグ電極は前記コネ
クタの着脱方向に対し垂直方向に配列されており、前記プラグ電極の一方の端部は接触部
を有し、
　前記雌コネクタは、内部に複数のジャック電極を有し、複数の前記ジャック電極は前記
コネクタの着脱方向に対し垂直方向に配列されており、前記ジャック電極の一方の端部は
前記着脱方向に曲げられた接合部を有し、
　前記接合部は分岐したバネ性を有する２本の端子部を有し、前記雄コネクタと前記雌コ
ネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させ嵌合させることにより、前記２本の端子部の
間に、前記接触部が挟み込まれ、前記プラグ電極と前記ジャック電極とが電気的に接続さ
れることを特徴とするコネクタ。
【請求項６】
　前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記ジャ
ック電極において前記２本の端子部を接続する領域に前記接触部が通過することが可能な
開口部が設けられていることを特徴とする請求項５に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記接触
部が通過することができるよう、前記２本の端子部の先端部が前記プラグ電極の設けられ
ている側に屈曲していることを特徴とする請求項５に記載のコネクタ。
【請求項８】
　前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記接触
部が通過することができるよう、前記２本の端子部と前記接触部との接触領域において、
前記プラグ電極の設けられている側に突き出した凸部が設けられていることを特徴とする
請求項５に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記雌コネクタは、複数の前記ジャック電極を固定する絶縁体材料からなる本体部を有
しており、前記本体部は基板と接続される側の本体下部と、前記雄コネクタと接合される
側の本体上部により構成されており、前記本体下部と前記本体上部は、複数の前記ジャッ
ク電極により接続されていることを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載のコネク
タ。
【請求項１０】
　前記雌コネクタは、複数の前記ジャック電極を固定する絶縁体材料からなる本体部を有
しており、前記本体部に複数の前記ジャック電極を圧入した後、圧入した方向より絶縁体
材料からなるカバーを被せることにより形成されたものであり、
　前記雄コネクタは、複数の前記プラグ電極を固定する絶縁体材料からなる本体部を有し
ており、前記本体部に複数の前記プラグ電極を圧入した後、圧入方向より絶縁体材料から
なるカバーを被せることにより形成されたものであることを特徴とする請求項１から９の
いずれかに記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関するものであり、特に、ＰＬＣユニットの接続に用いられるコ
ネクタに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＰＬＣ（Programmable Logic Controller）ユニットと称する複数のボックス型のモジ
ュールを接続したＦＡ装置等の電子機器が知られている。このＰＬＣユニットには、各々
機能的な電子回路等が組み込まれており、このＰＬＣユニットを複数個接続することによ
り、所望の機能を有するＦＡ装置等の電子機器が形成される。
【０００３】
　各々のＰＬＣユニットには接続端子となるコネクタが設けられており、ＰＬＣユニット
の接続方法としては、スタッキング構造及びバックボード構造が知られている。
【０００４】
　スタッキング構造では、図１に示すように、ＰＬＣユニット１１１の側面にコネクタ１
１２が設けられており、ＰＬＣユニット１１１を並べて矢印Ａ１に示す方向おいて相互に
脱着可能であり、コネクタ１１２を介し接続することにより、各々のＰＬＣユニット１１
１が接続されＦＡ装置が形成される。スタッキング構造は、ＦＡ装置が大きい場合、並べ
られるＰＬＣユニット１１１の数も多くなり、中央部分のＰＬＣユニット１１１が破損等
した際に、ＰＬＣユニット１１１を交換する場合において、交換に時間と労力を要しＰＬ
Ｃユニット１１１を交換することが困難であるといった問題点を有している。
【０００５】
　また、バックボード構造では、図２に示すように、ＰＬＣユニット１２１の背面にコネ
クタが設けられており、ＰＬＣユニット１２１の背面に設けられたバックボード１２２の
コネクタとＰＬＣユニット１２１に設けられたコネクタと接続することにより、各々のＰ
ＬＣユニット１２１が接続されたＦＡ装置が形成される。ＰＬＣユニット１２１は、矢印
Ａ２に示す方向に移動することにより、バックボード１２２と脱着可能である。バックボ
ード構造は、バックボード１２２のサイズにより取り付けられるＰＬＣユニット１２１の
数が限られるため、拡張性に限界を有しており、ＰＬＣユニット１２１を用いることによ
る利点が制限されるといった問題点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３５７９８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題点を鑑みたものであり、ＰＬＣユニットの拡張性に制限を加えるこ
となく、また、ＰＬＣユニットの交換を容易に行うことが可能なＰＬＣユニットの接続に
用いられるコネクタを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、雄コネクタと雌コネクタからなるコネクタであって、前記雄コネクタは、内
部に複数のプラグ電極を有し、複数の前記プラグ電極は前記コネクタの着脱方向に対し垂
直方向に配列されており、前記プラグ電極の一方の端部は前記着脱方向に沿って前記プラ
グ電極の配列の方向に屈曲した屈曲部を有し、前記雌コネクタは、内部に複数のジャック
電極を有し、複数の前記ジャック電極は前記コネクタの着脱方向に対し垂直方向に配列さ
れており、前記ジャック電極の一方の端部は前記着脱方向に曲げられた接合部を有し、前
記接合部は分岐したバネ性を有する２本の端子部を有し、前記雄コネクタと前記雌コネク
タとを相対的に前記着脱方向に移動させ嵌合させることにより、前記２本の端子部の間に
前記屈曲部が挟み込まれ、前記プラグ電極と前記ジャック電極とが電気的に接続されるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、前記２本の端子部は支持部により結合されており、前記雄コネクタと
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前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させた際、前記支持部に前記屈曲部が通
過することが可能な開口部が設けられていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動さ
せた際、前記屈曲部が通過することができるよう、前記２本の端子部の先端部が前記屈曲
部の設けられている側に屈曲していることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動さ
せた際、前記屈曲部が通過することができるよう、前記２本の端子部と前記屈曲部との接
触領域において、前記屈曲部の設けられている側に突き出した凸部が設けられていること
を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、雄コネクタと雌コネクタからなるコネクタであって、前記雄コネクタ
は、内部に複数のプラグ電極を有し、複数の前記プラグ電極は前記コネクタの着脱方向に
対し垂直方向に配列されており、前記プラグ電極の一方の端部は接触部を有し、前記雌コ
ネクタは、内部に複数のジャック電極を有し、複数の前記ジャック電極は前記コネクタの
着脱方向に対し垂直方向に配列されており、前記ジャック電極の一方の端部は前記着脱方
向に曲げられた接合部を有し、前記接合部は分岐したバネ性を有する２本の端子部を有し
、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動させ嵌合させること
により、前記２本の端子部の間に、前記接触部が挟み込まれ、前記プラグ電極と前記ジャ
ック電極とが電気的に接続されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動さ
せた際、前記ジャック電極において前記２本の端子部を接続する領域に前記接触部が通過
することが可能な開口部が設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動さ
せた際、前記接触部が通過することができるよう、前記２本の端子部の先端部が前記プラ
グ電極の設けられている側に屈曲していることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、前記雄コネクタと前記雌コネクタとを相対的に前記着脱方向に移動さ
せた際、前記接触部が通過することができるよう、前記２本の端子部と前記接触部との接
触領域において、前記プラグ電極の設けられている側に突き出した凸部が設けられている
ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、前記雌コネクタは、複数の前記ジャック電極を固定する絶縁体材料か
らなる本体部を有しており、前記本体部は基板と接続される側の本体下部と、前記雄コネ
クタと接合される側の本体上部により構成されており、前記本体下部と前記本体上部は、
複数の前記ジャック電極により接続されていることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明は、前記雌コネクタは、複数の前記ジャック電極を固定する絶縁体材料か
らなる本体部を有しており、前記本体部に複数の前記ジャック電極を圧入した後、圧入し
た方向より絶縁体材料からなるカバーを被せることにより形成されたものであり、前記雄
コネクタは、複数の前記プラグ電極を固定する絶縁体材料からなる本体部を有しており、
前記本体部に複数の前記プラグ電極を圧入した後、圧入方向より絶縁体材料からなるカバ
ーを被せることにより形成されたものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＰＬＣユニットの拡張性に制限を加えることなく、また、ＰＬＣユニ
ットの交換を容易に行うことが可能なＰＬＣユニットの接続に用いられるコネクタを提供



(5) JP 5248398 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来のＰＬＣユニットの接続方法を説明する斜視図（１）
【図２】従来のＰＬＣユニットの接続方法を説明する斜視図（２）
【図３】第１の実施の形態における雄コネクタの斜視図
【図４】第１の実施の形態における雌コネクタの斜視図
【図５】第１の実施の形態における雄コネクタと雌コネクタの嵌合方法を示す斜視図
【図６】第１の実施の形態における雄コネクタと雌コネクタの断面の斜視図
【図７】第１の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合方法の説明図（１
）
【図８】第１の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合方法の説明図（２
）
【図９】第１の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合方法の説明図（３
）
【図１０】第１の実施の形態におけるコネクタを用いたＰＬＣユニットの説明図（１）
【図１１】第１の実施の形態におけるコネクタを用いたＰＬＣユニットの説明図（２）
【図１２】第２の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す斜視
図
【図１３】第２の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す上面
図
【図１４】第２の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す正面
図
【図１５】第３の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す斜視
図
【図１６】第３の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す上面
図
【図１７】第３の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す正面
図
【図１８】第４の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す斜視
図
【図１９】第４の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す側面
斜視図
【図２０】第４の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す正面
図
【図２１】第５の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す斜視
図
【図２２】第５の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す側面
斜視図
【図２３】第５の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す正面
図
【図２４】第６の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す斜視
図
【図２５】第６の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す側面
斜視図
【図２６】第６の実施の形態におけるプラグ電極とジャック電極との嵌合状態を示す正面
図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明を実施するための形態について、以下に説明する。
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【００２１】
　〔第１の実施の形態〕
　第１の実施の形態におけるコネクタについて説明する。本実施の形態におけるコネクタ
は、雄コネクタと雌コネクタから構成されている。
【００２２】
　（コネクタ）
　図３から図６に基づき、本実施の形態における雄コネクタ及び雌コネクタについて説明
する。図３は、本実施の形態における雄コネクタの斜視図であり、図４は、本実施の形態
における雌コネクタの斜視図であり、図５は、本実施の形態における雄コネクタと雌コネ
クタの嵌合状態を示す斜視図であり、図６は、本実施の形態における雄コネクタと雌コネ
クタの断面を示す斜視図である。
【００２３】
　本実施の形態における雄コネクタ１０は、絶縁体材料により形成された本体部１１内に
プラグ電極１２が複数設置されている。プラグ電極１２の一方の端部には後述する雌コネ
クタ２０と接続するための屈曲部１３が設けられており、他方の端部には基板１５と電気
的に接続される接続端子１４が設けられている。
【００２４】
　また、本実施の形態における雌コネクタ２０は、絶縁体材料により形成された本体部２
１にジャック電極２２が複数設置されている。ジャック電極２２の一方の端部には雄コネ
クタ１０のプラグ電極１２の屈曲部１３と接続される接続部２３が設けられており、他方
の端部には基板２５と電気的に接続される接続端子２４が設けられている。更に、本体部
２１は、雄コネクタ１０と接続される側の本体上部２１ａと基板２５側の本体下部２１ｂ
により構成されており、内部に設けられた複数のプラグ電極１２により連結されている。
即ち、本体上部２１ａと複数のプラグ電極１２とは各々本体上部２１ａの内部において接
合されており、また、本体下部２１ｂと複数のプラグ電極１２とは各々本体下部２１ｂの
内部において接合されている。このため、本体下部２１ｂに対し本体上部２１ａが矢印Ｂ
に示す方向に僅かに移動することが可能となるよう構成されている。
【００２５】
　また、雄コネクタ１０は、樹脂材料等の絶縁体材料により形成された本体部１１にプラ
グ電極１２を圧入し、その後、圧入した方向より絶縁体カバーを被せることにより形成さ
れる。同様に、雌コネクタ２０は、樹脂材料等の絶縁体材料により形成された本体部２１
にジャック電極２２を圧入し、その後、圧入した方向より絶縁体カバーを被せることによ
り形成される。このように、絶縁体カバーを被せることにより、雄コネクタ１０及び雌コ
ネクタ２０におけるインピーダンスコントロールを行うことが可能となる。
【００２６】
　また、本実施の形態における雄コネクタ１０と雌コネクタ２０とは、雄コネクタ１０の
本体部１１における接合面１６と雌コネクタ２０の本体部２１における接合面２６とを相
互の端部において接触させ、雄コネクタ１０に対し雌コネクタ２０を矢印Ｃに示す方向（
着脱方向と称する）に相対的に移動（スライド）させることにより嵌合させる。矢印Ｃに
示す方向であれば、どちらの方向からスライドさせても嵌合させることができる。
【００２７】
　次に、図６から図９に基づき、本実施の形態における雄コネクタ１０のプラグ電極１２
及び雌コネクタ２０のジャック電極２２について説明する。
【００２８】
　本実施の形態における雄コネクタ１０のプラグ電極１２は、金属等の導電性材料により
形成されており、一方の端部には幅広部１７が設けられており、この幅広部１７を屈曲さ
せて屈曲部１３が形成されている。また、他方の端部には接続端子１４が設けられている
。プラグ電極１２は本体部１１の内部において基板１５に対し略垂直に配置されており、
複数のプラグ電極１２は、矢印Ｃに示す着脱方向に対し垂直方向に複数配列されている。
また、プラグ電極１２の屈曲部１３は、矢印Ｃに示す着脱方向に沿って、プラグ電極１２



(7) JP 5248398 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

が配列されている方向に曲げられている。プラグ電極１２の屈曲部１３は、幅広部１７を
屈曲させて形成したものであり、プラグ電極１２の他の部分よりも幅広く形成されている
。これにより、雄コネクタ１０と雌コネクタ２０とにおいて、僅かに位置ズレ等が生じた
場合においても、雄コネクタ１０のプラグ電極１２と雌コネクタ２０のジャック電極２２
とを電気的に確実に接続することができる。また、プラグ電極１２の他方の端部に設けら
れた接続端子１４は、基板１５に対し平行となるよう曲げられており、これにより基板１
５に設けられた電極と確実、かつ、低抵抗に接続することが可能である。
【００２９】
　また、本実施の形態における雌コネクタ２０のジャック電極２２は、金属等の導電性材
料により形成されており、前述のとおり一方の端部には接続部２３が設けられており、他
方の端部には接続端子２４が設けられている。ジャック電極２２は本体部２１の内部にお
いて基板２５に対し略垂直に配置されており、複数のジャック電極２２が、矢印Ｃに示す
着脱方向に対し垂直方向に複数配列されている。また、ジャック電極２２の接続部２３は
、二股に分岐され矢印Ｃに示す着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部２
３は、支持部２３ｃにおいて二股に分岐しており、一方の端子部２３ａと他方の端子部２
３ｂにより構成される。端子部２３ａと端子部２３ｂはともにバネ性を有しており、力が
加わることにより端子部２３ａと端子部２３ｂとの間が広がるように形成されている。こ
の端子部２３ａ及び端子部２３ｂは、ともに先端部２７ａ及び２７ｂにおいてプラグ電極
１２の屈曲部１３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。
【００３０】
　本実施の形態における雄コネクタ１０と雌コネクタ２０とを嵌合させるため、矢印Ｃに
示す接合方向に相対的にスライドさせることにより、雄コネクタ１０のプラグ電極１２の
屈曲部１３は、雌コネクタ２０のジャック電極２２の先端部２７ａ及び２７ｂより、端子
部２３ａと端子部２３ｂとの間に挿入される。端子部２３ａ及び端子部２３ｂでは、間隔
が狭くなっている接触部２８ａ及び２８ｂを有しており、図８に示すように、この接触部
２８ａ及び２８ｂの間にプラグ電極１２の屈曲部１３を嵌合させることにより接触させ、
プラグ電極１２とジャック電極２２とが電気的に接続される。この後、さらにスライドさ
せることにより、図９に示すように、プラグ電極１２の屈曲部１３は端子部２３ａと端子
部２３ｂとの間を通過し、支持部２３ｃに形成された開口部２９よりジャック電極２２の
接続部２３を抜け出る。尚、雄コネクタ１０と雌コネクタ２０とを嵌合する際には、前述
とは逆方向にスライドさせ、支持部２３ｃに形成された開口部２９よりプラグ電極１２の
屈曲部１３を挿入することも可能である。この場合、更にスライドさせることによりジャ
ック電極２２の接触部２８ａ及び２８ｂにおいて、プラグ電極１２の屈曲部１３を嵌合さ
せることにより接触させることができる。これによりプラグ電極１２とジャック電極２２
とを電気的に接続させることができる。
【００３１】
　（ＰＬＣユニット）
　次に、本実施の形態におけるコネクタが搭載されるＰＬＣユニットについて図１０及び
図１１に基づき説明する。
【００３２】
　図に示すように、このＰＬＣユニット３１の側面には前述の雄コネクタ１０及び雌コネ
クタ２０が設けられている。雄コネクタ１０と雌コネクタ２０は、ともに基板３２に装着
されており、ＰＬＣユニット３１の側面の一方の面には雄コネクタ１０が設けられており
、相対する他方の面には雌コネクタ２０が設けられている。図１０に示す矢印の方向にＰ
ＬＣユニット３１を移動、即ち、スライドさせることにより雄コネクタ１０と雌コネクタ
２０とが嵌合し接続され、ＰＬＣユニット３１同士が接続される。従って、従来のスタッ
キング構造の場合と異なり、故障等により交換が必要となったＰＬＣユニット３１のみを
矢印Ｄに示す方向に移動させることにより取り外すことが可能である。よって、ＰＬＣユ
ニット３１の接続個数に制限を設けることなく、極めて短時間で、かつ、少ない労力によ
りＰＬＣユニット３１を交換することができる。
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【００３３】
　〔第２の実施の形態〕
　次に、第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、雄コネクタは第１の実施
の形態と同様のものであり、雌コネクタのジャック電極の構造が第１の実施の形態とは異
なる構成のものである。
【００３４】
　図１２、図１３、図１４に基づき本実施の形態における雌コネクタについて説明する。
本実施の形態における雌コネクタのジャック電極４２は、金属等の導電性材料により形成
されており、一方の端部には接続部４３が設けられており、他方の端部には接続端子が設
けられている。ジャック電極４２の接続部４３は、二股に分岐しており第１の実施の形態
と同様に着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部４３は支持部４３ｃにお
いて二股に分岐しており、一方の端子部４３ａと他方の端子部４３ｂにより構成される。
この端子部４３ａ及び端子部４３ｂは、ともに先端部４７ａ及び４７ｂにおいて、雄コネ
クタのプラグ電極１２の屈曲部１３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。端子部
４３ａと端子部４３ｂは、途中で端子部４３ａと端子部４３ｂとの間隔が狭くなっている
接触部４８ａ及び４８ｂを各々有している。端子部４３ａと端子部４３ｂはともにバネ性
を有しており、力が加わることにより端子部４３ａと端子部４３ｂとの間が広がるように
形成されている。また、端子部４３ａと端子部４３ｂは、端子屈曲部４９ａ及び４９ｂが
各々設けられており、この端子屈曲部４９ａ及び４９ｂにおいて、端子部４３ａ及び４３
ｂがプラグ電極１２の屈曲部１３が形成される幅広部１７側に曲げられている。これによ
り、本実施の形態における雌コネクタのジャック電極４２は、支持部４３ｃにおいて第１
の実施の形態に記載されているような開口部を設けることなく、支持部４３ｃの近傍を通
すことができる。これにより、端子部４３ａと端子部４３ｂとの間を双方向より自由に通
すことができる。
【００３５】
　尚、上記記載の説明以外の構成については、第１の実施の形態と同様である。
【００３６】
　〔第３の実施の形態〕
　次に、第３の実施の形態について説明する。本実施の形態は、雄コネクタは第１の実施
の形態と同様のものであり、雌コネクタのジャック電極の構造が第１の実施の形態とは異
なる構成のものである。
【００３７】
　図１５、図１６、図１７に基づき本実施の形態における雌コネクタについて説明する。
本実施の形態における雌コネクタのジャック電極５２は、金属等の導電性材料により形成
されており、一方の端部には接続部５３が設けられており、他方の端部には接続端子が設
けられている。ジャック電極５２の接続部５３は、二股に分岐しており第１の実施の形態
と同様に着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部５３は支持部５３ｃにお
いて二股に分岐しており、一方の端子部５３ａと他方の端子部５３ｂにより構成される。
この端子部５３ａ及び端子部５３ｂは、ともに先端部５７ａ及び５７ｂにおいて、雄コネ
クタのプラグ電極１２の屈曲部１３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。端子部
５３ａと端子部５３ｂは、途中で端子部５３ａと端子部５３ｂとの間隔が狭くなっている
接触部５８ａ及び５８ｂを各々有している。端子部５３ａと端子部５３ｂはともにバネ性
を有しており、力が加わることにより端子部５３ａと端子部５３ｂとの間が広がるように
形成されている。また、端子部５３ａと端子部５３ｂには、接触部５８ａ及び５８ｂが幅
広く形成されており、凸部５９ａ及び５９ｂが各々形成されている。この凸部５９ａ及び
５９ｂは、プラグ電極１２の屈曲部１３が形成される幅広部１７側に形成されている。こ
れにより、本実施の形態における雌コネクタのジャック電極５２は、支持部５３ｃにおい
て第１の実施の形態に記載されているような開口部を設けることなく、支持部５３ｃの近
傍を通すことができる。これにより、端子部５３ａと端子部５３ｂとの間を双方向より自
由に通すことができる。
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【００３８】
　尚、上記記載の説明以外の構成については、第１の実施の形態と同様である。
【００３９】
　〔第４の実施の形態〕
　次に、第４の実施の形態について説明する。本実施の形態は、第１の実施の形態と雄コ
ネクタのプラグ電極と雌コネクタのジャック電極との嵌合部分が９０°回転した構造のも
のである。
【００４０】
　図１８、図１９、図２０に基づき本実施の形態におけるコネクタについて説明する。
【００４１】
　本実施の形態における雄コネクタのプラグ電極６２は、金属等の導電性材料により形成
されており、一方の端部には幅広部６３が形成されており、他方の端部には接続端子が設
けられている。プラグ電極６２は本体部の内部において不図示の基板に対し略垂直に配置
されており、複数のプラグ電極６２が、矢印Ｃに示す着脱方向に対し垂直方向に配列され
ている。また、プラグ電極６２の幅広部６３は、プラグ電極６２の他の部分よりも幅広く
形成されている。これにより、雄コネクタと雌コネクタとにおいて、接続の際に僅かに位
置ズレ等が生じた場合においても、雄コネクタのプラグ電極６２と雌コネクタのジャック
電極７２とを確実に電気的に接続することができる。
【００４２】
　また、本実施の形態における雌コネクタのジャック電極７２は、金属等の導電性材料に
より形成されており、一方の端部には接続部７３が設けられており、他方の端部には接続
端子が設けられている。ジャック電極７２の接続部７３は、二股に分岐しており、矢印Ｃ
に示す着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部７３は二股に分岐しており
、一方の端子部７３ａと他方の端子部７３ｂにより構成される。この端子部７３ａ及び端
子部７３ｂは、ともに先端部７７ａ及び７７ｂにおいて、雄コネクタのプラグ電極６２の
幅広部６３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。端子部７３ａと端子部７３ｂは
、途中で端子部７３ａと端子部７３ｂとの間隔が狭くなっている接触部７８ａ及び７８ｂ
を各々有している。端子部７３ａと端子部７３ｂはともにバネ性を有しており、力が加わ
ることにより端子部７３ａと端子部７３ｂとの間が広がるように形成されている。また、
本実施の形態のジャック電極７２の接続部７３は、第１の実施の形態の端子部２３を９０
°回転させた方向に配置されており、本実施の形態における端子部７３ａと端子部７３ｂ
の対向方向も第１の実施の形態の場合のものとは９０°異なる方向となっている。
【００４３】
　本実施の形態における雄コネクタと雌コネクタとを嵌合させる際には、雄コネクタのプ
ラグ電極６２の幅広部６３は、雌コネクタのジャック電極７２の先端部７７ａ及び７７ｂ
より、端子部７３ａと端子部７３ｂとの間に挿入する。端子部７３ａ及び端子部７３ｂで
は、間隔が狭くなっている接触部７８ａ及び７８ｂを有しており、この接触部７８ａ及び
７８ｂの間にプラグ電極６２の幅広部７３を嵌合させ接触させることにより、プラグ電極
６２とジャック電極７２とを電気的に接続する。この後、さらにスライドさせることによ
り、プラグ電極６２の幅広部６３は端子部７３ａと端子部７３ｂとの間を通過し、ジャッ
ク電極７２に設けられた開口部７９よりジャック電極７２の接続部７３を抜け出る。尚、
雄コネクタと雌コネクタとを嵌合する際には、前述とは逆方向にスライドさせ、開口部７
９よりプラグ電極６２の幅広部６３を挿入することも可能である。この場合、更にスライ
ドさせることによりジャック電極７２の接触部７８ａ及び７８ｂにおいて、プラグ電極６
２の幅広部６３を嵌合させて接触させることができる。これにより、プラグ電極６２とジ
ャック電極７２とを電気的に接続することができる。
【００４４】
　尚、上記記載の説明以外の構成については、第１の実施の形態と同様である。本実施の
形態では、プラグ電極６２において屈曲部等を形成する必要がないため、プラグ電極６２
及びジャック電極７２の加工を減らすことができ、より低コストで雄コネクタ及び雌コネ
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クタを製造することができる。
【００４５】
　〔第５の実施の形態〕
　次に、第５の実施の形態について説明する。本実施の形態は、雄コネクタは第４の実施
の形態と同様のものであり、雌コネクタのジャック電極の構造が第４の実施の形態とは異
なる構成のものである。
【００４６】
　図２１、図２２、図２３に基づき本実施の形態における雌コネクタについて説明する。
本実施の形態における雌コネクタのジャック電極８２は、金属等の導電性材料により形成
されており、一方の端部には接続部８３が設けられており、他方の端部には接続端子が設
けられている。ジャック電極８２の接続部８３は、二股に分岐しており第４の実施の形態
と同様に着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部８３は二股に分岐してお
り、一方の端子部８３ａと他方の端子部８３ｂにより構成される。この端子部８３ａ及び
端子部８３ｂは、ともに先端部８７ａ及び８７ｂにおいて、雄コネクタのプラグ電極６２
の幅広部６３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。端子部８３ａと端子部８３ｂ
は、途中で端子部８３ａと端子部８３ｂとの間隔が狭くなっている接触部８８ａ及び８８
ｂを各々有している。端子部８３ａと端子部８３ｂはともにバネ性を有しており、力が加
わることにより端子部８３ａと端子部８３ｂとの間が広がるように形成されている。また
、端子部８３ａと端子部８３ｂは、端子屈曲部８９ａ及び８９ｂが各々設けられており、
この端子屈曲部８９ａ及び８９ｂにおいて、端子部８３ａ及び８３ｂがプラグ電極６２側
に曲げられている。これにより、本実施の形態における雌コネクタのジャック電極８２は
、第４の実施の形態に記載されているような開口部を設けることなく、端子部８３ａと端
子部８３ｂとの間を双方向に自由に通すことができる。
【００４７】
　尚、上記記載の説明以外の構成については、第４の実施の形態と同様である。
【００４８】
　〔第６の実施の形態〕
　次に、第６の実施の形態について説明する。本実施の形態は、雄コネクタは第４の実施
の形態と同様のものであるが、雌コネクタのジャック電極の構造が第４の実施の形態とは
異なる構成のものである。
【００４９】
　図２４、図２５、図２６に基づき本実施の形態における雌コネクタについて説明する。
本実施の形態における雌コネクタのジャック電極９２は、金属等の導電性材料により形成
されており、一方の端部には接続部９３が設けられており、他方の端部には接続端子が設
けられている。ジャック電極９２の接続部９３は、二股に分岐しており第４の実施の形態
と同様に着脱方向に沿って曲げられている。具体的には、接続部９３は二股に分岐してお
り、一方の端子部９３ａと他方の端子部９３ｂにより構成される。この端子部９３ａ及び
端子部９３ｂは、ともに先端部９７ａ及び９７ｂにおいて、雄コネクタのプラグ電極６２
の幅広部６３が挿入しやすいよう開いた構造となっている。端子部９３ａと端子部９３ｂ
は、途中で端子部９３ａと端子部９３ｂとの間隔が狭くなっている接触部９８ａ及び９８
ｂを各々有している。端子部９３ａと端子部９３ｂはともにバネ性を有しており、力が加
わることにより端子部９３ａと端子部９３ｂとの間が広がるように形成されている。また
、端子部５３ａと端子部５３ｂには、接触部５８ａ及び５８ｂが幅広く形成されており、
凸部９９ａ及び９９ｂが各々形成されている。この凸部９９ａ及び９９ｂは、プラグ電極
６２側に形成されている。これにより、本実施の形態における雌コネクタのジャック電極
９２は、第４の実施の形態に記載されているような開口部を設けることなく、端子部９３
ａと端子部９３ｂとの間を双方向に自由に通すことができる。
【００５０】
　尚、上記記載の説明以外の構成については、第４の実施の形態と同様である。
【００５１】
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　以上、本発明の実施に係る形態について説明したが、上記内容は、発明の内容を限定す
るものではない。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　雄コネクタ
１１　　本体部
１２　　プラグ電極
１３　　屈曲部
１４　　接続端子
１５　　基板
１６　　接合面
１７　　幅広部
２０　　雌コネクタ
２１　　本体部
２１ａ　本体上部
２１ｂ　本体下部
２２　　ジャック電極
２３　　接続部
２３ａ　端子部
２３ｂ　端子部
２４　　接続端子
２５　　基板
２６　　接合面
２７ａ　先端部
２７ｂ　先端部
２８ａ　接触部
２８ｂ　接触部
２９　　開口部
３１　　ＰＬＣユニット
３２　　基板
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