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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来のＭｉｃｒｏ－ＵＳＢプラグコネクタにお
いて構造が弱く、ＵＳＢ－ＩＦの認定試験を通過するこ
とができないといった欠点を解消できる小型プラグコネ
クタを提供する。
【解決手段】小型プラグコネクタは、ハウジングの前被
包体が絶縁本体の延
出部を被装すると共に、該前被包体における連結プレー
トがベースを被装するものであり、この手段によれば、
該ハウジングは、絶縁本体に対して二重に被包されるの
で、ハウジングの強度を向上させることができる。更に
、前記前被包体と後被包体とを結合させることにより、
前被包体と後被包体との変形を防止すると共に、ハウジ
ングの絶縁本体からの脱落を防止する。故に本考案の小
型プラグコネクタは、ケーブルに接続したときに、ケー
ブルがプラグコネクタに対して回転しようとしても、信
号の伝送ができなくなったり、部材が外れたりすること
はないので、回転試験をパスすることができる。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
前端部（１１１）、後端部（１１２）、上部（１１３）、底部（１１４）、対向する二つ
の側面（１１５）、該後端部（１１２）から前端部（１１１）まで貫通する複数の端子孔
（１１０）及び二つの取付け孔（１１８）を有するベース（１１）と、
前記ベース（１１）の前端部（１１１）から前方に延出するように形成され、前端部（１
２１）、上部（１２３）、対向する二つの側端（１２５）、該上部（１２３）に形成され
、前記端子孔（１１０）とそれぞれ接続する複数の端子溝（１２７）を有する凹部（１２
６）及び該上部（１２３）の両端にそれぞれ形成された取付け溝（１２８）を有する延出
部（１２）とを含む絶縁本体（１０）と、
前記端子孔（１１０）に挿設され、且つ前記延出部（１２）の端子溝（１２７）に取り付
けられた複数の端子（３１）（３２）と、
前記ベース（１１）の取付け孔（１１８）に挿設され、前記延出部（１２）の取付け溝（
１２８）に取り付けられた固定部（４１）、及び該固定部（４１）から前方に延出し、前
端にフック部（４７）が形成された弾性アーム（４６）を有する二つのフック部材（４０
）と、
前被包体（５１）及び後被包体（５２）を含むハウジング（５０）と、を備え、
該前被包体（５１）は、前記延出部（１２）の前端部（１２１）、上部（１２３）及び二
つの側端（１２５）を被包すると共に、上部（５１１）、底部（５１３）、対向する側端
（５１２）、該上部（５１１）に穿設され、前記フック部材（４０）のフック部（４７）
を受け入れるための長穴（５１５）及び該底部（５１３）から後方に伸び、前記ベース（
１１）の底部（１１４）に位置する、複数の第一結合凸部（５１６）が形成された連結プ
レート（５１４）を有し、
前記後被包体（５２）は、前記前被包体（５１）の上部（５１１）後端から後方に延出す
るように形成され、前記ベース（１１）の上部（１１３）、対向する二つの側面（１１５
）及び底部（１１４）を被包すると共に、上部（５２１）と、対向する二つの側部（５２
２）と、底板（５２３）とを有し、
前記底板（５２３）は、前記前被包体（５１）の連結プレート（５１４）を被包すると共
に、該前被包体（５１）の連結プレート（５１４）の第一結合凸部（５１６）と係合する
複数の第二結合孔（５２６）が形成されたことを特徴とする小型プラグコネクタ。
【請求項２】
前記各端子（３１）（３２）は、第一端子と、充電端子であり、前記ベース（１１）の両
端に設置されて該第一端子を挟む第二端子とに区別され、該各端子（３１）（３２）には
、後端から前端に向かって接続部（３１５）（３２５）、根元部（３１１）（３２１）、
固定部（３１２）（３２２）、弾性部（３１３）（３２３）、電気接続部（３１４）（３
２４）が順に形成されることを特徴とする請求項１に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項３】
前記各第一結合凸部（５１６）は、前記前被包体（５１）における連結プレート（５１４
）に形成された係合用突起であると共に、前記各第二結合孔（５２６）は、前記後被包体
（５２）における底板（５２３）に穿設され、該係合用突起と係合するための穴であるこ
とを特徴とする請求項２に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項４】
前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の底部（１１４）に複数の結合ブロック（
１１７）が設けられると共に、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の底板
（５２３）に該結合ブロック（１１７）と係合するための結合孔（５２７）が穿設された
ことを特徴とする請求項３に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項５】
前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の後端部（１１２）に複数の嵌合ロッド（
１１９）が設けられ、更にベース（１１）の後端部（１１２）に連通部材（２０）が設置
され、該連通部材（２０）は、上部（２３）と、前端部（２１）と、対向する両端面を含



(3) JP 3147998 U 2009.1.29

10

20

30

40

50

むと共に、該前端部（２１）に前記嵌合ロッド（１１９）と嵌合するための複数の嵌合孔
（２１３）と、前記端子の接続部（３１５）（３２５）を収容するための複数の端子収容
孔（２１１）とが形成され、その内、第二端子に対応する二つの端子収容孔（２１１）に
は、底部と連通し、三角形断面を有する位置決め孔（２１２）が形成されると共に、前記
各第二端子における接続部（３２５）には、横方向に突出し、異なる方向に傾斜する複数
の位置決めプレート（３２６）が左右対称の状態で形成され、該位置決めプレート（３２
６）は、該位置決め孔（２１２）に設置されることを特徴とする請求項４に記載の小型プ
ラグコネクタ。
【請求項６】
前記連通部材（２０）の上部（２３）に封止前端と、開口後端とを有する複数の係止溝（
２３１）が形成され、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の上部（５２１
）に、下方に突出する複数の係止板（５２４）が設けられ、該各係止板（５２４）はそれ
ぞれ、該係止溝（２３１）に進入して封止前端に係止されることを特徴とする請求項５に
記載の小型プラグコネクタ。
【請求項７】
前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の上部（１１３）に突起ブロック（１１７
a）が設けられると共に、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の上部（５
２１）に、該突起ブロック（１１７a）と対応する掛合孔（５２５）が形成されることを
特徴とする請求項６に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項８】
前記絶縁本体（１０）における各取付け孔（１１８）は、断面コ字形であり、上部横通路
と下部横通路とを有し、前記各フック部材（４０）における固定部（４１）の上部及び下
部にそれぞれ、該取付け孔（１１８）における上部横通路及び下部横通路と対応する上部
位置決め部（４２）と下部位置決め部（４３）が横方向に突出するように設けられ、その
内、上部位置決め部（４２）はL字形であり、該取付け孔（１１８）の内面に掛合される
掛合部（４２１）を有することを特徴とする請求項７に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項９】
前記各フック部材（４０）における、固定部（４１）の下部に、前方に延出する係合アー
ム（４５）が設けられ、該係合アーム（４５）は、前記弾性アーム（４６）と所定間隔を
おいて設置されると共に、該弾性アーム（４６）側の一面に、前記ベース（１１）におけ
る取付け孔（１１８）の内面に係合される係合部（４５１）が設けられたことを特徴とす
る請求項８に記載の小型プラグコネクタ。
【請求項１０】
Micro-USBの規格に準拠することを特徴とする請求項９に記載の小型プラグコネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、特にMicro-USBプラグコネクタとしても用いることができ、また、金属製のハ
ウジングで絶縁本体を被包することにより、プラグコネクタの強度と抜き差し寿命を向上
させた小型プラグコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
USB2.0（ユニバーサル・シリアル・バス）インターフェースは、PNP（プラグアンドプレ
イ）に対応し、利便性が高いことから、様々な電子機器に幅広く採用されており、例えば
、デスクトップ型コンピュータ、モバイルフラッシュ、リムーバブルハードディスク、携
帯電話、ノート型コンピュータなどにはUSB2.0インターフェースが搭載されており、周辺
機器等のデバイスと接続することができる。
【０００３】
更に、近年では、パソコン、携帯電話などの携帯型電子装置の小型化に対応し、USBプラ
グコネクタより小型のMicro-USBプラグコネクタが開発され、携帯型電子装置に搭載する
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ことが簡易となった。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、従来のMicro-USBプラグコネクタは、小型であるが、強度に優れなく、特
にプラグコネクタにおける金属ハウジングの固定性が弱いと共に、ケーブルがプラグコネ
クタに対して１８０度以上回転する場合、ケーブルの芯とコネクタの金属端子との接続箇
所が弱くなりやすく、信号の伝送ができなくなるといった欠点があった。
【０００５】
上述したように、従来のMicro-USBプラグコネクタは、ケーブルが回転しすぎることから
接触不良を起こし、信号の伝送ができなくなるので、USB-IF(USB
Implementers Forum)の回転試験をパスできないことが多かった。
【０００６】
そこで、案出されたのが本考案であって、従来のMicro-USBプラグコネクタにおける構造
強度に優れなく、USB-IFの認定試験を通過することができないといった欠点を解消できる
小型プラグコネクタを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本願の請求項１の考案は、前端部（１１１）、後端部（１１２）、上部（１１３）、底部
（１１４）、対向する二つの側面（１１５）、該後端部（１１２）から前端部（１１１）
まで貫通する複数の端子孔（１１０）及び二つの取付け孔（１１８）を有するベース（１
１）と、
前記ベース（１１）の前端部（１１１）から前方に延出するように形成され、前端部（１
２１）、上部（１２３）、対向する二つの側端（１２５）、該上部（１２３）に形成され
、前記端子孔（１１０）とそれぞれ接続する複数の端子溝（１２７）を有する凹部（１２
６）及び該上部（１２３）の両端にそれぞれ形成された取付け溝（１２８）を有する延出
部（１２）とを含む絶縁本体（１０）と、
前記端子孔（１１０）に挿設され、且つ前記延出部（１２）の端子溝（１２７）に取り付
けられた複数の端子（３１）（３２）と、
前記ベース（１１）の取付け孔（１１８）に挿設され、前記延出部（１２）の取付け溝（
１２８）に取り付けられた固定部（４１）、及び該固定部（４１）から前方に延出し、前
端にフック部（４７）が形成された弾性アーム（４６）を有する二つのフック部材（４０
）と、
前被包体（５１）及び後被包体（５２）を含むハウジング（５０）と、を備え、
該前被包体（５１）は、前記延出部（１２）の前端部（１２１）、上部（１２３）及び二
つの側端（１２５）を被包すると共に、上部（５１１）、底部（５１３）、対向する側端
（５１２）、該上部（５１１）に穿設され、前記フック部材（４０）のフック部（４７）
を受け入れるための長穴（５１５）及び該底部（５１３）から後方に伸び、前記ベース（
１１）の底部（１１４）に位置する、複数の第一結合凸部（５１６）が形成された連結プ
レート（５１４）を有し、
前記後被包体（５２）は、前記前被包体（５１）の上部（５１１）後端から後方に延出す
るように形成され、前記ベース（１１）の上部（１１３）、対向する二つの側面（１１５
）及び底部（１１４）を被包すると共に、上部（５２１）と、対向する二つの側部（５２
２）と、底板（５２３）とを有し、
前記底板（５２３）は、前記前被包体（５１）の連結プレート（５１４）を被包すると共
に、該前被包体（５１）の連結プレート（５１４）の第一結合凸部（５１６）と係合する
複数の第二結合孔（５２６）が形成されたことを特徴とする小型プラグコネクタ、を提供
する。
【０００８】
そして、本願の請求項２の考案は、前記各端子（３１）（３２）は、第一端子と、充電端
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子であり、前記ベース（１１）の両端に設置されて該第一端子を挟む第二端子とに区別さ
れ、該各端子（３１）（３２）には、後端から前端に向かって接続部（３１５）（３２５
）、根元部（３１１）（３２１）、固定部（３１２）（３２２）、弾性部（３１３）（３
２３）、電気接続部（３１４）（３２４）が順に形成されることを特徴とする請求項１に
記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【０００９】
また、本願の請求項３の考案は、前記各第一結合凸部（５１６）は、前記前被包体（５１
）における連結プレート（５１４）に形成された係合用突起であると共に、前記各第二結
合孔（５２６）は、前記後被包体（５２）における底板（５２３）に穿設され、該係合用
突起と係合するための穴であることを特徴とする請求項２に記載の小型プラグコネクタ、
を提供する。
【００１０】
更に、本願の請求項４の考案は、前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の底部（
１１４）に複数の結合ブロック（１１７）が設けられると共に、前記ハウジング（５０）
における後被包体（５２）の底板（５２３）に該結合ブロック（１１７）と係合するため
の結合孔（５２７）が穿設されたことを特徴とする請求項３に記載の小型プラグコネクタ
、を提供する。
【００１１】
そして、本願の請求項５の考案は、前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の後端
部（１１２）に複数の嵌合ロッド（１１９）が設けられ、更にベース（１１）の後端部（
１１２）に連通部材（２０）が設置され、該連通部材（２０）は、上部（２３）と、前端
部（２１）と、対向する両端面を含むと共に、該前端部（２１）に前記嵌合ロッド（１１
９）と嵌合するための複数の嵌合孔（２１３）と、前記端子の接続部（３１５）（３２５
）を収容するための複数の端子収容孔（２１１）とが形成され、その内、第二端子に対応
する二つの端子収容孔（２１１）には、底部と連通し、三角形断面を有する位置決め孔（
２１２）が形成されると共に、前記各第二端子における接続部（３１５）（３２５）には
、横方向に突出し、異なる方向に傾斜する複数の位置決めプレート（３２６）が左右対称
の状態で形成され、該位置決めプレート（３２６）は、該位置決め孔（２１２）に設置さ
れることを特徴とする請求項４に記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【００１２】
また、本願の請求項６の考案は、前記連通部材（２０）の上部（２３）に封止前端と、開
口後端とを有する複数の係止溝（２３１）が形成され、前記ハウジング（５０）における
後被包体（５２）の上部（５２１）に、下方に突出する複数の係止板（５２４）が設けら
れ、該各係止板（５２４）はそれぞれ、該係止溝（２３１）に進入して封止前端に係止さ
れることを特徴とする請求項５に記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【００１３】
更に、本願の請求項７の考案は、前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の上部（
１１３）に突起ブロック（１１７a）が設けられると共に、前記ハウジング（５０）にお
ける後被包体（５２）の上部（５２１）に、該突起ブロック（１１７a）と対応する掛合
孔（５２５）が形成されることを特徴とする請求項６に記載の小型プラグコネクタ、を提
供する。
【００１４】
そして、本願の請求項８の考案は、前記絶縁本体（１０）における各取付け孔（１１８）
は、断面コ字形であり、上部横通路と下部横通路とを有し、前記各フック部材（４０）に
おける固定部（４１）の上部及び下部にそれぞれ、該取付け孔（１１８）における上部横
通路及び下部横通路と対応する上部位置決め部（４２）と下部位置決め部（４３）が横方
向に突出するように設けられ、その内、上部位置決め部（４２）はL字形であり、該取付
け孔（１１８）の内面に掛合される掛合部（４２１）を有することを特徴とする請求項７
に記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【００１５】
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また、本願の請求項９の考案は、前記各フック部材（４０）における、固定部（４１）の
下部に、前方に延出する係合アーム（４５）が設けられ、該係合アーム（４５）は、前記
弾性アーム（４６）と所定間隔をおいて設置されると共に、該弾性アーム（４６）側の一
面に、前記ベース（１１）における取付け孔（１１８）の内面に係合される係合部（４５
１）が設けられたことを特徴とする請求項８に記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【００１６】
更に、本願の請求項１０の考案は、Micro-USBの規格に準拠することを特徴とする請求項
９に記載の小型プラグコネクタ、を提供する。
【考案の効果】
【００１７】
本考案は上記の課題を解決するものであり、金属ハウジングを介して絶縁本体を被包する
ことにより、プラグコネクタの構造強度及び抜き差し寿命を大幅に向上させることができ
る
【考案を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、添付図面を参照して本考案の好適な実施の形態を詳細に説明する。尚、下記実施例
は、本考案の好適な実施の形態を示したものにすぎず、本考案の技術的範囲は、下記実施
例そのものに何ら限定されるものではない。
【００１９】
図１は本考案に係る小型プラグコネクタの正面から見た斜視図であり、図２は本考案に係
る小型プラグコネクタの背面から見た斜視図であり、図３Aは本考案に係る小型プラグコ
ネクタが組み立てられる前の状態を示す正面から見た斜視図であり、図３Ｂは本考案に係
る小型プラグコネクタが組み立てられた状態を示す正面から見た斜視図であり、図４は本
考案に係る小型プラグコネクタの正面から見た分解斜視図であり、図５は本考案に係る小
型プラグコネクタの背面から見た分解斜視図であり、図６は本考案に係る小型プラグコネ
クタの背面底面から見た分解斜視図であり、図７は本考案に係る小型プラグコネクタの側
部断面図であり、図８は本考案に係る小型プラグコネクタの他の側部断面図である。
【００２０】
図１、図２及び図４に示すように、本考案に係る小型プラグコネクタは、Micro-USBプラ
グコネクタとしても用いることができ、絶縁本体（１０）と、連通部材（２０）と、複数
の端子（３１）（３２）と、二つのフック部材（４０）と、ハウジング（５０）とを備え
るものである。
【００２１】
図５及び図６に示すように、前記絶縁本体（１０）は、ベース（１１）と延出部（１２）
とを有し、
該ベース（１１）は、前端部（１１１）、後端部（１１２）、上部（１１３）、底部（１
１４）、対向する二つの側面（１１５）、該後端部（１１２）から前端部（１１１）まで
貫通する複数の端子孔（１１０）及び二つの取付け孔（１１８）を有し、
該底面に複数の結合ブロック（１１７）が設けられると共に、嵌合溝（１１６）が形成さ
れ、該後端部（１１２）に複数の嵌合ロッド（１１９）が設けられる。
【００２２】
前記延出部（１２）は、前記ベース（１１）の前端面（１１１）から前方に延出するよう
に形成され、前端部（１２１）、上部（１２３）、対向する二つの側端（１２５）、該上
部（１２３）に形成された凹部（１２６）、該上部（１２３）の両端にそれぞれ形成され
た取付け溝（１２８）を有し、
該凹部（１２６）に、前記端子孔（１１０）とそれぞれ連通する複数の端子溝（１２７）
が形成される。
【００２３】
前記連通部材（２０）は、ベース（１１）の後端部（１１２）に設置され、上部（２３）
と、前端部（２１）と、対向する両端面を含むと共に、該前端部（２１）に前記嵌合ロッ
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ド（１１９）と嵌合するための複数の嵌合孔（２１３）と、複数の端子収容孔（２１１）
が形成され、該二つの端子収容孔（２１１）には、底部と連通し、三角形断面を有する位
置決め孔（２１２）が形成され、これにより、連通部材（２０）を介してプラグコネクタ
をケーブルと接続することができる。
【００２４】
図７に示すように、複数の端子（３１）（３２）は、端子孔（１１０）に挿設され、且つ
延出部（１２）の端子溝（１２７）に取り付けられ、それらの端子（３１）（３２）は、
第一端子と、充電端子であり、ベース（１１）の両端に設置されて該第一端子を挟む第二
端子とに区別され、該各端子（３１）（３２）には、後端から前端に向かって接続部（３
１５）（３２５）、根元部（３１１）（３２１）、固定部（３１２）（３２２）、弾性部
（３１３）（３２３）及び電気接続部（３１４）（３２４）が順に形成されている。
【００２５】
前記接続部（３１５）（３２５）はそれぞれ、連通部材（２０）における端子収容孔（２
１１）に設置され、溶接などの接合手段により回路板に接続され、前記根元部（３１１）
（３２１）は、高さが接続部（３１５）（３２５）より高く、端子孔（１１０）の後開口
端に固着されると共に、該固定部（３１２）（３２２）は、端子孔（１１０）内に設置さ
れ、端子孔（１１０）の内面を係合するための係合部を有し、また、該弾性部（３１３）
（３２３）は端子溝（１２７）に設置され、前記電気接続部（３１４）（３２４）は、端
子溝（１２７）から上方に向かって突出し、ソケットコネクタのピンと接触するように構
成される。
【００２６】
前記第二端子は、充電端子としても用いることができ、小型プラグコネクタが搭載された
電子装置は、該充電端子を介して充電する。また、前記各第二端子における接続部（３２
５）には、横方向に突出し、異なる方向に傾斜する複数の位置決めプレート（３２６）が
左右対称の状態で形成され、該位置決めプレート（３２６）は、該位置決め孔（２１２）
に設置される。
【００２７】
前記フック（４０）は、前記ベース（１１）の取付け孔（１１８）に挿設され、且つ前記
延出部（１２）の取付け溝（１２８）に取り付けられ、固定部（４１）と、該固定部（４
１）から前方に延出し、前端にフック部（４７）が形成された弾性アーム（４６）とを有
する。
【００２８】
図３A及び図３Bに示すように、該ハウジング（５０）は金属からなり、プレス加工によっ
て前被包体（５１）と後被包体（５２）とを形成する。
【００２９】
前記前被包体（５１）は、前記延出部（１２）の前端部（１２１）、上部（１２３）、二
つの側端（１２５）を被包すると共に、上部（５１１）、底部（５１３）、対向する側部
（５１２）、該上部（５１１）に穿設され、前記フック部材（４０）のフック部（４７）
を受け入れるための長穴（５１５）及び該底部（５１３）から後方に伸び、前記ベース（
１１）における底部（１１４）の凹部（１２６）に位置する、複数の第一結合凸部（５１
６）が形成された連結プレート（５１４）を有するものである。
【００３０】
前記後被包体（５２）は、前記前被包体（５１）の上部（５１１）後端から後方に延出す
るように形成され、前記ベース（１１）の上部（１１３）、対向する二つの側面（１１５
）及び底部（１１４）を被包すると共に、上部（５２１）と、対向する二つの側部（５２
２）と、底板（５２３）とを有し、該二つの側部（５２２）は、プレス加工によって該上
部（５２１）の両端から下方に向かって延出するように形成され、一方、該底板（５２３
）は、二枚の延出板が組み合わされる構成であり、プレス加工により側部（５２２）から
内側に向かって延出するように形成されると共に、前記前被包体（５１）の連結プレート
（５１４）に被装され、更に、該底板（５２３）に前記前被包体（５１）の連結プレート
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（５１４）の第一結合凸部（５１６）と嵌合する複数の第二結合孔（５２６）が形成され
る。
【００３１】
前記各第一結合凸部（５１６）は、前記前被包体（５１）における連結プレート（５１４
）に形成される係合用突起であると共に、前記各第二結合孔（５２６）は、前記後被包体
（５２）における底板（５２３）に穿設され、該係合用突起と係合するための穴である。
【００３２】
また、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の底板（５２３）に、前記結合
ブロック（１１７）と係合するための結合孔（５２７）が穿設される。
【００３３】
図３A及び図３Bに示すように、ハウジング（５０）を絶縁本体（１０）に取り付ける際は
、先ず前被包体（５１）を延出部（１２）に被装し、連結プレート（５１４）をベース（
１１）における凹部（１２６）に位置させる。この時、後被包体（５２）における側部（
５２２）と、底板（５２３）は、まだ連結プレート（５１４）及びベース（１１）の底部
（１１４）を完全に被包する位置まで達していない状態であり、その後、該二つの延出板
を曲折させて互いに接触するように設置することにより底板（５２３）とし、小型プラグ
コネクタの組立てを完成させる。
【００３４】
また、前記連通部材（２０）の上部（２３）には、封止前端と、開口後端とを有する複数
の係止溝（２３１）が形成され、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の上
部（５２１）に、下方に突出する複数の係止板（５２４）が設けられ、該各係止板（５２
４）はそれぞれ、該係止溝（２３１）に進入して封止前端に係止される。
【００３５】
更に、前記絶縁本体（１０）におけるベース（１１）の上部（１１３）に突起ブロック（
１１７a）が設けられると共に、前記ハウジング（５０）における後被包体（５２）の上
部（５２１）に、該突起ブロック（１１７a）と対応する掛合孔（５２５）が形成される
。
【００３６】
前記絶縁本体（１０）における各取付け孔（１１８）は、断面コ字形であり、上部横通路
と下部横通路とを有し、前記各フック部材（４０）における固定部（４１）の上部及び下
部にそれぞれ、該取付け孔（１１８）における上部横通路及び下部横通路と対応する上部
位置決め部（４２）と下部位置決め部（４３）が横方向に突出するように設けられ、その
内、上部位置決め部（４２）はL字形であり、該取付け孔（１１８）の内面に掛合される
掛合部（４２１）を有する。
【００３７】
前記各フック部材（４０）における、固定部（４１）の下部に、前方に延出する係合アー
ム（４５）が設けられ、該係合アーム（４５）は、前記弾性アーム（４６）と所定間隔を
おいて設置されると共に、該弾性アーム（４６）側の一面に、前記ベース（１１）におけ
る取付け孔（１１８）の内面に係合される係合部（４５１）が設けられる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
本考案の小型プラグコネクタは、上述したように、ハウジングの前被包体が絶縁本体の延
出部を被装すると共に、該前被包体における連結プレートがベースを被装するものであり
、この手段によれば、該ハウジングは、絶縁本体に対して二重に被包されるので、ハウジ
ングの強度を向上させることができる。更に、前記前被包体と後被包体とを結合させるこ
とにより、前被包体と後被包体との変形を防止すると共に、ハウジングの絶縁本体からの
脱落を防止する。故に本考案の小型プラグコネクタは、ケーブルに接続したときに、ケー
ブルがプラグコネクタに対して回転しようとしても、信号の伝送ができなくなったり、部
材が外れたりすることはないので、回転試験をパスすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３９】
【図１】本考案に係る小型プラグコネクタの正面から見た斜視図である。
【図２】本考案に係る小型プラグコネクタの背面から見た斜視図である。
【図３Ａ】本考案に係る小型プラグコネクタが組み立てられる前の状態を示す正面から見
た斜視図である。
【図３Ｂ】本考案に係る小型プラグコネクタが組み立てられた状態を示す正面から見た斜
視図である。
【図４】本考案に係る小型プラグコネクタの正面から見た分解斜視図である。
【図５】本考案に係る小型プラグコネクタの背面から見た分解斜視図である。
【図６】本考案に係る小型プラグコネクタの背面底面から見た分解斜視図である。
【図７】本考案に係る小型プラグコネクタの側部断面図である。
【図８】本考案に係る小型プラグコネクタの他の側部断面図である。
【符号の説明】
【００４０】
１０　　　　　　絶縁本体
１１０　　　　　端子孔
１１　　　　　　ベース
１１１　　　　　前端部
１１２　　　　　後端部
１１３　　　　　上部
１１４　　　　　底部
１１５　　　　　側面
１１６　　　　　嵌合溝
１１７　　　　　結合ブロック
１１７a　　　　突起ブロック
１１８　　　　　取付け孔
１１９　　　　　嵌合ロッド
１２　　　　　　延出部
１２１　　　　　前端部
１２３　　　　　上部
１２５　　　　　側端
１２６　　　　　凹部
１２７　　　　　端子溝
１２８　　　　　取付け溝
２０　　　　　　連結部材
２１　　　　　　前端部
２１１　　　　　端子収容孔
２１２　　　　　位置決め孔
２１３　　　　　嵌合孔
２３　　　　　　上部
２３１　　　　　係止溝
３１、３２　　　端子
３１１、３２１　根元部
３１２、３２２　固定部
３１３，３２３　弾性部
３１４、３２４　電気接続部
３１５、３２５　接続部
３２６　　　　　位置決めプレート
４０　　　　　　フック部材
４１　　　　　　固定部
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４２　　　　　　上部位置決め部
４２１　　　　　掛合部
４３　　　　　　下部位置決め部
４５　　　　　　係合アーム
４５１　　　　　係合部
４６　　　　　　弾性アーム
４７　　　　　　フック部
５０　　　　　　ハウジング
５１　　　　　　前被包体
５１１　　　　　上部
５１２　　　　　側部
５１３　　　　　底部
５１４　　　　　連結プレート
５１５　　　　　長穴
５１６　　　　　第一結合凸部
５２　　　　　　後被包体
５２１　　　　　上部
５２２　　　　　側板
５２３　　　　　底板
５２４　　　　　係止板
５２５　　　　　掛合孔
５２６　　　　　第二結合孔
５２７　　　　　結合孔

【図２】 【図３Ｂ】
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【図１】

【図３Ａ】
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【図６】

【図７】

【図８】
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