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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】購買コストのダウン、熱源の分散が達成でき、
またソリッドステートドライブ本体の金メッキ片の抜き
差しを重ねて行うことを回避できるソリッドステートド
ライブ読み書き装置を提供する。
【解決手段】ソリッドステートドライブモジュール４０
０とリーダライタ１００で構成され、ソリッドステート
ドライブモジュール内にはドライブ本体及びアダプタモ
ジュール５を含み、アダプタモジュールはＭ．２コネク
タ及びＵＳＢコネクタ５３を有し、ドライブ本体はＭ．
２コネクタに電気的に挿込接続され、リーダライタの回
路基板にはＵＳＢドッキングコネクタ２１及びコントロ
ーラチップ７が電気的に設けられ、ドライブモジュール
はＵＳＢコネクタによってＵＳＢドッキングコネクタに
電気的に挿込接続され、ドライブ本体がアダプタモジュ
ール及びコントローラチップ経由でリーダライタと電気
的に接続される。
【選択図】図８
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ケース体、ソリッドステートドライブ本体及びアダプタモジュールを含み、前記アダプタ
モジュールは前記ケース体内に固定され、且つＭ．２コネクタ及びＵＳＢコネクタを有し
ており、前記ソリッドステートドライブ本体は前記Ｍ．２コネクタに電気的に挿込接続さ
れ、中継されて前記ＵＳＢコネクタと導通する、ソリッドステートドライブモジュールと
、
回路基板が設けられ、且つ前記回路基板にコントローラチップ及び少なくとも１つのＵＳ
Ｂドッキングコネクタが電気的に設けられた、リーダライタと、
で構成され、
そのうち、前記ソリッドステートドライブモジュールを前記ＵＳＢコネクタによって前記
リーダライタの前記ＵＳＢドッキングコネクタに抜き差し可能に電気的に挿込接続したと
き、前記ソリッドステートドライブ本体が前記アダプタモジュール及び前記コントローラ
チップ経由で前記リーダライタと電気的に接続されることを特徴とする、ソリッドステー
トドライブ読み書き装置。
【請求項２】
前記ＵＳＢコネクタ及び前記ＵＳＢドッキングコネクタは、それぞれＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－
Ｃコネクタ及びＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃドッキングコネクタであることを特徴とする、請求
項１に記載のソリッドステートドライブ読み書き装置。
【請求項３】
前記リーダライタの前記回路基板には、さらにメインコネクタが電気的に設けられており
、前記メインコネクタは処理装置と電気的に接続され、前記ソリッドステートドライブ本
体内のデータを処理できることを特徴とする、請求項１に記載のソリッドステートドライ
ブ読み書き装置。
【請求項４】
前記リーダライタには、少なくとも１つの位置決め溝が設けられており、前記少なくとも
１つのＵＳＢドッキングコネクタは前記少なくとも１つの位置決め溝内に露出しており、
前記ＵＳＢコネクタは前記ソリッドステートドライブモジュールの端部から露出しており
、前記ソリッドステートドライブモジュールは端部によって前記位置決め溝内に抜き差し
可能に挿入され、そのまま前記ＵＳＢコネクタが前記ＵＳＢドッキングコネクタに電気的
に挿込接続されることを特徴とする、請求項１に記載のソリッドステートドライブ読み書
き装置。
【請求項５】
前記リーダライタにさらに前記回路基板に少なくとも１つのその他のコネクタを電気的に
設けるか、若しくは少なくとも１つのカードリーダライタを電気的に設けるか、又は少な
くとも１つのその他のコネクタ及び少なくとも１つのカードリーダライタを電気的に設け
ることを特徴とする、請求項１に記載のソリッドステートドライブ読み書き装置。
【請求項６】
ケース体と、
アダプタ回路、Ｍ．２コネクタ及びＵＳＢコネクタを含み、前記アダプタ回路は前記ケー
ス体内に固定され、前記Ｍ．２コネクタ及び前記ＵＳＢコネクタはいずれも前記アダプタ
回路に電気的に設けられ、前記ＵＳＢコネクタは前記ケース体から露出している、アダプ
タモジュールと、
前記アダプタ回路に設けられ、且つ前記Ｍ．２コネクタと電気的に挿込接続される、ソリ
ッドステートドライブ本体と、
で構成され、
そのうち、前記ソリッドステートドライブ本体は前記Ｍ．２コネクタ及び前記アダプタ回
路経由で中継されて前記ＵＳＢコネクタと導通することを特徴とする、ソリッドステート
ドライブモジュール。
【請求項７】
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前記ケース体は、ケースベース及びケースカバーを含み、前記ケースカバーは前記ケース
ベースに取り外し可能に嵌め合わされて、前記ケースカバーと前記ケースベースの間に収
容空間が形成され、前記ソリッドステートドライブ本体及び前記アダプタモジュールは共
に収容空間内に収容されることを特徴とする、請求項６に記載のソリッドステートドライ
ブモジュール。
【請求項８】
前記ケースベースには開口が設けられており、前記開口は前記収容空間と連通しており、
前記ＵＳＢコネクタは前記開口経由で前記ケース体から露出していることを特徴とする、
請求項７に記載のソリッドステートドライブモジュール。
【請求項９】
さらに固定部材を含み、前記アダプタ回路には複数の固定孔が設けられており、前記ソリ
ッドステートドライブ本体にはノッチが設けられており、前記ソリッドステートドライブ
本体は前記固定部材を対応する前記ノッチ及び前記固定孔のうちの１つに挿込接続するこ
とによって前記アダプタ回路に固定することを特徴とする、請求項６に記載のソリッドス
テートドライブモジュール。
【請求項１０】
前記Ｍ．２コネクタは前記アダプタ回路の１つの面に設けられ、前記ＵＳＢコネクタは前
記アダプタ回路の縁部に設けられ且つ突出しており、前記ソリッドステートドライブ本体
は前記アダプタ回路の前記１つの面に設けられることを特徴とする、請求項６に記載のソ
リッドステートドライブモジュール。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案はソリッドステートドライブに関し、特にソリッドステートドライブ読み書き装置
及びそのソリッドステートドライブモジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
ソリッドステートドライブケースに関しては、主にソリッドステートドライブ（Ｓｏｌｉ
ｄ－ｓｔａｔｅ　ｄｒｉｖｅ又はＳｏｌｉｄ－ｓｔａｔｅ　ｄｉｓｋ、ＳＳＤと略称）本
体をケース内に固定し、且つソリッドステートドライブ本体（俗にソリッドステートドラ
イブベアチップと称する）をケース内のＭ．２インターフェースを採用したＭ．２コネク
タに電気的に挿込接続することで、ソリッドステートドライブ本体の電気的接続が完了す
る。
【０００３】
しかし、従来では各ソリッドステートドライブケース内すべてにコントローラチップを電
気的に設ける必要があり、それらのコントローラチップはコストが高めで、１つのソリッ
ドステートドライブケースのコストの約３７％を占めており、従来のソリッドステートド
ライブケースの価格を手頃な水準まで下げられなくしていた。使用者が経済面を考慮する
場合には、コントローラチップを有する同一のケース体を複数のソリッドステートドライ
ブ本体で共用するしかなく、使用者が２つ目のソリッドステートドライブ本体を使用した
い場合には、先にケース内の１つ目のソリッドステートドライブ本体を取り外し、それか
ら２つ目のソリッドステートドライブ本体をＭ．２コネクタに挿込接続する、等々であっ
た。
【０００４】
そうすることで使用者は購買コストを節約できるものの、ソリッドステートドライブ本体
はＭ．２コネクタのＭ．２接続部への挿込接続に用いられており、その金メッキ片には挿
抜回数に上限があり（抜き差しが６０回を超えると金メッキ片が消耗し始める）、一旦挿
抜回数を超えると接触不良などの状態が起こり始めるため、人々から長らく酷評されてき
た。
【０００５】
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また、従来のソリッドステートドライブケースは、ソリッドステートドライブ本体からの
熱とコントローラチップの熱を同時に持ってしまい、２重の熱問題が生じてソリッドステ
ートドライブ本体の動作に影響し、ソリッドステートドライブ本体の耐用年数を縮めてし
まうことさえあった。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
本考案は、同一のリーダライタを複数のコストダウンさせたソリッドステートドライブモ
ジュールで共用することができる、ソリッドステートドライブ読み書き装置及びそのソリ
ッドステートドライブモジュール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】
上記目的を達成するために、本発明が提供するソリッドステートドライブ読み書き装置は
、ケース体、ソリッドステートドライブ本体及びアダプタモジュールを含み、アダプタモ
ジュールはケース体内に固定され、且つＭ．２コネクタ及びＵＳＢコネクタを有しており
、ソリッドステートドライブ本体はＭ．２コネクタに電気的に挿込接続され、中継されて
ＵＳＢコネクタと導通するソリッドステートドライブモジュールと、回路基板が設けられ
、且つ回路基板にコントローラチップ及び少なくとも１つのＵＳＢドッキングコネクタが
電気的に設けられたリーダライタと、で構成され、そのうち、ソリッドステートドライブ
モジュールをＵＳＢコネクタによってリーダライタのＵＳＢドッキングコネクタに抜き差
し可能に電気的に挿込接続したとき、ソリッドステートドライブ本体がアダプタモジュー
ル及びコントローラチップ経由でリーダライタと電気的に接続される。
【０００８】
本考案がさらに提供するソリッドステートドライブモジュールは、ケース体と、アダプタ
回路、Ｍ．２コネクタ及びＵＳＢコネクタを含み、アダプタ回路はケース体内に固定され
、Ｍ．２コネクタ及びＵＳＢコネクタはいずれもアダプタ回路に電気的に設けられ、ＵＳ
Ｂコネクタはケース体から露出している、アダプタモジュールと、アダプタ回路に設けら
れ、且つＭ．２コネクタと電気的に挿込接続されるソリッドステートドライブ本体と、で
構成され、そのうち、ソリッドステートドライブ本体はＭ．２コネクタ及びアダプタ回路
経由で中継されてＵＳＢコネクタと導通する。
【考案の効果】
【０００９】
従来技術と比較すると、本考案にあっては次の効果を有している。購買コストダウンにな
り、熱源が分散され、且つ挿抜回数に上限があるソリッドステートドライブ本体の金メッ
キ片の抜き差しを重ねて行うこと、又は回数の上限を超えてしまうことを回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案のリーダライタを俯瞰したときの立体概略図である。
【図２】本考案のリーダライタを仰視したときの立体概略図である。
【図３】本考案のソリッドステートドライブモジュールの分解立体図である。
【図４】本考案のソリッドステートドライブモジュールをさらに分解した立体図である。
【図５】本考案のソリッドステートドライブモジュールの立体組立概略図である。
【図６】本考案のソリッドステートドライブモジュールの縦断面概略図である。
【図７】本考案のソリッドステートドライブモジュールの横断面概略図である。
【図８】本考案のソリッドステートドライブ読み書き装置の挿込接続前の立体概略図であ
る。
【図９】本考案のソリッドステートドライブ読み書き装置の挿込接続後の立体概略図であ
る。
【図１０】本考案のリーダライタの別の可能な実施例の立体図である。
【考案を実施するための形態】
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【００１１】
以下、本考案の詳細な説明及び技術内容について図に基づき説明するが、添付図面はもっ
ぱら参考及び説明のために提供するものであり、本考案を制限するためのものではない。
【実施例】
【００１２】
図８に示す通り、本考案はソリッドステートドライブ読み書き装置及びそのソリッドステ
ートドライブモジュールを提供するが、ソリッドステートドライブ読み書き装置（以下、
読み書き装置と略称）は、処理装置（図示しない）と電気的に接続して、処理装置にソリ
ッドステートドライブ本体に記憶されたデータを処理させるためのものである。処理装置
は各種のコンピュータ（デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン又はタブレット型コ
ンピュータなど）、各種の家庭用ゲーム機（マイクロソフトのＸＢＯＸ　ＯＮＥ又はソニ
ーのＰＳ４など）又は各種のスマートフォンなどでもよく、本考案はこれらに限らない。
読み書き装置は、リーダライタ１００及びコントローラチップを持たない少なくとも１つ
のソリッドステートドライブモジュール４００を含んでおり、詳細は以下の通りである。
【００１３】
図３～図５に示す通り、ソリッドステートドライブモジュール４００は、ケース体４、ア
ダプタモジュール５及びソリッドステートドライブ本体６を含む。そのうち、アダプタモ
ジュール５はケース体４内に固定され、且つＭ．２コネクタ５２及びＵＳＢコネクタ５３
が電気的に設けられており（即ち、取り付けて電気的に接続する。以下同様）、ＵＳＢコ
ネクタ５３はケース体４から露出しており、ソリッドステートドライブ本体（俗にソリッ
ドステートドライブベアチップと称する）６はＭ．２コネクタ５２に電気的に挿込接続さ
れ、ソリッドステートドライブ本体６がＭ．２コネクタ５２に電気的に挿込接続されるこ
とでアダプタモジュール５により中継されることになり、従ってＵＳＢコネクタ５３と導
通する。
【００１４】
図１～図２に示す通り、リーダライタ１００には回路基板２が設けられており、回路基板
２には少なくとも１つのＵＳＢドッキングコネクタ２１、メインコネクタ２２及びコント
ローラチップ７が電気的に設けられており、本実施例中では、複数のＵＳＢドッキングコ
ネクタ２１を例として説明する。このように、各ソリッドステートドライブモジュール４
００は、コストの約３７％を占めるコントローラチップ７をリーダライタ１００の共用に
変更することで、大幅にコストダウンさせることができる（ソリッドステートドライブモ
ジュール４００のコストは、コントローラチップを有する従来のソリッドステートドライ
ブケースよりもずっと低い）。
【００１５】
リーダライタ１００のメインコネクタ２２は、上述の処理装置と電気的に接続することが
でき、例えば伝送ケーブルで両者をブリッジ接続し、これにより処理装置にリーダライタ
１００経由でソリッドステートドライブモジュール４００中のデータを処理させることが
でき、また外部データをリーダライタ１００経由でソリッドステートドライブモジュール
４００中に記憶させることもできる。
【００１６】
従って、図８及び図９に示す通り、使用者はソリッドステートドライブモジュール４００
のＵＳＢコネクタ５３をリーダライタ１００のＵＳＢドッキングコネクタ２１に抜き差し
可能に電気的に挿込接続するだけで、ソリッドステートドライブ本体６をアダプタモジュ
ール５及びリーダライタ１００のコントローラチップ７経由でリーダライタ１００と電気
的に接続させることができる。つまり、コントローラチップ７の取り付けをリーダライタ
１００に変更したことで、ソリッドステートドライブモジュール４００の大幅なコストダ
ウンが可能となり、使用者はコントローラチップ７を搭載したリーダライタ１００を１台
購入すれば、それを複数のコントローラチップを持たないソリッドステートドライブモジ
ュール４００で共用することができ、購買コストを節約することができる。
【００１７】
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また、ソリッドステートドライブ本体６を選択するためにＭ．２コネクタ５２に何度も抜
き差しする必要がないため、金メッキ片の挿抜回数の上限を超えることがなくなり、接触
不良の問題が回避される。
【００１８】
また、発熱する２つの熱源のソリッドステートドライブ本体６及びコントローラチップ７
をそれぞれソリッドステートドライブモジュール４００とリーダライタ１００に分けて、
熱源を分散させたことで、従来のソリッドステートドライブケースにおける２重の熱問題
を解決することができ、これにより放熱性を向上させるとともに、ソリッドステートドラ
イブ本体６を高温環境下で動作させずに済み、ソリッドステートドライブ本体６の耐用年
数を延長せしめる。
【００１９】
また、リーダライタ１００及びソリッドステートドライブモジュール４００には、挿抜耐
久回数が非常に高いＵＳＢドッキングコネクタ２１及びＵＳＢコネクタ５３を使用してい
るため、非常に高い耐久性を有している。本実施例において、ＵＳＢコネクタ５３及びＵ
ＳＢドッキングコネクタ２１は、それぞれＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ及びＵＳＢ　Ｔ
ｙｐｅ－Ｃドッキングコネクタである。
【００２０】
図１及び図２に示す通り、リーダライタ１００は、台座１及び台座１中に設けられた上述
の回路基板２を含む。台座１には、複数の位置決め溝１１が設けられ、各ＵＳＢドッキン
グコネクタ２１は各位置決め溝１１内に露出している。回路基板２は、さらにスイッチ２
３を電気的に設けて、リーダライタ１００を起動するか否かを制御することもできる。
【００２１】
図５及び図６に示す通り、ＵＳＢコネクタ５３はソリッドステートドライブモジュール４
００の端部Ｔに露出している。
【００２２】
図８及び図９に示す通り、これにより、ソリッドステートドライブモジュール４００を端
部Ｔによって位置決め溝１１内に抜き差し可能に挿入することができ、同時にＵＳＢコネ
クタ５３をＵＳＢドッキングコネクタ２１に電気的に挿込接続させることもできる。位置
決め溝１１の形状は、ソリッドステートドライブモジュール４００の端部Ｔの形状と対応
するのが好ましく、そうすることでソリッドステートドライブモジュール４００を位置決
め溝１１内に挿入後、緩みやぐらつきのない安定した位置決め効果を持つようになる。
【００２３】
図３～図７に示す通り、ソリッドステートドライブモジュール４００中、ケース体４内に
は収容空間４３が形成されており、またケース体４にはさらに収容空間４３と連通する開
口４１１が設けられている。上述のアダプタモジュール５及びソリッドステートドライブ
本体６は共に収容空間４３内に収容し、ＵＳＢコネクタ５３は開口４１１に通し、ＵＳＢ
コネクタ５３を開口４１１経由でケース体４から露出させる。
【００２４】
ケース体４は、ケースベース４１及びケースカバー４２を含み、ケースカバー４２はケー
スベース４１に取り外し可能に嵌め合わせて組み立てることができ、上述の収容空間４３
はケースベース４１とケースカバー４２の間に形成するのが好ましい。
【００２５】
アダプタモジュール５については、アダプタ回路５１と、アダプタ回路５１に電気的に設
けられるＭ．２コネクタ５２及びＵＳＢコネクタ５３を含む。アダプタ回路５１はケース
体４内に固定され、Ｍ．２コネクタ５２はアダプタ回路５１の１つの面に電気的に設けら
れ、ＵＳＢコネクタ５３はアダプタ回路５１の縁部に電気的に設けられ且つ突出しており
、ソリッドステートドライブ本体６はアダプタ回路５１の同じ１つの面に設けられ、且つ
ソリッドステートドライブ本体６の先端をＭ．２コネクタ５２に電気的に挿込接続させる
。このように、ソリッドステートドライブ本体６はＭ．２コネクタ５２及びアダプタ回路
５１経由で中継され、ＵＳＢコネクタ５３と導通することができる。
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【００２６】
そのうち、ソリッドステートドライブ本体６をアダプタ回路５１に固定させる方法につい
ては、アダプタ回路５１には複数の固定孔５１１が設けられており、ソリッドステートド
ライブ本体６の末端にはノッチ６１が設けられており、固定部材５４を用いて、対応する
ノッチ６１及び固定孔５１１のうちの１つに挿込接続することで、ソリッドステートドラ
イブ本体６をＭ．２コネクタ５２と固定部材５４の間に固定することができ、つまりはソ
リッドステートドライブ本体６をアダプタ回路５１に固定することができる。
【００２７】
また、図８に示す通り、ソリッドステートドライブモジュール４００の端部Ｔには、さら
に外から内に凹部（部材の符号は図示しない）が形成されていてもよく、ＵＳＢコネクタ
５３の外径は凹部の内径より小さく、且つＵＳＢコネクタ５３は端部Ｔから突出しておら
ず、つまりはケース体４から突出しておらず、これによりＵＳＢコネクタ５３が衝突によ
り外力を受けて折損することがないよう保護する効果を持たせる。
【００２８】
図１０に示す通り、リーダライタ１００は、さらに回路基板２（図１を参照）にその他の
コネクタ３ａを電気的に設けるか、若しくはカードリーダライタ３ｂを電気的に設けるか
、又はその他のコネクタ３ａ及びカードリーダライタ３ｂを電気的に設けることもできる
。その他のコネクタ３ａはＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ以外の他のＵＳＢコネクタでもよく、ま
たその他のコネクタ３ａはＨＤＭＩ（登録商標）コネクタでもよい。カードリーダライタ
３ｂについては、ＳＤカード又はＭｉｃｒｏ　ＳＤカードのカードリーダライタでもよい
。
【００２９】
要約すると、本考案のソリッドステートドライブ読み書き装置及びそのソリッドステート
ドライブモジュールは、想定する使用目的を確実に達成することができ、且つ従来技術に
おける欠点を解決することができ、実用新案の申請要件に完全に適合しているため、特許
法に則りここに申請を提出するものであり、考案者の権利保護のため、本考案を精査且つ
登録賜りたくお願いする。
【００３０】
上述は本考案の好適で可能な実施例に過ぎず、本考案の実用新案登録請求の範囲を限定す
るものではなく、本考案の明細書及び図面の内容を応用した同等の効果が得られる構造の
改変は、いずれも本考案の実用新案登録請求の範囲内に包含されるものであることを理解
されたい。
【符号の説明】
【００３１】
１００　リーダライタ
　１　台座
　１１　位置決め溝
　２　回路基板
　２１　ＵＳＢドッキングコネクタ
　２２　メインコネクタ
　２３　スイッチ
　３ａ　その他のコネクタ
　３ｂ　カードリーダライタ
４００　ソリッドステートドライブモジュール
　４　ケース体
　４１　ケースベース
　４１１　開口
　４２　ケースカバー
　４３　収容空間
　５　アダプタモジュール
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　５１　アダプタ回路
　５１１　固定孔
　５２　Ｍ．２コネクタ
　５３　ＵＳＢコネクタ
　５４　固定部材
　６　ソリッドステートドライブ本体
　６１　ノッチ
　７　コントローラチップ

　Ｔ　端部

【図１】 【図２】
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【図７】
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