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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ダブル伝送インターフェースを備えたコネクタ
ソケット及びコネクタプラグを提供する。
【解決手段】ハウジング１０と、絶縁座体２０と、複数
の第１のソケット端子３１と、複数の第２のソケット端
子３２とを、含む。ハウジングは、第１及び第２規格に
適合し、連結する第１及び第２のハウジング開口部１１
、１２とを備える。絶縁座体がハウジング内に位置し、
本体２１と舌片２２とを備え、舌片が連結する第１の舌
部２２１と第２の舌部２２２を含み、第１の舌部が本体
に連結し、第２の舌部が第１の舌部と異なる厚さを有す
る。複数の第１のソケット端子の一端は本体に嵌設され
、他端が第１の舌部に位置する。複数の第２のソケット
端子の一端が本体に嵌設され、一部の複数の第２のソケ
ット端子の他端が第２の舌部に位置し、他部分の複数の
第２のソケット端子の他端が第２の舌部に位置する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　第１規格に適合する第１のコネクタプラグ、或いは、第２規格に適合する第２のコネク
タプラグの差し込みに用いられ、
　連結する第１のハウジング開口部と第２のハウジング開口部とを備え、前記第１のハウ
ジング開口部が前記第１規格の差込規格に適合し、前記第２のハウジング開口部が前記第
２規格の差込規格に適合するハウジングと、
　前記ハウジング内に位置し、本体と舌片とを備え、前記舌片が連結する第１の舌部と第
２の舌部を含み、前記第１の舌部が第１の厚さを有すると共に前記本体に連結し、前記第
２の舌部が前記第１の厚さと異なる第２の厚さを有する絶縁座体位と、
　一端が前記本体に嵌設され、他端が前記第１の舌部に位置すると共に前記第１のハウジ
ング開口部に向いて、前記第１規格に適合する第１の信号を伝送する複数の第１のソケッ
ト端子と、
　一端が前記本体に嵌設され、一部の第２のソケット端子の他端が前記第２の舌部に位置
すると共に前記第１のハウジング開口部に向いて、他部分の第２のソケット端子の他端が
前記第２の舌部に位置すると共に前記第２のハウジング開口部に向くことで、第２規格に
適合する第２の信号を伝送する複数の第２のソケット端子と、
　を含むことを特徴とするダブル伝送インターフェースを備えたコネクタソケット。
【請求項２】
　前記舌片は、前記第１の舌部と前記第２の舌部の段差箇所に位置する当止面を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネクタソケッ
ト。
【請求項３】
　前記舌片は前記第２の舌部に位置する収容溝を更に含み、一部の前記第２のソケット端
子の一端が前記収容溝に位置すると共に前記第１のハウジング開口部、或いは、前記第２
のハウジング開口部に向くことを特徴とする請求項１に記載のダブル伝送インターフェー
スを備えたコネクタソケット。
【請求項４】
　前記ハウジングは、プラスチックフレーム本体、又は、筐体を含むことを特徴とする請
求項１に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネクタソケット。
【請求項５】
　前記プラスチックフレーム本体は、前記第１のハウジング開口部。或いは、前記第２の
ハウジング開口部の内壁面に位置する当接支持ゾーンを更に含むことを特徴とする請求項
４に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネクタソケット。
【請求項６】
　一端は前記本体に嵌設され、他端が前記当接支持ゾーンに位置する第３のソケット端子
を更に含むことを特徴とする請求項５に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネ
クタソケット。
【請求項７】
　前記プラスチックフレーム本体には、
　前記第１のハウジング開口部の内壁面に位置し、前記第１規格の差込規格の当止めに用
いられる第１の当り面と、
　前記第２のハウジング開口部の内壁面に位置し、前記第２規格の差込規格の当止めに用
いられる第２の当り面と、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネク
タソケット。
【請求項８】
　前記筐体には、
　前記プラスチックフレーム本体内まで延伸する当接支持端と、
　前記当接支持端に重ねる重ね板と、
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　前記重ね板に位置すると共に前記当接支持端に当接する補強端と、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネク
タソケット。
【請求項９】
　前記第２の舌部は、表面に位置すると共に前記第１のハウジング開口部、或いは、前記
第２のハウジング開口部に位置し、前記第２のソケット端子の他端の設置に用いられる複
数の仕切り具を含むことを特徴とする請求項１に記載のダブル伝送インターフェースを備
えたコネクタソケット。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のダブル伝送インターフェースを備えたコネクタ
ソケット内に差し込みながら前記第１の信号と前記第２の信号を伝送することに用いられ
、
　本体と、
　前記本体に連結し、前記第１規格の差込規格に適合し、前記第１のハウジング開口部内
に差し込むことができる第１の挿入部と、
　前記本体に連結し、前記第２規格の差込規格に適合し、前記第２のハウジング開口部内
に差し込むことができる第２の挿入部と、
　前記第１の挿入部に位置し、前記第１の挿入部が前記第１のハウジング開口部に差し込
んだ時、前記第１のソケット端子に当接して前記第１規格に適合する前記第１の信号を伝
送する複数の第１のプラグ端子と、　　　　　　一部が前記第１の挿入部に位置し、他部
分の第２のプラグ端子が前記第２の挿入部に位置すると共に前記第１の挿入部に位置する
前記第１のプラグ端子と前記第１のソケット端子に向き、前記第１の挿入部が前記第１の
ハウジング開口部に差し込んだ時、及び、前記第２の挿入部が前記第２のハウジング開口
部に差し込んだ時、前記第２のソケット端子に当接して前記第２規格に適合する前記第２
の信号を伝送する複数の第２のプラグ端子と、
　を含むことを特徴とするダブル伝送インターフェースを備えたコネクタプラグ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はコネクタに関し、特にダブル伝送インターフェースを提供するコネクタに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　現在、電子機器の使用は普及し、電子機器の軽薄短小傾向に伴い、電子機器上にあるコ
ネクタの占用する体積も減らされなければならない。特に、異なるコネクタプラグの差込
のため、異なる電子信号伝送規格に適合する複数のコネクタを取り付ける必要がある。取
り付けた各コネクタは一定の体積を占め、且つ各コネクタの間隔をおかなければならず、
これら間隔はスペースの無駄となっている。
【０００３】
　デジタルオーディオ娯楽を提供する電子機器は、高解像マルチメディアインターフェー
ス（Ｈｉｇｈ－Ｄeｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、Ｈ
ＤＭＩと略称）規格に適合するコネクタソケット及びユニバーサル・シリアル・バス（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ、ＵＳＢと略称）規格に適合するコネクタソケ
ットを設置し、且つイヤホンソケット及びマイクソケットも設置しなければならない場合
、電子機器に多くのスペースを無駄にして各ソケットコネクタが取り付けられている。
【０００４】
　よって、複数のコネクタ、例えばＨＤＭＩコネクタ及びＵＳＢコネクタ等を統合して占
用するスペースを節約することがやはり要望され、同時にＨＤＭＩ及びＵＳＢダブル伝送
インターフェースを備えたコネクタの差し込みを間違わないよう考慮しなければならない
ことは、この業種に従事する関連業者の研究改良が必要とされているところである。
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本考案は上記の従来技術の問題点に鑑み、ハウジングと絶縁座体と複数の第１
のソケット端子と複数の第２のソケット端子とを、含むコネクタソケットを提供すること
である。ハウジングは、連結する第１のハウジング開口部と第２のハウジング開口部とを
備え、第１のハウジング開口部が第１規格の差込規格に適合し、第２のハウジング開口部
が第２規格の差込規格に適合する。絶縁座体位がハウジング内に位置し、本体と舌片とを
備え、舌片が連結する第１の舌部と第２の舌部を含み、第１の舌部が第１の厚さを有する
と共に本体に連結し、第２の舌部が第１の厚さと異なる第２の厚さを有する。複数の第１
のソケット端子の一端は本体に嵌設され、他端が第１の舌部に位置すると共に第１のハウ
ジング開口部に向いて、第１規格に適合する第１の信号を伝送する。複数の第２のソケッ
ト端子の一端が本体に嵌設され、一部の複数の第２のソケット端子の他端が第２の舌部に
位置すると共に第１のハウジング開口部に向いて、他部分の複数の第２のソケット端子の
他端が第２の舌部に位置すると共に第２のハウジング開口部に向くことで、第２規格に適
合する第２の信号を伝送する。
【０００６】
　本考案も前記コネクタソケット内に差し込み、同時に第１の信号と第２の信号を伝送で
きるコネクタプラグを提供する。コネクタプラグには、本体と第１の挿入部と第２の挿入
部と複数の第１のプラグ端子と複数の第２のプラグ端子と、を含む。第１の挿入部は、本
体に連結し、第１規格の差込規格に適合し、第１のハウジング開口部内に差し込むことが
できる。第２の挿入部は本体に連結し、第２規格の差込規格に適合し、第２のハウジング
開口部内に差し込むことができる。複数の第１のプラグ端子は、第１の挿入部に位置し、
第１の挿入部が第１のハウジング開口部に差し込んだ時、複数の第１のソケット端子に当
接して第１規格に適合する第１の信号を伝送する。複数の第２のプラグ端子の一部が第１
の挿入部に位置し、他部分の複数の第２のプラグ端子が第２の挿入部に位置すると共に第
１の挿入部に位置する複数の第１のプラグ端子と複数の第１のソケット端子に向き、第１
の挿入部が第１のハウジング開口部に差し込んだ時及び第２の挿入部が第２のハウジング
開口部に差し込んだ時、複数の第２のソケット端子に当接して第２規格に適合する第２の
信号を伝送する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案のコネクタソケットは、絶縁座体の連結する第１の舌部と第２の舌部を含む舌片
により、該第１の舌部に位置すると共に該第１のハウジング開口部に向くことで、該第１
規格に適合する第１の信号を伝送する複数の第１のソケット端子及び一部が第２の舌部に
位置すると共に第１のハウジング開口部に向き、他部分が第２の舌部に位置すると共に第
２のハウジング開口部に向くことで、該第２規格に適合する第２の信号を伝送する複数の
第２のソケット端子を提供し、同一コネクタソケットに異なる伝送インターフェースの働
きを持つ。且つ本考案は、異なる厚さの第１の舌部と第２の舌部で段差を形成し、当止面
を構成して更にフールプルーフ効果を提供することで、ユーザーが異なる規格のコネクタ
プラグを誤って差し込むことを避ける。その他、本考案は、筐体から形成された重ね板で
当接支持端の挟持固定弾性力を増え、筐体を薄くすることでコスト及びコネクタソケット
全体の体積を効果的に節約させる。本考案も前記コネクタソケット内に差し込みながら第
１の信号と第２の信号を伝送できるコネクタプラグを提供する。
【０００８】
　以下、実施形態において本考案の特徴及び長所を詳細に記述し、その内容は当業者に本
考案の技術内容を理解させると共にこれに基づいて実施させることができ、且つ本明細書
に開示されている内容、実用新案登録請求の範囲及び図面に基づき、当業者は容易に本考
案の関連の目的及び長所を理解できる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本考案に係る第１の実施例立体図である。
【図２】本考案に係る第１の実施例分解図である。
【図３】本考案に係る第１の実施例側面断面図である。
【図４】本考案に係る第２の実施例立体図である。
【図５】本考案に係る第３の実施例立体図である。
【図６】本考案に係る第３の実施例のプラグ分解図である。
【図７】本考案に係る第３の実施例のプラグとソケットの側面断面図である。
【図８】本考案に係る第４の実施例立体図である。
【図９】本考案に係る第４の実施例分解図である。
【図１０】本考案に係る第４の実施例側面断面図である。
【図１１】本考案に係る第５の実施例分解図である。
【図１２】本考案に係る第６の実施例立体図である。
【図１３】本考案に係る第６の実施例のプラグ分解図である。
【図１４】本考案に係る第６の実施例のプラグとソケット側面断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
（第１の実施例）
　本考案の第１の実施例を図１、図２及び図３を参照しながら説明する。図１は立体図で
、図２が分解図で、図３が側面断面図である。
【００１１】
　第１の実施例の図面は、第１規格に適合する第１のコネクタプラグ或いは第２規格に適
合する第２のコネクタプラグの差し込み用のコネクタソケット１００を開示する。つまり
、本実施例のコネクタソケット１００は一般の第１規格に適合する第１のコネクタプラグ
の差込（ＵＳＢ信号）に用いられ、且つ一般的な第２規格に適合する第２のコネクタプラ
グの差込（ＨＤＭＩ信号）にも用いられることを説明している。コネクタソケット１００
は、ハウジング１０と絶縁座体２０と複数の第１のソケット端子３１と複数の第２のソケ
ット端子３２とを、含む。
【００１２】
　ハウジング１０は、連結する第１のハウジング開口部１１と第２のハウジング開口部１
２とを含む。ハウジング開口部全体は、概ね凸字状となっている。該第１のハウジング開
口部１１は第１規格の差込規格に適合し、該第２のハウジング開口部１２が第２規格の差
込規格に適合する。更に、第１規格は、好しくはユニバーサル・シリアル・バス（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ、ＵＳＢと略称）で、第２規格が好しくは高解像マ
ルチメディア（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ、ＨＤＭＩと略称）で、且つ第１規格（ＵＳＢ）の第１のハウジング開口部１１の
サイズは第２規格（ＨＤＭＩ）の第２のハウジング開口部１２のサイズを下回る。
【００１３】
　絶縁座体２０は、好しくはプラスチック材質からなる絶縁体とする。絶縁座体２０はハ
ウジング１０内に配置され、絶縁座体２０が本体２１と舌片２２とを含む。好しくは、本
体２１がその一側の一体型から延伸して舌片２２を形成する。舌片２２は、連結する第１
の舌部２２１と第２の舌部２２２とを含む。第１の舌部２２１は第１の厚さ２２１ａを有
すると共に本体２１に連結する。第２の舌部２２２は、第１の厚さ２２１ａと異なる第２
の厚さ２２２ａを有する。該第１の厚さ２２１ａは該第２の厚さ２２２ａを上回る。
【００１４】
　複数の第１のソケット端子３１は絶縁座体２０に位置し、且つ複数の第１のソケット端
子３１の一端が本体２１に嵌設される。複数の第１のソケット端子３１は、好しくは埋め
込み射出成形し絶縁座体２０と組み立て或いは二者が分離式組立方法で結合する。第１の
ソケット端子３１の他端は第１の舌部２２１に位置すると共に第１のハウジング開口部１
１に向くことで、第１規格に適合する一組の第１の信号を伝送し、つまり複数の第１のソ
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ケット端子３１はユニバーサル・シリアル・バス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　
Ｂｕｓ、ＵＳＢと略称）の信号を伝送し、好しくは他端が第１の舌部２２１の表面に位置
して露出状態になる。特に説明したいのは、第１のソケット端子３１の他端が第１の舌部
２２１の表面或いは裏面に位置することできる。
【００１５】
　複数の第２のソケット端子３２は絶縁座体２０に位置し、該複数の第２のソケット端子
３２の一端が本体２１に嵌設され、一部の複数の第２のソケット端子３２の他端が第２の
舌部２２２に位置すると共に第１のハウジング開口部１１に向き、他部分の複数の第２の
ソケット端子３２の他端が第２の舌部２２２に位置すると共に第２のハウジング開口部１
２に向くことで、第２規格に適合する一組の第２の信号を伝送し、つまり複数の第２のソ
ケット端子３２は高解像マルチメディアインターフェース（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、ＨＤＭＩと略称）の信号を伝送する
。複数の第２のソケット端子３２の一端は千鳥配列で第１のハウジング開口部１１或いは
第２のハウジング開口部１２に向き、つまり第２のソケット端子３２の一端は第１のハウ
ジング開口部１１に向き、その隣接の第２のソケット端子３２の一端が第２のハウジング
開口部１２に向く。複数の第２のソケット端子３２は、好しくは埋め込み射出成形して絶
縁座体２０と組み立て或いは二者が分離式組立方法で結合する。複数の第２のソケット端
子３２は、好しくは他端が第２の舌部２２２の表面に位置して露出状態になる。
【００１６】
　前記複数の第１のソケット端子３１之の数量は、第１規格で定める数量に適合するため
、第１規格に適合する一組の第１の信号を伝送するために用いられる。複数の第２のソケ
ット端子３２の数量は第２規格に定める数量に適合するため、第２規格に適合する一組の
第２の信号を伝送するために用いられる。ただし、本考案が開示される内容に基づき、当
業者は実際のニーズによって端子数量を変更して複数組の信号を伝送できる。
【００１７】
　第１の実施例側面断面図で図３を参照しながら説明する。本実施例の第１の舌部２２１
と第２の舌部２２２の一面が平面を形成すると共に第１のハウジング開口部１１に向かい
、他面が段差を形成すると共に第２のハウジング開口部１２に向く。好しくは、舌片２２
は第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の段差箇所に位置する当止面２３を更に含み、つ
まり第１の舌部２２１が第２の舌部２２２の上半部に位置し、第１の舌部２２１の表面が
第２の舌部の表面と面一になる。この態様によるコネクタソケット１００全体は、第１の
高さを含み、該第１の高さを通じてコネクタプラグ２００の差し込みに用いられる。
【００１８】
　上記第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の一面も段差を形成すると共に第１のハウジ
ング開口部１１に向き、他面が段差を形成すると共に第２のハウジング開口部１２に向く
ことができる。舌片２２は第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の段差箇所に位置する複
数の当止面２３を更に含み、つまり第１の舌部２２１が第２の舌部２２２の中央に位置し
、第１の舌部２２１の表面及び裏面と第２の舌部２２２の表面及び裏面が段差を形成して
面一にならない構造となる。この態様によるコネクタソケット１００全体は、第２の高さ
を含み、該第２の高さを通じてコネクタプラグ２００の差し込みに用いられる時、第１の
舌部２２１位置の変更により、コネクタプラグ２００の第１の挿入部６０位置が対応する
ように変更して差し込む。よって、本実施例のコネクタソケット１００全体の第２の高さ
は、第１の実施例のコネクタソケット１００全体の第１の高さを上回る。特に説明するの
は、第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の間の位置は、実際の使用ニーズによって上下
位置を変更できる。
【００１９】
　上記第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の一面も段差を形成すると共に第１のハウジ
ング開口部１１に向き、他面が平面を形成すると共に第２のハウジング開口部１２に向く
ことができる。舌片２２は第１の舌部２２１と第２の舌部２２２の段差箇所に位置する当
止面２３を更に含み、つまり第１の舌部２２１が第２の舌部２２２の下半部に位置し、第
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１の舌部２２１の裏面と第２の舌部２２２の裏面が面一になる構造となる。この態様によ
るコネクタソケット１００全体は、第３の高さを含み、該第３の高さを通じてコネクタプ
ラグ２００の差し込みに用いられる時、第１の舌部２２１位置の変更により、コネクタプ
ラグ２００の第１の挿入部６０位置が対応するように変更して差し込む。よって、本実施
例のコネクタソケット１００全体の第３の高さは、第２の実施例のコネクタソケット１０
０全体の第２の高さを上回る。
【００２０】
（第２の実施例）
　本考案の第２の実施例について図４を参照しながら説明する。図４は、立体図である。
第２の実施例と第１の実施例の最大相違点は、本実施例の舌片２２が第２の舌部２２２に
位置する収容溝２２０を更に含み、一部の複数の第２のソケット端子３２の一端が収容溝
２２０に位置すると共に第１のハウジング開口部１１或いは第２のハウジング開口部１２
に向き、収容溝２２０内側表面を通じて複数の第２のソケット端子３２の一端を露出させ
、収容溝２２０内側表面と該第１の舌部２２１の表面とが段差の平面を形成し、外部コネ
クタプラグ２００の複数の第１のプラグ端子８０が第１のソケット端子３１に接触した時
、段差面を通じて第２のソケット端子３２に接触することなく、接触導電或いは距離近接
によって静電気による信号干渉が発する問題を避けることである。
【００２１】
　本考案のコネクタソケット１００とコネクタプラグ２００の実施例について図５と図６
を参照しながら説明する。本実施例は、第１の実施例のコネクタソケット１００と接続し
たコネクタプラグ２００が第１の実施例に開示される第１の信号と第２の信号を伝送でき
ることを開示している。
【００２２】
　コネクタプラグ２００は、本体５０と第１の挿入部６０と第２の挿入部７０と複数の第
１のプラグ端子８０と複数の第２のプラグ端子９０とを、含む。
【００２３】
　本体５０は、絶縁本体５０ａ及び筐体５０ｂとを含む。第１の挿入部６０が本体５０に
連結され、第１規格の差込規格に適合するため、第１のハウジング開口部１１内に差し込
むことができる。第２の挿入部７０が本体５０に連結され、第２規格の差込規格に適合す
るため、第２のハウジング開口部１２内に差し込みことができる。複数の第１のプラグ端
子８０は第１の挿入部６０に位置し、一部の複数の第２のプラグ端子９０が第１の挿入部
６０に位置し、他部分の複数の第２のプラグ端子９０が第２の挿入部７０に位置し、第１
の挿入部６０に位置する複数の第１のプラグ端子８０に向く。
【００２４】
（第３の実施例）
　図７を参照しながら説明する。コネクタソケット１００とコネクタプラグ２００が接続
した時、第１の挿入部６０が第１のハウジング開口部１１内に差し込んで複数の第１のソ
ケット端子３１に当接して第１規格に適合する第１の信号を伝送できる。同時に第１の挿
入部６０が第１のハウジング開口部１１内に差し込み、並びに第２の挿入部７０が第２の
ハウジング開口部１２に差し込んだ時、複数の第２のソケット端子３２に当接して第２規
格に適合する第２の信号を伝送する。
【００２５】
　特に説明することは、本実施例のコネクタプラグ２００の第１の挿入部６０の形状、サ
イズが第１の実施例のコネクタソケット１００の第１のハウジング開口部１１の形状、サ
イズに対応して差し込む。実際に使用する時第１の実施例のコネクタソケット１００の第
１のハウジング開口部１１と第２のハウジング開口部１２を互いに入れ替わった時、本実
施例のコネクタプラグ２００の第１の挿入部６０と第２の挿入部７０が対応して変更する
。
【００２６】
（第４の実施例）
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　本考案の第４の実施例について図８、図９及び図１０を参照しながら説明する。図８は
立体図で、図９が分解図で、図１０が断面図である。本実施例と第１の実施例のコネクタ
ソケット１００の最大相違点は、本実施例のコネクタソケット１００が第１の信号或いは
第２の信号の伝送モードを切り替える構造を含み、コネクタソケット１００のハウジング
１０がプラスチックフレーム本体１１０を含むことである。
【００２７】
　プラスチックフレーム本体１１０は、第１の実施例のハウジング１０で開示されている
連結の第１のハウジング開口部１１と第２のハウジング開口部１２とを含み、ハウジング
開口部全体が概ね凸字状になる。該プラスチックフレーム本体１１０は、第１の当り面１
４と第２の当り面１５（図８）とを更に含み、第１の当り面１４が第１のハウジング開口
部１１の内壁面に位置し、第１規格の差込規格に適合するコネクタプラグ２００が第１の
ハウジング開口部に差し込んだ後、第１の当り面１４により第１規格の差込規格に適合す
るコネクタプラグ２００を当止する。第２の当り面１５が第２のハウジング開口部１２の
内壁面に位置し、第２規格の差込規格に適合するコネクタプラグ２００が第２のハウジン
グ開口部１２に差し込んだ後、第２の当り面１５により第２規格の差込規格に適合するコ
ネクタプラグ２００を当止する。また、プラスチックフレーム本体１１０の内部には複数
の挿入矯正斜面１６（図９）を備え、第１のハウジング開口部１１及び第２のハウジング
開口部１２の中にそれぞれ設けられる。第１規格或いは第２規格の差込規格に適合するコ
ネクタプラグ２００が対応する第１のハウジング開口部１１又は第２のハウジング開口部
１２に差し込んだ時、挿入矯正斜面１６により斜めに差し込んだコネクタプラグ２００を
誘導して挿入矯正方向へ内側に差し込んで定位できる。
【００２８】
　本実施例の絶縁座体２０と複数の第１のソケット端子３１と複数の第２のソケット端子
３２は、第１の実施例と同様であるため、ここに繰り返し記述しない。
【００２９】
　図９及び図１０を参照しながら説明する。コネクタソケット１００の筐体４０は、重ね
板４１と補強端４２と当接支持端４３とを、含む。筐体４０は差込開口部に近く壁面にお
いてプラスチックフレーム本体１１０に延伸して位置する当接支持端４３を備える。重ね
板４１は筐体４０加工製造の時、折り返すと共に重ねて当接支持端４３に位置する。補強
端４２が重ね板４１に位置すると共に当接支持端４３に当接する。コネクタプラグ２００
をコネクタソケット１００に差し込んだ時、当接支持端４３によりコネクタプラグ２００
に当接支持すると共に揺動或いは脱落を防止する。よって筐体４０は、材料の厚さが減少
した状況において、その当接支持端４３の挟持固定弾性力も保持できる。こうすることで
筐体４０が薄くなってもコスト及びコネクタソケット１００全体の体積を効果的に節約で
きる。
【００３０】
（第５の実施例）
　本考案の第５の実施例について図１１を参照しながら説明する。図１１は分解図である
。本実施例と第４の実施例のコネクタソケット１００との最大相違点は、本実施例のコネ
クタソケット１００は、一端が本体２１に嵌設し、他端が当接支持ゾーン１３に位置する
第３のソケット端子３３を更に含むことである。本実施例のプラスチックフレーム本体１
１０の当接支持ゾーン１３が側壁面に位置するが、限定せず、実際の応用において当接支
持ゾーン１３も内側平面に位置することもできる。コネクタプラグ２００がコネクタソケ
ット１００に差し込んだ時（図１３）、第３のソケット端子３３の一端がコネクタプラグ
２００の筐体５０ｂ及びコネクタソケット１００の筐体４０側表面４０ａに弾性接触して
電気接触を提供し、信号ループが閉回路になり、さらに第３のソケット端子３３の他端で
信号を外部回路板及びその上方の制御チップに伝送して信号処理を行う。例えば、第１の
信号或いは第２の信号の伝送モードを切り替える、若しくは到達検出などの機能である。
【００３１】
　図１１を参照しながら説明する。第２の舌部２２２は、凹み状の凹溝形式になり、第２
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の舌部２２２の一面に位置すると共に第１のハウジング開口部１１或いは第２のハウジン
グ開口部１２に向く複数の仕切り具２２２ｂを含む。複数の仕切り具２２２ｂは、複数の
第２のソケット端子３２の他端の設置に用いられ、第１の舌部２２１と第２の舌部２２２
の一面が平面になる状態で、複数の第１のソケット端子３１の他端と第１の舌部２２１の
一面との距離は、一部の複数の第２のソケット端子３２の他端と第２の舌部２２２の一面
との距離を上回るよう提供できる。
【００３２】
（第６の実施例）
　本考案のコネクタソケット１００とコネクタプラグ２００の実施例について図１２と図
１４を参照しながら説明する。本実施例は、第１の実施例のコネクタソケット１００と接
続したコネクタプラグ２００が第１の実施例に開示される第１の信号と第２の信号を伝送
できることを開示している。
【００３３】
　コネクタプラグ２００は、本体５０と第１の挿入部６０と第２の挿入部７０と複数の第
１のプラグ端子８０と複数の第２のプラグ端子９０とを、含む。
【００３４】
　本体５０は、絶縁本体５０ａ及び筐体５０ｂとを含む。第１の挿入部６０が本体５０に
連結され、第１規格の差込規格に適合するため、第１のハウジング開口部１１内に差し込
むことができる。第２の挿入部７０が本体５０に連結され、第２規格の差込規格に適合す
るため、第２のハウジング開口部１２内に差し込みことができる。複数の第１のプラグ端
子８０は第１の挿入部６０に位置し、一部の複数の第２のプラグ端子９０が第１の挿入部
６０に位置し、他部分の複数の第２のプラグ端子９０が第２の挿入部７０に位置し、第１
の挿入部６０に位置する複数の第１のプラグ端子８０に向く。
【００３５】
　コネクタソケット１００とコネクタプラグ２００が接続した時、第１の挿入部６０が第
１のハウジング開口部１１内に差し込んで複数の第１のソケット端子３１に当接して第１
規格に適合する第１の信号を伝送できる。同時に第１の挿入部６０が第１のハウジング開
口部１１内に差し込み、並びに第２の挿入部７０が第２のハウジング開口部１２に差し込
んだ時、複数の第２のソケット端子３２に当接して第２規格に適合する第２の信号を伝送
する。
【００３６】
　本考案のコネクタソケットは、絶縁座体の連結する第１の舌部と第２の舌部を含む舌片
により、該第１の舌部に位置すると共に該第１のハウジング開口部に向くことで、該第１
規格に適合する第１の信号を伝送する複数の第１のソケット端子及び一部が第２の舌部に
位置すると共に第１のハウジング開口部に向き、他部分が第２の舌部に位置すると共に第
２のハウジング開口部に向くことで、該第２規格に適合する第２の信号を伝送する複数の
第２のソケット端子を提供し、同一コネクタソケットに異なる伝送インターフェースの働
きを持つ。且つ本考案は、異なる厚さの第１の舌部と第２の舌部で段差を形成し、当止面
を構成して更にフールプルーフ効果を提供することで、ユーザーが異なる規格のコネクタ
プラグを誤って差し込むことを避ける。その他、本考案は、筐体から形成された重ね板で
当接支持端の挟持固定弾性力を増え、筐体を薄くすることでコスト及びコネクタソケット
全体の体積を効果的に節約させる。本考案も前記コネクタソケット内に差し込みながら第
１の信号と第２の信号を伝送できるコネクタプラグを提供する。
【００３７】
　上記においてなされた好ましい実施例は、あくまでも本考案の技術内容を明らかにする
ものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、当
業者が本考案の趣旨を逸脱せず行う種々の改良変更をなし得ることは本考案の範囲内に含
めるものであるのが勿論である。よって、本考案の保護範囲は後記の実用新案登録請求の
範囲内で限定するものを基準とする。
【符号の説明】
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【００３８】
１００　コネクタソケット
２００　コネクタプラグ
１１０　プラスチックフレーム本体
１０　ハウジング
１１　第１のハウジング開口部
１２　第２のハウジング開口部
１３　当接支持ゾーン
１４　第１の当り面
１５　第２の当り面
１６　挿入矯正斜面
２０　絶縁座体
２１　本体
２２　舌片
２２０　収容溝
２２１　第１の舌部
２２１ａ　第１の厚さ
２２２　第２の舌部
２２２ａ　第２の厚さ
２２２ｂ　仕切り具
２３　当止面
３１　第１のソケット端子
３２　第２のソケット端子
３３　第３のソケット端子
４０　筐体
４０ａ　側表面
４１　重ね板
４２　補強端
４３　当接支持端
５０　本体
５０ａ　絶縁本体
５０ｂ　筐体
６０　第１の挿入部
７０　第２の挿入部
８０　複数の第１のプラグ端子
９０　複数の第２のプラグ端子
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