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(57)【要約】
【課題】レセプタクルの接続端子における相互間距離を
プリント基板を用いて拡張することなく、レセプタクル
の接続端子を制御基板に電気的に接続でき、しかも、イ
ンピーダンス整合を容易に図ることができること。
【解決手段】プラグ１０の接続部における信号ラインに
接続されるインシュレータ部２２Ｔの上面部に配列され
るコンタクトパッド部を有するコンタクト端子２６ａｉ
および２６ｂｉの弾性片部２６ＫＣが、接地用ラインに
隣接し、かつ、一対の信号ラインを形成するように互い
に隣接してインシュレータ付アダプタハウジング２２の
溝２２Ｇｃｉに配され、アダプタ部１６におけるフレキ
シブル配線基板１８のコンタクトパッドに電気的に接続
される接点部２６ｋｂを有するもの。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柔軟なケーブルのコンタクトパッド群が直接的または間接的に着脱可能に接続されるケ
ーブル接続部と、
　ＨＤＭＩ規格ケーブルに接続されるプラグの接続部が着脱可能に接続されるプラグ被接
続部に、該ＨＤＭＩ規格に従い複数の伝送路がそれぞれ、配列形成される第１の伝送路形
成面および第２の伝送路形成面と、
　前記第１の伝送路形成面および前記第２の伝送路形成面において、それぞれ、一対の信
号用伝送路と一対の信号用伝送路との間に形成される一つの接地用伝送路に接続され、前
記ケーブルに電気的接続を行う第１の接地用コンタクト端子および第２の接地用コンタク
ト端子と、
　前記第１の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接続され、前記ケー
ブルに電気的接続を行う第１の信号用コンタクト端子および第２の信号用コンタクト端子
と、
　前記第２の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接続され、前記ケー
ブルに電気的接続を行う第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子
と、を備え、
　前記第１の信号用コンタクト端子の接点部および前記第２の信号用コンタクト端子の接
点部が、前記ケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配されるとともに、前記第
３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部が該ケーブル接続
部における共通の平面上に隣接して配され、
　前記第２の接地用コンタクト端子の接点部が、該第１の信号用コンタクト端子の接点部
および前記第２の信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一方の接点部と該第３
の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一
方の接点部との間に、配されることを特徴とするＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ。
【請求項２】
　柔軟なケーブルのコンタクトパッド群が直接的または間接的に着脱可能に接続されるケ
ーブル接続部と、
　ＨＤＭＩ規格ケーブルに接続されるプラグの接続部が着脱可能に接続されるプラグ被接
続部に、該ＨＤＭＩ規格に従い複数の伝送路がそれぞれ、配列形成される第１の伝送路形
成面および第２の伝送路形成面と、
　前記第１の伝送路形成面および前記第２の伝送路形成面において、それぞれ、一対の信
号用伝送路と一対の信号用伝送路との間に形成される一つの接地用伝送路に接続され、前
記ケーブルに電気的接続を行う第１の接地用コンタクト端子および第２の接地用コンタク
ト端子と、
　前記第１の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接続され、前記ケー
ブルに電気的接続を行う第１の信号用コンタクト端子および第２の信号用コンタクト端子
と、
　前記第２の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接続され、前記ケー
ブルに電気的接続を行う第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子
と、を備え、
　前記第１の信号用コンタクト端子の接点部および前記第２の信号用コンタクト端子の接
点部が、前記ケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配されるとともに、前記第
３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部が該ケーブル接続
部における共通の平面上に隣接して配され、
　前記第１の接地用コンタクト端子の接点部が、該第１の信号用コンタクト端子の接点部
および前記第２の信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一方の接点部と該第３
の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一
方の接点部との間に、または、該第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタ
クト端子の接点部のうちのいずれか一方に隣接して配されることを特徴とするＨＤＭＩ規
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格ケーブル用コネクタ。
【請求項３】
　請求項１記載の前記第２の接地用コンタクト端子と、請求項２記載の前記第１の接地用
コンタクト端子とを具備して構成されるＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ。
【請求項４】
　前記接地用伝送路に接続される伝送路が、前記ケーブル接続部における共通の平面上で
あって、前記一対の信号伝送路に接続される一対の伝送路の両脇に、それぞれ、形成され
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３のうちのいずれかに記載のＨＤＭＩ規格ケーブ
ル用コネクタ。
【請求項５】
　前記ケーブル接続部および前記プラグ被接続部は、樹脂材料で一体に成形され、固定手
段を有し該ケーブル接続部およびプラグ被接続部を支持する外郭部は、金属材料で成形さ
れることを特徴とする請求項１記載のＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ。
【請求項６】
　隣接して配される前記第１の信号用コンタクト端子および第２の信号用コンタクト端子
における屈曲部の一端に、それぞれ、拡大部が形成され、該第１の信号用コンタクト端子
および第２の信号用コンタクト端子における拡大部の相互間距離が、該屈曲部の他の部分
における相互間距離に比して小となるように設定されることを特徴とする請求項１乃至請
求項３のうちのいずれかに記載のＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ。
【請求項７】
　隣接して配される前記第１の信号用コンタクト端子および第２の信号用コンタクト端子
における屈曲部の一端は、所定の間隔をもって互いに平行に、かつ、伝送路長を短くする
ように複数回折り曲げられ、所定の傾斜角度をもって形成されていることを特徴とする請
求項１乃至請求項３のうちのいずれかに記載のＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＨＤＭＩ規格ケーブルのプラグが着脱可能に接続されるＨＤＭＩ規格ケーブ
ル用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルオーディオヴィジュアル機器（以下、ＡＶ機器ともいう）相互間の接続にお
いては、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）（登録商標）規格に準拠したケーブルおよびコネクタが実用に供されている
。このようなケーブルおよびコネクタにより接続される場合、非圧縮状態のディジタル映
像および音声信号等が約１０Ｇｂｉｔ／ｓの転送速度（ケーブル１本あたり）で転送可能
とされるのでＡＶ機器においてより高画質の映像等の記録再生が可能とされる。
【０００３】
　ＡＶ機器、例えば、ディジタル式コントロールアンプとディスプレイ（テレビジョン受
像機）との相互間、および、ディジタル式コントロールアンプとＤＶＤプレーヤとの相互
間は、ＨＤＭＩ規格に準拠したケーブルおよびコネクタにより接続される場合がある。
【０００４】
　このような場合、コネクタは、例えば、特許文献１にも示されるように、各ＡＶ機器内
に所定のプリント基板（特許文献１においては、固定物４０）および機器の筐体を介して
支持されている。
【０００５】
　そのようなコネクタは、プリント基板上に配され、ケーブルの一端に一体に設けられる
プラグの接続部が着脱可能とされるレセプタクルを含んで構成されている。
【０００６】
　プラグの接続部が着脱されるレセプタクルにおけるプラグ接続部は、例えば、ＡＶ機器
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の筐体における所定位置に露出している。
【０００７】
　レセプタクルにおけるプラグの接続部が着脱可能とされるインシュレータ部には、例え
ば、特許文献２にも示されるように、信号用コンタクト端子、接地用コンタクト端子、電
源用コンタクト端子等からなるコンタクト端子群における複数の接続接点部が、その上面
部および下面部にそれぞれ配されている。
【０００８】
　例えば、特許文献２における図１にも示されるように、その上面部における複数の接続
接点部においては、右端から順次、信号用接続接点部（Ｓ）、信号用接続接点部（Ｓ）、
接地用接続接点部（Ｇ）、信号用接続接点部（Ｓ）、信号用接続接点部（Ｓ）、接地用接
続接点部（Ｇ）・・・が配されている。また、その下面部における複数の接続接点部にお
いては、右端から順次、接地用接続接点部（Ｇ）、信号用接続接点部（Ｓ）、信号用接続
接点部（Ｓ）、接地用接続接点部（Ｇ）、信号用接続接点部（Ｓ）、信号用接続接点部（
Ｓ）、・・・が配されている。その際、その下面部における右端に位置する接地用接続接
点部（Ｇ）は、その上面部における信号用接続接点部（Ｓ）と信号用接続接点部（Ｓ）と
の間に対応する位置に配されている。従って、その上面部および下面部にそれぞれ配され
ている複数の接続接点部は、千鳥掛け状に配されることとなる。
【０００９】
【特許文献１】実用新案登録第３１１３０５６号公報
【特許文献２】特開２００２－３３４７４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のようにコネクタにおけるレセプタクルがプリント基板を介してＡＶ機器の筐体内
に実装される場合、特に、そのプリント基板を配置するための空間を確保するためにレセ
プタクルの配置位置が、ＡＶ機器の背面側等に限定される場合がある。しかし、レセプタ
クルの配置位置は、ＡＶ機器の筐体においてＡＶ機器の背面側に限定されることなく、例
えば、前面側または側面側に配置することが要望される場合がある。このような場合、レ
セプタクルにおける設計上の配置の自由度を高めるためにそのようなプリント基板を利用
することなく、レセプタクルを筐体に支持するとともに、レセプタクル内に設けられるコ
ンタクト端子の固定側端子をケーブルを介して制御用基板に直接的に配線することも考え
られる。
【００１１】
　しかしながら、ＨＤＭＩ規格（Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．３）によれば、接続部において一
列に配列されるコンタクトパッドの相互間距離は、０．４または０．５ｍｍとされるので
その相互間距離を拡張させることなく、ケーブルを介してコンタクト端子の固定側端子に
それぞれ直接的に配線することが困難となる虞がある。
【００１２】
　また、そのレセプタクル内に設けられるコンタクト端子群における信号用接続接点部お
よび接地用接続接点部等に連なる固定側端子部は、それぞれ、所定の位置にプリント基板
上に半田付け固定されている。その際、プリント基板上においては、上述の上面部におけ
る右端に位置する信号用接続接点部（Ｓ）に連なる固定側端子部と、それに隣接する信号
用接続接点部（Ｓ）に連なる固定側端子部とが、下面部における接地用接続接点部（Ｇ）
に連なる固定側端子部を挟んだ離隔した位置で半田付け固定される場合がある。
【００１３】
　特に、差動伝送方式が採用されるとき、インピーダンス整合の観点から一対の信号用接
続接点部（Ｓ）に連なる固定側端子部と、それに隣接する信号用接続接点部（Ｓ）に連な
る固定側端子部とが、互いに近接した所定の相互間距離内で配されることが要望される。
【００１４】
　しかしながら、上述の上面部における右端に位置する信号用接続接点部（Ｓ）に連なる



(5) JP 2009-193786 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

固定側端子部と、それに隣接する信号用接続接点部（Ｓ）に連なる固定側端子部とが、下
面部における接地用接続接点部（Ｇ）に連なる固定側端子部を挟んだ離隔した位置でプリ
ント基板上に半田付け固定される場合、インピーダンス整合の弊害となり、例えば、信号
波形整形用素子または基板が必要とされるという問題を伴う場合がある。
【００１５】
　以上の問題点を考慮し、本発明は、ＨＤＭＩ規格ケーブルのプラグが着脱可能に接続さ
れるＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタであって、レセプタクルの接続端子における相互間
距離を、プリント基板を用いて拡張することなく、レセプタクルの接続端子を制御基板に
電気的に接続でき、しかも、インピーダンス整合を容易に図ることができるＨＤＭＩ規格
ケーブル用コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述の目的を達成するために、本発明の請求項１に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネク
タは、柔軟なケーブルのコンタクトパッド群が直接的または間接的に着脱可能に接続され
るケーブル接続部と、ＨＤＭＩ規格ケーブルに接続されるプラグの接続部が着脱可能に接
続されるプラグ被接続部に、ＨＤＭＩ規格に従い複数の伝送路がそれぞれ、配列形成され
る第１の伝送路形成面および第２の伝送路形成面と、第１の伝送路形成面および第２の伝
送路形成面において、それぞれ、一対の信号用伝送路と一対の信号用伝送路との間に形成
される一つの接地用伝送路に接続され、ケーブルに電気的接続を行う第１の接地用コンタ
クト端子および第２の接地用コンタクト端子と、第１の伝送路形成面において、一対の信
号用伝送路にそれぞれ接続され、ケーブルに電気的接続を行う第１の信号用コンタクト端
子および第２の信号用コンタクト端子と、第２の伝送路形成面において、一対の信号用伝
送路にそれぞれ接続され、ケーブルに電気的接続を行う第３の信号用コンタクト端子およ
び第４の信号用コンタクト端子と、を備え、第１の信号用コンタクト端子の接点部および
第２の信号用コンタクト端子の接点部が、ケーブル接続部における共通の平面上に隣接し
て配されるとともに、第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の
接点部がケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配され、第２の接地用コンタク
ト端子の接点部が、第１の信号用コンタクト端子の接点部および第２の信号用コンタクト
端子の接点部のうちのいずれか一方の接点部と第３の信号用コンタクト端子および第４の
信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一方の接点部との間に、配されることを
特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の請求項２に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタは、柔軟なケーブルの
コンタクトパッド群が直接的または間接的に着脱可能に接続されるケーブル接続部と、Ｈ
ＤＭＩ規格ケーブルに接続されるプラグの接続部が着脱可能に接続されるプラグ被接続部
に、ＨＤＭＩ規格に従い複数の伝送路がそれぞれ、配列形成される第１の伝送路形成面お
よび第２の伝送路形成面と、第１の伝送路形成面および第２の伝送路形成面において、そ
れぞれ、一対の信号用伝送路と一対の信号用伝送路との間に形成される一つの接地用伝送
路に接続され、ケーブルに電気的接続を行う第１の接地用コンタクト端子および第２の接
地用コンタクト端子と、第１の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接
続され、ケーブルに電気的接続を行う第１の信号用コンタクト端子および第２の信号用コ
ンタクト端子と、第２の伝送路形成面において、一対の信号用伝送路にそれぞれ接続され
、ケーブルに電気的接続を行う第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタク
ト端子と、を備え、第１の信号用コンタクト端子の接点部および第２の信号用コンタクト
端子の接点部が、ケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配されるとともに、第
３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部がケーブル接続部
における共通の平面上に隣接して配され、第１の接地用コンタクト端子の接点部が、第１
の信号用コンタクト端子の接点部および第２の信号用コンタクト端子の接点部のうちのい
ずれか一方の接点部と第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の
接点部のうちのいずれか一方の接点部との間に、または、第３の信号用コンタクト端子お
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よび第４の信号用コンタクト端子の接点部のうちのいずれか一方に隣接して配されること
を特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタは、請求項１に係る発明におけ
る第２の接地用コンタクト端子と、請求項２に係る発明における第１の接地用コンタクト
端子とを備えて構成されるものでもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上の説明から明らかなように、本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタによれ
ば、ケーブル接続部と、ＨＤＭＩ規格ケーブルに接続されるプラグの接続部が着脱可能に
接続されるプラグ被接続部とを備え、第１の信号用コンタクト端子の接点部および第２の
信号用コンタクト端子の接点部が、ケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配さ
れるとともに、第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子の接点部
がケーブル接続部における共通の平面上に隣接して配されるのでレセプタクルの接続端子
における相互間距離を、プリント基板を用いて拡張することなく、レセプタクルの接続端
子を制御基板に電気的に接続できる。また、第２の接地用コンタクト端子の接点部が、第
１の信号用コンタクト端子の接点部および第２の信号用コンタクト端子の接点部のうちの
いずれか一方の接点部と第３の信号用コンタクト端子および第４の信号用コンタクト端子
の接点部のうちのいずれか一方の接点部との間に配されるのでインピーダンス整合を容易
に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図５（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタ
の第１実施例の構成を示す。
【００２１】
　図５（Ａ）および（Ｂ）に示されるコネクタは、ＨＤＭＩ規格（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（登録商標）（Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ　１．３）におけるＡタイプ，または、Ｂタイプのいずれにも準拠し得るものとされる
。
【００２２】
　図５（Ａ）において、コネクタは、所謂、外部接続用コネクタとも言えるものであり、
柔軟なケーブルとしてのフレキシブル配線基板１８の一端に接続され、後述するレセプタ
クル１４におけるアダプタハウジングに着脱可能とされるアダプタ部１６と、ＨＤＭＩ規
格に準拠したケーブル（不図示）の一端に接続されるプラグ１０の接続部が着脱可能に配
されるプラグ接続部を備えるインシュレータ付アダプタハウジングを有するレセプタクル
１４と、を含んで構成されている。
【００２３】
　プラグ１０は、その一端部にケーブルの一端が接続され、他端部に接続部を有している
。接続部は、その金属製シェルの内側に樹脂製のインシュレータ部を有している。インシ
ュレータ部の内部の中央部には、レセプタクル１４のインシュレータ部２２Ｔが嵌合され
るスリットが形成されている。そのスリットの周縁には、後述するコンタクト端子のコン
タクトパッド部と当接される複数のコンタクトピンが、スリットを取り囲むように所定の
均等の間隔で配置されている。
【００２４】
　フレキシブル配線基板１８は、例えば、保護層に覆われた複数の導電層が絶縁性基材上
の両面に形成された構成とされる。絶縁性基材は、例えば、厚さ５０μｍ程度の液晶ポリ
マー（ＬＣＰ）、ガラスエポキシ樹脂、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、あるいは、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）で成形されている。保護層は、
例えば、熱硬化型のレジスト層、あるいは、ポリイミドフィルムにより形成されている。
フレキシブル配線基板１８における接続される一端には、コンタクトパッド群１８ｃｐ（
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図７参照）が形成されている。コンタクトパッド群１８ｃｐを構成する各コンタクトパッ
ドは、所定の間隔をもって互いに平行に形成されている。図７において、コンタクトパッ
ド群１８ｃｐにおける最も左端の位置には、隣接してグラウンドライン１８ＧＬがフレキ
シブル配線基板１８の延在する方向に沿って形成されている。
【００２５】
　アダプタ部１６は、例えば、樹脂材料で成形され、図７に拡大されて示されるように、
フレキシブル配線基板１８のコンタクトパッド群１８ｃｐを結合する薄板状の結合部１６
Ｓと、結合部１６Ｓの両端にそれぞれ一体に形成され後述のアダプタハウジング部の凹部
に挿入される案内ピン１６ＫＡ，１６ＫＢと、案内ピン１６ＫＡ，１６ＫＢの一方の端部
にそれぞれ一体に形成され、後述の一対のロックスプリング１６ＰＡの動作を制御する操
作部１６Ａ、１６Ｂと、操作部１６Ａと操作部１６Ｂとを結合する板状部１６Ｃとを含ん
で構成されている。
【００２６】
　結合部１６Ｓは、フレキシブル配線基板１８の接着剤塗布面が接着される接続面として
の被接着面を有している。接続端部としての結合部１６Ｓと板状部１６Ｃとの間には、図
１１に示されるように、結合されるフレキシブル配線基板１８の端部が通過する隙間が形
成されている。これにより、その被接着面に接着されたフレキシブル配線基板１８のコン
タクトパッド群１８ｃｐは、図７および図１１に示されるように、後述のインシュレータ
付アダプタハウジング内のコンタクト端子に向けて露出する。板状部１６Ｃの両端は、そ
れぞれ、操作部１６Ａ、１６Ｂの一端に連なる部分に一体に連結されている。
【００２７】
　案内ピン１６ＫＡ，１６ＫＢは、互いに同一の構造を有するので案内ピン１６ＫＡにつ
いて説明し、案内ピン１６ＫＢについての説明を省略する。
【００２８】
　尖頭状の端部を一方に有する案内ピン１６ＫＡは、図１６に部分的に拡大されて示され
るように、その側面に、その内部に配されるロックスプリング１６ＰＡの爪部が貫通する
スリット１６ＳＬを有している。案内ピン１６ＫＡおよび操作部１６Ａの内側には、ロッ
クスプリング収容部（不図示）が形成されている。そのロックスプリング収容部は、ロッ
クスプリング１６ＰＡが挿入される開口端およびスリット１６ＳＬを通じて外部に連通し
ている。操作部１６Ａの一端は、案内ピン１６ＫＡの基部近傍に一体に形成され、一方、
操作部１６Ａの他端は、その外周部が図１５において矢印が示す方向に押圧される場合、
矢印が示す方向に移動可能に形成されている。
【００２９】
　ロックスプリング収容部の内周面には、装着されたロックスプリング１６ＰＡの湾曲部
に当接する押圧部が形成されている。その押圧部は、操作部１６Ａがロックスプリング１
６ＰＡの湾曲部の弾性力に抗して図１５において矢印が示す方向に押圧操作される場合、
ロックスプリング１６ＰＡの湾曲部および爪部を矢印の示す方向に移動させるように移動
され、一方、操作部１６Ａにおける押圧操作が解放される場合、その押圧部は、ロックス
プリング１６ＰＡの湾曲部の復元力により初期の状態に戻される。
【００３０】
　上述のスリット１６ＳＬには、ロックスプリング１６ＰＡの爪部の先端が外部に向けて
突出している。ロックスプリング１６ＰＡは、ロックスプリング収容部に固定される固定
部と、後述するアダプタハウジング部の凹部の内周部に形成される孔２０ｈの周縁に選択
的に係合される爪部と、弾性を有し固定部と爪部とを連結する湾曲部とを含んで構成され
ている。ロックスプリング１６ＰＡの爪部は、その湾曲部の移動に応じてスリット１６Ｓ
Ｌを介して突出する上述の孔２０ｈの周縁に対する係合状態、または、ロックスプリング
収容部内に引き込まれる非係合状態をとる。
【００３１】
　レセプタクル１４は、プラグ１０の接続部が着脱可能に配されるプラグ接続部と、プラ
グ１０とフレキシブル配線基板１８の一端とを電気的に接続するインシュレータ付アダプ
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タハウジングとを含んで構成されている。
【００３２】
　プラグ接続部およびインシュレータ付アダプタハウジングの外郭部は、図５（Ａ）およ
び（Ｂ）、図６および図８に示されるように、金属製のシェル部材２０により形成されて
いる。シェル部材２０は、着脱されるプラグ１０の接続部を支持するプラグ支持部２０Ｐ
と、後述するインシュレータ付アダプタハウジング２２（図１参照）を支持するスライダ
支持部２０Ｒと、アダプタ支持部２０Ｒに連なって形成されるフランジ部２０Ｆとを含ん
で構成されている。
【００３３】
　プラグ支持部２０Ｐは、図８に示されるように、プラグ１０の接続部の断面形状に対応
した断面形状を有する筒状に形成されている。これにより、内側にプラグ１０の接続部の
挿入口が形成されることとなる。プラグ支持部２０Ｐにおける上部および下部には、それ
ぞれ、挿入されたプラグ１０の接続部を保持する弾性変位可能なグランド用接触片２０Ｐ
Ａおよび２０ＰＢ（図５（Ａ）参照）、ロック片２０ＰＬ（図６参照）がシェル部材２０
と一体に形成されている。ロック片２０ＰＬの先端は、プラグ１０の接続部の挿入時、プ
ラグ１０の接続部に形成される窪み（不図示）に係合するものとされる。また、グランド
用接触片２０ＰＡおよび２０ＰＢの先端は、プラグ１０の接続部の挿入時、プラグ１０の
接続部における金属製シェルに当接し、接地される。
【００３４】
　プラグ支持部２０Ｐの内側の略中央には、図１０および図１３に示されるように、イン
シュレータ付アダプタハウジング２２における平坦な薄板状のインシュレータ部２２Ｔが
プラグ支持部２０Ｐの開口端部に向けて突出している。インシュレータ部２２Ｔは、上述
のプラグ１０の接続部のスリットに着脱可能に嵌合される。
【００３５】
　プラグ支持部２０Ｐに隣接して一体に門形に形成されるアダプタ支持部２０Ｒは、プラ
グ支持部２０Ｐの幅より大なる幅を有している。
【００３６】
　従って、上述のプラグ接続部は、プラグ１０の接続部に接続されるプラグ被接続部とし
てのインシュレータ部２２Ｔおよびシェル部材２０におけるプラグ支持部２０Ｐにより形
成されることとなる。
【００３７】
　また、アダプタ支持部２０Ｒの両側部には、それぞれ、アダプタ部１６が装着されると
き、図１５に示されるように、上述のロックスプリング１６ＰＡの爪部が選択的に係止さ
れるロック孔２０ｈが形成されている。
【００３８】
　各フランジ部２０Ｆには、ＡＶ機器における所定位置にレセプタクル１４を固定するた
めの小ネジが挿入される孔２０ｆａが形成されている。
【００３９】
　各フランジ部２０Ｆが孔２０ｆａを介して小ネジにより、例えば、接地ラインに導通す
るＡＶ機器の筐体に固定される場合、静電気がプラグ支持部２０Ｐに印加されたとき、そ
の静電気がシェル部材２０および筐体を通じて除去されることとなる。また、アダプタ支
持部２０Ｒとプラグ支持部２０Ｐとは、同一の金属材料で一体に形成されているのでＥＭ
Ｉ特性に優れ、外部からのノイズを受け難い外部接続用コネクタを得ることができる。
【００４０】
　インシュレータ付アダプタハウジング２２は、図１、図２および図３に拡大されて示さ
れるように、樹脂材料で一体に成形され、一方の端面部に垂直にインシュレータ部２２Ｔ
を有している。薄板状のインシュレータ部２２Ｔにおける相対向する表面には、それぞれ
、後述する各コンタクト端子のコンタクトパッド部がそれぞれ配される浅く細長い溝２２
ｔｇｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）がプラグ１０の接続部の着脱方向に対して直交する
方向に沿って所定の間隔で共通の平面上に複数個形成されている。
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【００４１】
　各溝２２ｔｇｉの一端は、インシュレータ部２２Ｔの前端まで延在し、また、上面に形
成される各溝２２ｔｇｉの他端は、後述する溝２２Ｇａｉ（図１および図３参照）に連通
し、さらに、下面に形成される各溝２２ｔｇｉの他端は、溝２２Ｇｂｉ（図３参照）に連
通している。
【００４２】
　一方の共通の平面上に形成される一つの溝２２ｔｇｉは、図４に示されるように、他方
の共通の平面上に隣接して形成される二つの溝２２ｔｇｉの相互間に対向するように形成
されている。従って、一方の共通の平面上に形成される溝２２ｔｇｉと他方の共通の平面
上に形成される溝２２ｔｇｉとは、所謂、千鳥掛け状に形成されることとなる。
【００４３】
　インシュレータ付アダプタハウジング２２は、図１に拡大されて示されるように、他方
の端面部に開口するアダプタ受け部２２Ｈを有している。アダプタ受け部２２Ｈは、図３
に示されるように、上述のアダプタ部１６の結合部１６Ｓが挿入される部分２２ＫＣと、
部分２２ＫＣの両脇にそれぞれ、連通して形成され、案内ピン１６ＫＡ、１６ＫＢがそれ
ぞれ挿入される部分２２ＫＡおよび２２ＫＢとからなる。
【００４４】
　部分２２ＫＡは、図３において右側の上壁２２ＷＡと後述の溝２２Ｇｃｉが形成される
底部の右側部との間に形成されている。また、部分２２ＫＢは、図３において左側の上壁
２２ＷＢと後述の溝２２Ｇｃｉが形成される底部の左側部との間に形成されている。上壁
２２ＷＡおよび上壁２２ＷＢの先端部には、図１２に示されるように、アダプタ支持部２
０Ｒのロック片２０Ｌｏの穴に係止される爪部２２Ｗｎが、それぞれ、形成されている。
【００４５】
　部分２２ＫＣにおける終端面２２ＫＣｅには、図３および図１０に拡大されて示される
ように、後述するコンタクト端子２４ａｉ、２４ｂｉの固定部、コンタクト端子２６ａｉ
，２６ｂｉ、コンタクト端子２８ａｉおよびコンタクト端子３０ａｉの固定部、コンタク
ト端子３２ａｉおよびコンタクト端子３４ａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）の固定部が
それぞれ嵌合される溝２２Ｇａｉ、２２Ｇｂｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）の一端が開
口している。
【００４６】
　各溝２２Ｇａｉ、２２Ｇｂｉは、上述の溝２２ｔｇｉと共通の平面上に形成されている
。共通の平面上に一列状に配される溝２２Ｇａｉの配列は、共通の平面上に一列状に配さ
れる溝２２Ｇｂｉの配列よりも上方に位置している。また、一つの溝２２Ｇｂｉは、隣接
する二つの溝２２Ｇａｉの相互間の部分に向き合って形成されている。例えば、図４にお
いて、上面部における最も右端に位置する溝２２ｔｇｉは、図３において、溝２２Ｇａｉ
の列における最も左端に位置する溝２２Ｇａｉに連通している。また、図４において、下
面部における最も右端に位置する溝２２ｔｇｉは、図３において、溝２２Ｇｂｉの列にお
ける最も左端に位置する溝２２Ｇｂｉに連通している。
【００４７】
　さらに、図１に拡大されて示されるように、部分２２ＫＣの底部における終端面２２Ｋ
Ｃｅに連なるインシュレータ付アダプタハウジング２２の内側には、複数の溝２２Ｇｃｉ
（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）が、各溝２２Ｇａｉ、２２Ｇｂｉに対応して部分２２ＫＣ
の底部を形成する部分の共通の平面上に所定の間隔で形成されている。各溝２２Ｇｃｉに
は、コンタクト端子２４ａｉ，２４ｂｉ，２６ａｉ，２６ｂｉ，コンタクト端子２８ａｉ
およびコンタクト端子３０ａｉ、コンタクト端子３２ａｉおよびコンタクト端子３４ａｉ
の弾性片部が挿入される。
【００４８】
　その際、隣接する溝２２Ｇｃｉ相互間は、仕切壁２２Ｐｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数
）により仕切られている。これにより、各溝２２Ｇｃｉには、後述するように、各コンタ
クト端子２４ａｉ～３４ａｉの弾性片部が共通の平面上に配置されることとなる。
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【００４９】
　溝２２Ｇｂｉに配されるコンタクト端子２４ａｉは、信号用ラインに使用され、図１７
に拡大されて示されるように、例えば、りん青銅の薄板で作られ、インシュレータ付アダ
プタハウジング２２のインシュレータ部２２Ｔの下面に形成される溝２２ｔｇｉに挿入さ
れるコンタクトパッド部２４ＰＣと、上述の溝２２Ｇｃｉに挿入される弾性片部２４ＫＣ
と、コンタクトパッド部２４ＰＣと弾性片部２４ＫＣとを連結する固定部２４Ｆａとから
構成される。
【００５０】
　また、プラグ１０のコンタクトピンと当接するコンタクトパッド部２４ＰＣの先端は、
インシュレータ部２２Ｔの端部に係合する折曲部２４Ｂを有している。固定部２４Ｆａは
，コンタクトパッド部２４ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部２４Ｆａの中心軸線
とは一致するように一体に形成されている。
【００５１】
　また、弾性片部２４ＫＣの一端を固定部２４Ｆａに連結する屈曲部２４Ｕの一端は、図
１７において、固定部２４Ｆａの中心軸線に対し右側に所定距離だけ偏倚して連結されて
いる。屈曲部２４Ｕの他端は、固定部２４Ｆａの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて
折り曲げられ形成されている。
【００５２】
　屈曲部２４Ｕの他端に連結される弾性片部２４ＫＣは、その先端が上方に向けて略Ｕ字
形に折り返されるように折り曲げられている。その折り曲げられた部分の先端部分近傍に
は、フレキシブル配線基板１８のコンタクトパッド群１８ＣＰを構成する各コンタクトパ
ッドに当接する接点部２４ｋｂが形成されている。固定部２４Ｆａおよび弾性片部２４Ｋ
Ｃには、それぞれ、固定部２４Ｆａおよび弾性片部２４ＫＣの溝からの浮き上がりを抑制
する爪部および厚肉部２４ＫＣｓが形成されている。
【００５３】
　図１７に拡大されて示されるように、溝２２Ｇｂｉに配されるコンタクト端子２４ｂｉ
は、信号用ラインに使用され、コンタクト端子２４ａｉに隣接して配される。コンタクト
端子２４ｂｉは、固定部２４Ｆｂを除き、コンタクト端子２４ａｉと同様な構成を有する
。固定部２４Ｆｂは，コンタクトパッド部２４ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部
２４Ｆｂの中心軸線とは一致するように一体に形成されている。その際、弾性片部２４Ｋ
Ｃの一端を固定部２４Ｆｂに連結する屈曲部２４Ｕの一端は、図１７において、固定部２
４Ｆｂの中心軸線に対し左側に所定距離だけ偏倚して連結されている。屈曲部２４Ｕの他
端は、固定部２４Ｆｂの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて折り曲げられ形成されて
いる。
【００５４】
　上述のコンタクト端子２４ａｉおよびコンタクト端子２４ｂｉは、それぞれ、共通の金
型が用いられ、プレス加工により製造される。また、コンタクト端子２４ａｉおよびコン
タクト端子２４ｂｉの製造過程においては、図１９に拡大されて示されるように、キャリ
ア２４ＣＡにより互いに連結されている。その際、図２１に部分的に拡大されて示される
ように、隣接して配されるコンタクト端子２４ａｉおよびコンタクト端子２４ｂｉにおけ
る屈曲部２４Ｕの一端に拡大部２４Ｕａが形成されているのは、インピーダンス整合を容
易に図ることを目的として隣接して配されるコンタクト端子２４ａｉおよびコンタクト端
子２４ｂｉにおける拡大部２４Ｕａ相互間距離Ｌａが極力小となるように設定するためで
ある。従って、隣接するコンタクト端子２４ａｉにおける拡大部２４Ｕａの相互間距離Ｌ
ａは、図２１に示されるように、拡大部２４Ｕａが形成される部分よりもさらに屈曲部２
４Ｕの他端側の相互間距離Ｌｂに比して小となり、即ち、隣接する拡大部２４Ｕａは、互
いに近接した位置となる。
【００５５】
　溝２２Ｇａｉに配されるコンタクト端子２６ａｉは、信号用ラインに使用され、図１８
に拡大されて示されるように、例えば、りん青銅の薄板で作られ、インシュレータ付アダ
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プタハウジング２２のインシュレータ部２２Ｔの上面に形成される溝２２ｔｇｉに挿入さ
れるコンタクトパッド部２６ＰＣと、上述の溝２２Ｇｃｉに挿入される弾性片部２６ＫＣ
と、コンタクトパッド部２６ＰＣと弾性片部２６ＫＣとを連結する固定部２６Ｆａとから
構成される。
【００５６】
　また、プラグ１０のコンタクトピンと当接するコンタクトパッド部２６ＰＣの先端は、
図１４に部分的に拡大されて示されるように、インシュレータ部２２Ｔの端部に開口する
孔２２ｔａｉの周縁に係合する折曲部２６Ｂを有している。なお、孔２２ｔａｉは、溝２
２ｔｇｉに連通している。
【００５７】
　固定部２６Ｆａは，コンタクトパッド部２６ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部
２６Ｆａの中心軸線とは一致するように一体に形成されている。
【００５８】
　また、弾性片部２６ＫＣの一端を固定部２６Ｆａに連結する屈曲部２６Ｕの一端は、図
１８において、固定部２６Ｆａの中心軸線に対し右側に所定距離だけ偏倚して連結されて
いる。屈曲部２６Ｕの他端は、固定部２６Ｆａの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて
折り曲げられ形成されている。屈曲部２６Ｕの長さは、コンタクト端子２４ａｉおよび２
４ｂｉの屈曲部２４Ｕの長さに比して大に設定されている。
【００５９】
　屈曲部２６Ｕの他端に連結される弾性片部２６ＫＣは、その先端が上方に向けて略Ｕ字
形に折り返されるように折り曲げられている。その折り曲げられた部分の先端部分近傍に
は、フレキシブル配線基板１８のコンタクトパッド群１８ＣＰを構成する各コンタクトパ
ッドに当接する接点部２６ｋｂが形成されている。
【００６０】
　図１８に拡大されて示されるように、溝２２Ｇａｉに配されるコンタクト端子２６ｂｉ
は、信号用ラインに使用され、コンタクト端子２６ａｉに隣接して配される。コンタクト
端子２６ｂｉは、固定部２６Ｆｂを除き、コンタクト端子２６ａｉと同様な構成を有する
。固定部２６Ｆｂは，コンタクトパッド部２６ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部
２６Ｆｂの中心軸線とは一致するように一体に形成されている。その際、弾性片部２６Ｋ
Ｃの一端を固定部２６Ｆｂに連結する屈曲部２６Ｕの一端は、図１８において、固定部２
６Ｆｂの中心軸線に対し左側に所定距離だけ偏倚して連結されている。屈曲部２６Ｕの他
端は、固定部２６Ｆｂの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて折り曲げられ形成されて
いる。
【００６１】
　上述のコンタクト端子２６ａｉおよびコンタクト端子２６ｂｉは、それぞれ、共通の金
型が用いられ、プレス加工により製造される。また、コンタクト端子２６ａｉおよびコン
タクト端子２６ｂｉの製造過程においては、図２０に拡大されて示されるように、キャリ
ア２６ＣＡにより互いに連結されている。その際、図２２および図２３に部分的に拡大さ
れて示されるように、隣接して配されるコンタクト端子２６ａｉおよびコンタクト端子２
６ｂｉにおける屈曲部２６Ｕの一端は、所定の間隔をもって互いに平行に、かつ、伝送路
長を短くするように複数回折り曲げられ、所定の傾斜角度をもって形成されている。
【００６２】
　溝２２Ｇｂｉに配されるコンタクト端子２８ａｉは、接地用ラインに使用され、図２５
に拡大されて示されるように、例えば、りん青銅の薄板で作られ、インシュレータ付アダ
プタハウジング２２のインシュレータ部２２Ｔの下面に形成される溝２２ｔｇｉに挿入さ
れるコンタクトパッド部２８ＰＣと、上述の溝２２Ｇｃｉに挿入される弾性片部２８ＫＣ
と、コンタクトパッド部２８ＰＣと弾性片部２８ＫＣとを連結する固定部２８Ｆとから構
成される。なお、図２５は、コンタクト端子２８ａｉにおける製造過程の状態をキャリア
２８ＣＡとともに示す。
【００６３】
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　また、プラグ１０のコンタクトピンと当接するコンタクトパッド部２８ＰＣの先端は、
インシュレータ部２２Ｔの端部に係合する折曲部２８Ｂを有している。固定部２８Ｆは，
コンタクトパッド部２８ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部２８Ｆの中心軸線とは
一致するように一体に形成されている。
【００６４】
　また、弾性片部２８ＫＣの一端を固定部２８Ｆに連結する屈曲部２８Ｕの一端は、図２
５において、固定部２８Ｆの中心軸線に対し右側に所定距離だけ偏倚して連結されている
。屈曲部２８Ｕの他端は、固定部２８Ｆの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて折り曲
げられ形成されている。
【００６５】
　屈曲部２８Ｕの他端に連結される弾性片部２８ＫＣは、その先端が上方に向けて略Ｕ字
形に折り返されるように折り曲げられている。その折り曲げられた部分の先端部分近傍に
は、フレキシブル配線基板１８のコンタクトパッド群１８ＣＰを構成する各コンタクトパ
ッドに当接する接点部２８ｋｂが形成されている。固定部２８Ｆおよび弾性片部２８ＫＣ
には、それぞれ、固定部２８Ｆおよび弾性片部２８ＫＣの溝からの浮き上がりを抑制する
爪部および厚肉部２８ＫＣｓが形成されている。
【００６６】
　溝２２Ｇａｉに配されるコンタクト端子３０ａｉは、接地用ラインに使用され、図２４
に拡大されて示されるように、例えば、りん青銅の薄板で作られ、インシュレータ付アダ
プタハウジング２２のインシュレータ部２２Ｔの上面に形成される溝２２ｔｇｉに挿入さ
れるコンタクトパッド部３０ＰＣと、上述の溝２２Ｇｃｉに挿入される弾性片部３０ＫＣ
と、コンタクトパッド部３０ＰＣと弾性片部３０ＫＣとを連結する固定部３０Ｆとから構
成される。なお、図２４は、コンタクト端子３０ａｉの製造過程における状態をキャリア
３０ＣＡと共に示す。
【００６７】
　また、プラグ１０のコンタクトピンと当接するコンタクトパッド部３０ＰＣの先端は、
折曲部３０Ｂを有している。
【００６８】
　固定部３０Ｆは，コンタクトパッド部３０ＰＣの長手方向に延びる中心軸線と固定部３
０Ｆの中心軸線とは一致するように一体に形成されている。
【００６９】
　また、弾性片部３０ＫＣの一端を固定部３０Ｆに連結する屈曲部３０Ｕの一端は、図２
４において、固定部３０Ｆの中心軸線に対し右側に所定距離だけ偏倚して連結されている
。屈曲部３０Ｕの他端は、固定部３０Ｆの表面に対し略垂直にその裏面側に向けて折り曲
げられ形成されている。屈曲部３０Ｕの長さは、コンタクト端子２８ａｉの屈曲部２８Ｕ
の長さに比して大に設定されている。
【００７０】
　屈曲部３０Ｕの他端に連結される弾性片部３０ＫＣは、その先端が上方に向けて略Ｕ字
形に折り返されるように折り曲げられている。その折り曲げられた部分の先端部分近傍に
は、フレキシブル配線基板１８のコンタクトパッド群１８ＣＰを構成する各コンタクトパ
ッドに当接する接点部３０ｋｂが形成されている。
【００７１】
　インシュレータ部２２Ｔに形成される溝２２ｔｇｉ、溝２２Ｇａｉ、および、２２Ｇｂ
ｉには、上述のコンタクト端子２４ａｉ～３０ａｉ以外に、コンタクト端子３２ａｉ（不
図示），および、コンタクト端子３４ａｉ（不図示）も配される。
【００７２】
　例えば、上述のＨＤＭＩ規格（登録商標）（Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．３）におけるＡタイ
プにおいて、インシュレータ部２２Ｔの上面部に形成される各溝２２ｔｇｉに配されるコ
ンタクト端子は、図４に拡大されて示されるように、信号用（データ、クロック）ライン
１、３、７、９、接地（シールド）用ライン５、１１にそれぞれ、接続されることとなる
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。接地用ライン１１に隣接する複数のコンタクト端子３２ａｉには、順次、ＣＥＣ，ＳＣ
Ｌ，ＤＤＣ／ＣＥＣ、ホットプラグ検出用ラインが、それぞれ、接続される。従って、一
対の信号用ライン１、３、一対の信号用ライン７、９は、それぞれ、接地用ライン５を挟
んで並設される。なお、図３および図４において、番号１乃至１２は、ライン番号（コネ
クタピン番号）をあらわす。また、Ｓ，Ｇは、それぞれ、信号用ライン、および、接地用
ラインの位置をあらわす。
【００７３】
　一方、インシュレータ部２２Ｔの下面部に形成される各溝２２ｔｇｉに配されるコンタ
クト端子は、信号用ライン４、６、１０、１２、接地用ライン２、８にそれぞれ、接続さ
れることとなる。信号用ライン１２に隣接する複数のコンタクト端子３４ａｉには、順次
、予備（非結線）、ＳＤＡ，電源ラインが、それぞれ、接続される。従って、一対の信号
用ライン４、６、一対の信号用ライン１０、１２は、それぞれ、接地用ライン８を挟んで
並設される。
【００７４】
　また、各溝２２Ｇｃｉには、図３において、左端から順次、一対の信号用ライン１、３
に接続されるコンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ、接地用ライン２に接続されるコンタク
ト端子２８ａｉ，一対の信号用ライン４、６に接続されるコンタクト端子２４ａｉ，２４
ｂｉ、接地用ライン５に接続されるコンタクト端子３０ａｉ，一対の信号用ライン７、９
に接続されるコンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ，接地用ライン８に接続されるコンタク
ト端子２８ａｉ，一対の信号用ライン１０、１２に接続されるコンタクト端子２４ａｉ，
接地用ライン１１に接続されるコンタクト端子３０ａｉが配される。
【００７５】
　従って、一対の信号用ライン１、３、一対の信号用ライン４、６、一対の信号用ライン
７、９、および、一対の信号用ライン１０、１２における相互間距離は、それぞれ、イン
シュレータ部２２Ｔ側のコンタクトパッド部における相互間距離と等しいのでインピーダ
ンス整合を容易に図ることができる。
【００７６】
　斯かる構成において、例えば、ＡＶ機器の内部に配されるレセプタクル１４におけるア
ダプタ受け部２２Ｈにアダプタ部１６を接続するにあたっては、操作部１６Ａおよび１６
Ｂが図１５に示される矢印の示す方向に、押圧されるとともに結合部１６Ｓがアダプタ受
け部２２Ｈに挿入された後、操作部１６Ａおよび１６Ｂが解放される。これにより、ロッ
クスプリング１６ＰＡの爪部が孔２０ｈの周縁に係止されるのでアダプタ部１６がレセプ
タクル１４に対しロック状態とされる。一方、アダプタ部１６を取り外すにあたっては、
上述と同様に操作部１６Ａおよび１６Ｂが、図１５に示される矢印の示す方向に、押圧さ
れるとともに結合部１６Ｓがアダプタ受け部２２Ｈから引き抜かれることにより、アダプ
タ部１６が取り外される。
【００７７】
　また、例えば、ＡＶ機器の外周部に露出したプラグ接続部のインシュレータ部２２Ｔに
プラグ１０の接続部を接続するにあたっては、その接続部のスリットとインシュレータ部
２２Ｔとが互いに相対向するように配された後、プラグ１０の接続部がプラグ支持部２０
Ｐの内側に挿入されることにより、プラグ１０の接続部がインシュレータ部２２Ｔに接続
される。その際、ロック片２０ＰＬが、それぞれ、その接続部の窪み（不図示）に係合さ
れることにより、プラグ１０の接続部がプラグ支持部２０Ｐにロック状態とされる。一方
、プラグ１０の接続部を取り外すにあたっては、プラグ１０の接続部をインシュレータ部
２２Ｔにからロック片２０ＰＬの弾性力に抗して引き抜くことにより、プラグ１０が容易
に取り外される。
【００７８】
　従って、ＡＶ機器の内部におけるいずれの場所にレセプタクル１４が配置される場合で
あっても、アダプタ部１６およびフレキシブル配線基板１８によってレセプタクル１４と
所定の制御基板との距離に左右されることなく接続でき、その結果、レセプタクル１４に
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おける設計上の配置の自由度を向上させることができることとなる。
【００７９】
　また、一般ユーザー等によるプラグ１０の取り扱いにおいて、例えば、プラグ１０のレ
セプタクル１４への誤挿入等により、レセプタクル１４の破損が発生した場合においても
、従来のコネクタの修理のように、ＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタとそれが実装される
基板とを同時に交換する必要がなく、しかも、レセプタクル１４単体の交換によって修理
が容易に完了するのでメンテナンスにおける一般ユーザー等の負担が軽減されるとともに
、廃棄部品数の減少にも繋がることとなる。
【００８０】
　図２６（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネク
タの第２実施例の構成を示す。
【００８１】
　図５（Ａ）および（Ｂ）に示される第１実施例においては、フレキシブル配線基板１８
の一端が、アダプタ部１６を介して間接的にレセプタクル１４に接続される構成を備えて
いるが、その代わりに、第２実施例は、フレキシブル配線基板１８の一端が、直接的にレ
セプタクル４４に着脱可能に接続されるように、レセプタクル４４がロック／アンロック
用のスライダを備えるものとされる。なお、図２６（Ａ）および（Ｂ）、図２７（Ａ）お
よび（Ｂ）においては、図１および図５（Ａ）に示される例における構成要素と同一の構
成要素について同一の符号を付して示し、その重複説明を省略する。また、本実施例にお
いても、ＨＤＭＩ規格（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）（登録商標）（Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．３）におけるＡタイプ，または、
Ｂタイプのいずれにも準拠し得るものとされる。
【００８２】
　図２６（Ａ）および（Ｂ）において、コネクタは、インシュレータ付ハウジング４２を
有するレセプタクル４４を備えて構成されている。そのインシュレータ付ハウジング４２
は、フレキシブル配線基板１８の一端が接続されるケーブル接続部と、上述のプラグ１０
の接続部が着脱可能に配されるプラグ接続部とを備えている。
【００８３】
　プラグ接続部およびインシュレータ付ハウジングの外郭部は、金属製のシェル部材４０
により形成されている。シェル部材４０は、着脱されるプラグ１０の接続部を支持するプ
ラグ支持部４０Ｐと、後述するインシュレータ付ハウジング４２を支持するスライダ支持
部４０Ｒとを含んで構成されている。
【００８４】
　プラグ支持部４０Ｐは、プラグ１０の接続部の断面形状に対応した断面形状を有する筒
状に形成されている。これにより、内側にプラグ１０の接続部の挿入口が形成されること
となる。プラグ支持部４０Ｐにおける上部および下部には、それぞれ、挿入されたプラグ
１０の接続部を保持する弾性変位可能なグランド用接触片４０ＰＡおよび４０ＰＢ、ロッ
ク片４０ＰＬ（図２７（Ａ）および（Ｂ）参照）がシェル部材４０と一体に形成されてい
る。ロック片４０ＰＬの先端は、プラグ１０の接続部の挿入時、プラグ１０の接続部に形
成される窪み（不図示）に係合するものとされる。また、グランド用接触片４０ＰＡおよ
び４０ＰＢの先端は、プラグ１０の接続部の挿入時、プラグ１０の接続部における金属製
シェルに当接し、接地される。
【００８５】
　プラグ支持部４０Ｐの内側の略中央には、図２７（Ａ）および（Ｂ）に示されるように
、インシュレータ付ハウジング４２における平坦な薄板状のインシュレータ部４２Ｔがプ
ラグ支持部４０Ｐの開口端部に向けて突出している。インシュレータ部４２Ｔは、上述の
プラグ１０の接続部のスリットに着脱可能に嵌合される。
【００８６】
　プラグ支持部４０Ｐに隣接して一体に門形に形成されるスライダ支持部４０Ｒは、プラ
グ支持部４０Ｐの幅より大なる幅を有している。
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【００８７】
　従って、上述のプラグ接続部は、プラグ１０の接続部に接続されるプラグ被接続部とし
てのインシュレータ部４２Ｔおよびシェル部材４０におけるプラグ支持部４０Ｐにより形
成されることとなる。
【００８８】
　スライダ支持部４０Ｒとプラグ支持部４０Ｐとは、同一の金属材料で一体に形成されて
いるのでＥＭＩ特性に優れ、外部からのノイズを受け難い外部接続用コネクタを得ること
ができる。
【００８９】
　インシュレータ付ハウジング４２は、樹脂材料で一体に成形され、一方の端面部に垂直
にインシュレータ部４２Ｔを有している。薄板状のインシュレータ部４２Ｔにおける相対
向する表面には、それぞれ、各コンタクト端子のコンタクトパッド部がそれぞれ配される
浅く細長い溝４２ｔｇｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）がプラグ１０の接続部の着脱方向
に対して直交する方向に沿って所定の間隔で共通の平面上に複数個形成されている。
【００９０】
　各溝４２ｔｇｉの一端は、インシュレータ部４２Ｔの前端まで延在し、また、上面に形
成される各溝４２ｔｇｉの他端は、各溝４２Ｇａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）に連通
し、さらに、下面に形成される各溝４２ｔｇｉの他端は、その溝４２Ｇａｉの下方の溝（
不図示）に連通している。
【００９１】
　一方の共通の平面上に形成される一つの溝４２ｔｇｉは、他方の共通の平面上に隣接し
て形成される二つの溝４２ｔｇｉの相互間に対向するように形成されている。従って、一
方の共通の平面上に形成される溝４２ｔｇｉと他方の共通の平面上に形成される溝４２ｔ
ｇｉとは、所謂、千鳥掛け状に形成されることとなる。
【００９２】
　インシュレータ付ハウジング４２は、他方の端面部に開口するケーブル接続部４２Ａを
有している。ケーブル接続部４２Ａには、スライダ４８が、摺動可能に配されている。ス
ライダ４８は、フレキシブル配線基板１８の一端をケーブル接続部４２Ａに対し選択的に
ロック状態またはアンロック状態とするものとされる。スライダ４８は、図２７（Ａ）お
よび（Ｂ）に示されるように、その中央部にフレキシブル配線基板１８の一端に形成され
るコンタクトパッドをコンタクト端子群に向けて押圧する押圧面４８ＰＳを有する押圧部
４８Ｐを含んで構成されている。押圧部４８Ｐの両脇には、所定の間隔をもって爪部４８
ＧＰＡ、および、４８ＧＰＢが形成されている。また、爪部４８ＧＰＡ、および、４８Ｇ
ＰＢと押圧部４８Ｐとの連結部には、それぞれ、側方に突出する操作部４８Ｆが、形成さ
れている。その際、図２６（Ａ）に示されるように、ケーブル接続部４２Ａの端部が通過
する切欠部４８ｆａが、操作部４８Ｆ相互間に形成されている。
【００９３】
　ケーブル接続部４２Ａの開口端には、後述するスライダ４８の押圧部の両側面部をそれ
ぞれ案内する案内壁４２ａが形成されている。また、各案内壁４２ａとスライダ支持部４
０Ｒの内周部との間には、それぞれ、ロック爪部４２ＮＡおよび４２ＮＢが弾性変位可能
にインシュレータ付ハウジング４２と一体に形成されている。ロック爪部４２ＮＡおよび
４２ＮＢの一端は、それぞれ、スライダ４８の爪部４８ＧＰＡ、および、４８ＧＰＢを、
スライダ４８を、アンロック状態で係止するものとされる。
【００９４】
　ロック爪部４２ＮＡと案内壁４２ａとの間、および、ロック爪部４２ＮＢと案内壁４２
ａとの間には、それぞれ、スリット４２ＳＡおよび４２ＳＢがフレキシブル配線基板１８
の厚さ方向に貫通している。
【００９５】
　ケーブル接続部４２Ａの内側における終端面には、上述のコンタクト端子２４ａｉ、２
４ｂｉの固定部、コンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ、コンタクト端子２８ａｉおよびコ
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ンタクト端子３０ａｉの固定部、コンタクト端子３２ａｉおよびコンタクト端子３４ａｉ
の固定部が、それぞれ、嵌合される複数の溝４２Ｇａｉの一端が開口している。各溝４２
Ｇａｉは、上述の溝４２ｔｇｉと共通の平面上に形成されている。なお、図示されていな
いが、溝４２Ｇａｉの配列の下方にも、同様な溝の配列が千鳥掛け状となるように形成さ
れている。
【００９６】
　ケーブル接続部４２Ａの底部には、上述のコンタクト端子２４ａｉ、２４ｂｉ群等の弾
性片部が、それぞれ、配される複数の溝４２Ｇｃｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）が共通
の平面上に所定の間隔で形成されている。隣接する溝４２Ｇｃｉ相互間は、仕切壁により
仕切られている。
【００９７】
　コンタクト端子２４ａｉ、２４ｂｉ、コンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ、コンタクト
端子２８ａｉおよびコンタクト端子３０ａｉ、コンタクト端子３２ａｉおよびコンタクト
端子３４ａｉの配列は、第１実施例の配列と同一とされる。
【００９８】
　また、各溝４２Ｇｃｉには、第１実施例と同様に、図２６（Ｂ）において、左端から順
次、一対の信号用ライン１、３に接続されるコンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ、接地用
ライン２に接続されるコンタクト端子２８ａｉ，一対の信号用ライン４、６に接続される
コンタクト端子２４ａｉ，２４ｂｉ、接地用ライン５に接続されるコンタクト端子３０ａ
ｉ，一対の信号用ライン７、９に接続されるコンタクト端子２６ａｉ，２６ｂｉ，接地用
ライン８に接続されるコンタクト端子２８ａｉ，一対の信号用ライン１０、１２に接続さ
れるコンタクト端子２４ａｉ，接地用ライン１１に接続されるコンタクト端子３０ａｉが
配される。
【００９９】
　従って、一対の信号用ライン１、３、一対の信号用ライン４、６、一対の信号用ライン
７、９、および、一対の信号用ライン１０、１２における相互間距離は、それぞれ、イン
シュレータ部４２Ｔ側のコンタクトパッド部における相互間距離と等しいのでインピーダ
ンス整合を容易に図ることができる。
【０１００】
　斯かる構成において、例えば、ＡＶ機器の内部に配されるレセプタクル４４におけるケ
ーブル接続部４２Ａにフレキシブル配線基板１８の一端を接続するにあたっては、先ず、
スライダ４８は、その操作部４８Ｆが、図２７（Ａ）に示されるように、ケーブル接続部
４２Ａの開口端から離隔したアンロック状態とされ、次に、フレキシブル配線基板１８の
一端がスライダ４８の押圧面４８ＰＳの下方に挿入された後、スライダ４８は、その操作
部４８Ｆが、図２７（Ｂ）に示されるように、所定距離、各コンタクト端子の弾性片部の
付勢力に抗して押圧され、ロック状態とされる。
【０１０１】
　一方、フレキシブル配線基板１８の一端を取り外すにあたっては、スライダ４８は、そ
の操作部４８Ｆがケーブル接続部４２Ａの開口端から引き離され、上述のアンロック状態
とされることにより、フレキシブル配線基板１８の一端が取り外される。
【０１０２】
　また、例えば、ＡＶ機器の外周部に露出したプラグ接続部のインシュレータ部４２Ｔに
プラグ１０の接続部を接続するにあたっては、第１実施例と同様に操作される。
【０１０３】
　従って、本実施例においても、第１実施例と同様な作用効果を奏することとなる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例に用いられるインシ
ュレータ付アダプタハウジングを示す斜視図である。
【図２】図１に示されるインシュレータ付アダプタハウジングをインシュレータ部側から
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見た斜視図である。
【図３】図１に示されるインシュレータ付アダプタハウジングの正面図である。
【図４】図１に示されるインシュレータ付アダプタハウジングをインシュレータ部側から
見た正面図である。
【図５】（Ａ）本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例の構成を、ア
ダプタ部が接続されていない状態で概略的に示す平面図であり、（Ｂ）は、アダプタ部が
接続されている状態で概略的に示す平面図である。
【図６】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例に用いられるレセプ
タクルを拡大して示す平面図である。
【図７】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの一例に用いられるアダプタ部を
拡大して示す平面図である。
【図８】図６に示されるレセプタクルの正面図である。
【図９】図６に示されるレセプタクルの側面図である。
【図１０】図６に示されるレセプタクルの断面図である。
【図１１】図７に示されるアダプタ部の断面図である。
【図１２】アダプタ部接続側から見た図６に示されるレセプタクルの正面図である。
【図１３】図６に示されるレセプタクルの断面図である。
【図１４】図１３における部分的な拡大図である。
【図１５】図９におけるＸＶ－ＸＶ線に沿って示される断面図である。
【図１６】図１５における部分的な拡大図である。
【図１７】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例および第２実施例
に用いられる信号用コンタクト端子を示す斜視図である。
【図１８】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例および第２実施例
に用いられる信号用コンタクト端子を示す斜視図である。
【図１９】図１７に示されるコンタクト端子における製造過程の状態を示す斜視図である
。
【図２０】図１８に示されるコンタクト端子における製造過程の状態を示す斜視図である
。
【図２１】図１９におけるＡ部を部分的に拡大して示す斜視図である。
【図２２】図２０におけるＢ部を部分的に拡大して示す斜視図である。
【図２３】図２０におけるＢ部を部分的に拡大して示す正面図である。
【図２４】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例および第２実施例
に用いられる接地用コンタクト端子を示す斜視図である。
【図２５】本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネクタの第１実施例および第２実施例
に用いられる接地用コンタクト端子を示す斜視図である。
【図２６】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、本発明に係るＨＤＭＩ規格ケーブル用コネ
クタの第２実施例に用いられるレセプタクルを拡大して示す斜視図である。
【図２７】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、図２６（Ａ）および（Ｂ）に示される例に
おける断面図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１０　　プラグ
１２　　ケーブル
１４　　レセプタクル
１６　　アダプタ部
１８　　フレキシブル配線基板
２０、３０　　シェル部材
２２　　インシュレータ付アダプタハウジング
２２Ｔ　　インシュレータ部
２４ａｉ、２４ｂｉ，２６ａｉ、２６ｂｉ，２８ａｉ，３０ａｉ　　コンタクト端子
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