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(57)【要約】
【課題】本発明は、複数の導電端子の間のクロストーク
を減少させるＵＳＢコネクタを提供することを目的とす
る。
【解決手段】本発明の電気コネクタは、相手コネクタを
収納するための挿入空間と、絶縁性本体と、絶縁性本体
に固着される複数の導電端子とを備える。絶縁性本体は
、主体部と、主体部から挿入空間に向かって延在する舌
板とを有する。導電端子が、複数の第１端子と複数の第
２端子とを有する。各導電端子が、挿入空間に配置され
る接触部と、絶縁性本体から外へ延在する半田接続部と
を有する。複数の第１端子の接触部と複数の第２端子の
接触部とが、二列になるように舌板の第１側に配置され
、複数の第１端子の半田接続部と複数の第２端子の半田
接続部とが、一列になるように配置される。複数の第１
端子が、第１接地端子とパワー端子とを含む。複数の第
２端子の半田接続部はすべて、パワー端子の半田接続部
と第１接地端子の半田接続部との間に配置される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手コネクタを収納するための挿入空間と、
　主体部と、前記主体部から前記挿入空間に向かって延在する舌板と、を有する絶縁性本
体と、
　前記絶縁性本体に固着され、複数の第１端子と複数の第２端子とを有する複数の導電端
子と、
を備え、前記各導電端子が、前記挿入空間に配置される接触部と、前記絶縁性本体から外
へ延在する半田接続部とを有し、
　前記複数の第１端子の接触部と前記複数の第２端子の接触部とが、二列になるように前
記舌板の第１側に配置され、
　前記複数の第１端子の半田接続部と前記複数の第２端子の半田接続部とが、一列になる
ように配置され、
　前記複数の第１端子が、第１接地端子と第１パワー端子とを含み、
　前記複数の第２端子の半田接続部は全て、前記第１パワー端子の半田接続部と前記第１
接地端子の半田接続部との間に配置されることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　前記第１端子が第１対の差分信号端子を含み、前記第２端子が第２対の差分信号端子及
び第３対の差分信号端子を含み、
　前記第１対の差分信号端子の半田接続部が全て、前記第２対の差分信号端子の半田接続
部と前記第３対の差分信号端子の半田接続部との間に配置され、
　前記第１パワー端子の半田接続部と前記第２対の差分信号端子の半田接続部とが隣接し
、
　前記第１接地端子の半田接続部と前記第３対の差分信号端子の半田接続部とが隣接する
ことを特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記第２端子が一対の半田接続部を含む第２接地端子を有し、
　前記第２接地端子の一対の半田接続部のうちの一方の半田接続部が、前記第１対の差分
信号端子の半田接続部と前記第２対の差分信号端子の半田接続部との間に配置され、
　前記一対の半田接続部のうちの他方の半田接続部が、前記第１対の差分信号端子の半田
接続部と前記第３対の差分信号端子の半田接続部との間に配置されることを特徴とする請
求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　一列になるように配置される前記第１端子の半田接続部と前記第２端子の半田接続部と
は、前記第１パワー端子の半田接続部と、前記第２対の差分信号端子の半田接続部と、前
記第２接地端子の一方の半田接続部と、前記第１対の差分信号端子の半田接続部と、前記
第２接地端子の他方の半田接続部と、前記第３対の差分信号端子の半田接続部と、前記第
１接地端子の半田接続部との順番で配置されることを特徴とする請求項３に記載の電気コ
ネクタ。
【請求項５】
　前記第２端子は第２接地端子を含み、前記第２接地端子の半田接続部が、前記第１対の
差分信号端子の半田接続部と前記第２対の差分信号端子の半田接続部との間に配置される
ことを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　一列になるように配置される前記第１端子の半田接続部と前記第２端子の半田接続部と
は、前記第１パワー端子の半田接続部と、前記第２対の差分信号端子の半田接続部と、前
記第２接地端子の半田接続部と、前記第１対の差分信号端子の半田接続部と、前記第３対
の差分信号端子の半田接続部と、前記第１接地端子の半田接続部との順番で配置されるこ
とを特徴とする請求項５に記載の電気コネクタ。
【請求項７】
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　前記第２端子は第２接地端子を含み、前記第２接地端子の半田接続部が、前記第１対の
差分信号端子の半田接続部と前記第３対の差分信号端子の半田接続部との間に配置される
ことを特徴とすることを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項８】
　前記一列に配置される前記第１端子の半田接続部と前記第２端子の半田接続部とは、前
記第１パワー端子の半田接続部と、前記第２対の差分信号端子の半田接続部と、前記第１
対の差分信号端子の半田接続部と、前記第２接地端子の半田接続部と、前記第３対の差分
信号端子の半田接続部と、前記第１接地端子の半田接続部との順番で配置されることを特
徴とする請求項７に記載の電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関し、特に、差分信号を伝送するＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）規格に準拠した電気コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のＵＳＢ電気コネクタは、絶縁性本体と、絶縁性本体に固着される複数の導電
端子と、絶縁性本体を遮蔽するハウジングとを備える。前記絶縁性本体は、基部と、前記
基部から突出する舌板とを備える。前記導電端子は、前記舌板に取り付けられる第１端子
と、第２端子と、を有する。各端子には、複数の接地端子と複数の差分信号端子対とが設
けられる。第２端子の中の一方及び他方の一対の信号端子の半田接続部は、第１端子の半
田接続部の外側に配置される。第１端子の中の一方及び他方の一対の信号端子の半田接続
部の間には、第２端子の接地端子の半田接続部が設けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】台湾実用新案第Ｍ３５９８２８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術のＵＳＢ電気コネクタにおいて、導電端子の間のクロストークが発生し易い。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述される従来技術の問題に鑑み、端子の間のクロストークを減少
するためのＵＳＢ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】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の電気コネクタは、相手コネクタを収納するための
挿入空間と、絶縁性本体と、前記絶縁性本体に固着される複数の導電端子とを備える。前
記絶縁性本体は、主体部と、前記主体部から前記挿入空間に向かって延在する舌板と、を
有する。前記導電端子が、複数の第１端子と複数の第２端子とを有する。各導電端子が、
前記挿入空間に配置される接触部と、絶縁性本体から外へ延在する半田接続部とを有する
。前記複数の第１端子の接触部と複数の第２端子の接触部とが、二列になるように舌板の
第１側に配置される。前記複数の第１端子の半田接続部と前記複数の第２端子の半田接続
部とが、一列になるように配置される。前記複数の第１端子が、第１接地端子とパワー端
子とを含む。前記複数の第２端子の半田接続部は全て、前記パワー端子の半田接続部と前
記第１接地端子の半田接続部との間に配置される。
【発明の効果】
【０００７】
　従来技術と比べると、本発明は以下の長所を有する。本発明の電気コネクタは、導電端
子の間のクロストークが減少するので、良好な信号の転送効果を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態の電気コネクタの組立斜視図である。
【図２】図１に示す電気コネクタの別の角度から見た組立斜視図である。
【図３】図１に示す電気コネクタの部分の組立斜視図である。
【図４】図２に示す第１端子と第２端子との配置を示す斜視図である。
【図５】図１に示す電気コネクタの分解斜視図である。
【図６】別の角度から見た電気コネクタの分解斜視図である。
【図７】第２実施形態の電気コネクタの部分の組立斜視図である。
【図８】第２実施形態の電気コネクタの第１端子と第２端子との配置を示す斜視図である
。
【図９】第３実施形態の電気コネクタの部分の組立斜視図である。
【図１０】第３実施形態の電気コネクタの第１端子と第２端子との配置を示す斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１～図６を参照すると、本発明の第１実施形態のコネクタ１００は、ＵＳＢ３．０Ａ
の規格に準拠したプラグと、或いはＵＳＢ２．０Ａの規格に準拠したプラグと接続する。
前記電気コネクタ１００は、絶縁性本体１と、前記絶縁性本体１に取り付けられる位置決
め部材２と、絶縁性本体１に挿入される複数の導電端子３と、前記絶縁性本体１を遮蔽す
るハウジング４とを備える。前記絶縁性本体１とハウジング４との間には、挿入空間１０
１が形成される。
【００１０】
　図５及び図６に示すように、前記絶縁性本体１は、基部１１と、基部１１から前記挿入
空間１０１に向かって突出する平板状の舌板１２とを有する。前記本体部１１は、階段状
に形成されており、且つ第１上表面１１１１を含む第１本体部１１１と、第１本体部１１
１より高く形成されており、且つ第２上表面１１２１を含む第２本体部１１２と、一対の
側壁１１３と、を備える。前記側壁１１３と第１本体部１１１との間には、位置決め部材
２を収納するための収納空間１１１０が形成される。前記第２本体部１１２には、前記第
１上表面１１１１と連接する階段面１１２０と、第２上表面１１２１から突出する複数の
リブ１１２２と、複数のリブ１１２２の間に形成される複数の第２位置決め溝１１２３と
、第２上表面１１２１から突出してハウジング４と係合する凸状部片１１２４とが設けら
れる。舌板１２は、上表面１２１と、上表面１２１から窪む四つの第１端子溝１２２と、
第１端子溝１２２の後端に位置する五つの第２端子溝１２３とを有する。
【００１１】
　図５及び図６に示すように、位置決め部材２には、複数の挿入溝２４が形成される。
【００１２】
　前記導電端子３は、ＵＳＢ３．０規格に準拠した四つの第１端子３１と五つの第２端子
３２とを備える。図４～図６に示すように、前記四つの第１端子３１は、順番に第１接地
端子５１と、第１対の差分信号端子５３と、第１パワー端子５６と、を備える。各第１端
子３１は、第１主体部３１１と、第１主体部３１１に設けられる第１接触部３１２と、第
１主体部３１１から上向きに折り曲げられる第１ネック部３１４と、第１ネック部３１４
から後向きに折り曲げられる第１延在部３１３と、第１延在部３１３から外へ延在する第
１半田接続部３１５とを備える。第１端子３１の第１延在部３１３には、横方向に向かっ
て折り曲げられる第１折曲部３１６が設けられる。
【００１３】
　五つの第２端子３２は、第２対の差分信号端子５４と、第３対の差分信号端子５５と、
第２対の差分信号端子５４と第３対の差分信号端子５５との間に配置される第２接地端子
５２とを備える。各第２端子３２は、第２主体部３２１と、弾力的な第２接触部３２２と
、第２主体部３２１から上向きに折り曲げかれる第２ネック部３２４と、第２ネック部３
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２４から後向きに折り曲げられる第２延在部３２３と、第２延在部３２３から後向きに延
在する第２半田接続部３２５とを備える。五つの第２端子３２の中で、第２接地端子５２
が一対の第２半田接続部３２５を有する。
【００１４】
　遮蔽部材４は、天壁４１と、前記天壁４１と対向する底壁４２と、一対の側壁４３とを
有する。前記天壁４１には、凹所４１１が形成される。
【００１５】
　図１～図６に示すように、コネクタ１００を組み立てる時、先ず、四つの第１端子３１
が絶縁性本体１にインサートモールドによって成型される。第１端子３１の第１接触部３
１２が、絶縁性本体１の第１端子溝１２２から露出する。五つの第２端子３２は、位置決
め部材２の挿入溝２４に挿入される。位置決め部材２が絶縁性本体１の収納空間１１１０
に装入される。第２端子３２の第２接触部３２２が、絶縁性本体１の第２端子溝１２３に
露出し、第２延在部３２３が第２位置決め溝１１２３に挿入される。図２に示すように、
第１端子３１の第１半田接続部３１５と第２端子３２の第２半田接続部３２５とは、面一
になる一列に配置される。
【００１６】
　図４を参照すると、第１対の差分信号端子５３の一対の第１半田接続部３１５が第２端
子３２の第２接地端子５２の一対の第２半田接続部３２５の間に位置する。即ち、第２接
地端子５２の一方の第２半田接続部３２５が、第１対の差分信号端子５３の負差分信号Ｓ
－に対応する第１半田接続部３１５と、第２対の差分信号端子５４の負差分信号Ｓ―に対
応する第２半田接続部３２５の間に配置される。第２接地端子５２の他方の第２半田接続
部３２５が、第１対の差分信号端子５３の正差分信号Ｓ＋に対応する第１半田接続部３１
５と、第３対の差分信号端子５５の正差分信号Ｓ＋に対応する第２半田接続部３２５との
間に配置される。第２接地端子５２の二つの第２半田接続部３２５は、第１対の差分信号
端子５３の第１半田接続部３１５と、第２対の差分信号端子５４の第２半田接続部３２５
と、第３対の差分信号端子５５の第２半田接続部３２５とに、間隔に配置される。第１パ
ワー端子５６の第１半田接続３１５と、第２対の差分信号端子５３の正差分信号Ｓ＋に対
応する第２半田接続部３２５とは、隣接する。第１接地端子５１の第１半田接続部３１５
は、第３対の差分信号端子５５の負信号に対応する第２半田接続部３２５の外側に位置す
る。第２対の差分信号端子５４の第２半田接続部３２５と第１パワー端子５６の第１半田
接続部５１３とは、隣接する。第３対の差分信号端子５５の第２半田接続部３２５と第１
接地端子５１の第１半田接続部５１３とは、隣接する。即ち、第１パワー端子５６の第１
半田接続部５１３と、第２対の差分信号端子５４の第２半田接続部３２５と、第２接地端
子５２の一方の第２半田接続部３２５と、第１対の差分信号端子５３の第１半田接続部３
１５と、第２接地端子５２の他方の第２半田接続部３２５と、第３対の差分信号端子５５
の第２半田接続部３２５と、第１接地端子３１の第１半田接続部３１５とは、順番に配置
される。
【００１７】
　第１対の差分信号端子５３の第１半田接続部３１５と第２対の差分信号端子５４の第２
半田接続部３２５との間には、及び第１対の差分信号端子５３の第１半田接続部３１５と
第３対の差分信号端子５５の第２半田接続部３２５との間には、第２接地端子５２の第２
半田接続部３２５がそれぞれ配置される。三対の差分信号端子の中の各一方及び他方の差
分信号端子の間には、接地端子が配置される。これにより、隣接する一方及び他方の差分
信号端子との間のクロストークが減少する。信号の転送効果が良好になる。ハウジング４
は、絶縁性本体１に遮蔽する。ハウジング４の凹所４１１は、絶縁性本体１の凸状部片１
１２４と係合する。
【００１８】
　図７及び図８に示すように、本発明の第２の実施形態の電気コネクタ１００’は、絶縁
性本体１’と、前記絶縁性本体１’に取り付けられる位置決め部材２’と、絶縁性本体１
’に挿入される複数の導電端子３’と、前記絶縁性本体１’を遮蔽するハウジング４’と
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を備える。第１実施形態の電気コネクタ１００の第２接地端子５２は、第１対の差分信号
端子５３の第１半田接続部３１５の両側に配置される一対の第２半田接続部３２５を含む
。一方、第２実施形態の電気コネクタ１００’の第２端子３２’の第２接地端子５２’は
、第１対の差分信号端子５３’の第１半田接続部３１５’と第２対の差分信号端子５４’
の第２半田接続部３２５’の間に配置される一つの第２半田接続部３２５’を含む。即ち
、第１パワー端子５６’の第１半田接続部３１５’と、第２対の差分信号端子５４’の第
２半田接続部３２５’と、第２接地端子５２’の第２半田接続部３２５’と、第１対の差
分信号端子５３’の第１半田接続部３１５’と、第３対の差分信号端子５５’の第２半田
接続部３２５’と、第１接地端子５２’の第１半田接続部３１５’とは、順番に配置され
る。第２の実施形態の電気コネクタ１００’の他の端子配置は、第１実施形態の電気コネ
クタ１００の他の端子配置と、同一である。
【００１９】
　これにより、第１対の差分信号端子５３’の第１半田接続部３１５’と第２対の差分信
号端子５４’の第２半田接続部３２５’との間には、第２接地端子５２’の第２半田接続
部３２５’が配置される。隣接する一方及び他方の一対の差分信号端子の間に、二つの接
地端子が配置されることによって、一方及び他方の一対の差分信号端子の間のクロストー
クが減少する。信号の転送効果が良好になる。
【００２０】
　図９及び図１０を参照すると、本発明の第３の実施形態の電気コネクタ１００’’は、
絶縁性本体１’’と、前記絶縁性本体１’’に取り付けられる位置決め部材２’’と、絶
縁性本体１’’に挿入される複数の導電端子３’’と、前記絶縁性本体１’’を遮蔽する
ハウジング４’’と、を備える。第２実施形態のコネクタ１００’の第２端子３２’の第
２接地端子５２’は、第１対の差分信号端子５３’の第１半田接続部３１５’と第２対の
差分信号端子５４’の第２半田接続部３２５’のとの間に配置される第２半田接続部３２
５’を含む。一方、第３実施形態のコネクタ１００’’の第２端子３２’’の第２接地端
子５２’’は、第１対の差分信号端子５３’’の第１半田接続部３１５’’と第３対の差
分信号端子５５’’の第２半田接続部３２５’’との間に配置される第２半田接続部３２
５’’を含む。第１パワー端子５６’’の第１半田接続部３１５’’と、第２対の差分信
号端子５４’’の第２半田接続部３２５’’と、第１対の差分信号端子５３’’の第１半
田接続部３１５’’と、第２接地端子５２’’の第２半田接続部３２５’’と、第３対の
差分信号端子５５’’の第２半田接続部３２５’’と、第１接地端子５１’’の第１半田
接続部’’とは、順番に配置される。
【００２１】
　これにより、第１対の差分信号端子５３’’の第１半田接続部３１５’’と、第３対の
差分信号端子５５’’の第２半田接続部３２５’’との間には、第２接地端子５２’’の
第２半田接続部３２５’’が配置される。一方及び他方の一対の差分信号端子の間のクロ
ストークが減少する。信号の転送効果が良好になる。
【００２２】
　以上、本発明について好ましい実施形態を参照して詳細に説明したが、実施形態はあく
までも例示的なものであり、これらに限定されるものではない。また上述の説明は、本発
明に基づき成し得る細部の修正或いは変更などは、いずれも本発明の技術的範囲に属する
ものである。
【符号の説明】
【００２３】
１００　電気コネクタ
１０１　挿入空間
１　絶縁性本体
１１　基部
１１１　第１本体部
１１１０　収納空間



(7) JP 2011-238593 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

１１１１　第１上表面
１１２０　階段面
１１２　第２本体部
１１２１　第２上表面
１１２２　リブ
１１２３　第２位置決め溝
１１２４　凸状部片
１２　舌板
１２１　上表面
１２２　第１端子溝
１２３　第２端子溝
１３　側壁
２　位置決め部材
２４　挿入溝
３　導電端子
３１　第１端子
３１１　第１主体部
３１２　第１接触部
３１３　第１延在部
３１４　第１ネック部
３１５　第１半田接続部
３１６　第１折曲部
３２　第２端子
３２１　第２主体部
３２２　第２接触部
３２３　第２延在部
３２４　第２ネック部
３２５　第２半田接続部
４　ハウジング
４１　天壁
４１１　凹所
４２　底壁
４３　側壁
５１　第１接地端子
５２　第２接地端子
５３　第１対の差分信号端子
５４　第２対の差分信号端子
５５　第３対の差分信号端子
５６　第１パワー端子
１００’　電気コネクタ
１’　絶縁性本体
２’　位置決め部材
３’　導電端子
３１’　第１端子
３１５’　第１半田接続部
３２’　第２端子
３２５’　第２半田接続部
４’　ハウジング
５１’　第１接地端子
５２’　第２接地端子
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５３’　第１対の差分信号端子
５４’　第２対の差分信号端子
５５’　第３対の差分信号端子
５６’　第１パワー端子
１００’’　電気コネクタ
１’’　絶縁性本体
２’’　位置決め部材
３’’　導電端子
３１’’　第１端子
３１５’’　第１半田接続部
３２’’　第２端子
３２５’’　第２半田接続部
４’’　ハウジング
５１’’　第１接地端子
５２’’　第２接地端子
５３’’　第１対の差分信号端子
５４’’　第２対の差分信号端子
５５’’　第３対の差分信号端子
５６’’　第１パワー端子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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