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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）一端縁に沿って配列された複数の端子部材を一方の面に備え、幅の相違する複数種
類のカードを収容する空洞部を備えるハウジングと、
（ｂ）該ハウジングに取付けられ、各種類のカードの端子部材と接触する複数種類の接続
端子と、
（ｃ）前記ハウジングに一端が回動可能に取付けられ、前記ハウジング及び該ハウジング
に収容された前記カードの少なくとも一部の上方を覆って蓋をするためのカバー部材とを
有するカード用コネクタであって、
（ｄ）前記カバー部材は、前記カードをその種類毎の位置に排他的に位置決めして保持す
る位置決め部材を備え、
（ｅ）該位置決め部材は、前記カードの種類毎の幅に対応して配設され、前記カードの幅
方向の位置決めを行う側面位置決め部材を含み、
（ｆ）前記カードの種類毎の位置は、最も幅の狭い種類の位置がカバー部材の前記一端に
最も近く、幅が広い種類の位置ほど他端に近くなるように設定され、
（ｇ）前記カードは、開位置にあるカバー部材に位置決めされて保持され、該カバー部材
が閉位置になると、前記空洞部内に収容され、
（ｈ）前記側面位置決め部材は、前記カードの左右両側に対応する位置に配設されて対を
成し、
（ｉ）ｎ番目の種類のカードに対応する左右の側面位置決め部材同士の間隔は、ｎ－１番
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目の種類のカードの幅より広く、ｎ＋１番目の種類のカードの幅より狭くなるように設定
され、
（ｊ）前記ｎ番目の種類のカードに対応する側面位置決め部材は、ｎ＋１番目の種類のカ
ードの前端面と当接し、前記カードの前後方向の位置決めを行うことを特徴とするカード
用コネクタ。
｛ただし、ｎは自然数である。｝
【請求項２】
前記側面位置決め部材は、前記カードの側面部と係合する部分及びカードの一方の面と係
合する部分を含む請求項１に記載のカード用コネクタ。
【請求項３】
前記カードの左右いずれか一側に対応する位置に配設された側面位置決め部材は、カバー
部材の前後方向に延在する直線上に並ぶように配列されている請求項１に記載のカード用
コネクタ。
【請求項４】
前記位置決め部材は、１番目の種類のカードの前端面と当接し、前記カードの前後方向の
位置決めを行う前端位置決め部材を含む請求項１に記載のカード用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カード用コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤ、ゲーム機
、車両用ナビゲーション装置等の電子機器においては、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カード、ＭＭＣ（Ｒ）（Ｍｕｌｔｉ　Ｍｅｄｉａ　Ｃ
ａｒｄ）、ＳＤ（Ｒ）（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、ミニＳＤ（Ｒ）カード
、メモリスティック（Ｒ）、スマートメディア（Ｒ）等の各種メモリカードを利用するた
めに、カード用コネクタを備えている。
【０００３】
　近年、電子機器の多様化に伴って、メモリカードも多様化される傾向にある。そのため
、１種類のメモリカードだけでなく、２種類のメモリカードを装填（てん）することがで
きるカード用コネクタが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　図２９は従来のカード用コネクタを示す図である。
【０００５】
　図において、８１１はカード用コネクタのハウジングであり、また、８６１は第１のカ
ード９０１及び第２のカード９０２を保持するホルダ部材であってハウジング８１１に回
転可能に取付けられている。前記第１のカード９０１及び第２のカード９０２は、互いに
大きさが相違するだけでなく、ボディに形成された第１の切欠部９１１及び第２の切欠部
９１２の位置も、第１の接続パッド９５１及び第２の接続パッド９５２の数及び配列も相
違する。
【０００６】
　そこで、前記ホルダ部材８６１には、第１のカード９０１を収納するための第１の収納
部８７１、及び、第２のカード９０２を収納するための第２の収納部８７２が、各々、形
成されている。さらに、前記ホルダ部材８６１は、第１のカード９０１及び第２のカード
９０２を挿入するための挿入ガイド８６２、ハウジング８１１に対して回転可能に取付け
られた回転軸８６３、及び、ホルダ部材８６１を回転させるための回転操作アーム８６４
を備える。
【０００７】
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　また、前記ハウジング８１１の基板部８１２には、第１の窓孔（あな）部８２１及び第
２の窓孔部８２２が形成されている。そして、第１の窓孔部８２１の各々には、第１のカ
ード９０１の第１の接続パッド９５１と接触する第１の端子８５１が収納され、第２の窓
孔部８２２の各々には、第２のカード９０２の第２の接続パッド９５２と接触する第２の
端子８５２が収納されている。さらに、前記ハウジング８１１は、前記回転軸８６３が取
付けられる軸受部８１３、前記回転操作アーム８６４を保持するアーム固定部８１４、及
び、収容凹部８１５を備える。
【０００８】
　これにより、大きさの相違する第１のカード９０１と第２のカード９０２とを重ねるよ
うにして同時に装填し、使用することができる。
【特許文献１】特開２００３－１３２９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前記従来のカード用コネクタは、大きさ、形状等の相違する第１のカー
ド９０１及び第２のカード９０２を重ねて装填するので、ハウジング８１１及びホルダ部
材８６１の厚さ方向の寸法が大きくなり、コネクタ全体が大型化してしまい、小型の電子
機器に装着することが困難である。しかし、通常の電子機器の使用状況では、２枚のカー
ドを同時に装填することは必要とされておらず、むしろ、種類が相違し、大きさ、形状、
接続パッドの配列等の相違する複数のカードを選択的に装填することが要求されている。
【００１０】
　また、カードを他の種類のカードのために設定された位置に装填してしまうこと、すな
わち、誤装填を防止する機能も要求されているが、前記従来のカード用コネクタでは、特
に小型の第１のカード９０１をより大型の第２のカード９０２の装填位置に装填してしま
う可能性がある。
【００１１】
　本発明は、前記従来のカード用コネクタの問題点を解決して、カバー部材が備える位置
決め部材によってカードの種類を識別するようにして、厚さ寸法が微小で小型であるとと
もに、複数種類のカードを確実に識別することができ、カードを誤った位置に装填したり
、誤った姿勢で装填することを確実に防止することができ、複数種類のカードを排他的に
確実に装填することができるカード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】
【００１２】
　そのために、本発明のカード用コネクタにおいては、一端縁に沿って配列された複数の
端子部材を一方の面に備え、幅の相違する複数種類のカードを収容する空洞部を備えるハ
ウジングと、該ハウジングに取付けられ、各種類のカードの端子部材と接触する複数種類
の接続端子と、前記ハウジングに一端が回動可能に取付けられ、前記ハウジング及び該ハ
ウジングに収容された前記カードの少なくとも一部の上方を覆って蓋（ふた）をするため
のカバー部材とを有するカード用コネクタであって、前記カバー部材は、前記カードをそ
の種類毎の位置に排他的に位置決めして保持する位置決め部材を備え、該位置決め部材は
、前記カードの種類毎の幅に対応して配設され、前記カードの幅方向の位置決めを行う側
面位置決め部材を含み、前記カードの種類毎の位置は、最も幅の狭い種類の位置がカバー
部材の前記一端に最も近く、幅が広い種類の位置ほど他端に近くなるように設定され、前
記カードは、開位置にあるカバー部材に位置決めされて保持され、該カバー部材が閉位置
になると、前記空洞部内に収容され、前記側面位置決め部材は、前記カードの左右両側に
対応する位置に配設されて対を成し、ｎ番目の種類のカードに対応する左右の側面位置決
め部材同士の間隔は、ｎ－１番目の種類のカードの幅より広く、ｎ＋１番目の種類のカー
ドの幅より狭くなるように設定され、前記ｎ番目の種類のカードに対応する側面位置決め
部材は、ｎ＋１番目の種類のカードの前端面と当接し、前記カードの前後方向の位置決め
を行う｛ただし、ｎは自然数である。｝。
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【００１５】
　本発明の更に他のカード用コネクタにおいては、さらに、前記側面位置決め部材は、前
記カードの側面部と係合する部分及びカードの一方の面と係合する部分を含む。
【００１８】
　本発明の更に他のカード用コネクタにおいては、さらに、前記カードの左右いずれか一
側に対応する位置に配設された側面位置決め部材は、カバー部材の前後方向に延在する直
線上に並ぶように配列されている。
【００１９】
　本発明の更に他のカード用コネクタにおいては、さらに、前記位置決め部材は、１番目
の種類のカードの前端面と当接し、前記カードの前後方向の位置決めを行う前端位置決め
部材を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、カード用コネクタは、カバー部材が備える位置決め部材によってカー
ドの種類を識別する。これにより、カード用コネクタは、厚さ寸法が微小で小型であると
ともに、複数種類のカードを確実に識別することができる。また、カードを誤った位置に
装填したり、誤った姿勢で装填したりすることを確実に防止することができ、複数種類の
カードを排他的に確実に装填することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２２】
　図１は本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第１の斜視図、図２
は本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第２の斜視図、図３は本発
明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す側面図、図４は本発明の第１の実
施の形態におけるカード用コネクタを示す第３の斜視図、図５は本発明の第１の実施の形
態におけるカード用コネクタを示す第４の斜視図、図６は本発明の第１の実施の形態にお
けるカード用コネクタを示す分解図である。なお、図１～３（ａ）はシェルを開いた状態
を示す図、図３（ｂ）～５はシェルを閉じた状態を示す図である。
【００２３】
　図において、１は本実施の形態におけるカード用コネクタであり、図示されない電子機
器に取付けられる。そして、前記カード用コネクタ１の内部には複数種類、すなわち、ｎ
種類（ｎは自然数）のカードが排他的に装填され、前記カード用コネクタ１を介して、前
記電子機器にｎ種類のカードが排他的に装着される。なお、本実施の形態においては、ｎ
が２である場合について説明する。
【００２４】
　この場合、後述される２種類のカード、すなわち、１番目の種類のカードである第１カ
ード１０１ａ及び２番目の種類のカードである第２カード１０１ｂのいずれかが排他的に
装填され、前記カード用コネクタ１を介して、前記電子機器に第１カード１０１ａ又は第
２カード１０１ｂが装着される。なお、前記電子機器は、例えば、パーソナルコンピュー
タ、携帯電話機、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤ、ゲーム機、車
両用ナビゲーション装置等であるが、いかなる種類の機器であってもよい。
【００２５】
　また、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂは、例えば、ＳＩＭカード、ＭＭＣ
（Ｒ）、ＳＤ（Ｒ）カード、ミニＳＤ（Ｒ）カード、メモリスティック（Ｒ）、スマート
メディア（Ｒ）、Ｔ－Ｆｌａｓｈ（Ｔｒａｎｓ　Ｆｌａｓｈ）メモリカード等のＩＣカー
ドであり、いかなる種類のカードであってもよいが、本実施の形態においては、第１カー
ド１０１ａがマイクロＳＤ（Ｒ）カードであり、第２カード１０１ｂがメモリスティック
マイクロ（Ｒ）であるものとして説明する。第２カード１０１ｂは、第１カード１０１ａ
より幅が広くなっている。
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【００２６】
　なお、本実施の形態において、カード用コネクタ１の各部の構成及び動作を説明するた
めに使用される上、下、左、右、前、後等の方向を示す表現は、絶対的なものでなく相対
的なものであり、カード用コネクタ１又はその部品が図に示される姿勢である場合に適切
であるが、カード用コネクタ１又はその部品の姿勢が変化した場合には、姿勢の変化に応
じて変更して解釈されるべきものである。
【００２７】
　ここで、前記カード用コネクタ１は、合成樹脂等の絶縁性材料によって一体的に成形さ
れた第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂのいずれかを１枚だけ収容するハウジン
グ１１と、金属等の導電性材料から成る板材に打抜き、折曲げ等の加工を施すことによっ
て成形され、ハウジング１１に回動可能に取付けられたカバー部材としてのシェル６１と
を有する。該シェル６１は、電磁シールドとしての機能を備えるとともに、ハウジング１
１の上方を覆って蓋をする部材であり、図１～３（ａ）は、シェル６１が蓋を開けた開位
置にある状態を示している。また、図３（ｂ）～５に示されるように、シェル６１が蓋を
閉じた閉位置にある状態において、カード用コネクタ１は、概略扁（へん）平な直方体の
ような形状、又は、長方形の厚板のような形状を備える。
【００２８】
　図５に特によく示されるように、ハウジング１１は、前縁側、すなわち、手前側（図２
における右側）が略Ｕ字状又はコ字状に切取られた形状を備える底壁部１２、及び、該底
壁部１２の両側の縁に沿って延在し、底壁部１２から立設する側壁部としての左側壁部１
３Ｌ及び右側壁部１３Ｒを有する。ここで、底壁部１２には、方形の第１端子収容凹部１
６ａ及び第２端子収容凹部１６ｂが形成され、前記第１端子収容凹部１６ａには第１端子
５１ａが複数本並んで配設され、前記第２端子収容凹部１６ｂ内には第２端子５１ｂが複
数本並んで配設されている。そして、第１端子収容凹部１６ａは、奥側に形成され、第２
端子収容凹部１６ｂは第１端子収容凹部１６ａよりも手前側に形成されている。なお、図
に示される例において、第１端子収容凹部１６ａ及び第２端子収容凹部１６ｂは、底壁部
１２を貫通する開口として形成されているが、必ずしも開口である必要はなく、有底の凹
入部であってもよい。
【００２９】
　前記第１端子５１ａは、第１カード１０１ａ用の接続端子であり、金属板等のばね性を
備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部５４ａが底壁部１
２における第１端子収容凹部１６ａよりも奥側の第１端子取付部１４ａに取付けられてい
る。具体的には、該第１端子取付部１４ａの表面に形成された第１端子取付溝１５ａの各
々に、各第１端子５１ａの基端部５４ａが装填されている。また、第１端子５１ａの先端
部は、第１端子収容凹部１６ａ内において、手前側に向けて斜め上方に延在し、底壁部１
２の上面より上方に突出する接触部５３ａとなっている。該接触部５３ａは、第１カード
１０１ａの第１面１１８ａに配設された後述される端子部材としてのコンタクトパッド１
５１ａの各々に弾性的に当接して電気的に接続される。さらに、前記第１端子５１ａの基
端部５４ａから前記接触部５３ａと反対側に延出するソルダーテール部５２ａは、第１端
子取付部１４ａの奥側の縁から奥に向けて突出し、前記電子機器における配線基板等に形
成された信号線、コンタクトパッド、端子等、すなわち、相手側端子部材に、はんだ付等
によって電気的に接続される。
【００３０】
　一方、前記第２端子５１ｂは、第２カード１０１ｂ用の接続端子であり、金属板等のば
ね性を備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部５４ｂが底
壁部１２における第２端子収容凹部１６ｂよりも手前側の第２端子取付部１４ｂに取付け
られている。具体的には、該第２端子取付部１４ｂの表面に形成された第２端子取付溝１
５ｂの各々に、各第２端子５１ｂの基端部５４ｂが装填されている。また、第２端子５１
ｂの先端部は、第２端子収容凹部１６ｂ内において、奥側に向けて斜め上方に延在し、底
壁部１２の上面より上方に突出する接触部５３ｂとなっている。該接触部５３ｂは、第２



(6) JP 4633102 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

カード１０１ｂの第１面１１８ｂに配設された後述される端子部材としてのコンタクトパ
ッド１５１ｂの各々に弾性的に当接して電気的に接続される。さらに、前記第２端子５１
ｂの基端部５４ｂから前記接触部５３ｂと反対側に延出するソルダーテール部５２ｂは、
第２端子取付部１４ｂの手前側の縁から手前に向けて突出し、前記電子機器における配線
基板等に形成された信号線、コンタクトパッド、端子等、すなわち、相手側端子部材に、
はんだ付等によって電気的に接続される。
【００３１】
　そして、底壁部１２の左方の側縁に沿って前後方向に延在する左側壁部１３Ｌの手前側
端及び奥側端には、取付用補助金具としての左手前ネイル５６Ｌ及び左奥ネイル５７Ｌが
取付けられている。同様に、底壁部１２の右方の側縁に沿って前後方向に延在する右側壁
部１３Ｒの手前側端及び奥側端には、取付用補助金具としての右手前ネイル５６Ｒ及び右
奥ネイル５７Ｒが取付けられている。これら、左手前ネイル５６Ｌ及び左奥ネイル５７Ｌ
並びに右手前ネイル５６Ｒ及び右奥ネイル５７Ｒは、カード用コネクタ１を電子機器にお
ける配線基板等に固定するために、該配線基板等に形成された接続部に、はんだ付等の固
定手段によって固定される。
【００３２】
　また、左側壁部１３Ｌの内方には第１カード１０１ａの前端寄りの後述される左側の側
面部１１７ａと係合する第１左側係合凸部２１Ｌａが形成され、右側壁部１３Ｒの内方に
は第１カード１０１ａの前端寄りの後述される右側の側面部１１７ａと係合する第１右側
係合凸部２１Ｒａが形成されている。そして、底壁部１２、第１端子取付部１４ａ、第１
左側係合凸部２１Ｌａ及び第１右側係合凸部２１Ｒａによって、空洞部としての第１カー
ド収容空洞部２２ａが画定される。さらに、該第１カード収容空洞部２２ａの手前側には
、底壁部１２、第１左側係合凸部２１Ｌａ及び第１右側係合凸部２１Ｒａの手前側の縁、
左側壁部１３Ｌ並びに右側壁部１３Ｒによって、空洞部としての第２カード収容空洞部２
２ｂが画定される。なお、該第２カード収容空洞部２２ｂの手前側の面は開放されている
。また、第１カード収容空洞部２２ａ及び第２カード収容空洞部２２ｂの上面も開放され
ている。
【００３３】
　前記第１カード収容空洞部２２ａは、幅方向の寸法が第１カード１０１ａの後端寄りの
部分の幅方向の寸法及び第２カード１０１ｂの幅方向の寸法より小さく、第１カード１０
１ａの前端寄りの部分が排他的に収容される部分である。これに対し、第２カード収容空
洞部２２ｂは、幅方向の寸法が第１カード収容空洞部２２ａの幅方向の寸法より大きく、
第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂの両者が収容される部分である。
【００３４】
　また、前記左側壁部１３Ｌ及び右側壁部１３Ｒの外側面には、シェル６１を閉位置で維
持するためのシェル係合部１９が形成されている。該シェル係合部１９は、側壁側から見
て概略Ｌ字状かつ内方へ凹状に形成されているので、シェル６１のシェル係合片６９は、
シェル係合部１９の鉛直方向部分から進入して、水平方向部分に係合される。なお、図に
示される例においては、シェル係合部１９が左右に２つずつ形成されているが、シェル係
合部１９の数は任意に設定することができ、例えば、左右に１つずつ形成されていてもよ
い。また、シェル係合片６９の数も、シェル係合部１９と同様に、任意に設定することが
できる。
【００３５】
　さらに、前記左側壁部１３Ｌ及び右側壁部１３Ｒの外側面における奥側の端部近傍には
、前後方向に向けて延在する支軸係合溝１８が形成されている。該支軸係合溝１８内には
、シェル６１の回動支軸６８が、回動可能に、かつ、スライド可能に挿入されている。
【００３６】
　一方、シェル６１は、概略矩（く）形状の天板部６２と、該天板部６２の両側縁に沿っ
て前後方向に延在する側面部としての左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒとを有する。な
お、左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒは、天板部６２と一体的に形成された金属板等か
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ら成る部材であり、天板部６２に対してほぼ直角となるように折曲げることによって形成
されている。そして、左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒの奥側（図１及び２における下
側）の端部には回動支軸６８が形成されている。ここで、該回動支軸６８は、左側面部６
３Ｌ及び右側面部６３Ｒの奥側の内側面から内方へ向いて突出し、ハウジング１１の支軸
係合溝１８内に回動可能に、かつ、スライド可能に挿入されている。これにより、前記シ
ェル６１は、ハウジング１１に対して回動可能に、かつ、前後方向にスライド可能となっ
ている。
【００３７】
　そして、天板部６２において、シェル６１が閉位置にあるときハウジングの底面と対向
する面である内面（図３（ｂ）における下側面）には、前端位置決め部材としての前端位
置決め突起６４と、側面位置決め部材としての一対の第１カード用側面部保持突起６５ａ
及び一対の第２カード用側面部保持突起６５ｂとが、位置決め部材として、一体的に形成
されている。図に示される例において、前端位置決め突起６４、第１カード用側面部保持
突起６５ａ及び第２カード用側面部保持突起６５ｂは、金属板等から成る天板部６２の一
部を切起こして折曲げることによって、天板部６２から直角方向（図３（ｂ）における下
方向）に突出するように形成されている。
【００３８】
　ここで、前端位置決め突起６４は、天板部６２の奥側の縁に沿って形成され、第１カー
ド１０１ａの後述される前端面１１６ａと当接し、シェル６１に保持された第１カード１
０１ａの前後方向の位置決めを行う。
【００３９】
　また、第１カード用側面部保持突起６５ａは、天板部６２における前端位置決め突起６
４より手前側（図１及び２における上側）に形成され、第１カード１０１ａの前端寄りの
左右の側面部１１７ａと、各々係合し、シェル６１に保持された第１カード１０１ａの左
右方向、すなわち、幅方向の位置決めを行う。この場合、左右の第１カード用側面部保持
突起６５ａ同士の間隔は、第１カード１０１ａの前端寄りの左右の側面部１１７ａ同士の
間隔、すなわち、第１カード１０１ａの前端寄りの部分の幅と等しいかやや大きい程度で
あって、第２カード１０１ｂの幅より狭くなるように設定されている。なお、第１カード
用側面部保持突起６５ａの先端部は、天板部６２とほぼ平行になるように折曲げられてお
り、第１カード１０１ａの第１面１１８ａと係合する。
【００４０】
　これにより、シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第１カード１０１ａ
は、第１カード用側面部保持突起６５ａによって、シェル６１に保持された状態が維持さ
れる。また、第１カード用側面部保持突起６５ａの手前側端６６は、第２カード１０１ｂ
の後述される前端面１１６ｂと当接し、シェル６１に保持された第２カード１０１ｂの前
後方向の位置決めを行う。
【００４１】
　さらに、第２カード用側面部保持突起６５ｂは、天板部６２における第１カード用側面
部保持突起６５ａより手前側（図１及び２における上側）に形成され、第２カード１０１
ｂの前端寄りの後述される左右の側面部１１７ｂと、各々係合し、シェル６１に保持され
た第２カード１０１ｂの左右方向、すなわち、幅方向の位置決めを行う。この場合、左右
の第２カード用側面部保持突起６５ｂ同士の間隔は、第２カード１０１ｂの左右の側面部
１１７ｂ同士の間隔、すなわち、第２カード１０１ｂの幅と等しいかやや大きい程度であ
って、第１カード１０１ａの幅より広くなるように設定されている。なお、第２カード用
側面部保持突起６５ｂの先端部は、天板部６２とほぼ平行になるように折曲げられており
、第２カード１０１ｂの第１面１１８ｂと係合する。
【００４２】
　これにより、シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第２カード１０１ｂ
は、第２カード用側面部保持突起６５ｂによって、シェル６１に保持された状態が維持さ
れる。



(8) JP 4633102 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

【００４３】
　なお、天板部６２には、付勢部材としての板ばね６７が形成されている。該板ばね６７
は、天板部６２の一部を切起こして形成されたカンチレバー状の部材であり、自由端が天
板部６２から突出し、第２カード用側面部保持突起６５ｂによって保持された第２カード
１０１ｂの第２面１１９ｂに当接し、第２カード１０１ｂを第２カード用側面部保持突起
６５ｂの先端部に押付ける。これにより、第２カード１０１ｂは、安定して保持された状
態となり、がたつくことがない。また、前記板ばね６７は、第１カード用側面部保持突起
６５ａによって保持された第１カード１０１ａの左側の側面部１１７ｂに当接する。これ
により、第１カード１０１ａは、後端寄りの部分においても、幅方向の位置決めが行われ
るので、安定して保持された状態となり、がたつくことがない。
【００４４】
　さらに、天板部６２には、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂの後述される凹
部１１２ａ及び１１２ｂと係合するカード係合部７１が、天板部６２から直角方向に突出
するように形成されている。なお、カード係合部７１には、前記凹部１１２ａ及び１１２
ｂ内に進入する係合凸部７２が、内側面から突出するように形成されている。図に示され
る例において、前記カード係合部７１と右側の第２カード用側面部保持突起６５ｂとが同
じ部位に形成されているが、右側の第２カード用側面部保持突起６５ｂとカード係合部７
１とは、相互に離間した部位に形成することもできる。
【００４５】
　また、左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒは、各々、下側（図３（ｂ）における下側）
端縁、すなわち、天板部６２と反対側の端縁に、シェル係合片６９を備える。該シェル係
合片６９は、左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒから突出するように一体的に形成された
舌片状の部材であり、左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対してほぼ直角となるように
折曲げることによって形成され、天板部６２とほぼ平行に内方へ向いて突出する。そして
、前記シェル係合片６９は、シェル６１を回動させてハウジング１１の上方を覆って蓋を
すると、ハウジング１１の左側壁部１３Ｌ及び右側壁部１３Ｒの外側面に形成されたシェ
ル係合部１９の鉛直方向部分に上から進入し、さらに、シェル６１を手前側にスライドさ
せると、シェル係合部１９の水平方向部分と係合して、シェル６１が開くことを防止する
。
【００４６】
　次に、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂについて説明する。
【００４７】
　図７は本発明の第１の実施の形態における第１カードを示す図、図８は本発明の第１の
実施の形態における第２カードを示す図である。なお、図７及び８において、（ａ）は第
１面を示す上面図、（ｂ）は第２面を示す下面図である。
【００４８】
　前述のように、本実施の形態において、第１カード１０１ａは、マイクロＳＤ（Ｒ）カ
ードであり、図７に示されるような略長方形の板状の形状を有し、各寸法は、長さ（図７
における上下）が１５．０〔ｍｍ〕、幅（図７における左右）が１１．０〔ｍｍ〕、厚さ
（図７における図面に垂直な方向の寸法）が０．７〔ｍｍ〕である。そして、第１面１１
８ａの前端寄りの位置には、複数のコンタクトパッド１５１ａが一端縁（前端面１１６ａ
側の端縁）に沿って並んだ状態で配設されている。
【００４９】
　なお、第１カード１０１ａの一方の側壁（図７（ａ）における右側壁）には凹部１１２
ａが形成され、さらに、前端寄りには前方切欠部１１５ａが形成されている。該前方切欠
部１１５ａは、第１カード１０１ａの前壁と前記一方の側壁との角部を所定範囲に亘（わ
た）って欠落させたものであり、略台形の形状を備える。これにより、第１カード１０１
ａの前端寄りの部分には後端寄りの部分よりも幅の狭い幅狭部が形成され、その幅寸法は
９．７〔ｍｍ〕である。ここでは、前記幅狭部における左右の側面を、第１カード１０１
ａの側面部１１７ａとして説明する。
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【００５０】
　また、第２カード１０１ｂは、メモリスティックマイクロ（Ｒ）であり、図８に示され
るような略長方形の板状の形状を有し、各寸法は、長さ（図８における上下）が１５．０
〔ｍｍ〕、幅（図８における左右）が１２．５〔ｍｍ〕、厚さ（図８における図面に垂直
な方向）が１．２〔ｍｍ〕である。そして、第１面１１８ｂの前端寄りの位置には、複数
のコンタクトパッド１５１ｂが一端縁（前端面１１６ｂ側の端縁）に沿って並んだ状態で
配設されている。また、第２カード１０１ｂの左右の側壁には凹部１１２ｂが形成されて
いる。
【００５１】
　なお、第２カード１０１ｂのコンタクトパッド１５１ｂの数、ピッチ等は、第１カード
１０１ａのコンタクトパッド１５１ａの数、ピッチ等と相違する。そのため、第２カード
１０１ｂのコンタクトパッド１５１ｂに対応する第２端子５１ｂの数、ピッチ等も、第１
カード１０１ａのコンタクトパッド１５１ａに対応する第１の端子５１ａの数、ピッチ等
と相違する。なお、１１７ｂは側面部である。
【００５２】
　次に、前記構成のカード用コネクタ１にカードを装填する動作について説明する。まず
、第１カード１０１ａを装填する場合について説明する。
【００５３】
　図９は本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを取
付けた状態を示す図、図１０は本発明の第１の実施の形態における第１カードを取付けた
シェルを閉じた状態を示す図、図１１は本発明の第１の実施の形態における第１カードを
取付けたシェルを閉じた状態の部分断面図であり図１０のＺ－Ｚ矢視断面図である。
【００５４】
　まず、図９に示されるように、シェル６１が蓋を開けた状態とする、すなわち、開位置
とする。この場合、第１カード１０１ａの装填を容易に行うことができるように、シェル
６１とハウジング１１との角度が９０度以上となるように、大きく開けておくことが望ま
しい。
【００５５】
　続いて、電子機器の利用者等が手指等によって、第１カード１０１ａをシェル６１に取
付ける。この場合、第１カード１０１ａの姿勢を、コンタクトパッド１５１ａが形成され
た第１面１１８ａが手前を向き、第２面１１９ａが天板部６２に対向し、前端面１１６ａ
が下を向き、左右の側面部１１７ａが左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するよう
な姿勢にする。そして、第２面１１９ａが天板部６２を摺（しゅう）接するようにして、
第１カード１０１ａをシェル６１の上方から下方に移動させる。
【００５６】
　このとき、第１カード１０１ａ全体が左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂの間を
通過し、さらに、先端寄りの幅狭部が左右の第１カード用側面部保持突起６５ａの間に進
入するように、第１カード１０１ａを移動させる。左右の第２カード用側面部保持突起６
５ｂ同士の間隔が、第２カード１０１ｂの幅と等しいかやや大きい程度であって、第１カ
ード１０１ａの幅より広くなるように設定されているので、第１カード１０１ａは、左右
の第２カード用側面部保持突起６５ｂの間をスムーズに通過する。また、第１カード１０
１ａの第２面１１９ａを天板部６２に摺接させることによって、第１カード用側面部保持
突起６５ａの先端部と第１カード１０１ａの第１面１１８ａとを係合させる。
【００５７】
　そして、前端面１１６ａが前端位置決め突起６４と当接すると、第１カード１０１ａは
、移動を停止して位置決めされる。これにより、図９に示されるように、第１カード１０
１ａがシェル６１に位置決めされて保持された状態となる。この場合、カード係合部７１
の係合凸部７２が第１カード１０１ａの凹部１１２ａ内に進入して係合するので、カード
用コネクタ１又は第１カード１０１ａが衝撃等の外力を受けても、第１カード１０１ａが
シェル６１から離脱してしまうことがなく、また、第１カード１０１ａの位置ずれが生じ
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ることもない。
【００５８】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、蓋を閉じた状態とする、すなわち、閉位置にする。これにより、シェル６１
に保持された第１カード１０１ａは、ハウジング１１の第１カード収容空洞部２２ａ及び
第２カード収容空洞部２２ｂ内に収容される。この際、シェル係合片６９は、ハウジング
１１の左側壁部１３Ｌ及び右側壁部１３Ｒの外側面に形成されたシェル係合部１９の鉛直
方向部分に上から進入する。続いて、利用者等が手指等によってシェル６１を手前側にス
ライドさせると、シェル係合片６９がシェル係合部１９の水平方向部分と係合して、シェ
ル６１が開くことを防止する。
【００５９】
　これにより、図１０及び１１に示されるような状態となり、カード用コネクタ１に第１
カード１０１ａを装着する動作が終了する。この場合、第１カード１０１ａは、前端寄り
の幅狭部がハウジング１１の第１カード収容空洞部２２ａ内に収容され、幅狭部よりも後
端寄りの部分が第２カード収容空洞部２２ｂ内に収容される。そして、コンタクトパッド
１５１ａの各々は、対応する第１端子５１ａの接触部５３ａに接触し、第１端子５１ａと
電気的に接続され、さらに、ソルダーテール部５２ａを介して、前記電子機器における配
線基板等に形成された相手側端子部材に電気的に接続される。この場合、第１端子５１ａ
は、コンタクトパッド１５１ａによって上から押されることによって弾性的に変形し、こ
れにより、ばね力を発揮して接触部５３ａをコンタクトパッド１５１ａに押圧する。した
がって、コンタクトパッド１５１ａと第１端子５１ａとの接触が確実に維持される。
【００６０】
　また、第１カード１０１ａは、シェル６１に保持された状態において、前端面１１６ａ
が前端位置決め突起６４と当接し、左右の側面部１１７ａが左右の第１カード用側面部保
持突起６５ａと係合し、凹部１１２ａがカード係合部７１と係合しているので、前後左右
に正確に位置決めされている。そのため、シェル６１を閉位置にすると、第１カード１０
１ａをハウジング１１の空洞部内において正確な位置に収容させることができ、各コンタ
クトパッド１５１ａが対応する第１端子５１ａと正確に対向して接触させることができる
。したがって、電子機器の利用者等は、第１カード１０１ａをシェル６１に取付けてシェ
ル６１を回動させるとういう単純な作業を行うことによって、第１カード１０１ａをカー
ド用コネクタ１内の正確な位置に装填することができる。
【００６１】
　次に、第２カード１０１ｂを装填する場合について説明する。
【００６２】
　図１２は本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図、図１３は本発明の第１の実施の形態における第２カードを取付け
たシェルを閉じた状態を示す図、図１４は本発明の第１の実施の形態における第２カード
を取付けたシェルを閉じた状態の部分断面図であり図１３のＹ－Ｙ矢視断面図である。
【００６３】
　第２カード１０１ｂを装填する場合も、第１カード１０１ａの場合と同様、図１２に示
されるように、シェル６１を開位置とする。この場合、第２カード１０１ｂの装填を容易
に行うことができるように、シェル６１とハウジング１１との角度が９０度以上となるよ
うに、大きく開けておくことが望ましい。
【００６４】
　続いて、電子機器の利用者等が手指等によって、第２カード１０１ｂをシェル６１に取
付ける。この場合、第２カード１０１ｂの姿勢を、コンタクトパッド１５１ｂが形成され
た第１面１１８ｂが手前を向き、第２面１１９ｂが天板部６２に対向し、前端面１１６ｂ
が下を向き、左右の側面部１１７ｂが左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するよう
な姿勢にする。そして、第２面１１９ｂが天板部６２を摺接するようにして、第２カード
１０１ｂをシェル６１の上方から下方に移動させる。
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【００６５】
　このとき、第２カード１０１ｂの先端寄りの部分が左右の第２カード用側面部保持突起
６５ｂの間に進入するように、第２カード１０１ｂを移動させる。また、該第２カード１
０１ｂの第２面１１９ｂを天板部６２に摺接させることによって、第２カード用側面部保
持突起６５ｂの先端部と第２カード１０１ｂの第１面１１８ｂとを係合させる。
【００６６】
　そして、前端面１１６ｂが左右の第１カード用側面部保持突起６５ａと当接すると、第
２カード１０１ｂは、移動を停止して位置決めされる。左右の第１カード用側面部保持突
起６５ａ同士の間隔が、第１カード１０１ａの前端寄りの部分の幅と等しいかやや大きい
程度であって、第２カード１０１ｂの幅より狭くなるように設定されているので、第２カ
ード１０１ｂは、左右の第１カード用側面部保持突起６５ａの間に進入することができず
、前端面１１６ｂが第１カード用側面部保持突起６５ａに当接する。この場合、該第１カ
ード用側面部保持突起６５ａが第２カード１０１ｂのための前端位置決め部材として第１
カード１０１ａの前端位置決め突起６４と同じように機能する。
【００６７】
　これにより、図１２に示されるように、第２カード１０１ｂがシェル６１に、位置決め
されて保持された状態となる。この場合、カード係合部７１の係合凸部７２が第２カード
１０１ｂの凹部１１２ｂ内に進入して係合するので、カード用コネクタ１又は第２カード
１０１ｂが衝撃等の外力を受けても、第２カード１０１ｂがシェル６１から離脱してしま
うことがなく、また、第２カード１０１ｂの位置ずれが生じることもない。
【００６８】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、閉位置にする。これにより、シェル６１に保持された第２カード１０１ｂは
、ハウジング１１の第２カード収容空洞部２２ｂ内に収容される。なお、第２カード１０
１ｂのいずれの部分も、第１カード収容空洞部２２ａ内には収容されない。この際、シェ
ル係合片６９は、ハウジング１１の左側壁部１３Ｌ及び右側壁部１３Ｒの外側面に形成さ
れたシェル係合部１９の鉛直方向部分に上から進入する。続いて、利用者等が手指等によ
ってシェル６１を手前側にスライドさせると、シェル係合片６９がシェル係合部１９の水
平方向部分と係合して、シェル６１が開くことを防止する。
【００６９】
　これにより、図１３及び１４に示されるような状態となり、カード用コネクタ１に第２
カード１０１ｂを装着する動作が終了する。この場合、第２カード１０１ｂは、全体が第
２カード収容空洞部２２ｂ内に収容される。そして、コンタクトパッド１５１ｂの各々は
、対応する第２端子５１ｂの接触部５３ｂに接触し、第２端子５１ｂと電気的に接続され
、さらに、ソルダーテール部５２ｂを介して、前記電子機器における配線基板等に形成さ
れた相手側端子部材に電気的に接続される。この場合、第２端子５１ｂは、コンタクトパ
ッド１５１ｂによって上から押されることによって弾性的に変形し、これにより、ばね力
を発揮して接触部５３ｂをコンタクトパッド１５１ｂに押圧する。したがって、コンタク
トパッド１５１ｂと第２端子５１ｂとの接触が確実に維持される。
【００７０】
　また、第２カード１０１ｂは、シェル６１に保持された状態において、前端面１１６ｂ
が第１カード用側面部保持突起６５ａと当接し、左右の側面部１１７ｂが左右の第２カー
ド用側面部保持突起６５ｂと係合し、凹部１１２ｂがカード係合部７１と係合しているの
で、前後左右に正確に位置決めされている。そのため、シェル６１を閉位置にすると、第
２カード１０１ｂをハウジング１１の空洞部内において正確な位置に収容させることがで
き、各コンタクトパッド１５１ｂが対応する第２端子５１ｂと正確に対向して接触させる
ことができる。したがって、電子機器の利用者等は、第２カード１０１ｂをシェル６１に
取付けてシェル６１を回動させるとういう単純な作業を行うことによって、第２カード１
０１ｂをカード用コネクタ１内の正確な位置に装填することができる。
【００７１】
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　このように、本実施の形態においては、開位置のシェル６１に複数種類、すなわち、ｎ
種類（ｎ＝２）のカードとして、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂのいずれか
を排他的に取付け、シェル６１を閉位置にすることによって、第１カード１０１ａ及び第
２カード１０１ｂの各々をハウジング１１の空洞部内において対応する位置に収容させ、
対応する端子、すなわち、第１端子５１ａ及び第２端子５１ｂと各々電気的に接続させる
ようになっている。
【００７２】
　そして、シェル６１は、カードの位置決め部材として、ｎ種類のカード用側面部保持突
起、すなわち、第１カード用側面部保持突起６５ａ及び第２カード用側面部保持突起６５
ｂを備え、カードの側面部を対応するカード用側面部保持突起と係合させることによって
、カードが識別される。つまり、左右の第１カード用側面部保持突起６５ａと左右の側面
部を係合させることができるカードは、第２カード１０１ｂではなく、第１カード１０１
ａであり、左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂと左右の側面部を係合させることが
できるカードは、第１カード１０１ａではなく、第２カード１０１ｂであるから、第１カ
ード用側面部保持突起６５ａ及び第２カード用側面部保持突起６５ｂによって第１カード
１０１ａと第２カード１０１ｂとが識別される。
【００７３】
　したがって、カード用コネクタ１が小型の電子機器内の狭いスペース内に実装され、カ
ード用コネクタ１の前後左右に空きスペースがない場合であっても、蓋を開けた状態のシ
ェル６１に沿ってスライドさせるようにカードを上方から移動させることによってカード
をシェル６１に取付けた後に、シェル６１を閉じるだけでカードの装填が完了するので、
カードの装填が正確、かつ、容易に行われる。さらに、ｎ種類のカードを排他的に装填す
るので、シェル６１及びハウジング１１の厚さ方向の寸法を増加させる必要がなく、その
結果、カード用コネクタ１をロープロファイル化（低背化・小型化）することができる。
【００７４】
　また、シェル６１及びハウジング１１における各カードの位置は、軸方向（シェル６１
及びハウジング１１並びに各カードの前後方向）にずれるように設定され、各カードに対
応する端子の位置も、隣接する組の端子と軸方向にずれて設定されている。したがって、
ハウジング１１を大型化することなく、コンタクトパッドの数、ピッチ等が相違するｎ種
類のカードを装填することができる。
【００７５】
　さらに、すべての種類のカードを同じ向き及び方向の姿勢（コンタクトパッドが形成さ
れていない第２面が天板部６２に対向し、コンタクトパッドが形成されている前端が下を
向く姿勢）にして、シェル６１に取付けることができる。したがって、カードを正確な向
き及び姿勢で装填することができ、カードの誤装填が発生する可能性が低下する。
【００７６】
　さらに、より大型のカード、すなわち、第２カード１０１ｂをシェル６１に取付ける際
には、１段小型のカード、すなわち、第１カード１０１ａのためのカード用側面部保持突
起、すなわち、第１カード用側面部保持突起６５ａが前端位置決め部材として機能する。
したがって、シェル６１が備えるカードの位置決め部材の数を減少させることができ、シ
ェル６１の構造を簡素化することができる。
【００７７】
　さらに、１つのカード用コネクタ１にｎ種類のカードを装填することができるので、電
子機器に各種のカードに対応するコネクタを複数実装する必要がなく、電子機器を小型化
及び高密度化することができる。
【００７８】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構
造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する。また
、前記第１の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明を省略する。
【００７９】
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　図１５は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第１の斜視図、図
１６は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第２の斜視図、図１７
は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第３の斜視図、図１８は本
発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第４の斜視図である。なお、図
１５及び１６はシェルを開いた状態を示す図、図１７及び１８はシェルを閉じた状態を示
す図である。
【００８０】
　本実施の形態においては、ｎ種類のカードが排他的に装填されるカード用コネクタ１の
他の例として、ｎが４である場合について説明する。つまり、本実施の形態におけるカー
ド用コネクタ１は、前記第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂに加えて、更なる２
種類のカード、すなわち、第３タイプのカードである第３カード１０１ｃ、及び、第４タ
イプのカードである第４カード１０１ｄのいずれかが排他的に装填されるようになってい
る。第１カード１０１ａ～第４カード１０１ｄはいかなる種類のカードであってもよいが
、ここでは、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂが、前記第１の実施の形態と同
様に、マイクロＳＤ（Ｒ）カード及びメモリスティックマイクロ（Ｒ）であり、第３カー
ド１０１ｃがミニＳＤ（Ｒ）カードであり、第４カード１０１ｄがＳＤ（Ｒ）カードであ
るものとして説明する。
【００８１】
　この場合、カードの幅は、第１カード１０１ａが最も狭く、第２カード１０１ｂが第１
カード１０１ａより広く、第３カード１０１ｃが第２カード１０１ｂより広く、第４カー
ド１０１ｄが第３カード１０１ｃより広くて最も広くなっている。つまり、ｎ番目の種類
のカードは、ｎ－１番目の種類のカードより幅が広くなっている。
【００８２】
　ハウジング１１の底壁部１２には、方形の第１端子収容凹部１６ａ、第２端子収容凹部
１６ｂ、第３端子収容凹部１６ｃ及び第４端子収容凹部１６ｄが形成され、前記第１端子
収容凹部１６ａには第１端子５１ａが複数本並んで配設され、前記第２端子収容凹部１６
ｂ内には第２端子５１ｂが複数本並んで配設され、前記第３端子収容凹部１６ｃには第３
端子５１ｃが複数本並んで配設され、前記第４端子収容凹部１６ｄ内には第４端子５１ｄ
が複数本並んで配設されている。そして、第１端子収容凹部１６ａは、奥側に形成され、
第２端子収容凹部１６ｂは第１端子収容凹部１６ａよりも手前側に形成され、第３端子収
容凹部１６ｃは第２端子収容凹部１６ｂよりも手前側に形成され、第４端子収容凹部１６
ｄは第３端子収容凹部１６ｃよりも手前側に形成されている。なお、図に示される例にお
いて、第１端子収容凹部１６ａ～第４端子収容凹部１６ｄは、底壁部１２を貫通する開口
として形成されているが、必ずしも開口である必要はなく、有底の凹入部であってもよい
。
【００８３】
　前記第１端子５１ａは、第１カード１０１ａ用の接続端子であり、金属板等のばね性を
備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部５４ａが底壁部１
２における第１端子収容凹部１６ａよりも奥側の第１端子取付部１４ａに取付けられてい
る。具体的には、該第１端子取付部１４ａによって各第１端子５１ａの基端部５４ａが保
持されている。なお、第１端子５１ａの他の点については、前記第１の実施の形態と同様
であるので、説明を省略する。
【００８４】
　また、前記第２端子５１ｂは、第２カード１０１ｂ用の接続端子であり、金属板等のば
ね性を備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部５４ｂが底
壁部１２における第２端子収容凹部１６ｂよりも手前側の第２端子取付部１４ｂに取付け
られている。具体的には、該第２端子取付部１４ｂによって各第２端子５１ｂの基端部５
４ｂが保持されている。なお、第２端子５１ｂの他の点については、前記第１の実施の形
態と同様であるので、説明を省略する。
【００８５】



(14) JP 4633102 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　さらに、前記第３端子５１ｃは、第３カード１０１ｃ用の接続端子であり、金属板等の
ばね性を備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部が底壁部
１２における第３端子収容凹部１６ｃよりも手前側の第３端子取付部１４ｃに取付けられ
ている。また、第３端子５１ｃの先端部は、第３端子収容凹部１６ｃ内において、奥側に
向けて斜め上方に延在し、底壁部１２の上面より上方に突出する接触部５３ｃとなってい
る。該接触部５３ｃは、第３カード１０１ｃの第１面１１８ｃに配設された端子部材とし
てのコンタクトパッド１５１ｃの各々に弾性的に当接して電気的に接続される。さらに、
前記第３端子５１ｃの基端部から前記接触部５３ｃと反対側に延出するソルダーテール部
５２ｃは、第３端子取付部１４ｃの手前側の縁から手前に向けて突出し、前記電子機器に
おける配線基板等に形成された信号線、コンタクトパッド、端子等、すなわち、相手側端
子部材に、はんだ付等によって電気的に接続される。
【００８６】
　さらに、前記第４端子５１ｄは、第４カード１０１ｄ用の接続端子であり、金属板等の
ばね性を備える導電性の板材から成り、カンチレバー状に形成され、その基端部が底壁部
１２における第４端子収容凹部１６ｄよりも手前側の第４端子取付部１４ｄに取付けられ
ている。また、第４端子５１ｄの先端部は、第４端子収容凹部１６ｄ内において、奥側に
向けて斜め上方に延在し、底壁部１２の上面より上方に突出する接触部５３ｄとなってい
る。該接触部５３ｄは、第４カード１０１ｄの第１面１１８ｄに配設された端子部材とし
てのコンタクトパッド１５１ｄの各々に弾性的に当接して電気的に接続される。さらに、
前記第４端子５１ｄの基端部から前記接触部５３ｄと反対側に延出するソルダーテール部
５２ｄは、第４端子取付部１４ｄの手前側の縁から手前に向けて突出し、前記電子機器に
おける配線基板等に形成された信号線、コンタクトパッド、端子等、すなわち、相手側端
子部材に、はんだ付等によって電気的に接続される。
【００８７】
　そして、ハウジング１１の上面には、最も奥に第１カード収容空洞部２２ａが画定され
、該第１カード収容空洞部２２ａの手前側には第２カード収容空洞部２２ｂが画定され、
該第２カード収容空洞部２２ｂの手前側には第３カード収容空洞部２２ｃが画定され、該
第３カード収容空洞部２２ｃの手前側には第４カード収容空洞部２２ｄが画定される。な
お、該第４カード収容空洞部２２ｄの手前側の面は開放されている。また、第１カード収
容空洞部２２ａ～第４カード収容空洞部２２ｄの上面も開放されている。
【００８８】
　前記第１カード収容空洞部２２ａは、幅方向の寸法が第１カード１０１ａの後端寄りの
部分の幅方向の寸法及び第２カード１０１ｂの幅方向の寸法より小さく、第１カード１０
１ａの前端寄りの部分が排他的に収容される部分である。また、第２カード収容空洞部２
２ｂは、幅方向の寸法が第１カード収容空洞部２２ａの幅方向の寸法より大きく、第１カ
ード１０１ａ及び第２カード１０１ｂの両者が収容される部分である。さらに、第３カー
ド収容空洞部２２ｃは、幅方向の寸法が第２カード収容空洞部２２ｂの幅方向の寸法より
大きく、第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂの両者並びに第３カード１０１ｃの
前端寄りの部分が収容される部分である。さらに、第４カード収容空洞部２２ｄは、幅方
向の寸法が第３カード収容空洞部２２ｃの幅方向の寸法より大きく、第２カード１０１ｂ
、第３カード１０１ｃ及び第４カード１０１ｄが収容される部分である。
【００８９】
　そして、天板部６２において、シェル６１が閉位置にあるときハウジングの底面と対向
する面である内面には、前端位置決め突起６４、一対の第１カード用側面部保持突起６５
ａ、一対の第２カード用側面部保持突起６５ｂ、一対の第３カード用側面部保持突起６５
ｃ及び一対の第４カード用側面部保持突起６５ｄが一体的に形成されている。図に示され
る例において、前端位置決め突起６４、第１カード用側面部保持突起６５ａ～第４カード
用側面部保持突起６５ｄは、金属板等から成る天板部６２の一部を切起こして折曲げるこ
とによって、天板部６２から直角方向に突出するように形成されている。
【００９０】
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　ここで、前端位置決め突起６４は、前記第１の実施の形態と同様に、第１カード１０１
ａの前端面１１６ａと当接し、シェル６１に保持された第１カード１０１ａの前後方向の
位置決めを行う。
【００９１】
　また、第１カード用側面部保持突起６５ａは、前記第１の実施の形態と同様に、第１カ
ード１０１ａの前端寄りの左右の側面部１１７ａと、各々係合し、シェル６１に保持され
た第１カード１０１ａの幅方向の位置決めを行う。この場合、左右の第１カード用側面部
保持突起６５ａ同士の間隔は、第１カード１０１ａの前端寄りの部分の幅と等しいかやや
大きい程度であって、第２カード１０１ｂの幅より狭くなるように設定されている。
【００９２】
　なお、第１カード用側面部保持突起６５ａの先端部が第１カード１０１ａの第１面１１
８ａと係合するので、シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第１カード１
０１ａは、第１カード用側面部保持突起６５ａによって、シェル６１に保持された状態が
維持される。また、第１カード用側面部保持突起６５ａの手前側端６６は、第２カード１
０１ｂの前端面１１６ｂと当接し、シェル６１に保持された第２カード１０１ｂの前後方
向の位置決めを行う。
【００９３】
　さらに、第２カード用側面部保持突起６５ｂは、前記第１の実施の形態と同様に、天板
部６２における第１カード用側面部保持突起６５ａより手前側に形成され、第２カード１
０１ｂの前端寄りの左右の側面部１１７ｂと、各々係合し、シェル６１に保持された第２
カード１０１ｂの幅方向の位置決めを行う。この場合、左右の第２カード用側面部保持突
起６５ｂ同士の間隔は、第２カード１０１ｂの幅と等しいかやや大きい程度であって、第
１カード１０１ａの幅より広く、第３カード１０１ｃの幅より狭くなるように設定されて
いる。
【００９４】
　なお、第２カード用側面部保持突起６５ｂの先端部は、天板部６２とほぼ平行になるよ
うに折曲げられており、第２カード１０１ｂの第１面１１８ｂと係合する。これにより、
シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第２カード１０１ｂは、第２カード
用側面部保持突起６５ｂによって、シェル６１に保持された状態が維持される。また、第
２カード用側面部保持突起６５ｂの手前側端６６は、第３カード１０１ｃの前端面１１６
ｃと当接し、シェル６１に保持された第３カード１０１ｃの前後方向の位置決めを行う。
【００９５】
　さらに、第３カード用側面部保持突起６５ｃは、天板部６２における第２カード用側面
部保持突起６５ｂより手前側に形成され、第３カード１０１ｃの前端寄りの左右の側面部
１１７ｃと、各々係合し、シェル６１に保持された第３カード１０１ｃの幅方向の位置決
めを行う。この場合、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ同士の間隔は、第３カー
ド１０１ｃの前端寄りの部分の幅と等しいかやや大きい程度であって、第２カード１０１
ｂの幅より広く、第４カード１０１ｄの幅より狭くなるように設定されている。
【００９６】
　なお、第３カード用側面部保持突起６５ｃの先端部は、天板部６２とほぼ平行になるよ
うに折曲げられており、第３カード１０１ｃの第１面１１８ｃと係合する。これにより、
シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第３カード１０１ｃは、第３カード
用側面部保持突起６５ｃによって、シェル６１に保持された状態が維持される。また、第
３カード用側面部保持突起６５ｃの手前側端６６は、第４カード１０１ｄの前端面１１６
ｄと当接し、シェル６１に保持された第４カード１０１ｄの前後方向の位置決めを行う。
【００９７】
　さらに、第４カード用側面部保持突起６５ｄは、天板部６２における第３カード用側面
部保持突起６５ｃより手前側に形成され、第４カード１０１ｄの左右の側面部１１７ｄと
、各々係合し、シェル６１に保持された第４カード１０１ｄの幅方向の位置決めを行う。
この場合、左右の第４カード用側面部保持突起６５ｄ同士の間隔は、第４カード１０１ｄ
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の幅と等しいかやや大きい程度であって、第３カード１０１ｃの幅より広くなるように設
定されている。
【００９８】
　なお、第４カード用側面部保持突起６５ｄの先端部は、天板部６２とほぼ平行になるよ
うに折曲げられており、第４カード１０１ｄの第１面１１８ｄと係合する。これにより、
シェル６１が開位置から閉位置に姿勢変化をする間、第４カード１０１ｄは、第４カード
用側面部保持突起６５ｄによって、シェル６１に保持された状態が維持される。
【００９９】
　なお、その他の点の構成については、前記第１の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１００】
　次に、前記構成のカード用コネクタ１にカードを装填する動作について説明する。まず
、第１カード１０１ａを装填する場合について説明する。
【０１０１】
　図１９は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１０２】
　まず、図に示されるように、シェル６１を開位置とする。続いて、電子機器の利用者等
が手指等によって、第１カード１０１ａをシェル６１に取付ける。この場合、第１カード
１０１ａの姿勢を、コンタクトパッド１５１ａが形成された第１面１１８ａが手前を向き
、第２面１１９ａが天板部６２に対向し、前端面１１６ａが下を向き、左右の側面部１１
７ａが左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するような姿勢にする。そして、第２面
１１９ａが天板部６２を摺接するようにして、第１カード１０１ａをシェル６１の上方か
ら下方に移動させる。
【０１０３】
　このとき、第１カード１０１ａの先端寄りの幅狭部が左右の第１カード用側面部保持突
起６５ａの間に進入するように、第１カード１０１ａを移動させる。左右の第２カード用
側面部保持突起６５ｂ同士の間隔、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ同士の間隔
、及び、左右の第４カード用側面部保持突起６５ｄ同士の間隔が、第１カード１０１ａの
幅より広くなるように設定されているので、第１カード１０１ａは、左右の第２カード用
側面部保持突起６５ｂ～第４カード用側面部保持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。
また、第１カード１０１ａの第２面１１９ａを天板部６２に摺接させることによって、第
１カード用側面部保持突起６５ａの先端部と第１カード１０１ａの第１面１１８ａとを係
合させる。
【０１０４】
　そして、前端面１１６ａが前端位置決め突起６４と当接すると、第１カード１０１ａは
、移動を停止して位置決めされる。これにより、図に示されるように、第１カード１０１
ａがシェル６１に位置決めされて保持された状態となる。
【０１０５】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、閉位置にする。これにより、シェル６１に保持された第１カード１０１ａは
、ハウジング１１の第１カード収容空洞部２２ａ、第２カード収容空洞部２２ｂ及び第３
カード収容空洞部２２ｃ内に収容され、カード用コネクタ１に第１カード１０１ａを装着
する動作が終了する。
【０１０６】
　なお、その他の点の動作については、前記第１の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１０７】
　次に、第２カード１０１ｂを装填する場合について説明する。
【０１０８】



(17) JP 4633102 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　図２０は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１０９】
　まず、図に示されるように、シェル６１を開位置とする。続いて、電子機器の利用者等
が手指等によって、第２カード１０１ｂをシェル６１に取付ける。この場合、第２カード
１０１ｂの姿勢を、コンタクトパッド１５１ｂが形成された第１面１１８ｂが手前を向き
、第２面１１９ｂが天板部６２に対向し、前端面１１６ｂが下を向き、左右の側面部１１
７ｂが左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するような姿勢にする。そして、第２面
１１９ｂが天板部６２を摺接するようにして、第２カード１０１ｂをシェル６１の上方か
ら下方に移動させる。
【０１１０】
　このとき、第２カード１０１ｂの先端寄りの部分が左右の第２カード用側面部保持突起
６５ｂの間に進入するように、第２カード１０１ｂを移動させる。そして、左右の第３カ
ード用側面部保持突起６５ｃ同士の間隔、及び、左右の第４カード用側面部保持突起６５
ｄ同士の間隔が、第２カード１０１ｂの幅より広くなるように設定されているので、第２
カード１０１ｂは、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ及び第４カード用側面部保
持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。また、第２カード１０１ｂの第２面１１９ｂを
天板部６２に摺接させることによって、第２カード用側面部保持突起６５ｂの先端部と第
２カード１０１ｂの第１面１１８ｂとを係合させる。
【０１１１】
　そして、前端面１１６ｂが左右の第１カード用側面部保持突起６５ａと当接すると、第
２カード１０１ｂは、移動を停止して位置決めされる。左右の第１カード用側面部保持突
起６５ａ同士の間隔が、第２カード１０１ｂの幅より狭くなるように設定されているので
、第２カード１０１ｂは、左右の第１カード用側面部保持突起６５ａの間に進入すること
ができず、前端面１１６ｂが第１カード用側面部保持突起６５ａに当接する。この場合、
該第１カード用側面部保持突起６５ａが第２カード１０１ｂのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１１２】
　これにより、図に示されるように、第２カード１０１ｂがシェル６１に、位置決めされ
て保持された状態となる。
【０１１３】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、閉位置にする。これにより、シェル６１に保持された第２カード１０１ｂは
、ハウジング１１の第２カード収容空洞部２２ｂ、第３カード収容空洞部２２ｃ及び第４
カード収容空洞部２２ｄ内に収容され、カード用コネクタ１に第２カード１０１ｂを装着
する動作が終了する。
【０１１４】
　なお、その他の点の動作については、前記第１の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１１５】
　次に、第３カード１０１ｃを装填する場合について説明する。
【０１１６】
　図２１は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第３カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１１７】
　まず、図に示されるように、シェル６１を開位置とする。続いて、電子機器の利用者等
が手指等によって、第３カード１０１ｃをシェル６１に取付ける。この場合、第３カード
１０１ｃの姿勢を、コンタクトパッド１５１ｃが形成された第１面１１８ｃが手前を向き
、第２面が天板部６２に対向し、前端面１１６ｃが下を向き、左右の側面部１１７ｃが左
側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するような姿勢にする。そして、第２面が天板部
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６２を摺接するようにして、第３カード１０１ｃをシェル６１の上方から下方に移動させ
る。
【０１１８】
　このとき、第３カード１０１ｃの先端寄りの幅狭部が左右の第３カード用側面部保持突
起６５ｃの間に進入するように、第３カード１０１ｃを移動させる。そして、左右の第４
カード用側面部保持突起６５ｄ同士の間隔が、第３カード１０１ｃの幅より広くなるよう
に設定されているので、第３カード１０１ｃは、左右の第３カード用側面部保持突起６５
ｃ及び第４カード用側面部保持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。また、第３カード
１０１ｃの第１面１１８ｃの反対側の図示されない第２面を天板部６２に摺接させること
によって、第３カード用側面部保持突起６５ｃの先端部と第３カード１０１ｃの第１面１
１８ｃとを係合させる。
【０１１９】
　そして、前端面１１６ｃが左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂと当接すると、第
３カード１０１ｃは、移動を停止して位置決めされる。左右の第２カード用側面部保持突
起６５ｂ同士の間隔が、第３カード１０１ｃの幅より狭くなるように設定されているので
、第３カード１０１ｃは、左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂの間に進入すること
ができず、前端面１１６ｃが第２カード用側面部保持突起６５ｂに当接する。この場合、
該第２カード用側面部保持突起６５ｂが第３カード１０１ｃのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１２０】
　これにより、図に示されるように、第３カード１０１ｃがシェル６１に位置決めされて
保持された状態となる。
【０１２１】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、閉位置にする。これにより、シェル６１に保持された第３カード１０１ｃは
、ハウジング１１の第３カード収容空洞部２２ｃ及び第４カード収容空洞部２２ｄ内に収
容され、カード用コネクタ１に第３カード１０１ｃを装着する動作が終了する。
【０１２２】
　なお、その他の点の動作については、前記第１カード１０１ａ及び第２カード１０１ｂ
の場合と同様であるので、その説明を省略する。
【０１２３】
　次に、第４カード１０１ｄを装填する場合について説明する。
【０１２４】
　図２２は本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第４カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１２５】
　まず、図に示されるように、シェル６１を開位置とする。続いて、電子機器の利用者等
が手指等によって、第４カード１０１ｄをシェル６１に取付ける。この場合、第４カード
１０１ｄの姿勢を、コンタクトパッド１５１ｄが形成された第１面１１８ｄが手前を向き
、第１面１１８ｄの反対側の図示されない第２面が天板部６２に対向し、前端面１１６ｄ
が下を向き、左右の側面部１１７ｄが左側面部６３Ｌ及び右側面部６３Ｒに対向するよう
な姿勢にする。そして、第２面が天板部６２を摺接するようにして、第４カード１０１ｄ
をシェル６１の上方から下方に移動させる。
【０１２６】
　このとき、第４カード１０１ｄの先端寄りの部分が左右の第４カード用側面部保持突起
６５ｄの間に進入するように、第４カード１０１ｄを移動させる。また、該第４カード１
０１ｄの第２面を天板部６２に摺接させることによって、第４カード用側面部保持突起６
５ｄの先端部と第４カード１０１ｄの第１面１１８ｄとを係合させる。
【０１２７】
　そして、前端面１１６ｄが左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃと当接すると、第
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４カード１０１ｄは、移動を停止して位置決めされる。左右の第３カード用側面部保持突
起６５ｃ同士の間隔が、第４カード１０１ｄの幅より狭くなるように設定されているので
、第４カード１０１ｄは、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃの間に進入すること
ができず、前端面１１６ｄが第３カード用側面部保持突起６５ｃに当接する。この場合、
該第３カード用側面部保持突起６５ｃが第４カード１０１ｄのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１２８】
　これにより、図に示されるように、第４カード１０１ｄがシェル６１に、位置決めされ
て保持された状態となる。
【０１２９】
　続いて、前記利用者等が手指等によって、シェル６１を回動支軸６８を中心にして回動
させて倒し、閉位置にする。これにより、シェル６１に保持された第４カード１０１ｄは
、ハウジング１１の第４カード収容空洞部２２ｄ内に収容され、カード用コネクタ１に第
４カード１０１ｄを装着する動作が終了する。
【０１３０】
　なお、その他の点の動作については、前記第１カード１０１ａ～第３カード１０１ｃの
場合と同様であるので、その説明を省略する。
【０１３１】
　このように、本実施の形態においては、開位置のシェル６１に複数種類、すなわち、ｎ
種類（ｎ＝４）のカードとして、第１カード１０１ａ～第４カード１０１ｄのいずれかを
排他的に取付け、シェル６１を閉位置にすることによって、第１カード１０１ａ～第４カ
ード１０１ｄの各々をハウジング１１の空洞部内において対応する位置に収容させ、対応
する端子、すなわち、第１端子５１ａ～第４端子５１ｄと各々電気的に接続させるように
なっている。
【０１３２】
　そして、シェル６１は、カードの位置決め部材として、ｎ種類のカード用側面部保持突
起、すなわち、第１カード用側面部保持突起６５ａ～第４カード用側面部保持突起６５ｄ
を備え、カードの側面部を対応するカード用側面部保持突起と係合させることによって、
カードが識別される。つまり、ｎ番目の左右のカード用側面部保持突起と左右の側面部と
を係合させることができるカードは、ｎ番目の種類のカードだけとなっているので、カー
ドの側面部を対応するカード用側面部保持突起と係合させることによって、カードを識別
することができる。
【０１３３】
　換言すると、ｎ番目の種類のカードがｎ－１番目の種類のカードより幅が広く、かつ、
ｎ＋１番目の種類のカードより幅が狭くなっているとともに、ｎ番目の左右のカード用側
面部保持突起同士の間隔がｎ－１番目の種類のカードの幅より広く、かつ、ｎ＋１番目の
種類のカードの幅より狭くなっているので、カード用側面部保持突起と係合させることに
よってカードの種類が自動的に識別され、ハウジング１１の空洞部内において種類に対応
する位置に収容される。
【０１３４】
　また、ｎ番目の左右のカード用側面部保持突起がｎ＋１番目の種類のカードのための前
端位置決め部材として機能する。したがって、シェル６１が備えるカードの位置決め部材
の数を減少させることができ、シェル６１の構造を簡素化することができる。
【０１３５】
　その他の点の効果については、前記第１の実施の形態と同様であるので、その説明を省
略する。
【０１３６】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、第１及び第２の実施の形態
と同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略す
る。また、前記第１及び第２の実施の形態と同じ動作及び同じ効果についても、その説明



(20) JP 4633102 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

を省略する。
【０１３７】
　図２３は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルを示す斜視図、
図２４は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルを示す側面図であ
る。なお、図２３及び２４はシェルを模式的に示す図である。
【０１３８】
　本実施の形態においても、前記第２の実施の形態と同様に、４種類のカードが排他的に
装填されるカード用コネクタ１について説明する。
【０１３９】
　本実施の形態においては、第１カード用側面部保持突起６５ａ～第４カード用側面部保
持突起６５ｄの左右いずれか一方が、シェル６１の前後方向に延在する直線上に並ぶよう
に配列されている。図に示される例においては、右方のカード用側面部保持突起がシェル
６１の右側側縁に沿って直線上に並んで配列されている。また、前端位置決め突起６４は
、左右の第１カード用側面部保持突起６５ａの間に対応する位置に配設されている。
【０１４０】
　その他の点の構成については、前記第２の実施の形態と同様であるので、その説明を省
略する。
【０１４１】
　次に、前記構成のシェル６１にカードを取付ける動作について説明する。まず、第１カ
ード１０１ａを取付ける場合について説明する。
【０１４２】
　図２５は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１４３】
　前記第２の実施の形態と同様に、第１カード１０１ａの姿勢を、コンタクトパッド１５
１ａが形成された第１面１１８ａが手前を向き、第２面が天板部６２に対向し、前端面１
１６ａが下を向くような姿勢にする。そして、第２面が天板部６２を摺接するようにして
、第１カード１０１ａをシェル６１の上方から下方に移動させる。
【０１４４】
　このとき、第１カード１０１ａの先端寄りの部分が左右の第１カード用側面部保持突起
６５ａの間に進入するように、第１カード１０１ａを移動させる。左右の第２カード用側
面部保持突起６５ｂ同士の間隔、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ同士の間隔、
及び、左右の第４カード用側面部保持突起６５ｄ同士の間隔が、第１カード１０１ａの幅
より広くなるように設定されているので、第１カード１０１ａは、左右の第２カード用側
面部保持突起６５ｂ～第４カード用側面部保持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。ま
た、第１カード１０１ａの第２面を天板部６２に摺接させることによって、第１カード用
側面部保持突起６５ａの先端部と第１カード１０１ａの第１面１１８ａとを係合させる。
【０１４５】
　そして、前端面１１６ａが前端位置決め突起６４と当接すると、第１カード１０１ａは
、移動を停止して位置決めされる。これにより、図に示されるように、第１カード１０１
ａがシェル６１に位置決めされて保持された状態となる。
【０１４６】
　なお、その他の点の動作については、前記第２の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１４７】
　次に、第２カード１０１ｂを取付ける場合について説明する。
【０１４８】
　図２６は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１４９】
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　前記第２の実施の形態と同様に、第２カード１０１ｂの姿勢を、コンタクトパッド１５
１ｂが形成された第１面１１８ｂが手前を向き、第２面が天板部６２に対向し、前端面１
１６ｂが下を向くような姿勢にする。そして、第２面が天板部６２を摺接するようにして
、第２カード１０１ｂをシェル６１の上方から下方に移動させる。
【０１５０】
　このとき、第２カード１０１ｂの先端寄りの部分が左右の第２カード用側面部保持突起
６５ｂの間に進入するように、第２カード１０１ｂを移動させる。そして、左右の第３カ
ード用側面部保持突起６５ｃ同士の間隔、及び、左右の第４カード用側面部保持突起６５
ｄ同士の間隔が、第２カード１０１ｂの幅より広くなるように設定されているので、第２
カード１０１ｂは、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ及び第４カード用側面部保
持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。また、第２カード１０１ｂの第２面を天板部６
２に摺接させることによって、第２カード用側面部保持突起６５ｂの先端部と第２カード
１０１ｂの第１面１１８ｂとを係合させる。
【０１５１】
　そして、前端面１１６ｂが左右の第１カード用側面部保持突起６５ａと当接すると、第
２カード１０１ｂは、移動を停止して位置決めされる。左右の第１カード用側面部保持突
起６５ａ同士の間隔が、第２カード１０１ｂの幅より狭くなるように設定されているので
、第２カード１０１ｂは、左右の第１カード用側面部保持突起６５ａの間に進入すること
ができず、前端面１１６ｂが第１カード用側面部保持突起６５ａに当接する。この場合、
該第１カード用側面部保持突起６５ａが第２カード１０１ｂのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１５２】
　これにより、図に示されるように、第２カード１０１ｂがシェル６１に、位置決めされ
て保持された状態となる。
【０１５３】
　なお、その他の点の動作については、前記第２の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１５４】
　次に、第３カード１０１ｃを取付ける場合について説明する。
【０１５５】
　図２７は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第３カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１５６】
　前記第２の実施の形態と同様に、第３カード１０１ｃの姿勢を、コンタクトパッド１５
１ｃが形成された第１面１１８ｃが手前を向き、第２面が天板部６２に対向し、前端面１
１６ｃが下を向くような姿勢にする。そして、第２面が天板部６２を摺接するようにして
、第３カード１０１ｃをシェル６１の上方から下方に移動させる。
【０１５７】
　このとき、第３カード１０１ｃの先端寄りの部分が左右の第３カード用側面部保持突起
６５ｃの間に進入するように、第３カード１０１ｃを移動させる。そして、左右の第４カ
ード用側面部保持突起６５ｄ同士の間隔が、第３カード１０１ｃの幅より広くなるように
設定されているので、第３カード１０１ｃは、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃ
及び第４カード用側面部保持突起６５ｄの間をスムーズに通過する。また、第３カード１
０１ｃの第２面を天板部６２に摺接させることによって、第３カード用側面部保持突起６
５ｃの先端部と第３カード１０１ｃの第１面１１８ｃとを係合させる。
【０１５８】
　そして、前端面１１６ｃが左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂと当接すると、第
３カード１０１ｃは、移動を停止して位置決めされる。左右の第２カード用側面部保持突
起６５ｂ同士の間隔が、第３カード１０１ｃの幅より狭くなるように設定されているので
、第３カード１０１ｃは、左右の第２カード用側面部保持突起６５ｂの間に進入すること
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ができず、前端面１１６ｃが第２カード用側面部保持突起６５ｂに当接する。この場合、
該第２カード用側面部保持突起６５ｂが第３カード１０１ｃのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１５９】
　これにより、図に示されるように、第３カード１０１ｃがシェル６１に位置決めされて
保持された状態となる。
【０１６０】
　なお、その他の点の動作については、前記第２の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１６１】
　次に、第４カード１０１ｄを取付ける場合について説明する。
【０１６２】
　図２８は本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第４カードを
取付けた状態を示す図である。
【０１６３】
　前記第２の実施の形態と同様に、第４カード１０１ｄの姿勢を、コンタクトパッド１５
１ｄが形成された第１面１１８ｄが手前を向き、第２面が天板部６２に対向し、前端面１
１６ｄが下を向くような姿勢にする。そして、第２面が天板部６２を摺接するようにして
、第４カード１０１ｄをシェル６１の上方から下方に移動させる。
【０１６４】
　このとき、第４カード１０１ｄが左右の第４カード用側面部保持突起６５ｄの間に進入
するように、第４カード１０１ｄを移動させる。また、第４カード１０１ｄの第２面を天
板部６２に摺接させることによって、第４カード用側面部保持突起６５ｄの先端部と第４
カード１０１ｄの第１面１１８ｄとを係合させる。
【０１６５】
　そして、前端面１１６ｄが左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃと当接すると、第
４カード１０１ｄは、移動を停止して位置決めされる。左右の第３カード用側面部保持突
起６５ｃ同士の間隔が、第４カード１０１ｄの幅より狭くなるように設定されているので
、第４カード１０１ｄは、左右の第３カード用側面部保持突起６５ｃの間に進入すること
ができず、前端面１１６ｄが第３カード用側面部保持突起６５ｃに当接する。この場合、
該第３カード用側面部保持突起６５ｃが第４カード１０１ｄのための前端位置決め部材と
して機能する。
【０１６６】
　これにより、図に示されるように、第４カード１０１ｄがシェル６１に、位置決めされ
て保持された状態となる。
【０１６７】
　なお、その他の点の動作については、前記第２の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１６８】
　このように、本実施の形態においては、第１カード用側面部保持突起６５ａ～第４カー
ド用側面部保持突起６５ｄの左右いずれか一方が、シェル６１の前後方向に延在する直線
上に並ぶように配列されている。そして、ｎ番目の種類のカードがｎ－１番目の種類のカ
ードより幅が広く、かつ、ｎ＋１番目の種類のカードより幅が狭くなっているとともに、
ｎ番目の左右のカード用側面部保持突起同士の間隔がｎ－１番目の種類のカードの幅より
広く、かつ、ｎ＋１番目の種類のカードの幅より狭くなっている。
【０１６９】
　これにより、カードをカード用側面部保持突起と係合させることによってカードの種類
が自動的に識別される。
【０１７０】
　また、ｎ番目の左右のカード用側面部保持突起がｎ＋１番目の種類のカードのための前
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端位置決め部材として機能する。したがって、シェル６１が備えるカードの位置決め部材
の数を減少させることができ、シェル６１の構造を簡素化することができる。なお、第１
カード用側面部保持突起６５ａ～第４カード用側面部保持突起６５ｄのいずれか一方が連
続して形成された１つの部材から成る板状の複数カード用側面部保持突起として形成して
もよい。この場合、該複数カード用側面部保持突起に摺動させてカードを挿入すれば、挿
入位置を合せることなく容易に、かつ、確実に挿入することができる。
【０１７１】
　その他の点の効果については、前記第１及び２の実施の形態と同様であるので、その説
明を省略する。
【０１７２】
  なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１７３】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第１の斜視図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第２の斜視図である
。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す側面図であって、（
ａ）はシェルを開いた状態を示す図、（ｂ）はシェルを閉じた状態を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第３の斜視図である
。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第４の斜視図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタを示す分解図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における第１カードを示す図であって、（ａ）は第１
面を示す上面図、（ｂ）は第２面を示す下面図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における第２カードを示す図であって、（ａ）は第１
面を示す上面図、（ｂ）は第２面を示す下面図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを取
付けた状態を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における第１カードを取付けたシェルを閉じた状態
を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における第１カードを取付けたシェルを閉じた状態
の部分断面図であり図１０のＺ－Ｚ矢視断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における第２カードを取付けたシェルを閉じた状態
を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態における第２カードを取付けたシェルを閉じた状態
の部分断面図であり図１３のＹ－Ｙ矢視断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第１の斜視図であ
る。
【図１６】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第２の斜視図であ
る。
【図１７】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第３の斜視図であ
る。
【図１８】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタを示す第４の斜視図であ
る。
【図１９】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを
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取付けた状態を示す図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２１】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第３カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第４カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２３】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルを示す斜視図で
ある。
【図２４】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルを示す側面図で
ある。
【図２５】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第１カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２６】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第２カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第３カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２８】本発明の第３の実施の形態におけるカード用コネクタのシェルに第４カードを
取付けた状態を示す図である。
【図２９】従来のカード用コネクタを示す図である。
【符号の説明】
【０１７４】
１　　カード用コネクタ
１１、８１１　　ハウジング
１２　　底壁部
１３Ｌ　　左側壁部
１３Ｒ　　右側壁部
１４ａ　　第１端子取付部
１４ｂ　　第２端子取付部
１４ｃ　　第３端子取付部
１４ｄ　　第４端子取付部
１５ａ　　第１端子取付溝
１５ｂ　　第２端子取付溝
１６ａ　　第１端子収容凹部
１６ｂ　　第２端子収容凹部
１６ｃ　　第３端子収容凹部
１６ｄ　　第４端子収容凹部
１８　　支軸係合溝
１９　　シェル係合部
２１Ｌａ　　第１左側係合凸部
２１Ｒａ　　第１右側係合凸部
２２ａ　　第１カード収容空洞部
２２ｂ　　第２カード収容空洞部
２２ｃ　　第３カード収容空洞部
２２ｄ　　第４カード収容空洞部
５１ａ　　第１端子
５１ｂ　　第２端子
５１ｃ　　第３端子
５１ｄ　　第４端子
５２ａ、５２ｂ、５２ｃ、５２ｄ　　ソルダーテール部
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５３ａ、５３ｂ、５３ｃ、５３ｄ　　接触部
５４ａ、５４ｂ　　基端部
５６Ｌ　　左手前ネイル
５６Ｒ　　右手前ネイル
５７Ｌ　　左奥ネイル
５７Ｒ　　右奥ネイル
６１　　シェル
６２　　天板部
６３Ｌ　　左側面部
６３Ｒ　　右側面部
６４　　前端位置決め突起
６５ａ　　第１カード用側面部保持突起
６５ｂ　　第２カード用側面部保持突起
６５ｃ　　第３カード用側面部保持突起
６５ｄ　　第４カード用側面部保持突起
６６　　手前側端
６７　　板ばね
６８　　回動支軸
６９　　シェル係合片
７１　　カード係合部
７２　　係合凸部
１０１ａ　　第１カード
１０１ｂ　　第２カード
１０１ｃ　　第３カード
１０１ｄ　　第４カード
１１２ａ、１１２ｂ　　凹部
１１５ａ　　前方切欠部
１１６ａ、１１６ｂ、１１６ｃ、１１６ｄ　　前端面
１１７ａ、１１７ｂ、１１７ｃ、１１７ｄ　　側面部
１１８ａ、１１８ｂ、１１８ｃ、１１８ｄ　　第１面
１１９ａ、１１９ｂ　　第２面
１５１ａ、１５１ｂ、１５１ｃ、１５１ｄ　　コンタクトパッド
８１２　　基板部
８１３　　軸受部
８１４　　アーム固定部
８１５　　収容凹部
８２１　　第１の窓孔部
８２２　　第２の窓孔部
８５１　　第１の端子
８５２　　第２の端子
８６１　　ホルダ部材
８６２　　挿入ガイド
８６３　　回転軸
８６４　　回転操作アーム
８７１　　第１の収納部
８７２　　第２の収納部
９０１　　第１のカード
９０２　　第２のカード
９１１　　第１の切欠部
９１２　　第２の切欠部
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９５１　　第１の接続パッド
９５２　　第２の接続パッド

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】
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