
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソケットコンタクトとピンコンタクトとインシュレータとから構成される雌雄同体コネ
クタが、同一の相手側雌雄同体コネクタと嵌合離脱することができ、
　前記インシュレータは、前記相手側雌雄同体コネクタのピンコネクタ部を受け入れる受
入溝が 形成されたソケットコネクタ部と、前記相手側雌雄同体コネクタのソケッ
トコネクタ部を挿入される際ガイドするガイド部が ピンコネクタ部とを有
し、
　前記ソケットコネクタ部には、一対のソケットコンタクトが保持され、かつ、前記受入
溝内の両側には、前記一対のソケットコンタクトの各接点部が対向して配置され、
　前記ピンコネクタ部には、一対のピンコンタクトが保持され、かつ、前記一対のピンコ
ンタクトの各接点部が前記ガイドの両側に固定され、
　前記ソケットコネクタ部と前記ピンコネクタ部とは、前記一対のソケットコンタクトが
対向する方向に対して直交する方向に直列に配設され、
　前記一対のピンコンタクト又は前記一対のソケットコンタクトの一方は、前記インシュ
レータから露出して保持され
　

ことを特徴とする雌雄同体コネクタ。
【請求項２】
前記ソケットコネクタ部には、前記一対のソケットコンタクトに代えて一対のピンコンタ
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クトが保持され、前記ピンコネクタ部には、前記一対のピンコンタクトに代えて一対のソ
ケットコンタクトが保持されていることを特徴とする請求項１記載の雌雄同体コネクタ。
【請求項３】
前記一対のピンコンタクトの各圧入部が前記ガイド部の両側に形成された圧入溝にそれぞ
れ圧入されていることを特徴とする請求項１又は２記載の雌雄同体コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、雌雄同体コネクタに関し、特に、１つのコネクタがソケットコネクタ部（レセ
プタクルコネクタ）とピンコネクタ部（プラグコネクタ）とを有する構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平９－１４７９５２号公報に記載された雌雄同体コネクタの要点について図１１と図
１２を参照して説明する。
【０００３】
図１１は、コネクタ５１の一部を断面図で示す正面図である。コネクタ５１には、雌型嵌
合部６１と、雄型嵌合部７１と、防護壁５２とが備えられている。雌型嵌合部６１は、全
体が長手方向に延びた細長い形状を有しており、その長手方向に延びて内部に複数のコン
タクト６２が配列されている開口６１ａを有している。雄型嵌合部７１は、雌型嵌合部６
１の開口６１ａが向いた方向に立設し雌型嵌合部６１に沿って長手方向に延在する板状の
形状を有している。雌型嵌合部６１と雄型嵌合部７１とは、いずれも共通の基部５３を有
している。
【０００４】
防護壁５２は、雄型嵌合部７１を挟んで雌型嵌合部６１に対向する位置に、雄型嵌合部７
１と平行に立設され、雄型嵌合部７１に沿って上記長手方向に延在する板状の形状を有し
ている。また、雌型嵌合部６１の基部５３には、複数のコンタクト６２のタイン部が配列
されており、これらが電気回路との接点となる。同様に、雄型嵌合部７１の基部５３には
、複数のコンタクトのタイン部が配列されており、同様に電気回路との接点となる。
【０００５】
板状の防護壁５２の内壁５２ａは、このコネクタ５１が他の同型のコネクタ８１に嵌合さ
れる時に、他の同型のコネクタ８１の雌型嵌合部６１の外壁５２ｄと摺接するように構成
されている。このように、雄型嵌合部７１は、雄型嵌合部７１に沿って延在する板状の防
護壁５２により覆われているため、嵌合前のコネクタ単体の状態での、雄型嵌合部７１や
そのコンタクトの破損、変形、汚染を防護される。
【０００６】
また、防護壁５２はコネクタ５１が同型の他のコネクタ８１と嵌合される時に他のコネク
タ８１の雌型嵌合部６１の外壁５２ｄと摺接することにより、雌雄同体コネクタ同士の雌
雄嵌合による機械的結合が更に強化され、より確実な機械的結合が実現する。さらに、雌
型嵌合部６１の外壁５２ｄには長手方向に４個の突起部５２ｅが設けられており、一方、
防護壁５２の内壁５２ａには同数の溝部５２ｂが設けられていて、これら突起部５２ｅ及
び溝部５２ｂは、このコネクタ５１が同型の他のコネクタ８１に嵌合される時に、互いに
係合するロック機構を構成する。
【０００７】
次に、嵌合状態の詳細及びロック機構について説明する。図１２は、コネクタ５１が同型
の他のコネクタ８１と嵌合された状態の一部を断面図で示す正面図である。図１２に示す
ように、２つの同型のコネクタ５１，８１では、雌型嵌合部６１と雄型嵌合部７１が互い
に結合されている。また、コネクタ５１，８１では、それぞれの基部５３，５３が、それ
ぞれ基板９１，９２上に固定されている。
【０００８】
２つのコネクタ５１，８１が嵌合される過程で、コネクタ５１の突起部５２ｅの傾斜部５
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２ｆが、相手側の防護壁５２の内壁５２ａを押し拡げながら進入して、突起部５２ｅは防
護壁５２の内壁５２ａに設けられた溝部５２ｂ、即ち、突起部５２ｅの係合部５２ｇが相
手側の溝部５２ｂの係合部５２ｃと係合する位置に達してロックされるが、これと同時に
、コネクタ８１の突起部５２ｅの傾斜部５２ｆが、相手側の防護壁５２の内壁５２ａを押
し拡げながら進入して、突起部５２ｅは防護壁５２の内壁５２ａに設けられた溝部５２ｂ
に達してロックされる。
このように、溝部５２ｂ，５２ｂの２個所でロックされることにより、２つのコネクタ５
１，８１の嵌合状態が保持される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
一般に一対のコネクタを、プラグコネクタとレセプタクルコネクタとから構成すると、プ
ラグコネクタにはピンコンタクト又はソケットコンタクトが備わり、レセプタクルコネク
タには逆にソケットコンタクト又はピンコンタクトが備わることになる。これでは、通常
、ピンコンタクトとソケットコンタクトとの２種類の金型、及び、プラグコネクタとレセ
プタクルコネクタとの２種類のインシュレータの金型が必要である。また、組立機、検査
機及び梱包材等も２種類必要である。したがって、コストが高価である。
【００１０】
そこで、前記従来の雌雄同体コネクタが提案されているが、このコネクタでは、雌型嵌合
部と雄型嵌合部とが並列に配設され、また、インシュレータの防護壁と外壁とがコネクタ
の周囲の全体を覆うため、コネクタをコンパクトに構成することができない。
【００１１】
よって、本発明は、前記従来の雌雄同体コネクタの欠点を改良し、コンパクトな雌雄同体
コネクタを提供しようとするものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記課題を解決するため、次の手段を採用する。
【００１３】
　１．ソケットコンタクトとピンコンタクトとインシュレータとから構成される雌雄同体
コネクタが、同一の相手側雌雄同体コネクタと嵌合離脱することができ、　前記インシュ
レータは、前記相手側雌雄同体コネクタのピンコネクタ部を受け入れる受入溝が
形成されたソケットコネクタ部と、前記相手側雌雄同体コネクタのソケットコネクタ部を
挿入される際ガイドするガイド部が ピンコネクタ部とを有し、前記ソケッ
トコネクタ部には、一対のソケットコンタクトが保持され、かつ、前記受入溝内の両側に
は、前記一対のソケットコンタクトの各接点部が対向して配置され、前記ピンコネクタ部
には、一対のピンコンタクトが保持され、かつ、前記一対のピンコンタクトの各接点部が
前記ガイドの両側に固定され、前記ソケットコネクタ部と前記ピンコネクタ部とは、前記
一対のソケットコンタクトが対向する方向に対して直交する方向に直列に配設され、
　前記一対のピンコンタクト又は前記一対のソケットコンタクトの一方は、前記インシュ
レータから露出して保持され

雌雄同体コネクタ。
【００１４】
２．前記ソケットコネクタ部には、前記一対のソケットコンタクトに代えて一対のピンコ
ンタクトが保持され、前記ピンコネクタ部には、前記一対のピンコンタクトに代えて一対
のソケットコンタクトが保持されている前記１記載の雌雄同体コネクタ。
【００１５】
３．前記一対のピンコンタクトの各圧入部が前記ガイド部の両側に形成された圧入溝にそ
れぞれ圧入されている前記１又は２記載の雌雄同体コネクタ。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態例の雌雄同体コネクタについて図１～図１０を参照して説明する。
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【００１７】
図１は上面図、図２は正面図、図３は右側面図、図４は下面図、図５は図２における線Ａ
－Ａによる拡大断面図、図６は図２における線Ｂ－Ｂによる拡大断面図、図７は２つの互
いに同一のコネクタの嵌合途中の状態を示す正面図、図８は２つの互いに同一のコネクタ
の嵌合完了の状態を示す正面図、図９は図７における線Ｃ－Ｃによる拡大断面図、図１０
は図８における線Ｄ－Ｄによる拡大断面図を、それぞれ示す。
【００１８】
図１、図２及び図４に示されるように、コネクタ１のインシュレータ２の左半分には、ソ
ケットコネクタ部（レセプタクルコネクタ）１１が設けられ、右半分には、ピンコネクタ
部（プラグコネクタ）２１が設けられている。
【００１９】
図５と図６に示されるように、ソケットコネクタ部１１の中央には、受入溝１２ａとソケ
ットコンタクト用溝１２ｂとが形成され、両溝１２ａ，１２ｂ内に５対のソケットコンタ
クト１３が保持されている。
【００２０】
ピンコネクタ部２１の中央には、ピンコンタクト用溝２２が形成され、ピンコンタクト用
溝２２の中心方向には、インシュレータ２の略直方体状の突出部２ａが形成され、また、
ピンコンタクト用溝２２内に５対のピンコンタクト２３が保持されている。各対のピンコ
ンタクト２３の各圧入部２３ａは、突出部２ａの両側に形成された各圧入溝２ｂに圧入さ
れている。突出部２ａの上部と各対のピンコンタクト２３の上部は、インシュレータ２か
ら露出している。
【００２１】
一方のコネクタ１と他方のコネクタ３１との嵌合について図９と図１０を参照して説明す
る。
【００２２】
コネクタ１を基板４１に固定し、コネクタ３１を基板４２に固定し、コネクタ３１をコネ
クタ１に接近させる。すると、まず、図９に示されるように、コネクタ３１の突出部２ａ
が、コネクタ１の各対のソケットコンタクト１３の間に進入する。続いて、コネクタ３１
をコネクタ１に更に接近させると、図１０に示されるように、コネクタ３１の各対のピン
コンタクト２３の各接点部２３ｂは、コネクタ１の各対のソケットコンタクト１３の各接
点部１３ａに接触する。
【００２３】
本実施の形態例では、ソケットコネクタ部１１にソケットコンタクト１３を保持し、ピン
コネクタ部２１にピンコンタクト２３を保持したが、ソケットコネクタ部１１にピンコン
タクトを保持し、ピンコネクタ部２１にソケットコンタクトを保持するように、設計変更
することができる。
【００２４】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、次の効果を奏することができる。
【００２５】
１．ソケットコネクタ部とピンコネクタ部とは、一対のソケットコンタクトが対向する方
向に対して直交する方向に直列に配設されているので、コネクタの厚さが薄く構成される
。
【００２６】
２．一対のピンコンタクト又は一対のソケットコンタクトの一方は、インシュレータから
露出して保持されているため、コネクタの周囲の一部にインシュレータが欠如するので、
コネクタがコンパクトに構成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態例の雌雄同体コネクタの上面図である。
【図２】同コネクタの正面図である。
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【図３】同コネクタの右側面図である。
【図４】同コネクタの下面図である。
【図５】図２における線Ａ－Ａによる拡大断面図である。
【図６】図２における線Ｂ－Ｂによる拡大断面図である。
【図７】２つの互いに同一の同コネクタの嵌合途中の状態を示す正面図である。
【図８】２つの互いに同一の同コネクタの嵌合完了の状態を示す正面図である。
【図９】図７における線Ｃ－Ｃによる拡大断面図である。
【図１０】図８における線Ｄ－Ｄによる拡大断面図である。
【図１１】従来の雌雄同体コネクタの正面図である。ただし、一部を断面図で示す。
【図１２】２つの互いに同一の従来の同コネクタの嵌合完了の状態を示す正面図である。
ただし、一部を断面図で示す。
【符号の説明】
１　　コネクタ（雌雄同体コネクタ）
２　　インシュレータ
２ａ　　突出部
２ｂ　　圧入溝
１１　　ソケットコネクタ部（レセプタクルコネクタ）
１２ａ　　受入溝
１２ｂ　　ソケットコンタクト用溝
１３　　ソケットコンタクト
１３ａ　　接点部
２１　　ピンコネクタ部（プラグコネクタ）
２２　　ピンコンタクト用溝
２３　　ピンコンタクト
２３ａ　　圧入部
２３ｂ　　接点部
３１　　コネクタ（他方の雌雄同体コネクタ）
４１　　基板
４２　　基板
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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