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(57)【要約】
【課題】本発明は、信号を転送する速度を高めるソケッ
トコネクタを提供することを目的とする。
【解決手段】本発明のソケットコネクタは、絶縁性本体
と、第１、第２端子グループと、遮蔽部材とを備える。
絶縁性本体は、相手面と実装面とを含み、主体部と該主
体部から前向きに延在して複数の第２端子溝と凹溝とが
形成される舌板とを有する。第１端子グループは、前記
絶縁性本体の第２端子溝に固着される第１固持部と、該
第１固持部の前端に設けられる第１接触部と、絶縁性本
体から延出する第１半田接続部とを含む。第２端子グル
ープは、前記絶縁性本体の凹溝に固着される第２接触部
と、該第２接触部と連接する第２固持部と、絶縁性本体
から延出する第２半田接続部とを含む。遮蔽部材は、頂
面と底面と一対の側面と前記舌板を収納ための収納穴と
を有する。前記第１、第２接触部が舌板の同じ側に配置
され、異なる高度に位置する。
【選択図】図１Ｂ



(2) JP 2009-43717 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手面と実装面とを含み、主体部と該主体部から前向きに延在して複数の第２端子溝と
凹溝とが形成される舌板とを有する絶縁性本体と、
　前記絶縁性本体の第２端子溝に固着される第１固持部と、該第１固持部の前端に設けら
れる第１接触部と、絶縁性本体から延出する第１半田接続部とを含む第１端子グループと
、
　前記絶縁性本体の凹溝に固着される第２接触部と、該第２接触部と連接する第２固持部
と、絶縁性本体から延出する第２半田接続部とを含む第２端子グループと、
　頂面と底面と一対の側面と前記舌板を収納するための収納穴とを有する遮蔽部材と、
を備え、前記第１、第２接触部が舌板の同じ側に配置され、異なる高度に位置することを
特徴とするソケットコネクタ。
【請求項２】
　前記第１接触部が弾性的な構造に製造され、第２接触部が平板状の構造に製造されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項３】
　前記舌板の長さに沿って、第２接触部が一列に配置され、第１接触部が第２接触部の後
に一列に配置されることを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項４】
　前記舌板は、当接面と、該当接面と対向する係合面とを含み、前記凹溝と第２端子溝が
当接面から凹まされ、舌板の係合面には、第２固持部を収納するための第１端子溝が形成
され、第１、第２固持部が舌板の両側に配置され、第２固持部と第２接触部の間には折部
が設けられ、舌板の前端には、当接面と係合面とを貫通して前記折部を収納するための凹
部が形成されることを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項５】
　前記第１接触部には、相手コネクタと相対するための第１接触点が設けられ、第２接触
部には、相手コネクタと相対するための第２接触点が設けられ、第１、第２接触点が舌板
の当接面に配置されることを特徴とする請求項４に記載のソケットコネクタ。
【請求項６】
　前記第２舌板の寸法は、標準のＵＳＢ２．０Ａ型のソケットコネクタの対応する舌板の
寸法と略同一であり、第１端子グループがパワー端子と第１対の差分信号端子と第１接地
端子とを含み、第２端子グループが並列に配置される第２対の差分信号端子と、第２接地
端子と、第３対の差分信号端子とを有することを特徴とする請求項１に記載のソケットコ
ネクタ。
【請求項７】
　前記実装面が遮蔽部材の底面の上方に位置することを特徴とする請求項１に記載のソケ
ットコネクタ。
【請求項８】
　前記絶縁性本体には、導電端子を定位するための固定板が設けられ、主体部の後端には
固定板を収納する凹所が形成され、第１、第２端子グループがそれぞれ固定板の両側に配
置されることを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項９】
　前記絶縁性本体の収納穴は上向きに開口する相手口を含み、前記舌板が実装面と直交す
ることを特徴とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【請求項１０】
　前記相手面が実装面に対して傾斜するか或いは平行であるか或いは直交することを特徴
とする請求項１に記載のソケットコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電気コネクタに関し、特に、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　
Ｂｕｓ）標準に符合したソケットコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のＵＳＢコネクタは、プラグとソケットとを具備する。プラグは、ケブールと
該ケブールを被覆する絶縁本体とを有する。該絶縁本体は、舌片と、舌片に装着される四
つのプラグ端子と、前記舌片とプラグ端子とを被覆するハウジングとを備える。舌片の上
表面とハウジングとの間には、ソケットの舌片を収納するための収納孔が形成される。プ
ラグ端子は、パワー端子と、負信号端子と、正信号端子と、接地端子とを含む。ソケット
は舌片と、舌片の下表面に実装される四つのソケット端子と、ハウジングとを備える、前
記ソケット端子はパワー端子と、負信号端子と、正信号端子と、接地端子とを含む。舌片
の下表面とハウジングとの間には、プラグの舌片を収納するための収納孔が形成される。
プラグがソケットと連接する時、ソケット端子がプラグ端子と電気接続する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　信号を転送する速度を高めるため、通常の端子には複数の端子を増加する必要がある。
同時に、通常のＵＳＢコネクタが占めるスペースを増加させないことが求められる。
【０００４】
　そこで本発明の目的は、信号を転送する速度を高めるソケットコネクタを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために、本発明のソケットコネクタは、絶縁性本体と、第１、第２
端子グループと、遮蔽部材とを備える。絶縁性本体は、相手面と実装面とを含み、主体部
と該主体部から前向きに延在して複数の第２端子溝と凹溝とが形成される舌板とを有する
。第１端子グループは、前記絶縁性本体の第２端子溝に固着される第１固持部と、該第１
固持部の前端に設けられる第１接触部と、絶縁性本体から延出する第１半田接続部とを含
む。第２端子グループは、前記絶縁性本体の凹溝に固着される第２接触部と、該第２接触
部と連接する第２固持部と、絶縁性本体から延出する第２半田接続部とを含む。遮蔽部材
は、頂面と底面と一対の側面と前記舌板を収納するための収納穴とを有する。前記第１、
第２接触部が舌板の同じ側に配置され、異なる高度に位置する。
【発明の効果】
【０００６】
　従来の技術に比べると、本発明は以下の長所がある。本発明のソケットコネクタには、
複数の差分信号端子が増加される。これにより、信号を転送する速度が高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１Ａ～図６及び図２１～２２を参照すると、本発明のソケットコネクタは、ＵＳＢ２
．０標準のＡ型のプラグコネクタ８或いは第２プラグ７と連接するＵＳＢソケットコネク
タ１００である。ＵＳＢ２．０標準プラグのＡ型のコネクタ８の舌片８０には、四つの平
板状の接点８１が設けられる。第２プラグ７の舌片７０の寸法がＵＳＢ２．０標準のＡ型
のプラグ８の舌板８０の寸法と略同一である。舌片７０には四つの平板状の接点７１と５
つの付加接点７２とが設けられる。該ソケットコネクタ１００は、絶縁性本体１と、該絶
縁性本体１に挿入される複数の導電端子２と、導電端子２を定位するための定位部材４と
、絶縁性本体１を覆う遮蔽部材３とを備える。
【０００８】
　絶縁性本体１は、主体部１１と、該主体部１１から突出する舌板１２とを備える。主体
部１１の側面には、複数のスロット１１７が形成される。主体部１１の後面には、阻止板
１１４が設けられる。舌板１２の寸法がＵＳＢ２．０標準プラグのＡ型のコネクタ８の舌
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板８０の寸法と同一である。前記舌板１２の上表面が係合面１２０であり、下表面が当接
面１２１である。係合面１２０には、複数の第１端子溝１２０１が形成される。当接面１
２１には、複数の第２端子溝１２１１と、複数の凹溝１２１２とが形成される。舌板１２
の前端には、係合面１２０と当接面１２１とを貫通する凹部１２２が形成される。絶縁性
本体１において、プラグコネクタ８或いは第２プラグ７と相対する面が相手面１０３であ
り、回路基板１０１と係合する面が実装面１０２である。
【０００９】
　遮蔽部材３は、前蓋体３１と、前蓋体３１と係合する後蓋体３２とを含む。前蓋体３１
は、頂面３１１と、底面３１２と、一対の側面３１３と、頂面３１１と底面３１２と側面
３１３とによって包囲される収納穴３１０とを有する。前蓋体３１の頂面３１１と底面３
１２と側面３１３には、複数の弾力片３１５と、係合孔３１８とが設けられる。一対の側
面３１３には、側面３１３から下向きに延在する半田接続脚３１６が設けられる。後蓋体
３２には、複数の係合片３２１と凸点３２２が設けられる。
【００１０】
　導電端子２は、第１端子グループ２１及び第２端子グループ２２を具備する。第１端子
グループ２１は、パワー端子２１７と、一対の第１差分信号端子（即ち、正、負信号端子
）２１８と、第１接地端子２１９とを具備する。各第１端子グループ２１の中の端子は、
第１固持部２１１と、第１固持部２１１の前端に設けられる弾性的な第１接触部２１０と
、第１半田接続部２１２とを有する。第２端子グループ２２は、第２対の差分信号端子２
２５と、第３対の差分信号端子２２７と、該第２、第３対の差分信号端子２２５，２２７
の間に配置される第２接地端子２２６とを有する。第２端子グループ２２の中の端子は、
第２固持部２２１と、第２固持部２２１の前端に設けられる平板状な第２接触部２２０と
、第２接触部２２０と固持部２２１との間に設けられる折部２２４と、第２固持部２２１
の尾端に設けられる第２半田接続部２２２とを備える。
【００１１】
　定位部材４には、上下に延在する複数の定位溝４１が形成される。定位部材４の両側に
は、一対のビーム部４２が設けられる。
【００１２】
　該ソケットコネクタ１００を組み合わせる時、第１、第２端子グループ２１，２２は主
体部１１の舌板１２に固着される。第１端子グループ２１が舌板１２の第２端子溝１２１
１に挿入される。第２端子グループ２２の第２固持部２２１が舌板１２の第１端子溝１２
０１に挿入され、第２接触部２２０が凹溝１２１２に嵌合され、折部２２４が凹部１２２
に嵌入される。第１端子グループ２１の第１接触部２１０が舌板１２の当接面１２１から
突出し、第２端子グループ２２の第２接触部２２０が、当接面１２１に到着しない。第１
、第２接触部２１０，２２０は、舌板１２の長さによって二列に配置される。第１接触部
２１０には、プラグコネクタ８或いは第２プラグ７と相対する第１接触点２１３が設けら
れる。第２接触部２２０には、プラグコネクタ８或いは第２プラグ７と相対する第２接触
点２２３が設けられる。第１、第２接触点２１３，２２３が舌板１２の当接面１２１に配
置される。第１、第２端子グループ２１，２２の第１、第２半田接続部２１２，２２２が
、それぞれ阻止板１１４の両側に位置して絶縁性本体１から延出する。第２端子グループ
２２は、舌板１２の幅に沿って配置される。第２端子グループ２２が第１端子グループ２
１と接触しない。前蓋体３１は絶縁性本体１を覆う。前蓋体３１の側面の弾力片３１５が
絶縁性本体１のスロット１１７に当接する。後蓋体３２が前蓋体３１と係合する。後蓋体
３２の係合片３２１、凸点３２２とは、前蓋体３１の係合孔３１８と係合する。
【００１３】
　図７Ａ～図８に示すように、本発明の第２実施状態におけるソケットコネクタ２００に
関して、第１実施状態におけるソケットコネクタ１００と異なる特徴は、舌板１２と前蓋
体３１の頂面３１１の間の距離は、舌板１２と前蓋体３１の底面３１２の間の距離より大
きいことである。又、舌板１２の係合面１２０と当接面１２１とは、それぞれ舌板１２の
下表面と上表面である。前記第２端子溝１２１１と凹溝１２１２とが舌板１２の上表面（
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即ち、当接面１２１）に形成され、第１端子溝１２０１が舌板１２の下表面（即ち、係合
面１２０）に形成される。第１接触部２１０と第２接触部２２０とは舌板１２の上方に配
置される。
【００１４】
　図９Ａ～図１０に示すように、本発明の第３実施状態におけるソケットコネクタ３００
に関して、第１実施状態におけるソケットコネクタ１００と異なる特徴は、該ソケットコ
ネクタ３００が開口１０４が形成される回路基板１０１に装着されることである。前蓋体
３１の前端に設けられる半田接続脚３１６が前蓋体３１の側面３１３の中間部から外へ水
平方向に沿って折り曲げられて形成される。ソケットコネクタ３００の実装面１０２が前
端に設けられる半田接続脚３１６の下表面であり、前蓋体３１の底面３１２の上に配置さ
れる。前蓋体３１の底面３１２及び部分の側面３１３とは、回路基板１０１の開口１０４
に収納される。これにより、ソケットコネクタ３００と回路基板１０１との高度が減少さ
れる。
【００１５】
　主体部１１の下端が前向きに延在して、回路基板１０１の開口１０４を支持するための
支持部１１５が形成される。該支持部１１５が舌板１２と略平行である。前蓋体３１の底
面３１２が後向きに延在して係合部３１９が形成される。係合部３１９が主体部１１に固
定される。支持部１１５が前蓋体３１の底面３１２の後部を支持する。
【００１６】
　図１１Ａ～図１５に示すように、本発明の第４実施状態におけるソケットコネクタ４０
０に関して、第１実施状態におけるソケットコネクタ１００と異なる特徴は、ソケットコ
ネクタ４００の舌板１２が実装面１０２と直交することである。本実施例において、舌板
１２の当接面１２１と係合面１２０とは舌板１２の左側面と右側面である。第１接触部２
１０が上下に沿って一列に配置される。第２接触部２２０が上下に沿って他列に配置され
る。第１端子グループ２１と第２端子グループ２２との間には固持板５が配置される。絶
縁性本体１の後部には、固持板５及び第１、第２端子グループ２１，２２を収納するため
の凹所１１６が形成される。固持板５の両側には、細長い突出部５１が設けられる。第１
、第２半田接続部２１２，２２２が隣接する突出部５１の間に固持される。第１端子グル
ープ２１の第１半田接続部２１２と第１固持部２１１との間には、前向きに延在して横に
延在する折曲部２１４が設けられる。該折曲部２１４の後端が突出部５１の頂端に当接し
、折曲部２１４が固持部５の前表面に部分に付着される。
【００１７】
　図１６Ａ～図１８に示すように、本発明の第５実施状態におけるソケットコネクタ５０
０に関して、第１実施状態におけるソケットコネクタ１００と異なる特徴は、収納穴３１
０の開口が上向きに開放し、舌板１２が実装面１０２と直交することである。第１、第２
接触部２１０，２２０は舌板１２の右側に配置される。第１固持部２１１と第１半田接続
部２１２とは略平行である。第２固持部２２１と第２半田接続部２２２とは上下に沿って
対応する。　
【００１８】
　図１９Ａ～図２０に示すように、本発明の第６実施状態におけるソケットコネクタ６０
０に関して、第１実施状態におけるソケットコネクタ１００と異なる特徴は、収納穴３１
０の開口が上向きに開放し、舌板１２が実装面１０２と直交することである。第１、第２
接触部２１０，２２０は舌板１２の右側に配置される。第１固持部２１１と第１半田接続
部２１２とは略平行である。第２固持部２２１と第２半田接続部２２２とは傾斜するよう
に延在する。実装面１０２と相手面１０３は、直交せず、平行でもない。実装面１０２が
相手面１０３に対して傾斜する。
【００１９】
　従来のＵＳＢ標準２．０のソケットコネクタには、両対の差分信号端子２２５，２２７
及び接地端子２２６が増加される。データを転送する速度が高められる。
【００２０】
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　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。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】本発明の第１実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に取付けられる組
立図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示されるソケットコネクタの斜視図である。
【図２】図１Ｂに示すソケットコネクタの部分の分解斜視図である。
【図３】図２に示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図４】図２に示すソケットコネクタの別の分解斜視図である。
【図５】図３に示すソケットコネクタの別の分解斜視図である。
【図６】図５に示すソケットコネクタの別の分解斜視図である。
【図７Ａ】本発明の第２実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に取付けられる組
立図である。
【図７Ｂ】図７Ａに示すソケットコネクタの斜視図である。
【図８】図７Ｂに示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図９Ａ】本発明の第３実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に取付けられる組
立図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示すソケットコネクタの斜視図である。
【図１０】図９Ａに示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図１１Ａ】本発明の第４実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に取付けられる
組立図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示すソケットコネクタを回路基板から分離させた部分的な分解斜
視図である。
【図１２】図１１Ｂに示すソケットコネクタの部分の分解斜視図である。
【図１３】図１２に示すソケットコネクタの別の分解斜視図である。
【図１４】図１３の別の分解斜視図である。
【図１５】図１１Ｂに示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図１６Ａ】本発明の第５実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に実装される組
立図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａの別の平面図である。
【図１７】図１６Ａに示すソケットコネクタの部分の分解斜視図である。
【図１８】図１６Ａに示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図１９Ａ】本発明の第６実施状態におけるソケットコネクタが回路基板に実装される組
立図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの別の平面図である。
【図２０】図１９Ａに示すソケットコネクタの分解斜視図である。
【図２１】本発明のソケットコネクタと相対する第２プラグの斜視図である。
【図２２】本発明のソケットコネクタと相対するＵＳＢ２．０標準プラグの斜視図である
。
【符号の説明】
【００２２】
　１　絶縁性本体
　１００～６００　ソケットコネクタ
　１０１　回路基板
　１０２　実装面
　１０３　相手面
　１０４　開口
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　１１　主体部
　１１１　固定溝
　１１４　阻止板
　１１５　支持部
　１１６　凹所
　１１７　スロット
　１２　舌板
　１２０　係合面
　１２０１　第１端子溝
　１２１　当接面
　１２１１　第２端子溝
　１２１２　凹溝
　１２２　凹部
　１３　足部
　２　導電端子
　２１　第１端子グループ
　２１０　第１接触部
　２１１　第１固持部
　２１２　第１半田接続部
　２１３　第１接触点
　２１４，２１６　折曲部
　２１７　パワー端子
　２１８　第１差分信号端子
　２１９　第１接地端子
　２２　第２端子グループ
　２２０　第２接触部
　２２１　第２固持部
　２２２　第２半田接続部
　２２３　第２接触点
　２２４　折部
　２２５　第２対差分信号端子
　２２６　第２接地端子
　２２７　第３対差分信号端子
　３　遮蔽部材
　３１　前蓋体
　３１０　収納穴
　３１１　頂面
　３１２　底面
　３１３　側面
　３１４　導入片
　３１５　弾力片
　３１６　半田接続脚
　３１８　係合孔
　３１９　係合部
　３２　後蓋体
　３２１　係合片
　３２２　凸点
　４　定位部材
　４１　定位溝
　４２　ビーム部
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　５　固持板
　５１　突出部
　７　第２プラグ
　７０，８０　舌片
　７１，８１　接点
　７２　付加接点
　８　プラグコネクタ 

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１４】 【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１７】
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【図１８】 【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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