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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】異なる信号伝送プロトコルのプラグコネクタに
接続でき、最高速度で動作し得るレセプタクルコネクタ
を提供する。
【解決手段】レセプタクルコネクタが、ハウジングと、
ｅＳＡＴＡ端子セットと、第１のＵＳＢ端子セットと、
第２のＵＳＢ端子セットとを有する。ハウジングは、ソ
ケット空間と、ソケット空間に形成された舌部とを有す
る。ｅＳＡＴＡ端子セットは、舌部に取り付けられるｅ
ＳＡＴＡ端子を有する。第１のＵＳＢ端子セットは、ｅ
ＳＡＴＡ端子と反対側の舌部に取り付けられるＵＳＢ２
．０信号伝送用の複数の第１のＵＳＢ端子を有する。第
２のＵＳＢ端子セットは、ｅＳＡＴＡ端子と反対側の舌
部に取り付けられるＵＳＢ３．０信号伝送用の複数の第
２のＵＳＢ端子を有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングであって、
　　前記ハウジングに画定されたソケット空間と、
　　前記ソケット空間に形成された舌部と、
を有するハウジングと、
　前記舌部に取り付けられ、且つｅＳＡＴＡ信号伝送用の複数のｅＳＡＴＡ端子を有する
ｅＳＡＴＡ端子セットと、
　前記ｅＳＡＴＡ端子セットと反対側の前記舌部に取り付けられ、且つＵＳＢ２．０信号
伝送用の複数の第１のＵＳＢ端子を有する第１のＵＳＢ端子セットと、
　前記舌部に取り付けられ、且つＵＳＢ３．０信号伝送用の複数の第２のＵＳＢ端子を有
する第２のＵＳＢ端子セットと、
を備える、レセプタクルコネクタ。
【請求項２】
　前記ハウジングが前記ハウジングに画定された開口部を有し、及び
　前記第２のＵＳＢ端子が前記舌部に着脱可能に取り付けられ、且つ前記開口部の近傍に
位置する、
請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記ｅＳＡＴＡ端子が複数の第１のｅＳＡＴＡ端子と複数の第２のｅＳＡＴＡ端子とに
分けられ、各第２のｅＳＡＴＡ端子が、前記第２のｅＳＡＴＡ端子に接続される接続部分
を有し、及び
　前記第２のＵＳＢ端子がそれぞれ前記第２のｅＳＡＴＡ端子の前記接続部分に対応して
いて、それとそれぞれ接続される、
請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項４】
　前記ｅＳＡＴＡが複数の第１のｅＳＡＴＡ端子と複数の第２のｅＳＡＴＡ端子とに分け
られ、各第２のｅＳＡＴＡ端子が接続部分を有し、及び
　前記第２のＵＳＢ端子がそれぞれ前記第２のｅＳＡＴＡ端子の前記接続部分に対応して
いて、それとそれぞれ接続される、
請求項２に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項５】
　前記ハウジングが、
　ｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたｅＳＡＴＡプラグ外形と、
　ＵＳＢプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたＵＳＢプラグ外形と、
を有する、請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項６】
　前記ハウジングが、
　ｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたｅＳＡＴＡプラグ外形と、
　ＵＳＢプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたＵＳＢプラグ外形と、
を有する、請求項２に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項７】
　前記ハウジングが、
　ｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたｅＳＡＴＡプラグ外形と、
　ＵＳＢプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたＵＳＢプラグ外形と、
を有する、請求項３に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項８】
　前記ハウジングが、
　ｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたｅＳＡＴＡプラグ外形と、
　ＵＳＢプラグコネクタの外形に対応するよう構成されたＵＳＢプラグ外形と、
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を有する、請求項４に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項９】
　前記ハウジングの前記舌部が、上部取付面と、前記上部取付面と反対側の底部取付面と
を有し、
　前記ｅＳＡＴＡ端子セットの前記ｅＳＡＴＡ端子が、前記舌部の前記底部取付面に取り
付けられ、及び
　前記第１のＵＳＢ端子セットの前記第１のＵＳＢ端子及び前記第２のＵＳＢ端子セット
の前記第２のＵＳＢ端子が、前記舌部の前記上部取付面に取り付けられる、
請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項１０】
　前記ハウジングの前記舌部が、上部取付面と、前記上部取付面と反対側の底部取付面と
を有し、
　前記ｅＳＡＴＡ端子セットの前記ｅＳＡＴＡ端子が、前記舌部の前記上部取付面に取り
付けられ、及び
　前記第１のＵＳＢ端子セットの前記第１のＵＳＢ端子及び第２のＵＳＢ端子セットの前
記第２のＵＳＢ端子が、前記舌部の前記底部取付面に取り付けられる、
請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項１１】
　前記ハウジングの前記舌部が、上部取付面と、前記上部取付面と反対側の底部取付面と
を有し、
　前記ｅＳＡＴＡ端子セットの前記第１のｅＳＡＴＡ端子及び前記第２のｅＳＡＴＡ端子
が、前記舌部の前記上部取付面に取り付けられ、及び
　前記第１のＵＳＢ端子セットの前記第１のＵＳＢ端子及び前記第２のＵＳＢ端子セット
の前記第２のＵＳＢ端子が、前記舌部の前記底部取付面に取り付けられる、
請求項３に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項１２】
　前記ハウジングの前記舌部が、上部取付面と、前記上部取付面と反対側の底部取付面と
を有し、
　前記ｅＳＡＴＡ端子セットの前記第１のｅＳＡＴＡ端子及び前記第２のｅＳＡＴＡ端子
が、前記舌部の前記底部取付面に取り付けられ、及び
　前記第１のＵＳＢ端子セットの前記第１のＵＳＢ端子及び前記第２のＵＳＢ端子セット
の前記第２のＵＳＢ端子が、前記舌部の前記上部取付面に取り付けられる、
請求項３に記載のレセプタクルコネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はコネクタに関し、より詳細には、異なる信号伝送プロトコルのプラグコネクタ
に接続でき、最高速度で動作し得るレセプタクルコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子工学ネットワーク技術は人間の生活を促進するべく急速に発展し、それに伴い電子
デバイスが人々の日常生活に広く普及するようになっている。電子デバイス間のデータ転
送は、デバイス上のソケットコネクタと、電子デバイスに接続されるケーブル上の対応す
るプラグコネクタとによって実行される。ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）プロ
トコル及びエクスターナル・シリアルＡＴＡ（ｅＳＡＴＡ）プロトコルが、最も一般的に
コネクタが採用する２つである。
【０００３】
　（特許文献１）は、ハウジングと、端子座と、複数のＵＳＢ端子と、複数のｅＳＡＴＡ
端子とを有するｅＳＡＴＡ及びＵＳＢ伝送プロトコル用のソケットコネクタを開示してい
る。ＵＳＢ端子はＵＳＢ２．０プロトコルに準拠している。ｅＳＡＴＡ端子はｅＳＡＴＡ
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プロトコルに準拠している。従って、このソケットコネクタは、異なるプロトコルのプラ
グコネクタに接続され得る。
【０００４】
　ＵＳＢ２．０プロトコルと比較したときはるかに高速の４．８Ｇｂｐｓの信号伝送速度
を有する新しいＵＳＢ３．０プロトコルが開発されている。しかしながら、標準規格のＵ
ＳＢ３．０プラグ又はレセプタクルコネクタの端子は、ＵＳＢ２．０プラグ又はレセプタ
クルコネクタの端子より多い。ＵＳＢ３．０プラグコネクタがＵＳＢ２．０レセプタクル
コネクタに接続されるとき、ＵＳＢ３．０プラグコネクタのいくつかの端子が使用されず
、信号伝送速度が低下する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】台湾国実用新案第Ｍ２９３５５２号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　こうした欠点を克服するため、本考案はレセプタクルコネクタを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の主な目的は、異なる信号伝送プロトコルのプラグコネクタに接続でき、最高速
度で動作し得るレセプタクルコネクタを提供することである。
【０００８】
　レセプタクルコネクタは、ハウジングと、ｅＳＡＴＡ端子セットと、第１のＵＳＢ端子
セットと、第２のＵＳＢ端子セットとを有する。ハウジングは、ソケット空間と、そのソ
ケット空間内に形成された舌部とを有する。ｅＳＡＴＡ端子セットは、舌部に取り付けら
れるｅＳＡＴＡ端子を有する。第１のＵＳＢ端子セットは、ｅＳＡＴＡ端子と反対側の舌
部に取り付けられるＵＳＢ２．０信号伝送用の複数の第１のＵＳＢ端子を有する。第２の
ＵＳＢ端子セットは、ｅＳＡＴＡ端子と反対側の舌部に取り付けられるＵＳＢ３．０信号
伝送用の複数の第２のＵＳＢ端子を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本考案に係るレセプタクルコネクタの第１の実施形態の分解斜視図である。
【図２】図１のレセプタクルコネクタの斜視図である。
【図３】図２のレセプタクルコネクタの部分断面側面図である。
【図４】図２のレセプタクルコネクタのｅＳＡＴＡ端子、第１のＵＳＢ端子及び第２のＵ
ＳＢ端子の側面図である。
【図４ａ】本考案に係るレセプタクルコネクタの変形形態のｅＳＡＴＡ端子、第１のＵＳ
Ｂ端子及び第２のＵＳＢ端子の側面図である。
【図５】本考案に係るレセプタクルコネクタの第２の実施形態の分解斜視図である。
【図６】図５のレセプタクルコネクタの部分断面側面図である。
【図７】図５のレセプタクルコネクタのｅＳＡＴＡ端子、第１のＵＳＢ端子及び第２のＵ
ＳＢ端子の拡大斜視図である。
【図８】図７のレセプタクルコネクタのｅＳＡＴＡ端子、第１のＵＳＢ端子及び第２のＵ
ＳＢ端子の側面図である。
【図８ａ】本考案に係るレセプタクルコネクタの変形形態のｅＳＡＴＡ端子、第１のＵＳ
Ｂ端子及び第２のＵＳＢ端子の側面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　図１～３に関連して、本考案に係るレセプタクルコネクタの第１の実施形態は、ハウジ
ングと、ｅＳＡＴＡ端子セット（２０）と、第１のＵＳＢ端子セット（３０）と、第２の
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ＵＳＢ端子セット（４０）とを備える。
【００１１】
　ハウジングは、絶縁基材（１０）と金属シェル（５０）とを有する。
【００１２】
　絶縁基材（１０）は、ソケット空間（１１）と、舌部（１２）と、ｅＳＡＴＡプラグ外
形（１３）と、ＵＳＢプラグ外形（１４）とを有する。
【００１３】
　ソケット空間（１１）はハウジングの絶縁基材（１０）に画定され、対応するプラグコ
ネクタを収容でき、且つ内面と２つの相対する側面とを有する。側面は対称的で、階段状
である。
【００１４】
　舌部（１２）はソケット空間（１１）の内面に形成され、そこから前方に突出しており
、２つの相対する取付面を有する。これらの取付面は、上部取付面と底部取付面とであり
得る。
【００１５】
　ｅＳＡＴＡプラグ外形（１３）は階段状側面に画定され、フールプルーフを目的として
標準規格のｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形に対応している。
【００１６】
　ＵＳＢプラグ外形（１４）は階段状側面に画定され、フールプルーフを目的として標準
規格のＵＳＢ２．０又は３．０プラグコネクタの外形に対応している。
【００１７】
　金属シェル（５０）は中空で、絶縁基材（１０）を被覆することでソケット空間（１１
）と連通する開口部を画定し、その開口部を通じてｅＳＡＴＡ又はＵＳＢプラグコネクタ
がソケット空間（１１）の中に伸張できる。
【００１８】
　ｅＳＡＴＡ端子セット（２０）は舌部（１２）の一方の取付面に固着され、複数のｅＳ
ＡＴＡ端子（２１）を有する。ｅＳＡＴＡ端子（２１）は７本であり得るとともに、それ
ぞれがｅＳＡＴＡ信号伝送のためｅＳＡＴＡプラグコネクタの端子と接触し得る。
【００１９】
　各ｅＳＡＴＡ端子（２１）は、取付部分と、はんだ付け部分と、接触部分（２１５）と
を有する。取付部分は舌部（１２）に取り付けられる。はんだ付け部分は取付部分に形成
され、そこから垂直に突出しており、プリント回路板（ＰＣＢ）上にはんだ付けされ得る
。接触部分（２１５）は電気的接続用に取付部分に形成され、そこから前方に突出してお
り、舌部（１２）の一方の取付面に取り付けられる。
【００２０】
　第１のＵＳＢ端子セット（３０）は、舌部（１２）のうちｅＳＡＴＡ端子セット（２０
）と反対側の他方の取付面に固着され、複数の第１のＵＳＢ端子（３１）を有する。第１
のＵＳＢ端子（３１）は４本であり得るとともに、それぞれがＵＳＢ２．０信号伝送のた
めＵＳＢ２．０プラグコネクタの端子と接触し得る。
【００２１】
　第２のＵＳＢ端子セット（４０）は舌部（１２）のうちｅＳＡＴＡ端子セット（２０）
と反対側の取付面に固着され、複数の第２のＵＳＢ端子（４１）を有する。第２のＵＳＢ
端子（４１）は５本であり得るとともに、第１のＵＳＢ端子（３１）と協働することで、
それぞれがＵＳＢ３．０信号伝送のためＵＳＢ３．０プラグコネクタの９本の端子と接触
し得る。
【００２２】
　第１のＵＳＢ端子及び第２のＵＳＢ端子（３１、４１）の各々は、取付部分と、はんだ
付け部分と、接触部分（３１５、４１５）とを有する。取付部分は舌部（１２）に取り付
けられる。はんだ付け部分は取付部分に形成され、そこから垂直に突出しており、ＰＣＢ
にはんだ付けされ得る。接触部分（３１５、４１５）は電気的接続用に取付部分に形成さ
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れ、そこから前方に突出しており、舌部（１２）の他方の取付面に取り付けられる。
【００２３】
　好ましい実施形態において、ｅＳＡＴＡ端子セット（２０）は舌部（１２）の底部取付
面に固着される。第１のＵＳＢ端子セット及び第２のＵＳＢ端子セット（３０、４０）は
、舌部（１２）のうちｅＳＡＴＡ端子セット（２０）と反対側の上部取付面に固着される
。
【００２４】
　さらに図４ａに関連して、本考案に係るレセプタクルコネクタの変形形態は、第１の実
施形態と同様である。しかしながら、この実施形態のｅＳＡＴＡ端子セット（２０ｃ）と
第１のＵＳＢ端子セット及び第２のＵＳＢ端子セット（３０ｃ、４０ｃ）との垂直方向の
配置は、第１の実施形態と比較したときハウジングに対して反転している。ｅＳＡＴＡ端
子（２１）が、絶縁基材（１０）の舌部（１２）の上部取付面に取り付けられる。第１の
ＵＳＢ端子及び第２のＵＳＢ端子（３１、４１）が、舌部（１２）の底部取付面に取り付
けられる。
【００２５】
　図５～８に関連して、本考案に係るレセプタクルコネクタの第２の実施形態は、第１の
実施形態と同様である。しかしながら、このｅＳＡＴＡ端子セット（２０）のｅＳＡＴＡ
端子は絶縁基材（１０）の舌部（２０）の上部取付面に取り付けられ、複数の第１のｅＳ
ＡＴＡ端子（２２）と複数の第２のｅＳＡＴＡ端子（２３）とに分けられる。各第２のｅ
ＳＡＴＡ端子（２３）は接続部分（２４）を有し得る。接続部分（２４）は第２のｅＳＡ
ＴＡ端子（２３）に接続されており、舌部（１２）に固着されてもよく、絶縁基材（１０
）と金属シェル（５０）とによって画定される開口部の近傍に位置してもよく、及び第２
のｅＳＡＴＡ端子（２３）の接触部分（２１５）に形成され、そこから突出していてもよ
い。
【００２６】
　第１のＵＳＢ端子セット（３０）の第１のＵＳＢ端子（３１ａ）は絶縁基材（１０）の
底部取付面に取り付けられる。
【００２７】
　第２のＵＳＢ端子セット（４０）の第２のＵＳＢ端子（４１ａ）は、はんだ付け部分の
ない部品であってもよく、絶縁基材（１０）の舌部（１２）の底部取付面に着脱可能に取
り付けられ、それぞれ第２のｅＳＡＴＡ端子（２３）に対応していて、それとそれぞれ接
続される。第２のＵＳＢ端子（４１ａ）は絶縁基材（１０）と金属シェル（５０）とによ
って画定される開口部の近傍に位置してもよく、それぞれ第２のｅＳＡＴＡ端子（２３）
の接続部分（２４）に接続される。
【００２８】
　本考案のレセプタクルコネクタは、ｅＳＡＴＡ、ＵＳＢ２．０及びＵＳＢ３．０の信号
伝送プロトコルを提供する。ｅＳＡＴＡプラグコネクタがこのレセプタクルコネクタに接
続されると、ｅＳＡＴＡプラグコネクタの外形が絶縁基材（１０）のｅＳＡＴＡプラグ外
形（１３）と整列する。さらに、ｅＳＡＴＡプラグコネクタの端子がそれぞれｅＳＡＴＡ
端子（２１、２２、２３）と接触する。ＵＳＢ２．０プラグコネクタがこのレセプタクル
コネクタに接続されると、ＵＳＢ２．０プラグコネクタの外形がレセプタクルコネクタの
ＵＳＢプラグ外形（１４）と整列する。さらに、ＵＳＢ２．０プラグコネクタの端子がそ
れぞれ第１のＵＳＢ端子（３１、３１ａ）と接触する。ＵＳＢ３．０プラグコネクタがこ
のレセプタクルコネクタに接続されると、ＵＳＢ３．０プラグコネクタの外形がレセプタ
クルコネクタのＵＳＢプラグ外形（１４）と整列する。さらに、ＵＳＢ３．０プラグコネ
クタの端子がそれぞれ第１のＵＳＢ端子及び第２のＵＳＢ端子（３１、３１ａ、４１、４
１ａ）と接触する。
【００２９】
　さらに図８ａに関連して、本考案に係るレセプタクルコネクタの変形形態は、第２の実
施形態と同様である。しかしながら、この実施形態のｅＳＡＴＡ端子セット（２０ｄ）と
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第１のＵＳＢ端子セット及び第２のＵＳＢ端子セット（３０ｄ、４０ｄ）との垂直方向の
配置は、第２の実施形態と比較したときハウジングに対して反転している。第１のｅＳＡ
ＴＡ端子及び第２のｅＳＡＴＡ端子（２２、２３）が、絶縁基材（１０）の舌部（１２）
の底部取付面に取り付けられる。第１のＵＳＢ端子及び第２のＵＳＢ端子（３１ａ、４１
ａ）が、舌部（１２）の上部取付面に取り付けられる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　ｅＳＡＴＡ、ＵＳＢ２．０又はＵＳＢ３．０プラグコネクタとの接続を提供することが
可能な本レセプタクルコネクタは、高い適用性を有する。さらに、第１のＵＳＢ端子及び
第２のＵＳＢ端子（３０、４０）を備える本レセプタクルコネクタは、接続されたＵＳＢ
３．０プラグコネクタの最高信号伝送速度による動作を可能にする。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　絶縁基材
　１１　ソケット空間
　１２　舌部
　１３　ｅＳＡＴＡプラグ外形
　１４　ＵＳＢプラグ外形
　２０　ｅＳＡＴＡ端子セット
　２０ｃ　ｅＳＡＴＡ端子セット
　２０ｄ　ｅＳＡＴＡ端子セット
　２１　ｅＳＡＴＡ端子
　２２　第１のｅＳＡＴＡ端子
　２３　第２のｅＳＡＴＡ端子
　２４　接続部分
　３０　第１のＵＳＢ端子セット
　３０ｃ　第１のＵＳＢ端子セット
　３０ｄ　第１のＵＳＢ端子セット
　３１　第１のＵＳＢ端子
　３１ａ　第１のＵＳＢ端子
　４０　第２のＵＳＢ端子セット
　４０ｃ　第２のＵＳＢ端子セット
　４０ｄ　第２のＵＳＢ端子セット
　４１　第２のＵＳＢ端子
　４１ａ　第２のＵＳＢ端子
　５０　金属シェル
　２１５　接触部分
　３１５　接触部分
　４１５　接触部分
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【図１】



(9) JP 3155224 U 2009.11.12

【図２】



(10) JP 3155224 U 2009.11.12
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【図８】

【図８ａ】

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月14日(2009.9.14)
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【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記ハウジングが前記ハウジングに画定された開口部を有し、及び
　前記第２のＵＳＢ端子が前記舌部に着脱可能に取り付けられ、且つ前記開口部の近傍に
位置する、
請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
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