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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと前後方向に沿って嵌合可能なコネクタ
であって、
　前記コネクタは、グランド部材と、保持部材と、複数のコンタクトと、ミッドプレート
とを備えており、
　前記相手側コネクタは、複数の相手側コンタクトを有しており、
　前記グランド部材は、前記前後方向と直交する上下方向において離間するよう配置され
た上側平板部及び下側平板部と、前記上側平板部と前記下側平板部とを連結する連結部と
、前記回路基板に固定される被固定脚部と、前記被固定脚部と前記下側平板部とを接続す
る延長部とを有しており、
　前記上側平板部及び前記下側平板部の夫々は、前記上下方向と交差する所定面内に延び
ており、
　前記延長部は、前記下側平板部から前記所定面内に延びており、
　前記被固定脚部は、前記延長部から前記上下方向において下方に延びており、
　前記保持部材は、前記上下方向において前記上側平板部と前記下側平板部とに挟まれる
保持部と、前記前後方向において前記保持部から前方に延びる嵌合部とを有しており、
　前記嵌合部は、前記前後方向において前記上側平板部及び前記下側平板部よりも前方に
位置しており、
　前記複数のコンタクトは、２列のコンタクト列を構成しており、
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　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、前記前後方向及び前記上下方向
の双方と直交するピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記保持部に保持される被保持部と、前記嵌合部の上面又は
下面において外部に露出している接触部とを有しており、
　前記コンタクトの前記接触部は、前記コネクタが前記相手側コネクタと嵌合した状態に
おいて、前記相手側コネクタの前記相手側コンタクトと夫々接触するものであり、
　前記ミッドプレートは、前記上下方向において前記コンタクト列の間に位置するように
、前記保持部材に保持されており、
　前記グランド部材は、補助圧入部を更に有しており、
　前記補助圧入部は、前記前後方向において前記連結部から後方に延びており、
　前記補助圧入部には、前記前後方向と直交する方向に突出した補助係止突起が設けられ
ており、
　前記保持部材には、補助圧入溝が形成されており、
　前記補助圧入部は、前記補助圧入溝に受容されている
コネクタ。
【請求項２】
　回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと前後方向に沿って嵌合可能なコネクタ
であって、
　前記コネクタは、グランド部材と、保持部材と、複数のコンタクトと、ミッドプレート
とを備えており、
　前記相手側コネクタは、複数の相手側コンタクトを有しており、
　前記グランド部材は、前記前後方向と直交する上下方向において離間するよう配置され
た上側平板部及び下側平板部と、前記上側平板部と前記下側平板部とを連結する連結部と
、前記回路基板に固定される被固定脚部と、前記被固定脚部と前記下側平板部とを接続す
る延長部とを有しており、
　前記上側平板部及び前記下側平板部の夫々は、前記上下方向と交差する所定面内に延び
ており、
　前記延長部は、前記下側平板部から前記所定面内に延びており、
　前記被固定脚部は、前記延長部から前記上下方向において下方に延びており、
　前記保持部材は、前記上下方向において前記上側平板部と前記下側平板部とに挟まれる
保持部と、前記前後方向において前記保持部から前方に延びる嵌合部とを有しており、
　前記嵌合部は、前記前後方向において前記上側平板部及び前記下側平板部よりも前方に
位置しており、
　前記複数のコンタクトは、２列のコンタクト列を構成しており、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、前記前後方向及び前記上下方向
の双方と直交するピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記保持部に保持される被保持部と、前記嵌合部の上面又は
下面において外部に露出している接触部とを有しており、
　前記コンタクトの前記接触部は、前記コネクタが前記相手側コネクタと嵌合した状態に
おいて、前記相手側コネクタの前記相手側コンタクトと夫々接触するものであり、
　前記ミッドプレートは、前記上下方向において前記コンタクト列の間に位置するように
、前記保持部材に保持されており、
　前記グランド部材の前記連結部は、前記前後方向と直交する方向において前記保持部材
の外周よりも内側に位置している
コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のコネクタであって、
　前記グランド部材は、上側圧入部と下側圧入部とを更に有しており、
　前記上側圧入部は、前記上側平板部から後方に延びており、
　前記下側圧入部は、前記下側平板部から後方に延びており、
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　前記保持部材には、上側圧入溝及び下側圧入溝が形成されており、
　前記上側圧入部は、前記上側圧入溝に受容されており、
　前記下側圧入部は、前記下側圧入溝に受容されている
コネクタ。
【請求項４】
　回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと前後方向に沿って嵌合可能なコネクタ
であって、
　前記コネクタは、グランド部材と、保持部材と、複数のコンタクトと、ミッドプレート
とを備えており、
　前記相手側コネクタは、複数の相手側コンタクトを有しており、
　前記グランド部材は、前記前後方向と直交する上下方向において離間するよう配置され
た上側平板部及び下側平板部と、前記上側平板部と前記下側平板部とを連結する連結部と
、前記回路基板に固定される被固定脚部と、前記被固定脚部と前記下側平板部とを接続す
る延長部とを有しており、
　前記上側平板部及び前記下側平板部の夫々は、前記上下方向と交差する所定面内に延び
ており、
　前記延長部は、前記下側平板部から前記所定面内に延びており、
　前記被固定脚部は、前記延長部から前記上下方向において下方に延びており、
　前記保持部材は、前記上下方向において前記上側平板部と前記下側平板部とに挟まれる
保持部と、前記前後方向において前記保持部から前方に延びる嵌合部とを有しており、
　前記嵌合部は、前記前後方向において前記上側平板部及び前記下側平板部よりも前方に
位置しており、
　前記複数のコンタクトは、２列のコンタクト列を構成しており、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、前記前後方向及び前記上下方向
の双方と直交するピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記保持部に保持される被保持部と、前記嵌合部の上面又は
下面において外部に露出している接触部とを有しており、
　前記コンタクトの前記接触部は、前記コネクタが前記相手側コネクタと嵌合した状態に
おいて、前記相手側コネクタの前記相手側コンタクトと夫々接触するものであり、
　前記ミッドプレートは、前記上下方向において前記コンタクト列の間に位置するように
、前記保持部材に保持されており、
　前記グランド部材は、上側圧入部と下側圧入部とを更に有しており、
　前記上側圧入部は、前記上側平板部から後方に延びており、
　前記下側圧入部は、前記下側平板部から後方に延びており、
　前記保持部材には、上側圧入溝及び下側圧入溝が形成されており、
　前記上側圧入部は、前記上側圧入溝に受容されており、
　前記下側圧入部は、前記下側圧入溝に受容されている
コネクタ。
【請求項５】
　請求項４記載のコネクタであって、
　前記上側圧入部は、前記上側平板部から後方に延びる板状の上側主部と、上側係止突起
と、上側隆起部とを有しており、
　前記上側係止突起は、前記上側主部から前記ピッチ方向に突出しており、
　前記上側隆起部は、前記上側主部から前記上下方向において上側に隆起しており、
　前記下側圧入部は、前記下側平板部から後方に延びる板状の下側主部と、下側係止突起
と、下側隆起部とを有しており、
　前記下側係止突起は、前記下側主部から前記ピッチ方向に突出しており、
　前記下側隆起部は、前記下側主部から前記上下方向において下側に隆起している
コネクタ。
【請求項６】
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　請求項４又は請求項５記載のコネクタであって、
　前記上側圧入部及び前記下側圧入部の夫々は、前記ピッチ方向において、前記コンタク
ト列の両端に配置される前記コンタクトよりも内側に配置されている
コネクタ。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記延長部は、前記下側平板部から後方に延びている
コネクタ。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記連結部は、前記上側平板部の後端と前記下側平板部の後端とを連結している
コネクタ。
【請求項９】
　請求項８記載のコネクタであって、
　前記延長部は、前記連結部の一部である
コネクタ。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載のコネクタであって、
　前記グランド部材は、一部品で構成されている
コネクタ。
【請求項１１】
　コネクタと、回路基板とを備えたコネクタ組立体であって、
　前記回路基板には、１つのスルーホールが形成されており、
　前記コネクタは、前記回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと前後方向に沿っ
て嵌合可能であり、
　前記コネクタは、グランド部材と、保持部材と、複数のコンタクトと、ミッドプレート
とを備えており、
　前記相手側コネクタは、複数の相手側コンタクトを有しており、
　前記グランド部材は、前記前後方向と直交する上下方向において離間するよう配置され
た上側平板部及び下側平板部と、前記上側平板部と前記下側平板部とを連結する連結部と
、前記回路基板に固定される被固定脚部と、前記被固定脚部と前記下側平板部とを接続す
る延長部とを有しており、
　前記上側平板部及び前記下側平板部の夫々は、前記上下方向と交差する所定面内に延び
ており、
　前記延長部は、前記下側平板部から前記所定面内に延びており、
　前記被固定脚部は、前記延長部から前記上下方向において下方に延びており、
　前記保持部材は、前記上下方向において前記上側平板部と前記下側平板部とに挟まれる
保持部と、前記前後方向において前記保持部から前方に延びる嵌合部とを有しており、
　前記嵌合部は、前記前後方向において前記上側平板部及び前記下側平板部よりも前方に
位置しており、
　前記複数のコンタクトは、２列のコンタクト列を構成しており、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、前記前後方向及び前記上下方向
の双方と直交するピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記保持部に保持される被保持部と、前記嵌合部の上面又は
下面において外部に露出している接触部とを有しており、
　前記コンタクトの前記接触部は、前記コネクタが前記相手側コネクタと嵌合した状態に
おいて、前記相手側コネクタの前記相手側コンタクトと夫々接触するものであり、
　前記ミッドプレートは、前記上下方向において前記コンタクト列の間に位置するように
、前記保持部材に保持されており、
　前記ミッドプレートは、ミッドプレート用脚部を有しており、
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　前記ミッドプレート用脚部と前記被固定脚部とは、前記１つのスルーホールに固定され
ている
コネクタ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと嵌合可能なコネクタ及びコ
ネクタ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１９及び図２０を参照すると、特許文献１には、コネクタプラグ（図示せず）と嵌合
可能なコネクタソケット９００が開示されている。特許文献１のコネクタソケット９００
は、ハウジング９１０、絶縁本体９２０、絶縁本体９２０の上下方向における両側に配置
された２つのカバー板（グランド部材）９３０、絶縁本体９２０内に嵌め込まれた端子支
持片９４２、端子支持片９４２に支持された接触端子９４１及び仕切り板９５０を備えて
いる。カバー板９３０には、位置決め爪９３１及びロック爪９３２が一体的に形成されて
いる。絶縁本体９２０には、位置決め爪９３１及びロック爪９３２に対応する位置決め挿
入溝９２１及びロック挿入溝９２２が設けられている。上側のカバー板９３０は絶縁本体
９２０に対して下方向に圧入されており、下側のカバー板９３０は絶縁本体９２０に対し
て上方向に圧入されている。このとき、位置決め爪９３１は位置決め挿入溝９２１内に嵌
入され、ロック爪９３２はロック挿入溝９２２の内に嵌入される。カバー板９３０は、コ
ネクタソケット９００とコネクタプラグ（図示せず）とが嵌合した際に、コネクタプラグ
（図示せず）のプラグハウジング（図示せず）に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１９８６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、シェル等を介してグランド部材と回路基板とを接続しようとする場合、グラ
ンド部材とシェル等との接続の確実性及びシェル等と回路基板との接続の確実性によって
、電気的性能に差異が生じる可能性がある。
【０００５】
　そこで本発明は、安定した電気的性能を得ることができ、且つ、低背化されたコネクタ
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】
　本発明は、第１のコネクタとして、
　回路基板上に搭載されると共に相手側コネクタと前後方向に沿って嵌合可能なコネクタ
であって、
　前記コネクタは、グランド部材と、保持部材と、複数のコンタクトと、ミッドプレート
とを備えており、
　前記相手側コネクタは、複数の相手側コンタクトを有しており、
　前記グランド部材は、前記前後方向と直交する上下方向において離間するよう配置され
た上側平板部及び下側平板部と、前記上側平板部と前記下側平板部とを連結する連結部と
、前記回路基板に固定される被固定脚部と、前記被固定脚部と前記下側平板部とを接続す
る延長部とを有しており、
　前記上側平板部及び前記下側平板部の夫々は、前記上下方向と交差する所定面内に延び
ており、
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　前記延長部は、前記下側平板部から前記所定面内に延びており、
　前記被固定脚部は、前記延長部から前記上下方向において下方に延びており、
　前記保持部材は、前記上下方向において前記上側平板部と前記下側平板部とに挟まれる
保持部と、前記前後方向において前記保持部から前方に延びる嵌合部とを有しており、
　前記嵌合部は、前記前後方向において前記上側平板部及び前記下側平板部よりも前方に
位置しており、
　前記複数のコンタクトは、２列のコンタクト列を構成しており、
　前記コンタクト列の夫々を構成する前記コンタクトは、前記前後方向及び前記上下方向
の双方と直交するピッチ方向に並んでおり、
　前記コンタクトの夫々は、前記保持部に保持される被保持部と、前記嵌合部の上面又は
下面において外部に露出している接触部とを有しており、
　前記コンタクトの前記接触部は、前記コネクタが前記相手側コネクタと嵌合した状態に
おいて、前記相手側コネクタの前記相手側コンタクトと夫々接触するものであり、
　前記ミッドプレートは、前記上下方向において前記コンタクト列の間に位置するように
、前記保持部材に保持されている
コネクタを提供する。
【０００７】
　また、本発明は、第２のコネクタとして、第１のコネクタであって、
　前記延長部は、前記下側平板部から後方に延びている
コネクタを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、第３のコネクタとして、第１又は第２のコネクタであって、
　前記連結部は、前記上側平板部の後端と前記下側平板部の後端とを連結している
コネクタを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第４のコネクタとして、第３のコネクタであって
　前記延長部は、前記連結部の一部である
コネクタを提供する。
【００１０】
　また、本発明は、第５のコネクタとして、第１乃至第４のいずれかのコネクタであって
、
　前記グランド部材は、上側圧入部と下側圧入部とを更に有しており、
　前記上側圧入部は、前記上側平板部から後方に延びており、
　前記下側圧入部は、前記下側平板部から後方に延びており、
　前記保持部材には、上側圧入溝及び下側圧入溝が形成されており、
　前記上側圧入部は、前記上側圧入溝に受容されており、
　前記下側圧入部は、前記下側圧入溝に受容されている
コネクタを提供する。
【００１１】
　また、本発明は、第６のコネクタとして、第５のコネクタであって、
　前記上側圧入部は、前記上側平板部から後方に延びる板状の上側主部と、上側係止突起
と、上側隆起部とを有しており、
　前記上側係止突起は、前記上側主部から前記ピッチ方向に突出しており、
　前記上側隆起部は、前記上側主部から前記上下方向において上側に隆起しており、
　前記下側圧入部は、前記下側平板部から後方に延びる板状の下側主部と、下側係止突起
と、下側隆起部とを有しており、
　前記下側係止突起は、前記下側主部から前記ピッチ方向に突出しており、
　前記下側隆起部は、前記下側主部から前記上下方向において下側に隆起している
コネクタを提供する。
【００１２】



(7) JP 6231533 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

　また、本発明は、第７のコネクタとして、第５又は第６のコネクタであって、
　前記上側圧入部及び前記下側圧入部の夫々は、前記ピッチ方向において、前記コンタク
ト列の両端に配置される前記コンタクトよりも内側に配置されている
コネクタを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、第８のコネクタとして、第１乃至第７のいずれかのコネクタであって
、
　前記グランド部材は、補助圧入部を更に有しており、
　前記補助圧入部は、前記前後方向において前記連結部から後方に延びており、
　前記補助圧入部には、前記前後方向と直交する方向に突出した補助係止突起が設けられ
ており、
　前記保持部材には、補助圧入溝が形成されており、
　前記補助圧入部は、前記補助圧入溝に受容されている
コネクタを提供する。
【００１４】
　また、本発明は、第９のコネクタとして、第１乃至第８のいずれかのコネクタであって
、
前記グランド部材は、一部品で構成されている
コネクタを提供する。
【００１５】
　また、本発明は、第１０のコネクタとして、第１乃至第９のいずれかのコネクタであっ
て、
　前記グランド部材の前記連結部は、前記前後方向と直交する方向において前記保持部材
の外周よりも内側に位置している
コネクタを提供する。
【００１６】
　また、本発明は、第１のコネクタ組立体として、
　第１乃至第１０のいずれかのコネクタと、回路基板とを備えたコネクタ組立体であって
、
　前記回路基板には、１つのスルーホールが形成されており、
　前記ミッドプレートは、ミッドプレート用脚部を有しており、
　前記ミッドプレート用脚部と前記被固定脚部とは、前記１つのスルーホールに固定され
ている
コネクタ組立体を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のコネクタでは、グランド部材を直接回路基板に接続することができる。そのた
め、シェル等を介してグランド部材と回路基板とを接続しようとする場合と比較して、本
発明のコネクタでは、コネクタ製造での接続工程における品質のバラつきにより電気的性
能に差異が生じる可能性を減らすことができる。
【００１８】
また本発明のコネクタでは、延長部が下側平板部と同一面上に延びており、被固定脚部は
延長部から延びている。これにより、被固定脚部の長さを長くする、即ち、被固定脚部の
上下方向におけるサイズを大きくすることができる。そのため、本発明のコネクタを回路
基板に固定する場合において、被固定脚部を回路基板に半田付けする際に、被固定脚部を
這い上がった半田によりコンタクト等がショートしてしまうおそれを低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態によるコネクタを示す上側斜視図である。
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【図２】図１のコネクタを示す下側斜視図である。
【図３】図１のコネクタを示す上面図である。
【図４】図１のコネクタを示す下面図である。
【図５】図１のコネクタを示す正面図である。
【図６】図５のコネクタをＡ－Ａ線に沿って示す断面図である。
【図７】図５のコネクタをＢ－Ｂ線に沿って示す断面図である。
【図８】図１のコネクタに含まれるグランド部材を示す上側斜視図である。
【図９】図８のグランド部材を示す下側斜視図である。
【図１０】図８のグランド部材を示す下面図である。
【図１１】図１のコネクタを示す分解斜視図である。
【図１２】図１のコネクタを回路基板上に設置したコネクタ組立体を示す斜視図である。
ここで、グランド部材の被固定脚部とミッドプレートのミッドプレート用脚部は１つのス
ルーホールに固定されている。
【図１３】図１２のコネクタ組立体を筐体に固定した状態を示す斜視図である。
【図１４】図１のコネクタにシェルを装着した状態を示す斜視図である。
【図１５】図１４のコネクタを示す正面図である
【図１６】図１５のコネクタをＣ－Ｃ線に沿って示す断面図である。
【図１７】図１５のコネクタをＤ－Ｄ線に沿って示す断面図である。
【図１８】図１のコネクタの変形例を示す上側斜視図である。
【図１９】特許文献１のコネクタソケットを示す断面図である。
【図２０】特許文献１のコネクタソケットを示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１乃至図５及び図１２に示されるように、本発明の実施の形態によるコネクタ１００
は、回路基板７００上に搭載されると共に相手側コネクタ（図示せず）と前後方向に沿っ
て嵌合可能である。相手側コネクタ（図示せず）は、複数の相手側コンタクト（図示せず
）を有している。本実施の形態において、前後方向はＹ方向である。前方は－Ｙ方向であ
り、後方は＋Ｙ方向である。
【００２１】
　図１乃至図４に示されるように、本実施の形態におけるコネクタ１００は、グランド部
材２００と、保持部材３００と、複数の第１コンタクト（コンタクト）４００と、複数の
第２コンタクト（コンタクト）４５０と、ミッドプレート５００と、補助的保持部材３８
０とを備えている。グランド部材２００は金属製である。保持部材３００は絶縁体からな
る。第１コンタクト４００は金属製である。第２コンタクト４５０は金属製である。ミッ
ドプレート５００は金属製である。本実施の形態によるコネクタ１００はシェルを有さな
いものであり、コネクタ自体の低背化を実現できるものであり、シェルを有するコネクタ
と比較して組立が容易となっている。
【００２２】
　図１乃至図４及び図１１に示されるように、保持部材３００は、保持部３１０と、嵌合
部３２０と、中間部３６０と、支持部３７０と、２つの凸部３７２を有している。保持部
３１０は、前後方向において嵌合部３２０と中間部３６０とを接続している。嵌合部３２
０は、平板状の形状を有しており、前後方向において保持部３１０から前方に延びている
。中間部３６０は、保持部３１０の後方に位置しており、前後方向において保持部３１０
と支持部３７０とを接続している。支持部３７０は、中間部３６０の後方に位置している
。凸部３７２は、前後方向と直交するピッチ方向において支持部３７０の両端付近に夫々
位置している。本実施の形態において、ピッチ方向はＸ方向である。凸部３７２は、前後
方向及びピッチ方向の双方と直交する上下方向において支持部３７０の下端に位置してお
り、下側に突出している。本実施の形態において、上下方向はＺ方向である。上側は＋Ｚ
方向であり、下側は－Ｚ方向である。
【００２３】
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　図１乃至図４及び図１１に示されるように、保持部材３００には、２つの上側圧入溝３
３０と、２つの下側圧入溝３４０と、２つの補助圧入溝３５０と、２つの外側部収容部３
７４と、複数のコンタクト保持溝３２２とが形成されている。上側圧入溝３３０は保持部
３１０の上側に位置しており、後方に向かって凹んでいる。上側圧入溝３３０は、ピッチ
方向において対向する内壁と、上下方向において対向する内壁とを有している。下側圧入
溝３４０は保持部３１０の下側に位置しており、後方に向かって凹んでいる。下側圧入溝
３４０は、ピッチ方向において対向する内壁と、上下方向において対向する内壁とを有し
ている。補助圧入溝３５０は、支持部３７０のピッチ方向における両側面近傍に位置して
おり、後方に向かって凹んでいる。補助圧入溝３５０は、ピッチ方向において対向する内
壁と、上下方向において対向する内壁とを有している。外側部収容部３７４は、中間部３
６０及び支持部３７０の上面の一部であって、ピッチ方向両端付近に位置している。コン
タクト保持溝３２２は、前後方向に延びる溝であって、嵌合部３２０の上面及び下面に複
数形成されている。
【００２４】
　図１乃至図４及び図１１に示されるように、複数の第１コンタクト（コンタクト）４０
０は、１列の第１コンタクト列（コンタクト列）を構成しており、複数の第２コンタクト
（コンタクト）４５０は、１列の第２コンタクト列（コンタクト列）を構成している。第
１コンタクト列は、上下方向において第２コンタクト列よりも上側に位置している。第１
コンタクト列の夫々を構成する第１コンタクト４００は、ピッチ方向に並んでいる。第２
コンタクト列の夫々を構成する第２コンタクト４５０は、ピッチ方向に並んでいる。
【００２５】
　図６及び図１１から理解されるように、第１コンタクト４００の夫々は、保持部３１０
に保持される第１被保持部４０４（被保持部）と、嵌合部３２０の上面において外部に露
出している第１接触部４０２（接触部）と、回路基板７００上に半田付けされる第１被固
定部４０６とを有している。第１被保持部４０４は、第１被固定部４０６の上端から前方
に延びている。第１被保持部４０４は、ピッチ方向両端に第１コンタクト圧入部４０８を
有している。第１コンタクト圧入部４０８は、ピッチ方向両側に突出している。第１接触
部４０２は、第１被保持部４０４の前端から、前方に延びている。第１接触部４０２は、
保持部材３００の嵌合部３２０の上面に形成されているコンタクト保持溝３２２に保持さ
れている。第１コンタクト４００の第１接触部４０２は、コネクタ１００が相手側コネク
タ（図示せず）と嵌合した状態において、相手側コネクタ（図示せず）の相手側コンタク
ト（図示せず）と夫々接触するものである。第１被固定部４０６は、Ｌ字状の形状を有し
ており、第１被保持部４０４の後端から下側に延びた後、後方に延びている。図６及び図
１１から理解されるように、補助的保持部材３８０は、第１コンタクト４００の第１被保
持部４０４の後端付近及び第１被固定部４０６の上側に延びる部分を保持している。
【００２６】
　図１及び図１１から理解されるように、第１コンタクト４００は保持部材３００に対し
て圧入されることにより、保持部材３００に取り付けられる。具体的には、まず第１コン
タクト４００を補助的保持部材３８０に取り付け、次に、この補助的保持部材３８０に取
り付けられた第１コンタクト４００の第１接触部４０２の前端を、保持部材３００の後端
に対して前方に押し込み、第１コンタクト４００の第１コンタクト圧入部４０８を保持部
材３００に食い込ませる。これにより、第１コンタクト４００は保持部材３００に保持さ
れる。
【００２７】
　図６及び図１１から理解されるように、第２コンタクト４５０の夫々は、保持部３１０
に保持される第２被保持部４５４（被保持部）と、嵌合部３２０の下面において外部に露
出している第２接触部４５２（接触部）と、回路基板７００上に半田付けされる第２被固
定部４５６とを有している。第２被保持部４５４は、第２被固定部４５６の上端から前方
側に延びている。第２被保持部４５４は、ピッチ方向両端に第２コンタクト圧入部４５８
を有している。第２コンタクト圧入部４５８は、ピッチ方向両側に突出している。第２接
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触部４５２は、第２被保持部４５４の前端から、前方に延びている。第２接触部４５２は
、保持部材３００の嵌合部３２０の下面に形成されているコンタクト保持溝３２２に保持
されている。第２コンタクト４５０の第２接触部４５２は、コネクタ１００が相手側コネ
クタ（図示せず）と嵌合した状態において、相手側コネクタ（図示せず）の相手側コンタ
クト（図示せず）と夫々接触するものである。第２被固定部４５６は、Ｌ字状の形状を有
しており、第２被保持部４５４の後端から下側に延びた後、後方に延びている。
【００２８】
　図２及び図１１から理解されるように、第２コンタクト４５０は保持部材３００に対し
て圧入されることにより、保持部材３００に取り付けられる。具体的には、第２コンタク
ト４５０の第２接触部４５２の前端を、保持部材３００の後端に対して前方に押し込むこ
とにより、第２コンタクト４５０の第２コンタクト圧入部４５８を保持部材３００に食い
込ませる。これにより、第２コンタクト４５０は保持部材３００に保持される。
【００２９】
　図８乃至図１０に示されるように、グランド部材２００は、一部品で構成されている。
具体的には、グランド部材２００は、上側平板部２１０と、下側平板部２２０と、２つの
連結部２３０と、２つの被固定脚部２４０と、２つの上側圧入部２６０と、２つの下側圧
入部２７０と、２つの補助圧入部２８０とを有している。
【００３０】
　図１、図２及び図８乃至図１０から理解されるように、上側平板部２１０は、上下方向
と交差する所定面内に延びている。より具体的には、上側平板部２１０は、上下方向と直
交する面内に延びている。上側平板部２１０は、後端であってピッチ方向両端付近におい
て連結部２３０と連結されている。下側平板部２２０は、上下方向と交差する所定面内に
延びている。より具体的には、下側平板部２２０は、上下方向と直交する面内に延びてい
る。下側平板部２２０は、後端であってピッチ方向両端付近において連結部２３０と連結
されている。即ち、上側平板部２１０と下側平板部２２０とは連結部２３０により連結さ
れている。上側平板部２１０及び下側平板部２２０は、上下方向において離間するよう配
置されている。保持部３１０は、上下方向において上側平板部２１０と下側平板部２２０
とに挟まれている。嵌合部３２０は、前後方向において上側平板部２１０及び下側平板部
２２０よりも前方に位置している。
【００３１】
　図１、図２、図５及び図８乃至図１０から理解されるように、連結部２３０の夫々は、
連結垂直部２３２と、外側部２８５と、接続部２９０と、延長部２５０とを有している。
即ち、延長部２５０は、連結部２３０の一部である。連結垂直部２３２は、下側平板部２
２０の後端であってピッチ方向両端から上下方向において上側に延びている。外側部２８
５は、連結垂直部２３２の上端と連結されており、上下方向と直交する面内に延びている
。接続部２９０は、外側部２８５の前端であってピッチ方向内端から下方に延びており、
上側平板部２１０の後端であってピッチ方向両端と接続されている。即ち、連結部２３０
の夫々は、上側平板部２１０の後端と下側平板部２２０の後端とを連結している。延長部
２５０は、下側平板部２２０から後方に延びている。即ち、延長部２５０は、下側平板部
２２０の後端であってピッチ方向両端から後方に延びている。延長部２５０は、下側平板
部２２０から上下方向と交差する所定面内に延びている。より具体的には、延長部２５０
の夫々は、下側平板部２２０から上下方向と直交する面内に、即ちＸＹ平面内に延びてい
る。更に具体的には、延長部２５０の夫々は、下側平板部２２０からＹ方向に延びるとと
もに、連結垂直部２３２に向かって延びている。図２及び図９に示されるように、延長部
２５０は、被固定脚部２４０と下側平板部２２０とを接続している。
【００３２】
　図１乃至図５に示されるように、本実施の形態の連結部２３０は、前後方向と直交する
方向において保持部材３００の外周よりも内側に位置している。より具体的には、本実施
の形態の連結部２３０は、前後方向と直交する方向において保持部材３００の支持部３７
０の外周よりも内側に位置している。そのため、コネクタ１００に含まれる部材以外の部
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材とグランド部材２００とが意図せずに接触してしまう可能性を低く抑えることができる
。
【００３３】
　図２及び図１２に示されるように、被固定脚部２４０の夫々は、回路基板７００に固定
されるものである。本実施の形態における被固定脚部２４０は、延長部２５０から上下方
向において下側に延びている。被固定脚部２４０は、コネクタ１００のピッチ方向両端付
近に位置している。
【００３４】
　図８に示されるように、上側圧入部２６０の夫々は、板状の上側主部２６１と、上側係
止突起２６２と、上側隆起部２６４とを有している。上側圧入部２６０の夫々は、前後方
向において上側平板部２１０から後方に延びている。より具体的には、上側圧入部２６０
の上側主部２６１は、前後方向において上側平板部２１０の後端から後方に延びている。
上側係止突起２６２は、上側主部２６１からピッチ方向に突出している。より具体的には
、上側係止突起２６２は、上側主部２６１のピッチ方向両端に位置しており、ピッチ方向
外側に突出している。上側隆起部２６４は、上側主部２６１から上下方向において上側に
隆起している。
【００３５】
　図９に示されるように、下側圧入部２７０の夫々は、板状の下側主部２７１と、下側係
止突起２７２と、下側隆起部２７４とを有している。下側圧入部２７０の夫々は、前後方
向において下側平板部２２０から後方に延びている。より具体的には、下側圧入部２７０
の下側主部２７１は、前後方向において下側平板部２２０の後端から後方に延びている。
下側係止突起２７２は、下側主部２７１からピッチ方向に突出している。より具体的には
、下側係止突起２７２は、下側主部２７１のピッチ方向両端に位置しており、ピッチ方向
外側に突出している。下側隆起部２７４は、下側主部２７１から上下方向において下側に
隆起している。
【００３６】
　補助圧入部２８０は、前後方向において連結部２３０から後方に延びている。より具体
的には、補助圧入部２８０は、前後方向において連結部２３０の連結垂直部２３２の後端
から後方に延びている。補助圧入部２８０の夫々には、前後方向と直交する方向に突出し
た補助係止突起２８２が設けられている。より具体的には、補助係止突起２８２は、補助
圧入部２８０の上下方向両端に位置しており、上下方向における外側に突出している。
【００３７】
　図１乃至図４及び図１１を参照すると、グランド部材２００は保持部材３００に対して
圧入されることにより、保持部材３００に取り付けられる。具体的には、グランド部材２
００を保持部材３００の前方から後方に向けて挿入し、グランド部材２００の上側圧入部
２６０、下側圧入部２７０及び補助圧入部２８０を、夫々保持部材３００の上側圧入溝３
３０、下側圧入溝３４０及び補助圧入溝３５０に対して押し込む。これにより、上側圧入
部２６０の上側係止突起２６２、下側圧入部２７０の下側係止突起２７２及び補助圧入部
２８０の補助係止突起２８２は、上側圧入溝３３０、下側圧入溝３４０及び補助圧入溝３
５０に対して夫々食い込むこととなり、グランド部材２００は保持部材３００に保持され
る。
【００３８】
　詳しくは、図１、図２及び図１１から理解されるように、２つの上側圧入部２６０と２
つの上側圧入溝３３０とは夫々対応しており、上側圧入部２６０は対応する上側圧入溝３
３０に受容されている。また、２つの下側圧入部２７０と２つの下側圧入溝３４０とは夫
々対応しており、下側圧入部２７０は対応する下側圧入溝３４０に受容されている。さら
に、２つの補助圧入部２８０と２つの補助圧入溝３５０とは夫々対応しており、補助圧入
部２８０は対応する補助圧入溝３５０に受容されている。
【００３９】
　このとき、上側係止突起２６２は、上側圧入溝３３０のピッチ方向における内壁に食い
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込んでおり、上側隆起部２６４は、上側圧入溝３３０の上側の内壁に押圧接触している。
これにより上側主部２６１は上側圧入溝３３０の下側の内壁に押し付けられており、上側
平板部２１０は保持部３１０の上面に押し付けられている。また、このとき、下側係止突
起２７２は、下側圧入溝３４０のピッチ方向における内壁に食い込んでおり、下側隆起部
２７４は、下側圧入溝３４０の下側の内壁に押圧接触している。これにより下側主部２７
１は下側圧入溝３４０の上側の内壁に押し付けられており、下側平板部２２０は保持部３
１０の下面に押し付けられている。これにより、コネクタ１００が相手側コネクタ（図示
せず）と挿抜を繰り返したとしても、グランド部材２００が保持部材３００から浮き上が
ったり、前方に引き抜かれて外れてしまったりする可能性が避けられる。
【００４０】
　更に、このとき、補助係止突起２８２は、補助圧入溝３５０の上下方向における内壁に
食い込んでいる。これにより、補助圧入部２８０は補助圧入溝３５０に強固に保持される
ため、グランド部材２００の保持部材３００への取り付けがより強固なものとなっている
。
【００４１】
　上述のように、グランド部材２００は一部品であり、保持部材３００に対して前方から
圧入することにより保持部材３００に取り付けられることから、グランド部材が複数の部
品で構成されている場合と比較してグランド部材２００の取付工程が簡略化され、またグ
ランド部材を保持部材の上下方向に沿って取り付ける場合と比較して相手側コネクタ（図
示せず）を挿抜した際にグランド部材２００が保持部材３００から浮き上がったり外れて
しまったりする可能性が避けられる。
【００４２】
　図１、図３及び図８より理解されるように、上側圧入部２６０の夫々は、ピッチ方向に
おいて、第１コンタクト列の両端に配置される第１コンタクト４００よりも内側に配置さ
れている。より具体的には、上側圧入部２６０の夫々は、ピッチ方向において、第１コン
タクト列の両端に配置される第１コンタクト４００の第１被保持部４０４よりも内側に配
置されている。
【００４３】
　図２、図４及び図９より理解されるように、下側圧入部２７０の夫々は、ピッチ方向に
おいて、第２コンタクト列の両端に配置される第２コンタクト４５０よりも内側に配置さ
れている。より具体的には、下側圧入部２７０の夫々は、ピッチ方向において、第２コン
タクト列の両端に配置される第２コンタクト４５０の第２被保持部４５４よりも内側に配
置されている。
【００４４】
　図２、図５及び図６に示されるように、ミッドプレート５００は、上下方向において第
１コンタクト列及び第２コンタクト列の間に位置するように、保持部材３００に保持され
ている。具体的には、ミッドプレート５００はインサートモールドにより保持部材３００
に組み込まれている。ミッドプレート５００は、回路基板７００に接続されるミッドプレ
ート用脚部５１０を２つ有している。ミッドプレート用脚部５１０は、コネクタ１００の
ピッチ方向両端付近に位置しており、グランド部材２００の被固定脚部２４０とペアを構
成している。換言すれば、被固定脚部２４０とミッドプレート用脚部５１０とは、２つの
ペアを構成している。
【００４５】
　図２及び図１２より理解されるように、本発明の実施の形態のコネクタ組立体１０は、
コネクタ１００と、回路基板７００とを備えている。回路基板７００には、２つのスルー
ホール７１０と、２つの孔７２０とが形成されている。一組のミッドプレート５００のミ
ッドプレート用脚部５１０とグランド部材２００の被固定脚部２４０とは、回路基板７０
０の１つのスルーホール７１０に纏めて固定されている。これにより、グランドの強化を
図ることができると共にミッドプレート用脚部５１０と被固定脚部２４０とを同時に回路
基板７００に固定することができ、製造工程の簡略化が図られる。
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【００４６】
　本実施の形態のコネクタ組立体１０においては、第１コンタクト４００の第１被固定部
４０６及び第２コンタクト４５０の第２被固定部４５６は、回路基板７００上に半田付け
により固定されている。また、保持部材３００の凸部３７２は、回路基板７００の孔７２
０に夫々挿入されており、これにより保持部材３００は回路基板７００に固定されている
。
【００４７】
　図１３に示されるように、コネクタ組立体１０は、筐体８００に取り付けられる。ここ
で筐体８００は開口部７３０を有しており、この開口部７３０を介して、コネクタ１００
は相手側コネクタ（図示せず）と嵌合可能となっている。
【００４８】
　以上、本発明について実施の形態を掲げて具体的に説明してきたが本発明は、これに限
定されるものではない。
【００４９】
　上述した実施の形態のコネクタ１００はシェルを有さないものであったが、図１４乃至
図１７に示されるように、コネクタ１００はシェル開口部８５５を有すると共に前後方向
と直交する面内において嵌合部３２０等を覆うシェル８５０を更に備えていてもよい。こ
のシェル８５０を備えたコネクタ１００においても、グランド部材２００の被固定脚部２
４０及びミッドプレート５００のミッドプレート用脚部５１０は、直接回路基板７００に
接続されることとなる。これにより、本実施の形態のコネクタ１００と同様に、シェル８
５０を有するコネクタ１００においても、コネクタ製造での接続工程における品質のバラ
つきにより電気的性能に差異が生じる可能性を減らすことができる。
【００５０】
　上述した実施の形態のコネクタ１００のグランド部材２００は、上側平板部２１０のピ
ッチ方向両端と下側平板部２２０のピッチ方向両端とは連結されていないものであったが
、図１８に示されるように、変形例によるコネクタ１００Ａは、上述した実施の形態のグ
ランド部材２００に代えて、上側平板部２１０のピッチ方向両端と下側平板部２２０のピ
ッチ方向両端とが平板部連結部２９５によって連結されたグランド部材２００Ａが保持部
材３００に取り付けられている。ここでグランド部材２００Ａは、平板部連結部２９５を
有する以外はグランド部材２００と同じ構造を有しているため、グランド部材２００と同
じ構成要素については図面内において同一の符号を付すこととする。
【００５１】
　グランド部材２００Ａを有する変形例のコネクタ１００Ａにおいては、上側平板部２１
０と下側平板部２２０との連結が強化されている。従って、コネクタ１００Ａと相手側コ
ネクタ（図示せず）との挿抜の際において、グランド部材２００Ａが保持部材３００から
浮き上がることを、より防止することができる。
【符号の説明】
【００５２】
　　１０　　　　コネクタ組立体
　１００，１００Ａ　　コネクタ
　２００，２００Ａ　　グランド部材
　２１０　　　　上側平板部
　２２０　　　　下側平板部
　２３０　　　　連結部
　２３２　　　　連結垂直部
　２４０　　　　被固定脚部
　２５０　　　　延長部
　２６０　　　　上側圧入部
　２６１　　　　上側主部
　２６２　　　　上側係止突起
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　２６４　　　　上側隆起部
　２７０　　　　下側圧入部
　２７１　　　　下側主部
　２７２　　　　下側係止突起
　２７４　　　　下側隆起部
　２８０　　　　補助圧入部
　２８２　　　　補助係止突起
　２８５　　　　外側部
　２９０　　　　接続部
　２９５　　　　平板部連結部
　３００　　　　保持部材
　３１０　　　　保持部
　３２０　　　　嵌合部
　３２２　　　　コンタクト保持溝
　３３０　　　　上側圧入溝
　３４０　　　　下側圧入溝
　３５０　　　　補助圧入溝
　３６０　　　　中間部
　３７０　　　　支持部
　３７２　　　　凸部
　３７４　　　　外側部収容部
　３８０　　　　補助的保持部材　
　４００　　　　第１コンタクト（コンタクト）
　４０２　　　　第１接触部（接触部）
　４０４　　　　第１被保持部（被保持部）
　４０６　　　　第１被固定部
　４０８　　　　第１コンタクト圧入部
　４５０　　　　第２コンタクト（コンタクト）
　４５２　　　　第２接触部（接触部）
　４５４　　　　第２被保持部（被保持部）
　４５６　　　　第２被固定部
　４５８　　　　第２コンタクト圧入部
　５００　　　　ミッドプレート
　５１０　　　　ミッドプレート用脚部
　７００　　　　回路基板
　７１０　　　　スルーホール
　７２０　　　　孔
　７３０　　　　開口部
　８００　　　　筐体
　８５０　　　　シェル
　８５５　　　　シェル開口部
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