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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラグコネクタとレセプタクルコネクタが着脱自在に嵌合するとともに基板間を接続する
電気コネクタであって、
　相手コンタクトと接触する第１接触部とブロックに固定される第１固定部と基板に接続
する第１接続部を有する複数のレセプタクルコンタクトと該レセプタクルコンタクトが保
持・配列されるブロックを有する前記レセプタクルコネクタと、
　前記レセプタクルコンタクトと接触する第２接触部とハウジングに固定される第２固定
部と基板に接続する第２接続部を有する複数のプラグコンタクトと該プラグコンタクトが
保持・配列されるハウジングを有する前記プラグコネクタとを備える電気コネクタにおい
て、
　それぞれのコネクタの長手ピッチ方向の少なくとも一方側に、基板に接続する接続部を
有する第１固定具及び第２固定具を配置し、
　前記第１固定具と前記第２固定具には、互いに係合する少なくとも３箇所の係合部及び
／または係止部を有し、
　互いに係合した前記係合部及び／または前記係止部のうち少なくとも１箇所を電気的に
導通させ、電源として使用することを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
前記係合部及び／または前記係止部は、幅方向両側と幅方向の中央部分の３箇所に設ける
ことを特徴とする請求項１記載の電気コネクタ。
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【請求項３】
前記第１固定具は略板状片をし、幅方向両側に突出した第２係合部を有するとともに幅方
向中央部分に折り返された弾性片上に嵌合口内に突出した第１係合部を有し、
　前記第２固定具は略倒コ字形状をし、幅方向両側に略Ｕ字形状に折り返された板状片に
前記第２係合部に対応する第２係止部を有するとともに幅方向中央部分に折り返された第
１係止部を有することを特徴とする請求項１または２記載の電気コネクタ。
【請求項４】
前記第１固定具の第１係合部は凸部形状とし、前記第２係合部は外側方向へ突出した突出
部とし、
　前記第２固定具の第１係止部は前記凸部形状に引っ掛かる断面略Ｕ形状の板状とし、前
記第２係止部は前記突出部が入る凹部形状とすることを特徴とする請求項１または２、３
記載の電気コネクタ。
【請求項５】
前記第１固定具の第１係合部と前記第２固定具の第２係止部には、弾性を持たせることを
特徴とする請求項１、２または３、４記載の電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話や小型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の電気機器や電子機器に
使用される電気コネクタに関するもので、特に、コジリに対して十分な保持をすることが
でき、電源としても使用できる固定具を用いた構造の電気コネクタである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、基板間を接続する場合、２つのコネクタを用いて、それぞれの基板に半田付け等
により固定し、行うことが一般的に行われている。
　下記に、特許文献として、本出願人が既に提案した基板間を接続するコネクタとしての
特許文献１（実開平５－６９８７３号）と特許文献２（実開平７－１６３８１号）と特許
文献３（特開２００７－１８７８５）を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平５－６９８７３号の要約によると、従来の角形多極コネクタは、プ
ラグのブロックがソケットの囲いの中に嵌まり込むようになっているため、誤ってプラグ
を斜めに挿入して、コンタクトを変形させることがあったので、この問題を解決するため
に、ソケットのブロック５０をほぼ四角ブロック状にし、その両端に張り５２，５３を設
け、５３の厚みｄ＞５２の厚みｃとし、また、プラグの囲いを２枚の板状のもの２０，２
１で構成し、片方の２０は、ブロック５０の張り５２の間に納まる長さ、他方の２１は張
り５３の間に納まる長さとし、囲い２０，２１の間隔ｂは、ブロック５０の張り５２，５
３を除いた部分がほぼピッタリと嵌まり込める程度にする構成にしたので、ブロック５０
の幅ａ＞囲い２０～２１の間隔ｂなので、ブロック５０を斜めに挿入できなく、囲い２０
，２１の長さが違うので誤接続の心配がない構造のコネクタが開示されている。　ちなみ
に、実開平５－６９８７３号の実用新案登録請求の範囲には、請求項１として、複数本の
コンタクトを保持・固定したベースに前記コンタクトの保護用の囲いを設けたプラグ側コ
ネクタと、複数本のコンタクトを保持・固定したベースに前記コンタクトを収容する孔を
設けたブロックを設けたソケット側コネクタとからなる一組のコネクタであって、前記ソ
ケット側コネクタのブロックの長手方向端部の左右には、左右厚味の異なる張りが設けら
れており、前記プラグ側コネクタの囲いが、前記ソケット側ブロックの両端に設けられた
張りの厚み寸法に合せた長さである、コネクタが開示されている。
【特許文献２】実開平７－１６３８１号の要約によると、小型化・低背位化しても確実な
ロック力を持ち、また嵌合ストロークが小さくても嵌合完了時点が容易に分かるようにす
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ることを目的とし、雌型コネクタ３０のコンタクト４０は厚み方向に弾性を有する二股状
で、その一の枝４４は電気接触部４５を有し、他の枝４６は窪み４８を有し、雄型コネク
タ５０のコンタクト６０は、雌型コンタクト４０の二股状の内側に嵌まり合う形状であり
、嵌合すると、雌型コネクタ３０の電気接触部４５と雄型コネクタ５０のコンタクト６０
とが電気的に接触し、また、突起６８が窪み４８に落ち込み、そのときのクリック音（金
属音）で嵌合の完了時点が分かり、かつ確実にロックがかかる構造の電気コネクタが開示
されている。　ちなみに、実開平７－１６３８１号の実用新案登録請求の範囲には、請求
項１として、嵌合により、対をなすコンタクトが互いに擦れ合って電気接触する電気コネ
クタにおいて、前記対をなすコンタクトのうちの一方のコンタクトは、先端部分が板状で
あって厚み方向に弾性を有する二股状となっていて、他方のコンタクトは、前記二股状の
内側に嵌まり合う形状となっており、前記一方のコンタクトの二股状部分のうちの一の枝
は、二股状の内側に電気接触部を有して前記他方のコンタクトと電気接触するものであり
、また前記一方のコンタクトの二股状部分のうちの他の枝と前記他方のコンタクトとの間
には、突起とこの突起の落ち込む窪みとの組合せからなるロック機構が設けられているこ
とを特徴とする、電気コネクタが開示されている。
【特許文献３】特開２００７－１８７８５の要約によると、本発明簡単な構造で０．７ｍ
ｍ以上のフローティング量を確保することができ、かつコネクタ同士の嵌合時に基板との
短絡がなく、接続不良に繋がらないコネクタの提供することを目的とし、コンタクト１６
には接触部２２と第一固定部２４と弾性部２６と第二固定部２８と接続部３０とを備えこ
の順で配置し、弾性部２６の形状を略クランク状にし、絶縁体は固定用ブロック１２と可
動用ハウジング１４とから構成され、ブロック１２には第二固定部２８が固定されるとと
もにハウジング１４には第一固定部２４が固定され、ハウジング１４はコンタクト１６に
のみ固定されるとともにブロック１２の底面側より浮遊するようにコンタクト１６の弾性
部２６によってフローティング可能に保持することで達成できるコネクタが開示され、ま
た、ハウジング１４に基板９０への実装時の短絡を防止する壁を設けられている。　ちな
みに、特開２００７－１８７８５の特許請求の範囲には、請求項１として、相手コネクタ
と着脱自在に嵌合するコネクタであって、複数のコンタクトと、該コンタクトを保持・配
列する絶縁体とを備えるコネクタにおいて、　前記コンタクトは一端側に相手コネクタと
接触する接触部と他端側に基板に接続する接続部と前記接触部と前記接続部との間に２つ
の第一固定部・第二固定部と弾性を有する弾性部とを備えるとともに前記接触部と前記第
一固定部と前記弾性部と前記第二固定部と前記接続部の順で配列し、前記弾性部の形状を
略クランク状にし、　前記絶縁体は固定用ブロックと可動用ハウジングとから構成され、
前記固定用ブロックには前記第二固定部が固定されるとともに前記可動用ハウジングには
前記第一固定部が固定され、前記可動用ハウジングは前記コンタクトにのみ固定されると
ともに前記ブロックの底面側より浮遊するように前記コンタクトの前記弾性部によってフ
ローティング可能に保持されることを特徴とするコネクタ、請求項２として、前記固定用
ブロックを断面略Ｕ字形状にし、前記可動用ハウジングを断面略逆Ｔ字形状にすることを
特徴とする請求項１記載のコネクタ、請求項３として、前記可動用ハウジングの長手ピッ
チ方向両側に突出部を設け、前記固定用ブロックに略U字形状をする基板に接続するため
の固定タブを配置し、前記可動用ハウジングの突出部に前記固定タブを係合することで前
記可動用ハウジングの浮き上がりを防止することを特徴とする請求項１または２記載のコ
ネクタ、請求項４として、前記基板側の前記固定用ブロックに、前記基板への実装時の短
絡を防止する壁を前記固定用ブロックと一体若しくは別体に設けることを特徴とする請求
項１、２又は３記載のコネクタ、請求項５として、前記コンタクトの弾性部の長さを１．
０～５．０ｍｍにし、フローティング量を大きくすることを特徴とする請求項１から４項
のうちいずれか１項記載のコネクタ等が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年においては、客先からより一層の狭ピッチ化や小型化や低背の要求が強くなってき
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ている。また、基板間のコネクタ同士を嵌合した際のコジリ性能の向上も望まれてきてい
る。さらに、基板間コネクタの場合、定格電流が０．４Ａ程度であるが、電源として１Ａ
等の電流を流すことが必要になる場合がこの場合、多数の端子（コンタクト）を電源とし
て用いることになってしまう。
　上述した特許文献の構造では、狭ピッチ化や小型化や低背の要求には対応できても、コ
ジリ性能を向上させ、かつ、多数の端子（コンタクト）を用いることなし、１Ａ等の電流
を流すことはできない。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、狭ピッチ化や小型化や低
背も維持しつつ、嵌合時のコジリに対して十分な保持ができ、多数の端子（コンタクト）
を用いることなく電源を確保できる電気コネクタを提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本目的は、請求項１記載の電気コネクタのように、プラグコネクタとレセプタクルコネ
クタが着脱自在に嵌合するとともに基板間を接続する電気コネクタであって、相手コンタ
クトと接触する第１接触部とブロックに固定される第１固定部と基板に接続する第１接続
部を有する複数のレセプタクルコンタクトと該レセプタクルコンタクトが保持・配列され
るブロックを有する前記レセプタクルコネクタと、前記レセプタクルコンタクトと接触す
る第２接触部とハウジングに固定される第２固定部と基板に接続する第２接続部を有する
複数のプラグコンタクトと該プラグコンタクトが保持・配列されるハウジングを有する前
記プラグコネクタとを備える電気コネクタにおいて、それぞれのコネクタの長手ピッチ方
向の少なくとも一方側に、基板に接続する接続部を有する第１固定具及び第２固定具を配
置し、前記第１固定具と前記第２固定具には、互いに係合する少なくとも３箇所の係合部
及び／または係止部を有し、互いに係合した前記係合部及び／または前記係止部のうち少
なくとも１箇所を電気的に導通させ、電源として使用することを特徴とする電気コネクタ
により達成できる。
【０００７】
　請求項２記載の電気コネクタは、前記係合部及び／または前記係止部は、幅方向両側と
幅方向の中央部分の３箇所に設けることを特徴とする請求項１記載の電気コネクタにある
。
　また、請求項３記載の電気コネクタは、前記第１固定具は略板状片をし、幅方向両側に
突出した第２係合部を有するとともに幅方向中央部分に折り返された弾性片上に嵌合口内
に突出した第１係合部を有し、前記第２固定具は略倒コ字形状をし、幅方向両側に略Ｕ字
形状に折り返された板状片に前記第２係合部に対応する第２係止部を有するとともに幅方
向中央部分に折り返された第１係止部を有することを特徴とする請求項１または２記載の
電気コネクタにある。
　さらに、請求項４記載の電気コネクタは、前記第１固定具の第１係合部は凸部形状とし
、前記第２係合部は外側方向へ突出した突出部とし、前記第２固定具の第１係止部は前記
凸部形状に引っ掛かる断面略Ｕ形状の板状とし、前記第２係止部は前記突出部が入る凹部
形状とすることを特徴とする請求項１または２、３記載の電気コネクタにある。
　さらにまた、請求項５記載の電気コネクタは、前記第１固定具の第１係合部と前記第２
固定具の第２係止部には、弾性を持たせることを特徴とする請求項１、２または３、４記
載の電気コネクタにある。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の説明から明らかなように、本発明の電気コネクタによると、次のような優れた効
果が得られる。
（１）請求項１記載の電気コネクタのように、プラグコネクタとレセプタクルコネクタが
着脱自在に嵌合するとともに基板間を接続する電気コネクタであって、相手コンタクトと
接触する第１接触部とブロックに固定される第１固定部と基板に接続する第１接続部を有
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する複数のレセプタクルコンタクトと該レセプタクルコンタクトが保持・配列されるブロ
ックを有する前記レセプタクルコネクタと、前記レセプタクルコンタクトと接触する第２
接触部とハウジングに固定される第２固定部と基板に接続する第２接続部を有する複数の
プラグコンタクトと該プラグコンタクトが保持・配列されるハウジングを有する前記プラ
グコネクタとを備える電気コネクタにおいて、それぞれのコネクタの長手ピッチ方向の少
なくとも一方側に、基板に接続する接続部を有する第１固定具及び第２固定具を配置し、
前記第１固定具と前記第２固定具には、互いに係合する少なくとも３箇所の係合部及び／
または係止部を有し、互いに係合した前記係合部及び／または前記係止部のうち少なくと
も１箇所を電気的に導通させ、電源として使用することを特徴とする電気コネクタにして
いるので、狭ピッチ化や小型化や低背も維持しつつ、３点で係合させているため嵌合時に
コジられても安定した接触が確保でき、係合部分の少なくとも１箇所を導通させることで
電源として用いているため多数の端子（コンタクト）を用いることなく、安定した電源を
確保できる。
（２）請求項２記載の電気コネクタは、前記係合部及び／または前記係止部は、幅方向両
側と幅方向の中央部分の３箇所に設けることを特徴とする請求項１記載の電気コネクタに
しているので、狭ピッチ化や小型化や低背も維持しつつ、３点で係合させているため嵌合
時にコジられても安定した接触が確保でき、係合部分の少なくとも１箇所を導通させるこ
とで電源として用いているため多数の端子（コンタクト）を用いることなく、安定した電
源を確保でき、第１係合部と第１係止部との係合で長手方向のコジリアップと導通させる
ことで電源にもなり、また、第２係合部と第２係止部との係合で幅方向のコジリアップと
導通させることで電源にもなる。
（３）請求項３記載の電気コネクタは、前記第１固定具は略板状片をし、幅方向両側に突
出した第２係合部を有するとともに幅方向中央部分に折り返された弾性片上に嵌合口内に
突出した第１係合部を有し、前記第２固定具は略倒コ字形状をし、幅方向両側に略Ｕ字形
状に折り返された板状片に前記第２係合部に対応する第２係止部を有するとともに幅方向
中央部分に折り返された第１係止部を有することを特徴とする請求項１または２記載の電
気コネクタにしているので、狭ピッチ化や小型化や低背も維持しつつ、３点で係合させて
いるため嵌合時にコジられても安定した接触が確保でき、係合部分の少なくとも１箇所を
導通させることで電源として用いているため多数の端子（コンタクト）を用いることなく
、安定した電源を確保でき、第１係合部と第１係止部との係合で長手方向のコジリアップ
と導通させることで電源にもなり、また、第２係合部と第２係止部との係合で幅方向のコ
ジリアップと導通させることで電源にもなる。
（４）請求項４記載の電気コネクタは、前記第１固定具の第１係合部は凸部形状とし、前
記第２係合部は外側方向へ突出した突出部とし、前記第２固定具の第１係止部は前記凸部
形状に引っ掛かる断面略Ｕ形状の板状とし、前記第２係止部は前記突出部が入る凹部形状
とすることを特徴とする請求項１または２、３記載の電気コネクタにしているので、狭ピ
ッチ化や小型化や低背も維持しつつ、３点で係合させているため嵌合時にコジられても安
定した接触が確保でき、係合部分の少なくとも１箇所を導通させることで電源として用い
ているため多数の端子（コンタクト）を用いることなく、安定した電源を確保でき、第１
係合部と第１係止部との係合で長手方向のコジリアップと導通させることで電源にもなり
、また、第２係合部と第２係止部との係合で幅方向のコジリアップと導通させることで電
源にもなる。
（５）請求項５記載の電気コネクタは、前記第１固定具の第１係合部と前記第２固定具の
第２係止部には、弾性を持たせることを特徴とする請求項１、２または３、４記載の電気
コネクタにしているので、狭ピッチ化や小型化や低背も維持しつつ、３点で係合させてい
るため嵌合時にコジられても安定した接触が確保でき、係合部分の少なくとも１箇所を導
通させることで電源として用いているため多数の端子（コンタクト）を用いることなく、
安定した電源を確保でき、第１係合部と第１係止部との係合で長手方向のコジリアップと
導通させることで電源にもなり、また、第２係合部と第２係止部との係合で幅方向のコジ
リアップと導通させることで電源にもなる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（Ａ）　嵌合方向からみたプラグコネクタの斜視図である。（Ｂ）　嵌合方向か
らみたレセプタクルコネクタの斜視図である。
【図２】（Ａ）　プラグコネクタとレセプタクルコネクタとが嵌合した状態の斜視図であ
る。（Ｂ）　あるコンタクト部分で断面したプラグコネクタとレセプタクルコネクタとが
嵌合した状態の断面斜視図である。（Ｃ）　固定具部分で断面したプラグコネクタとレセ
プタクルコネクタとが嵌合した状態の断面斜視図である。
【図３】（Ａ）　プラグコンタクトの斜視図である。（Ｂ）　レセプタクルコンタクトの
斜視図である。
【図４】（Ａ）　プラグコネクタのハウジングの斜視図である。（Ｂ）　レセプタクルコ
ネクタのブロックの斜視図である。
【図５】（Ａ）　第１固定具の斜視図である。（Ｂ）　第２固定具の斜視図である。（Ｃ
）　長手ピッチ方向両側で第１固定具と第２固定具が係合した状態の斜視図である。
【図６】（Ａ）　あるコンタクト部分で断面したプラグコネクタの断面図である。（Ｂ）
　あるコンタクト部分で断面したレセプタクルコネクタの断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の特徴は、プラグコネクタ５０とレセプタクルコネクタ２０が着脱自在に嵌合す
るとともに基板間を接続する電気コネクタ１０であって、相手コンタクトと接触する第１
接触部２６とブロック２２に固定される第１固定部２８と基板に接続する第１接続部３０
を有する複数のレセプタクルコンタクト２４と該レセプタクルコンタクト２４が保持・配
列されるブロック２２を有する前記レセプタクルコネクタ２０と、前記レセプタクルコン
タクト２４と接触する第２接触部５８とハウジング５２に固定される第２固定部６０と基
板に接続する第２接続部６２を有する複数のプラグコンタクト５６と該プラグコンタクト
５６が保持・配列されるハウジング５２を有する前記プラグコネクタ５０とを備える電気
コネクタ１０において、それぞれのコネクタ２０、５０の長手ピッチ方向の少なくとも一
方側に、基板に接続する接続部４４、７４を有する第１固定具５４及び第２固定具２５を
配置し、前記第１固定具５４と前記第２固定具２５には、互いに係合する少なくとも３箇
所の係合部７６、７７及び／または係止部４６、４８を有し、互いに係合した前記係合部
７６、７７及び／または前記係止部４６、４８のうち少なくとも１箇所を電気的に導通さ
せ、電源として使用することを特徴とする電気コネクタ１０である。
　つまり、それぞれのコネクタ２０、５０の長手ピッチ方向の少なくとも一方側に、前記
第１固定具５４と前記第２固定具２５を配置し、それぞれの固定具５４、２５同士を３箇
所でロック（係合）させ、かつ、その内の少なくとも１箇所を電気的に導通させ、電源と
して用いたものである。
【００１１】
　図に基づいて、本発明の電気コネクタの一実施例を説明する。
　図１（Ａ）は嵌合方向からみたプラグコネクタの斜視図であり、（Ｂ）は嵌合方向から
みたレセプタクルコネクタの斜視図である。図２（Ａ）はプラグコネクタとレセプタクル
コネクタとが嵌合した状態の斜視図であり、（Ｂ）はあるコンタクト部分で断面したプラ
グコネクタとレセプタクルコネクタとが嵌合した状態の断面斜視図であり、（Ｃ）は固定
具部分で断面したプラグコネクタとレセプタクルコネクタとが嵌合した状態の断面斜視図
である。図３（Ａ）はプラグコンタクトの斜視図であり、（Ｂ）はレセプタクルコンタク
トの斜視図である。図４（Ａ）はプラグコネクタのハウジングの斜視図であり、（Ｂ）は
レセプタクルコネクタのブロックの斜視図である。図５（Ａ）は第１固定具の斜視図であ
り、（Ｂ）は第２固定具の斜視図であり、（Ｃ）は長手ピッチ方向両側で第１固定具と第
２固定具が係合した状態の斜視図である。図６（Ａ）はあるコンタクト部分で断面したプ
ラグコネクタの断面図であり、（Ｂ）はあるコンタクト部分で断面したレセプタクルコネ
クタの断面図である。
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【００１２】
　本発明の電気コネクタ１０は、プラグコネクタ５０とレセプタクルコネクタ２０とを備
えている。それぞれのコネクタ２０、５０ともに、主にコンタクト２４、５６とプラスチ
ック製の絶縁物と固定具２５、５４から構成されている。
【００１３】
　まず、レセプタクルコネクタ２０について説明する。前記レセプタクルコネクタ２０は
主にブロック２２とレセプタクルコンタクト２４と第２固定具２５を有している。
【００１４】
　最初に、レセプタクルコンタクト２４について説明する。前記レセプタクルコンタクト
２４は金属製であり、公知技術のプレス加工によって製作されている。前記レセプタクル
コンタクト２４の材質としても、バネ性や導電性などが要求されるので、黄銅やベリリウ
ム銅やリン青銅等を挙げることができる。前記レセプタクルコンタクト２４は主にプラグ
コンタクト５６と接触する第１接触部２６と前記ブロック２２に固定される第１固定部２
８と基板に接続される第１接続部３０と前記第１接触部２６と前記第１固定部２８の間に
位置する弾性部３２とを有している。
【００１５】
　それぞれの部位は、図３（Ｂ）のように第１接触部２６・弾性部３２・第１固定部２８
・第１接続部３０の順に配置されている。以下で、それぞれの部位について説明する。ま
ず、前記第１接触部２６はプラグコンタクト５６の第２接触部５８と接触する部分である
。前記第１接触部２６は略板状片で、かつ、湾曲しており、前記プラグコンタクト５６の
第２接触部５８と１箇所での線接触構造になっている。前記第１接触部２６は前記プラグ
コンタクト５６の第２接触部５８と接触できればよく、接触安定性や嵌合時の電気コネク
タ１０の省スペース化及び低背化や加工性等を考慮して適宜設計する。
【００１６】
　前記弾性部３２は、少なくとも１回以上蛇行させることで、コネクタの小型化をし、接
触圧によって前記プラグコネクタ５０を押圧し、かつ、安定した接触を得るためのもので
ある。本実施例においては、前記弾性部３２は１回蛇行させている。前記弾性部６６の位
置は、前記ブロック２２の高さとほぼ同一程度にしている。前記弾性部３２は、接触圧に
よって前記プラグコネクタ５０を押圧し、かつ、安定した接触を得られれば、何回蛇行さ
せてもよいが、嵌合時の電気コネクタ１０の接触圧や省スペース化及び低背化や加工性等
を考慮して適宜設計する。前記弾性部３２の蛇行部分の曲率径は嵌合時の電気コネクタ１
０の省スペース化及び低背化や加工性等を考慮して適宜設計している。
【００１７】
　前記第１固定部２８は前記ブロック２２の第１挿入孔３４に保持される部分である。本
実施例では圧入によって保持しているが、保持できればいかなる方法でもよく、コネクタ
の小型化や強度や保持力等を考慮して適宜設計する。
　前記第１接続部３０は基板に接続する部分である。前記第１接続部３０は基板に接続で
きれば、いかなる形状（タイプ）でもよいが、本実施例では表面実装（ＳＭＴ）タイプに
している。例えば、ディップタイプであってもよい。
【００１８】
　次に、前記ブロック２２について説明する。前記ブロック２２は、２つの第１側壁３６
と第１底壁３８と第１フランジ４０と嵌合部７とから形成され、略立方体をしている。前
記ブロック２２は電気絶縁性のプラスチックであり、公知技術の射出成形によって製作さ
れ、これらの材質としては寸法安定性や加工性やコスト等を考慮して適宜選択するが、一
般的にはポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）やポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や
液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリカーボネート（ＰＣ）やポニフェニレンサルファイド（Ｐ
ＰＳ）やこれらの合成材料を挙げることができる。前記ブロック２２には、２つの第１側
壁３６に、それぞれ所要数のレセプタクルコンタクト２０が固定（装着）される第１挿入
孔３４が設けられており、圧入や引っ掛け（ランス）や溶着等によって固定されている。
本実施例では圧入によって固定されている。
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【００１９】
　前記ブロック２２は、２つの第１側壁３６と第１底壁３８と第１フランジ４０の間に、
前記プラグコネクタ５０の嵌合口５に入る嵌合部７が形成されている。前記嵌合部７は相
手コネクタである前記プラグコネクタ５０の嵌合口５に入ればよく、大きさや形状は前記
プラグコネクタの大きさに沿い、かつ、接触安定性やコネクタの小型化や加工性等を考慮
して適宜設計している。
【００２０】
　前記第１フランジ４０には、前記第２固定具２５が入り、固定される第３挿入孔３５が
設けられており、圧入や引っ掛け（ランス）や溶着等によって固定されている。本実施例
では圧入によって固定されている。
【００２１】
　次に、本発明のポイント部分である第２固定具２５について説明する。前記第２固定具
２５は金属製であり、公知技術のプレス加工によって製作されている。前記第２固定具２
５の材質としても、バネ性や導電性などが要求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青
銅等を挙げることができる。前記第２固定具２５は主に第１固定具５４と係合する少なく
とも３箇所の係止部４６、４８と前記ブロック２２に固定される第３固定部４２と基板に
接続される第３接続部４４とを有している。
【００２２】
　バランスを考慮して、前記第２固定具２５は長手ピッチ方向両側に配置されている。前
記第２固定具２５略倒コ字形状をし、幅方向両側に略Ｕ字形状に折り返された板状片４９
に前記第２係合部７７に対応する第２係止部４８を有するとともに幅方向中央部分に折り
返された第１係止部４６を有している。前記第２固定具２５の第１係止部４６は前記凸部
形状に引っ掛かる断面略Ｕ形状の板状４６１とし、前記第２係止部４８は前記突出部７７
１が入る凹部４８１形状をしている。前記第２固定具２５の第２係止部４８には、弾性を
持たせている。
【００２３】
　前記板状部４６１（前記第１係止部４６）と前記凹部４８１（前記第２係止部４８）の
形状・大きさは、前記第１固定具５４の凸部７６１（前記第１係合部７６）と突出部７７
１（前記第２係合部７７）と係合でき、安定した保持力が得られ、かつ、電気的に導通で
きれば如何なるものでもよく、導通性や加工性や保持力や小型化等を考慮して適宜設計す
る。
【００２４】
　前記第３固定部４２は前記ブロック２２の第３挿入孔３５に保持される部分である。本
実施例では圧入によって保持しているが、保持できればいかなる方法でもよく、コネクタ
の小型化や強度や保持力等を考慮して適宜設計する。
　前記第３接続部４４は基板に接続する部分である。前記第３接続部４４は基板に接続で
きれば、いかなる形状（タイプ）でもよいが、本実施例では表面実装（ＳＭＴ）タイプに
している。例えば、ディップタイプであってもよい。
【００２５】
　次に、プラグコネクタ５０について説明する。前記プラグコネクタ５０は主にハウジン
グ５２とプラグコンタクト５６と第１固定具５４とを有している。
【００２６】
　次に、プラグコンタクト５６について説明する。前記プラグコンタクト５６は金属製で
あり、公知技術のプレス加工によって製作されている。前記プラグコンタクト５６の材質
としては、バネ性や導電性などが要求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青銅等を挙
げることができる。前記プラグコンタクト５６は主にレセプタクルコンタクト２４と接触
する第２接触部５８と前記ハウジング５２に固定される第２固定部６０と基板に接続され
る第２接続部６４とを有している。
【００２７】
　それぞれの部位は、図３（Ａ）のように、第２接触部５８・第２固定部６０・第２接続
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部６４の順に配置されている。以下で、それぞれの部位について説明する。まず、前記第
２接触部５８はレセクタクルコンタクト２４の第１接触部２６と接触する部分である。前
記第２接触部５８は前記レセプタクルコンタクト２４の第１接触部２６と接触できればよ
く、接触安定性や嵌合時の電気コネクタ１０の省スペース化及び低背化や加工性等を考慮
して適宜設計する。但し、本実施例においては、嵌合時のクリック感や安定した抜去力を
得られるように、前記第２接触部５８には、略板状片の平坦な形状部分に凹を設けてもよ
い。（図示せず）前記凹の形状及び大きさは、上記役割や強度や接触安定性や加工性等を
考慮して適宜設計している。
【００２８】
　前記プラグコンタクト５６の前記第２接触部５８は、前記第２側壁６６の外側に折り返
すように形成されている。このように外側に折り返すことで、前記レセピタクルコンタク
ト２４と接触し易いようにしている。
【００２９】
　前記第２固定部６０は前記ハウジング５２の第２挿入孔７８に保持される部分である。
本実施例では圧入によって保持しているが、保持できればいかなる方法でもよく、コネク
タの小型化や強度や保持力等を考慮して適宜設計する。
　前記第２接続部６４は基板に接続する部分である。前記第２接続部６４は基板に接続で
きれば、いかなる形状（タイプ）でもよいが、本実施例では表面実装（ＳＭＴ）タイプに
している。例えば、ディップタイプであってもよい。
【００３０】
　次に、前記ハウジング５２について説明する。前記ハウジング５２は２つの第２側壁６
６と第２フランジ７０と第２底壁６８とから形成され、略立方体をしており、電気絶縁性
のプラスチックであり、公知技術の射出成形によって製作され、これらの材質としては寸
法安定性や加工性やコスト等を考慮して適宜選択するが、一般的にはポリブチレンテレフ
タレート（ＰＢＴ）やポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポ
リカーボネート（ＰＣ）やポニフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）やこれらの合成材料を
挙げることができる。前記ハウジング５２には、２つの第２側壁６６に、それぞれ所要数
のプラグコンタクト５６が装着される第２挿入孔７８が設けられており、圧入や引っ掛け
（ランス）や溶着等によって固定されている。前記第２挿入孔７８の形状・大きさは前記
プラグコンタクトの大きさや形状や保持力等を考慮して適宜設計する。
【００３１】
　２つの第２側壁６６と第２フランジ７０と第２底壁６８とで、前記レセプタクルコネク
タ２０の嵌合部７が入る嵌合口５が形成されている。前記嵌合口５は、相手コネクタであ
る前記レセプタクルコネクタ２０の嵌合部７が入ればよく、大きさや形状は前記レセプタ
クルコネクタの大きさに沿い、かつ、接触安定性やコネクタの小型化や加工性等を考慮し
て適宜設計している。
【００３２】
　前記第２フランジ７０には、前記第１固定具５４が入り、固定される第４挿入孔７９が
設けられており、圧入や引っ掛け（ランス）や溶着等によって固定されている。本実施例
では圧入によって固定されている。
【００３３】
　次に、本発明のポイント部分である第１固定具５４について説明する。前記第１固定具
５４は金属製であり、公知技術のプレス加工によって製作されている。前記第１固定具５
４の材質としても、バネ性や導電性などが要求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青
銅等を挙げることができる。前記第１固定具５４は主に第２固定具２５と係合する少なく
とも３箇所の係合部７６、７７と前記ハウジング５２に固定される第４固定部７２と基板
に接続される第４接続部７４とを有している。
【００３４】
　バランスを考慮して、前記第１固定具５４は長手ピッチ方向両側に配置されている。前
記第１固定具５４は略板状片をし、幅方向両側に突出した第２係合部７７を有するととも
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に幅方向中央部分に折り返された弾性片８０上に嵌合口５内に突出した第１係合部７６を
有している。前記第１固定具５４の第１係合部７６は凸部７６１形状とし、前記第２係合
部４８は外側方向へ突出した突出部７７１形状をしている。前記第１固定具５４の第１係
合部７６には、弾性を持たせている。
【００３５】
　前記凸部７６１（前記第１係合部７６）と前記突出部７７１（前記第２係合部７７）の
形状・大きさは、前記第２固定具２５の板状部４６１（前記第１係止部４６）と凹部４８
１（前記第２係止部４８）と係合でき、安定した保持力が得られ、かつ、電気的に導通で
きれば如何なるものでもよく、導通性や加工性や保持力や小型化等を考慮して適宜設計す
る。
【００３６】
　前記第４固定部７２は前記ハウジング５２の第４挿入孔７９に保持される部分である。
本実施例では圧入によって保持しているが、保持できればいかなる方法でもよく、コネク
タの小型化や強度や保持力等を考慮して適宜設計する。
　前記第４接続部７４は基板に接続する部分である。前記第４接続部４７は基板に接続で
きれば、いかなる形状（タイプ）でもよいが、本実施例では表面実装（ＳＭＴ）タイプに
している。例えば、ディップタイプであってもよい。
【００３７】
　本実施例では、前記第１固定具５４側に係合部を設けたもの、前記第２固定具２５側に
係止部を設けたものを図示し、説明したが、係合部と係止部を逆にしたものであってもよ
い。つまり、前記第１固定具５４側に係止部を設け、前記第２固定具２５側に係合部を設
けたものであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の活用例としては、携帯電話や小型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の電気機
器や電子機器に使用される電気コネクタ１０に活用され、特に、コジリに対して十分な保
持をすることができ、電源としても使用できる固定具を用いた構造の電気コネクタ１０に
関するものである。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　　　　　電気コネクタ
　５　　　　　　嵌合口
　７　　　　　　嵌合部
　２０　　　　　レセプタクルコネクタ
　２２　　　　　ブロック
　２４　　　　　レセプタクルコンタクト
　２５　　　　　第２固定具
　２６　　　　　第１接触部
　２８　　　　　第１固定部
　３０　　　　　第１接続部
　３２　　　　　弾性部
　３４　　　　　第１挿入孔
　３５　　　　　第３挿入孔
　３６　　　　　第１側壁
　３８　　　　　第１底壁
　４０　　　　　第１フランジ
　４２　　　　　第３固定部
　４４　　　　　第３接続部
　４６　　　　　第１係止部
　４６１　　　　板状部
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　４８　　　　　第２係止部
　４８１　　　　凹部
　４９　　　　　板状片
　５０　　　　　プラグコネクタ
　５２　　　　　ハウジング
　５４　　　　　第１固定具
　５６　　　　　プラグコンタクト
　５８　　　　　第２接触部
　６０　　　　　第２固定部
　６４　　　　　第２接続部
　６６　　　　　第２側壁
　６８　　　　　第２底壁
　７０　　　　　第２フランジ
　７２　　　　　第４固定部
　７６　　　　　第１係合部
　７６１　　　　凸部
　７７　　　　　第２係合部
　７７１　　　　突出部
　７８　　　　　第２挿入孔
　７９　　　　　第４挿入孔
　８０　　　　　弾性片

【図１】 【図２】
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