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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性を有するボディと、
　ボディ内に同じ高さ位置で間隔を空けて配設された第１、第２の差動信号用コンタクト
と、　
　ボディ内に第１、第２の差動信号用コンタクトと異なる高さ位置で第１、第２の差動信
号用コンタクトの間に当該第１、第２の差動信号用コンタクトのいずれか一方に偏在して
配設された第３のコンタクトとを備えており、
　第３のコンタクトは、第１の差動信号用コンタクトに平面位置的に重なる第１の重複部
と、第２の差動信号用コンタクトに平面位置的に重なる第２の重複部とを有し、
　この第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する重なり面積が
当該第１、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンスの差に応じて調整されているこ
とを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタにおいて、
　第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する重なり面積が略同
じであることを特徴とするコネクタ。
【請求項３】
　請求項２記載のコネクタにおいて、
　前記第１、第２の重複部分は第３のコンタクトの幅方向の両端部であり、当該第１、第
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２の重複部分のうち少なくとも一方が幅方向に拡張されていることを特徴とするコネクタ
。
【請求項４】
　請求項３記載のコネクタにおいて、
　第３のコンタクトは、相手側コネクタのコンタクトが接触することにより第１、第２の
差動信号用コンタクト側に弾性変形可能な端子であって、第１、第２の重複部分のうち少
なくとも一方が幅方向に拡張されることによる当該第３のコンタクトの弾性力の向上を抑
制する弾性力抑制手段が設けられていることを特徴とするコネクタ。
【請求項５】
　請求項４記載のコネクタにおいて、
　前記弾性力抑制手段は第３のコンタクトの第１、第２の重複部分の間の中間部に設けら
れた開口であることを特徴とするコネクタ。
【請求項６】
　請求項２記載のコネクタにおいて、
　第３のコンタクトは、先端側の前記第１の重複部分と基端側の前記第２の重複部分とを
連結する連結部を更に有し、連結部が第１、第２の重複部分に対して直交又は傾斜してい
ることを特徴とするコネクタ。
【請求項７】
　請求項４記載のコネクタにおいて、
　第３のコンタクトは、その先端部に第１、第２の差動信号用コンタクトに向けて移動可
能な可動接点部を更に有していることを特徴とするコネクタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として高速デジタル信号伝送に使用され、良好なインピーダンスマッチン
グを行うのに適するコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のコネクタは、新たな規格及び従来の規格等の２種類の規格に対応することが要求
されている。この要求に応じて、コネクタの各コンタクトをボディ内の各規格により予め
決められた位置に配置すると、従来の規格に対応するコンタクトが、新たな規格に対応す
る差動ペアのコンタクトの一方に偏在して配置されることがある。
【０００３】
　このように従来の規格対応のコンタクトが差動ペアのコンタクトの一方に偏在すると、
当該一方のコンタクトの静電容量が低下し、インピーダンスが高くなる。よって、差動ペ
アの一対のコンタクトのインピーダンス整合を図ることができず、コネクタの伝送特性が
劣化するという問題が生じる。
【０００４】
　このような差動ペアの一対のコンタクトのインピーダンス整合を図る手段としては、　
一対のコンタクトの中間位置の下方にグランド用コンタクトを配置し、グランド用コンタ
クトの幅方向の両端部が一対のコンタクトの端部に平面位置的に重なるようになっている
ものがある（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特表２００３－５０５８２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、前記手段は、差動ペアの一対のコンタクト及び従来の規格対応のコンタクト
とは別に、グランド用コンタクトが必要になることから、部品点数が増加し、全体構成が
複雑になる。
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【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは、構成
が複雑になることなく、差動ペアのコンタクトのインピーダンス整合を図ることができる
２種の規格対応型の新たな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】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のコネクタは、絶縁性を有するボディと、ボディ内
に同じ高さ位置で間隔を空けて配設された第１、第２の差動信号用コンタクトと、ボディ
内に第１、第２の差動信号用コンタクトと異なる高さ位置で第１、第２のコンタクトの間
に当該第１、第２の差動信号用コンタクトのいずれか一方に偏在して配設された第３のコ
ンタクトとを備えており、第３のコンタクトは、第１の差動信号用コンタクトに平面位置
的に重なる第１の重複部と、第２の差動信号用コンタクトに平面位置的に重なる第２の重
複部とを有し、この第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する
重なり面積が当該第１、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンスの差に応じて調整
されている。
【０００９】
　このようなコネクタによる場合、第３のコンタクトの第１、第２の重複部分の第１、第
２の差動信号用コンタクトに対する重なり面積が当該第１、第２の差動信号用コンタクト
のインピーダンスの差に応じて調整されている。このため、第１、第２の差動信号用コン
タクトが第１の規格に応じて配置され、第３のコンタクトが第２の規格に応じて第１、第
２の差動信号用コンタクトと異なる高さ位置で第１、第２のコンタクトの間に当該第１、
第２の差動信号用コンタクトのいずれか一方に偏在して配置されたとしても、従来例の如
くグランド用コンタクトを用いることなく、第１、第２の差動信号用コンタクトのインピ
ーダンス整合を図ることができる。即ち、第２の規格用の第３のコンタクトを用いて第１
、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンス整合を行うことができるので、構成が複
雑になることなく、低コスト化を図ることができる。
【００１０】
　第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する重なり面積が略同
じであることが好ましい。この場合、第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コ
ンタクトに対する重なり面積が略同じであることから、第１、第２の差動信号用コンタク
トの静電容量が略同じになり、第１、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンス整合
を図ることができる。
【００１１】
　前記第１、第２の重複部分は第３のコンタクトの幅方向の両端部である場合、当該第１
、第２の重複部分のうち少なくとも一方を幅方向に拡張することができる。この場合、第
１、第２の重複部分のうち少なくとも一方を幅方向に拡張することにより、第１、第２の
重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する重なり面積を略同じにすることが
できる。即ち、第３のコンタクトの幅寸法を変えるだけで、簡単に第１、第２の差動信号
用コンタクトのインピーダンス整合を図ることができる。
【００１２】
　第３のコンタクトは、相手側コネクタのコンタクトが接触することにより第１、第２の
差動信号用コンタクト側に弾性変形可能な端子である場合、第３のコンタクトは第１、第
２の重複部分のうち少なくとも一方が幅方向に拡張されることによる当該第３のコンタク
トの弾性力の向上を抑制する弾性力抑制手段が設けられていることが好ましい。この場合
、弾性力抑制手段により、第１、第２の重複部分のうち少なくとも一方が幅方向に拡張さ
れることによる当該第３のコンタクトの弾性力の向上を抑制することができる。よって、
第３のコンタクトの弾性力の向上に伴う当該第３のコンタクトの接点圧の上昇を抑制する
ことができる。
【００１３】
　前記弾性力抑制手段は前記第３のコンタクトの第１、第２の重複部分の間の中間部に設



(4) JP 4647675 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

けられた開口とすることができる。この場合、第３のコンタクトの第１、第２の重複部分
の間の中間部に開口が設けられているので、第１、第２の重複部分のうち少なくとも一方
の幅方向に拡張による第３のコンタクトの弾性力の向上を抑制することができ、これに伴
う接点圧の上昇を抑制することができる。よって、第３のコンタクトを所定の接点圧で相
手側コンタクトに接触させることができる。しかも、開口の形状及び／又は大きさを可変
することによって、第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コンタクトに対する
重なり面積を調整することができるので、第１、第２の差動信号用コンタクトのインピー
ダンス調整を簡単に行うことができる。更に、第３のコンタクトの中間部に開口部を設け
ることにより、第３のコンタクトの第１、第２の重複部分の第１、第２の差動信号用コン
タクトに対する重なり面積を小さくすることが可能になり、この結果、第１、第２の差動
信号用コンタクトのインピーダンスを小さくすることが可能になる。
【００１４】
　また、第３のコンタクトは、先端側の前記第１の重複部分と基端側の前記第２の重複部
分とを連結する連結部を更に有し、連結部が第１、第２の重複部分に対して直交又は傾斜
した形状とすることができる。この場合、第１、第２の差動信号用コンタクトに対する重
なり面積が略同じである先端側の前記第１の重複部分と基端側の前記第２の重複部分とを
連結部で連結するだけで、簡単に第１、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンス整
合を図ることができる。
【００１５】
　第３のコンタクトが、その先端部に第１、第２の差動信号用コンタクトに向けて移動可
能な可動接点部を更に有する形状とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態に係るコネクタを次の図面を参照しつつ説明する。図１は本
発明の実施の形態に係るコネクタの概略的断面図、図２は同コネクタのシェルを取り外し
た状態の平面側から見た概略的透視図、図３は図２の模式的Ａ－Ａ断面図、図４は同コネ
クタのボディの概略的斜視図、図５は同コネクタのボディの底面側から見た模式的透視図
、図６は同コネクタのスペーサの概略的斜視図、図７は同コネクタのコンタクトの配置関
係を示す概略的底面図、図８は同コネクタのＴＸ＋信号用コンタクト、ＴＸ－信号用コン
タクト及びＶｂｕｓ用コンタクトの概略的斜視図、図９は（ａ）が同コネクタのＴＸ＋信
号用コンタクトの概略的斜視図、（ｂ）がＴＸ－信号用コンタクトの概略的斜視図、図１
０は同コネクタのＶｂｕｓ用コンタクトの概略的斜視図である。
【００１７】
　ここに掲げるコネクタは、図示しないＵＳＢ３．０及びＵＳＢ２．０のプラグコネクタ
（前者をＵＳＢ３．０用プラグ、後者をＵＳＢ２．０用プラグと称する。）が接続可能な
レセプタクルコネクタである。
【００１８】
　このレセプタクルコネクタは、図１乃至図３に示すように、ボディ１００と、ＵＳＢ３
．０用プラグのＵＳＢ３．０用プラグコンタクトの配列に対応するようにボディ１００内
にその幅方向に間隔を空けて配列されたＵＳＢ３．０用コンタクト群２００と、ボディ１
００内におけるＵＳＢ３．０用コンタクト群２００と異なる高さ位置にＵＳＢ２．０用プ
ラグのＵＳＢ２．０用プラグコンタクトの配列に対応するようにボディ１００内にその幅
方向に間隔を空けて配列されたＵＳＢ２．０用コンタクト群３００と、ボディ１００を覆
うシェル４００とを備えている。以下、各部について詳しく説明する。
【００１９】
　ボディ１００は、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）やＰＰＳ（ポリフェニレンサ
ルファイド）等の汎用の絶縁性合成樹脂を射出成形した成型品である。このボディ１００
は、図１乃至図５に示すように、略直方体状のボディ本体１１０と、ボディ本体１１０の
正面側に形成された板状の凸部１２０とを有している。
【００２０】
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　ボディ本体１１０の正面中央部には、図１、図２及び図５に示すように、略矩形状の４
つの正面側凹部１１１がＵＳＢ２．０用プラグのＵＳＢ２．０用プラグコンタクトの配置
に対応して設けられている。このボディ本体１１０の正面側凹部１１１の上方部位には、
正面側凹部１１１に各々連通する４つの圧入孔１１２が設けられている。
【００２１】
　この圧入孔１１２にＵＳＢ２．０用コンタクト群３００のＶｂｕｓ用コンタクト３１０
、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０、Ｄａｔｅ＋用コンタクト３３０及びＧＮＤ用コンタク
ト３４０の後述する圧入部が各々圧入され、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０、Ｄａｔｅ－用
コンタクト３２０、Ｄａｔｅ＋用コンタクト３３０及びＧＮＤ用コンタクト３４０の後述
する弾性変形部が正面側凹部１１１から各々導出されるようになっている。
【００２２】
　また、ボディ本体１１０の背面中央部には、４つの圧入孔１１２に連通する背面側凹部
１１３が設けられている。圧入孔１１２に各々圧入されたＵＳＢ２．０用コンタクト群３
００のＶｂｕｓ用コンタクト３１０、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０、Ｄａｔｅ＋用コン
タクト３３０及びＧＮＤ用コンタクト３４０の後述する導出部がこの背面側凹部１１３か
ら導出される。
【００２３】
　このボディ本体１１０の背面側凹部１１３には、図１に示すように、側面視略Ｌ字状の
略板状のスペーサ５００の垂直部５１０が嵌合する。スペーサ５００は、ボディ１００と
同様の汎用の絶縁性合成樹脂を射出成形した断面視略Ｌ字状の成型品である。このスペー
サ５００は、図６に示すように、垂直部５１０とこの垂直部５１０に直角に設けられたベ
ース部５２０とを有している。
【００２４】
　垂直部５１０は、ＵＳＢ３．０用コンタクト群２００の各コンタクトの後述する導出部
が通される複数の貫通孔５１１が設けられている。ベース部５２０は本レセプタクルコネ
クタが実装される基板１０上に載置される板状体であって、ＵＳＢ２．０用コンタクト群
３００の各コンタクトの後述する導出部が通される複数の貫通孔５２１が設けられている
。
【００２５】
　図１に示すように、凸部１２０とシェル４００の下端部との間の空間が、ＵＳＢ３．０
用プラグ及びＵＳＢ２．０用プラグが各々挿入されるプラグ挿入空間αとなっている。
【００２６】
　この凸部１２０の下端部には正面側凹部１１１に各々連通する略直方体状の４つの凹部
１２１が設けられている。この凹部１２１には、ＵＳＢ２．０用コンタクト群３００のＶ
ｂｕｓ用コンタクト３１０、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０、Ｄａｔｅ＋用コンタクト３
３０及びＧＮＤ用コンタクト３４０の弾性変形部及び後述する可動接点部が各々挿入され
る。
【００２７】
　シェル４００は金属製の角型の筒状体である。このシェル４００は、図１に示すように
、シェル本体４１０と、シェル本体４１０の後端の上側部に連続するカバー４２０とを有
する。
【００２８】
　シェル本体４１０はボディ１００の外周を覆う。これにより、ボディ１００の凸部１２
０とシェル本体４１０下端部との間にプラグ挿入空間αが形成される。また、シェル本体
４１０の両端部には、基板１０のグランドパターンに接続される一対の接続片４１１（図
示一つ）が設けられている。
【００２９】
　カバー４２０は、シェル本体４１０に対して略直角に折り曲げられ、スペーサ５００の
後端面を覆うようになっている。
【００３０】
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　ＵＳＢ３．０用コンタクト群２００は、図２、図３及び図７に示すように、ＴＸ＋信号
用コンタクト２１０（第１の差動信号用コンタクト）と、ＴＸ－信号用コンタクト２２０
（第２の差動信号用コンタクト）と、グランド用コンタクト２３０と、ＲＸ＋信号用コン
タクト２４０（他の第１の差動信号用コンタクト）と、ＲＸ－信号用コンタクト２５０（
他の第２の差動信号用コンタクト）とを有している。
【００３１】
　ＴＸ＋信号用コンタクト２１０は、図８及び図９（ａ）に示すように、断面視略Ｌ字状
の導電端子である。このＴＸ＋信号用コンタクト２１０は、本体部２１１と、この本体部
２１１の先端に連続する接点部２１２と、本体部２１１の後端に連続する略Ｌ字状の導出
部２１３と、この導出部２１３の後端に連続する板状の接続部２１４とを有している。
【００３２】
　本体部２１１はその先端部が折り曲げられた板状体である。この本体部２１１は、図１
に示されるように、ボディ１００のボディ本体１１０及び凸部１２０内における正面側凹
部１１１及び凹部１２１の上方部分にインサート成型により埋設されている。
【００３３】
　接点部２１２は、断面視略Ｕ字状に折り曲げられた本体部２１１よりも幅広の板状体で
ある。この接点部２１２の下端部は凸部１２０における凹部１２１の先端側部分の下面か
ら露出し、ＵＳＢ３．０用プラグコンタクトに接触可能になっている。
【００３４】
　導出部２１３は背面側凹部１１３から導出される断面視略Ｌ字状の部位である。この導
出部２１３の垂直部がスペーサ５００の垂直部５１０の貫通孔５１１に通されるようにな
っている。
【００３５】
　接続部２１４はスペーサ５００から下方に突出し、基板１０の所定の信号パターンに半
田付け等により電気的に接続される。
【００３６】
　ＴＸ－信号用コンタクト２２０は、図８及び図９（ｂ）に示すように、本体部２２１の
先端部が本体部２１１の先端部と反対方向に折り曲げられている以外、ＴＸ＋信号用コン
タクト２１０と略同じである。また、ＧＮＤ用コンタクト２３０は、図７に示すように、
本体部２３１が直線状である以外、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０と略同じである。更に
、ＲＸ＋信号用コンタクト２４０はＴＸ－信号用コンタクト２２０と同じであり、ＴＸ－
信号用コンタクト２２０と対称に配置されている。ＲＸ－信号用コンタクト２５０はＴＸ
＋信号用コンタクト２１０と同じであり、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０と対称に配置さ
れている。従って、これらの説明は省略する。
【００３７】
　ＵＳＢ２．０用コンタクト群３００は、図２、図３及び図７に示すように、Ｖｂｕｓ用
コンタクト３１０（第３のコンタクト）と、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０と、Ｄａｔｅ
＋用コンタクト３３０と、ＧＮＤ用コンタクト３４０（第３のコンタクト）とを有してい
る。
【００３８】
　Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０は、図８に示されるように、ＴＸ＋信号用コンタクト２１
０等よりも小さい断面視略Ｌ字状の導電端子である。このＶｂｕｓ用コンタクト３１０は
、図１及び図１０に示すように、圧入部３１１と、この圧入部３１１の先端に連続する弾
性変形部３１２と、この弾性変形部３１２の先端に連続する可動接点部３１３と、圧入部
３１１の後端に連続する導出部３１４と、この導出部３１４の後端に連続する接続部３１
５とを有している。
【００３９】
　圧入部３１１は、図２に示すように、その幅方向の両端部に一対の突起部が設けられて
いる。この突起部を含めた圧入部３１１の幅寸法はボディ１００の圧入孔１１２よりも若
干大きくなっている。このため、圧入部３１１がボディ１００の圧入孔１１２に挿入され
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ると、ボディ１００内に保持されるようになっている。このように圧入部３１１がボディ
１００に保持されると、図２及び図７に示すように、可動接点部３１３が、ＵＳＢ２．０
規格に対応するために、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０とＴＸ－信号用コンタクト２２０
との間の下方位置にＴＸ＋信号用コンタクト２１０側に偏在して配置される。このため、
Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０全体がＴＸ＋信号用コンタクト２１０側に偏在して配置され
る。
【００４０】
　可動接点部３１３は、図１及び図７に示すように、弾性変形部３１２よりも幅狭な断面
視略Ｖ字状の板状体である。この可動接点部３１３は、圧入部３１１がボディ１００内に
保持された状態で、当該ボディ１００の凹部１２１に弾性変形部３１２と共に挿入される
。この状態で、可動接点部３１３の頂部が凹部１２１から下方に突出し、当該凹部１２１
から出没自在になっている。なお、可動接点部３１３の先端部が凹部１２１の先端縁部に
設けられた凸部に当接し、可動接点部３１３の下方への落ち込みを防止している。
【００４１】
　弾性変形部３１２は、図１に示すように、下り傾斜するように折り曲げられた長方形の
板状体であって、上方に弾性変形可能になっている。この弾性変形部３１２は、圧入部３
１１がボディ１００内に保持された状態で、当該ボディ１００の正面側凹部１１１及び凹
部１２１内に挿入される。この状態で、弾性変形部３１２は、図７及び図８に示すように
、その両端部３１２ａ、３１２ｂ（第１、第２の重複部分）がＴＸ＋信号用コンタクト２
１０の本体部２１１、ＴＸ－信号用コンタクト２２０の本体部２２１と平面位置的に重な
るように配置される。
【００４２】
　端部３１２ａのＴＸ＋信号用コンタクト２１０の本体部２１１に対する重なり面積と、
端部３１２ｂのＴＸ－信号用コンタクト２２０の本体部２２１に対する重なり面積とは、
当該ＴＸ＋信号用コンタクト２１０及びＴＸ－信号用コンタクト２２０のインピーダンス
の差に応じて調整されている。本実施形態においては、両端部３１２ａ、３１２ｂのうち
ＴＸ－信号用コンタクト２２０側の端部３１２ｂが、端部３１２ａのＴＸ＋信号用コンタ
クト２１０の本体部２１１に対する重なり面積と、端部３１２ｂのＴＸ－信号用コンタク
ト２２０の本体部２２１に対する重なり面積とが略同じになるように幅方向に拡張されて
いる。即ち、弾性変形部３１２の幅形状が、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０のインピーダ
ンスとＴＸ－信号用コンタクト２２０のインピーダンスとが略同じになるように設定され
ている。なお、圧入部３１１及び導出部３１４の各幅についても、弾性変形部３１２の幅
に併せて設定されている。
【００４３】
　このため、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０がＴＸ＋信号用コンタクト２１０側に偏在して
いることを起因とするＴＸ＋信号用コンタクト２１０とＴＸ－信号用コンタクト２２０と
のインピーダンス不整合が是正される。
【００４４】
　弾性変形部３１２の両端部３１２ａ、３１２ｂの間の中間部には長孔状の開口３１２ｃ
（弾性力抑制手段）が開設されている。このように開口３１２ｃを設けることにより、Ｖ
ｂｕｓ用コンタクト３１０の端部３１２ａを拡張したことによる当該Ｖｂｕｓ用コンタク
ト３１０の弾性力の上昇を抑制することができる。その結果、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１
０の弾性力の上昇に伴う当該Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０のＵＳＢ２．０用プラグコンタ
クトに対する接点圧の上昇を抑制し、ＵＳＢ２．０用プラグコンタクトとの好適な電気的
接続を図ることができる所定の値に設定することができる。
【００４５】
　導出部３１４は、図１に示すように、断面視略Ｌ字状の板状体である。この導出部３１
４はボディ１００から後方に突出する。この導出部３１４の下端部が、スペーサ５００の
ベース部５２０の貫通孔５２１に通される。
【００４６】
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　接続部３１５は、図１に示すように、直線状の板状体であって、スペーサ５００から下
方に突出し、基板１０の所定の信号パターンに半田付け等により電気的に接続される。
【００４７】
　ＧＮＤ用コンタクト３４０は、図７に示されるように、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０と
左右対称であり、両端部３４２ａ、３４２ｂがＲＸ＋信号用コンタクト２４０、ＲＸ－信
号用コンタクト２５０に平面位置的に重なっている以外同じものである。従って、ＧＮＤ
用コンタクト３４０の説明は省略する。
【００４８】
　また、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０は、図７に示されるように、Ｖｂｕｓ用コンタク
ト３１０と略同じ断面視略Ｌ字状の導電端子である。Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０は、
圧入部３２１と、この圧入部３２１の先端に連続する弾性変形部３２２と、この弾性変形
部３２２の先端に連続する可動接点部３２３と、圧入部３２１の後端に連続する導出部３
２４と、この導出部３２４の後端に連続する接続部３２５とを有している。
【００４９】
　圧入部３２１は、圧入部３１１よりも幅寸法が小さくなっている以外は、圧入部３１１
と略同じである。圧入部３２１がボディ１００の圧入孔１１２に圧入されることにより、
Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０がＧＮＤ用コンタクト２３０の下方の図示右側に配置され
る。
【００５０】
　可動接点部３２３は可動接点部３１３と略同じ断面視略Ｖ字状の板状体である。弾性変
形部３２２は、幅寸法が可動接点部３２３と同じであり且つ開口３１２が設けられていな
い点以外、弾性変形部３１２と同じである。導出部３２４及び接続部３２５も、幅寸法が
導出部３１４及び接続部３１５と異なっている以外、略同じである。
【００５１】
　Ｄａｔｅ＋用コンタクト３３０はＤａｔｅ－用コンタクト３２０と同じコンタクトであ
る。Ｄａｔｅ＋用コンタクト３３０は、圧入部３３１がボディ１００の圧入孔１１２に圧
入されることにより、ＧＮＤ用コンタクト２３０の下方の図示左側に配置される。これ以
外の説明は、前述の通り、Ｄａｔｅ－用コンタクト３２０と同じであるため、省略する。
【００５２】
　このような構成のレセプタクルコネクタは、ＵＳＢ３．０用プラグがプラグ挿入空間α
に挿入されると、ＵＳＢ３．０用プラグコンタクトが、ＵＳＢ３．０用コンタクト群２０
０の接点部２１２、２２２、２３２、２４２、２５２に各々接触する。
【００５３】
　このとき、ＵＳＢ２．０用コンタクト群３００の可動接点部３１３、３２３、３３３、
３４３がＵＳＢ３．０用プラグに押圧され、可動接点部３１３、３２３、３３３、３４３
及び弾性変形部３１２、３２２、３３２、３４２がボディ１００の正面側凹部１１１及び
凹部１２１内を上方に弾性変形する。これにより、可動接点部３１３、３２３、３３３、
３４３及び弾性変形部３１２、３２２、３３２、３４２がＵＳＢ３．０用コンタクト群２
００の本体部２１１、２２１、２３１、２４１に対して略平行になる。
【００５４】
　一方、ＵＳＢ２．０用プラグがプラグ挿入空間αに挿入されると、ＵＳＢ２．０用コン
タクト群３００の可動接点部３１３、３２３、３３３、３４３がＵＳＢ２．０用プラグコ
ンタクトに圧接される。これにより、可動接点部３１３、３２３、３３３、３４３及び弾
性変形部３１２、３２２、３３２、３４２がボディ１００の正面側凹部１１１及び凹部１
２１内を上方に弾性変形し、可動接点部３１３、３２３、３３３、３４３及び弾性変形部
３１２、３２２、３３２、３４２がＵＳＢ３．０用コンタクト群２００の本体部２１１、
２２１、２３１、２４１に対して略平行になる。
【００５５】
　上述したレセプタクルコネクタによる場合、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０の両端部３１
２ａ、３１２ｂのうち一方の端部３１２ｂが幅方向に拡張され、端部３１２ａのＴＸ＋信
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号用コンタクト２１０の本体部２１１に対する重なり面積と、端部３１２ｂのＴＸ－信号
用コンタクト２２０の本体部２２１に対する重なり面積とが略同じになっている。同様に
、ＧＮＤ用コンタクト３４０の両端部３４２ａ、３４２ｂうち一方の端部３４２ｂが幅方
向に拡張され、端部３４２ａのＲＸ＋信号用コンタクト２４０の本体部２４１に対する重
なり面積と、端部３４２ｂのＲＸ－信号用コンタクト２５０の本体部２５１に対する重な
り面積とが略同じになっている。このため、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０、ＧＮＤ用コン
タクト３４０がＵＳＢ２．０規格に応じてＴＸ＋信号用コンタクト２１０、ＲＸ－信号用
コンタクト２５０側に偏在して配置されたとしても、従来例の如くグランド用コンタクト
を用いることなく、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０とＴＸ－信号用コンタクト２２０との
インピーダンス整合及びＲＸ＋信号用コンタクト２４０とＲＸ－信号用コンタクト２５０
とのインピーダンス整合を図ることができる。即ち、ＵＳＢ２．０規格用のＶｂｕｓ用コ
ンタクト３１０及びＧＮＤ用コンタクト３４０を用いてＴＸ＋信号用コンタクト２１０と
ＴＸ－信号用コンタクト２２０とのインピーダンス整合及びＲＸ＋信号用コンタクト２４
０とＲＸ－信号用コンタクト２５０とのインピーダンス整合を図ることができるので、構
成が簡単になり、低コスト化を図ることができる。
【００５６】
　しかも、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０及びＧＮＤ用コンタクト３４０は、その中間部に
開口３１２ｃ、３４２ｃが設けられているので、端部３１２ｂ、３４２ｂを拡張すること
により向上するＶｂｕｓ用コンタクト３１０及びＧＮＤ用コンタクト３４０の弾性力を低
下させることができる。その結果、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０及びＧＮＤ用コンタクト
３４０のＵＳＢ２．０用プラグコンタクトに対する接点圧を所定の接点圧まで低下させる
ことができる。
【００５７】
　また、開口３１２ｃの大きさ及び／又は形状を各々可変することによって、端部３１２
ａ、３１２ｂのＴＸ＋信号用コンタクト２１０、ＴＸ－信号用コンタクト２２０に対する
重なり面積を調整することができるので、ＴＸ＋信号用コンタクト２１０とＴＸ－信号用
コンタクト２２０とのインピーダンス調整を簡単に行うことができる。同様に、開口３４
２ｃの大きさ及び／又は形状を各々可変することによっても、ＲＸ＋信号用コンタクト２
４０とＲＸ－信号用コンタクト２５０とのインピーダンス調整を簡単に行うことができる
。
【００５８】
　更に、前記中間部に開口３１２ｃ、３４２ｃを設けることにより、端部３１２ａ、３１
２ｂのＴＸ＋信号用コンタクト２１０、ＴＸ－信号用コンタクト２２０に対する重なり面
積及び端部３４２ａ、３４２ｂのＲＸ＋信号用コンタクト２４０、ＲＸ－信号用コンタク
ト２５０に対する重なり面積を小さくすることが可能になる。よって、ＴＸ＋信号用コン
タクト２１０、ＴＸ－信号用コンタクト２２０、ＲＸ＋信号用コンタクト２４０及びＲＸ
－信号用コンタクト２５０のインピーダンスを小さくすることが可能になる。
【００５９】
　なお、上述したコネクタは、特許請求の範囲の趣旨に適う限り任意に設計変更すること
が可能である。以下、詳しく説明する。図１１は本発明の実施の形態に係るコネクタの第
３のコンタクトの設計変更例を示す模式的底面図であって、（ａ）は開口が設けられてい
ない形状を示す図、（ｂ）が弾性変形部の中間部が折り曲げられた形状を示す図、（ｃ）
が弾性変形部の両端に半円状の重複部分が設けられた状態を示す図である。
【００６０】
　ボディ１００については、第１、第２の差動信号用コンタクトと、この第１、第２の差
動信号用コンタクトと異なる高さ位置で当該第１、第２の差動信号用コンタクトの間に配
設された第３のコンタクトとを保持可能である限り任意に設計変更することが可能である
。
【００６１】
　また、ＵＳＢ３．０用コンタクト群２００の各コンタクトの形状及び配置については、
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上記実施例に限定されるものではなく、任意に設計変更することが可能である。即ち、Ｕ
ＳＢ３．０用コンタクト群２００については、ＵＳＢ３．０の規格に対応するものである
としたが、これに限定されるものではなく、その他の規格に任意に適応可能である。
【００６２】
　また、ＵＳＢ３．０用コンタクト群２００の各コンタクトは、ボディ１００に埋設され
ているとしたが、これに限定されるものではない。例えば、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０
等と同様に圧入孔を設け、当該圧入孔にＵＳＢ３．０用コンタクト群２００の各コンタク
トを圧入するようにしても構わない。
【００６３】
　上記実施例においては、第１、第２の差動用コンタクトが、ＴＸ＋信号用コンタクト２
１０、ＴＸ－信号用コンタクト２２０、ＲＸ＋信号用コンタクト２４０及びＲＸ－信号用
コンタクト２５０であるとしたが、少なくとも一組の差動用コンタクトを有していれば良
い。
【００６４】
　また、ＵＳＢ２．０用コンタクト群３００の各コンタクトの形状及び配置については、
上記実施例に限定されるものではなく、任意に設計変更することが可能である。即ち、Ｕ
ＳＢ２．０用コンタクト群３００については、ＵＳＢ２．０の規格に対応するものである
としたが、これに限定されるものではなく、その他の規格に任意に適応可能である。
【００６５】
　また、ＵＳＢ２．０用コンタクト群３００の各コンタクトは、ボディ１００の圧入孔１
１２に圧入されているとしたが、これに限定されるものではない。例えば、ＵＳＢ３．０
用コンタクト群２００同様ボディ１００にＵＳＢ２．０用コンタクト群３００の各コンタ
クトを埋設するようにするようにしても構わない。
【００６６】
　上記実施例においては、第３のコンタクトが、Ｖｂｕｓ用コンタクト３１０、ＧＮＤ用
コンタクト３４０であるとしたが、信号用コンタクト等であってもよく、コンタクトの種
類は問わない。
【００６７】
　前記第３のコンタクトについては、第１、第２の差動信号用コンタクトと異なる高さ位
置で第１、第２の差動信号用コンタクトの間に当該第１、第２の差動信号用コンタクトの
いずれか一方に偏在して配設され、且つ第１の差動信号用コンタクトに平面位置的に重な
る第１の重複部の第１の差動信号用コンタクトに対する重なり面積と、第２の差動信号用
コンタクトに平面位置的に重なる第２の重複部の第２の差動信号用コンタクトに対する重
なり面積とが、当該第１、第２の差動信号用コンタクトのインピーダンスの差に応じて調
整されている限り任意に設計変更することが可能である。従って、上記実施例の如く、重
なり面積が略同じである必要はない。
【００６８】
　本実施形態においては、前記第１、第２の重複部分が弾性変形部３１２、３４２の両端
部３１２ａ、３１２ｂ、３４２ａ、３４２ｂであるとしたが、これに限定されるものでは
なく、その他の部分を前記差動用コンタクトに平面位置的に重ねることができる。
【００６９】
　例えば、図１１（ａ）に示すＶｂｕｓ用コンタクト３１０’のように、弾性変形部３１
２’の両端部の一方を拡張せず、一端部（第１の重複部分）の第１の差動信号用コンタク
トに対する重なり面積と、他端部（第２の重複部分）の第２の差動信号用コンタクトに対
する重なり面積とを略同じにした形状とすることができる。
【００７０】
　また、図１１（ｂ）に示すように、弾性変形部３１２’の先端部３１２ａ’（第１の重
複部分）と弾性変形部３１２’（第２の重複部分）の基端部３１２ｂ’との間を連結する
連結部３１２ｃ’を設けた形状とすることができる。連結部３１２ｃ’は、先端部３１２
ａ’、基端部３１２ｂ’に対して直交している。この場合であっても、先端部３１２ａ’
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の第１の差動用コンタクトに対する重なり面積と基端部３１２ｂ’の第２の差動用コンタ
クトに対する重なり面積とを略同じにし、第１、第２の差動用コンタクトのインピーダン
ス整合を図ることができる。なお、連結部３１２ｃ’は、先端部３１２ａ’、基端部３１
２ｂ’に対して傾斜していても良い。
【００７１】
　更に、図１１（ｃ）に示すように、弾性変形部３１２’の中間部に半円状の重複部３１
２ａ’、３１２ｂ’を設けることができる。重複部３１２ａ’、３１２ｂ’の第１、第２
の差動用コンタクトに対する重なり面積も略同じに設定されているので、第１、第２の差
動用コンタクトのインピーダンス整合を図ることができる。
【００７２】
　また、上記実施例においては、第３のコンタクトは、弾性変形部３１２、３４２を有し
、可動接点部３１３、３４３が上方に弾性変形可能であるとしたが、これに限定されるも
のではない。即ち、第３のコンタクトは、弾性変形しない形状とすることも可能である。
【００７３】
　更に、上記実施例においては、第３のコンタクトは、その中間部に弾性力抑制手段とし
て開口３１２ｃ、３４２ｃが設けられているとしたが、前記弾性力抑制手段を設けるか否
かは任意である。この弾性力抑制手段は、開口に限定されるものではなく、インピーダン
ス整合のために幅広にされることにより向上する第３のコンタクトの弾性力を抑制し得る
ものである限り任意に設計変更することが可能である。例えば、弾性力抑制手段としては
、弾性変形部３１２、３４２の基端部の両端に設けられた切欠きや、弾性変形部３１２、
３４２に設けられた肉薄部等がある。
【００７４】
　なお、上記コネクタは、ＵＳＢ２．０及びＵＳＢ３．０の２種の規格に対応するもので
あるとして説明したが、これに限定されるものではなく、その他の規格に任意に適応可能
である。また、上記コネクタは、レセプタクルであるとして説明したが、コンタクトにケ
ーブルが接続されるプラグにも適応可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施の形態に係るコネクタの概略的断面図である。
【図２】同コネクタのシェルを取り外した状態の平面側から見た透視図である。
【図３】図２の模式的Ａ－Ａ断面図
【図４】同コネクタのボディの概略的斜視図である。
【図５】同コネクタのボディの底面側から見た模式的透視図である。
【図６】同コネクタのスペーサの概略的斜視図である。
【図７】同コネクタのコンタクトの配置関係を示す概略的底面図である。
【図８】同コネクタのＴＸ＋信号用コンタクト、ＴＸ－信号用コンタクト及びＶｂｕｓ用
コンタクトの概略的斜視図である。
【図９】同コネクタのＴＸ＋信号用コンタクトの概略的斜視図、（ｂ）がＴＸ－信号用コ
ンタクトの概略的斜視図である。
【図１０】同コネクタのＶｂｕｓ用コンタクトの概略的斜視図である。
【図１１】同コネクタの信号用コネクタの設計変更例を示す模式的平面図であって、（ａ
）は開口が設けられていない形状を示す図、（ｂ）が弾性変形部の中間部が折り曲げられ
た形状を示す図、（ｃ）が弾性変形部の両端に半円状の重複部分が設けられた状態を示す
図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１００　ボディ
　２１０　ＲＸ＋信号用コンタクト（第１の差動信号用コンタクト）
　２２０　ＲＸ－信号用コンタクト（第２の差動信号用コンタクト）
　２４０　ＴＸ＋信号用コンタクト（第２の差動信号用コンタクト）
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　２５０　ＴＸ－信号用コンタクト（第１の差動信号用コンタクト）
　３１０　Ｖｂｕｓ用コンタクト（第３のコンタクト）
　　３１２ａ　端部（第２の重複部分）
　　３１２ｂ　端部（第１の重複部分）
　　３１２ｃ　開口（弾性力抑制手段）
　　３１３　可動接点部
　３４０　ＧＮＤ用コンタクト（第３のコンタクト）
　　３４２ａ　端部（第２の重複部分）
　　３４２ｂ　端部（第１の重複部分）
　　３４２ｃ　開口（弾性力抑制手段）
　　３４３　可動接点部
　４００　シェル

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】
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