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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コネクターの製造費用を減少させるために同じ
金型を使用したＳＭＴ形コネクターまたはＴＨ形のコネ
クターを提供する。
【解決手段】コネクターは、絶縁ハウジング１０、複数
の端子および金属殻４０を有する。各端子ははんだ付け
部を有する。電源端子およびアース端子のはんだ付け部
は最も外側の端子であり、送信端子または受信端子のは
んだ付け部の間にそれぞれ配置される代わりに残りの端
子の外側に配置されている。電源端子およびアース端子
の最も外側のはんだ付け部は、送信中の送信端子および
受信端子に干渉することを防止する。
【選択図】図５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　印刷回路板に取付けられたコネクターであって、該印刷回路板は、前部、後部、左部、
右部、上部、底部、第１列および第２列の交互に配置された貫通穴を有し、前記第１列の
貫通穴は、上部から底部に貫通して形成され、前部に近接し、左部から右部へ９番、２番
、３番、５番の番号を付けられ、前記第２列の貫通穴は、上部から底部に貫通して形成さ
れ、後部に近接し、左部から右部へ１番、８番、７番、６番、４番の番号を付けられ、前
記9番の貫通穴は、前記1番と前記８番の貫通穴との間に配置され、前記5番の貫通穴は、
前記4番と前記６番の貫通穴との間に配置され、
　前記コネクターは、
　絶縁ハウジングと、
　絶縁ハウジングに取り付けられ、1番の貫通穴ないし9番の貫通穴を経てそれぞれ取り付
けられた第１端子ないし第９端子であって、前記第１端子ないし第４端子の各端子は、取
付け部、接触部およびはんだ付け部を有し、前記第５端子ないし第９端子の各端子は、取
付け部、接触部およびはんだ付け部を有し、前記第１端子ないし第４端子の前記はんだ付
け部は、前記1番の貫通穴ないし4番の貫通穴を経てそれぞれ取り付けられ、前記第５端子
ないし第９端子の前記はんだ付け部は、前記５番の貫通穴ないし９番の貫通穴を経てそれ
ぞれ取り付けられ、前記第１端子は電源端子であり、前記第４端子はアース端子である前
記第１端子ないし第９端子と、
　前記絶縁ハウジングおよび前記第１端子ないし第９端子を覆う金属殻とを含む、印刷回
路板に取付けられたコネクター。
【請求項２】
　前記第２端子、第３端子、第５端子、第６端子、第７端子、第８端子および第９端子は
、それぞれ負のデータ端子、正のデータ端子、負の受信端子、正の受信端子、ドレイン端
子、負の送信端子、正の送信端子である、請求項１に記載のコネクター。
【請求項３】
　前記第１端子および第４端子の各端子において、前記接触部は前記取付け部から前方に
形成され、該取付け部から前方に突出し、前記はんだ付け部は前記取付け部から垂直下方
に形成され、該取付け部から垂直下方に突出し、
　さらに前記第１端子および第４端子の各端子は、前記取付け部と前記はんだ付け部との
間に形成され、前記絶縁ハウジングに対して前記取付け部から外側へ水平および横に突き
出ており、前記はんだ付け部に垂直である曲がり角部を有する、請求項２に記載のコネク
ター。
【請求項４】
　前記第５端子ないし第９端子の各端子において、前記接触部は前記取付け部から形成さ
れ、前記取付け部から突出し、前記はんだ付け部は前記取付け部から垂直下方に形成され
、前記取付け部から垂直下方に突出し、
　さらに前記第５端子および第９端子の各端子は、前記取付け部と前記はんだ付け部との
間に形成され、前記絶縁ハウジングに対して前記取付け部から内側へ水平および横に突き
出ており、前記はんだ付け部に垂直であり、前記第１端子および第４端子の曲がり角部の
１つを越えた曲がり角部を有し、前記曲がり角部は、実質的に前記第１端子および第４端
子のはんだ付け部の間の前記第５端子および第９端子のはんだ付け部に配置されている、
請求項３に記載のコネクター。
【請求項５】
　前記絶縁ハウジングは、
　上面、底面および２つの相対する側部を有するベースと、
　前記ベースに形成され、前記ベースから突出し、底面および前端を有する凸部と、
　前記ベースを貫いて形成され、前記第１端子ないし第４端子の取付け部をそれぞれ保持
する複数の下側取付け穴と、
　前記ベースを貫いて形成され、前記凸部に形成され、前記第５端子ないし第９端子の取
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付け部をそれぞれ保持する複数の上側取付け穴とを有する、請求項４に記載のコネクター
。
【請求項６】
　前記絶縁ハウジングは、さらに前記凸部の底面に該凸部の長手方向に形成された複数の
溝を有し、前記第１端子ないし前記第４端子の前記接触部をそれぞれ保持している、請求
項５に記載のコネクター。
【請求項７】
　前記絶縁ハウジングは、さらに前記前端に近接した、前記凸部の底面に形成された複数
の開口を有し、前記上側取付け穴にそれぞれ連通し、該上側取付け穴に前記第５端子ない
し第９端子の前記接触部がそれぞれ延びている、請求項６に記載のコネクター。
【請求項８】
　前記第１端子ないし第４端子の各接触部は、Ｖ字状の接触つめを有し、前記溝の外に延
びている、請求項７に記載のコネクター。
【請求項９】
　前記第５端子ないし第９端子の各接触部はＬ字状である、請求項８に記載のコネクター
。
【請求項１０】
　印刷回路板に取り付けられたコネクターであって、該印刷回路板は、前部、後部、左部
、右部、上部、底部および前記左部から前記右部へ１番、９番、８番、２番、７番、３番
、６番、５番および４番の番号を付けられた横の列のはんだパッドを有し、
　前記コネクターは、
　絶縁ハウジングと、
　前記絶縁ハウジングに取り付けられ、前記1番のはんだパッドないし９番のはんだパッ
ドにそれぞれ取り付けられ、前記第１端子ないし第４端子のそれぞれは、取付け部、接触
部およびはんだ付け部を有し、前記第５端子ないし第９端子のそれぞれは、取付け部、接
触部およびはんだ付け部を有し、前記第１端子ないし第４端子の前記はんだ付け部は、前
記１番のはんだパッドないし４番のはんだパッドにそれぞれ取り付けられ、前記第５端子
ないし第９端子の前記はんだ付け部は、前記５番のはんだパッドないし９番のはんだパッ
ドにそれぞれ取り付けられ、前記第１端子ないし第４端子のはんだ付け部および前記第５
端子ないし第９端子のはんだ付け部は、横の直線状に配置され、前記第１端子は電源端子
であり、前記第４端子はアース端子である前記第１端子ないし第９端子と、
　前記絶縁ハウジングおよび前記第１端子ないし第９端子を覆う金属殻とを含む、印刷回
路板に取り付けられたコネクター。
【請求項１１】
　前記第２端子、第３端子、第５端子、第６端子、第７端子、第８端子および第９端子は
、それぞれ負のデータ端子、正のデータ端子、負の受信端子、正の受信端子、ドレイン端
子、負の送信端子および正の送信端子である、請求項１０に記載のコネクター。
【請求項１２】
　前記第１端子ないし第４端子の各端子において、前記接触部は前記取付け部から前方に
形成され、前記取付け部から前方に突出し、前記はんだ付け部は前記取付け部から垂直下
方に形成され、該取付け部から垂直下方に突出し、
　さらに前記第１端子ないし第４端子の各端子は、前記取付け部と前記はんだ付け部との
間に形成され、前記絶縁ハウジングに対して前記取付け部から外側へ水平および横に突き
出ており、前記はんだ付け部に垂直である曲がり角部を有する、請求項１１に記載のコネ
クター。
【請求項１３】
　前記第５端子ないし第９端子の各端子において、前記接触部は前記取付け部から形成さ
れ、前記取付け部から突出し、前記はんだ付け部は前記取付け部から垂直下方に形成され
、前記取付け部から垂直下方に突出し、
　前記第５端子および第９端子の各端子は、前記取付け部と前記はんだ付け部との間に形
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成され、前記絶縁ハウジングに対して前記取付け部から内側へ水平および横に突き出てお
り、前記はんだ付け部に垂直であり、前記第１端子および第４端子の曲がり角部の１つを
横切った曲がり角部を有し、前記曲がり角部は、前記第１端子および第４端子のはんだ付
け部の間の前記第５端子および第９端子のはんだ付け部に配置されている、請求項１２に
記載のコネクター。
【請求項１４】
　前記絶縁ハウジングは、
　上面、底面および２つの相対する側部を有するベースと、
　前記ベースに形成され、前記ベースから突出し、底面および前端を有する凸部と、
　前記ベースを貫いて形成され、前記第１端子ないし第４端子の取付け部をそれぞれ保持
する複数の下側取付け穴と、
　前記ベースを貫いて形成され、前記凸部に形成され、前記第５端子ないし第９端子の取
付け部をそれぞれ保持する複数の上側取付け穴とを有する、請求項１３に記載のコネクタ
ー。
【請求項１５】
　前記絶縁ハウジングは、さらに前記凸部の底面に該凸部の長手方向に形成された複数の
溝を有し、前記第１端子ないし前記第４端子の前記接触部をそれぞれ保持している、請求
項１４に記載のコネクター。
【請求項１６】
　前記絶縁ハウジングは、さらに前記前端に近接した、前記凸部の底面に形成された複数
の開口を有し、前記上側取付け穴にそれぞれ連通し、該上側取付け穴に前記第５端子ない
し第９端子の前記接触部がそれぞれ延びている、請求項１５に記載のコネクター。
【請求項１７】
　前記第１端子ないし第４端子の各接触部は、Ｖ字状の接触つめを有し、前記溝の外に延
びている、請求項１６に記載のコネクター。
【請求項１８】
　前記第５端子ないし第９端子の各接触部はＵ字状である、請求項１７に記載のコネクタ
ー。
【請求項１９】
　前記ベースの前記底面に取り付けられた位置決めブラケットを含み、前記位置決めブラ
ケットに形成された複数の位置決め凹所を有し、前記第１端子ないし第４端子の前記はん
だ付け部および前記第５端子ないし第９端子の前記はんだ付け部をそれぞれ保持している
、請求項１８に記載のコネクター。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、コネクターに関し、特にＳＭＴ形すなわち表面実装技術形のコネクター、ま
たはＴＨ形すなわち貫通穴形のコネクターに関する。2種類のコネクターは、コネクター
の製造費用を減少させるために同じ金型を使用する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＳＢコネクターすなわちユニバーサルシリアルバスコネクターは、最も共通で一般的
なコネクターである。コンピュータおよび周辺機器は、データ送信のために常にＵＳＢコ
ネクターを使用する。ＵＳＢ－ＩＦ（ＵＳＢ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｒｓ　Ｆｏｒｕｍ）
は、広く普及したＵＳＢ２．０プロトコルを切り替えるためにＵＳＢ３．０プロトコルの
開発を始めている。
【０００３】
　図１および図２を参照するに、ＵＳＢ－ＩＦにより暫定的に定められたＴＨ形のＵＳＢ
３．０コネクターは、絶縁ハウジング９０、複数の端子１ａないし９ａおよび金属殻を有
する。端子１ａないし端子９ａは、絶縁ハウジング９０を貫いて取付けられている。金属
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殻は、絶縁ハウジング９０および端子１ａないし端子９ａを覆っている。
【０００４】
　端子１ａないし端子９ａはＴＨ形であり、各端子は印刷回路板すなわちＰＣＢの取付け
穴を通して取付けられたはんだ付け部を有する。図２に示すように、端子１ａないし端子
９ａのはんだ付け部は、交互に配置されている。端子１ａないし端子９ａの定義は、次の
表のとおりである。

【０００５】
　図３および図４を参照するに、ＳＭＴ形ＵＳＢ３．０コネクターは、端子１ａないし端
子９ａの全てのはんだ付け部を直線状に配置された状態にするために、電源端子１ａおよ
びアース端子４ａの平坦およびＺ字状の形状のはんだ付け部と、平坦および直線状の形状
の残りのはんだ付け部とを有する。端子１ａないし端子９ａの定義は、前記表１に示され
ている。
【０００６】
　図１ないし図４および表１を参照するに、電源端子１ａのはんだ付け部は２つの送信端
子９ａ、８ａのはんだ付け部の間にあり、電源端子１ａが送信端子９ａ、８ａに干渉する
ために、送信の安定は減少する。同様に、アース端子４ａのはんだ付け部は２つの受信端
子６ａ、５ａのはんだ付け部の間にあり、アース端子４ａが受信端子６ａ、５ａに干渉す
るために、受信の安定に不都合となる。
【０００７】
　ＳＭＴ形コネクターの端子１ａ、４ａの平坦部およびＺ字状部は、ＴＨ形コネクターの
端子の製造のための金型と異なる固有の金型により形成される。したがって、ＳＭＴ形コ
ネクターおよびＴＨ形コネクターの端子は、同じ金型により製造ができないため、コネク
ターの製造費用が増加する。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　本考案は前記の問題点を改善するコネクターを提供する。
【０００９】
　本考案の目的は、ＳＭＴ形コネクターまたはＴＨ形のコネクターを提供することである
。２種類のコネクターは、コネクターの製造費用を減少させるために同じ金型を使用する
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本考案に係るコネクターは、絶縁ハウジング、複数の端子および金属殻を含む。各端子
ははんだ付け部を有する。電源端子およびアース端子の前記はんだ付け部は、最も外側の
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端子であり、送信端子または受信端子のはんだ付け部の間にそれぞれ配置される代わりに
、残りの端子の外側に配置されている。前記電源端子およびアース端子の前記最も外側の
はんだ付け部は、送信中に送信端子および受信端子に干渉することを防ぐ。
【００１１】
　本考案の他の目的、利点および新規の特徴は、添付の図面に関する以下の詳細な説明か
らより明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来技術に係る従来のＴＨ形コネクターの斜視図。
【図２】図１におけるＴＨ形コネクターの端子のはんだ付け部の配置を示した平面図。
【図３】従来技術に係る従来のＳＭＴ形コネクターの斜視図。
【図４】図３におけるＳＭＴ形コネクターの端子のはんだ付け部の配置を示した平面図。
【図５】本考案に係るＴＨ形コネクターの斜視図。
【図６】図５におけるコネクターの部分分解斜視図。
【図７】図５におけるコネクターの分解斜視図。
【図８】金属殻なしの図５におけるコネクターの底面斜視図。
【図９】図８におけるコネクターの背面斜視図。
【図１０】図８におけるコネクターの垂直断面図。
【図１１】図８におけるコネクターの平面図。
【図１２】図８におけるコネクターの背面図。
【図１３】図８におけるコネクターの正面図。
【図１４】図５におけるコネクターの端子のはんだ付け部に対応する貫通穴を備えた印刷
回路板の平面図。
【図１５】本考案に係るＳＭＴ形コネクターの斜視図。
【図１６】図１５におけるコネクターの部分分解斜視図。
【図１７】図１５におけるコネクターの分解斜視図。
【図１８】金属殻なしの図１５におけるコネクターの底面斜視図。
【図１９】図１８におけるコネクターの背面斜視図。
【図２０】図１８におけるコネクターの垂直断面図。
【図２１】図１８におけるコネクターの平面図。
【図２２】図１８におけるコネクターの背面図。
【図２３】図１８におけるコネクターの正面図。
【図２４】図１５におけるコネクターの端子のはんだ付け部に対応するはんだパッドを備
える印刷回路板の平面図。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　本考案に係るコネクターは、ＵＳＢ３．０レセプタクルコネクター、ＴＨ形コネクター
１００（図５ないし図１４に示す）およびＳＭＴ形コネクター１００ａ（図１５ないし図
２４に示す）である。
【００１４】
　図５ないし図７および図１４を参照するに、本考案に係るＴＨ形コネクター１００は、
印刷回路板Ｐに取付けられている。印刷回路板Ｐは、前部、後部、左部、右部、上部、底
部、第１列の貫通穴９Ｔ、２Ｔ、３Ｔ、５Ｔおよび第２列の貫通穴１Ｔ、８Ｔ、７Ｔ、６
Ｔ、４Ｔを有する。第１列の貫通穴９Ｔ、２Ｔ、３Ｔ、５Ｔは、印刷回路板Ｐの上部から
底部へ貫通して形成され、印刷回路板Ｐの前部に近接している。第２列の貫通穴１Ｔ、８
Ｔ、７Ｔ、６Ｔ、４Ｔは、印刷回路板Ｐの上部から底部へ貫通して形成され、印刷回路板
Ｐの後部に近接している。第１の貫通穴および第２列の貫通穴１Ｔないし９Ｔは、交互に
配置されている。第１列の貫通穴９Ｔ、２Ｔ、３Ｔ、５Ｔは前記左部から前記右部へ（図
においては上から下へ）9番、2番、３番および５番の番号が付けられている。第２列の貫
通穴１Ｔ、８Ｔ、７Ｔ、６Ｔ、４Ｔは前記左部から前記右部へ（図においては上から下へ



(7) JP 3150853 U 2009.6.4

10

20

30

40

50

）１番、8番、7番、６番および4番の番号が付けられている。５番の貫通穴５Ｔは、４番
の貫通穴４Ｔと６番の貫通穴６Ｔとの間にある。
【００１５】
　ＴＨ形コネクター１００は、絶縁ハウジング１０、第１端子１ないし第９端子９および
金属殻４０を含む。
【００１６】
　図８ないし図１１を参照するに、絶縁ハウジング１０は、ベース１１、凸部１５、複数
の下側取付け穴１１１、複数の上側取付け穴１１３、複数の溝１５１および複数の開口１
５３を有する。
【００１７】
　ベース１１は、上面、底面、２つの相対する側部および4組の位置決め切欠き１１５、
１１６、１１４を有する。位置決め切欠き１１５、１１６、１１４は、前記上面と、前記
底面と、前記側部とにそれぞれ形成されている。
【００１８】
　凸部１５は、ベース１１に形成され、ベース１１から突出し、底面および前端を有する
。
【００１９】
　下側取付け穴１１１は、ベース１１を貫いて形成されている。
【００２０】
　上側取付け穴１１３は、ベース１１を貫いて形成され、凸部１５に形成されている。
【００２１】
　溝１５１は、凸部１５の前記底面に長手方向に形成されている。
【００２２】
　開口１５３は、凸部１５の前記前端に近接した前記底面に形成され、上側取付け穴１１
３にそれぞれ連通している。
【００２３】
　第１端子１ないし第９端子９は、絶縁ハウジング１０に取付けられ、１番の貫通穴１Ｔ
ないし９番の貫通穴９Ｔを経てそれぞれ取付けられている。
【００２４】
　第１端子１、第２端子２、第３端子３および第４端子４は、相似であり、各端子は、取
付け部２１、接触部２７およびはんだ付け部２５を有する。取付け部２１は、絶縁ハウジ
ング１０の下側取付け穴１１１に取付けられている。接触部２７は、取付け部２１から前
方および下方に形成され、取付け部２１から前方および下方に突出し、溝１５１に取付け
られ、Ｖ字状の接触つめ２８を有し、溝１５１の外に延びている。はんだ付け部２５は、
絶縁ハウジング１０の外にある取付け部２１から垂直下方に形成され、絶縁ハウジング１
０の外にある取付け部２１から垂直下方に突出する。第１端子１、第２端子２、第３端子
３および第４端子４のはんだ付け部２５は、印刷回路板Ｐの1番の貫通穴１Ｔないし４番
の貫通穴４Ｔを経てそれぞれ取付けられている。
【００２５】
　好ましい実施形態として、第１端子１、第２端子２、第３端子３および第４端子４は、
それぞれ電源端子ＰＷＲ、負のデータ端子ＵＴＰ＿Ｄ－、正のデータ端子ＵＴＰ＿Ｄ＋お
よびアース端子ＧＮＤ＿ＰＷＲｒｔである。
【００２６】
　さらに、第１端子１および第４端子４の各端子は、曲がり角部２３を有する。曲がり角
部２３は、取付け部２１とはんだ付け部２５との間に形成され、絶縁ハウジング１０に対
して取付け部２１から外側に水平および横に突出し、はんだ付け部に垂直である。曲がり
角部２３は、取付け部２１の外側の第１端子１および第４端子４のはんだ付け部にある。
【００２７】
　第５端子５、第６端子６、第７端子７、第８端子８および第９端子９は、相似であり、
各端子は、取付け部３１、接触部３７およびはんだ付け部３５を有する。取付け部３１は
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、絶縁ハウジング１０の上側取付け穴１１３に取付けられている。接触部３７はＬ字状で
あり、取付け部３１に形成され、取付け部３１から突出し、絶縁ハウジング１０の開口１
５３に延びている。はんだ付け部３５は、取付け部３１から垂直下方に形成され、取付け
部３１から垂直下方に突出する。第５端子５、第６端子６、第７端子７、第８端子８およ
び第９端子９のはんだ付け部３５は、印刷回路板Ｐの５番の貫通穴５Ｔないし９番の貫通
孔９Ｔを経てそれぞれ取付けられている。
【００２８】
　好ましい実施形態として、第５端子５、第６端子６、第７端子７、第８端子８および第
９端子９は、それぞれ負の受信端子ＳＴＰ＿Ｒｘ－、正の受信端子ＳＴＰ＿Ｒｘ＋、ドレ
イン端子ＳＴＰ＿Ｒｘ＿Ｄｒａｉｎ、負の送信端子ＳＴＰ＿Ｔｘ－および正の送信端子Ｓ
ＴＰ＿Ｔｘ＋である。
【００２９】
　さらに、各第５端子５および第９端子９は曲がり角部３３を有する。曲がり角部３３は
、取付け部３１とはんだ付け部３５との間に形成され、絶縁ハウジング１０に対して取付
け部３１から内側に水平および横に突出し、はんだ付け部３５に垂直であり、第１端子１
および第４端子４の曲がり角部２３の１つを越えている。曲がり角部３３は、実質的に第
１端子１および第４端子４のはんだ付け部２５の間の第５端子５および第９端子９のはん
だ付け部３５にある。
【００３０】
　図１４を参照するに、次の表Ａは定義および端子１ないし９のはんだ付け部の配置を示
している。

【００３１】
　電源端子１およびアース端子４のはんだ付け部２５は、はんだ付け部２５と送信端子８
、９または受信端子５、６のはんだ付け部３５との間にそれぞれ配置される代わりに、残
った端子２、３、５ないし９のはんだ付け部２５、３５の外側に配置されている。したが
って、電源端子１およびアース端子４は、送信端子８、９および受信端子５、６に干渉し
ない。
【００３２】
　金属殻４０は、絶縁ハウジングおよび端子１ないし９を覆い、上部、底部、２つの相対
する側部および４組の位置決めつめ４１、４２、４３を有する。４組の位置決めつめ４１
、４２、４３は、金属殻４０の前記上部、底部および側部にそれぞれ形成され、ベース１
１の位置決め切欠き１１５、１１６、１１４にそれぞれかみ合っている。
【００３３】
　図１５ないし図２４を参照するに、本考案に係るＳＭＴ形コネクター１００ａは、ＴＨ
形コネクター１００に相似し、前記ＴＨ形コネクター１００の端子とは若干異なる端子を
有する。したがって、ＳＭＴ形コネクター１００ａ、ＴＨ形コネクター１００の端子の製
造工程は、同じ金型を用いることができる。
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【００３４】
　ＳＭＴ形コネクター１００ａは、印刷回路板Ｐに取付けられている。印刷回路板Ｐは、
前部、後部、左部、右部、上部、底部、横の列（図においては縦の列）のはんだパッド１
Ｐ、２Ｐ、３Ｐ、４Ｐ、５Ｐ、６Ｐ、７Ｐ、８Ｐ、９Ｐを有する。はんだパッド１Ｐない
しはんだパッド９Ｐは、左部から右部へ（図においては上から下へ）１番、９番、８番、
２番、７番、３番、６番、５番および４番の番号を付けられている。
【００３５】
　ＳＭＴ形コネクター１００ａは、絶縁ハウジング１０ａ、第１端子１ないし第９端子９
、位置決めブラケット５０および金属殻４０を含む。
【００３６】
　絶縁ハウジング１０ａは、ＴＨ形コネクター１００の絶縁ハウジング１０に相似するが
、凸部１５の前端に形成された開口１５３ａを有する。
【００３７】
　第１端子１ないし第９端子９は、印刷回路板Ｐのはんだパッド１Ｐないしはんだパッド
９Ｐに取付けられている。
【００３８】
　ＳＭＴ形コネクター１００ａの第１端子１ないし第４端子４の半完成品は、ＴＨ形コネ
クター１００の半完成品と同一である。ＳＭＴ形コネクター１００ａの第１端子１ないし
第４端子４は、１番のはんだパッド１Ｐないし４番のはんだパッド４Ｐに取付けられるた
めに、水平部２５１を有するＬ字状に曲がったはんだ付け部２５を有する。
【００３９】
　ＳＭＴ形コネクター１００ａの第５端子５ないし第９端子９の半完成品は、ＴＨ形コネ
クター１００の半完成品と同一である。ＳＭＴ形コネクター１００ａの第５端子５ないし
第９端子９は、５番のはんだパッド５Ｐないし９番のはんだパッド９Ｐに取付けられるた
めに、水平部３５１を有するＬ字状に曲がったはんだ付け部３５を有する。さらに、接触
部３７ａはＵ字状である。
【００４０】
　ＳＭＴ形コネクター１００ａの端子１ないし端子９のはんだ付け部２５、３５は、図２
１ないし図２４に示すように、縦方向に直線として配置されている。
【００４１】
　位置決めブラケット５０は、図１７に示すように、ベース１１の前記底面に取付けられ
、位置決めブラケット５０に形成された複数の位置決め凹所５１を有し、端子１ないし端
子９のはんだ付け部２５、３５をそれぞれ保持している。
【００４２】
　金属殻４０は、ＴＨ形コネクター１００の金属殻と相似している。
【００４３】
　電源（第１端子）端子１は、送信（第９端子および第８端子）端子８、９の間に配置さ
れる代わりに、最も外側に配置された端子である。アース（第４端子）端子は、受信（第
６端子および第５端子）端子５、６の間に配置される代わりに、最も外側に配置された端
子である。したがって、電源端子１およびアース端子４は、送信端子８、９および受信端
子５、６に干渉しないため、送信がうまく安定して実施できる。
【００４４】
　ＴＨ形コネクター１００およびＳＭＴ形コネクター１００ａのための端子１ないし端子
９は、同じ金型により製造され、ＳＭＴ形コネクター１００ａを製造するかいなかにより
はんだ付け部２５、３５をＬ字状の形状に選択的に曲げられる。同様に、接触部３７、３
７ａは、前記コネクターの形によりＬ字状、またはＵ字状に選択的に形成されている。異
なった形のコネクターのための端子は、同じ金型により製造されるために、前記コネクタ
ーの製造費用は、効果的に低くなる。
【符号の説明】
【００４５】
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　１、２、３、４、５、６、７、８、９　　第１端子ないし第９端子
　１Ｔ、２Ｔ、３Ｔ、４Ｔ、５Ｔ、６Ｔ、７Ｔ、８Ｔ、９Ｔ　　1番の貫通穴ないし9番の
貫通穴
　１Ｐ、２Ｐ、３Ｐ、４Ｐ、５Ｐ、６Ｐ、７Ｐ、８Ｐ、９Ｐ　　1番のはんだパッドない
し9番のはんだパッド
　１０、１０ａ　　　　絶縁ハウジング
　１１　　　　　　　　ベース
　１５　　　　　　　　凸部
　２１、３１　　　　　取付け部
　２３、３３　　　　　曲がり角部
　２５、３５　　　　　はんだ付け部
　２７、３７、３７ａ　接触部
　２８　　　　　　　　Ｖ字状の接触つめ
　４０　　　　　　　　金属殻
　５０　　　　　　　　位置決めブラケット
　５１　　　　　　　　位置決め凹所
　１００、１００ａ　　コネクター
　１１１　　　　　　　下側取付け穴
　１１３　　　　　　　上側取付け穴
　１５１　　　　　　　溝
　１５３、１５３ａ　　開口
　Ｐ　　　　　　　　　印刷回路板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】
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