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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一枚の金属板で形成されており、基板に搭載されて用いられるハウジングレスコネクタで
あって、
櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁と、
外枠体と、
を備え、
前記外枠体は、前記複数の片持ち梁をピッチ直交方向で挟む一対の側板を有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項２】
請求項１に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記外枠体は、
前記基板と前記複数の片持ち梁を挟んで反対側に配置される天板を更に有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記外枠体は、
各側板に接続しつつ、前記基板に固定される第１基板被固定部を更に有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項４】
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請求項２に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記外枠体は、
前記天板に接続しつつ、前記基板へ向かって延びて前記基板に固定される第２基板被固定
部を更に有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項５】
請求項２に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記天板は、相手側コネクタが挿入される挿入開口を有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項６】
請求項５に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記天板は、前記挿入開口を取り囲む切れ目のない周縁を有する、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項７】
請求項６に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記周縁には、傾斜面又は湾曲面が形成されている、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項８】
請求項２に記載のハウジングレスコネクタであって、
前記複数の片持ち梁は、前記基板から離れるように延びて形成されており、
前記天板は、各片持ち梁のうち前記基板から最も離れた部分である頂部を覆っている、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項９】
請求項１～７の何れかに記載のハウジングレスコネクタであって、
前記複数の片持ち梁は、前記基板に近づくように延びて形成されている、
ハウジングレスコネクタ。
【請求項１０】
請求項１～９の何れかに記載のハウジングレスコネクタであって、
前記金属板に絶縁層を形成し、この絶縁層上に所望の導電パターンを形成することで、前
記複数の片持ち梁は、コンタクトとして機能するようになる、
ハウジングレスコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングレスコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、特許文献１は、コンタクトモジュールとハウジングで構成される
コネクタを開示している。本願の図２８に示すように、コンタクトモジュール１００は、
帯状に形成された基部１０１と、基部１０１を挟んで基部１０１の両側に延出して櫛歯状
に配列された複数のコンタクト１０２と、を有して構成されている。そして、各コンタク
ト１０２は、SUS材から成るシートと、ポリイミド樹脂から成る絶縁膜と、貴金属材料の
めっき膜と、を積層することで構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１４２１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、本願発明者は、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁
を有したハウジングレスコネクタを開発している。このハウジングレスコネクタは、前記
複数の片持ち梁がハウジングによって保持されていないので破損し易いという問題があっ
た。
【０００５】
　なお、特許文献１のコネクタはハウジングを有しているので、上記の問題がそもそも発
生しない。従って、特許文献１によっては上記の問題を解決することができない。
【０００６】
　本願発明の目的は、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁が破損
し難いハウジングレス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】
【０００７】
　本願発明の観点によれば、一枚の金属板で形成されており、基板に搭載されて用いられ
るハウジングレスコネクタであって、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の
片持ち梁と、外枠体と、を備え、前記外枠体は、前記複数の片持ち梁をピッチ直交方向で
挟む一対の側板を有する、ハウジングレスコネクタが提供される。
　前記外枠体は、前記基板と前記複数の片持ち梁を挟んで反対側に配置される天板を更に
有する。
　前記外枠体は、各側板に接続しつつ、前記基板に固定される第１基板被固定部を更に有
する。
　前記外枠体は、前記天板に接続しつつ、前記基板へ向かって延びて前記基板に固定され
る第２基板被固定部を更に有する。
　前記天板は、相手側コネクタが挿入される挿入開口を有する。
　前記天板は、前記挿入開口を取り囲む切れ目のない周縁を有する。
　前記周縁には、傾斜面又は湾曲面が形成されている。
　前記複数の片持ち梁は、前記基板から離れるように延びて形成されており、前記天板は
、各片持ち梁のうち前記基板から最も離れた部分である頂部を覆っている。
　前記複数の片持ち梁は、前記基板に近づくように延びて形成されている。
　前記金属板に絶縁層を形成し、この絶縁層上に所望の導電パターンを形成することで、
前記複数の片持ち梁は、コンタクトとして機能するようになる。

【発明の効果】
【０００８】
　本願発明によれば、前記複数の片持ち梁は、前記外枠体によって取り囲まれるので破損
し難い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、レセプタクルコネクタからプラグコネクタを取り外した状態の斜視図で
ある。（第１実施形態）
【図２】図２は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第１実施形態）
【図３】図３は、レセプタクルコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第１実施形態）
【図４】図４は、図２のIV-IV線矢視断面図である。（第１実施形態）
【図５】図５は、プラグコネクタの斜視図である。（第１実施形態）
【図６】図６は、図５のVI-VI線矢視断面図である。（第１実施形態）
【図７】図７は、レセプタクルコネクタとプラグコネクタの嵌合状態を示す断面図である
。（第１実施形態）
【図８】図８（ａ）～図８（ｄ）は、レセプタクルコネクタの製造方法を示す図である。
（第１実施形態）
【図９】図９は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第１実施形態の第１変形例）
【図１０】図１０は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第１実施形態の第２変形
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例）
【図１１】図１１は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第１実施形態の第３変形
例）
【図１２】図１２は、レセプタクルコネクタからプラグコネクタを取り外した状態の斜視
図である。（第２実施形態）
【図１３】図１３は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第２実施形態）
【図１４】図１４は、レセプタクルコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第２実施形
態）
【図１５】図１５は、図１３のXV-XV線矢視断面図である。（第２実施形態）
【図１６】図１６は、プラグコネクタの斜視図である。（第２実施形態）
【図１７】図１７は、図１６のXVII- XVII線矢視断面図である。（第１実施形態）
【図１８】図１８は、レセプタクルコネクタとプラグコネクタの嵌合状態を示す断面図で
ある。（第２実施形態）
【図１９】図１９は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第２実施形態の第１変形
例）
【図２０】図２０は、レセプタクルコネクタからプラグコネクタを取り外した状態の斜視
図である。（第３実施形態）
【図２１】図２１は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第３実施形態）
【図２２】図２２は、レセプタクルコネクタの一部切り欠き斜視図である。（第３実施形
態）
【図２３】図２３は、図２１のXXIII-XXIII線矢視断面図である。（第３実施形態）
【図２４】図２４は、プラグコネクタの斜視図である。（第３実施形態）
【図２５】図２５は、図２４のXXV-XXV線矢視断面図である。
【図２６】図２６は、レセプタクルコネクタとプラグコネクタの嵌合状態を示す断面図で
ある。（第３実施形態）
【図２７】図２７は、レセプタクルコネクタの斜視図である。（第３実施形態の第１変形
例）
【図２８】図２８は、特許文献１の図４に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜第１実施形態＞
　図１～８を参照して、本願発明の第１実施形態を説明する。各図において、断面以外に
施されている細かいハッチングは、導電パターンをイメージしたものである。
【００１１】
（コネクタユニット１）
　図１に示すように、コネクタユニット１は、レセプタクル側基板２（基板、第１基板）
に搭載されて用いられるレセプタクルコネクタ３（ハウジングレスコネクタ、第１ハウジ
ングレスコネクタ）と、プラグ側基板４（第２基板、図６を併せて参照）に搭載されて用
いられるプラグコネクタ５（相手側コネクタ、第２ハウジングレスコネクタ）と、によっ
て構成されている。
【００１２】
（レセプタクルコネクタ３）
　図２～４に示すように、レセプタクルコネクタ３は、絶縁材料から成るハウジングを有
さない所謂ハウジングレス式のコネクタであって、櫛状に並べられてコンタクトとして機
能する複数の片持ち梁６と、複数の片持ち梁６を取り囲む外枠体７と、を備えて構成され
ている。図３に示すように、複数の片持ち梁６は、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載
面２ａの面方向に沿って２列になって並んでいる。
【００１３】
　ここで、図３を参照して、「ピッチ方向」、「ピッチ直交方向」、「高さ方向」を定義
する。「ピッチ方向」とは、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａの面方向に含ま
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れる方向であって、多数の片持ち梁６が並べられている方向を意味する。「ピッチ方向」
のうちレセプタクルコネクタ３の中央に近づく方向を「ピッチ中央方向」と定義し、レセ
プタクルコネクタ３の中央から離れる方向を「ピッチ反中央方向」と定義する。「ピッチ
直交方向」とは、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａの面方向に含まれる方向で
あって、ピッチ方向に対して直交する方向である。「ピッチ直交方向」のうちレセプタク
ルコネクタ３の中央に近づく方向を「ピッチ直交中央方向」と定義し、レセプタクルコネ
クタ３の中央から離れる方向を「ピッチ直交反中央方向」と定義する。「高さ方向」とは
、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａに対して直交する方向である。「高さ方向
」のうちレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａに近づく方向を「基板近接方向」と
定義し、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａから離れる方向を「基板離間方向」
と定義する。
【００１４】
（外枠体７）
　図２～４に示すように、外枠体７は、天板８と、一対の側板９と、を備えている。
【００１５】
（外枠体７：天板８）
　図３に示すように、天板８は、レセプタクル側基板２と複数の片持ち梁６を挟んで反対
側に配置されており、レセプタクル側基板２に対して略平行である。天板８は、プラグコ
ネクタ５が挿入される挿入開口ユニット１０を有している。挿入開口ユニット１０は、一
対の挿入開口１１によって構成されている。即ち、天板８には、一対の挿入開口１１が形
成されている。換言すれば、天板８は、各挿入開口１１を取り囲むように形成されている
。一対の挿入開口１１は、ピッチ直交方向に並んで配置されている。各挿入開口１１は、
ピッチ方向に長細く形成されている。天板８は、各挿入開口１１を取り囲む切れ目のない
周縁１２を有している。そして、各周縁１２には、基板近接方向に垂れ下がるように湾曲
する第１湾曲部１３と一対の第２湾曲部１４が形成されている。第１湾曲部１３は、挿入
開口１１から見てピッチ直交反中央方向側に形成されている。一対の第２湾曲部１４は、
挿入開口１１から見てピッチ反中央方向側に形成されている。第１湾曲部１３は、第１湾
曲面１３ａ（湾曲面）を有している。第２湾曲部１４は、第２湾曲面１４ａ（湾曲面）を
有している。
【００１６】
（外枠体７：側板９）
　図３に示すように、一対の側板９は、複数の片持ち梁６をレセプタクル側基板２のコネ
クタ搭載面２ａの面方向において挟むように配置されている。一対の側板９は、天板８の
ピッチ直交方向の端部に接続しており、基板近接方向に延びて形成されている。一対の側
板９は、レセプタクル側基板２に対して略直交している。図２に示すように、各側板９の
ピッチ方向の端部の下端には、レセプタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２にハンダ
付けするためのホールドダウン１５（第１基板被固定部）が形成されている。各ホールド
ダウン１５は、各側板９に接続しつつ、側板９からピッチ直交中央方向に向かって折り曲
げられて形成されている。
【００１７】
（片持ち梁６）
　図４に示すように、各片持ち梁６は、レセプタクル側基板２から離れるように延びて形
成されている。詳しくは、各片持ち梁６は、外枠体７の各側板９の下端部９ａに接続しつ
つピッチ直交中央方向に向かって延びる直線部６ａと、直線部６ａに接続しつつ基板離間
方向、ピッチ直交反中央方向、基板近接方向へ順番に向かうように湾曲する湾曲部６ｂと
、によって構成されている。この湾曲部６ｂの存在により、各片持ち梁６は、レセプタク
ル側基板２から離れるように延びて形成されていると言及することができる。そして、各
片持ち梁６のうちレセプタクル側基板２から最も離れた部分である頂部６ｃは、天板８に
よって覆われている。具体的には、各片持ち梁６の頂部６ｃは、天板８のうち一対の挿入
開口１１を仕切る部分としての天板中央部８ａによって覆われている。
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【００１８】
（導電パターンｃ）
　以上の構成のレセプタクルコネクタ３には、図２に示すように、複数の導電パターンｃ
が形成されている。各導電パターンｃは、各片持ち梁６に対応するように形成されている
。即ち、導電パターンｃの本数と、片持ち梁６の本数は同じである。
【００１９】
　図３及び図４に示すように、各導電パターンｃは、各片持ち梁６と、側板９と、天板８
と、に跨るように形成されている。詳しくは、各導電パターンｃは、各片持ち梁６の湾曲
部６ｂから天板８の第１湾曲部１３にかけて形成されている。各導電パターンｃは、レセ
プタクル側基板２の電極パッド２ｂにハンダ付けされる。
【００２０】
（ホールドダウンパターンｄ）
　図２に示すように、レセプタクルコネクタ３には、複数のホールドダウンパターンｄが
形成されている。各ホールドダウンパターンｄは、各ホールドダウン１５と、側板９と、
に跨るように形成されている。各ホールドダウン１５は、各ホールドダウンパターンｄが
、レセプタクル側基板２のホールドダウン用パッド２ｃにハンダ付けされることにより、
レセプタクル側基板２に固定される。
【００２１】
（プラグコネクタ５）
　図５に示すように、プラグコネクタ５も、レセプタクルコネクタ３と同様、絶縁材料か
ら成るハウジングを有さない所謂ハウジングレス式のコネクタである。
【００２２】
　図５及び図６に示すように、プラグコネクタ５は、コンタクトとして機能する一対のU
字部２０と、一対のU字部２０を連結する連結板２１と、によって構成されている。なお
、図６には、説明の便宜上、プラグ側基板４を描いている。
【００２３】
　各U字部２０は、連結板２１のピッチ直交方向の端部から基板近接方向（レセプタクル
側基板２に近づく方向、以下同様。）に延び、ピッチ直交中央方向に向かって湾曲し、そ
の後、基板離間方向（レセプタクル側基板２から離れる方向、以下同様。）に延びるよう
に略U字状に形成されている。
【００２４】
（導電パターンｅ）
　プラグコネクタ５には、複數の導電パターンｅが形成されている。各導電パターンｅは
、各片持ち梁６（各導電パターンｃ）に対応するように形成されている。即ち、導電パタ
ーンｅの本数と、片持ち梁６（導電パターンｃ）の本数は同じである。
【００２５】
　図５及び図６に示すように、各導電パターンｅは、U字部２０と、連結板２１と、に跨
るように形成されている。各導電パターンｅは、プラグ側基板４の電極パッド４ａにハン
ダ付けされる。
【００２６】
（作動）
　次に、コネクタユニット１の作動を説明する。先ず、図４及び図６に示すように、レセ
プタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２に搭載し、プラグコネクタ５をプラグ側基板
４に搭載する。次に、図７に示すように、プラグコネクタ５の各U字部２０を、レセプタ
クルコネクタ３の各挿入開口１１に挿入する。挿入開口１１の周縁１２には、第１湾曲部
１３と第２湾曲部１４が形成されているので、プラグコネクタ５の各U字部２０は、レセ
プタクルコネクタ３の各挿入開口１１へ挿入し易い。プラグコネクタ５の各U字部２０を
レセプタクルコネクタ３の各挿入開口１１へ挿入する際、プラグコネクタ５の各U字部２
０は、各片持ち梁６の湾曲部６ｂをピッチ直交中央方向へと押し退ける。そして、各片持
ち梁６は、自己弾性復元力によりプラグコネクタ５の各U字部２０に対して強力に接触し
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、この接触により、レセプタクルコネクタ３の各導電パターンｃと、プラグコネクタ５の
各導電パターンｅと、の導通が実現される。
【００２７】
（製造方法）
　次に、図８を参照して、レセプタクルコネクタ３の製造方法を説明する。図８（ａ）に
示すように、レセプタクルコネクタ３は、一枚の金属板ｇで形成されるものである。先ず
、図８（ｂ）に示すように、金属板ｇの一方の面に絶縁層ｈを形成する。次に、図８（ｃ
）に示すように、この絶縁層ｈ上に所望の導電パターンｃ及びホールドダウンパターンｄ
を形成する。そして、図８（ｄ）に示すように、不要な部分をパンチ加工などで取り除く
。図８（ｄ）の状態で、所定の折り曲げ加工を実施することにより、図２に示すようなレ
セプタクルコネクタ３が完成する。
【００２８】
　プラグコネクタ５の製造方法も、レセプタクルコネクタ３の製造方法と略同様であるか
ら、その説明は省略する。
【００２９】
　以上に本願発明の第１実施形態を説明したが、上記第１実施形態は、要するに、以下の
特長を有している。
【００３０】
　レセプタクルコネクタ３（ハウジングレスコネクタ）は、一枚の金属板ｇで形成されて
おり、レセプタクル側基板２に搭載されて用いられるものである。レセプタクルコネクタ
３は、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁６と、複数の片持ち梁
６を取り囲む外枠体７と、を備える。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって取り囲まれるので破損し難い。
【００３１】
　また、外枠体７は、複数の片持ち梁６をレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａの
面方向において挟む一対の側板９と、レセプタクル側基板２と複数の片持ち梁６を挟んで
反対側に配置される天板８を有する。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって覆われるように取り囲まれるので一層破損し難い。
【００３２】
　また、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２
ａに固定されるホールドダウン１５（第１基板被固定部）を更に有する。以上の構成で、
ホールドダウン１５をレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａに固定すると、レセプ
タクルコネクタ３がレセプタクル側基板２に固定されることになる。
【００３３】
　また、天板８は、プラグコネクタ５（相手側コネクタ）が挿入される挿入開口１１を有
する。以上の構成において、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ５を嵌合する際は
、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入して、プラグコネクタ５を複数の片持ち梁６に
接触させることになる。また、この挿入に際しては、天板８そのものが、プラグコネクタ
５を複数の片持ち梁６へと案内する誘い込み機能を発揮する。
【００３４】
　また、天板８は、挿入開口１１を取り囲む切れ目のない周縁１２を有する。以上の構成
によれば、周縁１２に切れ目がある場合と比較して、上記の誘い込み機能を一層滑らかな
ものとして実現することができる。
【００３５】
　また、周縁１２には、第１湾曲面１３ａ（湾曲面）及び第２湾曲面１４ａ（湾曲面）が
形成されている。以上の構成によれば、上記の誘い込み機能を更に一層滑らかなものとし
て実現することができる。
【００３６】
　なお、第１湾曲面１３ａ及び第２湾曲面１４ａに代えて、基板近接方向に傾斜する傾斜
面を形成してもよい。
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【００３７】
　また、複数の片持ち梁６は、レセプタクル側基板２から離れるように延びて形成されて
おり、天板８は、各片持ち梁６のうちレセプタクル側基板２から最も離れた部分である頂
部６ｃを覆っている。以上の構成によれば、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入する
際に、プラグコネクタ５が各片持ち梁６を座屈変形させてしまうのを防止できる。
【００３８】
　なお、参考までに、レセプタクルコネクタ３の高さ方向の寸法は例えば０．８ｍｍであ
り、ピッチ直交方向の寸法は例えば２．５ｍｍであり、片持ち梁６のピッチは例えば０．
２ｍｍである。
【００３９】
＜第１実施形態：第１変形例＞
　次に、図９を参照して、上記第１実施形態の第１変形例を説明する。
【００４０】
　上記第１実施形態では、レセプタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２に搭載すべく
、図２に示すように、レセプタクルコネクタ３は、各側板９のピッチ方向の端部の下端部
に、レセプタクル側基板２に対してハンダ付けされるホールドダウン１５を備えている。
【００４１】
　しかし、これに代えて、図９に示すように、レセプタクルコネクタ３は、各側板９のピ
ッチ方向の端部の下端部に、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホール３０に挿入
されてレセプタクル側基板２にハンダ付けされるピン３１（第１基板被固定部）を備える
こととしてもよい。即ち、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２に
固定されるピン３１を更に備えることとしてもよい。ピン３１の存在によれば、レセプタ
クル側基板２に対するレセプタクルコネクタ３の取り付け強度を向上させることができる
。
【００４２】
＜第１実施形態：第２変形例＞
　次に、図１０を参照して、上記第１実施形態の第２変形例を説明する。
【００４３】
　図１０に示すように、レセプタクルコネクタ３は、天板８の天板中央部８ａのピッチ方
向の端部に、レセプタクル側基板２に対してハンダ付けされるホールドダウン３２（第２
基板被固定部）を更に備えることとしてもよい。即ち、外枠体７は、天板８の天板中央部
８ａに接続しつつ、レセプタクル側基板２へ向かって延びてレセプタクル側基板２に固定
されるホールドダウン３２を更に備えることとしてもよい。ホールドダウン３２の存在に
よれば、天板８の強度を向上させることができる。また、ホールドダウン３２の存在によ
れば、レセプタクル側基板２に対するレセプタクルコネクタ３の取り付け強度を向上させ
ることができる。
【００４４】
＜第１実施形態：第３変形例＞
　次に、図１１を参照して、上記第１実施形態の第３変形例を説明する。
【００４５】
　図１１に示すように、レセプタクルコネクタ３は、天板８の天板中央部８ａのピッチ方
向の端部に、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホール３３に挿入されてレセプタ
クル側基板２にハンダ付けされるピン３４（第２基板被固定部）を更に備えることとして
もよい。即ち、外枠体７は、天板８の天板中央部８ａに接続しつつ、レセプタクル側基板
２へ向かって延びてレセプタクル側基板２に固定されるピン３４を更に備えることとして
もよい。ピン３４の存在によれば、天板８の強度を向上させることができる。また、ピン
３４の存在によれば、レセプタクル側基板２に対するレセプタクルコネクタ３の取り付け
強度を向上させることができる。
【００４６】
＜第２実施形態＞
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　次に、図１２～１８を参照して、本願発明の第２実施形態を説明する。ここでは、本実
施形態が上記第１実施形態と異なる点を中心に説明し、重複する説明は適宜省略する。ま
た、上記第１実施形態の各構成要素に対応する構成要素には原則として同一の符号を付す
こととする。
【００４７】
（コネクタユニット１）
　図１２に示すように、コネクタユニット１は、レセプタクル側基板２に搭載されて用い
られるレセプタクルコネクタ３と、プラグ側基板４（図１７を併せて参照）に搭載されて
用いられるプラグコネクタ５と、によって構成されている。
【００４８】
（レセプタクルコネクタ３）
　図１３～１５に示すように、レセプタクルコネクタ３は、複數の片持ち梁６と、外枠体
７と、を備えて構成されている。
【００４９】
（外枠体７）
　図１３～１５に示すように、外枠体７は、天板８と、一対の側板９と、一対の底板４０
（第１基板被固定部）を備えている。
【００５０】
（外枠体７：天板８）
　天板８は、プラグコネクタ５が挿入される挿入開口ユニット１０を有している。図１３
及び図１４に示すように、挿入開口ユニット１０は、単一の挿入開口１１によって構成さ
れている。即ち、天板８には、単一の挿入開口１１が形成されている。換言すれば、天板
８は、単一の挿入開口１１を取り囲むように環状に形成されている。天板８は、挿入開口
１１を取り囲む切れ目のない周縁１２を有している。図１４に示すように、周縁１２には
、一対の第２湾曲部１４が形成されている。一対の第２湾曲部１４は、挿入開口１１から
見てピッチ反中央方向側に形成されている。第２湾曲部１４は、第２湾曲面１４ａ（湾曲
面）を有している。
【００５１】
（外枠体７：底板４０）
　図１５に示すように、各底板４０は、各側板９の下端部９ａに接続しつつピッチ直交中
央方向に向かって折り曲げられるように形成されている。
【００５２】
（片持ち梁６）
　図１３～１５に示すように、各片持ち梁６は、レセプタクル側基板２に近づくように延
びて形成されている。詳しくは、図１４及び図１５に示すように、各片持ち梁６は、外枠
体７の天板８の挿入開口１１の周縁１２に接続しつつピッチ直交中央方向に延びる直線部
６ｈと、直線部６ｈに接続しつつピッチ直交中央方向に膨らみながら基板近接方向に延び
る屈曲部６ｉと、によって構成されている。この屈曲部６ｉの存在により、各片持ち梁６
は、レセプタクル側基板２に近づくように延びて形成されていると言及することができる
。
【００５３】
（導電パターンｃ）
　図１５に示すように、各導電パターンｃは、各片持ち梁６と、天板８と、側板９と、底
板４０と、に跨るように形成されている。詳しくは、各導電パターンｃは、各片持ち梁６
の屈曲部６ｉから底板４０にかけて形成されている。各導電パターンｃは、レセプタクル
側基板２の電極パッド２ｂにハンダ付けされる。
【００５４】
（ホールドダウンパターンｄ）
　また、図１３に示すように、レセプタクルコネクタ３には、一対のホールドダウンパタ
ーンｄが形成されている。各ホールドダウンパターンｄは、外枠体７のピッチ反中央方向
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の端部において、底板４０と、側板９と、天板８と、側板９と、底板４０と、に跨るよう
に形成されている。各ホールドダウンパターンｄは、レセプタクル側基板２のホールドダ
ウン用パッド２ｃにハンダ付けされる。
【００５５】
（プラグコネクタ５）
　図１６及び図１７に示すように、プラグコネクタ５は、コンタクトとして機能する一対
のU字部２０と、一対のU字部２０を連結する連結板２１と、によって構成されている。な
お、図１７には、説明の便宜上、プラグ側基板４を描いている。
【００５６】
（導電パターンｅ）
　プラグコネクタ５には、複数の導電パターンｅが形成されている。各導電パターンｅは
、U字部２０と、連結板２１と、に跨るように形成されている。各導電パターンｅは、プ
ラグ側基板４の電極パッド４ａにハンダ付けされる。
【００５７】
（作動）
　次に、コネクタユニット１の作動を説明する。先ず、図１５及び図１７に示すように、
レセプタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２に搭載し、プラグコネクタ５をプラグ側
基板４に搭載する。次に、図１８に示すように、プラグコネクタ５を、レセプタクルコネ
クタ３の挿入開口１１に挿入する。挿入開口１１の周縁１２には、第２湾曲部１４が形成
されているので、プラグコネクタ５は、レセプタクルコネクタ３の挿入開口１１へ挿入し
易い。プラグコネクタ５をレセプタクルコネクタ３の挿入開口１１へ挿入する際、プラグ
コネクタ５の各U字部２０は、各片持ち梁６の屈曲部６ｉをピッチ直交反中央方向へと押
し退ける。そして、各片持ち梁６は、自己弾性復元力によりプラグコネクタ５の各U字部
２０に対して強力に接触し、この接触により、レセプタクルコネクタ３の各導電パターン
ｃと、プラグコネクタ５の各導電パターンｅと、の導通が実現される。
【００５８】
　以上に本願発明の第２実施形態を説明したが、上記第２実施形態は、要するに、以下の
特長を有している。
【００５９】
　レセプタクルコネクタ３（ハウジングレスコネクタ）は、一枚の金属板ｇで形成されて
おり、レセプタクル側基板２に搭載されて用いられるものである。レセプタクルコネクタ
３は、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁６と、複数の片持ち梁
６を取り囲む外枠体７と、を備える。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって取り囲まれるので破損し難い。
【００６０】
　また、外枠体７は、複数の片持ち梁６をレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａの
面方向において挟む一対の側板９と、レセプタクル側基板２と複数の片持ち梁６を挟んで
反対側に配置される天板８を有する。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって覆われるように取り囲まれるので一層破損し難い。
【００６１】
　また、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２
ａに固定される底板４０（第１基板被固定部）を更に有する。以上の構成で、底板４０を
レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａに固定すると、レセプタクルコネクタ３がレ
セプタクル側基板２に固定されることになる。
【００６２】
　また、天板８は、プラグコネクタ５（相手側コネクタ）が挿入される挿入開口１１を有
する。以上の構成において、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ５を嵌合する際は
、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入して、プラグコネクタ５を複数の片持ち梁６に
接触させることになる。また、この挿入に際しては、天板８そのものが、プラグコネクタ
５を複数の片持ち梁６へと案内する誘い込み機能を発揮する。
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【００６３】
　また、天板８は、挿入開口１１を取り囲む切れ目のない周縁１２を有する。以上の構成
によれば、周縁１２に切れ目がある場合と比較して、上記の誘い込み機能を一層滑らかな
ものとして実現することができる。
【００６４】
　また、周縁１２には、第２湾曲面１４ａが形成されている。以上の構成によれば、上記
の誘い込み機能を更に一層滑らかなものとして実現することができる。
【００６５】
　なお、第２湾曲面１４ａに代えて、基板近接方向に傾斜する傾斜面を形成してもよい。
【００６６】
　また、複数の片持ち梁６は、レセプタクル側基板２に近づくように延びて形成されてい
る。以上の構成によれば、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入する際に、プラグコネ
クタ５が各片持ち梁６を座屈変形させてしまうのを防止できる。
【００６７】
＜第２実施形態：第１変形例＞
　次に、図１９を参照して、上記第２実施形態の第１変形例を説明する。
【００６８】
　上記第２実施形態では、レセプタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２に搭載すべく
、図１５に示すように、レセプタクルコネクタ３は、各側板９の下端部９ａに、レセプタ
クル側基板２に対してハンダ付けされる底板４０を備えていた。
【００６９】
　しかし、これに代えて、図１９に示すように、レセプタクルコネクタ３は、各側板９の
ピッチ方向の端部に、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホール３０に挿入されて
レセプタクル側基板２にハンダ付けされるピン３１（第１基板被固定部）を備えることと
してもよい。即ち、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２に固定さ
れるピン３１を更に備えることとしてもよい。ピン３１の存在によれば、レセプタクル側
基板２に対するレセプタクルコネクタ３の取り付け強度を向上させることができる。
【００７０】
　また、上記第１実施形態の第２変形例のように、天板８のピッチ方向の端部であってピ
ッチ直交方向中央にホールドダウン３２（第２基板被固定部）を更に設けてもよい。また
、上記第１実施形態の第３実施例のように、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホ
ール３３に挿入されてレセプタクル側基板２にハンダ付けされるピン３４（第２基板被固
定部）を更に備えることとしてもよい。
【００７１】
＜第３実施形態＞
　次に、図２０～２６を参照して、本願発明の第３実施形態を説明する。ここでは、本実
施形態が上記第１実施形態と異なる点を中心に説明し、重複する説明は適宜省略する。ま
た、上記第１実施形態の各構成要素に対応する構成要素には原則として同一の符号を付す
こととする。
【００７２】
（コネクタユニット１）
　図２０に示すように、コネクタユニット１は、レセプタクル側基板２に搭載されて用い
られるレセプタクルコネクタ３と、プラグ側基板４（図２５を併せて参照）に搭載されて
用いられるプラグコネクタ５と、によって構成されている。
【００７３】
（レセプタクルコネクタ３）
　図２１～２３に示すように、レセプタクルコネクタ３は、複数の片持ち梁６と、外枠体
７と、を備えて構成されている。
【００７４】
（外枠体７）
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　図２１及び図２２に示すように、外枠体７は、天板８と、一対の側板９と、を備えてい
る。
【００７５】
（外枠体７：天板８）
　図２２に示すように、天板８は、プラグコネクタ５が挿入される挿入開口ユニット１０
を有している。挿入開口ユニット１０は、単一の挿入開口１１によって構成されている。
即ち、天板８には、単一の挿入開口１１が形成されている。換言すれば、天板８は、単一
の挿入開口１１を取り囲むように環状に形成されている。天板８は、挿入開口１１を取り
囲む切れ目のない周縁１２を有している。周縁１２には、一対の第１湾曲部１３と、一対
の第２湾曲部１４と、が形成されている。一対の第１湾曲部１３は、挿入開口１１から見
てピッチ直交反中央方向側に形成されている。一対の第２湾曲部１４は、挿入開口１１か
ら見てピッチ反中央方向側に形成されている。第１湾曲部１３は、第１湾曲面１３ａ（湾
曲面）を有している。第２湾曲部１４は、第２湾曲面１４ａ（湾曲面）を有している。
【００７６】
（外枠体７：ホールドダウン１５）
　図２１に示すように、各側板９のピッチ方向における端部の下端部には、レセプタクル
コネクタ３をレセプタクル側基板２にハンダ付けするためのホールドダウン１５（第１基
板被固定部）が形成されている。各ホールドダウン１５は、側板９からピッチ直交中央方
向に向かって折り曲げられて形成されている。
【００７７】
（片持ち梁６）
　図２２及び図２３に示すように、各片持ち梁６は、レセプタクル側基板２から離れるよ
うに延びて形成されている。詳しくは、各片持ち梁６は、図２３に示すように、各側板９
の下端部９ａに接続しつつピッチ直交中央方向に延びる直線部６ｐと、直線部６ｐに接続
しつつピッチ直交中央方向に向かうにつれてレセプタクル側基板２から離れるように傾斜
する傾斜部６ｑと、傾斜部６ｑに接続しつつピッチ直交反中央方向に向かって湾曲する湾
曲部６ｒと、によって構成されている。この傾斜部６ｑの存在により、各片持ち梁６は、
レセプタクル側基板２から離れるように延びて形成されていると言及することができる。
そして、各片持ち梁６のうちレセプタクル側基板２から最も離れた部分である頂部６ｓは
、天板８によって覆われている。具体的には、各片持ち梁６の頂部６ｓは、天板８の一部
である第１湾曲部１３によって覆われている。
【００７８】
（導電パターンｃ）
　図２３に示すように、各導電パターンｃは、各片持ち梁６と、側板９と、に跨るように
形成されている。詳しくは、各導電パターンｃは、各片持ち梁６の湾曲部６ｒから側板９
にかけて形成されている。各導電パターンｃは、レセプタクル側基板２の電極パッド２ｂ
にハンダ付けされる。
【００７９】
（ホールドダウンパターンｄ）
　図２１に示すように、レセプタクルコネクタ３には、一対のホールドダウンパターンｄ
が形成されている。各ホールドダウンパターンｄは、一方のホールドダウン１５と、側板
９と、天板８と、側板９と、他方のホールドダウン１５と、に跨るように形成されている
。各ホールドダウンパターンｄは、レセプタクル側基板２のホールドダウン用パッド２ｃ
にハンダ付けされる。
【００８０】
（プラグコネクタ５）
　図２４及び図２５に示すように、プラグコネクタ５は、コンタクトとして機能する一対
のU字部２０と、一対のU字部２０を連結する連結板２１と、によって構成されている。な
お、図２５には、説明の便宜上、プラグ側基板４を描いている。
【００８１】
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（導電パターンｅ）
　プラグコネクタ５には、複数の導電パターンｅが形成されている。各導電パターンｅは
、U字部２０と、連結板２１と、に跨るように形成されている。各導電パターンｅは、プ
ラグ側基板４の電極パッド４ａにハンダ付けされる。
【００８２】
（作動）
　次に、コネクタユニット１の作動を説明する。先ず、図２３及び図２５に示すように、
レセプタクルコネクタ３をレセプタクル側基板２に搭載し、プラグコネクタ５をプラグ側
基板４に搭載する。次に、図２６に示すように、プラグコネクタ５を、レセプタクルコネ
クタ３の挿入開口１１に挿入する。図２２に示すように、挿入開口１１の周縁１２には、
第１湾曲部１３及び第２湾曲部１４が形成されているので、プラグコネクタ５は、レセプ
タクルコネクタ３の挿入開口１１へ挿入し易い。図２６に戻り、プラグコネクタ５をレセ
プタクルコネクタ３の挿入開口１１へ挿入する際、プラグコネクタ５の各U字部２０は、
各片持ち梁６の湾曲部６ｒをピッチ直交反中央方向へと押し退ける。そして、各片持ち梁
６は、自己弾性復元力によりプラグコネクタ５の各U字部２０に対して強力に接触し、こ
の接触により、レセプタクルコネクタ３の各導電パターンｃと、プラグコネクタ５の各導
電パターンｅと、の導通が実現される。
【００８３】
　以上に本願発明の第３実施形態を説明したが、上記第３実施形態は、要するに、以下の
特長を有している。
【００８４】
　レセプタクルコネクタ３（ハウジングレスコネクタ）は、一枚の金属板ｇで形成されて
おり、レセプタクル側基板２に搭載されて用いられるものである。レセプタクルコネクタ
３は、櫛状に並べられてコンタクトとして機能する複数の片持ち梁６と、複数の片持ち梁
６を取り囲む外枠体７と、を備える。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって取り囲まれるので破損し難い。
【００８５】
　また、外枠体７は、複数の片持ち梁６をレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａの
面方向において挟む一対の側板９と、レセプタクル側基板２と複数の片持ち梁６を挟んで
反対側に配置される天板８を有する。以上の構成によれば、複数の片持ち梁６は、外枠体
７によって覆われるように取り囲まれるので一層破損し難い。
【００８６】
　また、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２
ａに固定されるホールドダウン１５（第１基板被固定部）を更に有する。以上の構成で、
ホールドダウン１５をレセプタクル側基板２のコネクタ搭載面２ａに固定すると、レセプ
タクルコネクタ３がレセプタクル側基板２に固定されることになる。
【００８７】
　また、天板８は、プラグコネクタ５（相手側コネクタ）が挿入される挿入開口１１を有
する。以上の構成において、レセプタクルコネクタ３とプラグコネクタ５を嵌合する際は
、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入して、プラグコネクタ５を複数の片持ち梁６に
接触させることになる。また、この挿入に際しては、天板８そのものが、プラグコネクタ
５を複数の片持ち梁６へと案内する誘い込み機能を発揮する。
【００８８】
　また、天板８は、挿入開口１１を取り囲む切れ目のない周縁１２を有する。以上の構成
によれば、周縁１２に切れ目がある場合と比較して、上記の誘い込み機能を一層滑らかな
ものとして実現することができる。
【００８９】
　また、周縁１２には、第１湾曲面１３ａ及び第２湾曲面１４ａが形成されている。以上
の構成によれば、上記の誘い込み機能を更に一層滑らかなものとして実現することができ
る。
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【００９０】
　なお、第１湾曲面１３ａ及び第２湾曲面１４ａに代えて、基板近接方向に傾斜する傾斜
面を形成してもよい。
【００９１】
　また、複数の片持ち梁６は、レセプタクル側基板２から離れるように延びて形成されて
おり、天板８は、各片持ち梁６のうちレセプタクル側基板２から最も離れた部分である頂
部６ｓを覆っている。以上の構成によれば、プラグコネクタ５を挿入開口１１に挿入する
際に、プラグコネクタ５が各片持ち梁６を座屈変形させてしまうのを防止できる。
【００９２】
＜第３実施形態：第１変形例＞
　次に、図２７を参照して、上記第３実施形態の第１変形例を説明する。
【００９３】
　図２１に示すように、上記第３実施形態では、レセプタクルコネクタ３をレセプタクル
側基板２に搭載すべく、レセプタクルコネクタ３は、各側板９のピッチ方向の端部の下端
部に、レセプタクル側基板２に対してハンダ付けされるホールドダウン１５を備えていた
。
【００９４】
　しかし、これに代えて、図２７に示すように、レセプタクルコネクタ３は、各側板９の
ピッチ方向の端部の下端部に、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホール３０に挿
入されてレセプタクル側基板２にハンダ付けされるピン３１（第１基板被固定部）を備え
ることとしてもよい。即ち、外枠体７は、各側板９に接続しつつ、レセプタクル側基板２
に固定されるピン３１を更に備えることとしてもよい。ピン３１の存在によれば、レセプ
タクル側基板２に対するレセプタクルコネクタ３の取り付け強度を向上させることができ
る。
【００９５】
　また、上記第１実施形態の第２変形例のように、天板８のピッチ方向の端部であってピ
ッチ直交方向中央にホールドダウン３２（第２基板被固定部）を更に設けてもよい。また
、上記第１実施形態の第３実施例のように、レセプタクル側基板２に形成した各スルーホ
ール３３に挿入されてレセプタクル側基板２にハンダ付けされるピン３４（第２基板被固
定部）を更に備えることとしてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１　コネクタユニット
２　レセプタクル側基板（基板）
２ａ　コネクタ搭載面
２ｂ　電極パッド
２ｃ　ホールドダウン用パッド
３　レセプタクルコネクタ（ハウジングレスコネクタ）
４　プラグ側基板
４ａ　電極パッド
５　プラグコネクタ（相手側コネクタ）
６　片持ち梁
６ａ　直線部
６ｂ　湾曲部
６ｃ　頂部
６ｈ　直線部
６ｉ　屈曲部
６ｐ　直線部
６ｑ　傾斜部
６ｒ　湾曲部
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６ｓ　頂部
７　外枠体
８　天板
８ａ　天板中央部
９　側板
９ａ　下端部
１０　挿入開口ユニット
１１　挿入開口
１２　周縁
１３　第１湾曲部
１３ａ　第１湾曲面（湾曲面）
１４　第２湾曲部
１４ａ　第２湾曲面（湾曲面）
１５　ホールドダウン（第１基板被固定部）
２０　U字部
２１　連結板
３０　スルーホール
３１　ピン（第１基板被固定部）
３２　ホールドダウン（第２基板被固定部）
３３　スルーホール
３４　ピン（第２基板被固定部）
４０　底板（第１基板被固定部）
ｃ　導電パターン
ｄ　ホールドダウンパターン
ｅ　導電パターン
ｇ　金属板
ｈ　絶縁層
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