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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１コネクタと第２コネクタとを備える電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
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向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部、及び前記グランド金具の前記先端部と接触する接触部を
備えることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　第１コネクタに接続される第２コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部、及び前記グランド金具の前記先端部と接触する接触部を
備えることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項３】
　第２コネクタが接続される第１コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
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　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部、及び前記グランド金具の前記先端部と接触する接触部を
備えることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項４】
　第１コネクタと第２コネクタとを備える電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の上面及び下面の少なくとも一方と接触することを特
徴とする電気コネクタ。
【請求項５】
　第１コネクタに接続される第２コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の上面及び下面の少なくとも一方と接触することを特
徴とする電気コネクタ。
【請求項６】
　第２コネクタが接続される第１コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
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　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の上面及び下面の少なくとも一方と接触することを特
徴とする電気コネクタ。
【請求項７】
　第１コネクタと第２コネクタとを備える電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部を備え、
　前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面が前記グランド金具の前記先端部よりも脱
抜方向側と接触することを特徴とする電気コネクタ。
【請求項８】
　第１コネクタに接続される第２コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
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と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部を備え、
　前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面が前記グランド金具の前記先端部よりも脱
抜方向側と接触することを特徴とする電気コネクタ。
【請求項９】
　第２コネクタが接続される第１コネクタである電気コネクタであって、
　前記第１コネクタは、
　第１コンタクトと、
　第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレート
と、
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１
ハウジングと
を備え、
　前記第２コネクタは、
　前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
　前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、
　前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、
前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
　前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウ
ジングと
を備え、
　前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コンタクト配列方
向の両側面に備え、
　前記グランド金具は、前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部を備え、
　前記突出部の前記コンタクト配列方向の側面が前記グランド金具の前記先端部よりも脱
抜方向側と接触することを特徴とする電気コネクタ。
【請求項１０】
　前記グランド金具は、前記突出部の上面または下面と接触し、
　前記突出部は、前記グランド金具の先端部と係合し前記第１コネクタからの前記第２コ
ネクタの脱抜を防止する係止部を備え、
　前記突出部の上面または下面が前記グランド金具の前記先端部よりも脱抜方向側と接触
することを特徴とする請求項４～６の何れか一項に記載の電気コネクタ。
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【請求項１１】
　第１コネクタは、第１ハウジングの外周を覆う第１シェルを備え、
　第２コネクタは、第２ハウジングの外周を覆う第２シェルを備えることを特徴とする請
求項１～１０の何れか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項１２】
　前記第２シェルは、前記第１シェルの内壁と接触する可撓性の接触子を備えることを特
徴とする請求項１１記載の電気コネクタ。
【請求項１３】
　前記第１コネクタまたは前記第２コネクタの何れか一方を上下反転させて嵌合可能な請
求項１～１２の何れか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項１４】
　前記第１コネクタは、前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプ
レートの中の少なくとも一つがインサート成形されていることを特徴とする請求項１～１
３の何れか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項１５】
　前記第１コネクタは、前記第１コンタクトと前記第２コンタクトとが上下方向に重なり
合わない複数の非重複部分を有し、
　前記グランドプレートは、少なくとも一つの前記非重複部分に相当する位置にインサー
ト成形時に金型パーツが貫通する開口部を備えることを特徴とする請求項１４記載の電気
コネクタ。
【請求項１６】
　前記第１コネクタは、前記第１コンタクト、前記第２コンタクト、前記グランドプレー
ト、及び前記第１シェルがインサート成形されていることを特徴とする請求項１１または
１２記載の電気コネクタ。
【請求項１７】
　前記第１コネクタには、前記第１シェルの内壁面と前記第１ハウジングの外壁面との隙
間に防水処理が施されていることを特徴とする請求項１１または１２記載の電気コネクタ
。
【請求項１８】
　前記防水処理は、前記第１シェルと前記第１ハウジングとの隙間にシール剤を充填する
ことにより施されることを特徴とする請求項１７記載の電気コネクタ。
【請求項１９】
　前記防水処理は、前記第１シェルと当接するパッキンを前記第１ハウジングの外壁面に
備えることにより施されることを特徴とする請求項１７記載の電気コネクタ。
【請求項２０】
　前記防水処理は、前記第１ハウジングと前記第１コンタクトとの隙間、前記第１ハウジ
ングと前記第２コンタクトとの隙間、及び前記第１ハウジングと前記グランドプレートと
の隙間の中の少なくとも一つの隙間に施されることを特徴とする請求項１７～１９の何れ
か一項に記載の電気コネクタ。
【請求項２１】
　前記第１コネクタには、前記第１シェルの外壁面と前記第１ハウジングの後端部をイン
サート成形によって樹脂で覆う防水処理が施されることを特徴とする請求項１１または１
２記載の電気コネクタ。
【請求項２２】
　前記第１コネクタは、前記第１シェルまたは前記第１ハウジングの外壁面に、前記第１
コネクタが取付けられる電子機器の筐体の内壁面と当接する当接パッキンを備えることを
特徴とする請求項１１または１２記載の電気コネクタ。
【請求項２３】
　前記グランド金具は、後端部に複数の前記グランド金具同士を連結する連結部を有する
ことを特徴とする請求項１～２２の何れか一項に記載の電気コネクタ。
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【請求項２４】
　前記連結部は、前記第３コンタクトと前記第４コンタクトとの間に配置され前記第１コ
ネクタ側に延びる板状のプレート部を有することを特徴とする請求項２３記載の電気コネ
クタ。
【請求項２５】
　前記第２ハウジングは、
　前記第３コンタクトの先端部、前記第４コンタクトの先端部、及び前記グランド金具を
受入れる受入部と、
　前記第３コンタクトを保持する第３コンタクト保持部と、
　前記第４コンタクトを保持する第４コンタクト保持部と
に分割されていることを特徴とする請求項１～２４の何れか一項に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、電気コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、第１コンタクト群と第２コンタクト群との間に導体を配置することにより、コン
タクト間のクロストークの低減を図ったコネクタが存在する（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１９７７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述のコネクタを相手方コネクタに嵌合させた状態にロックするため、上述
の電気コネクタのシェル部分にロック穴を設けることが考えられる。しかし、シェル部分
にロック穴を設けた場合、樹脂等でシェル部分を密封することが難しくなり、防水性が低
下するという問題が生じる。
【０００５】
　本発明の目的は、コンタクト間のクロストークを低減しつつ的確に嵌合させることので
きる防水性の高い電気コネクタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電気コネクタは、第１コネクタと第２コネクタとを備える電気コネクタであっ
て、前記第１コネクタは、第１コンタクトと、第２コンタクトと、前記第１コンタクトと
前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレートと、前記第１コンタクト
、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１ハウジングとを備え、
前記第２コネクタは、前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、前記第２コン
タクトと接続される第４コンタクトと、前記第３コンタクト、及び前記第４コンタクトの
コンタクト配列方向両端に配置され、前記グランドプレートと接触するグランド金具と、
前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持する第２ハウジ
ングとを備え、前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出部を前記コン
タクト配列方向の両側面に備えることを特徴とする電気コネクタ。
【０００７】
　また、本発明の電気コネクタは、第１コネクタに接続される第２コネクタである電気コ
ネクタであって、前記第１コネクタは、第１コンタクトと、第２コンタクトと、前記第１
コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレートと、前記第
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１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１ハウジン
グとを備え、前記第２コネクタは、前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、前記第３コンタクト、及び前記第４
コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、前記グランドプレートと接触するグラ
ンド金具と、前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持す
る第２ハウジングとを備え、前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出
部を前記コンタクト配列方向の両側面に備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の電気コネクタは、第２コネクタが接続される第１コネクタである電気コ
ネクタであって、前記第１コネクタは、第１コンタクトと、第２コンタクトと、前記第１
コンタクトと前記第２コンタクトとの間に配置された板状のグランドプレートと、前記第
１コンタクト、前記第２コンタクト、及び前記グランドプレートを保持する第１ハウジン
グとを備え、前記第２コネクタは、前記第１コンタクトと接続される第３コンタクトと、
前記第２コンタクトと接続される第４コンタクトと、前記第３コンタクト、及び前記第４
コンタクトのコンタクト配列方向両端に配置され、前記グランドプレートと接触するグラ
ンド金具と、前記第３コンタクト、前記第４コンタクト、及び前記グランド金具を保持す
る第２ハウジングとを備え、前記グランドプレートは、前記グランド金具と接触する突出
部を前記コンタクト配列方向の両側面に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、コンタクト間のクロストークを低減しつつ的確に嵌合させることので
きる防水性の高い電気コネクタを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係るレセプタクルコネクタの斜視図である。
【図２】実施の形態に係るレセプタクルコネクタの断面図である。
【図３】実施の形態に係る第１ハウジングの斜視図である。
【図４】実施の形態に係る第１ハウジングの斜視図である。
【図５】実施の形態に係る第１ハウジングを上方から視た図である。
【図６】実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクト、及びグランドプレートを示
す斜視図である。
【図７】実施の形態に係る実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクト、及びグラ
ンドプレートを上方から視た図である。
【図８】実施の形態に係るプラグコネクタを示す斜視図である。
【図９】実施の形態に係る第２ハウジングを示す斜視図である。
【図１０】実施の形態に係る第２ハウジングを示す斜視図である。
【図１１】実施の形態に係る第２ハウジングを分解した状態を示す斜視図である。
【図１２】実施の形態に係るコンタクト保持部を上下に分割した状態を示す斜視図である
。
【図１３】実施の形態に係るレセプタクルコネクタとプラグコネクタを示す斜視図である
。
【図１４】実施の形態に係るレセプタクルコネクタとプラグコネクタが嵌合した状態を示
す断面図である。
【図１５】実施の形態に係るレセプタクルコネクタとプラグコネクタが嵌合した状態を示
す断面図である。
【図１６】実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクト、グランドプレートをイン
サート成形するために配置した状態を示す図である。
【図１７】実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクトが金型パーツで固定された
状態を示す斜視図である。
【図１８】実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクトが金型パーツで固定された
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状態を示す断面図である。
【図１９】実施の形態に係る第１コンタクト４、第２コンタクト６が金型パーツで固定さ
れて第１ハウジングが形成された状態を示す斜視図である。
【図２０】実施の形態に係る第１ハウジングが形成された状態を示す斜視図である。
【図２１】他の実施の形態に係るグランド金具、及びグランドプレートを示す図である。
【図２２】他の実施の形態に係るグランド金具、及びグランドプレートを示す図である。
【図２３】他の実施の形態に係るグランド金具、及びグランドプレートを示す図である。
【図２４】他の実施の形態に係るグランド金具、及びグランドプレートを示す図である。
【図２５】他の実施の形態に係るグランド金具、及びグランドプレートを示す図である。
【図２６】他の実施の形態に係るレセプタクルコネクタとプラグコネクタを示す斜視図で
ある。
【図２７】他の実施の形態に係るレセプタクルコネクタを示す斜視図である。
【図２８】他の実施の形態に係るレセプタクルコネクタを示す斜視図である。
【図２９】他の実施の形態に係るグランド金具を示す斜視図である。
【図３０】他の実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクト、グランドプレートを
示す斜視図である。
【図３１】他の実施の形態に係る第１コンタクト、第２コンタクト、グランドプレートを
上方から視た図である。
【図３２】他の実施の形態に係る第１ハウジングを正面から視た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係る電気コネクタについて説明する。図
１は実施の形態に係るレセプタクルコネクタの斜視図であり、図２はその断面図である。
【００１２】
　図１、２に示すように、レセプタクルコネクタ２は、第１コンタクト４、第２コンタク
ト６、グランドプレート８、及びこれらを保持する第１ハウジング１０、並びに第１ハウ
ジング１０の周囲を覆う第１シェル部１２を備えている。ここで、第１シェル部１２内に
は、プラグコネクタ２２（図７参照）を挿入するための空間である挿入孔１４が形成され
、第１ハウジング１０は挿入孔１４に配置されている。なお、第１ハウジング１０は、絶
縁性を有する樹脂部材によって形成され、第１コンタクト４、第２コンタクト６、グラン
ドプレート８、第１シェル部１２は、それぞれ導電性を有する金属部材によって形成され
ている。
【００１３】
　図３、４は実施の形態に係る第１ハウジングを示す図であり、図５はこれを上方から視
た図である。図３～５に示すように、第１ハウジング１０は、平面視矩形状の板状部１０
ａ、及び板状部１０ａを挿入孔１４内の所定の位置に保持するボディ部１０ｂを備えてい
る。
【００１４】
　板状部１０ａの上面には、複数の第１コンタクト４がインサート成形され、板状部１０
ａの下面には、第１コンタクト４と同数の第２コンタクト６がインサート成形されている
。また、板状部１０ａの内部の第１コンタクト４と第２コンタクト６と中間に位置する位
置には、板状のグランドプレート８がインサート成形されている（図２参照）。
【００１５】
　また、板状部１０ａの上面のボディ部１０ｂ側には、インサート成形時に金型パーツ６
０（図１７参照）を挿入するための複数の開口部１０ｄが形成されている。同様に、板状
部１０ａの下面のボディ部１０ｂ側にも、金型パーツ６０を挿入させる複数の開口部（図
示せず）が形成されている。なお、板状部１０ａの上面の開口部１０ｄは、隣接する第１
コンタクト４同士の間に形成され、板状部１０ａの下面の開口部もまた、隣接する第２コ
ンタクト６同士の間に形成されている。
【００１６】
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　図６は実施の形態に係る第１コンタクト４、第２コンタクト６、及びグランドプレート
８を示す斜視図であり、図７はこれを上方から視た図である。図６、７に示すように、第
１コンタクト４は、第３コンタクト３０（図１１参照）と接触する第１接点部４ａ、及び
ボディ部１０ｂの後端部ｇ（図２参照）から突出して図示しない回路基板に接続される第
１テール部４ｂを備えている。同様に、第２コンタクト６は、第４コンタクト３２と接触
する第２接点部６ａ、及びボディ部１０ｂの後端部ｇから突出して回路基板に接続される
第２テール部６ｂを備えている。
【００１７】
　ここで、第１テール部４ｂは、第１接点部４ａに対して図７の左側にシフトして連結さ
れ、第２テール部６ｂは、第２接点部６ａに対して図７の右側にシフトして連結されてい
る。このため、図７に示すように、第１接点部４ａと第２接点部６ａとを上下方向に重な
ね合わせて配置すると、第１テール部４ｂと第２テール部６ｂとは上下方向に重なり合わ
なくなる。
【００１８】
　また、第１接点部４ａの先端部４ｃは、全幅の左半分を切り欠いた形状を有し、第２接
点部６ａの先端部６ｃは、全幅の右半分を切り欠いた形状を有している。このため、第１
接点部４ａと第２接点部６ａとを上下方向に重ね合わせて配置した場合、先端部４ｃと先
端部６ｃもまた上下方向に重なり合わなくなる。
【００１９】
　また、グランドプレート８の板状部１０ａ側には、コンタクト配列方向の両側面から突
出する突出部８ａが形成されている。また、グランドプレート８のボディ部１０ｂ側には
、ボディ部１０ｂの後端部ｇから突出して回路基板に接続される第３テール部８ｂが備え
られている。また、グランドプレート８の第１テール部４ｂと第２テール部６ｂとが上下
方向に重なり合わない位置には、インサート成形時に金型パーツ６０（図１７参照）が貫
通する開口部８ｃが形成されている。
【００２０】
　図８は実施の形態に係るプラグコネクタを示す斜視図であり、図９、１０は、実施の形
態に係る第２ハウジングを示す図である。図９、１０に示すように、プラグコネクタ２２
は、第２シェル部２６の内部に第３コンタクト３０、第４コンタクト３２、グランド金具
３８、及びこれらを保持する第２ハウジング３４を備えている。なお、第２ハウジング３
４は、絶縁性を有する樹脂部材によって形成され、第３コンタクト３０、第４コンタクト
３２、グランド金具３８、第２シェル部２６は、導電性を有する金属部材によって形成さ
れている。
【００２１】
　図１１は実施の形態に係る第２ハウジング３４を分解した状態を示す図である。図１１
に示すように、第２ハウジング３４は、第３コンタクト３０と第４コンタクト３２がイン
サート成形されたコンタクト保持部４４とコンタクト保持部４４を受け入れる受入部４６
とに分解される。なお、第２ハウジング３４には、グランド金具３８が取り外し可能に組
み付けられている。
【００２２】
　ここで、コンタクト保持部４４は、図１２に示すように、更に上下方向において、第３
コンタクト３０を保持する第３コンタクト保持部５２と、第４コンタクト３２を保持する
第４コンタクト保持部５４とに分割される。これにより、第３コンタクト保持部５２と第
４コンタクト保持部５４とを別々にインサート成形することが可能となり、コンタクト保
持部４４を一体として製造する場合と比較して容易にプラグコネクタ２２を製造すること
ができる。
【００２３】
　なお、第３コンタクト保持部５２の受入部４６側の端部からは、第１コンタクト４と接
触する第３接点部３０ａが露出し、第４コンタクト保持部５４の受入部４６側の端部から
は、第２コンタクト６と接触する第４接点部３２ａが露出している。また、第３接点部３
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０ａと第４接点部３２ａは、それぞれ上下方向に重なり合う位置に配置されている。
【００２４】
　また、受入部４６には、レセプタクルコネクタ２の板状部１０ａを受け入れる受入凹部
４６ａが形成され、受入凹部４６ａの内壁面には、第３接点部３０ａ、及び第４接点部３
２ａが挿入される溝部４６ｂが形成されている。
【００２５】
　また、グランド金具３８は、グランドプレート８と接触する一対のフレーム部３８ａ、
及びフレーム部３８ａの後端部を連結する連結部３８ｂを備えている。このように連結部
３８ｂによりフレーム部３８ａを連結することにより、レセプタクルコネクタ２にプラグ
コネクタ２２を嵌合させた場合にフレーム部３８ａが揺れ動かないようにすることができ
、フレーム部３８ａが第２ハウジング３４に圧入された状態が緩むことを防止することが
できる。また、フレーム部３８ａの先端部には、グランドプレート８の突出部８ａと係合
する爪部３８ｃが形成されている。
【００２６】
　次に、図面を参照して、実施の形態に係るレセプタクルコネクタ２にプラグコネクタ２
２を嵌合させる場合について説明する。まず、図１３に示すように、レセプタクルコネク
タ２とプラグコネクタ２２とが互いに向き合うように配置される。次に、レセプタクルコ
ネクタ２の挿入孔１４にプラグコネクタ２２の第２ハウジング３４が挿入されると、図１
４に示すように、第２ハウジング３４の受入凹部４６ａにレセプタクルコネクタ２の板状
部１０ａが受け入れられる。これにより、第１接点部４ａが第３接点部３０ａと接触し、
第１コンタクト４と第３コンタクト３０とが電気的に接続される。同様に、第２接点部６
ａが第４接点部３２ａと接触し、第２コンタクト６と第４コンタクト３２とが電気的に接
続される。
【００２７】
　また、図１５に示すように、グランド金具３８のフレーム部３８ａがグランドプレート
８の突出部８ａの下面と接触すると共に、爪部３８ｃが突出部８ａと係合する。これによ
り、グランド金具３８とグランドプレート８とが電気的に接続されると同時に、プラグコ
ネクタ２２がレセプタクルコネクタ２に嵌合された状態にロックされ、レセプタクルコネ
クタ２からプラグコネクタ２２が脱抜することが阻止される。なお、グランド金具３８は
、上下の向きを入れ替えてプラグコネクタ２２内に配置されてもよい。この場合、フレー
ム部３８ａがグランドプレート８の突出部８ａの上面と接触する。
【００２８】
　次に、図面を参照して、実施の形態に係るレセプタクルコネクタ２に第１コンタクト４
、第２コンタクト６、及びグランドプレート８をインサート成形する場合について説明す
る。まず、図１５に示すように、第１キャリア４ｘが接続された第１コンタクト４、第２
キャリア６ｘが接続された第２コンタクト６、及び第３キャリア８ｘが接続されたグラン
ドプレート８が配置される。ここで、第１キャリア４ｘ、第２キャリア６ｘ、及び第３キ
ャリア８ｘは、図示しない器具によって押さえ付けられ、第１コンタクト４、第２コンタ
クト６、及びグランドプレート８がそれぞれ所定の位置に保持されている。
【００２９】
　次に、図１７、１８に示すように、金型パーツ６０によって第１コンタクト４、及び第
２コンタクト６が上下方向から押さえつけられる。なお、この状態において、上下の金型
パーツ６０の先端部分６０ａは、グランドプレート８の開口部８ｃ（図１６参照）を貫通
している。
【００３０】
　また、ここでは図示していないが、第１接点部４ａの先端部４ｃ、及び第２接点部６ａ
の先端部６ｃ（図６、７参照参照）もまた、金型部材（図示せず）によって上下方向から
押さえつけられる。これにより、樹脂部材の射出成形時に第１コンタクト４、及び第２コ
ンタクト６が揺れ動かないように固定される。
【００３１】
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　次に、図１９に示すように、金型パーツ６０、及び金型部材によって、第１コンタクト
４、及び第２コンタクト６が固定された状態で樹脂部材が射出成形され、第１ハウジング
１０が形成される。次に、図２０に示すように、金型パーツ６０、金型部材が外された後
、第１キャリア４ｘ、第２キャリア６ｘ、及び第３キャリア８ｘがそれぞれ切除されて、
図３に示す形の第１ハウジング１０が完成する。
【００３２】
　この実施の形態に係る電気コネクタによれば、グランド金具３８の爪部３８ｃをグラン
ドプレート８の突出部８ａと係合させることにより、レセプタクルコネクタ２にプラグコ
ネクタ２２が嵌合された状態にロックすることができる。このため、第１シェル部１２の
外壁面にロック穴を設ける必要がなくなり、第１シェル部１２に防水加工が施しやすくな
る。また、第１シェル部１２の外壁面にロック穴を設ける必要がなくなることにより、第
２シェル部２６にロック穴と係合させるバネ等を設ける必要もなくなるため、電気コネク
タの小型化、薄型化を図ることができる。
【００３３】
　また、第１コンタクト４と第２コンタクト６との間にグランドプレート８を配置するこ
とにより、第１コンタクト４と第２コンタクト６とを確実に遮断することができ、コンタ
クト間のクロストークを低減することができる。従って、コンタクト間のクロストークを
低減しつつ的確に嵌合させることのできる防水性の高い電気コネクタを提供することがで
きる。また、第１コンタクト４と第２コンタクト６との間にグランドプレート８を配置す
ることにより、レセプタクルコネクタ２の強度や高速伝送性能を向上させることができる
。
【００３４】
　また、レセプタクルコネクタ２には、第１接点部４ａと第２接点部６ａが上下対象に配
置され（図６参照）、プラグコネクタ２２には、第３接点部３０ａと第４接点部３２ａが
上下対象に配置されているため（図１２参照）、レセプタクルコネクタ２、プラグコネク
タ２２の何れか一方を上下反転させても接続できるリバーシブルな電気コネクタを提供す
ることができる。なお、この場合において、第１テール部４ｂと第２テール部６ｂ、第１
接点部４ａの先端部６ｃと第２接点部６ａの先端部６ｃは、それぞれ上下方向に重なり合
わないため、樹脂部材の圧入時に金型パーツ６０、金型部材によって、第１コンタクト４
、第２コンタクト６をそれぞれ確実に押え付けることができる（図１７、１８参照）。
【００３５】
　なお、上述の実施の形態においては、レセプタクルコネクタ２、プラグコネクタ２２が
第１シェル部１２、第２シェル部２６を備える場合を例に説明しているが、レセプタクル
コネクタ２、プラグコネクタ２２は必ずしも第１シェル部１２、第２シェル部２６を備え
なくてもよい。
【００３６】
　また、上述の実施の形態においては、必ずしも第１コンタクト４、第２コンタクト６、
及びグランドプレート８の全てが一括してインサート成形される必要はなく、第１コンタ
クト４、第２コンタクト６、及びグランドプレート８の中の少なくとも一つがインサート
成形されていればよい。
【００３７】
　また、上述の実施の形態において、図２１に示すように、グランド金具３８の爪部３８
ｃをコンタクト配列方向に突出させ、グランドプレート８の突出部８ａに爪部３８と係合
する係止部８ｆ、及び爪部３８ｃと接触する接触部ｇを設けてもよい。この場合爪部３８
が接触部ｇに接触、かつ係止部８ｆと係合することにより、レセプタクルコネクタ２から
プラグコネクタ２２が脱抜することが阻止される。また、図２２に示すように、フレーム
部３８ａが突出部８ａの側面と接触するようにしてもよい。
【００３８】
　また、上述の実施の形態において、爪部３８ｃを突出部８ａと係合させず、爪部３８ｃ
と突出部８ａとの間に生じる摩擦力によってレセプタクルコネクタ２からプラグコネクタ
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２２が脱抜することを阻止してもよい。この場合、図２３に示すように、爪部３８ｃを突
出部８ａの下面と接触させてもよく、図２４に示すように、突出部８ａのコンタクト配列
方向側面から爪部３８ｃでグランドプレート８を挟み込んでもよい。また、図２５に示す
ように、グランド金具３８に複数のフレーム部３８ａを備え、上下両面から突出部８ａを
挟み込んでもよい。なお、図２３に示すグランド金具３８は、上下の向きを入れ替えてプ
ラグコネクタ２２内に配置されてもよい。この場合、爪部３８ｃが突出部８ａの上面と接
触する。
【００３９】
　また、上述の実施の形態において、図２６に示すように、第２シェル部２６の外壁面に
、第１シェル部１２の内壁面と接触する可撓性の接触子５５を設けてもよい。これにより
、レセプタクルコネクタ２にプラグコネクタ２２を嵌合させた場合に、第１シェルと第２
シェルとを的確に電気的接続させることができる。
【００４０】
　また、上述の実施の形態において、第１コンタクト４、第２コンタクト６、グランドプ
レート８、及び第１シェル部１２を一括してインサート成形し、レセプタクルコネクタ２
の防水性を向上させてもよい。
【００４１】
　また、上述の実施の形態において、第１シェル部１２の内壁面と第１ハウジング１０の
外壁面との間に防水処理を施してもよい。例えば、第１シェル部１２の内壁面と第１ハウ
ジング１０の外壁面との間にシール剤を充填してもよく、第１ハウジング１０の外壁面に
第１シェルの内壁面と当接するパッキンを備えてもよい。また、第１ハウジング１０と第
１コンタクト４との隙間、及び第１ハウジング１０と第２コンタクト６との隙間、第１ハ
ウジング１０とグランドプレート８との隙間の中の少なくとも一つの隙間にシール剤等の
防水処理を施してもよい。
【００４２】
　また、図２７、２８に示すように、第１シェル部１２の外壁面と第１ハウジング１０の
後端部１０ｇをインサート成形によって樹脂５６で覆い、防水性を向上させるようにして
もよい。
【００４３】
　また、上述の実施の形態において、レセプタクルコネクタ２を携帯電話等の電子機器の
筐体内部に配置し、第１シェル部１２の外壁面に電子機器の筐体の内壁面と接触するパッ
キンを備えてもよい。これにより、電子機器の筐体とレセプタクルコネクタ２との隙間に
防水処理を施すことができる。なお、レセプタクルコネクタ２が第１シェル部１２を備え
ない場合、第１ハウジング１０の外壁面に電子機器の筐体の内壁面と接触するパッキンを
備える。
【００４４】
　また、上述の実施の形態において、図２９に示すように、グランド金具３８の連結部３
８ｂに板状のプレート部３８ｆを設けてもよい。この場合、コンタクト保持部４４（図１
１参照）にプレート部３８ｆを組み付けるとプレート部３８ｆが第３コンタクト３０と第
４コンタクト３２との間に配置される。これにより、第３コンタクト３０と第４コンタク
ト３２とを確実に遮断することができ、プラグコネクタ２２においてもコンタクト間のク
ロストークを低減することができる。
【００４５】
　また、上述の実施の形態において、第１コンタクト４、第２コンタクト６を左または右
にシフト（図７参照）させないように形成し、図３０、３１に示すように、第１コンタク
ト４と第２コンタクト６が上下方向に重ならないように配置してもよい。この場合、図３
２に示すように、第１ハウジング１０を正面から視た場合、中心部Ａの位置を基点として
第１コンタクト４と第２コンタクト６とが回転対象となる。この場合においても、レセプ
タクルコネクタ２、プラグコネクタ２２の何れか一方を上下反転させても接続できるリバ
ーシブルな電気コネクタを提供することができる。
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【符号の説明】
【００４６】
２…レセプタクルコネクタ、４…第１コンタクト、４ａ…第１接点部、４ｂ…第１テール
部、４ｃ…先端部、６…第２コンタクト、６ａ…第２接点部、６ｂ…第２テール部、６ｃ
…先端部、８…グランドプレート、８ａ…突出部、８ｃ…開口部、１０…第１ハウジング
、１０ａ…板状部、１０ｂ…ボディ部、１０ｄ…開口部、１２…第１シェル部、２２…プ
ラグコネクタ、２６…第２シェル部、３０…第３コンタクト、３０ａ…第３接点部、３２
…第４コンタクト、３２ａ…第４接点部、３８…グランド金具、３８ａ…フレーム部、３
８ｂ…連結部、３８ｃ…爪部、３４…第２ハウジング、４４…コンタクト保持部、４６…
受入部、４６ａ…受入凹部、５２…第３コンタクト保持部、５４…第４コンタクト保持部
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