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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】マルチタイプの収容コネクタの構造を提供する
。
【解決手段】主に一つの絶縁座体１００、一つの第一端
子セット２１０、一つの第二端子セット２２０及び一つ
の第三端子セット２３０で構成するマルチタイプの収容
コネクタである。絶縁座体１００より一つの第一舌板１
１０及び一つの第二舌板１２０を延伸し、第一端子セッ
ト２１０を第一舌板１１０に嵌め、第二端子セット２２
０及び第三端子セット２３０を第二舌板１２０に嵌め、
且つ第一端子セット２１０、第二端子セット２２０及び
第三端子セット２３０はそれぞれ異なる形で排列する。
それにより、それぞれ多種の規格のオス端コネクタと相
容れすることができる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　一つの絶縁座体、一つの第一端子セット、一つの第二端子セット及び一つの第三端子セ
ットを含み、
　該絶縁座体より一つの第一舌板及び一つの第二舌板を延伸し、該第一端子セットを該第
一舌板に嵌め、該第二端子セット及び該第三端子セットを該第二舌板に嵌め、且つ該第一
端子セット、該第二端子セット及び該第三端子セットはそれぞれ異なる形で排列するマル
チタイプの収容コネクタの構造。
【請求項２】
　前記該第一舌板及び該第二舌板は同一方向に突出延伸し、互いに間隔を開けて平行に配
置することを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項３】
　更に該絶縁座体に套接し、該第一舌板及び該第二舌板を囲む一つの金属外ケースを含み
、該金属外ケースに一つのドッキング口を形成し、且つ該第一舌板及び該第二舌板は全て
該ドッキング口の方向に向かって延伸することを特徴とする請求項１記載のマルチタイプ
の収容コネクタの構造。
【請求項４】
　前記該金属外ケースに一つの欠け口を設け、且つ該第二舌板と該欠け口は相隣して配置
することを特徴とする請求項３記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項５】
　前記該第一端子セットを露出し、且つ該第一舌板の二面に排列することを特徴とする請
求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項６】
　前記該第一端子セットは十二対の第一端子を含み、且つ各一対の第一端子はそれぞれ相
対して該第一舌板の二面に露出することを特徴とする請求項５記載のマルチタイプの収容
コネクタの構造。
【請求項７】
　前記該第一舌板の外形はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃの規格と相容れ、且つ該複数の第一端子
の排列はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃの規格に合致することを特徴とする請求項６記載のマルチ
タイプの収容コネクタの構造。
【請求項８】
　前記該第二端子セットは、該第二舌板のうちの一面に露出して排列する五つの第二端子
を含むことを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項９】
　前記該複数の第二端子の排列はｌｉｇｈｔｎｉｎｇ規格に合致することを特徴とする請
求項８記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項１０】
　前記該第三端子セットは、該第三舌板のうちの一面に露出して排列する八つの第三端子
を含むことを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項１１】
　前記該第二舌板の外形はｍｉｃｒｏ　ＵＳＢ規格と相容れし、且つ該複数の第三端子の
排列はｍｉｃｒｏ ＵＳＢの規格に合致することを特徴とする請求項１０記載のマルチタ
イプの収容コネクタの構造。
【請求項１２】
　前記該第二端子セット及び該第三端子セットは該第二舌板の同一面に露出して排列する
ことを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
【請求項１３】
　前記該第二舌板は該絶縁座体の一つの根部及び該根部から延伸する一つの端部を含み、
該第二端子セットは該根部に露出し、且つ該第三端子セットは該端部に露出することを特
徴とする請求項１２記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
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【請求項１４】
　前記該端部の幅は該根部の幅より狭いことを特徴とする請求項１３記載のマルチタイプ
の収容コネクタの構造。
【請求項１５】
　前記該第一舌板と該第二舌板との間の距離は、標準のｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇ規格のオス
端コネクタの厚みと相容れることを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネク
タの構造。
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はコネクタの構造に関し、特にダブル舌板を具有するマルチタイプの収容コネク
タの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢは現在広く応用されているモバイル装置の通用接続インターフェイ
スであり、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェイスは、Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢの新世代接続
インターフェイスを取って変わろうとしている。ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇはアップル社の新
世代接続インターフェイスである。前記の三種類の接続インターフェイスはいずれも現在
のモバイル装置であるが、それぞれ互換性がなく、ユーザーはそれに対応するケーブルを
具有しなければ使用できないことを鑑みて、改善する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３０７５１６９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記公知構造の欠点を解決するため、本考案はマルチタイプの収容コネクタの構造を提
供することを主な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の目的を解決するために、本考案はマルチタイプの収容コネクタの構造を提供する
ものである。それに含まれるのは一つの絶縁座体、一つの第一端子セット、一つの第二端
子セット及び一つの第三端子セットである。絶縁座体より一つの第一舌板及び一つの第二
舌板を延伸し、第一端子セットを第一舌板に嵌め、第二端子セット及び第三端子セットを
第二舌板に嵌め、且つ第一端子セット、第二端子セット及び第三端子セットはそれぞれ異
なる形で排列する。
【０００６】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第一舌板及び第二舌板は同一方向に突出延伸し
、互いに間隔を開けて平行に配置する。
【０００７】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタは更に絶縁座体に套接し、第一舌板及び第二舌板
を囲む一つの金属外ケースを含む。金属外ケースに一つのドッキング口を形成し、且つ第
一舌板及び第二舌板は全てドッキング口の方向に向かって延伸する。金属外ケースに一つ
の欠け口を設け、且つ第二舌板と欠け口は相隣して配置する。
【０００８】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第一端子セットを露出し、且つ第一舌板の二面
に排列する。第一端子セットは十二対の第一端子を含み、且つ各一対の第一端子はそれぞ
れ相対して第一舌板の二面に露出する。第一舌板の外形はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃの規格と
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相容れ、且つ第一端子の排列はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃの規格に合致する。
【０００９】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第二端子セットは、第二舌板のうちの一面に露
出して排列する五つの第二端子を含む。第二端子の排列はｌｉｇｈｔｎｉｎｇ規格に合致
する。
【００１０】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第三端子セットは、第二舌板のうちの一面に露
出して排列する八つの第三端子を含む。第二舌板の外形はｍｉｃｒｏ　ＵＳＢ規格と相容
れし、且つ第三端子の排列はｍｉｃｒｏ ＵＳＢの規格に合致する。
【００１１】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第二端子セット及び第三端子セットは第二舌板
の同一面に露出して排列する。第二舌板は絶縁座体の一つの根部及び根部から延伸する一
つの端部を含み、第二端子セットは根部に露出し、且つ第三端子セットは端部に露出する
。端部の幅は根部の幅より狭い。
【００１２】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタの第一舌板と第二舌板との間の距離は、標準のｌ
ｉｇｈｔｅｎｉｎｇ規格のオス端コネクタの厚みと相容れる。
【００１３】
　本考案のマルチタイプの収容コネクタが第一舌板及び第二舌板を具有し、異なる規格の
第一端子セット、第二端子セット及び第三端子セットを配置するためのものである。よっ
て、三種類の異なる規格のコネクタインターフェイス(ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェ
イス、ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇインターフェイス及びＭｉｃｒｏ ＵＳＢインターフェイス)
を同一のコネクタに統合し、各規格のオス端コネクタと接続することができる。
【考案の効果】
【００１４】
　本考案の構造により、三種類の異なる規格のコネクタインターフェイス(ＵＳＢ Ｔｙｐ
ｅ－Ｃインターフェイス、ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇインターフェイス及びＭｉｃｒｏ ＵＳ
Ｂインターフェイス)を同一のコネクタに統合し、各規格のオス端コネクタと接続するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの一つの立体略図である。
【図２】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの別の一つの立体略図である。
【図３】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの横方向断面略図である。
【図４】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの縦方向断面略図である。
【図５】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの一つの使用状態略図である。
【図６】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタの別の使用状態略図である。
【図７】本考案の最良実施例のマルチタイプ収容コネクタのまた別の使用状態略図である
。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
以下、本考案の構造と特徴および効果を、最良実施例と図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【実施例】
【００１７】
　図１から図４に示すのは本考案の最良実施例であり、一種のマルチタイプ収容コネクタ
を提供する。それに含まれるのは一つの絶縁座体１００、一つの第一端子セット２１０、
一つの第二端子セット２２０、一つの第三端子セット２３０及び一つの金属ケース３００
である。第一端子セット２１０、第二端子セット２２０及び第三端子セット２３０はそれ
ぞれ相違する形で排列する。
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【００１８】
　本実施例において、絶縁座体１００の最良はプラスティック製の塊であり、且つ絶縁座
体１００の片側より一つの第一舌板１１０及び一つの第二舌板１２０を延伸する。第一舌
板１１０及び第二舌板１２０の最良は、同じ方向に向けて突出延伸する。また、第一舌板
１１０及び第二舌板１２０は相互に平行して間隔を開けて設置する。第一舌板１１０の外
形はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃの規格と相容れ、また、一般のＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃのオス端コ
ネクタと接続できる。第二舌板１２０は絶縁座体１００の一つの根部１２１及び根部１２
１から延伸する一つの端部１２２を含み、第一舌板１１０及び第二舌板１２０の根部１２
１との間の距離と、一般のlighteningオス端コネクタの厚みと対応し、一般のｍｉｃｒｏ
　ＵＳＢオス端コネクタを挿入できる。また、第二舌板１２０の端部１２２の外形はｍｉ
ｃｒｏ　ＵＳＢ規格と相容れし、一般のｍｉｃｒｏ　ＵＳＢのオス端コネクタと接続でき
る。
【００１９】
　本実施例において、第一端子セット２１０の最良は十二対の第一端子２１１(即ち二十
四個の第一端子２１１)を含み、各第一端子２１１はそれぞれ長い棒状の金属シートであ
る。第一端子セット２１０を第一舌板１１０に嵌め、最良は該複数の第一端子２１１を絶
縁座体１００内に埋設し、各第一端子２１１の一端は絶縁座体１００から延伸して出る。
第一端子２１１の別端は第一舌板１１０の中にまで延伸し、且つこの端は一つの第一接合
部２１２を形成する。各第一接合部２１２は第一舌板１１０の中の一面に露出する。最良
なのは、各一対の第一端子２１１の第一接合部２１２はそれぞれ相対的に第一舌板１１０
の二面に露出する。且つ該複数の第一接合部２１２の排列タイプはＵＳＢ　ｔｙｐｅ－Ｃ
の規格に合致し、且つＵＳＢ　ｔｙｐｅ－Ｃオス端コネクタに接合ドッキングできる。
【００２０】
　本実施例において、第二端子セット２２０の最良は五つの第二端子２２１を含み、各第
二端子２２１はそれぞれ長い棒状の金属シートである。第二端子セット２２０を第二舌板
１２０に嵌め、最良は該複数の第二端子２２１を絶縁座体１００の中に埋設する。各第二
端子２２１の一端は絶縁座体１００から延伸して出る。第二端子２２１の別端は第二舌板
１２０の中にまで延伸し、且つこの端は一つの第二接合部２２２を形成する。各第二接合
部２２２は第二舌板１２０の根部１２１の中の一面に露出し、且つ該複数の第二接合部２
２２の排列タイプはｌｉｇｈｔｎｉｎｇの規格に合致し、且つｌｉｇｈｔｎｉｎｇのオス
端コネクタに接合ドッキングできる。
【００２１】
　本実施例において、第三端子セット２３０の最良は八つの第三端子２３１を含み、各第
三端子２３１はそれぞれ長い棒状の金属シートである。第三端子セット２３０を第二舌板
１２０に嵌め、最良は該複数の第三端子２３１を絶縁座体１００内に埋設し、各第三端子
２３１の一端は絶縁座体１００から延伸して出る。第三端子２３１の別端は第二舌板１２
０の中にまで延伸し、且つこの端は一つの第三接合部２３２を形成する。各第三接合部２
３２は第二舌板１２０の端部１２２の中の一面に露出し、且つ該複数の第三接合部２３２
の排列タイプはｍｉｃｒｏ　ＵＳＢの規格に合致し、且つｍｉｃｒｏ　ＵＳＢオス端コネ
クタに接合ドッキングできる。また該複数の第三接合部２３２は該複数の第二接合部２２
２が第二舌板１２０の同一面に露出することが最良である。
【００２２】
　金属外ケース３００は緊迫して絶縁座体１００に套接し、且つ第一舌板１１０及び第二
舌板１２０を囲む。金属外ケース３００に一つのドッキング口３０１を形成し、且つ第一
舌板１１０及び第二舌板１２０は全てドッキング口３０１の方向に向かって延伸する。金
属外ケース３００に一つの第一部分３１０及び第一部分３１０と互いに接続する一つの第
二部分３２０を形成し、且つ第二部分３２０に一つの欠け口３２１を開設する。第一部分
３１０の内輪郭は一般のＵＳＢ　ｔｙｐｅ－Ｃ規格のオス端コネクタの外輪郭と相容れる
。第一舌板１１０を第一部分３１０内に収納するため、第一部分３１０と第一舌板１１０
との間のスペースは、一般のＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃ規格のオス端コネクタを挿入すること
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ができる。第二部分３２０の内輪郭は一般のｍｉｃｒｏ　ＵＳＢ規格のオス端コネクタの
外輪郭と相容れ、第二舌板１２０を第二部分３２０内に収納し、且つ第二舌板１２０の端
部１２２と欠け口３２１は相隣して配置するため、よって第二部分３２０と第二舌板１２
０との間のスペースは、一般のｍｉｃｒｏ ＵＳＢ規格のオス端コネクタを挿入すること
ができる。
【００２３】
　図５から図７に示すのは、本考案のマルチタイプの収容コネクタに異なる規格の第一プ
ラグ１０、第二プラグ２０及び第三プラグ３０を挿入する。
【００２４】
　図５に示すように、第一プラグ１０は一般のＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃ規格のオス端コネク
タである。第一プラグ１０に一つの第一ドッキング舌板１１を具有する。第一ドッキング
舌板１１は縦方向に沿って一つの第一挿入口１２を開設し、第一挿入口１２の内の二つの
相対する側にそれぞれ十二対の第一ドッキング端子１３を設ける。第一ドッキング舌板１
１に一つの第一外ケース１４を包み、第一外ケース１４の外輪郭はＵＳＢ ｔｙｐｅ－Ｃ
の規格に合致する。
【００２５】
　図２及び図５に示すように、第一プラグ１０が本考案のマルチタイプの収容コネクタと
ドッキングする際、第一ドッキング舌板１１は金属外ケース３００のドッキング口３０１
を通過して、金属外ケース３００の第一部分３１０と第一舌板１１０とのスペースに挿入
し、第一外ケース１４の外表面と第一部分３１０の内表面はしっかり固定する。第一舌板
１１０を第一挿入口１２の中に挿入し、しかも各第一端子２１１の第一接合部２１２はそ
れぞれ接触し、且つ互いに対応する第一ドッキング端子１３と電気接続する。
【００２６】
　図６に示すように、第二プラグ２０は一般のｌｉｇｈｔｎｉｎｇ規格のオス端コネクタ
であり、第二プラグ２０は一つの第二ドッキング舌板２１を具有し、第二ドッキング舌板
２１の二面にそれぞれ相同する八つの第二ドッキング端子２３(合計１６個の第二ドッキ
ング端子２３)を設ける。
【００２７】
　図２及び図６に示すように、第二プラグ２０が本考案のマルチタイプの収容コネクタと
ドッキングする際、第二ドッキング舌板２１は金属外ケース３００のドッキング口３０１
を通過して、第一舌板１１０及び第二舌板１２０の根部１２１の間に挿入する。しかも各
第二端子２２１の第二接合部２２２はそれぞれ接触し、且つ第二ドッキング舌板２１のう
ちの一面にて対応する第二ドッキング端子２３と電気接続する。
【００２８】
　図７に示すように、第三プラグ３０は一般のｍｉｃｒｏ ＵＳＢ規格のオス端コネクタ
であり、第三プラグ３０は一つの第三ドッキング舌板３１を具有する。第三ドッキング舌
板３１の端部１２２はその縦方向に沿って一つの第三挿入口３２を開設し、第三挿入口３
２の内の片側に五つの第三ドッキング端子３３を設ける。第三ドッキング舌板３１に一つ
の第三外ケース３４を覆い、第三外ケース３４の外輪郭はｍｉｃｒｏ　ＵＳＢ規格に合致
する。
【００２９】
　図２及び図７に示すように、第三プラグ３０が本考案のマルチタイプの収容コネクタと
ドッキングする際、第三ドッキング舌板３１は金属外ケース３００のドッキング口３０１
を通過して、金属外ケース３００の第二部分３２０及び第二舌板１２０との間のスペース
に挿入し、金属外ケース３００の第二部分３２０に設ける欠け口３２１は第三外ケース３
２を通過させるためであり、接続に便利である。しかも第三外ケース３４の外表面と第二
部分３２０の内表面はしっかり固定する。第二舌板１２０の端部１２２を第三挿入口３２
の中に挿入し、また各第三端子２３１の第三接合部２３２は互いに対応する第三ドッキン
グ端子３３とそれぞれ接触且つ電気接続する。
【００３０】
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　本考案のマルチタイプの収容コネクタは第一舌板１１０及び第二舌板１２０を具有し、
異なる規格の第一端子セット２１０、第二端子セット２２０及び第三端子セット２３０を
配置するためである。よって、三種類の異なる規格のコネクタインターフェイス(ＵＳＢ 
Ｔｙｐｅ－Ｃインターフェイス、ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇインターフェイス及びＭｉｃｒｏ
 ＵＳＢインターフェイス)を同一のコネクタに統合し、各規格のオス端コネクタと接続す
ることができる。
【００３１】
　以上の実施例による本考案の詳細な説明は本考案の範囲を制限するものではない。本技
術に熟知する者は、固定構造の変更などの適当な変更および調整を行うことができ、これ
らの変更および調整を行っても本考案の重要な意義は失われず、本考案の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００３２】
１０　第一プラグ
１１　第一ドッキング舌板
１２　第一挿入口
１３　第一ドッキング端子
１４　第一外ケース
２０　第二プラグ
２１　第二ドッキング舌板
２３　第二ドッキング端子
３０　第三プラグ
３１　第三ドッキング舌板
３２　第三挿入口
３３　第三ドッキング端子
３４　第三外ケース
１００　絶縁座体
１１０　第一舌板
１２０　第二舌板
１２１　根部
１２２　端部
２１０　第一端子セット
２１１　第一端子
２１２　第一接合部
２２０　第二端子セット
２２１　第二端子
２２２　第二接合部
２３０　第三端子セット
２３１　第三端子
２３２　第三接合部
３００　金屬外ケース
３０１　ドッキング口
３１０　第一部分
３２０　第二部分
３２１　欠け口
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月15日(2017.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　前記該第三端子セットは、該第二舌板のうちの一面に露出して排列する八つの第三端子
を含むことを特徴とする請求項１記載のマルチタイプの収容コネクタの構造。
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