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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取り付け方向からリレーが取り付けられる取付部を有するソケット本体と、
　前記ソケット本体の前記取付部に支持されていると共に、前記取付部の取り付け位置に
取り付けられた前記リレーを保持可能な保持レバーと、
を備え、
　前記保持レバーが、前記ソケット本体の前記取付部から前記取り付け方向とは反対の取
り外し方向に沿って延びる支持部と、前記支持部の前記取り外し方向における前記ソケッ
ト本体から遠い方の端部に設けられかつ前記取り付け位置にある前記リレーの前記取り外
し方向への移動を規制するストッパとを有し、
　前記ストッパが、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部から前記取り外し方
向への移動を規制可能な規制位置と、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部か
ら前記取り外し方向への前記移動の規制を解除する規制解除位置との間を移動可能に前記
支持部に設けられており、
　前記保持レバーが、前記ストッパが前記規制解除位置にあるときに前記取付部の取り付
け位置への前記リレーの取り付けが可能であると共に、前記取り付け位置に取り付けられ
た前記リレーの取り外しが可能な退避位置と、前記取り付け方向から見た平面視において
前記ストッパを前記リレーの重心位置を覆うように位置させて前記ストッパが前記規制位
置にあるときに前記取り付け位置にある前記リレーを保持可能な保持位置との間を移動可
能に前記取付部に支持されている、ソケット。
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【請求項２】
　前記支持部が、前記ソケット本体の前記取付部に支持されていると共に、前記取り付け
方向および前記取り外し方向に対して直交する軸を中心に前記退避位置と前記保持位置と
の間を回動可能に前記ソケット本体に支持された、請求項１に記載のソケット。
【請求項３】
　前記支持部が、前記取付部を挟むように設けられた一対の支持壁であり、
　前記一対の支持壁が、前記取り外し方向における前記ソケット本体に近い方の端部に設
けられかつ前記一対の支持壁の各々を交差する方向に延びかつ前記取り付け方向および前
記取り外し方向に対して直交する軸を有すると共に、前記直交する軸を中心に、前記退避
位置と前記保持位置との間を回動可能に前記取付部に支持されており、
　前記ストッパが、前記取り外し方向における前記ソケット本体から遠い方の端部に設け
られかつ前記一対の支持壁の各々を交差する方向に延びる回動軸を有すると共に、この回
動軸を中心に、前記規制位置と前記規制解除位置との間を回動可能に前記一対の支持壁に
支持されている、請求項１または２に記載のソケット。
【請求項４】
　前記支持部が、前記ストッパを前記取り付け方向および前記取り外し方向に対して直交
する方向に案内する案内部を有し、
　前記ストッパが、前記規制位置と前記規制解除位置との間をスライド移動可能に前記案
内部に支持されている、請求項１に記載のソケット。
【請求項５】
　前記ストッパが、前記取り付け方向に延びる回動軸を有すると共に、この回動軸を中心
に正逆回転させることで、一端が前記規制位置と前記規制解除位置との間を移動するねじ
軸部を有する、請求項１に記載のソケット。
【請求項６】
　前記保持レバーが、前記ストッパを前記規制位置で係止するための係止機構を有する、
請求項１から５のいずれか１つに記載のソケット。
【請求項７】
　前記係止機構が、前記ストッパまたは前記支持部のいずれか一方に設けられた係合突起
部と、前記ストッパまたは前記支持部のいずれか他方に設けられかつ前記係合突起部が係
止可能な係合受部とで構成され、前記係合突起部と前記係合受部とが着脱可能に係止され
ている、請求項６に記載のソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リレーを着脱可能なソケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、リレーの配線は、ソケットを用いて行われる場合がある。このようなソケット
としては、例えば、特許文献１に記載されたものがある。このソケットは、所定の取り付
け方向からリレーが取り付けられる取付部を有して基板に実装可能なソケット本体と、ソ
ケット本体の取付部に支持されて取付部に取り付けたリレーを保持する保持レバーとを備
えている。
【０００３】
　前記ソケットの保持レバーは、細長い直方体のリレーが取り付け可能な取付部をリレー
の幅方向で挟むように配置されかつ相互に対向する突起部が設けられた一対の支持壁と、
一対の支持壁のソケット本体から遠い方の端部に設けられかつ一対の支持壁の間に渡され
た操作部と、一対の支持壁のソケット本体に近い方の端部に設けられかつ一対の支持壁の
間に渡された回動軸と、を有している。そして、この回動軸を中心に、取付部の取り付け
位置に取り付けられたリレーの取り外しが可能な退避位置と、取り付け位置にあるリレー
を保持可能な保持位置との間を回動可能になっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＥＰ１０５２７３１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記ソケットでは、リレーの保持は、一対の支持壁の各々に設けられた突起部か、また
は、操作部からソケット本体に向かって延びるストッパのいずれかにより行われるように
なっている。
【０００６】
　しかし、一対の支持壁の各々に設けられた突起部は小さすぎて、また、操作部に設けら
れたストッパは、取り付け方向から見た平面視において、リレーの長手方向の端部に位置
しているため、リレーを取り付け位置に保持する力が弱い。このため、リレーを取り付け
位置に取り付けた状態のソケットに振動または衝撃などが加わると、リレーが意図せずに
取り付け位置から脱落してしまうおそれがある。
【０００７】
　そこで、本発明は、リレーの意図しない脱落をより確実に防止できるソケットを提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のソケットは、
　取り付け方向からリレーが取り付けられる取付部を有するソケット本体と、
　前記ソケット本体の前記取付部に支持されていると共に、前記取付部の取り付け位置に
取り付けられた前記リレーを保持可能な保持レバーと、
を備え、
　前記保持レバーが、前記ソケット本体の前記取付部から前記取り付け方向とは反対の取
り外し方向に沿って延びる支持部と、前記支持部の前記取り外し方向における前記ソケッ
ト本体から遠い方の端部に設けられかつ前記取り付け位置にある前記リレーの前記取り外
し方向への移動を規制するストッパとを有し、
　前記ストッパが、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部から前記取り外し方
向への移動を規制可能な規制位置と、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部か
ら前記取り外し方向への前記移動の規制を解除する規制解除位置との間を移動可能に前記
支持部に設けられており、
　前記保持レバーが、前記ストッパが前記規制解除位置にあるときに前記取付部の取り付
け位置への前記リレーの取り付けが可能であると共に、前記取り付け位置に取り付けられ
た前記リレーの取り外しが可能な退避位置と、前記取り付け方向から見た平面視において
前記ストッパを前記リレーの重心位置を覆うように位置させて前記ストッパが前記規制位
置にあるときに前記取り付け位置にある前記リレーを保持可能な保持位置との間を移動可
能に前記取付部に支持されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のソケットによれば、リレーを取り外し可能な規制位置とリレーを解除する規制
解除位置との間を移動可能なストッパを有し、取り付け方向から見た平面視において、ス
トッパをリレーの重心位置を覆うように位置させてストッパが規制位置にあるときに取り
付け位置にあるリレーを保持可能な保持レバーを備えている。これにより、リレーの意図
しないソケット本体の取付部からの脱落をより確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態のソケットのリレーをソケット本体に取り付けた状態を示
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す斜視図。
【図２】図１のソケットのリレーをソケット本体から取り外した状態を示す斜視図。
【図３】図１のソケットの保持レバーを示す斜視図。
【図４】図１のソケットの規制位置のストッパを示す斜視図。
【図５】図１のソケットの規制位置から規制解除位置に向かって９０度回転させたストッ
パを示す斜視図。
【図６】図１のソケットからリレーを取り外すときの動作を説明するための図。
【図７】図１のソケットのストッパとリレーとの位置関係を説明するためのリレーの取り
付け方向から見た平面図。
【図８】図６に続く、図１のソケットからリレーを取り外すときの途中の動作を説明する
ための図。
【図９】図８に続く、図１のソケットからリレーを取り外すときの動作を説明するための
図。
【図１０】本発明の第２実施形態のソケットの側面図。
【図１１】本発明の第３実施形態のソケットの側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を添付図面に従って説明する。なお、以下の説明では、必要
に応じて特定の方向あるいは位置を示す用語（例えば、「上」、「下」、「右」、「左」
を含む用語）を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にする
ためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が限定されるものではな
い。また、以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物、あるいは、その
用途を制限することを意図するものではない。さらに、図面は模式的なものであり、各寸
法の比率等は現実のものとは必ずしも合致していない。
【００１２】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態のソケット１００は、絶縁性を有し、図１に示すように、基板に
実装可能な略矩形箱型のソケット本体１０と、このソケット本体１０に回動可能に支持さ
れた保持レバー２０とを備えている。
【００１３】
　このソケット１００は、着脱可能に取り付けられたリレー１の各端子と、電線の導体部
と、基板の電極とを電気的に互いに接続する部材であって、ソケット１００を基板に実装
したのち、ソケット１００のソケット本体１０に対してリレー１のみを着脱可能として、
リレー１の修理または交換をし易くする。
【００１４】
　なお、以下、ソケット本体１０の幅方向をＸ方向とし、ソケット本体１０の長さ方向を
Ｙ方向とし、Ｘ方向およびＹ方向に直交するソケット本体１０の高さ方向をＺ方向とする
。
【００１５】
　リレー１は、一例として、細長い矩形箱型の基板実装用のリレーであり、図１に示すよ
うに、その内部の長手方向の一端部にコイル２を有している。また、このリレー１のＹ方
向下側の面には、図示しない複数の端子が設けられている。なお、リレー１は、図１の上
から下へのＺ１方向でソケット本体１０に取り付けられ、図１の下から上へのＺ２方向で
ソケット本体１０から取り外される。すなわち、ソケット本体１０に対するリレー１の取
り付け方向はＺ１であり、取り外し方向はＺ２である。
【００１６】
　ソケット本体１０は、図２に示すように、そのＺ方向上側の面に、リレー１が取り付け
られる取付部１１を有している。この取付部１１は、Ｘ方向右側およびＺ方向上側が開口
した凹形状を有し、ソケット本体１０が延びる方向（Ｙ方向）に沿って延びている。
【００１７】
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　取付部１１の底面には、ソケット本体１０の長手方向（Ｙ方向）に延びるリレー取付面
１１１と、このリレー取付面１１１が延びる方向に沿ってリレー取付面１１１を挟むよう
に設けられたレバー取付面１１２とが設けられている。レバー取付面１１２は、リレー取
付面１１１よりも低い位置（Ｚ方向上側の開口からの直線距離がリレー取付面１１１より
も遠い位置）に設けられ、かつ、リレー取付面１１１の長手方向の両端の間に位置するよ
うに配置されている。
【００１８】
　リレー取付面１１１には、リレー１の複数の端子３（図９に示す）が差し込まれる複数
の端子孔１２と、後述する保持レバー２０の取外棒体２５が収容される溝部１４とが設け
られている。また、レバー取付面１１２には、保持レバー２０を回動可能に支持するため
の軸部１３が設けられている。
【００１９】
　なお、図１に示すリレー取付面１１１に取り付けられた状態のリレー１の位置をリレー
１の取り付け位置とする。
【００２０】
　各端子孔１２は、例えば、取り付けられるリレー１の種類に応じて配置され、差し込ま
れたリレー１の端子３と電気的に接続可能になっている。軸部１３は、取付部１１の底面
のＹ方向右側の端部に配置され、ソケット本体１０の短手方向（Ｘ方向）に沿って延びて
いる。この軸部１３は、後述する保持レバー２０のレバー軸受孔部２６に挿入され、第１
回動軸部を構成している。この第１回動軸部（軸部１３）の軸心が、リレー１の取り付け
方向Ｚ１および取り外し方向Ｚ２に直交し、保持レバー２０の回動軸Ｘ１（図３に示す）
となっている。溝部１４は、取付部１１の底面の略中央部に配置され、ソケット本体１０
のＸ方向に沿って延びている。
【００２１】
　また、ソケット本体１０の上面の取付部１１の周囲には、電線の導体部が挿入されて固
定される複数の端子接続部１５が設けられている。この端子接続部１５は、取付部１１の
底面の端子孔１２と電気的に接続されている。
【００２２】
　保持レバー２０は、図３に示すように、取付部１１を挟むようにＸ方向に間隔を空けて
設けられた支持部の一例の一対の支持壁２１と、この一対の支持壁２１のリレー１の取り
外し方向Ｚ２におけるソケット本体１０から遠い方（Ｚ方向上側）の端部に設けられたス
トッパ３０とを有している。一対の支持壁２１の各々は、後述するレバー軸受孔部２６の
軸心を中心とする扇状を有している。また、ストッパ３０は、一対の支持壁２１に所定の
角度範囲（例えば９０度）内で回動可能に支持されている。
【００２３】
　一対の支持壁２１のＺ方向上側の端部には、一対の支持壁２１を連結する連結壁部２２
と、後述するストッパ３０の軸部３３が挿入されたストッパ軸受孔部２３とが設けられて
いる。連結壁部２２は、一対の支持壁２１の上端のＹ方向右側の面に設けられ、ストッパ
３０の回動範囲を定めている。また、この連結壁部２２には、後述するストッパ３０の第
２の係合突起部３５が抜け出し可能に係合する第２の係合受部２７が設けられている。
【００２４】
　また、一対の支持壁２１のストッパ軸受孔部２３のＺ方向の下部には、後述するストッ
パ３０の第１の係合突起部３４が抜け出し可能に係合する第１の係合受部２４がそれぞれ
設けられている。
【００２５】
　一対の支持壁２１のリレー１の取り外し方向Ｚ２におけるソケット本体１０に近い方の
端部（Ｚ方向の下端部）のＹ方向左側には、一対の支持壁２１の間をＸ方向に沿って渡さ
れている取外棒体２５が設けられている。すなわち、取外棒体２５は、その軸心Ｘ２が、
保持レバー２０の回動軸Ｘ１と略平行に配置されている。また、一対の支持壁２１のＺ方
向の下端部のＹ方向右側には、それぞれレバー軸受孔部２６が設けられ、各レバー軸受孔
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部２６に、ソケット本体１０の取付部１１の軸部１３が挿入されている。これにより、保
持レバー２０がソケット本体１０の取付部１１に回動可能に支持されている。
【００２６】
　すなわち、保持レバー２０は、軸部１３の軸心である回動軸Ｘ１を中心に、取り付け位
置に取り付けられたリレー１の取り外しが可能な退避位置II（図８参照）と、取り付け位
置にあるリレー１を保持可能な図１および図６に示す保持位置Ｉとの間を回動可能になっ
ている。
【００２７】
　ストッパ３０は、図４に示すように、矩形板状の本体部３１と、この本体部３１に設け
られた操作部３２とで構成されている。このストッパ３０は、取り付け方向Ｚ１から見た
平面視において、保持レバー２０が保持位置Ｉに位置しているときにリレー１の重心位置
Ｐ（図７に示す）を覆うように配置されている。また、ストッパ３０は、保持レバー２０
が退避位置IIに位置しているときにリレー１の取り付けまたは取り外しを妨げないように
配置されている。
【００２８】
　本体部３１は、厚肉の板状部材で大略構成され、両側面（図４におけるＸ方向の面）の
一端部（図４のＺ方向上側の端部）からそれぞれ突出する略円柱状の軸部３３を有してい
る。各軸部３３は、ソケット本体１０の取付部１１の軸部１３、および、一対の支持壁２
１の取外棒体２５と略平行に延びている。また、各軸部３３は、一対の支持壁２１のスト
ッパ軸受孔部２３に挿入され、これにより、ストッパ３０が一対の支持壁２１に回動可能
に支持されている。すなわち、軸部３３は、第２回動軸部を構成し、この第２回動軸部の
軸心がストッパ３０の回動軸Ｘ３（図３に示す）となっている。
【００２９】
　すなわち、ストッパ３０は、軸部３３の軸心である回動軸Ｘ３を中心に、リレー１の取
付部１１から取り外し方向Ｚ２への移動を規制可能な図４に示す規制位置IIIと、リレー
１の取付部１１から取り外し方向Ｚ２への移動の規制を解除可能な規制解除位置IV（図８
参照）との間を回動可能になっている。
【００３０】
　なお、規制解除位置は、規制位置IIIのストッパ３０を１８０度回転させた位置であり
、規制位置IIIのストッパ３０の本体部３１と規制解除位置IVのストッパ３０の本体部３
１とは、ストッパ３０の回動軸Ｘ３に直交する同一直線上に位置するようになっている。
【００３１】
　また、本体部３１の両側面の他端部（図４のＺ方向下側の端部）には、第１の係合突起
部３４が設けられている。この第１の係合突起部３４と、一対の支持壁２１の係合受部２
４とは、スナップフィットにより係止（着脱可能に保持）可能になっており、ストッパ３
０を規制位置IIIで係止すると共に、ストッパ３０の規制位置IIIでの係止を解除するため
の第１の係止機構を構成している。
【００３２】
　本体部３１の軸部３３が設けられている側の端面の中央部には、図４に示すように、平
面部３１１が設けられており、この平面部３１１の長手方向（図４のＸ方向）の両端には
、軸部３３の形状に沿って湾曲する湾曲部３１２が設けられている。平面部３１１には、
ストッパ３０を規制位置IIIから規制解除位置IVに移動させるための回動方向を示す矢印
３１３が設けられている。
【００３３】
　本体部３１の係合突起部３４が設けられている側の端面の中央部には、図５に示すよう
に、平面部３１４が設けられおり、この平面部３１４の長手方向（図５のＸ方向）の両端
には、規制解除位置IVにおいて平面部３１４よりもＹ方向に向かって突出した一対の規制
平面部３１５が設けられている。平面部３１４には、ストッパ３０を規制解除位置IVから
規制位置IIIに移動させるための回動方向を示す矢印３１６が設けられている。
【００３４】
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　また、一対の規制平面部３１５は、保持レバー２０が保持位置Ｉにあり、ストッパ３０
が規制位置IIIにあるときに、リレー１の幅方向（Ｘ方向）の両端部付近に接触して、リ
レー１の取り外し方向Ｚ２への移動を規制するようになっている。このように、一対の規
制平面部３１５を設けることで、リレー１の取り外し方向Ｚ２への移動をバランスよく規
制できる。
【００３５】
　操作部３２は、本体部３１の一方の板面（図４のＹ方向左側の面）に突出して設けられ
、軸部３３と第１の係合突起部３４との間に配置されている。この操作部３２は、軸部３
３が延びる方向と平行に延びている。
【００３６】
　また、本体部３１の操作部３２が設けられている板面の平面部３１１と操作部３２との
間には、第２の係合突起部３５が設けられている。この第２の係合突起部３５と、一対の
支持壁２１の連結壁部２２の係合受部２７とは、スナップフィットにより係止可能になっ
ており、ストッパ３０を規制解除位置IVで係止すると共に、ストッパ３０の規制解除位置
IVでの係止を解除するための第２の係止機構を構成している。
【００３７】
　次に、図６～図９を参照して、ソケット１００に取り付けたリレー１を取り外すときの
動作を説明する。
【００３８】
　図８の状態でリレー１を取り付け方向Ｚ１に降下させて、取外棒体２５を押し下げると
共に保持レバー２０を軸部１３周りに退避位置IIから保持位置Ｉまで回動させることによ
り、図６に示すように、ソケット本体１０の取付部１１にリレー１が取り付けられる。そ
の後、ストッパ３０を規制解除位置IVから規制位置IIIまで、軸部３３周りに回動させる
。
【００３９】
　このとき、ストッパ３０の一対の規制平面部３１５が、リレー１の上面の幅方向の両端
部に接触すると共に、図７に示すように、リレー１に取り付け方向Ｚ１から見た平面視に
おいて、ストッパ３０の一対の規制平面部３１５の中間の平面部３１４が、リレー１の重
心位置Ｐを覆っている。
【００４０】
　また、保持レバー２０が保持位置Ｉに位置しているとき、一対の支持壁２１のソケット
本体１０の取付部１１のレバー取付面１１２に対向する面２１１が、レバー取付面１１２
に接触し、取外棒体２５が、取り付け位置にあるリレー１とソケット本体１０の取付部１
１のレバー取付面１１２との間に位置している。
【００４１】
　まず、図８に示すように、ストッパ３０の操作部３２を指で摘まんで操作することによ
り、第１の係止機構により規制位置IIIで係止されているストッパ３０を矢印３１３の方
向Ａに回動させて、規制位置IIIから規制解除位置IVに移動させる。このとき、ストッパ
３０の操作部３２が一対の支持壁２１の連結壁部２２に接触して、矢印３１３の方向Ａへ
のストッパ３０の回動が規制されると共に、第２の係止機構によりストッパ３０が規制解
除位置IVで係止される。
【００４２】
　ストッパ３０が規制解除位置IVに移動して、第２の係止機構により規制解除位置IVで係
止された後、図９に示すように、保持レバー２０を矢印３１３の方向Ａに回動させて、保
持位置Ｉから退避位置IIに移動させる。このとき、リレー１の下面とソケット本体１０の
取付部１１との間に位置している取外棒体２５が、保持レバー２０の回動と共にリレー１
を取り外し方向Ｚ２に押圧して、移動させる。これにより、リレー１の端子３が端子孔１
２から引き抜かれ、リレー１がソケット本体１０の取付部１１から取り外される。
【００４３】
　また、保持レバー２０が退避位置に位置しているとき、一対の支持壁２１のソケット本
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体１０の取付部１１のレバー取付面１１２に対向する面２１１と、レバー取付面１１２と
の間に隙間Ｓが形成されている。
【００４４】
　従来のリレーを着脱可能なソケットでは、取り付け方向から見た平面視において、スト
ッパが、リレーの重心位置から離れた端部に位置しているため、リレーを取り付け位置に
保持する力が弱く、従来のソケットに振動または衝撃などが加わると、リレーが意図せず
に取り付け位置から脱落してしまうおそれがあった。
【００４５】
　第１実施形態のソケット１００では、リレー１を取り外し可能な規制位置IIIとリレー
を解除する規制解除位置IVとの間を移動可能なストッパ３０を有し、取り付け方向Ｚ１か
ら見た平面視において、ストッパ３０をリレー１の重心位置Ｐを覆うように位置させてス
トッパ３０が規制位置IIIにあるときに取り付け位置にあるリレー１を保持可能な保持レ
バー２０を備えている。これにより、リレー１を取り付け位置に保持する力を高めて、リ
レー１の意図しないソケット本体１０の取付部からの脱落を防止できる。
【００４６】
　また、保持レバー２０が、ソケット本体１０の取付部１１に支持されていると共に、取
り付け方向Ｚ１および取り外し方向Ｚ２に対して直交する回動軸を中心に退避位置と保持
位置との間を回動可能である。また、ストッパ３０が、保持レバー２０が保持位置にある
ときに、取り付け位置にあるリレー１の取付部１１から取り外し方向Ｚ２への移動を規制
可能な規制位置と、取り付け位置にあるリレー１の取付部１１から取り外し方向Ｚ２への
移動の規制を解除可能な規制解除位置との間を移動可能である。これにより、リレー１を
ソケット本体１０の取付部１１に容易に取り付けることができ、取り付け位置にあるリレ
ー１をソケット本体１０の取付部１１からの容易に取り外すことができる。
【００４７】
　また、保持レバー２０が、ストッパ３０を規制位置でロックするための第１のロック機
構を有している。これにより、リレー１の意図しないソケット本体１０の取付部からの脱
落をより確実に防止できる。
【００４８】
　また、第１のロック機構が、ストッパ３０に設けられた第１の係合突起部３４と、一対
の支持壁２１に設けられた係合受部２４とで構成され、第１の係合突起部３４と係合受部
２４とがスナップフィットにより係止されている。これにより、ストッパ３０が規制位置
IIIに位置していることが認識し易くなり、操作性が向上する。
【００４９】
　また、支持部として、取付部１１を挟むように設けられた一対の支持壁２１を用いると
共に、一対の支持壁２１が、軸部１３を中心に、退避位置と保持位置との間を回動可能で
あり、ストッパ３０が、軸部３３を中心に、規制位置と規制解除位置との間を回動可能で
ある。これにより、リレー１をソケット本体１０に対して着脱するための保持レバー２０
の操作範囲を低減することができる。
【００５０】
　また、一対の支持壁２１が、一対の支持壁２１の間に渡され、保持レバー２０が保持位
置にあるときに取り付け位置にあるリレー１とソケット本体１０との間に位置する取外棒
体２５を有している。これにより、取り付け位置にあるリレー１をソケット本体１０の取
付部１１から容易に取り外すことができる。
【００５１】
　なお、ストッパ３０は、取り付け方向Ｚ１から見た平面視において、保持レバー２０が
保持位置に位置し、かつ、ストッパ３０が規制位置に位置しているときに、本体部３１の
係合突起部３４が設けられている側の端面が、リレー１の重心位置Ｐを覆うように配置さ
れていればよい。すなわち、取り付け方向Ｚ１から見た平面視において、ストッパ３０の
平面部３１４がリレー１の重心位置Ｐを覆う場合に限らず、規制平面部３１５がリレー１
の重心位置Ｐを覆うように、ストッパ３０を設けてもよい。
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【００５２】
　ところで、リレー１の重心位置Ｐは、リレー１の種類等により異なるが、内部にコイル
２を有するリレー１の場合、その重心Ｐはリレー１の長手方向の中央部よりもコイル２側
に偏る。また、内部にコイル２を有するリレー１から突出する端子は、コイル２が配置さ
れている部分よりもコイル２が配置されていない部分の方が多くなる。一般に、端子の数
が少ない部分の方が、端子の数が多い部分よりも、端子が抜けやすい傾向がある。このた
め、内部にコイル２を有するリレー１の場合、ストッパ３０が、リレー１から突出する端
子が少ない部分に位置するように構成することで、リレー１の意図しないソケット本体１
０の取付部からの脱落を防止できる。
【００５３】
　第１実施形態では、保持レバー２０は、ソケット本体１０の取付部１１に回動可能に支
持されているが、これに限らない。保持レバーは、退避位置と保持位置との間を移動でき
るものであればよく、例えば、退避位置と保持位置との間をソケット本体の長手方向に沿
ってスライド移動するように構成してもよい。
【００５４】
　また、支持部として、一対の支持壁２１を用いているが、これに限らない。支持部は、
取付部からリレーの取り外し方向に沿って延び、ストッパを支持できるものであればよく
、例えば、１または３以上の支持壁で構成されていてもよいし、１以上の棒体で構成され
ていてもよい。
【００５５】
　また、ストッパ３０は、一対の規制平面部３１５が、保持レバー２０が保持位置Ｉにあ
り、ストッパ３０が規制位置IIIにあるときに、リレー１の幅方向（Ｘ方向）の両端部付
近に接触して、リレー１の取り外し方向Ｚ２への移動を規制するようになっているが、こ
れに限らない。ストッパは、一対の規制平面部によって、リレーの取り外し方向への移動
を規制して、リレーの端子と端子孔との電気的接続を維持できればよく、例えば、一対の
規制平面部とリレーとが接触しないようにしてもよい。
【００５６】
　また、ストッパ３０の一対の規制平面部３１５は、リレー１の幅方向の両端部付近に接
触するように設けられているが、これに限らない。例えば、リレーの幅方向の中央部付近
のみに接触するようにしてもよいし、本体部の係合突起部が設けられている側の端面全体
を規制平面部としてもよい。
【００５７】
　取外棒体２５は、１つに限らず、複数設けてもよい。また、取外棒体２５は、その軸心
Ｘ２が、保持レバー２０の回動軸Ｘ１に対して平行に配置されている場合に限らない。取
外棒体は、保持レバーの保持位置から退避位置への移動と共にリレーを取り付け位置から
取り外し方向に移動させることができれば、任意に配置できる。
【００５８】
　可能であれば、保持レバーの一対の支持壁に保持レバーの回動軸となる軸部を設け、ソ
ケット本体のリレー取付面にリレー軸受孔部を設けてもよい。同様に、保持レバーの一対
の支持壁にストッパの回動軸となる軸部を設け、ストッパにストッパ軸受孔部を設けても
よい。
【００５９】
　また、ストッパ３０を規制位置および規制解除位置でロックするためのロック機構、お
よび、一対の支持壁２１の取外棒体２５は、省略することができる。
【００６０】
　（第２実施形態）
　図１０に示すように、第２実施形態のソケット２００は、規制位置IIIと規制解除位置I
Vとの間をスライド移動可能なストッパ１３０を有している点で、第１実施形態のソケッ
ト１００とは異なっている。
【００６１】
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　なお、この第２実施形態では、第１実施形態と同一部分に同一参照番号を付して説明を
省略する。
【００６２】
　ストッパ１３０は、一対の支持壁２１の対向する内面に設けられ、かつ、ストッパ１３
０をＹ方向に案内する案内部の一例のガイド溝１３１に支持され、規制位置IIIと規制解
除位置IVとの間をスライド移動可能になっている。
【００６３】
　このように、ストッパは、規制位置と規制解除位置との間を回動する場合に限らず、規
制位置と規制解除位置との間をスライド移動するように設けてもよい。これにより、用途
等に合わせたソケットの設計が可能なり、ソケットの設計の自由度を広げることができる
。
【００６４】
　（第３実施形態）
　図１１に示すように、第３実施形態のソケット３００は、規制位置IIIと規制解除位置I
Vとの間を回動により移動可能なストッパ２３０を有している点で、第１実施形態のソケ
ット１００とは異なっている。
【００６５】
　なお、この第３実施形態では、第１実施形態と同一部分に同一参照番号を付して説明を
省略する。
【００６６】
　ストッパ２３０は、リレー１の取り付け方向Ｚ１から見た平面視において、リレー１の
重心位置Ｐを覆うと共にＺ方向に沿って延びるねじ軸部２３１と、このねじ軸部２３１の
Ｚ方向の上端に設けられたねじ頭部２３２とで構成されている。このストッパ２３０は、
ねじ頭部２３２を指で摘まんで操作して、ねじ軸部２３１をリレー１の取り付け方向Ｚ１
に延びる回動軸Ｘ４を中心に正逆回転させることで、先端２３３が規制位置IIIと規制解
除位置VIとの間を移動するようになっている。
【００６７】
　このように、ストッパは、一対の支持壁の間に渡された回動軸部を中心に、規制位置と
規制解除位置との間を回動する場合に限らず、リレーの取り付け方向に延びる回動軸を中
心に、規制位置と規制解除位置との間を回動するように設けてもよい。これにより、用途
等に合わせたソケットの設計が可能なり、ソケットの設計の自由度を広げることができる
。
【００６８】
　なお、ねじ軸部２３１の先端に、このねじ軸部２３１の径よりも大きい径を有する鍔部
を設けてもよい。
【００６９】
　前記実施形態で述べた構成要素は、適宜、組み合わせてもよく、また、適宜、選択、置
換、あるいは、削除してもよいことは、勿論である。
【００７０】
　本発明のソケットは、
　取り付け方向からリレーが取り付けられる取付部を有するソケット本体と、
　前記ソケット本体の前記取付部に支持されていると共に、前記取付部の取り付け位置に
取り付けられた前記リレーを保持可能な保持レバーと、
を備え、
　前記保持レバーが、前記ソケット本体の前記取付部から前記取り付け方向とは反対の取
り外し方向に沿って延びる支持部と、前記支持部の前記取り外し方向における前記ソケッ
ト本体から遠い方の端部に設けられかつ前記取り付け位置にある前記リレーの前記取り外
し方向への移動を規制するストッパとを有し、
　前記ストッパが、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部から前記取り外し方
向への移動を規制可能な規制位置と、前記取り付け位置にある前記リレーの前記取付部か
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ら前記取り外し方向への前記移動の規制を解除する規制解除位置との間を移動可能に前記
支持部に設けられており、
　前記保持レバーが、前記ストッパが前記規制解除位置にあるときに前記取付部の取り付
け位置への前記リレーの取り付けが可能であると共に、前記取り付け位置に取り付けられ
た前記リレーの取り外しが可能な退避位置と、前記取り付け方向から見た平面視において
前記ストッパを前記リレーの重心位置を覆うように位置させて前記ストッパが前記規制位
置にあるときに前記取り付け位置にある前記リレーを保持可能な保持位置との間を移動可
能に前記取付部に支持されている。
【００７１】
　本発明のソケットによれば、リレーを取り外し可能な規制位置とリレーを解除する規制
解除位置との間を移動可能なストッパを有し、取り付け方向から見た平面視において、ス
トッパをリレーの重心位置を覆うように位置させてストッパが規制位置にあるときに取り
付け位置にあるリレーを保持可能な保持レバーを備えている。これにより、リレーを取り
付け位置に保持する力を高めて、リレーの意図しないソケット本体の取付部からの脱落を
防止できる。
【００７２】
　一実施形態のソケットでは、
　前記支持部が、前記ソケット本体の前記取付部に支持されていると共に、前記取り付け
方向および前記取り外し方向に対して直交する軸を中心に前記退避位置と前記保持位置と
の間を回動可能に前記ソケット本体に支持されている。
【００７３】
　前記実施形態によれば、リレーをソケット本体の取付部に容易に取り付けることができ
、取り付け位置にあるリレーをソケット本体の取付部からの容易に取り外すことができる
。
【００７４】
　一実施形態のソケットでは、
　前記支持部が、前記取付部を挟むように設けられた一対の支持壁であり、
　前記一対の支持壁が、前記取り外し方向における前記ソケット本体に近い方の端部に設
けられかつ前記一対の支持壁の各々を交差する方向に延びる前記直交する軸を有すると共
に、前記直交する軸を中心に、前記退避位置と前記保持位置との間を回動可能に前記取付
部に支持されており、
　前記ストッパが、前記取り外し方向における前記ソケット本体から遠い方の端部に設け
られかつ前記一対の支持壁の各々を交差する方向に延びる回動軸を有すると共に、この回
動軸を中心に、前記規制位置と前記規制解除位置との間を回動可能に前記一対の支持壁に
支持されている。
【００７５】
　前記実施形態によれば、リレーをソケット本体に対して着脱するための保持レバーの操
作範囲を低減することができる。
【００７６】
　一実施形態のソケットでは、
　前記支持部が、前記ストッパを前記取り付け方向および前記取り外し方向に対して直交
する方向に案内する案内部を有し、
　前記ストッパが、前記規制位置と前記規制解除位置との間をスライド移動可能に前記案
内部に支持されている。
【００７７】
　前記実施形態によれば、用途等に合わせたソケットの設計が可能なり、ソケットの設計
の自由度を広げることができる。
【００７８】
　一実施形態のソケットでは、
　前記ストッパが、前記取り付け方向に延びる回動軸を有すると共に、この回動軸を中心
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に正逆回転させることで、一端が前記規制位置と前記規制解除位置との間を移動するねじ
軸部を有する。
【００７９】
　前記実施形態によれば、用途等に合わせたソケットの設計が可能なり、ソケットの設計
の自由度を広げることができる。
【００８０】
　一実施形態のソケットでは、
　前記保持レバーが、前記ストッパを前記規制位置で係止するための係止機構を有する。
【００８１】
　前記実施形態によれば、リレーの意図しないソケット本体の取付部からの脱落をより確
実に防止できる。
【００８２】
　一実施形態のソケットでは、
　前記係止機構が、前記ストッパまたは前記支持部のいずれか一方に設けられた係合突起
部と、前記ストッパまたは前記支持部のいずれか他方に設けられた前記係合突起部が係止
可能な係合受部とで構成され、前記係合突起部と前記係合受部とが着脱可能に係止されて
いる。
【００８３】
　前記実施形態によれば、ストッパが規制位置に位置していることが認識し易くなり、操
作性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明のソケットは、例えば、基板実装用のリレーの基板に対する配線に用いるソケッ
トに適用できる。
【符号の説明】
【００８５】
１　リレー
２　コイル
３　端子
１０　ソケット本体
１１　取付部
１１１　リレー取付面
１１２　レバー取付面
１２　端子孔
１３　軸部
１４　溝部
１５　端子接続部
２０　保持レバー
２１　支持壁
２１１　レバー取付面に対向する面
２２　連結壁部
２３　ストッパ軸受孔部
２４　第１の係合受部
２５　取外棒体
２６　レバー軸受孔部
２７　第２の係合受部
３０，１３０，２３０　ストッパ
３１　本体部
３１１　平面部
３１２　湾曲部
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３１３　矢印
３１４　平面部
３１５　規制平面部
３１６　矢印
３２　操作部
３３　軸部
３４　第１の係合突起部
３５　第２の係合突起部
２３１　ねじ軸部
２３２　ねじ頭部
１００，２００，３００　ソケット
Ａ　回動方向
Ｘ１　保持レバーの回動軸
Ｘ２　取外棒体の軸心
Ｘ３　ストッパの回動軸
Ｚ１　取り付け方向
Ｚ２　取り外し方向
Ｉ　保持位置
II　退避位置
III　規制位置
IV　規制解除位置

【図１】 【図２】
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