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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングに、コイルスプリングで付勢されたコンタクトを進退自在に設けるとともに
、このコンタクトと電気的に接続したターミナルを固定的に設けたスプリングコネクタに
おいて、前記コンタクトは、細長い導電性金属板のＵ字形の折り曲げにより加工し、この
コンタクトにおける他の機器と電気的に接触する天板部の裏面に、前記コイルスプリング
の外れ防止用係止突部を、コイルスプリングの内径より小さい幅で、折り曲げ加工により
一体に設けたことを特徴とするスプリングコネクタ。
【請求項２】
　コイルスプリングの外れ防止用係止突部は、少なくともコイルスプリングの端部の水平
な座巻き部に係合する長さとしたことを特徴とする請求項１記載のスプリングコネクタ。
【請求項３】
前記コンタクトにおける他の機器と電気的に接触する天板部の幅をコイルスプリングの内
径より小さくしたことを特徴とする請求項１又は２記載のスプリングコネクタ。
【請求項４】
　コンタクトにおける天板部の他の機器と電気的に接触する面を上向きに湾曲させること
により膨出した接触部を一体に設けたことを特徴とする請求項１，２又は３記載のスプリ
ングコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、主として携帯電話機その他の小型電子機器におけるバッテリのコネクタとし
て使用され、ポゴピン、スプリングプローブなどとも呼ばれるスプリングコネクタに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来のスプリングコネクタは、円筒管からなる円筒状外ピンの中に、コイルス
プリングにより付勢された無垢の丸棒からなる円柱状内ピンを進退自在に嵌合し、この円
柱状内ピンの先端部を円筒状外ピンから突出させ、この突出端部をバッテリの端子に圧接
して電気的に接続するものである。
　このようなスプリングコネクタは、金属の円柱状内ピンと円筒状外ピンにハウジングへ
の係止突起部、端子部、円筒状外ピンと円柱状内ピンの相互の係合部などを形成するため
に、切断加工、絞り加工などを旋盤やプレス機により面倒な加工を行わなければならず、
コスト高になるという問題があった。
【０００３】
　金属の無垢の丸棒や円筒管の切断加工、絞り加工などにより形成されたものに代えて、
図７及び図８に示すような一枚の導電性金属板を型抜きし、折り曲げ加工して外ピンと内
ピンを角筒状に形成したものが知られている（特許文献１）。
　これらの図において、従来のスプリングコネクタ１０は、角筒状外ピン１１と角筒状内
ピン１２とコイルスプリング１３とからなる。
　前記角筒状外ピン１１は、一枚の導電性金属板を背板部１１ａ、側板部１１ｂ、前板部
１１ｃ、切り欠き１１ｄ、係止片部１１ｅ、底板部１１ｆ、端子部１１ｇとなるように型
抜きし、折れ線の箇所を折り曲げ加工して角筒状に形成したものである。この角筒状外ピ
ン１１における上半分の前板部１１ｃは、１／２の幅のものを左右から突き合わせること
により、切り欠き１１ｄ部分がガイド溝１９を構成している。また、左右の係止片部１１
ｅを外側に折り曲げて係止片２３を構成し、左右の底板部１１ｆを折り曲げて底板を構成
し、この底板から端子部１１ｇを下向きに折り曲げて端子片２０を構成している。
【０００４】
　前記角筒状内ピン１２は、一枚の導電性金属板を背板部１２ａ、側板部１２ｂ、前板部
１２ｃ、ガイド片部１２ｄ、接触片部１２ｅとなるように型抜きし、折れ線の箇所を折り
曲げ加工して前記角筒状外ピン１１内に遊嵌するように角筒状に形成したものである。こ
の角筒状内ピン１２における下方部のガイド片部１２ｄは、外向きに突出するように左右
から突き合わせることにより、前記ガイド溝１９に係合しつつ進退するガイド突片２１を
構成している。また、上端の接触片部１２ｅを弧状に折り曲げて前板部１２ｃに係止する
ことにより接触部２２を構成している。
【０００５】
　以上のように構成された角筒状外ピン１１と角筒状内ピン１２の中にコイルスプリング
１３を収容し、図７に示すように、ハウジング１４と回路基板１５の間に、上ホルダー１
６と下ホルダー１７で垂直に保持する。すると、角筒状外ピン１１の端子片２０が回路基
板１５に電気的に接続され、角筒状外ピン１１の係止片２３は、下ホルダー１７と上ホル
ダー１６に挟まれて固定される。角筒状内ピン１２は、そのガイド突片２１が角筒状外ピ
ン１１のガイド溝１９にガイドされてコイルスプリング１３により上端部の接触部２２が
角筒状外ピン１１から突出している。
　このような構成において、電池パック１８等の他の機器の端子部を角筒状内ピン１２の
接触部２２に接触させて押し込むと、コイルスプリング１３に抗して角筒状内ピン１２が
押し下げられ、角筒状内ピン１２、角筒状外ピン１１、端子片２０を経て回路基板１５に
電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】ＷＯ２００５／１１２２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のスプリングコネクタ１０には、次のような問題があった。
（１）角筒状外ピン１１と角筒状内ピン１２は、一枚の導電性金属板の打ち抜きと折り曲
げ加工であるから加工が簡単であるという効果と、角筒状内ピン１２の内部にコイルスプ
リング１３を収容するので、全体の高さも低くできるという効果を有する。
　しかし、角筒状内ピン１２の内部にコイルスプリング１３が収容され、この角筒状内ピ
ン１２を角筒状外ピン１１に進退自在に嵌合するものであるから、角筒状内ピン１２の内
部の縦横の寸法がコイルスプリング１３の直径より大きいこと、角筒状外ピン１１は、角
筒状内ピン１２を遊嵌するものであるから、角筒状外ピン１１の内部の縦横の寸法が角筒
状内ピン１２の縦横の寸法よりさらに大きいことが必要となり、スプリングコネクタ１０
全体の形状の小型化に限度があった。
（２）角筒状外ピン１１と角筒状内ピン１２は、それぞれ背板部、側板部、前板部その他
の複雑な形状に打ち抜き、折り曲げ加工していたので、やはり依然として加工性に問題が
あった。
【０００８】
　本発明の目的は、コンタクトのハウジングからの突出部分をコイルスプリングの直径よ
りも小さくでき、かつ、コイルスプリングがコンタクトから外れて飛び出さないようにす
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による請求項１記載のスプリングコネクタは、ハウジングに、コイルスプリング
で付勢されたコンタクトを進退自在に設けるとともに、このコンタクトと電気的に接続し
たターミナルを固定的に設けたスプリングコネクタにおいて、前記コンタクトは、細長い
導電性金属板のＵ字形の折り曲げにより加工し、このコンタクトにおける他の機器と電気
的に接触する天板部の裏面に、前記コイルスプリングの外れ防止用係止突部を、コイルス
プリングの内径より小さい幅で、折り曲げ加工により一体に設けたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による請求項２記載のスプリングコネクタは、コイルスプリングの外れ防止用係
止突部は、少なくともコイルスプリングの端部の水平な座巻き部に係合する長さとしたこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明による請求項３記載のスプリングコネクタは、前記コンタクトにおける他の機器
と電気的に接触する天板部の幅をコイルスプリングの内径より小さくしたことを特徴とす
る。
【００１３】
　本発明による請求項４記載のスプリングコネクタは、コンタクトにおける天板部の他の
機器と電気的に接触する面を上向きに湾曲させることにより膨出した接触部を一体に設け
たことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、ハウジングに、コイルスプリングで付勢されたコンタク
トを進退自在に設けるとともに、このコンタクトと電気的に接続したターミナルを固定的
に設けたスプリングコネクタにおいて、前記コンタクトは、細長い導電性金属板のＵ字形
の折り曲げにより加工し、このコンタクトにおける他の機器と電気的に接触する天板部の
裏面に、前記コイルスプリングの外れ防止用係止突部を、コイルスプリングの内径より小
さい幅で、折り曲げ加工により一体に設けたので、コンタクトの幅をコイルスプリングの
直径よりも小さくして、コイルスプリングの一部がコンタクトからはみ出してもコンタク
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トの進退動でコイルスプリングが外れることがない。また、コンタクトの幅をコイルスプ
リングの直径よりも小さくすることによりスプリングコネクタの形状をより小型化できる
。加えて、全ての加工を一連のプレス加工により簡単にコンタクトを形成することができ
る。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、コイルスプリングの外れ防止用係止突部は、少なくとも
コイルスプリングの端部の水平な座巻き部に係合する長さとしたので、コンタクトの進退
動が繰り返し行われてもコイルスプリングが外れて飛び出るようなことがない。
【００１７】
　請求項３記載の発明によれば、前記コンタクトにおける他の機器と電気的に接触する天
板部の幅をコイルスプリングの内径より小さくしたので、全ての加工を一連のプレス加工
により簡単にコンタクトを形成することができる。
【００１８】
　請求項４記載の発明によれば、コンタクトにおける天板部の他の機器と電気的に接触す
る面を上向きに湾曲させることにより膨出した接触部を一体に設けたので、天板部の裏面
にコイルスプリングの外れ防止用係止突部を一体に設けても、天板部の表面の接触部にお
ける他の機器との接触をより確実にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明によるスプリングコネクタを説明するための参考例を示すもので、図４に
おけるＡ－Ａ線断面図である。
【図２】同上、図４におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図３】同上、正面図である。
【図４】同上、平面図である。
【図５】同上、ターミナル２５とコンタクト２６の斜視図である。
【図６】本発明によるスプリングコネクタの実施例１を示すコンタクト２６の斜視図であ
る。
【図７】従来のスプリングコネクタの断面図である。
【図８】同上、角筒状外ピン１１と角筒状内ピン１２の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、ハウジング２４に、コイルスプリング２７で付勢されたコンタクト２６を進
退自在に設けるとともに、このコンタクト２６と電気的に接続したターミナル２５を固定
的に設けたスプリングコネクタにおいて、前記コンタクト２６は、コイルスプリング２７
の直径より細幅の細長い導電性金属板のＵ字形の折り曲げにより加工し、このコンタクト
２６における他の機器と電気的に接触する天板部２６ｂの裏面に、前記コイルスプリング
２７の外れ防止用係止突部２６ｄを、コイルスプリング２７の内径より小さい幅で、折り
曲げ加工により一体に設ける。
【００２１】
　前記コイルスプリング２７の外れ防止用係止突部２６ｄは、コイルスプリング２７の端
部の水平な座巻き部２７ａと、この座巻き部２７ａに続く少なくとも１巻きの螺旋部２７
ｂに係合する長さとする。
【００２３】
　前記コンタクト２６における他の機器と電気的に接触する天板部２６ｂの幅をコイルス
プリング２７の内径より小さくする。
【００２４】
　前記コンタクト２６における天板部２６ｂの他の機器と電気的に接触する面を上向きに
湾曲させることにより膨出した接触部２６ｅを一体に設ける。
【参考例】
【実施例１】
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【００２５】
　本発明の参考例を図１ないし図５に基づき説明する。
　本発明の参考例によるスプリングコネクタは、ハウジング２４とターミナル２５とコン
タクト２６とコイルスプリング２７からなる。
　前記ターミナル２５は、導電性金属板を１個ずつ型抜きし、折り曲げ加工することがで
きるが、本発明の参考例では、長い導電性金属板を所定間隔で複数個連鎖的に型抜きした
のち、折り曲げ加工したものである。
　図５に示すように、このターミナル２５は、底板部２５ａの両側からくの字状に折曲し
て垂直に立ち上がらせた２個の接触片部２５ｂと、前記底板部２５ａの前後から係止孔部
２５ｅをくり抜いて垂直に立ち上がらせた２個の係止片部２５ｄと、このくり抜いた部分
の底板部２５ａから水平方向に伸びた２個の端子部２５ｃで構成されている。
【００２６】
　前記コンタクト２６は、導電性金属板を１個ずつ型抜きし、折り曲げ加工することがで
きるが、本発明の参考例では、前記ターミナル２５と同様、長い導電性金属板を所定間隔
で複数個連鎖的に型抜きしたのち、折り曲げ加工したものである。
　図５に示すように、前記コンタクト２６は、その幅ｄが前記コイルスプリング２７の直
径よりも細長い導電性金属板の中間部にプレス絞り加工などにより係止突部２６ｄを形成
し、この係止突部２６ｄを形成した部分が天板部２６ｂとなるようにＵ字形に折曲して両
側に側板部２６ａを形成し、これらの側板部２６ａの端部の両側に係合突部２６ｃを形成
している。このため、両側板部２６ａ以外の２つの面は、開口した窓を形成している。前
記係止突部２６ｄは、天板部２６ｂの内側に十分に突出させることにより、少なくとも後
述するコイルスプリング２７の端部の水平な座巻部２７ａとこれに続く１つ目の螺旋部２
７ｂに係合してコンタクト２６の進退動時に簡単に外れないような長さに構成されている
。前記天板部２６ｂの上面には、電池パック１８等の他の機器の端子部との接触を良好に
するためにリング状にわずかに膨出した接触部２６ｅを形成することが好ましい。このコ
ンタクト２６は、その２枚の側板部２６ａの内側寸法が前記コイルスプリング２７の外径
よりわずかに大きいが、側板部２６ａの幅ｄが前記コイルスプリング２７の外径より小さ
くすることにより、可能な限り小型化を図っている。
【００２７】
　前記コイルスプリング２７は、図１及び図２に示すように、両端の水平な座巻部２７ａ
の外径を螺旋部２７ｂよりわずかに小さくしてこの座巻部２７ａに続く螺旋部２７ｂの内
側に密着させている。
【００２８】
　前記ハウジング２４は、絶縁性合成樹脂又は導電性金属材料からなり、図１ないし図４
に示すように、略直方体をなし、前記ターミナル２５とコンタクト２６とコイルスプリン
グ２７からなる１組のスプリングコネクタが組み込まれる例を示している。しかし、前記
ハウジング２４は、複数組のスプリングコネクタを所定間隔で組み込むものであってもよ
い。
　前記ハウジング２４は、垂直方向に前記コンタクト２６を遊嵌して進退するためのコン
タクト突出孔２４ａを貫通形成し、このコンタクト突出孔２４ａの両側にターミナル２５
の接触片部２５ｂを挿入する接触片収納溝２４ｂが形成され、さらに、前記コンタクト２
６の係合突部２６ｃが進退するが所定以上突出しないように段部２４ｆを有する係合突部
案内溝２４ｃが底部側から形成されている。前記ハウジング２４の外側の２面には、前記
係止片部２５ｄが下から嵌め込まれる浅い溝部２４ｅとこの溝部２４ｅの中間部に係止突
部２４ｄが設けられている。
【００２９】
　以上のような構成によるハウジング２４に、コンタクト２６とコイルスプリング２７と
ターミナル２５を組み立てる順序を説明する。
　ハウジング２４のコンタクト突出孔２４ａに底部側からコンタクト２６を嵌合する。す
ると、コンタクト２６の係合突部２６ｃが係合突部案内溝２４ｃに沿って段部２４ｆに係
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止するまでスライドし、天板部２６ｂ側がハウジング２４の上面から突出する。
　つぎに、コンタクト突出孔２４ａに底部側からコイルスプリング２７を挿入する。する
と、コイルスプリング２７の上端の座巻部２７ａとこれに続く螺旋部２７ｂが係止突部２
６ｄに嵌合する。
【００３０】
　つぎに、接触片収納溝２４ｂに底部側からコイルスプリング２７の両側の接触片部２５
ｂを挿入するとともに、溝部２４ｅに両側の係止片部２５ｄを嵌め込む。コイルスプリン
グ２７の下端部がハウジング２４の底部側から突出しているが、底板部２５ａでコイルス
プリング２７に抗して押し込むと、係止孔部２５ｅが係止突部２４ｄを乗り越えて係止す
る。このとき、コイルスプリング２７が圧縮されるので、コンタクト２６は、係合突部２
６ｃが係合突部案内溝２４ｃの上方段部２４ｆで係止し、コンタクト２６がハウジング２
４から突出して組み立てが完了する。
【００３１】
　以上のように組み立てられたスプリングコネクタにおいて、コンタクト２６の上端部の
接触部２６ｅに、電池パック１８などの他の機器の下面の端子部を接触させて押し込むと
、コイルスプリング２７に抗してコンタクト２６が押し下げられ、このコンタクト２６の
側板部２６ａがターミナル２５の接触片部２５ｂに面接触しながら下降する。このため、
他の機器の端子部は、コンタクト２６の側板部２６ａ、ターミナル２５の接触片部２５ｂ
、底板部２５ａ、端子部２５ｃを経て回路基板１５に電気的に接続される。
【実施例１】
【実施例２】
【００３２】
　前記参考例では、コンタクト２６の係止突部２６ｄを細長い導電性金属板にプレス絞り
加工などにより係止突部２６ｄを形成した例を示した。
　しかし、これに限られるものではなく、図６に示すように折り曲げ加工だけで構成する
ことができる。さらに詳しくは、前記コンタクト２６は、その幅ｄが前記コイルスプリン
グ２７の直径よりも細長い導電性金属板をＵ字形に折曲して両側に側板部２６ａを形成し
、これらの側板部２６ａの端部の両側に係合突部２６ｃを形成している点で参考例と同様
であるが、係止突部２６ｄを形成する天板部２６ｂの部分の幅ｄ１を、コイルスプリング
２７の座巻部２７ａとこの座巻部２７ａに続く螺旋部２７ｂが係合する程度に狭くし、中
央部で下向きに２つ折りし、天板部２６ｂの両側部分でそれぞれ係止突部２６ｄと側板部
２６ａとの間にコイルスプリング２７が係合する隙間をもって折り返したものである。こ
のとき、天板部２６ｂ部分は、上向きにやや湾曲させることにより、接触部２６ｅの他の
機器の端子部との接触を良好にする。この実施例１では、型抜き後に、折り曲げ加工だけ
で構成でき、参考例のプレス絞りよりは加工が容易である。
【実施例２】
【実施例３】
【００３３】
　前記参考例及び実施例１では、コンタクト２６の幅ｄをコイルスプリング２７の直径よ
りも小さくし、かつ、細幅板をＵ字形に折り返すことによりコンタクト２６の両側に窓を
開口させてコイルスプリング２７の一部がコンタクト２６の両側の窓からはみ出るように
構成した。
　しかし、これに限られるものではなく、コンタクト２６の１つの面だけ窓を開口させ、
コイルスプリング２７の一部がコンタクト２６の１つの窓だけからはみ出るように構成す
ることもできる。
【符号の説明】
【００３４】
１０…従来のスプリングコネクタ、１１…角筒状外ピン、１２…角筒状内ピン、１３…コ
イルスプリング、１４…ハウジング、１５…回路基板、１６…上ホルダー、１７…下ホル
ダー、１８…電池パック、１９…ガイド溝、２０…端子片、２１…ガイド突片、２２…接
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触部、２３…係止片、２４…ハウジング、２５…ターミナル、２６…コンタクト、２７…
コイルスプリング。
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