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(57)【要約】
【課題】金属線材によって形成された基板用端子におい
て、後めっきを要することなく簡易な加工で半田濡れ性
を確保しつつ、径の小さなスルーホールへの挿通を可能
にすることの出来る、新規な構造の基板用端子を提供す
ること。
【解決手段】表面１８ａ～１８ｄに導電性のめっき層２
１を形成した角状金属線材を所定長さで切断した切断線
材１６の一方の端部から長さ方向に延びる切欠２０を形
成し、該切欠２０を挟む両側部分２４ａ，２４ｂを相互
に接近させて、プリント基板５４のスルーホール５６に
挿通されて半田付けされる挿通部１４とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に導電性のめっき層が形成された角状金属線材を所定長さで切断した切断線材を用
いて形成されており、長さ方向の一方の端部がプリント基板のスルーホールに挿通されて
半田付けされる挿通部とされている基板用端子において、
　前記一方の端部から長さ方向に延びる切欠が形成されており、該切欠を挟む両側部分が
相互に接近されて前記挿通部とされていることを特徴とする基板用端子。
【請求項２】
　前記切欠を挟む両側部分が相互に接触されている請求項１に記載の基板用端子。
【請求項３】
　前記挿通部には、前記両側部分の間において前記切欠が狭められた隙間が設けられてい
る請求項１に記載の基板用端子。
【請求項４】
　前記切欠を挟む両側部分のそれぞれに、外周面上に突出する係止突起が形成されている
請求項３に記載の基板用端子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント基板のスルーホールに挿通されて半田付けされる基板用端子に係り
、特に金属線材から形成された基板用端子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車に搭載される電気接続箱の内部回路を構成するために、プリント基板
が用いられている。プリント基板には、コネクタ等の外部の電気部品との接続を可能とす
るために、一端側の挿通部がスルーホールに挿通されて半田付けされる基板用端子が設け
られることが多い。
【０００３】
　ところで、近年では、プリント基板における実装や配線の高密度化が要求されており、
基板用端子の狭ピッチ化が検討されている。しかし、基板用端子を狭ピッチ化すると、ス
ルーホールの間隔が狭くなってスルーホールの形成や半田付けが難しくなり、スルーホー
ル間の基板強度も確保し難いという不具合がある。
【０００４】
　そこで、特開２０００－３０８３４号公報（特許文献１）には、スルーホールに挿入さ
れる挿通部の両側端部を切り落とす等して幅寸法を部分的に小さくした基板用端子が提案
されている。このような基板用端子によれば、接続側の端部では幅寸法を充分に確保しつ
つ、挿通部の幅寸法を小さくして、プリント基板のスルーホール径を小さくすることが可
能となる。これにより、基板用端子を狭ピッチで配列しつつ、スルーホールの間隔を大き
く確保することが出来る。
【０００５】
　ところが、特許文献１に記載の基板用端子では、挿通部の両側端部を切り落とすことか
ら、挿通部の両側面のめっき層が切り落とされて母材が露出してしまい、半田上がりが悪
くなるという問題があった。それ故、特許文献１にも記載されているように、挿通部の両
側端部を切り落とした後に後めっきを施さなければならず、製造コストの増加を招くとい
う問題があった。
【０００６】
　後めっき加工を不要とするために、特開平５－１２１１４２号公報（特許文献２）には
、挿通部においてめっき層が形成された表裏面をプレス型で延伸して両側面に回り込ませ
て、両側面にめっき層を形成した基板用端子が提案されている。また、特開２００３－３
３８３３３号公報（特許文献３）には、めっき層が形成された金属板の表面が外側に位置
するように金属板を捻り曲げて挿通部を形成した基板用端子が提案されている。
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【０００７】
　しかし、特許文献２および特許文献３の何れにおいても、めっき層を引き伸ばして挿通
部の側面に回りこませることから、めっき層の層厚が薄くなって、充分な半田上がり性を
確保できなかったり、めっき層を損傷するおそれがあった。また、特許文献３においては
、複雑な曲げ形状を有することから、加工が困難であるという問題も有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－３０８３４号公報
【特許文献２】特開平５－１２１１４２号公報
【特許文献３】特開２００３－３３８３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、金属線材によ
って形成された基板用端子において、後めっきを要することなく簡易な加工で半田濡れ性
を確保しつつ、径の小さなスルーホールへの挿通を可能にすることの出来る、新規な構造
の基板用端子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第一の態様は、表面に導電性のめっき層が形成された角状金属線材を所定長さ
で切断した切断線材を用いて形成されており、長さ方向の一方の端部がプリント基板のス
ルーホールに挿通されて半田付けされる挿通部とされている基板用端子において、前記一
方の端部から長さ方向に延びる切欠が形成されており、該切欠を挟む両側部分が相互に接
近されて前記挿通部とされていることを、特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、切欠の両側部分が相互に接近されて挿通部が形成されていることによ
り、挿通部の幅寸法を小さくすることが出来る。これにより、小径のスルーホールへの挿
通を可能とすることが出来る。
【００１２】
　さらに、切欠の両側部分において、切欠の内周面以外の表裏面と外側面には、金属線材
のめっき層が残される。そして、その両側部分における切欠の内周面側を相互に接近させ
て挿通部を形成することによって、挿通部の表裏面と両外側面は、めっき層が残された両
側部分の表裏面と外側面で構成される。これにより、挿通部の外周面の全周に亘って、め
っき層を設けることが可能となり、後めっきを要することなく、半田濡れ性を確保するこ
とが出来る。
【００１３】
　特に、挿通部は、切欠の両側部分を相互に接近させるという簡易な加工で形成すること
が出来る。そして、切欠の両側部分においてめっき層が残された外周面を引き伸ばすこと
も無いことから、めっき層厚を有効に確保することが出来て、十分な半田濡れ性を確保す
ることが出来る。
【００１４】
　本発明の第二の態様は、前記第一の態様に記載のものにおいて、前記切欠を挟む両側部
分が相互に接触されているものである。
【００１５】
　本態様によれば、挿通部を構成する切欠の両側部分が相互に接触されていることから、
小径のスルーホールへの挿通を可能としつつ、挿通部の通電断面積を可及的に大きく確保
することが出来る。また、切欠の両側部分が一本の挿通部に纏められることから、スルー
ホールへの挿通および半田付けを容易に行なうことが出来る。なお、本態様において、切
欠の両側部分は、全長に亘って相互に接触されていても良いし、長さ方向で部分的に接触



(4) JP 2011-228175 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

されていても良い。
【００１６】
　本発明の第三の態様は、前記第一の態様に記載のものにおいて、前記挿通部には、前記
両側部分の間において前記切欠が狭められた隙間が設けられているものである。
【００１７】
　本態様によれば、切欠の両側部分を相互に離隔位置させることによって、挿通部にばね
性を付与することが出来る。これにより、切欠の両側部分を弾性復元力でスルーホールの
内周面に押し付けることが出来て、半田付け前に基板用端子をプリント基板に仮固定した
り、半田付け後にプリント配線との接続状態をより安定的に維持することが出来る。なお
、本態様における両側部分の隙間は、両側部分の全長に亘って設けられていても良いし、
両側部分の長さ方向で部分的に設けられていても良い。
【００１８】
　本発明の第四の態様は、前記第三の態様に記載のものにおいて、前記切欠を挟む両側部
分のそれぞれに、外周面上に突出する係止突起が形成されているものである。
【００１９】
　本態様によれば、係止突起がプリント基板に係止されることによって、プリント基板と
基板用端子の相対的な位置ずれを抑えることが出来る。これにより、半田付け前の仮固定
状態をより安定的に維持することが出来る。また、手作業で仮固定する場合には、係止突
起がスルーホールの外に出る際の節度感を与えることも出来て、作業者に基板用端子の挿
通端位置を認識させることも出来る。更に、半田付け後には、コネクタ等の相手側電気部
品の抜去に際して、係止突起がプリント基板に係止させることにより、基板用端子の抜け
を防止することも出来る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、切欠の両側部分を屈曲して相互に接近させることによって、挿通部を
形成した。これにより、挿通部の幅寸法を小さくして、小径のスルーホールへの挿通を可
能とすることが出来る。更に、切欠の両側部分に残されためっき層を用いて挿通部の外周
面を形成することによって、挿通部の外周面の略全体に亘ってめっき層を十分な層厚で残
すことが出来る。これにより、後めっき加工を要することなく、簡易な加工で挿通部の半
田濡れ性を十分に確保することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一の実施形態としての基板用端子の斜視図。
【図２】図１に示した基板用端子の正面図。
【図３】図１に示した基板用端子の側面図。
【図４】図１に示した基板用端子の下面図。
【図５】図２におけるＶ－Ｖ断面図。
【図６】図１に示した基板用端子の製造方法を説明するための説明図。
【図７】図１に示した基板用端子を用いた台座コネクタを説明するための断面説明図。
【図８】本発明の第二の実施形態としての基板用端子の正面図。
【図９】図７に示した基板用端子の側面図。
【図１０】図７に示した基板用端子の下面図。
【図１１】図７に示した基板用端子の製造方法を説明するための説明図。
【図１２】図７に示した基板用端子を用いた台座コネクタを説明するための断面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２３】
　先ず、図１～図５に、本発明の第一の実施形態としての基板用端子１０を示す。なお、
理解を容易とするために、図４および図５は、図２および図３よりも縮尺を大きく示して
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おり、後述する図８および図９に対する図１０も同様である。また、図５において後述す
るめっき層２１は、層厚を誇張して図示している。基板用端子１０には、長さ方向一方（
図２中、上方）の端部に接続部１２が形成されていると共に、長さ方向他方（図２中、下
方）の端部に挿通部１４が形成されている。
【００２４】
　基板用端子１０は、長方形断面を有する角状金属線材が所定長さで切断されてなる切断
線材１６から形成されている。切断線材１６を形成する角状金属線材は、長方形断面を有
する銅や鉄等の導電性金属線材からなる母材１７（図５参照）の４つの外周面の全面に亘
って、錫や金などの導電性金属材料からなるめっき層２１（図５参照）が形成された構造
とされている。これにより、切断線材１６は、幅寸法（図４中、左右方向寸法）：ｗ１と
厚さ寸法（図４中、上下方向寸法）：ｔを有する長方形断面を有しており、４つの外周面
１８ａ～１８ｄの全周に亘って、めっき層２１が形成されている。なお、切断線材１６の
大きさは限定されるものではないが、例えば、幅寸法：ｗ１＝１．５ｍｍ×厚さ寸法：ｔ
＝０．６４ｍｍ、幅寸法：ｗ１＝２．３ｍｍ×厚さ寸法：ｔ＝０．６４ｍｍ等に設定され
る。また、外周面１８ａ，１８ｂが切断線材１６の長方形断面の長辺に位置して切断線材
１６の表面および裏面を形成していると共に、外周面１８ｃ，１８ｄが長方形断面の短辺
に位置して切断線材１６の両外側面を形成している。
【００２５】
　これにより、切断線材１６の長さ方向一方（図２中、上方）の端部に、切断線材１６そ
のままの幅寸法：ｗ１の長方形断面をもって延びる平板形状の接続部１２が形成されてい
る。なお、接続部１２における先端縁部は、コネクタ等の相手方電気部品との接続を容易
とするために、潰し加工等により先細のテーパ状部１９が形成されている。
【００２６】
　一方、切断線材１６の長さ方向他方（図２中、下方）の端部には、切欠２０が打ち抜か
れて形成されている。切欠２０は、切断線材１６の幅方向中央部分において、長さ方向他
方の端部から切断線材１６の長さ方向に延びる形状とされており、切断線材１６の長さ方
向他方の端部側に開口されている。なお、切欠２０における開口端と反対側の端部２２は
、半円形状とされている。
【００２７】
　そして、切断線材１６において切欠２０の両側に残された両側部分２４ａ，２４ｂが相
互に接近する方向に屈曲されることにより、挿通部１４が形成されている。両側部分２４
ａ，２４ｂのそれぞれにおいて、切欠２０の内周面を形成して他方と対向する内側面２６
ａ，２６ｂは、切断線材１６が打ち抜かれて切欠２０が形成されることによって、それぞ
れ、切断線材１６の母材１７が露出されためっき層２１の非形成面とされている。一方、
内側面２６ａ，２６ｂを除く外周面１８ａ～１８ｄは、切断線材１６のめっき層２１がそ
のまま残されている。
【００２８】
　このような両側部分２４ａ，２４ｂが、それぞれ、基端側（切欠２０の端部２２側）に
おいて切断線材１６の幅方向中央に向けて部分的に屈曲された屈曲部２８，２８が形成さ
れることにより、相互に接近される。そして、両内側面２６ａ，２６ｂにおける屈曲部２
８，２８から先端側が切断線材１６の幅方向中央部分で相互に接触されることによって、
挿通部１４が形成されている。
【００２９】
　これにより、挿通部１４は、切断線材１６の幅方向中央部分において直線状に延び出さ
れている。挿通部１４の幅寸法：ｗ２は、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂが切断線材
１６の幅方向で中央部分に接近されることによって、接続部１２における幅寸法：ｗ１よ
りも小さくされる。そして、図５に示したように、母材１７が露出された両側部分２４ａ
，２４ｂの内側面２６ａ，２６ｂが相互に接触状態で重ね合わされることによって、挿通
部１４の外周面は、めっき層２１が形成された両側部分２４ａ，２４ｂの外周面１８ａ～
１８ｄで形成されて、全面に亘ってめっき層２１が形成されている。なお、挿通部１４の



(6) JP 2011-228175 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

先端縁部には、後述するスルーホール５６への挿通を容易とするために、潰し加工等によ
り先細のテーパ状部２９が形成されている。
【００３０】
　さらに、切断線材１６において、接続部１２と挿通部１４の間の長さ方向中間部分には
、一対の当て止め部３０，３０が一体形成されている。当て止め部３０，３０は互いに同
様の形状とされており、切断線材１６が長さ方向で部分的に潰し加工等されることにより
、切断線材１６の幅方向の両側面を形成する外周面１８ｃ，１８ｄから幅方向外側に突出
する略矩形板形状とされている。
【００３１】
　なお、このような基板用端子１０は、例えば、以下のようにして好適に製造される。先
ず、図６（ａ）に示すように、前記角状金属線材を所定長さで切断することにより、外周
面１８ａ～１８ｄの全周にめっき層２１が形成された切断線材１６を得る。この切断線材
１６の長さ方向両端縁部に、潰し加工等によってテーパ状部１９，２９をそれぞれ形成す
る。これにより、切断線材１６の長さ方向一方（図６中、上方）の端部には、接続部１２
が形成される。更に、切断線材１６の長さ方向中間部分を部分的に潰し加工等することに
よって、一対の当て止め部３０，３０を形成する。
【００３２】
　次に、図６（ｂ）に示すように、切断線材１６の長さ方向他方（図６中、下方）の端部
側において、幅方向中央部分を長さ方向の所定寸法に亘って打ち抜くことにより、切欠２
０を形成する。これにより、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂが残される。なお、切欠
２０が打ち抜き形成されることによって、切欠２０の内周面を形成する両側部分２４ａ，
２４ｂの内側面２６ａ，２６ｂは、互いに平行に対向された平坦面とされて、それぞれ、
切断線材１６の母材１７が露出されためっき層２１の非形成面とされる。
【００３３】
　そして、図６（ｃ）に示すように、適当な載置面上に切断線材１６を載置して、載置面
に突設された位置決めピン３２を切欠２０の端部２２側に挿入する。そして、位置決めピ
ン３２で切断線材１６の移動を阻止しつつ、両側部分２４ａ，２４ｂそれぞれの外周面１
８ｃ，１８ｄに対して、治具３４，３４を切断線材１６の幅方向外側から押し付けること
によって、両側部分２４ａ，２４ｂを相互に接近させて、それぞれの内側面２６ａ，２６
ｂを相互に接触させる。これにより、両側部分２４ａ，２４ｂのそれぞれにおける基端側
（端部２２側）が屈曲されて屈曲部２８，２８が形成されると共に、挿通部１４が形成さ
れて、基板用端子１０を得ることが出来る。
【００３４】
　このような基板用端子１０は、例えば、図７に示すように、台座コネクタ４０の基板用
端子として用いることが出来る。台座コネクタ４０は、台座４２に複数の基板用端子１０
が貫通状態で組み付けられた構造とされている。
【００３５】
　台座４２は、非導電性の合成樹脂から形成された略長手矩形のブロック形状とされてお
り、四隅部には、脚部４４がそれぞれ一体形成されている。台座４２には、厚さ方向（図
７中、上下方向）に貫通する複数の端子挿通孔４６が長手方向に沿って設けられている。
端子挿通孔４６は、基板用端子１０の断面形状に対応する略長手矩形の断面形状をもって
台座４２の厚さ方向に貫設されている。端子挿通孔４６は、台座４２の上面４８側の幅寸
法（図７中、左右方向寸法）が下面５０側よりも大きくされて、台座４２の厚さ方向の中
間部分に支持面５２を有する段付形状とされている。
【００３６】
　そして、台座４２の各端子挿通孔４６に、それぞれ、基板用端子１０が挿通されている
。基板用端子１０は、台座４２の上面４８側から端子挿通孔４６に挿入されて、幅方向両
外側に突出された当て止め部３０，３０が端子挿通孔４６の支持面５２に接触することに
よって、挿通端位置が規定される。なお、基板用端子１０は、端子挿通孔４６の内周面に
接触して、適当な押込力を要して圧入されても良いし、端子挿通孔４６の内周面に対して
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隙間を隔てて、特別な押込力を要することなく遊挿されても良い。これにより、基板用端
子１０が、接続部１２が台座４２の上面４８から突出されると共に、挿通部１４が下面５
０から突出された貫通状態で台座４２に組み付けられて、台座コネクタ４０が構成されて
いる。
【００３７】
　このような構造とされた台座コネクタ４０は、各基板用端子１０の挿通部１４が、プリ
ント基板５４に貫設されたスルーホール５６に挿通されて半田付けされることにより、台
座４２が脚部４４を介してプリント基板５４上に載置されて、プリント基板５４上に組み
付けられる。そして、各基板用端子１０が、プリント基板５４に形成された図示しないプ
リント配線とそれぞれ電気的に接続される。これにより、図示しないコネクタ等の電気部
品が、基板用端子１０の接続部１２に接続可能とされて、基板用端子１０を介してプリン
ト基板５４のプリント配線と電気的に接続可能とされる。
【００３８】
　このような構造とされた基板用端子１０によれば、挿通部１４の幅寸法：ｗ２が接続部
１２の幅寸法：ｗ１よりも小さくされることにより、スルーホール５６の内径寸法を、接
続部１２の幅寸法：ｗ１よりも小さくすることが出来る。これにより、スルーホール５６
の小径化を図ることが出来て、基板用端子１０を挟ピッチで配列しつつ、隣り合うスルー
ホール５６，５６の間隔を確保して、半田付けの容易性やプリント基板５４の強度を確保
することが出来る。
【００３９】
　特に本実施形態によれば、挿通部１４の外周面１８ａ～１８ｄの全周に亘ってめっき層
２１が形成されている。これにより、挿通部１４の半田濡れ性を十分に確保することが出
来て、安定的な半田付けを行なうことが出来る。そして、切断線材１６に形成された切欠
２０の両側部分２４ａ，２４ｂを相互に接近方向に屈曲させるという極めて簡易な方法で
、半田濡れ性を十分に確保しつつ挿通部１４を形成することが出来る。更に、両側部分２
４ａ，２４ｂは、基端側の屈曲部２８，２８において部分的に屈曲されているのみであり
、挿通部１４を形成する先端側は殆ど変形されないことから、両側部分２４ａ，２４ｂの
外周面１８ａ～１８ｄに形成されためっき層２１を延伸して層厚を薄くしたり、めっき層
２１を損傷するおそれが殆ど無く、十分なめっき層厚を確保することが出来て、半田濡れ
性を安定的に確保することが出来る。
【００４０】
　また、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂが、挿通部１４の略全長に亘って相互に接触
状態とされていることから、両側部分２４ａ，２４ｂを纏めて一本の挿通部１４とするこ
とが出来て、スルーホール５６に容易に挿通することが出来る。それと共に、挿通部１４
における通電断面積を、小径のスルーホール５６に挿通可能としつつ可及的に大きく確保
することが出来る。
【００４１】
　更にまた、基板用端子１０に当て止め部３０，３０が形成されていることにより、台座
４２への挿通量を容易且つ精度良く規定することが出来る。それと共に、相手方の電気部
品の接続に際する押込力に対して、当て止め部３０，３０が台座４２の支持面５２に接触
して基板用端子１０を支持することにより、半田クラックの発生を抑えることも出来る。
【００４２】
　次に、図８～図１０に、本発明の第二の実施形態としての基板用端子６０を示す。なお
、以下の説明において、前記第一の実施形態と同様の構造とされた部材および部位には、
図中に前記第一の実施形態と同一の符号を付することにより、その説明を適宜に省略する
。
【００４３】
　本実施形態における基板用端子６０は、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂが、全長に
亘って相互に離隔位置されている。これにより、挿通部１４において、両側部分２４ａの
内周面２６ａと両側部分２４ｂの内周面２６ｂの間には、切欠２０の幅寸法（図８中、左



(8) JP 2011-228175 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

右方向）が狭められた隙間６２が設けられており、両側部分２４ａ，２４ｂは、全長に亘
って互いに非接触状態とされている。
【００４４】
　さらに、挿通部１４を形成する両側部分２４ａ，２４ｂの屈曲部２８，２８よりも先端
部分において、長さ方向中間部分には、基板用端子６０の幅方向（図８中、左右方向）の
両外側に突出する係止突起６４，６４がそれぞれ一体形成されている。これら係止突起６
４，６４は、両側部分２４ａ，２４ｂが長さ方向で部分的に潰し加工等されることによっ
て形成されており、外周面１８ｃ，１８ｄ上に突出されている。なお、係止突起６４，６
４において外周面１８ｃ，１８ｄ上に突出された突出面は、基板用端子６０の幅方向外方
に膨らむ湾曲面形状とされている。
【００４５】
　このような基板用端子６０は、前記第一の実施形態としての基板用端子１０と略同様に
して製造することが出来る。先ず、図１１に示すように、切断線材１６における両側部分
２４ａ，２４ｂの形成部位に潰し加工等を施して、切断線材１６の幅方向両側に突出する
潰し部６６を形成する。そして、図６（ｂ）に示したように、切欠２０を打ち抜き形成す
ることによって、両側部分２４ａ，２４ｂが形成されると共に、潰し部６６によって両側
部分２４ａ，２４ｂに係止突起６４，６４がそれぞれ形成される。その後、図６（ｃ）に
示したように、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂに治具３４，３４を押し付けて相互に
接近させる。本実施形態においては、両側部分２４ａ，２４ｂの内側面２６ａ，２６ｂが
相互に接触する前に治具３４，３４を停止することによって、両側部分２４ａ，２４ｂの
間に隙間６２が残存される。このようにして、基板用端子６０を得ることが出来る。
【００４６】
　本実施形態における基板用端子６０は、図１２に示すように、前記第一の実施形態にお
ける基板用端子１０と同様に、例えば台座コネクタ７０の基板用端子として用いることが
出来る。特に本実施形態においては、挿通部１４において両側部分２４ａ，２４ｂが相互
に離隔されていることによって、挿通部１４には、両側部分２４ａ，２４ｂを相互に接近
させた際には両側部分２４ａ，２４ｂが再び離隔しようとするばね性が付与される。これ
により、挿通部１４をスルーホール５６に挿通して、両側部分２４ａ，２４ｂが相互に接
近されると、両側部分２４ａ，２４ｂの弾性復元力で両側部分２４ａ，２４ｂが相互に離
隔しようとすることにより、両側部分２４ａ，２４ｂがスルーホール５６の内周面に押し
付けられる。本実施形態においては、両側部分２４ａ，２４ｂは、係止突起６４がプリン
ト基板５４の裏面７２側に突出されることにより、屈曲部２８および係止突起６４におい
て、スルーホール５６の開口周縁部の内周面に接触されるようになっている。その結果、
基板用端子６０のスルーホール５６への挿通状態を安定的に維持することが出来ると共に
、半田付け前に基板用端子６０をプリント基板５４に仮固定して半田付けを容易にするこ
とも出来る。
【００４７】
　また、挿通部１４のスルーホール５６への挿通に際して、係止突起６４，６４がプリン
ト基板５４の裏面７２側に突出された際に、両側部分２４ａ，２４ｂが開く節度感を与え
ることが出来て、基板用端子６０の挿通端位置を作業者により明確に認識させることが出
来る。更に、係止突起６４，６４がプリント基板５４の裏面７２に係止されることによっ
て、相手方コネクタ等の抜去に際して基板用端子６０を支持することが出来て、半田クラ
ックの発生や、基板用端子６０のプリント基板５４からの抜けを阻止することも出来る。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はその具体的な記載によって限定
されない。例えば、基板用端子を形成する角状金属線材は、正方形断面などであっても良
い。また、基板用端子は、必ずしも台座と組み合わせて用いられる必要は無く、台座等を
用いること無しにプリント基板に直接に突設しても良い。そのような場合には、前記実施
形態における屈曲部２８をプリント基板５４に接触させることによって、基板用端子の挿
通量を規定すると共に、電気部品の接続に際する押込力に対して基板用端子を支持するこ
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【００４９】
　また、前記実施形態においては、切欠２０の両側部分２４ａ，２４ｂが切断線材１６の
幅方向で互いに均等に接近されることによって、挿通部１４が切断線材１６の幅方向の中
央部分を延び出されていたが、例えば両側部分２４ａ，２４ｂにおける屈曲部２８，２８
の屈曲量を相互に異ならせる等して、挿通部１４を切断線材１６の幅方向中央部分から偏
倚して形成するなどしても良い。
【００５０】
　また、前記第二の実施形態としての基板用端子６０においては、スルーホール５６への
挿通状態において、両側部分２４ａ，２４ｂの離隔状態が維持されていたが、例えば、両
側部分２４ａ，２４ｂをスルーホール５６に挿入することによって相互に接近させて、ス
ルーホール５６への挿通状態で互いに接触状態とする等しても良い。更にまた、前記基板
用端子６０においては、両側部分２４ａ，２４ｂが全長に亘って相互に離隔されていたが
、両側部分２４ａ，２４ｂを長さ方向で部分的に接触状態として、隙間６２を両側部分２
４ａ，２４ｂの長さ方向で部分的に設ける等しても良い。
【００５１】
　さらに、前記実施形態における当て止め部３０や係止突起６４は必ずしも必要ではない
が、その具体的形状についても前記実施形態の如き形状に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５２】
１０，６０：基板用端子、１２：接続部、１４：挿通部、１６：切断線材、１８ａ～１８
ｄ：外周面（角状金属線材の表面）、２０：切欠、２４ａ，ｂ：両側部分、５４：プリン
ト基板、５６：スルーホール、６２：隙間、６４：係止突起

【図１】 【図２】
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