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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属で形成されたベースフレームであって、第１方向に延びる第１部位及び第２部位と
前記第１方向に直交する第２方向において前記第１部位と前記第２部位とを離間した状態
で連結する連結部とを有するベースフレームと、
　前記第２方向において前記ベースフレームの前記第１部位と前記第２部位との間を橋渡
しするようにして設けられたインシュレータと、
　該インシュレータに保持されたコンタクトと、
　前記ベースフレームと別体の金属材料からなるカバーであって、前記第１方向及び前記
第２方向の双方に直交する第３方向において前記インシュレータを覆うようにして前記ベ
ースフレームと組み合わせられ、該ベースフレームと共にカードを少なくとも部分的に収
容するカード収容部を構成するカバーと
を備えるカードソケット。
【請求項２】
　請求項１記載のカードソケットにおいて、
　前記ベースフレームは、前記第１部位と前記第２部位との間には、前記第３方向におい
て前記インシュレータと重複する部位を有しないように、構成されている
カードソケット。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のカードソケットにおいて、
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　前記コンタクトは、前記カードの端子と接触する接触部と前記インシュレータに保持さ
れる被保持部とを有しており、
　前記コンタクトは、前記カードの挿入方向において前記接触部が前記被保持部よりも前
方に位置するように、前記インシュレータに保持されている
カードソケット。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のカードソケットにおいて、
　前記連結部は、前記第１方向において、前記コンタクトとは異なる位置に位置している
カードソケット。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のカードソケットにおいて、
　前記第１部位及び前記第２部位の少なくとも一方は、前記第３方向に立ち上がる立設部
を備えており、
　前記インシュレータは、前記第２方向において前記立設部を挟むようにして形成されて
いる
カードソケット。
【請求項６】
　請求項５記載のカードソケットにおいて、
　前記立設部には、貫通孔が形成されており、
　前記インシュレータは、前記貫通孔内にも位置している
カードソケット。
【請求項７】
　請求項５記載のカードソケットにおいて、
　前記立設部の前記インシュレータに挟まれた部位には、前記第３方向に凹んだ凹部が形
成されており、
　前記第１方向において、前記凹部の大きさは、前記インシュレータの前記立設部を挟む
部位の大きさよりも小さく、
　前記インシュレータは、前記凹部内にも位置している
カードソケット。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のカードソケットであって、
　カードの挿入・排出を検知するための検知スイッチであって、前記カバーと一体となる
ように形成された第１スイッチ片と前記第１方向において前記第１スイッチ片と接触する
第２スイッチ片とを有する検知スイッチと、
　該第２スイッチ片を保持するスイッチ片保持用インシュレータと、
　スイッチ片保持用インシュレータを支持すると共に前記カバーと組み合わせられる金属
部材と
を更に備える
カードソケット。
【請求項９】
　請求項８記載のカードソケットであって、
　前記金属部材は、バックアップ部を有しており、
　該バックアップ部は、前記第１スイッチ片と前記第２スイッチ片との接触により前記第
２スイッチ片が受ける力を前記第１方向において前記スイッチ片保持用インシュレータを
介して受けるように、配置されている
カードソケット。
【請求項１０】
　請求項８又は請求項９記載のカードソケットにおいて、
　前記金属部材は、係止部又は被係止部を備えており、
　前記カバーは、前記金属部材の係止部又は被係止部と前記第１方向において係止する被
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係止部又は係止部を有している
カードソケット。
【請求項１１】
　請求項８乃至請求項１０のいずれかに記載のカードソケットにおいて、
　前記金属部材は、前記ベースフレームと一体形成されている
カードソケット。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれかに記載のカードソケットであって、
　前記カード収容部に収容されたカードを排出するためのカードイジェクト機構を更に備
える
カードソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等などの小型の電子機器においてメモリカードのようなカードを
少なくとも部分的に収容するカードソケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のカードソケットとしては、例えば、特許文献１～特許文献３に開示されたもの
が知られている。このうち、特許文献２に記載のカードソケットは、特許文献１や特許文
献３のカードソケットと比較して、低背化し得る構造を有している。
【０００３】
　なお、近年のカードソケットにおいては、特許文献３記載のカードソケットのように、
カードの挿入・排出を検知するためのスイッチを備えるものが一般的である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２８５１９号公報
【特許文献２】特開２００８－５３１２４号公報
【特許文献３】特開２００７－２４２６３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２のカードソケットの場合、低背化を達成することはできるが、そのためコン
タクトを保持するための保持部分をカード挿入方向奥側に設けなければならず、設計上の
自由度が低いという問題がある。例えば、特許文献２のカードソケットの場合、保持部分
に対する位置的制限に起因して、コンタクトの接点部（カードの端子と接触する部位）は
、保持部分に保持される部位よりも、挿入方向手前側に位置していなければならない。
【０００６】
　加えて、特許文献２のカードソケットの場合、大型化することなく、特許文献３に示さ
れているような検知スイッチを設けることが構造上困難である。
【０００７】
　そこで、本発明は、特許文献２のカードソケットとは異なる構造であって低背化を達成
し得る構造を有するカードソケットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、第１のカードソケットとして、
　金属で形成されたベースフレームであって、第１方向に延びる第１部位及び第２部位と
前記第１方向に直交する第２方向において前記第１部位と前記第２部位とを離間した状態
で連結する連結部とを有するベースフレームと、
　前記第２方向において前記ベースフレームの前記第１部位と前記第２部位との間を橋渡
しするようにして設けられたインシュレータと、
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　該インシュレータに保持されたコンタクトと、
　前記ベースフレームと別体の金属材料からなるカバーであって、前記第１方向及び前記
第２方向の双方に直交する第３方向において前記インシュレータを覆うようにして前記ベ
ースフレームと組み合わせられ、該ベースフレームと共にカードを少なくとも部分的に収
容するカード収容部を構成するカバーと
を備えるカードソケットが得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、第２のカードソケットとして、第１のカードソケットにおいて
、
　前記ベースフレームは、前記第１部位と前記第２部位との間には、前記第３方向におい
て前記インシュレータと重複する部位を有しないように、構成されている
カードソケットが得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、第３のカードソケットとして、第１又は第２のカードソケット
において、
　前記コンタクトは、前記カードの端子と接触する接触部と前記インシュレータに保持さ
れる被保持部とを有しており、
　前記コンタクトは、前記カードの挿入方向において前記接触部が前記被保持部よりも前
方に位置するように、前記インシュレータに保持されている
カードソケットが得られる。
【００１１】
　また、本発明によれば、第４のカードソケットとして、第１乃至第３のカードソケット
のいずれかにおいて、
　前記連結部は、前記第１方向において、前記コンタクトとは異なる位置に位置している
カードソケットが得られる。
【００１２】
　また、本発明によれば、第５のカードソケットとして、第１乃至第４のカードソケット
のいずれかにおいて、
　前記第１部位及び前記第２部位の少なくとも一方は、前記第３方向に立ち上がる立設部
を備えており、
　前記インシュレータは、前記第２方向において前記立設部を挟むようにして形成されて
いる
カードソケットが得られる。
【００１３】
　また、本発明によれば、第６のカードソケットとして、第５のカードソケットにおいて
、
　前記立設部には、貫通孔が形成されており、
　前記インシュレータは、前記貫通孔内にも位置している
カードソケットが得られる。
【００１４】
　また、本発明によれば、第７のカードソケットとして、第５のカードソケットにおいて
、
　前記立設部の前記インシュレータに挟まれた部位には、前記第３方向に凹んだ凹部が形
成されており、
　前記第１方向において、前記凹部の大きさは、前記インシュレータの前記立設部を挟む
部位の大きさよりも小さく、
　前記インシュレータは、前記凹部内にも位置している
カードソケットが得られる。
【００１５】
　また、本発明によれば、第８のカードソケットとして、第１乃至第７のカードソケット
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のいずれかにおいて、
　カードの挿入・排出を検知するための検知スイッチであって、前記カバーと一体となる
ように形成された第１スイッチ片と前記第１方向において前記第１スイッチ片と接触する
第２スイッチ片とを有する検知スイッチと、
　該第２スイッチ片を保持するスイッチ片保持用インシュレータと、
　スイッチ片保持用インシュレータを支持すると共に前記カバーと組み合わせられる金属
部材と
を更に備える
カードソケットが得られる。
【００１６】
　また、本発明によれば、第９のカードソケットとして、第８のカードソケットにおいて
、
　前記金属部材は、バックアップ部を有しており、
　該バックアップ部は、前記第１スイッチ片と前記第２スイッチ片との接触により前記第
２スイッチ片が受ける力を前記第１方向において前記スイッチ片保持用インシュレータを
介して受けるように、配置されている
カードソケットが得られる。
【００１７】
　また、本発明によれば、第１０のカードソケットとして、第８又は第９のカードソケッ
トにおいて、
　前記金属部材は、係止部又は被係止部を備えており、
　前記カバーは、前記金属部材の係止部又は被係止部と前記第１方向において係止する被
係止部又は係止部を有している
カードソケットが得られる。
【００１８】
　また、本発明によれば、第１１のカードソケットとして、第８乃至第１０のカードソケ
ットのいずれかにおいて、
　前記金属部材は、前記ベースフレームと一体形成されている
カードソケットが得られる。
【００１９】
　また、本発明によれば、第１２のカードソケットとして、第１乃至第第１１のカードソ
ケットのいずれかにおいて、
　前記カード収容部に収容されたカードを排出するためのカードイジェクト機構を更に備
える
カードソケットが得られる。
【００２０】
　更に、本発明によれば、第１３のカードソケットとして、
　挿入されたカードを部分的に覆うカバーと、
　カードの挿入を検出するための検知スイッチであって、前記カバーと一体となるように
形成された第１スイッチ片と前記第１方向において前記第１スイッチ片と接触する第２ス
イッチ片とを有する検知スイッチと、
　該第２スイッチ片を保持するスイッチ片保持用インシュレータと、
　スイッチ片保持用インシュレータを支持すると共に前記カバーと組み合わせられる金属
部材と
を備えるカードソケットが得られる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ベースフレームの第１部位と第２部位との間に橋渡しされたインシュ
レータにコンタクトを保持させる構成としたことから、低背化を達成することができる。
【００２２】
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　加えて、本発明の場合、特許文献２におけるコンタクトを保持するための保持部分に設
けられていた位置的な制限は、本発明によるインシュレータにはない。特許文献２のよう
にコンタクトの接触部を被保持部よりも挿入方向手前側に配置した場合、カード挿入の邪
魔にならないようにコンタクト（特に接触部）を形成し且つ配置しなければならない。例
えば、コンタクトの先端部を下向きに折り曲げてカード挿入をスムーズにガイドするよう
な形状としなければ、コンタクトがカード挿入の邪魔になる可能性がある。更に、コンタ
クトの先端部をそのような形状とした場合、コンタクトの接触部がカードの端子と接触し
た場合におけるコンタクトの撓みを考慮して、厚み方向にマージンをとらなければならな
い。そのため、カードソケットの低背化にも限界がある。それに対して、コンタクトの接
触部を被保持部よりも挿入方向奥側に配置させた場合には、コンタクトの先端部の形状に
関しカードソケットの低背化の妨げとなるような制約はない。従って、本発明によれば、
特許文献２のカードソケットと比較しても更なる低背化を達成することができる。更に、
本発明によるカードソケットの有するベースフレームは、連結部を有していることから、
特許文献２のカードソケットと比較して第２方向における強度が高いという利点もある。
【００２３】
　更に、本発明によれば、検知スイッチを構成する第１スイッチ片をカバーと一体形成し
てあることから、特にノーマリークローズタイプ（カード挿入前の状態において第１スイ
ッチ片と第２スイッチ片が接触状態にあるタイプ）の検知スイッチの場合であっても、リ
フロー実装時におけるカードソケットの構成要素の変形（例えば、インシュレータを構成
する樹脂の変形やそれに伴うスイッチ片の位置ずれ）のリスクを軽減することができる。
特に、カバーと組み合わせられる金属部材（例えば、本発明のベースフレームや、従来技
術によるインシュレータハウジングに別途組み込んだ金属部材）にバックアップ部を設け
て、第１スイッチ片と第２スイッチ片の接触により第２スイッチ片が受ける力を第１方向
においてスイッチ片保持用インシュレータを介してバックアップ部により受けるようにす
ると、リフロー実装時におけるカードソケットの構成要素の変形のリスクを更に軽減する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施の形態によるカードソケットは、ＭｉｃｒｏＳＤカード用のカードソケッ
トであり、所謂プッシュ／プッシュタイプのものであり、携帯電話機などにリフロー実装
されるものである。
【００２５】
　図１乃至図３に示されるように、本実施の形態によるカードソケットは、金属製のベー
スフレーム１００と、ベースフレーム１００に支持されたインシュレータ２００と、イン
シュレータ２００に保持されたコンタクト３００と、カード９００をイジェクトするため
のイジェクト機構４００と、インシュレータ２００やコンタクト３００を覆う金属製のカ
バー５００と、カード９００の挿入を検知するための検知スイッチ６００と、検知スイッ
チ６００の一部を保持するスイッチ片保持用インシュレータ７００とを備えている。なお
、本実施の形態におけるインシュレータ２００及びスイッチ片保持用インシュレータ７０
０は、樹脂製である。
【００２６】
　図３及び図４に示されるように、ベースフレーム１００は、Ｙ方向（第１方向）に延び
る第１部位１１０及び第２部位１２０と、第１部位１１０及び第２部位１２０をＸ方向（
第２方向）において離間した状態で連結する第１連結部１３０及び第２連結部１４０と、
Ｘ方向の両端からＺ方向（第３方向）に立ち上がる側部１５０，１６０とを備えている。
第１部位１１０の縁部のうち第２部位１２０に近い方の縁部にはＺ方向に立ち上がる立設
部１１２が形成されているおり、この立設部１１２には貫通孔１１４が形成されている。
この立設部１１２は、後述するようにインシュレータ２００の剥れを防止する役割を有す
ることに加え、ベースフレーム１００がＺ方向に曲がることを防止する役割も有している
。第２部位１２０の第１部位１１０から遠い方の縁部にもＺ方向に立ち上がる立設部１２
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２が形成されており、この立設部１２２にはＺ方向に沿って凹んだ凹部１２４が形成され
ている。図４、図６及び図８に示されるように、側部１５０，１６０には、夫々、Ｘ方向
外側に突出する係止片１７０が形成されている。なお、図４から明らかなように、本実施
の形態における立設部１２２は、側部１６０の一部である。
【００２７】
　図３及び図６に示されるように、インシュレータ２００は、ベースフレーム１００の第
１部位１１０及び第２部位１２０との間をＸ方向において橋渡しするようにして設けられ
ている。図３及び図４から理解されるように、Ｙ方向において、インシュレータ２００は
、第１連結部１３０と第２連結部１４０との間に位置している。従って、図３及び図６に
示されるように、インシュレータ２００は、第１部位１１０と第２部位１２０との間では
、Ｚ方向において、ベースフレーム１００とは重複していない。図３、図４及び図６から
理解されるように、インシュレータ２００の第１部位１１０側の部位２１０は、Ｙ方向に
延びており、Ｘ方向において立設部１１２を挟むような形状を有している。また、部位２
１０は貫通孔１１４内にも位置している。これにより、インシュレータ２００が第１部位
１１０から剥れることが防止されている。インシュレータ２００の第２部位１２０側の部
位２２０は、Ｙ方向に延びており、更に、その一部２２２はＸ方向に突出し立設部１２２
の外側でＹ方向にも延びている。即ち、インシュレータ２００の一部２２２は、Ｘ方向に
おいて立設部１２２を挟んでおり、立設部１２２の凹部１２４内にも位置している。図９
から明らかなように、Ｙ方向において、インシュレータ２００の一部２２２の大きさは、
凹部１２４の大きさよりも大きい。これにより、インシュレータ２００が第２部位１２０
から剥れることも防止されている。
【００２８】
　図５に示されるように、コンタクト３００は、接触部３１２を有するバネ部３１０と、
インシュレータ２００に保持される被保持部３２０と、カードソケットの搭載される基板
上のパターンに固定される被固定部３３０とを備えている。被保持部３２０にはＺ方向に
凹んだ凹部３２２が形成されている。図３及び図６に示されるように、コンタクト３００
は、この凹部３２２をインシュレータ２００に埋めた状態で、インシュレータ２００に保
持されている。これにより、インシュレータ２００からコンタクト３００が抜けることを
防止することができる。また、図３及び図６から理解されるように、コンタクト３００は
、ベースフレーム１００の第１連結部１３０とは異なる平面上に配置されている。即ち、
コンタクト３００は、Ｚ方向において、ベースフレーム１００の第１連結部１３０とは異
なる位置に位置している。従って、第１連結部１３０がコンタクト３００とカード９００
の端子との接触の邪魔になることはない。また、図６に示されるように、インシュレータ
２００の底面と第１部位１１０と第２部位１２０のそれぞれの底面とは同一面に位置して
おり、カードソケットを低背化することができる。更に、図３に示されるように、本実施
の形態においては、コンタクト３００の接触部３１２は、カード挿入方向において被保持
部３２０よりも前方に位置しており、被固定部３３０は、カード挿入方向において被保持
部３２０よりも後方に位置している。かかる配置によれば、コンタクト３００の先端部３
１４がカード９００の挿入の妨げとなることはない。これにより、本実施の形態において
は、先端部３１４からの接触部３１２の高さＨを小さくすることができる（例えば、高さ
Ｈを０にすることもできる）。そのため、本実施の形態によるコンタクト３００の配置に
よれば、バネ部３１０の撓み変形時に先端部３１４が基板に接触することを防止するため
のマージンも小さくすることができ、同マージンを大きくとらざるを得ない特許文献２の
ようなカードソケットと比較して、カードソケットを低背化することができる。
【００２９】
　図３及び図９に示されるように、本実施の形態におけるイジェクト機構４００は、カム
付きのスライダ４１０と、スライダ４１０のカムに追従するカムフォロワ４２０と、スラ
イダ４１０を排出方向に付勢するコイルばね４３０とを備えており、第１部位１１０上に
配置されている。
【００３０】
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　図３及び図７に示されるように、カバー５００は、カードソケットの上面を構成する主
部５１０と、主部５１０のＸ方向の両端からＺ方向に延びる側部５２０と、主部５１０の
前端からＺ方向に延びる前部５３０とを有しており、図１に示されるように、ベースフレ
ーム１００と組み合わせられることによりカード収容部８００を構成する。図１及び図２
から理解されるように、カード９００は、カード９００の後端部を除き、このカード収容
部８００に収容される。カバー５００の側部５２０には、Ｘ方向において側部５２０を貫
通する被係止孔５４０が形成されている。図１及び図８に示されるように、この被係止孔
５４０にベースフレーム１００の係止片１７０が係止し、それによって、ベースフレーム
１００とカバー５００の組み合わせが維持される。また、係止片１７０の被係止孔５４０
に対する係合により、Ｙ方向におけるベースフレーム１００とカバー５００の相対的な移
動が制限される。
【００３１】
　図１及び図９に示されるように、検知スイッチ６００は、コンタクト３００の前方に設
けられたノーマリクローズタイプのスイッチであり、Ｙ方向において互いに接触する第１
スイッチ片６１０及び第２スイッチ片６２０を備えている。即ち、本実施の形態における
検知スイッチ６００は、カード９００の未挿入時においては第１スイッチ片６１０及び第
２スイッチ片６２０が接触しており、カード９００の挿入時においては第１スイッチ片６
１０及び第２スイッチ片６２０が非接触となる。図７に示されるように、第１スイッチ片
６１０は、カバー５００と一体に形成されていることから、十分なバネ力を有している一
方で変形などが防止されている。一方、第２スイッチ片６２０は、図９及び図１０に示さ
れるように、スイッチ片保持用インシュレータ７００により保持されており、このスイッ
チ片保持用インシュレータ７００は、ベースフレーム１００の第２連結部１４０により支
持されている。なお、本実施の形態においては、金属製のベースフレーム１００を有する
例を掲げて説明しているが、第１スイッチ片６１０をカバー５００と一体に形成する点に
ついては、例えば、特許文献３のようにベースインシュレータを有する構造の場合にも適
用可能である。
【００３２】
　図１０から理解されるように、本実施の形態における第２連結部１４０は、第１スイッ
チ片６１０と第２スイッチ片６２０との接触により第２スイッチ片６２０が受ける力をＹ
方向においてスイッチ片保持用インシュレータ７００を介して受けるバックアップ部とし
て機能する。詳しくは、本実施の形態における検知スイッチ６００は、ノーマリクローズ
タイプであるので、第１スイッチ片６１０及び第２スイッチ片６２０は、カード９００の
非挿入時にＹ方向において互いに力を受けることとなる。第２スイッチ片６２０の受けた
力は、スイッチ片保持用インシュレータ７００に伝達される。このような力がかかった状
態でカードソケットのリフロー実装を行ったとすると、バックアップ部がない場合には、
スイッチ片保持用インシュレータ７００がリフロー実装時の熱により大きく変形する恐れ
がある。しかし、本実施の形態によれば、Ｙ方向において、第２連結部（バックアップ部
）１４０がスイッチ片保持用インシュレータ７００を介して第２スイッチ片６２０をバッ
クアップしている。ここで、樹脂は曲げ応力や引っ張り応力には弱いが圧縮応力には比較
的強い。従って、第２連結部１４０を設けたことによりスイッチ片保持用インシュレータ
７００の変形を防止することができる。
【００３３】
　更に、本実施の形態におけるバックアップ部、即ち、第２連結部１４０はベースフレー
ム１００の一部であり、ベースフレーム１００はカバー５００と組み合わせられる。従っ
て、第１スイッチ片６１０と第２スイッチ片６２０との接触により第２スイッチ片６２０
にかかっている力は、スイッチ片保持用インシュレータ７００及びベースフレーム１００
を介して、係止部１７０と被係止孔５４０との係止部分に伝達される。一方、第１スイッ
チ片６１０と第２スイッチ片６２０との接触により第１スイッチ片６１０にかかっている
力は、カバー５００を介して、係止部１７０と被係止孔５４０との係止部分に伝達される
。その結果、第１スイッチ片６１０と第２スイッチ片６２０との接触により第１スイッチ
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片６１０と第２スイッチ片６２０が受けた力は、係止部１７０と被係止孔５４０との係止
部分において相殺される。即ち、力の伝達にかかる系は、カードソケット内において閉じ
た系となっているので、カードソケット内においてバランスが保たれ、歪み等の問題を生
じさせることはない。なお、本実施の形態においては、バックアップ部をベースフレーム
１００の一部（即ち、第２連結部１４０）としたが、最終的にカバー５００と組み合わせ
られる金属部材であればよく、ベースフレーム１００と別体に構成してもよい。即ち、第
２連結部１４０と側部１５０，１６０の部分をベースフレーム１００とは別体の金属部材
で形成してもよい。本実施の形態においては、金属製のベースフレーム１００を有する例
を掲げて説明しているが、検知スイッチ６００の第２スイッチ片６２０のバックアップ部
に関する発明は、例えば、特許文献３のようにベースインシュレータを有する構造に対し
ても適用可能である。
【００３４】
　本実施の形態において、スイッチ片保持用インシュレータ７００は、インシュレータ２
００と一体形成されており、カムフォロワ４２０の軸穴部７２０として機能するインシュ
レータや、グリス止め７３０として機能するインシュレータと同一工程において形成され
る。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、スイッチ片保持用インシュレータ
７００は、インシュレータ２００とは分離した状態で形成することとしてもよい。
【００３５】
　以上説明したように、本発明の実施の形態においては、カードソケットのベース部分を
基本的には金属製のベースフレーム１００で構成し、コンタクト３００の保持や電気的絶
縁の確保等に最低限必要とされる部分以外には樹脂を用いないこととしたため、カードソ
ケットの強度を保ちつつ低背化を達成することができる。
【００３６】
　また、本発明の実施の形態においては、第１連結部１３０や第２連結部１４０を設けて
いることから、Ｘ方向における剛性も確保されており、特許文献２の構造と比較して強度
の向上が図られている。
【００３７】
　加えて、本発明の実施の形態においては、検知スイッチ６００を構成するスイッチ片（
第１スイッチ片６１０）の一方をカバー５００と一体に形成したことから、検知スイッチ
６００の強度を向上させることができ、更に、残りのスイッチ片（第２スイッチ片６２０
）に対してもバックアップ部（第２連結部１４０）を設けることとしたことから、特にノ
ーマリクローズタイプの検知スイッチにおいて問題となりうるリフロー実装時における樹
脂の変形などを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態によるカードソケットを示す斜視図である。
【図２】図１のカードソケットにカードを収容した状態を示す斜視図である。
【図３】図１のカードソケットを示す分解斜視図である。
【図４】モールドイン法によりインシュレータを形成する前のレイアウトを示す図である
。
【図５】図４のコンタクトを示す斜視図である。
【図６】図３のインシュレータ、コンタクト及びベースフレームを示すVI－VI線に沿った
断面図である。
【図７】図３のカバーを示す斜め下方からみた斜視図である。
【図８】図１のベースフレーム及びカバーを示すVIII－VIII線に沿った断面図である。
【図９】図１のカードソケットを示す上面図である。ここで、カバーの主部は検知スイッ
チの構造を明確にするため省略されている。
【図１０】図９の検知スイッチを示すＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
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　１００　　　　ベースフレーム
　１１０　　　　第１部位
　１１２　　　　立設部
　１１４　　　　貫通孔
　１２０　　　　第２部位
　１２２　　　　立設部
　１２４　　　　凹部
　１３０　　　　第１連結部
　１４０　　　　第２連結部（バックアップ部）
　１５０，１６０　　　　側部
　１７０　　　　係止片
　２００　　　　インシュレータ
　２１０　　　　部位
　２２０　　　　部位
　３００　　　　コンタクト
　３１０　　　　バネ部
　３１２　　　　接触部
　３１４　　　　先端部
　３２０　　　　被保持部
　３２２　　　　凹部
　３３０　　　　被固定部
　４００　　　　イジェクト機構
　４１０　　　　スライダ
　４２０　　　　カムフォロワ
　４３０　　　　コイルばね
　５００　　　　カバー
　５１０　　　　主部
　５２０　　　　側部
　５３０　　　　前部
　５４０　　　　被係止孔
　６００　　　　検知スイッチ
　６１０　　　　第１スイッチ片
　６２０　　　　第２スイッチ片
　７００　　　　スイッチ片保持用インシュレータ
　７２０　　　　軸穴部
　７３０　　　　グリス止め
　８００　　　　カード収容部
　９００　　　　カード
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