
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板を折り曲げてなるＰＧＡ用コンタクトにおいて、
　平板状のベース部と、
　前記ベース部と対向するように前記ベース部の一端に連続して設けられた折り返し部と
、
　 前記ベース部 と

ように前記ベース部の他端に連続して設けられ
テイル部と、

　前記ベース部の前記他端から前記一端に向かう延在方向に関して前記ベース部の前記一
端と同じ位置に先端を有するように、前記ベース部から前記延在方向に突出した突出部と
を備えていることを特徴とするＰＧＡ用コンタクト。
【請求項２】
　前記折り返し部における前記ベース部との対向面とは反対側の面が前記延在方向に関し
て前記ベース部と重なる範囲内でＰＧＡソケットのピンと接触することによって、前記折
り返し部が前記ベース部に近づく方向に弾性変位することを特徴とする請求項１に記載の
ＰＧＡ用コンタクト。
【請求項３】
　前記ベース部の平面と平行で且つ前記延在方向と実質的に垂直な方向に関して互いに対
向するように前記折り返し部に連続して設けられた一対の対向部をさらに備えていること
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を特徴とする請求項１に記載のＰＧＡ用コンタクト。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のＰＧＡ用コンタクトと、
　多数のコンタクトホールがグリッド状に形成されており、前記突出部が圧入されること
によって前記コンタクトを保持するベースハウジングと、
　前記ＰＧＡ用コンタクトと電気的に接続されるＰＧＡパッケージのピンを挿通可能な多
数のスルーホールがグリッド状に形成されており、前記ベースハウジングと重なり合うよ
うに配置されたカバーハウジングと、
　前記カバーハウジングを前記ベースハウジングに対してスライドさせるためのスライド
機構とを備えていることを特徴とするＰＧＡソケット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のピンがグリッド状に設けられたＰＧＡ（ Pin Grid Array）パッケージを
プリント基板などに接続するためのＰＧＡ用コンタクト、およびＰＧＡソケットに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
ＰＧＡソケットは、コンタクトホールがグリッド状に形成されたベースハウジングと、コ
ンタクトホールに配置された複数のコンタクトと、ＰＧＡパッケージのピンが挿通可能な
スルーホールがグリッド状に形成されたカバーハウジングと、カバーハウジングをベース
ハウジングに対してスライドさせるスライド機構とを備えている。また、各コンタクトは
、当該コンタクトをベースハウジングに圧入係止させるための圧入部と、ＰＧＡパッケー
ジのピンと接触する接点部と、当該コンタクトをプリント基板などに半田付けするための
半田付け部とから形成されている。そして、ＰＧＡソケットは、複数のコンタクトがプリ
ント基板などに半田付けされることにより、プリント基板に装着される。
【０００３】
また、ＰＧＡパッケージのピンは、ＰＧＡソケットのカバーハウジングのスルーホールを
通してコンタクトの接点部と対向する位置にまでゼロ挿入力で挿入される。そして、ＰＧ
Ａソケットのスライド機構によりカバーハウジングがベースハウジングに対してスライド
させられて、ＰＧＡパッケージのピンとコンタクトの接点部とが接触して電気的に接続さ
れる。これによりＰＧＡパッケージとプリント基板などとの間で、信号の送受信が行われ
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、コンタクトの半田付け部をプリント基板などに半田付けするに際して、フラッ
クスが半田付け部からコンタクトとベースハウジングの隙間を介してＰＧＡソケット内に
侵入してコンタクトの接点部に付着する場合があった。係る場合には、ＰＧＡパッケージ
のピンとコンタクトとを接触させても電気的に接続されない電気的な接触不良が生じ、こ
の結果、ＰＧＡソケットやプリント基板などを含む製品の歩留まりが低下していた。
【０００５】
本発明は、フラックスがコンタクトの接点部に付着することにより生じる電気的な接触不
良を抑制し、製品の歩留まりが向上するＰＧＡ用コンタクトの構造を提供するとともに、
そのコンタクトを備えたＰＧＡソケットを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載のＰＧＡ用コンタクトは、金属板を折り曲げてなるＰＧＡ用コンタクトに
おいて、平板状のベース部と、前記ベース部と対向するように前記ベース部の一端に連続
して設けられた折り返し部と、
前記ベース部 と ように前記ベース部の他端に連続して設けられ
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テイル部と、前記ベース部の前記他端から前記一端に向かう延在方向に関し
て前記ベース部の前記一端と同じ位置に先端を有するように、前記ベース部から前記延在
方向に突出した突出部とを備えていることを特徴とする。
　請求項２に記載のＰＧＡ用コンタクトは、前記折り返し部における前記ベース部との対
向面とは反対側の面が前記延在方向に関して前記ベース部と重なる範囲内でＰＧＡソケッ
トのピンと接触することによって、前記折り返し部が前記ベース部に近づく方向に弾性変
位する。
【０００７】
請求項１記載のＰＧＡ用コンタクトによれば、折り返し部をコンタクトの接点部とし、折
り返し部のベース部と対向しない面をＰＧＡパッケージのピンと接触する接触面とするこ
とにより、テイル部が基板などに半田付けされた場合においても、フラックスがベース部
と折り返し部のベース部と対向する面との間を移動していくことが多くなると考えられる
ことから、フラックスが接触面に付着する頻度が非常に少なくなる。このため、上記コン
タクトをＰＧＡソケットに利用すれば、ピンとコンタクトとの電気的な接触不良を抑制す
ることが可能になり、この結果、製品の歩留まりが向上する。また、ＰＧＡ用コンタクト
は金属板を折り曲げることにより製造可能であるため、低コストで製造することができる
。
【０００８】
なお、ＰＧＡソケットには、デスクトップ型パーソナルコンピュータに用いられるＰＧＡ
ソケットや、ノート型パーソナルコンピュータに用いられるマイクロＰＧＡソケットなど
が含まれる。
【０００９】
　請求項 記載のＰＧＡ用コンタクトは、 前記 方向
と実質的に垂直な方向に関して互いに対向するように前記折り返し部に連続して設けられ
た一対の対向部をさらに備えている。請求項 によれば、一対の対向部をコンタクトの接
点部とすることにより、コンタクトとＰＧＡパッケージのピンが２点で接触することにな
るため、ピンとコンタクトとがより確実に電気的に接続されることになる。
【００１０】
　請求項 記載のＰＧＡソケットは、上記ＰＧＡ用コンタクトと、多数のコンタクトホー
ルがグリッド状に形成されており、前記突出部が圧入されることによって前記コンタクト
を保持するベースハウジングと、前記ＰＧＡ用コンタクトと電気的に接続されるＰＧＡパ
ッケージのピンを挿通可能な多数のスルーホールがグリッド状に形成されており、前記ベ
ースハウジングと重なり合うように配置されたカバーハウジングと、前記カバーハウジン
グを前記ベースハウジングに対してスライドさせるためのスライド機構とを備えているこ
とを特徴とする。
【００１１】
　請求項 記載のＰＧＡソケットによれば、ＰＧＡパッケージのピンと接触する接点部に
フラックスが付着しにくい構造のコンタクトを利用しているため、接点部にフラックスが
付着することによる電気的な接触不良が生じにくく、製品の歩留まりが向上する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１３】
第１の実施の形態
以下、第１の実施の形態に係るＰＧＡソケットについて、図１から図７を参照しながら説
明する。図１はＰＧＡソケットの分解斜視図の概略を示しており、図２はＰＧＡソケット
の斜視図の概略を示している。図３および図４はコンタクトを示す図である。図５はＰＧ
Ａソケットの一部断面図を示しており、図６および図７はコンタクトがベースハウジング
に保持されている状態を説明するための図である。
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【００１４】
図１および図２に示すＰＧＡソケット１は、ベースハウジング２と、ベースハウジング２
と重なり合うように配置されるカバーハウジング３と、複数のコンタクト４と、偏心カム
５と、カム抜け防止板６、７とから構成されている。なお、コンタクト４は導電性材料か
ら造られており、ベースハウジング２とカバーハウジング３は非導電性材料から造られて
いる。
【００１５】
ベースハウジング２には、上下に貫通した複数のコンタクトホール２１がグリッド状に形
成されている。但し、誤挿入防止のため、ベースハウジング２の一部２１ｃにはコンタク
トホール２１は形成されていない。
このコンタクトホール２１は断面形状がほぼ正方形をしており、コンタクトホール２１の
対向した一対の側面端部には凹部２１ａ、２１ｂが形成されている（図６、図７参照）。
【００１６】
また、ベースハウジング２には、一の側面に突出部２２ａ、２２ｂが設けられているとと
もに、突出部２２ａ、２２ｂが設けられている側面と対向する側面にも同様に突出部２２
ｃ、２２ｄが設けられている。突出部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄは、図２（ａ）、
（ｂ）に示すように、カバーハウジング３の後述する開口部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３
２ｄに挿嵌され、ベースハウジング２とカバーハウジング３とが容易に外れることが防止
される。
【００１７】
さらに、ベースハウジング２には、突出部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄが設けられて
いない一の側面にほぼ矩形状をした突出部２３が設けられている。突出部２３には、上下
に貫通した長孔状の貫通孔２３ａが形成されているとともに、上下面ともに貫通孔２３ａ
が形成された領域が含まれるような平面視矩形の凹部２３ｂ、２３ｃが形成されている。
貫通孔２３ａに偏心カム５の軸部５１が挿入された状態で、凹部２３ｂ、２３ｃに、夫々
、カム抜け防止板６、７が取り付けられることによって、偏心カム５の軸部５１が貫通孔
２３ａ内に保持される。
【００１８】
カバーハウジング３には、ＰＧＡパッケージのピンが挿入される上下に貫通したほぼ円形
の形状をした複数のスルーホール３１がグリッド状に形成されている。但し、誤挿入防止
のため、カバーハウジング３の一部３１ｃにはスールーホール３１は形成されていない。
尚、スルーホール３１の形成位置は、ピン８がスルーホール３１に挿入される際にピン８
がコンタクト４と接触せず（図５（ａ）参照）、且つピン挿入後カバーハウジング３をベ
ースハウジング２に対してスライドさせるとピン８がコンタクト４と接触する（図５（ｂ
）参照）ような位置である。
【００１９】
また、カバーハウジング３には、下方向に延在した一対の延在部３４ａ、３４ｂが形成さ
れている。延在部３４ａには矩形の開口部３２ａ、３２ｂが設けられているとともに、延
在部３４ｂには、延在部３４ａと同様に開口部３２ｃ、３２ｄが設けられている。開口部
３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄの高さ（縦）方向の寸法は、カバーハウジング３がベー
スハウジング２に対して上下方向にがたつくのを抑制できるように、ベースハウジング２
の突出部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄが挿入できる寸法とほぼ同じになっている。ま
た、開口部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄの横方向の寸法は、カバーハウジング３のベ
ースハウジング２に対するスライド動作によりＰＧＡパッケージのピン８とコンタクト４
とが接触状態と非接触状態とになることができるように、突出部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ
、２２ｄの横方向の寸法よりも大きくなっている。
【００２０】
さらに、カバーハウジング３には、延在部３４ａ、３４ｂが形成されていない一の側面に
ほぼ矩形状をした突出部３３が設けられており、突出部３３には、上下に貫通した長孔状
の貫通孔３３ａが形成されている。貫通孔３３ａに偏心カム５の偏心部５３が挿入される
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。
【００２１】
コンタクト４は、図３および図４に示すように、平板状のベース部４１と、ベース部４１
とほぼ同じ方向に延在するようにベース部４１の一端に連続して設けられた一対の突出部
４２ａ、４２ｂと、ベース部４１と対向するようにベース部４１の一端に連続して設けら
れた折り返し部４３と、先端側の面４４ａがベース部４１の面とほぼ垂直となるようにベ
ース部４１の他端に連続して設けられたテイル部４４とからなる。
【００２２】
突出部４２ａ、４２ｂは、夫々、ベースハウジング２に形成されたコンタクトホール２１
内の凹部２１ａ、２１ｂ内に圧入され（図６、図７参照）、これによって、コンタクト４
がベースハウジング２に保持されることになる。つまり、突出部４２ａ、４２ｂは、ベー
スハウジング２への圧入部として機能する。
【００２３】
折り返し部４３は、ベース部４１とは反対側に突出した接触部４３ａが設けられるように
鈍角に折り曲げられている。これにより、折り返し部４３の接触部４３ａはＰＧＡパッケ
ージのピン８と接触することにより弾性的に変形する（図５（ｂ）参照）。つまり、折り
返し部４３は、ピン８との接点部として機能する。
【００２４】
テイル部４４は、ＰＧＡソケット１を基板に装着するために半田付けされる部分である。
つまり、テイル部４４は、半田付け部として機能する。
【００２５】
上述したコンタクト４においては、フラックスはテイル部４４からベース部４１の折り返
し部４３と対向する面を通過するので、通常、フラックスは折り返し部４３の接触部４３
ａに接触しない。
ベース部４１の折り返し部４３と対向する面を通過したフラックスが接触部４３ａに付着
するためには、フラックスが、テイル部４４からベース部４１を介してベース部４１と折
り返し部４３との境界領域４５ａ、４５ｂにまで上昇し、さらに折り返し部４３に沿って
移動する必要がある。そして、通常、フラックスが上昇する上昇幅が大きい程大きいエネ
ルギーを必要とすることから、フラックスは半田付けされるテイル部４４に対して高い位
置にある境界領域４５ａ、４５ｂにまでは到達しにくい。従って、コンタクト４の接触部
４３ａにはフラックスが付着しにくい。
【００２６】
偏心カム５は、カバーハウジング３をベースハウジング２に対してスライドさせるスライ
ド機能を有し、円柱状をした軸部５１と、軸部５１の一端面から軸部５１の軸方向に延在
した円柱状をした連結部５２と、連結部５２の一端面から連結部５２の軸方向に延在した
円柱状をした偏心部５３とからなり、軸部５１と連結部５２との軸は互いに一致し、軸部
５１と偏心部５３の軸は互いに一致しないように造られている。また、偏心部５３の上面
には、マイナスドライバーなどの操作工具の受け部となる矩形状をした凹部５３ａが形成
されている。軸部５１は、ベースハウジング２の貫通孔２３ａに挿入され、偏心部５３は
カバーハウジング３の貫通孔３３ａに挿入される。偏心カム５の高さは、ベースハウジン
グ２の突出部２３とカバーハウジング３の突出部３３とを重ねた厚さとほぼ等しくなって
おり、連結部５２の高さは、ベースハウジング２の突出部２３の凹部２３ｂの深さとほぼ
等しい。
【００２７】
凹部５３ａに接続されたマイナスドライバーを図２（ａ）中矢印ａ方向に回転させると、
カバーハウジング３はベースハウジング２に対して図２（ａ）中矢印Ａ方向にスライドし
、図２（ａ）中矢印ｂ方向に回転させるとカバーハウジング３は図２（ａ）中矢印Ｂ方向
にスライドすることになる。
【００２８】
カム抜け防止板６は、ほぼ長方形の形状をし、厚みがベースハウジング２の突出部２３の
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凹部２３ｂの深さとほぼ等しい板であり、その一の側面中央には半長孔形状の切り欠き６
ａが設けられている。ＰＧＡソケット１が組み立てられた状態では、カム抜け防止板６は
、切り欠き６ａが形成された側面と対向する側面がベースハウジング２側になるように、
ベースハウジング２の凹部２３ｂに配置される。
【００２９】
カム抜け防止板７は、長方形をした側板７１と、側板７１の上部から横方向に延在した上
板７２と、側板７１の下部から上板７２と同方向に延在した下板７３から形成されており
、上板７２の側板７１と連なっていない側の側面中央には、半長孔形状の切り欠き７２ａ
が設けられている。上板７２の厚みがベースハウジング２の突出部２３の凹部２３ｂの深
さとほぼ等しく、下板７３の厚みがベースハウジング２の突出部２３の凹部２３ｃの深さ
とほぼ等しい。カム抜け防止板７２は、上板７２がベースハウジング２の凹部２３ｂに、
下板７３がベースハウジング２の凹部２３ｃに位置するように、ベースハウジング２の突
出部２３に取り付けられる。
【００３０】
なお、カム抜け防止板６の切り欠き６ａとカム抜け防止板７の切り欠き７２ａとで形成さ
れる長孔内に偏心カム５の連結部５２が位置し、この長孔の寸法は、偏心カム５が外れる
のを防止するため偏心カム５の軸部５１の寸法よりも小さくなっている。
【００３１】
以下、ＰＧＡソケットの組み立て状態について説明する。
偏心カム５の軸部５１が、ベースハウジング２の突出部２３の貫通孔２３ａに挿入される
。また、カム抜け防止板６がベースハウジング２の突出部２３の凹部２３ｂに配置される
とともに、カム抜け防止板７の上板７２がベースハウジング２の突出部２３の凹部２３ｂ
に、その下板７３が凹部２３ｃに位置するようにカム抜け防止板７がベースハウジング２
の突出部２３に取り付けられる。さらに、ベースハウジング２がカバーハウジング３の延
在部３４ａと延在部３４ｂとの間に位置し、且つ、ベースハウジング２の突出部２２ａ、
２２ｂ、２２ｃ、２２ｄがカバーハウジング３の開口部３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ
内に挿嵌されるように、カバーハウジング３がベースハウジング２に取り付けられる。
【００３２】
また、複数のコンタクト４は、夫々、図６および図７に示すようにベースハウジング２の
コンタクトホール２１に圧入係止される。
【００３３】
以下、コンタクト４とピン８との位置関係を説明する。
ＰＧＡパッケージがＰＧＡソケットに取り付けられると、図５（ａ）に示すように、ＰＧ
Ａパッケージのピン８は、カバーハウジング３およびベースハウジング２に接触すること
なく、コンタクト４の折り返し部４３と対向する位置にまでカバーハウジング３のスルー
ホール３１を介してベースハウジング２のコンタクトホール２１に挿入される。
【００３４】
この状態で、偏心カム５がマイナスドライバーで図２（ａ）中矢印ａ方向に回転させられ
ると、カバーハウジング３がベースハウジング２に対して図２中矢印Ａ方向、即ち図５（
ａ）中Ｃ方向にスライドし、スライドの途中でカバーハウジング３のスルーホール３１の
内壁がピン８と接触し、ピン８がカバーハウジング３に押されることによって、ピン８が
図５（ａ）中矢印Ｃ方向に移動し、これにより、ピン８は、図５（ｂ）に示すように、コ
ンタクト４の折り返し部４３の接触部４３ａと接触することになる。このとき、ピン８は
、接触部４３ａを押圧することにより、折り返し部４３をベース部４１方向に若干弾性変
形させている。このため、ピン８と接触部４３とは、折り返し部４３による弾性復帰力に
より互いに押圧し合っている。
【００３５】
上述したように、図４に示す構造のコンタクト４は、コンタクト４のテイル部４４を基板
に半田付けする際にコンタクト４の折り返し部４３の接触部４３ａにフラックスが付着す
ることが非常に少ない。そして、接触部４３ａにフラックスが付着しにくいコンタクト４
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をＰＧＡソケット１に利用しているため、ＰＧＡパッケージのピン８とコンタクト４との
電気的な接触不良が抑制され、この結果、製品の歩留まりが向上する。また、フラックス
がコンタクト４の接触部４３ａに付着するのを防止するためにコンタクト４の高さ方向の
寸法を大きくする必要がないため、ＰＧＡソケットを装着する機器の薄型化という要請に
沿うものである。さらに、コンタクト４は一枚の金属板を折り曲げることにより作られて
いるため、低コストを製造することができる。
【００３６】
なお、コンタクト４を図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に図示するようなものを利用しても良
い。但し、図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に図示したコンタクト４００、５００、６００は
、コンタクト４のテイル部４４の形状を改良したものである。即ち、コンタクト４００に
おいては、テイル部４０４の形状がＵ字状となるように、その先端に谷部４０４ａが形成
されている。また、コンタクト５００においては、テイル部５０４の先端に、コンタクト
４００のテイル部４０４の谷部４０４ａに比べ幅が広く深さの小さい谷部５０４ａが形成
されている。さらに、コンタクト６００においては、その先端形状が波状となるように、
二つの谷部６０４ａ、６０４ｂが形成されている。このように、コンタクトのテイル部を
形成した場合には、半田の付着面積がコンタクト４のテイル部４４に比べ大きくなるため
、より確実に基盤に半田付けすることが可能になるという利点を有する。
【００３７】
第２の実施の形態
第２の実施の形態は、第１の実施の形態に係るＰＧＡソケットのコンタクト形状を変形し
たものである。なお、コンタクトを除くその他の構成部品については第１の実施の形態で
説明した対応する構成部品が適用可能であるため、第２の実施の形態においては、ＰＧＡ
ソケットのコンタクトのみを図９を参照しつつ説明することとする。
【００３８】
図９に示す第２の実施の形態に係るコンタクト９は、平板状のベース部９１と、ベース部
９１とほぼ同じ方向に延在するようにベース部９１の一端に連続して設けられた一対の突
出部９２と、ベース部９１と対向するようにベース部９１の一端に連続して設けられた折
り返し部９３と、折り返し部９３の先端近傍の両側面からベース部９１の面とほぼ垂直な
方向に延在することによって互いに対向するように折り返し部９３に連続して設けられた
一対の対向部９５、９６と、先端側の面９４ａがベース部９１の面とほぼ垂直となるよう
にベース部９１の他端に連続して設けられたテイル部９４とからなる。
【００３９】
対向部９５、９６の先端部近傍は、コンタクト９自体の延在方向に沿って互いに平行に対
向した接触部９５ａ、９６ａとなるように折り曲げられている。これにより、対向部９５
、９６の互いに向き合う接触部９５ａ、９６ａはＰＧＡパッケージのピンと接触すること
により弾性変形する。
【００４０】
第２の実施の形態のコンタクトでは、第１の実施の形態で説明したコンタクト４と同様、
ＰＧＡパッケージのピンと接触する接触部９５ａ、９６ａの互いに対向する面にフラック
スが付着しにくい構造となっているという効果を有することに加えて、コンタクト９とＰ
ＧＡパッケージのピンとが接触部９５ａ、９６ａの対向面の２点で接触する構造となって
いるため、より確実にコンタクト９とピンとが電気的に接続される。
【００４１】
以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限ら
れるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な設計変更が可能なもの
である。例えば、コンタクト４、９は、図３、図９に示したものに限らず、その折り返し
部４３、９３がベース部４１、９１と対向する部分があって、ベース部４１、９１の一端
から連続して形成されているものであればよい。また、スライド機構としては、偏心カム
５以外であってもカバーハウジング３をベースハウジング２に対してスライドさせること
が可能なものであればよい。
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【００４２】
【発明の効果】
請求項１記載のＰＧＡ用コンタクトによれば、折り返し部をコンタクトの接点部とし、折
り返し部のベース部と対向しない面をＰＧＡパッケージのピンと接触する接触面とするこ
とにより、テイル部が基板などに半田付けされた場合においても、フラックスがベース部
と、折り返し部のベース部と対向する面との間を移動していくことが多くなると考えられ
ることから、フラックスが接触面に付着する頻度が非常に少なくなる。このため、上記コ
ンタクトをＰＧＡソケットに利用すれば、ピンとコンタクトとの電気的な接触不良を抑制
することが可能になり、この結果、製品の歩留まりが向上する。また、ＰＧＡ用コンタク
トは金属板を折り曲げることにより製造可能であるため、低コストで製造することができ
る。
【００４３】
　請求項 記載のＰＧＡ用コンタクトによれば、一対の対向部をコンタクトの接点部とす
ることにより、コンタクトとＰＧＡパッケージのピンが２点で接触することになるため、
ピンとコンタクトとがより確実に電気的に接続されることになる。
【００４４】
　請求項 記載のＰＧＡソケットによれば、ＰＧＡパッケージのピンと接触する接点部に
フラックスが付着しにくい構造のコンタクトを利用しているため、接点部にフラックスが
付着することによる電気的な接触不良が生じにくく、製品の歩留まりが向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係るＰＧＡソケットの分解斜視図である。
【図２】図１に示したＰＧＡソケットの斜視図である。
【図３】図１に示したＰＧＡソケットに用いられるコンタクトの斜視図である。
【図４】（ａ）は図３に示したコンタクトの正面図であり、（ｂ）はコンタクトの左側面
図であり、（ｃ）はコンタクトの右側面図であり、（ｄ）はコンタクトの上面図である。
【図５】図１に示したＰＧＡソケットの I-I線の一部断面図であり、（ａ）はＰＧＡパッ
ケージのピン挿入時を示しており、（ｂ）はコンタクトとピンの接触時を示している。
【図６】図１に示したＰＧＡソケットにおけるコンタクトがベースハウジングに保持され
ている状態を説明するための説明図である。
【図７】図１に示したＰＧＡソケットにおけるコンタクトがベースハウジングに保持され
ている状態を説明するための説明図である。
【図８】図４に示したコンタクトの変形例を示す図である。
【図９】第２の実施の形態に係るＰＧＡソケットに利用されるコンタクトの斜視図である
。
【符号の説明】
１　ＰＧＡソケット
２　ベースハウジング
２１　コンタクトホール
２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄ　突出部
２３　突出部
２３ａ　貫通孔
２３ｂ、２３ｃ　凹部
３　カバーハウジング
３１　スルーホール
３２ａ、３２ｂ、３３ｃ、３３ｄ　開口部
３３　突出部
３３ａ　貫通孔
３４ａ、３４ｂ　延在部
４　コンタクト
４１　ベース部
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４２ａ、４２ｂ　突出部（圧入部）
４３　折り返し部（接点部）
４３ａ　接触部
４４　テイル部（半田付け部）
５　偏心カム
５１　軸部
５２　連結部
５３　偏心部
５３ａ　凹部
６　カム抜け防止板
６ａ　切り欠き
７　カム抜け防止板
７１　側板
７２　上板
７２ａ　切り欠き
７３　下板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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