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RADSOK®コンタクトとは？ 

RADSOK®という名称は RADial SOcKet からの合成語

で、アンフェノールが商標登録をしており、特許を取得し

ています。RADSOK®とは、３０アンペア以上での使用に

適した高性能な双曲線形状のソケットとピンタイプの  

電気接続システムです。双曲線形状のコンタクトは通常

のピンとソケットのコンタクトに比べ、はるかに優れた性

能を有します。RADSOK®のソケットコンタクト (以下

RADSOK コンタクト)では、複数の接触面がソケットの内

径に沿って双曲線状に並び、かつ軸方向に捻れていま

す。結果、双曲線形状の “グリッド（格子）”に多くの接触

点が発生します（図 1）。 

 

 

RADSOK コンタクトグリッド 

 

RADSOK グリッドに挿入されたピン 

 

図 1 双曲線形状グリッド 

この双曲線形状グリッドが、RADSOK コンタクトのユニー

クな特長です。双曲線状にグリッドを配置することにより、

ソケットに挿入されたピンを物理的に包み込むと同時に、

優れた電気接続に必要な接圧がピンに対して常時一定

にかかります。 

RADSOK コンタクトのグリッドは高導電性の高張力   

ベリリウム銅製です。ベリリウム銅は非常に柔軟で、双

曲線状に形成することで優れた電気接続を実現します。

斬新な金型により高速四面打ち抜きで均一に生成され

グリッドが、精密プレス機で加工された銅製の筒状ハウ

ジングに組み込まれます。このような優れた製造技術に

より、他のいかなる形状のコンタクトをも凌ぐ高性能で高

信頼性の電気コンタクトを、非常に競争力のある価格で

提供できます。  

RADSOK コンタクトの主要特性 

• 極めて低い接触抵抗により大電流対応 
• 調整可能な挿入・引抜力 
• 極めて高い耐振動性  
• 優れた耐久性 
• セルフクリーニング 
• クイックな接続 

- 極めて低い接触抵抗により大電流対応 

RADSOK コンタクトのグリッドは通常のコンタクトよりも接

触面積が広く、挿入・引抜を繰り返しても通常のコンタク

トで起こるような緩みが発生しません。通常のコンタクト

ではこの緩みによるミリボルト単位での損失が当たり前

ですが、RADSOK コンタクトは緩まないので損失もあり

ません。つまり、繰り返しの使用にも劣化せず、確実な電

気の伝送が可能です。 

- 調整可能な挿入・引抜力 

RADSOK コンタクトは、グリッドとピンのめっきに使用さ

れるコーティングを変更することによって、挿入・引抜力

を調節できます。従って、RADSOK コンタクトの材質とコ

ーティングをカスタマイズすれば、より最適な費用対性能

を得られます。通常、RADSOK コンタクトを確かな信頼

性で使用するためには、最低 1.5 ポンド（約 680 グラム）

の挿入力が必要です。 

‐ 極めて高い耐振動性  

RADSOK コンタクトの双曲線形状グリッドは、挿入され

たピンと確実に接触します。振動テストにより、この弾性

のある双曲線形状グリッドが、優れた電気特性を維持す

ることを証明しました。また、このユニークな形状により、

多少の軸ズレが発生しても電気接続を損なうことはあり

ません。 

- 優れた耐久性 

使用用途によっては何度も抜き差しが必要になります。

RADSOK コンタクトの特長のひとつは、費用対性能比を

最大化するために材質とめっきの組合せを選べることで

す。例えば、高い導電性を保ったまま何千回もの着脱に

耐える高性能な RADSOK コンタクトを低価格でカスタマ

イズできます。 

- セルフクリーニング 

電圧損失や熱上昇を防ぐためには、コンタクトを清潔で

汚れのない状態に維持することが理想です。RADSOK
コンタクトには、セルフクリーニング機能があります。ピン

がソケットに挿入されるとピンを包むグリッドが小さな汚

れをふき取り、グリッドのわずかな隙間にそのごみが溜

まります。 
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クイックな接続 

RADSOK コンタクトは、機械的な締め付けなしで電気接

続するので、特殊な工具を使わずコンタクトをクイックに

嵌合・離脱させることができます。組立時間も短く、部品

は簡単に取り外せます。ねじ式など（締付けトルクが強過

ぎたり不足したりして）正しく嵌合していない場合、電気コ

ンタクトの性能は損なわれます。コンタクトが過熱したり、

ハウジングが破損したり、最悪電気接続に不具合を生じ

たりもします。しかし RADSOK コンタクトはトルク管理が

不要で、締付けトルクのばらつきによる失敗がありませ

ん。又、SurLokTM  ポジティブ保持機能  を追加した

RADSOK SurLok コネクタは、トルク管理が不要で組立

作業効率を格段に向上させることができます。SurLok の

特長は、ハウジングにロック機構を持たせずに、1 ピンず

つの電気接続を可能にすることです。 

RADSOK コンタクトの種類  

RADSOK コンタクトは、直径が 2.4mm 以上のピンに対
応しています。 

• 2.4mm 
• 3.6mm 
• 4.3mm 
• 6.0mm、 ショート 
• 10.3mm、ショート 
• 12.3mm 
• 14.0mm 
• 17.9mm 
• 23.0mm 
• 40.0mm 

RADSOK コンタクトのオプション 

• ホルダー： RADSOK コンタクトをホルダーに入れ、
ワイヤーやケーブルに接続します。 

• SurLokTM ポジティブ保持機能 ： 戻り止め機能
を備え、ピンコンタクト挿入と同時にロックし、不慮
の離脱の危険性を軽減します。この機能によりコ
ネクタの確実な嵌合を確認出来ます。  

• SealTacTM  侵入防止： 外部環境からコンタクト
嵌合面を守ります。片方を閉じた RADSOK コンタ
クトのもう一方の端に打ち抜き EPDM（エチレンプ
ロピレンゴム）ワッシャをはめ込み、ピンコンタクト
を挿入すると密封状態となり、汚染物質の浸入を
防ぎます。 

• データ端子： コネクタの電圧を測る必要がある場
合、標準的な 0.25 インチ（約 6.3mm）のスペード
端子（平端子）をより大きいサイズのＲＡＤＳＯＫ 
コンタクトに装着し電圧測定ができます。 

RADSOK コンタクトを、導電性のハウジングやホルダー

に収納し、ねじ式の嵌合や各種圧着結線が可能です 

（図 2 参照）。 

 

図 2 終端処理のオプション 

RADSOK コンタクトの使用方法 

RADSOK コンタクトは 2.4mm から 40mm まで様々なタ

イプを用意しており、SurLokTM、SealTacTM などのオプ

ション機能を付加することで、使用範囲も広がります。 

RADSOK コンタクトは、次の 3 通りの方法で提供してい

ます。 

• RADSOK コンタクトのみ 

• RADSOK コンタクトをケーブル圧着用のホルダー
に入れた状態 

• RADSOK コンタクトを組み込んだコネクタ製品  
として 

RADSOK コンタクトのみを使用される場合は、付録の

「RADSOK コンタクト組立手順」に従ってください。

RADSOK コンタクトを導電性ホルダーに組込むための

推奨プレスフィット径も掲載しています。又、「RADSOK
コンタクトの外径寸法」 には、ホルダー長やピンコンタク

ト情報を掲載しています。 
アンフェノールは、設計、試作品開発、量産を請け負って

おりますので、お客様のご要望に応じた完全なカスタムメ

イドも可能です。 

RADSOK コンタクトは、素早い着脱が必要な大電流用

途に最適です。まっすぐな中継型と直角型があり、ソケッ

トコンタクトの軸がケーブルとどう交わるかによって選び

ます。中継型は RADSOK コンタクトが導線と同軸上にあ

る、ケーブル中継用になります。直角型は、RADSOK 

コンタクトの軸が導線と 90°あるいは垂直に交わります。

それぞれの形状に合わせたソケットコンタクトホルダーも

あります。ホルダーは、数量や形状に応じて、金属プレス、

押し出し加工、CNC 加工で製造されます。 
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RADSOK コンタクトの主な用途 

• バッテリー端子 

• バッテリー同士の接続 

• バスバー接続 

• オルタネータ接続 

• 自動車、鉄道、バス、ハイブリッド車両などの  
電源供給用 

• 基地局、サーバー、ストレージ電源供給用 

• ＡＰＵ（補助電源装置）接続、直流給電システム 

RADSOK コンタクトの適切なサイズの選択 

ピンの直径が、RADSOK コンタクトのサイズになります。

つまり、6mm の RADSOK コンタクトには 6mm のピンが

嵌合します。適切な RADSOK コンタクトサイズを決める

には、各用途の次の要素を確認してください。 

• 必要電流容量 

• 周囲温度 

• 温度上昇許容値 

• 使用環境 

これら４要素は相対的な関係にあります。電流がコンタク

トに流れると、コンタクトの温度は上昇します。この作用

はジュール、又は I２R 熱と呼ばれています。温度が上昇

すると接触面の電流を一定に保つことができなくなります。

又、周囲温度が上がると、温度が低い時ほど電流が接

触面に流れなくなり、これは接触ディレーティングと呼ば

れています。 

様々な RADSOK コンタクトサイズで、電流に負荷をかけ

その温度上昇を測定し得られたデータをグラフにして付

録に掲載しましたので、ＲADSOK コンタクトの適切なサ

イズを決める参考にしてください。 
なお、特別な用途に使用する RADSOK コンタクトのサイ

ズを決める際にも、コンタクトの温度が使用環境に合って

いなければなりません。 

RADSOK コンタクト技術の詳細 

RADSOK コンタクトの組立と製造工程 

RADSOK コンタクトの組立方法と製造工程を知ると、そ

の仕組みが分かります。RADSOK コンタクトの特許取得

の双曲線形状グリッドがユニークなソケット・ピンタイプの

コネクタを生み出しましたが、内部にワイヤーを放射線状

に並べて作った大変高価な双曲線形状コンタクトは既に

存在していました。 

アンフェノールの RADSOK コンタクトは、ワイヤーを縫う

ように組み立てる必要があったこれらの旧式の双曲線

形状コンタクトとは根本的に異なります。これらのワイヤ

ーは挿入されたピンを包み込む形で組み立てられ、その

製造工程は大変複雑です。 
双曲線形状ワイヤーコンタクトの設計を、最新の製造シ

ステムを駆使して、より低価格で実現するために開発さ

れたのが RADSOK コンタクトです。 

特許取得 RADSOK コンタクトの中核技術は、“グリッド”
です。“グリッド” は高強度ながら高導電性のベリリウム

銅（BeCu）を新式の金型を使って製造します。図 3 は、す

だれ状に型ぬきされたグリッドです。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 BeCu グリッド 

このグリッドを円柱形に丸め、指のような一方の先（図 3）

を 90°外側に折り曲げ放射線状に広げます（図 4、一番

左）。出来たグリッドにインナーバレル（内筒）をはめ込み

ます（図 4、左から二番目）。次に、放射線状に広げられ

た端を大きい方のアウターバレル（外筒）に押し込みます

（図 4、左から 3、4 番目）。 

これでグリッドの指状の一端はしっかりと固定できたので、

もう一方の端を同様に広げます。次に、グリッドを双曲線

形状にします。グリッドに捻りを加えつつ、もう片方のア

ウターバレルに広げたグリッドを押し込み、適当なところ

でグリッドの捻りを固定します。図 4 の一番右が、特許取

得 RADSOK コンタクトの完成形です。 

これは 2 つのアウターバレルでの組立ですが、1 つのバ

レル で組立てる新デザインもすでに特許を取得していま

す。新デザインは、より部品点数も少なく組立工程をより

合理化し、自動生産が可能です。 

 

 

 

 

図 4 RADSOK 組立工程 
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RADSOK コンタクトの双曲線形状の捻れ 

グリッドの詳細を図 5 に示します。ライン A は、捻られる

前のグリッド 1 本ずつを表します。ライン A’ は、グリッド

が捻られた結果、斜めになったグリッドです。捻れの角度

は、θ で表わし、一般的に 45°です。 

 

図 5 双曲線回転理論 

さらに、図５では A’ が捻れの結果 A よりもわずかに長く

伸びているのが分かります。又、図５を上から見ると、グ

リッドが円の上で弦を描き、それぞれのグリッドを円周上

に並べて円柱状に 3D 化して見ると、双曲線になり、円柱

の内径が小さくくびれているのがはっきりと見て取れます

（図 6）。 

 

 

 

 

 

図 6 双曲線形状 

RADSOK コンタクトは、ピンの外径と捻る前のソケットの

内径の間にわずかな隙間を設けるよう設計されています。

図 1 でわかるように、ピンがソケットに差し込まれると、ピ

ンが接触面に張力を加えつつ放射線状のグリッドを押し

出します。 

 
 
 
 

 
 

図 7 グリッド上の力分布 

RADSOK コンタクトの仕組み 

図 7 は RADSOK コンタクトが双曲線形状グリッドに変形

された後、力がどのように働いているかを表しています。

ピンによる垂直抗力が働いています。垂直抗力とは物体

に垂直にかかる力で、この力は高い導電性を得るために

必要であり、従って接触抵抗を低く抑えるために欠かせ

ません。 

又、二つの平らな導電体が接触するとき、実際の接触面

積は限られています。たとえ表面を限界まで磨いたとし

ても、顕微鏡レベルでは凹凸が現れ、その凸部分だけが

実際には接触しているのです。この接触部分を「アスペリ

ティ」とか「a-スポット」と呼びます。そして、面と面の間の

垂直効力が大きくなるにつれ、a-スポットの接触面積も増

大します。その原理が図 8 に描かれています。 

 

図 8 平面同士が接地する様子 

つまり、アスペリティこそ、通電したときのピンとソケットの

間の実際の接点なのです。図の線は電流がアスペリティ

を通ってどのように流れるかを表しています。垂直効力

が増すにつれ、力が働く前には接触していなかった凹部

の a-スポットの接触面積も増え、結果 a-スポットの接点

が増えていくのです。そして、接点が増えることにより、電

圧降下が減少し、熱上昇も抑えられます。 
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又、アスペリティが増えれば、電流の流れを阻害する抵

抗も減少し、電流の流れがよくなります。 
電気コンタクトにつきものである抵抗に関して、重要な要

素がいくつかあります。まず、コンタクトの材料抵抗です。

これは、体抵抗（bulk resistance) と呼ばれ、次の式で

表されます。 

式 1 

  

ρ(rho)は材料抵抗。単位はΩ-ｃｍ 
L = 導電体の長さ (cm) 
Area ＝ 導電体面積   （ｃｍ２） 

抵抗は材料定数で表され、材料の導電率と相関します

（式 2）。 

式 2 

 

σ(sigma)は材料の導電率。単位は mho/cm 
又は cm/ohm（cm/Ω) 
 

a-スポットの抵抗は集中抵抗と呼ばれます。これは a-ス
ポットに電流が集中して流れることから来ています。

Bowden と Tabor によると、集中抵抗は垂直抗力に比例

し、式 3 で表されます。 

式３  

 

N＝ 垂直抗力 
 
RADSOK コンタクトでは、垂直抗力はピンの直径により

変わります。しかし、下記に示すようにピンのサイズと接

触抵抗の関係は、優れた性能を得るには十分に考慮さ

れなければなりません。つまり、ピンを挿入するのに必要

な追加の力は、式 4 に示すように直接垂直抗力に比例し

ているからです。 

式 4 

 

  N ＝ 垂直抗力 
  F ＝  挿入力 
    μ(mu) = 摩擦係数 

式 4 は、図 9 の自由体図の力から求められます。 

 

 

 

図 9  ピンにかかる力 

接触抵抗や集中抵抗は、式３で求められる垂直抗力に

関係します。挿入力が大きくなると、それにつれて垂直抗

力も大きくなります。しかし、ある点を越えると、接触抵抗

や集中抵抗が限界逓減状態となり、減っていきます。 

 

図 10 挿入力対抵抗 

図 10 は、10.3mm の RADSOK コンタクトでは約 45° 

グリッドを捻った時が、挿入力と接触抵抗の最適バラン

スであることがわかります。 

第 3 の抵抗要素として、嵌合している面の間に形成され

る膜、あるいは酸化膜があります。この抵抗を、膜抵抗、

又は RF と呼びます。RADSOK コンタクトのセルフクリー

ニング作用は、ピンを抜き差しする際にこれらの膜をふき

取ります。又、セルフクリーニング作用に加え、RADSOK
コンタクトで使用可能な高電圧もこれらの膜を破壊しま

す。 

よって、RADSOK コンタクトの総抵抗値は、以下になり 

ます。 
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高導電性の材質を使うと、RBは小さくなります。代表的な

金属の導電率を表１に示します。表では導電率を降順に

並べているので、銀の導電性がもっとも高いことになり 

ます。 

表 1 金属の導電性 

抵抗値 導電率

（Ω/m) (mhos/M)

銀 1.59 x 10-8 6.30 x 107 1.06

銅 1.68 x 10-8 5.96 x 107 1.00

金 2.21 x 10
-8

4.52 x 10
7 0.76

アルミニウム 2.65 x 10
-8

3.77 x 10
7 0.63

ベリリウム銅 3.45 x 10-8 2.90 x 107 0.49

ベリリウム 3.56 x 10-8 2.81 x 107 0.47

亜鉛 5.90 x 10-8 1.69 x 107 0.28

黄銅 6.16 x 10
-8

1.62 x 10
7 0.27

ニッケル 6.93 x 10-8 1.44 x 107 0.24

鉄 9.61 x 10-8 1.04 x 107 0.17

プラチナ 1.05 x 10-7 9.52 x 106 0.16

パラディウム 1.05 x 10
-7

9.49 x 10
6 0.16

青銅 1.15 x 10
-7

8.70 x 10
6 0.15

錫 1.16 x 10-7 8.62 x 106 0.14

鉛 2.08 x 10-7 4.81x 106 0.08

ベリリウムニッケル 2.46 x 10-7 4.07 x 106 0.07

ステンレススチール (301) 7.14 x 10
-7

1.40 x 10
6 0.02

材料 比導電率

　　　　　　　　　　　　　　　すべての値は、室温（～20℃）での値です。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　比導電率は銅との比較です。  

コンタクトの材料 

RADSOK コンタクトの材料は、電気的、機械的、熱的特

性を基準にして選ばれています。もちろん理想的な材料

は、すべての特性が優れたものですが、電気的特性は

優れていても機械的特性が劣るということが往々にして

あります。例えば、高導電性の材料は、一般的に強度が

それ程強くありません。従って、電気コンタクトは、これら

の特性のバランスが取れていることが重要です。 

RADSOK コンタクトの材料を、図 11 で断面図にして示し

ます。 

 
 
 RADSOK コンタクトの断面図 

1. アウターバレル （外筒）  2 個 
2. コンタクトグリッド      BeCu 
3. インナーバレル （内筒） 

 
図 11 RADSOK 断面 

■ コンタクトグリッド 

RADSOK コンタクトのグリッドは、ベリリウム銅合金製で

す。ベリリウム銅は、大きな垂直抗力を生み出すのに必

要な優れた張力と弾性を有します。表２に、RADSOK  
コンタクトに使用されているベリリウム銅の特性を示し  
ます。 

表 2 ベリリウム銅の材料特性 

特性 C17410 1/2HT

熱伝導率 135 BTU (ft.hr.F)

導電率 50% IACS

強度 80～100 ksi

硬度 89～98 HRB  

ベリリウム銅の耐腐食性 

ベリリウム銅合金は、ストレスクラッキング（応力亀裂）を

生じてしまう水酸化アンモニウムを除けば、温度にかか

わらずアルカリ性水溶液への耐性が優れています。又、

低温濃硫酸や、温度に関係なく希硫酸に対する耐腐食

性も優れています。さらに塩水環境においても、腐食速

度が遅いことが証明されています。 

上記のような溶液にさらすことにより、金属の表面に薄い

不動態皮膜が形成されます。この膜は水や酸素があると

成長し、膜が成長することによって金属は腐食し溶解し

ます。この腐食を防ぐために後述するめっきを用います。 

■ バレル 

RADSOK コンタクトのインナーバレルとアウターバレル

は、導電性、熱伝導ともに優れた銅製です。  

■ ホルダー 

お客様の仕様や製造工程に合わせて、コンタクトホルダ

ーは銅か銅合金で出来ています。CNC 旋盤やねじきり

盤で製造する場合には、加工しやすいテルリウム銅が使

われます。銅の柔軟性を利用した衝撃押し出し成型やプ

レス加工には、CDA110 やそれに相当するものが使わ

れています。黄銅は高導電性を特に必要としない電気コ

ンタクトにはよく使われているのですが、黄銅 360 が

RADSOK コンタクトのホルダーの一般的な材料です。 

RADSOK コンタクトは、電気的機械的に結線するために、

通常ホルダーに圧入します。結線は、ねじ式留め具やワ

イヤー圧着用バレルなどを介して行ないます。銅は導電

性において最良の材料ですが、黄銅など他の材料と比

べ高価なので、設計上どうしても銅である必要はありま

せん。ただ、銅は圧着ワイヤーを組み込むメタルホルダ

ー材料としても最良で、より硬く亀裂が入り易い黄銅に比

べ延性に優れ、成型が容易です。 
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めっき 

めっきとは、物体の表面に金属の薄い皮膜を施すことで

す。電気コンタクトは、部品寿命を延ばし電気特性を向上

させ腐食にも耐えるように、多くの場合、めっきが施され

ています。 

めっきの方法は 2 種類あります 

1. 電気めっき 

2. 無電解めっき 

電気めっきは、電解液と呼ばれる化学溶液に素材を沈

めて行います。めっきを施す素材を槽の中で電極につな

ぎます。次にめっき金属でできたもうひとつの電極を槽に

沈めます。槽の中で通電し、めっき材が析出して素材に

皮膜をつくります。電気めっきでは、シャープな外縁部に

も厚い層のめっきを施せます。例えば、銅板に銀めっき

をすると、外縁部のめっきは厚く、中心部のめっきは薄く

なり、めっき厚で２対１ほどにもなります。なお、ブラインド

ホール（止まり穴）をめっきする際には、電解液中の電流

が穴の中までは流れ込みにくく、穴の奥に行くにつれメッ

キが薄くなるので、注意が必要です。 

無電解めっきは、外部電圧を加えることなく金属を溶着さ

せるめっきです。この方法により複雑な形やブラインドホ

ールにも均一にめっきすることができます。そのため、無

電解めっきは通常電気めっきよりも値段が高くなります。 

■ めっき厚 

優れた製品性能を発揮させるには、十分なめっき厚が必

要です。すべての金属にはある程度気孔があるので、め

っきの気孔率を最小にするには金属膜が厚くなければな

りません。又、電気コンタクトをめっきする時は、コンタクト

の挿入引抜で生じる磨耗やコンタクトの用途が要求する

導電性などを考慮し、めっき材料を決めなければなりま

せん。 

■ めっき材料 

電着に使われる金属と特性を、電気特性が高い順に表 3
に表示します。 

表 3 メッキ材の特性 

電気抵抗
(μΩ/cm)

熱伝導率
(%Ag)

銀 (Ag)            1.59 100.0

銅 (Cu)            1.692 91.8

金 (Au)            2.44 70.0

ニッケル (Ni)            7.8 14.2

錫 (Sn)          11.5 15.5

電着材

 

用途や使用環境に応じて、RADSOK コンタクトは、通常、

銀か錫でめっきされます。各めっきの特性を以下に説明

します。  

銀： 電気コンタクトに少ない伝導損失で高電圧を流した

いときによく使われる、一般的なめっきです。表 3 で分か

るように、銀はめっき材の中で最も電気、熱特性が優れ

ています。又、銀は硫化気にさらされると硫化膜を作りま

すが、高電流が流れると膜はなくなります。 表面にクロ

メート処理をすることで、接触抵抗を最小限に抑え変色も

防ぎます。 

錫： 嵌合回数や振動をそれほど考慮しなくても良い用

途では、RADSOK コンタクトのめっきに一般的に錫を用

います。錫はフレッチング腐食し易く、空気でも急速に酸

化します。接触面同士の小さな動きでもめっき表面は空

気にさらされます。錫めっきが空気に触れると、酸化錫が

できます。酸化錫はもろく、更なる動きで酸化錫が割れて

空気に触れ、めっきの酸化が進みます。これが繰り返さ

れると、めっきがだめになります。しかし、接触面を滑ら

かにすることで、起こりうるフレッチング腐食を低減出来

ます。又、錫は延性にも富むので、めっき処理後に曲げ

たり、変形したりするにも有効です。錫めっきでは、異な

る金属で起こるガルバニ結合も排除できます。ただし、錫

めっきコンタクトをアーク状態や 100℃を超える温度で使

用すると、めっきの劣化が急速に進みます。 

ニッケル： ニッケルは電気めっき、無電解めっきのいず

れでも使用可能です。ニッケルは主に銀などの貴金属め

っきの下地に使われます。母材に銅を使うとめっき金属

を通って銅が表面に現れますが、ニッケルは銅にバリア

を張りこれを阻止します。なお、無電解リン酸ニッケルは、

電気抵抗が大きいため、めっき金属板での使用は避け

てください。めっき溶液中のリン酸濃度が上がるほど、電

気抵抗も大きくなります。又、無電解ニッケルホウ素は使

用できますが、リン酸ニッケルより高価な材料です。 
 

RADSOK コンタクトの高温使用による影響 

銅や銅合金が RADSOK コンタクトのグリッドなどにばね

材として使われていますが、応力緩和特性に注意してく

ださい。RADSOK コンタクトのベリリウム銅のようなばね

性のある銅は、使用環境や通電による発熱など長時間

高温状態に置かれると、応力緩和現象を起こします。 

RADSOK コンタクトに挿入されたピンは、ばね性を備え

たグリッドを開きながら、圧力を与えます。この圧力こそ

RADSOK コンタクトが正しく動作するのに必要ですが、

高温状態が長時間続くと、このばね性は減少したり、無く

なったりします。 
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応力緩和は時間と温度に関係します。ピンを挿入し

RADSOK コンタクトのグリッドに接触圧がかかった状態

で、長時間高温にさらした時の影響は加法的で、その関

係を Larson-Miller 法で推定したものが図 12 です。 

 
 

図 12 Larson-Miller プロット 

残留応力を求めるには、 

1. グラフの右時間軸で、高温状態にさらされた累

積時間を決めます。 

2. 時間軸から水平に線を引き、グラフ上部の温度

との交点を見つけます。 

3. 2.の交点から、応力緩和曲線に対して垂直の線

を引きます。 

4. 3.で求めた応力緩和曲線上の交点から、左側の

残留応力の軸まで水平に線を引き、圧力がどれ

だけ残っているかが推定できます。 

RADSOK コンタクトの寿命を最長にするには、120oC 
以下での使用を推奨します。用途によっては高温使用が

必 要 で す が 、 そ の 場 合 も 温 度 と 継 続 使 用 時 間 を

Larson-Miller 法に合わせて求めることで、グリッドの残

留応力が分かります。なお、残留応力は 80%以上でなけ

ればなりません。 

RADSOK コンタクトを、ケーブルやその他導体に半田付

け、溶接、ろう付けすることは推奨しません。どうしても必

要な場合は、応力緩和を最小にするために RADSOK 

コンタクトをできるだけ冷やすよう対応してください。 

この技術概要には、ソケットコンタクト用ホルダーの製造

やピンコンタクトの仕様決定に役立つ寸法表も掲載して

います。お客様の用途に合わせたカスタム製造も可能で

す。クイックな嵌合離脱が必要で、大電流を流すには

RADSOK コンタクトが最適です。 
 

RADSOK コンタクトの圧着  

RADSOK コンタクトの圧着は、電気接続における重要な

要素です。 アンフェノールでは、圧着などすべて組立完

了した製品としても提供しています。自社で組立をされる

際には、RADSOK コンタクト圧着ガイドを提供します。 

ケーブルの選択 

適切な電気ケーブルを注意深く選んでください。ケーブル

の絶縁体によって指定される温度で、継続的に必要な電

流を流せなければなりません。又、用途や使用するコン

タクトに合った正しいサイズのケーブルでなければなりま

せん。溶接ケーブルには、より線をまとめて絶縁皮膜を

施したものもあります。この種のケーブルは他の用途向

けですので、RADSOK コンタクトには使用しないでくださ

い。出来れば、UL 規格 600V かそれ以上の品質のケー

ブルを推奨します。 

 ケーブルのストリップ処理 

まず、ケーブルの端を正しく四角に切り落とします。次に

約２mm の組立用の隙間を残し電線の端から絶縁被覆

をストリップします。その際、導体となる銅のより線を傷つ

けないように注意してください。 図 13 参照。10％以下の

より線の損失は通常認められます。 

 

図 13 barrel-crimp 断面 

 ケーブルの検査 

ストリップ処理後、導体に汚れがないかを目視検査してく

ださい。被覆を剥いだ導体には絶縁体が付着せず、さび

もない金属の光沢を放ってなければなりません。導体が

酸化していると、圧着時に電気抵抗が増え、発熱するか

らです。 

 

 

 



 

9

 コンタクトの圧着 

最大の電気性能を得るには、ストリップ処理したケーブル

をワイヤーバレルの奥まで差し込みます。その際、すべ

ての導線が挿入されるよう注意してください。そして、隙

間に近いワイヤーバレル部分で圧着します。圧着長はワ

イヤーバレルの長さよりも 2mm 程度短くします。ワイヤ

ーバレルの長さ以上に圧着すると、圧着も弱まり、バレ

ルに亀裂が入りかねません。 

注意！ 

RADSOK コンタクトの半田付けや溶接は薦められませ

ん！どうしても、半田付けや溶接が必要な場合は、「ば

ねの応力緩和」を防ぐために出来るだけソケットコンタク

トの温度を低く保ってください。 

 圧着工具 

様々な種類の圧着工具がありますが、必ずワイヤーバレ

ルのサイズに合った、電気コネクタ専用の圧着工具を使

用してください。 

Anderson Products 社の VCHTG 直接読み取り圧力ゲ

ージを備えた  Model VC6-3 Versa-Crimp®水圧手動

圧着工具を、現在 RADSOK コンタクト用の圧着工具とし

て認定しています。 

アンフェノール製の六角クリンプには、2/0 サイズのケー

ブルまで圧着可能な豊富なバレルサイズが揃っています。

又、アンフェノールではお客様の製品に合わせた圧着工

具の開発も行っています。 
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付  録 

RADSOK コンタクトの外径寸法 

(mm)

径 A 機能部の長さ 径 B 機能部の長さ

6.0 6.0 21.84 9.53 21.84
8.0 8.0 25.65 13.49 56.65

10.3 10.3 28.19 17.04 28.19
14.0 14.0 35.56 22.10 35.56

ピンコンタクト RADSOK コンタクト
サイズ

 
  注） 1. 「機能部分の長さ」には、雄ピン先端の半径は含んでいません。 
  2. この半径は、最低 1.0mm なければなりません。 
  3. 「機能部分の長さ」は、RADSOK の各グリッド長の 1/2 の長さになります。 

 
RADSOK コンタクト組立手順 

RADSOK コンタクトのホルダーへの挿入組立方法を以下に示します。なお、表は最適な嵌合と電気性能を得るため
の推奨プレスフィット、ピンコンタクト径です。 

1. RADSOK ホルダーやスリーブには、組立を簡単にす
るために、小さな引込み溝があります。 

2. ホルダ－サイズは、RADSOK コンタクトの外径に対し
て、0.025～0.076mm のしまりばめにして下さい。 

3. RADSOK コンタクトをホルダーに押し込む際は、万力
やアーバーで固定して行なってください。 

4. RADSOK コンタクトをホルダーに押し込むのに、ハン
マーは使わないでください。 

5. ホルダーの外径「D」は、使用電流や金属により想定

される温度上昇を考慮して決定します。ホルダーの厚

みが増すにつれ、しまりばめは 0.025～ 0.076mm 
の範囲内で小さくなります。 

6. RADSOK コンタクトは、ソケットコンタクト外筒の真ん

中の継ぎ目部分の溝が 3ｍｍになるよう十分にホル

ダーに押し込んでください（図参照）。 

RADSOK プレスフィット組立情報 
(mm)

RADSOKホルダー挿入部径

径C (+0.00/-0.025) 

6.0 9.50

8.0 13.44

10.3 16.99

14.0 17.42

RADSOK
コンタクトサイズ
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RADSOK 許容電流表 
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RADSOK 性能 

 
 

潤滑の有無による挿入力の違い 
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温度上昇データ － 電流と時間経過との関連 
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温度上昇データ － RADSOK コンタクト vs. スプリットピンコンタクト 

 

 
 
 
 

6.0mm RADSOK コンタクトでの最適な構造 
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分散分析 （ANOVA） 

10.3mm 錫めっき RADSOK 
 

柱状グラフ – めっきなし状態での捻り管理

 
マイクロボルト電圧降下（アンペア） vs. 挿入力 – 初期 
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