
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケースに開穿された開口部からトリガーボタンを一部外方に突設させると共に、該トリ
ガーボタンをバネにより付勢し、且つ、トリガーガイドの案内により摺動自在に設けたゲ
ーム用コントローラ 、前記トリガーガイドの後端面左右両側に上下方向に延びる
左右嵌合溝を設け、一方、前記ケースに該トリガーガイドの下端部を保持するリブを立設
すると共に、該リブの外側に左右立設部を設け、前記

たことを特徴とするゲーム用コントローラ
。
【請求項２】
　

ことを特徴とする ゲーム用コントローラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ゲーム用コントローラに関するものであり、特に、トリガーボタンの組み立
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に於いて

ケース内に介装される基板下面にモ
ータホルダーと一体のホルダーを固着すると共に、該ホルダーを前記トリガーガイド上方
まで延設して延設部を設け、前記トリガーガイドの下端部を前記リブに保持させると共に
、前記左右嵌合溝に前記左右立設部を嵌合させ、且つ、前記ホルダーの延設部によって該
トリガーガイドの上端を保持するように構成し

上記トリガーガイドの左右嵌合溝内に上下を区画する仕切り板が形成され、該仕切り板
が上記左右立設部の上端に当接して該トリガーガイドを上下方向に位置決めするように構
成されて成る 請求項１記載の



て構成を簡素化したゲーム用コントローラに関するものである。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
此種ゲーム用コントローラを本出願人は既に出願しており（特願２００１－３２９２８６
）、該出願のゲーム用コントローラを図６に従って説明する。図に於て、１はゲーム用コ
ントローラのケース内に収納される配線基板を示し、該配線基板１の下部にはホルダー２
が固着され、該ホルダー２にモータホルダー３が一体に形成され、該モ－タホルダー３に
振動モータ４が保持されると共に、該振動モータ４の両側近傍に図示しないトリガーボタ
ンによって操作される左右のスライドスイッチ５，６がスライドスイッチ保持部７，８を
介して配設され、該スライドスイッチ５，６から所定間隔離間する外方にトリガーボタン
用接点基板９，１０がトリガーボタン用接点基板保持部１１，１２を介して設けられてい
る。
【０００３】
即ち、前記配線基板１は、前記振動モータ４、スライドスイッチ５，６、及び、トリガー
ボタン用接点基板９，１０が前記ホルダー２に一体に保持されることにより構成が簡素に
なり、組立作業が容易になる等の利点を有するものである。
【０００４】
次に、前記出願に基づき実施されたゲーム用コントローラを図７乃至図１４に従って説明
する。
図７に於て、１３はゲーム用コントローラであり、該ゲーム用コントローラ１３はケース
１４の左右後端にグリップ部１５，１６を備え、該ケース１４の上面に多方向スイッチ１
７，１８，１９、及び、単方向スイッチ２０，２１，２２，２３，２４が設けられ、該ケ
ース１４の側面に単方向スイッチ２５及び左右のトリガーボタン２６，２７が配設されて
いる。尚、図に於て２８は接続ケーブルである。
【０００５】
図８に於て、２９は前記ケース１４の下ケースであり、該下ケース２９の前端左右両側部
に開口部３０，３１が開穿されている。
そして、前記トリガーボタン２６，２７は該開口部３０，３１から外方に一部突出させて
設けられるものであり、該トリガーボタン２６，２７の前端部は操作部として操作しやす
い形状に形成され、該トリガーボタン２６，２７の後端部は摺動部３２，３３が突設され
て該トリガーボタン２６，２７が摺動可能に形成され、又、該トリガーボタン２６，２７
には後述するスライドスイッチを操作する操作部２６ａ，２７ａが夫々内方に向かって突
設されている。
【０００６】
一方、該トリガーボタン２６，２７の後方にトリガーガイド３４，３５が設けられ、該ト
リガーガイド３４，３５は、該トリガーガイド３４，３５の前端に前記トリガーボタン２
６，２７の摺動部３２，３３を遊挿して案内する筒状の案内部３６，３７が突設されると
共に、該トリガーガイド３４，３５の上端左右両側部に図８乃至図１０に示す半円柱状の
係止部３８，３９，４０，４１が上方に向かって突設され、更に、該トリガーガイド３４
，３５中心部に貫通孔（図示せず）が開穿され、且つ、該トリガーガイド３４，３５の後
端に前記トリガーボタン２６，２７の摺動部３２，３３先端に押圧されて動作するトリガ
ーラバー４２，４３が設けられている。そして、前記トリガーボタン２６，２７と前記ト
リガーガイド３４，３５とはバネ４４，４５により互いに離反する方向に夫々付勢されて
いる。
【０００７】
又、前記トリガーボタン２６，２７の左側後端と前記トリガーガイド３４，３５の右側前
端に該トリガーボタン２６，２７の摺動を姿勢制御する矩形状に屈曲されたシャフト４６
，４７が係合されて掛け渡されている。
【０００８】
更に、図８及び図１１に於て、４８，４９はカバーであり、該カバー４８，４９は前記ト
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リガーボタン２６，２７及び前記トリガーガイド３４，３５を被蔽するものであり、該カ
バー４８，４９の後端左右側端にはボルト挿通孔５０，５１及び５２，５３が開穿され、
且つ、該ボルト挿通孔５０，５１及び５２，５３のやや内側に断面半円状の貫通孔５４，
５５及び５６，５７が開穿されている。
【０００９】
一方、図８及び図１２に於て、前記下ケース２９の前記開口部３０，３１の後方位置には
前記トリガーガイド３４，３５の下端部の前端を保持するリブ５８，５９及び後端及び左
右端を保持するリブ６０，６１，６２，６３が立設され、更に、該リブ６０，６１，６２
，６３のやや外方に前記カバー４８，４９を保持するための立設部６４，６４，６５，６
５が形成され、該立設部６４，６４，６５，６５の上端にはボルト孔６６，６６，６７，
６７が形成されている。
【００１０】
又、図１３に於て、６８は上ケースであり、該上ケース６８内には基板６９が配設され、
該基板６９の下部（図に於て上部）にはホルダー７０が固着され、該ホルダー７０にモー
タホルダー７１が一体に形成され、該モ－タホルダー７１の両側近傍に前記トリガーボタ
ン（図９に於て２６，２７）によって操作される左右のスライドスイッチ７２，７３がス
ライドスイッチ保持部７４，７５を介して配設され、該スライドスイッチ７２，７３から
所定間隔離間する外方にトリガーボタン用接点基板７６，７７がトリガーボタン用接点基
板保持部７８，７９を介して設けられている。
【００１１】
而して、例えば前記トリガーボタン２７を組み立てる時は、前記バネ４５に該トリガーボ
タン２７の摺動部３３及び前記トリガーガイド３５の案内部３７を挿通すると共に、前記
シャフト４７を前記トリガーボタン２７の左側後端に係合し、且つ、前記トリガーガイド
３５の右側前端に係合し、更に、該トリガーボタン２７の摺動部３３を前記トリガーガイ
ド３５の案内部３７内に遊挿した後、該トリガーボタン２７の前端部を前記開口部３１か
ら一部突出させ、前記トリガーガイド３５の下端部を前記リブ５９及び６２，６３に係止
させる。
【００１２】
更に、前記カバー４９を前記トリガーボタン２７及び前記トリガーガイド３５上に図１４
に示す如く載置し、該トリガーガイド３５の係止部４０，４１を該カバー４９の貫通孔５
６，５７に貫通させ、該カバー４９の前記ボルト挿通孔５２，５３を前記立設部６５，６
５の上端部に位置決めし、該カバー４９をボルト８１，８１で螺着する。これによって、
該カバー４９は前記トリガーガイド３５を位置決めして固定し、傾きを抑えることが出来
る。
【００１３】
次に、図１３に示す前記基板６９が配設された前記上ケース６８を前記下ケース２９に嵌
合する。該上ケース６８が該下ケース２９に嵌合された状態に於て、前記カバー４９は前
記基板６９を保持し、該基板６９が各種ボタン等で押圧された時、該基板６９の変形を防
止することができる。
【００１４】
従って、前記トリガーボタン２７を押圧すると、該トリガーボタン２７は該トリガーボタ
ン２７の摺動部３３が前記トリガーガイド３５の前記案内部３７に案内され、前記シャフ
ト４７によって姿勢制御され、且つ、前記バネ４５の付勢力に抗して後方に変位し、該ト
リガーボタン２７の摺動部３３先端部が前記トリガーガイド３５中心部の前記貫通孔を貫
通して前記トリガーラバー４３を押圧し、該トリガーラバー４３に出力が発生する。そし
て、同時に、前記トリガーボタン２７の操作部２７ａが前記スライドスイッチ７３を操作
し他の出力が発生する。
【００１５】
又、前記トリガーボタン２７と同様に前記トリガーボタン２６についても同様に組み立て
ることができ、組み立て後、同様の操作を行うことができる。
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然しながら、前記トリガーボタン２６，２７は組み立てに於ける部品点数が多く、材料費
のコスト高となると共に、組み立て作業効率も悪いという問題がある。
【００１６】
そこで、ゲーム用コントローラに於て、トリガーボタンの組み立てに於ける部品点数を減
少させ、材料費を削減すると共に、組み立て作業効率を高めるために解決すべき技術的課
題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、ケ
ースに開穿された開口部からトリガーボタンを一部外方に突設させると共に、該トリガー
ボタンをバネにより付勢し、且つ、トリガーガイドの案内により摺動自在に設けたゲーム
用コントローラに 、前記トリガーガイドの後端面左右両側に上下方向に延びる左右
嵌合溝を設け、一方、前記

たゲーム用コントローラ、及び、
　請求項２記載の発明は、

記載のゲーム用コントローラを提供するも
のである。

【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図１乃至図６に従って詳述する。尚、説明の都合上、従来
例と同一構成部分については同一符号を付してその説明を省略する。図１乃至図３に於て
、８２，８３は従来例のトリガーガイド（図８に於て３４，３５）に代えて用いられるト
リガーガイドであり、該トリガーガイド８２，８３は該トリガーガイド８２，８３の後端
面左右両側に上下方向に延びる断面視半円状の左右嵌合溝８４，８５及び８６，８７が設
けられ、該左右嵌合溝８４，８５及び８６，８７内に上下を区画する仕切り板８８，８９
及び９０，９１が形成されている。
【００１９】
そして、従来例のトリガーガイドと同様に、前記トリガーガイド８２，８３の前端には前
記トリガーボタン２６，２７の摺動部３２，３３を案内する筒状の案内部３６，３７が突
設されると共に、該トリガーガイド８２，８３中心部に貫通孔（図示せず）が開穿され、
且つ、該トリガーガイド８２，８３の後端に前記トリガーボタン２６，２７の摺動部３２
，３３先端に押圧されて動作するトリガーラバー４２，４３が設けられている。
【００２０】
又、本発明に於ては従来例で用いたカバー（図８に於て４８，４９）は不要であり、該カ
バーを螺着するボルト（図９に於て８０，８１）も不要である。
更に、図４に於て、９２は従来例のホルダー（図１３に於て７０）に代えて用いられるホ
ルダーであり、該ホルダー９２は従来例のカバー（図８に於て４８，４９）に略相当する
部分、即ち、前記トリガーガイド８２，８３の上方まで延設されて延設部９２ａ，９２ｂ
が形成されている。
【００２１】
而して、例えば前記トリガーボタン２７を組み立てる時は、前記バネ４５に該トリガーボ
タン２７の摺動部３３及び前記トリガーガイド８３の案内部３７を挿通し、且つ、前記シ
ャフト４７を前記トリガーボタン２７の左側後端に係合し、且つ、前記トリガーガイド８
３の右側前端に係合し、更に、該トリガーボタン２７の摺動部３３を前記トリガーガイド
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於いて
ケースに該トリガーガイドの下端部を保持するリブを立設する

と共に、該リブの外側に左右立設部を設け、前記ケース内に介装される基板下面にモータ
ホルダーと一体のホルダーを固着すると共に、該ホルダーを前記トリガーガイド上方まで
延設して延設部を設け、前記トリガーガイドの下端部を前記リブに保持させると共に、前
記左右嵌合溝に前記左右立設部を嵌合させ、且つ、前記ホルダーの延設部によって該トリ
ガーガイドの上端を保持するように構成し

上記トリガーガイドの左右嵌合溝内に上下を区画する仕切り板
が形成され、該仕切り板が上記左右立設部の上端に当接して該トリガーガイドを上下方向
に位置決めするように構成されて成る請求項１



８３の案内部３７内に遊挿する。
【００２２】
そして、該トリガーボタン２７の前端部を下ケース２９に開穿された開口部３１から一部
突出させ、前記トリガーガイド８３の下端部をリブ５９及び６２，６３に係止させ、更に
、前記左右嵌合溝８６，８７を立設部６５，６５に嵌合させ、且つ、該嵌合溝８６，８７
内に形成された仕切り板９０，９１を前記立設部６５，６５の上端に当接させて位置決め
すると、図５に示す如く前記トリガーボタン２７が前記下ケース２９内に組み込まれる。
【００２３】
次に、前図４に示す前記基板６９が配設された前記上ケース６８を前記下ケース２９に嵌
合すると、該基板６９の下端に固着された前記カバー９２の延設部９２ｂが前記トリガー
ガイド８３の上端を保持する。
【００２４】
従って、前記トリガーボタン２７を押圧すると、該トリガーボタン２７は該トリガーボタ
ン２７の摺動部３３が前記トリガーガイド８３の前記案内部３７に案内され、前記シャフ
ト４７によって姿勢制御された状態で前記バネ４５の付勢力に抗して後方に変位し、該ト
リガーボタン２７の摺動部３３先端部が前記トリガーガイド８３中心部の前記貫通孔を貫
通して前記トリガーラバー４３を押圧し、該トリガーラバー４３に所定の出力が発生する
。そして、同時に、前記トリガーボタン２７の操作部２７ａが前記スライドスイッチ７３
を操作し、他の出力が発生する。
【００２５】
又、前記トリガーボタン２７と同様に前記トリガーボタン２６についても同様に組み立て
ることができ、組み立て後も同様の操作を行うことができる。
斯くして、本発明は前記トリガーガイド８２，８３の下端部が前記リブ５８，６０，６１
及び５９，６２，６３に保持されると共に、該トリガーガイド８２，８３の左右嵌合溝８
４，８５及び８６，８７が前記立設部６４，６４及び６５，６５に嵌合して保持され、且
つ、前記仕切り板８８，８９及び９０，９１が前記立設部６４，６４及び６５，６５の上
端に当接されて位置決めされるので所定位置に確実に保持され、この状態で下ケース２９
が上下逆さまになっても各部品が落下することはない。
【００２６】
又、本発明は従来例のカバー及び該カバーを螺着するボルトが不要であるので、トリガー
ボタンの組み立てに於ける部品点数を減少させ、材料費を削減すると共に、組み立て作業
効率を高めることができる。
【００２７】
更に、前記ホルダー９６は前記トリガーガイド８２，８３まで延設する延設部９２ａ，９
２ｂが形成されているので、該延設部９２ａ，９２ｂによって前記トリガーガイド８２，
８３を保持すると共に、前記基板６９が各種ボタン等で押圧された時、該基板６９の変形
を防止することができる。
【００２８】
尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本
発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【００３０】

　 請求項 記載の発明は、ゲーム用コン
トローラに於 て、トリガーガイドの後端面左右両側に上下方向に延びる左右嵌合溝を設
け、一方、前記ケースに該トリガーガイドの下端部を保持するリブを立設すると共に、該
リブの外側に左右立設部を設け、更に、前記ケース内に介装される基板下面にモータホル
ダーと一体のホルダーを固着すると共に、該ホルダーを前記トリガーガイド上方まで延設
して延設部を設けたので、前記トリガーガイドの下端部を前記リブに保持させると共に、
前記左右嵌合溝に前記左右立設部を嵌合させ、且つ、前記ホルダーの延設部によって該ト
リガーガイドの上端を保持することができ、前記延設部によって前記トリガーガイドを確
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実に保持できると共に、基板が各種ボタン等で押圧された時、該延設部で該基板の変形を
防止することができる。
【００３１】
　更に、請求項 記載の発明は、上記トリガーガイドの左右嵌合溝内に上下を区画する仕
切り板が形成され、該仕切り板が上記左右立設部の上端に当接して該トリガーガイドを上
下方向に位置決めするように構成され るので、請求項１記載の発明の効果に加え、該
トリガーガイドは上下方向所定位置に確実に保持される等、正に著大なる効果を奏する発
明である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示し、下ケースにトリガーボタンを取り付ける状態を示
す分解斜視図。
【図２】図１のトリガーボタンとトリガーガイドの組立前の状態を示す平面図。
【図３】本発明の一実施の形態を示し、トリガーガイドの正面図。
【図４】本発明の一実施の形態を示し、上ケースと該上ケース内に組み込まれる基板及び
ホルダーの斜視図。
【図５】本発明の一実施の形態を示し、下ケースにトリガーボタンが取付けられた状態を
示す斜視図。
【図６】従来例を示し、基板にホルダーが取付けられた状態を示す斜視図。
【図７】他の従来例を示し、ゲーム用コントローラの平面図。
【図８】図７に示す下ケースにトリガーボタンを取り付ける状態を示す分解斜視図。
【図９】図８に示すトリガーボタンとトリガーガイドの組立前の状態を示す平面図。
【図１０】図９に示すトリガーガイドの正面図。
【図１１】図８に示すカバーの平面図。
【図１２】図８に示す下ケースの一部平面図。
【図１３】他の従来例を示し、上ケースと該上ケース内に組み込まれる基板及びホルダー
の斜視図。
【図１４】他の従来例を示し、下ケースにトリガーボタンが取付けられた状態を示す斜視
図。
【符号の説明】
１３　　　　　　　　　　ゲーム用コントローラ
１４　　　　　　　　　　ケース
２６，２７　　　　　　　トリガーボタン
３０，３１　　　　　　　開口部
４４，４５　　　　　　　バネ
５８，５９，６０　　　　リブ
６１，６２，６３　　　　リブ
６４，６５　　　　　　　立設部
６９　　　　　　　　　　基板
７１　　　　　　　　　　モータホルダー
８２，８３　　　　　　　トリガーガイド
８４，８６　　　　　　　左嵌合溝
８５，８７　　　　　　　右嵌合溝
８８，８９，９０，９１　仕切り板
９２　　　　　　　　　　ホルダー
９２ａ，９２ｂ　　　　　延設部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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