
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケースと、このケースに上下動可能に配設された操作レバーと、この操作レバーの下部
に設けられ、前記操作レバーの上下動に伴って回動する駆動板と、前記操作レバー及び前
記駆動板を初期位置に復帰させる復帰用ばねと、前記駆動板の回動によって左右にスライ
ド移動されるスライダと、このスライダに内蔵されたクリップ状の可動接点と、この可動
接点と摺接する固定接点が配設された ウエハーと、このウエハーを前記ケ
ース内にガイドするカバーとを備え、

前記スライダの移動時には、前記可動接点が前記ウエハーから垂直に配設された固
定接点を挟持し摺動すると共に、前記スライダには反転用ばねを設け

前記スライダを摺動方向に付勢するようにしたこと
を特徴とするスイッチ装置。
【請求項２】
　前記復帰用ばねは、前記操作レバーと前記ケースとの間に配置され前記操作レバーを上
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基板部を有する
前記ウエハーには、前記基板部の上面に垂直に配設

された前記固定接点の根元部から前記基板部の底面に沿って折り曲げられ、その先端部が
上下方向に二股に拡開された挟持用の端子部が形成されると共に、前記ケースと前記カバ
ーの一側端部には、前記挟持用の端子部に対応する位置にそれぞれ凹溝部が形成され、前
記スライダの上面側には、前記駆動板と当接して左右に駆動される操作カムが形成されて
おり、

、前記反転用ばねを
、線ばねで形成し、一方の自由端を前記ケースに軸支すると共に、他方の自由端を前記ス
ライダの移動に追従して揺動可能となるように前記スライダに軸支し、前記スライダが左
右にスライド移動する際には反転して



方へ付勢する第１の復帰用ばねと、前記操作レバーと前記駆動板との間に配置され前記駆
動板を中央位置に復帰させる第２の復帰用ばねとで形成したことを特徴とする請求項１記
載のスイッチ装置。
【請求項３】
　前記駆動板はフック部により前記操作レバーに位置決め係止されていることを特徴とす
る請求項 記載のスイッチ装置。
【請求項４】
　前記カバーには、前記端子部を上方へ付勢する規制ガイド部が形成されていることを特
徴とする請求項 記載のスイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プッシュ式のスイッチ装置の構造に係り、特に操作レバーのプッシュ（オン）
／プッシュ（オフ）の操作で接点の切り換えが行われるプッシュ式スイッチ装置の構造に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のプッシュ（オン）／プッシュ（オフ）タイプのスイッチ装置としては、操作レバー
をプッシュ操作することによりシーソー型の可動接点が左右に揺動され、この揺動に伴っ
て可動接点の両端に固着された接点部がケースやウエハーなどの内底面に配設された固定
接点と当接して接点の切り換えが行われるシーソータイプのものや、操作レバーのプッシ
ュ操作に応じて回転板に設けられた摺動子型の可動接点が回転動作され、この回転に伴っ
て可動接点がケースやウエハーなどの内底面に配設された固定接点と摺接して接点の切り
換えが行われる回転タイプのものなどが一般に知られている。
【０００３】
シーソータイプのスイッチ装置の構造としては、ケースとこのケースに上下動可能に収容
された操作レバーと、この操作レバーの下側に回動可能に取り付けられた駆動板と、前記
操作レバー及び前記駆動板を上方及び中央位置に付勢するばね部材と、前記駆動板の回動
に伴い駆動板の先端が当接することで揺動駆動される可動接点と、この可動接点の両端部
に設けられた接点部と当接する固定接点と、この固定接点が配設されたウエハーなどから
概略構成されている。
【０００４】
このシーソータイプのスイッチ装置は、前記操作レバーがプッシュ操作されると、前記駆
動板の先端部が前記可動接点の上面側に形成された山形カム部の一方の傾斜面と当接し、
この傾斜面を押圧して摺動することにより、前記駆動板が一方に回動して先端部が前記可
動接点の一端側を下方に押圧することとなる。この押圧により、前記可動接点は一方側に
揺動され、下方に配設された一方の固定接点と接触するものとなっている。
【０００５】
この状態から、前記操作レバーの押圧を解除すると、前記ばね部材の付勢力により前記操
作レバーは初期の状態に復帰するものとなる。この時、前記駆動板は回動した状態からも
との中央位置に復帰する。
【０００６】
次に、再び前記操作レバーがプッシュ操作されると、前記駆動板の先端部が前記可動接点
の上面側に形成された山形カム部の他方の傾斜面と当接し、この傾斜面を押圧して摺動す
ることにより、前記駆動板が他方に回動して先端部が前記可動接点の他端側を下方に押圧
することとなる。この押圧により、前記可動接点は他方側に揺動され、下方に配設された
他方の固定接点と当接して接点の切り換えが行われるものとなっている。
【０００７】
回転タイプのスイッチ装置の構造としては、ケースとこのケースに上下動可能に収容され
た操作レバーと、この操作レバーの下側に回転可能に取り付けられた回転板と、前記操作
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レバーを上方に付勢するばね部材と、前記回転板を回転位置に位置決めするクリック板と
、前記回転板に固着され回転板の回転に伴い回転駆動される可動接点と、この可動接点に
設けられた接点部と当接する固定接点と、この固定接点が配設されたウエハーなどから概
略構成されている。
【０００８】
この回転タイプのスイッチ装置は、前記操作レバーがプッシュ操作されると、前記操作レ
バーの下面側に環状に設けられた駆動用カム山が、前記回転板の上面側に同じく環状に設
けられた回転用カム山と当接して、このカム山を押圧して摺動することにより、前記回転
板が一方向に一定角度回転され、前記クリック板によって所定位置に保持されることとな
る。この回転により、前記可動接点も一方向に回転され、下方に配設された固定接点と接
触するものとなっている。
【０００９】
この状態から、前記操作レバーの押圧を解除すると、前記ばね部材の付勢力により前記操
作レバーは初期の状態に復帰するものとなる。この時、前記回転板は回転した位置に前記
クリック板で保持された状態となっている。
【００１０】
次に、再び前記操作レバーがプッシュ操作されると、前記操作レバーの下面側に設けられ
た駆動用カム山が、前記回転板の上面側に設けられた回転用カム山と当接して、このカム
山を押圧して摺動することにより、前記回転板が更に一方向に一定角度回転され、前記ク
リック板によって更に所定位置に保持されることとなる。この回転により、前記可動接点
も更に一方向に回転され、下方に配設された異なる固定接点と接触するものとなり接点の
切り換が行われるものとなっている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のプッシュ／プッシュタイプのスイッチ装置においては、シ
ーソータイプのスイッチ装置では、接点部がシーソー動作によるバット（当接）接点構造
となっていることから、異物、塵埃などが侵入した場合、接触が不安定となり、耐環境特
性に劣るという問題があった。
【００１２】
回転タイプのスイッチ装置では、接点部が摺動タイプとなりバット接点タイプに比べて若
干耐環境特性には優れるが、片面のみ摺動する構造のため、やはり接触が不安定になる虞
があった。また、接点部を回転板に対応して多数の接点を形成しなければならず、構造が
複雑となり、このため工程及び管理が煩雑になるという問題があった。
【００１３】
また、全体的に使用する部品点数が多く、組み立てが煩雑になり、工程が増えることから
コストがアップしてしまい安価対応が難しいという問題があった。
【００１４】
したがって、本発明では上述した問題点を解決し、工程及び管理が煩雑とならないよう簡
易な構造でプッシュ／プッシュタイプのスイッチを構成できると共に、塵埃や異物が侵入
した場合の接点の接触信頼性を向上できるスイッチ装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明では第１の手段として、ケースと、このケースに上下
動可能に配設された操作レバーと、この操作レバーの下部に設けられ、前記操作レバーの
上下動に伴って回動する駆動板と、前記操作レバー及び前記駆動板を初期位置に復帰させ
る復帰用ばねと、前記駆動板の回動によって左右にスライド移動されるスライダと、この
スライダに内蔵されたクリップ状の可動接点と、この可動接点と摺接する固定接点が配設
された ウエハーと、このウエハーを前記ケース内にガイドするカバーとを
備え、
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基板部を有する
前記ウエハーには、前記基板部の上面に垂直に配設された前記固定接点の根元部か

ら前記基板部の底面に沿って折り曲げられ、その先端部が上下方向に二股に拡開された挟



前記スライダの移動時に
は、前記可動接点が前記ウエハーから垂直に配設された固定接点を挟持し摺動すると共に
、前記スライダには反転用ばねを設け

前記スライダを摺動方向に付勢するようにしたことを特徴とする。
【００１７】
　また、第 の手段として、前記復帰用ばねは、前記操作レバーと前記ケースとの間に配
置され前記操作レバーを上方へ付勢する第１の復帰用ばねと、前記操作レバーと前記駆動
板との間に配置され前記駆動板を中央位置に復帰させる第２の復帰用ばねとで形成したこ
とを特徴とする。
【００１８】
　また、第 の手段として、前記駆動板はフック部により前記操作レバーに位置決め係止
されていることを特徴とする。
【００２０】
　また、第 の手段として、前記カバーには、前記端子部を上方へ付勢する規制ガイド部
が形成されていることを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図１乃至図６に示す。図１は本発明のスイッチ装置の分解斜
視図、図２は同じく縦断面図、図３はスライダの移動方向から見た縦断面図、図４乃至図
６は動作説明図で、図４は初期状態、図５は切り換え途上、図６は切り換え後の状態を示
す説明図である。
【００２２】
図１乃至図３において、ケースは合成樹脂などの絶縁材からなる第１のケース１と、金属
板を折り曲げて箱型に形成された第２のケース２とから形成されている。
【００２３】
前記第１のケース１は、下面が開口された方形状の基部１ａと、この基部１ａの上部に突
出する円筒状の軸受部１ｂとから形成されており、前記基部１ａの下面の開口部には、箱
状の収納部１ｃが設けられ、この収納部１ｃに前記第２のケース２が収容されるものとな
っている。また、前記軸受部１ｂには、円筒となる中空部１ｄと、この中空部１ｄに連設
して上面側に、後述する操作レバー３が突出される貫通孔１ｅが設けられている。
【００２４】
また、前記第１のケース１の基部１ａには、対向する一対の側部の略中央に切り窓部１ｆ
が設けられており、側部の前記切り窓部１ｆを挟んだ両側には、一対の切り欠き部１ｇが
設けられている。また、前記基部１ａの一側端部には、後述する端子部１０ｂ、１０ｃに
対応する位置に複数の凹溝部１ｈが形成されている。
【００２５】
前記第２のケース２は、金属板を打ち抜き折り曲げて箱型に形成されており、平板状の上
板２ａと、この上板２ａの各四側部に垂下された２組の側板２ｂ、２ｃとを有している。
前記上板２ａには方形の貫通孔２ｄが設けられており、前記第２のケース２が前記第１の
ケース１の収納部１ｃに収容された時に、前記貫通孔２ｄが前記軸受部１ｂの貫通孔１ｅ
と対応するようになっている。
【００２６】
また、前記側板２ｂは、前記側板２ｃに比べて縦横共に長尺となるように形成されており
、横方向の四角部には係止片２ｅがそれぞれ形成されている。前記側板２ｂは、前記第２
のケース２が前記第１のケース１の収納部１ｃに収容された時、前記第１のケース１の切
り窓部１ｆから突出されて前記基部１ａの側部面上に延設され、前記係止片２ｅが前記基
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持用の端子部が形成されると共に、前記ケースと前記カバーの一側端部には、前記挟持用
の端子部に対応する位置にそれぞれ凹溝部が形成され、前記スライダの上面側には、前記
駆動板と当接して左右に駆動される操作カムが形成されており、

、前記反転用ばねを、線ばねで形成し、一方の自由
端を前記ケースに軸支すると共に、他方の自由端を前記スライダの移動に追従して揺動可
能となるように前記スライダに軸支し、前記スライダが左右にスライド移動する際には反
転して

２

３

４



部１ａの一対の切り欠き部１ｇにかしめなどの方法で係止されるものとなっている。
【００２７】
また、前記側板２ｃの一方と前記上板２ａとの交差部近傍には、後述する反転用ばね８の
一方の自由端を回動可能に軸支する軸支部２ｆが形成され、また、前記側板２ｃには反転
用ばね８の反転を許容する逃げ溝部２ｇが形成されている。前記２組の側板２ｂ、２ｃに
囲まれた空域部に後述するスライダ７が収容されて移動されるものとなっている。この場
合、前記側板２ｂの内壁部がスライダ７の両端部が当接して移動が規制されるストッパー
面となっている。
【００２８】
操作レバー３は、合成樹脂などの絶縁材で略円柱状に形成されており、やや大径の基部３
ａと、この基部３ａより小径で長尺状に突出された操作部３ｂとを有している。前記基部
３ａの下面側には大径の環状溝からなる第１のばね受け部３ｃが設けられており、この第
１のばね受け部３ｃの中央には小径の略円筒状からなる第２のばね受け部３ｄが形成され
、この第２のばね受け部３ｄの先端側には、対向して一対の係止部３ｅが形成されている
。
【００２９】
前記第１のばね受け部３ｃに、コイル状の圧縮ばねからなる第１の復帰用ばね４の一端側
が係止され、他端側が前記第２のケース２の上板２ａ上に係止されることで、前記操作レ
バー３を初期位置、すなわち前記第１のケース１の軸受け部１ｂの貫通孔１ｅから突出す
る方向に、常時付勢するようになっている。
【００３０】
また、前記第２のばね受け部３ｄに、同じくコイル状の圧縮ばねからなる第２の復帰用ば
ね５の一端側が係止され、他端側が、この先端側に設けられた一対の前記係止部３ｅに回
動可能に係止される後述する駆動板６の上端部に係止されることで、駆動板６を初期位置
、すなわち前記操作レバー３の軸芯方向と同じ中央位置に戻すように、常時付勢するよう
になっている。
【００３１】
このように、前記操作レバー３及び後述する駆動板６を初期位置に復帰させるための復帰
用ばねを、前記操作レバー３を上方へ付勢する第１の復帰用ばね４と、駆動板６を中央位
置に復帰させる第２の復帰用ばね５とで形成することにより、操作レバー３の復帰用ばね
と駆動板６の駆動用ばねとを別個に形成することができるため、駆動部分の荷重、作動力
の変更が容易となりバラエティー対応が容易に行えるものとなっている。
【００３２】
駆動板６は、合成樹脂などの絶縁材からなり、略Ｔ字状に形成されている。この駆動板６
の上端部には、前記第２の復帰用ばね５の他端側が係止される平面状のばね係止部６ａと
、このばね係止部６ａの両側に突出形成され、前記第２のばね受け部３ｄの先端側に設け
られた前記係止部３ｅに回動可能に係止されるフック部６ｂが形成されている。
【００３３】
前記駆動板６は、前記操作レバー３に取り付けられる場合には、前記第２の復帰用ばね５
で前記第２のばね受け部３ｄから突出する方向へ付勢されるものとなるが、前記係止部３
ｅと前記フック部６ｄとにより位置決め固定されて一体化されて、抜け止めされるものと
なっている。このように簡単な構造で、組み立ての際の作業性も向上されるものとなって
いる。
【００３４】
また、前記駆動板６には、前記ばね係止部６ａから先端側に延出する舌片状の操作片６ｃ
が形成されており、この操作片６ｃの先端が後述するスライダ７の操作カム７ａ、７ｂと
当接することでスライダ７を左右スライド方向に移動させるものとなっている。この時、
前記操作片６ｃが左右に揺動されることから前記駆動板６が回動されるものとなるが、前
記フック部６ｄの上面は円弧面に形成されており、この円弧面が前記第２のばね受け部３
ｄの前記係止部３ｅと対向する上面側と摺接することで前記駆動板６が円滑に回動される
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ものとなっている。
【００３５】
スライダ７は、合成樹脂などの絶縁材で形成されており、上面側の中央には前記駆動板６
の操作片６ｃと当接して左右に駆動される山形状の操作カム７ａ、７ｂが形成されている
。また、上面側の一側部には、ばね収納部７ｃが形成されており、このばね収納部７ｃに
は、金属などの線材を略Ｓ字状に折り曲げて形成した反転用ばね８の一方の自由端が回動
可能に軸支される軸支部７ｄが形成されている。
【００３６】
また、前記スライダ７の摺動方向に位置する両端部には、延出形成された先端側がばね性
を有するように、略Ｌ字状に延設した先端側を自由端とした弾性腕部７ｅが形成されてい
る。この弾性腕部７ｅを前記スライダ７の摺動方向両端部に形成することにより、この弾
性腕部７ｅが前記第２のケース２の内壁部に当接した際には、この弾性腕部７ｅが緩衝材
の役目を果たし、切り換え時の衝撃を和らげて衝突音を低く抑えることができるものとな
っている。
【００３７】
また、前記スライダ７の下面側には、接点収納部７ｆが形成されており、この接点収納部
７ｆには、後述する固定接点１０ａを挟持して摺動する、導電性の金属板からなるクリッ
プ状の可動接点１２が収容されたものとなっている。
【００３８】
ウエハー９は、合成樹脂などの絶縁材から形成された基板部９ａに、導電性の金属板から
なる固定接点１０ａ及び端子部１０ｂ、１０ｃが固着されて形成されている。また、前記
固定接点１０ａは、前記基板部９ａの上面に垂直に配設されており、また、前記端子部１
０ｂ、１０ｃは、垂直に配設された前記固定接点１０ａの根元部から前記基板部９ａの底
面に沿って折り曲げられ、その先端部が上下方向に二股に拡開されて対向されて配設され
たものとなっている。この拡開された各端子部１０ｂ、１０ｃ間に図示しないコネクタな
どの接続用の外部端子が挟持されて接続されるものとなっている。
【００３９】
このように、前記端子部１０ｂ、１０ｃの先端部が上下方向に二股に拡開されて対向され
て配設されていることから、両面接触が可能となり、図示しないコネクタなどの接続用の
外部端子とのコネクタ接続が可能となるため、接続工程の簡易化が図れるものとなってい
る。
【００４０】
カバー１１は、合成樹脂などの絶縁材で上面開口の箱状に形成されている。このカバー１
１は、前記ウエハー９を開口内に収容して保持するものとなっており、このカバー１１に
は、前記端子部１０ｂ、１０ｃをガイドする端子ガイド部１１ａが形成されている。
【００４１】
また、前記端子ガイド部１１ａには、先端部が上下方向に二股に拡開された挟持用の前記
端子部１０ｂ、１０ｃのうち、上部側に位置する端子部１０ｂの先端を上方へ付勢する規
制ガイド部１１ｂが形成されている。この規制ガイド部１１ｂを設けることにより、端子
部の変形が防止されるため、前記端子部１０ｂ、１０ｃに図示しないコネクタなどの接続
用の外部端子が挿入された際の接触の信頼性が向上されるものとなっている。
【００４２】
また、前記カバー１１の対向する一対の側部の両端部には、一対の切り欠き部１１ｃが設
けられている。また、前記端子ガイド部１１ａの一端部には、前記端子部１０ｂ、１０ｃ
に対応する位置に複数の凹溝部１１ｄが形成されている。
【００４３】
そして、前記カバー１１が、前記第１のケース１及び第２のケース２と係合された時、前
記第２のケース２の側板２ｂの四角部に形成された係止片２ｅのうち、下側に位置する前
記係止片２ｅが一対の前記切り欠き部１１ｃにかしめなどの方法で係止されるものとなっ
ている。すなわち、前記第１のケース１と前記カバー１１とが、前記第２のケース２の側
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板２ｂの四角部に形成された前記係止片２ｅによってかしめられることにより一体に係合
されるものとなっている。
【００４４】
次に、上記構成のスイッチ装置の動作について図４乃至図６を用いて説明する。
まず、図４に示す初期の状態においては、前記操作レバー３は前記第１の復帰用ばね４の
付勢力により上方、すなわち操作レバー３が突出する方向へ付勢されており、操作レバー
３の先端の係止部３ｅに回動可能に係止された前記駆動板６も、前記第２の復帰用ばね５
の付勢力により前記操作レバー３の軸芯方向と同じ中央位置に付勢されている。この時、
前記スライダ７は前記反転用ばね８によって図面の右方向へ付勢されており、前記可動接
点１２は図面右側の前記固定接点１０ａと接触された状態となっている。
【００４５】
次に、前記操作レバー３の操作部３ｂが押圧されると、図５に示すように、前記第１の復
帰用ばね４の付勢力に抗して前記操作レバー３が下方に移動され、前記駆動板６の操作片
６ｃの先端も下方に移動し前記スライダ７の上面に形成された前記操作カム７ａ、７ｂの
うち図面左側に形成された操作カム７ａと当接して、山形のカム面に沿って図面左側へと
傾倒されるものとなる。
【００４６】
そして、前記操作レバー３が押圧されることにより、前記操作片６ｃの先端が前記スライ
ダ７を図面左側に移動する方向に押圧することとなり、前記スライダ７は前記反転用ばね
８の付勢力に抗して図面左方向へと移動するものとなる。（図５）
【００４７】
この状態から、更に、前記操作レバー３が押圧されると、図６に示すように、更に傾倒さ
れる前記操作片６ｃの先端で前記操作カム７ａが押されることにより前記スライダ７が更
に図面左方向へ押圧されて移動され、このスライダ７の移動が中央位置を越えた時、前記
スライダ７に揺動可能に軸支された前記反転用ばね８の軸支点部が反転時のデットポイン
トである中央を越えて移動することにより、前記反転用ばね８の前記スライダ７への付勢
力が図面右方向から左方向へと反転し、前記スライダ７は前記反転用ばね８の付勢力によ
って図面の左方向へと移動するものとなる。
【００４８】
この時、前記スライダ７の摺動方向に位置する両端部には、略Ｌ字状に延設した先端側を
自由端としてばね性を有する前記弾性腕部７ｅが形成されていることから、この弾性腕部
７ｅが前記第２のケース２の内壁部に当接することにより、この弾性腕部７ｅが緩衝材の
役目を果たし、切り換え時の衝撃を和らげて衝突音を低く抑えることができるものとなっ
ている。
【００４９】
また、この場合、前記スライダ７は前記反転用ばね８の付勢力によって図面の左方向へ付
勢された状態となっており、前記可動接点１２は図面左側の前記固定接点１０ａと接触さ
れた状態となっている。すなわち、前記スライダ７の移動に伴って、前記可動接点１２が
図面右側の固定接点１０ａから図面左側の固定接点１０ａに切り換わることによりスイッ
チの切り換えが行われるものとなっている。（図６）
【００５０】
この状態から、前記操作レバー３への押圧が解除されると、前記操作レバー３は前記第１
の復帰用ばね４の付勢力により図４に示す初期位置に復帰するものとなる。この場合、前
記スライダ７は前記反転用ばね８の付勢力により図面左側に付勢されたままの状態を維持
するものとなっている。
【００５１】
尚、図示しないが、この状態から、前記操作レバー３が押圧操作された場合には、前記駆
動板６の操作片６ｃの先端が下方に移動し、前記スライダ７の上面に形成された前記操作
カム７ａ、７ｂのうち図面右側に形成された操作カム７ｂと当接して、山形のカム面に沿
って図面右側へと傾倒されるものとなる。
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【００５２】
そして、前記操作片６ｃの先端が前記スライダ７を図面右側に移動する方向に押圧するこ
ととなり、前記スライダ７が前記反転用ばね８の付勢力に抗して図面右方向へと移動する
ことで、前記スライダ７は前記反転用ばね８の反転動作により図面の右方向へ付勢された
状態となり、前記可動接点１２が図面左側の固定接点１０ａから図面右側の固定接点１０
ａに切り換わることによりスイッチの切り換えが行われるものとなっている。
【００５３】
上記構成によれば、前記スライダ７の移動時には、クリップ状の前記可動接点１２が前記
ウエハー９から垂直に配設された前記固定接点１０ａを挟持し摺動するように形成し、ま
た、前記スライダ７には前記反転用ばね８を設けて、この反転用ばね８によって前記スラ
イダ７を摺動方向に付勢するようにしたので、接触される接点部同士が、両面摺動タイプ
となっているため、塵埃や異物が侵入した場合でも接点部の接触信頼性を向上できると共
に、前記スライダ７に反転用ばね８を設けて、ばねの反転を利用した摺動構造としたため
、接点切り換え時のクリック感が良好となり、切り換え後のスライダの逆動作（反対側に
移動すること）を防止することで切り換え時の接触信頼性などの向上が図れるものとなっ
ている。
【００５４】
また、前記反転用ばね８を、略Ｓ字状の線ばねで形成し、この線ばねの一方の自由端を前
記第２のケース２に軸支して、他方の自由端を前記スライダ７の移動に追従して揺動可能
となるように前記スライダ７に軸支することで、前記スライダ７が左右にスライド移動す
る際にはこの線ばねが反転して前記スライダ７を摺動方向へ付勢するようにしたので、一
本の線ばねを使用した簡易な構造で反転式構造を形成できるため、組立が簡易となり、ロ
ーコスト化が可能となっている。
【００５５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のスイッチ装置は、ケースと、このケースに上下動可能に配
設された操作レバーと、この操作レバーの下部に設けられ、操作レバーの上下動に伴って
回動する駆動板と、操作レバー及び駆動板を初期位置に復帰させる復帰用ばねと、駆動板
の回動によって左右にスライド移動されるスライダと、このスライダに内蔵されたクリッ
プ状の可動接点と、この可動接点と摺接する固定接点が配設されたウエハーと、このウエ
ハーをケース内にガイドするカバーとを備え、スライダの移動時には、可動接点がウエハ
ーから垂直に配設された固定接点を挟持し摺動すると共に、スライダには反転用ばねを設
けて、この反転用ばねによってスライダを摺動方向に付勢するようにしたことから、接点
部が両面摺動タイプとなっているため塵埃や異物が侵入した場合でも接点部の接触信頼性
を向上できると共に、ばねの反転を利用した構造のため接点切り換え時のクリック感が良
好となり、切り換え後のスライダの逆動作を防止することで切り換え時の信頼性の向上が
図れる。
【００５６】
また、反転用ばねを、線ばねで形成し、一方の自由端をケースに軸支すると共に、他方の
自由端をスライダの移動に追従して揺動可能となるようにスライダに軸支し、スライダが
左右にスライド移動する際には反転してスライダを摺動方向へ付勢するようにしたことか
ら、一本の線ばねを使用した簡易な構造で反転式構造を形成できるため組立が簡易となり
ローコスト化が可能となる。
【００５７】
また、復帰用ばねは、操作レバーとケースとの間に配置され操作レバーを上方へ付勢する
第１の復帰用ばねと、操作レバーと駆動板との間に配置され駆動板を中央位置に復帰させ
る第２の復帰用ばねとで形成したことから、操作レバーの復帰用ばねと駆動板の駆動用ば
ねを別々にすることにより駆動部分の荷重、作動力の変更が容易となりバラエティー対応
が容易となる。
【００５８】
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また、駆動板はフック部により操作レバーに位置決め係止されていることから、飛び出し
が防止され半製品化が可能となるため管理、組立が容易となる。
【００５９】
また、ウエハーには、垂直に配設された固定接点の根元部から底面に沿って折り曲げられ
、その先端部が上下方向に二股に拡開された挟持用の端子部が形成されていることから、
両面接触が可能となり外部端子とのコネクタ接続が可能となるため接続工程の簡易化が図
れる。
【００６０】
また、カバーには、端子部を上方へ付勢する規制ガイド部が形成されていることから、端
子部の変形が防止されるため接触の信頼性が向上される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例であるスイッチ装置を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の同じくスイッチ装置を示す縦断面図である。
【図３】本発明の同じくスライダの移動方向から見たスイッチ装置を示す縦断面図である
。
【図４】本発明のスイッチ装置の初期の動作状態を示す説明図である。
【図５】本発明のスイッチ装置の切り換え途上の動作状態を示す説明図である。
【図６】本発明のスイッチ装置の切り換え後の動作状態を示す説明図である。
【符号の説明】
１　第１のケース
１ａ　基部
１ｂ　軸受部
１ｃ　収納部
１ｄ　中空部
１ｅ　貫通孔
１ｆ　切り窓部
１ｇ　切り欠き部
１ｈ　凹溝部
２　第２のケース
２ａ　上板
２ｂ，ｃ　側板
２ｄ　貫通孔
２ｅ　係止片
２ｆ　軸支部
２ｇ　逃げ溝部
３　操作レバー
３ａ　基部
３ｂ　操作部
３ｃ　第１のばね受け部
３ｄ　第２のばね受け部
３ｅ　係止部
４　第１の復帰用ばね
５　第２の復帰用ばね
６　駆動板
６ａ　ばね係止部
６ｂ　フック部
６ｃ　操作片
７　スライダ
７ａ，ｂ　操作カム
７ｃ　ばね収納部
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７ｄ　軸支部
７ｅ　弾性腕部
７ｆ　接点収納部
８　反転用ばね
９　ウエハー
９ａ　基板部
１０ａ　固定接点
１０ｂ，ｃ　端子部
１１　カバー
１１ａ　端子ガイド部
１１ｂ　規制ガイド部
１１ｃ　切り欠き部
１１ｄ　凹溝部
１２　可動接点

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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