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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有するハウジングと、このハウジングから一方向に突出すると共に灯器具のソ
ケット内の電極と接触可能な一対の第１端子と、前記開口部から前記一方向に突出すると
共に前記ハウジング内への押圧操作を受け付け可能な操作部を有する操作体と、この操作
体への押圧操作に伴って前記第１端子の少なくとも一方と導通状態が切り替えられる第２
端子と、前記操作体を押圧操作前の初期状態に復帰させる弾性部材とを備え、
　前記操作体は、初期状態における先端部の位置が前記一対の第１端子の先端部の位置よ
りも前記一方向側に突出されており、前記ソケットによる前記操作体への押圧操作の際に
、前記一対の第１端子が前記電極に接触する前に前記ソケットにより前記ハウジング内に
押圧され、前記一対の第１端子の少なくとも一方と前記第２端子とが導通状態に切り替え
られることを特徴とする直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項２】
　前記一対の第１端子の少なくとも一方と前記第２端子とが導通状態に切り替えられる時
点で、前記一対の第１端子の先端部が前記ソケットに設けられた孔部に収容されることを
特徴とする請求項１記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項３】
　前記ハウジング内には、前記操作体への押圧操作時に前記操作部が収容される収容部が
設けられると共に、前記操作体は、前記第１端子における前記一方向を挟む相反する方向
の少なくとも一方側からの押圧操作に伴って傾動動作するように構成されており、この傾
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動動作により、前記操作部の少なくとも一部が前記収容部に収容されると共に、前記第１
端子の少なくとも一方と前記第２端子とが導通することを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項４】
　前記収容部には、前記操作体への押圧操作に伴って前記操作部が収容される際に前記操
作体が案内される案内部が設けられており、前記操作部は、前記一方側からの押圧操作を
受け付ける第１被押圧部を備え、前記一方側からの押圧操作に伴って、前記操作体が傾動
動作すると共に前記収容部内に押し込まれることを特徴とする請求項３記載の直管型ＬＥ
Ｄランプ用スイッチ装置。
【請求項５】
　前記一対の第１端子の両方の延出方向を含んだ平面と平行な切断面における前記操作部
の断面形状が、前記開口部側よりも先端の頂部側が幅狭となるように形成されると共に、
前記断面形状の前記頂部を挟んで一方の外形に位置して前記第１被押圧部が設けられてお
り、前記一方側からの押圧操作に伴う前記傾動動作が、前記一対の第１端子の両方の延出
方向を含んだ平面に沿って移動するものであることを特徴とする請求項４記載の直管型Ｌ
ＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項６】
　前記操作体には、前記切断面と交差する方向に突出する突出部が設けられており、初期
状態において、前記突出部が前記収容部に設けられた支持部に支持されることを特徴とす
る請求項５記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項７】
　前記操作体は、前記第１端子における前記一方向を挟んで前記一方側と相反する他方側
からの押圧操作を受け付ける第２被押圧部を備え、前記他方側からの押圧操作に伴って、
前記操作体が傾動動作すると共に前記収容部内に押し込まれ、前記第１被押圧部及び第２
被押圧部は、前記開口部が形成された前記ハウジングの一面に対して、それぞれ９０度未
満の角度を有する第１傾斜部及び第２傾斜部を有し、前記一方側又は前記他方側からの押
圧操作に伴う前記傾動動作によって前記第１傾斜部と前記第２傾斜部のいずれか一方の傾
斜部が前記収容部の前記案内部に当接した状態において、他方の傾斜部が前記開口部から
突出していることを特徴とする請求項４から請求項６のいずれかに記載の直管型ＬＥＤラ
ンプ用スイッチ装置。
【請求項８】
　前記第１端子の少なくとも一方と前記第２端子との導通状態を切り替える可動接点と、
前記操作体への押圧操作に伴って移動すると共に前記可動接点を駆動する駆動部材とを具
備し、前記駆動部材が前記一対の第１端子間の領域を移動するように配置されていること
を特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装
置。
【請求項９】
　前記操作体は、前記一対の第１端子間とは異なる領域に配置されていると共に、前記操
作部の先端と対向する位置に前記駆動部材と当接する当接部を有し、前記駆動部材には、
前記当接部を支持する支持部が設けられており、前記弾性部材により前記支持部が前記当
接部側に付勢されていることを特徴とする請求項８記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ
装置。
【請求項１０】
　前記操作体の前記当接部が凹部からなると共に、前記駆動部材の前記支持部が凸部から
なることを特徴とする請求項９記載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項１１】
　前記一対の第１端子の両方の延出方向を含んだ平面を挟んだ前記ハウジング内における
一方の領域に前記操作部が収容される前記収容部が設けられると共に、他方の領域に前記
第１端子の少なくとも一方と前記第２端子との導通状態を切り替える可動接点が設けられ
ていることを特徴とする請求項３から請求項７のいずれかに記載の直管型ＬＥＤランプ用
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スイッチ装置。
【請求項１２】
　前記可動接点は、前記第１端子及び第２端子とは別部材で構成されると共に、前記第１
端子の少なくとも一方に導通して設けられた第１接点部及び前記第２端子に導通して設け
られた第２接点部と対向して配置されており、前記操作体への押圧操作に伴って、前記可
動接点が前記第１接点部及び第２接点部に当接することを特徴とする請求項１１記載の直
管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項１３】
　前記操作体には、前記操作部の先端と対向する位置に凹部が設けられており、一端部が
前記凹部に配置されると共に、他端部が前記可動接点を駆動するシーソー動作可能な駆動
部材が、前記一対の第１端子間を通るように配設され、前記弾性部材により前記駆動部材
の一端部側が前記凹部側に付勢されていることを特徴とする請求項１１又は請求項１２記
載の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置。
【請求項１４】
　前記第２端子及び可動接点が前記一対の第１端子に対応してそれぞれ一対設けられ、そ
れぞれの前記第１端子と前記第２端子とが対応する前記可動接点を介して導通状態が切り
替えられることを特徴とする請求項１１から請求項１３のいずれかに記載の直管型ＬＥＤ
ランプ用スイッチ装置。
【請求項１５】
　複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤを発光させる駆動回路と、前記複数のＬＥＤ及び前記駆動
回路を収納する筒状のランプ本体とを具備し、請求項１から請求項１４のいずれかに記載
の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置を前記ランプ本体の端部に設けたことを特徴とする
直管型ＬＥＤランプ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直管型ＬＥＤランプに用いられ、灯器具のソケットに装着される直管型ＬＥ
Ｄランプ用スイッチ装置及びそれを用いた直管型ＬＥＤランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光源にＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）
を用いるＬＥＤランプが普及している。ＬＥＤランプにおいては、従来型の照明器具と比
べ、消費電力や二酸化炭素の排出量を大幅に低減できると共に、製品寿命も大幅に拡大で
きる。このようなＬＥＤランプにおいて、現在、従来型の蛍光灯を代替する照明器具とし
て直管型ＬＥＤランプが注目されている。
【０００３】
　このような直管型ＬＥＤランプにおいて、両端に配置された口金に、弾性付勢されたス
イッチピンを外側に向けて突出させておき、蛍光灯器具に対する取り付け作業に応じて押
し込まれたスイッチピンの一部でＬＥＤへの通電を切り替えるものが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。この直管型ＬＥＤランプにおいては、蛍光灯器具に対する直管
型ＬＥＤランプの取り付け、或いは、蛍光灯器具からの直管型ＬＥＤランプの取り外し時
に作業者に電流が流れる事態を防止でき、当該作業時における安全性を確保することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１９２２２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上述した特許文献１に記載の直管型ＬＥＤランプにおいては、非押圧状態におけるスイ
ッチピンの先端部が、口金から突出して設けられた一対の口金ピンの先端部よりも内側の
位置（すなわち、口金側の位置）に配置されている。一般に、これらの口金ピンが接触す
る電極は、蛍光灯器具のソケットに設けられた孔部の奥に配置されている。上述した直管
型ＬＥＤランプにおいては、これらの孔部内に口金ピンを収納した状態で、ソケットの表
面（側面）でスイッチピンを押し込むことによりＬＥＤへの通電を切り替えるように構成
されている。
【０００６】
　しかしながら、蛍光灯器具のソケットに設けられる孔部に露出した電極の位置、すなわ
ち、孔部が形成されたソケットの表面から電極までの距離には、製造業者の違いや部品寸
法の誤差（公差）等に依存してバラつきを有する。また、蛍光灯器具本体に対するソケッ
トの位置もバラつきが発生し得る。このように孔部の深さやソケットの位置がバラつくと
、孔部内に配置される電極の位置にもバラつきが発生することとなる。このため、ソケッ
トの孔部内に配置された電極の位置によっては、スイッチピンが所望の位置まで押し込ま
れず、適切にＬＥＤへの通電状態をオン状態に切り替えることができない事態が発生する
おそれがある。
【０００７】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、ソケット内の電極の位置にバラ
つきが発生する場合においても、確実にＬＥＤへの通電状態をオン状態に切り替えること
ができる直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置及びそれを用いた直管型ＬＥＤランプを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置は、開口部を有するハウジングと、このハ
ウジングから一方向に突出すると共に灯器具のソケット内の電極と接触可能な一対の第１
端子と、前記開口部から前記一方向に突出すると共に前記ハウジング内への押圧操作を受
け付け可能な操作部を有する操作体と、この操作体への押圧操作に伴って前記第１端子の
少なくとも一方と導通状態が切り替えられる第２端子と、前記操作体を押圧操作前の初期
状態に復帰させる弾性部材とを備え、前記操作体は、初期状態における先端部の位置が前
記一対の第１端子の先端部の位置よりも前記一方向側に突出されており、前記ソケットに
よる前記操作体への押圧操作の際に、前記一対の第１端子が前記電極に接触する前に前記
ソケットにより前記ハウジング内に押圧され、前記一対の第１端子の少なくとも一方と前
記第２端子とが導通状態に切り替えられることを特徴とする。
 
【０００９】
　この構成によれば、初期状態における操作体の先端部の位置を一対の第１端子の先端部
の位置よりも一方向側に突出させたことから、一対の第１端子よりも先に操作体を灯器具
のソケットに当接させることが可能となるので、ソケット内における電極の位置に関わら
ず、操作体でハウジング内へ押圧操作を受け付けることができる。この押圧操作に伴って
、第１端子の少なくとも一方と第２端子とを導通状態に切り替えることができるので、ソ
ケット内の電極の位置にバラつきが発生する場合においても、確実にＬＥＤを発光させる
駆動回路への通電が可能となるオン状態に切り替えることができる。また、一対の第１端
子が電極に接触する前に第１端子と第２端子とが導通状態に切り替えられることから、第
１端子と第２端子とが導通状態に切り替えられた時点では導通が開始されていないので、
スイッチ装置内でアーク放電が発生する事態を防止できる。
 
 
【００１１】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記一対の第１端子の少なくとも一
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方と前記第２端子とが導通状態に切り替えられる時点で、前記一対の第１端子の先端部が
前記ソケットに設けられた孔部に収容されることが好ましい。この場合には、第１端子と
第２端子とが導通状態に切り替えられる時点で、第１端子の先端部がソケットに設けられ
た孔部に収容されることから、直管型ＬＥＤランプの取り付け時等に作業者が第１端子に
接触し難くできるので、当該作業時における安全性を確保することが可能となる。
【００１２】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記ハウジング内には、前記操作体
への押圧操作時に前記操作部が収容される収容部が設けられると共に、前記操作体は、前
記第１端子における前記一方向を挟む相反する方向の少なくとも一方側からの押圧操作に
伴って傾動動作するように構成されており、この傾動動作により、前記操作部の少なくと
も一部が前記収容部に収容されると共に、前記第１端子の少なくとも一方と前記第２端子
とが導通することが好ましい。この場合には、ハウジング内への押圧操作だけでなく、第
１端子の突出方向を挟む相反する方向の少なくとも一方側からの押圧操作に伴って操作部
の少なくとも一部がハウジング内に収容され、第１端子と第２端子とが導通する。これに
より、直管型蛍光灯の一端側の端子を一方のソケットに差し込んだ後、他端側の端子を他
方のソケットに差し込む形態の蛍光灯器具だけでなく、直管型蛍光灯の両端の端子を同時
にソケットに装着する形態の蛍光灯器具に取り付ける場合においても、操作部を収容部内
に収容させ、第１端子と第２端子とを導通させることができるので、いずれの形態の蛍光
灯器具に対しても取り付けることが可能となる。
【００１３】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記収容部には、前記操作体への押
圧操作に伴って前記操作部が収容される際に前記操作体が案内される案内部が設けられて
おり、前記操作部は、前記一方側からの押圧操作を受け付ける第１被押圧部を備え、前記
一方側からの押圧操作に伴って、前記操作体が傾動動作すると共に前記収容部内に押し込
まれることが好ましい。この場合には、操作部に、一方側からの押圧操作を受け付ける第
１被押圧部を設けたことから、簡単な構成で一方側からの押圧操作に応じて、操作体を傾
動動作させると共に収容部内に押し込むことが可能となる。また、収容部に操作体を案内
する案内部を設けたことから、押圧操作に伴って円滑に操作部を収容部に収容させること
が可能となる。
【００１４】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置においては、前記一対の第１端子の両方の延出
方向を含んだ平面と平行な切断面における前記操作部の断面形状が、前記開口部側よりも
先端の頂部側が幅狭となるように形成されると共に、前記断面形状の前記頂部を挟んで一
方の外形に位置して前記第１被押圧部が設けられており、前記一方側からの押圧操作に伴
う前記傾動動作が、前記一対の第１端子の両方の延出方向を含んだ平面に沿って移動する
ものであることが好ましい。この場合には、操作体が一対の第１端子の両方の延出方向を
含んだ平面に沿って移動することから、直管型蛍光灯の両端の端子を同時にソケットに装
着する形態の蛍光灯器具に対して容易に直管型ＬＥＤランプを取り付けることが可能とな
る。
【００１５】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記操作体には、前記切断面と交差
する方向に突出する突出部が設けられており、初期状態において、前記突出部が前記収容
部に設けられた支持部に支持されることが好ましい。この場合には、突出部が弾性部材の
付勢力によって支持部に受け止められているので、操作体のガタツキを抑制すると共に、
突出部がストッパとなって操作体が開口部から脱落するのを防止することが可能となる。
【００１６】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記操作体は、前記第１端子におけ
る前記一方向を挟んで前記一方側と相反する他方側からの押圧操作を受け付ける第２被押
圧部を備え、前記他方側からの押圧操作に伴って、前記操作体が傾動動作すると共に前記
収容部内に押し込まれ、前記第１被押圧部及び第２被押圧部は、前記開口部が形成された
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前記ハウジングの一面に対して、それぞれ９０度未満の角度を有する第１傾斜部及び第２
傾斜部を有し、前記一方側又は前記他方側からの押圧操作に伴う前記傾動動作によって前
記第１傾斜部と前記第２傾斜部のいずれか一方の傾斜部が前記収容部の前記案内部に当接
した状態において、他方の傾斜部が前記開口部から突出していることが好ましい。この場
合には、操作体は、一方側と他方側の両側からの押圧操作に伴って傾動動作することから
、蛍光灯器具に対して取り付ける方向の制限をなくすことができるので、蛍光灯器具に対
する直管型ＬＥＤランプの取り付け作業を容易に行うことが可能となる。また、傾動動作
に伴って第１傾斜部と第２傾斜部のいずれか一方の傾斜部が収容部の案内部に当接した場
合においても、他方の傾斜部が開口部から突出することから、傾動動作後の押し込み動作
を確実に行うことができ、第１端子の少なくとも一方と第２端子との導通を確保すること
が可能となる。
【００１７】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置においては、前記第１端子の少なくとも一方と
前記第２端子との導通状態を切り替える可動接点と、前記操作体への押圧操作に伴って移
動すると共に前記可動接点を駆動する駆動部材と、を具備し、前記駆動部材が前記一対の
第１端子間の領域を移動するように配置されていることが好ましい。この場合には、駆動
部材が一対の第１端子間の領域を移動するように配置されていることから、ハウジング内
のスペース効率が向上する。
【００１８】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記操作体は、前記一対の第１端子
間とは異なる領域に配置されていると共に、前記操作部の先端と対向する位置に前記駆動
部材と当接する当接部を有し、前記駆動部材には、前記当接部を支持する支持部が設けら
れており、前記弾性部材により前記支持部が前記当接部側に付勢されていることが好まし
い。この場合には、操作体が、一対の第１端子間とは異なる領域に配置されていることか
ら、ソケットの中央部に窪みがあったとしても、操作体でハウジング内へ押圧操作を受け
付けることができる。また、操作体が当接部を有し、駆動部材が当接部を支持する支持部
を有することから、別部材を設けることなく、簡単な構成で操作体を復帰させることがで
き、スペース効率を一層向上することが可能となる。
【００１９】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記操作体の前記当接部が凹部から
なると共に、前記駆動部材の前記支持部が凸部からなることが好ましい。この場合には、
凹部である当接部を凸部である支持部で支持することから、高さ方向にスイッチ装置を小
型化することができる。
【００２０】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置においては、前記一対の第１端子の両方の延出
方向を含んだ平面を挟んだ前記ハウジング内における一方の領域に前記操作部が収容され
る前記収容部が設けられると共に、他方の領域に前記第１端子の少なくとも一方と前記第
２端子との導通状態を切り替える可動接点が設けられていることが好ましい。この場合に
は、一対の第１端子の両方の延出方向を含んだ平面を挟んで一方の領域に操作部が収容さ
れる一方、他方の領域に可動接点が設けられることから、ハウジング内の空間を有効に利
用することができるので、各構成部材を無理なくハウジング内に収容すると共に、構成部
材を組み込む際の作業効率を向上することが可能となる。
【００２１】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記可動接点は、前記第１端子及び
第２端子とは別部材で構成されると共に、前記第１端子の少なくとも一方に導通して設け
られた第１接点部及び前記第２端子に導通して設けられた第２接点部と対向して配置され
ており、前記操作体への押圧操作に伴って、前記可動接点が前記第１接点部及び第２接点
部に当接することが好ましい。この場合には、可動接点を、第１端子及び第２端子と別部
材で構成することから、両接点部間の絶縁距離を確保することができるので、絶縁性を高
めて安全性を向上することが可能となる。
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【００２２】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置において、前記操作体には、前記操作部の先端
と対向する位置に凹部が設けられており、一端部が前記凹部に配置されると共に、他端部
が前記可動接点を駆動するシーソー動作可能な駆動部材が、前記一対の第１端子間を通る
ように配設され、前記弾性部材により前記駆動部材の一端部側が前記凹部側に付勢されて
いることが好ましい。この場合には、駆動部材が一対の第１端子間を通るように配設され
ることから、ハウジング内におけるスペース効率をさらに向上することが可能となる。ま
た、駆動部材がシーソー動作して可動接点を駆動することから、可動接点と第１接点部及
び第２接点部との導通状態を安定して切り替えることが可能となる。
【００２３】
　上記直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置においては、前記第２端子及び可動接点が前記
一対の第１端子に対応してそれぞれ一対設けられ、それぞれの前記第１端子と前記第２端
子とが対応する前記可動接点を介して導通状態が切り替えられることが好ましい。この場
合には、第２端子及び可動接点が一対の第１端子に対応してそれぞれ一対設けられること
から、例えば、一方の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置からの給電構造の直管型ＬＥＤ
ランプにも対応することが可能となる。
【００２４】
　本発明の直管型ＬＥＤランプは、複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤを発光させる駆動回路と
、前記複数のＬＥＤ及び前記駆動回路を収納する筒状のランプ本体とを具備し、上記した
いずれかの直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置を前記ランプ本体の端部に設けたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ソケット内の電極の位置にバラつきが発生する場合においても、確実
にＬＥＤを発光させる駆動回路への通電が可能となるオン状態に切り替えることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の全体構成を示す分解斜視
図である。
【図２】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の外観斜視図である。
【図３】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する外部ケース及
び内部ケースの側断面図である。
【図４】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の側断面図である。
【図５】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する内部ケース周
辺の構成部品を説明するための斜視図である。
【図６】図５に示す状態の内部ケース及びその周辺部品の上面図である。
【図７】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成部品間の位置
関係の説明図である。
【図８】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成部品間の位置
関係の説明図である。
【図９】図７に示す直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成部品間の位置関係を説明
するための上面図である。
【図１０】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が取り付けられる直
管型ＬＥＤランプの外観を示す斜視図である。
【図１１】蛍光灯器具Ａに装着される直前の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の状態を
示す斜視図である。
【図１２】蛍光灯器具Ａに装着された場合の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成
部品の状態を示す斜視図である。
【図１３】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプを蛍光灯器具Ａに対して取り付ける
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際における第１端子と操作体の関係について説明するための模式図である。
【図１４】蛍光灯器具Ｂに装着される直前の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の状態を
示す斜視図である。
【図１５】蛍光灯器具Ｂに装着された場合の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成
部品の状態を示す斜視図である。
【図１６】第２の実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の全体構成を示す
分解斜視図である。
【図１７】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する外部ケース
の斜視図である。
【図１８】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置の側断面図である。
【図１９】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する内部ケース
周辺の構成部品を説明するための斜視図である。
【図２０】図１９に示す状態の内部ケース及びその周辺部品の上面図である。
【図２１】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成部品間の位
置関係の説明図である。
【図２２】蛍光灯器具Ａに装着された場合の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成
部品の状態を示す斜視図である。
【図２３】蛍光灯器具Ｂに装着された場合の直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置内の構成
部品の状態を示す斜視図である。
【図２４】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する操作体の変
形例の説明図である。
【図２５】上記実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置が有する操作体の変
形例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置（以下、単に「ス
イッチ装置」という）は、直管型ＬＥＤランプの端部に設けられ、直管型ＬＥＤランプ内
に実装される駆動回路（例えば、ＡＣ／ＤＣコンバータ）に対する通電状態を切り替える
ものである。特に、このスイッチ装置は、直管型蛍光灯の一端側の端子を一方のソケット
に差し込んだ後、他端側の端子を他方のソケットに差し込む形態の蛍光灯器具（以下、適
宜「第１種蛍光灯器具」という）及び直管型蛍光灯の両端の端子を同時にソケットに装着
する形態の蛍光灯器具（以下、適宜「第２種蛍光灯器具」という）への装着を可能とする
ものである。
【００２８】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るスイッチ装置１の全体構成を示す分解斜視図
である。なお、以下においては、説明の便宜上、図１に示す左上方側を「スイッチ装置１
の後方側」又は単に「後方側」と呼び、図１に示す右下方側を「スイッチ装置１の前方側
」又は単に「前方側」と呼ぶものとする。
【００２９】
　図１に示すように、本実施の形態に係るスイッチ装置１は、装置本体のハウジングを構
成する外部ケース２、内部ケース３及び絶縁カバー４と、内部ケース３に取り付けられる
第１端子５及び第２端子６とを備え、内部ケース３に外部ケース２を組み付けて形成され
る内部空間に可動接点７、駆動部材８、操作体９及びカム体１０等の構成部品を収容して
構成されている。ハウジングを構成する外部ケース２、内部ケース３及び絶縁カバー４、
並びに、内部空間に収容される駆動部材８、操作体９及びカム体１０は、例えば、絶縁性
の樹脂材料で成型されている。以下、スイッチ装置１が有する各構成部品について説明す
る。
【００３０】
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　外部ケース２は、概して下方側に開口した円筒形状に設けられている。外部ケース２の
上面には、一対の貫通孔２１ａ、２１ｂが形成されている。これらの貫通孔２１ａ、２１
ｂの周辺には円形の凹部２２ａ、２２ｂが形成されている。これらの凹部２２ａ、２２ｂ
の外径は、貫通孔２１ａ、２１ｂの外径よりも僅かに大きい寸法に設けられている。した
がって、凹部２２ａ、２２ｂの内部においては、貫通孔２１ａ、２１ｂの周囲に底壁部が
設けられた状態となっている。
【００３１】
　また、外部ケース２の上面であって、スイッチ装置１の前方側寄りの位置には長方形状
を有する開口部２３が形成されている。開口部２３は、長手方向の辺が、一対の貫通孔２
１ａ、２１ｂを通過する平面と平行に配置されるように形成されている。外部ケース２の
外周であって、開口部２３の側方の位置には、一対の凹部２４ａ、２４ｂが形成されてい
る。これらの凹部２４ａ、２４ｂは、外部ケース２の中央部分近傍まで形成されている。
これらの凹部２４ａ、２４ｂの底面には、貫通孔２５ａ、２５ｂが形成されている（図１
において貫通孔２５ｂは不図示）。これらの貫通孔２５ａ、２５ｂは、不図示のねじ等の
固着部材によりスイッチ装置１をランプ本体に固定する際に利用される。
【００３２】
　内部ケース３は、上面視にて概して円形状に設けられている。内部ケース３の外径は、
外部ケース２の内周形状に対応する寸法に設計されている。内部ケース３の中央には、上
下方向に延在する一対の壁部３１（３１ａ、３１ｂ）が設けられている。これらの壁部３
１ａ、３１ｂは、スイッチ装置１の左右方向に一定距離離間して並設されている。これら
の壁部３１ａ、３１ｂより後方側部分には、概して半円弧形状を有する筒状部３２が設け
られ、前方側部分には壁部３１の下方側部分から延出して、概して半円弧形状を有する円
盤形状部３３が設けられている。
【００３３】
　一対の壁部３１の上面には、内側部分に平面部３１１（３１１ａ、３１１ｂ）が設けら
れ、この平面部３１１の外側に支柱部３１２（３１２ａ、３１２ｂ）が設けられている。
平面部３１１の中央近傍には、後述する固定ねじ１１が挿通される挿通孔３１３（３１３
ａ、３１３ｂ）が形成されている。また、平面部３１１の支柱部３１２寄りの位置には、
第１端子５を構成する保持部５２の一部が挿入されるスリット３１４（３１４ａ、３１４
ｂ）が形成されている（図１においてスリット３１４ａは不図示、図６参照）。支柱部３
１２の上端部にはテーパ面が形成されており、外部ケース２に内部ケース３を収容する際
のガイド部として機能する。
【００３４】
　筒状部３２には、上面視にて概して矩形状を有する収容部３２１が設けられている。収
容部３２１は、筒状部３２に上下方向に貫通して設けられている。この収容部３２１には
、詳細について後述するように、可動接点７及びこれに保持されたカム体１０、並びに、
駆動部材８の一部が収容される。収容部３２１を規定する内壁面の四隅部には、概して直
方体形状の支持部３２２ａ～３２２ｄが設けられている（図１において支持部３２２ｂ以
外は不図示、図６参照）。これらの支持部３２２ａ～３２２ｄの下面には、概して半円弧
形状の図示しない凹部が形成されている。これらの凹部は、後述するカム体１０の軸部１
０１２を下方側から収容可能な寸法に構成されている。
【００３５】
　また、収容部３２１を規定する内壁面のうち、対向する一対の内壁面の上端部には、所
定深さの凹部３２３が設けられている。これらの凹部３２３は、外部ケース２の上面部の
裏面に設けられた図示しないリブを収容する位置に設けられている。凹部３２３に収容さ
れたリブは、内部ケース３に取り付けられた第１端子５と第２端子６とを絶縁する役割を
果たすものである。さらに、これらの凹部３２３の近傍には、スリット３２５が形成され
ている。このスリット３２５には、後述する保持部５２の一部が挿入される。
【００３６】
　一対の壁部３１の間には、一対の支持壁部３４（３４ａ、３４ｂ）が配設されている。
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これらの支持壁部３４は、円盤形状部３３の上面から立設され、互いに一定距離離間して
配置されている。支持壁部３４は、壁部３１の上面と略同一位置まで延出し、その上端部
後方には、概して半円弧形状の凹部３４１が形成されている。これらの凹部３４１は、後
述する駆動部材８の軸部８２１を収容すると共に、この軸部８２１を回動可能に支持する
。これらの一対の支持壁部３４ａ、３４ｂは、それぞれ一対の壁部３１ａ、３１ｂの内側
部分から僅かにギャップを挟んで配置されている。これらのギャップには、第１端子５及
び第２端子６の一部が配置される。
【００３７】
　円盤形状部３３の上面であって、一対の支持壁部３４の間に配置された位置には、後述
するトーションばね１２を収容する凹部３３１が設けられている。この凹部３３１の上面
には、トーションばね１２の巻回部１２１を位置決めする突出片３３２が設けられている
。また、円盤形状部３３の所定位置には、一対の貫通孔３３３（３３３ａ、３３３ｂ）が
形成されている。これらの貫通孔３３３ａ、３３３ｂは、不図示のねじ等の固着部材によ
りスイッチ装置１をランプ本体に固定する際に利用される。
【００３８】
　絶縁カバー４は、概して長方形状の底面部４１と、この底面部４１の上面中央に設けら
れた挿入部４２と、底面部４１の対向する一対の端部から上方側に延出して設けられた固
定部４３とを有している。挿入部４２は、内部ケース３の筒状部３２に形成された収容部
３２１の内壁に対応する外形を有し、収容部３２１内を蓋閉する役割を果たす。このよう
に絶縁カバー４で収容部３２１を蓋閉することにより、収容部３２１内に収容される可動
接点７等に対する確実な絶縁を確保している。
【００３９】
　挿入部４２の対向する一対の端部近傍には、それぞれ上方に突出する一対の支持片４２
１ａ、４２１ｂが設けられている。これらの支持片４２１ａ、４２１ｂは、支持部３２２
ａ～３２２ｄの下面の凹部に収容されたカム体１０の軸部１０１２を下方側から支持する
。固定部４３は、絶縁カバー４を内部ケース３に固定する部分である。各固定部４３の中
央には、開口部４３１が形成されている。これらの開口部４３１で筒状部３２の外面に設
けられた突出片３２４（図１に不図示、図５参照）を収容することにより、絶縁カバー４
が内部ケース３に固定される。
【００４０】
　第１端子５は、それぞれ一対の口金ピン部５１（５１ａ、５１ｂ）と、保持部５２（５
２ａ、５２ｂ）とを有する。口金ピン部５１は、導電性を有する金属材料に機械加工を施
すことにより形成される。口金ピン部５１は、概して円柱形状を有し、中央近傍に鍔状部
５１１が設けられている。鍔状部５１１の上方側には円柱形状の接続部５１２が設けられ
、その下方側には円筒形状の固定部５１３が設けられている。固定部５１３の外径は、接
続部５１２の外径よりも大径に設計されている。固定部５１３の下面には、固定ねじ１１
が固定されるねじ溝が設けられている。
【００４１】
　保持部５２は、導電性を有する金属板材に打ち抜き加工及び折り曲げ加工を施すことに
より形成される。保持部５２は、平面部５２１と、この平面部５２１の後端部から上方側
に垂直に折り曲げ形成された垂直面部５２２とを有する。平面部５２１の前方側中央には
、円形の開口部５２１ａが形成されている。この開口部５２１ａの側方側には、下方側に
延出する一対の腕部５２１ｂが設けられている。開口部５２１ａの内周部には、口金ピン
部５１の固定部５１３の下面に圧接される複数の導通片５２１ｃが設けられている。垂直
面部５２２の側縁部には、後方側に延出する一対の折り曲げ部５２２ａが設けられている
。これらの折り曲げ部５２２ａの内側に配置される一方で第１接点部が構成される。この
第１接点部は、後述する第２接点部と共に可動接点７が接離される固定接点を構成する。
【００４２】
　第２端子６（６ａ、６ｂ）は、導電性を有する金属板材に打ち抜き加工及び折り曲げ加
工を施すことにより形成される。第２端子６（６ａ、６ｂ）は、平行に配置される前方端
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子部６１と後方端子部６２と、これらを連結する連結部６３とを有する。前方端子部６１
及び後方端子部６２は、スイッチ装置１の前後方向に延在して配置される。連結部６３は
、前方端子部６１及び後方端子部６２と直交して配置される。
【００４３】
　前方端子部６１は、連結部６３の下端部であって、その内側部分に設けられている。後
方端子部６２は、連結部６３の上端部であって、その外側部分に設けられている。双方の
第２端子６ａ、６ｂは、連結部６３における異なる位置に前方端子部６１、後方端子部６
２が設けられる点で相違する。前方端子部６１の前端部は、下方側に屈曲した形状を有し
、その先端に接続部６１１が設けられている。接続部６１１の下端部は、内部ケース３の
下面から露出し、ＬＥＤランプ本体の被接続端子に接続される。後方端子部６２の後端部
は、上方側に屈曲した形状を有し、その先端に矩形状部６２１が設けられている。この矩
形状部６２１で第２接点部が構成される。
【００４４】
　可動接点７（７ａ、７ｂ）は、導電性を有する金属板材に打ち抜き加工及び折り曲げ加
工を施すことにより形成される。各可動接点７は、中央部分に設けられた基部７１と、こ
の基部７１の下端部から延出して設けられた保持部７２と、基部７１の上端部から延出し
て設けられた接点部７３とを有している。基部７１は、内側に突出する円弧形状の突出部
を有している。保持部７２は、前面視（後面視）にてＵ字形状に設けられ、後述するカム
体１０の基部１０１の下端部を保持する。保持部７２の中央には、長手方向を上下方向に
沿って配置した長方形状の開口部７２１が形成されている。この開口部７２１は、Ｕ字形
状部分に沿って形成されており、後述するカム体１０の係合片１０２を突出させると共に
、カム体１０の突出片１０１３と係合可能に構成されている。
【００４５】
　接点部７３は、第１可動接点部７３１と、第２可動接点部７３２とから構成されている
。これらの第１可動接点部７３１と第２可動接点部７３２とは一定距離だけ離間して配置
されている。第１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２の上端部近傍には、外側に
突出する円弧形状部が設けられている。第２可動接点部７３２は、分割して構成された主
接点部７３２ａと補助接点部７３２ｂとを有している。スイッチ装置１においては、第２
可動接点部７３２を、主接点部７３２ａと補助接点部７３２ｂとからなる複数の接点部で
構成することにより接触安定性を確保している。
【００４６】
　駆動部材８は、後方側に設けられた駆動部８１と、この駆動部８１の上面の前端部から
斜め上方側に延出するレバー部８２とを有している。駆動部８１は、概して直方体形状を
有する。駆動部８１の上面中央には、上方側に延出する板状部８１１が設けられている。
板状部８１１が、対向して配置される可動接点７ａ、７ｂの基部７１が互いに接触するの
を防止する役割を果たす。
【００４７】
　レバー部８２における後端部（駆動部８１との連結部）の近傍には、スイッチ装置１の
左右方向に延出する一対の軸部８２１が設けられている。また、レバー部８２における前
端部上面には、僅かに突出した被押圧部８２２が設けられている。被押圧部８２２の表面
は、概して球面形状を有している。このように被押圧部８２２の表面を球面形状とするこ
とにより、操作体９の押圧動作又は傾動動作に柔軟に対応して駆動部材８を上下移動させ
ることができる。
【００４８】
　駆動部材８の下方側には、弾性部材を構成するトーションばね１２が配置される。トー
ションばね１２は、巻回部１２１と、この巻回部１２１の両端から延出する一対の腕部１
２２ａ、１２２ｂとを有する。一方の腕部１２２ａは、巻回部１２１の下端部近傍から前
方側に水平に延出して設けられている。他方の腕部１２２ｂは、巻回部１２１の上端部近
傍から前方側に斜め上方に延出して設けられている。この腕部１２２ｂの先端は、側方側
に向けて折り曲げられ、概してＬ字形状を有している。
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【００４９】
　操作体９は、一対の第１端子５（口金ピン部５１）の両方の延出方向を含んだ平面と平
行な切断面における断面形状が、下方側部分よりも上方側部分が幅狭となるように形成さ
れている。例えば、操作体９は、正面視にて概して三角形状を有している。操作体９は、
上端部に配置された先端部からなる頂部９１と、この頂部９１に対向する底面部９２と、
頂部９１を挟んで一方の外形に位置して設けられた第１被押圧部９３と、頂部９１を挟ん
で第１被押圧部９３と異なる他方の外形に位置して設けられた第２被押圧部９４とを有し
ている。なお、これらの頂部９１、第１被押圧部９３及び第２被押圧部９４により操作体
９の操作部が構成されている。
【００５０】
　底面部９２の中央には、凹部９２１が設けられている。凹部９２１は、駆動部材８の被
押圧部８２２を収容するために設けられている。凹部９２１は、駆動部材８と当接する当
接部であり、駆動部材８の被押圧部８２２は、この当接部を支持する支持部として機能す
る。また、被押圧部８２２は、突出した凸部形状であるため、凹部である当接部（凹部９
２１）を凸部である支持部（被押圧部８２２）で支持することとなり、高さ方向にスイッ
チ装置１を小型化することができる。操作体９の下端部の前面には、一対の突出部９２２
ａ、９２２ｂが設けられている。これらの突出部９２２ａ、９２２ｂは、それぞれ底面部
９２の端部から凹部９２１の端部までの長さに対応した寸法を有し、その両端部に円弧状
のテーパ面が設けられている。また、操作体９の下端部の後面には、一対の突出部９２３
ａ、９２３ｂが設けられている（図１において突出部９２３ｂは不図示、図７参照）。こ
れらの突出部９２３ａ、９２３ｂは、底面部９２の端部近傍に配置され、それぞれ円柱状
の軸形状を有している。
【００５１】
　カム体１０（１０ａ、１０ｂ）は、上下方向に延在する基部１０１と、この基部１０１
の下端部に設けられた係合片１０２とを有している。基部１０１の上方側部分には、可動
接点７（７ａ、７ｂ）を押圧可能な当接部１０１１が設けられている。基部１０１の下端
部の前面及び後面には、軸部１０１２が設けられている。また、基部１０１の下端部近傍
の側面には、可動接点７（７ａ、７ｂ）に形成された開口部７２１と係合する突出片１０
１３が設けられている。
【００５２】
　係合片１０２は、駆動部材８の駆動部８１による押圧を受ける被押圧部を構成するもの
であり、基部１０１の下端部から下方側に延出すると共に、その下端部で内側に屈曲した
形状（略Ｌ字形状）を有している。係合片１０２は、開口部７２１を通過可能な寸法に設
けられている。係合片１０２の先端部は、カム体１０（１０ａ、１０ｂ）が可動接点７（
７ａ、７ｂ）に保持された状態において、可動接点７の保持部７２の位置よりも内側に突
出している。
【００５３】
　図２は、本実施の形態に係るスイッチ装置１の外観斜視図である。図２に示すように、
スイッチ装置１においては、外部ケース２の上面から第１端子５（口金ピン部５１ａ、５
１ｂ）が突出した状態で固定されている。第１端子５は、凹部２２ａ、２２ｂに鍔状部５
１１が収容され、接続部５１２が突出した状態で固定されている。また、スイッチ装置１
においては、外部ケース２の開口部２３から一部が露出した状態で操作体９が保持されて
いる。
【００５４】
　押圧操作を受けていない初期状態において、操作体９の第１被押圧部９３及び第２被押
圧部９４は、外部ケース２の平面状の上面に対して、それぞれ９０度未満の角度を有する
第１傾斜部９３ａ及び第２傾斜部９４ａを有している。このように保持された状態で操作
体９は、操作部を構成する頂部９１、第１被押圧部９３及び第２被押圧部９４で押圧操作
を受け付け可能に構成されている。ここで、操作体９の保持に寄与する外部ケース２の構
成について説明する。
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【００５５】
　図３は、本実施の形態に係るスイッチ装置１が有する外部ケース２及び内部ケース３の
側断面図である。図３においては、操作体９の中央を通過する断面であって、スイッチ装
置１の後方側から前方側を見た場合の断面を示している。外部ケース２において、開口部
２３の内側には、操作体９の一部又は全部を収容可能な収容部２６が設けられている。収
容部２６を規定する外部ケース２の内壁面２６ａ、２６ｂは、操作体９が内部側へ移動す
る際の案内部として機能する。
【００５６】
　また、収容部２６の上端部には、支持部を構成する支持壁部２６ｃが設けられている。
この支持壁部２６ｃは、図３に示す紙面手前側に僅かに突出して設けられている。なお、
支持壁部２６ｃは、収容部２６の反対側の上端部にも設けられている（図１参照）。これ
らの支持壁部２６ｃは、操作体９の突出部９２２（９２２ａ、９２２ｂ）及び突出部９２
３（９２３ａ、９２３ｂ）と当接して初期位置における操作体９の位置決めを行う。駆動
部材８を介してトーションばね１２の付勢力を受けた操作体９は、これらの支持壁部２６
ｃにより初期位置に保持される。
【００５７】
　このように本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、外部ケース２の収容部２６
の上端部に設けた支持壁部２６ｃによって操作体９を初期位置に保持していることから、
外部ケース２から操作体９が脱落するのを防止することができる。また、トーションばね
１２の付勢力を利用して操作体９を初期位置に保持していることから、被操作状態におけ
る操作体９のガタつきを抑制することができる。
【００５８】
　以下、本実施の形態に係るスイッチ装置１の内部構造について説明する。図４は、本実
施の形態に係るスイッチ装置１の側断面図である。図４においては、口金ピン部５１ａ、
５１ｂの中心を通過する断面を示している。図４に示すように、外部ケース２の内部にお
いては、駆動部材８やトーションばね１２等の構成部品が収容されると共に、第１端子５
の保持部５２及び第２端子６が取り付けられた内部ケース３が収容されている。内部ケー
ス３は、外部ケース２に下方側から収容された状態で、貫通孔２１ａ、２１ｂに挿入され
た口金ピン部５１ａ、５１ｂに下方側から固定ねじ１１で固定することにより、外部ケー
ス２と一体化されている。
【００５９】
　図５は、本実施の形態に係るスイッチ装置１が有する内部ケース３周辺の構成部品を説
明するための斜視図である。なお、図５においては、図２に示すスイッチ装置１から外部
ケース２を取り外した状態に相当する。なお、図５においては、説明の便宜上、第１端子
５の口金ピン部５１ａを省略している。図６は、図５に示す状態の内部ケース３及びその
周辺部品の上面図である。
【００６０】
　図５及び図６に示すように、内部ケース３には、駆動部材８が配置されている。駆動部
材８は、レバー部８２に設けられた軸部８２１が、支持壁部３４（３４ａ、３４ｂ）の凹
部３４１に収容された状態で、支持壁部３４（３４ａ、３４ｂ）間の空間に配置されてい
る。凹部３４１内に収容された軸部８２１の上方には、外部ケース２の下面に設けられた
図示しない突出片が配置される（図４参照）。駆動部材８の駆動部８１は、筒状部３２の
収容部３２１内に収容されている。操作体９の非操作状態において、駆動部材８のレバー
部８２は、前端部が上方側に向けて延出した状態となっており、被押圧部８２２が支持壁
部３４（３４ａ、３４ｂ）の上端部よりも上方側の位置に配置されている。
【００６１】
　レバー部８２の下方側には、トーションばね１２（図５、図６において不図示）が配設
されている。トーションばね１２は、一方の腕部１２２ａが凹部３３１の表面に係止され
、他方の腕部１２２ｂがレバー部８２の下面に係止されている。これにより、駆動部材８
には、軸部８２１を回動支点として、レバー部８２を上方側に付勢する付勢力が作用して
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いる。レバー部８２の被押圧部８２２の上方には、操作体９が配置されている。操作体９
は、底面部９２に設けられた凹部９２１で被押圧部８２２を収容した状態で配置されてい
る。駆動部材８に作用するトーションばね１２の付勢力によって、操作体９には常に上方
側へ移動する力が作用している。駆動部材８に設けられた被押圧部材８２２で操作体９に
設けられた凹部９２１を直接的に支持した状態でトーションばね１２の付勢力を作用させ
るようにしたことから、別部材を設けることなく、簡単な構成で操作体９を復帰させるこ
とができ、ハウジング内におけるスペース効率を向上できる。なお、操作体９は、外部ケ
ース２の収容部２６に収容され、その移動範囲が制限されていることから、被押圧部８２
２から脱落することはない。
【００６２】
　収容部３２１において、駆動部材８の駆動部８１の側方側には、可動接点７及びカム体
１０（１０ａ、１０ｂ）が配置されている。カム体１０の軸部１０１２は、支持部３２２
ａ～３２２ｄ（図５において不図示、図６参照）の下面に設けられた凹部に下方側から収
容されると共に、絶縁カバー４の支持片４２１ａ、４２１ｂ（図５において不図示、図７
参照）で下方側から支持されている。これにより、カム体１０は、収容部３２１の内部に
おいて、軸部１０１２を回動支点として一定範囲内で回動可能に構成されている。可動接
点７は、保持部７２でカム体１０を保持しており、カム体１０と一体化されている。この
ため、可動接点７も、カム体１０と同様に、一定範囲内で回動可能に構成されている。
【００６３】
　第１端子５の保持部５２（５２ａ、５２ｂ）は、平面部５２１が壁部３１ａ、３１ｂの
平面部３１１ａ、３１１ｂ上に配置される。この場合、平面部５２１は、開口部５２１ａ
が挿通孔３１３（３１３ａ、３１３ｂ）に対応すると共に、外側の腕部５２１ｂがスリッ
ト３１４（３１４ａ、３１４ｂ）に挿入されるように配置される。また、保持部５２は、
垂直面部５２２が平面部３１１ａ、３１１ｂの後端部から立設された壁部に沿うように配
置される。垂直面部５２２に設けられた内側の折り曲げ部５２２ａは、収容部３２１を規
定する内壁面に沿うように配置され、外側の折り曲げ部５２２ａは、筒状部３２に形成さ
れたスリット３２５に挿入される。
【００６４】
　固定ねじ１１は、内部ケース３の下方側から貫通孔３１３ａ、３１３ｂに挿入され、保
持部５２の開口部５２１ａを貫通する。第１端子５の口金ピン部５１は、開口部５２１ａ
から突出した固定ねじ１１に固定される。保持部５２の表面まで固定された状態において
、口金ピン部５１の固定部５１３の下面は、保持部５２の導通片５２１ｃに接触した状態
となる。これにより、口金ピン部５１と保持部５２とが導通状態とされる。
【００６５】
　第２端子６は、後方端子部６２が、収容部３２１を規定する内壁面に沿うように配置さ
れ、前方端子部６１が、壁部３１（３１ａ、３１ｂ）と支持壁部３４ａ、３４ｂの間のギ
ャップを通過するように配置されている。また、前方端子部６１の前端部は、円盤形状部
３３に形成された不図示のスリットを介して円盤形状部３３の下方側に突出した状態とな
っている。
【００６６】
　絶縁カバー４は、図５に示すように、固定部４３に形成された開口部４３１で、筒状部
３２の外面に設けられた突出片３２４を収容することで筒状部３２に固定されている。こ
のように固定された状態において、絶縁カバー４の支持片４２１ａ、４２１ｂの上端が、
カム体１０の軸部１０１２を下方側から支持する位置に配置された状態となる（図５、図
６に不図示、図７参照）。
【００６７】
　図５及び図６に示すように、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、操作体９
が収容される収容部２６が一対の第１端子５（口金ピン部５１）の両方の延出方向を含ん
だ平面を挟んだ一方の領域に配置され、可動接点７が他方の領域に配置されている。この
ため、ハウジング（内部ケース３）内の空間を有効に利用することができるので、各構成
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部材を無理なくハウジング内に収容すると共に、構成部材を組み込む際の作業効率を向上
できる。特に、駆動部材８を一対の第１端子５間を通るように配置していることから、ハ
ウジング内におけるスペース効率をさらに向上できる。さらに、操作体９を一対の第１端
子５間とは異なる領域に配置していることから、スイッチ装置１が取り付けられる蛍光灯
器具のソケットの中央部に窪みがあったとしても、操作体９でハウジング内へ押圧操作を
受け付けることができる。
【００６８】
　次に、駆動部材８と可動接点７との間の位置関係、可動接点７と第１端子５及び第２端
子６との位置関係について説明する。図７及び図８は、スイッチ装置１内の構成部品間の
位置関係の説明図である。図７においては、スイッチ装置１内の構成部品間の位置関係を
後方側から示す斜視図を示している。図８Ａ、図８Ｂにおいては、それぞれスイッチ装置
１内の構成部品間の位置関係を示す後面図、側面図を示している。なお、図７及び図８に
おいては、操作体９が非操作状態の場合について示している。また、図８Ｂにおいては、
説明の便宜上、第１端子５及び第２端子６を省略している。
【００６９】
　操作体９が非操作状態において、駆動部材８は、トーションばね１２の付勢力を受け、
後方側に配置される駆動部８１の一端が絶縁カバー４の近傍に配置され、前方側に配置さ
れる被押圧部８２２側の他端が上方側に延出した状態となっている（図８Ｂ参照）。この
状態において、駆動部８１は、下端部がカム体１０（１０ａ、１０ｂ）の係合片１０２に
当接し、押し下げている。これにより、カム体１０には、軸部１０１２を回動支点として
、基部１０１全体を内側（図８Ａに示す矢印方向）に回動させる力が作用している。
【００７０】
　可動接点７は、当接部１０１１と共に接点部７３が内側に回動して位置させられ、円弧
形状の基部７１の下面部が駆動部８１の上面に載置された状態となっている。このとき、
駆動部材８の駆動部８１の上面に設けられた板状部８１１は、双方の可動接点７の基部７
１の間に配置され、これらの接触を防止している。第１可動接点部７３１は、第１端子５
の折り曲げ部５２２ａで構成される第１接点部と対向して配置されている。第２可動接点
部７３２は、第２端子６の矩形状部６２１で構成される第２接点部に対向して配置されて
いる。駆動部８１が係合片１０２を押し下げている状態において、これらの第１可動接点
部７３１、第２可動接点部７３２は、それぞれ第１端子５の第１接点部、第２端子６の第
２接点部から離間している。
【００７１】
　図７、図８に示すように、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、可動接点７
を、第１端子５及び第２端子６と別部材で構成している。これにより、可動接点７の接点
部７３と、第１端子５に導通して一体に設けられる第１接点部及び第２端子６に導通して
一体に設けられる第２接点部との間の絶縁距離を確保することができるので、絶縁性を高
めて安全性を向上することが可能となる。
【００７２】
　図９は、図７に示すスイッチ装置１内の構成部品間の位置関係を説明するための上面図
である。図９に示すように、図示しない内部ケース３に各構成部品が取り付けられた状態
において、第１接点部を構成する保持部５２の内側の折り曲げ部５２２ａは、第２接点部
を構成する第２端子６の矩形状部６２１よりも内側の位置に配置されている。また、第１
接点部に対向配置される第１可動接点部７３１と、第２接点部に対向配置される第２可動
接点部７３２の主接点部７３２ａとは上面視にて同一位置に配置されている。第２可動接
点部７３２の補助接点部７３２ｂは、主接点部７３２ａよりも外側の位置（すなわち、第
２接点部寄りの位置）に配置されている。
【００７３】
　軸部１０１２を回動支点としてカム体１０が回動すると、可動接点７の接点部７３にお
いては、まず、第１可動接点部７３１が第１接点部（折り曲げ部５２２ａ）に接触する。
そして、補助接点部７３２ｂが第２接点部（矩形状部６２１）に接触した後、主接点部７
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３２ａが第２接点部（矩形状部６２１）に接触する。スイッチ装置１においては、このよ
うに第２可動接点部７３２を、分割して構成して第２接点部に異なるタイミングで複数回
接触させることにより、第１接点部及び第２接点部で構成される固定接点に対する可動接
点７の接触安定性を確保することができる。
【００７４】
　次に、上記構成を有するスイッチ装置１が取り付けられた直管型ＬＥＤランプを蛍光灯
器具（第１種蛍光灯器具及び第２種蛍光灯器具）に対して取り付ける際の動作について説
明する。まず、上述した第１種蛍光灯器具にスイッチ装置１が取り付けられた直管型ＬＥ
Ｄランプを取り付ける場合の動作について説明する。なお、以下においては、説明の便宜
上、直管型ＬＥＤランプの一端に取り付けられるスイッチ装置１を例にして説明するが、
直管型ＬＥＤランプの他端に取り付けられるスイッチ装置１についても同様である。
【００７５】
　ここで、直管型ＬＥＤランプＬは、図１０に示すように、例えば、少なくとも後述する
発光面側が透光性を有する絶縁性の樹脂材料で筒状に成型されたランプ本体ＬＡを備えて
いる。スイッチ装置１は、このランプ本体ＬＡの両端部に設けられている。スイッチ装置
１は、操作体９が突出する位置が同一位置に配置されるようにランプ本体ＬＡに取り付け
られる。ランプ本体ＬＡ内には、図示しない長尺の基板が収納されている。この基板には
、図示しない複数のＬＥＤが実装されると共に、これらのＬＥＤに接続される図示しない
駆動回路が実装されている。駆動回路は、例えば、スイッチ装置１の第１端子５を介して
供給される交流電圧を直流電圧に変換するＡＣ／ＤＣコンバータで構成される。直管型Ｌ
ＥＤランプＬがスイッチ装置１を介して蛍光灯器具に取り付けられると、第１端子５を介
して印加された交流電圧がＡＣ／ＤＣコンバータにより直流電圧に変換され、ＬＥＤに供
給される。ＬＥＤは、このようにＡＣ／ＤＣコンバータから供給される直流電圧により発
光する。
【００７６】
　なお、直管型ＬＥＤランプＬにおいては、例えば、ランプ本体ＬＡ内に収納される基板
の一面に複数のＬＥＤが実装され、他面にＬＥＤ以外の構成部品（例えば、ＡＣ／ＤＣコ
ンバータ）が実装されている。このため、ランプ本体ＬＡの周面においては、ＬＥＤが実
装された基板の一面に対応する部分が発光面Ｌ１を構成し、ＬＥＤ以外の構成部品が実装
された基板の他面に対応する部分が非発光面Ｌ２を構成する。この非発光面Ｌ２に対応す
るランプ本体ＬＡの内部には、例えば、放熱板などの構成部品が配設される。なお、非発
光面Ｌ２側のランプ本体ＬＡを金属材料からなる金属ケースで形成すると共に、発光面Ｌ
１側のランプ本体ＬＡを透光性のある樹脂ケースで形成し、金属ケースと樹脂ケースとを
一体化させて、筒状のランプ本体ＬＡを構成してもよい。この場合には、金属ケースを放
熱板としても利用することができる。
【００７７】
　図１１は、第１種蛍光灯器具Ａに装着される直前のスイッチ装置１の状態を示す斜視図
である。なお、図１１においては、直管型ＬＥＤランプＬの一部を模式的に示している。
第１種蛍光灯器具Ａにおいては、直管型ＬＥＤランプＬのスイッチ装置１が装着されるソ
ケットＡ１を有し、このソケットＡ１の表面（側面）に設けられた円形状の装着面Ａ２に
一対の口金ピン挿入孔Ａ３が設けられている。なお、これらの一対の口金ピン挿入孔Ａ３
は、孔部を構成する。一対の口金ピン挿入孔Ａ３の奥部には、第１端子５の口金ピン部５
１（５１ａ、５１ｂ）と導通される電極Ａ４（図１１に不図示、図１３参照）が設けられ
ている。
【００７８】
　直管型ＬＥＤランプＬを装着する際には、これらの口金ピン挿入孔Ａ３に対し、スイッ
チ装置１が有する一対の第１端子５の口金ピン部５１の位置合わせを行った後に挿入し、
口金ピン部５１の接続部５１２を電極Ａ４と接続する。スイッチ装置１においては、この
挿入動作に伴い、操作体９の頂部９１がソケットＡ１の装着面Ａ２に当接し、外部ケース
２（収容部２６）の内部に押圧される。この場合、操作体９は、収容部２６の内壁面２６
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ａ、２６ｂによって下方側（奥方側）に案内される。このように収容部２６に設けた案内
部である内壁面２６ａ、２６ｂで操作体９を案内するようにしていることから、挿入動作
に応じた押圧操作に伴って円滑に操作体９を収容部２６に収容させることができる。
【００７９】
　図１２は、第１種蛍光灯器具Ａに装着された場合のスイッチ装置１内の構成部品の状態
を示す斜視図である。なお、図１２においては、説明の便宜上、図７に示す構成部品のみ
を示している。操作体９が外部ケース２（収容部２６）の内部に押圧されると、図１２に
示すように、操作体９が載置されたレバー部８２の被押圧部８２２が下方側に押し込まれ
る。これに伴い、駆動部材８においては、レバー部８２がトーションばね１２の付勢力に
抗して押し下げられ、軸部８２１を回動支点として回動する。
【００８０】
　このような駆動部材８の回動に伴い、駆動部８１は、可動接点７の基部７１（突出部）
を押し広げながら上方側へ移動する。この場合、可動接点７は、保持しているカム体１０
の軸部１０１２を回動支点として回動する。そして、基部７１が駆動部８１の上面部から
側面部に移行した時点で、可動接点７の第１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２
は、第１接点部及び第２接点部に接触した状態となる（図１２に示す状態）。基部７１が
駆動部８１の側面部に接触している場合、可動接点７は内側への移動が制限される。第１
可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２が第１接点部及び第２接点部に接触すること
により、第１端子５と第２端子６とが導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装され
た駆動回路（ＡＣ／ＤＣコンバータ）への通電が可能となるオン状態に切り替えられる。
【００８１】
　一方、第１種蛍光灯器具Ａからスイッチ装置１が取り外されると、操作体９への押圧操
作が解除されることから、駆動部材８においては、トーションばね１２の付勢力に応じて
レバー部８２の被押圧部８２２が押し上げられ、軸部８２１を回動支点として回動する。
このような駆動部材８の回動に伴い、駆動部８１は、絶縁カバー４近傍まで下方側へ移動
する（図７に示す状態）。図７に示す状態に移動する過程において、駆動部８１は、カム
体１０の係合片１０２に当接して押し下げる。係合片１０２の下方側への移動に伴い、可
動接点７は、カム体１０の軸部１０１２を回動支点として回動する。これに伴い、カム体
１０の当接部１０１１は、可動接点７の接点部７３を内側に押圧する。駆動部８１の側面
部による可動接点７の内側への移動の制限が解除されると、可動接点７が内側に移動可能
となる。この可動接点７の移動に伴い、第１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２
は、第１接点部及び第２接点部から離間した状態となる。第１可動接点部７３１及び第２
可動接点部７３２が第１接点部及び第２接点部から離間することにより、第１端子５と第
２端子６とが非導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装された駆動回路への通電が
行われないオフ状態に切り替えられる。
【００８２】
　また、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、操作体９への押圧操作が解除さ
れると、駆動部材８の初期状態（図７に示す状態）への復帰に伴い、カム体１０の当接部
１０１１で接点部７３を内側に戻すように（押圧するように）している。これにより、第
１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２を、第１端子５の第１接点部及び第２端子
６の第２接点部から確実に離間させることができる。この結果、操作体９に対する押圧操
作の状態に応じて第１端子５と第２端子６との導通状態を適切に切り替えることが可能と
なる。
【００８３】
　特に、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、カム体１０を、可動接点７の接
点部７３と第１接点部（第１端子５）及び第２接点部（第２端子６）との間に配置し、駆
動部材８により係合片１０２が押圧された状態において、可動接点７の接点部７３を第１
接点部及び第２接点部から離間する方向に回動させている。これにより、操作体９の初期
位置への復帰に伴い、駆動部材８により係合片１０２が押圧されると、可動接点７の接点
部７３が第１接点部及び第２接点部から離間する方向に押圧されることから、確実に第１
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端子５と第２端子６とを絶縁状態することが可能となる。
【００８４】
　ここで、本実施の形態に係る直管型ＬＥＤランプＬを第１種蛍光灯器具Ａに対して取り
付ける際における第１端子５と操作体９の関係について説明する。図１３は、本実施の形
態に係る直管型ＬＥＤランプＬを第１種蛍光灯器具Ａに対して取り付ける際における第１
端子５と操作体９の関係について説明するための模式図である。なお、図１３Ａ～図１３
Ｃにおいては、第１種蛍光灯器具Ａが有するソケットＡ１とスイッチ装置１との接続部分
を操作体９の突出方向と直交する方向から示す図である。
【００８５】
　図１３Ａにおいては、操作体９がソケットＡ１の装着面Ａ２から離間した状態を示して
いる。図１３Ａに示すように、操作体９が装着面Ａ２から離間した状態（すなわち、操作
体９の初期状態）において、操作体９の先端部（頂部９１）は、第１端子５（口金ピン部
５１）の先端部よりも外側の位置に配置されている。すなわち、初期状態における操作体
９の先端部の位置は、第１端子５の先端部の位置よりもこれらの突出方向の前方側（図１
３に示す上方側）に突出している。
【００８６】
　スイッチ装置１をソケットＡ１に接近させると、操作体９の先端部（頂部９１）が、ソ
ケットＡ１の装着面Ａ２に当接する。これにより、操作体９がハウジング（外部ケース２
）内に押圧される。操作体９がハウジング（外部ケース２）内に押圧されると、上述した
ように、レバー部８２の被押圧部８２２が下方側に押し込まれる。これに伴い、駆動部材
８においては、レバー部８２がトーションばね１２の付勢力に抗して押し下げられ、軸部
８２１を回動支点として回動する。レバー部８２が一定位置以上に押し下げられると、可
動接点７の接点部７３が第１接点部及び第２接点部で構成される固定接点に接触する。こ
れにより、第１端子５と第２端子６とが導通状態となり、直管型ＬＥＤランプＬ内に実装
された駆動回路（ＡＣ／ＤＣコンバータ）への通電が可能となるオン状態に切り替えられ
る。
【００８７】
　図１３Ｂにおいては、このように第１端子５と第２端子６とが導通状態に切り替えられ
た時点における第１端子５と操作体９の状態について示している。図１３Ｂに示すように
、第１端子５と第２端子６とが導通状態に切り替えられた時点において、第１端子５（口
金ピン部５１）の先端は、口金ピン挿入孔Ａ３内に収容されている。このとき、第１端子
５（口金ピン部５１）の先端は、電極Ａ４の露出面（図１３に示す下面）には接触してい
ない。
【００８８】
　図１３Ｂに示す状態から更にスイッチ装置１をソケットＡ１側へ移動させると、図１３
Ｃに示すように、操作体９が更にハウジング（外部ケース２）内に押し込まれると共に、
第１端子５（口金ピン部５１）の先端が電極Ａ４の露出面に接触した状態となる。第２端
子６と導通状態となっている第１端子５の先端が電極Ａ４に接触することにより、直管型
ＬＥＤランプＬ内に実装された駆動回路（ＡＣ／ＤＣコンバータ）への通電が行われるこ
ととなる。
【００８９】
　このようにスイッチ装置１において、操作体９は、第１端子５（口金ピン部５１の接続
部５１２）が電極Ａ４に接触する前に、ソケットＡ１の装着面Ａ２によりハウジング（外
部ケース２）内に押圧され、第１端子５と第２端子６とが導通状態に切り替えられる。こ
れにより、スイッチ装置１でアーク放電が発生する事態を防止できる。このため、第１端
子５と第２端子６との導通状態を切り替える接点部（例えば、可動接点７等の接点部）の
材料としてアーク放電に対応した高価な材料（例えば、銀チップ）を用いる必要はなく、
コストの上昇を抑制することが可能となる。また、スイッチ装置１内でのアーク放電の発
生を防止できるので、アーク放電に起因するスイッチ装置１内の構成部品間における不具
合（例えば、可動接点７の接点部７３と、固定接点（第１接点部及び第２接点部）との間
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の溶着）が発生する事態を確実に防止することができる。この結果、このような溶着など
の不具合の発生に伴って複数のＬＥＤへの通電状態が切り替え不能となる事態を確実に防
止することが可能となる。
【００９０】
　特に、スイッチ装置１においては、第１端子５と第２端子６とが導通状態に切り替えら
れる時点で、第１端子５（口金ピン部５１）の先端部がソケットＡ１に設けられた口金ピ
ン挿入孔Ａ３内に収容される。これにより、直管型ＬＥＤランプＬの取り付け作業時にお
いて、作業者が第１端子５に接触し難くできるので、当該作業時における安全性を確保す
ることが可能となる。なお、ここでは、ソケットＡ１に対する直管型ＬＥＤランプＬの取
り付け作業時における安全性について説明しているが、直管型ＬＥＤランプＬの取り外し
作業においても同様に安全性を確保することが可能である。
【００９１】
　次に、上述した第２種蛍光灯器具にスイッチ装置１が取り付けられた直管型ＬＥＤラン
プＬを取り付ける場合の動作について説明する。図１４は、第２種蛍光灯器具Ｂに装着さ
れる直前のスイッチ装置１の状態を示す斜視図である。第２種蛍光灯器具Ｂにおいては、
スイッチ装置１が装着されるソケットＢ１を有し、このソケットＢ１の装着面に上下方向
に直線状に形成された第１溝部Ｂ２と、この第１溝部Ｂ２の図１４Ａにおける下端部近傍
に円形状に形成された第２溝部Ｂ３とが形成されている。第２溝部Ｂ３の内部には、第１
端子５の口金ピン部５１（５１ａ、５１ｂ）と導通される図示しない被接続端子が設けら
れている。
【００９２】
　直管型ＬＥＤランプＬを装着する際には、第１溝部Ｂ２の延在方向に沿うように、スイ
ッチ装置１が有する一対の第１端子５の口金ピン部５１の接続部５１２の位置合わせを行
い、第１溝部Ｂ２に沿って一対の口金ピン部５１（接続部５１２）を挿入する。そして、
第１溝部Ｂ２の下端部に下方側の口金ピン部５１を到達させた後、第２溝部Ｂ３に沿って
スイッチ装置１を回転させ、口金ピン部５１の接続部５１２を被接続端子と接続する。ス
イッチ装置１においては、第１溝部Ｂ２に対する挿入動作に伴い、操作体９の被押圧部９
４（被押圧部９３）がソケットＢ１の装着面に当接する。これにより、操作体９は、傾動
動作すると共に、外部ケース２（収容部２６）の内部に押し込まれる。この場合、操作体
９は、収容部２６の内壁面２６ａ、２６ｂによって下方側（収容部２６の奥側）に案内さ
れる。
【００９３】
　ここで、本実施の形態におけるスイッチ装置１は、図１０や図１４に示すように、操作
体９がランプ本体ＬＡの非発光面側（Ｌ２側）の領域に設けられている。そのため、直管
型ＬＥＤランプＬ（スイッチ装置１）のソケットＢ１への装着完了後において、操作体９
の操作部が第１溝部Ｂ２に入り込むことはない。すなわち、一対の口金ピン部５１を第１
溝部Ｂ２に沿って奥まで挿入させた際には、操作体９は図１４Ａにおいて、矢印Ｐ１で示
す部分に当接している。そして、第２溝部Ｂ３に沿って直管型ＬＥＤランプＬ（スイッチ
装置１）を９０度回転させた装着完了状態では、操作体９は同図における矢印Ｐ２で示す
部分でソケットＢ１に当接するものとなっており、押し込まれた操作体９が戻らないよう
に構成されている。
【００９４】
　本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、操作体９に、第１端子５（口金ピン部
５１）の突出方向を挟んだ相反する一方側からの押圧操作を受け付ける第１被押圧部９３
と、他方側からの押圧操作を受け付ける第２被押圧部９４とを設けていることから、簡単
な構成でこれらに対する押圧操作に応じて、操作体９を傾動動作させると共に収容部２６
内に押し込むことができる。特に、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、操作
体９が一対の第１端子５（口金ピン部５１）の両方の突出方向を含んだ平面に沿って移動
可能に構成されていることから、第２種蛍光灯器具Ｂに対して容易に直管型ＬＥＤランプ
Ｌを取り付けることが可能となっている。
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【００９５】
　図１５は、第２種蛍光灯器具Ｂに装着された場合のスイッチ装置１内の構成部品の状態
を示す斜視図である。なお、図１５においては、説明の便宜上、図７に示す構成部品のみ
を示している。操作体９が外部ケース２（収容部２６）の内部に押圧されると、図１５に
示すように、操作体９が載置されたレバー部８２の被押圧部８２２が下方側に押し込まれ
る。これに伴い、駆動部材８においては、レバー部８２がトーションばね１２の付勢力に
抗して押し下げられ、軸部８２１を回動支点として回動する。
【００９６】
　このような駆動部材８の回動に伴い、駆動部８１は、可動接点７の基部７１（突出部）
を押し広げながら上方側へ移動する。この場合、可動接点７は、保持しているカム体１０
の軸部１０１２を回動支点として回動する。そして、基部７１が駆動部８１の上面部から
側面部に移行した時点で、第１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２は、第１接点
部及び第２接点部に接触した状態となる（図１５に示す状態）。基部７１が駆動部８１の
側面部に接触している場合、可動接点７は内側への移動が制限される。第１可動接点部７
３１及び第２可動接点部７３２が第１接点部及び第２接点部に接触することにより、第１
端子５と第２端子６とが導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装された駆動回路へ
の通電が可能となるオン状態に切り替えられる。
【００９７】
　なお、図１５に示す状態に操作体９が移行する際には、側方からの押圧操作に伴い、操
作体９が傾動動作して第１被押圧部９３又は第２被押圧部９４の一方が収容部２６内の案
内部である内壁面２６ａ又は内壁面２６ｂに当接し、その後に収容部２６の内部側へ押し
込まれる。このように傾動動作を行った後に収容部２６内へ押し込まれる動作に対応する
ように、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、傾動動作に伴って第１被押圧部
９３（第１傾斜部９３ａ）と第２被押圧部９４（第２傾斜部９４ａ）のいずれか一方の被
押圧部（傾斜部）が収容部２６の内壁面２６ａ又は内壁面２６ｂに当接した状態において
、他方の被押圧部（傾斜部）が開口部２３から突出するように構成している。これにより
、傾動動作後の押し込み動作を確実に行うことができるので、第１端子５と第２端子６と
の導通を確保することが可能となる。
【００９８】
　一方、第２種蛍光灯器具Ｂからスイッチ装置１が取り外されると、操作体９への押圧操
作が解除されることから、駆動部材８においては、トーションばね１２の付勢力に応じて
レバー部８２の被押圧部８２２が押し上げられ、軸部８２１を回動支点として回動する。
このような駆動部材９の回動に伴い、駆動部８１は、絶縁カバー４近傍まで下方側へ移動
する（図７に示す状態）。図７に示す状態に移動する過程において、駆動部８１は、カム
体１０の係合片１０２に当接して押し下げる。係合片１０２の下方側への移動に伴い、可
動接点７は、カム体１０の軸部１０１２を回動支点として回動する。これに伴い、カム体
１０の当接部１０１１は、可動接点７の接点部７３を内側に押圧する。駆動部８１の側面
部による可動接点７の内側への移動の制限が解除されると、可動接点７が内側に移動可能
となる。この可動接点７の移動に伴い、第１可動接点部７３１及び第２可動接点部７３２
は、第１接点部及び第２接点部から離間した状態となる。第１可動接点部７３１及び第２
可動接点部７３２が第１接点部及び第２接点部から離間することにより、第１端子５と第
２端子６とが非導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装された駆動回路への通電が
行われないオフ状態に切り替えられる。
【００９９】
　第２種蛍光灯器具Ｂからスイッチ装置１を取り外す場合においても、駆動部材８の初期
状態（図７に示す状態）への復帰に伴い、カム体１０の当接部１０１１で接点部７３を内
側に戻すようにしている。したがって、第１端子５と第２端子６との導通状態を確実に非
導通状態へと切り替えることが可能となる。
【０１００】
　なお、直管型ＬＥＤランプＬを第２種蛍光灯器具Ｂに対して取り付ける際における第１
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端子５（口金ピン部５１）と操作体９の関係は、直管型ＬＥＤランプＬを第１種蛍光灯器
具Ａに対して取り付ける際と同様であるため、その詳細な説明は省略する。すなわち、直
管型ＬＥＤランプＬを第２種蛍光灯器具Ｂに対して取り付ける場合においても、操作体９
は、第１端子５が電極Ａ４に相当する前述した被接続端子に接触する前にハウジング（外
部ケース２）内に押圧され、第１端子５と第２端子６とが導通状態に切り替えられる。
【０１０１】
　このように本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、初期状態における操作体９
の先端部の位置を第１端子５の先端部の位置よりも外側に突出させたことから、第１端子
５よりも先に操作体９をソケットＡ１（Ｂ１）に当接させることができるので、ソケット
Ａ１（Ｂ１）内における電極Ａ４（被接続端子）の位置に関わらず、操作体９でハウジン
グ内へ押圧操作を受け付けることができる。この押圧操作に伴って、第１端子５と第２端
子６とを導通状態に切り替えられることができるので、ソケットＡ１（Ｂ１）内の電極Ａ
４等の位置にバラつきが発生する場合においても、確実にＬＥＤを発光させる駆動回路へ
の通電が可能となるオン状態に切り替えることができる。
【０１０２】
　また、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、ハウジング（外部ケース２）内
への押圧操作だけでなく、第１端子５（口金ピン部５１）の突出方向を挟む相反する一方
側又は他方側からの押圧操作に伴って操作体９が傾動動作し、操作体９の少なくとも一部
がハウジング内に収容され、第１端子５と第２端子６とが導通する。これにより、直管型
蛍光灯の一端側の端子を一方のソケットに差し込んだ後、他端側の端子を他方のソケット
に差し込む形態の蛍光灯器具だけでなく、両方の端子を同時にソケットに装着する形態の
蛍光灯器具に取り付ける場合においても、操作体９を収容部２６内に収容させ、第１端子
５と第２端子６とを導通させることができるので、いずれの形態の蛍光灯器具に対しても
取り付けることが可能となる。
【０１０３】
　特に、本実施の形態に係るスイッチ装置１においては、操作体９が、第１端子５の突出
方向を挟む相反する一方側と他方側の両側からの押圧操作に伴って傾動動作することから
、蛍光灯器具に対する取り付ける方向の制限をなくすことができるので、蛍光灯器具に対
する直管型ＬＥＤランプの取り付け作業を簡素化することが可能となる。
【０１０４】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態に係るスイッチ装置２００は、主に第２端子２４０、駆動部材２５０
及び可動接点ユニット２６０の構成が異なる点で、第１の実施の形態に係るスイッチ装置
１と相違する。以下、第２の実施の形態に係るスイッチ装置２００の構成について、第１
の実施の形態に係るスイッチ装置１との相違点を中心に説明する。なお、第２の実施の形
態に係るスイッチ装置２００において、第１の実施の形態に係るスイッチ装置１と同一の
構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１０５】
　図１６は、本発明の第２の実施の形態に係るスイッチ装置２００の全体構成を示す分解
斜視図である。なお、以下においては、説明の便宜上、図１６に示す左上方側を「スイッ
チ装置２００の後方側」又は単に「後方側」と呼び、図１６に示す右下方側を「スイッチ
装置２００の前方側」又は単に「前方側」と呼ぶものとする。
【０１０６】
　図１６に示すように、本実施の形態に係るスイッチ装置２００は、装置本体のハウジン
グを構成する外部ケース２１０及び内部ケース２２０と、内部ケース２２０に取り付けら
れる第１端子２３０及び第２端子２４０と、を備え、内部ケース２２０に外部ケース２１
０を組み立てて形成される内部空間に可動接点ユニット２６０が取り付けられた駆動部材
２５０及び操作体２７０等の構成部品を収容して構成されている。ハウジングを構成する
外部ケース２１０及び内部ケース２２０、並びに、内部空間に収容される駆動部材２５０
及び操作体２７０は、例えば、絶縁性の樹脂材料で成型されている。以下、スイッチ装置
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２００が有する各構成部品について説明する。
【０１０７】
　外部ケース２１０は、その外観及び開口部２３内に形成される収容部２６（図１６に不
図示、図１７参照）について、第１の実施の形態に係るスイッチ装置１における外部ケー
ス２と略同一に構成されている。一方、外部ケース２１０は、その下面側（上面部の裏面
）の構成が第１の実施の形態に係るスイッチ装置１と相違する。図１７は、外部ケース２
１０を斜め下方から見た斜視図である。図１７に示すように、外部ケース２１０の下面で
あって、その中央部には、長手方向の辺が外部ケース２１０の前後方向に延在する、下面
視にて概して長方形状を有する収容部２１１が設けられている。
【０１０８】
　収容部２１１を規定する壁面部には、矩形状の切り欠き部２１１ａ、２１１ｂ、２１１
ｃ、２１１ｄ、２１１ｅが設けられている。一対の切り欠き部２１１ａ、２１１ｂには、
後述する第１端子２３０における接点部２３１（２３１ａ、２３１ｂ）の帯状端子部２３
３の上端部側が挿入される。収容部２１１の外側であって、切り欠き部２１１ｃと対向す
る位置には、外部ケース２１０の下面から上方側に向かって所定深さを有する溝部２１２
が設けられている。
【０１０９】
　また、収容部２１１の外側であって、切り欠き部２１１ｄと対向する位置には、外部ケ
ース２１０の下面から上方側に向かって所定深さを有する溝部２１３が設けられている。
これらの溝部２１２、２１３には、後述する第２端子２４０の先端部２４１が挿入される
。切り欠き部２１１ｅには、後述する駆動部材２５０の板状部２５３の後方側の上端部が
挿入される。
【０１１０】
　収容部２１１内には、略円柱形状のピン２１４が設けられている。ピン２１４は、収容
部２１１の天井面を構成する外部ケース２１０の下面から下方側に所定長さだけ延出して
設けられている。ピン２１４は、後述する駆動部材２５０における開口部２５１ｃ及び挿
通孔２５１ｈに挿通され、後述するコイルばね２８０の上方側に挿入される。
【０１１１】
　外部ケース２１０が有する筒状外周面の内壁面側であって、スイッチ装置２００の前方
側の位置には、上下方向に延在して溝部２１５が設けられている。また、貫通孔２１ａ、
２１ｂの側方には、外部ケース２１０の筒状外周面の内壁面に沿って、一対の凹部２１６
、２１７が設けられている。一対の凹部２１６、２１７は、筒状外周面の表面に凹部２４
ａ、２４ｂを設けることで外部ケース２１０の下面に形成される側壁と、筒状外周面の内
壁面とで形成される。
【０１１２】
　内部ケース２２０は、上面視にて概して円形状に設けられている。内部ケース２２０の
外径は、外部ケース２１０の円周形状に対応する寸法に設計されている。内部ケース２２
０の中央には、上下方向に延在する一対の壁部２２１（２２１ａ、２２１ｂ）が設けられ
ている。これらの壁部２２１ａ、２２１ｂは、スイッチ装置２００の左右方向に一定距離
離間して並設されている。これらの壁部２２１ａ、２２１ｂより後方側部分には、概して
直方体形状を有する箱状部２２２が設けられ、前方側部分には、壁部２２１の下方側部分
から延出して、概して半円弧形状を有する円盤形状部２２３が設けられている。
【０１１３】
　壁部２２１ａの上面には、平面部２２１ｃが設けられている。平面部２２１ｃは、概し
て扇形状を有すると共に、円弧形状の外周の一部が外側に突出した突出部２２１ｅを有し
ている。同様に、壁部２２１ｂの上面にも、概して扇形状を有すると共に、円弧形状の外
周の一部が外側に突出した突出部２２１ｆを有する平面部２２１ｄが設けられている。外
部ケース２１０に内部ケース２２０が組み込まれた状態において、これらの突出部２２１
ｅ、２２１ｆは、外部ケース２１０の下面に設けられた凹部２１６、２１７と係合可能に
構成されている。また、これらの平面部２２１ｃ、２２１ｄの中央近傍には、固定ねじ１
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１が挿通される挿通孔２２１ｇ、２２１ｈが形成されている。
【０１１４】
　箱状部２２２には、上面視にて概して矩形状を有する収容部２２２ａが設けられている
（図２０参照）。収容部２２２ａは、箱状部２２２内に上下方向に延在して設けられてい
る。この収容部２２２ａには、詳細について後述するように、駆動部材２５０の被ガイド
部２５２の一部が収容される。また、箱状部２２２を規定する内壁面のうち、対向する一
対の内壁面の下端部近傍には、所定深さのスリット２２２ｂ、２２２ｃが設けられている
（図１６においてスリット２２２ｂは不図示、図２０参照）。これらのスリット２２２ｂ
、２２２ｃには、後述する第１端子２３０の接点部２３１ａ、２３１ｂの一部が挿入され
る。
【０１１５】
　円盤形状部２２３は、一対の平面部２２３ａ、２２３ｂと、これらの平面部２２３ａ、
２２３ｂの間に位置する平面部２２３ｃとで構成されている。平面部２２３ａ、２２３ｂ
の上面は同一平面上にあり、平面部２２３ｃの上面はそれより下方側に配置されている。
一対の平面部２２３ａ、２２３ｂは、概して扇形状を有しており、その所定位置には、一
対の貫通孔２２３ｄ、２２３ｅが形成されている。これらの貫通孔２２３ｄ、２２３ｅは
、不図示のねじ等の固着部材によりスイッチ装置２００をランプ本体に固定する際に利用
される。平面部２２３ｃには、箱状部２２２との境界近傍であって、一対の壁部２２１ａ
、２２１ｂから中間の位置に、ピン２２４が設けられている。
【０１１６】
　ピン２２４は、平面部２２３ｃの上面から上方側に所定長さだけ延出して設けられてい
る。ピン２２４は、後述するコイルばね２８０の下端部を支持し、その動きを規制する。
なお、ピン２２４の周囲には、円形の凹部２２４ａが形成されている。凹部２２４ａの外
径は、ピン２２４の外径よりも僅かに大きい寸法に設けられている。したがって、凹部２
２４ａの内部においては、ピン２２４の周囲に底壁部が設けられている。この底壁部には
、後述するコイルばね２８０の下端部が当接する。
【０１１７】
　また、平面部２２３ａと平面部２２３ｃとの境界近傍、並びに、平面部２２３ｂと平面
部２２３ｃとの境界近傍には、それぞれ角柱部２２３ｆ、２２３ｇが設けられている。角
柱部２２３ｆと平面部２２３ｃとの間には、スリット２２３ｈが形成されている。同様に
、角柱部２２３ｇと平面部２２３ｃとの間には、スリット２２３ｉが形成されている。こ
れらのスリット２２３ｈ、２２３ｉには、後述する第２端子２４０の一部が挿入される（
図２０参照）。
【０１１８】
　平面部２２３ｃの前方側には、後述する駆動部材２５０の被ガイド部２５４を収容する
凹部２２５が設けられている。この凹部２２５は、下方側に延出し、スリット状に設けら
れている。また、円盤形状部２２３の前端部には、その側面から僅かに前方側に突出する
突出片２２６が設けられている。外部ケース２１０に内部ケース２２０が組み込まれた状
態において、突出片２２６は、外部ケース２１０の溝部２１５内に配置される。
【０１１９】
　第１端子２３０は、それぞれ一対の口金ピン部５１（５１ａ、５１ｂ）と、接点部２３
１（２３１ａ、２３１ｂ）とを有する。口金ピン部５１は、スイッチ装置１における口金
ピン部と略同一に構成されている。接点部２３１は、導電性を有する金属板材に打ち抜き
加工及び折り曲げ加工を施すことにより形成される。接点部２３１は、概して円形状を有
する平面部２３２と、この平面部２３２から下方側に垂直に折り曲げ形成された帯状端子
部２３３とを有する。平面部２３２の中央には、円形状の開口部２３２ａが形成されてい
る。
【０１２０】
　第２端子２４０（２４０ａ、２４０ｂ）は、導電性を有する金属板材に打ち抜き加工及
び折り曲げ加工を施すことにより形成される。第２端子２４０（２４０ａ、２４０ｂ）は
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、平行に配置される先端部２４１と帯状端子部２４２と、これらを連結する連結部２４３
とを有する。先端部２４１と帯状端子部２４２とは、スイッチ装置２００の上下方向に延
在して配置される。連結部２４３は、先端部２４１及び帯状端子部２４２と直交して配置
される。先端部２４１は、連結部２４３の一端部であって、その外側部分の上面に連続し
て設けられている。帯状端子部２４２は、連結部２４３の他端部であって、その内側部分
の下面に連続して設けられている。帯状端子部２４２には、その上下方向の中央近傍に、
帯状端子部２４２と同一平面上に段差状に突出する突出片２４２ａが形成されている。
【０１２１】
　このような第２端子２４０が固定された状態の内部ケース２２０が外部ケース２１０に
組み込まれた状態において、第２端子２４０の帯状端子部２４２の上方側部分が、外部ケ
ース２１０に形成された一対の切り欠き部２１１ｃ、２１１ｄに挿入される。第２端子２
４０は、突出片２４２ａが収容部２１１の壁面部の下面に当接する位置まで挿入される。
突出片２４２ａが収容部２１１の壁面部の下面に当接する位置まで挿入された状態におい
て、連結部２４３の上面が一対の切り欠き部２１１ｃ、２１１ｄの上端部に当接すると共
に、先端部２４１が溝部２１２、２１３に挿入された状態とされる。
【０１２２】
　本実施の形態に係るスイッチ装置２００においては、第１端子２３０の帯状端子部２３
３で第１接点部が構成され、第２端子２４０の帯状端子部２４２で第２接点部が構成され
る。これらの第１接点部及び第２接点部は、可動接点ユニット２６０の一部（具体的には
、接点部２６５ｂ、２６５ｃ、２６６ｂ、２６６ｃ）が接離される固定接点を構成する。
【０１２３】
　駆動部材２５０は、概して直方体形状を有する接点保持部２５１と、接点保持部２５１
の後端部から下方側に延出する被ガイド部２５２と、接点保持部２５１の前面部の中央部
から前方側に突出する板状部２５３と、板状部２５３の下面から下方側に延出する被ガイ
ド部２５４と、を有している。被ガイド部２５２、２５４は、概して直方体形状を有する
。被ガイド部２５２は、駆動部材２５０と同一の幅寸法を有する。一方、被ガイド部２５
４は、板状部２５３と同一の幅寸法を有する。
【０１２４】
　接点保持部２５１の側面部には、一対の開口部２５１ａ、２５１ｂが形成されている。
また、接点保持部２５１の上面部には、開口部２５１ｃが形成されている。開口部２５１
ａ、２５１ｂ、２５１ｃは、いずれも長方形状を有し、接点保持部２５１の前端側から後
方側の所定位置まで形成されている。接点保持部２５１において、これらの開口部２５１
ａ～２５１ｃが形成された部分は中空構造となっている。
【０１２５】
　接点保持部２５１の前面部の下方側には、板状部２５３を挟んで一対の被押圧片２５１
ｄ、２５１ｅが設けられている（図１６において被押圧片２５１ｅは不図示）。これらの
被押圧片２５１ｄ、２５１ｅは、概して略長方形状を有し、僅かに前方側に突出して設け
られている。また、接点保持部２５１の前面部には、被押圧片２５１ｄ、２５１ｅそれぞ
れの上端部から上方に延在するスリット２５１ｆ、２５１ｇ（図１６においてスリット２
５１ｇは不図示）が形成されている。これらのスリット２５１ｆ、２５１ｇは、接点保持
部２５１からの可動接点ユニット２６０の脱落防止に利用される。
【０１２６】
　接点保持部２５１の下面部には、外部ケース２１０のピン２１４が挿通される挿通孔２
５１ｈが形成されている。なお、接点保持部２５１の下面部の下方側の面には、挿通孔２
５１ｈの周囲に不図示の円形の凹部が形成されている。この凹部の外径は、挿通孔２５１
ｈの外径よりも僅かに大きい寸法に設けられている。したがって、この凹部の内部におい
ては、挿通孔２５１ｈの周囲に底壁部が設けられた状態となっている。この底壁部には、
後述するコイルばね２８０の上端部が当接する。
【０１２７】
　板状部２５３は、板面をスイッチ装置２００の側方に向けた状態で接点保持部２５１の
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前面に設けられている。板状部２５３の前後方向の略中央部分の下面から被ガイド部２５
４が延出している。一方、板状部２５３の前後方向の略中央部分の上面には、上方側に僅
かに突出した被押圧部２５３ａが設けられている。この被押圧部２５３ａは、操作体２７
０からの押圧力を受ける部分である。被押圧部２５３ａの表面は、概して球面形状に設け
られている。このように被押圧部２５３ａの表面を球面形状とすることにより、操作体２
７０に対する押圧動作又は傾動動作に柔軟に対応して駆動部材２５０を上下移動させるこ
とができる。
【０１２８】
　可動接点ユニット２６０は、一対の弾性部材２６１、２６２と、一対の絶縁部材２６３
、２６４と、一対のコンタクト部材２６５、２６６とから構成される。弾性部材２６１、
２６２としては、例えば、コイルばねを適用できる。絶縁部材２６３、２６４は、例えば
、絶縁性の樹脂材料で成型されている。絶縁部材２６３（２６４）は、基台部２６３ａ（
２６４ａ）と、基台部２６３ａ（２６４ａ）表面から突出する２つの凸部２６３ｂ、２６
３ｃ（２６４ｂ、２６４ｃ）とを有する。
【０１２９】
　基台部２６３ａ（２６４ａ）は、概して長方形状を有する。２つの凸部２６３ｂ、２６
３ｃ（２６４ｂ、２６４ｃ）は、概して直方体形状を有し、所定間隔を有する状態で、基
台部２６３ａ（２６４ａ）の前後方向における両端部から僅かに内側に配置されている。
また、基台部２６３ａ（２６４ａ）の後方側に配置された凸部２６３ｂ（２６４ｂ）の後
端部、並びに、基台部２６３ａ（２６４ａ）の前方側に配置された凸部２６３ｃ（２６４
ｃ）の前端部には、凸部２６３ｂ、２６３ｃ（２６４ｂ、２６４ｃ）の突出方向に僅かに
突出した突出片２６３ｄ、２６３ｅ（２６４ｄ、２６４ｅ）が形成されている。
【０１３０】
　２つの凸部２６３ｂ、２６３ｃ（２６４ｂ、２６４ｃ）に挟まれた領域の基台部２６３
ａ（２６４ａ）には、外側に突出するボス２６３ｆ（２６４ｆ）が設けられている。ボス
２６３ｆ（２６４ｆ）は、コンタクト部材２６５（２６６）を絶縁部材２６３（２６４）
に取り付けるために利用されるものであり、後述するコンタクト部材２６５（２６６）の
貫通孔２６５ａ（２６６ａ）に挿通されると共に、この貫通孔２６５ａ（２６６ａ）から
突出する先端部が潰されてかしめられる。なお、図１６において、ボス２６３ｆ（２６４
ｆ）は、カシメ後の形状で示されている。一対の基台部２６３ａ、２６４ａの裏面には、
弾性部材２６１、２６２の端部が収容される有底の一対の収容孔２６３ｇ、２６４ｇ及び
収容孔２６３ｈ、２６４ｈが形成されている（図１６において収容孔２６３ｇ、２６３ｈ
は不図示）。
【０１３１】
　コンタクト部材２６５、２６６は、可動接点を構成するものであり、導電性を有する金
属板材に打ち抜き加工及び折り曲げ加工を施すことにより形成される。コンタクト部材２
６５（２６６）は、絶縁部材２６３（２６４）表面に沿った段差形状を有している。コン
タクト部材２６５（２６６）の中央部には、絶縁部材２６３（２６４）のボス２６３ｆ（
２６４ｆ）を挿通するための貫通孔２６５ａ（２６６ａ）が設けられている。また、コン
タクト部材２６５（２６６）の両端部近傍には、半球形状の接点部２６５ｂ、２６５ｃ（
２６６ｂ、２６６ｃ）が設けられている。
【０１３２】
　操作体２７０は、一対の第１端子２３０（口金ピン部５１）の両方の延出方向を含んだ
平面と平行な切断面における断面形状が、下方側部分よりも上方側部分が幅狭となるよう
に形成されている。例えば、操作体２７０は、正面視にて概して三角形状を有している。
操作体２７０は、上端部に配置された先端部からなる頂部２７１と、この頂部２７１に対
向する底面部２７２と、頂部２７１を挟んで一方の外形に位置して設けられた第１被押圧
部２７３と、頂部２７１を挟んで第１被押圧部２７３と異なる他方の外形に位置して設け
られた第２被押圧部２７４とを有している。なお、これらの頂部２７１、第１被押圧部２
７３及び第２被押圧部２７４により、操作体２７０の操作部が構成されている。
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【０１３３】
　底面部２７２の中央には、凹部２７２ａが設けられている。凹部２７２ａは、駆動部材
２５０の被押圧部２５３ａを収容するために設けられている。凹部２７２ａは、駆動部材
２５０と当接する当接部であり、駆動部材２５０の被押圧部２５３ａは、この当接部を支
持する支持部として機能する。また、底面部２７２の両端部は、それぞれ下方側部分にか
けて幅狭となるような凸部形状に形成されている。操作体２７０の下端部の前面には、一
対の突出部２７２ｂ、２７２ｃが設けられている。これらの突出部２７２ｂ、２７２ｃは
、それぞれ底面部２７２の形状に対応した略三角形状を有し、３つの頂点部はそれぞれ円
弧状に設けられている。
【０１３４】
　コイルばね２８０は、スイッチ装置２００の操作体２７０を初期状態に復帰させるため
の弾性部材として機能する。コイルばね２８０の上方側には、外部ケース２１０のピン２
１４が挿入され、下方側には、内部ケース２２０のピン２２４が挿入される。コイルばね
２８０は、ピン２１４及びピン２２４に支持された状態で、伸縮運動する。
【０１３５】
　本実施の形態に係るスイッチ装置２００を組み立てた状態の外観は、図２に示した第１
の実施の形態に係るスイッチ装置１の外観と略同一である。
【０１３６】
　以下、本実施の形態に係るスイッチ装置２００の内部構造について説明する。図１８は
、本実施の形態に係るスイッチ装置２００の側断面図である。図１８においては、口金ピ
ン部５１ａ、５１ｂの中心を通過する断面を示している。図１８に示すように、外部ケー
ス２１０の内部においては、可動接点ユニット２６０が取り付けられた駆動部材２５０や
コイルばね２８０等の構成部品が収容されると共に、第１端子２３０の接点部２３１や第
２端子２４０が取り付けられた内部ケース２２０が収容されている。内部ケース２２０は
、外部ケース２１０に下方側から収容された状態で、貫通孔２１ａ、２１ｂに挿入された
口金ピン部５１ａ、５１ｂに下方側から固定ねじ１１で固定することにより、外部ケース
２１０と一体化されている。
【０１３７】
　図１９は、本実施の形態に係るスイッチ装置２００が有する内部ケース２２０周辺の構
成部品を説明するための斜視図である。なお、図１９においては、スイッチ装置２００か
ら外部ケース２１０を取り外した状態に相当する。なお、図１９においては、説明の便宜
上、第１端子２３０の口金ピン部５１ａを省略している。図２０は、図１９に示す状態の
内部ケース２２０及びその周辺部品の上面図である。
【０１３８】
　図１９及び図２０に示すように、内部ケース２２０には、駆動部材２５０が配置されて
いる。駆動部材２５０は、被ガイド部２５２が収容部２２２ａに収容され、被ガイド部２
５４が凹部２２５に収容された状態で配置されている。接点保持部２５１は、外部ケース
２１０の下面に設けられた収容部２１１内に配置される（図１８参照）。接点保持部２５
１には、可動接点ユニット２６０が保持されている。可動接点ユニット２６０の取り付け
は、まず、コンタクト部材２６５を取り付けた絶縁部材２６３を、接点部２６５ｂ、２６
５ｃを外側に向けて、接点保持部２５１の開口部２５１ａに配置する。そして、基台部２
６３ａの突出した前端部を、接点保持部２５１のスリット２５１ｆに挿入して保持する。
同様に、コンタクト部材２６６を取り付けた絶縁部材２６４を、接点部２６６ｂ、２６６
ｃを外側に向けて、接点保持部２５１の開口部２５１ｂに配置し、基台部２６４ａにおけ
る突出した前端部を、接点保持部２５１のスリット２５１ｇに挿入して保持する。最後に
、一対の収容孔２６３ｇ、２６４ｇに弾性部材２６１の両端部を収容し、一対の収容孔２
６３ｈ、２６４ｈに弾性部材２６２の両端部を収容することにより、可動接点ユニット２
６０を接点保持部２５１に取り付けることができる。
【０１３９】
　接点保持部２５１の下方側には、コイルばね２８０が配置されている。コイルばね２８
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０は、下端部側からピン２２４を挿通された状態で、下端部が凹部２２４ａ内に収容され
ている。また、上端部側から外部ケース２１０のピン２１４を挿通された状態で（図１８
参照）、上端部が接点保持部２５１の下面に設けられた凹部内に収容されている。これに
より、駆動部材２５０には、接点保持部２５１を上方側に付勢する付勢力が作用している
。板状部２５３の被押圧部２５３ａの上方には、操作体２７０が配置されている。操作体
２７０は、底面部２７２に設けられた凹部２７２ａで被押圧部２５３ａを収容した状態で
配置されている。駆動部材２５０に作用するコイルばね２８０の付勢力によって、操作体
２７０には常に上方側へ移動する力が作用している。なお、操作体２７０は、外部ケース
２１０の収容部２６に収容され、その移動範囲が制限されていることから、被押圧部２５
３ａから脱落することはない。
【０１４０】
　第１端子２３０の接点部２３１（２３１ａ、２３１ｂ）は、平面部２３２が壁部２２１
ａ、２２１ｂの平面部２２１ｃ、２２１ｄ上に配置される。この場合、平面部２３２は、
開口部２３２ａが挿通孔２２１ｇ、２２１ｈに対応すると共に、帯状端子部２３３が箱状
部２２２を規定する内壁面に沿うように配置され、帯状端子部２３３の下端部がスリット
２２２ｂ、２２２ｃに挿入される。
【０１４１】
　固定ねじ１１は、内部ケース２２０の下方側から貫通孔２２１ｇ、２２１ｈに挿入され
、接点部２３１の開口部２３２ａを貫通する。第１端子２３０の口金ピン部５１は、開口
部２３２ａから突出した固定ねじ１１に固定される。接点部２３１の表面まで固定された
状態において、口金ピン部５１の固定部５１３の下面は、接点部２３１の平面部２３２に
接触した状態となる。これにより、口金ピン部５１と接点部２３１とが導通状態とされる
。
【０１４２】
　第２端子２４０は、帯状端子部２４２が角柱部２２３ｆ、２２３ｇに沿うように配置さ
れ、帯状端子部２４２の下端部がスリット２２３ｈ、２２３ｉに挿入される。このとき、
スリット２２３ｈ、２２３ｉの上部開口端には、帯状端子部２４２の突出片２４２ａが露
出した状態となる。また、先端部２４１と接点部２６５ｃ、２６６ｃとの間には、外部ケ
ース２１０の収容部２１１を規定する壁面部の一部が配置される。これにより、スイッチ
装置２００の初期状態において、第２端子２４０と接点部２６５ｃ、２６６ｃとが確実に
絶縁状態とされる。
【０１４３】
　次に、駆動部材２５０に取り付けられた可動接点ユニット２６０と第１端子２３０及び
第２端子２４０との位置関係について説明する。図２１は、スイッチ装置２００内の構成
部品間の位置関係の説明図である。図２１においては、スイッチ装置２００内の構成部品
間の位置関係を後方側から示す斜視図を示している。なお、図２１においては、操作体２
７０が非操作状態の場合について示している。
【０１４４】
　操作体２７０が非操作状態において、駆動部材２５０は、コイルばね２８０の付勢力を
受け、被ガイド部２５２の一部が収容部２２２ａに収容され、被ガイド部２５４の一部が
凹部２２５に収容された状態で配置されている。可動接点ユニット２６０における絶縁部
材２６３及びコンタクト部材２６５、並びに、絶縁部材２６４及びコンタクト部材２６６
は、ともに弾性部材２６１、２６２の付勢力を受けている。これにより、接点部２６５ｂ
、２６５ｃは、開口部２５１ａから迫り出して接点保持部２５１の外部に位置した状態で
配置されている。一方、接点部２６６ｂ、２６６ｃは、開口部２５１ｂから迫り出して接
点保持部２５１の外部に位置した状態で配置されている。
【０１４５】
　可動接点ユニット２６０の接点部２６５ｂは、第１端子２３０の接点部２３１ａと対向
するように配置されている。また、接点部２６６ｂは、接点部２３１ｂと対向するように
配置されている。第１端子２３０の接点部２３１ａ、２３１ｂは、接点部２６５ｂ、２６
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５ｃよりも下方側に位置しているため、接点部２３１ａ及び接点部２６５ｂ、並びに、接
点部２３１ｂ及び接点部２６６ｂは離間した状態で配置される。一方、可動接点ユニット
２６０の接点部２６５ｃは、第２端子２４０ａの先端部２４１と対向して配置されている
。また、接点部２６６ｃは、第２端子２４０ｂの先端部２４１と対向して配置されている
。先端部２４１と接点部２６５ｃ、２６６ｃとの間には、外部ケース２１０の収容部２１
１を規定する壁面部の一部が配置されるため、第２端子２４０ａ及び接点部２６５ｃ、並
びに、第２端子２４０ｂ及び接点部２６６ｃは離間した状態で配置されている。これによ
り、スイッチ装置２００の初期状態において、第１端子２３０と接点部２６５ｂ、２６６
ｂ及び第２端子２４０と接点部２６５ｃ、２６６ｃとが絶縁状態となる。
【０１４６】
　次に、上記構成を有するスイッチ装置２００が取り付けられた直管型ＬＥＤランプを蛍
光灯器具（第１種蛍光灯器具及び第２種蛍光灯器具）に取り付ける際の動作について説明
する。まず、上述した第１種蛍光灯器具にスイッチ装置２００が取り付けられた直管型Ｌ
ＥＤランプを取り付ける場合の動作について説明する。図２２は、第１種蛍光灯器具Ａに
装着された場合のスイッチ装置２００内の構成部品の状態を示す斜視図である。なお、図
２２においては、説明の便宜上、図２１に示す構成部品のみを示している。操作体２７０
が外部ケース２１０（収容部２６）の内部に押圧されると、図２２に示すように、操作体
２７０が載置された板状部２５３の被押圧部２５３ａが下方側に押し込まれる。これに伴
い、駆動部材２５０においては、板状部２５３がコイルばね２８０の付勢力に抗して押し
下げられ、被ガイド部２５２及び２５４が、それぞれ収容部２２２ａ及び凹部２２５の内
壁面に案内されて下方側へ移動する。
【０１４７】
　このような駆動部材２５０の移動に伴い、接点保持部２５１に取り付けられた可動接点
ユニット２６０も下方側へ移動する。そして、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２
６６ｃは、それぞれ接点部２３１ａ、２３１ｂの帯状端子部２３３（第１接点部）及び第
２端子２４０ａ、２４０ｂの帯状端子部２４２（第２接点部）の上端部に達すると、第１
接点部及び第２接点部に接触した状態となる。駆動部材２５０のさらなる移動により、接
点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃは、それぞれ第１接点部及び第２接点部に
接触した状態を維持しつつ、下方側へ移動する。このとき、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、
２６５ｃ、２６６ｃは、それぞれ帯状端子部２３３及び２４２によって内側に押し込まれ
る。これに伴い、可動接点ユニット２６０においては、絶縁部材２６３、２６４及びコン
タクト部材２６５、２６６が弾性部材２６１、２６２の付勢力に抗して押し込まれ、僅か
に内側に移動する。この構成により、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃは
、それぞれ第１接点部及び第２接点部に確実に接触した状態となる（図２２に示す状態）
。接点部２６５ｂ及び２６５ｃが、それぞれ第１接点部及び第２接点部に接触することに
より、コンタクト部材２６５を介して、一方の第１端子２３０と一方の第２端子２４０と
が導通状態となる。同様に、接点部２６６ｂ及び２６６ｃが、それぞれ第１接点部及び第
２接点部に接触することにより、コンタクト部材２６６を介して、他方の第１端子２３０
と他方の第２端子２４０とが導通状態となる。これにより、直管型ＬＥＤランプ内に実装
された駆動回路（ＡＣ／ＤＣコンバータ）への通電が可能となるオン状態に切り替えられ
る。
【０１４８】
　一方、第１種蛍光灯器具Ａからスイッチ装置２００が取り外されると、操作体２７０へ
の押圧操作が解除されることから、駆動部材２５０においては、コイルばね２８０の付勢
力に応じて接点保持部２５１が押し上げられ、被ガイド部２５２及び２５４が、それぞれ
収容部２２２ａ及び凹部２２５の内壁面に案内されて上方側へ移動する。このような駆動
部材２５０の移動に伴い、可動接点ユニット２６０は、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６
５ｃ、２６６ｃが、それぞれ第１接点部及び第２接点部と接触しない位置まで上方側へ移
動する（図２１に示す状態）。これに伴い、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６
６ｃへの押し込み動作が解除されることから、可動接点ユニット２６０においては、弾性
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部材２６１、２６２の付勢力に応じて絶縁部材２６３、２６４及びコンタクト部材２６５
、２６６が外側に移動する。接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃが、それぞ
れ第１接点部及び第２接点部と非接触状態となることにより、第１端子２３０と第２端子
２４０とが非導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装された駆動回路への通電が行
われないオフ状態に切り替えられる。
【０１４９】
　次に、上述した第２種蛍光灯器具にスイッチ装置２００が取り付けられた直管型ＬＥＤ
ランプを取り付ける場合の動作について説明する。図２３は、第２種蛍光灯器具Ｂに装着
された場合のスイッチ装置２００内の構成部品の状態を示す斜視図である。なお、図２３
においては、説明の便宜上、図２１に示す構成部品のみを示している。操作体２７０が外
部ケース２１０（収容部２６）の内部に押圧されると、図２３に示すように、操作体２７
０の凹部２７２ａによって、駆動部材２５０の被押圧部２５３ａが下方側へ押し込まれる
。また、操作体２７０が図２３に示すように傾動動作することから、操作体２７０の底面
部２７２によって、駆動部材２５０の被押圧片２５１ｅが下方側に押し込まれる。これに
伴い、駆動部材２５０においては、接点保持部２５１がコイルばね２８０の付勢力に抗し
て押し下げられ、被ガイド部２５２及び２５４が、それぞれ収容部２２２ａ及び凹部２２
５の内壁面に案内されて下方側へ移動する。
【０１５０】
　このような駆動部材２５０の移動に伴い、接点保持部２５１に取り付けられた可動接点
ユニット２６０も下方側へ移動する。そして、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２
６６ｃは、それぞれ接点部２３１ａ、２３１ｂの帯状端子部２３３（第１接点部）及び第
２端子２４０ａ、２４０ｂの帯状端子部２４２（第２接点部）の上端部に達すると、第１
接点部及び第２接点部に接触した状態となる。駆動部材２５０のさらなる移動により、接
点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃは、それぞれ第１接点部及び第２接点部に
接触した状態を維持しつつ、下方側へ移動する。このとき、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、
２６５ｃ、２６６ｃは、それぞれ帯状端子部２３３及び２４２によって内側に押し込まれ
る。これに伴い、可動接点ユニット２６０においては、絶縁部材２６３、２６４及びコン
タクト部材２６５、２６６が弾性部材２６１、２６２の付勢力に抗して押し込まれ、僅か
に内側に移動する。この構成により、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃは
、それぞれ第１接点部及び第２接点部に確実に接触した状態となる（図２３に示す状態）
。接点部２６５ｂ及び２６５ｃが、それぞれ第１接点部及び第２接点部に接触することに
より、コンタクト部材２６５を介して、一方の第１端子２３０と一方の第２端子２４０と
が導通状態となる。同様に、接点部２６６ｂ及び２６６ｃが、それぞれ第１接点部及び第
２接点部に接触することにより、コンタクト部材２６６を介して、他方の第１端子２３０
と他方の第２端子２４０とが導通状態となる。これにより、直管型ＬＥＤランプ内に実装
された駆動回路（ＡＣ／ＤＣコンバータ）への通電が可能となるオン状態に切り替えられ
る。
【０１５１】
　なお、図２３に示す状態に操作体２７０が移行する際には、側方からの押圧操作に伴い
、操作体２７０が傾動動作して第１被押圧部２７３又は第２被押圧部２７４の一方が収容
部２６内の案内部である内壁面２６ａ又は内壁面２６ｂに当接した後、その後に収容部２
６の内部側へ押し込まれる。このように傾動動作を行った後に収容部２６内へ押し込まれ
る動作に対応するように、本実施の形態に係るスイッチ装置２００においては、傾動動作
に伴って第１被押圧部２７３と第２被押圧部２７４のいずれか一方の被押圧部（傾斜部）
が収容部２６の内壁面２６ａ又は内壁面２６ｂに当接した状態において、他方の被押圧部
（傾斜部）が開口部２３から突出するように構成している。これにより、傾動動作後の押
し込み動作を確実に行うことができるので、第１端子２３０と第２端子２４０との導通を
確保することが可能となる。
【０１５２】
　一方、第２種蛍光灯器具Ｂからスイッチ装置２００が取り外されると、操作体２７０へ
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の押圧操作が解除されることから、駆動部材２５０においては、コイルばね２８０の付勢
力に応じて接点保持部２５１が押し上げられ、被ガイド部２５２及び２５４が、それぞれ
収容部２２２ａ及び凹部２２５の内壁面に案内されて上方側へ移動する。このような駆動
部材２５０の移動に伴い、可動接点ユニット２６０は、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６
５ｃ、２６６ｃが、それぞれ第１接点部及び第２接点部と接触しない位置まで上方側へ移
動する（図２１に示す状態）。これに伴い、接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６
６ｃへの押し込み動作が解除されることから、可動接点ユニット２６０においては、弾性
部材２６１、２６２の付勢力に応じて絶縁部材２６３、２６４及びコンタクト部材２６５
、２６６が外側に移動する。接点部２６５ｂ、２６６ｂ、２６５ｃ、２６６ｃが、それぞ
れ第１接点部及び第２接点部と非接触状態となることにより、第１端子２３０と第２端子
２４０とが非導通状態となり、直管型ＬＥＤランプ内に実装された駆動回路への通電が行
われないオフ状態に切り替えられる。
【０１５３】
　直管型ＬＥＤランプＬを第１種蛍光灯器具Ａ及び第２種蛍光灯器具Ｂに取り付ける際に
おける第１端子２３０（口金ピン部５１）と操作体２７０との関係は、図１３に示した第
１の実施の形態に係るスイッチ装置１における関係と同一であるため、その詳細な説明は
省略する。すなわち、スイッチ装置２００においても、操作体２７０は、第１端子２３０
（口金ピン部５１）がソケットＡ１内の電極Ａ４（被接続端子）に接触する前にハウジン
グ（外部ケース２１０）内に押圧され、第１端子２３０と第２端子２４０とが導通状態に
切り替えられる。
【０１５４】
　このように本実施の形態に係るスイッチ装置２００においては、初期状態における操作
体２７０の先端部の位置を、第１端子２３０（口金ピン部５１）の先端部の位置よりも外
側に突出させたことから、第１端子２３０よりも先に操作体２７０をソケットＡ１（Ｂ１
）に当接させることができるので（図１１、図１４参照）、ソケットＡ１（Ｂ１）内にお
ける電極Ａ４（被接続端子）の位置に関わらず、操作体２７０でハウジング内へ押圧操作
を受け付けることができる。この押圧操作に伴って、第１端子２３０と第２端子２４０と
を導通状態に切り替えることができるので、ソケットＡ１（Ｂ１）内の電極Ａ４等の位置
にバラつきが発生する場合においても、確実にＬＥＤを発光させる駆動回路への通電が可
能となるオン状態に切り替えることができる。
【０１５５】
　また、本実施の形態に係るスイッチ装置２００においては、ハウジング（外部ケース２
１０）内への押圧操作だけでなく、第１端子２３０（口金ピン部５１）の突出方向を挟む
相反する一方側又は他方側からの押圧操作に伴って操作体２７０が傾動動作し、操作体２
７０の少なくとも一部がハウジング内に収容され、第１端子２３０と第２端子２４０とが
導通する。これにより、直管型蛍光灯の一端側の端子を一方のソケットに差し込んだ後、
他端側の端子を他方のソケットに差し込む形態の蛍光灯器具だけでなく、両方の端子を同
時にソケットに装着する形態の蛍光灯器具に取り付ける場合においても、操作体２７０を
収容部２６内に収容させ、第１端子２３０と第２端子２４０とを導通させることができる
ので、いずれの形態の蛍光灯器具に対しても取り付けることが可能となる。
【０１５６】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能であ
る。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、
これに限定されず、本考案の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。そ
の他、本考案の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能で
ある。
【０１５７】
　例えば、上記実施の形態においては、操作体９（２７０）が、第１端子５（２３０）（
口金ピン部５１）の突出方向を挟む相反する方向の両側からの押圧操作に伴って傾動動作
する場合について説明している。しかしながら、操作体９（２７０）の動作については、
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これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、操作体９（２７０）が、
第１端子５（２３０）の突出方向を挟む相反する方向の一方側からの押圧操作に伴って傾
動動作するように構成してもよい。このように変更した場合においても、本実施の形態と
同様の効果を得ることができる。
【０１５８】
　また、上記実施の形態においては、一対の第１端子５（２３０）を備え、これらに対応
して一対の第２端子６（２４０）及び可動接点７（コンタクト部材２６５、２６６）を備
える場合について示している。上記実施の形態によれば、例えば、一方のスイッチ装置１
（２００）からの給電構造の直管型ＬＥＤランプにも対応することができる。しかしなが
ら、スイッチ装置１（２００）が備える第２端子６（２４０）及び可動接点７（コンタク
ト部材２６５、２６６）の数量については、上記実施の形態に限定されるものではなく適
宜変更が可能である。例えば、ランプ本体の両端に設けられた双方のスイッチ装置１（２
００）を用いた給電構造を有する直管型ＬＥＤランプに適用する場合には、第２可動接点
６（２４０）及び可動接点７（コンタクト部材２６５、２６６）をそれぞれ１つずつ備え
るようにしてもよい。
【０１５９】
　さらに、上記実施の形態に係る操作体９（２７０）においては、図２４Ａに示すように
、第１被押圧部９３（２７３）、第２被押圧部９４（２７４）が傾斜部を有する場合につ
いて説明している。しかしながら、操作体９（２７０）の形状については、これに限定さ
れるものではなく適宜変更が可能である。例えば、図２４Ｂに示す第１被押圧部９３０、
第２被押圧部９４０のように曲線部で構成してもよい。また、図２４Ｃに示す第１被押圧
部９３１、第２被押圧部９４１のように曲線部と直線部との組合せにより構成してもよい
。また、操作体９（２７０）の先端の頂部は、図２４Ａに示す頂部９１や図２４Ｃに示す
頂部９１１のように曲率半径の小さいものに限られず、図２４Ｂに示すようななだらかな
頂部９１０であってもよく、円弧状でなくても構わない。
【０１６０】
　さらに、上記実施の形態に係る操作体９（２７０）においては、底面部９２（２７２）
の中央に凹部９２１（２７２ａ）が設けられる場合について説明している。しかしながら
、操作体９（２７０）の形状については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能
である。例えば、図２５に示すように、底面部９２（２７２）の中央に凸部９５を設ける
構成としてもよい。この場合には、駆動部材８（２５０）に設けられた凹部８５内に凸部
９５を収容する構成としてもよい。凸部９５は、駆動部材８（２５０）と当接する当接部
であり、駆動部材８（２５０）の凹部８５は、この当接部を支持する支持部として機能す
る。
【０１６１】
　さらに、上記実施の形態に係る操作体９（２７０）においては、突出部９２２ａ、９２
２ｂ（突出部９２３ａ、９２３ｂ又は突出部２７２ｂ、２７２ｃ）を２つずつ設ける場合
について説明している。しかしながら、操作体９（２７０）に設けられる突出部の数量に
ついては、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、連続する１つ
の突出部を設けるようにしてもよい。
【０１６２】
　さらに、上記実施の形態においては、操作体９（２７０）が板状に構成される場合につ
いて説明している。操作体９（２７０）の形状については、これに限定されるものではな
く適宜変更が可能である。例えば、操作体９（２７０）の形状に円錐形状を採用すること
や、複数の段差を有する形状を採用することも可能である。
【０１６３】
　さらに、上記実施の形態においては、操作体９（２７０）が、一対の第１端子５（２３
０）の突出方向を含んだ平面と平行な平面であって、第１端子５（２３０）を含む平面よ
りも前方側に配置された平面上に配置された場合について示している。しかしながら、操
作体９（２７０）の位置については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能であ
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る。例えば、一対の第１端子５（２３０）の突出方向を含んだ平面と同一平面上に操作体
９（２７０）を配置してもよい。
【０１６４】
　さらに、上記実施の形態においては、収容部２６が外部ケース２（２１０）に設けられ
る場合について説明している。しかしながら、収容部２６が設けられる構成部材について
は、外部ケース２（２１０）に限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、
外部ケース２（２１０）とは異なる別部材に収容部２６を設けるようにしてもよい。また
、スイッチ装置１（２００）のハウジングをＬＥＤランプ本体のハウジングの少なくとも
一部と一体に構成したものであっても構わない。
【０１６５】
　さらに、上記実施の形態においては、直管型ＬＥＤランプＬの両端にスイッチ装置１（
２００）が設けられる場合について説明している。しかしながら、直管型ＬＥＤランプＬ
におけるスイッチ装置１（２００）が設けられる箇所については、これに限定されるもの
ではなく適宜変更が可能である。例えば、直管型ＬＥＤランプＬの一端側のみから給電を
行う構造の蛍光灯器具に装着する場合には、直管型ＬＥＤランプＬの一端にのみスイッチ
装置１（２００）を設けるようにしてもよい。なお、このように直管型ＬＥＤランプＬの
一端にのみスイッチ装置１（２００）を設ける場合、直管型ＬＥＤランプＬの他端は、ダ
ミー端子等を設けるなどして、対応するソケットに装着可能な構成とすることが好ましい
。
【０１６６】
　さらに、上記第１の実施の形態においては、スイッチ装置１は、別部材であるカム体１
０と可動接点７とを備え、カム体１０が可動接点７に保持される構成である場合について
説明している。しかしながら、スイッチ装置１が備えるカム体１０及び可動接点７の構成
は、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、カム体１０と可動接
点７とがインサート成形により一体化されている構成であっても構わない。
【符号の説明】
【０１６７】
　１　直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置（スイッチ装置）
　２　外部ケース（ハウジング）
　２３　開口部
　２６　収容部
　２６ａ、２６ｂ　内壁面（案内部）
　２６ｃ　支持壁部（支持部）
　３　内部ケース（ハウジング）
　３１　壁部
　３２　筒状部
　３２１　収容部
　３３　円盤形状部
　３４　支持壁部
　４　絶縁カバー（ハウジング）
　４２　挿入部
　４２１ａ、４２１ｂ支持片
　５　第１端子
　５１、５１ａ、５１ｂ　口金ピン部
　５２、５２ａ、５２ｂ　保持部
　５２２ａ　折り曲げ部（第１接点部）
　６、６ａ、６ｂ　第２端子
　６１　前方端子部
　６２　後方端子部
　６２１　矩形状部（第２接点部）
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　７、７ａ、７ｂ　可動接点
　７１　基部
　７２　保持部
　７３　接点部
　７３１　第１可動接点部
　７３２　第２可動接点部
　７３２ａ　主接点部
　７３２ｂ　補助接点部
　８　駆動部材
　８１　駆動部
　８２　レバー部
　８２１　軸部
　８２２　被押圧部
　９　操作体
　９１　頂部
　９２　底面部
　９２１　凹部
　９２２ａ、９２２ｂ、９２３ａ、９２３ｂ　突出部
　９３　第１被押圧部
　９４　第２被押圧部
　１０、１０ａ、１０ｂ　カム体
　１０１　基部
　１０１１　当接部
　１０１２　軸部
　１０２　係合片（被押圧部）
　１１　固定ねじ
　１２　トーションばね（弾性部材）
　２００　直管型ＬＥＤランプ用スイッチ装置（スイッチ装置）
　２１０　外部ケース
　２１１　収容部
　２１４　ピン
　２２０　内部ケース
　２２１　壁部
　２２２　箱状部
　２２２ａ　収容部
　２２３　円盤形状部
　２２４　ピン
　２３０　第１端子
　２３１　接点部
　２３３　帯状端子部
　２４０　第２端子
　２４２　帯状端子部
　２５０　駆動部材
　２５１　接点保持部
　２５２　被ガイド部
　２５３　板状部
　２５３ａ　被押圧部
　２５４　被ガイド部
　２６０　可動接点ユニット
　２６１、２６２　弾性部材
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　２６３、２６４　絶縁部材
　２６５、２６６　コンタクト部材（可動接点）
　２６５ｂ、２６５ｃ、２６６ｂ、２６６ｃ　接点部
　２７０　操作体
　２８０　コイルばね
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