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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収納部を有するハウジングと、前記収納部の底部に設けられた固定接点と、この固定接
点の上に設置された可動接点と、前記収納部に摺動可能に収納され、前記ハウジングの側
部より外部へ突出する押圧部及びこの押圧部から前記収納部内に突出する片持ち梁構造の
作動部を有する操作部材と、前記ハウジングの上部に取り付けられて前記収納部を覆うと
共に、前記作動部の先端側が当接可能な案内部を有する金属板製の蓋体とを備え、前記押
圧部を横方向から押圧することにより前記案内部に前記作動部の先端側を当接させて該先
端側を下側の前記可動接点方向へ案内して前記可動接点を前記固定接点と接触させる押釦
スイッチであって、前記収納部の周側部に位置固定されて収納される周辺部を有し、この
周辺部に連設されて前記収納部内に前記作動部と向き合って突出される片持ち梁構造の第
２作動部材と、前記第２作動部材の先端側の両側に設置された一対の前記案内部と、前記
各案内部に設けられ、前記押圧部の押圧方向に対して傾斜する第１傾斜部と、前記作動部
の先端側上部に設けられ、前記第１傾斜部と対向する第２傾斜部と、前記作動部の先端側
下部に設けられ、相対する前記第１傾斜部及び前記第２傾斜部と交差する方向の第３傾斜
部と、前記第２作動部材の先端側上部に設けられ、前記第３傾斜部と対向する第４傾斜部
と、前記第２作動部材の先端側下部に設けられ、前記可動接点と対向する突起部とを備え
、前記作動部の先端側は、前記押圧部を横方向から押圧することにより、前記第１傾斜部
に前記第２傾斜部を当接させて下側の前記可動接点方向へ案内されながら、前記第３傾斜
部に前記第４傾斜部を当接させて前記第２作動部材の先端側を下側の前記可動接点方向に
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変位させ、前記突起部を前記可動接点に当接させて該可動接点を押し下げて前記固定接点
と接触させる押釦スイッチにおいて、前記可動接点は、反転可能なドーム状金属板からな
り、該可動接点を上下２段に設置し、上側可動接点の中心部に前記第２作動部材の突起部
を対向させると共に、前記上側可動接点の周辺部の底部側及び下側可動接点の周辺部と中
心部の底部側の３箇所に異なる第１及び第２と第３固定接点を設け、前記上側可動接点を
前記第１固定接点と常時接触させ、前記下側可動接点を前記第２可動接点と常時接触させ
、前記上側可動接点を押し下げると下向きに反転して前記下側可動接点と接触し、さらに
押し下げると前記下側可動接点を押し下げて反転させ、前記第３固定端子と接触させ、前
記下側可動接点は、前記第２作動部材の周辺部の一部で押さえられ、該下側可動接点の浮
き上がりを防止する曲げ部を備えることを特徴とする押釦スイッチ。
【請求項２】
　前記第２作動部材の周辺部は、該第２作動部材の基端側及び両側を囲むコ字形に形成す
ると共に、前記第２作動部材を突出させる前記周辺部の中央部を両端部より薄肉に形成し
、該中央部を捻り変形させながら前記第２作動部材の先端側を下側の前記可動接点方向に
変位させることを特徴とする請求項１に記載の押釦スイッチ。
【請求項３】
　前記操作部材は、前記作動部の両側で前記押圧部から前記収納部の周側部に突出する一
対のスライド部を備え、前記第２作動部材の周辺部は、該第２作動部材の基端側及び両側
を囲むコ字形に形成し、前記第２作動部材の周辺部の両端部に前記スライド部を摺動可能
に支持するガイド部を備えることを特徴とする請求項１に記載の押釦スイッチ。
【請求項４】
　前記第３傾斜部と第４傾斜部のうち、一方の表面は平坦面に形成し、他方の表面は凸の
湾曲面に形成したことを特徴とする請求項１に記載の押釦スイッチ。
【請求項５】
　前記突起部の表面は、凸の球面の一部で形成したことを特徴とする請求項１に記載の押
釦スイッチ。
【請求項６】
　前記蓋体は、前記ハウジングの上部に取り付けられ、収納部を覆うように平板状に形成
された上板を備え、前記各案内部は、前記上板を部分的に外面が凹、内面が凸で、両端が
閉鎖されたＶ字状に立体形状化するプレス加工により形成され、前記Ｖ字部の傾斜した一
方の直線部分により前記第１傾斜部が形成されることを特徴とする請求項１に記載の押釦
スイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話，デジタルカメラ，ＰＤＡ，携帯音楽プレーヤ等の小型電子
機器に使用される横押しタイプの押釦スイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、横方向（水平方向）からの押圧を縦方向（垂直方向）に変換する横押しタイプの
押釦スイッチが知られており（例えば特許文献１参照）、この従来の押釦スイッチを図９
～図１２に示す。図９は従来の押釦スイッチを示す断面図、図１０従来の押釦スイッチを
示す平面図、図１１は従来の押釦スイッチの蓋体を外した状態を示す平面図、図１２は従
来の押釦スイッチの動作状態を示す断面図である。
【０００３】
　図９～図１２において、符号１０１はハウジングであり、合成樹脂等の絶縁材からなり
、収納部１０１ａを有する上面開口状の箱型に形成されている。この収納部１０１ａの内
底部には、導電性の金属板からなる一対の固定接点１０２ａ、１０２ｂがインサート成形
等の方法により一部が内底面に表出されて一体に埋設されている。ハウジング１０１の対
向する一対の側面の下方側には、前記一対の固定接点１０２ａ、１０２ｂから導出された
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外部端子１０３ａ、１０３ｂが突出して形成されている。ハウジング１０１の他の一側面
には、前記収納部１０１ａに連通する窓口部１０１ｂが設けられている。また、ハウジン
グ１０１の四角部には、外方へ突出する係合凸部１０１ｃが形成されている。
【０００４】
　前記収納部１０１ａの一対の固定接点１０２ａ、１０２ｂ上には、導電性の薄板金属板
でドーム状に湾曲して反転可能に形成された可動接点１０４が載置されている。この可動
接点１０４は、ドーム状の頂部下面が内底面に表出された一方の固定接点１０２ａと一定
の間隔を維持して対峙され、ドーム状の外周の周縁部が図９では省略されているが収納部
１０１ａの内底面に表出された他方の固定接点１０２ｂと接触した状態で配置されている
。
【０００５】
　前記可動接点１０４の上面側には、ポリアミド樹脂等の絶縁性の樹脂シート材からなる
防塵シート１０５が配設されている。この防塵シート１０５は周縁部が前記ハウジング１
０１の収納部１０１ａ上面に載置されて収納部１０１ａの開口を覆うように接着剤などで
固着されており、収納部１０１ａ内に配設された各接点部へのゴミ、異物等の侵入を防止
している。
【０００６】
　また、符号１０６は操作部材であり、合成樹脂等の絶縁材からなり、前記ハウジング１
０１の窓口部１０１ｂから突出する押圧部１０６ａと、この押圧部１０６ａから前記収納
部１０１ａ内に突出して形成された作動部１０６ｂと、この作動部１０６ｂの周りに設け
られた開口部１０６ｃを介して前記作動部１０６ｂの両側部及び後部を囲むように押圧部
１０６ａに接続して形成されたスライド部１０６ｄとを有している。操作部材１０６は、
前記収納部１０１ａに配設された防塵シート１０５の上面側に配置され、押圧部１０６ａ
が前記ハウジング１０１の窓口部１０１ｂから突出されると共に、作動部１０６ｂの自由
端である当接部１０６ｅが前記防塵シート１０５を挟んで前記可動接点１０４のドーム状
の頂部上面に対向して配設され、スライド部１０６ｄが前記収納部１０１ａ内に摺動可能
に収納されている。
【０００７】
　さらに、符号１０７は蓋体であり、金属板を打ち抜き折り曲げることにより形成されて
おり、前記ハウジング１０１の上部に取り付けられて収納部１０１ａを覆うように平板状
に形成された上板１０７ａと、この上板１０７ａの四角部から略直角に折り曲げられ、Ｌ
字状に下方に垂下された４個の取付脚とを有している。この取付脚の先端には係止片が設
けられており、この係止片を前記ハウジング１０１の四角部に設けられた前記係止凸部１
０１ｃに係止することにより蓋体１０７が前記ハウジング１０１上部に取り付けられてい
る。
【０００８】
　前記上板１０７ａの略中央には、前記ハウジング１０１の収納部１０１ａ内に折り曲げ
られて形成され、前記操作部材１０６の作動部１０６ｂの当接部１０６ｅと当接してこの
作動部１０６ｂを前記可動接点１０４の押圧方向へ案内する案内部が形成されている。こ
の案内部は、上板１０７ａの板面を前記ハウジング１０１の収納部１０１ａ内へ前記操作
部材１０６の押圧方向に沿って折り曲げられた略４５度の斜面からなる傾斜部１０７ｄと
、この傾斜部１０７ｄの両側部に連続して設けられると共に、上板１０７ａと接続された
略三角形状からなる一対の接続部１０７ｅとから形成されている。前記蓋体１０７が前記
ハウジング１０１の上部に取り付けられた際には、前記傾斜部１０７ｄ及び接続部１０７
ｅが、前記操作部材１０６のスライド部１０６ｄに設けられた開口部１０６ｃ内に位置し
て配置されるものとなる。この時、前記傾斜部１０７ｄが操作部材１０６の作動部１０６
ｂの当接部１０６ｅ（自由端）に対向して配置されている。開口部１０６ｃ内に折り曲げ
られた傾斜部１０７ｄ及び接続部１０７ｅの後端側を切り欠くことにより、スライド部１
０６ｄが収納部１０１ａ内を摺動する際に傾斜部１０７ｄ及び接続部１０７ｅがスライド
部１０６ｄの開口部１０６ｃ後端と当接するのを防止している。
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【０００９】
　前記案内部を前記蓋体１０７に形成する場合、まず、蓋体１０７の上板１０７ａで案内
部の後端となる位置に、プレス等でやや細長の切り欠き部１０７ｆを形成し、次に、プレ
ス等でこの切り欠き部１０７ｆの前方を下方へ略４５度折り曲げることにより、前記傾斜
部１０７ｄと、この傾斜部１０７ｄの両側部に連続した略三角形状の一対の接続部１０７
ｅを形成する。
【００１０】
　上記構成の従来の押釦スイッチは、図９に示す初期の状態では、操作部材１０６は、作
動部１０６ｂの当接部１０６ｅ（自由端）が防塵シート１０５を介して可動接点１０４の
ドーム状の頂部上面に当接されている。そして、可動接点１０４が有する上方への弾性付
勢力と、蓋体１０７の傾斜部１０７ｄの傾斜面との相乗作用により、図示左方向（押圧部
１０６ａの押圧方向とは逆方向）に付勢されて押圧部１０６ａは外方へ突出されている。
この時、可動接点１０４は外周の周縁部が固定接点１０２ｂと接触しているがドーム状の
頂部下面が固定接点１０２ａと離間しておりスイッチはオフ状態となっている。
【００１１】
　この状態から、押圧部１０６ａが図示右方向へ押圧されると、図１２に示すように、作
動部１０６ｂの当接部１０６ｅ（自由端）が傾斜部１０７ｄに沿って図示下方向（押圧部
１０６ａの押圧方向とは直交する下方向）に案内され、防塵シート１０５を介して可動接
点１０４のドーム状の頂部上面を押圧することで可動接点１０４が下方へ反転するものと
なる。そして、可動接点１０４のドーム状の頂部下面が固定接点１０２ａと接触すること
で、固定接点１０２ａと１０２ｂが電気的に接続され、スイッチがオン状態となる。
【００１２】
　この状態から、押圧部１０６ａへの押圧が解除されると、可動接点１０４は自身が有す
る反転復帰力により上方へ反転復帰し、スイッチがオフ状態となる。そして、この時の付
勢力で作動部１０６ｂの当接部１０６ｅは、先ほどとは逆に傾斜部１０７ｄに沿って図示
左方向（押圧部１０６ａの押圧方向とは逆方向）に付勢されて押圧部１０６ａが外方へ突
出して初期の状態に復帰するものとなる。
【００１３】
【特許文献１】特開２００６－２４４９７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記のように、従来の横押しタイプの押釦スイッチは１段動作タイプであるが、近年、
小型電子機器の小型・薄形化に加えて多機能化が進む中で２段動作タイプが強く求められ
ている。従来の横押しタイプの押釦スイッチで可動接点を上下２段に設置して２段動作タ
イプ化しようとすると、蓋体１０７の傾斜部１０７ｄの高さを大きくする必要があり、押
釦スイッチ全体の高さ寸法が大きくなるという問題があった。
【００１５】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたもので、その目的は、高さ寸法を大きく
することなく、従来より長い可動接点押し下げストロークを確保し、小形・薄形の２段動
作の横押しタイプの押釦スイッチを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明の押釦スイッチは、収納部を有するハ
ウジングと、前記収納部の底部に設けられた固定接点と、この固定接点の上に設置された
可動接点と、前記収納部に摺動可能に収納され、前記ハウジングの側部より外部へ突出す
る押圧部及びこの押圧部から前記収納部内に突出する片持ち梁構造の作動部を有する操作
部材と、前記ハウジングの上部に取り付けられて前記収納部を覆うと共に、前記作動部の
先端側が当接可能な案内部を有する金属板製の蓋体とを備え、前記押圧部を横方向から押
圧することにより前記案内部に前記作動部の先端側を当接させて該先端側を下側の前記可
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動接点方向へ案内して前記可動接点を前記固定接点と接触させる押釦スイッチであって、
前記収納部の周側部に位置固定されて収納される周辺部を有し、この周辺部に連設されて
前記収納部内に前記作動部と向き合って突出される片持ち梁構造の第２作動部材と、前記
第２作動部材の先端側の両側に設置された一対の前記案内部と、前記各案内部に設けられ
、前記押圧部の押圧方向に対して傾斜する第１傾斜部と、前記作動部の先端側上部に設け
られ、前記第１傾斜部と対向する第２傾斜部と、前記作動部の先端側下部に設けられ、相
対する前記第１傾斜部及び前記第２傾斜部と交差する方向の第３傾斜部と、前記第２作動
部材の先端側上部に設けられ、前記第３傾斜部と対向する第４傾斜部と、前記第２作動部
材の先端側下部に設けられ、前記可動接点と対向する突起部とを備え、前記作動部の先端
側は、前記押圧部を横方向から押圧することにより、前記第１傾斜部に前記第２傾斜部を
当接させて下側の前記可動接点方向へ案内されながら、前記第３傾斜部に前記第４傾斜部
を当接させて前記第２作動部材の先端側を下側の前記可動接点方向に変位させ、前記突起
部を前記可動接点に当接させて該可動接点を押し下げて前記固定接点と接触させる押釦ス
イッチにおいて、前記可動接点は、反転可能なドーム状金属板からなり、該可動接点を上
下２段に設置し、上側可動接点の中心部に前記第２作動部材の突起部を対向させると共に
、前記上側可動接点の周辺部の底部側及び下側可動接点の周辺部と中心部の底部側の３箇
所に異なる第１及び第２と第３固定接点を設け、前記上側可動接点を前記第１固定接点と
常時接触させ、前記下側可動接点を前記第２可動接点と常時接触させ、前記上側可動接点
を押し下げると下向きに反転して前記下側可動接点と接触し、さらに押し下げると前記下
側可動接点を押し下げて反転させ、前記第３固定端子と接触させ、前記下側可動接点は、
前記第２作動部材の周辺部の一部で押さえられ、該下側可動接点の浮き上がりを防止する
曲げ部を備える構成としたものである。
【００１７】
　上記構成によると、従来と同じ押圧ストロークで従来より長い可動接点押し下げストロ
ークを確保することができる。しかも、第２作動部材を操作部材の作動部及び蓋体の案内
部を設置する高さ位置に設置することができるので、押釦スイッチ全体の高さ寸法は大き
くなることがない。また従来は１段動作であった横押しタイプの押釦スイッチを、高さ寸
法を大きくすることなく、従来より長い可動接点押し下げストロークを確保しながら、２
段動作タイプにすることができる。また２段動作の横押しタイプの押釦スイッチにおいて
、下側可動接点の浮き上がりを防止することができるので、上下の可動接点の絶縁距離を
保ち、２段目の動作感触を良好に得ることができる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明の押釦スイッチは、請求項１に記載の発明の押釦スイッチにおい
て、前記第２作動部材の周辺部は、該第２作動部材の基端側及び両側を囲むコ字形に形成
すると共に、前記第２作動部材を突出させる前記周辺部の中央部を両端部より薄肉に形成
し、該中央部を捻り変形させながら前記第２作動部材の先端側を下側の前記可動接点方向
に変位させる構成としたものである。
【００１９】
　上記構成によると、第２作動部材に生ずる応力を減少させることができるので、第２作
動部材の変位量が作動部のそれより大きくなっても、作動部と略同じ大きさの第２作動部
材で作動部と同等の耐久性を確保することができ、押釦スイッチ全体の大型化を招くこと
なく、押釦スイッチの寿命低下を防止することができる。
【００２０】
　請求項３に記載の発明の押釦スイッチは、請求項１に記載の発明の押釦スイッチにおい
て、前記操作部材は、前記作動部の両側で前記押圧部から前記収納部の周側部に突出する
一対のスライド部を備え、前記第２作動部材の周辺部は、該第２作動部材の基端側及び両
側を囲むコ字形に形成し、前記第２作動部材の周辺部の両端部に前記スライド部を摺動可
能に支持するガイド部を備える構成としたものである。
【００２１】
　上記構成によると、作動部と第２作動部材の間の位置精度を向上させることができるの
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で、安定した可動接点押し下げストロークを得ることができる。
【００２２】
　請求項４に記載の発明の押釦スイッチは、請求項１に記載の発明の押釦スイッチにおい
て、前記第３傾斜部と第４傾斜部のうち、一方の表面は平坦面に形成し、他方の表面は凸
の湾曲面に形成したものである。
【００２３】
　上記構成によると、第３傾斜部と第４傾斜部を線接触させて摺動させ、第３傾斜部と第
４傾斜部の磨耗を抑制することができるので、安定した可動接点押し下げストロークを得
ることができる。
【００２４】
　請求項５に記載の発明の押釦スイッチは、請求項１に記載の発明の押釦スイッチにおい
て、前記突起部の表面は、凸の球面の一部で形成したものである。
【００２５】
　上記構成によると、突起部を可動接点に点接触させて、突起部の磨耗を抑制することが
できるので、安定した可動接点押し下げストロークを得ることができるとともに、可動接
点が反転動作可能なドーム状金属板からなる場合にその中心を精度良く押し下げることが
できるので、良好な動作感触を得ることができる。
【００２６】
　請求項６に記載の発明の押釦スイッチは、請求項１に記載の発明の押釦スイッチにおい
て、前記蓋体は、前記ハウジングの上部に取り付けられ、収納部を覆うように平板状に形
成された上板を備え、前記各案内部は、前記上板を部分的に外面が凹、内面が凸で、両端
が閉鎖されたＶ字状に立体形状化するプレス加工により形成され、前記Ｖ字部の傾斜した
一方の直線部分により前記第１傾斜部が形成される構成としたものである。
【００２７】
　上記構成によると、蓋体の上板に孔を空けることなく第１傾斜部を設けることができる
ので、従来の押釦スイッチのような防塵シートが不要になり、押釦スイッチ全体の高さを
小さくすることができると共に、押釦スイッチの部品点数及び組み立て工数の削減とコス
ト低下を図ることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上のように、本発明によれば、高さ寸法を大きくすることなく、従来より長い可動接
点押し下げストロークを確保し、小形・薄形の２段動作の横押しタイプの押釦スイッチを
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の一実施の形態
による押釦スイッチを示す断面図、図２は本発明の一実施の形態による押釦スイッチの外
観を示す斜視図、図３は本発明の一実施の形態による押釦スイッチを裏返しにした状態の
外観を示す斜視図、図４は本発明の一実施の形態による押釦スイッチの分解状態を示す斜
視図、図５は本発明の一実施の形態による押釦スイッチを裏返しにした状態の分解状態を
示す斜視図、図６は本発明の一実施の形態による押釦スイッチの蓋体を外した状態を示す
平面図である。なお、以下の説明では図２における矢印ａ－ｂ方向を押釦スイッチの前後
方向、矢印ｃ－ｄ方向を押釦スイッチの左右方向、矢印ｅ－ｆ方向を押釦スイッチの上下
方向として説明する。
【００３０】
　図１～図６において、符号１はハウジングであり、合成樹脂等の絶縁材からなり、収納
部１ａを有する上面開口状の箱型に形成されている。このハウジング１の内底面１ｂの４
つの角部には該内底面１ｂから一段下げられた浅い上側可動接点支え凹部１ｃが設けられ
、この各上側可動接点支え凹部１ｃの内側にはさらに深い略円形の下側可動接点支え凹部
１ｄが設けられ、この下側可動接点支え凹部１ｄの周辺部には前後の上側可動接点支え凹
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部１ｃの間に突出する左右の曲げ部収納部１ｅが設けられている。
【００３１】
　また、前記ハウジング１の前後の側壁上部には前後の切り欠き部１ｆ，１ｇが設けられ
ている。また、前記ハウジング１の４つの角部には係合凹部１ｈが設けられ、この各係合
凹部１ｈの上側には下に向かって漸次外側に拡がる傾斜状のガイド部１ｉが設けられてい
る。さらに、前記ハウジング１の外底面の周辺部には複数の浅い外部接続端子用凹部１ｊ
が設けられると共に、この左右の外部接続端子用凹部１ｊに隣接して各外部接続端子用凹
部１ｊよりやや深い左右のアース端子用凹部１ｋが設けられ、各外部接続端子用凹部１ｊ
の内側には実装時の左右の位置決めピン１ｍが垂直に突設されている。
【００３２】
　前記ハウジング１は、インサート成形により第１，第２，第３の固定端子２，３，４と
一体に成形されている。第１，第２，第３の固定端子２，３，４は、良導電性の金属薄板
を打ち抜き及び曲げ加工することによって形成され、ハウジング１の底部に絶縁状態で埋
設されている。第１固定端子２は、その一部を前記上側可動接点支え凹部１ｃに略面一に
露出して、第１固定接点としてのコモン接点２ａを形成している。第２固定端子３は、そ
の一部を前記下側可動接点支え凹部１ｄの周辺部に略面一に露出して、第２固定接点とし
ての第１選択接点３ａを形成している。第３固定端子４は、その一部を前記下側可動接点
支え凹部１ｄの中心部に略面一に露出して、第３固定接点としての第２選択接点４ａを形
成している。また、第１，第２，第３の固定端子２，３，４は、その他の一部をそれぞれ
所定の前記外部接続端子用凹部１ｊに略面一に露出して、前記コモン接点２ｂと導通のあ
る第１外部接続端子２ｂ，前記第１選択接点３ａと導通のある第２外部接続端子３ｂ、第
２選択接点４ａと導通のある第３外部接続端子４ｂを形成している。
【００３３】
　図１，図４，図５において、符号５は上側可動接点、符号６は下側可動接点であり、こ
れら上側可動接点５及び下側可動接点６は、良導電性の金属薄板を打ち抜き及び曲げ加工
することによって形成された反転可能なドーム状金属板からなる。上側可動接点５には周
辺部から左右方向に突出する前後一対の脚部５ａが設けられている。下側可動接点６には
周辺部から左右方向に突出する左右の曲げ部６ａが設けられている。この各曲げ部６ａは
上方に向かって開口するコ字状に形成されている。そして、上側可動接点５は、周辺部が
４本の前記各脚部５ａを介して前記上側可動接点支え凹部１ｃで支持され、下側可動接点
６は、周辺部が前記下側可動接点支え凹部１ｄの周辺部で支持され、前記ハウジング１の
収納部１ａの底部に一定の隙間を設けて上下２段に上側可動接点５及び下側可動接点６が
設置収納されている。設置状態では、上側可動接点５は脚部５ａを介してコモン接点２ａ
と常時接触し、下側可動接点６は周辺部が第１選択接点３ａと常時接触すると共に、中心
部が下側の前記第２選択接点４ａに一定の隙間を設けて対向している。また、下側可動接
点６の各曲げ部６ａが前記曲げ部収納部１ｅに嵌り込み、各曲げ部６ａの上部をハウジン
グ１の内底面１ｂに臨ませている。
【００３４】
　図１～図５において、符号７は蓋体であり、金属板を打ち抜き及び曲げ加工することに
よって形成されている。この蓋体７は、前記ハウジング１の上部に取り付けられて前記収
納部１ａを覆うように矩形平板状に形成された上板７ａと、この上板７ａの前後側縁の両
端部から略直角に折り曲げられ、Ｌ字状に下方に垂下された４本の取付脚７ｂと、前記後
側の左右取付脚７ｂ間に一体に形成され、前記上板７ａの後側縁から後側の左右取付脚７
ｂと一体に略直角に折り曲げられ、前記ハウジング１の後側の切り欠き部１ｇを覆う平板
状の後側板７ｃと、上板７ａの前後側縁の両端部から略直角に折り曲げられ、前記ハウジ
ング１の左右側面上部に重ね合わせる左右側板７ｄと、この左右側板７ｄの前部からさら
に下方に延設され、先端側をハウジング１の外底面より下方に突出させるアース端子７ｅ
とを有している。各取付脚７ｂの先端側には係止片７ｆが設けられている。
【００３５】
　蓋体７は、押釦スイッチの組み立て最終段階に上板７ａをハウジング１の上部に取り付
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けて前記収納部１ａを覆う際に、各取付脚７ｂの先端側（係止片７ｆ）をハウジング１の
各ガイド部１ｉに摺接させながら外側に押し広げた後、各ガイド部１ｉを乗り越えた時点
で元に弾性復帰させ、ハウジング１の各係合凹部１ｈに各係止片７ｆを係合させることに
より、ハウジング１に取り付けられる。この取り付け後、ハウジング１の外底面より下方
に突出している左右のアース端子７ｅの先端側をそれぞれ内側に略直角に折り曲げ、ハウ
ジング１の左右のアース端子用凹部１ｋに嵌め込むことにより、ハウジング１の外底面に
略面一に露出する左右のアース用半田付け部７ｇを形成している。
【００３６】
　また、前記上板７ａの中央部には、一対の案内部８が前記上板７ａの左右方向の中心線
を対称軸として左右軸対称位置に並設されている。各案内部８は、前記上板７ａを部分的
に外面が凹、内面が凸で、両端が閉鎖された左右側面視で上向きに略９０度の角度で開拡
したＶ字状に立体形状化する張り出し加工等のプレス加工により形成されており、このＶ
字部の前側に位置する略４５度で傾斜した一方の直線部分により形成される第１傾斜部８
ａと、Ｖ字部の後側に位置する略４５度で傾斜した他方の直線部分により形成される後側
傾斜部８ｂと、Ｖ字部の左右両端に位置する逆三角形の左右閉鎖端部８ｃとから形成され
ている。
【００３７】
　図１～図６において、符号９は操作部材（押釦）であり、合成樹脂等の絶縁材からなり
、前記ハウジング１の前側の切り欠き部１ｆから外部へ突出する押圧部９ａと、この押圧
部９ａの中央部から前記収納部１ａ内に突出して形成された片持ち梁構造の作動部９ｂと
、この作動部９ｂの左右両側で前記押圧部９ａの左右端部から前記収納部１ａ内に突出し
て形成された左右のスライド部９ｃとを有している。操作部材９は、収納部１ａの底部に
上下２段で設置された前記可動接点５，６の上側に配置され、押圧部９ａが前記ハウジン
グ１の前側の切り欠き部１ｆから突出されると共に、作動部９ｂの自由端側である先端側
が前記上側可動接点５の中心部（頂点部）に直接対向して配設され、スライド部９ｃが前
記収納部１ａ内の左右両側部で摺動可能に収納されている。
【００３８】
　前記作動部９ｂは、先端側が固定端側（支点側）である根元側より幅広に形成されてお
り、作動部９ｂの先端側上部には、その先端側上角部を面取りしたような第２傾斜部９ｄ
が設けられ、作動部９ｂの先端側下部には、その先端側下角部を大きく（前記第２傾斜部
９ｄに比べて）面取りしたような第３傾斜部９ｅが設けられ、第２傾斜部９ｄの左右両端
部が前記左右一対の案内部８の各第１傾斜部８ａに対向して当接されている。
【００３９】
　前記スライド部９ｃは、外側下角部が四角く切り欠かれてＬ形の断面形状を有している
。
【００４０】
　図１、図４，図５，図６において、符号１０は第２作動部材であり、合成樹脂等の絶縁
材からなり、前記収納部１ａの周側部に収納される周辺部１０ａを有している。この周辺
部１０ａはコ字形に形成されて、前記ハウジング１の後側の側壁に沿う周辺部１０ａの中
央部である連結板１０ｂと、この連結板１０ｂの両端部に後端側が連設されて前記ハウジ
ング１の左右の側壁に沿って前方へ延設される周辺部１０ａの両端部である左右のガイド
部１０ｃとから形成されている。周辺部１０ａは、左右のガイド部１０ｃの下面がハウジ
ング１の内底面１ｂに当接支持され、左右のガイド部１０ｃの外側面がハウジング１の左
右側壁内面に接触され、左右のガイド部１０ｃの上面が前記蓋体７の上板７ａで押さえら
れて、前記収納部１ａ内の周辺部に位置固定されて収納されている。この周辺部１０ａの
左右のガイド部１０ｃは、内側下角部が四角く切り欠かれて前記左右のスライド部９ｃと
点対称のＬ形の断面形状を有し、左右のガイド部１０ｃの下部水平部分に左右の前記スラ
イド部９ｃの上部水平部分を重ね合わせることにより、左右のガイド部１０ｃの垂直部分
によって左右の前記スライド部９ｃの左右方向の移動を規制し、左右のガイド部１０ｃの
下部水平部分とそれに対向する上板７ａとによって左右の前記スライド部９ｃの上下方向
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の移動を規制し、左右の前記スライド部９ｃの前後方向の移動のみを許容して、前記操作
部材９を周辺部１０ａの左右のガイド部１０ｃにより前後方向にのみ往復移動可能に支持
している。また、周辺部１０ａの左右のガイド部１０ｃは、前記ハウジング１の各上側可
動接点支え凹部１ｃ及び左右の曲げ部収納部１ｅの開放上面を塞ぎ、前記上側可動接点５
の浮き上がりを前記各脚部５ａを介して防止すると共に、前記下側可動接点６の浮き上が
りを前記左右の曲げ部６ａを介して防止している。
【００４１】
　第２作動部材１０は、前記収納部１ａ内の後側で左右方向に架設される連結板１０ｂの
中央部から前記作動部９ｂと向き合って突出され、片持ち梁構造に形成され、第２作動部
材１０の自由端側である先端側が前記左右一対の案内部８の間で前記上側可動接点５の中
心部（頂点部）に直接対向して配設されている。第２作動部材１０の先端側上部には、そ
の先端側上角部を面取りしたような第４傾斜部１０ｄが設けられ、先端側下部には、下向
きに突出された球形の突起部１０ｅが設けられ、第４傾斜部１０ｄが前記左右一対の案内
部８の間で前記作動部９ｂの第３傾斜部９ｅに対向して当接され、突起部１０ｅが前記上
側可動接点５の中心部（頂点部）に対向して当接されている。
【００４２】
　ここで、前記第２作動部材１０の固定端側（支点側）である根元側に連設されている連
結板１０ｂは、左右のガイド部１０ｃより薄肉に形成され、第２作動部材１０の先端側の
押し下げに伴って捻り変形可能に形成されている。また、前記作動部９ｂの第３傾斜部９
ｅと前記第２作動部材１０の第４傾斜部１０ｄを線接触で当接させるように、一方の表面
を平坦面に形成し、他方の表面を凸の湾曲面に形成している。本実施の形態では第４傾斜
部１０ｄの表面を凸の湾曲面に形成している。
【００４３】
　そして、本実施の形態による押釦スイッチの組み立ては、図４に示すように、ハウジン
グ１の収納部１ａの底部に上側可動接点５と下側可動接点６を上下２段に設置し、次に前
記収納部１ａの上部に第２作動部材１０を周辺部１０ａと共に収納し、次にハウジング１
の前側の切り欠き部１ｆに操作部材９の押圧部９ａを嵌め込みながら、操作部材９の作動
部９ｂ及び左右のスライド部９ｃを収納し、次の最終工程にて蓋体７を上方から被せてハ
ウジング１に取り付けた後、アース端子７ｅの先端側を折り曲げ加工し、アース用半田付
け部７ｇを形成することにより完了する。
【００４４】
　次に、図１，図７，図８を参照して本実施の形態による押釦スイッチの動作を説明する
。図７は本発明の一実施の形態による押釦スイッチの１段目の動作状態を示す断面図、図
８は本発明の一実施の形態による押釦スイッチの２段目の動作状態を示す断面図である。
【００４５】
　操作部材９を操作しない動作前の初期状態では、上側可動接点５と下側可動接点６とは
それぞれが上向きに膨らんだ初期状態にあり離間すると共に、下側可動接点６は、中心部
が第２選択接点４ａに対し離間対向している。また、操作部材９は初期位置に位置して作
動部９ｂが押圧部９ａから略水平に収納部１ａ内に突出支持され、第２作動部材１０も初
期位置に位置して操作部材９の作動部９ｂと向き合って略水平に収納部１ａ内に突出支持
されて、作動部９ｂの第２傾斜部９ｄの左右両端部が左右の案内部８の各第１傾斜部８ａ
に対向して当接され、作動部９ｂの第３傾斜部９ｅが第２作動部材１０の第４傾斜部１０
ｄに対向して当接され、第２作動部材１０の突起部１０ｅが上側可動接点５の中心部に対
向して当接されている。
【００４６】
　この初期状態から、操作部材９の押圧部９ａを横方向から前方へ押圧すると、図７に示
すように、操作部材９が全体的に前方へ移動し、作動部９ｂの第２傾斜部９ｄの左右両端
部が左右の案内部８の各第１傾斜部８ａ上をその傾斜下端側に向かって摺動することによ
り、横方向からの操作部材９の押圧が下直角方向に変換される。これにより、作動部９ｂ
の先端側が作動部９ｂの撓み変形を伴って押し下げられる。また、この作動部９ｂの第３
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傾斜部９ｅには第２作動部材１０の第４傾斜部１０ｄが当接しているので、作動部９ｂの
先端側の下降しながらの前方への移動に伴って、作動部９ｂの第３傾斜部９ｅが第２作動
部材１０の第４傾斜部１０ｄを押し下げながら、第４傾斜部１０ｄ上をその傾斜上端側に
向かって摺動することにより、横方向からの操作部材９の押圧が下直角方向に変換されて
第２作動部材１０の先端側に伝達される。これにより、第２作動部材１０の先端側が作動
部９ｂの先端側の下がり量に、横方向の押圧成分が下直角方向に変換された押し下げ量を
加えた押し下げ量で押し下げられる。この結果、上側可動接点５の中心部が第２作動部材
１０の先端側下部の突起部１０ｅによって押し下げられる。
【００４７】
　そして、上側可動接点５の中心部が押し下げられると、上側可動接点５は下向きに反転
動作して、その下側にある下側可動接点６に接触するため、コモン接点２ａと第１選択接
点３ａとが上下の可動接点５，６を通して電気的に導通接続され、１段目のスイッチがオ
ンになる。すなわち１段目の感触と電気信号を出力する。
【００４８】
　続いて、操作部材９の押圧部９ａを横方向からさらに前方へ押圧すると、図８に示すよ
うに、操作部材９が全体的にさらに前方へ移動し、作動部９ｂの第２傾斜部９ｄの左右両
端部が左右の案内部８の各第１傾斜部８ａ上をその傾斜下端側に向かってさらに摺動する
ことにより、作動部９ｂの先端側が作動部９ｂの撓み変形を伴ってさらに押し下げられる
と共に、この作動部９ｂの先端側の下降しながらの前方への移動に伴って、作動部９ｂの
第３傾斜部９ｅが第２作動部材１０の第４傾斜部１０ｄをさらに押し下げながら、第４傾
斜部１０ｄ上をその傾斜上端側に向かってさらに摺動することにより、第２作動部材１０
の先端側が作動部９ｂの先端側のさらなる下がり量に、横方向の押圧成分が下直角方向に
変換されたさらなる押し下げ量を加えた押し下げ量でさらに押し下げられる。この結果、
上側可動接点５の中心部と共に下側可動接点６の中心部が第２作動部材１０の先端側下部
の突起部１０ｅによって押し下げられる。
【００４９】
　そして、下側可動接点６の中心部が押し下げられると、下側可動接点６は下向きに反転
動作して、その中心部の下側にある第２選択接点４ａに接触するため、コモン接点２ａと
第２選択接点４ａとが上下の可動接点５，６を通して電気的に導通接続され、１段目のス
イッチに続いて２段目のスイッチがオンになる。すなわち１段目の感触と電気信号の出力
に続いて２段目の感触と電気信号を出力する。
【００５０】
　なお、操作部材９の押圧部９ａが押圧されて下側可動接点６と第２選択接点４ａが接触
している間は、１段目のスイッチ及び２段目のスイッチのオン状態を保つ。
【００５１】
　この１段目のスイッチ及び２段目のスイッチのオン状態で、操作部材９の横方向からの
押圧を除くと、上下の可動接点５，６がそれぞれバネ力により上向きに反転動作して初期
状態に戻ると共に、操作部材９の作動部９ｂ及び第２作動部材１０もそれぞれの弾性復帰
力により初期状態に戻り、これに伴って、操作部材９が初期位置に戻り、図１に示したス
イッチ動作前の初期状態に復帰する。この初期状態への復帰時に、下側可動接点６と第２
選択接点４ａとの接触が断たれ時点で２段目のスイッチがオフになり、上側可動接点５と
下側可動接点６との接触が断たれた時点で１段目のスイッチがオフになる。
【００５２】
　上記から明らかなように、本実施の形態による押釦スイッチは、収納部１ａを有するハ
ウジング１と、前記収納部１ａの底部に設けられた固定接点２ａ，３ａ，４ａと、この固
定接点２ａ，３ａ，４ａの上に設置された可動接点５，６と、前記収納部１ａに摺動可能
に収納され、前記ハウジング１の側部より外部へ突出する押圧部９ａ及びこの押圧部９ａ
から前記収納部１ａ内に突出する片持ち梁構造の作動部９ｂを有する操作部材９と、前記
ハウジング１の上部に取り付けられて前記収納部１ａを覆うと共に、前記作動部９ｂの先
端側が当接可能な案内部８を有する金属板製の蓋体７とを備え、前記押圧部９ａを横方向
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から押圧することにより前記案内部８に前記作動部９ｂの先端側を当接させて該先端側を
下側の前記可動接点５，６方向へ案内して前記可動接点５，６を前記固定接点２ａ，３ａ
，４ａと接触させる押釦スイッチであって、前記収納部１ａの周側部に位置固定されて収
納される周辺部１０ａを有し、この周辺部１０ａに連設されて前記収納部１ａ内に前記作
動部９ｂと向き合って突出される片持ち梁構造の第２作動部材１０と、前記第２作動部材
１０の先端側の両側に設置された一対の前記案内部８と、前記各案内部８に設けられ、前
記押圧部９ａの押圧方向に対して傾斜する第１傾斜部８ａと、前記作動部９ｂの先端側上
部に設けられ、前記第１傾斜部８ａと対向する第２傾斜部９ｄと、前記作動部９ｂの先端
側下部に設けられ、相対する前記第１傾斜部８ａ及び前記第２傾斜部９ｄと交差する方向
の第３傾斜部９ｅと、前記第２作動部材１０の先端側上部に設けられ、前記第３傾斜部９
ｅと対向する第４傾斜部１０ｄと、前記第２作動部材１０の先端側下部に設けられ、前記
可動接点５，６と対向する突起部１０ｅとを備え、前記作動部９ｂの先端側は、前記押圧
部９ａを横方向から押圧することにより、前記第１傾斜部８ａに前記第２傾斜部９ｄを当
接させて下側の前記可動接点５，６方向へ案内されながら、前記第３傾斜部９ｅに前記第
４傾斜部１０ｄを当接させて前記第２作動部材１０の先端側を下側の前記可動接点５，６
方向に変位させ、前記突起部１０ｅを前記可動接点５，６に当接させて該可動接点５，６
を押し下げて前記固定接点２ａ，３ａ，４ａと接触させる構成としたもので、この構成に
よって、従来と同じ押圧ストロークで従来より長い可動接点押し下げストロークを確保す
ることができる。しかも、第２作動部材１０を操作部材９の作動部９ｂ及び蓋体７の案内
部８を設置する高さ位置に設置することができるので、押釦スイッチ全体の高さ寸法は大
きくなることがない。
【００５３】
　また、前記第２作動部材１０の周辺部１０ａは、該第２作動部材１０の基端側及び両側
を囲むコ字形に形成すると共に、前記第２作動部材１０を突出させる前記周辺部１０ａの
中央部１０ｂを両端部１０ｃより薄肉に形成し、該中央部１０ｂを捻り変形させながら前
記第２作動部材１０の先端側を下側の前記可動接点５，６方向に変位させる構成としたも
ので、この構成によって、第２作動部材１０に生ずる応力を減少させることができるので
、第２作動部材１０の変位量が作動部９ｂのそれより大きくなっても、作動部９ｂと略同
じ大きさの第２作動部材１０で作動部９ｂと同等の耐久性を確保することができ、押釦ス
イッチ全体の大型化を招くことなく、押釦スイッチの寿命低下を防止することができる。
【００５４】
　また、前記操作部材９は、前記作動部９ｂの両側で前記押圧部９ａから前記収納部１ａ
の周側部に突出する一対のスライド部９ｃを備え、前記第２作動部材１０の周辺部１０ａ
は、該第２作動部材１０の基端側及び両側を囲むコ字形に形成し、前記第２作動部材１０
の周辺部１０ａの両端部に前記スライド部９ｃを摺動可能に支持するガイド部１０ｃを備
える構成としたもので、この構成によって、作動部９ｂと第２作動部材１０の間の位置精
度を向上させることができるので、安定した可動接点押し下げストロークを得ることがで
きる。
【００５５】
　また、前記第３傾斜部９ｅと第４傾斜部１０ｄのうち、一方の表面は平坦面に形成し、
他方の表面は凸の湾曲面に形成したもので、この構成によって、第３傾斜部９ｅと第４傾
斜部１０ｄを線接触させて摺動させ、第３傾斜部９ｅと第４傾斜部１０ｄの磨耗を抑制す
ることができるので、安定した可動接点押し下げストロークを得ることができる。
【００５６】
　また、前記突起部１０ｅの表面は、凸の球面の一部で形成したもので、この構成によっ
て、突起部１０ｅを可動接点５，６に点接触させて、突起部１０ｅの磨耗を抑制すること
ができるので、安定した可動接点押し下げストロークを得ることができるとともに、可動
接点５，６が反転動作可能なドーム状金属板からなる場合にその中心を精度良く押し下げ
ることができるので、良好な動作感触を得ることができる。
【００５７】
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　また、前記蓋体７は、前記ハウジング１の上部に取り付けられ、収納部１ａを覆うよう
に平板状に形成された上板７ａを備え、前記各案内部８は、前記上板７ａを部分的に外面
が凹、内面が凸で、両端が閉鎖されたＶ字状に立体形状化するプレス加工により形成され
、前記Ｖ字部の傾斜した一方の直線部分により前記第１傾斜部８ａが形成される構成とし
たもので、この構成によって、蓋体７の上板７ａに孔を空けることなく第１傾斜部８ａを
設けることができるので、従来の押釦スイッチのような防塵シートが不要になり、押釦ス
イッチ全体の高さを小さくすることができると共に、押釦スイッチの部品点数及び組み立
て工数の削減とコスト低下を図ることができる。
【００５８】
　また、前記可動接点５，６は、反転可能なドーム状金属板からなり、該可動接点５，６
の中心部に前記第２作動部材１０の突起部１０ｅを対向させた構成としたもので、この構
成によって、可動接点５，６の中心を精度良く押し下げることができるので、良好な動作
感触を得ることができる。
【００５９】
　また、前記可動接点５，６は、反転可能なドーム状金属板からなり、該可動接点５，６
を上下２段に設置すると共に、上側可動接点５の周辺部の底部側及び下側可動接点６の周
辺部と中心部の底部側の３箇所に異なる第１及び第２と第３固定接点２ａ，３ａ，４ａを
設け、前記上側可動接点５を前記第１固定接点２ａと常時接触させ、前記下側可動接点６
を前記第２可動接点３ａと常時接触させ、前記上側可動接点５を押し下げると下向きに反
転して前記下側可動接点６と接触し、さらに押し下げると前記下側可動接点６を押し下げ
て反転させ、前記第３固定端子４ａと接触させる構成としたもので、この構成によって、
従来は１段動作であった横押しタイプの押釦スイッチを、高さ寸法を大きくすることなく
、従来より長い可動接点押し下げストロークを確保しながら、２段動作タイプにすること
ができる。
【００６０】
　また、前記下側可動接点６は、前記第２作動部材１０の周辺部１０ａの一部で押さえら
れ、該下側可動接点６の浮き上がりを防止する曲げ部６ａを備える構成としたもので、こ
の構成によると、２段動作の横押しタイプの押釦スイッチにおいて、下側可動接点６の浮
き上がりを防止することができるので、上下の可動接点５，６の絶縁距離を保ち、２段目
の動作感触を良好に得ることができる。
【００６１】
　このように、本実施の形態による押釦スイッチは、高さ寸法を大きくすることなく、従
来より長い可動接点押し下げストロークを確保し、小形・薄形の２段動作の横押しタイプ
の押釦スイッチとなっている。
【００６２】
　なお、以上の本実施の形態は本発明の良好な一実施の形態を示したが、本発明はそれに
限定されることなく、その要旨を逸脱しない範囲内で種々変形実施することができるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の一実施の形態による押釦スイッチを示す断面図である。
【図２】本発明の一実施の形態による押釦スイッチの外観を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施の形態による押釦スイッチを裏返しにした状態の外観を示す斜視
図である。
【図４】本発明の一実施の形態による押釦スイッチの分解状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の一実施の形態による押釦スイッチを裏返しにした状態の分解状態を示す
斜視図である。
【図６】本発明の一実施の形態による押釦スイッチの蓋体を外した状態を示す平面図であ
る。
【図７】本発明の一実施の形態による押釦スイッチの１段目の動作状態を示す断面図であ
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【図８】本発明の一実施の形態による押釦スイッチの２段目の動作状態を示す断面図であ
る。
【図９】従来の押釦スイッチを示す断面図である。
【図１０】従来の押釦スイッチを示す平面図である。
【図１１】従来の押釦スイッチの蓋体を外した状態を示す平面図である。
【図１２】従来の押釦スイッチの動作状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　ハウジング
　１ａ　収納部
　２ａ　コモン接点（固定接点）
　３ａ　第１選択接点（固定接点）
　４ａ　第２選択接点（固定接点）
　５　上側可動接点（可動接点）
　６　下側可動接点（可動接点）
　６ａ　曲げ部
　７　蓋体
　７ａ　上板
　８　案内部
　８ａ　第１傾斜部
　９　操作部材
　９ａ　押圧部
　９ｂ　作動部
　９ｃ　スライド部
　９ｄ　第２傾斜部
　９ｅ　第３傾斜部
　１０　第２作動部材
　１０ａ　周辺部
　１０ｂ　連結板（周辺部の中央部）
　１０ｃ　ガイド部（周辺部の両端部）
　１０ｄ　第４傾斜部
　１０ｅ　突起部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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