
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上方が開口部となった上面視長方形の箱形で、それぞれ外部への導出端子を有する中央の
共通接点およびその両側部の個別接点が内底面の長手方向に並べて植設された樹脂製のケ
ースと、上方の二つの角がＵ字状の湾曲部となった略逆二等辺三角形状で、下方にクロス
するように伸ばされた二つの対称な弾性脚部の先端がそれぞれ弾性接点となり、二つの湾
曲部がケースの長手方向の内周端部に上下動可能に係合すると共に二つの弾性接点が内底
面に弾接するようにケース内に収容された弾性金属材料製の可動接点体と、底辺の両端近
傍にそれぞれ下方への突部を有する略二等辺三角形状で、各突部が上記可動接点体の二つ
の湾曲部の上面に当接するようにケース内に上下動可能に収容され、中央上部の頂点部が
ケース上方の開口部から突出して操作レバーとなった樹脂製の駆動体と、駆動体中央の操
作レバー部を巾方向中央の長孔から上方に突出させ、駆動体の両端を下方に押して可動接
点体の二つの弾性脚部を撓ませることによって二つの弾性接点がケースの内底面の接点に
所定の圧力で弾接するようにケースの上端開口部に装着されたカバーからなるレバースイ
ッチ。
【請求項２】
駆動体の底辺の厚さ方向両側に突出して両端部間を繋ぐように直線状に設けられた突起部
が、カバーの巾方向中央の長孔の縁で止められることによって駆動体および可動接点体を
ケース内に収容保持する請求項１記載のレバースイッチ。
【請求項３】
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上方が開口部となった上面視長方形の箱形で、それぞれ外部への導出端子を有する中央の
共通接点およびその両側部の個別接点が内底面の長手方向に並べて植設され、広巾の壁部
の対向する開口端部中央にそれぞれＵ字形溝部を有する樹脂製のケースと、上方の二つの
角がＵ字状の湾曲部となった略逆二等辺三角形状で、下方にクロスするように伸ばされた
二つの対称な弾性脚部の先端がそれぞれ弾性接点となり、二つの湾曲部がケースの長手方
向の内周端部に上下動可能に係合すると共に二つの弾性接点が内底面に弾接するようにケ
ース内に収容された弾性金属材料製の可動接点体と、底辺が可動接点体の二つの湾曲部間
の寸法よりも短い二等辺三角形で、底辺の中央下部の円形軸部をケースのＵ字形溝部で回
動可能に支持され、中央上部の頂点部がケース上方の開口部から突出して操作レバーとな
った樹脂製の駆動体と、駆動体の底辺と可動接点体に挟まれてケース内に配され、両端が
ケースの長手方向の内周端部と上下動可能に係合すると共に、両端近傍の下面に可動接点
体の二つの湾曲部の上面に当接する突部を有する樹脂製のカム体と、駆動体中央の操作レ
バーを巾方向中央の長孔から上方に突出させ、その円形軸部の上部およびカム体の両端上
部の三ヵ所を押さえることによって駆動体およびカム体を下方に押して可動接点体の二つ
の弾性脚部を撓ませ、二つの弾性接点がケースの内底面の接点に所定の圧力で弾接するよ
うにケースの上端開口部に装着されたカバーからなるレバースイッチ。
【請求項４】
駆動体の二等辺三角形の底辺中央下部の円形軸部を支持するためにケースの広巾の壁部の
対向する開口端部中央に設けられたＵ字形溝部を下方に伸ばし、平行部が長いＵ字形の溝
部とした請求項３記載のレバースイッチ。
【請求項５】
可動接点体が弾性金属薄板を打ち抜き・曲げ加工して形成された請求項１～４のいずれか
一つに記載のレバースイッチ。
【請求項６】
可動接点体が弾性金属線で形成された請求項１～４のいずれか一つに記載のレバースイッ
チ。
【請求項７】
可動接点体の湾曲部にコイル巻き部を設けた請求項６記載のレバースイッチ。
【請求項８】
ケース内底面に植設された共通端子および個別端子から外部への導出端子が、ケースの操
作レバー突出部側方の対向する広巾の壁部の一方に設けられ、操作レバー突出側の反対側
の一辺、操作レバーの突出側の側部の対向する二辺、または対向する二辺に操作レバー突
出側の反対側の辺を加えた三辺のいずれかから外方に突出する請求項１～７のいずれか一
つに記載のレバースイッチ。
【請求項９】
機器の内部に取り付けられた請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチの操作
レバーを、左右両方向あるいは左右両方向に加えて上方から押圧し、押圧方向により接続
する接点を変えることにより動作方向を検知するレバースイッチの操作方法。
【請求項１０】
機器にスライド動作可能に保持された操作つまみの係合部が請求項１～８のいずれか一つ
に記載のレバースイッチの操作レバーに係合し、操作つまみを左または右にスライドさせ
ると操作レバーも左または右に動作し、操作つまみに加える力を除くと、操作レバーの復
帰力によって操作つまみも中立位置に復帰するレバースイッチの操作方法。
【請求項１１】
機器に所定の角度範囲だけ回動可能なように保持された操作つまみの係合部が、操作つま
みと同一中心線上に配された請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチの操作
レバーに係合し、操作つまみを左または右方向に回動させると操作レバーも左または右方
向に動き、操作つまみに加える回転力を除くと、操作レバーの復帰力によって操作つまみ
も中立位置に復帰するレバースイッチの操作方法。
【請求項１２】
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機器に回転可能に保持され、外周全体に凹凸部を有する歯車状の操作つまみの外周の凹凸
部が、操作つまみと同一中心線上に配された請求項１～８のいずれか一つに記載のレバー
スイッチの操作レバーの先端に係合し、操作つまみの左または右回転に伴い、その外周の
凸部に押された操作レバーが一方向に動作し、操作つまみの外周の凹部が中心線位置にく
ると操作レバーは復帰力によって中立位置に復帰し、さらに操作つまみを同じ方向に回転
させると操作レバーは操作つまみの次の凸部に押されて同じ方向に動作すると共に、操作
つまみを反対方向に回転させると、操作レバーも反対方向に繰り返し動作するレバースイ
ッチの操作方法。
【請求項１３】
機器に揺動可能に保持された操作つまみの揺動中心下面の係合部が、操作つまみと同一中
心線上に配された請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチの操作レバーの先
端に係合し、操作つまみを左または右に揺動させると、その係合部に押された操作レバー
が左または右方向に動き、操作つまみに加える力を除くと、操作レバーの復帰力によって
操作つまみも中立位置に復帰するレバースイッチの操作方法。
【請求項１４】
請求項１０～１３のいずれか一つに記載のレバースイッチの操作方法において操作つまみ
を押し下げ方向にも移動可能に保持し、中立位置において操作つまみを上方から押圧して
動作させるレバースイッチの操作方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種電子機器に使用されるレバースイッチとその操作方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来のこの種のレバースイッチを図１３の正面断面図および図１４の分解斜視図に示す。
【０００３】
同図において、１は上方が開口部となった箱形で、対向した側壁端部上方に円形孔１Ａ，
１Ｂをそれぞれ有する樹脂製のケースで、内底面に長寸の共通接点２と短寸の個別接点３
が植設され、それぞれケース１の外方に導出された端子２Ａと３Ａを有している。
【０００４】
４は弾性を有する金属薄板からなり、中央部がＵ字状に曲げ加工された湾曲部４Ｄで、一
方の端部が固定部４Ａとなり、他端が二つの接触部４Ｂ，４Ｃに別れた可動接点体で、通
常状態において、接触部４Ｂは前記ケース１の内底面の共通接点２に、接触部４Ｃは短寸
の個別接点３の延長線上のケース底面の樹脂部にそれぞれ弾接している。
【０００５】
５は一端の回転軸５Ａ，５Ｂが上記ケース１の孔１Ａ，１Ｂに回動可能に支持された樹脂
製のレバーで、その下方の突部５Ｃが上記可動接点体４の固定部４Ａに当接すると共に、
他端に上方に突出した操作部５Ｄを有し、その下面の当接部５Ｅが上記可動接点体４の湾
曲部４Ｄ上面に当接しており、可動接点体４の弾性力により所定の位置まで押し上げられ
ている。
【０００６】
このような構成のレバースイッチの動作について説明すると、図１３のスイッチ・オン状
態から、図１５の正面断面図に示すようにレバー５の操作部５Ｄを押し下げると、レバー
５は回転軸５Ａ，５Ｂを中心として回動すると共に、可動接点体４の湾曲部４Ｄが押し下
げられて撓み、それに伴って接触部４Ｂ，４Ｃが同図に矢印Ｘで示す方向にスライドして
いき、接触部４Ｃが短寸の個別接点３に接触して、共通接点２と個別接点３の間すなわち
端子２Ａと３Ａの間が導通してスイッチ・オン状態となる。
【０００７】
そして、図１５の状態から操作部５Ｄに対する押下げ力を除くと可動接点体４の弾性復元
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力によりレバー５は押し戻されて、元の図１３のスイッチ・オフ状態に戻るものであった
。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来のレバースイッチは、レバー５に対する押圧操作あるいは図１３に
矢印Ｙで示す左方向からの操作はスムーズに行えるものであるが右方向からの操作はスム
ーズでなく、近年の電子機器の機能の複雑化に対応して、左右両方向からの操作および上
方からの押圧操作もスムーズに行えるレバースイッチが求められている。
【０００９】
本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、左右両方向および上方からスム
ーズな操作を行えるレバースイッチを提供することを目的とする。
【００１０】
【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のレバースイッチは、上面開放で内底面に固定接点を有
する箱形ケース内に、略逆二等辺三角形状で、下方にクロスするように伸ばされた二つの
弾性脚部の先端が弾性接点となった弾性金属製の可動接点体を挿入し、その上方に、略二
等辺三角形状で底辺の両端が可動接点体の上部両端を各々押圧する駆動体を配するもので
ある。
【００１１】
これにより、レバーの左右両方向からの操作および上方からの押圧操作もスムーズに行う
ことができるレバースイッチを実現することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、上方が開口部となった上面視長方形の箱形で、それぞ
れ外部への導出端子を有する中央の共通接点およびその両側部の個別接点が内底面の長手
方向に並べて植設された樹脂製のケースと、上方の二つの角がＵ字状の湾曲部となった略
逆二等辺三角形状で、下方にクロスするように伸ばされた二つの対称な弾性脚部の先端が
それぞれ弾性接点となり、二つの湾曲部がケースの長手方向の内周端部に上下動可能に係
合すると共に二つの弾性接点が内底面に弾接するようにケース内に収容された弾性金属材
料製の可動接点体と、底辺の両端近傍にそれぞれ下方への突部を有する略二等辺三角形状
で、各突部が上記可動接点体の二つの湾曲部の上面に当接するようにケース内に上下動可
能に収容され、中央上部の頂点部がケース上方の開口部から突出して操作レバーとなった
樹脂製の駆動体と、駆動体中央の操作レバー部を巾方向中央の長孔から上方に突出させ、
駆動体の両端を下方に押して可動接点体の二つの弾性脚部を撓ませることによって二つの
弾性接点がケースの内底面の接点に所定の圧力で弾接するようにケースの上端開口部に装
着されたカバーからなるレバースイッチとしたものであり、操作レバーの左右両方向から
の操作および上方からの押圧操作もスムーズに行うことができるレバースイッチを実現す
ることができるという作用を有する。
【００１３】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、駆動体の底辺の厚さ方向両側に
突出して両端部間を繋ぐように直線状に設けられた突起部が、カバーの巾方向中央の長孔
の縁で止められることによって駆動体および可動接点体をケース内に収容保持するもので
あり、可動接点体の弾性力に抗して、カバーが駆動体を押し下げているので可動接点体の
弾性接点に安定した接触圧力を与えながら駆動体を安定した位置に保持することができる
と共に、カバーの長孔と操作レバーの間の隙間を塞ぎ接点部の防塵性を高めることができ
るという作用を有する。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、上方が開口部となった上面視長方形の箱形で、それぞれ外部へ
の導出端子を有する中央の共通接点およびその両側部の個別接点が内底面の長手方向に並
べて植設され、広巾の壁部の対向する開口端部中央にそれぞれＵ字形溝部を有する樹脂製
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のケースと、上方の二つの角がＵ字状の湾曲部となった略逆二等辺三角形状で、下方にク
ロスするように伸ばされた二つの対称な弾性脚部の先端がそれぞれ弾性接点となり、二つ
の湾曲部がケースの長手方向の内周端部に上下動可能に係合すると共に二つの弾性接点が
内底面に弾接するようにケース内に収容された弾性金属材料製の可動接点体と、底辺が可
動接点体の二つの湾曲部間の寸法よりも短い二等辺三角形で、底辺の中央下部の円形軸部
がケースのＵ字形溝部で回動可能に支持され、中央上部の頂点部がケース上方の開口部か
ら突出して操作レバーとなった樹脂製の駆動体と、駆動体の底辺と可動接点体に挟まれて
ケース内に配され、両端がケースの長手方向の内周端部と上下動可能に係合すると共に、
両端近傍の下面に可動接点体の二つの湾曲部の上面に当接する突部を有する樹脂製のカム
体と、駆動体中央の操作レバーを巾方向中央の長孔から上方に突出させ、その円形軸部の
上部およびカム体の両端上部の三ヵ所を押さえることによって駆動体およびカム体を下方
に押して可動接点体の二つの弾性脚部を撓ませ、二つの弾性接点がケースの内底面の接点
に所定の圧力で弾接するようにケースの上端開口部に装着されたカバーからなるレバース
イッチとしたものであり、中央の一定位置で回動する駆動体を介して、カム体を押し下げ
ることにより、駆動体の操作レバーに対する左右両方向からの操作をスムーズに行うこと
ができると共に、左右両方向からの操作に対する可動接点体の変形量を一定の範囲に抑え
易いという作用を有する。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、請求項３記載の発明において、駆動体の二等辺三角形の底辺中
央下部の円形軸部を支持するためにケースの広巾の壁部の対向する開口端部中央に設けら
れたＵ字形溝部を下方に伸ばし、平行部が長いＵ字形の溝部としたものであり、操作レバ
ーを上方から押下げることができて押圧操作を可能にできるという作用を有する。
【００１６】
請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一つに記載の発明において、可動接点
体が弾性金属薄板を打ち抜き・曲げ加工して形成されたものであり、可動接点体をプレス
金型による弾性金属薄板の打ち抜き・曲げ加工で容易に製作でき、安価で安定した特性の
可動接点体を得ることができるという作用を有する。
【００１７】
請求項６に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一つに記載の発明において、可動接点
体が弾性金属線で形成されたものであり、可動接点体を細い金属線で厚さ方向の寸法を小
さく製作できて、レバースイッチ本体の厚みを薄くできると共に、金型などを必要としな
いので、安価に短期間に製作できるという作用を有する。
【００１８】
請求項７に記載の発明は、請求項６記載の発明において、可動接点体の湾曲部にコイル巻
き部を設けたものであり、操作レバーを操作して可動接点体を押し下げる際の撓みに対す
る応力が分散されるので撓み部の動作寿命を大きくすることができ、また、操作レバーの
操作ストロークも大きくすることができるという作用を有する。
【００１９】
請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一つに記載の発明において、ケース内
底面に植設された共通端子および個別端子から外部への導出端子が、ケースの操作レバー
突出部側方の対向する広巾の壁部の一方に設けられ、操作レバー突出側の反対側の一辺、
操作レバーの突出側の側部の対向する二辺、または対向する二辺に操作レバー突出側の反
対側の辺を加えた三辺のいずれかから外方に突出するものであり、操作レバーの突出面と
平行な配線基板面に装着し易いレバースイッチを提供することができ、また、端子をケー
スの周囲に分散して配することにより、半田付けによる取付けを強固なものにすることが
できるという作用を有する。
【００２０】
請求項９に記載の発明は、機器の内部に取り付けられた請求項１～８のいずれか一つに記
載のレバースイッチの操作レバーを、左右両方向あるいは左右両方向に加えて上方から押
圧し、押圧方向により接続する接点を変えることにより動作方向を検知するレバースイッ
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チの操作方法としたものであり、レバースイッチの操作レバーの動作方向を接続する接点
により検出することによって、複雑な機器の二方向あるいは三方向からの動作を検知させ
ることができるという作用を有する。
【００２１】
請求項１０に記載の発明は、機器にスライド動作可能に保持された操作つまみの係合部が
請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチの操作レバーに係合し、操作つまみ
を左または右にスライドさせると操作レバーも左または右に動作し、操作つまみに加える
力を除くと、操作レバーの復帰力によって操作つまみも中立位置に復帰するレバースイッ
チの操作方法としたものであり、請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチを
中立位置復帰式のスライドスイッチとして使用できるという作用を有する。
【００２２】
請求項１１に記載の発明は、機器に所定の角度範囲だけ回動可能なように保持された操作
つまみの係合部が、操作つまみと同一中心線上に配された請求項１～８のいずれか一つに
記載のレバースイッチの操作レバーに係合し、操作つまみを左または右方向に回動させる
と操作レバーも左または右方向に動き、操作つまみに加える回転力を除くと、操作レバー
の復帰力によって操作つまみも中立位置に復帰するレバースイッチの操作方法としたもの
であり、請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチを中立位置復帰式の回動操
作形スイッチとして使用できるという作用を有する。
【００２３】
請求項１２に記載の発明は、機器に回転可能に保持され、外周全体に凹凸部を有する歯車
状の操作つまみの外周の凹凸部が、操作つまみと同一中心線上に配された請求項１～８の
いずれか一つに記載のレバースイッチの操作レバーの先端に係合し、操作つまみの左また
は右回転に伴い、その外周の凸部に押された操作レバーが一方向に動作し、操作つまみの
外周の凹部が中心線位置にくると操作レバーは復帰力によって中立位置に復帰し、さらに
操作つまみを同じ方向に回転させると操作レバーは操作つまみの次の凸部に押されて同じ
方向に動作すると共に、操作つまみを反対方向に回転させると、操作レバーも反対方向に
繰り返し動作するレバースイッチの操作方法としたものであり、請求項１～８のいずれか
一つに記載のレバースイッチを回転操作する方向によって異なる接点間でパルス信号を発
生する回転式エンコーダとして使用できるという作用を有する。
【００２４】
請求項１３に記載の発明は、機器に揺動可能に保持された操作つまみの揺動中心下面の係
合部が、操作つまみと同一中心線上に配された請求項１～８のいずれか一つに記載のレバ
ースイッチの操作レバーの先端に係合し、操作つまみを左または右に揺動させると、その
係合部に押された操作レバーが左または右方向に動き、操作つまみに加える力を除くと、
操作レバーの復帰力によって操作つまみも中立位置に復帰するレバースイッチの操作方法
としたものであり、請求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチを中立位置復帰
式の揺動形スイッチとして使用できるという作用を有する。
【００２５】
請求項１４に記載の発明は、請求項１０～１３のいずれか一つに記載のレバースイッチの
操作方法において操作つまみを押し下げ方向にも移動可能に保持し、中立位置において操
作つまみを上方から押圧して動作させるレバースイッチの操作方法としたものであり、請
求項１～８のいずれか一つに記載のレバースイッチを、請求項１０～１３に記載の操作方
式に加えて、操作つまみを上方から押圧して動作するスイッチとしての機能を有するスイ
ッチとして使用できるという作用を有する。
【００２６】
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１は本発明の第１の実施の形態によるレバースイッチの正面断面図、図２は同分解斜視
図である。
【００２７】
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同図において、１１は樹脂製の上方が開口部となった上面視長方形の箱形のケースで、左
右の側壁外面上方に係止部１１Ａ，１１Ｂを有し、内底面中央に共通接点１２が、その両
側部に所定の絶縁距離を介して個別接点１３，１４が植設されており、各接点はそれぞれ
ケース１１の外方に導出された端子１２Ａ，１３Ａ，１４Ａを有している。
【００２８】
そして、１５は弾性金属薄板を打ち抜き・曲げ加工して形成された可動接点体で、上方の
二つの角にＵ字状の湾曲部１５Ａ，１５Ｂを有する略逆二等辺三角形状に形成され、下方
でクロスするように伸ばされた二つの弾性脚部１５Ｃ，１５Ｄの先端にそれぞれ弾性接点
１５Ｅ，１５Ｆを有し、通常状態においてこの弾性接点１５Ｅ，１５Ｆの両方が上記共通
接点１２に弾接している。
【００２９】
また、その上方に配設された１６は樹脂製で略二等辺三角形状に形成された駆動体で、底
辺の厚さ方向両側に両端部間を繋ぐように直線状に突出した突起部１６Ａ，１６Ｂを有し
、底辺の両端近傍に設けられた下方への突部１６Ｃ，１６Ｄが上記可動接点体１５の湾曲
部１５Ａ，１５Ｂの上面に当接するように載置され、中央上部の頂点部がケース１１の開
口部から突出して操作レバー１６Ｅとなっている。
【００３０】
さらに、１７は金属板を用いてコの字状に形成され、上記ケース１１の上方から被せられ
たカバーで、上記駆動体１６の操作レバー１６Ｅを上方へ突出させる長孔１７Ａを巾方向
中央に有し、両側面の小孔１７Ｂ，１７Ｃがケース１１側壁外面上方の係止部１１Ａ，１
１Ｂに係止・固定されており、長孔１７Ａの縁が上記駆動体１６の突起部１６Ａ，１６Ｂ
に当たることによって駆動体１６を下方へ押し、その下方の可動接点体１５の二つの弾性
脚部１５Ｃ，１５Ｄを撓ませて先端の弾性接点１５Ｅ，１５Ｆをケース１１の内底面に所
定の圧力で弾接させており、通常状態において、弾性接点１５Ｅ，１５Ｆの両方が共通接
点１２と接触して図１のスイッチ・オフ状態となっている。
【００３１】
次にこのように構成されたレバースイッチの動作について説明すると、まず、カバー１７
の長孔１７Ａから突出した操作レバー１６Ｅを、図１の位置から図３（ａ）の正面断面図
に矢印Ｐ１で示すように左方向から押圧すると、駆動体１６はカバー１７の長孔１７Ａの
縁で止められた底辺の厚さ方向両端に突出した突起部１６Ａ，１６Ｂの左側の端部を中心
として回動し、右側の端部に設けられた下方への突部１６Ｃが当接している可動接点体１
５の湾曲部１５Ａを押し下げるので、可動接点１５の湾曲部１５Ａ，１５Ｂが圧縮されて
更に撓むと共に、湾曲部１５Ａ下方の弾性脚部１５Ｃ先端の弾性接点１５Ｅが図３（ａ）
に矢印Ｘで示すようにケース１１の内底面上を摺動して、共通接点１２から離れ、個別接
点１３に弾接する。
【００３２】
このとき他方の弾性接点１５Ｆは共通接点１２に弾接したままであり、共通接点１２と個
別接点１３、すなわち端子１２Ａと１３Ａの間が導通してスイッチ・オンとなる。
【００３３】
そして、図３（ａ）の状態から操作レバー１６Ｅに対する押圧力を解除すると、可動接点
体１５の弾性復元力により駆動体１６は上方へ押し戻されると共に、弾性脚部１５Ｃ先端
の弾性接点１５Ｅが個別接点１３から離れ、共通接点１２側へ戻って元の図１のスイッチ
・オフ状態に戻る。
【００３４】
また、上記の左方向からの押圧とは逆に、図１の状態において操作レバー１６Ｅを右方向
から押圧する場合には、駆動体１６は突起部１６Ａ，１６Ｂの右側の端部を中心として回
動し、左側の端部に設けられた下方への突部１６Ｄが可動接点体１５の湾曲部１５Ｂを押
し下げて、その下方の弾性脚部１５Ｄ先端の弾性接点１５Ｆがケース１１の内底面を図３
（ａ）の矢印Ｘとは逆方向に摺動して個別接点１４に弾接する。
【００３５】
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このとき他方の弾性接点１５Ｅは共通接点１２に弾接したままであり、共通接点１２と個
別接点１４、すなわち端子１２Ａと１４Ａの間が導通して上記の場合とは別の回路がスイ
ッチ・オンとなり、その状態から操作レバー１６Ｅに対する押圧力を解除すると、可動接
点体１５の弾性復元力により駆動体１６は上方へ押し戻されると共に、弾性脚部１５Ｄ先
端の弾性接点１５Ｆが個別接点１４から離れ、共通接点１２側へ戻って元の図１の状態に
戻る。
【００３６】
さらに、操作レバー１６Ｅを図１の状態から図３（ｂ）の正面断面図に矢印Ｐ２で示すよ
うに垂直に押圧操作すると、駆動体１６の底辺両端の突部１６Ｃ，１６Ｄに当接した可動
接点体１５の湾曲部１５Ａ，１５Ｂが圧縮されて更に撓むと共に可動接点体１５全体が押
し下げられて、下方の弾性脚部１５Ｃ先端の弾性接点１５Ｅが矢印Ｘ１方向に、弾性脚部
１５Ｄ先端の弾性接点１５Ｆが矢印Ｙ１方向に摺動し、それぞれが個別接点１３と１４に
弾接して端子１３Ａと１４Ａを導通させて、上記の左または右方向の操作時とは別の回路
をスイッチ・オンさせる。
【００３７】
そして、この状態から操作レバー１６Ｅに対する押圧力を解除すると、可動接点体１５の
弾性復元力により駆動体１６は上方へ押し戻されて弾性接点１５Ｅ，１５Ｆの両方が共通
接点１２上に復帰し、元の図１の状態に戻る。
【００３８】
なお、共通接点１２と個別接点１３，１４とはそれぞれ所定の絶縁距離を介して植設され
ており、弾性接点１５Ｅと１５Ｆが共通接点１２と個別接点１３，１４を同時に導通する
ことはないものである。
【００３９】
このように本実施の形態によれば、製作が容易で、安価な安定した特性の可動接点体１５
を使用して弾性接点１５Ｅ，１５Ｆに安定した接触圧力を与えながら駆動体１６を安定し
た位置に保持することができると共に、操作レバー１６Ｅを左右両方向および上方からス
ムーズに押圧操作することができるので、複雑な機能を有する電子機器の多方向の動作を
検知できる有用なレバースイッチを実現することができるものである。
【００４０】
なお、上記の説明においては、可動接点体１５を弾性金属薄板を用いて形成した場合を説
明したが、これを図４の斜視図に示したような細い線径の弾性金属線材を用いて形成した
、厚さ方向の寸法が小さい可動接点体２５を用いることにより、それを収容するケース１
１等の厚さを薄くすることができて薄いレバースイッチとすることができると共に、可動
接点体２５を金型を使用しないで安価に短期間に製作することができ、また、図５の斜視
図に示したように、弾性金属線材を用いた可動接点体３５の上方の両角の湾曲部にコイル
巻き部３５Ａ，３５Ｂを設けたものとすることにより、操作レバー１６Ｅを押圧して可動
接点体３５を押し下げた際の撓みに対する応力が分散されるので撓み部の動作寿命を長く
することができると共に、操作レバー１６Ｅの操作ストロークを大きくすることもできる
。
【００４１】
（実施の形態２）
図６は本発明の第２の実施の形態によるレバースイッチの正面断面図、図７は同分解斜視
図であり、上記の実施の形態１によるものに対して、ケース４１および駆動体４６の形状
が異なり、駆動体４６の底辺と可動接点体１５の間に挟持されてカム体４８が追加されて
いる。
【００４２】
すなわち、駆動体４６は底辺が可動接点体１５の二つの湾曲部１５Ａ，１５Ｂ間の寸法よ
りも短い略二等辺三角形で、底辺の中央下部に厚さ方向両側に突出した円形軸部４６Ａ，
４６Ｂと、底辺の両端に下方へ向けた突部４６Ｃ，４６Ｄが設けられており、ケース４１
には、その広巾の壁部の対向する開口端部中央に、それぞれ対向する所定深さのＵ字形溝
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部４１Ｃ，４１Ｄが設けられ、それらのＵ字形溝部４１Ｃ，４１Ｄが上記駆動体４６の円
形軸部４６Ａ，４６Ｂを回転可能に保持している。
【００４３】
そして、上記駆動体４６の底辺と可動接点体１５の間に挟持された樹脂製のカム体４８の
両端に角状の突起４８Ａ，４８Ｂがケース４１の長手方向の内周端部と上下動可能に係合
すると共に、両端近傍の下面に可動接点体１５の二つの湾曲部１５Ａ，１５Ｂの上面に当
接する突部４８Ｃ，４８Ｄを有し、中央の厚さ方向両端部には駆動体４６の円形軸部４６
Ａ，４６Ｂを通すための切り欠き４８Ｅ，４８Ｆが設けられており、実施の形態１の場合
と同様に、カバー１７の長孔１７Ａから駆動体４６の操作レバー４６Ｅを上方へ突出させ
ると共に、上記駆動体４６の円形軸部４６Ａ，４６Ｂ上部とカム体４８の両端の角状の突
起４８Ａ，４８Ｂの三ヵ所をカバー１７で押さえて、駆動体４６およびカム体４８を下方
に押してその下方の可動接点体１５の二つの弾性脚部１５Ｃ，１５Ｄを撓ませ、二つの弾
性接点１５Ｅ，１５Ｆをケース４１の内底面に所定の圧力で弾接させており、通常状態に
おいて、弾性接点１５Ｅ，１５Ｆの両方が共通接点１２と接触して図６のスイッチ・オフ
の状態となっている。
【００４４】
次に、上記構成のレバースイッチの動作を説明すると、まず、カバー１７の長孔１７Ａか
ら突出した駆動体４６の操作レバー４６Ｅを、図６の位置から図８の正面断面図の矢印Ｑ
で示すように左方向から押圧すると、駆動体４６の円形軸部４６Ａ，４６Ｂを中心として
回動し、その底辺の突部４６Ｃがカム体４８の上面を下方に押し、押されたカム体４８は
角状の突起４８Ｂ先端を回転軸として回動して、カム体４８の底辺一端の突部４８Ｃに当
接している可動接点体１５の湾曲部１５Ａ，１５Ｂが押し下げられて更に撓み、湾曲部１
５Ａ下方の弾性脚部１５Ｃ先端の弾性接点１５Ｅがケース４１の内定面上を図８に示す矢
印Ｘ方向に摺動し、個別接点１３Ａに弾接する。
【００４５】
このとき他方の弾性接点１５Ｆは共通接点１２上に弾接した状態のままとなっていて、共
通接点１２と個別接点１３、すなわち端子１２Ａと１３Ａの間が導通してスイッチ・オン
となる。
【００４６】
そして、図８の状態から操作レバー４６Ｅに対する押圧力を解除すると、可動接点体１５
の弾性復元力によりカム体４８と駆動体４６は上方へ押し戻されると共に、可動接点体１
５の弾性接点１５Ｅが共通接点１２上へ復帰して元の図６のスイッチ・オフの状態に戻る
。
【００４７】
これとは逆に、操作レバー４６Ｅを右方向から押圧する場合は、共通接点１２と個別接点
１４が導通するが、その動作は上記左方向から押圧する場合と同様であるので詳しい説明
を省略する。
【００４８】
このように本実施の形態によれば、中央の一定位置で回動する駆動体４６を介して、カム
体４８を押し下げることになるので、駆動体４６の操作レバー４６Ｅに対する左右両方向
からの操作をスムーズに行うことができると共に、操作レバー４６Ｅを押されて駆動体４
６が下方のカム体４８を押し下げる量は、駆動体４６の円形軸部４６Ａ，４６Ｂから下方
の突部４６Ｃまたは４６Ｄまでの寸法が最大量であるので、左右両方向からの操作に対す
る可動接点体１５の変形量を一定の範囲に抑え易いものである。
【００４９】
なお、上記の説明においては、ケース４１の広巾の壁部の対向する開口端部中央に設けた
Ｕ字形溝部４１Ｃ，４１Ｄの深さを駆動体４６の円形軸部４６Ａ，４６Ｂが回動可能に支
持される深さとして説明したが、図９の正面断面図に示すように、対向するＵ字形溝部５
１Ｃ，５１Ｄを下方に伸ばして平行部が長いものとすることによって、図１０の正面断面
図に示すように、操作レバー４６Ｅを上方から押圧操作して、可動接点体１５の弾性接点
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１５Ｅ，１５Ｆをケース５１の内底面上を摺動させ、個別接点１３，１４と接離させるス
イッチとすることができ、左右両方向からの操作に加えて、上方からの押圧操作も可能な
、三方向からの操作をスムーズに行えるレバースイッチとすることができる。
【００５０】
（実施の形態３）
図１１（ａ），（ｂ）は本発明の第３の実施の形態によるレバースイッチの正面図であり
、実施の形態１または２によるものに対して、ケース６１または７１から導出された端子
の配置が異なっている。
【００５１】
すなわち、ケース６１または７１の内底面に植設された共通接点６２または７２および個
別接点６３，６４または７３，７４から外部の導出端子は、ケース６１または７１の操作
レバー１６Ｅの突出部側方の対向する広巾の壁部の一方に設けられるもので、図１１（ａ
）に示したようにケース６１の操作レバー１６Ｅ突出側の側部の対向する二辺から四本の
端子６２Ａ，６２Ｂおよび６３Ａ，６４Ａを導出させたもの、あるいは図１１（ｂ）に示
したようにケース７１の上記と同じ二辺に操作レバー１６Ｅ突出側と反対側の辺を加えた
三辺から三本の端子７２Ａ，７３Ａ，７４Ａを導出させたものである。
【００５２】
このとき、ケース６１または７１の内底面に植設された共通接点６２または７２および個
別接点６３，６４または７３，７４は、例えば図１１（ａ）または（ｂ）に破線で示した
ように、ケース６１または７１の対向する広巾の壁部の一方を通して延長されて各端子と
繋がっているものであるが、その繋ぎ方およびケースからの端子の出し方は図示したもの
に限られるものではない。
【００５３】
これにより、各端子６２Ａ，６２Ｂ，６３Ａ，６４Ａまたは７２Ａ，７３Ａ，７４Ａをケ
ース６１または７１の操作レバー１６Ｅ突出側を除く三辺に分散させて導出させることが
できて、操作レバー１６Ｅの突出面と平行な配線基板に装着し易く、端子をケース６１ま
たは７１の周囲に分散して配することにより、半田付けによる取付けを強固なものにする
ことができるものである。
【００５４】
（実施の形態４）
図１２（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ），（ｅ）は本発明の第４の実施の形態によるレバ
ースイッチの操作方法を示す概念図であり、同図において、８０は上記実施の形態１また
は２によるレバースイッチ、８１はその操作レバーである。
【００５５】
次に、それぞれの概念図によりその構成と動作を説明する。
まず、図１２（ａ）は、レバースイッチ８０が機器の内部に取り付けられ、操作レバー８
１が機器の動作体８２によって、左右両方向あるいは上方から押圧されると、操作レバー
８１の動作方向を接続する接点により検出して、複雑な機器の二方向あるいは三方向の動
作を検知するものである。
【００５６】
そして、図１２（ｂ）は、下面にレバースイッチ８０の操作レバー８１との係合部８３Ａ
を有する操作つまみ８３を機器のガイド８３Ｂに案内されて左または右へスライドさせる
と、操作レバー８１が操作つまみ８３の係合部８３Ａの壁面８３Ｃに押圧されて左または
右へ動作し、操作つまみ８３に加える力を除くと、操作レバー８１の復帰力によって操作
つまみも中立位置に復帰するものであり、レバースイッチ８０を中立位置復帰式のスライ
ドスイッチとして使用できるものである。
【００５７】
次に、図１２（ｃ）は、機器に所定の角度範囲だけ回動可能なように保持された操作つま
み８４の下面に設けられた係合部８４Ａが、操作つまみ８４と同一中心線上に配されたレ
バースイッチ８０の操作レバー８１と係合しており、操作つまみ８４を左または右方向へ
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回動させると操作レバー８１も左または右方向へ動き、操作つまみ８４に加える力を除く
と、操作レバー８１の復帰力によって操作つまみ８４も中立位置に復帰するものであり、
レバースイッチ８０を中立位置復帰式の回動操作形スイッチとして使用できるものである
。
【００５８】
また、図１２（ｄ）は、機器に回転可能に保持され、外周全体に凹凸部８５Ａを有する歯
車状の操作つまみ８５の外周の凹凸部８５Ａが操作つまみ８５と同一中心線上に配された
レバースイッチ８０の操作レバー８１の先端に係合し、操作つまみ８５の左または右回転
に伴い、その外周の凸部に押された操作レバー８１が一方向に動作し、操作つまみ８５の
外周の凹部が中心線位置にくると操作レバー８１は復帰力によって中立位置に復帰し、さ
らに操作つまみ８５を同じ方向に回転させると操作レバー８１は操作つまみ８５の次の凸
部に押されて同じ方向に動作すると共に、操作つまみ８５を反対方向に回転させると、操
作レバー８１も反対方向に繰り返し動作するものであり、レバースイッチ８０を回転操作
する方向によって異なる接点間でパルス信号を発生する回転式エンコーダとして使用でき
るものである。
【００５９】
さらに、図１２（ｅ）は、機器に揺動可能に保持された操作つまみ８６の揺動中心下面の
係合部８６Ａが、操作つまみ８６と同一中心線上に配されたレバースイッチ８０の操作レ
バー８１の先端に係合し、操作つまみ８６を左または右に揺動させると、その係合部８６
Ａに押された操作レバー８１が左または右方向に動き、操作つまみ８６に加える力を除く
と、操作レバー８１の復帰力によって操作つまみ８６も中立位置に復帰するものであり、
レバースイッチ８０を中立位置復帰式の揺動形スイッチとして使用できるものである。
【００６０】
本実施の形態によれば、機器の動作体８２によってレバースイッチ８０を動作させて、動
作体の８２の動作方向を検知したり、レバースイッチ８０の操作レバー８１に対応した操
作つまみ８３，８４，８５あるいは８６を設けて、スライド操作、回動操作、回転操作あ
るいは揺動操作など各種の操作方法でレバースイッチ８０を動作させることができるもの
である。
【００６１】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、電子機器の複雑な機能に対応する左右両方向からの操作お
よび上方からの押圧操作をスムーズに行うことができると共に、機器の動作方向の検知ス
イッチとしての使用や、操作つまみを設けてスライド操作、回動操作、回転操作あるいは
揺動操作など各種の操作方法で操作できるレバースイッチを提供することができるという
有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるレバースイッチの正面断面図
【図２】同分解斜視図
【図３】（ａ）同操作部を左側方から押圧した正面断面図
（ｂ）同操作部を上方から押圧した正面断面図
【図４】同可動接点体の他の形態を示す斜視図
【図５】同可動接点体の別の形態を示す斜視図
【図６】本発明の第２の実施の形態によるレバースイッチの正面断面図
【図７】同分解斜視図
【図８】同操作部を左側方から押圧した正面断面図
【図９】同ケース壁部のＵ字形溝部を下方へ伸ばした場合の正面断面図
【図１０】図９の操作部を上方から押圧した正面断面図
【図１１】（ａ）本発明の第３の実施の形態によるレバースイッチの正面図
（ｂ）同他の形状の正面図
【図１２】（ａ）本発明の第４の実施の形態によるレバースイッチを検知スイッチとして
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使用する方法の概念図
（ｂ）同他の操作方法の概念図
（ｃ）同他の操作方法の概念図
（ｄ）同他の操作方法の概念図
（ｅ）同他の操作方法の概念図
【図１３】従来のレバースイッチの正面断面図
【図１４】同分解斜視図
【図１５】同操作部を押圧した正面断面図
【符号の説明】
１１，４１，６１，７１　ケース
１１Ａ，１１Ｂ　係止部
１２，６２，７２　共通接点
１３，１４，６３，６４，７３，７４　個別接点
１２Ａ，１３Ａ，１４Ａ，６２Ａ，６２Ｂ，６３Ａ，６４Ａ，７２Ａ，７３Ａ，７４Ａ　
端子
１５，２５，３５　可動接点体
１５Ａ，１５Ｂ　湾曲部
１５Ｃ，１５Ｄ　弾性脚部
１５Ｅ，１５Ｆ　弾性接点
１６，４６　駆動体
１６Ａ，１６Ｂ　突起部
１６Ｃ，１６Ｄ，４６Ｃ，４６Ｄ，４８Ｃ，４８Ｄ　突部
１６Ｅ，４６Ｅ，８１　操作レバー
１７　カバー
１７Ａ　長孔
１７Ｂ，１７Ｃ　小孔
３５Ａ，３５Ｂ　コイル巻き部
４１Ｃ，４１Ｄ，５１Ｃ，５１Ｄ　Ｕ字形溝部
４６Ａ，４６Ｂ　円形軸部
４８　カム体
４８Ａ，４８Ｂ　突起
４８Ｅ，４８Ｆ　切り欠き
８０　レバースイッチ
８２　動作体
８３，８４，８５，８６　操作つまみ
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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 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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