
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下ケースで構成されるケース内に、配線基板と、振動を発生させるための振動モータ
と、ケース側面に配設されたボタンのための接点基板となる側面ボタン用接点基板とを備
えたコントローラ 、前記配線基板に前記振動モータと前記側面ボタン用接点基板
とを保持するホルダーを設けたコントローラ
　

【請求項２】
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であって
に於いて、

上記ホルダーの振動モータ保持部を上記配線基板から下方に突設する方向に設け、該振
動モータ保持部の所定位置に前記配線基板と所定間隔離間して平行に突設する突設部を設
け、前記配線基板に連結されるケーブルの一部を該突設部と前記配線基板間に遊嵌して収
納することを特徴とするコントローラ。

上下ケースで構成されるケース内に、配線基板と、振動を発生させるための振動モータ
と、ケース側面に配設されたボタンのための接点基板となる側面ボタン用接点基板とを備
えたコントローラであって、前記配線基板に前記振動モータと前記側面ボタン用接点基板
とを保持するホルダーを設けたコントローラに於いて、

上記配線基板及び上記側面ボタン用接点基板を含む全てのコントローラ用基板を上記上
ケース内に収納すると共に、

上記ホルダーの振動モータ保持部を上記配線基板から下方に突設する方向に設け、該振
動モータ保持部の所定位置に前記配線基板と所定間隔離間して平行に突設する突設部を設
け、前記配線基板に連結されるケーブルの一部を該突設部と前記配線基板間に遊嵌して収



コントローラ。
【請求項３】
　上記ホルダーの 振動モータ保持部

のコントローラ
。
【請求項４】
　上記 ることを特徴とする請求項３記載のコントローラ
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コントローラに関するものであり、特に、ゲーム等に用いられるコントロー
ラであって、振動を発生させるための振動モータと、ケース側面に配設されたトリガーボ
タン等の側面ボタンとを備えたコントローラに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の此種コントローラを図３及び図４に従って説明する。図３に於て、１はコントロー
ラの上ケースであり、該上ケース１には種々の操作を行うための複数のキースイッチ（図
示せず）を取付けるためのキー孔２，２…が開穿されており、該上ケース１は下ケース３
と嵌合してコントローラケースを構成する。
【０００３】
図４に於て、４は前記上ケース１内に収納される配線基板を示し、該配線基板４の上下面
に前記コントローラの配線が印刷されている。そして、該配線基板４の下面にはケース側
面に設けられるトリガースイッチ等の側面キーによって操作されるスライドスイッチ５，
５が配設されており、且つ、該配線基板４の配線を外部配線と接続するコネクター６が設
けられている。
【０００４】
又、同図に於て、７は下ケース３に収納される配線基板を示し、該配線基板７の中央部前
方には振動モータ８が前記下ケース３に固着されて配設されている。尚、該振動モータ８
は保持手段を介して該配線基板７に固着される構成も知られている。
【０００５】
更に、該振動モータ８の左右側方には前記側面キーの接点基板９，９が前記下ケース３に
保持されて鉛直方向に配設されている。
而して、前記配線基板７の上面に印刷された配線パターンに前記振動モータ８から延びる
配線と、一方の前記接点基板９の配線とが接続されている。又、前記配線基板７の下面に
は接続ケーブル１０のケーブル端子１１が接続され、該接続ケーブル１０の他方の端部に
コネクター１２が接続され、該コネクター１２が前記配線基板４のコネクター６と接続さ
れるように構成されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来例のコントローラは上ケースと下ケースに夫々配線基板が収納され、振動モータ
の配線及び側面キーの接点基板の配線は該下ケースに収納された配線基板に接続され、該
下ケースの配線基板は接続ケーブルを介して前記上ケースに収納された配線基板に接続さ
れるように構成されている。
【０００７】
然しながら、前記コントローラは該上ケースと下ケースに夫々配線基板を収納するので構
成が複雑になると共に、該配線基板どうしを接続するため接続ケーブルを用いるため、該
接続ケーブルが作業上の障害になっていた。
更に、該接続ケーブルは構成上長くできないため、可及的に短く設定するが、該短いケー
ブルはコネクターの接続が極めて困難であるため、組立て作業を困難にするという問題が
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納することを特徴とする

上記 近傍に配線係止部を設け、該振動モータと上記配
線基板を結ぶ配線係止部に係止することを特徴とする請求項１又は２記載

配線係止部は鉤型に形成されてい



あった。
【０００８】
そこで、コントローラの構成を簡素にすると共に、組立て作業を容易にするために解決す
べき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、 上
下ケースで構成されるケース内に、配線基板と、振動を発生させるための振動モータと、
ケース側面に配設されたボタンのための接点基板となる側面ボタン用接点基板とを備えた
コントローラ 、前記配線基板に前記振動モータと前記側面ボタン用接点基板とを
保持するホルダーを設けたコントローラ
　

　及び、

　

　

コントローラ、
　及び、 上記ホルダーの 振動モータ保持部

の
コントローラ、
　 上記 る請求項 記載
のコントローラを提供するものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の一実施の形態を図１及び図２に従って詳述する。尚、

説明の
都合上、従来例と同一構成部分については同一符号を付してその説明を省略し、且つ、従
来例に用いた図３は本発明にも共通しているので、該図面についても同時に説明するもの
とする。
【００１１】
図１及び図３に於いて、１３は上ケース１に収納される配線基板であり、該配線基板１３
の下面に振動モータ８と側面ボタン用接点基板９，９とを保持するホルダー１４が設けら
れている。
即ち、該ホルダー１４には前記振動モータ８の上半部を圧接保持する振動モータ保持部１
５が前記配線基板１３から突設する方向に設けられ、該振動モータ保持部１５の左右側方
に前記側面ボタン用接点基板９，９を鉛直方向に保持する接点基板保持部１６，１６が前
記振動モータ保持部１５と同様に前記配線基板１３から突設する方向に配設されている。
更に、該接点基板保持部１６，１６と前記振動モータ保持部１５の略中間部にスライドス
イッチ５，５を保持するスライドスイッチ保持部１７，１７が夫々設けられている。
【００１２】
これによって、前記上ケース１内に殆どの配線基板が収納されるが、その他の配線基板も
該上ケース１内に収納し、前記下ケース３には配線基板が収納されない構成とする。
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請求項１記載の発明は、

であって
に於いて、

上記ホルダーの振動モータ保持部を上記配線基板から下方に突設する方向に設け、該振
動モータ保持部の所定位置に前記配線基板と所定間隔離間して平行に突設する突設部を設
け、前記配線基板に連結されるケーブルの一部を該突設部と前記配線基板間に遊嵌して収
納するコントローラ。

請求項２記載の発明は、上下ケースで構成されるケース内に、配線基板と、振動
を発生させるための振動モータと、ケース側面に配設されたボタンのための接点基板とな
る側面ボタン用接点基板とを備えたコントローラであって、前記配線基板に前記振動モー
タと前記側面ボタン用接点基板とを保持するホルダーを設けたコントローラに於いて、

上記配線基板及び上記側面ボタン用接点基板を含む全てのコントローラ用基板を上記上
ケース内に収納すると共に、

上記ホルダーの振動モータ保持部を上記配線基板から下方に突設する方向に設け、該振
動モータ保持部の所定位置に前記配線基板と所定間隔離間して平行に突設する突設部を設
け、前記配線基板に連結されるケーブルの一部を該突設部と前記配線基板間に遊嵌して収
納する

請求項３記載の発明は、 上記 近傍に配線係止部
を設け、該振動モータと上記配線基板を結ぶ配線係止部に係止する請求項１又は２記載

並びに、請求項４記載の発明は、 配線係止部は鉤型に形成されてい ３

図１の形態は、本
発明そのものではないが、密接に関連するものとして説明に及ぶものであり、又、



尚、前記振動モータ８には外周にゴム１８が巻装されており、該振動モータ８は該ゴム１
８を介して前記ホルダー１４に保持されると共に該振動モータ８の下部が前記下ケース３
に接触して支持され、該振動モータ８の振動が該ゴム１８を介して該下ケース３に伝わる
ように構成されている。
【００１３】
斯くして、前記振動モータ８と前記側面ボタン用接点基板９，９は前記配線基板１３の配
線パターンに直接配線接続することができるため、従来例の接続ケーブルやコネクターを
用いる必要がなく、コントローラの構成を簡素にすると共に、組立て作業を容易にするこ
とができ、コストダウンに寄与することが可能となる。
【００１４】
又、前記配線基板１３が前記上ケース１に収納され、該下ケース３側には配線基板が収納
されていないため、該上ケース１が下ケース３に嵌合される時、前記振動モータ８及び前
記接点基板９，９の下端部が該下ケース３側に突設しても障害物に接触することもなく、
更に、上ケースと下ケース間を接続する接続ケーブルを用いないため、コネクター等の接
続作業が不要となる。
【００１５】
更に、図２に於て、１９は上記ホルダー１４の振動モータ保持部１５の所定位置に前記配
線基板１３と所定間隔離間して平行に突設して設けられた突設部であり、該突設部１９は
該突設部１９と前記配線基板１３間に該配線基板１３に連結されるケーブル２０の一部を
遊嵌して収納するように構成されている。これによって、該ケーブル２０が外部から押し
込まれても該突設部１９によって押し込みが規制され、且つ、該ケーブル２０のケース内
での乱れ及びねじれ等を防止することができる。
【００１６】
又、図に於て、２１は前記ホルダー１４の前記振動モータ保持部１５近傍に設けた鉤型に
形成された配線係止部であり、該配線係止部２１は前記振動モータ８と前記配線基板１３
とを結ぶ配線２２を確実に係止するように構成され、該配線２２の乱れ、ねじれ等を防止
している。
【００１７】
尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本
発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【００１８】
【発明の効果】
　本発明は上記一実施の形態に詳述したように、請求項１記載の発明は、コントローラ

、前記配線基板に前記振動モータと前記側面ボタン用接点基板とを保持するホルダ
ーを設けたものであるから、前記振動モータと前記側面ボタン用接点基板は該ホルダーを
介して前記配線基板に保持され、該配線基板の配線パターンに直接配線接続することがで
きるため、従来例の接続ケーブルやコネクターを用いる必要がなく、コントローラの構成
を簡易にすると共に、組立て作業を容易にすることができる。
　

突設
部

【００１９】
　又、請求項２記載の発明は上記配線基板及び上記側面ボタン用接点基板を含む全てのコ
ントローラ用基板を上記上ケース内に収納するので、上記請求項１記載の発明の

効果に加え、上ケースと下ケース間とを接続する接続ケーブルが不要となり、該上
ケースと下ケースとを嵌合する時、コネクター等の接続作業もなくなり、組立て作業が極
めて容易になる。
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で
あって

そして、上記ホルダーの振動モータ保持部を上記配線基板から下方に突設する方向に設
け、該振動モータ保持部の所定位置に前記配線基板と所定間隔離間して平行に突設する突
設部を設けたから、上記効果に加え、前記配線基板に連結されるケーブルの一部を該

と前記配線基板間に遊嵌して収納することが可能となり、又、ケーブルが外部から押し
込まれても該突設部によって押し込みが規制され、且つ、該ケーブルのケース内での乱れ
及びねじれ等を防止することができる。

構成要件
に伴う



【００２０】
　更に、請求項３記載の発明は、上記ホルダーの 振動モータ保持部

の乱れ、ねじれ等を防止する
ことができる。
【００２１】
　 又、請求項４記載の発明は、上記

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明 形態を示し、コントローラの配線基板の左下方から見
た斜視図。
【図２】　本発明の一実施の形態を示し、コントローラの配線基板の右下方から見た斜視
図。
【図３】　従来例を示し、コントローラの組立て状態を示す平面図。
【図４】　従来例を示し、コントローラの配線基板の斜視図。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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上記 近傍に配線係止部
を設けたので、請求項１，２記載の発明の効果に加え、該振動モータと上記配線基板を結
ぶ配線を該配線係止部に係止することが可能となり、該配線

更に 配線係止部は鉤型に形成されているから、請求項
３記載の発明の効果に加え、該鉤型の配線係止部によって、該配線を確実に係止すること
ができる等、正に著大な効果を奏する発明である。

と密接に関連する



【 図 ４ 】
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