
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部側壁に複数の金属材料製の固定接点を植設すると共に内部底面に上方への突起部を設
けた上面開放の絶縁材料製のケースと、ばね挿入部とケースから突出する操作部を有しケ
ース内に上下動可能に収納された操作体と、操作体の側面に保持され固定接点に接離する
弾性金属材料製の可動接触片と、操作体の操作部が挿通する孔を有し上記ケースの開放部
を覆うカバーと、上記操作体のばね挿入部にやや撓んだ状態で挿入され、下端が上記ケー
スの突起部に上端が上記カバーの裏面にも各々当接したばねからなるプッシュプルスイッ
チ。
【請求項２】
ケースへ複数の固定接点をインサート成形にて植設した請求項１記載のプッシュプルスイ
ッチ。
【請求項３】
ケースとカバーで節度突起を備えた節度ばねを保持すると共に、この節度突起と係合して
節度作用を行う節度カムを操作体に設けるか、もしくは操作体で上記節度ばねを保持する
と共に、ケースあるいはカバーに上記節度カムを設けるか、のいずれかとした請求項１ま
たは２記載のプッシュプルスイッチ。
【請求項４】
ケース内部側壁の複数面に複数の固定接点を植設すると共に、複数個の可動接触片が操作
体に保持された請求項１～３のいずれか一つに記載のプッシュプルスイッチ。
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【請求項５】
操作部の先端に係合部を設け、この係合部に操作キーを係合した請求項１～４のいずれか
一つに記載のプッシュプルスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種電子機器において、広範囲な電圧電流の切換えに使用されるプッシュプル
スイッチに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のプッシュプルスイッチについて図１３および図１４を用いて説明する。
【０００３】
図１３は従来のプッシュプルスイッチの断面図、図１４は同プッシュプルスイッチのプル
方向操作時の断面図であり、同図において、１２は上端に操作部１２Ａを、下端にコの字
状の操作子１２Ｂを設けた操作体であり、１３は操作部１２Ａをプッシュ、プルいずれの
方向へも摺動可能なように支持するカバーである。
【０００４】
また、１４は互いに対向する接点部１４Ａ，１４Ｂおよび１４Ｃ，１４Ｄが上下面に設け
られたスイッチ基板であり、図示していない支持体に固定され、操作体１２のコの字状の
操作子１２Ｂの中央位置に配置されている。
【０００５】
そして、１７および１８はスイッチ基板１４の両面にそれぞれ装着された略半球状の弾性
ゴムキャップであり、その底部内面にはスイッチ基板１４に設けた接点部１４Ａ，１４Ｂ
間および１４Ｃ，１４Ｄ間を導通するための導電ゴムからなる接触子１７Ａおよび１８Ａ
が設けられている。
【０００６】
上記構成において、操作体１２の操作部１２Ａをプル方向に引くと、図１４に示すように
操作体１２の上方向への移動に伴って、操作子１２Ｂの下端がスイッチ基板１４の下面に
装着した弾性ゴムキャップ１８を変形させ、その底部内面に設けた接触子１８Ａがスイッ
チ基板１４に設けた接点部１４Ｃ，１４Ｄ間を導通し、引張操作を解除すると、弾性ゴム
キャップ１８自体の弾性復帰力で操作体１２が下方向へ移動し、図１３のＯＦＦ状態に復
帰する。
【０００７】
また、これとは逆に操作部１２Ａをプッシュ方向に押すと、コの字状の操作子１２Ｂの上
端がスイッチ基板１４の上面に装着した弾性ゴムキャップ１７を変形させ、その底部内面
に設けた接触子１７Ａがスイッチ基板１４に設けた１４Ａ，１４Ｂ間を導通し、押圧操作
を解除すると、上記弾性ゴムキャップ１７自体の弾性復帰力で図１３のＯＦＦ状態に復帰
するように構成されていた。
【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構成のプッシュプルスイッチにおいては、導電ゴムの接触子１７
Ａおよび１８Ａによってスイッチ基板１４の接点部１４Ａと１４Ｂおよび１４Ｃと１４Ｄ
の導通が行われているため、スイッチとして使用できる電圧値や電流値に制限があり、弾
性ゴムキャップ１７および１８の弾性力によって操作および復帰位置の保持を行っている
ため、十分な操作力を得ることができず復帰位置の保持が不安定であるという課題があっ
た。
【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、広い範囲の電圧電流に使用が可能
で、十分な操作力が得られ安定した復帰位置を確保できるプッシュプルスイッチを提供す
ることを目的とするものである。

10

20

30

40

50

(2) JP 3896616 B2 2007.3.22



【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プッシュプルスイッチは、内部側壁に複数の金属材料
製の固定接点を植設し内部底面に上方への突起部を設けたケースに、弾性金属材料製の可
動接触片を側面に保持した操作体を上下動可能に収納し、この操作体のばね挿入部にやや
撓んだ状態で挿入されたばねの下端がケースの突起部に、上端がケースの開放部を覆うカ
バーの裏面にも各々当接するように構成したものである。
【００１１】
これにより、広範囲の電圧電流に使用が可能で、十分な操作力と安定した復帰位置が得ら
れるプッシュプルスイッチを得ることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、内部側壁に複数の金属材料製の固定接点を植設すると
共に内部底面に上方への突起部を設けた上面開放の絶縁材料製のケースと、ばね挿入部と
ケースから突出する操作部を有しケース内に上下動可能に収納された操作体と、操作体の
側面に保持され固定接点に接離する弾性金属材料製の可動接触片と、操作体の操作部が挿
通する孔を有し上記ケースの開放部を覆うカバーと、上記操作体のばね挿入部にやや撓ん
だ状態で挿入され下端が上記ケースの突起部に上端が上記カバーの裏面にも各々当接した
ばねからなる構成のプッシュプルスイッチとしたものであり、弾性金属材料製の可動接触
片と金属材料製の固定接点との間で接離を行うため広範囲の電圧電流に使用が可能となり
、また、やや撓んだ状態で操作体のばね挿入部に挿入したばねの下端をケースの突起部に
上端をカバーの裏面に当接する構成にしているため、十分な操作力と安定した復帰位置を
得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、ケースへ複数の固定接点をイン
サート成形にて植設した構成のものであり、使用部品点数並びに組立工数を削減できると
いう作用を有する。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の発明において、ケースとカバーで節度
突起を備えた節度ばねを保持すると共に、操作体に設けるか、もしくは操作体で上記節度
ばねを保持すると共に、ケースあるいはカバーに上記節度カムを設けるか、のいずれかと
した構成のもので、節度ばねと節度カムによってスイッチ操作時に明確な節度感が得られ
るという作用を有する。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一つに記載の発明において、ケース内
部側壁の複数面に複数の固定接点を植設すると共に、複数個の可動接触片が操作体に保持
された構成としたもので、複数の回路の接離が可能なプッシュプルスイッチを構成できる
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、操作部の先
端に係合部を設け、この係合部に操作キーを係合した構成としたもので、様々な操作形態
の操作キーをこの保持部に装着することによって、多様な操作形態を可能にできるという
作用を有する。
【００１７】
以下、本発明の実施の形態について、図１～図１２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プッシュプルスイッチの分解斜視図、図２は同断
面図、図３は同プル方向に操作した時の断面図、図４は同プッシュ方向に操作した時の断
面図であり、同図において、１は内部右側壁に金属材料製の固定接点２を、内部左側壁に
金属材料製の固定接点３と４を植設し、内部底面に上方への突起部１Ａを設けた上面開放
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の絶縁材料製のケースであり、５はばね挿入部５Ａと上方にケース外部に突出する操作部
５Ｂを有する操作体である。
【００１８】
また、６は両端に固定接点２に弾接する可動接点６Ａと固定接点３と４に弾性接離する可
動接点６Ｂを備え、中央部６Ｃが操作体５の保持部５Ｃに保持された可動接触片であり、
７は中央に操作体５の操作部５Ｂが挿通する孔７Ａを有してケース１の上面開放部を覆う
カバーであり、８はやや撓んだ状態で操作体５のばね挿入部５Ａに挿入され、下端が操作
体５のばね挿入部５Ａの下面５Ｄとケース１の突起部１Ａに、上端が操作体５のばね挿入
部５Ａの上面５Ｅとカバー７の裏面７Ｂに各々当接したコイルばねである。
【００１９】
上記構成において、図２の状態から操作体５の操作部５Ｂをプル方向に引くと、図３に示
すように操作体５の上方への移動に伴って、コイルばね８の上端は操作体５の上面５Ｅか
ら離れてカバー７の裏面７Ｂのみに当接し、コイルばね８の下端がケース１の突起部１Ａ
から離れて操作体５の下面５Ｄによって圧縮されると共に、操作体５に保持された可動接
触片６の可動接点６Ａは固定接点２上を弾接摺動し、可動接点６Ｂが固定接点３に弾接す
ることによって、固定接点２と固定接点３が可動接触片６を介して電気的に導通し、ＯＮ
状態となる。
【００２０】
そして、操作部５Ｂのプル方向の引張操作を解除すると、コイルばね８の弾性復帰力によ
って図２の状態に復帰し、固定接点２と固定接点３は元のＯＦＦ状態に戻る。
【００２１】
これとは逆に、図２の状態から操作体５の操作部５Ｂをプッシュ方向に押すと、図４に示
すように操作体５の下方への移動に伴って、コイルばね８の下端は操作体５の下面５Ｄか
ら離れてケース１の突起部１Ａのみに当接し、コイルばね８の上端がカバー７の裏面７Ｂ
から離れて操作体５の上面５Ｅによって圧縮されると共に、操作体５に保持された可動接
触片６の可動接点６Ａは固定接点２上を弾接摺動し、可動接点６Ｂが固定接点４に弾接す
ることによって、固定接点２と固定接点４が可動接触片６を介して電気的に導通してＯＮ
状態になり、また、操作部５Ｂのプッシュ方向の押圧操作を解除すると図２の状態に復帰
し、固定接点２と固定接点４は元のＯＦＦ状態に戻る。
【００２２】
このように本実施の形態によれば、弾性金属材料製の可動接触片６と金属材料製の固定接
点２，３，４との間で接離を行うために広範囲の電圧電流に使用が可能となり、また、や
や撓んだ状態で操作体５のばね挿入部５Ａに挿入したばね８の下端をケース１の突起部１
Ａに、同上端をカバー７の裏面７Ｂにも各々当接する構成にしているため、十分な操作力
と安定した復帰位置を得ることができる。
【００２３】
更に、あらかじめばね挿入部５Ａにコイルばね８を挿入して可動接触片６を保持させた操
作体５を、固定接点２，３，４をインサート成形したケース１に収納し、これをカバー７
で覆うように構成すれば、ケース１を基として他の部品を順次積立てていく組立が可能と
なり、容易に同スイッチの自動組立化を図ることができるものである。
【００２４】
（実施の形態２）
図５は本発明の第２の実施の形態によるプッシュプルスイッチの分解斜視図、図６は同断
面図、図７は同プル方向に操作時の断面図、図８は同プッシュ方向に操作時の断面図であ
り、同図において、ケース１の内部底面およびカバー７の裏面には保持部１Ｂと７Ｃが設
けられ、この間に節度突起９Ａを備えたＵ字状の節度ばね９の支持部９Ｂが保持されると
共に、操作体５の側面にはこの節度ばね９の節度突起９Ａと係合して節度作用を発生する
節度カム５Ｆ，５Ｇが設けられている。
【００２５】
上記構成において、図６の状態から操作体５の操作部５Ｂをプル方向に引くと、図７に示
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すように操作体５の上方への移動に伴って、節度カム５Ｇが節度ばね９を支持部９Ｂを支
点として撓ませた後、節度カム５Ｇが節度突起９Ａを越えると撓んだ節度ばね９が弾性力
により元の状態に戻ることによって、プル方向の操作の節度感を得ることができる。
【００２６】
これとは逆に図６の状態から操作体５の操作部５Ｂをプッシュ方向に押すと、図８に示す
ように操作体５の下方への移動に伴って、節度カム５Ｆが節度ばね９を支持部９Ｂを支点
として撓ませた後、節度カム５Ｆが節度突起９Ａを越えると撓んだ節度ばね９が弾性力に
より元の状態に戻ることによって、プル方向の操作と同様にプッシュ方向の操作の節度感
を得ることができる。
【００２７】
尚、プル方向或いはプッシュ方向操作時の、操作体５の移動に伴うばね８の動作や、操作
体５に保持された可動接触片６による固定接点２と固定接点３や４の電気的接離について
は、実施の形態１と同様である。
【００２８】
このように本実施の形態によれば、節度ばね９と節度カム５Ｆと５Ｇを設けることによっ
て、プル方向或いはプッシュ方向操作時の明確な節度感を得ることができる。
【００２９】
また、上記の説明では、ケース１およびカバー７によって節度ばね９を保持し、操作体５
にこの節度ばね９の節度突起９Ａと係合する節度カム５Ｆと５Ｇを設けた構成としたが、
操作体５によって節度ばね９を保持し、この節度ばね９の節度突起９Ａと係合する節度カ
ム５Ｆと５Ｇを、ケース１或いはカバー７に設ける構成としても同様の効果が得られるこ
とは勿論である。
【００３０】
（実施の形態３）
図９は本発明の第３の実施の形態によるプッシュプルスイッチの分解斜視図、図１０は同
プル方向に操作時の断面図であり、同図において、ケース１の内部右側壁には固定接点２
Ａ，３Ａ，４Ａが、これと対向する内部左側壁には固定接点２Ｂ，３Ｂ，４Ｂが各々植設
されると共に、操作体５の右側面には一端に可動接点１０Ａと１０Ｂを備えたＵ字状の可
動接触片１０の他端根元部が保持され、左側面には同様に可動接点１１Ａと１１Ｂを備え
た可動接触片１１が保持されている。
【００３１】
上記構成において、操作体５の操作部５Ｂをプル方向に引くと、図１０に示すように操作
体５の上方への移動に伴って、操作体５に保持された可動接触片１０と１１の可動接点１
０Ａ，１１Ａが固定接点２Ａ，２Ｂ上を弾接摺動し、可動接点１０Ｂ，１１Ｂが固定接点
３Ａ，３Ｂに弾接することによって、固定接点２Ａと３Ａおよび固定接点２Ｂと３Ｂが各
々可動接触片１０と１１を介して電気的に導通し、ＯＮ状態となる。
【００３２】
また、操作部５Ｂをプッシュ方向に押すと操作体５の下方への移動に伴って、可動接触片
１０と１１の可動接点１０Ａ，１１Ａが固定接点２Ａ，２Ｂ上を弾接摺動すると共に、可
動接点１０Ｂ，１１Ｂが固定接点４Ａ，４Ｂに弾接することによって、固定接点２Ａと４
Ａおよび固定接点２Ｂと４Ｂが各々可動接触片１０と１１を介して電気的に導通し、ＯＮ
状態となる。
【００３３】
尚、プル方向或いはプッシュ方向操作時の、操作体５の移動に伴うばね８の動作について
は、実施の形態１と同様である。
【００３４】
このように本実施の形態によれば、ケース内部側壁の複数面に複数の固定接点を植設し、
操作体５にも複数の可動接触片１０，１１を備えることにより、複数の回路の接離が可能
なプッシュプルスイッチを構成することができる。
【００３５】
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（実施の形態４）
図１１は本発明の第４の実施の形態によるプッシュプルスイッチと操作キーを分離した斜
視図、図１２は同操作キーをシーソ動作させる場合の部分断面図であり、同図において、
プッシュプルスイッチの操作体５の操作部５Ｂ先端には突起状の係合部５Ｈが設けられて
いる。
【００３６】
そして、この係合部５Ｈは、プッシュプルスイッチの上方に配置され上面に操作面２０Ａ
と２０Ｂを有する操作キー２０の、操作面２０Ｂの下面に設けたガイド部２０Ｃのガイド
孔２０Ｄに揺動可能に挿通されており、また、操作キー２０は支持体（図示せず）に支持
部２０Ｅが回動可能に支持されている。
【００３７】
上記構成において、操作キー２０の操作面２０Ａを下方へ押すと、図１２に点線で示すよ
うに、操作キー２０は支持部２０Ｅを中心に回動するため、ガイド孔２０Ｄに係合部５Ｈ
が挿通された操作体５の操作部５Ｂが上方に引張られ、プッシュプルスイッチはプル方向
に動作し、また、操作面２０Ｂを下方へ押すと、操作キー２０は上記とは逆に回動し、操
作部５Ｂの係合部５Ｈが下方へ押され、プッシュプルスイッチはプッシュ方向に動作する
。
【００３８】
このように本実施の形態によれば、別途装着される操作キー２０と係合する係合部５Ｈを
操作部５Ｂの先端に設けることによって、プッシュプルスイッチを別の操作形態であるシ
ーソ操作に容易に用いることができるものである。
【００３９】
尚、上記の説明では、シーソ操作の場合について説明したが、様々な操作キーをこの係合
部に装着することによって、レバー操作やスライド操作等の多様な操作形態を構成するこ
とが可能であることは勿論である。
【００４０】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、広範囲の電圧電流に使用が可能で、十分な操作力と安定し
た復帰位置が得られるプッシュプルスイッチを得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プッシュプルスイッチの分解斜視図
【図２】同断面図
【図３】同プル方向操作時の断面図
【図４】同プッシュ方向操作時の断面図
【図５】本発明の第２の実施の形態によるプッシュプルスイッチの分解斜視図
【図６】同断面図
【図７】同プル方向操作時の断面図
【図８】同プッシュ方向操作時の断面図
【図９】本発明の第３の実施の形態によるプッシュプルスイッチの分解斜視図
【図１０】同プル方向操作時の断面図
【図１１】本発明の第４の実施の形態によるプッシュプルスイッチの分離斜視図
【図１２】同動作説明図
【図１３】従来のプッシュプルスイッチの断面図
【図１４】同プル方向操作時の断面図
【符号の説明】
１　ケース
１Ａ　突起部
１Ｂ　保持部
２，２Ａ，２Ｂ　固定接点
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３，３Ａ，３Ｂ　固定接点
４，４Ａ，４Ｂ　固定接点
５　操作体
５Ａ　ばね挿入部
５Ｂ　操作部
５Ｃ　保持部
５Ｄ　ばね挿入部下面
５Ｅ　ばね挿入部上面
５Ｆ，５Ｇ　節度カム
５Ｈ　係合部
６　可動接触片
６Ａ，６Ｂ　可動接点
６Ｃ　中央部
７　カバー
７Ａ　孔
７Ｂ　裏面
７Ｃ　保持部
８　コイルばね
９　節度ばね
９Ａ　節度突起
９Ｂ　支持部
１０　可動接触片
１０Ａ，１０Ｂ　可動接点
１１　可動接触片
１１Ａ，１１Ｂ　可動接点
２０　操作キー
２０Ａ，２０Ｂ　操作面
２０Ｃ　ガイド部
２０Ｄ　ガイド孔
２０Ｅ　支持部
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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 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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