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(57)【要約】
【課題】絵や文字を可変表示可能な表示装置を備えたレ
バースイッチを提供することを目的とする。
【解決手段】操作部１と操作部カバー１３で挟持するよ
うに有機発光素子１０を配設するとともにシャフト１４
を操作部１に結合することでレバー１８を構成し、ベゼ
ル２４の傾動孔２４ａからレバー１８が突出するように
してハウジング１９にベゼル２４を嵌合することでレバ
ー１８を傾動自在に配設する。ハウジング１９にはレバ
ー１８の傾動動作を検知するフォトインタラプタ２３を
実装したプリント基板２０を内設する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングにレバーを傾動自在に配設するとともに該レバーの傾動動作を検知する検知
手段を前記ハウジングに内設したレバースイッチにおいて、前記レバーに表示部を設け、
該表示部の下方に表示装置を備えたことを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【請求項２】
　請求項１記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記表示装置が有機発光素子で
あることを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【請求項３】
　請求項１記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記表示部の表示が前記レバー
の傾動動作に伴って変化することを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【請求項４】
　請求項１記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記表示部は弾性部材を介して
前記レバーに配設され、前記表示部が押圧操作が可能であるとともに、該押圧操作に伴っ
て操作される接触機構を前記表示装置の下方に配設したことを特徴とする表示装置付きレ
バースイッチ。
【請求項５】
　請求項４記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記表示部の表示が該表示部の
押圧動作に伴って変化することを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【請求項６】
　請求項１記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記レバーは傾動軸が上下方向
に移動可能となるように前記ハウジングに配設され、前記レバー全体が押圧操作が可能で
あるとともに、該押圧操作に伴って操作される接触機構を前記ハウジングの下方に配設し
たことを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【請求項７】
　請求項６記載の表示装置付きレバースイッチにおいて、前記表示部の表示が前記レバー
の押圧動作に伴って変化することを特徴とする表示装置付きレバースイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置付きレバースイッチに係り、レバーに表示装置を備えたレバースイ
ッチに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のレバースイッチは、球状グリップの内部に光源を備えたもの（下記特許文献１参
照）があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５４８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来のレバースイッチは、内部に配設された光源を点灯又は消
灯することにより、視認可能な光の変化で様態変化を操作者に報知するものであり、可変
表示可能な絵や文字を表示することはできなかった。また、表示を必要とする場合には表
示装置をレバースイッチとは別に設けており、装置の小型化が困難であった。
【０００５】
　そこで本発明は、上記状況に鑑みて、絵や文字を可変表示可能な表示装置を備えたレバ
ースイッチを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　ハウジングにレバーを傾動自在に配設するとともに該レバーの傾動動作を検知する検知
手段を前記ハウジングに内設したレバースイッチにおいて、前記レバーに表示部を設け、
該表示部の下方に表示装置を備えたことを特徴とする。
　前記表示装置が有機発光素子であることを特徴とする。
　前記表示部の表示が前記レバーの傾動動作に伴って変化することを特徴とする。
　前記表示部は弾性部材を介して前記レバーに配設され、前記表示部が押圧操作が可能で
あるとともに、該押圧操作に伴って操作される接触機構を前記表示装置の下方に配設した
ことを特徴とする。
　前記表示部の表示が該表示部の押圧動作に伴って変化することを特徴とする。
　前記レバーは傾動軸が上下方向に移動可能となるように前記ハウジングに配設され、前
記レバー全体が押圧操作が可能であるとともに、該押圧操作に伴って操作される接触機構
を前記ハウジングの下方に配設したことを特徴とする。
　前記表示部の表示が前記レバーの押圧動作に伴って変化することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、次のような効果を奏することができる。
（１）レバーに表示装置を備えたので、多彩な表示が可能となり、視認性を向上させるこ
とができる。
（２）レバーに表示装置を備えたので、レバーの操作に伴って表示を変化させることがで
きる。
（３）レバーに表示装置を備えたので、装置の小型化が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの分解斜視図である。
【図３】本発明の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの断面図である。
【図４】本発明の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの傾動時の要部断面図で
ある。
【図５】本発明の第２実施例を示す表示装置付きレバースイッチの要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
  本発明は、傾動自在に配設されたレバーに表示装置を備えた構成とする。よって、レバ
ースイッチ自体で多彩な表示が可能となり、視認性を向上させることができる。
【実施例】
【００１０】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１１】
　図１は本発明の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの斜視図、図２は本発明
の第１実施例を示す表示装置付きレバースイッチの分解斜視図、図３は本発明の第１実施
例を示す表示装置付きレバースイッチの断面図、図４は本発明の第１実施例を示す表示装
置付きレバースイッチの傾動時の要部断面図である。
【００１２】
　これらの図において、１は操作部、２は操作部１に配設されるプリント基板、３はプリ
ント基板２に実装されるコネクタ、４はプリント基板２に実装されるフレキシブルプリン
ト基板、５はプリント基板２上に配設される可動接片、６はプリント基板２上に配設され
るスペーサ、７はスペーサ６上に配設される押さえシート、８は押さえシート７上に配設
されるゴムカバー、９は操作部１上に配設されるコイルバネ、１０はコイルバネ９上に配
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設される有機発光素子、１１は有機発光素子１０上に配設されるスペーサ、１２はスペー
サ１１上に配設される表示部、１３は操作部１に被せて嵌合される操作部カバー、１４は
シャフト、１５は操作部１とシャフト１４に挟持されるＯリング、１６は操作部１と嵌合
してシャフト１４を操作部１から脱落しないように結合するストップリング、１７はシャ
フト１４に嵌合され傾動の支点となる傾動軸である。
【００１３】
　コネクタ３およびフレキシブルプリント基板４が実装されたプリント基板２が操作部１
上に配設され、このとき、フレキシブルプリント基板４は操作部１の貫通孔１ａに挿通さ
れ下方へ突出される。可動接片５、スペーサ６、押さえシート７およびゴムカバー８がプ
リント基板２上に配設されて接触機構が構成される。コイルバネ９が操作部１上に配設さ
れ、有機発光素子１０がコイルバネ９上に配設されるとともにフレキシブルプリント基板
１０ａがコネクタ３に接続され、スペーサ１１を介して表示部１２が有機発光素子１０上
に配設され、表示孔１３ａから表示部１２の上面が突出するように操作部カバー１３が被
され、嵌合突起１３ｂが操作部１の嵌合凹部１ｂと嵌合される。シャフト１４は中空に形
成されており、フレキシブルプリント基板４が中空部１４ａに挿通され下方へ突出される
とともに、上部が操作部１の貫通孔１ａに挿入される。このとき、操作部１とシャフト１
４の間にＯリング１５が挟着され、ストップリング１６が操作部１と嵌合されることで、
操作部１とシャフト１４が結合される。そして、嵌合凹部１４ｂに傾動軸１７が嵌合され
ることでレバー１８が構成される。
【００１４】
　１９は略筒状に形成されたハウジング、２０はハウジング１９に内設されるプリント基
板、２１および２２はプリント基板２０に実装されるコネクタ、２３はプリント基板２０
に実装されレバー１８の傾動動作を検知するフォトインタラプタ、２４はベゼル、２５は
コイルバネ、２６はスリーブ、２７はハウジングカバー、２８はハウジング１９とハウジ
ングカバー２７を固定するネジ、２９は座金、３０はナットである。
【００１５】
　ハウジング１９には、上面にベゼル２４の嵌合突起２４ｂと嵌合される嵌合凹部１９ａ
が形成されるとともに、内部には傾動軸１７を支える軸受部１９ｂおよびスリーブ２６を
配設する仕切部１９ｃが形成され、下方にはハウジングカバー２７の嵌合凸部２７ａと嵌
合される嵌合孔１９ｄが形成されている。プリント基板２０には、フレキシブルプリント
基板４が接続されるコネクタ２１、外部と接続されるコネクタ２２およびフォトインタラ
プタ２３が実装される。
【００１６】
　ベゼル２４の傾動孔２４ａに上方からレバー１８が挿入され、シャフト１４の下方から
突出したフレキシブルプリント基板４がハウジング１９内を挿通され、コネクタ２１に接
続される。このとき、シャフト１４にコイルバネ２５とスリーブ２６が摺動自在に挿設さ
れる。嵌合突起２４ｂが嵌合凹部１９ａに嵌合されることでベゼル２４がハウジング１９
に嵌合され、傾動軸１７がハウジング１９とベゼル２４に傾動自在に挟持されることで、
レバー１８がハウジング１９に配設される。このとき、スリーブ２６が仕切部１９ｃ上に
配設され、コイルバネ２５がスリーブ２６の上に配設される。プリント基板２０をハウジ
ング１９の下方から配設し、ハウジングカバー２７をハウジング１９の下方から挿設し、
嵌合孔１９ｄに嵌合凸部２７ａが嵌合されるとともにネジ２８によって螺合されることで
、プリント基板２０がハウジング１９とハウジングカバー２７によって挟着される。そし
て、座金２９およびナット３０がハウジング１９に配設されることにより、表示装置付き
レバースイッチが完成される。
【００１７】
　以上のように構成された本発明の表示装置付きレバースイッチは、レバー１８を操作す
ると傾動軸１７を支点としてシャフト１４が傾動し、シャフト１４の下部に形成された遮
光片１４ｃがフォトインタラプタ２３の受光素子と発光素子の間の光を遮光することで、
レバー１８の傾動動作がフォトインタラプタ２３によって検知される。このとき、レバー
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１８の操作に伴って有機発光素子１０の表示を変化させることも可能である。さらに、表
示部１２を押圧操作することで、有機発光素子１０の下方に配設されたゴムカバー８によ
り可動接片５が押圧されプリント基板２に設けられた固定接片２ａと接触して、電路が導
通される。そして、レバー１８の操作を解除すると、コイルバネ２５の弾発力によりスリ
ーブ２６が押し戻され、レバー１８は直立位置に戻される。また、レバースイッチをパネ
ル（図示せず）に取り付ける場合、パネルに設けられた取付孔にレバースイッチを挿入し
、パネルの裏側からナット３０を取付け方向に締め付けることで、ハウジング１９の鍔部
１９ｅと座金２９によりパネルを挟持して固定される。
【００１８】
　表示部１２は、有機発光素子１０に絵や文字のデータが送信されることで多彩な表示が
可能となり、データはコネクタ２２を介してレバースイッチの外部の制御基板（図示せず
）から送信される。そのデータ送信をレバー１８の傾動動作を検知するフォトインタラプ
タ２３のＯＮ／ＯＦＦや、表示部１２の押圧操作に伴う可動接片５と固定接片２ａのＯＮ
／ＯＦＦと連動させることで、レバー１８の傾動操作や表示部１２の押圧操作に伴って表
示を変化させることも可能となる。例えば、表示部１２に上向きや下向きなどの矢印を表
示させることでレバー１８の傾動方向を指示し、操作者がその表示に従って矢印が示す向
きにレバー１８を操作すると、レバー１８が傾動してフォトインタラプタ２３の受光素子
と発光素子の間の光が遮光されてフォトインタラプタ２３がＯＮされる。これに伴ってレ
バースイッチ外部の制御基板にデータ送信を開始する信号が送られることで、次に表示す
る絵や文字のデータが制御基板から有機発光素子１０に送信され、表示が切り替えられる
。表示部１２が押圧操作されたときも同様に、可動接片５と固定接片２ａがＯＮとなった
ときに、それに伴って制御基板にデータ送信を開始する信号が送られ、表示部１２の表示
が切り替えられる。
【００１９】
　このように、本実施例に示す表示装置付きレバースイッチは、傾動操作可能なレバー１
８に有機発光素子１０を備えた構造としたため、レバースイッチ自体で多彩な表示ができ
、レバー１８の操作に連動して表示を変化させることもできるので、視認性が向上できる
という特徴を有している。
　また、表示部１２を押圧操作可能としたため、一つのレバースイッチで傾動と押圧の複
合操作ができるという特徴を有している。
【００２０】
　本実施例では、表示装置については、有機発光素子としているが、液晶表示素子や電子
ペーパーなどの表示装置としてもよい。レバーについては、二方向の傾動操作が可能な構
造としているが、傾動軸と軸受部を変形することにより四方向や全方向への傾動が可能な
構造としてもよく、レバーの操作部の形状も略球状としているが、円柱状などとしてもよ
い。レバー内部の接触機構については、タクティルスイッチなどのスイッチ素子としても
よく、押圧操作が不要な場合にはスイッチ素子を排除してもよい。また、パネルへの取付
手段については、ナットによる取付けとしているが、ハウジングに樹脂などでバネを形成
したワンタッチ取付けなどとしてもよく、種々の方法が考えられる。
【００２１】
　図５は本発明の第２実施例を示す表示装置付きレバースイッチの要部断面図である。こ
の実施例ではレバー４８の傾動操作と押圧操作が可能であって、傾動軸４７がハウジング
４９に上下動可能に配設されることにより、押圧操作によってレバー４８全体が下降する
。シャフト４４の下部には押圧片４４ａと遮光片４４ｂが対向するように形成されており
、レバー４８を傾動操作したときは、遮光片４４ｂがフォトインタラプタ５３の受光素子
と発光素子の間の光を遮光することでレバー４８の傾動動作を検知し、押圧操作したとき
は、押圧片４４ａがハウジング４９下方に内設されたプリント基板５０上に実装されたタ
クティルスイッチ６１を押圧することで電路が導通される。表示部４２は、第１実施例と
同様にレバー４８の操作に伴って表示を変化させることも可能である。本実施例も第１実
施例と同様の変形が可能であり、種々の方法が考えられる。
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【００２２】
　なお、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の
変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明の表示装置付きレバースイッチは、多彩な表示が可能な表示装置を備えたレバー
スイッチとして利用可能である。
【符号の説明】
【００２４】
　１，３１　　　　　　　　　　操作部
　１ａ　　　　　　　　　　　　貫通孔
　１ｂ，１４ｂ，１９ａ　　　　嵌合凹部
　２，２０，５０　　　　　　　プリント基板
　２ａ　　　　　　　　　　　　固定接片
　３，２１，２２，５１，５２　コネクタ
　４，１０ａ，４０ａ　　　　　フレキシブルプリント基板
　５　　　　　　　　　　　　　可動接片
　６　　　　　　　　　　　　　スペーサ
　７　　　　　　　　　　　　　押さえシート
　８　　　　　　　　　　　　　ゴムカバー
　９，２５，５５　　　　　　　コイルバネ
　１０，４０　　　　　　　　　有機発光素子
　１１，４１　　　　　　　　　スペーサ
　１２，４２　　　　　　　　　表示部
　１３，４３　　　　　　　　　操作部カバー
　１３ａ　　　　　　　　　　　表示孔
　１３ｂ，２４ｂ　　　　　　　嵌合突起
　１４，４４　　　　　　　　　シャフト
　１４ａ　　　　　　　　　　　中空部
　１４ｃ，４４ｂ　　　　　　　遮光片
　１５，４５　　　　　　　　　Ｏリング
　１６，４６　　　　　　　　　ストップリング
　１７，４７　　　　　　　　　傾動軸
　１８，４８　　　　　　　　　レバー
　１９，４９　　　　　　　　　ハウジング
　１９ｂ　　　　　　　　　　　軸受部
　１９ｃ　　　　　　　　　　　仕切部
　１９ｄ　　　　　　　　　　　嵌合孔
　１９ｅ　　　　　　　　　　　鍔部
　２３，５３　　　　　　　　　フォトインタラプタ
　２４，５４　　　　　　　　　ベゼル
　２４ａ　　　　　　　　　　　傾動孔
　２６，５６　　　　　　　　　スリーブ
　２７，５７　　　　　　　　　ハウジングカバー
　２７ａ　　　　　　　　　　　嵌合凸部
　２８　　　　　　　　　　　　ネジ
　２９，５９　　　　　　　　　座金
　３０，６０　　　　　　　　　ナット
　４４ａ　　　　　　　　　　　押圧片
　６１　　　　　　　　　　　　タクティルスイッチ
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