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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収納部を有する箱型のハウジングと、該収納部の内底部に設けられた固定接点と、該固
定接点上に配置された可動接点と、前記ハウジングの前側面から外方に突出している押圧
部と先端に当接部を有する可撓性の作動部とを有して該ハウジング内に収容され、該ハウ
ジングの前側面外方から押し込み操作される操作部材と、前記収納部内側に切り起こされ
る傾斜片を有し前記ハウジングの上面に取り付けられた金属材からなるカバーとを備える
とともに、前記ハウジングの前後側面の左右隅部に該ハウジングの下面に沿って外方へ突
出された係合凸部を設け、前記カバーに、前記ハウジングの上面に位置する上面板の前端
から前記ハウジングの前側面に沿って垂下される取付脚が設けられ、
また、前記ハウジングの上面に取り付けられた金属板からなるカバーの前記収納部の内側
に切り起こされる傾斜片は、前記操作部材の押圧部の可撓性作動部先端に上方より接して
設けられてなり、
かつ、前記取付脚には下方先端に前記ハウジングの前記係合凸部の下面側に折り曲げられ
て該ハウジングに加締め固定された係止片を設けてなるプッシュスイッチにおいて、
前記操作部材の押圧部を該操作部材の左右方向外方に突出させて、該操作部材が最大位置
まで押し込まれたときに該押圧部の後面が前記取付脚の前面を覆って該取付脚と当接可能
な状態にして設け、
更に、上記カバーの取付脚は、前記操作部材を挟んで左右両側に設けて成ると共に、該操
作部材が最大位置まで押し込まれたときに、押圧部の後面はハウジングの前側面にも当接
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するように構成したことを特徴とするプッシュスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は押し込み操作型電子部品及びプッシュスイッチに関するものであり、特に、ハ
ウジングの外側から操作部材を押し込んでスイッチ接点等を切り換え操作する押し込み操
作型電子部品及びプッシュスイッチに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハウジングの外側から操作部材を押し込んでスイッチ接点等を切り換える押し込
み操作型電子部品は、プッシュスイッチ等で各種知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　このような従来における押し込み操作型電子部品の構造を、プッシュスイッチを一例と
して図１０～図１４を用いて次に説明する。
【０００４】
　図１０は静電気対策を施した従来のプッシュスイッチの斜視図、図１１は図１０のＢ－
Ｂ線断面図、図１２は同上プッシュスイッチの正面図、図１３は同上プッシュスイッチの
平面図、図１４は同上プッシュスイッチの側面図である。
【０００５】
　図１１に示すように、プッシュスイッチ１０１は、上面開放となった収納部１０３を有
する樹脂材で形成された箱形のハウジング１０２を備え、該ハウジング１０２の内底部に
弾性金属薄板製の円形ドーム状の可動接点１０４が載せられ、該可動接点１０４の中央下
面がハウジング１０２にインサート成形固定された金属薄板製の固定接点１０５ａ,１０
５ｂと対峙されている。さらに、可動接点１０４の上部に保護フィルム１０６を介して樹
脂製の操作部材１０７が載せられ、該操作部材１０７の上から該ハウジング１０２の上面
を覆って金属材のカバー１０８が取り付けられている。
【０００６】
　前記ハウジング１０２は、該ハウジング１０２における前後の側面１０２ａ,１０２ｂ
の左右隅部に、それぞれ該ハウジング１０２の下面１０２ｃに沿って外方へ突出された係
合凸部１０９,１０９を備える。また、ハウジング１０２にインサートされている固定接
点１０５ａ,１０５ｂの他端側は該ハウジング１０２の下面１０２ｃに導出され、さらに
、該他端側に該下面１０２ｃからハウジング１０２の左右側面１０２ｄ,１０２ｄ外方に
向かう導出端子１０５Ａ,１０５Ｂを設けている。
【０００７】
　前記操作部材１０７は、ハウジング１０２の前側面１０２ａに設けている開口部１１１
を貫通してハウジング１０２の前側面１０２ａから外方に突出された押圧部１０７ａと可
撓性の作動部１０７ｂとを有する。
【０００８】
　前記カバー１０８は、ハウジング１０２の上面に位置し、かつ、中央に収納部１０３の
内側に向かって斜めに切り起こされた傾斜片１１０を有する上面板１０８ａと、該上面板
１０８ａの前後の端からハウジング１０２の前後の側面１０２ａ,１０２ｂに沿ってそれ
ぞれ左右１対ずつ垂下された４個の取付脚１０８ｂ,１０８ｂ,１０８ｂ,１０８ｂと、該
各取付脚１０８ｂ,１０８ｂ…の下方にハウジング１０２の係合凸部１０９に対向して各
々設けられた係止片１０８ｃを備え、該係止片１０８ｃを該係合凸部１０９の下面内に折
り曲げて加締めることによりハウジング１０２に取り付けられている。
【０００９】
　なお、ハウジング１０２の前側面１０２ａに設けられた左右１対の取付脚１０８ｂ,１
０８ｂの間は、少なくとも前記操作部１０７の作動部１０７ｂが配置されるのに十分な量
だけ離されている。
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【００１０】
　このようにしてプリント基板１１５に実装されたプッシュスイッチ１０１は、操作部材
１０７が図１１の２点鎖線で示す位置に配置されている状態で、押圧部１０７ａの前端を
後方に向かって水平に押し込むと、操作部材１０７がハウジング１０２上面に沿って保護
フィルム１０６上を水平に移動し、作動部１０７ｂの先端が傾斜片１１０で下方に案内さ
れ、下方に位置する円形ドーム状の可動接点１０４に押し下げ力を加える。
【００１１】
　その押し下げ力が所定の大きさを超えると、図１１に実線で示すように、可動接点１０
４の中央部が反転動作して、その中央部下面が固定接点１０５ａ,１０５ｂに接触して、
可動接点１０４を介して各導出端子１０５Ａ,１０５Ｂ間が短絡したスイッチオン状態と
なる。なお、操作部材１０７の押し込み量は、押圧部１０７ａの後面がハウジング１０２
の前側面１０２ａに当接するとそれ以上の押し込みが規制される。
【００１２】
　一方、押圧部１０７ａの操作力を解くと、可動接点１０４が下の上方凸型に自己復元し
て作動部１０７ｂが押し上げられ、該作動部１０７ｂの先端が傾斜片１１０で案内される
ことにより操作部材１０７は図１１に２点鎖線で示す位置まで前方に押し戻されて、元の
スイッチオフ状態に戻る。
【特許文献１】特開平９－１２０７４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記従来のプッシュスイッチでは、ハウジング１０２の前側面１０２ａ
外方から該操作部材１０７がハウジング１０２の前側面１０２ａと当接するまで該操作部
材１０７を押し込んで操作する構造になっている。この最大押し込み時における力の作用
を図１３を用いて説明すると、同図において操作部材１０７を力(押力)Ｐで押し込むと、
この押し込みに伴ってカバー１０８には上方に押し上げられる力が徐々に働き、この力が
取付脚１０８ｂを前方外側に押し出す力(反力)ｆとなって取付脚１０８ｂに作用し、該取
付脚１０８ｂ及びカバー１０８の全体を変形させてスイッチ等の機能を損なう虞があった
。
【００１４】
　又、この問題を解決するのに、カバー１０８の板厚や大きさ、あるいは取付脚１０８の
幅を増大させて部品の強度を確保する手段等が採用されていたが薄型化及び小型化の面で
問題があった。
【００１５】
　そこで、カバー等の板厚を増大させることなく操作部材を押し込み操作する時における
該カバーの強度を向上させて製品の薄型化及び小型化を図ることが可能な構造にするため
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。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　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、請求項１記載の発明は、収
納部を有する箱型のハウジングと、該収納部の内底部に設けられた固定接点と、該固定接
点上に配置された可動接点と、前記ハウジングの前側面から外方に突出している押圧部と
先端に当接部を有する可撓性の作動部とを有して該ハウジング内に収容され、該ハウジン
グの前側面外方から押し込み操作される操作部材と、前記収納部内側に切り起こされる傾
斜片を有し前記ハウジングの上面に取り付けられた金属材からなるカバーとを備えるとと
もに、前記ハウジングの前後側面の左右隅部に該ハウジングの下面に沿って外方へ突出さ
れた係合凸部を設け、前記カバーに、前記ハウジングの上面に位置する上面板の前端から
前記ハウジングの前側面に沿って垂下される取付脚が設けられ、
また、前記ハウジングの上面に取り付けられた金属板からなるカバーの前記収納部の内側
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に切り起こされる傾斜片は、前記操作部材の押圧部の可撓性作動部先端に上方より接して
設けられてなり、
かつ、前記取付脚には下方先端に前記ハウジングの前記係合凸部の下面側に折り曲げられ
て該ハウジングに加締め固定された係止片を設けてなるプッシュスイッチにおいて、
前記操作部材の押圧部を該操作部材の左右方向外方に突出させて、該操作部材が最大位置
まで押し込まれたときに該押圧部の後面が前記取付脚の前面を覆って該取付脚と当接可能
な状態にして設け、
更に、上記カバーの取付脚は、前記操作部材を挟んで左右両側に設けて成ると共に、該操
作部材が最大位置まで押し込まれたときに、押圧部の後面はハウジングの前側面にも当接
するように構成したプッシュスイッチを提供する。
【００１７】
　この構成によれば、操作部材が最大位置まで押し込まれると、該操作部材の押圧部後面
がカバーの取付脚前面を覆って該取付脚と当接可能な状態になり、該取付脚が前方外側に
変形して係合凸部から係止片が外れるのを前側からブロックして防ぐ。したがって、カバ
ーの板厚、あるいは、取付脚の幅を広げなくてもカバーの部品強度が実効的に増加するこ
とになる。
【００１９】
　この構成によれば、カバーの取付脚が操作部材を挟んで左右両側に設けられる。そして
、操作部材が最大位置まで押し込まれると、該操作部材の押圧部後面が左右両側の取付脚
前面を覆って該取付脚と当接可能な状態になり、該左右の取付脚がそれぞれ前方外側に変
形して係止片が係合凸部から外れるのを前側からブロックして防ぐ。これにより、カバー
の部品強度はさらに増加する。
【００２１】
　この構成によれば、操作部材が最大位置まで押し込まれると、該操作部材の押圧部後面
がカバーの取付脚前面を覆って該取付脚と当接可能な状態になり、該取付脚が前方外側に
変形して係合凸部から係止片が外れるのを前側からブロックして防ぐ。したがって、カバ
ーの板厚、大きさ、あるいは、取付脚の幅を広げなくてもカバーの部品強度が実効的に増
加することになる。
【００２３】
　この構成によれば、カバーの取付脚が操作部材を挟んで左右両側に設けられる。そして
、操作部材が最大位置まで押し込まれると、該操作部材の押圧部後面が左右両側の取付脚
前面を覆って該取付脚と当接可能な状態になり、該左右の取付脚がそれぞれ前方外側に変
形して係合凸部から係止片が外れるのを前側からブロックして防ぐ。これにより、カバー
の強度はさらに増加する。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１記載の発明は、カバーの板厚、大きさ、あるいは、取付脚の幅を広げなくても
カバーの部品強度を実効的に増加させることができるので、製品の薄型化及び小型化を図
ることが可能になる。
【００２５】
　この発明は、カバーの取付脚を操作部材の左右両側に設けてカバーの部品強化を増加さ
せるので、上記の効果に加えて、製品の薄型化及び小型化をより一層向上させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　カバー等の部品強度を実際に上げなくても操作部材を押し込み操作する時におけるカバ
ーの強度を実効的に向上させて製品の薄型化及び小型化を図ることが可能な構造にすると
いう目的を達成するために、収納部を有する箱形のハウジングと、該ハウジングの上面を
覆って取り付けられたカバーと、前記ハウジングの前側面から外方に突出している押圧部
を前端側に設けて該ハウジング内に収容され、該ハウジングの前側面外方から押し込み操
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作される操作部材とを備えるとともに、前記ハウジングの前側面の左右隅部に該ハウジン
グの下面に沿って外方へ突出された係合凸部を設け、前記カバーに、前記ハウジングの上
面に位置する上面板の前端から前記ハウジングの前側面に沿って垂下され、かつ、下方先
端に前記ハウジングの前記係合凸部の下面側に折り曲げられて該ハウジングに加締め固定
された係止片を有する取付脚を設けてなる押し込み操作型電子部品において、前記操作部
材の押圧部を該操作部材の左右方向外方に突出させて、該操作部材が最大位置まで押し込
まれたときに該押圧部の後面が前記取付脚の前面を覆って該取付脚と当接可能な状態にし
て設けてなる構造にしたことにより実現した。
【実施例】
【００２９】
　以下、本発明の押し込み操作型電子部品の一実施例を図１～図９に示すプッシュスイッ
チを一例として説明する。図１は該プッシュスイッチを示す斜視図、図２は操作部材を押
し込んだ状態で示す図１のＡ－Ａ線に沿う断面図、図３は該プッシュスイッチの正面図、
図４は該プッシュスイッチの平面図、図５は該プッシュスイッチの側面図、図６は該プッ
シュスイッチの底面図、図７は該プッシュスイッチの要部分解斜視図、図８はハウジング
を示す斜視図、図９は接点部材の配置状態及びカバーの取り付け状態を簡略化して示す説
明図である。
【００３０】
　図１～図９において、プッシュスイッチ１のハウジング２は、樹脂材からなり、図２及
び図７,図８に示す収納部３を有する上面開口状の箱形に形成されている。この収納部３
の内底部４には、導電性の金属板からなる切り換え用接点部材としての一対の第１接点部
材５,６と、同じく導電性の金属板からなるアース用接点部材としての第２接点部材７が
インサート成形により一体に埋設されている。
【００３１】
　図２及び図７,図８に示すように、前記１対の第１接点部材５,６の一端側には一部が収
納部３の内底部４に表出された固定接点５ａ,６ａが設けられ、他端側にはハウジング２
の下面２ａ側から対向する左右１対の側面２ｂ,２ｂ外方にそれぞれ導出された導出端子(
外部端子)５ｂ,６ｂが設けられている。なお、第１接点部材５の導出端子５ｂはハウジン
グ２の後側面２ｃの中央にも、下面２a側から該後側面２ｃ外方に導出して設けられてい
る。
【００３２】
　一方、前記第２接点部材７の一端側にはハウジング２の後側面２ｃで、かつ、一方の一
側面２ｂに偏った位置(図７,図８,図９では右側面２ｂに偏った位置)に、該ハウジング２
の上面２ｄから下面２ａ側に向かって垂下された状態で該後側面２ｃに沿って表出されて
いる外側固定端子７ａが設けられ、他端側にはハウジング２の下面２ａ側から第１接点部
材６の導出端子６ｂと同じ側面２ｂ外方に導出されて導出端子７ｂが設けられている。
【００３３】
　また、前記ハウジング２の前側面２ｅには、前記収納部３に連通する開口部８が設けら
れており、該開口部８から後述する操作部材９の押圧部９ａ及び作動部９ｂの一部が突出
されて該操作部材９が収納部３内に収納される構造となっている。また、ハウジング２の
前後の側面２ｃ,２ｅの左右両端部には、後述するカバー１０に設けている取付脚１０ｂ
の係止片１０ｃが加締め係合される前または後の外方へ突出する係合凸部１２が形成され
ている。
【００３４】
　前記収納部３の一対の固定接点５ａ,６ａ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１３が載置されている。該可動接点１３は、ドーム
状の頂部下面が内底部４に表出された一方の固定接点６ａと一定の間隔を維持して対峙さ
れており、また、ドーム状の外周の周縁部が収納部３の内底部に表出された他方の固定接
点５ａと接触した状態で配置されている。
【００３５】
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　また、可動接点１３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
保護シート１４が配設されている。該保護シート１４は周縁部が前記ハウジング２の収納
部３上面に載置されて該収納部３の開口を覆うように接着剤等で固着されており、該収納
部３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。
【００３６】
　図７に示すように、前記操作部材９は樹脂材等からなり、前記ハウジング２の開口部８
から常に突出している押圧部９ａと、該押圧部９ａから前記収納部３内に突出して形成さ
れた作動部９ｂと、該作動部９ｂの周りに設けられた開口部１５ｃを介して該作動部９ｂ
の両側部及び後部を囲むように該作動部９ｂに接続して形成されたスライド部９ｃとを有
している。また、該押圧部９ａは、該作動部９ｂの前先端側で該作動部９ｂから上下及び
左右外方に向かって直角に大きく突出された状態で設けられている。
【００３７】
　該押圧部９ａは、操作部材９をハウジング２外側から押し込み力を付与するときの操作
面となる機能に加えて、ハウジング２の開口部８の左右両側に位置して設けられる後述す
るカバー１０の取付脚１０ｂ,１０ｂが前方外側に変形するのを防止するための機能も有
しているもので、該押圧部９ａの左右方向の幅は、図３に示すようにカバー１０の取付脚
１０ｂ,１０ｂの幅よりも十分大きく形成されている。そして、操作部材９がハウジング
２の収納部３内に向かって押し込まれて該操作部材９が最大位置まで摺動された時に、該
押圧部９ａの後面が取付脚１０ｂ,１０ｂの前面の少なくとも一部を覆って当接して(ある
いは、押圧部９ａの後面がハウジング２の前側面２ｅに当接し、かつ、取付脚１０ｂ,１
０ｂの前面に極めて接近して)、該取付脚１０ｂ,１０ｂが前方外側へ変形しようとするの
をブロックして抑える。
【００３８】
　なお、該操作部材９は、ハウジング２の収納部３に配設された保護シート１４の上面側
に配置され、押圧部９ａが前記ハウジング２の開口部８から外方に突出されると共に、作
動部９ｂの自由端である当接部９ｄが前記保護シート１４を挟んで前記可動接点１３のド
ーム状の頂部上面に対向して配設され、スライド部９ｃが前記収納部３内に摺動可能に収
納されて設けられる。
【００３９】
　前記カバー１０は、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２の上部に取り付けられて収納部３を覆うように平板状に形成された上面板１０ａ
と、該上面板１０ａの前後端における左右両側部からそれぞれ略直角に折り曲げられてＬ
字状に垂下された４個の前記取付脚１０ｂ,１０ｂ…を有している。また、該取付脚１０
ｂ,１０ｂ…の先端には前記係止片１０ｃが設けられており、該係止片１０ｃをハウジン
グ２の前後の側面２ｃ,２ｅにおける左右両端部に設けられた前記係止凸部１２の下面に
加締めて係止することによりカバー１０がハウジング２上部に取り付けられている。
【００４０】
　なお、ハウジング２の後側面２ｃに沿って取り付けられる左右１対の取付脚１０ｂ,１
０ｂのうち、一方の取付脚１０ｂは第２接点部材７の外側固定端子７ａと対応しており、
該カバー１０がハウジング２上部に取り付けられたとき、図９に示しているように、外側
固定端子７ａと当接して電気的接続が図られる。この外側固定端子７ａと取付脚１０ｂと
の当接は、該取付脚１０ｂの係止片１０ｃをハウジング２側に折り曲げて係止凸部１２に
加締めることによってより強固に保持される。
【００４１】
　また、前記上面板１０ａの略中央には、前記ハウジング２の収納部３内に折り曲げられ
て形成され、前記操作部材９の作動部９ｂの当接部９ｄと当接して該作動部９ｂを前記可
動接点１３の押圧方向へ案内する傾斜部１０ｄが形成されている。該傾斜部１０ｄは、上
面板１０ａの板面をハウジング２の収納部３内へ操作部材９の押圧方向に沿って略４５度
の傾斜を持って折り曲げられている。なお、該傾斜部１０ｄは、前記カバー１０が前記ハ
ウジング２の上部に取り付けられた際には、操作部材９のスライド部９ｃに設けられた開
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口部１５内に位置して配置される。そして、操作部材９の押圧部９ａが横方向(前面側)か
ら押圧されることにより、傾斜部１０ｄに作動部９ｂの当接部９ｄ（自由端）が当接する
ことで該当接部９ｄが前記可動接点１３の押圧方向（押圧部９ａの押圧方向と直交する下
方向）へ案内され、可動接点１３が下方へ押圧されて前記固定接点５ａ,６ａと接触する
ものとなっている。
【００４２】
　なお、このプッシュスイッチ１は、ハウジング２の収納部３内に可動接点１３、保護シ
ート１４、操作部材９を順に収納した後、該ハウジング２の上部からカバー１０を装着し
、該カバー１０の４個の取付脚１０ｂ,１０ｂ,１０ｂ,１０ｂの係止片１０ｃをそれぞれ
対応するハウジング２の係合凸部１２の下面で加締めて係合させることにより一体化され
て組み立てられる。
【００４３】
　また、使用時には、図５に示すように、実装されるプリント基板２０から操作部材９を
前方に突出させて、各導出端子５ｂ,６ｂ,７ｂを対応する配線部に半田付けして表面実装
状態で搭載される。その実装状態で、アース用の第２接点部材７は導出端子７ｂを介して
プリント基板２０上のアース回路の配線部に接続され、カバー１０も該第２接点部材７を
介してアース回路の配線部に接続される。
【００４４】
　次に、上記構成のプッシュスイッチの動作について図２を用いて説明する。
まず、図２に２点鎖線で示す初期の状態では、操作部材９は、作動部９ｂの当接部９ｄ（
自由端）が保護シート１４を介して可動接点１３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１３が有する上方への弾性付勢力と、カバー１０の傾斜部１０ｄの傾
斜面との相乗作用により、図示左方向（押圧部９ａの押圧方向とは逆方向）に付勢されて
押圧部９ａは外方(前方)へ突出されている。この時、可動接点１３は外周の周縁部が固定
接点５ａと接触しているがドーム状の頂部下面が固定接点６ａと離間しておりスイッチは
オフ状態となっている。
【００４５】
　この状態から、押圧部９ａが図示右方向へ押圧されると、作動部９ｂの当接部９ｄ（自
由端）がカバー１０の傾斜部１０ｄに沿って下方向（押圧部９ａの押圧方向とは直交する
下方向）に案内され、保護シート１４を介して可動接点１３のドーム状の頂部上面を押圧
することで可動接点１３が下方へ反転するものとなる。そして、可動接点１３のドーム状
の頂部下面が固定接点６ａと接触することで、固定接点５ａと６ａが電気的に接続され、
スイッチがオン状態となる。
【００４６】
　また、操作部材９がハウジング２の収納部３内に向かって押し込まれて最大位置まで、
つまり、スイッチがオン状態まで摺動された時に、該押圧部９ａの後面が取付脚１０ｂ,
１０ｂの前面の一部または全部を覆って該取付脚１０ｂ,１０ｂに当接または極めて接近
し、該取付脚１０ｂ,１０ｂが前方外側に変形して係止片１０ｃが係合凸部１２から外れ
るのを前側からブロックして防ぐ。
【００４７】
　次に、このオン状態、つまり最大位置から、押圧部９ｂへの押圧が解除されると、可動
接点１３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９ｂの当接部９ｄは、先ほどとは逆に傾斜部１０ｄに
沿って図示左方向（押圧部９ａの押圧方向とは逆方向）に付勢されて押圧部９ａが外方へ
突出して初期の状態に復帰するものとなる。
【００４８】
　そして、使用電子機器のプリント基板２０に装着されたプッシュスイッチ１を操作する
人の指が、押圧部９ａの前端を押す際に、操作する人の身体に帯びている静電気が指から
操作部材９に流れると、その静電気はカバー１０及び第２接点部材７を通ってプリント基
板２０のアース回路に流される。
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【００４９】
　上記した本発明の実施例によれば、操作部材９が最大位置まで押し込まれると、該操作
部材６の押圧部９ａ後面がカバー１０の取付脚１０ｂ前面を覆って該取付脚１０ｂと当接
、あるいは当接可能な状態になり、該取付脚１０ｂが前方外側に変形して係止片１０ｃが
係合凸部１２から外れるのを前側からブロックして防ぐので、カバー１０の板厚、大きさ
、あるいは、取付脚１０ｂの幅を広げなくてもカバー１０の部品強度が実効的に増加する
ことになる。これにより、製品の薄型化及び小型化を図ることが可能になる。
【００５０】
　なお、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。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施例に係るプッシャスイッチの斜視図。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図３】本発明のプッシュスイッチの正面図。
【図４】本発明のプッシュスイッチの平面図。
【図５】本発明のプッシュスイッチの側面面図。
【図６】本発明のプッシュスイッチの底面図。
【図７】本発明のプッシュスイッチの要部分解斜視図。
【図８】本発明のプッシュスイッチのハウジングを示す斜視図。
【図９】本発明のプッシュスイッチの接点部材の配置状態及びカバーの取り付け状態を簡
略化して示す説明図。
【図１０】従来のプッシュスイッチを背面側より見て示す斜視図。
【図１１】図１０のＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図１２】従来のプッシュスイッチを示す正面図。
【図１３】従来のプッシュスイッチを示す底面図。
【図１４】従来のプッシュスイッチを示す側面図。
【符号の説明】
【００５２】
１　　　　　プッシュスイッチ
２　　　　　ハウジング
２ａ　　　　下面
２ｂ　　　　左右の側面
２ｃ　　　　後側面
２ｄ　　　　上面
２ｅ　　　　前側面
３　　　　　収納部
４　　　　　内底部
５　　　　　第１接点部材(切り換え用接点部材)
５ａ　　　　固定接点
５ｂ　　　　導出端子
６　　　　　第１接点部材(切り換え用接点部材)
６ａ　　　　固定接点
６ｂ　　　　導出端子
７　　　　　第２接点部材(アース用接点部材)
７ａ　　　　外側固定端子
７ｂ　　　　導出端子
８　　　　　開口部
９　　　　　操作部材
９ａ　　　　押圧部
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９ｂ　　　　作動部
９ｃ　　　　スライド部
９ｄ　　　　当接部
１０　　　　カバー
１０ａ　　　上面板
１０ｂ　　　取付脚
１０ｃ　　　係止片
１０ｄ　　　傾斜部
１２　　　　係合凸部
１３　　　　可動接点
１４　　　　保護シート
１５　　　　開口部
２０　　　　プリント基板

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】
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