
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面に接着剤を塗布した絶縁フィルム製のシートと、上記シートの接着面にそれぞれの
上面凸部が覆われそれぞれの中央位置を含んで貼付された弾性金属薄板製のドーム状の可
動接点と、上記シートの接着面に貼付され上記可動接点の下面を塞ぐセパレータからなり
、上記シートの下面の接着剤が上記可動接点の外周下端部周辺には塗布されていないシー
ト露出部を設けると共に、上記可動接点の中央頂点部上の上記シートの上面位置に押ボタ
ンで押圧される面をもつ、上に突出する押圧用突部が上記シート上に一体化されて設けら
れたパネルスイッチ用可動接点体。
【請求項２】
　絶縁フィルム製のシートの上面に導電性被膜を形成した請求項１記載のパネルスイッチ
用可動接点体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、各種電子機器の操作パネル等に使用されるパネルスイッチ用可動接点 関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のパネルスイッチ用可動接点体及びそれを用いたパネルスイッチについて、図８及
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び図９を用いて説明する。
【０００３】
　図８（ａ）は従来のパネルスイッチ用可動接点体の分解斜視図、図８（ｂ）は同断面図
であり、同図において、１は弾性金属薄板製のドーム状可動接点、２は下面に塗布した接
着剤２Ａにセパレータ３が貼付され複数の孔２Ｂを設けた絶縁フィルム製のスペーサであ
り、このスペーサ２の孔２Ｂに挿入された可動接点１が、接着剤４Ａを下面に塗布した絶
縁フィルム製のシート４に上面凸部を覆われて、スペーサ２の上面に固着されている。
【０００４】
　また、５は可動接点１の保管や輸送時の空気中のガスによる腐食や異物の付着を防止す
るための絶縁フィルム製の保護シートで、上面に塗布した接着剤５Ａによってセパレータ
３を介してスペーサ２の下面に貼付され、可動接点１の下面を塞いで、パネルスイッチ用
可動接点体１０が構成されている。
【０００５】
　図９（ａ）は従来のパネルスイッチ用可動接点体を用いたパネルスイッチの分解斜視図
、図９（ｂ）は同断面図であり、同図において、６は上面に中央固定接点６Ａと外側固定
接点６Ｂを設けた配線基板で、保護シート５とセパレータ３を剥がしたパネルスイッチ用
可動接点体１０Ａが、可動接点１の外周下端が外側固定接点６Ｂ上に載り中央頂点部が中
央固定接点６Ａと対向するように、スペーサ２下面の接着剤２Ａによって配線基板６に貼
付され、パネルスイッチ１１が構成されている。
【０００６】
　上記構成において、パネルスイッチ１１上方に配置された可撓性のゴムまたは樹脂製の
押ボタン７の操作部７Ａを押圧すると、操作部７Ａの下面の押圧部７Ｂがシート４を介し
て可動接点１を押圧し、可動接点１が反転動作を行って中央部が中央固定接点６Ａに接す
ることによって、配線基板６の中央固定接点６Ａと外側固定接点６Ｂの電気的接続が行わ
れ、また押ボタン７への押圧力を除去すると、可動接点１の弾性復帰力により可動接点１
の中央部が中央固定接点６Ａから離れて図９（ｂ）のＯＦＦ状態に復帰するように構成さ
れたものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら上記従来のパネルスイッチ用可動接点 おいては、可動接点１やシート
４の他、スペーサ２、保護シート５と構成部品点数が多く、また各々の部品の貼付作業が
多いためスイッチ組立て工数も煩雑になり、コスト高で

パネルスイ
ッチを介して各種電子機器に入り込む静電気に対して 、電子機器側で対策が必要で

【０００８】
　本発明はこのような従来の課題を解決するものであり、構成部品点数が少なく、スイッ
チ組立て作業性に優れ、かつ静電気対策を施した安価なパネルスイッチ用可動接点体を提
供することを目的とするものである。なお、その構成としてはスペーサを除いた部品点数
を削減させた構成で、可動接点内面への粘着剤の影響がなくせて従来と同じ接触安定性の
ものとし ものの提供を意図したもの
である。
【０００９】
【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パネルスイッチ用可動接点体は、下面に接着剤を塗
布した絶縁フィルム製のシートに弾性金属薄板製のドーム状可動接点の
それぞれの上面凸部を貼付し、シート接着面に貼付したセパレータによって可動接点の下
面を塞いだものとし、しかも上記シートの下面の接着剤が上記可動接点の外周下端部周辺
には塗布されていないシート露出部を設ける
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体に

あった。ここで、より安価な構成
としてスペーサ２を除いた構成とすることも考えられたが、可動接点内面への粘着剤の影
響がなくせて従来と同じ接触安定性のものとすることが重要であった。なお、

も 、よ
り安価に構成できるものを要望されるようになっていた。

、可動接点の確実な反転動作を行わせることができる

中央位置を含んで

と共に、上記可動接点の中央頂点部上の上記



構成としたものである。
【００１０】
　これにより、スペーサを除いた部品点数を削減させた構成つまり構成部品点数が少なく
されているものであって、しかも可動接点内面への粘着剤の影響がなくせて従来と同じ接
触安定性が維持され

スイッチ組立て作業性等に優れた安価なパネルス
イッチ用可動接点体が得られる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、下面に接着剤を塗布した絶縁フィルム製のシートと
、上記シートの接着面にそれぞれの上面凸部が覆われ 貼付さ
れた弾性金属薄板製のドーム状の可動接点と、上記シートの接着面に貼付され上記可動接
点の下面を塞ぐセパレータからなり、上記シートの下面の接着剤が上記可動接点の外周下
端部周辺には塗布されていないシート露出部を設け

パネルスイッチ用可動接点体としたもので、スペ
ーサを除いた部品点数を削減させた構成つまり構成部品点数が少なくされているものであ
って、しかも可動接点内面へのシートの粘着剤の侵入防止を確実なものとして従来と同じ
接触安定性が維持され

スイッチ組立て作業性等に優れた安価なパネル
スイッチ用可動接点体が得られるという作用を有する。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、絶縁フィルム製のシートの上
面に導電性被膜を形成した構成のものであり、外部からパネルスイッチを通って電子機器
内に入り込もうとする静電気を、上記導電性被膜を介してアースに流すことができるため
、電子機器側での静電気対策が不要になるという作用を有する。
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図７を用いて説明する。
【００１６】
　なお、従来の技術の項で説明した構成と同一構成の部分には同一番号を付し、その詳細
な説明を省略する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　図１（ａ）は本発明の第一の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の分解斜視
図、図１（ｂ）は同断面図であり、同図において、１は弾性金属薄板製のドーム状可動接
点、１２は下面に接着剤１２Ａを塗布した絶縁フィルム製のシートであり、接着剤１２Ａ
によって可動接点１がシート１２に上面凸部を覆われて固着されており、また、１３は可
動接点１の保管や輸送時の空気中のガスによる腐食や異物の付着を防止するための紙また
は絶縁フィルム製のセパレータで、接着剤１２Ａによってシート１２の下面に貼付されて
可動接点１の下面を塞ぎ、パネルスイッチ用可動接点体２０が構成されている。
【００１８】
　図２（ａ）は本実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体を用いたパネルスイッチ
の分解斜視図、図２（ｂ）は同断面図であり、同図において、６は上面に中央固定接点６
Ａと外側固定接点６Ｂを設けた配線基板で、セパレータ１３を剥がしたパネルスイッチ用
可動接点体２０Ａが、可動接点１の外周下端が外側固定接点６Ｂ上に載り中央頂点部が中
央固定接点６Ａと対向するようにシート１２の下面の接着剤１２Ａによって配線基板６に
貼付され、パネルスイッチ２１が構成されている。
【００１９】
　上記構成において、パネルスイッチ上方に配置された可撓性のゴムまたは樹脂製の押ボ
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シートの上面位置に押ボタンで押圧される面をもつ、上に突出する押圧用突部が上記シー
ト上に一体化されて設けられた

、かつ可動接点と押ボタンに中心ずれが生じた場合でも、可動接点の
確実な反転動作を行わせることができる

それぞれの中央位置を含んで

ると共に、上記可動接点の中央頂点部
上の上記シートの上面位置に押ボタンで押圧される面をもつ、上に突出する押圧用突部が
上記シート上に一体化されて設けられた

、かつ可動接点と押ボタンに中心ずれが生じた場合でも、可動接点
の確実な反転動作を行わせることができる



タン７の操作部７Ａを押圧すると、シート１２を介して操作部７Ａの下面の押圧部７Ｂに
押圧された可動接点１が反転動作を行い、中央部が中央固定接点６Ａに接することによっ
て、配線基板６の中央固定接点６Ａと外側固定接点６Ｂの電気的接続が行われ、また押ボ
タン７への押圧力を除去すると、可動接点１の弾性復帰力により可動接点１の中央部が中
央固定接点６Ａから離れて図２（ｂ）のＯＦＦ状態に復帰することは従来の技術と同様で
ある。
【００２０】
　このように本実施の形態によれば、可動接点１とシート１２及びセパレータ１３のわず
か３点の部品でパネルスイッチ用可動接点体が構成されているために構成部品点数が少な
く、各々の部品の貼付作業も少ないスイッチ組立て作業性に優れた安価なパネルスイッチ
用可動接点体が得られ、またこのパネルスイッチ用可動接点体２０を用いてパネルスイッ
チ２１を構成することにより、安価なパネルスイッチが得られるとともに、配線基板６へ
のパネルスイッチ用可動接点体２０の貼付作業も容易に行うことができる。
【００２１】
　（実施の形態２）
　図３（ａ）は本発明の第二の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図、
図３（ｂ）は同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図であり、本実施の形態のパネ
ルスイッチ用可動接点体３０は、上述した第一の実施の形態のパネルスイッチ用可動接点
体２０のシート１２の上面に、銀系もしくはカーボン系のペーストにより導電性被膜３１
を印刷形成しているものである。
【００２２】
　そして、上記構成のパネルスイッチ用可動接点体３０を用いて製作したパネルスイッチ
３２（図３（ｂ）の断面図参照）は、上記可動接点体３０のシート１２の上面全体に形成
した導電性被膜３１を介して、押ボタン７の操作部７Ａを押圧する際等に発生する静電気
を完全にアースに逃がすことができるようになるため、本パネルスイッチ３２を搭載する
電気機器側においては、パネルスイッチ３２を取り付ける箇所に静電気対策を施さなくて
も良く、これにより従来必要であった静電気対策用の部品およびその取付けスペースを無
くすことができるので、容易に小型化を図ることができると共に、静電気対策用の部品材
料費および組立工数等を大きく低減でき、導電性被膜３１付のパネルスイッチ３２が多少
コスト高となってもそのコストアップ分は十分に吸収でき、総合的に判断すると完全に静
電気対策を施した小型な電子機器を安価に製造できるようになるものである。
【００２３】
　（実施の形態３）
　図４（ａ）は本発明の第三の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図、
図４（ｂ）は同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図であり、同図において、シー
ト１２に上面凸部を覆われた可動接点１の外周下端部と、シート１２の接着剤１２Ａとの
間を浮かせ、空隙１４を設けてシート１２に可動接点１が貼付されている。
【００２４】
　このように、可動接点１の外周下端部とシート１２の接着面に空隙１４を設けることで
、シート１２の接着剤１２Ａが可動接点１の外周下端部から内面へ侵入し、可動接点１と
中央固定接点６Ａや外側固定接点６Ｂとの接触を妨げることを防止するとともに、可動接
点１の上面凸部全面がシート１２に貼付された場合に比べ、シート１２によって可動接点
１の反転動作が阻害されることなく良好な動作感触を得ることができる。
【００２５】
　また、図５（ａ）のパネルスイッチ用可動接点体の分解斜視図、図５（ｂ）の同可動接
点体を用いたパネルスイッチの断面図のように、シート１２の可動接点１の外周下端部周
辺に、接着剤１２Ａが塗布されていないシート露出部１２Ｂを設けることにより、可動接
点１の外周下端部から内面への接着剤１２Ａの侵入防止をより確実なものとすることがで
きる。
【００２６】
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　（実施の形態４）
　図６（ａ）は本発明の第四の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図、
図６（ｂ）は同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図であり、同図において、可動
接点１の中央頂点部には小孔１Ａが設けられ、この小孔１Ａの周囲のシート１２下面には
接着剤１２Ａが塗布されていないシート露出部１２Ｃが設けられている。
【００２７】
　上記構成において、パネルスイッチ上方に配置された押ボタン（図示せず）の操作部を
押圧すると、シート１２を介して操作部下面の押圧部に押圧された可動接点１が反転動作
を行って、中央部が中央固定接点６Ａに接することは従来の技術と同様であるが、中央固
定接点６Ａとの接触は可動接点１の中央頂点部の小孔１Ａの外周端面によって行われるた
め、中央固定接点６Ａとの接触がより確実なものとなる。
【００２８】
　また、可動接点１の小孔１Ａ周囲のシート１２の下面に接着剤１２Ａが塗布されていな
いシート露出部１２Ｃを設けることによって、小孔１Ａからの可動接点１の内面への接着
剤１２Ａの侵入を防止することができる。
【００２９】
　（実施の形態５）
　図７（ａ）は本発明の第五の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図、
図７（ｂ）は同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図であり、同図において、可動
接点１の中央頂点部のシート１２上面には押圧用突部１２Ｄが設けられ、押ボタン７の下
面には広い押圧面を有する押圧部７Ｃが設けられている。
【００３０】
　上記構成において、パネルスイッチ上方に配置された押ボタン７の操作部７Ａを押圧す
ると、操作部７Ａ下面の押圧部７Ｃがシート１２の押圧用突部１２Ｄを押圧し、この押圧
用突部１２Ｄが可動接点１を押圧することによって、可動接点１が反転動作を行って中央
部が中央固定接点６Ａに接し、中央固定接点６Ａと外側固定接点６Ｂの電気的接続が行わ
れる。
【００３１】
　このように、押ボタン７の押圧部７Ｃが、シート１２の上面の押圧用突部１２Ｄを介し
て可動接点１を押圧する構成となっているため、押ボタン７とパネルスイッチ２１を組立
てる際に可動接点１と押圧部７Ｃに中央ずれが生じた場合でも、可動接点１には押圧用突
部１２Ｄによって常に中央部に押圧力が働くため、可動接点１の確実な反転動作を行わせ
ることができる。
【００３２】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、スペーサを除いた部品点数を削減させた構成つまり構成
部品点数が少なくされているものであって、しかも可動接点内面へのシートの接着剤の侵
入防止を確実なものとして従来と同じ接触安定性が維持され

スイッチ
組立て作業性等に優 安価なパネルスイッチ用可動接点体を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）本発明の第一の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の分解斜
視図
　（ｂ）同断面図
【図２】　（ａ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの分解斜視図
　（ｂ）同断面図
【図３】　（ａ）本発明の第二の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図
　（ｂ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図
【図４】　（ａ）本発明の第三の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図
　（ｂ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図
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、かつ可動接点と押ボタンに
中心ずれが生じた場合でも、可動接点の確実な反転動作を行わせることができる

れた



【図５】　（ａ）シート露出部を設けたパネルスイッチ用可動接点体の分解斜視図
　（ｂ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図
【図６】　（ａ）本発明の第四の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図
　（ｂ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図
【図７】　（ａ）本発明の第五の実施の形態によるパネルスイッチ用可動接点体の断面図
　（ｂ）同可動接点体を用いたパネルスイッチの断面図
【図８】　（ａ）従来のパネルスイッチ用可動接点体の分解斜視図
　（ｂ）同断面図
【図９】　（ａ）従来のパネルスイッチの分解斜視図
　（ｂ）同断面図
【符号の説明】
　１　可動接点
　１Ａ　小孔
　６　配線基板
　６Ａ　中央固定接点
　６Ｂ　外側固定接点
　７　押ボタン
　７Ａ　操作部
　７Ｂ，７Ｃ　押圧部
　１２　シート
　１２Ａ　接着剤
　１２Ｂ，１２Ｃ　シート露出部
　１２Ｄ　突部
　１３　セパレータ
　１４　空隙
　２０，３０　パネルスイッチ用可動接点体
　２０Ａ　セパレータを剥がしたパネルスイッチ用可動接点体
　２１，３２　パネルスイッチ
　３１　導電性被膜
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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 】
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