
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体内部に設けた固定接点に対し、可動接点部材が揺動して接触または離間する構
成を備えたスイッチ装置において、
　所定のＺ方向へ押込みおよび復元移動自在なように前記装置本体に装着された操作体と
、
　この操作体と一体的にＺ方向へ移動するとともに、該Ｚ方向とほぼ直行するＸ方向へ移
動自在なように配設されたスライド駆動体と、
　このスライド駆動体に形成した係合凸部と、
　前記スライド駆動体における係合凸部のＸ方向両側方部位に形成した第１，第２の押圧
凸部と、
　前記装置本体の内部に所定の支点を中心として揺動自在に設けられ、該支点を中心とす
る揺動動作に伴い前記可動接点部材を揺動させる転換子と、
　この転換子に形成され、前記スライド駆動体の第１の押圧凸部が当接可能であり、前記
スライド駆動体の押込み移動に伴い前記転換子を一方向に揺動させる第１の押圧受部と、
　前記転換子に形成され、前記スライド駆動体の第２の押圧凸部が当接可能であり、前記
スライド駆動体の押込み移動に伴い前記転換子を他方向に揺動させる第２の押圧受部と、
　
　 同転換子が前記他方向の揺動位置にあるとき、前記ス
ライド駆動体の押込み移動に伴い前記係合凸部が摺接して前記スライド駆動体を所定のＸ
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前記転換子に形成された山形の突条と、
この突条の一方の斜面であって、



方向に移動させ、この移動に伴い前記第１の押圧凸部を前記第１の押圧受部に当接させる
とともに前記第２の押圧凸部を前記第２の押圧受部から離間させる第１スライド案内面と
、
　 同転換子が前記一方向の揺動位置にあるとき、前記ス
ライド駆動体の押込み移動に伴い前記係合凸部が摺接して前記スライド駆動体を所定のＸ
方向に移動させ、この移動に伴い前記第２の押圧凸部を前記第２の押圧受部に当接させる
とともに前記第１の押圧凸部を前記第１の押圧受部から離間させる第２スライド案内面と
、
　前記装置本体内に設けられ、前記操作体を復元移動方向に常時付勢するとともに、前記
スライド駆動体をＸ方向の両側からほぼ均等に付勢する 付勢部材とを備え、
　

　

　
ことを特徴とする接点開閉

機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、装置本体内部に設けた固定接点に対し、可動接点部材が揺動して接触または
離間する構成を備えた押しボタン式スイッチ装置やピアノハンドル式スイッチ装置などに
好適な接点開閉機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
屋内配線装置として室内照明の入／切などに用いられる押しボタン式スイッチ装置やピア
ノハンドル式スイッチ装置は、装置本体の内部に、支点を中心として揺動自在な可動接点
部材が設けてあり、この可動接点部材が固定接点に接触または離間することによって、各
接点間に接続された屋内配線回路を入／切できる構成となっている。
【０００３】
従来、この種のスイッチ装置として、特開平６－１１１６８６号公報に開示されたピアノ
ハンドル式スイッチがある。
同スイッチの接点開閉機構は、次のように構成されている（図６参照）。
すなわち、スライドカム３３の両側にそれぞれ復帰用のばね片３３ａ，３３ａが設けてあ
り、このばね片３３ａ，３３ａにより、スライドカム３３を中立位置に復帰できるように
してある。各ばね片３３ａ，３３ａ間に配置したスライドカム３３の下面中央部には、一
対の掛合カム体３８が突設してある。
【０００４】
スライドカム３３は、押釦ハンドル３２の下面部に形成されたスライドカム摺動溝内に摺
動自在に嵌め込まれている。また、ばね片３３ａ，３３ａもスライドカム３３と一体とな
ってスライドカム摺動溝内に嵌め込まれている。
【０００５】
反転回動する反転ハンドル３１の上部には、スライドカム３３に設けた一対の掛合カム体
３８に対応する一対の掛合突起３４が設けてある。そして、押釦ハンドル３２の押し下げ
時に、一方の掛合突起３４に、該掛合突起３４に対応する方の掛合カム体３８の内面が当
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前記突条の他方の斜面であって、

単一の
前記付勢部材は、

　板状の基板と、
　前記スライド駆動体が貫通するとともに、当該スライド駆動体のＸ方向の移動を許容す
る大きさに、前記基板の中央部に形成された切欠き部と、
　前記基板から延出し、前記操作体を復元移動方向に常時付勢する操作体付勢ばね部と、
　前記基板から延出し、前記スライド駆動体をＸ方向の両側からほぼ均等に付勢するスラ
イド駆動体付勢ばね部とを含み、

前記操作体の内底部には、前記スライド駆動体をＸ方向に摺動案内する摺動案内部が形
成してあり、

前記スライド駆動体は、前記付勢部材の切欠き部を貫通して配置されるとともに、前記
操作体の摺動案内部に案内されてＸ方向に摺動する構成である



たり、ばね片３３ａ，３３ａに抗して掛合カム体３８が摺動するとともに、該掛合カム体
３８により掛合突起３４が押し下げれらて反転ハンドル３１を反転回動させる。
【０００６】
図中３７は、押釦ハンドル３２の復帰ばねであり、押釦ハンドル３２に対する押込み力が
解除されると、この復帰ばね３７の付勢力により押釦ハンドル３２は復元する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した構成の接点開閉機構は、スライドカム３３の復帰用ばね片３３ａ，３３ａと、押
釦ハンドル３２の復帰ばね３７とが別部材として構成され、ばね片３３ａ，３３ａはスラ
イドカム３３に組付けられて、スライドカム摺動溝内に嵌め込まれる。一方、押釦ハンド
ル３２の復帰ばね３７は、装置本体の別位置に組み込まれている。
【０００８】
したがって、ばね片３３ａ，３３ａと復帰ばね３７という二種類のばね部材を必要とする
ため部品点数が多くなり製品コストが高価格となる問題があった。しかも、それらばね片
３３ａ，３３ａと復帰ばね３７とを、それぞれ別個に組付けまたは組み込む必要があるた
め、組立て作業が煩雑であった。
【０００９】
この発明は、このような問題を解決するためになされたもので、部品点数が少なく、組立
て作業の容易なスイッチ装置の接点開閉機構を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、この発明は装置本体内部に設けた固定接点に対し、可動接点
部材が揺動して接触または離間する構成を備えたスイッチ装置において、次の構成を備え
た接点開閉機構としたことを特徴とする。
【００１１】
（イ）所定のＺ方向へ押込みおよび復元移動自在なように装置本体に装着された操作体
（ロ）上記操作体と一体的にＺ方向へ移動するとともに、該Ｚ方向とほぼ直行するＸ方向
へ移動自在なように配設されたスライド駆動体
（ハ）スライド駆動体に形成した係合凸部
（ニ）スライド駆動体における係合凸部のＸ方向両側方部位に形成した第１，第２の押圧
凸部
（ホ）装置本体の内部に所定の支点を中心として揺動自在に設けられ、該支点を中心とす
る揺動動作に伴い可動接点部材を揺動させる転換子
（ヘ）転換子に形成され、スライド駆動体の第１の押圧凸部が当接可能であり、スライド
駆動体の押込み移動に伴い転換子を一方向に揺動させる第１の押圧受部
（ト）転換子に形成され、スライド駆動体の第２の押圧凸部が当接可能であり、スライド
駆動体の押込み移動に伴い転換子を他方向に揺動させる第２の押圧受部
（チ）転換子に形成され、同転換子が他方向の揺動位置にあるとき、スライド駆動体の押
込み移動に伴い係合凸部が摺接してスライド駆動体を所定のＸ方向に移動させ、この移動
に伴い第１の押圧凸部を第１の押圧受部に当接させるとともに第２の押圧凸部を前記第２
の押圧受部から離間させる第１スライド案内面
（リ）転換子に形成され、同転換子が一方向の揺動位置にあるとき、スライド駆動体の押
込み移動に伴い係合凸部が摺接してスライド駆動体を所定のＸ方向に移動させ、この移動
に伴い第２の押圧凸部を第２の押圧受部に当接させるとともに第１の押圧凸部を第１の押
圧受部から離間させる第２スライド案内面
（ヌ）装置本体内に設けられ、操作体を復元移動方向に常時付勢するとともに、スライド
駆動体をＸ方向の両側からほぼ均等に付勢する付勢部材
【００１２】
以上の構成を備えた本発明は、操作体の付勢とスライド駆動体の付勢とを、単一の付勢部
材により行なう構成となっているので、既述した特開平６－１１１６８６号公報に開示さ
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れた接点開閉機構に比べ、部品点数が少なくなり、製品コストの低価格化と組立て作業の
容易化を図ることができる。
【００１３】
操作体が押圧操作により押し込まれると、スライド駆動体も一体的に押込み方向へ移動す
る。このとき、スライド駆動体に形成した第１の押圧凸部が転換子の第１の押圧受部に当
接すると、スライド駆動体からの押圧力によって第１の押圧受部が押し込まれて転換子が
一方向へ揺動する。この揺動動作に伴い可動接点部材が揺動し、固定接点との間の接離状
態が切り替えられる。
【００１４】
また、この揺動動作と並行して、スライド駆動体に形成した係合凸部が転換子の第１スラ
イド案内面に摺接し、同面に沿ってスライド駆動体が中立点からＸ方向一方側に移動する
。その結果、スライド駆動体の第２の押圧凸部が、転換子の第２の押圧受部に当接しない
位置に移動し、それら各部の当接が回避される。
【００１５】
操作体の押圧操作を終了すると、付勢部材からの付勢力により操作体が復元移動するとと
もに、スライド駆動体も付勢部材からの付勢力によってＸ方向他方側に移動して中立点位
置に戻る。
【００１６】
次に、操作体が押圧操作により押し込まれると、スライド駆動体が一体的に押込み方向へ
移動し、スライド駆動体に形成した第２の押圧凸部が転換子の第２の押圧受部に当接する
。これにより、第２の押圧受部が押し込まれて転換子が他方向へ揺動する。この揺動動作
に伴い可動接点部材が揺動し、固定接点との間の接離状態が切り替えられる。
【００１７】
また、この揺動動作と並行して、スライド駆動体に形成した係合凸部が転換子の第２スラ
イド案内面に摺接し、同面に沿ってスライド駆動体が中立点からＸ方向他方側に移動する
。その結果、スライド駆動体の第１の押圧凸部が、転換子の第１の押圧受部に当接しない
位置に移動し、それら各部の当接が回避される。
【００１８】
上記付勢部材は、板状の基板と、この基板の中央部に形成され、スライド駆動体がＸ方向
に移動自在な状態で貫通できる切欠き部と、基板から延出し、操作体を復元移動方向に常
時付勢する操作体付勢ばね部と、同じく基板から延出し、スライド駆動体をＸ方向の両側
からほぼ均等に付勢するスライド駆動体付勢ばね部とを備えた構成とすることができる。
【００１９】
付勢部材をこのように構成すれば、基板、操作体付勢ばね部、スライド駆動体付勢ばね部
をプレス加工等により一体成形することができ、加工工数を減少させることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
図１はこの発明の実施形態に係る接点開閉機構が組み込まれた押しボタン式スイッチ装置
の分解斜視図、図２は同スイッチ装置の外観斜視図である。また、図３は同スイッチ装置
の正面断面図、図４は同スイッチの側面断面図である。
図１および図３に示すように、押しボタン式スイッチ装置の装置本体１００は、器体１０
１および蓋体１０２からなり、器体１０１の内部には、端子部材１０３、解除ボタン１０
４、固定接点部材１０５、可動接点支持端子１０６、同支持端子１０６に揺動自在に支持
される可動接点部材１０７が組み込まれている。
【００２１】
端子部材１０３は、いわゆる螺子無し端子構造を構成しており、器体１０１の底部に形成
した電線挿入孔１０１ａに差し込まれた屋内配線を挾持して、固定接点部材１０５または
可動接点支持端子１０６と電気的に導通させる。解除ボタン１０４は、端子部材１０３に
よる屋内配線の挾持状態を解除するためのもので、器体１０１に形成した解除孔１０１ｂ

10

20

30

40

50

(4) JP 4023884 B2 2007.12.19



にドライバ等の工具を差し込み、この解除ボタン１０４を操作できるようになっている。
【００２２】
固定接点部材１０５は金属板を屈曲形成してなり、一部に固定接点１０５ａが設けられて
いる。可動接点支持端子１０６および可動接点部材１０７も金属製であり、可動接点部材
１０７の先端部には可動接点１０７ａが設けられている。可動接点部材１０７の基端部は
、可動接点支持端子１０６に形成した可動接点支持ばね部１０６ａに、揺動自在に支持さ
れている。この可動接点部材１０７の揺動に伴い、可動接点１０７ａが固定接点１０５ａ
に接触または離間する。
【００２３】
可動接点部材１０７を揺動させる接点開閉機構は、操作体１１０、スライド駆動体１１１
、付勢部材１１２、および転換子１１３で構成されている。操作体１１０は、蓋体１０２
の上面に形成した凹部に装着され、図３の上下方向（本明細書では、同方向をＺ方向とす
る）に一定長さの範囲で押込みおよび復元移動自在となっている。操作体１１０の側壁に
は爪片１１０ａが形成してあり、この爪片１１０ａが蓋体１０２の内壁に形成した段部１
０２ａに係合して操作体１１０の抜けが防止されている。
【００２４】
操作体１１０の内底部には、スライド駆動体１１１の摺動案内部が形成してあり、同案内
部に沿ってスライド駆動体１１１が図３の左右方向（本明細書では、同方向をＸ方向とす
る）に移動自在となっている。この操作体１１０の上部に押しボタン１１４が着脱自在に
取り付けられる。
【００２５】
付勢部材１１２は、図１に示すように、基板１１２ａと一体に操作体付勢ばね部１１２ｂ
およびスライド駆動体付勢ばね部１１２ｃを形成した構成となっている。この付勢部材１
１２は、蓋体１０２の上面に形成した凹部１０２ｂ内に配置され、操作体付勢ばね部１１
２ｂの付勢力により、操作体１１０を図３の上方向（復元移動方向）に付勢している。ま
た、スライド駆動体付勢ばね部１１２ｃは、スライド駆動体１１１のＸ方向両側端面に係
合しており、同駆動体１１１をＸ方向の両側からほぼ均等に付勢している。この付勢力に
よりスライド駆動体１１１は中立位置に戻ることができる。また、基板１１２ａの中央部
には、スライド駆動体１１１が貫通できる切欠き部１１２ｄが形成してある。
【００２６】
スライド駆動体１１１の底面には、図３に示すように、中央部に係合凸部１１１ａが形成
してあり、さらに係合凸部１１１ａのＸ方向両側方部位に第１，第２の押圧凸部１１１ｂ
，１１１ｃが形成してある。これら各凸部１１１ｂ，１１１ｃは、付勢部材１１２の基板
中央部に形成した切欠き部１１２ｄから下方に突き出している。蓋体１０２の凹部１０２
ｂ内に位置する底部中央部にも切欠き部１０２ｃが形成してあり、各凸部１１１ｂ，１１
１ｃは、この切欠き部１０２ｃを通して下方に移動することができる。これら付勢部材１
１２の切欠き部１１２ｄ、および蓋体１０２の切欠き部１０２ｃは、それぞれスライド駆
動体１１１のＸ方向の移動を許容する大きさに形成してある。
【００２７】
転換子１１３は、上部中央部に山形の突条１１３Ａが形成してあり、この突条１１３Ａの
斜面は第１，第２スライド案内面１１３ａ，１１３ｂとなっている。また、突条１１３Ａ
の両端には支点部１１３ｃ，１１３ｃが形成してあり、これらの支点部１１３ｃ，１１３
ｃが、蓋体１０２に形成した支持溝１０２ｄに揺動自在に支持されている。この状態で、
突条１１３Ａは中立位置にあるスライド駆動体１１１の係合凸部１１１ａと対向している
。さらに、突条１１３ＡのＸ方向両側方部位には、第１，第２の押圧受部１１３ｄ，１１
３ｅが形成してある。第１の押圧受部１１３ｄは、中立位置にあるスライド駆動体１１１
に形成した第１の押圧凸部１１１ｂと対向している。また、第２の押圧受部１１３ｅは、
中立位置にあるスライド駆動体１１１に形成した第２の押圧凸部１１１ｃと対向している
。
【００２８】
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転換子１１３の下端部には、可動接点部材１０７への係止部１１３ｆが形成してあり、こ
の係止部１１３ｆが可動接点部材１０７の両側上端縁に係止されている。これにより転換
子１１３と可動接点部材１０７はリンク機構を形成し、転換子１１３の揺動に連動して可
動接点部材１０７も揺動する。器体１０１の内底部には、図３に示すようにコイルばね１
１５が配置してあり、このコイルばね１１５によって可動接点部材１０７および転換子１
１３が蓋体１０２の支持溝１０２ｄ側に付勢されている。この付勢力により、転換子１１
３と可動接点部材１０７で形成してリンク機構は、トグル機構を構成する。
【００２９】
次に、図３および図５を参照して動作を説明する。図５はスライド駆動体１１１と転換子
１１３の動作説明図である。
押しボタン１１４と共に操作体１１０が押し込まれると、図５（ａ）に示すように、スラ
イド駆動体１１１も一体的に押込み方向（図５の矢印  I方向）へ移動する。このとき、ス
ライド駆動体１１１に形成した第１の押圧凸部１１１ｂが転換子１１３の第１の押圧受部
１１３ｄに当接すると、図５（ｂ）に示すように、スライド駆動体１１１からの押圧力に
よって第１の押圧受部１１３ｄが押し込まれ、転換子１１３が一方向（図５の矢印 II方向
）へ揺動する。そして、転換子１１３、可動接点部材１０７、およびコイルばね１１５で
構成されるトグル機構の死点を越えると、コイルばね１１５の付勢力をもって、転換子１
１３は同方向（図５の矢印 II方向）へ揺動しようとする。
【００３０】
また、この揺動動作と並行して、スライド駆動体１１１に形成した係合凸部１１１ａが転
換子１１３の第１スライド案内面１１３ａに摺接し、同面１１３ａに沿ってスライド駆動
体１１１が中立点からＸ方向一方側（図５の矢印  III方向）に移動する。その結果、スラ
イド駆動体１１１の第２の押圧凸部１１１ｃが、転換子１１３の第２の押圧受部１１３ｅ
に当接しない位置に移動し、それら各部１１１ｃ，１１３ｅの当接が回避される。
【００３１】
操作体１１０への押圧力を解除すると、図５（ｃ）に示すように、付勢部材１１２からの
付勢力により操作体１１０が図５の矢印 IV方向へ復元移動するとともに、スライド駆動体
１１１も付勢部材１１２からの付勢力によってＸ方向他方側（図５の矢印  V方向）に移動
して中立点位置に戻る。転換子１１３は、コイルばね１１５の付勢力をもって図５の矢印
II方向へ揺動する。この揺動動作に伴い可動接点１０７ａと固定接点１０５ａとの間の接
離状態が切り替えられる。
【００３２】
次に、操作体１１０が押圧操作により押し込まれると、スライド駆動体１１１が一体的に
押込み方向へ移動し、スライド駆動体１１１に形成した第２の押圧凸部１１１ｃが転換子
１１３の第２の押圧受部１１３ｅに当接する。これにより、第２の押圧受部１１３ｅが押
し込まれて転換子１１３が図５の矢印 IIと逆の方向へ揺動する。
【００３３】
また、この揺動動作と並行して、スライド駆動体１１１に形成した係合凸部１１１ａが転
換子１１３の第２スライド案内面１１３ｂに摺接し、同面１１３ｂに沿ってスライド駆動
体１１１が中立点から図５の矢印  V方向に移動する。その結果、スライド駆動体１１１の
第１の押圧凸部１１１ｂが、転換子１１３の第１の押圧受部１１３ｄに当接しない位置に
移動し、それら各部１１１ｂ，１１３ｄの当接が回避される。
【００３４】
操作体１１０への押圧力を解除すると、付勢部材１１２からの付勢力により操作体１１０
が図５の矢印 IV方向へ復元移動するとともに、スライド駆動体１１１も付勢部材１１２か
らの付勢力によって図５の矢印  III方向に移動して中立点位置に戻る。転換子１１３は、
コイルばね１１５の付勢力をもって図５の矢印 IIと逆の方向へ揺動する。この揺動動作に
伴い可動接点１０７ａと固定接点１０５ａとの間の接離状態が切り替えられる。
【００３５】
なお、この発明は上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、ピアノハンドル
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式スイッチ装置にも適用することができる。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明の接点開閉機構によれば、操作体の付勢とスライド駆動体
の付勢とを、単一の付勢部材により行なう構成となっているので、部品点数が少なく、組
立て作業が容易となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態に係る接点開閉機構が組み込まれた押しボタン式スイッチ装
置の分解斜視図である。
【図２】同スイッチ装置の外観斜視図である。
【図３】同スイッチ装置の正面断面図である。
【図４】同スイッチの側面断面図である。
【図５】スライド駆動体と転換子の動作説明図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【符号の説明】
１００：装置本体　　　　　１０１：器体
１０２：蓋体　　　　　　１０２ａ：段部
１０２ｂ：凹部　　　　　　１０２ｃ：切欠き部
１０２ｄ：支持溝
１０３：端子部材　　　　　１０４：解除ボタン
１０５：固定接点部材　　１０５ａ：固定接点
１０６：可動接点支持端子　１０７：可動接点部材
１０７ａ：可動接点　　　　　１１０：操作体
１１１：スライド駆動体　１１１ａ：係合凸部
１１１ｂ：第１の押圧凸部　１１１ｃ：第２の押圧凸部
１１２：付勢部材　　　　１１２ａ：基板
１１２ｂ：操作体付勢ばね部
１１２ｃ：スライド駆動体付勢ばね部
１１２ｄ：切欠き部
１１３：転換子　　　　　１１３Ａ：突条
１１３ａ：第１スライド案内面
１１３ｂ：第２スライド案内面
１１３ｃ：支点部
１１３ｄ：第１の押圧受部　１１３ｅ：第２の押圧受部
１１３ｆ：係止部　　　　　　１１４：押しボタン
１１５：コイルばね
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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