
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロッカスイッチ装置が：
　ロッカスイッチハウジングと；
　前記ロッカスイッチハウジングの中に固定的に取りつけられ、お互いに通常電気的接続
のない、接地接点及び少なくとも一つの電気回路接続ピンと；
　前記ロッカスイッチハウジングの中に取りつけられた少なくとも一つのスナップドーム
形接点であって、その少なくとも一つのスナップドーム形接点の外周部が通常前記接地接
点付き電気接点に配設されていて、前記少なくとも一つのスナップドーム形接点の中央隆
起部が、通常前記少なくとも一つの電気回路接続ピンに電気的接続していない少なくとも
一つのスナップドーム形接点と；
　前記ロッカスイッチハウジングに回動可能に取りつけられ、かつロッカプレート部を備
えているロッカアクチュエータと；
　少なくとも一つのアクチュエータポストであって、その少なくとも一つのアクチュエー
タポストが、前記ロッカアクチュエータの前記ロッカプレート部に一体化しており、実質
的に垂直下向きに懸垂し、前記少なくとも一つのアクチュエータポストの最下端部が通常
前記少なくとも一つのスナップドーム形接点の前記中央隆起部に接触して配設されていて
、前記少なくとも一つのスナップドーム形接点の前記中央隆起部が通常の非押し下げ状態
である場合、前記少なくとも一つのスナップドーム形接点の前記中央隆起部が前記ロッカ
アクチュエータを付勢して、通常の非押し下げ位置へ戻しており、さらに下向きの押し下
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げ力が前記ロッカアクチュエータに作用する場合、前記少なくとも一つのアクチュエータ
ポストの前記最下端部が、前記少なくとも一つのスナップドーム形接点の前記中央隆起部
を短かい作動ストロークにより前記少なくとも一つの電気回路接続ピンに押し下げて接触
させ、前記接地接点を少なくとも一つの電気回路接続ピンへ電気的に接続していて、その
短かい作動ストロークは、操作員が前記少なくとも一つの懸垂形アクチュエータポストを
介して触感的フィードバックにより検知することができる、少なくとも一つのアクチュエ
ータポストと；
　

　

　

　ロッカスイッチ装置。
【請求項２】
　前記接地接点が接地接点ピンと接地プレートとを備えているところの、請求項１に記載
のロッカスイッチ装置。
【請求項３】
　前記ロッカスイッチハウジングの中に一体に形成されたフロア部と；
　前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に一体に形成された一対の自立式支柱と
；
　一対の第一穴であってその一対の第一穴は、前記接地プレートの中に形成されていて、
前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に形成された前記一対の自立式支柱に係合
しており、前記接地プレートを前記ロッカスイッチハウジングの中に固定的に取りつける
ことにより、締ばりばめを形成する一対の第一穴と；
　を具備している、請求項２に記載のロッカスイッチ装置。
【請求項４】
　前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に一体に形成された前記一対の自立式支
柱の各々が、前記接地プレートと前記一対の自立式支柱との間で締りばめを形成して前記
接地プレートの前記穴と相互作用するための、複数のクラッシュリブを備えている、請求
項３に記載のロッカスイッチ装置。
【請求項５】
　前記フロア部が、前記接地接点ピンと前記少なくとも一つの電気回路接続ピンとを収容
するための一対の下向きに延伸している管状支柱を備えているところの、請求項３に記載
のロッカスイッチ装置。
【請求項６】
　前記接地プレートが少なくとも一つの第二穴を備えていて、その第二穴は、前記少なく
とも一つの電気回路接続ピンの上端部を環状に取り囲んでおり、かつ前記少なくとも一つ
の電気回路接続ピンの前記上端部の直径より大きい直径を有していて、前記接地プレート
が通常前記少なくとも一つの電気回路接続ピンと電気的に接続していないところの、請求
項２に記載のロッカスイッチ装置。
【請求項７】
　前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部が、複数のスカラップ形壁面部材を備え
ていて；
　前記接地プレートが、前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部の前記スカラップ
形壁面部材との係合用の、複数の対応するスカラップ形切り抜き部を備えていて、前記接
地プレートは前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に位置決めされて取りつけら
れているところの、請求項３に記載のロッカスイッチ装置。
【請求項８】
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を具備していて、
前記少なくとも一つのスナップドーム形接点が実質的にＸ字形形状であり、そして前記

少なくとも一つの実質的にＸ字形のスナップドーム形接点が：
前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部の前記スカラップ形壁面部材へ位置的に

協働するための複数のスカラップ形側部と；
前記少なくとも一つの実質的にＸ字形のスナップドーム形接点を前記接地プレートに支

えるための、前記少なくとも実質的にＸ字形のスナップドーム形接点のコーナー部に形成
された複数の脚部材と；を備えている、



　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
【請求項９】
　

【請求項１０】
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ロッカスイッチ装置が：
ロッカスイッチハウジングと；
接地接点と；
前記ロッカスイッチハウジングの中に固定的に取りつけられ、お互いに通常電気的接続

のない、第一及び第二電気回路接続ピンと；
第一及び第二スナップドーム形接点であって、その第一及び第二スナップドーム形接点

は、各々自身の外周部が通常前記接地接点付きの電気接点に配設されていて、前記第一及
び第二スナップドーム形接点各々の中央隆起部が、通常それぞれの前記第一及び第二電気
回路接続ピンの一方に電気的接続していなくて、第一及び第二電気回路接続ピンにより制
御された第一及び第二電気回路が常時“開”となっている第一及び第二スナップドーム形
接点と；

前記ロッカスイッチハウジングに回動可能に取りつけられ、かつロッカプレート部を備
えているロッカアクチュエータと；

第一及び第二アクチュエータポストであって、その第一及び第二アクチュエータポスト
が、前記ロッカアクチュエータの前記ロッカプレート部に一体化しており、実質的に垂直
下向きに懸垂し、前記第一及び第二アクチュエータポスト各々の最下端部が通常前記第一
及び第二スナップドーム形接点の前記中央隆起部に接触して配設されていて、前記第一及
び第二スナップドーム形接点両方の前記中央隆起部が通常の非押し下げ状態である場合、
前記第一及び第二スナップドーム形接点両方の前記中央隆起部が前記ロッカアクチュエー
タを通常の非押し下げ中央位置へ付勢し、第一及び第二電気回路接続ピンにより制御され
た第一及び第二電気回路両方が常時“開”となっており、さらに下向きの押し下げ力が前
記ロッカアクチュエータの前記ロッカプレートの一方の端部に作用する場合、前記第一及
び第二アクチュエータポストの前記最下端部が、前記第一及び第二スナップドーム形接点
の一方の前記中央隆起部を短かい作動ストロークにより前記第一及び第二電気回路接続ピ
ンの一方に押し下げて接触させ、前記接地接点を第一及び第二電気回路接続ピンの一方へ
電気的に接続していて、その短かい作動ストロークは、操作員が前記第一及び第二懸垂形
アクチュエータポストを介して触感的フィードバックにより検知することができ、前記第
一及び第二電気回路接続ピンにより制御された前記第一及び第二電気回路の一方を“閉”
状態に配列している第一及び第二アクチュエータポストと；を具備していて、

前記第一及び第二スナップドーム形接点各々が実質的にＸ字形形状であり、そして前記
第一及び第二の実質的にＸ字形のスナップドーム形接点が：

前記第一及び第二スナップドーム形接点を前記ロッカスイッチハウジングの中に位置決
めするように、前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部の前記スカラップ形壁面部
材へ位置的に協働するための複数のスカラップ形側部と；

前記第一及び第二の実質的にＸ字形のスナップドーム形接点を前記接地プレートに支え
るための、前記第一及び第二の実質的にＸ字形のスナップドーム形接点のコーナー部に形
成された複数の脚部材と；を備えている、

ロッカスイッチ装置。

前記接地接点が接地接点ピンと接地プレートとを備えているところの、請求項８に記載
のロッカスイッチ装置。

前記ロッカスイッチハウジングの中に形成されたフロア部と；
前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に一体に形成された一対の自立式支柱と

；
一対の第一穴であってその一対の第一穴は、前記接地プレートの中に形成されていて、

前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に形成された前記一対の自立式支柱に係合
しており、前記接地プレートを前記ロッカスイッチハウジングの中に固定的に取りつける
ことにより、締ばりばめを形成する一対の第一穴と；

を具備している、請求項９に記載のロッカスイッチ装置。



【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はロッカスイッチ、特にスナップドーム形接点を有する新しくて改善されたロッカ
スイッチに関するもので、そのスナップドーム形接点は、ロッカスイッチに短かい作動ス
トローク及び触感を提供していて、その触感は、正負両向き即ち反対方向にインクリメン
タルムーブメントを構成する用途における制御された迅速で正確なインクリメンタルムー
ブメントを必要とするスイッチの用途に関連して好ましいものである。
【０００２】
【従来の技術】
ロッカスイッチ装置又は機構は、電気産業界において公知なものである。ロッカスイッチ
の例は以下の特許に見られるものであって、 Joseph J. Spedale に２０００年５月２３日
交付された米国特許第６０６６８１５号、 Richard W. Sorenson に１９９９年１１月９日
交付された米国特許第５９８２２６９号、 Tanacan 等に１９９９年９月１４日交付された
米国特許第５９５０８１２号、 Gernhardt 等に１９９９年２月２日交付された米国特許第
５８６５３０３号、 Malecke 等に１９９７年２月４日交付された米国特許第５５９８９１
８号及び Kiyotaka Naitoに１９９６年１２月１７日交付された米国特許第５５８４３８０
号である。スナップドーム形接点装置も同様に産業界において公知なものであり、多種多
様な用途に使用されている。スナップドーム形接点装置の例は以下の特許に開示されてい
て、 Brad A. Armstrong に１９９９年１２月７日交付された米国特許第５９９９０８４号
、 Okamoto 等に１９９９年１１月１６日交付された米国特許第５９８６２２８号、 Sadamo
ri等に１９９９年７月２０日交付された米国特許第５９２４５５５号、 Domzalski 等に１
９９９年４月２７日交付された米国特許第５８９８１４７号、 Ronald C. Celanderに１９
９０年６月１２日交付された米国特許第４９３３５２２号及び Toshihiro Ishii に１９９
０年１月９日交付された米国特許第４８９２９８８号である。
【０００３】
スナップドーム形接点装置に関する前述の特許からわかるように、スナップドーム形接点
は通常パネルあるいはメンブレンタイプ用途に使用されている。同じく、ロッカスイッチ
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前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に一体に形成された前記一対の自立式支
柱の各々が、前記接地プレートと前記一対の自立式支柱との間で締りばめを形成して前記
接地プレートの前記穴と相互作用するための、複数のクラッシュリブを備えている、請求
項１０に記載のロッカスイッチ装置。

前記フロア部が、前記接地接点ピンと前記第一及び第二電気回路接続ピンとを収容する
ための三本の下向きに延伸している管状支柱を備えているところの、請求項１０に記載の
ロッカスイッチ装置。

前記接地プレートが一対の第二穴を備えていて、その一対の第二穴は、第一及び第二電
気回路接続ピン各々の上端部を環状に取り囲んでおり、かつ前記第一及び第二電気回路接
続ピンの前記上端部の直径より大きい直径を有していて、前記接地プレートが通常前記第
一及び第二電気回路接続ピンと電気的に接続していないところの、請求項９に記載のロッ
カスイッチ装置。

前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部が、複数のスカラップ形壁面部材を備え
ていて；

前記接地プレートが、前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部の前記スカラップ
形壁面部材との係合用の、複数の対応するスカラップ形切り抜き部を備えていて、前記接
地プレートは前記ロッカスイッチハウジングの前記フロア部に位置決めされて取りつけら
れているところの、請求項１０に記載のロッカスイッチ装置。



アセンブリ及び装置に関する前述の特許からわかるように、従来のロッカスイッチは所定
の運転あるいは使用モードに関連する操作あるいは性能に対しては満足するべきものであ
るけれど、例えば回路閉状態接続を実行するために作動する場合、ロッカスイッチに必要
とされる動程あるいは移動は、例えば迅速で正確な制御可能な対向的に方位されたインク
リメンタルムーブメントを、操作可能に結合したサーボ駆動機構に提供するための、小さ
な動程で迅速な制御可能な操作上の移動のような、他の操作あるいは用途に必要とされる
ものより大きい。さらにそのようなロッカスイッチが、迅速にインクリメンタルムーブメ
ントを実行する前述の小さな動程に関連して使用される場合、操作員が、所望する前述の
インクリメンタルムーブメントの実行を正しく、適切にあるいは正確に制御するために、
かつ、接触の完了及びそれに続くサーボムーブメントを確認するべく接点部材の閉状態を
検知するためにも、触感的フィードバックを体得あるいは受け取ることも必要とされる。
【０００４】
従来技術におけるロッカスイッチを備えている構造体は、操作員への必要な触感的フィー
ドバックを提供することができない。例えば、 Malecke 等へ交付された前述の特許に開示
されている、レバーあるいはロッカタイプスイッチ機構あるいは装置は、図８Ａに詳述さ
れているように、回動レバー部材１０４及び一対のドームスイッチ１２２，１２４を備え
ていて、レバー部材１０４における実質的に横方向あるいは水平移動は、レバー部材１０
４の下端部とドームスイッチ１２２，１２４との間におけるプランジャコンポネント１２
６，１２８の相互配列と同じく、操作員への必要な触感的フィードバックの、提供あるい
は容易にすることを果していない。さらに、従来のロッカスイッチが自身の初期非押し下
げ状態へもどる移動を実行するために、独立したもどりばね機構又はコンポネントが必要
とされ、従ってそのような追加機構あるいはコンポネントはロッカスイッチの製造をより
高価なものとしている。
【０００５】
操作員に必要な触感的フィードバックを提供する場合、小さな動程と迅速に対向方向に制
御可能な移動とが可能であって、さらに、スイッチ機構又は装置を具備している種々の構
成要素が最小化されていて製造するのに比較的安価になっている、新しくて改善されたロ
ッカスイッチ装置の技術的な必要性がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明における目的は、新しくて改善されたロッカスイッチ装置を提供することで
ある。
【０００７】
本発明におけるもう一つの目的は、従来技術におけるロッカスイッチ装置の種々の操作上
の欠点を克服した、新しくて改善されたロッカスイッチを提供することである。
【０００８】
本発明におけるさらなる目的は、迅速で正確な制御可能な対向的に方位されたインクリメ
ンタルムーブメントを、操作可能に結合したサーボ駆動機構に提供するための、小さな動
程で迅速に制御可能な操作上の移動を提供できる、新しくて改善されたロッカスイッチを
提供することである。
【０００９】
本発明におけるさらなる目的は、迅速で正確な制御可能な対向的に方位されたインクリメ
ンタルムーブメントを、操作可能に結合したサーボ駆動機構に提供するための、小さな動
程で迅速な制御可能な操作上の移動を提供するために、ロッカスイッチ機構の操作員によ
る迅速で正確な制御を容易にするべく、操作員に必要な程度の触感的フィードバック提供
することのできる、新しくて改善されたロッカスイッチを提供することである。
【００１０】
本発明におけるさらなる目的は、最小の操作用コンポネント数であって製造コストが比較
的安価である、新しくて改良されたロッカスイッチ装置を提供することである。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】
前述した目的および他の目的は、本発明における教示と原理とにもとずく新しくて改善さ
れたロッカスイッチにより達成されていて、そのロッカスイッチは、一対の垂直的に方位
された回路制御接続ピンが中に配設されたロッカスイッチハウジングと、垂直懸垂形接地
接点ピンが一体的に結合している共通接地プレートとを備えている。一対のスナップドー
ム形接点が、一対の垂直的に方位された回路制御接続ピン各々にそれぞれ操作可能に接続
されていて、スナップドーム形接点各々が通常の非押し下げ状態にある場合、スナップド
ーム形接点各々の最上端部中央は、それぞれの回路制御接続ピン上方に配列され、回路制
御接続ピンとの接触あるいは係合からはずれており、特定の電気回路が“開”状態になる
。ロッカ部材が、ロッカハウジングに回動可能に取りつけられ、一対の垂直懸垂している
スナップドーム形アクチュエータあるいは支柱を備えていて、アクチュエータあるいは支
柱の最下端部は通常スナップドーム形接点の最上端部中央と実質的に接触して配列されて
いる。
【００１２】
従って、ロッカ部材の対向している二つのうちの一方の第一端部が、下向きに押し下げら
れる場合、ロッカスイッチハウジングロッカ部材を例えば時計回りの第一方向に回動して
いて、操作可能に結合された支柱形アクチュエータは、直ちにそれぞれのスナップドーム
形接点の中央部を押し下げ、それぞれのスナップドーム形接点の中央部を操作可能に結合
された回路制御接続ピンに接触させ、二つのうちの一方の第一電気回路が“閉”状態に配
列される。押し下げ力がロッカ部材から取り除かれると、押し下げられていたスナップド
ーム形接点は、通常の非押し下げ状態に戻り、以前“閉じられた”第一電気回路を再度開
としていて、ロッカ部材は通常の中央“オフ”位置へ戻る。同様に、ロッカ部材の対向し
ている二つのうちの一方の第二端部が、下向きに押し下げられる場合、ロッカスイッチハ
ウジングロッカ部材を例えば反時計回りの第二方向に回動していて、操作可能に結合され
た支柱形アクチュエータは、直ちにそれぞれのスナップドーム形接点の中央部を押し下げ
、それぞれのスナップドーム形接点の中央部を操作可能に結合された回路制御接続ピンに
接触させ、二つのうちの一方の第二電気回路が“閉”状態に配列される。押し下げ力がロ
ッカ部材から取り除かれると、押し下げられていたスナップドーム形接点は、通常の非押
し下げ状態に戻り、以前“閉じられた”第二電気回路を再度開としていて、ロッカ部材は
通常の中央“オフ”位置へ戻る。
【００１３】
ロッカ部材アクチュエータあるいは支柱の最下端部は、通常スナップドーム形接点の中央
部分と実質的に接触して配列されているので、スナップドーム形接点が通常の非押し下げ
状態で非作動状態に配列されている場合、回路を閉状態にするためのロッカ部材の動程あ
るいは移動は実質的に短縮されている。さらに、アクチュエータポストが、ロッカ部材の
一体形構成部品を備えているので、かつスナップドーム形接点の中央部分に実質的に接触
して配列された下端部を有しているので、操作員は必要とする量の触感的フィードバック
を提供される。従って、ロッカスイッチ機構の操作員による迅速で正確な制御が迅速で制
御可能な操作運動を達成していて、操作可能に接続されたサーボ駆動機構に、迅速で正確
に制御可能な、対向的に方位されたインクリメンタルムーブメントを提供している。
【００１４】
本発明における、他の目的と特徴と利点とは、以下の詳細説明を添付図面と共に検討する
ことで、より完全に理解されるであろう。なお添付図面を通して同一符号は同一部品また
は相当部品を表わしている。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１において、本発明の原理と教示とにもとづき作られた、関連する部品の表示とともに
、新しくて改善されたロッカスイッチ装置が、開示されていて、全体として符号１０で示
めされている。ロッカスイッチ装置１０は、ロッカスイッチハウジング１２及びロッカス
イッチアクチュエータ１４を備えていて、ロッカスイッチ１４はロッカスイッチハウジン
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グ１２における対向して配設された側壁面１６の上端部分に回動可能に取りつけられてい
る。より詳しくは、ロッカスイッチハウジング１２における対向して配設された側壁面１
６の上端部分各々は貫通穴１８を備えていて、ロッカスイッチアクチュエータ１４におけ
る対向して配設された側壁面２０が、同軸で対向側に延伸して配設されたトラニオン２２
をそれぞれ備えており、そのトラニオン２２は、ロッカスイッチハウジング側壁面１６の
貫通穴１８にスナップで取りつけられるようになっている。ロッカスイッチハウジング１
２とロッカスイッチアクチュエータ１４との両方は適切な熱可塑性材料から製作されても
よい。
【００１６】
図１において、ロッカスイッチハウジング１２が水平に延在しているフロアあるいは基板
部分を備えていて、そのフロアあるいは基板部分は、ロッカスイッチハウジング１２の垂
直的広がりあるいは高さ寸法にわたるような実質的に中央エレベーションレベルに配設さ
れており、さらに一対の懸垂形管状支柱２６，２８が、フロアあるいは基板２４の下面部
３０から下向きに突出していて、それぞれ自身を貫通する一対の貫通ボアー３２，３４を
形成している。貫通ボアー３２，３４の上端部は、フロアあるいは基板２４の上面部４０
における３６，３８において、皿もみ加工されていて、一対の、第一及び第二電気回路接
続ピン４２，４４が、それぞれ懸垂式管状ポスト２６，２８の貫通孔３２，３４の中に配
設されている。より詳しくは、懸垂形管状支柱２６，２８の中に形成された貫通ボアー３
２，３４各々が所定の直径を有していて、さらに電気回路接続ピン４２，４４各々の主シ
ャンク部がそれぞれ対応する貫通ボアー３２，３４より僅かに小さな直径であることは理
解されるであろう。
【００１７】
しかしながら電気回路接続ピン４２，４４各々の主シャンク部が、半径方向外向きに突出
している環状リブ部材４６，４８を備えていて、第一及び第二電気回路接続ピン４２，４
４は、懸垂形管状支柱２６，２８の対応するボアー３２，３４の中に、配設され圧力ばめ
又は締りばめにより固定的に取りつけられている。さらに、貫通孔３２，３４の皿もみ部
３６，３８は肩部５０，５２を形成していて、第一及び第二電気回路接続ピン４２，４４
がロッカスイッチハウジング１２の中に完全かつ適切に取りつけられた場合、その肩部５
０，５２上に第一及び第二電気回路接続ピン４２，４４それぞれのフランジ付きヘッド部
５４，５６が着座するようになっている。
【００１８】
図１，３及び４において、ロッカスイッチハウジングのフロアあるいは基板２４が、一対
の横方向に離間した自立式支柱５８，６０を備えていて、共通なあるいは接地プレート６
２が、自立式支柱５８，６０に配設され取りつけられる結果として、フロアあるいは基板
２４の上面部４０上に固定的に取りつけ支持されるようになっている。より詳しくは、図
３，４に最もよく示めすように、接地プレート６２は、お互いに中心間距離だけ横方向に
離間した第一セットの穴６４，６６を備えていて、その中心間距離が、ロッカスイッチハ
ウジング１２の自立式支柱５８，６０における横方向離間距離と実質的に一致しており、
さらに各々の穴６４，６６の直径は実質的に各々の自立式ポスト５８，６０の直径と同一
である。
【００１９】
各々の自立式支柱５８，６０は、クラッシュリブ６８，７０の円周方向に離間した配列を
備えていて、接地プレート６２がロッカスイッチハウジング１２のフロアあるいは基板２
４上に取りつけられる場合、接地プレート６２の穴６４，６６は自立式支柱５８，６０に
同軸に配列され、続いて接地プレート６２が、下向きに移動され、接地プレートの穴６４
，６６を通して自立式支柱５８，６０に挿着される。従って、接地プレート穴６４，６６
外周部とクラッシュリブ６８，７０との相互作用は接地プレート６２の各穴部と、自立式
支柱５８，６０との間における締りばめあるいは圧力ばめを形成する。
【００２０】
図１，３及び４において、ロッカスイッチハウジング１２のフロアあるいは基板部２４が
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、下向きに延伸している第三懸垂形支柱部材７２を備えていて、その第三懸垂形支柱部材
７２は図３に最もよく示めすように、スイッチハウジング１２の背壁面に沿った横方向中
央部に配置されていて、かつ実質的に長方形断面形状を有している。支柱部材７２の内部
には実質的に鍵形スロット７４が備えられていて、接地プレート６２は一体成形された下
向きに延伸する懸垂形接地ピン７６を備えており、接地プレート６２が、自立式支柱５８
，６０と、接地プレート６２の穴部６４，６６との間に形成された、前述の締りばめある
いは圧力ばめによりロッカスイッチハウジング１２に固定的に取りつけられた場合、その
接地ピン７６は支柱部材７２の鍵形スロット７４の中へ配設されるようになっている。
【００２１】
ロッカスイッチハウジング１２のフロアあるいは基板部２４における上面部４０に、接地
プレート６２を取りつけかつ配置を画定するために、自立式取りつけ用支柱５８，６０に
かかわるあるいは関連して接地プレート６２の穴部６４，６６の配設に加えて、ロッカス
イッチハウジング１２のフロアあるいは基板２４における上面部４０が、自身の対向端部
領域と前方壁面領域及び後方壁面領域とに複数の自立式スカラップ形部材７８，８０を備
えている。同様に、接地プレート６２の対向的に配設され横方向に離間した端部は、対向
端部領域と、前方壁面領域及び後方壁面領域とに打ち抜き加工あるいは切削加工された、
スカラップ形あるいは弧状領域８２，８４を有している。従って、接地プレート６２が、
ロッカスイッチハウジング１２のフロアあるいは基板部２４に取りつけられる場合、接地
プレート６２の穴部分６４，６６と自立式取りつけ用支柱５８，６０との間に形成される
、前述の締りばめあるいは圧力ばめにより、自立式取りつけ用支柱５８，６０に固定的に
取りつけられるので、接地プレート６２のスカラップ形あるいは弧状部８２，８４は、ロ
ッカスイッチハウジング１２のスカラップ形部材７８，８０に、操作可能に配設され、か
つ適切に着座し係合される。
【００２２】
図１，３及び５において、スナップドーム形接点８６，８８が、第一及び第二電気回路接
続ピン４２，４４に操作可能に接触するように、ロッカスイッチハウジング１２の中に取
りつけられるようになっている。図１に最もよく示めされているように、ロッカスイッチ
アクチュエータ１４が一対の横方向に離間した懸垂形アクチュエータポスト９０，９２を
備えていて、その支柱９０，９２は運転員操作用プレート部９６の内面部下面９４から垂
直下向きに延伸している。従って、ロッカスイッチ装置１０は通常“オフ”状態になって
いて、アクチュエータポスト９０，９２の最下端部９８，１００は、スナップドーム形接
点８６，８８の中央隆起部１０２，１０４に実質的に接触して配設されている。しかしな
がら、そのようなスナップドーム形接点８６，８８の中央隆起部１０２，１０４は、その
際第一及び第二電気回路接続ピン４２，４４の上端部に接触していないか、又は係合して
いない。
【００２３】
さらに図５において、スナップドーム形接点８６，８８各々は実質的にＸ字形あるいは十
字形形状をしていて、接点８６又は８８の各側部はスカロップ形あるいは、弧状形の切欠
きあるいは打ち抜き部１０６，１０８と、スナップドーム形接点８６，８８のコーナ部に
形成された脚部材１１０，１１２とを有している。従って、スナップドーム形接点８６，
８８がロッカスイッチハウジング１２の中に取りつけられる場合、脚部材１１０，１１２
はスナップドーム形接点８６，８８を接地プレート６２の上面部に支持していて、スナッ
プドーム形接点のスカロップ側部１０６，１０８がロッカスイッチハウジング１２の自立
式スカロップ形部材７８，８０、及び自立式取りつけ用支柱５８，６０に協働的に係合す
るので、スナップドーム形接点８６，８８の前進及び後進並びに横方向における移動が効
果的に防止されている。
【００２４】
二つの電気回路の一方が接地ピン７６－接地プレート６２と、スナップドーム形接点８６
，８８の対応する一方を中継して第一及び第二電気回路接続ピン４２，４４の一方との間
で区切られているあるいは閉である場合以外、接地プレート６２を第一及び第二電気回路
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接続ピン４２，４４から電気的に絶縁することを保証するために、接地プレート６２は一
対の穴１１４，１１６を備えていて、第一及び第二電気回路接続ピン４２，４４の上端部
が、図１に最もよく示めされるように、自由に突出することができる。その結果、一方あ
るいはそれぞれのスナップドーム形接点８６，８８の中央隆起部１０２，１０４が、一方
あるいはそれぞれのロッカアクチュエータポスト９０，９２により第一又は第二電気回路
接続ピン４２，４４上端部に下向きに押し下げられ接触する場合のみ、電気的接続が接地
プレート６２と第一及び第二電気回路接触ピン４２，４４の一方との間に確立される。
【００２５】
図２において、本発明の原理と教示とにもとずき作られた新しくて改善されたスイッチ装
置１０の操作方法を説明する。前述したように、ロッカスイッチ装置１０が無作動状態に
ある場合、両方のスナップドーム形接点８６，８８が、スナップドーム形接点８６，８８
から、アクチュエータポスト９０，９２を介してロッカスイッチアクチュエータ１４へ伝
達されるような等しい力で、ロッカスイッチアクチュエータ１４を付勢している結果とし
て、ロッカスイッチアクチュエータ１４は通常図１に示めすように、傾けられていなくて
、無作動でさらに中央位置あるいは状態になっている。ロッカスイッチ装置１０のそのよ
うな特性のために、両方のスナップドーム形接点８６，８８は対応するそれぞれの第一及
び第二電気回路接続ピン４２，４４に関して接触されずに配列されていて、第一及び第二
電気回路は“開”状態となっている。ロッカスイッチアクチュエータ１４の上面部が、ロ
ッカスイッチアクチュエータ１４の作動を容易にするための、二つの対向的に傾斜した実
質的に平らな指先係合部１１８，１２０を備えている。
【００２６】
従って、アクチュエータ１４の右指先係合部に加えられた下向きの押付け力の結果として
、例えばロッカスイッチアクチュエータ１４がトラニオン２２周囲を時計廻りに振動、回
動あるいは傾く場合、位置１４′に配列され、アクチュエータ右ポスト９２は従って９２
′で示めす位置へ傾くけれど、ほとんどの場合アクチュエータポスト９２の最下端部１０
０は１００で示めす位置から１００′で示めす位置へ実質的に垂直下向きへ移動している
。そしてそのロッカアクチュエータポスト９２の最下端部１００はスナップドーム形接点
８８の中央隆起部１０４を、押しつけ、下向きに移動し電気回路接続ピン４４の最上端部
に係合する。
【００２７】
電気回路接続ピン４４により制御された特定の電気回路が“閉”状態になって、例えば、
インクリメンタルなサーボあるいは同様の運動を達成することができる。明らかなことで
あるが、同時にアクチュエータポスト９２の実質的に垂直下向きの移動により、他方のア
クチュエータポスト９０は対応して上向きに位置９０′へ移動し、アクチュエータポスト
９０の最下端部９８は、スナップドーム形接点８６との接触から完全にはずれ、あるいは
係合からはずれる。従って接続ピン４２により制御された、電気回路は“閉”状態となっ
ている。アクチュエータ１４の指先面部１２０からの押し下げ力の解放に従って、スナッ
プドーム形接点８８は非押し下げ状態にもどり、ロッカアクチュエータが１４で示めす通
常状態にもどる。電気回路接続ピン４４により制御された電気回路は再び“開”となり、
そのような電気回路の“閉”及び“開”状態は指先アクチュエータ部１２０に対する押し
下げ力又は解放力の有無に応じて迅速に達成することができる。
【００２８】
同様の操作モードは、電気回路接続ピン４２により操作可能に制御された電気回路におけ
る別の“開”及び“閉”状態を実現するために、アクチュエータ指先部１１８とアクチュ
エータポスト９０とスナップドーム形接点９０とに関連して実行することも当然のことな
がら可能であることは理解されるべきである。この方法において、対向するサーボ運動、
すなわち、上下又は前後又は正反が、それぞれ第一及び第二電気回路により制御されても
よくて、その第一及び第二電気回路は、それぞれ電気回路接続ピン４２，４４と、接地プ
レート６２及びそれぞれのスナップドーム形接点８６，８８を介しての共通あるいは接地
接続ピン７６への電気的接続とにより制御される。
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【００２９】
前述に照らして、以下のことがわかるであろう。本発明の原理と教示とにもとずき作られ
た、新しくて改善されたロッカスイッチ装置は、押し下げ作用又は操作時におけるロッカ
装置アクチュエータ１４により達成される小さな動程あるいは移動距離により迅速で正確
なインクリメンタルサーボ運動を実行することができ、同じく、電気回路接続ピン４２，
４４のどちらか一方により制御された特定の電気回路に対する“閉”状態を確認するため
に、操作員に提供される触感的フィードバックが実現される。アクチュエータ１４の僅か
な動程あるいは移動距離は、スイッチ及び回路閉の触感的フィードバックと同じく、本発
明におけるロッカスイッチ装置１０の構成要素のユニークな配置における構造的要因によ
りもたらされている。
【００３０】
より詳しくは、例えばロッカアクチュエータ１４の比較的僅かな垂直方向の動程あるいは
移動距離、特にアクチュエータポスト９０，９２の動程あるいは移動距離は以下の要因に
あって、アクチュエータポスト９０，９２がアクチュエータプレート９６と一体であるこ
とと、アクチュエータポスト９０，９２がアクチュエータプレート部９６から下向き垂直
に延伸していることと、最下端部９８，１００が通常スナップドーム形接点８６，８８に
接触あるいは係合していることとによるものである。独立した戻しばね要素あるいは部品
がアクチュエータポスト９０，９２と、スナップドーム形接点８６，８８又は電気回路接
続ピン４２，４４との間に取りつける又はその必要性はない。さらに、アクチュエータポ
スト９０，９２と、スナップドーム形接点８６，８８の中央隆起部１０２，１０４と、電
気回路接続ピン４２，４４との実質的な垂直方向の配列、及び、電気回路接続ピン４２，
４４に対する、アクチュエータポスト９０，９２とスナップドーム形接点８６，８８の中
央隆起部１０２，１０４との相対的な垂直移動は、前述の迅速で正確なインクリメンタル
サーボ運動を実行するために、操作員に必要とされる量の触感的フィードバックを提供す
るようになっている。
【００３１】
前述の教示に照らして本発明における多くの変更と修正とが可能であることは明らかであ
る。本発明は、前述の特許請求の範囲内において、ここで詳細に説明した以外の方法で実
行されてもよいことは、理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明における教示と原理とにもとづき作られた新しくて改善されたロ
ッカスイッチの縦断面図であって、ロッカスイッチ装置が通常の中央“オフ”状態に配列
された場合における協働部品を示めしている。
【図２】図２は、図１に開示されている新しくて改善されたロッカスイッチ装置の縦断面
図であって、ロッカスイッチ装置が通常の中央“オフ”状態に配列された場合と、かつ第
一作動状態に配列されていてロッカスイッチにより制御された二つのうち一方の第一電気
回路が“閉”状態に配列されている場合との両方における協働部品を示めしている。
【図３】図３は、図１と図２とに開示されたロッカスイッチ装置におけるロッカスイッチ
ハウジングの平面図である。
【図４】図４は、図１と図２とに開示されたロッカスイッチ装置における接地プレート部
品の平面図である。
【図５】図５は、図１と図２とに開示されたロッカスイッチ装置において使用されている
スナップドーム形接点の平面図である。
【符号の説明】
１０…ロッカスイッチ装置
１２…ロッカスイッチハウジング
１４…ロッカスイッチアクチュエータ
２４…フロア部
４２…第一電気回路接続ピン
４４…第二電気回路接続ピン
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６２…接地プレート
７６…接地ピン
８６，８８…スナップドーム形接点

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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