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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底壁および上部開口を有するケースと、該ケースに組み付けられた二組のスイッチ素子
と、これら二組のスイッチ素子に復帰力を付与するばね部材と、前記ケースの上部開口を
覆うカバー部材とを備え、
　前記スイッチ素子が、前記ケースの内壁面上に露出する固定接点部材と、前記ケース内
に配置されて前記固定接点部材に接離可能な導体部材と、この導体部材を駆動する回動可
能な駆動体とを含むと共に、
　前記各駆動体に前記カバー部材の上方へ突出する被押圧部をそれぞれ設けるとともに、
それぞれの前記被押圧部間に、当該スイッチ装置と組み合わせる操作つまみの一部を挟持
し、かつ、前記二組のスイッチ素子の前記被押圧部にそれぞれ逆向きの押圧操作力が付与
されるようになし、
　操作時に前記被押圧部を介して前記駆動体が回転駆動されることにより前記固定接点上
を前記導体部材が摺動するようにして、前記二組のスイッチ素子のいずれかが一組の開閉
操作を選択的に行うようにし、押圧操作力の解除に伴い前記駆動体が非操作位置に復帰す
るように構成したことを特徴とするスイッチ装置。
【請求項２】
　底壁および上部開口を有するケースと、該ケースに組み付けられた二組のスイッチ素子
と、これら二組のスイッチ素子に復帰力を付与する板ばね部材と、該板ばね部材を加圧し
た状態で前記上部開口を覆うカバー部材とを備え、
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　前記スイッチ素子が、前記ケースの前記底壁上に露出する固定接点部材と、前記底壁上
に揺動可能に配置されて前記固定接点部材に接離可能な導体板と、昇降動作が許容された
回動可能な状態で前記導体板上に配置された駆動体とを含むと共に、
　前記駆動体に、前記カバー部材の上方へ突出する被押圧部と、前記板ばね部材の付勢力
によって前記導体板に弾接する摺動作動部とを設けるとともに、それぞれの前記被押圧部
間に、当該スイッチ装置と組み合わせる操作つまみの一部を挟持し、かつ、前記二組のス
イッチ素子の前記被押圧部にそれぞれ逆向きの押圧操作力が付与されるようになして、操
作時に前記被押圧部を介して前記駆動体が回転駆動されることにより前記摺動作動部が前
記導体板の傾斜面上を摺動するように構成したことを特徴とするスイッチ装置。
【請求項３】
　請求項１または２の記載において、前記駆動体には、回転に伴って下降するよう配置さ
れるとともに前記ケースの側方へ突出する駆動腕部を設け、前記ケースの近傍にプッシュ
スイッチを並設して前記駆動腕部が前記プッシュスイッチを押圧操作するように構成した
ことを特徴とするスイッチ装置。
【請求項４】
　請求項３の記載において、前記駆動腕部を前記ケースの近傍に並設した前記プッシュス
イッチの上方に配置し、前記被押圧部を介して前記駆動体が回転駆動されることにより、
前記駆動腕部が前記プッシュスイッチを押圧操作するように構成したことを特徴とするス
イッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば車載用パワーウィンドウ装置の駆動スイッチ等に用いて好適で、操作
つまみを揺動操作するなどして二組のスイッチ素子を選択的にオンさせることができるス
イッチ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載用パワーウィンドウ装置の駆動スイッチとして、従来、二組のスライド型スイッチ
素子を並設し、揺動操作される操作つまみの操作杆によって各スイッチ素子を選択的にオ
ンさせるように構成したものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１１はかかる従来例を示す説明図である。同図において、スイッチユニット１は、カ
バー部材２によって上部開口が蓋閉された図示せぬケースの内部に二組のスライド型スイ
ッチ素子を配設して概略構成されており、各スイッチ素子の駆動軸３，４がカバー部材２
の長孔２ａ，２ｂから外方へ突出している。前記ケース内において、二組のスイッチ素子
は駆動軸３，４のスライド方向（図示左右方向）に合致する一直線状に並べて配置されて
おり、該ケース内に露出する複数の固定接点片の端子部５が該ケースの下方へ突設されて
いる。また、図示はしていないが、各スイッチ素子には、駆動軸３（または４）を突設し
たスライダと、このスライダに固設されて操作時に前記固定接点片と接離する可動接触片
と、スライダを図１１に示す初期位置へ向けて常時付勢するコイルばねと、スライダに弾
接し可動接触片を固定接点片に向けて常時付勢する板ばねとが具備されている。
【０００４】
　上述した従来のスイッチユニット１はハウジング６の内部に組み込まれ、このハウジン
グ６の取付凹所６ａに操作つまみ７が配設される。この操作つまみ７は支軸８を中心に回
動可能であって、操作つまみ７の回動に伴い操作杆９が図１１の矢印Ａ，Ｂ方向に沿って
移動（傾倒）する。そして、操作杆９の先端部が二組のスイッチ素子の駆動軸３，４の間
に挿入されていることから、操作者が操作つまみ７を押し込んで操作杆９を矢印Ａ方向へ
移動させると、この操作杆９が前記コイルばねの付勢力に抗して駆動軸３を図示左方向へ
押し込んでスライドさせる。その結果、駆動軸３と一体的にスライドする前記可動接触片
が対応する前記固定接点片と接離して、一方のスイッチ素子がオフからオン状態へ切り替
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わるようになっている。また、かかるオン状態で操作つまみ７に対する押し込み操作力を
除去すると、駆動軸３のスライドに伴い圧縮されていた前記コイルばねが前記スライダを
付勢して該駆動軸３を逆向きにスライドさせるため、図１１の状態に自動復帰して該スイ
ッチ素子はオフ状態に戻る。操作者が操作つまみ７を引き上げて操作杆９を矢印Ｂ方向へ
移動させた場合の動作も基本的には同様であり、操作杆９が駆動軸４を図示右方向へ押し
込んでスライドさせるため他方のスイッチ素子がオフからオン状態へ切り替わり、操作つ
まみ７に対する操作力を除去すると該スイッチ素子は自動的にオフ状態に戻る。
【特許文献１】特公平５－８０７７０号公報（第２－５頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来例において、各スイッチ素子の駆動軸３，４は直線状にスライドするが、
これら駆動軸３，４を押し込む操作杆９は支軸８を中心に回動する部材なので、駆動軸３
，４はスライド方向に対して斜め上方へ押し込まれることとなる。それゆえ、操作時に駆
動軸３，４が長孔２ａ，２ｂの周壁に押し付けられたり、前記スライダが前記ケースの内
壁に傾いた状態で押し付けられるなどして、部分的に摺動抵抗が不所望に増大する可能性
が高く、ムラあるいはガタツキ感を伴うこととなるため、良好な操作感触が得にくいとい
う問題があった。なお、操作杆９を長くして支軸８の位置を駆動軸３，４から離間して配
置すれば、駆動軸３，４をほぼスライド方向に沿って押し込むことは可能となるが、その
場合、操作つまみ７がハウジング６の取付凹所６ａから上方へ大きく突出してしまうため
、好ましくない。
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、揺動操作
あるいはスライド操作される操作つまみと組み合わせても良好な操作感触が得られるスイ
ッチ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するため、本発明のスイッチ装置では、底壁および上部開口を有す
るケースと、該ケースに組み付けられた二組のスイッチ素子と、これら二組のスイッチ素
子に復帰力を付与するばね部材と、前記ケースの上部開口を覆うカバー部材とを備え、前
記スイッチ素子が、前記ケースの内壁面上に露出する固定接点部材と、前記ケース内に配
置されて前記固定接点部材に接離可能な導体部材と、この導体部材を駆動する回動可能な
駆動体とを含むと共に、前記各駆動体に前記カバー部材の上方へ突出する被押圧部をそれ
ぞれ設けるとともに、それぞれの前記被押圧部間に、当該スイッチ装置と組み合わせる操
作つまみの一部を挟持し、かつ、前記二組のスイッチ素子の前記被押圧部にそれぞれ逆向
きの押圧操作力が付与されるようになし、操作時に前記被押圧部を介して前記駆動体が回
転駆動されることにより前記固定接点上を前記導体部材が摺動するようにして、前記二組
のスイッチ素子のいずれかが一組の開閉操作を選択的に行うようにし、押圧操作力の解除
に伴い前記駆動体が非操作位置に復帰するように構成した。
【０００８】
　このように構成されたスイッチ装置は、操作つまみの揺動操作あるいはスライド操作に
よっていずれか一方のスイッチ素子の被押圧部が押圧駆動されると、該スイッチ素子は駆
動体が回転して導体部材を固定接点に接触させるので、スイッチ素子を切り替えることが
できる。なお、他方のスイッチ素子の場合は被押圧部に付与される押圧操作力の向きが逆
になるが、そのスイッチング動作は基本的に前記一方のスイッチ素子と同じである。
【０００９】
　また、上述した目的を達成するため、本発明のスイッチ装置では、底壁および上部開口
を有するケースと、該ケースに組み付けられた二組のスイッチ素子と、これら二組のスイ
ッチ素子に復帰力を付与する板ばね部材と、該板ばね部材を加圧した状態で前記上部開口
を覆うカバー部材とを備え、前記スイッチ素子が、前記ケースの前記底壁上に露出する固
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定接点部材と、前記底壁上に揺動可能に配置されて前記固定接点部材に接離可能な導体板
と、昇降動作が許容された回動可能な状態で前記導体板上に配置された駆動体とを含むと
共に、前記駆動体に、前記カバー部材の上方へ突出する被押圧部と、前記板ばね部材の付
勢力によって前記導体板に弾接する摺動作動部とを設けるとともに、それぞれの前記被押
圧部間に、当該スイッチ装置と組み合わせる操作つまみの一部を挟持し、かつ、前記二組
のスイッチ素子の前記被押圧部にそれぞれ逆向きの押圧操作力が付与されるようになして
、操作時に前記被押圧部を介して前記駆動体が回転駆動されることにより前記摺動作動部
が前記導体板の傾斜面上を摺動するように構成した。
【００１０】
　このように構成されたスイッチ装置は、操作つまみの揺動操作あるいはスライド操作に
よっていずれか一方のスイッチ素子の被押圧部が押圧駆動されると、該スイッチ素子は駆
動体が回転して導体板の傾斜面上を摺動するので、該導体板をケースの底壁上で揺動させ
て固定接点部材と接離させることができ、それゆえ該スイッチ素子をオフからオン状態へ
切り替えることができる。そして、かかるスイッチング動作時に駆動体に対する導体板か
らの反力が増減すると、それに伴い駆動体は板ばね部材の付勢力を受けながら昇降するの
で、摺動抵抗が不所望に増大する心配はなく、常に良好な操作感触が期待できる。また、
かかるスイッチング動作後に操作つまみに対する操作力が除去されると、前記傾斜面上の
駆動体は板ばね部材の付勢力で逆向きに回転して導体板上の初期位置まで戻るので、該導
体板は前記底壁上で逆向きに揺動してオフ状態へ自動復帰する。なお、他方のスイッチ素
子の場合は被押圧部に付与される押圧操作力の向きが逆になるが、そのスイッチング動作
は基本的に前記一方のスイッチ素子と同じである。
【００１１】
　上述したスイッチ装置において、前記駆動体には、回転に伴って下降するよう配置され
るとともに前記ケースの側方へ突出する駆動腕部を設ける構成にしても良く、この場合、
例えば、ケースの近傍に並設したプッシュスイッチの上方に駆動腕部を配置し、被押圧部
を介して駆動体が回転駆動されると該駆動腕部が該プッシュスイッチを押圧操作するとい
う構成が実現できるため、操作つまみの数を増やしたり形状を複雑化しなくても、スイッ
チ装置を利用して異なる操作機能を容易に付加することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のスイッチ装置は、操作時に被押圧部を介して駆動体が回転駆動されることによ
り導体部材が固定接点部材と接離するというものであり、操作つまみの揺動操作あるいは
スライド操作を行った場合に、駆動体へはばね部材を撓めるような回転モーメントしか掛
からず、駆動体をスムーズに回転駆動することが可能となるので、常に良好な操作感触が
得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　発明の実施の形態を図面を参照して説明すると、図１は本発明の実施形態例に係るスイ
ッチユニットの分解斜視図、図２は該スイッチユニットの斜視図、図３は該スイッチユニ
ットを揺動型の操作つまみと組み合わせてなる駆動スイッチを示す非操作時の断面図、図
４は図３に示す駆動スイッチの操作時の断面図である。
【００１４】
　これらの図に示すスイッチユニット１１は、底壁１２ａ上に側壁１２ｂ，１２ｃや仕切
り壁１２ｄを立設して一対の接点収納空間Ｓ１，Ｓ２を形成しているケース１２と、イン
サート成形加工によって各接点収納空間Ｓ１，Ｓ２内の底壁１２ａ上にそれぞれ配設され
た固定接点部材１３ａ～１３ｃと、各固定接点部材１３ａ～１３ｃから延設されてケース
１２の下方へ突出する複数の端子１４と、各接点収納空間Ｓ１，Ｓ２内で底壁１２ａ上に
揺動可能に配置された一対の導体板（導体部材）１５，１６と、昇降動作が許容された状
態で各導体板１５，１６上に配置されて軸部１７ａ，１８ａを中心に回動可能な一対の駆
動体１７，１８と、各駆動体１７，１８の摺動作動部１７ｂ，１８ｂを底壁１２ａへ向け
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て弾性付勢するための一対の押圧片１９ａ，１９ｂを有する板ばね部材（ばね部材）１９
と、ケース１２に取着されてその上部開口１２ｅを略蓋閉している金属板製のカバー部材
２０とによって概略構成されている。図３および図４に示すように、このスイッチユニッ
ト１１は回路基板３０上に実装されてハウジング３１の内部に収納され、これを操作つま
み３２と組み合わせることによって車載用パワーウィンドウ装置の駆動スイッチが構成さ
れている。なお、操作つまみ３２は支軸３３を介してハウジング３１に揺動可能に支持さ
れている。また、操作つまみ３２には操作杆３４が下向きに突設されており、この操作杆
３４の寸法は駆動体１７，１８の被押圧部１７ｃ，１８ｃの間の間隔とほぼ同じに設定さ
れ、この操作杆３４が駆動体１７，１８の被押圧部１７ｃ，１８ｃ間に挟み込まれるよう
に挿入されている。
【００１５】
　ケース１２には、互いに平行な長辺側の２つの側壁１２ｃおよび４つの仕切り壁１２ｄ
と、側壁１２ｃに対し直角な短辺側の２つの側壁１２ｂとが、それぞれ底壁１２ａから立
設されている。２つの側壁１２ｃと２つの仕切り壁１２ｄの各上端部（上部開口１２ｅ側
の端部）には、各駆動体１７，１８の軸部１７ａ，１８ａが昇降可能に挿入される切欠き
状の凹部１２ｆ，１２ｇが形成されている。また、短辺側の２つの側壁１２ｂには、それ
ぞれの中央部に上端が開放されている切欠き状のスリット１２ｈが形成されている。これ
らのスリット１２ｈには駆動体１７，１８の腕部１７ｄ，１８ｄが昇降可能に挿入される
。さらに、側壁１２ｃと仕切り壁１２ｄの対向面にはそれぞれ突部１２ｉが形成されてい
る。これらの突部１２ｉの上部形状は、組立時に導体板１５，１６が円滑に位置決めでき
るように円弧状になっている。
【００１６】
　固定接点部材１３ａ～１３ｃはケース１２の接点収納空間Ｓ１，Ｓ２の内底部にそれぞ
れ一列に並べて配設されており、一方の固定接点部材群上に導体板１５が配置され、他方
の固定接点部材群上に導体板１６が配置されている。これらの固定接点部材１３ａ～１３
ｃは、揺動支点として導体板１５または１６に常時接触する第１の固定接点部材１３ａと
、導体板１５または１６に接離する第２および第３の固定接点部材１３ｂ，１３ｃとから
なり、各固定接点部材１３ａ～１３ｃから導出された複数の端子１４は外部回路に接続さ
れている。
【００１７】
　導体板１５は、操作つまみ３２を取り付ける前の状態で駆動体１７を支える初期受け部
１５ａと、この初期受け部１５ａの片側に傾斜面を連続させている側面視逆Ｖ字形の立上
り部１５ｂと、初期受け部１５ａの他側へ延出している平坦部１５ｃと、立上り部１５ｂ
から反初期受け部１５ａ側へ延出している可動接点部１５ｄとを有する金属板であり、可
動接点部１５ｄが接点収納空間Ｓ１内の固定接点部材１３ｂと接離可能で、平坦部１５ｃ
が接点収納空間Ｓ１内の固定接点部材１３ｃと接離可能である。さらに、導体板１５の両
側部には初期受け部１５ａを挟んで４つの突起１５ｅが形成されており、これら突起１５
ｅをケース１２の突部１２ｉに係合させることにより、揺動時に導体板１５が長手方向へ
位置ずれしないように規制している。導体板１６は導体板１５と同形状であり、初期受け
部１６ａの両側に立上り部１６ｂと平坦部１６ｃを有し、長手方向一端側に延設された可
動接点部１６ｄが接点収納空間Ｓ２内の固定接点部材１３ｂと接離可能で、長手方向他端
側の平坦部１６ｃが接点収納空間Ｓ２内の固定接点部材１３ｃと接離可能である。この導
体板１６の両側部にも初期受け部１６ａを挟んで４つの突起１６ｅが形成されており、こ
れら突起１６ｅをケース１２の突部１２ｉに係合させることにより、揺動時に導体板１６
が長手方向へ位置ずれしないように規制している。
【００１８】
　駆動体１７は、回動中心となる軸部１７ａと、板ばね部材１９の押圧片１９ａの付勢力
によって導体板１５に常時弾接する摺動作動部１７ｂと、上向きに延びてカバー部材２０
の上方へ突出する被押圧部１７ｃと、横向きに延びて一方のスリット１２ｈ内に挿入され
る腕部１７ｄとを有し、摺動作動部１７ｂ上には所定間隔を存して対向する一対のガイド
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壁１７ｅが形成されている。同様に、駆動体１８は、回動中心となる軸部１８ａと、板ば
ね部材１９の押圧片１９ｂの付勢力によって導体板１６に常時弾接する摺動作動部１８ｂ
と、上向きに延びてカバー部材２０の上方へ突出する被押圧部１８ｃと、横向きに延びて
他方のスリット１２ｈ内に挿入される腕部１８ｄとを有し、摺動作動部１８ｂ上には所定
間隔を存して対向する一対のガイド壁１８ｅが形成されている。これらの駆動体１７，１
８はケース１２内に平面視点対称に組み込まれて、互いの腕部１７ｄ，１８ｄおよび被押
圧部１７ｃ，１８ｃが一直線状に配置される。すなわち、駆動体１７，１８をケース１２
に組み付ける際には、ケース１２内で接点収納空間Ｓ１，Ｓ２の間に存する幅狭空間に腕
部１７ｄ，１８ｄを配置させて、相対向する凹部１２ｆ，１２ｆ内に駆動体１７の軸部１
７ａを挿入し、相対向する凹部１２ｇ，１２ｇ内に駆動体１８の軸部１８ａを挿入する。
【００１９】
　板ばね部材１９は、一枚板の弾性金属板を図１に示すような形状にプレス加工してなる
もので、互いに平行に延びる一対の押圧片１９ａ，１９ｂが側面視略ハ字形の圧縮部１９
ｃの下端を連結した形状になっている。ここで、圧縮部１９ｃはカバー部材２０により圧
縮されて各押圧片１９ａ，１９ｂにばね圧を発生させるための部位であり、この圧縮部１
９ｃは、各押圧片１９ａ，１９ｂの長手方向一端側から延出する部分を鋭角に折り返して
該延出部分どうしを橋絡部１９ｅにて橋絡してなる略Ｈ字形の第１の折曲片１９ｄと、各
押圧片１９ａ，１９ｂの長手方向他端側から延出する部分を鋭角に折り返して該延出部分
どうしを橋絡部（図示せず）にて橋絡してなる略Ｈ字形の第２の折曲片１９ｆとからなる
。この板ばね部材１９は組立時にケース１２内の最上部に組み込まれて、一方の押圧片１
９ａが駆動体１７の摺動作動部１７ｂ上に配置され、他方の押圧片１９ｂが駆動体１８の
摺動作動部１８ｂ上に配置される。その際、各押圧片１９ａ，１９ｂをそれぞれガイド壁
１７ｅ，１７ｅ間とガイド壁１８ｅ，１８ｅ間に挿入することにより幅方向の位置決めが
行え、また、板ばね部材１９の長手寸法をケース１２の相対向する側壁１２ｂ，１２ｂの
間隔と略同等に設定しておくことにより各押圧片１９ａ，１９ｂの長手方向の位置決めが
行えるようになっている。
【００２０】
　カバー部材２０には下端部の四隅に取付片２０ａが形成されており、これらの取付片２
０ａを折り曲げてケース１２の四隅に係止させることによって、カバー部材２０は上部開
口１２ｅを略蓋閉した状態でケース１２に取着される。こうしてカバー部材２０をケース
１２に取り付けると、予めケース１２内に組み込まれていた板ばね部材１９の折曲片１９
ｄ，１９ｆが押し撓められるため、各押圧片１９ａ，１９ｂにばね圧が生起される。これ
により、一方の押圧片１９ａが駆動体１７の摺動作動部１７ｂを底壁１２ａへ向けて弾性
付勢し、その付勢力によって摺動作動部１７ｄが導体板１５に弾接するので、軸部１７ａ
を中心に駆動体１７を回転させると、摺動作動部１７ｂが導体板１５の立上り部１５ｂ（
傾斜面）上を摺動して該導体板１５を回転駆動させることができる。同様に、他方の押圧
片１９ｂが駆動体１８の摺動作動部１８ｂを底壁１２ａへ向けて弾性付勢し、その付勢力
によって摺動作動部１８ｂが導体板１６に弾接するので、軸部１８ａを中心に駆動体１８
を回転させると、摺動作動部１８ｂが導体板１６の立上り部１６ｂ（傾斜面）上を摺動し
て該導体板１６を回転駆動させることができる。また、カバー部材２０には、駆動体１７
の被押圧部１７ｃを挿通させるための窓孔２０ｂと、駆動体１８の被押圧部１８ｃを挿通
させるための窓孔２０ｃとが形成されている。
【００２１】
　上述したスイッチユニット１１は、接点収納空間Ｓ１内に固定接点部材１３ａ～１３ｃ
や導体板１５、駆動体１７、押圧片１９ａ等を配置させてなる第１のスイッチ素子と、接
点収納空間Ｓ２内に固定接点部材１３ａ～１３ｃや導体板１６、駆動体１８、押圧片１９
ｂ等を配置させてなる第２のスイッチ素子とが、ケース１２内に並設された構成になって
いる。ただし、これら第１および第２のスイッチ素子に復帰力を付与するばね部材は共通
の板ばね部材１９である。
【００２２】
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　また、このスイッチユニット１１を操作つまみ３２と組み合わせるときには、操作杆３
４の先端部（下端部）を駆動体１７，１８の被押圧部１７ｃ，１８ｃ間に挿入するが、そ
の際、操作杆３４を被押圧部１７ｃ，１８ｃに弾接させてプリテンションをかけた状態（
与圧状態）にしておくことにより、操作つまみ３２と駆動体１７，１８との間のガタを回
避している。すなわち、かかる与圧状態において、駆動体１７，１８の摺動作動部１７ｂ
，１８ｂはそれぞれ導体板１５，１６の立上り部１５ｂ，１６ｂの下端近傍の傾斜面と当
接しているが、操作つまみ３２を取り外した状態では、摺動作動部１７ｂ，１８ｂがそれ
ぞれ導体板１５，１６の初期受け部１５ａ，１６ａと当接するため、被押圧部１７ｃ，１
８ｃは図３に示す位置よりも互いに近接する向きに若干傾いている。
【００２３】
　このようにしてスイッチユニット１１を操作つまみ３２と組み合わせて構成される駆動
スイッチの動作について説明すると、操作力が付与されていない待機状態（前記与圧状態
）では、駆動体１７の摺動作動部１７ｂが導体板１５の立上り部１５ｂの下端部に弾接し
ているので、接点収納空間Ｓ１内の固定接点部材１３ａ，１３ｃが導体板１５を介して導
通され、固定接点部材１３ａ，１３ｂ間は非導通状態に保たれている。また、駆動体１８
の摺動作動部１８ｂは導体板１６の立上り部１６ｂの下端部に弾接しているので、接点収
納空間Ｓ２内の固定接点部材１３ａ，１３ｃが導体板１６を介して導通され、固定接点部
材１３ａ，１３ｂ間は非導通状態に保たれている。
【００２４】
　この状態で、例えば図３に示す操作つまみ３２の右端部を押し込む操作力が加えられる
と、傾倒する操作杆３４の先端部が所定の平面内を回転移動し、これによって被押圧部１
７ｃが前記平面内を図示左方へ押圧駆動されるため、被押圧部１７ｃの移動平面と直交す
る方向に延びる軸部１７ａを中心として駆動体１７が図示反時計回りに回転し、それに伴
い摺動作動部１７ｂが導体板１５の立上り部１５ｂ上を斜め上方へ摺動していき、この過
程で駆動体１７は押圧片１９ａに抗して若干押し上げられていく。そして、接点収納空間
Ｓ１内において摺動作動部１７ｂが固定接点部材１３ａ上を通過した時点で、導体板１５
が図示時計回りに回転駆動されて図４の状態となる。その結果、平坦部１５ｃが固定接点
部材１３ｃから離れて可動接点部１５ｄが固定接点部材１３ｂに当接するので、導体板１
５を介して固定接点部材１３ａ，１３ｂが導通されたことによるスイッチオンの切り替え
信号（ウィンドウの開動作を行わせる駆動信号）が端子１４から出力される。
【００２５】
　また、図４の状態で操作つまみ３２に対する操作力が除去された場合には、押圧片１９
ａの復元力が駆動体１７に作用して摺動作動部１７ｂが立上り部１５ｂの傾斜面に沿って
斜め下方へ移動するのに伴い、駆動体１７が図示時計回りに回転するため、摺動作動部１
７ｂが固定接点部材１３ａ上を通過した時点で導体板１５が図示反時計回りに回転駆動さ
れると共に、傾倒していた操作杆３４が被押圧部１７ｃによって押し戻されていく。その
結果、導体板１５の可動接点部１５ｄが固定接点部材１３ｂから離れて平坦部１５ｃが固
定接点部材１３ｃに当接するので、固定接点部材１３ａ，１３ｂの導通が遮断されたこと
によるスイッチオフの切り替え信号が端子１４から出力され、操作つまみ３２は図３に示
す待機状態（オフ状態）に復帰する。
【００２６】
　なお、かかる待機状態で、図３に示す操作つまみ３２の左端部を押し込む操作力が加え
られた場合の動作も基本的には同等である。この場合には、傾倒する操作杆３４の先端部
によって被押圧部１８ｃが図示右方へ押圧駆動されるため駆動体１８が図示時計回りに回
転し、摺動作動部１８ｂが導体板１６の立上り部１６ｂ上を斜め上方へ摺動していく。こ
の過程で駆動体１８は押圧片１９ｂに抗して若干押し上げられていき、接点収納空間Ｓ２
内において摺動作動部１８ｂが固定接点部材１３ａ上を通過した時点で導体板１６が回転
駆動されて、固定接点部材１３ａ，１３ｂが導通されたことによるスイッチオンの切り替
え信号（ウィンドウの閉動作を行わせる駆動信号）が端子１４から出力される。また、こ
の後、操作つまみ３２に対する操作力が除去されると、押圧片１９ｂの復元力により摺動
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作動部１８ｂが立上り部１６ｂの傾斜面に沿って斜め下方へ移動するのに伴い、駆動体１
７が逆向きに回転するため、導体板１６が逆向きに回転駆動されると共に操作杆３４が被
押圧部１８ｃによって押し戻されていき、図３に示す待機状態（オフ状態）に復帰する。
【００２７】
　上述したように本実施形態例に係るスイッチユニット１１は、操作つまみ３２の揺動操
作によってスイッチ素子の被押圧部１７ｃ（または１８ｃ）が側方へ押圧駆動されると駆
動体１７（または１８）が回転し、駆動体１７（または１８）には軸部１７ａ（または１
８ａ）回りの回転モーメントしか掛からず、傾いた状態で当接する等のことがないので、
常に良好な操作感触が得られる。また、駆動体１７（または１８）の回転に伴い導体板１
５（または１６）が底壁１２ａ上で揺動して該スイッチ素子がオフからオン状態へ切り替
わるようになっているので、双極・双投型の駆動スイッチに適用して高い信頼性が確保で
きる。さらに、このスイッチユニット１１のスイッチング動作時には、駆動体１７（また
は１８）に対する導体板１５（または１６）からの反力が増減するが、駆動体１７（また
は１８）は、板ばね部材１９の付勢力を受けつつ昇降可能であって、導体板１５（または
１６）からの反力が増大すると押圧片１９ａ（または１９ｂ）を押し撓めることができる
ので、摺動抵抗が不所望に増大する心配はなく、常に良好な操作感触が得られる。
【００２８】
　なお、このスイッチユニット１１を組み立てる際には、ケース１２の底壁１２ａ上に導
体板１５，１６、駆動体１７，１８、板ばね部材１９、カバー部材２０の順に組み込んで
いけるので、良好な組立性が期待できる。しかも、組立作業時に、導体板１５，１６はケ
ース１２の突部１２ｉによって位置決めでき、駆動体１７，１８はケース１２の凹部１２
ｆ，１２ｇやスリット１２ｈによって位置決めでき、板ばね部材１９はケース１２の側壁
１２ｂや駆動体１７，１８のガイド壁１７ｅ，１８ｅによって位置決めできるので、自動
組立を行ってもこれら各部品に位置ずれや脱落が発生しにくく、よって組立コストの大幅
な低減が可能である。
【００２９】
　次に、上述したスイッチユニット１１の他の適用例について説明する。図５は該スイッ
チユニット１１をスライド型の操作つまみと組み合わせてなる駆動スイッチを示す非操作
時の断面図、図６は図５に示す駆動スイッチの操作時の断面図である。これらの図におい
て、操作つまみ３５は図示左右方向にスライド可能な状態でハウジング３１に設けたガイ
ド溝（図示省略）によって支持されている。操作つまみ３５の底面側には駆動突起３６が
突設されており、この駆動突起３６が、スイッチユニット１１の駆動体１７，１８の被押
圧部１７ｃ，１８ｃ間に挟み込まれるように挿入されている。
【００３０】
　したがって、図５に示す待機状態（オフ状態）で操作つまみ３５が図示左方向へスライ
ド操作されると、駆動突起３６が被押圧部１７ｃを同方向へ押し込むため駆動体１７が図
示反時計回りに回転し、それに伴い導体板１５が図示時計回りに回転駆動されて図６に示
すオン状態に切り替わる。そして、操作つまみ３５に対する操作力が除去されると、押圧
片１９ａの復元力によって駆動体１７が逆向きに回転するため、導体板１５が逆向きに回
転駆動されて図５に示す待機状態に復帰する。このようにスイッチユニット１１は、揺動
型の操作つまみ３２に適用できるだけでなく、スライド型の操作つまみ３５と組み合わせ
ても円滑に動作し、良好な操作感触が得られる。なお、これら一連の動作は、図３および
図４を用いて既に詳しく説明してあるため、ここでは重複する説明を省略する。また、操
作つまみ３５が図示右方向へスライド操作されて駆動突起３６が被押圧部１８ｃを同方向
へ押し込んだ場合の動作説明についても、これまでの説明から容易に推測できるため省略
する。
【００３１】
　図７は本発明の他の実施形態例に係るスイッチユニットの分解斜視図、図８は該スイッ
チユニットの斜視図、図９は該スイッチユニットを揺動型の操作つまみと組み合わせてな
る駆動スイッチを示す非操作時の断面図、図１０は図９に示す駆動スイッチの操作時の断
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面図であって、図１～図４と対応する部分には同一符号が付してあるため重複する説明は
適宜省略する。
【００３２】
　図７～図１０に示すスイッチユニット２１は、駆動体１７，１８にそれぞれケース１２
の側方へ大きく突出する駆動腕部１７ｆ，１８ｆを設けた点が前記スイッチユニット１１
と異なっており、それ以外の構成は同等である。また、本実施形態例の場合、スイッチユ
ニット２１のケース１２の近傍に一対のプッシュスイッチ３７，３８が並設してある。こ
れらのプッシュスイッチ３７，３８は回路基板３０上に実装されており、その操作部位３
７ａ，３８ａはそれぞれ駆動腕部１７ｆ，１８ｆの下方に配置させてある。そして、駆動
体１７の回転に伴って下降する駆動腕部１７ｆが操作部位３７ａを押し込むことによりプ
ッシュスイッチ３７をオフからオン状態へ切り替えることができると共に、駆動体１８の
回転に伴って下降する駆動腕部１８ｆが操作部位３８ａを押し込むことによりプッシュス
イッチ３８をオフからオン状態へ切り替えることができるようになっている。
【００３３】
　すなわち、図９に示す待機状態で例えば操作つまみ３２の右端部を押し込む操作力が加
えられると、前述したように被押圧部１７ｃが操作杆３４に押圧駆動されて駆動体１７が
図示反時計回りに回転するため、摺動作動部１７ｂが立上り部１５ｂ上を斜め上方へ摺動
していき、導体板１５が図示時計回りに回転駆動された時点で接点収納空間Ｓ１側のスイ
ッチ素子からオン信号（ウィンドウの開動作を行わせる駆動信号）が出力されるが、この
状態で操作つまみ３２の右端部をもう一段押し込むと、被押圧部１７ｃが操作杆３４にさ
らに押し込まれるため、駆動体１７は図示反時計回りにさらに回転して、図１０に示すよ
うに駆動腕部１７ｆが操作部位３７ａを下方へ押し込む。その結果、プッシュスイッチ３
７からオン信号（ウィンドウを全開させる駆動信号）が出力される。なお、こうしてプッ
シュスイッチ３７を作動させる過程で、摺動作動部１７ｂは、既に図示時計回りへの回転
を完了させている導体板１５の立上り部１５ｂ上をさらに斜め上方へ摺動していき、それ
に伴い駆動体１７は板ばね部材１９の押圧片１９ａをさらに上方へ押し撓めていく。した
がって、操作つまみ３２に対する操作力が除去されると、押圧片１９ａの復元力によって
駆動体１７が逆向きに回転するのに伴い、プッシュスイッチ３７および導体板１５がそれ
ぞれ元の状態に戻り、図９に示す待機状態に復帰する。
【００３４】
　また、図９に示す待機状態で操作つまみ３２の左端部を押し込む操作力が加えられた場
合の動作も同様であり、被押圧部１８ｃが操作杆３４に押圧駆動されて駆動体１８が図示
時計回りに所定量回転すると、接点収納空間Ｓ２側のスイッチ素子からオン信号（ウィン
ドウの閉動作を行わせる駆動信号）が出力され、この状態で操作つまみ３２をもう一段押
し込んで駆動体１８を図示時計回りにさらに回転させると、駆動腕部１８ｆが操作部位３
８ａを下方へ押し込むためプッシュスイッチ３８からオン信号（ウィンドウを全閉させる
駆動信号）が出力される。
【００３５】
　このように本実施形態例においては、操作つまみ３２を浅く押し込めばウィンドウを任
意量だけ開けたり閉じたりするマニュアル開閉操作が行え、かつ操作つまみ３２を深く押
し込めばウィンドウを全開全閉させるオート開閉操作が行えるという多機能な駆動スイッ
チが、特に構造を複雑化したり大型化することなく実現されている。
【００３６】
　なお、固定接点と導体板および板ばね部材等を含むスイッチユニットの内部構造は、上
記各実施形態例に限定されるものではなく、これ以外にも種々の変形例を採用することが
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態例に係るスイッチユニットの分解斜視図である。
【図２】該スイッチユニットの斜視図である。
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【図３】図２に示すスイッチユニットを揺動型の操作つまみと組み合わせてなる駆動スイ
ッチの非操作時の断面図である。
【図４】図３に示す駆動スイッチの操作時の断面図である。
【図５】図２に示すスイッチユニットをスライド型の操作つまみと組み合わせてなる駆動
スイッチの非操作時の断面図である。
【図６】図５に示す駆動スイッチの操作時の断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態例に係るスイッチユニットの分解斜視図である。
【図８】該スイッチユニットの斜視図である。
【図９】図８に示すスイッチユニットを揺動型の操作つまみと組み合わせてなる駆動スイ
ッチの非操作時の断面図である。
【図１０】図９に示す駆動スイッチの操作時の断面図である。
【図１１】従来例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１１，２１　スイッチユニット
　１２　ケース
　１２ａ　底壁
　１２ｅ　上部開口
　１３ａ～１３ｃ　固定接点部材
　１５，１６　導体板
　１５ｂ，１６ｂ　立上り部（傾斜面）
　１７，１８　駆動体
　１７ａ，１８ａ　軸部
　１７ｂ，１８ｂ　摺動作動部
　１７ｃ，１８ｃ　被押圧部
　１７ｆ，１８ｆ　駆動腕部
　１９　板ばね部材
　１９ａ，１９ｂ　押圧片
　２０　カバー部材
　３２，３５　操作つまみ
　３４　操作杆
　３６　駆動突起
　３７，３８　プッシュスイッチ
　Ｓ１，Ｓ２　接点収納空間
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