
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押し込み及びそれとは反対の方向に回動可能に枢支された操作子と、
　この操作子の被枢支部から離れた部分により押し込まれるプッシャと、
　このプッシャを押し込み及びそれとは反対の直線方向に移動可能にガイドするプッシャ
ガイドと、
　前記プッシャにより押し込み操作されるスイッチ本体とを具備するものにおいて、
　前記プッシャに、前記スイッチ本体と前記操作子のプッシャを押し込む部分との間から
離れて位置する被ガイド部を形成すると共に、
　前記プッシャガイドを、前記スイッチ本体と前記操作子の前記プッシャを押し込む部分
との間から離れた位置に設け、
　このプッシャガイドにより、前記被ガイド部をもって前記プッシャを前記直線方向に移
動可能にガイドするように
　

したことを特徴とするスイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、操作子とスイッチ本体との間にプッシャを有するスイッチ装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来より、操作子とスイッチ本体との間にプッシャを有するスイッチ装置としては、図４
に示すものが供されている。このものは、ケース１に、操作子２が左右の中間部２ａを軸
３によって上下に回動可能に枢支されており、この操作子２の被枢支部（中間部２ａ）か
ら右側に離れた部分に、突起４が下方へ突設されている。
【０００３】
突起４の下方には、直棒状のプッシャ５が配置されており、このプッシャ５を上下の直線
方向に移動可能にガイドする孔６を有するプッシャガイド７が、例えばケース１と一体に
形成することにより該ケース１に固定して設けられている。そして更に、プッシャ５の下
方には、アクチェータ８ａを有するスイッチ本体８が回路基板９に実装して設けられ、こ
の回路基板９がケース１に固定されている。
【０００４】
この構成で、操作子２の右側部分を下方へ押し込むと、突起４がプッシャ５を下方へ押し
、更に、そのプッシャ５がスイッチ本体８のアクチェータ８ａを下方へ押し込むことで、
スイッチ本体８が押し込み操作され、導通状態となる。
又、その状態から、操作子２の押し込みを解除すると、アクチェータ８ａを戻すスイッチ
本体８の復元力により、プッシャ５が上方へ押し戻され、突起４を介して操作子２も右側
部分が上方へ押し戻される。又、それに伴い、スイッチ本体８は遮断状態に戻る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来のものにおいて、プッシャガイド７は、操作子２の突起４が存する部分の上下
の回動（軸３を中心とした円弧移動）に対して、プッシャ５を上下の直線方向に移動する
ようにガイドするものであり、それによって、スイッチ本体８の押し込み操作が正しく、
すなわち、真直ぐ下方へ押すことにより確かな導通状態が得られるようにする働きをする
。このために、 プッシャガイド７ の長さＬ 1 に
は、ある程度大きな寸法が必要である。
【０００６】
しかして、上記従来のものの場合、その長さＬ 1 のプッシャガイド７がスイッチ本体８と
操作子２のプッシャ５を押し込む部分である突起４との間に配置されており、このために
、スイッチ本体８から、プッシャガイド７、及び操作子２と順次上積みされて、スイッチ
装置全体の厚さｔ 1 が大きくなり、それに伴ってスイッチ装置の設置スペースが大きく必
要になるという欠点を有していた。
【０００７】
本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、従ってその目的は、スイッチ本体の押
し込み操作が正しくできながら、全体の厚みの縮小化が可能なスイッチ装置を提供するに
ある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のスイッチ装置は、押し込み及びそれとは反対の方
向に回動可能に枢支された操作子と、この操作子の被枢支部から離れた部分により押し込
まれるプッシャと、このプッシャを押し込み及びそれとは反対の直線方向に移動可能にガ
イドするプッシャガイドと、前記プッシャにより押し込み操作されるスイッチ本体とを具
備するものにおいて、
　前記プッシャに、前記スイッチ本体と前記操作子のプッシャを押し込む部分との間から
離れて位置する被ガイド部を形成すると共に、前記プッシャガイドを、前記スイッチ本体
と前記操作子の前記プッシャを押し込む部分との間から離れた位置に設け、このプッシャ
ガイドにより、前記被ガイド部をもって前記プッシャを前記直線方向に移動可能にガイド
するように
　

したことを特徴とする。
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【０００９】
　このものによれば、プッシャは、スイッチ本体と操作子のプッシャを押し込む部分との
間から離れた位置でプッシャガイドによりガイドされる。従って、スイッチ本体の押し込
み操作を正しくさせるためのプッシャガイドの必要な長さは、スイッチ本体と操作子のプ
ッシャを押し込む部分との間から離れた位置で確保され、スイッチ本体と操作子のプッシ
ャを押し込む部分との間でそのプッシャガイドの必要な長さを確保する必要がない

。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を車両、特には自動車のオーディオ装置の音量調節用スイッチ装置に適用し
た一実施例につき、図１ないし図３を参照して説明する。
まず、図３には、ケース１１を、片側（図中上側）の操作子１２のみを装着した状態で示
している。このケース１１は、ほゞ舟形を成しており、操作子１２側とは反対側（図３中
下側）に収納部１３を有している。
【００１１】
収納部１３には、中央部の左右両側壁の図中手前側の縁部に、短円柱状の突起１４をそれ
ぞれ外方へ少しく突出させて一体に形成しており、これの図中上下の両側に位置して、内
部に、プッシャガイド１５，１６を同じく一体に形成している。このプッシャガイド１５
，１６は、ともにＴ字形の溝１５ａ，１６ａを形作るもので、図中上下に対称形となって
おり、上方のプッシャガイド１５の溝１５ａは上方に、下方のプッシャガイド１６の溝１
６ａは下方に、それぞれ開放している。
【００１２】
一方、図１に示すように、収納部１３内には、スイッチ本体１７，１８を実装した回路基
板１９を収納して固定している。スイッチ本体１７，１８は、この場合、タクトスイッチ
から成っており、それぞれ上方へ突出するアクチェータ１７ａ，１８ａを有している。又
、このスイッチ本体１７，１８は、前記プッシャガイド１５，１６よりも突起１４側とは
反対の側（反突起１４側）に位置している。
【００１３】
スイッチ本体１７，１８上には、それぞれプッシャ２０，２１を配置している。このプッ
シャ２０，２１は、図２に示すように、被ガイド部２０ａ，２１ａと、アーム２０ｂ，２
１ｂ、及び主体部２０ｃ，２１ｃを一体に形成したもので、被ガイド部２０ａ，２１ａは
、前記プッシャガイド１５，１６の溝１５ａ，１６ａと同じ平面Ｔ字形を成し、上下に長
さＬ 11の寸法で延びている。この被ガイド部２０ａ，２１ａからアーム２０ｂ，２１ｂを
延設し、このアーム２０ｂ，２１ｂの各先端部下に主体部２０ｃ，２１ｃを形成している
。主体部２０ｃ，２１ｃは、この場合、長さＬ 12が被ガイド部２０ａ，２１ａの長さＬ 11
より短い短円柱状を成している。
【００１４】
そして、図１に示すように、前記プッシャガイド１５，１６の溝１５ａ，１６ａには、そ
れぞれ被ガイド部２０ａ，２１ａを上方より挿入し、これによって、プッシャ２０，２１
が、被ガイド部２０ａ，２１ａをもって上下の直線方向に移動可能にガイドされるように
している。ここで、プッシャガイド１５，１６は、被ガイド部２０ａ，２１ａの長さＬ 11
とほゞ同じ長さを有している。又、この場合、アーム２０ｂ，２１ｂを溝１５ａ，１６ａ
の左方、右方の各開放口からそれぞれ突出させて、主体部２０ｃ，２１ｃを前記スイッチ
本体１７，１８のアクチェータ１７ａ，１８ａ上に載置している。
【００１５】
これらに対して、操作子２２は、収納部１３よりも一周り大きなキャップ状を成しており
、その中央部の下方には軸承部２３を一体に形成している。又、この操作子２２の上面は
、中央部から図１中左右の両端に向かって上がる反りを有しており、下面には、中央部か
ら図１中左右に離れた部分より下方へ突起２４，２５を突設している。
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【００１６】
しかして、前記ケース１１の突起１４には、上記操作子２２の軸承部２３を嵌合し、これ
によって、操作子２２が、突起１４を中心に上下に回動するように取付け支持している。
この場合、操作子２２の上下の回動方向は、操作子２２の押し込み及びそれとは反対の方
向である。又、その取付けにより、操作子２２は、突起２４，２５の下端を前記プッシャ
２０，２１の主体部２０ｃ，２１ｃ上に載置しており、そして更に、操作子２２の全体に
よって収納部１３の全部を覆うようにもしている。
なお、操作子２２の上面には、図２に示すように、必要な表示２６，２７，２８や、ブラ
インド操作のための突起２９を設けている。
【００１７】
以上の構成で、操作子２２の図１中左側部分を下方へ押し込めば、操作子２２は、時計回
りとは反対の方向に回動して、円弧移動する突起２４によりプッシャ２０の主体部２０ｃ
を下方へ押す。又、操作子２２の図１中右側部分を下方へ押し込めば、操作子２２は、時
計回りの方向に回動して、同じく円弧移動する突起２５によりプッシャ２１の主体部２１
ｃを下方へ押す。
【００１８】
このとき、突起２４，２５は、ケース１１の突起１４によって枢支された操作子２２の中
央部、すなわち操作子２２の被枢支部から、図中左右に離れた部分に位置しており、従っ
て、プッシャ２０，２１は操作子２２の被枢支部から離れた部分により押し込まれる。又
、その押し込まれたプッシャ２０，２１は、プッシャガイド１５，１６により、被ガイド
部２０ａ，２１ａをもって、下方へ直線方向に移動するようにガイドされる。
【００１９】
　そして、プッシャ２０の移動により、スイッチ本体１７のアクチェータ１７ａが下方へ
押し込まれるので、スイッチ本体１７が押し込み操作され、導通状態となって、この場合
、自動車のオーディオ装置の音量が大きくなされる。又、プッシャ２１の移動により、ス
イッチ本体１８のアクチェータ１８ａが下方へ押し込まれるので、スイッチ本体１８が押
し込み操作され、同じく導通状態となって、この場合、自動車のオーディオ装置の音量が
小さくなされる。前記プッシャガイド１５，１６の長さ

は、そのスイッチ本体１７，１８の押し込み操作をプッシ
ャ２０，２１により正しくさせるために必要な寸法である。
【００２０】
このとき、プッシャガイド１５，１６は、スイッチ本体１７，１８と前記操作子２２のプ
ッシャ２０，２１を押し込んだ部分（突起２４，２５）との間から、この場合、操作子２
２の支軸であるケース１１の突起１４側に離れて位置し、プッシャ２０，２１の被ガイド
部２０ａ，２１ａも又、スイッチ本体１７，１８と前記操作子２２のプッシャ２０，２１
を押し込んだ部分（突起２４，２５）との間から、ケース１１の突起１４側に離れて位置
する。
【００２１】
なお、上述の各状態から、操作子２２の押し込みを解除すると、アクチェータ１７ａ、１
８ａをそれぞれに戻すスイッチ本体１７，１８の復元力により、プッシャ２０，２１が上
方へ押し戻され、突起２４，２５を介して操作子２２も上方へ押し戻される。又、それに
伴い、スイッチ本体１７，１８はそれぞれ遮断状態に戻る。
【００２２】
　このように本構成のものでは、プッシャ２０，２１は、スイッチ本体１７，１８と操作
子２２のプッシャ２０，２１を押し込む部分との間から離れた位置でそれぞれプッシャガ
イド１５，１６によりガイドされる。従って、スイッチ本体１７，１８の押し込み操作を
正しくさせるためのプッシャガイド１５，１６の必要な長さ（Ｌ 11）は、スイッチ本体１
７，１８と操作子２２のプッシャ２０，２１を押し込む部分との間から離れた位置で確保
されるものであり、従来のものと異なり、スイッチ本体１７，１８と操作子２２のプッシ
ャ２０，２１を押し込む部分との間でそのプッシャガイド１５，１６の必要な長さ（Ｌ 11
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）を確保する必要がない（確保する必要のあるプッシャ２０，２１の各主体部２０ｃ，２
１ｃの長さＬ 12は、プッシャガイド１５，１６の必要な長さ

より短い）ので、スイッチ装置全体の厚みｔ 11の縮小
化ができる。
【００２３】
かくして、本構成のものの場合、スイッチ本体１７，１８の押し込み操作が正しくできな
がら、スイッチ装置全体の厚みｔ 11の縮小化ができるものであり、それによって、スイッ
チ装置の設置スペースを小さく済ませることもできる。
【００２４】
なお、本発明は、車両、特には自動車のオーディオ装置の音量調節用スイッチ装置に限ら
れず、スイッチ装置一般として広く適用できる。又、プッシャ２０，２１の被ガイド部２
０ａ，２１ａとプッシャガイド１５，１６は、スイッチ本体１７，１８と操作子２２のプ
ッシャ２０，２１を押し込む部分との間からケース１１の突起１４側に離れて位置するの
ではなく、それとは反対側に離れて位置する構成としても良い。
【００２５】
加えて、プッシャガイド１５，１６は、ケース１１と一体でなく、別体で形成してケース
１１に組込むことにより固定するようにしても良い。更に、スイッチ本体１７，１８も、
タクトスイッチに限られず、プッシャ２０，２１によって押し込み操作されるものであれ
ば、他の構成のものであっても良い。
そのほか、本発明は上記し且つ図面に示した実施例にのみ限定されるものではなく、特に
各部の具体的形状等の点につき、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施し得る。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のスイッチ装置によれば、スイッチ本体の押し込み操作が正
しくできて、なお且つ全体の厚みの縮小化ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す破断側面図
【図２】分解斜視図
【図３】ケースの主要部分を表す平面図
【図４】従来例を示す図１部分相当図
【符号の説明】
１５，１６はプッシャガイド、１７，１８はスイッチ本体、２０，２１はプッシャ、２０
ａ，２１ａは被ガイド部、２２は操作子、２４，２５は突起（プッシャを押し込む部分）
を示す。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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