
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一内側壁に共通接点を、これと隣接する内側壁に固定接点を備えると共に、上記共通接点
近傍にこれと対向する支持突起が形成され、上記共通接点または固定接点と対向する側壁
に開口部を有する前面開放の箱形のケースと、中間の軸部が上記ケースの開口部に回動可
能に保持されると共に、一端の駆動部が上記ケース内に収納され、他端の操作部が上記ケ
ースの開口部から外方へ突出したレバーと、中間の折曲部がやや撓んだ状態で上記ケース
内に収納され、折曲部の一端から延出した第一アーム部先端の略コの字状の固定部が上記
ケースの共通接点と支持突起の間に圧入固定され、第一アーム部の折曲部近傍に上記レバ
ーの駆動部が当接すると共に、他端から延出した第二アーム部先端の接点部が上記ケース
の固定接点またはその内側壁に弾接した略Ｖ字状の弾性金属薄板製の可動接点からなるレ
バースイッチ。
【請求項２】
内側壁の中央に共通接点を、これと隣接する内側壁の少なくとも一方に固定接点を設ける
と共に、ケースの上記共通接点と対向する側壁の中央に開口部を設け、この開口部中央に
レバー中間の軸部を回動可能に保持した請求項１記載のレバースイッチ。
【請求項３】
共通接点に隣接する左右の内側壁に各々固定接点を設けると共に、この二つの固定接点を
ケース内で短絡した請求項２記載のレバースイッチ。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種電子機器において、記録媒体の有無やメカニズムの動作検出等に用いられ
るレバースイッチに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
各種電子機器に使用され、テープやディスク等の記録媒体の有無、或いはメカニズムの動
作検出等に用いられる検出用のレバースイッチとしては、所定の間隔をあけて対向させた
弾性金属薄板製の可動接点と固定接点を、レバーの回動操作によって接触させる所謂リー
フスイッチが広く知られている。
【０００３】
このような従来のレバースイッチについて、図１０及び図１１を用いて説明する。
【０００４】
図１０は従来のレバースイッチの断面図であり、同図において、１は前面開放で左側面に
開口部１Ａを備えた絶縁樹脂製の箱形のケース、２は中間の軸部２Ａがケース１に回動可
能に保持されたレバーで、レバー２一端の駆動部２Ｂがケース１内に収納され、他端の操
作部２Ｃはケース１の開口部１Ａから左斜め上方に突出している。
【０００５】
そして、３は弾性金属薄板製の可動接点、４は同様に弾性金属薄板製の固定接点で、各々
ケース１の開口部１Ａと対向する右内側壁１Ｂに植設され、可動接点３の左端部がレバー
２の駆動部２Ｂ上面に弾接して、操作部２Ｃを左斜め上方に付勢すると共に、可動接点３
の中間部と対向した固定接点４の左端部には、やや湾曲した接点部４Ａが設けられている
。
【０００６】
また、これら可動接点３や固定接点４を収納したケース１の前面を、カバー（図示せず）
が覆い、レバー２の軸部２Ａをケース１の右内側壁１Ｂと平行な上下方向に回動可能に保
持して、レバースイッチが構成されている。
【０００７】
以上の構成において、レバー２の操作部２Ｃを所定の力で下方向に回動操作すると、図１
１の断面図に示すように、軸部２Ａを支点として駆動部２Ｂが上方向に回動するため、こ
の駆動部２Ｂ上面によって可動接点３が左端部を押し上げられて撓み、中間部が固定接点
４の接点部４Ａに接触する。
【０００８】
そして、レバー２の操作部２Ｃが所定のストロークだけ回動すると、可動接点３の左端部
がさらに上方向に移動して、この中間部に接点部４Ａを押圧された固定接点４も上方向に
撓み、これによって、可動接点３と固定接点４が安定した接触圧力で接触した状態となる
。
【０００９】
また、レバー２の操作部２Ｃへの操作力を解除すると、可動接点３や固定接点４の弾性復
帰力によって、駆動部２Ｂが下方向に押圧されてレバー２が回動し、操作部２Ｃが図１０
の状態に復帰するように構成されているものであった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来のレバースイッチにおいては、レバー２の操作部２Ｃを回動操作し
て可動接点３を固定接点４の接点部４Ａに接触させた後、さらにレバー２を回動させ固定
接点４も撓ませることによって、可動接点３との安定した接触圧力が得られる構成となっ
ているため、レバー２が操作途中の状態では接点の接触が不安定なものになり易いという
課題があった。
【００１１】
本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、接点同士が接触した直後から、
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安定した接点の接触が得られるレバースイッチを提供することを目的とする。
【００１２】
【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は、以下の構成を有するものである。
【００１３】
本発明の請求項１に記載の発明は、隣接する内側壁に共通接点と固定接点を備え、このい
ずれかの対向する側壁に開口部を有するケースの開口部に、レバー中間の軸部を回動可能
に保持し、略Ｖ字状の可動接点中間の折曲部から延出した第一アーム部先端の固定部をケ
ースの共通接点と支持突起の間に圧入固定すると共に、第二アーム部先端の接点部を固定
接点またはその内側壁に弾接させ、第一アーム部の折曲部近傍にレバーの駆動部を当接さ
せて、レバースイッチを構成したものであり、可動接点の固定部が共通接点と支持部の間
に圧入されると共に、予めやや撓んだ状態の可動接点の接点部が、ケースの内側壁または
固定接点上を弾接摺動して固定接点との接離を行うように構成されているため、レバーが
操作途中の状態でも可動接点が固定接点に接触した直後から接点の一定の接触圧力が確保
でき、接触が安定したレバースイッチを得ることができるという作用を有する。
【００１４】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、内側壁の中央に共通接点を、こ
れと隣接する内側壁の少なくとも一方に固定接点を設けると共に、ケースの共通接点と対
向する側壁の中央に開口部を設け、この開口部中央にレバー中間の軸部を回動可能に保持
したものであり、スイッチの構成が左右対称となっているため、固定接点の位置やレバー
と可動接点の組合わせ方向を変えることによって、同じ構成部材でレバーの操作方向が異
なる二種類のレバースイッチを形成することができるという作用を有する。
【００１５】
請求項３に記載の発明は、請求項２記載の発明において、共通接点に隣接する左右の内側
壁に各々固定接点を設けると共に、この二つの固定接点をケース内で短絡したものであり
、共通接点に隣接する左右の内側壁に各々固定接点が設けられているため、レバーと可動
接点の組合わせ方向を変えるだけで、レバーの操作方向が異なる二種類のレバースイッチ
を得ることができるという作用を有する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図１～図９を用いて説明する。
【００１７】
（実施の形態１）
実施の形態１を用いて、本発明の特に請求項１記載の発明について説明する。
【００１８】
図１は本発明の第１の実施の形態によるレバースイッチの断面図、図２は同分解斜視図で
あり、同図において、１１は絶縁樹脂製で前面開放の箱形ケースで、下内側壁には導電金
属製の共通接点１２が、これに隣接する左内側壁には同じく導電金属製の固定接点１３が
、インサート成形等によって植設固定されている。
【００１９】
そして、ケース１１の共通接点１２と所定の間隔をあけた近傍には、これと対向した支持
突起１１Ａが形成されると共に、共通接点１２と対向した上側壁の開口部１１Ｂには、円
柱状の支持軸１１Ｃが形成されている。
【００２０】
また、１４は絶縁樹脂製のレバーで、中間の軸部である軸孔１４Ａがケース１１の支持軸
１１Ｃに回動可能に保持されると共に、一端の駆動部１４Ｂはケース１１内に収納され、
他端の操作部１４Ｃはケース１１の開口部１１Ｂから右斜め上方に突出している。
【００２１】
そして、１５はケース１１の深さ寸法よりも細幅の略Ｖ字状の弾性金属薄板製の可動接点
で、中間の折曲部１５Ａがやや撓んだ状態でケース１１内に収納され、この折曲部１５Ａ
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の一端から延出した第一アーム部１５Ｂ先端には、曲げ部１５Ｃを介して接続部１５Ｄと
当接部１５Ｅを備えた略コの字状の固定部１５Ｆが設けられ、この固定部１５Ｆはやや撓
んだ状態で接続部１５Ｄが共通接点１２に、当接部１５Ｅがケース１１の支持突起１１Ａ
に各々弾接して、共通接点１２と支持突起１１Ａの間に圧入されている。
【００２２】
さらに、可動接点１５の第一アーム部１５Ｂの折曲部１５Ａ近傍には、レバー１４の駆動
部１４Ｂ左側面が弾接し、この駆動部１４Ｂ右側面がケース１１の開口部１１Ｂ下面に弾
接して位置決めされると共に、折曲部１５Ａの他端から延出した第二アーム部１５Ｇ先端
の接点部１５Ｈがケース１１の左内側壁に弾接している。
【００２３】
そして、これらを収納したケース１１の前面をカバー１６が覆い、レバー１４の軸孔１４
Ａを、共通接点１２を植設したケース１１の下内側壁と平行な左右方向に回動可能に保持
して、レバースイッチが構成されている。
【００２４】
以上の構成において、レバー１４の操作部１４Ｃを所定の力で下方向に回動操作すると、
図３の断面図に示すように、軸孔１４Ａを支点として駆動部１４Ｂが時計方向に回動する
ため、この駆動部１４Ｂ左側面に第一アーム部１５Ｂの折曲部１５Ａ近傍を押圧された可
動接点１５が、曲げ部１５Ｃを支点として反時計方向に回動する。
【００２５】
そして、第二アーム部１５Ｇ先端の接点部１５Ｈがケース１１の左内側壁を下方向に弾接
摺動して、固定接点１３に接触し、固定部１５Ｆの接続部１５Ｄが共通接点１２に、接点
部１５Ｈが固定接点１３に各々弾接した可動接点１５を介して、共通接点１２と固定接点
１３との電気的接続が行われる。
【００２６】
また、レバー１４の操作部１４Ｃへの操作力を解除すると、可動接点１５の弾性復帰力に
よって、接点部１５Ｈが固定接点１３から離れてケース１１の左内側壁を上方向に弾接摺
動すると共に、駆動部１４Ｂ左側面が第一アーム部１５Ｂの折曲部１５Ａ近傍に押圧され
てレバー１４が回動し、操作部１４Ｃが図１の状態に復帰するように構成されている。
【００２７】
このように本実施の形態によれば、可動接点１５の固定部１５Ｆが共通接点１２と支持部
１１Ａの間に圧入されると共に、第二アーム部１５Ｇ先端の接点部１５Ｈが、ケース１１
の左内側壁や固定接点１３上を所定の圧力で弾接摺動して接点の接離が行われるように構
成されているため、レバー１４が操作途中の状態でも、可動接点１５が固定接点１３に接
触した直後から接点の一定の接触圧力で確保でき、接触が安定したレバースイッチを得る
ことができるものである。
【００２８】
なお、以上の説明では、ケース１１の共通接点１２と対向した上側壁に開口部１１Ｂを設
け、この支持軸１１Ｃにレバー１４の軸孔１４Ａを回動可能に保持する構成として説明し
たが、図４の断面図に示すように、ケース１８の固定接点１９と対向した右側壁に開口部
１８Ｂを設け、この支持軸１８Ｃにレバー２０の軸孔２０Ａを回動可能に保持する構成と
しても、本発明の実施は可能である。
【００２９】
また、レバー１４の操作部１４Ｃの回動操作によって、ケース１１の左内側壁に弾接した
可動接点１５の接点部１５Ｈを固定接点１３に接続させる構成の、所謂プッシュオンタイ
プのスイッチについて説明したが、これとは逆に、固定接点１３をケース１１の左内側壁
上方に設け、予め接点部１５Ｈが固定接点１３に接触して電気的に接続された状態から、
レバー１４の回動操作によって、可動接点１５が固定接点１３から離れて電気的に切断さ
れる構成の、所謂プッシュオンタイプのスイッチとしても本発明の実施は可能である。
【００３０】
（実施の形態２）
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実施の形態２を用いて、本発明の特に請求項２及び３記載の発明について説明する。
【００３１】
なお、実施の形態１の構成と同一構成の部分には同一符号を付して、詳細な説明を省略す
る。
【００３２】
図５は本発明の第２の実施の形態によるレバースイッチの断面図であり、同図において、
ケース２１の下内側壁に共通接点１２Ａが、これに隣接する左内側壁には同じく固定接点
１３Ａが、インサート成形等によって植設固定されていることは実施の形態１の場合と同
様であるが、共通接点１２Ａはケース２１の下内側壁の中央に設けられている。
【００３３】
そして、共通接点１２Ａの近傍には対向した支持突起２１Ａが形成されると共に、共通接
点１２Ａと対向した上側壁の中央に開口部２１Ｂが設けられ、この中央の支持軸２１Ｃに
レバー１４中間の軸部である軸孔１４Ａが回動可能に保持されている。
【００３４】
なお、折曲部１５Ａがやや撓んだ状態で可動接点１５がケース２１内に収納されているこ
とや、固定部１５Ｆが共通接点１２Ａと支持突起２１Ａの間に圧入固定され、第二アーム
部１５Ｇ先端の接点部１５Ｈがケース２１の左内側壁に弾接していることは実施の形態１
の場合と同様である。
【００３５】
そして、このような構成のレバースイッチの共通接点１２Ａと固定接点１３Ａは、図６（
ａ）の部分断面図に示すように、接点下端等が連結部（図示せず）によって繋がれ、共通
接点１２Ａと固定接点１３Ａ，１３Ｂも切断部１２Ｃ，１２Ｄによって繋がれた帯状のフ
ープ状態で、例えば図５に示した構成のスイッチの場合には、切断部１２Ｃを切断した後
、絶縁樹脂製のケース２１にインサート成形されて植設固定される。
【００３６】
この場合には、固定接点１３Ｂは切断部１２Ｄによって共通接点１２Ａに繋がれ一体とな
っているため、可動接点１５の接点部１５Ｈが接離する固定接点としては使用されず、共
通接点１２Ａとして用いられる。
【００３７】
また、図６（ａ）の状態で、切断部１２Ｄを切断した後、インサート成形した場合には、
図６（ｂ）に示すように、固定接点１３Ａが切断部１２Ｃによって共通接点１２Ａに繋が
れ一体となって、ケース２１に植設固定される。
【００３８】
そして、このケースを用いて、図７の断面図に示すように、レバー１４や可動接点１５を
図５とは左右逆方向に組合わせ、可動接点１５の接点部１５Ｈをケース２１の右内側壁に
弾接させることによって、構成部材は同じままでレバー１４の操作方向が異なるレバース
イッチとすることができる。
【００３９】
なお、以上の構成において、レバー１４の操作部１４Ｃを所定の力で下方向に回動操作す
ると、駆動部１４Ｂに第一アーム部１５Ｂの折曲部１５Ａ近傍を押圧された可動接点１５
が、曲げ部１５Ｃを支点として回動し接点部１５Ｈがケース２１の左内側壁や右内側壁を
弾接摺動して、可動接点１５を介した共通接点１２Ａと固定接点１３Ａ，１３Ｂとの電気
的接続が行われることは実施の形態１の場合と同様である。
【００４０】
このように本実施の形態によれば、ケース２１の下内側壁の中央に共通接点１２Ａを設け
ると共に、これと対向する上側壁の中央に開口部２１Ｂを設け、この開口部２１Ｂ中央に
レバー１４中間の軸部を回動可能に保持させることによって、スイッチの構成が左右対称
となっているため、固定接点１３Ａ，１３Ｂの位置やレバー１４と可動接点１５の組合わ
せ方向を変えることによって、同じ構成部材でレバーの操作方向が異なる二種類のレバー
スイッチを形成することができるものである。
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【００４１】
さらに、図８（ａ）や図９（ａ）の部分断面図に示すように、共通接点１２Ｆ，１２Ｇ左
右の固定接点１３Ｃ，１３Ｄや固定接点１３Ｆ，１３Ｇを短絡して一体とし、図８（ｂ）
や図９（ｂ）に示すように、これを短絡部がケース２１の裏底壁内に埋め込まれるように
インサート成形して植設固定すれば、共通接点１２Ｆ，１２Ｇに隣接する左右の内側壁に
各々固定接点１３Ｃ，１３Ｄや固定接点１３Ｆ，１３Ｇが形成されて、この状態でのケー
ス２１の構成が完全に左右対称となっているため、レバー１４と可動接点１５の組合わせ
方向を変えるだけで、レバー１４の操作方向が異なる二種類のレバースイッチを得ること
ができる。
【００４２】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、操作時に接点同士が接触した直後から、安定した接点の接
触が得られるレバースイッチを実現できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるレバースイッチの断面図
【図２】同分解斜視図
【図３】同操作時の断面図
【図４】同他の実施の形態による断面図
【図５】本発明の第２の実施の形態によるレバースイッチの断面図
【図６】同部分断面図
【図７】同他の実施の形態による断面図
【図８】同部分断面図
【図９】同部分断面図
【図１０】従来のレバースイッチの断面図
【図１１】同操作時の断面図
【符号の説明】
１１，１８，２１　ケース
１１Ａ，２１Ａ　支持突起
１１Ｂ，１８Ｂ，２１Ｂ　開口部
１１Ｃ，１８Ｃ，２１Ｃ　支持軸
１２，１２Ａ，１２Ｆ，１２Ｇ　共通接点
１２Ｃ，１２Ｄ　切断部
１３，１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃ，１３Ｄ，１３Ｆ，１３Ｇ，１９　固定接点
１４，２０　レバー
１４Ａ，２０Ａ　軸孔
１４Ｂ　駆動部
１４Ｃ　操作部
１５　可動接点
１５Ａ　折曲部
１５Ｂ　第一アーム部
１５Ｃ　曲げ部
１５Ｄ　接続部
１５Ｅ　当接部
１５Ｆ　固定部
１５Ｇ　第二アーム部
１５Ｈ　接点部
１６　カバー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

(9) JP 4019601 B2 2007.12.12



フロントページの続き

(72)発明者  工藤　保親
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  中瀬　雄章
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  中田　善邦

(56)参考文献  特開平８－５５５３８（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－１６８６４５（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５５－１５８５３５（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01H13/00～13/76,19/00～21/88

(10) JP 4019601 B2 2007.12.12


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

