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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トリガ操作に基づいてケース内部のスイッチ機構をスイッチング操作するトリガスイッ
チであって、
前記ケースの内方空間部にスイッチ機構を内蔵し、該ケースの内方空間部に対応して開口
するケースの一側面開口部をカバーで覆って密閉し、
前記ケースの他側面の一部で、前記スイッチ機構とは厚さ方向に重ならない位置で、且つ
、前記スイッチ機構に対して下部位置に形成した収納凹部に制御素子を収納し、
前記制御素子は、該制御素子の端子をケースの他側面に設けた前記収納凹部の端子貫通孔
に圧入して、その反対側のケースの一側面に貫通させてスイッチ機構に接続し、
この制御素子の外表面を含むケースの他側面を放熱板で覆って一体化した
トリガスイッチ。
【請求項２】
　前記スイッチ機構の側面にプリント回路および制御部品を搭載した基板を対設して接続
すると共に、
前記基板はさらに前記収納凹部に収納した前記制御素子と基板接続部を介して接続したこ
とを特徴とする
請求項１記載のトリガスイッチ。
【請求項３】
　前記制御素子は、弾性体を圧縮状態に介在させた状態で前記収納凹部に取付けたことを
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特徴とする
請求項１又は２記載のトリガスイッチ。
【請求項４】
　前記ケース他側面の収納凹部に対し、その外面側より配置される放熱板と制御素子とス
プリングワッシャとケース側壁とをリベットで貫通させて一体にカシメ固定したことを特
徴とする
請求項１又は２記載のトリガスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　この発明は、例えば電動工具に組込んで使用されるようなトリガスイッチに関し、さら
に詳しくは内部構造を改良して薄型化と防塵性を高めたトリガスイッチに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、この種のトリガスイッチは、トリガ操作に基づいてスイッチング操作するスイ
ッチ機構と、制御素子および基板などを内蔵したケースと、その開口面を覆うカバーと、
放熱板とを一体化構成して設けている。
【０００３】
　さらに、内部の制御素子に対しては、使用中に制御素子自体が高温化することから、こ
の制御素子に金属製の放熱板を接触させることにより制御素子の冷却保護を図っている。
【０００４】
　この場合、制御素子はケース内部のスイッチ機構への電気的な配線と、ケース外部の放
熱板に直に接触させる必要があることから、この制御素子の配置構成が難しくなっていた
。例えば、制御素子をケース外部の放熱板に接触させるためにカバーに小さな開口部を設
け、この開口部に制御素子を介在させて対処している(例えば先行出願の特開平１０－６
９８３８号参照)。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、この場合は制御素子を配置させるために開口した開口部の僅かの隙間より振
動や衝撃によって外部から粉塵が入ることがあり、この粉塵が内部のスイッチ機構に支障
を及ぼす恐れがあった。ことに、トリガスイッチを電動工具に適用した場合は、粉塵が発
生しやすい悪環境下で使用されるため高防塵化が望まれていた。
【０００６】
　また、高防塵性を有するトリガスイッチとして、両面を部品の搭載面に設定したベース
を設け、このベースの片面側にスイッチ機構を搭載し、ベースの他面側に制御素子を搭載
してスイッチ機構と制御素子とをベースで仕切って両側に分離し、その両開口面をカバー
や放熱板で覆って一体化構成したトリガスイッチが考えられるが、この場合はベースの両
側に搭載面を有して両側の搭載部品の合計厚さから全体的に厚くなり、近年、電動工具業
界で要請されている幅広い利用者層を考慮した細グリップ化には不向きな構造になる問題
を有していた。
【０００７】
　そこでこの発明は、ケースに対する制御素子の組込み構造を改良することにより、高防
塵性を確保しながら薄型化を実現することができる信頼性の高いトリガスイッチを提供す
ることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、トリガ操作に基づいてケース内部のスイッチ機構をスイッチング操作する
トリガスイッチであって、前記ケースの内方空間部にスイッチ機構を内蔵し、該ケースの
内方空間部に対応して開口するケースの一側面開口部をカバーで覆って密閉し、前記ケー
スの他側面の一部で、前記スイッチ機構とは厚さ方向に重ならない位置で、且つ、前記ス
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イッチ機構に対して下部位置に形成した収納凹部に制御素子を収納し、前記制御素子は、
該制御素子の端子をケースの他側面に設けた前記収納凹部の端子貫通孔に圧入して、その
反対側のケースの一側面に貫通させてスイッチ機構に接続し、この制御素子の外表面を含
むケースの他側面を放熱板で覆って一体化したことを特徴とする。
【０００９】
　ここでケースとは、一側面を開放した箱形状などの長方体で構成することができる。
【００１０】
　前記スイッチ機構とは、トリガ操作に伴い接点部間を切換えてオンオフする　接点切換
え構造と、その制御系の部品を組込んで構成することができる。
【００１１】
　前記カバーとは、ケースの一側面開口部に閉鎖対応する平板形状にて構成することがで
きる。
【００１２】
　前記放熱板とは、熱伝導性の良好な放熱性に適した金属板で構成することができる。
【００１３】
　この発明によれば、トリガスイッチの使用時に発熱して破損する恐れのある冷却保護の
必要な制御素子を、ケースの他側面に形成した収納凹部に収納することにより、制御素子
は収納凹部に沈み込んだ状態に配置されるためケースの外面より突出せず、ケースと一体
に効率よく取付けることができ、全体の厚さを薄くできる。
【００１４】
　ことに、ケース一側面のスイッチ機構とケース他側面の制御素子が厚さ方向に重ならな
い位置で、且つ、前記スイッチ機構に対して下部位置を選択して配置構成するので、制御
素子の厚さ分を確実に短くして薄型化、及び、細グリップ化することができる。
　さらに、制御素子の電気的な接続に際しては、この制御素子の端子をケースの他側面か
らケースの一側面に端子貫通孔に圧入して貫通させるだけで効率よくスイッチ機構側に配
線接続することができる。また、端子は小軸であり、部分的に小さな貫通孔に貫通させる
だけのため隙間が殆どなく、粉塵が入り難い構造となって防塵性にも適している。
【００１５】
　また、制御素子は全体がケースの他側面の収納凹部に嵌り込んで取付けられ、制御素子
を配置するためのケース開口隙間がないため、粉塵が入る恐れがなく、高防塵性を確保す
ることができる。したがって、ケースの他側面に収納凹部を設けるだけで高防塵性を確保
でき、この高防塵性と薄型化とを同時に実現することができる信頼性の高いトリガスイッ
チが得られ、また電動工具業界で要請されているトリガスイッチの握り易さ、扱い易さに
つながる細グリップ化を可能にして幅広い利用者層への適用を実現することができる。
【００１６】
　また、前記スイッチ機構の側面にプリント回路および制御部品を搭載した基板を対設し
て接続すると共に、前記基板はさらに前記収納凹部に収納した前記制御素子と基板接続部
を介して接続することにより構成することができる。
【００１７】
　さらに、制御素子と放熱板との接触に際しては、この制御素子と収納凹部内との間に弾
性体を介在させれば、この弾性作用に基づいて制御素子と放熱板との間で適切な接触作用
が得られる。例えば、スプリングワッシャを圧縮状態に介在させておけば、そのスプリン
グワッシャの弾性復帰力を受けて制御素子が外方に付勢され、その外方に対応する放熱板
に制御素子の外表面が強く接触する。このため、制御素子に生じた熱量は放熱板に熱伝導
して吸収され、この放熱板を介して安定した冷却保護機能が得られる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　この発明の一実施の形態を以下図面に基づいて説明する。
図面はトリガスイッチを示し、図１および図２に示すように、このトリガスイッチ１１は
縦長の箱形状を有するケース１２と、このケース１２の開放面側に収納されるスイッチ機
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構１３と、スイッチ操作用の操作軸１４に連結されるトリガ１５と、制御部品を搭載した
基板１６と、カバー１７とが、後述するケース１２の一側面に開口する内方空間部に取付
けられ、ケース１２の他側面に、スプリングワッシャ１８を介して制御素子(ＦＥＴ)１９
と、放熱板２０とをリベット２１で一体にカシメ固定してケース１２に組付けている。
【００１９】
　上述のケース１２は、図３に示すように、箱形状の一側面に開口する内方空間部２２に
スイッチ機構１３を組込み、外部からスイッチング操作するための操作軸１４をケース１
２の正面側より外方に突出させ、この操作軸１４の外端部にトリガ１５を取付けている。
そして、このトリガ１５を内方のトリガ復帰バネ２３に抗して軸方向に進退させることに
より、これに連動するスイッチ機構１３に組込まれた可動片１３ａを可動させて図示しな
い固定片との接点部間を切換えてスイッチング操作される。
【００２０】
　このスイッチ機構１３の上面に、プリント回路および制御部品を搭載した基板１６を対
設し、これらの全体の開放面を平板状のカバー１７で覆ってケース１２の内方空間部２２
を密閉状態に閉鎖する。
【００２１】
　このとき、ケース１２とカバー１７との連結に際しては、ケース１２側の外周囲に設け
た各係合突起２４…に、カバー１７の各係合連結片２５…を係合させて一体に連結する。
【００２２】
　一方、ケース１２の他側面にはＦＥＴ１９を取付けるための収納凹部２６を形成してい
る。この収納凹部２６はＦＥＴ１９の形状と同形状に対応させて精度よく収納するもので
あり、ＦＥＴ１９の下面側が階段状の段付き形状に設けているため、これと同形状に対応
させた段付き凹部に形成して、この収納凹部２６にＦＥＴ１９を嵌め込んで精度よく位置
決めして収納する。
【００２３】
　この場合、収納凹部２６の凹部形成位置は、上述したスイッチ機構１３の配設位置とケ
ース厚さ方向に重ならないケース他側面の下部位置を選択して配置決定している。これに
より、ケース厚さ方向にスイッチ機構１３とＦＥＴ１９とが重ならず、ＦＥＴ１９が収納
凹部２６に略面一で全体が沈み込んだ状態に収納されてケース１２の厚さ方向に部分的に
突出しないため、このＦＥＴ１９の厚さの分だけ厚さ方向を短縮することができる。この
結果、トリガスイッチの薄型化を図ることができる。
【００２４】
　また、ＦＥＴ１９の取付けに際しては、図４に示すように、収納凹部２６に隣接して小
さな端子貫通孔２６ａをケース他側面からケース一側面に貫通して設けており、ここにＦ
ＥＴ１９の端子１９ａを貫通させることにより、ケースの一側面に搭載されるスイッチ機
構１３に効率よく配線接続することができる。この場合、端子１９ａは小軸であり、部分
的に小さな端子貫通孔２６ａに圧入状態に貫通させるため、隙間が殆どなく、粉塵が入り
難い構造になって防塵性を確保している。
【００２５】
　さらに、収納凹部２６内のケース一側面と他側面との間の仕切壁として設けられるケー
ス側壁とＦＥＴ１９と後述する放熱板２０には、リベット挿通孔２６ｂ，１９ｂ，２０ａ
をそれぞれ貫通して設けており、収納凹部２６にスプリングワッシャ１８を介在させた状
態でＦＥＴ１９を収納させ、さらにその上面を放熱板２０で覆った状態で金属製のリベッ
ト２１を各リベット挿通孔２６ｂ，１９ｂ，２０ａに通して一体にカシメ固定する。
【００２６】
　このとき、収納凹部２６内のケース側壁とＦＥＴ１９との間に介在されたスプリングワ
ッシャ１８を圧縮状態にて介在させ、このスプリングワッシャ１８の弾性復帰作用により
ＦＥＴ１９を外方に付勢させた状態でカシメ固定する。このため、ＦＥＴ１９の外表面は
、その外方に平面的に対応する放熱板２０に押し付けられる如く常に接触対応し、ＦＥＴ
１９自体の発熱が放熱板２０の熱伝導作用により吸収されて常に良好な放熱が行われ、信
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頼性の高いＦＥＴ１９の冷却保護機能が得られる。
【００２７】
　上述の放熱板２０は、熱伝導性の良好な金属板をＬ形状に形成してケース１２の他側面
と、これに隣接する背面とをＬ形状に覆い、このとき金属製で重量のある放熱板２０は金
属製のリベット２１によりケース１２に一体的にカシメ固定されているため、耐衝撃性に
富む高強度の取付けとなり、完成後のトリガスイッチが電動工具に組込まれて、仮に落下
衝撃や強い振動を受けても破損せず、信頼性の高い安定した保持性能が得られる。
【００２８】
　このため、通常の樹脂部材を熱カシメして取付けられた放熱板に比較して取付け性能が
高く、衝撃等の原因によりカシメ部分が破損せず、不測に放熱板がケースより離脱しなく
なる。
【００２９】
　上述のケース１２の他側面の上部には熱カシメ軸２７を突設し、この熱カシメ軸２７は
放熱板２０との対向面側に開口したＵ字形溝２８に係合して補助的に熱カシメ固定する。
また、ケース１２の背面側に突出した一対の係合軸２９に、これと対向する放熱板２０の
背面側に開口する係合孔３０に係合して位置決め固定される。
【００３０】
　また、ケース１２の上部には一端を支点に傾動する切換えレバー３１を取付けており、
このレバー３１の切換え方向の傾動操作に基づいて内方の接点部間を切換える。図中、３
２は操作軸ガイド孔、３３はＦＥＴ端子１９ａの基板接続部を示す。
【００３１】
　このように構成されたトリガスイッチ１１は、トリガ１５を引いてスイッチング操作を
開始すると、このトリガ操作に基づいて、内方のスイッチ機構１３の接点部間がオンされ
、このときトリガ１５の最大引込み時点で全速回転した出力が得られる。その後、トリガ
１５の操作力を緩めると元に戻ってオフに切換えられる。
【００３２】
　また、このトリガスイッチ１１は各種の電動工具に組込んで使用することができ、しか
も薄型化したトリガスイッチを電動工具に組込んで使用した場合は細グリップ化できるた
め、手の小さい利用者、例えば女性等であっても握り易く、扱い易い電動工具として利用
することができる。
【００３３】
　さらに、このトリガスイッチ１１の使用中はＦＥＴ１９が次第に発熱して高温化するが
、このＦＥＴ１９は内方のスプリングワッシャ１８の付勢力によって放熱板２０に強く押
圧接触した状態を保っているため、この放熱板２０を介して効率よく熱吸収して放熱する
ことができる。この結果、終始安定した放熱作用に基づいて冷却保護でき、薄型で耐衝撃
性および冷却保護性能の優れた信頼性の高いトリガスイッチとして利用することができる
。
【００３４】
　上述のように、発熱して破損する恐れのある冷却保護の必要なＦＥＴを、ケースの他側
面に形成した収納凹部に収納することにより、ＦＥＴは収納凹部に沈み込んだ状態に配置
されてケースの外面より突出しないため、トリガスイッチ全体の厚さを薄くして薄型化す
ることができる。また、ＦＥＴを配置するためのケース開口隙間がないため粉塵が入る恐
れがなく、高防塵性を確保することができる。
【００３５】
　この発明の構成と、上述の一実施の形態の構成との対応において、
　この発明の制御素子は、実施の形態のＦＥＴ１９に対応し、以下同様に、
　弾性体は、スプリングワッシャ１８に対応するも、この発明は請求項に示される技術思
想に基づいて応用することができ、上述の一実施の形態の構成のみに限定されるものでは
ない。
【００３６】
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【発明の効果】
　この発明によれば、制御素子をケースの他側面のスイッチ機構とは厚さ方向に重ならな
い位置で、且つ、スイッチ機構に対して下部位置に形成した収納凹部に嵌め込んで取付け
ることにより、制御素子の厚さの分だけ薄型化でき、さらに制御素子を配置するためのケ
ース開口隙間がないため、粉塵が入る恐れがなくなり、ケースの他側面に収納凹部を設け
るだけで薄型化と高防塵性とを同時に実現することができる信頼性の高いトリガスイッチ
が得られる。このため、電動工具業界で要請されているトリガスイッチの握り易さ、扱い
易さにつながる細グリップ化を可能にして幅広い利用者層への適用を実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　トリガスイッチの外観斜視図。
【図２】　トリガスイッチの分解斜視図。
【図３】　トリガスイッチのスイッチ機構を示す要部斜視図。
【図４】　トリガスイッチのＦＥＴの取付け対応状態を示す分解斜視図。
【符号の説明】
　１１…トリガスイッチ
　１２…ケース
　１３…スイッチ機構
　１５…トリガ
　１７…カバー
　１８…スプリングワッシャ
　１９…ＦＥＴ
　２０…放熱板
　２１…リベット
　２２…内方空間部
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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