
富士時報　Vol.81 No.3 2008

特
集
2

特
集
2

コマンドスイッチの最新機器と技術

清水　源広（しみず　もとひろ） 町田　謹斎（まちだ　のりよし） 小笠原　稔（おがさわら　みのる）

清水　源広

制御機器の開発・設計に従事。現
在，富士電機機器制御株式会社開
発企画本部吹上地区開発部マネー

ジャー。

町田　謹斎

制御機器・制御リレーの開発・設
計に従事。現在，富士電機機器制
御株式会社開発企画本部吹上地区
開発部グループマネージャー。

小笠原　稔

制御機器の開発試験に従事。現在，

富士電機機器制御株式会社開発企
画本部技術部開発試験グループ課
長補佐。

　まえがき

各種機械・装置に使用される操作用スイッチ・表示灯
の役割は，人と機械の間の情報コミュニケーションを迅速
かつ正確に行うことである。富士電機は各種操作用スイッ

チ・表示灯を「コマンドスイッチ」という商品名で販売し，

好評を得ている。コマンドスイッチの取付け穴はφ8〜 30
の範囲を標準としているが，なかでも取付け穴φ16の需
要比率は，制御盤・操作盤の小型化，手元操作盤（ペンダ

ント）の普及により，近年顕著な増加傾向を示している。

本稿では新型φ16コマンドスイッチを中心とした新商
品の特徴と取り組んだ技術を紹介する。

　新型φ16コマンドスイッチの仕様と特徴

製品シリーズは，表１に示すように取付け穴φ8〜 30
に対応している。機能から操作スイッチ（頭文字が A）
と表示灯（頭文字が D）に分類され，さらに取付け形状で

丸穴タイプ（R）とパネル表面取付け（F）など多彩な品

ぞろえである。特に，操作スイッチは非常停止用押しボタ

ンスイッチのような高機能品も含め，多くの顧客の操作形
状に対するニーズに応えている。

図 1に新型φ16コマンドスイッチシリーズの代表機種
の外観を示す。図 1（a）のパネル側面の上から順に，AH165
シリーズ，AR16シリーズ，AF16シリーズの取付け状態
の比較を示す。制御盤内の省配線スペース要求に対応す

るために開発した「AR16シリーズ」（呼称：「minico（ミ

ニコ）シリーズ」）は，接点部一体構造とすることにより，

既存の「AH165シリーズ」に対して大幅な奥行き寸法の

小型化を図ることができた。また，「AF16シリーズ」は

操作パネル表面のデザイン性の向上を重視するニーズにも

対応している。図 1（b）に AR16シリーズと AF16シリーズ

のパネル表面から見た外観を示す。

新型φ16コマンドスイッチは，スイッチの種類として

照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ・ツマミセ

レクタスイッチ・キーセレクタスイッチ・表示灯を選ぶ

ことができる。また，外観形状（丸形・正角形・長角形），

スイッチの動作方式（モメンタリ動作・オルタネイト動作
など），ボタンの色（緑・赤・橙・黄・青・乳白・黒），接
点数（1 c・2 c）などを組み合わせることができる。表 2

に主な定格・性能・仕様を示す。

このほか，前締め型「AM22シリーズ」の取付け穴
φ22の非常停止スイッチではメカニカル表示機構付きの
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表1　コマンドスイッチの種類

用　途

配電盤，
工作機械，
産業機械
など

測定器な
どの小型
機器

－

呼　称
サイズ

φ30

φ22

φ12

φ10

φ8

φ16

取付け穴

φ30.5

φ22.3

φ12.1

φ10.1

φ8.1

φ16.2

24.2×19.2

　19.2

φ19.2

備　考

－

－

－

－

－

－

長角形状薄型

正角形状薄型

丸形状薄型

AR30形
DR30形

AH125形
AH124形

AH10形

AH08形

AR22形
DR22形
AM22形
DM22形

形　式

AH165形
AH164形

現　行

AR16形
DR16形

AF16形
DF16形

新　型

（a）パネル側面 （b）パネル表面

図1　新型φ16コマンドスイッチシリーズ
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AM22VME形を開発し，バリエーションの拡大を図った。

通常の状態では 3か所の緑色の部分が見えるが（図 2（a）），
非常停止スイッチ操作時には 3か所の緑色を赤色に変化さ

せ（図 2（b）），視認性を高めた機械式動作表示を特徴とし

ている。

次に，新型φ16コマンドスイッチの特徴の詳細につい

て述べる。

2.1　接点部一体構造による奥行き寸法の縮小化

パネルから接点端子・ランプ端子先端までの奥行き寸
法を既存の AH165シリーズでは 42.5mmであったものに

対して新型φ16コマンドスイッチの AR16シリーズでは，

押しボタンスイッチ・セレクタスイッチ・表示灯のすべ

ての製品において，28.4mmに縮小化した。この縮小化は，

接点部を一体構造化することによって，操作部と連動する

接点操作部品のむだなストロークを削除することによって

実現した。

2.2　高輝度 LED

照光押しボタンスイッチと表示灯の光源として高輝度
LEDを新規に開発した。AR16シリーズと AF16シリー

ズは，既存の AH165シリーズと比較して約 25%消費電力
を低減させながら，明るさ（輝度）を約 30%高め視認性
を向上させた。表 3に新型の高輝度 LEDと既存の AH165
シリーズに内蔵されている LED（AHX695）との仕様比
較を示す。

2.3　IP65耐油保護構造

工作機械など機械油を使用する環境下でのスイッチの使
用にも対応できるよう，内部構造の気密性を高め，保護構
造 IP65に適合させた。これを実現するために，押しボタ

ンスイッチではストローク 3mmを確保するパッキン構造
とその固定形状，セレクタスイッチでは捻回（ねんかい）

動作に対して耐久性があるパッキン構造を開発した。
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図2　メカニカル表示機構付非常停止スイッチ
表3　新型シリーズと既存シリーズのLED比較

仕様項目

LED形式
（24V定格品・緑色）

定格電圧

消費電力（DC24V品）

カラーキャップ表面の
輝度ピーク値（緑）

LED色の種類

搭載する
本体形式

照光押しボタ
ンスイッチ

表示灯

新型品

DR6L695-EG

AR16F0Nなど
AF16F0Nなど

DR16F0Nなど
DF16F0Nなど

AC/DC6，12，24V

0.28W

1,800cd/m2

緑，赤，橙
黄，青，乳白

既存品

AHX695-24G

DC5，6，12，24V

0.37W

1,340cd/m2

緑，赤，橙
黄，青，乳白

AH165-TLなど

AH165-ZTなど

表2　新型φ16コマンドスイッチの主な定格・性能・仕様

項　目

定格絶縁電圧

絶縁抵抗

使用周囲温度

保護構造

耐振動

開閉頻度

AC/DC250V

耐久性

AC220V　0.7Aにて：10万回以上

1,200回/時（使用率40％）

AC2,000V　1分間

耐衝撃

－10～＋55℃　ただし，氷結・結露なきこと

IP65防油型（耐じん型，防噴流型）

28.4mm

35.9mm

共振試験：複振幅0.1mm，周波数10～55Hz
定振動耐久試験：複振幅3mm，周波数16.7Hz

誤動作：100m/s2
耐久性：500m/s2

AC2,000V　1分間

100MΩ以上（DC500Vメガーにて）

（照光）押しボタンスイッチ

モメンタリ品：100万回以上
オルタネイト品：25万回以上

手動復帰品：25万回以上
自動復帰品：25万回以上

セレクタスイッチ 表示灯

－

－

－

－

奥行き寸法

機械的

電気的

充電部対アース間

対異極充電部間

AR16シリーズ

AF16シリーズ

耐電圧

（a）通常の状態 （b）スイッチ操作時
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2.4　国際化の対応

IEC規格と米国・カナダ対応の C-UL規格認証を新型
φ16コマンドスイッチの AR16シリーズと AF16シリー

ズの標準品で取得した。さらに，近年市場成長が著しい中
国へ展開するために，GB（中国）規格認証を同一の標準
品で取得した。

2.5　ソケットの品ぞろえ

AR16シリーズと AF16シリーズのどちらにも使用でき

るソケットとプロテクタをアクセサリーとして開発し，顧
客の取扱いと配線作業の容易化を図った。

　新型φ16コマンドスイッチの開発

3.1　シミュレーション技術を適用した接点部の開発

コマンドスイッチの奥行き寸法を縮小化するため，小型
スナップアクション構造の 1 c接点部に対して，下記 3点
を技術課題として開発した。

（1）　操作感覚が十分に得られるスナップアクション構造
押しボタンスイッチのカラーキャップを操作した時の荷

重変化を図 3に示す。スナップアクションによって，押し

操作と戻し操作それぞれに荷重変化点があり，操作者はこ

の変化を実感することによって操作感覚を得る。この操作
感覚は，最適な操作性と誤操作の防止のために重要な特性
の一つである。

新接点部は，外形が 4.4（W）×12.8（D）×16.6（H）（mm）
と非常に小型であるため，3D-CADによる詳細検討で機
構スペースを確保した（図 4（a））。
（2）　操作回数 100万回以上の耐久性
図 4（a）に示すように，接点の接触圧力を確保するために

引張スプリングを使用している。この引張スプリングは，

構成部品であるレバーと可動接点に設けたフック部に取り

付けられ，スナップアクションに応じて伸縮する。スイッ

チの仕様である機械的耐久性 100万回以上を満足するた

めに，3D-CADの構造設計と連動してレバーと可動接点
のフック部の応力解析検討を実施した。図 4（b）に可動接点
フック部の応力低減を検討したコンター図の例を示す。

（3）　高接触信頼性の実現

φ16コマンドスイッチのような小型スイッチの分野で

は，最小適用負荷 5V 1mAの高接触信頼性を実現するこ

とが重要課題であるため，接点のしゅう動量を確保する構
造を追及した。接点しゅう動量を大きくとることによって，

接点表面に生成する酸化皮膜・硫化皮膜を破壊して，接触
抵抗を安定化することができる。同じ高接触信頼性を持っ

たリレーは，板ばねの弾性を使用して接点接触後の当た

り角度を変化させ，一般に 5 µm以上の接点しゅう動量を

持っている。本構造では可動接点が剛体のため，その支点
部を支えるコモン端子を弾性体に設計して接点しゅう動量
を得た。図 4（c）はスピッツ形の接点先端が接触開始から接
触終了までに水平方向に移動する量のシミュレーションの

例と，その例における接触開始から 10msec後までのしゅ

う動量の推移グラフを示す。

図 5はスナップアクション動作を示す可動接点のしゅう

動量を高速度カメラで観察した図であり，実機において可
動接点がしゅう動していることを見極めた。図右上のレ

バーは垂直方向に操作され，図 3の操作ストロークに対応
する。図 5はこのレバーの操作によって，押し操作の荷重
変化点を経るときに可動接点がスナップアクションを行い，

b接点の初期接触状態から a接点の接触位置に反転する一
連の過程を示す。

また，スナップアクション機構の重要部品である引張ス

プリングは，単純な伸縮動作に加えて可動接点の反転動作
に連動してその向きが変化するが，この挙動観察によって，

コイル部分の衝突などの支障がないことも見極めた。

3.2　シミュレーション技術を適用した照光構造の開発

操作者がカラーキャップ内部に印字した“起動”“停止”

などの文字が，照光により鮮明に見えることも新型φ16
コマンドスイッチの開発課題の一つである。この実現のた
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図3　押しボタンスイッチ（モメンタリ）の操作荷重変化

（a）3D-CADによる構造検討

（b）使用部品の強度検討

可動接点

レバー

（c）機構解析の一例（接点の挙動）
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図4　スナップアクション構造の設計検討
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めに，パネル表面のカラーキャップを正面から見て，光
むらのない照光状態を得ることが開発のポイントであっ

た。特に，今回開発した高輝度 LEDが発する光を受けた

カラーキャップにおいて，光が中心部から端部まで滑らか

に拡散するように，光の伝達部品であるリフレクタと拡散
板の形状を追求した。

（1）　シミュレーションによるリフレクタと拡散板の設計
照光状態の数値化に取り組んだ。光シミュレーション

によって，リフレクタと拡散板の複数案の形状について解
析した。解析した例を図 6に示す。図は LEDが発する光
をカラーキャップの正面から見た照度のコンター図と，カ

ラーキャップの中心を通る水平方向のラインに沿った線図
で表している。この結果から，リフレクタと拡散板の組合
せの最適化が不十分なため，次に示すような“光むら”が

あることがわかった。

（a）　中心部と端部の照度差が大きい。

（b） 　図水平軸の－3mmと＋3mm位置（内部の LEDの

外周に対応）で変化が大きい。

リフレクタと拡散板の複数案の形状から，光むらのない

形状を選んだ。また，光を多数の光線に分解して，そのお

のおのの光線の軌跡を解析する光線追跡の結果と合わせて

照光状態を数値化した。これらを実施したうえで，リフレ

クタと拡散板の形状を決定した。

（2）　実測によるリフレクタと拡散板の組合せの確認
開発品の評価は，最新の輝度計を使用して 6色それぞれ

のカラーキャップ表面の輝度を測定した。その結果，既存
品 AH165シリーズに対して輝度ピーク値 110〜 130%の

高輝度化を達成した。図 7に新型コマンドスイッチと既
存 AH165シリーズそれぞれのカラーキャップ（緑）を正
面から見た輝度測定結果を示す。また，シミュレーション

と同様に，カラーキャップの中心を通る水平方向と直角方
向のラインに沿った輝度線図をグラフ化した。これらによ

り，シミュレーションで見極めた照光状態と，リフレクタ

と拡散板の形状の妥当性を検証した。また，消費電力も既
存 AH165シリーズに対して約 25%の低減を図り，省エネ

ルギー化を達成した。

　あとがき

新型φ16コマンドスイッチにおいて，接点部を中心と

する操作感覚の実現，LEDを中心とする視認性の実現に

最新の解析ソフトウェア・測定器を使用し，小型・高輝
度・省配線などの特徴をもった新シリーズを開発した。今
後もヒューマンマシンインタフェース機器として，操作
性・視認性などの感性への訴求性を追求し，新しいニーズ

に対応できる商品開発を進めていく所存である。
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b 接点接触状態 可動接点 レバー

基準位置

スナップアクション途上

a接点接触状態

基準位置に
対する操作量

基準位置に
対する操作量

図5　スナップアクション構造の挙動観察

（a）コンター図

（b）水平ライン分析

図6　光シミュレーションでの照度解析

（a）新型φ16コマンドスイッチ （b）既存AH165シリーズ

図7　輝度計での測定例（緑色のカラーキャップ）
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