
JP 5221819 B2 2013.6.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動接点を有するクリックドーム板と、
　該ドーム板のドーム上面に接合されたキーパッドと、
　前記可動接点と対向する固定接点と、
を備えるスイッチであって、
　前記固定接点が、１段目固定接点及び２段目固定接点を有し、
　前記キーパッドを押圧操作していない状態においては、前記ドーム板は前記パッドに保
持されて、いずれの前記固定接点にも接触していない浮揚状態にあり、
　前記キーパッドの１段目の押圧操作による該パッドの変形によって、前記ドーム板の可
動接点が前記１段目固定接点と接触し、
　前記キーパッドの２段目の押圧操作による、前記ドーム板のクリック感を伴う変形によ
って、前記ドーム板の可動接点が前記２段目固定接点と接触するものであり、
　前記キーパッドには、厚肉の中央部及びその周囲の薄肉部を有する押しボタン部が形成
されており、
　前記中央部の下面には下に凸の下突部が形成されており、該下突部に、前記ドーム板の
上面の頂点近傍の部分が接合されていることを特徴とする２段式スイッチ。
【請求項２】
　前記ドーム板に開口が形成されており、
　前記押しボタン部の前記下突部に穴部が形成されており、
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　該穴部の周りのリング状の部分の下面に前記ドーム板の前記開口の周りの部分が接合さ
れていることを特徴とする請求項１記載の２段式スイッチ。
【請求項３】
　前記キーパッドの１段目の押圧操作により、該操作が行われたことを操作者に視覚ある
いは聴覚で認識させる予備動作を行い、
　前記キーパッドの２段目の押圧操作により本動作を行うことを特徴とする請求項１又は
２記載の２段式スイッチ。
【請求項４】
　前記ドーム板に開口が形成されているか、前記ドーム板が透明あるいは半透明な材料で
作製されており、
　前記キーパッドが透明あるいは半透明な材料で作製されており、
　前記ドーム板の下方に光源が配置されていることを特徴とする請求項１～３いずれか１
項に記載の２段式スイッチ。
【請求項５】
　前記押しボタン部の前記下突部に穴部が形成されており、該穴部の周りのリング状の部
分の下面に前記ドーム板が接合されており、
　前記ドーム板に開口が形成されており、
　前記キーパッドが透明あるいは半透明な材料で作製されており、
　前記ドーム板の下方に光源が配置されており、
　前記光源から発せられた光が、前記ドーム板の前記開口を通って前記押しボタン部に形
成された前記穴部に入り、前記押しボタン部を発光させることを特徴とする請求項１に記
載の２段式スイッチ。
【請求項６】
　一枚の前記キーパッドに、複数枚の前記ドーム板が接合されており、複数のスイッチ部
が形成されていることを特徴とする請求項１～５いずれか１項に記載の２段式スイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２段式のスイッチに関する。特には、部品点数が少なく、薄型化が可能な２
段式スイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２段式のスイッチは、１段目の押圧動作とそれに続く２段目の押圧動作により、それぞ
れ別の内容を実行するスイッチであり、ステアリングホイールなどの車載機器や家電製品
の制御用に使用されている。例えば、１段目の押圧動作によって、どのスイッチが押され
たかがわかるように該スイッチ又は該スイッチに記された情報や表示を発光させ、２段目
の押圧動作によって、その情報や表示に従った動作を実行する。あるいは、１段目の押圧
動作によって、どのスイッチが押されたかを示す情報をディスプレイ等に表示し、２段目
の押圧動作によって、表示された内容を実行する。この場合、ディスプレイを常時作動さ
せておく必要がないので、省電力化も可能である。
【０００３】
　このような２段式スイッチには、押しボタン式のスイッチと、液晶タッチパネルを使用
したスイッチなどがある。２段式スイッチの一例を図７に示す。
　この例の２段式スイッチ１００は、押圧操作される押しボタン部１３１が形成されたキ
ーパッド１３０と、押しボタン部１３１の下方に配置された第１のスイッチ部１４０と、
第１のスイッチ部１４０の下方に、上下方向に移動可能に支持されたアクチュエータ１５
０と、アクチュエータ１５０の下方に配置された第２のスイッチ部１６０と、を有する。
第１のスイッチ部１４０、アクチュエータ１５０及び第２のスイッチ部１６０は、基板１
７０の上面に配置されたケース１８０に支持されている。ケース１８０、アクチュエータ
１５０、第１のスイッチ部１４０及びキーパッド１３０は、透明あるいは半透明の材料で
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作製される場合もある。
【０００４】
　第１のスイッチ部１４０は、この例ではフレキシブル基板であり、押しボタン部１３１
の直下の部分が空間を挟んだ上下２層構造となっている。上層と下層とを接触させること
によりスイッチがＯＮとなり、ケース１８０に備えられた照明装置１９０が発光する。第
２のスイッチ部１６０は、この例では、一般的なスイッチであり、スイッチが押圧される
ことにより、各種の動作が行われる。
【０００５】
　この２段式スイッチ１００の動作を説明する。押しボタン部１３１の１段目の押圧動作
によって、フレキシブル基板１４０の２層構造部が下方に押され、同２層構造部が押しボ
タン部１３１の下面とその下方のアクチュエータ１５０の上面とによって挟まれて、上下
層が接触してスイッチがＯＮとなる。これにより、照明装置１９０が発光する。光は、ケ
ース１８０やアクチュエータ１５０、キーパッド１３０を通って外部に照射される。押し
ボタン部１３１の２段目の押圧動作により、フレキシブル基板１４０とアクチュエータを
介して第２のスイッチ１６０が押され、各種動作が行われる。
【０００６】
　一方、１段の押圧操作を行うスイッチとしては、クリックドーム板を使用するものが提
案されている（例えば、特許文献１参照）。ドーム板の外周縁は、基板の上面に接触して
いる。ドーム板の頂点付近を押圧すると、ドーム板の頂部が弾性変形により凹んで、頂点
付近の部分が基板上に配設された接点に接触する。このドーム板の弾性変形によりクリッ
ク感を生じさせる。
【０００７】
　一方の液晶タッチパネルを使用したスイッチには、静電容量式あるいは感圧式のセンサ
が使用される。パネルには様々な情報が表示されており、所望の情報が表示された部分が
押されるとその情報がパネルに表示される。さらに所定の部分を押すと、その情報に関連
する動作が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－３３５４２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図７に示した２段式スイッチは、部品点数が比較的多く、構造上ある程度の厚さが必要
となる。また、薄型化するために高価なフレキシブル基板が使用されている。さらには、
照明装置を装備させる場合は、照明装置を押しボタン部の直下の部分に配置することがで
きないので、周囲のケーシングに配置せざるを得ず、十分な照明性能が得られない。
【００１０】
　また、液晶タッチパネルを使用する場合は、スイッチをＯＮにしたときに、どのスイッ
チが押されたかを示す情報を表示するディスプレイを兼ねることができる。ただし、スイ
ッチをＯＮしたときの明確な操作感を得られない。また、静電容量式の場合、手が濡れて
いる場合や手袋をしている場合等静電電圧が変化した場合や温度変化によって、正常に動
作しない場合がある。
【００１１】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであって、部品点数が少なく、薄型化が可能で
あり、明確なクリック感を得られる２段式スイッチを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のベースとなる２段式スイッチは、　可動接点を有するクリックドーム板と、　
該ドーム板のドーム上面に接合されたキーパッドと、　前記可動接点と対向する固定接点
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と、を備えるスイッチであって、　前記固定接点が、１段目固定接点及び２段目固定接点
を有し、　前記キーパッドを押圧操作していない状態においては、前記ドーム板は前記パ
ッドに保持されて、いずれの前記固定接点にも接触していない浮揚状態にあり、　前記キ
ーパッドの１段目の押圧操作による該パッドの変形によって、前記ドーム板の可動接点が
前記１段目固定接点と接触し、　前記キーパッドの２段目の押圧操作による、前記ドーム
板のクリック感を伴う変形によって、前記ドーム板の可動接点が前記２段目固定接点と接
触する、ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、最低限必要な構成部品は、キーパッド、ドーム板及び固定接点が形成
された基板の３部品であり、従来の一般的な２段式スイッチに比べて部品数を減らすこと
がでる。さらに、高価なフレキシブル基板などを使用しないため、安価に製造できる。ま
た、各部品の厚さが比較的薄いので、薄型化も可能である。
【００１４】
　このスイッチにおいては、１段目の押圧動作でキーパッドが変形して１段目固定接点が
導通する。この押圧動作は、ストロークに対して反力の上昇度合いが少ない。その後、２
段目の押圧動作でまずキーパッドが上下方向に圧縮される。この動作は、反力の上昇度合
いが大きいものとすることができる。そして、反力がピークに達するとドーム板が凹んで
２段目固定接点が導通する。この動作は、ストロークが短く、反力が急激に減少して、ク
リック感を生じるものとすることができる。このように、１段目の押圧動作と２段目の押
圧動作との押圧特性が異なるものとできるので、各スイッチ動作が行われたことを明確に
感じることができる。
　具体的には、１段目の押圧動作により、スイッチが押されたことを視認可能な方法で表
示（所定の部分を発光させる、ディスプレイに表示させるなど）したり、音声で知らせる
などの予備操作を行うこともできる。そして、２段目の押圧動作で、押されたスイッチに
関連する内容を実行する本操作を行うこともできる。
【００１５】
　また、キーパッドに防塵機能や水密機能を付加できるので、スイッチの信頼性を高める
こともできる。さらに、濡れた指や手袋などを装着していた場合も操作性が変わらない。
さらは、温度変化も関係ないので、より信頼性が高い。
【００１６】
　本発明においては、　前記キーパッドの１段目の押圧操作により、該操作が行われたこ
とを操作者に視覚あるいは聴覚で認識させる予備動作を行い、　前記キーパッドの２段目
の押圧操作により本動作を行うこととできる。
【００１７】
　なお、本動作とは、スイッチを押すことによって本来実行される動作であり、予備動作
とは、この本動作を実行するために予め行われる動作である。例えば、前述のステアリン
グホイールに設けられたスイッチの場合、予備動作は、どのスイッチが押されたかを示す
情報をフロントパネルのディスプレイに表示する動作であり、本動作は、表示された内容
を実行するという本来の動作である。
【００１８】
　本発明においては、　前記ドーム板に貫通孔が形成されているか、前記ドーム板が透明
あるいは半透明な材料で作製されており、　前記キーパッドが透明あるいは半透明な材料
で作製されており、　前記ドーム板の下方に光源が配置されていることとできる。
【００１９】
　本発明によれば、１段目の押圧動作によって光源を発光させると、ドーム板に貫通孔を
形成した場合は光がドーム板の貫通孔を通り、ドーム板を透明あるいは半透明な材料で作
製した場合はドーム板を透過し、キーパッドを通して照射される。また、押圧部の位置と
発光部の位置とを異ならせれば、指で押した箇所と異なる箇所を発光させることもできる
。あるいは、透明あるいは半透明な材料で作製されたキーパッドの上面に遮光性の被膜を
形成し、光を通過させたい文字や柄の部分をレーザーで抜けば、文字や柄が光って見える
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。このように多様な照明が可能となる。
【００２０】
　本発明においては、　一枚の前記キーパッドに、複数枚の前記ドーム板が接合されてお
り、複数のスイッチ部が形成されていることとできる。
【００２１】
　本発明によれば、一枚のキーパッドに複数のスイッチ部を備えることができるので、シ
ンプルな外観を実現できる。また、キーパッドを共用できるので、コストも低下する。さ
らには、スイッチ間にスキマやスリットが存在しないので、防水性や防塵性を得られる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上の説明から明らかなように、本発明の２段式スイッチの最低限必要な構成部品は、
キーパッド、ドーム板及び固定接点が形成された基板の３部品であり、従来の一般的な２
段式スイッチに比べて部品数が少ない。さらに、高価なフレキシブル基板などを使用しな
いため、安価に製造できる。また、各部品の厚さが比較的薄いので、薄型化も可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る２段式スイッチを示す図であり、図１（Ａ）は
２段式スイッチの側断面図、図１（Ｂ）は固定接点の平面図である。
【図２】図１の２段式スイッチを備えたタッチパネルを示す平面図である。
【図３】図１の２段式スイッチのスイッチ動作を示す図である。
【図４】図３のスイッチ動作中のストロークと反力との関係を示すグラフである。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る２段式スイッチを示す側断面図である。
【図６】本発明の２段式スイッチの変形例を示す図である。
【図７】従来の２段式スイッチの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　まず、図２を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る２段式スイッチを備えたタッ
チパネルについて説明する。
　この例のタッチパネル１は、１段目の押圧動作によって、どのスイッチが押されたかを
表示する情報を、同パネルと別の場所に設置されているディスプレイ等に表示し、２段目
の押圧動作によって、表示された内容を実行するタイプのものである。具体例としては、
ステアリングホイールの制御盤に設けられて、１段目の押圧動作によって、どのスイッチ
が押されたかを示す情報がフロントパネルのディスプレイに表示され、２段目の押圧動作
によって、表示された内容が実行される。
【００２５】
　この例においては、タッチパネル１は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのモードから一つのモー
ドを選択する。パネルの“Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”、“Ｄ”と印刷された部分の各々が２段
式スイッチ１０を形成している。例えば、１段目の押圧動作として“Ａ”と印刷されてい
る部分を押すと、フロントパネルのディスプレイに“Ａモード”と表示される。そして、
２段目の押圧操作を行うと、クリック感が得られるとともに“Ａモード”の内容が実行さ
れる。
【００２６】
　図１を参照して、本発明の実施の形態に係る２段式スイッチを説明する。
　２段式スイッチ１０は、クリックドーム板２０と、キーパッド３０と、基板４０上に形
成された固定接点４１と、を有する。
【００２７】
　ドーム板２０は、平面形状が円形の、薄いドーム状の形状である。ドーム板２０は、ド
ームの上面（例えば頂点の近傍）を押すと弾性変形して凹み、離すと元の形状に復元する
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材料で作製される。この弾性変形時に、使用者にクリック感を与える。このような材料と
しては、金属（例えばステンレス鋼や銅合金（リン青銅）など）、あるいは、プラスチッ
ク（例えばＰＥＴやＰＣなど）からなる板（例として、金属製の場合は厚さ４０μｍ～７
５μｍ、プラスチック製の場合は厚さ７５μｍ～１２５μｍ）が挙げられる。ドーム板２
０は、このような板をドーム状に成形して作製される。
【００２８】
　ドーム板２０を金属板で作製する場合には、ドーム板２０の下面（固定接点に対向する
面）の全表面が可動接点となる。また、プラスチックで作製する場合は、下面の全表面、
あるいは、下面の、弾性変形時に基板４０の上面に形成された２種類の固定接点４１（詳
細後述）に接する２箇所の部分に導電性インクを印刷することにより可動接点を形成する
。
【００２９】
　キーパッド３０は、シート状の部材であり、弾性を有する材料（例えばシリコンゴムや
エラストマー）などで作製される。図２に示したタッチパネルの場合、一枚のキーパッド
３０が全ての２段式スイッチ１０に共通に使用される。このキーパッド３０は、前述のよ
うに、ケースやボード（ステアリングホイール）に開けられた窓にはめ込まれて、外周部
が窓の周囲の部分の裏面に固定される。
【００３０】
　キーパッド３０の所定の部分には、押しボタン部３１が形成されている。押しボタン部
３１は、厚肉の中央部３３と、その周囲の薄肉部（クリック感を出すスカート形状でもよ
い）３５とを有する。中央部３３の上面はなだらかな凸状となっており、同面に“Ａ”（
又は“Ｂ”、“Ｃ”、“Ｄ”）の文字が印刷されている（図２参照）。中央部３３の下面
の中央には、下に凸の突部３４が形成されている。この突部３４に、ドーム板２０の上面
の頂点近傍の部分が接着剤などにより接合されている。
【００３１】
　基板４０は、例えば両面にプリント回路が印刷されたＰＣＢ基板であり、キーパッド３
０の下方に配置される。この際、キーパッド３０の押しボタン部３１に接合されたドーム
板２０と、基板４０の上面との間には間隔が開いており、ドーム板２０のいずれの部分も
基板４０に接触していない。
【００３２】
　基板４０の上面には、固定接点４１が形成されている。固定接点４１は、図１（Ｂ）に
示すように、外周の１段目固定接点４２と、その中央の２段目固定接点４３とを有する。
　１段目固定接点４２は、ドーム板２０の外周部に対向するように配設されている。同固
定接点４２は、リングを半割にした２個の半割部４２ａ、４２ｂを有する。各半割部は、
基板４０の上面において各々回路に接続されている。
　２段目固定接点４３は、キーパッド３０の押しボタン部３３の下突部３４の外周部に対
向するようにリング状に配設されている。この固定接点４３は、基板４０を貫通して裏面
の回路４４に接続されている。
【００３３】
　各部の寸法例を説明する。
　押しボタン部３１の中央部３３の厚さＨ１：３．３ｍｍ、
　押しボタン部３１の上面凸部の高さＨ２：０．５ｍｍ、
　押しボタン部３１の薄肉部３５の厚さＨ３：０．８ｍｍ、
　押しボタン部３１の下突部３４の高さＨ４：０．８ｍｍ、
　ドーム板２０の高さＨ５：０．３５ｍｍ、
　ドーム板２０の最下部と基板４０の上面間の間隔Ｈ６：０．４ｍｍ。
　この場合、このスイッチの高さ（基板４０の上面から押しボタン部３１の最上面までの
高さ）は、４．０５ｍｍとなる。なお、ドーム板２０の最下部と基板４０の上面間の間隔
Ｈ６は調整可能である。
【００３４】
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　図３を参照してこのスイッチの動作を説明する。同時に、図４を参照して、スイッチの
押圧動作時に押しボタン部にかけられるストロークと荷重（反力）との関係を説明する。
図のグラフにおいて、縦軸は荷重（反力）、横軸はストロークを示す。
　図１（Ａ）に示す待機状態において、１段目の押圧動作によりキーパッド３０の押しボ
タン部３１の中央部３３が押されると、図３（Ａ）に示すように、その周囲の薄肉部３５
が変形して中央部３３が下降し、まず、ドーム板２０の外周部が、基板４０の１段目固定
接点４２に接触する。これにより、１段目固定接点４２の各半割部４２ａ、４２ｂがドー
ム板２０を介して導通し、１回目の作業が行われる。例えば、フロントパネルに搭載され
たディスプレイに、“Ａモード”と表示される。この際、図５のグラフのａの部分に示す
ように、ストロークに対して反力の上昇度合いは低い。このストロークの長さは、図１（
Ａ）において、ドーム板２０の最下部と基板４０の上面との間隔Ｈ６を調整することによ
り変更できる。
【００３５】
　次に、２段目の押圧動作によりさらに中央部３３が押されると、図３（Ｂ）に示すよう
に、中央部３３が上下方向に圧縮される。この間、図４のグラフのｂの部分に示すように
、反力はやや急に上昇する。
　そして、この反力がピークＰ１に達すると、図３（Ｃ）に示すように、ドーム板２０が
弾性変形してほぼ平坦な姿勢に凹む。この際、図４のグラフのｃの部分に示すように、ス
トロークは短く反力が急激に減少する。この反力の急激な低下により、クリック感が生じ
る。同時に、図３（Ｃ）に示すように、ドーム板２０の中央部が、基板４０の２段目固定
接点４３に接触する。これにより２段目固定接点４２と１段目固定接点４３とがドーム板
２０を介して導通し、２回目の作業が行われる。例えば、“Ａモード”の内容が実行され
る。
　押しボタン部３１の中央部３３の押圧を解除すると、押しボタン部３１とドーム板２０
はもとの姿勢に戻る。
【００３６】
　このスイッチの利点を以下に示す。
（１）部品点数が、基本的にはキーパッド３０、ドーム板２０及び基板４０の３点であり
、高価なフレキシブル基板などを使用しないので、安価に製造できる。さらに、薄型化も
可能である。
（２）ドーム板２０の変形により明確なクリック感を得られる。
（３）キーパッド３０の表面に文字や図形を印字でき、別に外装パネルなどを使用する必
要がないため、部品点数の低減や薄型化が可能となる。
（４）一枚のキーパッド３０で複数のスイッチを構成できる。この場合、スイッチ間にス
キマや段差などが生じないので、防塵、防滴機能を有する。
（５）キーパッド３０の表面に凹凸部を設けた場合は、ブラインドタッチが可能となる。
特にステアリングホイールの制御盤に搭載する際は運転者が手元を見づらいので、ブライ
ンドタッチしてその内容を運転者が見やすい位置に設けられたフロントパネルに表示させ
ることにより、運転者が確認しやすくなる。
（６）比較的軽いタッチで１段目の押圧操作を行うこともできる。
【００３７】
　図５を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る２段式スイッチを説明する。
　この例のスイッチ１０Ａは、１段目の押圧動作によって、どのスイッチが押されたかが
わかるように該スイッチ又は該スイッチに記された情報や表示を発光させ、２段目の押圧
動作によって、その情報や表示に従った動作を実行するタイプのタッチパネルに適用され
る。
【００３８】
　この例のスイッチ１０Ａも図１のスイッチ１０と同様に、キーパッド３０、ドーム板２
０及び基板４０とから構成される。図１の各部品と異なる点のみ説明する。
【００３９】
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　ドーム板２０は、図１のスイッチのドーム板と同様の構造であるが、中央に開口２１が
開けられている。なお、ドーム板２０を透明あるいは半透明な材料で作製できる場合は、
必ずしも開口２１を開けなくてもよい。
　キーパッド３０も図１のスイッチのキーパッドと同様であるが、押しボタン部３１の下
突部３４の中央に、ある程度の深さの穴部３７が形成されている。また、キーパッド３０
は透明あるいは不透明な材料で作製される。ドーム板２０は、穴部３７の周りのリング状
の部分の下面に接着されている。
　さらに、基板４０の、キーパッド３０の押しボタン部３１の下突部３４の中央に対向す
る位置には、貫通孔４５が開けられている。そして、貫通孔４５の下方にはＬＥＤランプ
５０などの照明装置が取り付けられている。このＬＥＤランプ５０は、１段目の固定接点
４２に接続しており、同固定接点４２が導通したときに照明する。
【００４０】
　図５（Ａ）に示すスイッチ１０Ａの動作を説明する。
　１段目の押圧動作によりキーパッド３０の押しボタン部３１の中央部３３が押されると
、前述の例と同様に、中央部３３が下降し、ドーム板２０の外周部が、基板４０の１段目
固定接点４２に接触する。これにより、１段目固定接点４２の各半割部がドーム板２０を
介して導通し、ＬＥＤランプ５０が発光する。発せられた光は、基板４０の貫通孔４５、
ドーム板２０の開口２１を通ってキーパッド３０の押しボタン部３１に形成された穴部３
７に入り、押しボタン部３１を発光させる。次に、２段目の押圧動作によりさらに中央部
３３が押されると、下突部３４がドーム板２０を基板４０に対して押し付け、ドーム板２
０がほぼ平坦な姿勢に変形する。これにより２段目固定接点４２と１段目固定接点４３と
がドーム板を介して導通し、２回目の動作が行われる。
【００４１】
　図５（Ｂ）に示すスイッチ１０Ａは、キーパッド３０の上面に遮光性を有する被膜５５
が塗装されている。そして、押しボタン部３３の上面の被膜５５に、光らせたい文字（例
えば図２のパネルの“Ａ”や“Ｂ”）や柄の形状にマーキングレーザー等で文字抜きされ
ている。文字抜きされた部分を符号５６で示す。この場合、ＬＥＤランプ５０から発せら
れた光が文字抜きされた部分５６から上方に照射されて、文字や柄が光って見える。
【００４２】
　この例のスイッチ１０Ａは、図１のスイッチの利点の他に以下の利点を有する。
　図７で説明した従来例のスイッチにおいては、照明装置１９０を押しボタン部１３１の
側方に配置する必要があったので、外側から光を見づらい場合があった。一方、この例の
スイッチ１０Ａは、押しボタン部３１の中央部３３の真下に照明装置５０が配置されるの
で、押しボタン部３１を通して導光される。なお、実際には、押しボタン部３１の中央部
３３は指で押されており指が照明を遮るので、照明装置５０と押しボタン部３１の中央部
３３の位置をずらしてもよい。
【００４３】
　次に、図６を参照して本発明の２段式スイッチの変形例を説明する。
　図６（Ａ）のスイッチ１０Ｂは、一枚のキーパッド３０に一個の押しボタン部を設けた
タイプのものである。このスイッチのキーパッド３０は、上面が押される押しボタン部３
１と、基板４０に接合されるベース部３８とを有する。押しボタン部３１はほぼ同じ厚さ
のドーム状に形成されており、下面の中央に、下に凸の突部３４が形成されている。この
突部３４にドーム板２０が接着されている。ベース部３８は基板４０の上面に接合されて
いる。
【００４４】
　図６（Ｂ）のスイッチ１０Ｃは、外装ケース６０内に組み込まれるタイプのものである
。このスイッチのキーパッド３０は、上面が押される押しボタン部３１と、基板４０に接
合されるベース部３８とを有する。押しボタン部３１は、中央部３３と、中央部３３をベ
ース部３８に支持する薄肉部（スカート部）３５とを有する。中央部３３は平たい直方体
状であり、下面の中央に、下に凸の突部３４が形成されている。この突部３４にドーム板
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２０が接着されている。
　外装ケース６０には、押しボタン部３１が露出する開口６１が開けられている。
【００４５】
　図６（Ｃ）のスイッチ１０Ｄは、図６（Ａ）のスイッチ１０Ｂと同様の構造であるが、
キーパッド３０の側端面と基板４０の側端面とがシール７０によって液密とされている。
これにより防水機能が得られる。
【符号の説明】
【００４６】
　１　タッチパネル　　　　　　　　　　１０　２段式スイッチ
２０　クリックドーム板（ドーム板）　　２１　開口
３０　キーパッド　　　　　　　　　　　３１　押しボタン部
３３　中央部　　　　　　　　　　　　　３５　薄肉部
３４　下突部　　　　　　　　　　　　　３８　ベース部
４０　基板　　　　　　　　　　　　　　４１　固定接点
４２　１段目固定接点　　　　　　　　　４３　２段目固定接点
４４　回路　　　　　　　　　　　　　　４５　貫通孔
５０　ＬＥＤランプ　　　　　　　　　　６０　外装ケース
６１　開口　　　　　　　　　　　　　　７０　シール

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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