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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
合成樹脂の成形品よりなるハンドル本体と、透明合成樹脂の成形品よりなりハンドル本体
の前面側に被着されるハンドルカバーとを備え、ハンドルカバーは、ハンドル本体に超音
波溶着され、且つ、後面側にハンドルカバー自体で化粧模様が形成されてなり、前記ハン
ドルカバーは、前壁の外周縁から後方に向かって延設された周壁を備え、前記ハンドル本
体には前記ハンドルカバーの周壁の後縁が重なる段部が形成され段部の前面に設けた溶着
用突起を利用して前記ハンドルカバーが超音波溶着されてなり、前記化粧模様は、前記周
壁の内側面にも形成されてなることを特徴とするスイッチ用ハンドル。
【請求項２】
前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後面にシボ加工を施すことにより形成されてなる
ことを特徴とする請求項１記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項３】
前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後面に形成した波状の凹凸形状からなることを特
徴とする請求項１記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項４】
前記ハンドルカバーの後面にはシボ加工が施されてなることを特徴とする請求項３記載の
スイッチ用ハンドル。
【請求項５】
前記ハンドルカバーは、有色の透明合成樹脂の成形品よりなることを特徴とする請求項１
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ないし請求項４のいずれかに記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項６】
前記ハンドル本体には、前記ハンドルカバーの被着される部位の一部にスイッチの用途に
応じた表記がなされたネームカードが当該ネームカードの前面を露出させた形で配設され
、前記ハンドルカバーには、ネームカードに対応する部位にネームカードを拡大して見せ
るレンズ部が一体に形成されてなることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか
に記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項７】
前記ハンドル本体には、前記ネームカードの前面を露出させるカード取付窓が形成され、
前記ハンドルカバーは、前記レンズ部の後端部がカード取付窓に嵌合する形状に形成され
てなることを特徴とする請求項６記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項８】
前記ハンドルカバーの前面には、操作側を示す押位置指示突起が突設されてなることを特
徴とする請求項１ないし請求項７のいずれかに記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項９】
前記ハンドル本体の後面には、格子状のリブが一体に突設されるとともに、格子状のリブ
に斜めに交差するリブが一体に突設されてなることを特徴とする請求項１ないし請求項８
のいずれかに記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１０】
前記ハンドルカバーは、前方から見えない部位に成形用金型のゲート跡が形成されている
ことを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１１】
前記ハンドル本体は、前記ハンドルカバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が
並設され、前記ハンドルカバーは、前記突台部との対向面に前記ゲート跡が形成されてい
ることを特徴とする請求項１０記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１２】
前記ハンドルカバーの前面を前記ハンドル本体の前記突台部の前面に揃えてなることを特
徴とする請求項１１記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１３】
前記ハンドル本体は、前記ハンドルカバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が
並設され、前記ハンドルカバーと前記突台部との境界に形成される凹溝には、金属めっき
を施した飾り部材が覆着されてなることを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれか
に記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１４】
前記ハンドルカバーは、前記突台部との対向面における長手方向の中央部の後部から前記
突台部へ向かって位置決め片が突設され、前記ハンドル本体は、前記飾り部材に重なる部
位に前記位置決め片を前記長手方向において位置決めする位置決め突起が突設されてなる
ことを特徴とする請求項１３記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１５】
前記ハンドル本体は、スイッチ本体に設けられた発光手段の光を外部へ出射する透光性材
料からなる表示部の一部が配設される表示孔が前記突台部に貫設されるとともに、前記突
台部の前面において表示孔に連通し表示部の他の一部が配設される凹部が前記突台部に形
成され、表示部の前記他の一部の後面に暗色系の色が着色されてなることを特徴とする請
求項１３または請求項１４記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１６】
前記突台部と前記カバー取付部とが左右方向に並設され、前記ハンドルカバーの左右方向
の幅が前記突台部の左右方向の幅の略２倍となるように前記凹溝の位置が設定されてなる
ことを特徴とする請求項１５記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１７】
前記ハンドル本体が、中央部に窓孔を有した矩形枠状であって長手方向に３組の器具取付
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手段を備えた配線器具用の取付枠の前面側に配設され前記窓孔よりも長寸且つ広幅の開口
窓を有するプレートの開口窓の略３分の１を閉塞する大きさに形成され、且つ、スイッチ
本体に設けられた発光手段の光を外部へ出射する透光性材料からなる表示部が配設される
表示孔が前記突台部に形成され、発光手段の光を表示部へ導光するプリズムが後面側に固
着されてなることを特徴とする請求項１３記載のスイッチ用ハンドル。
【請求項１８】
器体の前面側に設けた押釦ハンドルの押圧操作により切り換わる接点部を配線器具用の取
付枠に取付可能な器体に収納したスイッチ本体と、器体の前面側に押釦ハンドルに対向す
る形で配設されて一端部が器体に枢着され押釦ハンドルを押し込み可能なピアノハンドル
とを備え、当該ピアノハンドルが請求項１ないし請求項１７のいずれかに記載のスイッチ
用ハンドルからなることを特徴とするスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スイッチ用ハンドルおよびそれを用いたスイッチに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、各種のスイッチにおいて、外観を向上させて高級感を得るなどの目的で操作用
のハンドル（スイッチ用ハンドル）の前面（操作面）に模様部を設けたものが提供されて
いる。
【０００３】
ハンドルの前面に模様部を設けたスイッチの一例として、押操作可能な押釦ハンドルを有
する押釦スイッチよりなるスイッチ本体の前面側に、スイッチ本体に一端部が枢着され後
面が押釦ハンドルに対向するピアノハンドルを配置したピアノハンドル式スイッチが提供
されている。ピアノハンドルはピアノの鍵盤と同様に一端部を支点として他端部を押し込
むことができる構成になっている。また、ピアノハンドル式スイッチは、ピアノハンドル
の操作面が押釦ハンドルの操作面よりも大型であって、指以外の部位を用いて押操作する
ことも可能になっており、ピアノハンドルの操作面に模様部が設けられている。
【０００４】
この種のピアノハンドル式スイッチとしては、例えば、図８０に示す構成ものが知られて
いる（例えば、特許文献１）。図８０に示したピアノハンドル式スイッチは、器体の前面
側に設けた押釦ハンドル１４の押圧操作により器体内の接点部の切り換えが行われるスイ
ッチ本体１と、スイッチ本体１の前面に対向する形で一端部がスイッチ本体１に枢着され
押釦ハンドル１４を押し込み可能なピアノハンドル２とを備えている。スイッチ本体１の
器体は、図８１に示すように、矩形枠状であって器具取付用の窓孔４ａを有した取付枠４
に保持されるように構成されている。ここに、取付枠４の前面側には取付枠４の窓孔４ａ
よりも長寸かつ広幅の開口窓５ａ，６ａを備えるプレート（プレート枠５および化粧プレ
ート６）が重ね合わせて配置される（図８２参照）。なお、取付枠４は器具取付手段とし
ての器具取付孔４ｂを長手方向において３組備えている。
【０００５】
スイッチ本体１の器体は直方体状であって、ともに合成樹脂成形品である前面開口したボ
ディ１１と、ボディ１１の前面側に結合される後面開口したカバー１２とにより形成され
ている。
【０００６】
スイッチ本体１の器体の短手方向の寸法は、大角連用形（ＪＩＳ　Ｃ８３０４参照）と称
する埋込型の配線器具の施工時に用いる取付枠に３個まで取着可能な寸法に形成してある
。つまり、上述した取付枠４の窓孔４ａの長手方向の寸法は埋込型の配線器具の施工時に
用いる取付枠の窓孔の長手方向の寸法と等しく設定してあり、したがって、スイッチ本体
１の器体の短手方向の寸法は取付枠４の窓孔４ａの長手方向の寸法の略３分の１の寸法に
なる。この寸法は大角連用形の配線器具と同様に、「１個モジュール寸法」と呼ばれてい
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る。
【０００７】
一方、スイッチ本体１の器体の長手方向の寸法は窓孔４ａの短手方向の寸法に略等しく、
器体の前部を形成するカバー１２の長手方向の各側面には、取付枠４の窓孔４ａを囲む部
位に設けた上記器具取付孔４ｂに係合可能な取付爪１３がそれぞれ一対ずつ突設してあり
、取付爪１３が器具取付孔４ｂに係合することによって器体が取付枠４に保持されるよう
にしてある。
【０００８】
ここにおいて、スイッチ本体１の器体のカバー１２の前面側端部には、ピアノハンドル２
を枢着するために、斜め前方に突出する一対の軸部１５が一体に突設してある。軸部１５
の前端部はカバー１２の短手方向に沿った円柱状に形成されている。ピアノハンドル２の
合成樹脂製のハンドル本体２１の後面の一端部には、図８３に示すように、板ばねにより
形成された金属製の軸受用ばね体２３ｂをはめ込み用穴２３ａに装着した軸受部２３が設
けてある。はめ込み用穴２３ａは内周面の片側に係止穴２３ｅを備え、はめ込み用穴２３
ａに収納される軸受用ばね体２３ｂの抜け止め爪２３ｃを係止して軸受用ばね体２３ｂを
固持している。軸受用ばね体２３ｂは先端をはめ込み用穴２３ａ内へ突出させるように曲
げ形成され、突出部２３ｄとはめ込み用穴２３ａとで軸部１５を保持する。
【０００９】
はめ込み用穴２３ａの開口付近には軸受用ばね体２３ｂの突出部２３ｄが設けてあるから
、はめ込み用穴２３ａの内部よりも開口幅が狭く、スイッチ本体１に設けた軸部１５を軸
受用ばね体２３ｂのばね力に抗してはめ込み用穴２３ａに弾性的にはめ込むと、軸部１５
と軸受部２３とが枢着され、容易には外れないようにしてある。このように軸部１５を軸
受部２３に回動自在に嵌め込むことでピアノハンドル２を回動自在に枢着することができ
る。なお、ピアノハンドル２のハンドル本体２１の他端部には後方に向かって抜け止め用
の抜止片２１ａを突設してある。抜止片２１ａはカバー１２の前壁に形成した挿入孔１２
ａを通して空所１２ｂ内に挿入され、抜止片２１ａの先端部に設けた係止爪２１ｂが挿入
孔１２ａの周縁に係止されることによって、ピアノハンドル２の回動範囲が規制される。
なお、挿入孔１２ａは器体の短手方向に３個並んで設けられている。
【００１０】
上記のようにピアノハンドル２がスイッチ本体１に取り付けられることにより、ピアノハ
ンドル２の上記他端部を押操作すると、軸受部２３と軸部１５との枢着部を中心にしてピ
アノハンドル２が回動する。ピアノハンドル２の後面には一対の操作用リブ（図示せず）
が突設されており、ピアノハンドル２を押操作すれば上記操作用リブによってスイッチ本
体１に設けた押釦ハンドル１４が器体に押し込まれるのである。
【００１１】
ところで、上述した取付枠４は１個モジュール寸法のスイッチ本体１を３個取り付けるこ
とができるものであるから、３個用の取付枠４と呼ばれている。すなわち、取付枠４の窓
孔４ａの両側の側片には、スイッチ本体１の取付爪１３が係止される２個１組の器具取付
孔４ｂ，４ｂが３組ずつ設けてあり、窓孔４ａ内でスイッチ本体１の取付位置を３箇所選
択できるようになっている。ここで、窓孔４ａの長手方向にスイッチ本体１の短手方向を
一致させてスイッチ本体１を取付枠４に取り付ける場合の３つの取付位置を、それぞれ上
端位置、中央位置、下端位置と呼ぶことにする。また、取付枠４に１個モジュール寸法の
スイッチ本体１を１個取り付ける際に用いるピアノハンドル２であって、図８１および図
８２に示すようにプレート（プレート枠５および化粧プレート６）の開口窓５ａ，６ａを
１個で覆う程度の寸法を有したピアノハンドル２（図８４および図８５参照）を１個用の
ピアノハンドル２と呼ぶことにする。同様に、３個用の取付枠４に１個モジュール寸法の
スイッチ本体１を２個取り付ける際に用いるピアノハンドル２であって、各スイッチ本体
１にそれぞれ取り付けられプレートの開口窓５ａ，６ａを２個で覆う程度の寸法を有した
ピアノハンドル２（図８６参照）を２個用のピアノハンドル２と呼ぶことにし、さらに、
３個用の取付枠４に１個モジュール寸法のスイッチ本体１を２個取り付ける際に用いるピ
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アノハンドル２であって、各スイッチ本体１にそれぞれ取り付けられプレートの開口窓５
ａ，６ａを３個で覆う程度の寸法を有したピアノハンドル２（図８７参照）を３個用のピ
アノハンドル２と呼ぶことにする。
【００１２】
上述した３種類のピアノハンドル２の上下方向（スイッチ本体１の短手方向）の寸法の関
係は、（１個用のピアノハンドル２の上下寸法）≒（２個用のピアノハンドル２の上下寸
法）×２≒（３個用のピアノハンドル２の上下寸法）×３になる。また、上述したように
プレートの開口窓５ａ，６ａは取付枠４の窓孔４ａよりも長寸かつ広幅であり、この窓孔
４ａにスイッチ本体１を挿入して取り付けるから、３個用のピアノハンドル２の上下寸法
はスイッチ本体１の上下寸法よりも大きくなっている。つまり、いずれのピアノハンドル
２も押釦ハンドル１４よりも操作面の面積が大きく、したがって押釦ハンドル１４を押操
作するよりもピアノハンドル２を押操作するほうが、操作が容易になっている。
【００１３】
ところで、スイッチ本体１の器体内には発光手段（図示せず）が設けてあり、この発光手
段からの光を外部に出すための光透過性樹脂カバーからなる透光窓１６がカバー１２の軸
部１５，１５間に設けられ、ピアノハンドル２には透光窓１６からの光が導光されて発光
表示を行う表示部材２４が設けられている。したがって、発光手段による発光はピアノハ
ンドル２に設けた表示部材２４で視認できるようになっている。発光手段としては、接点
部がオンの場合に発光するものと、接点部がオフの場合に発光するものとがある。ここに
、スイッチ本体１に設けた発光手段からの光をピアノハンドル２の表示部材２４に導光し
て発光表示するにあたって、ピアノハンドル２には、発光手段の光を表示部材２４に導光
するためのレンズ２５を設けてある。なお、レンズ２５はピアノハンドル２の後面に固着
されている。また、表示部材２４は、光透過性樹脂により形成され、ハンドル本体２１に
おいて透光窓１６に対応する部位に開口されレンズ２５を臨ませた表示孔２１ｃにハンド
ル本体２１の前面側から被着されているもので、中央部にレンズ部２４ｐが形成されてい
る。
【００１４】
また、上述の１個用のピアノハンドル２は、図８０に示すように、ネームカード２６が取
り付けられるようになっている。すなわち、ピアノハンドル２は、ハンドル本体２１の前
面側に凹平面２８を設け、該凹平面２８の底にネームカード２６の出し入れ用のカード取
付窓２９を設け、このカード取付窓２９にはハンドル本体２１の後面側から開閉自在に枢
支された扉２７を設けてある。また、凹平面２８内にはカード取付窓２９に対応して配置
されるネームカード２６が見えるように中央部３２ａが透明なネームカバー３２がシート
状の接着材を用いて固着されている。なお、ネームカバー３２の後面には複数の突起３２
ｂが突設されており、凹平面２８には突起３２ｂを圧入するための圧入用孔２８ａが穿設
されている。
【００１５】
上述の扉２７は、一端の両側に軸体２７ａ，２７ａを突設し、この軸体２７ａ，２７ａを
カード取付孔２９の一端部の両側に凹平面２８側に開口するように設けた軸受部２８ｂ，
２８ｂに回動自在に嵌め込んで、軸体２７ａ，２７ａを中心にカード取付窓２９を開閉で
きるようになっている。この場合、ネームカバー３２が上述のように固定されることによ
り軸受部２８ｂ，２８ｂに嵌った軸体２７ａ，２７ａは脱落しないようになっている。
【００１６】
そして、扉２７の他端部の両側には突起２７ｂ，２７ｂが設けられ、この突起２７ｂ，２
７ｂはカード取付窓２９の他端部の両側に形成した係合部２８ｃ，２８ｃに圧入係合して
閉じた状態を保持するようになっている。しかして、ネームカード２６を収納する場合に
は扉２７を開いてネームカード２６をカード取付窓２９に嵌めてネームカバー３２の後面
に載せ、この状態で扉２７を閉じれば扉２７とネームカバー３２との間にネームカード２
６が挟持され、ネームカバー３２の中央部３２ａより前面側からネームカード２６の文字
、数字、記号などの表記が視認できることになる。
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【００１７】
なお、上述した取付枠４は壁面のような施工面に対して３種類の取付方法が選択可能とな
るように構成してある。すなわち、取付枠４の上片および下片には壁に埋込配設された埋
込ボックスの開口側に設けた取付舌片に螺合するボックスねじを挿通するための長孔４ｃ
が形成されている。また、施工面が木質壁などの場合には施工面に螺入するねじを用いて
取付枠４を直付けする場合があるから、直付け用のねじを挿通するためのねじ挿通孔４ｄ
も上片と下片とに形成されている。さらに、上片および下片には、施工面が石膏ボードの
ようなパネル材であるときに使用するはさみ金具（図示せず）の一端部を係止するはさみ
金具取付孔４ｅと、プレート枠５を取り付ける取付ねじ７を螺合させる取付ねじ孔４ｆと
が設けてある。
【００１８】
取付枠４の前面側に取付ねじ７によって取り付けられるプレート枠５は、ＡＢＳ樹脂のよ
うな合成樹脂によって矩形枠状に形成された成形品であって、上片と下片とにそれぞれ取
付ねじ７が挿通されるねじ挿通孔５ｂが設けてある。また、プレート枠５の左片および右
片にはそれぞれ化粧プレート６の係止片（図示せず）が挿入係止される係止孔５ｃがそれ
ぞれ３個ずつ設けてある。
【００１９】
プレート枠５に結合される化粧プレート６は、プレート枠５と同様にＡＢＳ樹脂のような
合成樹脂によって矩形枠状に形成されている。また、化粧プレート６の後面にはプレート
枠５に結合するための上記係止片が６本突設されている。
【００２０】
スイッチ本体１を取り付けた取付枠４に取付ねじ７によってプレート枠５を取り付け、さ
らに化粧プレート６をプレート枠５に結合するとともに、スイッチ本体１にピアノハンド
ル２を取り付けると、プレート枠５および化粧プレート６の中央部の開口窓５ａ，６ａを
通してピアノハンドル２の一部をプレートの前方に突出させることができ、この状態でピ
アノハンドル２を押操作することができることになる。
【００２１】
ところで、上述のピアノハンドル２では、成形時に成形金型へデザイン用のインク層が裏
面に形成されたフィルムを入れることでデザイン用のインク層が前面にインモールド転写
されたネームカバー３２が用いられている。ここにおいて、ネームカバー３２の前面には
上記インク層によって多数の化粧ライン３３ａからなる模様部３３が形成されている。な
お、ネームカバー３２は、後面側に配設されるネームカード２６の表記が外部から見える
ように中央部３２ａが透明材料により形成されており、中央部３２ａおよび周部を除いた
部位に多数の化粧ライン３３ａがストライプ状に配列された模様部３３が形成されている
。
【００２２】
上述のピアノハンドル式スイッチでは、ネームカバー３２の前面に模様部３３が設けられ
ているので、ピアノハンドル２の外観が向上し高級感が得られるという利点を有している
。
【００２３】
また、近年では、図８８ないし図９０に示すような１個用のピアノハンドル２、図９１に
示すような２個用のピアノハンドル２、図９２に示すような３個用のピアノハンドル２も
提供されている（例えば、特許文献２）。これらのピアノハンドル２の前面における模様
部３３の各化粧ライン３３ａは、ピアノハンドル２のハンドル本体２１の前面に実質的に
凹凸が形成されない程度に、ハンドル本体２１を構成する合成樹脂成形品にレーザビーム
を照射して炭化反応させて、他の部分と色差が生じるように発色させることによって形成
されている。ここに、ハンドル本体２１は、着色材を含有した合成樹脂材料により形成さ
れている。なお、図８８～図９２に示したピアノハンドル２の模様部３３の形成位置は、
上述のインモールド転写により形成した模様部３３と同様にレイアウトされている。
【００２４】
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図８８ないし図９２に示したピアノハンドル２のハンドル本体２１は、軸受部２３を設け
ている一端部における上下方向の中央部であってスイッチ本体１の透光窓１６に対応する
部位に表示孔２１ｃが開口されており、表示孔２１ｃにはピアノハンドル２の後面側から
レンズ２５の前端部が嵌め込んである。ここに、レンズ２５は発光手段からの光をピアノ
ハンドル２の前面側に導くように形成された透明合成樹脂の成形品であり、ハンドル本体
２１に固着され、レンズ２５の前端部が表示部を構成している。
【００２５】
ピアノハンドル２のハンドル本体２１の上下方向の中央部であって表示孔２１ｃよりも上
記他端部側にはカード取付窓２９が貫設されている。カード取付窓２９は透明合成樹脂の
成形品であるネームカバー３２で覆われる。ネームカバー３２は、図９０および図９３に
示すように、ピアノハンドル２の後面側に開閉する扉２７とともにカード取付ブロックを
構成しており、ネームカバー３２においてカード取付窓２９を覆う部位と扉２７との間に
、ネームカード２６を保持することができるようになっている。
【００２６】
図９１に示した２個用のピアノハンドル２は上下寸法が図８８に示した１個用のピアノハ
ンドル２と異なるが、他の構成は１個用のピアノハンドル２と同様である。
【００２７】
これに対して図９２に示した３個用のピアノハンドル２は上下寸法以外にも相違する点が
ある。以下、この点について説明する。取付枠４の取付窓４ａに３個のスイッチ本体１を
取り付ける場合には、上述の上端位置と中央位置と下端位置とにそれぞれスイッチ本体１
を取り付け、各スイッチ本体１にそれぞれ３個用のピアノハンドル２を取り付ける。３個
用のピアノハンドル２の後面の一端部には４個の軸受部２３がスイッチ本体１の軸部１５
に対応する一定間隔で設けられる。また、上２個の軸受部２３と下２個の軸受部とに対応
する軸受用ばね体２３ｂはそれぞれ一体に形成されている。つまり、４個の軸受部２３に
対して軸受用ばね体２３ｂを２部材で実現してある。また、３個用のピアノハンドル２で
は抜止片２１ａはピアノハンドル２の上下方向の中央付近に１個ずつ設けられる。
【００２８】
取付枠４に３個のスイッチ本体１を並設した場合、中央位置のスイッチ本体１に取り付け
るピアノハンドル２は、中央の２個の軸受部２３にスイッチ本体１の軸部１５をはめ込ん
で取り付ける。つまり、中央位置のスイッチ本体１についてはスイッチ本体１の上下方向
の中心とピアノハンドル２の上下方向の中心とが一致する。また、ピアノハンドル２の抜
止片２１ａはスイッチ本体１の中央の挿入孔１２ａに挿入される。一方、上端位置のスイ
ッチ本体１に取り付けられるピアノハンドル２は、下側の２個の軸受部２３にスイッチ本
体１の軸部１５をはめ込んで取り付ける。つまり、上端位置についてはスイッチ本体１の
上下方向の中心よりもピアノハンドル２の上下方向の中心が上にずれて位置することにな
り、ピアノハンドル２の抜止片２１ａはスイッチ本体１の上の挿入孔１２ａに挿入される
。また、下端位置のスイッチ本体１に取り付けられるピアノハンドル２は、上側の２個の
軸受部２３にスイッチ本体１の軸部１５をはめ込んで取り付ける。つまり、下端位置につ
いてはスイッチ本体１の上下方向の中心よりもピアノハンドル２の上下方向の中心が下に
ずれて位置することになり、ピアノハンドル２の抜止片２１ａはスイッチ本体１の下の挿
入孔１２ａに挿入される。
【００２９】
以上の説明から分かるように、取付枠４に３個のスイッチ本体１を取り付ける場合には、
上端位置と下端位置とにおいて、スイッチ本体１の上下方向の中心がピアノハンドル２の
上下方向の中心に一致しない。そこで、３個用のピアノハンドル２では、表示孔２１ｃに
嵌め込んだ表示部材２４の後面側に光学的に結合されるプリズムよりなるレンズ２５を設
けてある。レンズ２５は、ピアノハンドル２の後面側で表示孔２１ｃよりも上下方向に広
がる形状に形成され、透光窓１６の位置が表示孔２１ｃに対して上下にずれている場合で
も、発光手段からの光を表示部材２４に導く形状に形成されている。このように、３個用
のピアノハンドル２では、上端位置および下端位置において、上下方向の中心位置がスイ
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ッチ本体１の上下方向の中心位置とはずれるが、ピアノハンドル２に設けたレンズ２５の
機能によって発光手段の光を表示孔２１ｃの位置に導くことができる。また、ピアノハン
ドル２に４個の軸受部２３を設け、かつスイッチ本体１に３個の挿入孔１２ａを形成して
いることによって、３個用のピアノハンドル２についても、上端位置、中央位置、下端位
置を区別することなく共通の部材を用いることができる。
【００３０】
また、従来から、上述の取付枠４に取付可能なスイッチとして、操作ハンドルの前面に上
下方向に走る取付溝を形成し、取付溝に帯板状の合成樹脂成形品からなるライン板を覆着
した構成のものが提案されている（例えば、特許文献３）。
【００３１】
【特許文献１】
特開平１０－３２６５３９号公報（第３頁－第８、図１、図２）
【特許文献２】
特開２００１－２１０１８７号公報（図１７、図２８、図３５）
【特許文献３】
特開２００２－８４９１号公報（第９頁、図１２、図１６）
【００３２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述のようにインモールド転写により模様部３３を形成したネームカバー３２
を備えたピアノハンドル２では、転写用フィルムのコストが高く、しかも、ネームカバー
３２の成形に専用の成形機が必要で成形コストが高いので、低コスト化が難しいという不
具合があった。また、ネームカバー３２の前面が頻繁に手で触れる場所であるにもかかわ
らずネームカバー３２の前面に化粧ライン３３ａが転写されているので、化粧ライン３３
ａの耐久性が十分でないという不具合があった。
【００３３】
一方、図８８～図９２に示したようなピアノハンドル２では、ハンドル本体２１の前面に
レーザビームを照射して炭化反応させて発色させることで化粧ライン３３ａを形成してい
るので、転写用フィルムが不要になるとともに成形に伴うコストの削減を図ることができ
るという利点がある。また、レーザビームを照射することにより形成される化粧ライン３
３ａは、インモールド転写により形成される化粧ライン３３ａの位置精度に比べて精度が
高いので良品率が高くなるから、製造コストを低減でき、低コスト化を図ることができる
という利点がある。
【００３４】
しかしながら、図８８～図９２に示したピアノハンドル２では、上述の着色材を含有した
成形材料を使用する必要があり、使用材料が限られ、使用材料毎に化粧ライン３３ａの色
品質を確保し且つ化粧ライン３３ａに起因した面粗さを小さくするためにレーザビームの
照射条件を変更する必要が生じコストが高くなるという不具合や、高級感が得られにくく
先に述べたピアノハンドル２と比べると安価に見えるという不具合があった。また、操作
ハンドルの前面側に上記ライン板を設けたものにおいても、高級感が得られにくかった。
【００３５】
本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、低コストで外観を向上した
スイッチ用ハンドルおよびスイッチを提供することにある。
【００３６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、上記目的を達成するために、合成樹脂の成形品よりなるハンドル本
体と、透明合成樹脂の成形品よりなりハンドル本体の前面側に被着されるハンドルカバー
とを備え、ハンドルカバーは、ハンドル本体に超音波溶着され、且つ、後面側にハンドル
カバー自体で化粧模様が形成されてなり、前記ハンドルカバーは、前壁の外周縁から後方
に向かって延設された周壁を備え、前記ハンドル本体には前記ハンドルカバーの周壁の後
縁が重なる段部が形成され段部の前面に設けた溶着用突起を利用して前記ハンドルカバー
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が超音波溶着されてなり、前記化粧模様は、前記周壁の内側面にも形成されてなることを
特徴とするものであり、ハンドル本体およびハンドルカバーをそれぞれ一般的な成形材料
で安価に製作して超音波溶着にて結合すればよく、化粧模様を形成したハンドルカバーの
前面に化粧模様に起因した凹凸が形成されることもないので、低コストで外観を向上でき
る。また、前方から溶着部が見えにくくなって外観が向上するとともに、化粧模様を視認
できる視野角を広げることができる。
【００３７】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後
面にシボ加工を施すことにより形成されてなるので、前記ハンドルカバーおよび前記ハン
ドル本体での光の反射が抑制され見栄えを良くすることができる。
【００３８】
請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後
面に形成した波状の凹凸形状からなるので、前記化粧模様を前記ハンドルカバーの前方か
らストライプ状の模様として視認可能となる。
【００３９】
請求項４の発明は、請求項３の発明において、前記ハンドルカバーの後面にはシボ加工が
施されてなるので、前記ハンドルカバーおよび前記ハンドル本体での光の反射が抑制され
見栄えを良くすることができる。
【００４２】
　請求項５の発明は、請求項１ないし請求項４の発明において、前記ハンドルカバーは、
有色の透明合成樹脂の成形品よりなるので、前記ハンドルカバーの色を適宜選択すること
によりデザイン性を高めることができるとともに、壁面などの色との調和を図ることが可
能になる。
【００４３】
　請求項６の発明は、請求項１ないし請求項５の発明において、前記ハンドル本体には、
前記ハンドルカバーの被着される部位の一部にスイッチの用途に応じた表記がなされたネ
ームカードが当該ネームカードの前面を露出させた形で配設され、前記ハンドルカバーに
は、ネームカードに対応する部位にネームカードを拡大して見せるレンズ部が一体に形成
されているので、ネームカードが拡大されて見え、ネームカードの表記の確認が容易にな
る。
【００４４】
　請求項７の発明は、請求項６の発明において、前記ハンドル本体には、前記ネームカー
ドの前面を露出させるカード取付窓が形成され、前記ハンドルカバーは、前記レンズ部の
後端部がカード取付窓に嵌合する形状に形成されているので、前記ハンドルカバーを前記
ハンドル本体に超音波溶着する際に前記ハンドル本体に対する前記ハンドルカバーの位置
ずれを規制することができ、外観を向上できる。
【００４５】
　請求項８の発明は、請求項１ないし請求項７の発明において、前記ハンドルカバーの前
面には、操作側を示す押位置指示突起が突設されているので、スイッチ用ハンドルに押力
を作用させるべき端部が押位置指示突起側であることが明確に示され、また、手触りでも
分かるようになる。
【００４６】
　請求項９の発明は、請求項１ないし請求項８の発明において、前記ハンドル本体の後面
には、格子状のリブが一体に突設されるとともに、格子状のリブに斜めに交差するリブが
一体に突設されているので、前記ハンドル本体の剛性を向上させることができる。
【００４７】
　請求項１０の発明は、請求項１ないし請求項９の発明において、前記ハンドルカバーは
、前方から見えない部位に成形用金型のゲート跡が形成されているので、前記ハンドルカ
バーの前方からゲート跡が見えないようにでき、外観を向上できる。
【００４８】
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　請求項１１の発明は、請求項１０の発明において、前記ハンドル本体は、前記ハンドル
カバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が並設され、前記ハンドルカバーは、
前記突台部との対向面に前記ゲート跡が形成されているので、前記ゲート跡が前記突台部
における前記ハンドルカバーとの対向面によって隠れ、さらに外観が向上する。
【００４９】
　請求項１２の発明は、請求項１１の発明において、前記ハンドルカバーの前面を前記ハ
ンドル本体の前記突台部の前面に揃えてあるので、前記ハンドル本体の前記突台部の前面
と前記ハンドルカバーの前面との間に段差が形成されて外観が損なわれるのを防止するこ
とができるとともに、手触りが良くなる。
【００５０】
　請求項１３の発明は、請求項１ないし請求項９の発明において、前記ハンドル本体は、
前記ハンドルカバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が並設され、前記ハンド
ルカバーと前記突台部との境界に形成される凹溝には、金属めっきを施した飾り部材が覆
着されているので、前記ハンドルカバーの成形時のゲート跡が飾り部材により隠れる位置
に形成されるようにすることにより、ゲート跡によって外観が損なわれるのを防止するこ
とができ、しかも、飾り部材に金属めっきが施されていることにより、高級感が得られる
。
【００５１】
　請求項１４の発明は、請求項１３の発明において、前記ハンドルカバーは、前記突台部
との対向面における長手方向の中央部の後部から前記突台部へ向かって位置決め片が突設
され、前記ハンドル本体は、前記飾り部材に重なる部位に前記位置決め片を前記長手方向
において位置決めする位置決め突起が突設されているので、位置決め突起および位置決め
片を前記飾り部材によって隠すことができるから、外観を損なうことなく前記ハンドル本
体と前記ハンドルカバーとの位置決めを行うことができ、しかも、前記ハンドルカバーと
前記ハンドル本体との位置決めが前記長手方向の中央部に対応する部位で行われるから、
超音波溶着時に前記ハンドルカバーにおいて前記長手方向の両側で前記ハンドルカバーが
前記ハンドル本体に接触して溶けるのを防止することができ、外観が損なわれるのを防止
することができる。
【００５２】
　請求項１５の発明は、請求項１３または請求項１４の発明において、前記ハンドル本体
は、スイッチ本体に設けられた発光手段の光を外部へ出射する透光性材料からなる表示部
の一部が配設される表示孔が前記突台部に貫設されるとともに、前記突台部の前面におい
て表示孔に連通し表示部の他の一部が配設される凹部が前記突台部に形成され、表示部の
前記他の一部の後面に暗色系の色が着色されているので、表示部を通して前記ハンドル本
体が透けて見えることを防止でき、表示部を通して前記ハンドル本体が透けて見えて違和
感が生じるのを防止することができるとともにデザイン性が損なわれるのを防止すること
ができる。
【００５３】
　請求項１６の発明は、請求項１５の発明において、前記突台部と前記カバー取付部とが
左右方向に並設され、前記ハンドルカバーの左右方向の幅が前記突台部の左右方向の幅の
略２倍となるように前記凹溝の位置が設定されているので、前記ハンドルカバーを操作部
とした場合に操作部と表示部とを前記飾り部材によって区分することができて操作部と表
示部とを際立たせることができ、しかも、操作部の面積が広いことを強調することができ
る。
【００５４】
　請求項１７の発明は、請求項１３の発明において、前記ハンドル本体が、中央部に窓孔
を有した矩形枠状であって長手方向に３組の器具取付手段を備えた配線器具用の取付枠の
前面側に配設され前記窓孔よりも長寸且つ広幅の開口窓を有するプレートの開口窓の略３
分の１を閉塞する大きさに形成され、且つ、スイッチ本体に設けられた発光手段の光を外
部へ出射する透光性材料からなる表示部が配設される表示孔が前記突台部に形成され、発
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光手段の光を表示部へ導光するプリズムが後面側に固着されているので、取付枠へのスイ
ッチ本体の取付位置に関わらず発光手段の光を表示部へ導光することができ、取付枠への
スイッチ本体の取付位置による表示部の明るさのばらつきを抑制することが可能となる。
【００５６】
　請求項１８の発明は、器体の前面側に設けた押釦ハンドルの押圧操作により切り換わる
接点部を配線器具用の取付枠に取付可能な器体に収納したスイッチ本体と、器体の前面側
に押釦ハンドルに対向する形で配置されて一端部が器体に枢着され押釦ハンドルを押し込
み可能なピアノハンドルとを備え、当該ピアノハンドルが請求項１ないし請求項１７のい
ずれかに記載のスイッチ用ハンドルからなることを特徴とするものであり、従来に比べて
低コストでピアノハンドルの外観を向上できるので、ピアノハンドルを含めたスイッチの
外観を低コストで向上できる。
【００５７】
【発明の実施の形態】
以下の各実施形態では、スイッチ用ハンドルとして、従来の技術で説明したスイッチ本体
１（図８０参照）の押釦ハンドル１４（図８０参照）の前面に対向する形で配設され一端
部がスイッチ本体１に枢着して用いられるピアノハンドルを例示する。
【００５８】
（実施形態１）
以下、本実施形態のピアノハンドル２について図１ないし図１４を参照しながら説明する
。
【００５９】
本実施形態のピアノハンドル２は、１個用のピアノハンドル２であって、図１ないし図５
に示すように、外周形状が矩形状に形成された合成樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂など）の成
形品よりなるハンドル本体２１と、透明合成樹脂（例えば、アクリル樹脂など）の成形品
よりなりハンドル本体２１の前面側に被着されるハンドルカバー２２とを備えている。以
下では従来例と同様、上述の３個用の取付枠４（図８、図９、図８１参照）の窓孔４ａ内
に配置される場合に窓孔４ａの長手方向に沿った方向をピアノハンドル２の上下方向とし
て説明する。
【００６０】
ハンドルカバー２２はハンドル本体２１に上下方向を揃えた形でハンドル本体２１の前面
側に被着されるものであり、ハンドルカバー２２の上下方向の寸法はハンドル本体２１の
上下方向の寸法に略等しく、ハンドルカバー２２の左右方向の寸法はハンドル本体２１の
左右方向の寸法よりも短くなっており、ハンドル本体２１の一端部（図１（ａ）における
左端部）の前面とハンドルカバー２２の前面とを揃えてある（略面一としてある）。なお
、上記従来例と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。また、本実
施形態のピアノハンドル２の外周形状は従来例で説明した１個用のピアノハンドル２と同
じ形状に形成されており、化粧プレート６の開口窓６ａを１個で塞ぐことができるように
なっている。
【００６１】
ハンドル本体２１の上記一端部の後面に設けられる軸受部２３（図２参照）は、上記従来
例と同様、図１６ないし図１８に示すスイッチ本体１に設けた一対の軸部１５に対応する
ように上下方向の中央部付近に２つ設けられており、ハンドル本体２１の各軸受部２３に
取り付けられる軸受用ばね体２３ｂは連続した１部材で形成されている。ピアノハンドル
２は、ハンドル本体２１の２つの軸受部２３にスイッチ本体１の２つの軸部１５を嵌め込
むことにより、スイッチ本体１の上下方向の中心と１個用のピアノハンドル２の上下方向
の中心とが一致するように取り付けられる。また、ピアノハンドル２の他端部の後面には
上下方向の中央部付近に２本の抜止片２１ａが突設され、各抜止片２１ａはスイッチ本体
１の上下の挿入孔１２ａに挿入される。
【００６２】
ここで、スイッチ本体１について簡単に説明する。スイッチ本体１は、ボディ１１とカバ



(12) JP 4100141 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

ー１２とを結合して構成される器体に対して揺動自在に保持された反転ハンドル１０１を
備え、反転ハンドル１０１の揺動によって接点部１０２が切り換わる（反転する）ように
構成されている。また、このスイッチ本体１では、押釦ハンドル１４の押操作毎に反転ハ
ンドル１０１が交互に反対方向に揺動される。反転ハンドル１０１と接点部１０２とから
なるスイッチ機構部は、器体の左右方向の中央部に収納され、スイッチ機構部を挟んで器
体の左右両側部にはそれぞれ端子が収納されている。端子は、コ字状の端子板１０４，１
０５と、器体の後面に開口する電線挿入口１０６をして器体に導入された電線を端子板１
０４，１０５との間で保持する鎖錠ばね１０７とを備えている。また、スイッチ本体１の
器体内には、透光性材料からなる透光窓１６に臨む位置に発光手段としての位置表示灯Ｌ
１が収納されている。なお、このスイッチ本体１では、接点部１０２を電源と負荷との間
に挿入して電源を入切りする片切のスイッチとして用いるとすれば、負荷に電源を供給し
ていないときに位置表示灯Ｌ１が点灯するので、負荷として照明負荷を用いるような場合
、負荷が消灯しているときには位置表示灯Ｌ１が点灯することによって、暗がりでもスイ
ッチの位置を容易に視認することができる。
【００６３】
ピアノハンドル２のハンドル本体２１は、軸受部２３を設けている一端部における上下方
向の中央部であってスイッチ本体１の透光窓１６に対応する部位に表示孔２１ｃが開口さ
れており、表示孔２１ｃにはピアノハンドル２の後面側からレンズ２５の一部が嵌め込ん
である。ここに、レンズ２５は発光手段からの光をピアノハンドル２の前面側に導くよう
に形成された透明合成樹脂の成形品のレンズであり、ハンドル本体２１の後面側からハン
ドル本体２１に固着され、レンズ２５の前端部が表示部を構成している。
【００６４】
ところで、ハンドル本体２１は、図１０に示すように、上記一端部に前面が縦長の矩形状
の露出面となる突台部２１ｄを設けてあり、突台部２１ｄの右側にハンドルカバー２２が
被着される外周形状が矩形状のカバー取付部２１ｅを形成してある。ここに、カバー取付
部２１ｅの外周形状は突台部２１ｄの外周形状よりも幅広に形成されており、突台部２１
とカバー取付部２１ｅとを合わせた外周形状がハンドル本体２１の外周形状となっている
。カバー取付部２１ｅの周部には突台部２１ｄ側の中央部を除いて段部２１ｆが形成され
ている。
【００６５】
ハンドルカバー２２は、前壁２２ａの外周縁から後方に向かって延設された周壁２２ｂを
備え、ハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅにハンドルカバー２２を被せたときに周壁
２２ｂの後縁がカバー取付部２１ｅの段部２１ｆの前面に重なるようにしてある。ここで
、ハンドルカバー２２の周壁２２ｂには、カバー取付部２１ｅの周部において段部２１ｆ
の形成されていない部位が嵌合する切欠部２２ｇ（図１１参照）が形成されている。なお
、ハンドルカバー２２は、周壁２２ｂにおける切欠部２２ｇの前側に成形用金型のゲート
跡Ｇ（図１１参照）が形成されるように成形用金型を設計してあり、ハンドルカバー２２
をハンドル本体２１に結合した状態ではゲート跡Ｇが前方から見えにくくなっている。
【００６６】
一方、ハンドル本体２１はハンドルカバー２２を超音波溶着するために、図１０に示すよ
うに、段部２１ｆの前面に複数（本実施形態では、８つ）の溶着用突起２１ｇを連続一体
に設けてある。溶着用突起２１ｇは、図１０（ｃ），（ｄ）に示すように、カバー取付部
２１ｅの外周からやや離れて設けられ、外周から離れるほど突出量が徐々に大きくなる断
面三角形状に形成されている。なお、溶着用突起２１ｇは、カバー取付部２１ｅの左右両
側で４つずつ上下方向に離間して設けてある。ここに、上下方向における各溶着用突起２
１ｇの形成位置は左右両側で揃えてある。
【００６７】
したがって、ハンドル本体２１にハンドルカバー２２を被着する場合には、ハンドルカバ
ー２２をハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅに被せてカバー取付部２１ｅの段部２１
ｆの前面にハンドルカバー２２の周壁２２ｂの後縁を対向させ各溶着用突起２１ｇに当接
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させた状態で超音波ホーンを押し当て溶着用突起２１ｇを超音波により溶融させてハンド
ル本体２１とハンドルカバー２１とを超音波溶着すればよいのである。
【００６８】
ここにおいて、ハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅの上下方向の中央部にはカード取
付窓２９が開口され、ハンドルカバー２２の上下方向の中央部には後端部がカード取付窓
２９に嵌合するように後面から後方へ突出したカードカバー部２２ｄが一体に形成されて
いるので、ハンドルカバー２２のカードカバー部２２ｄの後端部をカード取付窓２９に嵌
合することでハンドル本体２１への位置決めを行うことができて上下左右への位置ずれが
規制され、溶着用突起２１ｇの溶けた溶着部２１ｇ’（図６および図７参照）が外側には
み出しにくくなり、溶着部２１ｇ’により外観が損なわれるのを防止することができる。
【００６９】
しかも、ハンドル本体２１は、上下方向における各溶着用突起２１ｇの形成位置が左右両
側で揃えてあるので、ハンドルカバー２２の溶着時にハンドルカバー２２が左右で傾くの
を防止することができ、各溶着用突起２１ｇが略均一に溶けることになり、ハンドル本体
２１へのハンドルカバー２２の結合強度を高めることができる。したがって、ハンドル本
体２１に超音波溶着により結合したハンドルカバー２２のがたつきを防止することができ
る。
【００７０】
また、ハンドル本体２１の突台部２１ｄとハンドルカバー２２との互いの対向面の間には
、図３（ｂ）に示すように、両面間の距離を前後方向の中間部よりもやや大きくする傾斜
面２１ｍが前後方向の前側で突台部２１に形成されるとともに、両面間の距離を前後方向
の中間部よりもやや大きくする傾斜面２２ｋが前後方向の後側でハンドルカバー２２に形
成されており、上記対向面の間に微小な隙間が形成されているので、溶着用突起２１ｇが
溶けた際に溶着部２１ｇ’（図６参照）が突台部２１およびハンドルカバー２２の各前面
にはみ出すことを防止することができ、外観を向上できる。また、図３（ｃ）に示すよう
に、ハンドル本体２１の他端部側ではハンドルカバー２２の周壁２２ｂの後部に後縁およ
び側面が開放された切欠部２２ｆが形成されており、ハンドルカバー２２の周壁２２ｂの
後縁とハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅにおける段部２１ｆの前面との互いの対向
面の間に微小な隙間が形成されているので、溶着用突起２１ｇが溶けた際に溶着部２１ｇ
’（図７参照）がハンドルカバー２１の周壁２２の外面やハンドル本体２１の側縁にはみ
出すことを防止することができ、外観を向上できる。
【００７１】
ところで、上述のように、ハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅの上下方向の中央部に
、スイッチ本体１を用いる回路に関連した名称（負荷名や場所名）を表記したネームカー
ド２６の前面を見えるようにする矩形状のカード取付窓２９が貫設されている。ここにお
いて、ネームカード２６は、透明合成樹脂の成形品であるハンドルカバー２２の中央部に
一体に形成されたカードカバー部２２ｄと、カバー取付部２１ｅの後面側に開閉自在に枢
支された扉２７との間に保持されるようになっている。
【００７２】
扉２７は、図２および図５に示すように、一端部の両側に軸体２７ａ，２７ａを突設し、
この軸体２７ａ，２７ａをハンドル本体２１の後面においてカード取付窓２９の一端部の
両側にやや離れて設けられた軸受部２１ｊ，２１ｊに回動自在に嵌め込んで軸体２７ａ，
２７ａを中心にカード取付窓２９を開閉できるようになっている。また、扉２７の他端部
の両側には突起２７ｂ，２７ｂが設けられ、この突起２７ｂ，２７ｂはハンドル本体２１
の後面においてカード取付窓２９の他端部の両側に設けられた係合部２１ｋ，２１ｋに係
合して閉じた状態を保持するようになっている。
【００７３】
したがって、例えば制御対象となる負荷名（「換気扇」等）あるいは制御対象となる負荷
の場所名（「台所」、「玄関」、「廊下」等）をネームカード２６に表記し、このネーム
カード２６をピアノハンドル２に取り付けておけば、カードカバー部２２ｄを通してネー
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ムカード２６の表記内容を視認することができ、ピアノハンドル２の操作時に負荷名や場
所名を区別することができて便利である。また、ネームカード２６はピアノハンドル２に
着脱可能であるから、必要に応じて交換することができる。なお、カードカバー部２２ｄ
は、後面が平面状であって前面がハンドルカバー２２の前面に沿った曲面状に形成されて
いるが、図１５に示すように、後面をネームカード２６側に凸となる曲面状に形成すれば
、カードカバー部２２ｄがネームカード２６を拡大して見せるレンズとしての機能を有す
ることになり、ネームカード２６が拡大されて見え、ネームカード２６の表記の確認が容
易になる。なお、図１５に示す構成では、カードカバー部２２ｄがレンズ部を構成する。
【００７４】
ハンドルカバー２２の前面におけるカードカバー部２２ｄの右側（ピアノハンドル２の他
端部の上下方向の中央位置）には、押位置指示突起２２ｅが突設され、ピアノハンドル２
に押力を作用させるべき端部が押位置指示突起２２ｅ側であることが示されている。した
がって、ピアノハンドル２に押力を作用させるべき端部が押位置指示突起２２ｅ側である
ことが明確に示され、また、手触りでも分かるようになる。ここにおいて、ピアノハンド
ル２は、ハンドル本体２１の後面に格子状のリブ２１ｈと、格子状のリブ２１ｈに斜めに
交差する複数のリブ２１ｉとをそれぞれ一体に突設することでハンドル本体２１の剛性を
向上させてあり、ピアノハンドル２の押位置指示突起２２ｅ側の端部を押しても操作でき
るようになっている。
【００７５】
ところで、本実施形態のピアノハンドル２におけるハンドルカバー２２は、図１、図１１
ないし図１４に示すように、当該ハンドルカバー２２のの後面にハンドルカバー２２自体
で化粧模様２２ｃが形成されている。言い換えれば、ハンドルカバー２２の後面側に化粧
模様２２ｃが一体に形成されている。ここにおいて、化粧模様２２ｃは、ハンドルカバー
２２の後面おいてカードカバー部２２ｄを除いた部位に設けられ、ハンドルカバー２２の
後面に形成した波状の凹凸形状（図１（ｃ）参照）からなり、ハンドルカバー２２は透明
合成樹脂の成形品よりなるので、ハンドルカバー２２の後面の化粧模様２２ｃはハンドル
カバー２２の前方から見るとストライプ状の模様として見える。すなわち、例えば化粧模
様２２ｃを形成する波状の凹凸形状の山の部分がハンドルカバー２２の前方からは左右方
向に走る多数の直線が上下方向に配列されているように見える。
【００７６】
しかして、本実施形態では、ハンドル本体２１およびハンドルカバー２２をそれぞれ一般
的な成形材料で安価に製作でき、しかもハンドルカバー２２の前面に化粧模様２２ｃに起
因した凹凸が形成されることもないので、低コストで外観を向上できる。なお、ハンドル
本体２１の他端部側では、ハンドルカバー２２の後面の化粧模様２２ｃがハンドルカバー
２２の周壁２２ｂの内側面にも形成されているので、施工面に沿った方向からも化粧模様
２２ｃを視認できる（つまり、視野角を広げることができる）。
【００７７】
また、上記従来構成の１個用のピアノハンドル２では、プレート（プレート枠５および化
粧プレート６）の開口窓内に配置された状態において、模様部３３と化粧プレート６との
間にピアノハンドル２における模様部３３以外の部分の前面が見えることになるので、ピ
アノハンドル２と化粧プレート６との間に別の部材が挟まっているように見え、違和感を
生じる恐れがあるが、本実施形態のピアノハンドル２では、ハンドル本体２１の前面側に
被着されるハンドルカバー２２の外周の３辺が化粧プレート６の開口窓６ａの内周縁に対
向し上述のように化粧模様２２ｃがハンドルカバー２２の周壁２２ｂの内側面にも形成さ
れているので、ピアノハンドル２と化粧プレート６との境界を明確にすることができ、違
和感が生じる恐れを少なくすることができる。なお、ハンドルカバー２２の後面には、カ
ードカバー部２２ｄを除いた全面に化粧模様２２ｃが形成されている。
【００７８】
また、ハンドルカバー２２の後面側にはカードカバー部２２ｄを除いた全体にわたってシ
ボ加工が施されており（図１２中の破線の斜線を施した部分はシボ加工が施されている部
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分を示している）、ハンドルカバー２２およびハンドル本体２１での光の反射が抑制され
見栄えを良くすることができる。
【００７９】
また、本実施形態では、ハンドルカバー２２を有色の透明合成樹脂の成形品により構成し
てあり、ハンドルカバー２２の色を適宜選択することによりデザイン性を高めることがで
きるとともに、施工時に壁面などの色との調和を図ることが可能になる。
【００８０】
（実施形態２）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態１と略同じであって、図１９ないし
図２３に示すように、ハンドル本体２１（図２４参照）とハンドル本体２１の前面側に被
着されたハンドルカバー２２（図２５および図２６参照）とを備え、化粧プレート６の開
口窓６ａを２個で塞ぐ大きさに形成された２個用のピアノハンドルであって、上下方向の
寸法が実施形態１の１個用のピアノハンドル２の上下方向の寸法の略２分の１に形成され
ている点が相違する。すなわち、本実施形態のピアノハンドル２の外周形状は従来構成で
説明した２個用のピアノハンドル２と同じ形状に形成されており、ハンドル本体２１およ
びハンドルカバー２２の各上下方向の寸法が実施形態１におけるハンドル本体２１および
ハンドルカバー２２それぞれの上下方向の略半分の寸法に形成されている。なお、図２６
中の破線の斜線を施した部分はシボ加工が施されている部分を示している。他の構成は実
施形態１と同様であるから、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を
省略する。
【００８１】
（実施形態３）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態１と略同じであって、図２７ないし
図３１に示すように、ハンドル本体２１（図３２参照）とハンドル本体２１の前面側に被
着されたハンドルカバー２２（図３３および図３４参照）とを備え、化粧プレート６の開
口窓６ａを３個で塞ぐ大きさに形成された３個用のピアノハンドルであって、上下方向の
寸法が実施形態１の１個用のピアノハンドル２の上下方向の寸法の３分の１に形成されて
いる点が相違する。すなわち、本実施形態のピアノハンドル２の外周形状は従来構成で説
明した３個用のピアノハンドル２と同じ形状に形成されており、ハンドル本体２１および
ハンドルカバー２２の各上下方向の寸法が実施形態１におけるハンドル本体２１およびハ
ンドルカバー２２それぞれの上下方向の３分の１の寸法に形成されている。なお、図３４
中の破線の斜線を施した部分はシボ加工が施されている部分を示している。他の構成は実
施形態１と同様であるから、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を
省略する。
【００８２】
ところで、３個用のピアノハンドル２は１個用のピアノハンドル２と比べて上下寸法以外
にも相違する点がある。以下、この点について説明する。取付枠４の取付窓４ａに３個の
スイッチ本体１を取り付ける場合には、上述の上端位置と中央位置と下端位置とにそれぞ
れスイッチ本体１を取り付け、各スイッチ本体１にそれぞれ３個用のピアノハンドル２を
取り付ける。３個用のピアノハンドル２の後面の一端部には４個の軸受部２３がスイッチ
本体１の軸部１５に対応する一定間隔で設けられる。また、上２個の軸受部２３と下２個
の軸受部２３とに対応する軸受用ばね体２３ｂはそれぞれ一体に形成されている。つまり
、４個の軸受部２３に対して軸受用ばね体２３ｂを２部材で実現してある。また、３個用
のピアノハンドル２では抜止片２１ａはピアノハンドル２の上下方向の中央付近に１個ず
つ設けられる。
【００８３】
取付枠４に３個のスイッチ本体１を並設した場合、中央位置のスイッチ本体１に取り付け
るピアノハンドル２は、中央の２個の軸受部２３にスイッチ本体１の軸部１５をはめ込ん
で取り付ける。つまり、中央位置のスイッチ本体１についてはスイッチ本体１の上下方向
の中心とピアノハンドル２の上下方向の中心とが一致する。また、ピアノハンドル２の抜
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止片２１ａはスイッチ本体１の中央の挿入孔１２ａに挿入される。一方、上端位置のスイ
ッチ本体１に取り付けられるピアノハンドル２は、下側の２個の軸受部２３にスイッチ本
体１の軸部１５をはめ込んで取り付ける。つまり、上端位置についてはスイッチ本体１の
上下方向の中心よりもピアノハンドル２の上下方向の中心が上にずれて位置することにな
り、ピアノハンドル２の抜止片２１ａはスイッチ本体１の上の挿入孔１２ａに挿入される
。また、下端位置のスイッチ本体１に取り付けられるピアノハンドル２は、上側の２個の
軸受部２３にスイッチ本体１の軸部１５をはめ込んで取り付ける。つまり、下端位置につ
いてはスイッチ本体１の上下方向の中心よりもピアノハンドル２の上下方向の中心が下に
ずれて位置することになり、ピアノハンドル２の抜止片２１ａはスイッチ本体１の下の挿
入孔１２ａに挿入される。
【００８４】
以上の説明からわかるように、取付枠２に３個のスイッチ本体１を取り付ける場合には、
上端位置と下端位置とにおいて、スイッチ本体１の上下方向の中心がピアノハンドル２の
上下方向の中心に一致しない。そこで、３個用のピアノハンドル２では、表示部材２４の
後面側に光学的に結合されるプリズムよりなるレンズ２５を設けてある。レンズ２５は、
ピアノハンドル２の後面側で表示孔２１ｃよりも上下方向に広がる形状に形成され、透光
窓１６の位置が表示孔２１ｃに対して上下にずれている場合でも、発光手段からの光をレ
ンズ２５に導く形状に形成されている。このように、３個用のピアノハンドル２では、上
端位置および下端位置において、上下方向の中心位置がスイッチ本体１の上下方向の中心
位置とはずれるが、ピアノハンドル２に設けたレンズ２５の機能によって発光手段の光を
表示孔２１ｃの位置に導くことができる。また、ピアノハンドル２に４個の軸受部２３を
設け、かつスイッチ本体１に３個の挿入孔１２ａを形成していることによって、３個用の
ピアノハンドル２についても、上端位置、中央位置、下端位置を区別することなく共通の
部材を用いることができる。
【００８５】
（実施形態４）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態１と略同じであって、図３５に示す
ように、化粧模様２２ｃを構成する波状の凹凸形状の山の部分が、ハンドルカバー２２の
前方から上下方向に走る多数の直線を左右方向に配列したストライプ状に見えるように化
粧模様２２ｃが形成されている点が相違する。なお、実施形態１と同様の構成要素には同
一の符号を付して説明を省略する。
【００８６】
本実施形態においても化粧模様２２ｃがハンドルカバー２２の後面に形成した波状の凹凸
形状からなり、ハンドルカバー２２は透明合成樹脂の成形品よりなるので、ハンドルカバ
ー２２の後面の化粧模様２２ｃはハンドルカバー２２の前方から見るとストライプ状の模
様として見える。すなわち、例えば化粧模様２２ｃを形成する波状の凹凸形状の山の部分
が、ハンドルカバー２２の前方からは上下方向に走る多数の直線が左右方向に配列されて
いるように見える。
【００８７】
（実施形態５）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態１と略同じであって、図３６に示す
ように、ハンドルカバー２２の後面側に波形状の凹凸形状を設けずに、ハンドルカバー２
２ｃの後面にシボ加工を施すことによって化粧模様２２ｃを形成している点が相違する。
ここに、図３６（ｄ）中の破線の斜線を施した部分はシボ加工が施されている部分を示し
ている。要するに、本実施形態においても、ハンドルカバー２２自体よりなる化粧模様２
２ｃがハンドルカバー２２の後面に一体に形成されている。他の構成は実施形態１と同じ
である。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付してある。
【００８８】
しかして、本実施形態では、化粧模様２２ｃがハンドルカバー２２の後面にシボ加工を施
すことにより形成されているので、ハンドルカバー２２およびハンドル本体２１での光の
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反射が抑制され見栄えを良くすることができる。
【００８９】
（実施形態６）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態１と略同じであって、図３７および
図３８に示すように、ハンドル本体２１の突台部２１ｄとハンドルカバー２２との間に飾
り部材８（図４９参照）を配設してある点などが相違する。なお、実施形態１と同様の構
成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【００９０】
本実施形態におけるハンドル本体２１は、図３９ないし図４２に示すように、実施形態１
と同様にハンドルカバー２２が前面側に被着されるカバー取付部２１ｅに突台部２１ｄが
並設されているが、図４３ないし図４６に示すハンドルカバー２２をカバー取付部２１ｅ
に被着した状態で、ハンドル本体２１の突台部２１ｄとハンドルカバー２２との境界に凹
溝が形成されるようにしてあり、当該凹溝に飾り部材８が覆着されている。
【００９１】
また、表示部材２４は、透明合成樹脂の成形品であって、図４７に示すように、スイッチ
本体１の発光手段からの光を出射するための表示部２４ａと、ハンドル本体２１に取り付
けるための一対の取付片２４ｂ，２４ｂとを一体に備えており、突台部２１ｄにおけるカ
バー取付部２１ｅ側の側面に形成され表示孔２１ｃに連通した取付溝２１ｑに取付片２４
ｂ，２４ｂを挿入することで表示孔２１ｃを塞ぐようになっている。ここに、ハンドル本
体２１の突台部２１ｄの前面には、表示孔２１ｃにおけるカバー取付部２１ｅとは反対側
に左右が開放されて表示孔２１ｃに連通する凹部２１ｐが形成されており、表示部材２４
における表示部２４ａの一部によって凹部２１ｐを塞ぐようになっている。したがって、
表示部２４ａが突台部２１ｄを横切る一直線に沿って配設されることになり、見栄えが良
くなる。また、表示部２４ａにおいてハンドル本体２１に重なる部位（つまり、凹部２１
ｐを塞ぐ部分）の後面（図４７（ｃ）中に破線で斜線を施した部位）には、暗色系の色を
着色しておくことにより、表示部２４ａを通してハンドル本体２１が透けて見えることを
防止でき、表示部２４ａを通してハンドル本体２１が透けて見えて違和感が生じるのを防
止することができるとともにデザイン性が損なわれるのを防止することができる。
【００９２】
また、レンズ２５は、透明合成樹脂の成形品であって、図４８に示すように、ハンドル本
体２１の後面側でスイッチ本体１の発光手段からの光を表示部材２４へ導く凸形状の集光
部２５ａと、集光部２５ａの後部の外周面から突設された取付部２５ｃとを一体に備え、
取付部２５ｃには一対の長孔状の圧入孔２５ｄ，２５ｄが貫設されており、ハンドル本体
２１の後面から後方へ突設された２つの圧入突起２１ｓ，２１ｓ（図４０（ａ）および図
４２参照）それぞれを圧入孔２５ｄ，２５ｄへ圧入させることによってハンドル本体２１
の後面側に固定されている。したがって、スイッチ本体１の発光手段からの光を図５０中
に矢印で示したようにピアノハンドル２の前方へ出射することができるのである。
【００９３】
ところで、上述の飾り部材８は、図４９に示すように、角柱状の飾り本体８１の長手方向
の両端部から後方に向かって縁部８２が突設され、飾り本体８１の後面から後方に突出す
る複数の突部８３が飾り本体８１の長手方向に離間して形成されており、各突部８３から
ピン状の結合用突起８４が突設されている。ここに、飾り部材８は、ハンドル本体２１に
取り付けた状態において、飾り本体８１の前面と、長手方向の両端面と、縁部８２の互い
に対向する面とは反対側の面とが当該両端面とが露出するように構成されている。また、
飾り部材８の表面には、金属めっきが施されている（飾り部材８は、合成樹脂の成形品の
表面に金属めっきを施すことで構成されている）。
【００９４】
一方、ハンドル本体２１には、突台部２１ｄとカバー取付部２１ｅとの間の部位に、各結
合用突起８４がそれぞれ挿入される複数の結合用孔２１ｎが貫設されており、飾り部材８
の結合用突起８４を結合用孔２１ｎに挿通し、ハンドル本体２１の後面側から結合用突起
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８４の先端部を圧着することで固定している。ここにおいて、ハンドル本体２１は、突台
部２１ｄとカバー取付部２１ｅとの間の部位の前面に、結合用突起８４が結合用孔２１ｎ
に挿通されるように突部８３を案内する複数のリブ２１ｒが突設されている。なお、各リ
ブ２１ｒおよび突部８３は、側面視台形状の形状に形成されており、各リブ２１ｒの側面
と飾り部材８の突部８３の側面とを当接させて飾り本体８１を突台部２１ｄとカバー取付
部２１ｅとの間の部位の前面に近づけることによって、結合用突起８４を結合用孔２１ｎ
に容易に挿通させることができる。
【００９５】
また、ハンドルカバー２２は、ハンドル本体２１の突台部２１ｄの側面との対向面の後部
から突台部２１ｄの側面へ向かって３つの位置決め片２２ｒが突設されており、まん中の
位置決め片２２ｒが飾り本体８１の後面側で、突台部２１ｄとカバー取付部２１ｅとの間
の部位の前面の中央部に突設された２つのリブ２１ｒによって位置決めされるようになっ
ている。ここに、当該２つのリブ２１ｒ間の距離をＨ４（図３９（ａ）参照）とし、まん
中の位置決め片２２ｒの上下方向における幅寸法をＨ５（図４３（ａ）参照）とすれば、
Ｈ５はＨ４と略等しい幅寸法に設定してある。なお、本実施形態では、リブ２１ｒが、位
置決め片２２ｒを位置決めする位置決め突起を構成している。また、本実施形態における
ハンドルカバー２２は、位置決め片２２ｒの側面にゲート跡が形成されるように成形用金
型を設計してある。また、ハンドルカバー２２の前壁２２ａの後面にはシボ加工が施され
ている。
【００９６】
しかして、本実施形態におけるピアノハンドル２では、ハンドル本体２１の突台部２１ｄ
とハンドルカバー２２との境界に形成される凹溝に金属めっきを施した飾り部材８が覆着
されているので、ハンドルカバー２１の成形時のゲート跡が飾り部材８により隠れる位置
に形成されるようにすることにより、ゲート跡によって外観が損なわれるのを防止するこ
とができ、しかも、飾り部材８に金属めっきが施されていることにより、高級感が得られ
る。
【００９７】
また、ハンドルカバー２２から突設された位置決め片２２ｒおよびハンドル本体２１から
突設された位置決め突起たるリブ２１ｒを飾り部材８によって隠すことができるから、外
観を損なうことなくハンドル本体２１とハンドルカバー２２との位置決めを行うことがで
きる。しかも、ハンドルカバー２２とハンドル本体２１との位置決めが飾り部材８の長手
方向の中央部に対応する部位で行われるから、超音波溶着時にハンドルカバー２２の長手
方向（上下方向）の両側でハンドルカバー２２がハンドル本体２１に接触して溶けるのを
防止することができ、外観が損なわれるのを防止することができる。
【００９８】
また、図３８に示すように、飾り本体８１の長手方向に直交するハンドル本体２１の左右
方向の幅をＨ０、上記左右方向におけるハンドルカバー２２の幅をＨ２、上記左右方向に
おけるハンドル本体２１の左端から飾り本体８１の右端までの幅をＨ１とすれば、Ｈ０＝
Ｈ１＋Ｈ２であり、本実施形態では、Ｈ２がＨ１の略２倍の値になるようにハンドルカバ
ー２２の左右方向の幅Ｈ２を設定してある。言い換えれば、ハンドルカバー２２の左右方
向の幅Ｈ２が突台部２１ｄの左右方向の幅の略２倍となるように上記凹溝の位置が設定さ
れている。しかして、本実施形態のピアノハンドル２では、ハンドルカバー２１を操作部
とした場合に操作部と表示部２４ａとを飾り部材８によって区分することができて操作部
と表示部２４ａとを際立たせることができ、しかも、操作部の面積が広いことを強調する
ことができる。
【００９９】
ところで、上記実施形態では、ハンドル本体２１とハンドルカバー２２とを別々に成形し
て超音波溶着によって固着しているので、ハンドル本体２１のカバー取付部２１ｅとハン
ドルカバー２２との間にごみなどをかみ込んだ外観不良や、溶着跡による外観不良などが
発生することがある。
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【０１００】
この種の不具合の発生を防ぐには、ハンドル本体２１とハンドルカバー２２とを２色成形
により成形して図５１に示すようにハンドル本体２１とハンドルカバー２２とを一体の部
品とすればよい。なお、図５１において上記実施形態と同様の構成要素には同一の符号を
付してある。
【０１０１】
図５１に示した構成のようにハンドル本体２１とハンドルカバー２２とを２色成形により
成形したものを採用することにより、上述のような外観不良の発生を削減することができ
る。また、ハンドル本体２１とハンドルカバー２２とを超音波溶着する必要がないので、
溶着跡によって外観が損なわれることもない。ただし、ハンドルカバー２２は透明材料で
あってハンドル本体２１が透けて見えるので、ハンドル本体２１の材料である１次側材料
としてハンドルカバー２２の材料である２次側材料よりも耐熱温度（熱変形温度）の高い
材料を選択しておかなければ、ハンドル本体２１が熱変形する恐れがあるので、注意が必
要である。
【０１０２】
（実施形態７）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態６と略同じであって、図５２に示す
ように、上下方向の寸法が実施形態６の１個用のピアノハンドル２の上下方向の寸法の略
２分の１に形成されている点などが相違する。すなわち、本実施形態のピアノハンドル２
の外周形状は従来構成で説明した２個用のピアノハンドル２と同じ形状に形成されており
、図５３ないし図５５に示すハンドル本体２１および図５６ないし図５８に示すハンドル
カバー２２の各上下方向の寸法が実施形態６におけるハンドル本体２１およびハンドルカ
バー２２それぞれの上下方向の略半分の寸法に形成されている。また、本実施形態におけ
る飾り部材８は、図５９に示すように、飾り本体８１の後面から２つの突部８３が突設さ
れており、各突部８３毎に２つの結合用突起８４が突設されている。一方、ハンドル本体
２１には、突台部２１ｄとカバー取付部２１ｅとの間の部位の上下方向における中央部に
２つのリブ２１ｒが上下方向に離間して突設されており、両リブ２１ｒによってハンドル
カバー２２における突台部２１ｄの側面との対向面から突設された１つの位置決め片２２
ｒが位置決めされる。他の構成は実施形態６と同様であるから、実施形態６と同様の構成
要素には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１０３】
なお、本実施形態のピアノハンドル２を取り付けたスイッチ本体１の発光手段からの光は
図６０中に矢印で示したようにピアノハンドル２の前方へ出射される。
【０１０４】
（実施形態８）
本実施形態のピアノハンドル２の基本構成は実施形態は実施形態６と略同じであって、図
６１に示すように、上下方向の寸法が実施形態６の１個用のピアノハンドル２の上下方向
の寸法の略３分の１に形成されている点などが相違する。すなわち、本実施形態のピアノ
ハンドル２の外周形状は従来構成で説明した３個用のピアノハンドル２と同じ形状に形成
されており、図６２ないし図６４に示すハンドル本体２１および図６５ないし図６７に示
すハンドルカバー２２の各上下方向の寸法が実施形態６におけるハンドル本体２１および
ハンドルカバー２２それぞれの上下方向の略３分の１の寸法に形成されている。また、本
実施形態における飾り部材８は、図６８に示すように、飾り本体８１の後面から２つの突
部８３が突設されており、各突部８３毎に１つの結合用突起８４が突設されている。一方
、ハンドル本体２１には、突台部２１ｄとカバー取付部２１ｅとの間の部位の上下方向に
おける中央部に２つのリブ２１ｒが上下方向に離間して突設されており、両リブ２１ｒ，
２１ｒによってハンドルカバー２２における突台部２１ｄの側面との対向面から突設され
た１つの位置決め片２２ｒが位置決めされる。なお、実施形態６と同様の構成要素には同
一の符号を付して説明を省略する。
【０１０５】
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ところで、本実施形態における表示部材２４の形状は実施形態６と略同じであるが、図６
９および図７０に示すように、表示部２４ａにおいて表示孔２１ｃに対応する部分の後面
に取付枠４へのスイッチ本体１の取付位置によらず配光特性が均一になるように設計した
鋸波状の配光制御部２４ｄを形成してある点が相違する。
【０１０６】
また、本実施形態におけるレンズ２５は実施形態３と同様、図７１および図７２に示すよ
うに、ハンドル本体２１の後面側で表示孔２１ｃよりも上下方向に広がる形状に形成され
、上下方向においてスイッチ本体１の透光窓１６の位置が表示孔２１ｃに対してずれてい
る場合でも発光手段からの光を表示部２４ａに導く形状に形成されている。すなわち、レ
ンズ２５は、配光制御部２４ｄに臨む前面側を鋸波状に形成した出射部１２５ｄの後面側
から上下両側方に向けて側方突出プリズム部１２５ｇが設けてあり、この側方突出プリズ
ム部１２５ｇは後面側に上端位置もしくは下端位置のスイッチ本体１の発光手段からの光
が入射される入射面１２５ａが形成され、入射面１２５ａから内部に入った光を第１の反
射面１２５ｂで反射させ第１の反射面１２５ｂで反射された光を更に第２の反射面１２５
ｃで反射させて出射部１２５ｄから出射させるようになっている。また、出射部１２５ｄ
の後方には中央位置のスイッチ本体１の発光手段からの光を入射する入射面１２５ｅが形
成されており、入射面１２５ｅから内部に入った光を出射部１２５ｄから出射させるよう
になっている。なお、レンズ２５は、側方突出プリズム部１２５ｇの後面から取付用突起
１２５ｆが突設されており、取付用突起１２５ｆに超音波溶着用のホーンを当接させて超
音波溶着によりハンドル本体２１に固定することができるようになっている。
【０１０７】
したがって、ピアノハンドル２を取り付けたスイッチ本体１の発光手段からの光は取付枠
４へのスイッチ本体１の取付位置（上端位置、中央位置、下端位置）に関わらず、図７３
中に矢印で示したようにピアノハンドル２の前方へ出射される。
【０１０８】
ところで、上記従来例で説明した図９２の３個用のピアノハンドル２におけるレンズ２５
は、図７４（ａ）に示すような形状に形成されており、上端位置のスイッチ本体１に取着
されたピアノハンドル２では、図７５（ａ）中に左向きの矢印で示すように下側の入射面
１２５ａから入射された光が下側の第１の反射面１２５ｂで反射されて更に下側の第２の
反射面１２５ｃで反射されて出射部１２５ｄおよび表示部２４ａを通して出射される。ま
た、中央位置のスイッチ本体１に取着されたピアノハンドル２では、図７５（ｂ）中に左
向きの矢印で示すように入射面１２５ｅから入射された光が出射部１２５ｄおよび表示部
２４ａを通して出射される。また、下端位置のスイッチ本体１に取着されたピアノハンド
ル２では、図７５（ｃ）中に左向きの矢印で示すように上側の入射面１２５ａから入射さ
れた光が上側の第１の反射面１２５ｂで反射されて更に上側の第２の反射面１２５ｃで反
射されて出射部１２５ｄおよび表示部２４ａを通して出射される。
【０１０９】
ところで、上記従来例においては、図７５（ａ）～（ｃ）に示すように、表示部２４ａを
通して出射される光の出射方向が水平方向よりもやや上向きとなるようにレンズ２５の出
射部１２５ｄおよび表示部材２４の入射面の形状を設定してあるが、下端位置のスイッチ
本体１に取着されたピアノハンドル２では、図７４（ｂ）および図７５（ｃ）に示すよう
に水平方向よりもやや下向きへ光が漏れやすく、また上端位置や中央位置のものに比べて
表示部２４ａから出射される光量が少なくなっている。
【０１１０】
そこで、本実施形態では、下端位置のスイッチ本体１に取着されたピアノハンドル２で水
平方向よりもやや下向きへ光が漏れるのを抑制するために、出射部１２５ｄの配向特性が
図７２（ｂ）中に矢印で示すように水平方向よりもやや上向きになるように鋸波状の形状
を設計し、取付位置によらず配光特性が揃うように表示部２４ａの後面に上述の配光制御
部２４ｄを形成してある。また、表示部２４ａを通して出射される光の光量を増加させて
視認性を向上させるために、各入射面１２５ａ，１２５ｅを従来例のような平面状ではな
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く後方に膨らんだ曲面状の形状としてある。しかして、本実施形態の３個用のピアノハン
ドル２を採用することにより、取付枠４へのスイッチ本体１の取付位置によらず、ピアノ
ハンドル２の表示部２４ａを通して出射される光の配光特性および光量を揃えることが可
能となる。
【０１１１】
（実施形態９）
本実施形態のピアノハンドル２は、１個用のピアノハンドルであって、実施形態１と略同
じ構成を有しており、図７６に示すように、実施形態６にて説明した飾り部材８を備えて
いる点が相違する。他の構成は実施形態１と同様なので、実施形態１と同様の構成要素に
は同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１２】
（実施形態１０）
本実施形態のピアノハンドル２は、２個用のピアノハンドルであって、実施形態２と略同
じで構成を有しており、図７７に示すように、実施形態７にて説明した飾り部材８を備え
ている点が相違する。他の構成は実施形態２と同様なので、実施形態２と同様の構成要素
には同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１３】
（実施形態１１）
本実施形態のピアノハンドル２は、３個用のピアノハンドルであって、実施形態３と略同
じ構成を有しており、図７８に示すように、実施形態８にて説明した飾り部材８を備えて
いる点が相違する。他の構成は実施形態３と同様なので、実施形態３と同様の構成要素に
は同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１４】
　（参考例１）
　本参考例のピアノハンドル２の基本構成は実施形態６と略同じであって、図７９に示す
ハンドル本体２１およびハンドルカバー２２それぞれが個別に塗装されている点が相違す
る。ここに、ハンドルカバー２２は、メタリックカラー（例えば、ホワイトシルバー、ラ
イトシャンパンゴールドなど）に塗装されている。なお、実施形態６と同様の構成要素に
は同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１５】
　しかして、本参考例のピアノハンドル２では、ハンドル本体２１とハンドルカバー２２
とが組立前に個別に前面が塗装されているので、ハンドル本体２１とハンドルカバー２２
とを個別に塗装してから超音波溶着することにより、低コストでハンドル本体２１および
ハンドルカバー２２の外観を向上させることができ、また、ハンドルカバー２２がメタリ
ックカラーに塗装されているので、金属色特有の深みのある質感で透明樹脂のような合成
樹脂素材にない高級感を得ることが可能となる。例えば、シルバー色は様々なインテリア
イメージに対応することができ、特にアルミ調素材はグローバルなトレンド素材として家
電製品や家具類、雑貨にいたるまで幅広く使われており、ハンドルカバー２２の色をシル
バーホワイトとすることでこれらとのコーディネートが容易になる。また、ライトシャン
パンゴールドのように少し赤みのある色味とすることで、特に木質材で構成されたクラシ
カルな空間の中でコーディネートが容易になる。
【０１１６】
【発明の効果】
　請求項１の発明は、合成樹脂の成形品よりなるハンドル本体と、透明合成樹脂の成形品
よりなりハンドル本体の前面側に被着されるハンドルカバーとを備え、ハンドルカバーは
、ハンドル本体に超音波溶着され、且つ、後面側にハンドルカバー自体で化粧模様が形成
されてなり、前記ハンドルカバーは、前壁の外周縁から後方に向かって延設された周壁を
備え、前記ハンドル本体には前記ハンドルカバーの周壁の後縁が重なる段部が形成され段
部の前面に設けた溶着用突起を利用して前記ハンドルカバーが超音波溶着されてなり、前
記化粧模様は、前記周壁の内側面にも形成されてなるものであり、ハンドル本体およびハ
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ンドルカバーをそれぞれ一般的な成形材料で安価に製作して超音波溶着にて結合すればよ
く、化粧模様を形成したハンドルカバーの前面に化粧模様に起因した凹凸が形成されるこ
ともないので、低コストで外観を向上できるという効果がある。また、前方から溶着部が
見えにくくなって外観が向上するとともに、前記化粧模様を視認できる視野角を広げるこ
とができるという効果がある。
【０１１７】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後
面にシボ加工を施すことにより形成されてなるので、前記ハンドルカバーおよび前記ハン
ドル本体での光の反射が抑制され見栄えを良くすることができるという効果がある。
【０１１８】
請求項３の発明は、請求項１の発明において、前記化粧模様は、前記ハンドルカバーの後
面に形成した波状の凹凸形状からなるので、前記化粧模様を前記ハンドルカバーの前方か
らストライプ状の模様として視認可能となるという効果がある。
【０１１９】
請求項４の発明は、請求項３の発明において、前記ハンドルカバーの後面にはシボ加工が
施されてなるので、前記ハンドルカバーおよび前記ハンドル本体での光の反射が抑制され
見栄えを良くすることができるという効果がある。
【０１２２】
　請求項５の発明は、請求項１ないし請求項４の発明において、前記ハンドルカバーは、
有色の透明合成樹脂の成形品よりなるので、前記ハンドルカバーの色を適宜選択すること
によりデザイン性を高めることができるとともに、壁面などの色との調和を図ることが可
能になるという効果がある。
【０１２３】
　請求項６の発明は、請求項１ないし請求項５の発明において、前記ハンドル本体には、
前記ハンドルカバーの被着される部位の一部にスイッチの用途に応じた表記がなされたネ
ームカードが当該ネームカードの前面を露出させた形で配設され、前記ハンドルカバーに
は、ネームカードに対応する部位にネームカードを拡大して見せるレンズ部が一体に形成
されているので、ネームカードが拡大されて見え、ネームカードの表記の確認が容易にな
るという効果がある。
【０１２４】
　請求項７の発明は、請求項６の発明において、前記ハンドル本体には、前記ネームカー
ドの前面を露出させるカード取付窓が形成され、前記ハンドルカバーは、前記レンズ部の
後端部がカード取付窓に嵌合する形状に形成されているので、前記ハンドルカバーを前記
ハンドル本体に超音波溶着する際に前記ハンドル本体に対する前記ハンドルカバーの位置
ずれを規制することができ、外観を向上できるという効果がある。
【０１２５】
　請求項８の発明は、請求項１ないし請求項７の発明において、前記ハンドルカバーの前
面には、操作側を示す押位置指示突起が突設されているので、スイッチ用ハンドルに押力
を作用させるべき端部が押位置指示突起側であることが明確に示されるという効果があり
、また、手触りでも分かるようになるという効果がある。
【０１２６】
　請求項９の発明は、請求項１ないし請求項８の発明において、前記ハンドル本体の後面
には、格子状のリブが一体に突設されるとともに、格子状のリブに斜めに交差するリブが
一体に突設されているので、前記ハンドル本体の剛性を向上させることができるという効
果がある。
【０１２７】
　請求項１０の発明は、請求項１ないし請求項９の発明において、前記ハンドルカバーは
、前方から見えない部位に成形用金型のゲート跡が形成されているので、前記ハンドルカ
バーの前方からゲート跡が見えないようにでき、外観を向上できるという効果がある。
【０１２８】
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　請求項１１の発明は、請求項１０の発明において、前記ハンドル本体は、前記ハンドル
カバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が並設され、前記ハンドルカバーは、
前記突台部との対向面に前記ゲート跡が形成されているので、前記ゲート跡が前記突台部
における前記ハンドルカバーとの対向面によって隠れ、さらに外観が向上するという効果
がある。
【０１２９】
　請求項１２の発明は、請求項１１の発明において、前記ハンドルカバーの前面を前記ハ
ンドル本体の前記突台部の前面に揃えてあるので、前記ハンドル本体の前記突台部の前面
と前記ハンドルカバーの前面との間に段差が形成されて外観が損なわれるのを防止するこ
とができるとともに、手触りが良くなるという効果がある。
【０１３０】
　請求項１３の発明は、請求項１ないし請求項９の発明において、前記ハンドル本体は、
前記ハンドルカバーが前面側に被着されるカバー取付部に突台部が並設され、前記ハンド
ルカバーと前記突台部との境界に形成される凹溝には、金属めっきを施した飾り部材が覆
着されているので、前記ハンドルカバーの成形時のゲート跡が飾り部材により隠れる位置
に形成されるようにすることにより、ゲート跡によって外観が損なわれるのを防止するこ
とができ、しかも、飾り部材に金属めっきが施されていることにより、高級感が得られる
という効果がある。
【０１３１】
　請求項１４の発明は、請求項１３の発明において、前記ハンドルカバーは、前記突台部
との対向面における長手方向の中央部の後部から前記突台部へ向かって位置決め片が突設
され、前記ハンドル本体は、前記飾り部材に重なる部位に前記位置決め片を前記長手方向
において位置決めする位置決め突起が突設されているので、位置決め突起および位置決め
片を前記飾り部材によって隠すことができるから、外観を損なうことなく前記ハンドル本
体と前記ハンドルカバーとの位置決めを行うことができ、しかも、前記ハンドルカバーと
前記ハンドル本体との位置決めが前記長手方向の中央部に対応する部位で行われるから、
超音波溶着時に前記ハンドルカバーにおいて前記長手方向の両側で前記ハンドルカバーが
前記ハンドル本体に接触して溶けるのを防止することができ、外観が損なわれるのを防止
することができるという効果がある。
【０１３２】
　請求項１５の発明は、請求項１３または請求項１４の発明において、前記ハンドル本体
は、スイッチ本体に設けられた発光手段の光を外部へ出射する透光性材料からなる表示部
の一部が配設される表示孔が前記突台部に貫設されるとともに、前記突台部の前面におい
て表示孔に連通し表示部の他の一部が配設される凹部が前記突台部に形成され、表示部の
前記他の一部の後面に暗色系の色が着色されているので、表示部を通して前記ハンドル本
体が透けて見えることを防止でき、表示部を通して前記ハンドル本体が透けて見えて違和
感が生じるのを防止することができるとともにデザイン性が損なわれるのを防止すること
ができるという効果がある。
【０１３３】
　請求項１６の発明は、請求項１５の発明において、前記突台部と前記カバー取付部とが
左右方向に並設され、前記ハンドルカバーの左右方向の幅が前記突台部の左右方向の幅の
略２倍となるように前記凹溝の位置が設定されているので、前記ハンドルカバーを操作部
とした場合に操作部と表示部とを前記飾り部材によって区分することができて操作部と表
示部とを際立たせることができ、しかも、操作部の面積が広いことを強調することができ
るという効果がある。
【０１３４】
　請求項１７の発明は、請求項１３の発明において、前記ハンドル本体が、中央部に窓孔
を有した矩形枠状であって長手方向に３組の器具取付手段を備えた配線器具用の取付枠の
前面側に配設され前記窓孔よりも長寸且つ広幅の開口窓を有するプレートの開口窓の略３
分の１を閉塞する大きさに形成され、且つ、スイッチ本体に設けられた発光手段の光を外
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部へ出射する透光性材料からなる表示部が配設される表示孔が前記突台部に形成され、発
光手段の光を表示部へ導光するプリズムが後面側に固着されているので、取付枠へのスイ
ッチ本体の取付位置に関わらず発光手段の光を表示部へ導光することができ、取付枠への
スイッチ本体の取付位置による表示部の明るさのばらつきを抑制することが可能となると
いう効果がある。
【０１３６】
　請求項１８の発明は、器体の前面側に設けた押釦ハンドルの押圧操作により切り換わる
接点部を配線器具用の取付枠に取付可能な器体に収納したスイッチ本体と、器体の前面側
に押釦ハンドルに対向する形で配置されて一端部が器体に枢着され押釦ハンドルを押し込
み可能なピアノハンドルとを備え、当該ピアノハンドルが請求項１ないし請求項１７のい
ずれかに記載のスイッチ用ハンドルからなるものであり、従来に比べて低コストでピアノ
ハンドルの外観を向上できるので、ピアノハンドルを含めたスイッチの外観を低コストで
向上できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態１における１個用のピアノハンドルを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は
一部破断した右側面図、（ｃ）は（ｂ）の要部Ａの拡大図である。
【図２】同上における１個用のピアノハンドルの背面図である。
【図３】同上における１個用のピアノハンドルを示し、（ａ）は下面図、（ｂ）は（ａ）
の要部Ｂの拡大図、（ｃ）は（ａ）の要部Ｃの拡大図である。
【図４】同上における１個用のピアノハンドルの断面図である。
【図５】同上における１個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図６】同上における１個用のピアノハンドルの要部説明図である。
【図７】同上における１個用のピアノハンドルの要部説明図である。
【図８】同上における１個用のピアノハンドルの使用形態での右側面図である。
【図９】同上における１個用のピアノハンドルのスイッチ本体への取付方の説明図である
。
【図１０】同上における１個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は下面図、（ｃ）は（ｂ）の要部Ｄの拡大図、（ｄ）は（ｂ）の要部Ｅの拡大図
である。
【図１１】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は一部破断した右側面図である。
【図１２】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーの背面図である。
【図１３】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は下面
図、（ｂ）は（ａ）の要部Ｆの拡大図である。
【図１４】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーの断面図である。
【図１５】同上における１個用のピアノハンドルの他の構成例を示す断面図である。
【図１６】同上におけるスイッチ本体の斜視図である。
【図１７】同上におけるスイッチ本体の正面図である。
【図１８】同上におけるスイッチ本体の断面図である。
【図１９】実施形態２における２個用のピアノハンドルの使用形態での正面図である。
【図２０】同上における２個用のピアノハンドルを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は背面
図、（ｃ）は右側面図である。
【図２１】同上における２個用のピアノハンドルの下面図である。
【図２２】同上における２個用のピアノハンドルの断面図である。
【図２３】同上における２個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図２４】同上における２個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は下面図である。
【図２５】同上における２個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は一部破断した右側面図、（ｄ）は断面図である。
【図２６】同上における２個用のピアノハンドルのハンドルカバーの背面図である。
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【図２７】実施形態３における３個用のピアノハンドルの使用形態における正面図である
。
【図２８】同上における３個用のピアノハンドルを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は背面
図、（ｃ）は右側面である。
【図２９】同上における３個用のピアノハンドルの下面図である。
【図３０】同上における３個用のピアノハンドルの断面図である。
【図３１】同上における３個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図３２】同上における３個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は下面図である。
【図３３】同上における３個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は一部破断した右側面図、（ｄ）は断面図である。
【図３４】同上における３個用のピアノハンドルのハンドルカバーの背面図である。
【図３５】実施形態４における１個用のピアノハンドルを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）
は下面図、（ｃ）は（ｂ）の要部Ｈの拡大図、（ｄ）は要部断面図である。
【図３６】実施形態５における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）
は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は一部破断した右側面図、（ｄ）は背面図、（ｅ）
は断面図である。
【図３７】実施形態６における１個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図３８】同上における１個用のピアノハンドルの正面図である。
【図３９】同上における１個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は下面図、（ｄ）は（ａ）のＭ－Ｍ断面図である。
【図４０】同上における１個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は背面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｃ）は右側面図である。
【図４１】同上における１個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、図４０（ａ）の
Ｂ－Ｂ断面図である。
【図４２】同上における１個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、図４０（ａ）の
Ｃ－Ｃ断面図である。
【図４３】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図４４】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、図４３（ａ）
のＡ－Ａ断面図である。
【図４５】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す背面図である。
【図４６】同上における１個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す下面図である。
【図４７】同上における１個用のピアノハンドルの表示部を示し、（ａ）は正面図、（ｂ
）は下面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は右側面図である。
【図４８】同上における１個用のピアノハンドルのレンズを示し、（ａ）は正面図、（ｂ
）は下面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は右側面図である。
【図４９】同上における１個用のピアノハンドルの飾り部材を示し、（ａ）は左側面図、
（ｂ）は背面図、（ｃ）は平面図である。
【図５０】同上における１個用のピアノハンドルを用いたピアノハンドル式スイッチの動
作説明図である。
【図５１】同上のピアノハンドルの他の構成例を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）
のＡ－Ａ断面図である。
【図５２】実施形態７における２個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図５３】同上における２個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は下面図、（ｄ）は（ａ）のＭ－Ｍ断面図である。
【図５４】同上における２個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は背面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図で
ある。
【図５５】同上における２個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、図５４（ａ）の
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Ｃ－Ｃ断面図である。
【図５６】同上における２個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｄ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図
である。
【図５７】同上における２個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す背面図である。
【図５８】同上における２個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す下面図である。
【図５９】同上における２個用のピアノハンドルの飾り部材を示し、（ａ）は左側面図、
（ｂ）は背面図、（ｃ）は平面図である。
【図６０】同上における２個用のピアノハンドルを用いたピアノハンドル式スイッチの動
作説明図である。
【図６１】実施形態８における３個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図６２】同上における３個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は下面図、（ｄ）は（ａ）のＭ－Ｍ断面図である。
【図６３】同上における３個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、（ａ）は背面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図で
ある。
【図６４】同上における３個用のピアノハンドルのハンドル本体を示し、図６３（ａ）の
Ｃ－Ｃ断面図である。
【図６５】同上における３個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示し、（ａ）は正面
図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｄ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図
である。
【図６６】同上における３個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す背面図である。
【図６７】同上における３個用のピアノハンドルのハンドルカバーを示す下面図である。
【図６８】同上における３個用のピアノハンドルの飾り部材を示し、（ａ）は左側面図、
（ｂ）は背面図、（ｃ）は平面図である。
【図６９】同上における３個用のピアノハンドルの表示部を示し、（ａ）は正面図、（ｂ
）は下面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は右側面図である。
【図７０】同上における３個用のピアノハンドルの表示部を示し、図６９（ｄ）の要部Ａ
の拡大図である。
【図７１】同上における３個用のピアノハンドルのレンズを示し、（ａ）は正面図、（ｂ
）は平面図、（ｃ）は下面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は（ｃ）の要部Ｅの拡大図であ
る。
【図７２】同上における３個用のピアノハンドルの動作説明図である。
【図７３】同上における３個用のピアノハンドルを用いたピアノハンドル式スイッチの動
作説明図である。
【図７４】同上における３個用のピアノハンドルの比較例の動作説明図である。
【図７５】同上における３個用のピアノハンドルの比較例の動作説明図である。
【図７６】実施形態９における１個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図７７】実施形態１０における２個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図７８】実施形態１１における３個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図７９】　参考例１における１個用のピアノハンドルの使用形態での正面図である。
【図８０】従来例を示し、１個用のピアノハンドルを備えたピアノハンドル式スイッチの
分解斜視図である。
【図８１】同上で１個用のピアノハンドルを用いる使用形態での分解斜視図である。
【図８２】同上で１個用のピアノハンドルを用いる使用形態での正面図である。
【図８３】同上の軸部近傍を示し、（ａ）はピアノハンドル取付前の断面図、（ｂ）はピ
アノハンドル取付後の断面図である。
【図８４】同上に用いる１個用のピアノハンドルの正面図である。
【図８５】同上に用いる１個用のピアノハンドルの背面図である。
【図８６】同上に用いる２個用のピアノハンドルの正面図である。
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【図８７】同上に用いる３個用のピアノハンドルの正面図である。
【図８８】同上に用いる他の１個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図８９】同上に用いる他の１個用のピアノハンドルの背面側から見た斜視図である。
【図９０】同上に用いる他の１個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図９１】同上に用いる他の２個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図９２】同上に用いる他の２個用のピアノハンドルの分解斜視図である。
【図９３】同上に用いる他の１個用のピアノハンドルにおけるカード取付ブロックの分解
斜視図である。
【符号の説明】
２　ピアノハンドル
２１　ハンドル本体
２２　ハンドルカバー
２２ａ　前壁
２２ｂ　周壁
２２ｃ　化粧模様
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