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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切壁を挟んで互いに隣接する第１支持孔及び第２支持孔を有するケースと、表示面と
周壁部を有し前記第１支持孔及び前記第２支持孔に押動操作可能に保持された第１操作部
材及び第２操作部材と、前記第１操作部材及び前記第２操作部材の下方側に位置して前記
ケースに固定された絶縁基板と、この絶縁基板上に配設され、前記第１操作部材及び前記
第２操作部材のそれぞれの表示面に向けて投光可能な第１発光体及び第２発光体と、前記
絶縁基板上に配設され、前記第１操作部材及び前記第２操作部材の押動操作に伴ってそれ
ぞれの周壁部に設けられた駆動部によりそれぞれ駆動される第１検出手段及び第２検出手
段とを備え、前記第１支持孔及び前記第２支持孔は略方形状に形成され、前記第１操作部
材及び前記第２操作部材は、四辺に前記周壁部を有し略方形状に形成され、前記第１検出
手段及び前記第２検出手段を駆動する前記駆動部を、前記周壁部の前記仕切壁を挟んで隣
接する側壁部以外の側壁部に形成すると共に、前記仕切壁の下面側及び前記仕切壁を挟ん
で隣接する側壁部の下面側に切り欠き部を設け、該切り欠き部により前記絶縁基板上面と
の間にランプを配置可能な空間部を形成し、第１操作部材及び第２操作部材の中央には、
前記空間部にランプが配置されたときに当該ランプの光を前記表示面に導く導光体が設け
られる中空部が前記周壁部によって形成されていることを特徴とする照光プッシュスイッ
チユニット。
【請求項２】
　前記第１検出手段及び前記第２検出手段を、前記第１支持孔及び前記第２支持孔の前記
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仕切壁を挟んで隣接する内壁部と対向する両内壁部近傍の前記絶縁基板上に配置すると共
に、前記第１操作部材及び前記第２操作部材に設けられたそれぞれの前記駆動部を、前記
周壁部の前記仕切壁を挟んで隣接する側壁部と対向する両側壁部に形成したことを特徴と
する請求項１記載の照光プッシュスイッチユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用電気機器等のように内面側から照光されて使用される照光プッシュス
イッチユニットの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車には、テレビやナビゲーションシステム、ＣＤやカセット等のオーディオ
機器、エアコン等の各種電気機器が搭載されており、各スイッチを操作するためのスイッ
チ操作ノブの操作面には、各スイッチ操作ノブ相互間の識別性を向上させるべく、文字や
図形等の各種表示部が表示されている。そして、夜間での操作性の向上を図るべく、各表
示部は透過型に構成され、内面側からの照明により各表示部が透過照明されるように構成
されている。
【０００３】
　このようなスイッチ操作ノブの照明として、例えば、所定の回路が構成された基板に、
照明用の光通過孔をスイッチ操作ノブの取付位置に対応してそれぞれ形成し、基板の裏面
側に光源としてのＬＥＤをそれぞれ実装し、基板の表面側に取り付けられたスイッチ操作
ノブの操作面を各光通過孔を通じてその内面側からそれぞれ照明するようした構成のもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この従来の照光プッシュスイッチユニットの構造を図７～図９に示す。図７は従来の照
光プッシュスイッチユニットの要部断面図、図８は図７の８－８線における断面図、図９
は各スイッチ操作ノブの説明図である。
【０００５】
　図において、５１は所定の回路が形成された基板で、操作パネル５２の内側に配設され
ている。基板５１の表面側には、車両に搭載された各種電気機器に対応したタクトスイッ
チ等からなるスイッチ５３が基板１にそれぞれ装着されると共に、各スイッチ５３を操作
するためのスイッチ操作ノブ５４がそれぞれ装着されている。
【０００６】
　各スイッチ操作ノブ５４は、操作パネル５２に形成された開口部よりその操作面５４ａ
を露出状として配設されており、押し込み操作することにより各スイッチ５３を操作する
構造とされ、押し込み力を解除すれば、スイッチ５３の復帰力により初期位置に戻される
ように構成されている。
【０００７】
　各スイッチ操作ノブ５４は、光透過性を有するアクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等
の樹脂によりそれぞれ所定形状に成形されており、図９に示される如く、各操作面５４ａ
には、スイッチ機能に応じて文字や図形等からなる各種の透過表示部５４ｂが、光透過性
を有する塗料により表示形成され、その他の部分は遮光性を有する塗料が施されている。
【０００８】
　基板５１には、各スイッチ操作ノブ５４の装着位置に対応して、それぞれ光通過孔５１
ａが形成され、各光通過孔５１ａに対応した基板５１の裏面側には、それぞれ照明用の光
源としてのＬＥＤ５５が表面実装されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２０８８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　しかしながら、従来の照光プッシュスイッチユニットの構造においては、各スイッチ操
作ノブ５４間に配置される操作パネル５２の仕切壁と、スイッチ操作ノブ４の互いに隣接
する側壁部、及びスイッチ５３の駆動部が、仕切壁の延長線上の点から互いに隣接するス
イッチ操作ノブ５４の投光表示部５４ｂへの光路を妨げる深さ（長さ）まで形成されてお
り、このため、仕切壁の延長線上に発光部を設けて隣接する２つのスイッチ操作ノブ５４
の投光表示部５４ｂを照光する、分配照光形にする場合には、操作パネル（ケース）の仕
切壁とスイッチ操作ノブ５４を別途専用に設計製造する必要があった。すなわち、操作パ
ネル（ケース）及びスイッチ操作ノブ５４を仕切壁の延長線上に発光部を設けた分配照光
形のものに流用することができないという問題があった。
【００１１】
　従って、本発明は上記した問題点を解決し、ケース及び操作部材を仕切壁の延長線上に
発光部を設けた分配照光形のものにも流用することができる照光プッシュスイッチユニッ
ト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】
　上記課題を解決するために本発明では第１の解決手段として、仕切壁を挟んで互いに隣
接する第１支持孔及び第２支持孔を有するケースと、表示面と周壁部を有し前記第１支持
孔及び前記第２支持孔に押動操作可能に保持された第１操作部材及び第２操作部材と、前
記第１操作部材及び前記第２操作部材の下方側に位置して前記ケースに固定された絶縁基
板と、この絶縁基板上に配設され、前記第１操作部材及び前記第２操作部材のそれぞれの
表示面に向けて投光可能な第１発光体及び第２発光体と、前記絶縁基板上に配設され、前
記第１操作部材及び前記第２操作部材の押動操作に伴ってそれぞれの周壁部に設けられた
駆動部によりそれぞれ駆動される第１検出手段及び第２検出手段とを備え、前記第１支持
孔及び前記第２支持孔は略方形状に形成され、前記第１操作部材及び前記第２操作部材は
、四辺に前記周壁部を有し略方形状に形成され、前記第１検出手段及び前記第２検出手段
を駆動する前記駆動部を、前記周壁部の前記仕切壁を挟んで隣接する側壁部以外の側壁部
に形成すると共に、前記仕切壁の下面側及び前記仕切壁を挟んで隣接する側壁部の下面側
に切り欠き部を設け、該切り欠き部により前記絶縁基板上面との間にランプを配置可能な
空間部を形成し、第１操作部材及び第２操作部材の中央には、前記空間部にランプが配置
されたときに当該ランプの光を前記表示面に導く導光体が設けられる中空部が前記周壁部
によって形成されている構成とした。
【００１３】
　また、第２の解決手段として、前記第１検出手段及び前記第２検出手段を、前記第１支
持孔及び前記第２支持孔の前記仕切壁を挟んで隣接する内壁部と対向する両内壁部近傍の
前記絶縁基板上に配置すると共に、前記第１操作部材及び前記第２操作部材に設けられた
それぞれの前記駆動部を、前記周壁部の前記仕切壁を挟んで隣接する側壁部と対向する両
側壁部に形成した構成とした。
【発明の効果】
【００１４】
　上述したように、本発明の照光プッシュスイッチユニットは、仕切壁を挟んで互いに隣
接する第１支持孔及び第２支持孔を有するケースと、表示面と周壁部を有し第１支持孔及
び第２支持孔に押動操作可能に保持された第１操作部材及び第２操作部材と、第１操作部
材及び第２操作部材の下方側に位置してケースに固定された絶縁基板と、絶縁基板上に配
設され、第１操作部材及び第２操作部材のそれぞれの表示面に向けて投光可能な第１発光
体及び第２発光体と、絶縁基板上に配設され、第１操作部材及び第２操作部材の押動操作
に伴ってそれぞれの周壁部に設けられた駆動部によりそれぞれ駆動される第１検出手段及
び第２検出手段とを備え、第１支持孔及び第２支持孔は略方形状に形成され、第１操作部
材及び第２操作部材は、四辺に周壁部を有し略方形状に形成され、第１検出手段及び第２
検出手段を駆動する駆動部を、周壁部の仕切壁を挟んで隣接する側壁部以外の側壁部に形
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成すると共に、仕切壁の下面側及び仕切壁を挟んで隣接する側壁部の下面側に切り欠き部
を設け、該切り欠き部により絶縁基板上面との間にランプを配置可能な空間部を形成し、
第１操作部材及び第２操作部材の中央には、前記空間部にランプが配置されたときに当該
ランプの光を前記表示面に導く導光体が設けられる中空部が前記周壁部によって形成され
ていることから、ケースの仕切壁、第１操作部材及び第２操作部材の隣接する側壁部、及
び側壁部に設けられた駆動部の何れもが、仕切壁の延長線上の絶縁基板上の点から、第１
操作部材及び第２操作部材のそれぞれの表示面に向けての光路を妨げないものとなるので
、同一のケース及び第１、第２操作部材を用いて、仕切壁の延長線上に発光体を設けた分
配照光形の構造のものにも流用することができる。
【００１５】
　また、第１検出手段及び第２検出手段を、第１支持孔及び第２支持孔の仕切壁を挟んで
隣接する内壁部と対向する両内壁部近傍の絶縁基板上に配置すると共に、第１操作部材及
び第２操作部材に設けられたそれぞれの駆動部を、周壁部の仕切壁を挟んで隣接する側壁
部と対向する両側壁部に形成したことから、簡単な構成で、仕切壁の下面側及び仕切壁を
挟んで隣接する側壁部の下面側に、第１操作部材及び第２操作部材のそれぞれの表示面へ
の光路となる空間部を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を図１乃至図６に示す。図１は本発明の実施例に係る照光プ
ッシュスイッチユニットを示す斜視図、図２は本発明の照光プッシュスイッチユニットを
示す要部断面図、図３は図２の３－３線における断面図、図４は分配照光形に適用した構
成を示す斜視図、図５は図４の要部断面図、図６は図５の６－６線における断面図である
。
【００１７】
　図１～図３において、本発明の照光プッシュスイッチユニットは、合成樹脂等の筺体か
らなるケース１と、このケース１に固着されると共に、複数の検出手段３と複数の発光体
４が配設された絶縁基板２と、ケース１に押動操作可能に保持され検出手段３を駆動する
複数のスライダ５と、これらのスライダ５に装着され発光体４からの投光で照光する複数
のつまみ６とから主に構成されている。
【００１８】
　図２に示すように、前記ケース１は、仕切壁１ａを挟んで互いに隣接する第１支持孔１
ｂ、及び第２支持孔１ｃを複数有している。この第１支持孔１ｂ、及び第２支持孔１ｃは
、略方形状に形成されており、この第１支持孔１ｂ、及び第２支持孔１ｃには、同じく合
成樹脂等の絶縁材から略方形状に形成された第１スライダ５Ａ、及び第２スライダ５Ｂが
押動操作可能に収納されている。
【００１９】
　また、前記第１スライダ５Ａ、及び第２スライダ５Ｂは、上下が開放されて四辺に周壁
部５Ａａ、５Ｂａを有する中空状に形成されており、この中空部が発光体４からの投光を
透過させるものとなっている。また、開放された前記周壁部５Ａａ、５Ｂａの上面には、
同じく合成樹脂等の絶縁材からなる第１つまみ６Ａ、及び第２つまみ６Ｂが装着されてお
り、この第１つまみ６Ａ、及び第２つまみ６Ｂの上面が照光用の表示面６Ａａ、６Ｂａと
なっている。
【００２０】
　また、前記周壁部５Ａａ、５Ｂａの上面には着色板７ａ、７ｂが介在されており、この
着色板７ａ、７ｂを介して前記表示面６Ａａ、６Ｂａが照光されるものとなっている。ま
た、前記スライダ５と前記つまみ６とは、互いに係合されて一体的に押動操作可能に前記
ケース１に収納されており、前記第１スライダ５Ａと前記第１つまみ６Ａとで第１操作部
材を構成し、前記第２スライダ５Ｂと前記第２つまみ６Ｂとで第２操作部材を構成してい
る。
【００２１】
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　また、前記ケース１の第１支持孔１ｂ、及び第２支持孔１ｃの下方側には、前記絶縁基
板２が固着されている。この絶縁基板２はフェノール樹脂積層板等からなり、この絶縁基
板２の上面側で、前記第１支持孔１ｂ、及び第２支持孔１ｃの下端側の略中央には、ＬＥ
Ｄ等からなる第１発光体４ａ、及び第２発光体４ｂが配設されている。また、前記第１支
持孔１ｂ、及び第２支持孔１ｃの、前記仕切壁１ａを挟んで隣接する内壁部と対向する両
内壁部近傍の前記絶縁基板２上には、タクトスイッチ等からなる第１検出手段３ａ、及び
第２検出手段３ｂが配設されている。
【００２２】
　また、前記第１スライダ５Ａ、及び第２スライダ５Ｂには、四辺の周壁部５Ａａ、５Ｂ
ａのうち、前記仕切壁１ａを挟んで隣接する側壁部と対向する両側壁部には、中空部内へ
突出する凸状の駆動部５Ａｂ、５Ｂｂが形成されており、この駆動部５Ａｂ、５Ｂｂが、
前記第１検出手段３ａ、及び第２検出手段３ｂに押圧駆動可能に当接されている。
【００２３】
　この場合、前記第１検出手段３ａ、及び第２検出手段３ｂを押圧駆動する前記駆動部５
Ａｂ、５Ｂｂは、前記周壁部５Ａａ、５Ｂａのうち、前記仕切壁１ａを挟んで隣接する側
壁部以外の側壁部（本実施例では中空部を介して対向する側壁部）に形成されている。そ
して、前記仕切壁１ａの下面側と、四辺の周壁部５Ａａ、５Ｂａのうち、前記仕切壁１ａ
を挟んで隣接する側壁部の下面側には、やや大きめで逆Ｕ字状の切り欠き部１ｄ、及び５
Ａｃ、５Ｂｃが形成されている。
【００２４】
　前記仕切壁１ａと、前記周壁部５Ａａ、５Ｂａの下面側に、前記切り欠き部１ｄ、５Ａ
ｃ、５Ｂｃを形成することにより、前記第１スライダ５Ａと、前記第２スライダ５Ｂとの
中空部が互いに連結されるものとなり、前記切り欠き部１ｄ、５Ａｃ、５Ｂｃにより、前
記絶縁基板２の上面との間に、前記第１スライダ５Ａの上面に装着された前記第１つまみ
６Ａ、及び前記第２スライダ５Ｂの上面に装着された前記第２つまみ６Ｂのそれぞれの前
記表示面６Ａａ、６Ｂａへの光路となる空間部が形成されるものとなっている。
【００２５】
　このように、前記第１検出手段３ａ、及び第２検出手段３ｂを、前記第１支持孔１ｂ、
及び第２支持孔１ｃの前記仕切壁１ａを挟んで隣接する内壁部と対向する両内壁部近傍の
前記絶縁基板２上に配置すると共に、前記第１スライダ５Ａ、及び第２スライダ５Ｂに設
けられた、それぞれの前記駆動部５Ａｂ、５Ｂｂを、前記周壁部５Ａａ、５Ｂａの前記仕
切壁１ａを挟んで隣接する側壁部と対向する両側壁部に形成するようにしたので、簡単な
構成で、前記仕切壁１ａの下面側、及び前記周壁部５Ａａ、５Ｂｂの前記仕切壁１ａを挟
んで隣接する側壁部の下面側に、前記第１つまみ６Ａ、及び第２つまみ６Ｂのそれぞれの
前記表示面６Ａａ、６Ｂａへの光路となる空間部を形成することができるものとなってい
る。
【００２６】
　上記構成の照光プッシュスイッチユニットは、操作部材である前記つまみ６が押圧操作
されることにより、前記スライダ５が押動し、前記駆動部５Ａｂ、５Ｂｂがタクトスイッ
チからなる前記検出手段３を押圧することで対応する回路がオンされ、所望の出力が得ら
れるものとなっている。この時、ＬＥＤからなる前記発光体４が発光し、前記スライダ５
の中空部、着色板７を通して発光体４の光が前記つまみ６の表示面６Ａａ、６Ｂａを照光
するものとなる。
　尚、上記実施例では、前記発光体４は前記つまみ６が１個に対してそれぞれ１個ずつ設
けられており、個別照光形の構成となっている。
【００２７】
　図４～図６に示すのは、上記構成の照光プッシュスイッチユニットを分配照光形に適用
した構成を示している。
　この場合、図５に示すように、発光体８は、ＬＥＤではなく、ランプから構成されてお
り、この発光体８の前記絶縁基板２の上面に配設される位置が、前記ケース１の仕切板１
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ａと、前記スライダ５の周壁部５Ａａ、５Ｂａの下面側に形成された、前記切り欠き部１
ｄ、及び５Ａｃ、５Ｂｃ内に位置するように配設されている。
【００２８】
　すなわち、本構成では、１個の前記発光体８で、前記ケース１の仕切板１ａを挟んで隣
接する、前記第１及び第２支持孔１ｂ、１ｃに収納された、前記第１及び第２スライダ５
Ａ、５Ｂの上面に装着された前記第１及び第２つまみ６Ａ、６Ｂのそれぞれの表示面６Ａ
ａ、６Ｂａを照光するものとなっている。
【００２９】
　尚、本構成では、図５に示すように、前記発光体８からの投光が効率良く、前記第１及
び第２つまみ６Ａ、６Ｂのそれぞれの表示面６Ａａ、６Ｂａに導かれるように、前記第１
及び第２スライダ５Ａ、５Ｂのそれぞれの中空部に、光透過性の樹脂からなる導光体９ａ
、９ｂが設けられている。この導光体９ａ、９ｂを設けることにより、１個の発光体８か
らでも、２個のつまみ６のそれぞれの表示面６Ａａ、６Ｂａを確実に照光できるものとな
っている。
【００３０】
　本発明の上記実施例によれば、タクトスイッチからなる前記第１検出手段３ａ、及び前
記第２検出手段３ｂを駆動する前記第１及び第２スライダ５Ａ、５Ｂの前記駆動部５Ａｂ
、５Ｂｂを、前記周壁部５Ａａ、５Ｂａの仕切壁１ａを挟んで隣接する側壁部以外の側壁
部に形成した。また、前記仕切壁１ａの下面側、及び該仕切壁１ａを挟んで隣接する側壁
部の下面側に前記切り欠き部１ｄ、５Ａｃ、５Ｂｃを設けた。そして、これらの切り欠き
部１ｄ、及び５Ａｃ、５Ｂｃにより、前記絶縁基板２の上面との間に、前記第１つまみ６
Ａ、及び第２つまみ６Ｂのそれぞれの前記表示面６Ａａ、６Ｂａへの光路となる空間部を
形成した。そのため、前記ケース１の仕切壁１ａ、前記第１スライダ５Ａ及び第２スライ
ダ５Ｂの隣接する側壁部、及び側壁部に設けられた前記駆動部５Ａａ、５Ｂａの何れもが
、前記仕切壁１ａの延長線上の前記絶縁基板２上の点から、前記第１つまみ６Ａ、及び第
２つまみ６Ｂのそれぞれの前記表示面６Ａａ、６Ｂａに向けての光路を妨げないものとな
る。よって、同一の前記ケース１、及び前記第１及び第２スライダ５Ａ、５Ｂを用いて、
前記仕切壁１ａの延長線上に前記発光体８を設けた分配照光形の構造のものにも流用する
ことができるものとなっている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例に係る照光プッシュスイッチユニットを示す斜視図である。
【図２】本発明の照光プッシュスイッチユニットを示す要部断面図である。
【図３】本発明の図２の３－３線における断面図である。
【図４】本発明の照光プッシュスイッチユニットを分配照光形に適用した構成を示す斜視
図である。
【図５】本発明の図４の要部断面図である。
【図６】本発明の図５の６－６線における断面図である。
【図７】従来の照光プッシュスイッチユニットを示す要部断面図である。
【図８】従来の図７の８－８線における断面図である。
【図９】従来の各スイッチ操作ノブの説明図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１：ケース
　１ａ：仕切壁
　１ｂ：第１支持孔
　１ｃ：第２支持孔
　１ｄ：切り欠き部
　２：絶縁基板
　３：検出手段
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　３ａ：第１検出手段
　３ｂ：第２検出手段
　４：発光体
　４ａ：第１発光体
　４ｂ：第２発光体
　５：スライダ（操作部材）
　５Ａ：第１スライダ
　５Ａａ：周壁部
　５Ａｂ：駆動部
　５Ａｃ：切り欠き部
　５Ｂ：第２スライダ
　５Ｂａ：周壁部
　５Ｂｂ：駆動部
　５Ｂｃ：切り欠き部
　６：つまみ（操作部材）
　６Ａ：第１つまみ
　６Ａａ：表示面
　６Ｂ：第２つまみ
　６Ｂａ：表示面
　７：着色板
　７ａ：第１着色板
　７ｂ：第２着色板
　８：発光体
　９：導光体
　９ａ：第１導光体
　９ｂ：第２導光体
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