
JP 5270129 B2 2013.8.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチ露出開口を備えたスイッチ取付装置と、
　スイッチ取付装置への固定状態においてスイッチ露出開口から露出する押しボタン部に
より操作されるスイッチ本体を弾性シール体により覆ってシールした押しボタンスイッチ
とを有し、
　前記押しボタン部は、硬質材料からなるキャップ部材に形成されるとともに、前記キャ
ップ部材のストッパ部をスイッチ取付装置のスイッチ露出開口周縁裏面に当接させて脱離
が規制され、
　かつ、前記弾性シール体は、前記脱離方向に対するほぼ直交方向に突出して形成された
嵌合突部をキャップ部材の連結開口に嵌合させて該キャップ部材に分離可能に連結される
押しボタンスイッチの取付構造。
【請求項２】
　前記キャップ部材は、前記ストッパ部の下方において前記弾性シール体と嵌合している
請求項１記載の押しボタンスイッチの取付構造。
【請求項３】
　スイッチ取付装置に固定されるスイッチケースと、
　スイッチケースに固定されるスイッチ本体を覆ってスイッチ本体をシールするゴム等の
弾性材により形成される弾性シール体と、
　硬質材により形成されて弾性シール体の頂部に装着され、スイッチ取付装置への固定状
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態においてスイッチ取付装置に開設されたスイッチ露出開口から露出する第一押しボタン
部を備えたキャップ部材とを有し、
　前記弾性シール体は、スイッチ露出開口の開放方向に対するほぼ直交方向に突出して形
成された嵌合突部をキャップ部材の連結開口に嵌合させて該キャップ部材に分離可能に連
結されるとともに、
　前記第一押しボタン部には、スイッチ取付装置への固定状態においてスイッチ露出開口
の周縁部裏面に当接して弾性シール体からの脱離を規制するストッパ部が設けられる押し
ボタンスイッチ。
【請求項４】
　前記キャップ部材は、前記ストッパ部の下方において前記弾性シール体と嵌合している
請求項３記載の押しボタンスイッチ。
【請求項５】
　前記弾性シール体の頭部には、第二押しボタン部が形成されるとともに、
　前記キャップ部材は、前記弾性シール体の第二押しボタン部上に積層して装着される請
求項３または４記載の押しボタンスイッチ。
【請求項６】
　前記スイッチケースの底壁には、側方に固定翼片が張り出したスイッチ取付装置への取
付部材がスイッチケース内に充填される封止樹脂材を使用して固定される請求項３ないし
５のいずれかに記載の押しボタンスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押しボタンスイッチの取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　シール性能に優れた押しボタンスイッチとしては、特許文献１に記載のものが知られて
いる。この従来例において押しボタンスイッチは、上下ハウジングを連結して形成される
スイッチケースと、スイッチケース内に収容されるスイッチ本体と、押下操作によりスイ
ッチ本体を作動させる押しボタンとを有する。押しボタンは上ハウジングにより脱離が規
制されて装着され、押しボタンの作動クリアランスからスイッチ本体の格納領域内への浸
水を防止するために、スイッチケース内には、上下ハウジングにより周縁が挟み込まれて
シール用のゴム材が配置される。
【特許文献１】特許第３２０８５７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上述した従来例において、押しボタンは予めスイッチケースに組み込まれてい
るために、例えば、押しボタンの色違い仕様を設定する場合等にあっては、予め押しボタ
ンの色仕様を考慮してスイッチケースを組み立てる必要が生じ、生産の融通性に欠けると
いう欠点がある。
【０００４】
　この問題は、例えば、押しボタンをゴム材に着脱可能に連結することにより、押しボタ
ンの交換を可能にすることにより解決することができる。しかし柔軟なゴム材に押しボタ
ンを連結する場合、一般に高い連結強度が期待できず、使用中の押しボタンの脱落等の不
具合が発生し易くなる。押しボタンとゴム材との係合代を多めに設定して双方の連結強度
を高めることも不可能ではないが、この場合、押しボタンの装着作業性が極めて悪化し、
生産性が低下する上に、ゴム材を傷つける可能性が高くなり、シール性能の信頼性が低下
する。
【０００５】
　本発明は、以上の欠点を解消すべくなされたものであって、押しボタンの色仕様等の多
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様性に柔軟に対応可能な押しボタンスイッチの取付構造を提供することを目的とする。ま
た、本発明の他の目的は、上記取付構造に使用可能な押しボタンスイッチの提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　押しボタンスイッチＡは、スイッチケース８内に収容されるスイッチ本体４と、スイッ
チ本体４の収納領域をシールする弾性シール体５とを有し、弾性シール体５越しにスイッ
チ本体４を操作するための押しボタン部３は、弾性シール体５に連結される硬質のキャッ
プ部材６に形成される。
【０００７】
　押しボタンスイッチＡを取り付けるスイッチ取付装置２にはスイッチ露出開口１が開設
されており、押しボタンスイッチＡのスイッチ取付装置２への固定は、押しボタン部３を
スイッチ取付装置２の裏面側からスイッチ露出開口１に嵌合させて行われる。スイッチ取
付装置２への固定状態において、キャップ部材６に引き抜き方向の力が加わると、キャッ
プ部材６に形成されたストッパ部７は、スイッチ露出開口１の裏面周縁部に当接してスイ
ッチ露出開口１からの抜去が防止され、結果、キャップ部材６の弾性シール体５からの脱
離が規制される。
【０００８】
　スイッチ取付装置２にストッパ部７を当接させることによりキャップ部材６の弾性シー
ル体５からの脱離を規制するこの発明において、押しボタンスイッチＡ単体状態でのキャ
ップ部材６と弾性シール体５との高い連結強度を要しない。この結果、キャップ部材６は
弾性シール体５に対して仮保持可能な程度の強度で連結していれば足りるために、スイッ
チ取付装置２への組付時に仕様に合わせてキャップ部材６の交換等が容易になり、かつ、
キャップ部材６装着作業時に弾性シール体５に過って傷を付けることもなくなる。
【０００９】
　上述した押しボタンスイッチＡは、弾性シール体５の頭部に第二押しボタン部３を形成
し、この弾性シール体５の頭部を覆うようにしてキャップ部材６を積層させるように形成
することができる。このように形成すると、スイッチ取付装置２への取付方法を変更する
だけで、キャップ部材６の色仕様等の変化に加えて、キャップ部材６を装着せず、弾性シ
ール体５の第二押しボタン部３を直接スイッチ露出開口１から露出させる仕様にも同一の
押しボタンスイッチＡにより対応することが可能になる。
【００１０】
　弾性シール体５の第二押しボタン部３をスイッチ露出開口１から外部に露出させる場合
に比して、この上にキャップ部材６を積層した場合のスイッチケース８の取付位置は押し
込み方向にずれるために、取付位置の高さ調整を行う必要がある。この高さ調整は、例え
ば、取付部にスペーサを介装することにより行うことができるが、スイッチケース８の底
壁に取付部材１０を固定して押しボタンスイッチＡを形成する場合には、取付部材１０を
変更するだけでキャップ部材６の有無の仕様に対応することができるために、部品の共用
化をはかり、かつ、スペーサの装着等の作業を行う必要がなくなるために、取り付けの手
間を省くことができる。
　また、本発明によれば、
　スイッチ露出開口１を備えたスイッチ取付装置２と、
　スイッチ取付装置２への固定状態においてスイッチ露出開口１から露出する押しボタン
部３により操作されるスイッチ本体４を弾性シール体５により覆ってシールした押しボタ
ンスイッチＡとを有し、
　前記押しボタン部３は、硬質材料により形成されて弾性シール体５に離脱容易に連結さ
れるキャップ部材６に形成されるとともに、
　ストッパ部７をスイッチ取付装置２のスイッチ露出開口周縁裏面に干渉させて脱離が規
制される押しボタンスイッチの取付構造を提供することも可能である。
　さらに、本発明によれば、
　スイッチ取付装置２に固定されるスイッチケース８と、
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　スイッチケース８に固定されるスイッチ本体４を覆ってスイッチ本体４をシールするゴ
ム等の弾性材により形成される弾性シール体５と、
　硬質材により形成されて弾性シール体５の頂部に着脱容易に装着され、スイッチ取付装
置２への固定状態においてスイッチ取付装置２に開設されたスイッチ露出開口１から露出
する押しボタン部３を備えたキャップ部材６とを有し、
　前記押しボタン部３には、スイッチ取付装置２への固定状態においてスイッチ露出開口
１の周縁部裏面に干渉して弾性シール体５からの脱離を規制するストッパ部７が設けられ
る押しボタンスイッチＡを提供することも可能である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、押しボタン部を容易に着脱することができるために、色仕様等の多様
性に柔軟に対応することができ、かつ、スイッチ取付装置への取り付け状態においては、
妄りに押しボタン部が脱離することがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１に自動車のアウトサイドハンドル２に適用された本発明の実施の形態を示す。アウ
トサイドハンドル２は、自動車のドアパネル１２に対してヒンジ２ａ周りに回転操作可能
に装着され、回転操作時に伴う反対端に形成されたフック部２ｂの変位を利用してドアラ
ッチ１３を動作させる。
【００１３】
　不正なドア開放操作を規制するために、ドアラッチ１３の動作はロックすることが可能
であり、押しボタンスイッチＡは、このドアラッチ１３のロック、アンロック制御するた
めのスイッチとして利用され、アウトサイドハンドル２に組み込まれる。アウトサイドハ
ンドル２には、押しボタンスイッチＡの押しボタン部３が露出する楕円形状のスイッチ露
出開口１が開設される。　
【００１４】
　図２に押しボタンスイッチＡの詳細を示す。押しボタンスイッチＡは、合成樹脂材によ
り円筒形状に形成されるスイッチケース８と、スイッチケース８内に収容されるスイッチ
本体４とを有する。この実施の形態においてスイッチ本体４にはタクトスイッチが使用さ
れ、動作突部４ａを初期位置から押し込むことにより”ＯＮ”、押し込み操作力解除によ
り”ＯＦＦ”となる。押し込み操作力解除に伴って動作突部４ａを”ＯＦＦ”位置に移動
させるために、動作突部４ａは初期位置側に付勢される。
【００１５】
　スイッチ本体４は、スイッチケース８内に固定されるプリント基板１４上に実装され、
”ＯＮ””ＯＦＦ”信号は、プリント基板１４に固定される端子１５を介して図外の信号
線経由でスイッチケース８外に引き出される。
【００１６】
　底部からプリント基板１４への浸水、塵埃の侵入を防止するために、プリント基板１４
はスイッチケース８の上端部近傍に配置されるとともに、下方の中空部には封止樹脂材１
１が封入される。
【００１７】
　また、上記封止樹脂材１１を接着剤として利用してスイッチケース８の下端に取付部材
１０が固定される。取付部材１０は金属板材により形成され、封止樹脂材１１による固定
位置から側方に延びた固定翼片９を備える。
【００１８】
　一方、上記スイッチケース８の上端には全周にわたって内向きフランジ８ａが形成され
、この内向きフランジ８ａを使用して弾性シール体５が装着される。弾性シール体５は、
ゴム等の弾性材料により上面が閉塞された筒形状に形成され、下端縁内周に形成された嵌
合凹部５ａに上記スイッチケース８の内向きフランジ８ａを嵌合させてスイッチケース８
に連結される。
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【００１９】
　弾性シール体５の装着により、スイッチケース８の上方への開口は完全に閉塞され、プ
リント基板１４上部空間への浸水等が防止される。十分なシール性能を発揮し、かつ、弾
性シール体５のスイッチケース８からの脱離が容易に発生することのないように、内向き
フランジ８ａと嵌合凹部５ａとの間には、十分な嵌合代が設定される。
【００２０】
　上記弾性シール体５の上端面には、合成樹脂材により形成されるキャップ部材６が装着
される。キャップ部材６は、アウトサイドハンドル２のスイッチ露出開口１に嵌合可能な
平面視楕円形状の押しボタン部３の下方に連結部１６を一体形成して構成される。連結部
１６は、平面視において押しボタン部３からはみ出すストッパ部７と、ストッパ部７から
下方に垂下する一対の連結片１７とを有し、各々の連結片１７の上端に開設された連結開
口１７ａに弾性シール体５側の嵌合突部５ｂを嵌合させることにより弾性シール体５に連
結される。
【００２１】
　嵌合突部５ｂの連結開口１７ａへの嵌合は、弾性シール体５の弾性を利用して行われ、
嵌合突部５ｂと連結開口１７ａとの嵌合強度は、保管、運搬時等に妄りに分離することの
ない程度で、かつ、分離、連結作業が容易な程度に設定される。また、図３（ａ）に示す
ように、スイッチケース８に対するキャップ部材６の取付方向性があることを考慮して、
２箇所の嵌合部の嵌合寸法を異ならせて誤組み付けが防止される。
【００２２】
　図２（ｂ）に示すように、キャップ部材６を装着した状態でキャップ部材６の天井面裏
面はスイッチ本体４の動作突部４ａに接触しており、キャップ部材６を押下すると、スイ
ッチ本体４が”ＯＮ”方向に動作し、操作力を抜去すると、スイッチ本体４の復元力と、
弾性シール体５の復元力により初期位置に復帰する。
【００２３】
　以上のように構成される押しボタンスイッチＡは、図１（ｃ）に示すように、アウトサ
イドハンドル２の裏面側からキャップ部材６の押しボタン部３を取付部材１０のスイッチ
露出開口１に嵌合させて行われる。押しボタンスイッチＡを固定するために、アウトサイ
ドハンドル２の裏面には、取付部材１０が開設される取付孔１０ａを貫通するビス１８が
ねじ込まれるナット１９が固定される。
【００２４】
　アウトサイドハンドル２への固定状態において、キャップ部材６は、押しボタン部３の
周縁がスイッチ露出開口１の内周壁に囲まれることによって側方への移動が規制されると
ともに、ストッパ部７の天井面がスイッチ露出開口１の周縁裏面に当接して上方への移動
、すなわちスイッチ露出開口１からの脱離が規制され、結果、キャップ部材６の弾性シー
ル体５からの分離が規制される。
【００２５】
　図４に押しボタンスイッチＡの変形例を示す。なお、この変形例の説明において、上述
した実施の形態と実質的に同一の構成要素は、図中に同一の符号を付して説明を省略する
。
【００２６】
　この変形例において、弾性シール体５の頭部には、アウトサイドハンドル２のスイッチ
露出開口１に嵌合し、アウトサイドハンドル２の表面側から操作可能な第二押しボタン部
３が一体形成され、この弾性シール体５の上部にさらにキャップ部材６が装着される。キ
ャップ部材６は、上述した実施例と同様に、弾性シール体５の嵌合突部５ｂをキャップ部
材６側の連結開口１７ａに嵌合させることにより連結される。
【００２７】
　したがってこの変形例において、押しボタンスイッチＡ単体状態において、キャップ部
材６の弾性シール体５への脱着は簡単に行うことができ、さらに、図４（ａ）に示すよう
に、アウトサイドハンドル２に固定した状態において、キャップ部材６のストッパ部７に
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【００２８】
　また、取付部材１０を変更するとともに、キャップ部材６を取り除くと、図４（ｂ）に
示すように、弾性シール体５の第二押しボタン部３を直接スイッチ露出開口１に露出させ
るものに仕様変更することが可能になる。この結果、構成部品のほとんどをそのまま転用
して仕様の変更を行うことが可能となり、より融通性が向上する。

【００２９】
　取付部材１０は、キャップ部材６の使用、非使用による押しボタンスイッチＡの高さ寸
法の違いを吸収可能な形状に形成され、図４（ａ）に示すように、キャップ部材６仕様に
使われる取付部材１０には高さ調整用の折り返し部１０ｂが設けられる。
【００３０】
　また、この変形例において、取付部材１０は、封止樹脂の充填時に仕様に応じて選択さ
れるが、この他に、スイッチケース８に着脱可能に連結することも可能であり、この場合
、スイッチ取付装置２への取り付け時における仕様変更も可能になる。
【００３１】
　なお、以上において、自動車のアウトサイドハンドル２をスイッチ取付装置２として選
択した場合を説明したが、この他に種々のものをスイッチ取付装置２として選択して本発
明を適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の側面図、（ｃ）は要部断
面図である。
【図２】押しボタンスイッチを示す図で、（ａ）はキャップ部材のスイッチケースへの取
り付けを示す半断面図、（ｂ）は側面図である。
【図３】スイッチケースへのキャップ部材の取り付けを示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）の３Ｂ方向矢視図である。
【図４】本発明の変形例を示す図で、（ａ）は断面図、（ｂ）はキャップ部材を取り去っ
た状態での断面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　　１　　スイッチ露出開口
　　２　　スイッチ取付装置
　　３　　押しボタン部
　　４　　スイッチ本体
　　５　　弾性シール体
　　６　　キャップ部材
　　７　　ストッパ部
　　８　　スイッチケース
　　９　　固定翼片
　　１０　取付部材
　　１１　封止樹脂材　
　　Ａ　　押しボタンスイッチ
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