
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 車両のルーフパネルと該ルーフパネルの表面を覆う内装用壁材であるルーフトリムとの
間に介装され、パネル係止手段により前記ルーフパネルに係止されるベース部材を備えた
ルーフトリム取付用ブラケットにおいて、
　前記ベース部材が前記ルーフトリムの取付用開口に係合される係合部を裏面側に備え、
該係合部上に前記取付用開口の周縁に弾性的に係止される長尺の平面円弧状の弾性係止部
が設けられ、

ことを特徴とするルーフトリム取付用ブラケッ
ト。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、自動車等の車両のルーフトリ パネルへワンタッチで装着出来る
と共に、電気的にも電源用電線と接続可能な 取付用ブラケットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から自動車等の車両のルーフトリムへ ラケットの取付構造に関しては種々なも
のが知られている。
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該弾性係止部がその外周面側に前記取付用開口周縁に対する滑り止め部を備
え、該滑り止め部が複数の横溝から形成されているとともに、前記取付用開口周縁にも前
記横溝に対応する凹凸部が形成されている
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　図８に示したように 取付用ブラケット３１は、照明付サンバイザに適用さ
れた一例であり ーフパネル３３と該ルーフパネルの表面を覆う内装用壁材であるルー
フトリム３５との間に介装されるベース部材３７と、図示しないサンバイザ本体に取り付
けられたシャフト３８の一端に取り付けられたブラケット本体３９と、該ブラケット本体
３９及びベース部材３７をルーフパネル３３に固定するねじ部材４３，４５と、ブラケッ
ト本体３９を覆うカバー４７とを備えている。
【０００３】
前記ベース部材３７は、合成樹脂等の絶縁材料から成り、スリット５１ｂにより分割され
た一対の周壁５１ａと拡径部５１ｃを有し、ルーフパネル３３の係合孔３３ａに圧入され
る略筒状のパネル係止手段５１と、前記ブラケット本体３９中央の円筒部３９ｂを挿通す
る開口３７ａと、該開口の周縁部に立設され、前記円筒部３９ｂの係止突起３９ａを係合
する一対の可撓弾性片５２と、前記ねじ部材４５を挿通させるねじ挿通穴５４とが設けら
れている。
【０００４】
また、前記ベース部材３７の裏面は、図９に示したように基板５５上には、ルーフトリム
３５の取付用開口３５ａに係合する係合部５８と、ルーフトリム３５上面に当接するフラ
ンジ部５９と、前記係合部５８上にルーフトリム３５の取付用開口３５ａ周縁を該フラン
ジ部と共に挟持するＬ字状の４個のトリム係止手段６１とが設けられている。また、前記
パネル係止手段５１に対応した位置には電源用電線４１の接続端子４１ａ（図８参照）を
保持するベース部材側の電気接続部５３が設けられている。
【０００５】
また、前記ブラケット本体３９は、合成樹脂等の絶縁材料から成り、図８に示したように
円筒部３９ｂを挟んで、サンバイザ側の接続用電線４２ａの接続端子５６とアース用電線
４２ｂの接続端子５７とを位置決め保持するブラケット本体側の電気接続部３４，３６と
を備えている。
【０００６】
　次に、上記構成の 取付用ブラケット３１のルーフトリム３５及びルーフパ
ネル３３への取付け手順を説明する。
　先ず、図１０及び図１１に示したように、電源用電線４１の接続端子４１ａをベース部
材３７の電気接続部５３に保持させた後、該ベース部材３７を前記トリム係止手段６１に
よりルーフトリム３５の取付用開口３５ａに取り付ける。
　この時、図１４に示したように取付用開口３５ａの周縁の４箇所が、フランジ部５９と
トリム係止手段６１の間に挟持されることで、ベース部材３７がルーフトリム３５に係止
される。
　一方、ブラケット本体３９側の電気接続部３４，３６に電線４２ａ，４２ｂ端部の接続
端子５６，５７を保持させる（図８参照）。
【０００７】
　次に、図１１及び図１２に示したように、ベース部材３７の開口３７ａにブラケット本
体３９の円筒部３９ｂを挿通させ、該円筒部の係止突起３９ａをベース部材３７の可撓弾
性片５２に係合させる。これにより、ブラケット本体３９はルーフトリム３５に取り付け
たベース部材３７に着脱自在に係止され、このルーフトリム３５は、 取付用
ブラケット３１を介して照明付サンバイザを予め一体化したルーフモジュール状態として
取り扱うことができる。
【０００８】
次に、図１２及び図１３に示したように、ルーフモジュール化されたルーフトリム３５を
ルーフパネル３３に取り付ける。この際、ベース部材３７の前記パネル係止手段５１がル
ーフパネル３３の係合孔３３ａに圧入嵌合されることで、パネル係止手段５１の拡径部５
１ｃが係合孔３３ａに引っ掛かり係止される。
そして、最後に、ねじ部材４３，４５を締め付けることで照明付サンバイザの取付け作業
が完了する。
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【０００９】
　上述したように上記従来の 取付用ブラケット３１のベース部材３７におい
ては、図９のＢ－Ｂ線断面図である図１４及び図１５に示したように、ルーフトリム３５
の取付用開口３５ａの周縁の肉厚が、少なくともフランジ部５９とトリム係止手段６１と
の間の間隙以上の設定範囲内にある場合は、図１４に示したように取付用開口３５ａの周
縁のルーフトリム３５がフランジ部５９とトリム係止手段６１との間に挟持される。
　しかしながら、図１５に示したように、取付用開口３５ａの周縁の肉厚が、設定範囲か
ら外れる薄肉の場合、フランジ部５９とトリム係止手段６１との間に隙間Ｇが生じる。こ
の隙間Ｇによって走行中に異音を発生する原因となり、ルーフトリム３５の肉厚が制限さ
れるという問題があった。
【００１０】
　本発明に係わる課題は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、ルーフトリ の装
着作業が容易であると共に、 の板厚さに制限されない 取付用ブ
ラケットを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係わる上記課題は、下記構成のルーフトリム取付用ブラケットによって解決す
ることができる。
　車両のルーフパネルと該ルーフパネルの表面を覆う内装用壁材であるルーフトリムとの
間に介装され、パネル係止手段により前記ルーフパネルに係止されるベース部材を備えた
ルーフトリム取付用ブラケットにおいて、前記ベース部材が前記ルーフトリムの取付用開
口に係合される係合部を裏面側に備え、該係合部上に前記取付用開口の周縁に弾性的に係
止される長尺の平面円弧状の弾性係止部が設けられ、

ことを
特徴とするルーフトリム取付用ブラケット。
【００１３】
　上記構成の 取付用ブラケットによれば、前記ベース部材が前記

の取付用開口に係合される係合部を裏面側に備え、該係合部上に前記取付用開口の周縁
に弾性的に係止される弾性係止部が設けられているので、ベース部材を に容
易に取り付けることができ、装着作業の効率化を図ることができる。
　また、係合部の外周面が弾性係止部により外周方向に付勢されるので、ベース部材がガ
タ付くことはない。従って、適用可能な の板厚に制限されることはなく、し
かも異音等を発生するようなこともない。
　

【００１４】
　また、前記弾性係止部が、その外周面側に取付用開口周縁に対する滑り止め部を備えて
いると、 との係止状態を一層強固にすることができ、信頼性を一層向上する
ことができる。
　また、前記滑り止め部が、複数の横溝から形成されていると、ベース部材が脱落方向に
滑り難くなり、取付用開口周縁にも横溝に対応する凹凸部が形成されていると更に滑り難
くなるので、信頼性をより一層向上することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の 取付用ブラケットの一実施形態を図１乃至図７に基づいて
詳細に説明する。図１は本発明の 取付用ブラケットの一実施形態を示すベー
ス部材裏面の斜視図、図２乃至図５は 取付用ブラケットの組み付け手順を説
明する断面図、図６は図１のＡーＡ線断面図であり、図３におけるベース部材の弾性係止
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更に、前記弾性係止部が、長尺の平面円弧状であるので、ルーフトリムと弾性係止部と
の接触面積が多くなり、しかも円弧状に湾曲しているので様々な方向からの外力に対して
も位置ずれやガタ付くようなことはない。
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部を示す部分拡大図、図７は図３におけるルーフトリムの板厚が薄肉の場合を示す部分拡
大図である。
【００１６】
図１に示すように本実施形態の 取付用ブラケット１の一部を構成するベース
部材７は、合成樹脂等の絶縁材料から成り、略楕円状の基板６の裏面上に内装用壁材であ
るルーフトリム３５の取付用開口３５ａ（図２参照）に係合される係合部２と、開口８を
中心に対向した係合部２上に取付用開口３５ａ周縁に弾性的に係止され、平面円弧状に湾
曲した長尺の弾性係止部３と、ルーフトリム３５上面に当接するフランジ部４とから構成
されている。なお、上述したようにパネル係止手段５１に対応した位置には電源用電線４
１の接続端子４１ａ（図２参照）を保持するベース部材側の電気接続部１１が設けられて
いる。
【００１７】
　また、前記弾性係止部３は、図６に示すように略断面Ｕ字状であり、内側に撓み空間を
有する可撓片３ａが基底部から外側上方に立設されている。この可撓片３ａの外周面には
取付用開口３５ａの周縁面に当接する複数の横溝からなる滑り止め部９が設けられている
。
前記構成のベース部材７の弾性係止部３によれば、図６及び図７に示すように、少なくと
も弾性係止部３の可撓片３ａの一部が取付用開口３５ａの周縁面に当接すれば、ベース部
材７は確実にルーフトリム３５に係止される。従って、ベース部材７は、ルーフトリム３
５の板厚に制限されず、様々な板厚のルーフトリム３５に取り付けることができる。即ち
、１種類の 取付用ブラケット１を様々な種類のルーフトリム３５に取り付け
ることができるものである。
【００１８】
次に、上記構成の 取付用ブラケット１のルーフトリム３５及びルーフパネル
３３への取付け手順を図２乃至図５に基づいて簡単に説明する。先ず、図２及び図３に示
したように、電源用電線４１の接続端子４１ａをベース部材７の電気接続部１１に保持さ
せた後、該ベース部材７をルーフトリム３５の上方から取付用開口３５ａ内に嵌め込むこ
とで取り付けられる。この時、図６に示したように取付用開口３５ａの周縁の対向した２
箇所が、ベース部材７の弾性係止部３の弾性作用によって外側方向に付勢されることで、
ベース部材７がルーフトリム３５に係止される。
【００１９】
次に、図３及び図４に示したように、電気接続部３６等に電線４２ａ，４２ｂ端部の接続
端子５７等を保持させたブラケット本体３９の円筒部３９ｂがベース部材７の開口８（図
１参照）に挿通される。この時、円筒部３９ｂの係止突起３９ａがベース部材７の可撓弾
性片５２に係合され、ブラケット本体３９はルーフトリム３５に取り付けたベース部材７
に着脱自在に係止される。従って、このルーフトリム３５は、車体取付用ブラケット１を
介して照明付サンバイザ等を予め一体化したルーフモジュールの状態で取り扱うことがで
きる。
【００２０】
最後に、図４及び図５に示したように、ルーフモジュール化されたルーフトリム３５をル
ーフパネル３３に取り付ける。即ち、ベース部材７の前記パネル係止手段５１がルーフパ
ネル３３の係合孔３３ａに圧入嵌合されることで、ルーフトリム３５がルーフパネル３３
に係止される。そして、ねじ部材４３，４５を締め付けることで照明付サンバイザの取付
け作業が完了する。
【００２１】
　上述したように本実施形態の 取付用ブラケット１は、係合部２の外周面の
一部が外周方向へ付勢可能な弾性係止部３になっていると共に、この弾性係止部３の外周
面に取付用開口３５ａの周縁面に当接する滑り止め部９が設けられているので、ルーフト
リム３５への装着作業が容易であり、かつルーフトリム３５とベース部材７との間にガタ
付き等が発生することはない。
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　従って、 取付用ブラケット１が装着できるルーフトリム３５の板厚さに制
限はなく、かつ異音等を発生することもない。よって、作業効率と汎用性および信頼性を
向上することができる。
【００２２】
また、滑り止め部９が複数の横溝から形成されていると、ベース部材７が脱落方向に滑り
難くなるので、信頼性をより一層向上することができる。
更に、弾性係止部３が長尺の平面円弧状であると、ルーフトリム３５と弾性係止部３との
接触面積が多くなり、しかも円弧状に湾曲しているので様々な方向からの外力に対しても
位置ずれやガタ付くようなことはない。
【００２３】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜な変更を行うことによ
り他の形態でも実施することができる。例えば、本実施形態では弾性係止部３は片持ちの
可撓片３ａを備えていたが、外側方向への弾性付勢力を発生すれば良く、内側に撓み空間
を備えた両持ちの弾性係止部であっても差し支えない。また、滑り止め部９は複数の横溝
から形成されていたが、複数の小突起からなるザラ付き面であっても良い。
【００２４】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明の 取付用ブラケットによれば、ベース部材が

の取付用開口に係合される係合部を裏面側に備え、該係合部上に前記取付用開
口の周縁に弾性的に係止される弾性係止部が設けられているので、ベース部材を

に容易に取り付けることができ、装着作業の効率化を図ることができる。
　また、前記係合部の外周面が弾性係止部により外周方向に付勢されるので、ベース部材
がガタ付いて異音等を発生するようなことはなく、かつ の板厚に制限される
ことはないので、作業効率と汎用性及び信頼性を向上することができる。
　

【００２５】
　また、前記弾性係止部が、その外周面側に取付用開口周縁に対する滑り止め部を備えて
いると、 との係止状態を一層強固にすることができ、信頼性を一層向上する
ことができる。また、前記滑り止め部が、複数の横溝から形成されている

と、ベース部材が脱落方向に滑り
難くなるので、信頼性をより一層向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の 取付用ブラケットの一実施形態を示すベース部材裏面の斜
視図である。
【図２】本発明の 車体取付用ブラケットの組み付け初期段階を説明する断面
図である。
【図３】図２におけるルーフトリムにベース部材を取付けた状態の断面図である。
【図４】図３におけるルーフトリムにブラケット本体を取付けた状態の断面図である。
【図５】図４におけるルーフトリムをルーフパネルに取付けた状態の断面図である。
【図６】図１のＡーＡ線断面図であり、図３におけるベース部材の弾性係止部を示す部分
拡大図である。
【図７】図３におけるルーフトリムの板厚が薄肉の場合を示す部分拡大図である。
【図８】従来の照明付サンバイザの 取付用ブラケットの分解斜視図である。
【図９】図８におけるベース部材の裏面を示す斜視図である。
【図１０】従来の 取付用ブラケットの組み付け初期段階を説明する断面図で
ある。
【図１１】  図１０におけるルーフトリムにベース部材を取付けた状態を示す断面図であ
る。
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更に、前記弾性係止部が、長尺の平面円弧状であるので、ルーフトリムと弾性係止部と
の接触面積が多くなり、しかも円弧状に湾曲しているので様々な方向からの外力に対して
も位置ずれやガタ付くようなことはない。
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用開口周縁にも横溝に対応する凹凸部が形成されている
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【図１２】図１１におけるルーフトリムにブラケット本体を取付けた状態を示す断面図で
ある。
【図１３】図１２におけるルーフトリムをルーフパネルに取付けた状態の断面図である。
【図１４】図９のＢ－Ｂ線断面図であり、図１１におけるベース部材のトリム係止手段と
ルーフトリムとの係止状態を示す部分拡大図である。
【図１５】図１１におけるルーフトリムの板厚が薄肉の場合を示す部分拡大図である。
【符号の説明】
１  取付用ブラケット
２  係合部
３  弾性係止部
３ａ  可撓片
４  フランジ部
６  基部
７  ベース部材
８  開口
９  滑り止め部
１１  電気接続部
１７  挿通穴
３３  ルーフパネル
３５  ルーフトリム
３５ａ  取付用開口
３９  ブラケット本体
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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