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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物の抜出状態と挿入係合状態とを検知するスライドスイッチであって、
　ボディと、
　スライド可能に前記ボディに保持され、前記対象物の挿入によって押されてスライド移
動するスライダと、
　前記ボディの、前記スライダと対向する面にスライド移動方向に沿って配置されている
固定接点を備える端子と、
　前記スライダに取り付けられ、前記スライダのスライド移動に伴い、前記ボディの前記
固定接点配置面上を摺動する可動接点を備える接片と、を含み、
　前記スライダは、前記対象物の抜出及び挿入に伴いスライド移動方向に移動する可動部
の動作を受ける係合部を備え、その係合部は前記可動部が動作しても前記スライダは動作
しない空走距離を発生させる形状であり、
　前記ボディの前記固定接点配置面には、この固定接点配置面に対して垂直に立設され、
その内部に前記固定接点が配される第一筒状部が形成され、前記スライダの前記接片取付
面には、この接片取付面に対して垂直に立設され、その内部に前記接片及び前記第一筒状
部が収容される第二筒状部が形成されており、
　前記スライダは略矩形板状であり、
　前記スライダには、そのスライド移動方向と直交する幅方向両端の前記接片取付面上に
突出して一対の係合片が形成され、
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　前記係合片には互いに内向きに係合爪が形成され、
　前記スライダの前記第二筒状部は四角筒状であり、
　スライド移動方向に沿って形成される前記第二筒状部の壁と前記係合片との間には溝が
形成され、
　前記ボディに対して前記スライダを取り付ける際に、前記ボディと前記係合爪とが係合
し、前記係合片が外向きに弾性変形し、前記ボディの、前記スライダと対向する面と反対
の面に前記係合爪が達すると、前記係合片が復元する、
　スライドスイッチ。
【請求項２】
　請求項１記載のスライドスイッチであって、
　前記可動部は柱形状部分を備えるものとし、前記スライダは、その前記可動部の動作を
受ける面にスライド移動方向に延びる溝を有し、その溝のスライド移動方向の長さが前記
柱形状部分のスライド移動方向の長さよりも長くなるように前記スライダが形成され、
　前記柱形状部分と前記溝の端部とが係合して前記スライダはスライド移動する、
　スライドスイッチ。
【請求項３】
　請求項１記載のスライドスイッチであって、
　前記可動部はスライド移動方向に延びる溝状の係合穴を備えるものとし、前記スライダ
は、その前記可動部の動作を受ける面に突起を有し、その突起のスライド移動方向の長さ
が前記係合穴のスライド移動方向の長さよりも短くなるように前記スライダが形成され、
　前記係合穴と前記突起の端部とが係合して前記スライダはスライド移動する、
　スライドスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は対象物の抜出状態と挿入係合状態とを検知するスライドスイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１がスライドスイッチの従来技術として知られている。図１５は特許文献１記
載のスライドスイッチ９の構成を示す分解斜視図である。スライドスイッチ９は、ボディ
９２０と、そのボディ９２０にスライド移動可能に保持され、バックル装置側の可動部に
よって押されてスライド移動するスライダ９３０と、ボディ９２０の、スライダ９３０と
対向する面にスライド移動方向に沿って配置された固定接点９４１～９４３と、スライダ
９３０に取り付けられ、スライダ９３０のスライド移動に伴い、ボディ９２０の固定接点
配置面上を摺動する可動接片９４４とを備える。なお、ボディ９２０の先端にはストッパ
９２３が下面側に突出して形成されている。スライダ９３０の下面には一対の突起９３２
が幅方向両端に位置して下方に突出形成されている。
【０００３】
　図１６はこのスライドスイッチ９が組み込まれるバックル装置側に設けられている可動
部５１とスライドスイッチ９の関係を示したものであり、可動部５１は簡略化して示して
いる。スライダ９３０はスプリング９４５によって付勢され、初期位置においてはその先
端面がボディ９２０の先端下面に突出形成されているストッパ９２３に突き当てられた状
態となる（図１６Ａ参照）。可動部５１はシートベルト側のトングがバックル装置に挿入
されることによってスライド移動し、スライダ９３０の先端の突起９３２に当接してスラ
イダ９３０を押し、スライダ９３０をスライド移動させる（図１６Ｂ参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６２４２３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スライドスイッチは小型化が求められているが、従来技術ではスライドスイッチ９のス
ライダ９３０の動作範囲がシートベルトのバックル装置側の可動部５１の動作範囲と同じ
であるため、可動部５１の動作範囲に応じてスライドスイッチ９のスライド移動方向の長
さも大きくなり小型化が難しい。
【０００６】
　本発明は、従来技術より小型化を実現したスライド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】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の第一の態様によれば、スライドスイッチは対象
物の抜出状態と挿入係合状態とを検知する。スライドスイッチは、ボディとスライダと端
子と接片とを含む。スライダはスライド可能にボディに保持され、対象物の挿入によって
押されてスライド移動する。端子は、ボディの、スライダと対向する面にスライド移動方
向に沿って配置されている固定接点を備える。接片はスライダに取り付けられ、スライダ
のスライド移動に伴い、ボディの固定接点配置面上を摺動する可動接点を備える。スライ
ダは、対象物の抜出及び挿入に伴いスライド移動方向に移動する可動部の動作を受ける係
合部を備え、その係合部は可動部が動作してもスライダは動作しない空走距離を発生させ
る形状である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、可動部が動作してもスライダが動作しない空走距離を発生させる形状
をスライダに持たせることで、スライダスイッチの小型化を実現するという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１Ａはスライダが初期位置に位置する場合の第一実施形態に係るスライドスイ
ッチの正面図であり、図１Ｂはスライダが動作後位置に位置する場合の第一実施形態に係
るスライドスイッチの正面図。
【図２】第一実施形態に係るスライドスイッチの底面図。
【図３】第一実施形態に係るスライドスイッチの左側面図。
【図４】第一実施形態に係るスライドスイッチの右側面図。
【図５】第一実施形態に係るスライドスイッチの背面図。
【図６】第一実施形態に係るスライドスイッチを正面側から見た斜視図。
【図７】第一実施形態に係るスライドスイッチを正面側から見た分解斜視図。
【図８】第一実施形態に係るスライドスイッチを背面側から見た斜視図。
【図９】第一実施形態に係るスライドスイッチを背面側から見た分解斜視図。
【図１０】図１ＡのＸ－Ｘ断面図。
【図１１】スライダを透過した、第一実施形態に係るスライドスイッチの正面図。
【図１２】図１ＡのＸＩＩ－ＸＩＩ断面図。
【図１３】図１ＡのＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ断面図。
【図１４】図１ＢのＸＩＶ－ＸＩＶ断面図。
【図１５】従来のスライドスイッチの構成を示す分解斜視図。
【図１６】図１６Ａはスライダが初期位置に位置する場合の従来技術のスライドスイッチ
の正面図であり、図１６Ｂはスライダが動作後位置に位置する場合の従来技術のスライド
スイッチの正面図。
【図１７】変形例に係るスライドスイッチを正面側から見た斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明に用いる図面では、同じ
機能を持つ構成部には同一の符号を記し、重複説明を省略する。
【００１１】
＜第一実施形態＞
　図１Ａはスライダ１１が初期位置に位置する場合の第一実施形態に係るスライドスイッ
チ１の正面図を、図１Ｂはスライダ１１が動作後位置に位置する場合の正面図を示す。図
２は第一実施形態に係るスライドスイッチ１の底面図を、図３はその左側面図を、図４は
その右側面図を、図５はその背面図を示す。図６はスライドスイッチ１を正面側から見た
斜視図を、図７はその分解斜視図を、図８はスライドスイッチ１を背面側から見た斜視図
を、図９はその分解斜視図を示す。なお、各図において三つのハーネス１５１～１５３を
合わせて示し、図１Ａ、図１Ｂ及び図６において可動部５１を合わせて示している。
【００１２】
　スライドスイッチ１は、スライダ１１と接片１２と３つの端子１３１～１３３とボディ
１４とを含み（図７及び図９参照）、対象物の抜出状態と挿入係合状態とを検知する。本
実施形態では、シートベルトに取り付けられているトング（トングプレート）が挿入係合
されるバックル装置にスライドスイッチ１が組み込まれるものとし、スライドスイッチ１
を用いて乗員がシートベルトを装着したか否かを検知する。なお、本実施形態では可動部
５１はバックル装置側に設けられているものとし、トングがバックル装置から抜去された
場合、バックル装置側に可動部５１を初期位置（トングの抜出状態における位置）に復帰
させる機構が存在するものとする。よって可動部５１は、トングの挿入によって動作後位
置（トングの挿入係合状態における位置）方向に押され、トングの抜去によって初期位置
方向に押される。
【００１３】
＜ボディ１４並びに端子１３１～１３３＞
　ボディ１４は樹脂製であり、略矩形板状である。またボディ１４には３つの端子１３１
～１３３がインサート成形されて形成されている（図１０参照）。
【００１４】
　端子１３１～１３３はそれぞれ一端側に固定接点１３１ａ～１３３ａを備え、他端に接
続部１３１ｂ～１３３ｂを備える（図７参照）。さらに端子１３１及び１３３はそれぞれ
固定接点１３１ａ及び１３３ａからスライド移動方向と直交する幅方向に延長形成された
繋ぎ部１３１ｄ及び１３３ｄを備える。ボディ１４の、後述するスライダ１１と対向する
面には、スライド移動方向に沿って、わずかにへこんだ凹部が形成され、固定接点１３１
ａ～１３３ａは、この凹部にそれぞれ配置されて上方に対して露出されている。
【００１５】
　ボディ１４の固定接点配置面には第一筒状部１４１が形成されている。第一筒状部１４
１は四角筒状であり、固定接点配置面に対して垂直に立設されている。言い換えると、第
一筒状部１４１は一端が固定接点配置面に配され他端が開口している。第一筒状部１４１
の内部に固定接点１３１ａ～１３３ａが配される（図１１参照）。
【００１６】
　第一の固定接点１３１ａ及び第二の固定接点１３２ａがスライド移動方向に直交する幅
方向一半部側に位置し、スライド移動方向に順次配列され、かつ延伸されて配置されてい
る（図７及び図１１参照）。言い換えると、固定接点１３１ａ及び固定接点１３２ａは、
スライダ１１に取り付けられた接片１２の可動接点１２１ｃ及び１２２ｃの摺動位置の一
部にそれぞれ配置されている。なお、接片１２については後述する。第三の固定接点１３
３ａがスライド移動方向に直交する幅方向他半部側に位置し、スライド移動方向に延伸さ
れて配置されている。言い換えると、スライダ１１に取り付けられた接片１２の可動接点
１２３ｃ及び１２４ｃの摺動位置の全範囲に配置されている。なお、スライド移動方向に
おいて、第一の固定接点１３１ａの先端位置と第三の固定接点１３３ａの先端位置は一致
されている。
【００１７】
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　第一の固定接点１３１ａ及び第二の固定接点１３２ａと、第三の固定接点１３３ａとの
間に立壁１４２が形成されている（図７及び図１１参照）。電源ラインの端子１３１及び
１３２と、接地ラインの端子１３３との間に、異物やマイグレーションによる短絡等の不
具合が生じる可能性があるが、立壁１４２を設けることでそのような短絡を抑制すること
ができる。
【００１８】
　ボディ１４の正面（固定接点配置面）のスライド移動方向の一端部（右端）には係合壁
１４Ａが、他端部（左端）には係合壁１４Ｂがそれぞれ突出して形成されている。係合壁
１４Ａ及び１４Ｂはそれぞれスライダ１１の一端面及び他端面と当接し、そのスライド移
動を規制する。ボディ１４の背面（固定接点配置面とは反対の面）のスライド移動方向の
一端部（右端）には３つの凹部１４３～１４５が形成され（図９参照）、これらの凹部１
４３～１４５に接続部１３１ｂ～１３３ｂが位置されている（図８及び図９参照）。凹部
１４３と１４４との間には立壁１４６が形成され、凹部１４５と１４４との間には立壁１
４７が形成されている。電源ラインの端子１３１と１３２との間、または電源ラインの端
子１３２と接地ラインの端子１３３との間に、異物やマイグレーションによる短絡等の不
具合が生じる可能性があるが、立壁１４６及び１４７を設けることでそのような短絡を抑
制することができる。
【００１９】
　ボディ１４の上下面には繋ぎ部１３１ｄ及び１３３ｄに対応する位置に溝１４８及び１
４９が形成される。なお、インサート成形時には端子１３１及び１３３をそれぞれ繋ぎ部
１３１ｄ及び１３３ｄにおいて固定し、繋ぎ部１３１ｄ及び１３３ｄが露出するように溝
１４８及び１４９が形成される（図９及び図１１参照）。
【００２０】
＜スライダ１１及び接片１２＞
　スライダ１１は樹脂製であり、略矩形板状である。スライダ１１には、そのスライド移
動方向と直交する幅方向両端の接片取付面上に突出して一対の係合片１１１が形成されて
いる。係合片１１１の先端（遊端）には互いに内向きに係合爪１１１ａが形成されている
（図９及び図１０参照）。
【００２１】
　接片１２は、板ばね材からなり、本実施形態では固定部１２ａとその固定部１２ａに支
持された４つの脚部１２１ｂ～１２４ｂとからなる（図９参照）。固定部１２ａに対して
曲げ起された４つの脚部１２１ｂ～１２４ｂの先端（遊端）には円弧状をなすように曲げ
返された可動接点１２１ｃ～１２４ｃがそれぞれ形成されている。
【００２２】
　接片１２はスライダ１１の、ボディ１４と対向する面に取り付けられる。取り付けはス
ライダ１１の、ボディ１４と対向する面に形成されている一対のだぼ１１２を接片１２の
固定部１２ａに形成されている一対の穴１２ｄに挿通し、先端を熱かしめすることによっ
て行われる。
【００２３】
　スライダ１１は、対象物の抜出及び挿入に伴いスライド移動方向に移動する可動部５１
の動作を受ける係合部を備える。係合部は、可動部５１が動作してもスライダは動作しな
い空走距離を発生させる形状である。例えば、本実施形態のように可動部５１は円柱形状
の場合、スライダ１１は、可動部５１の動作を受ける面にスライド移動方向に延びる溝状
の係合穴１１５を有する（図１及び図６参照）。係合穴１１５のスライド移動方向の長さ
Ｌ１が柱形状部分のスライド移動方向の長さＬ２よりも長くなるようにスライダ１１が形
成されている。可動部５１がスライド移動方向に動作すると、可動部５１と係合穴１１５
の端部とが係合してスライダ１１はスライド移動する。このとき、Ｌ１とＬ２の差分（Ｌ

１－Ｌ２）が可動部５１が動作しても、スライダ１１は動作しない範囲、つまり空走距離
ｄ３となる。スライダ１１のスライド移動の量をｓ１とすると、可動部５１のスライド移
動量ｓ２はｓ１＋ｄ３となり、ｓ１＜ｓ２である。よって、空走距離ｄ３があるため、ス
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ライダ１１の動作範囲を小さくすることができ、その分、スライドスイッチ１を小型化す
ることができる。
【００２４】
　なお、スライダ１１の接片取付面には、第二筒状部１１３が形成されている（図９参照
）。第二筒状部１１３は四角筒状であり、接片１２取付面に対して垂直に立設されている
。言い換えると、第二筒状部１１３は一端が接片１２取付面に配され他端が開口している
。第二筒状部１１３の内部には接片１２及び第一筒状部１４１が収容される。
【００２５】
　スライド移動方向に沿って形成される第二筒状部１１３を成す壁と一対の係合片１１１
との間にはそれぞれ溝１１４が形成されている。ボディ１４に対してスライダ１１を取り
付ける際に、ボディ１４の正面と係合爪１１１ａとが係合し、係合片１１１が外向きに弾
性変形し、ボディ１４の背面（言い換えると、スライダ１１と対向する面と反対の面）に
係合爪１１１ａが達すると、係合片１１１が復元する。
【００２６】
　なお、端子１３１～１３３の接続部１３１ｂ～１３３ｂ及びボディ１４の凹部１４３～
１４５には穴がそれぞれ連通して形成されており、ハーネス１５１～１５３の先端はその
穴に挿入されて半田付け固定される（図９及び図１２参照）。
【００２７】
　このような構成により、スライダ１１はスライド可能にボディ１４に保持され、トング
の挿入によって押されてスライド移動する。さらにスライド移動の全範囲において、ボデ
ィ１４及びスライダ１１が固定接点１３１ａ～１３３ａ及び接片１２を全方位に対して覆
う。また、スライド移動の全範囲においてスライダ１１が、繋ぎ部１３１ｄ及び１３３ｄ
と溝１４８及び１４９とを全方位に対して覆う。このような構成により、スライダ１１の
係合片１１１の内側に位置する溝１４８及び１４９に異物が侵入するのを防ぎ、さらに溝
１４８及び１４９から第一筒状部１４１や第二筒状部１１３の内側に異物が侵入するのを
防ぐ。つまり異物の侵入経路を減らすことができる。
【００２８】
＜スライドスイッチ１の動作＞
　トングがバックル装置に挿入されると、バックル装置側に設けられている可動部５１が
押され、可動部５１が初期位置から動作後位置方向に空走距離分を移動し、可動部５１が
係合穴１１５の一端部（右端）に係合し、可動部５１によってスライダ１１が押され動作
後位置までスライド移動する。トングがバックル装置から抜去されると、バックル装置側
の機構により、可動部５１が初期位置までスライド移動して復帰し、それに伴いスライダ
１１が可動部５１に押され初期位置までスライド移動して復帰する。言い換えると、バッ
クル装置側の機構により、可動部５１が動作後位置から初期位置方向に空走距離分を移動
し、可動部５１が係合穴１１５の他端部（左端）に係合し、可動部５１によってスライダ
１１が押され初期位置までスライド移動する。スライダ１１のスライド移動に伴い、可動
接点１２１ｃ及び１２２ｃが固定接点１３１ａまたは１３２ａ上を摺動し、可動接点１２
３ｃ及び１２４ｃが固定接点１３３ａ上を摺動する。以下、詳細を説明する。
【００２９】
　固定接点１３１ａ～１３３ａはボディ１４の、スライダ１１と近接対向する面にスライ
ダ１１のスライド移動方向に沿って配置された状態となっており、接片１２の可動接点１
２１ｃ～１２４ｃはこのボディ１４の固定接点配置面上をスライダ１１のスライド移動に
伴い、摺動する。第三の固定接点１３３ａは第三及び第四の可動接点１２３ｃ及び１２４
ｃの摺動位置にその全長に渡って位置している。第一及び第二の固定接点１３１ａ及び１
３２ａは第一及び第二の可動接点１２１ｃ及び１２２ｃの摺動位置に順次位置している。
【００３０】
　スライダ１１の初期位置においては、第三及び第四の可動接点１２３ｃ及び１２４ｃは
第三の固定接点１３３ａに接触し、第一及び第二の可動接点１２１ｃ及び１２２ｃは第一
の固定接点１３１ａに接触し（図１３参照）、固定接点１３１ａ・１３３ａ間がＯＮ（閉
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）となる。一方、スライダ１１の動作後位置では、第三及び第四の可動接点１２３ｃ及び
１２４ｃは第三の固定接点１３３ａに接触し、第一及び第二の可動接点１２１ｃ及び１２
２ｃは第二の固定接点１３２ａに接触し（図１４参照）、固定接点１３２ａ・１３３ａ間
がＯＮ（閉）となる。
【００３１】
　なお、第二筒状部１１３のスライド移動方向の内周面の距離ｄ２は、第一筒状部１４１
のスライド移動方向の外周面の距離ｄ１とスライド移動の量ｓ１との和以上となるように
、第二筒状部１１３が形成されている（図１３参照）。
【００３２】
　このようなスライダ１１の移動に伴い、可動接点の接触状態が切り替わり、これにより
バックル装置に対するトングのラッチ状態（挿入係合状態）とアンラッチ状態（抜出状態
）とを検出することができる。
【００３３】
＜効果＞
　本実施形態では可動部５１が動作してもスライダ１１が動作しない空走距離を発生させ
る形状をスライダ１１に持たせているのでシートベルトのバックル装置側の可動部５１の
動作範囲に関わらずスライドスイッチ１のスライダ１１の動作範囲を小さく設定すること
ができる。スライダ１１の動作範囲を小さく設定することで、スライドスイッチ１のスラ
イド移動方向の長さを小さくすることができ、小型化を実現できる。
【００３４】
　また、スライドスイッチ１のスライダ１１の動作範囲を小さく設定することで可動接点
及び固定接点の露出範囲を小さく、または、なくすことができる。本実施形態では、ボデ
ィ１４の第一筒状部１４１とスライダ１１の第二筒状部１１３で、固定接点１３１ａ～１
３３ａ及び接片１２をスライド移動の全範囲において全方位に対して覆うことで、露出範
囲をなくしている。つまり固定接点１３１ａ～１３３ａ及び接片１２は直接外部に露出し
ないようにスライダ１１及びボディ１４に覆われて保護されている。従って、従来技術と
比べ、接片１２及び固定接点１３１ａ～１３３ａは異物等の影響を受けにくく、埃等の異
物の付着を防止することができ、よって異物等の付着によって性能が損なわれることはな
く、防塵性、信頼性に優れたスライドスイッチを得ることができる。
【００３５】
　また、固定接点１３１ａ～１３３ａの腐食を防止し、かつ摺動性を向上させるべく、グ
リースを固定接点１３１ａ～１３３ａに塗布した場合には、さらに異物が付着しやすくな
るが、本実施形態ではそのような問題も解消され、固定接点１３１ａ～１３３ａと同様、
グリースも露出しないため、例えば工程内においてグリースが意図しない箇所や部品に転
写したり、付着するといった問題も発生せず、よって取扱いの簡易化を図ることができる
。
【００３６】
　さらに、従来においては異物の付着を防止すべく、例えば速乾性のグリースを使用する
といったことが行われていたが、本実施形態ではそのような制約は解消されるため、グリ
ースの選定範囲が拡大するといった利点もある。
【００３７】
＜その他の変形例＞
　スライドスイッチはバックル装置に組み込まれるものに限定されず、対象物の抜出状態
と挿入係合状態とを検知する全般に利用することができる。特に、ＯＮ／ＯＦＦの出力信
号のみを必要とし、可動部の動作範囲が大きく（ロングストローク）、かつその動作範囲
を小さく設定することはできないが、スライドスイッチのスライド移動方向の長さを小さ
くしたい場合に有効である。
【００３８】
　可動部は対象物のスライド移動と連動してスライド移動するものであればよい。よって
スライドスイッチが組み込まれる装置側に設けられているものだけではなく、対象物側に
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設けられているものや対象物自体であってもよい。
【００３９】
　スライダの係合部の形状は第一実施形態の形状に限定されない。可動部の動作を受け、
空走距離を発生させる形状であればよい。例えば、可動部５１がスライド移動方向に延び
る溝状の係合穴５１Ａを備え、スライダ１１が円柱形状の突起１１５Ａを備える構成とし
てもよい（図１７参照）。このとき、スライダ１１の円柱形状の突起１１５Ａのスライド
移動方向の長さが、可動部５１の係合穴５１Ａのスライド移動方向の長さよりも短くなる
ようにスライダ１１を形成すれば、本実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、
図１７において係合穴５１Ａは貫通しているが、底を有するものであってもよい。
【００４０】
　本実施形態では、スライダの係合部は正面に形成されているが、可動部の動作を受ける
面であれば上下面等に形成されてもよい。
【００４１】
　本実施形態では、スライド移動方向に沿って形成される第二筒状部１１３の壁と一対の
係合片１１１との間にはそれぞれ溝１１４が形成されているが、溝１１４を設けずに一対
の係合片１１１を第二筒状部１１３の壁として用いてもよい。この場合、スライド移動方
向に直交する幅方向の長さを小さくすることができるが、係合片１１１が弾性変形する部
分が短くなるため以下のような構成を必要とする。
【００４２】
　（１）係合片１１１が弾性変形量を少なくするために係合爪１１１ａの大きさを小さく
する。但し、この場合、衝撃等により係合片１１１がボディ１４から外れる可能性が高ま
るというデメリットがある。
【００４３】
　（２）弾性変形させるために係合片１１１の長さを長くする必要がある。但し、この場
合、スライドスイッチ１の厚さが大きくなるというデメリットがある。
【００４４】
　（３）スライダ１１の第二筒状部１１３（スライド移動方向の端部に設けられた壁とス
ライド移動方向に直交する方向の端部に設けられた壁との間）に溝を設ける。この場合で
あっても、ボディ１４の第一筒状部１４１及びスライダ１１の第二筒状部１１３で、固定
接点１３１ａ～１３３ａ及び接片１２をスライド移動の全範囲において全方位に対して覆
うことができるが、スライダ１１の第二筒状部１１３の溝から異物侵入の可能性が高まる
というデメリットがある。
【００４５】
　（４）係合片１１１が弾性変形しやすくするために、係合片１１１の厚さを薄くする。
但し係合片１１１を薄くしすぎると、必要な強度が得られないというデメリットがある。
【００４６】
　なお、本実施形態では３本のハーネス１５１～１５３を半田付けして電気信号を取り出
すようにし、初期位置におけるＯＮ信号及び動作後位置におけるＯＮ信号をそれぞれ得て
いるが、２本のハーネス１５２、１５３を半田付けし、動作後位置（トングのラッチ状態
）においてＯＮ信号を得る検出方法（使用方法）としてもよい。この場合には、端子１３
１を設けなくともよい。
【００４７】
　本実施形態ではトングがバックル装置から抜去された場合、バックル装置側にスライダ
１１を復帰させる機構が存在する構成となっているが、例えば、図示しないスプリングを
ボディ１４とスライダ１１との間に介在させ、スプリングの弾性復元力によってスライダ
１１を初期位置に自動復帰させる構成としてもよい。
【００４８】
　本実施形態では、熱かしめすることによって、スライダ１１に接片１２を取り付けてい
るが、スライダ１１に接片１２がインサート成形されたものを用いてもよい。また、熱か
しめやインサート成形によらずに、他の方法によりスライダ１１に対し接片１２を固定し
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【００４９】
　本発明は上記の実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更が可能である。
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