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(57)【要約】
【課題】　操作ユニットの大型化による操作性の向上及
び動作の信頼性の向上を図る。
【解決手段】　所定の基準軸を中心として回転されて操
作される回転ダイヤルと、回転ダイヤルの内側に配置さ
れると共に押圧操作される被押圧部が形成された被操作
部を有し被押圧部が押圧されて基準軸に対して傾斜され
て操作される揺動キーと、揺動キーが操作されたときに
押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチとを設
け、揺動キーは被押圧部が押圧操作されたときに基準軸
を挟んで被押圧部の１８０°反対側の位置を支点として
傾斜されるようにした。これにより操作ユニットの大型
化による操作性の向上及び動作の信頼性の向上を図るこ
とができる。
【選択図】　　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の基準軸を中心として回転されて操作される回転ダイヤルと、
　前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形成された被操
作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作される揺動キー
と、
　前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチとを
備え、
　前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を挟んで前記被押圧部
の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにした
　操作ユニット。
【請求項２】
前記揺動キーに前記被押圧部が複数設けられ、
　前記複数の被押圧部が周方向に離隔して位置された
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項３】
前記回転ダイヤルに配置用凹部が形成され、
　前記回転ダイヤルの中央部に前記配置用凹部に連通された配置孔が形成され、
　前記配置孔に前記プッシュスイッチが配置され、
　前記配置用凹部に前記配置孔を覆う状態で前記揺動キーが配置された
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項４】
前記回転ダイヤルの内部に前記基準軸を中心とした周方向に延びる配置スペースが形成さ
れ、
　前記回転ダイヤルに前記基準軸を中心とした周方向に延びるギヤ部が形成され、
　前記配置スペースにエンコーダーの少なくとも一部が配置され、
　前記エンコーダーに前記ギヤ部と噛合された回転ギヤが設けられた
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項５】
前記回転ダイヤルに、外周部と、前記外周部の内側に前記外周部と離隔して位置する内周
部と、前記外周部の一端部と前記内周部の一端部とを連結する連結部とが設けられ、
　前記内周部に前記ギヤ部が形成され、
　前記外周部と前記内周部の間に前記配置スペースが形成された
　請求項４に記載の操作ユニット。
【請求項６】
前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、
　前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、
　前記押圧キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配
置された
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項７】
前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と前記プッシュスイッチを押圧する操作位
置との間で移動され、
　押圧操作が解除されたときに前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾
性変形可能な弾性部材を設け、
　前記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いた
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項８】
前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置
との間で移動され、
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　押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性
変形可能な弾性部材を設け、
　前記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いた
　請求項６に記載の操作ユニット。
【請求項９】
前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、
　前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、
　前記押圧キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配
置され、
　前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位
置との間で移動され、
　押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾
性変形可能な弾性部材として前記ゴム部材を用いた
　請求項７に記載の操作ユニット。
【請求項１０】
前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と押圧操作されたときの操作位置との間で
移動され、
　押圧操作が解除されたときに前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾
性変形可能な弾性部材を設け、
　前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いた
　請求項１に記載の操作ユニット。
【請求項１１】
前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置
との間で移動され、
　押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性
変形可能な弾性部材を設け、
　前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いた
　請求項６に記載の操作ユニット。
【請求項１２】
前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、
　前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、
　前記押圧キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配
置され、
　前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位
置との間で移動され、
　押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性
変形可能な弾性部材を設け、
　前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用い、
　前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す前記圧縮コイルバネと前記押圧
キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す圧縮コイルバネとを同軸上に配置した
　請求項１０に記載の操作ユニット。
【請求項１３】
操作ユニットと前記操作ユニットに対する操作に応じて動作される本体とを備え、
　前記操作ユニットが、
　所定の基準軸を中心として回転されて操作される回転ダイヤルと、
　前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形成された被操
作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作される揺動キー
と、
　前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチとを
備え、
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　前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を挟んで前記被押圧部
の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにした
　電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は操作ユニット及び電子機器についての技術分野に関する。詳しくは、揺動キー
の被押圧部が押圧操作されたときに基準軸を挟んで被押圧部の略１８０°反対側の位置を
支点として傾斜されるようにして操作ユニットの大型化による操作性の向上及び動作の信
頼性の向上を図る技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録再生装置、音声記録再生装置、音響装置、撮像装置、ネットワーク通信装置、パー
ソナルコンピューターやＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の情報処理装置等の各
種の電子機器には、所定の操作を行うための操作ユニットが設けられている。
【０００３】
　操作ユニットには、例えば、円板状に形成された被操作部と被操作部の中心部から突出
された軸部とを有し、被操作部の外周部が押圧されることにより軸部の先端を支点として
傾斜されて揺動操作されるように構成されたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載された操作ユニットにおいては、被操作部として設けられた回動体と
軸部として設けられた操作体とを有し、操作体に外方へ突出された複数のアーム部が設け
られている。被操作部の外周部が押圧操作されると、全体が軸部の先端を支点として傾斜
（揺動）され、アーム部の先端部によってプッシュスイッチが押圧されて所定の機能が実
行される。
【０００５】
【特許文献１】特許４０４６１０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のような揺動キーを有する操作ユニットにおいては、揺動支点からアー
ム部の先端部までの距離に応じて操作ユニットにおいて必要な傾斜角度が定められる（図
１２参照）。
【０００７】
　即ち、被操作部ａと軸部ｂとを有しアーム部ｃ、ｃ、・・・の先端部ｄ、ｄ、・・・に
よってそれぞれプッシュスイッチｅ、ｅ、・・・が押圧される構成において、揺動操作が
行われたときにアーム部ｃの先端部ｄがプッシュスイッチｅを押圧するために必要な移動
距離Ｄに基づいて傾斜角度θが定められる。
【０００８】
　傾斜角度θは移動距離Ｄの長さに応じて大きくなるが、傾斜角度θが大きくなると移動
距離Ｄに直交する方向における変位量Ｈが大きくなり、被操作部ａが押圧操作されたとき
に被操作部ａの外周部ｆが操作ユニットにおける他の部分ｇに接触し易くなり、操作性が
低下するおそれがある。
【０００９】
　一方、操作性の向上を図るためには被操作部ａの大きさを軸部ｂに直交する方向（移動
距離Ｄに直交する方向）に大型化することが好ましいが、被操作部ａが大きくなると、揺
動操作が行われたときに被操作部ａの外周部ｆが他の部分ｈに接触し易くなる。従って、
被操作部ａの外周部ｆの他の部分ｈに対する接触を防止するためには、傾斜角度θを小さ
くすることが望ましいが、傾斜角度θを小さくするとプッシュスイッチｅを押圧するため
に必要な移動距離Ｄを確保することができなくなるおそれがあり、動作の信頼性が低下し
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てしまう。
【００１０】
　そこで、本技術操作ユニット及び電子機器は、上記した問題点を克服し、操作ユニット
の大型化による操作性の向上及び動作の信頼性の向上を図ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　操作ユニットは、上記した課題を解決するために、所定の基準軸を中心として回転され
て操作される回転ダイヤルと、前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作され
る被押圧部が形成された被操作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾
斜されて操作される揺動キーと、前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を
出力するプッシュスイッチとを備え、前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたとき
に前記基準軸を挟んで前記被押圧部の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるよ
うにしたものである。
【００１２】
　従って、操作ユニットにあっては、基準軸を挟んで被押圧部の略１８０°反対側の位置
を支点として傾斜されてプッシュスイッチが押圧される。
【００１３】
　第２に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーに前記被押圧部が複数設けら
れ、前記複数の被押圧部が周方向に離隔して位置されることが望ましい。
【００１４】
　揺動キーに被押圧部が複数設けられ、複数の被押圧部が周方向に離隔して位置されるこ
とにより、一つの揺動キーによって複数の異なる操作が可能になる。
【００１５】
　第３に、上記した操作ユニットにおいては、前記回転ダイヤルに配置用凹部が形成され
、前記回転ダイヤルの中央部に前記配置用凹部に連通された配置孔が形成され、前記配置
孔に前記プッシュスイッチが配置され、前記配置用凹部に前記配置孔を覆う状態で前記揺
動キーが配置されることが望ましい。
【００１６】
　回転ダイヤルの配置用凹部に配置孔を覆う状態で揺動キーが配置されることにより、揺
動キーによって配置孔に配置されたプッシュスイッチへの塵埃の付着が低減される。
【００１７】
　第４に、上記した操作ユニットにおいては、前記回転ダイヤルの内部に前記基準軸を中
心とした周方向に延びる配置スペースが形成され、前記回転ダイヤルに前記基準軸を中心
とした周方向に延びるギヤ部が形成され、前記配置スペースにエンコーダーの少なくとも
一部が配置され、前記エンコーダーに前記ギヤ部と噛合された回転ギヤが設けられること
が望ましい。
【００１８】
　回転ダイヤルに基準軸を中心とした周方向に延びるギヤ部が形成され、配置スペースに
エンコーダーの少なくとも一部が配置され、エンコーダーにギヤ部と噛合された回転ギヤ
が設けられることにより、配置スペースに配置されたエンコーダーの回転ギヤが回転ダイ
ヤルの回転に伴って回転される。
【００１９】
　第５に、上記した操作ユニットにおいては、前記回転ダイヤルに、外周部と、前記外周
部の内側に前記外周部と離隔して位置する内周部と、前記外周部の一端部と前記内周部の
一端部とを連結する連結部とが設けられ、前記内周部に前記ギヤ部が形成され、前記外周
部と前記内周部の間に前記配置スペースが形成されることが望ましい。
【００２０】
　回転ダイヤルに外周部と内周部と連結部とが設けられ、内周部にギヤ部が形成され、外
周部と内周部の間に配置スペースが形成されることにより、配置スペースに配置されたエ
ンコーダーの回転ギヤに回転ダイヤルのギヤ部が噛合される。
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【００２１】
　第６に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成
され、前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操
作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置されることが望ま
しい。
【００２２】
　揺動キーの中央部に形成された挿入配置孔に押圧キーが配置され、押圧キーが操作され
たときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置されることにより、回転
ダイヤルの内側に揺動キーと押圧キーが配置される。
【００２３】
　第７に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーは押圧操作される前の非操作
位置と前記プッシュスイッチを押圧する操作位置との間で移動され、押圧操作が解除され
たときに前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材
を設け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いること
が望ましい。
【００２４】
　揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と前記プッシュスイッチを押圧する操作位置
との間で移動され、揺動キーを操作位置から非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材と
して基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いることにより、押圧操作時に揺動キ
ーにゴム部材によって操作位置から非操作位置へ向けての付勢力が付与される。
【００２５】
　第８に、上記した操作ユニットにおいては、前記押圧キーは押圧操作される前の初期位
置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除された
ときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設
け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いることが望
ましい。
【００２６】
　押圧キーは押圧操作される前の初期位置とプッシュスイッチを押圧する押圧位置との間
で移動され、押圧キーを押圧位置から初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として基準
軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いることにより、押圧操作時に押圧キーにゴム
部材によって押圧位置から初期位置へ向けての付勢力が付与される。
【００２７】
　第９に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成
され、前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操
作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧キ
ーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移
動され、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記操作位置から前記非操作位置に
戻す弾性変形可能な弾性部材として前記ゴム部材を用いることが望ましい。
【００２８】
　揺動キーの中央部に形成された挿入配置孔に押圧キーが配置され、押圧キーを押圧位置
から初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として基準軸の軸方向を向くシート状のゴム
部材を用いることにより、押圧操作時に押圧キーにゴム部材によって押圧位置から初期位
置へ向けての付勢力が付与される。
【００２９】
　第１０に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーは押圧操作される前の非操
作位置と押圧操作されたときの操作位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに
前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、
前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いること
が望ましい。
【００３０】
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　揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と押圧操作されたときの操作位置との間で移
動され、揺動キーを操作位置から非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として基準軸
の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いることにより、揺動キーに圧縮コイル
バネによって操作位置から非操作位置へ向けての付勢力が付与される。
【００３１】
　第１１に、上記した操作ユニットにおいては、前記押圧キーは押圧操作される前の初期
位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除され
たときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を
設け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用い
ることが望ましい。
【００３２】
　押圧キーは押圧操作される前の初期位置とプッシュスイッチを押圧する押圧位置との間
で移動され、押圧キーを押圧位置から初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として基準
軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いることにより、押圧キーに圧縮コイ
ルバネによって押圧位置から初期位置へ向けての付勢力が付与される。
【００３３】
　第１２に、上記した操作ユニットにおいては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形
成され、前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが
操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧
キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で
移動され、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に
戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸
縮される圧縮コイルバネを用い、前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す
前記圧縮コイルバネと前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す圧縮コイルバ
ネとを同軸上に配置することが望ましい。
【００３４】
　揺動キーを操作位置から非操作位置に戻す圧縮コイルバネと押圧キーを押圧位置から初
期位置に戻す圧縮コイルバネとを同軸上に配置することにより、弾性部材の配置スペース
が小さくなる。
【００３５】
　電子機器は、上記した課題を解決するために、操作ユニットと前記操作ユニットに対す
る操作に応じて動作される本体とを備え、前記操作ユニットが、所定の基準軸を中心とし
て回転されて操作される回転ダイヤルと、前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押
圧操作される被押圧部が形成された被操作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸
に対して傾斜されて操作される揺動キーと、前記揺動キーが操作されたときに押圧されて
操作信号を出力するプッシュスイッチとを備え、前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作
されたときに前記基準軸を挟んで前記被押圧部の略１８０°反対側の位置を支点として傾
斜されるようにしたものである。
【００３６】
　従って、電子機器にあっては、基準軸を挟んで被押圧部の略１８０°反対側の位置を支
点として傾斜されてプッシュスイッチが押圧される。
【発明の効果】
【００３７】
　本技術操作ユニットは、所定の基準軸を中心として回転されて操作される回転ダイヤル
と、前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形成された被
操作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作される揺動キ
ーと、前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチ
とを備え、前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を挟んで前記
被押圧部の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにしている。
【００３８】
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　従って、操作ユニットを大型化したときにおいても揺動キーの揺動時に被操作部が操作
ユニットの他の部分に接触し難く、操作ユニットの大型化による操作性の向上及び動作の
信頼性の向上を図ることができる。
【００３９】
　請求項２に記載した技術にあっては、前記揺動キーに前記被押圧部が複数設けられ、前
記複数の被押圧部が周方向に離隔して位置されている。
【００４０】
　従って、一つの揺動キーによって複数の異なる操作が可能であり、操作ユニットの操作
性の向上を図ることができる。
【００４１】
　請求項３に記載した技術にあっては、前記回転ダイヤルに配置用凹部が形成され、前記
回転ダイヤルの中央部に前記配置用凹部に連通された配置孔が形成され、前記配置孔に前
記プッシュスイッチが配置され、前記配置用凹部に前記配置孔を覆う状態で前記揺動キー
が配置されている。
【００４２】
　従って、揺動キーによって配置孔からの塵埃の侵入が抑制され、配置孔に配置されたプ
ッシュスイッチへの塵埃の付着が低減され、動作の信頼性の向上を図ることができる。
【００４３】
　請求項４に記載した技術にあっては、前記回転ダイヤルの内部に前記基準軸を中心とし
た周方向に延びる配置スペースが形成され、前記回転ダイヤルに前記基準軸を中心とした
周方向に延びるギヤ部が形成され、前記配置スペースにエンコーダーの少なくとも一部が
配置され、前記エンコーダーに前記ギヤ部と噛合された回転ギヤが設けられている。
【００４４】
　従って、スペースの有効活用を図ることができると共にエンコーダーが揺動される構成
とされておらずエンコーダーに対する負荷の軽減を図ることができる。
【００４５】
　請求項５に記載した技術にあっては、前記回転ダイヤルに、外周部と、前記外周部の内
側に前記外周部と離隔して位置する内周部と、前記外周部の一端部と前記内周部の一端部
とを連結する連結部とが設けられ、前記内周部に前記ギヤ部が形成され、前記外周部と前
記内周部の間に前記配置スペースが形成されている。
【００４６】
　従って、回転ダイヤルの構造の簡素化を図った上で配置スペースの有効活用を図ること
ができる。
【００４７】
　請求項６に記載した技術にあっては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、
前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操作され
たときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置されている。
【００４８】
　従って、回転ダイヤル、押圧キー及び揺動キーの三つの操作部を有する操作ユニットを
簡素な構造によって構成することができる。
【００４９】
　請求項７に記載した技術にあっては、前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と
前記プッシュスイッチを押圧する操作位置との間で移動され、押圧操作が解除されたとき
に前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け
、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いている。
【００５０】
　従って、弾性部材の配置スペースが小さくて済み、操作ユニットの構造の簡素化及び操
作ユニットの軸方向における薄型化を図ることができる。
【００５１】
　請求項８に記載した技術にあっては、前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前
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記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに
前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前
記弾性部材として前記基準軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いている。
【００５２】
　従って、弾性部材の配置スペースが小さくて済み、操作ユニットの構造の簡素化及び操
作ユニットの軸方向における薄型化を図ることができる。
【００５３】
　請求項９に記載した技術にあっては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、
前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操作され
たときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧キーは押
圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され
、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾
性変形可能な弾性部材として前記ゴム部材を用いている。
【００５４】
　従って、操作ユニットの部品点数の削減及び機構の簡素化を図ることができる。
【００５５】
　請求項１０に記載した技術にあっては、前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置
と押圧操作されたときの操作位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに前記揺
動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾
性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いている。
【００５６】
　従って、操作ユニットの構造の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。
【００５７】
　請求項１１に記載した技術にあっては、前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と
前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたとき
に前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、
前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いている
。
【００５８】
　従って、操作ユニットの構造の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。
【００５９】
　請求項１２に記載した技術にあっては、前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され
、前記挿入配置孔に、押圧されて操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操作さ
れたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧キーは
押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動さ
れ、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾
性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮され
る圧縮コイルバネを用い、前記揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す前記圧
縮コイルバネと前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す圧縮コイルバネとを
同軸上に配置している。
【００６０】
　従って、スペース効率の向上による操作ユニット７の軸方向における薄型化を図ること
ができる。
【００６１】
　本技術電子機器は、操作ユニットと前記操作ユニットに対する操作に応じて動作される
本体とを備え、前記操作ユニットが、所定の基準軸を中心として回転されて操作される回
転ダイヤルと、前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形
成された被操作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作さ
れる揺動キーと、前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシ
ュスイッチとを備え、前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を
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挟んで前記被押圧部の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにしている。
【００６２】
　従って、操作ユニットを大型化したときにおいても揺動キーの揺動時に被操作部が操作
ユニットの他の部分に接触し難く、電子機器において、操作ユニットの大型化による操作
性の向上及び動作の信頼性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６３】
　以下に、本技術操作ユニット及び電子機器を実施するための最良の形態を添付図面に従
って説明する。
【００６４】
　以下に示した最良の形態は、本技術電子機器をスピーカーを有する音響装置に適用し、
本技術操作ユニットをこの音響装置に設けられた操作ユニットに適用したものである。
【００６５】
　但し、本技術の適用範囲は音響装置及びこれに設けられた操作ユニットに限られること
はない。本技術電子機器は、ディスク記録再生装置等の記録媒体を用いる記録再生装置、
音声の記録や再生を行う音声記録再生装置、画像や映像を撮影する撮像装置、一方向又は
双方向の送受信を行うネットワーク通信装置、パーソナルコンピューターやＰＤＡ（Pers
onal Digital Assistant）等の情報処理装置等の他の各種の電子機器に広く適用すること
ができる。また、本技術操作ユニットは、これらの各種の電子機器に設けられた操作ユニ
ットに広く適用することができる。
【００６６】
　以下の説明にあっては、スピーカーが向く方向を前方として前後上下左右の方向を示す
ものとする。尚、以下に示す前後上下左右の方向は説明の便宜上のものであり、本技術の
実施に関しては、これらの方向に限定されることはない。
【００６７】
　［電子機器の概略構成］
　電子機器（音響装置）１は、図１に示すように、本体２と本体２の左右に配置された一
対のスピーカーユニット３、３によって構成されている。スピーカーユニット３、３には
それぞれ上下に離隔して音声出力部３ａ、３ａ、・・・が設けられており、音声出力部３
ａ、３ａ、・・・からそれぞれ所定の帯域の音声が出力される。
【００６８】
　本体２は筐体４に所要の各部が配置されて成る。
【００６９】
　筐体４の上端部にはトレイ５が前後方向へ移動自在に支持されている。トレイ５は筐体
４に収納される位置と筐体４から引き出される位置との間で移動可能とされている。筐体
４からトレイ５が引き出された状態においては図示しない記録ディスクの装着が可能とさ
れ、記録ディスクが装着されたトレイ５が筐体４に収納されると、記録ディスクに記録さ
れた音楽データーの再生が可能とされている。
【００７０】
　筐体４の前面には表示部６が設けられている。表示部６には電子機器１の現在の動作状
態や後述する操作ユニットの操作状態等が表示される。
【００７１】
　［操作ユニットの構成］
　以下に、操作ユニットの第１の実施の形態について説明する（図１乃至図７参照）。
【００７２】
　筐体４の前面における中央部には操作ユニット７が配置されている。操作ユニット７は
前後方向を向くベース板８に所要の各部が配置されて成る（図２乃至図４参照）。
【００７３】
　ベース板８は外形が円形状に形成され、円環状の外側部９と外側部９の内側に位置する
内側部１０とによって構成されている。
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【００７４】
　内側部１０は円環状の突部１１と突部１１の内側に位置する中央部１２とから成る。突
部１１は外側部９より稍前側に位置され、中央部１２は外側部９と同一平面上に位置され
ている。突部１１には挿通配置孔１１ａが形成されている。中央部１２には十字状のスイ
ッチ配置孔１２ａが形成されている。
【００７５】
　ベース板８における中央部１２の外周部の前面は取付面８ａとして形成され、取付面８
ａの外側に連続する部分の前面が摺動面８ｂとして形成されている。摺動面８ｂは取付面
８ａより前方に位置されている。
【００７６】
　ベース板８の後面には回路基板１３が取り付けられている。回路基板１３の前面にはエ
ンコーダー１４とプッシュスイッチ１５、１５、・・・が搭載されている。
【００７７】
　エンコーダー１４は回路基板１３に取り付けられた基体部１６と基体部１６から前方へ
突出された回転軸１７と回転軸１７に取り付けられた回転ギヤ１８とを有している。回転
ギヤ１８は円筒状の被取付部１８ａと被取付部１８ａから外方に張り出されたギヤ部１８
ｂとから成り、被取付部１８ａが回転軸１７に嵌合されて取り付けられている。
【００７８】
　エンコーダー１４は回路基板１３の外周部に搭載され、ベース板８の挿通配置孔１１ａ
に配置され回転ギヤ１８がベース板８の前方に位置されている。
【００７９】
　プッシュスイッチ１５、１５、・・・は回路基板１３の中央部とその上下左右に並ぶよ
うにして搭載されている。プッシュスイッチ１５、１５、・・・は、ベース板８のスイッ
チ配置孔１２ａに配置されている。
【００８０】
　ベース板８には、その前面側に回転ダイヤル１９が回転自在に支持されている。回転ダ
イヤル１９は、軸方向が前後方向にされた略円筒状の外周部２０と、外周部２０の内側に
位置し軸方向が前後方向にされた略円筒状の内周部２１と、外周部２０の前端部と内周部
２１の前端部とを連結する連結部２２とから成る。
【００８１】
　内周部２１の前端部は外周部２０の前端部より後方に位置され、内周部２１の外周部２
０に対向する面には周方向に延びるギヤ部２１ａが形成されている。内周部２１の前端面
は被押さえ面２１ｂとして形成されている。
【００８２】
　回転ダイヤル１９における内周部２１の内側の空間は配置孔１９ａとして形成され、回
転ダイヤル１９における外周部２０と内周部２１と連結部２２によって形成された空間は
配置スペース１９ｂとして形成されている。
【００８３】
　連結部２２は球面状に形成され、回転ダイヤル１９には連結部２２によって前方に開口
された配置用凹部１９ｃが形成されている。
【００８４】
　回転ダイヤル１９は内周部２１の後端面が摺動面８ｂに接した状態でベース板８に回転
自在に支持される。回転ダイヤル１９の回転動作における回転軸は基準軸Ｐとされ、基準
軸Ｐはベース板８の中央部に搭載されたプッシュスイッチ１５の中心軸に一致されている
。
【００８５】
　回転ダイヤル１９がベース板８に支持された状態において、エンコーダー１４の一部が
配置スペース１９ｂに配置され、回転ギヤ１８のギヤ部１８ｂが回転ダイヤル１９のギヤ
部２１ａに噛合される。従って、回転ダイヤル１９が基準軸Ｐを支点として回転されると
、回転ギヤ１８と回転軸１７が一体になって回転され、回転軸１７の回転方向及び回転量
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に基づいて回転ダイヤル１９の回転方向及び回転量が検出される。
【００８６】
　ベース体８には支持ベース２３が取り付けられている。支持ベース２３は円環状の押さ
え板部２４と押さえ板部２４から後方へ突出された円筒状の筒部２５とから成る。筒部２
５は押さえ板部２４の後面における外周部と内周部を除く部分から突出されている。
【００８７】
　押さえ板部２４には前方へ突出された嵌合ピン２４ａ、２４ａ、・・・が周方向に等間
隔に離隔して設けられている。押さえ板部２４の後面における外周部は押さえ面２４ｂと
して形成されている。
【００８８】
　支持ベース２３は筒部２５の後端面が接着等によって取付面８ａに固定されることによ
りベース板８に取り付けられている。支持ベース２３がベース板８に取り付けられた状態
においては、押さえ面２４ｂによって回転ダイヤル１９の被押さえ面２１ｂが前方から押
さえられ、回転ダイヤル１９のベース板８からの脱落が防止される。
【００８９】
　支持ベース２３の内側には押圧部材２６が配置される。押圧部材２６は円環状に形成さ
れた基部２７と基部２７の外周部からそれぞれ後方へ突出された押圧突部２８、２８、・
・・と基部２７の内周部から後方へ突出された略円筒状の周面部２９とを有している。
【００９０】
　基部２７には前方へ突出された嵌入ピン２７ａ、２７ａ、・・・が周方向に等間隔に離
隔して設けられている。
【００９１】
　押圧突部２８、２８、・・・は軸状に形成され、周方向に離隔して四つが設けられてい
る。
【００９２】
　支持ベース２３と押圧部材２６には弾性部材として機能するゴム部材３０が取り付けら
れている。
【００９３】
　ゴム部材３０は略円板状に形成され、外周寄りの部分が他の部分より厚みが薄くされた
薄肉部３１として設けられている。ゴム部材３０は、薄肉部３１の外側の部分が非変形部
３２として設けられ、薄肉部３１の内側の部分が弾性変形可能な変形部３３として設けら
れている。
【００９４】
　非変形部３２には嵌合孔３２ａ、３２ａ、・・・が形成され、嵌合孔３２ａ、３２ａ、
・・・は周方向に等間隔に離隔して位置されている。
【００９５】
　変形部３３には嵌入孔３３ａ、３３ａ、・・・が形成され、嵌入孔３３ａ、３３ａ、・
・・は周方向に等間隔に離隔して位置されている。変形部３３の中心部には軸挿通孔３３
ｂが形成されている。
【００９６】
　ゴム部材３０は嵌合孔３２ａ、３２ａ、・・・にそれぞれ支持ベース２３の嵌合ピン２
４ａ、２４ａ、・・・が後方から圧入され、嵌入孔３３ａ、３３ａ、・・・にそれぞれ押
圧部材２６の嵌入ピン２７ａ、２７ａ、・・・が圧入されることにより支持ベース２３と
押圧部材２６に取り付けられる。
【００９７】
　ゴム部材３０は薄肉部３１がヒンジ部として機能し、変形部３３が非変形部３２に対し
て弾性変形可能とされている。
【００９８】
　ゴム部材３０が支持ベース２３と押圧部材２６に取り付けられた状態においては、押圧
部材２６の押圧突部２８、２８、・・・の後端面がそれぞれプッシュスイッチ１５、１５
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、・・・の前方における近傍に位置される。押圧部材２６はゴム部材３０の弾性変形に伴
って前後方向へ移動される。
【００９９】
　ゴム部材３０の軸挿通孔３３ｂには押圧キー３４が挿入される。押圧キー３４は略円柱
状に形成された被作用部３５と被作用部３５の前端寄りの位置から外方へ張り出されたフ
ランジ部３６と被作用部３５から後方へ突出された軸部３７とから成る。
【０１００】
　押圧キー３４は軸部３７が被作用部３５の外周部を除く部分から突出され、被作用部３
５の後面における外周部が押し当て面３５ａとして形成されている。
【０１０１】
　押圧キー３４は軸部３７がゴム部材３０の軸挿通孔３３ｂ及び押圧部材２６の周面部２
９を順に前側から挿通され、軸部３７の後端部が周面部２９から後方へ突出されている。
このとき押圧キー３４は押し当て面３５ａがゴム部材３０の前面に押し当てられ、軸部３
７の後端面がプッシュスイッチ１５の前方における近傍に位置される。
【０１０２】
　ゴム部材３０の前面には揺動キー３８が取り付けられる。揺動キー３８は前方に開口す
る凹状に形成された被操作部３９と被操作部３９から後方へ突出された円筒状の押圧筒部
４０とから成る。
【０１０３】
　被操作部３９は外形が円形状に形成され、中心部に挿入配置孔３９ａを有している。被
操作部３９は略球面状に形成されている。被操作部３９の後面における内周部は規制面３
９ｂとして形成されている。被操作部３９の前面には周方向に離隔して四つの被押圧部３
９ｃ、３９ｃ、・・・が形成されている。
【０１０４】
　押圧筒部４０は被操作部３９における挿入配置孔３９ａの稍外側の位置から突出されて
いる。
【０１０５】
　揺動キー３８は押圧筒部４０の後端面が接着等によって変形部３３の外周寄りの位置に
固定されることによりゴム部材３０に取り付けられている。揺動キー３８がゴム部材３０
に取り付けられた状態においては、揺動キー３８の規制面３９ｂが押圧キー３４のフラン
ジ部３６に接触され、押圧キー３４の前方への移動が規制される。
【０１０６】
　揺動キー３８は被操作部３９が回転ダイヤル１９に形成された配置用凹部１９ｃに位置
され、被操作部３９が回転ダイヤル１９の配置孔１９ａを前方から覆う状態とされる。
【０１０７】
　［操作ユニットの動作］
　以下に、操作ユニット７の動作について説明する（図４乃至図７参照）。
【０１０８】
　先ず、回転ダイヤル１９が操作されたときの動作について説明する。
【０１０９】
　回転ダイヤル１９が回転されて操作されると、回転ダイヤル１９の回転に伴ってエンコ
ーダー１４のギヤ部１８ｂに噛合されている回転ギヤ１８と回転軸１７が一体になって回
転され、回転軸１７の回転方向及び回転量に基づいて回転ダイヤル１９の回転方向及び回
転量が検出される。
【０１１０】
　回転ダイヤル１９の回転方向及び回転量が検出されると、その検出結果に応じて、例え
ば、スピーカーユニット３、３の音声出力部３ａ、３ａ、・・・から出力される音声の大
きさが変更される。
【０１１１】
　次に、揺動キー３８が操作されたときの動作について説明する（図４乃至図６参照）。
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【０１１２】
　揺動キー３８が操作される前の非操作位置においては、揺動キー３８は基準軸Ｐを基準
として対称な状態にされており、ゴム部材３０の変形部３３は変形されていない（図４参
照）。
【０１１３】
　揺動キー３８の何れかの被押圧部３９ｃが押圧されて操作されると、揺動キー３８が基
準軸Ｐに対して操作位置へ向けて揺動される（図５参照）。このとき揺動キー３８の押圧
筒部４０によってゴム部材３０の変形部３３が前方から押圧されて弾性変形される。揺動
キー３８は基準軸Ｐを挟んで押圧された被押圧部３９ｃの反対側に存在する非変形部３２
の部分Ｓを支点として揺動される。
【０１１４】
　揺動キー３８が揺動されてゴム部材３０の変形部３３が弾性変形されると、変形部３３
の変形に伴って押圧部材２６が基準軸Ｐに対して傾斜され、押圧された被押圧部３９ｃの
真後ろに位置する押圧突部２８によってプッシュスイッチ１５が押圧される。プッシュス
イッチ１５が押圧されることにより操作信号が出力され、例えば、音楽データーの選曲、
早送り、巻き戻しや他のデーターフォルダーへの移動等の所定の処理を実行することが可
能とされる。
【０１１５】
　押圧されていた被押圧部３９ｃに対する押圧が解除されると、ゴム部材３０の変形部３
３が弾性復帰して押圧部材２６及び揺動キー３８が操作される前の非操作位置に戻る（図
４参照）。
【０１１６】
　図６は、揺動キー３８が部分Ｓを支点として揺動されたときの動作状態を示す模式図で
ある。図６においては、説明を容易にするために、操作ユニット７を図１２と同様の構成
に対してゴム部材３０を付加した構成として示している。
【０１１７】
　図６の状態は、図１２と同様に、押圧部材２６がプッシュスイッチ１５を押圧するため
に必要な移動距離Ｄの長さに応じて揺動キー３８が揺動された状態を示している。揺動キ
ー３８は部分Ｓを支点として揺動されており、傾斜角度θａは基準軸を支点として揺動さ
れたときの図１２に示した傾斜角度θより小さくなる。また、移動距離Ｄに直交する方向
における変位量Ｈａも図１２に示した変位量Ｈより小さくなる。
【０１１８】
　従って、操作ユニット７にあっては、押圧部材２６がプッシュスイッチ１５を押圧する
ために必要な移動距離Ｄを確保した上で揺動キー３８の傾斜角度θａ及び変位量Ｈａを小
さくすることができる。
【０１１９】
　次に、押圧キー３４が操作されたときの動作について説明する（図４及び図７参照）。
【０１２０】
　押圧キー３４が操作される前の状態においては、ゴム部材３０の変形部３３は変形され
ていない（図４参照）。
【０１２１】
　押圧キー３４の被作用部３５が押圧されて操作されると、押圧キー３４が操作される前
の初期位置からプッシュスイッチ１５を押圧するための押圧位置へ向けて後方へ移動され
る（図７参照）。このとき押圧キー３４の被作用部３５によってゴム部材３０の変形部３
３が前方から押圧されて弾性変形される。
【０１２２】
　押圧キー３４が移動されると、軸部３７によってプッシュスイッチ１５が押圧される。
プッシュスイッチ１５が押圧されることにより操作信号が出力され、例えば、決定動作、
例えば、回転ダイヤル３８の操作によって行われた音楽データーの選曲や他のデーターフ
ォルダーへの移動等の所定の処理が実行される。
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【０１２３】
　押圧されていた被作用部３５に対する押圧が解除されると、ゴム部材３０の変形部３３
が弾性復帰して押圧キー３４が操作される前の初期位置に戻る（図４参照）。
【０１２４】
　上記したように、操作ユニット７にあっては、揺動キー３８を操作位置から非操作位置
に戻す弾性変形可能な弾性部材としてシート状のゴム部材３０を用いている。
【０１２５】
　従って、弾性部材の配置スペースが小さくて済み、操作ユニット７の構造の簡素化及び
操作ユニット７の軸方向（前後方向）における薄型化を図ることができる。
【０１２６】
　また、操作ユニット７にあっては、押圧キー３４を押圧位置から初期位置に戻す弾性変
形可能な弾性部材としてシート状のゴム部材３０を用いている。
【０１２７】
　従って、弾性部材の配置スペースが小さくて済み、操作ユニット７の構造の簡素化及び
操作ユニット７の軸方向（前後方向）における薄型化を図ることができる。
【０１２８】
　さらに、揺動キー３８を操作位置から非操作位置に戻すと共に押圧キー３４を押圧位置
から初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として同一の部材であるゴム部材３０を用い
ている。
【０１２９】
　従って、操作ユニット７の部品点数の削減及び機構の簡素化を図ることができる。
【０１３０】
　［操作ユニットの第２の実施の形態］
　以下に、操作ユニットの第２の実施の形態について説明する（図８乃至図１１参照）。
【０１３１】
　尚、以下に示す第２の実施の形態に係る操作ユニット７Ａは、上記した操作ユニット７
と比較して、弾性部材の構成が異なること及び弾性部材の構成が異なるために他の部品の
構成が異なることのみが相違するため、操作ユニット７と比較して異なる部分についての
み詳細に説明をし、その他の部分については操作ユニット７における同様の部分に付した
符号と同じ符号を付して説明は省略する。
【０１３２】
　ベース体８には支持ベース２３Ａが取り付けられている。支持ベース２３は円環状の押
さえ板部２４Ａと筒部２５とから成る。押さえ板部２４Ａには、押さえ板部２４と異なり
、嵌合ピン２４ａ、２４ａ、・・・は設けられていない。
【０１３３】
　支持ベース２３Ａの内側には押圧部材２６Ａが配置される。押圧部材２６Ａは円環状に
形成された基部２７Ａと押圧突部２８、２８、・・・と周面部２９とを有している。
【０１３４】
　基部２７Ａには、基部２７と異なり、嵌入ピン２７ａ、２７ａ、・・・は設けられてい
ない。
【０１３５】
　支持ベース２３Ａと揺動キー３８の間には弾性部材として機能する第１の圧縮コイルバ
ネ４１が配置されている。第１の圧縮コイルバネ４１は支持ベース２３Ａの押さえ部材２
４Ａと揺動キー３８の被操作部３９の間に配置されている。従って、揺動キー３８が第１
の圧縮コイルバネ４１によって前方へ付勢されている。
【０１３６】
　押圧部材２６Ａと押圧キー３４の間には弾性部材として機能する第２の圧縮コイルバネ
４２が配置されている。第２の圧縮コイルバネ４２は押圧部材２６Ａの基部２７Ａと押圧
キー３４のフランジ部３６の間に配置されている。従って、押圧キー３４が第２の圧縮コ
イルバネ４２によって前方へ付勢されている。
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【０１３７】
　揺動キー３８は押圧筒部４０の後端面が接着等によって基部２７Ａの前面に固定される
ことにより押圧部材２６Ａに取り付けられている。
【０１３８】
　以下に、操作ユニット７Ａの動作について説明する（図９乃至図１１参照）。
【０１３９】
　回転ダイヤル１９が操作されたときの動作は、操作ユニット７における回転ダイヤル９
が操作されたときの動作はと同様であるので省略する。
【０１４０】
　揺動キー３８の何れかの被押圧部３９ｃが押圧されて操作されると、揺動キー３８が基
準軸Ｐに対して操作位置へ向けて揺動される（図１０参照）。このとき揺動キー３８の押
圧筒部４０によって第１の圧縮コイルバネ４１が前方から押圧されて弾性変形される。揺
動キー３８は基準軸Ｐを挟んで押圧された被押圧部３９ｃの反対側に存在する第１の圧縮
コイルバネ４１の下端部Ｓを支点として揺動される。
【０１４１】
　揺動キー３８が揺動されて第１の圧縮コイルバネ４１が弾性変形されると、第１の圧縮
コイルバネ４１の変形に伴って押圧部材２６Ａが基準軸Ｐに対して傾斜され、押圧された
被押圧部３９ｃの真後ろに位置する押圧突部２８によってプッシュスイッチ１５が押圧さ
れる。
【０１４２】
　押圧されていた被押圧部３９ｃに対する押圧が解除されると、第１の圧縮コイルバネ４
１が弾性復帰して押圧部材２６Ａ及び揺動キー３８が操作される前の被操作位置に戻る（
図９参照）。
【０１４３】
　一方、押圧キー３４の被作用部３５が押圧されて操作されると、押圧キー３４が押圧位
置へ向けて後方へ移動される（図１１参照）。このとき押圧キー３４の被作用部３５によ
って第２の圧縮コイルバネ４２が前方から押圧されて弾性変形される。
【０１４４】
　押圧キー３４が移動されると、軸部３７によってプッシュスイッチ１５が押圧される。
【０１４５】
　押圧されていた被作用部３５に対する押圧が解除されると、第２の圧縮コイルバネ４２
が弾性復帰して押圧キー３４が操作される前の初期位置に戻る（図９参照）。
【０１４６】
　上記したように、操作ユニット７Ａにあっては、揺動キー３８を操作位置から非操作位
置に戻す弾性変形可能な弾性部材として第１の圧縮コイルバネ４１を用いているため、操
作ユニット７Ａの構造の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。
【０１４７】
　また、操作ユニット７Ａにあっては、押圧キー３４を押圧位置から初期位置に戻す弾性
変形可能な弾性部材として第２の圧縮コイルバネ４２を用いているため、操作ユニット７
Ａの構造の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。
【０１４８】
　さらに、第１の圧縮コイルバネ４１と第２の圧縮コイルバネ４２が同軸上に配置されて
いるため、スペース効率の向上による操作ユニット７Ａの軸方向（前後方向）における薄
型化を図ることができる。
【０１４９】
　［まとめ］
　以上に記載した通り、操作ユニット７、７Ａにあっては、揺動キー３８が押圧された被
押圧部３９ｃの基準軸Ｐを挟んで略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるため、
支持ベース２３がプッシュスイッチ１５を押圧するために必要な移動距離Ｄを確保した上
で揺動キー３８の傾斜角度θａ及び変位量Ｈａを小さくすることができる。
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【０１５０】
　従って、操作ユニット７、７Ａを大型化したときにおいても揺動キー３８の揺動時に被
操作部３９が操作ユニット７、７Ａの他の部分に接触し難く、操作ユニット７、７Ａの大
型化による操作性の向上及び動作の信頼性の向上を図ることができる。
【０１５１】
　また、揺動キー３８に複数の被押圧部３９ｃ、３９ｃ、・・・が周方向に離隔して設け
られているため、一つの揺動キー３８によって複数の異なる操作が可能であり、操作ユニ
ット７、７Ａの操作性の向上を図ることができる。
【０１５２】
　さらに、回転ダイヤル１９に形成された配置孔１９ａを覆う状態で揺動キー３８が配置
されているため、揺動キー３８によって配置孔１９ａからの塵埃の侵入が抑制され、配置
孔１９ａに配置されたプッシュスイッチ１５、１５、・・・等への塵埃の付着が低減され
、動作の信頼性の向上を図ることができる。
【０１５３】
　また、揺動キー３８が配置孔１９ａからの塵埃の侵入を抑制する手段としても機能する
ため、配置孔１９ａからの塵埃の侵入を抑制するための専用の手段を設ける必要がなく、
その分、機構の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。
【０１５４】
　さらにまた、回転ダイヤル１９の内部に配置スペース１９ｂを形成し、配置スペース１
９ｂにエンコーダー１４の一部を配置しギヤ部２１ａに回転ギヤ１８が噛合されるように
している。
【０１５５】
　従って、スペースの有効活用を図ることができると共にエンコーダー１４が揺動される
構成とされておらずエンコーダー１４に対する負荷の軽減を図ることができる。
【０１５６】
　また、回転ダイヤル１９を外周部２０と内周部２１と連結部２２によって構成し、内周
部２１にギヤ部２１ａを形成し、外周部２０と内周部２１の間にエンコーダー１４を配置
する配置スペース１９ｂを形成している。
【０１５７】
　従って、回転ダイヤル１９の構造の簡素化を図った上で配置スペース１９ｂの有効活用
を図ることができる。
【０１５８】
　加えて、揺動キー３８の中心部に挿入配置孔３９ａを形成し、挿入配置孔３９ａに押圧
キー３４を配置しているため、回転ダイヤル１９、押圧キー３４及び揺動キー３８の三つ
の操作部を有する操作ユニット７、７Ａを簡素な構造によって構成することができる。
【０１５９】
　［本技術］
　本技術は、以下のような構成とすることができる。
【０１６０】
　（１）所定の基準軸を中心として回転されて操作される回転ダイヤルと、前記回転ダイ
ヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形成された被操作部を有し前記
被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作される揺動キーと、前記揺動キ
ーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチとを備え、前記揺
動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を挟んで前記被押圧部の略１８
０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにした操作ユニット。
【０１６１】
　（２）前記揺動キーに前記被押圧部が複数設けられ、前記複数の被押圧部が周方向に離
隔して位置された前記（１）に記載の操作ユニット。
【０１６２】
　（３）前記回転ダイヤルに配置用凹部が形成され、前記回転ダイヤルの中央部に前記配
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置用凹部に連通された配置孔が形成され、前記配置孔に前記プッシュスイッチが配置され
、前記配置用凹部に前記配置孔を覆う状態で前記揺動キーが配置された前記（１）又は前
記（２）に記載の操作ユニット。
【０１６３】
　（４）前記回転ダイヤルの内部に前記基準軸を中心とした周方向に延びる配置スペース
が形成され、前記回転ダイヤルに前記基準軸を中心とした周方向に延びるギヤ部が形成さ
れ、前記配置スペースにエンコーダーの少なくとも一部が配置され、前記エンコーダーに
前記ギヤ部と噛合された回転ギヤが設けられた前記（１）から前記（３）の何れかに記載
の操作ユニット。
【０１６４】
　（５）前記回転ダイヤルに、外周部と、前記外周部の内側に前記外周部と離隔して位置
する内周部と、前記外周部の一端部と前記内周部の一端部とを連結する連結部とが設けら
れ、前記内周部に前記ギヤ部が形成され、前記外周部と前記内周部の間に前記配置スペー
スが形成された前記（４）に記載の操作ユニット。
【０１６５】
　（６）前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、前記挿入配置孔に、押圧されて
操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操作されたときに押圧されて操作信号を
出力するプッシュスイッチが配置された前記（１）から前記（５）の何れかに記載の操作
ユニット。
【０１６６】
　（７）前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と前記プッシュスイッチを押圧す
る操作位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに前記揺動キーを前記操作位置
から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準
軸の軸方向を向くシート状のゴム部材を用いた前記（１）から前記（６）の何れかに記載
の操作ユニット。
【０１６７】
　（８）前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧する
押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置か
ら前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準軸の
軸方向を向くシート状のゴム部材を用いた前記（６）に記載の操作ユニット。
【０１６８】
　（９）前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、前記挿入配置孔に、押圧されて
操作される押圧キーが配置され、前記押圧キーが操作されたときに押圧されて操作信号を
出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前
記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに
前記押圧キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材として前
記ゴム部材を用いた前記（７）に記載の操作ユニット。
【０１６９】
　（１０）前記揺動キーは押圧操作される前の非操作位置と押圧操作されたときの操作位
置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに前記揺動キーを前記操作位置から前記
非操作位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準軸の軸方
向において伸縮される圧縮コイルバネを用いた前記（１）から前記（６）の何れかに記載
の操作ユニット。
【０１７０】
　（１１）前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と前記プッシュスイッチを押圧す
る押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたときに前記押圧キーを前記押圧位置
から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、前記弾性部材として前記基準軸
の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用いた前記（６）に記載の操作ユニット。
【０１７１】
　（１２）前記揺動キーの中央部に挿入配置孔が形成され、前記挿入配置孔に、押圧され
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を出力するプッシュスイッチが配置され、前記押圧キーは押圧操作される前の初期位置と
前記プッシュスイッチを押圧する押圧位置との間で移動され、押圧操作が解除されたとき
に前記押圧キーを前記押圧位置から前記初期位置に戻す弾性変形可能な弾性部材を設け、
前記弾性部材として前記基準軸の軸方向において伸縮される圧縮コイルバネを用い、前記
揺動キーを前記操作位置から前記非操作位置に戻す前記圧縮コイルバネと前記押圧キーを
前記押圧位置から前記初期位置に戻す圧縮コイルバネとを同軸上に配置した前記（１０）
に記載の操作ユニット。
【０１７２】
　（１３）操作ユニットと前記操作ユニットに対する操作に応じて動作される本体とを備
え、前記操作ユニットが、所定の基準軸を中心として回転されて操作される回転ダイヤル
と、前記回転ダイヤルの内側に配置されると共に押圧操作される被押圧部が形成された被
操作部を有し前記被押圧部が押圧されて前記基準軸に対して傾斜されて操作される揺動キ
ーと、前記揺動キーが操作されたときに押圧されて操作信号を出力するプッシュスイッチ
とを備え、前記揺動キーは前記被押圧部が押圧操作されたときに前記基準軸を挟んで前記
被押圧部の略１８０°反対側の位置を支点として傾斜されるようにした電子機器。
【０１７３】
　上記した技術の最良の形態において示した各部の具体的な形状及び構造は、何れも本技
術を実施する際の具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによって本技術の技
術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】図２乃至図７と共に本技術操作ユニット及び電子機器の第１の実施の形態を示す
ものであり、本図は、電子機器の正面図である。
【図２】操作ユニットの斜視図である。
【図３】操作ユニットの分解斜視図である。
【図４】操作ユニットの拡大断面図ある。
【図５】揺動キーが操作された状態を示す拡大断面図である。
【図６】揺動キーが操作されたときの傾斜角度及び変位量を説明するための模式図である
。
【図７】押圧キーが操作された状態を示す拡大断面図である。
【図８】図９乃至図１１と共に操作ユニットの第２の実施の形態を示すものであり、本図
は、分解斜視図である。
【図９】操作ユニットの拡大断面図ある。
【図１０】揺動キーが操作された状態を示す拡大断面図である。
【図１１】押圧キーが操作された状態を示す拡大断面図である。
【図１２】従来の操作ユニットにおいて、揺動操作が行われたときの傾斜角度及び変位量
を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１…電子機器、２…本体、７…操作ユニット、１４…エンコーダー、１５…プッシュス
イッチ、１８…回転ギヤ、１９…回転ダイヤル、１９ａ…配置孔、１９ｂ…配置スペース
、１９ｃ…配置用凹部、２０…外周部、２１…内周部、２１ａ…ギヤ部、２２…連結部、
３０…ゴム部材、３４…押圧キー、３８…揺動キー、３９…被操作部、３９ａ…挿入配置
孔、３９ｃ…被押圧部、７Ａ…操作ユニット、４１…圧縮コイルバネ、４２…圧縮コイル
バネ
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