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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
押圧型中央スイッチと複数の押圧型周辺スイッチとの間の位置に回転操作用の固定接点が
配されたケースと、上記固定接点に係合する可動接点がフランジ部に固定された中央孔付
きの回転体と、上記ケースに結合され上記回転体の上方への位置規制を行うカバー部材と
、つまみ本体の下面に突設された中央脚およびその周囲に配された係合部が、上記回転体
の中央孔に上下動かつ傾倒可能なように挿通され、上記係合部の上記中央孔への係合によ
り上記つまみ本体の回転に応じて上記回転体を共回りさせ、かつ上記つまみ本体の下方へ
の押圧操作で上記押圧型中央スイッチを上記中央脚で押圧し、上記係合部が上記回転体の
中央孔と係合した箇所を支点として上記つまみ本体が傾倒した際、その傾倒方向に応じた
上記押圧型周辺スイッチをその下面のリング状押圧部で押圧する機器側の操作つまみとか
らなる複合操作型電子部品。
【請求項２】
コイルばねなどの弾性体を、つまみ本体の下面と回転体またはカバー部材との間に配した
請求項１記載の複合操作型電子部品。
【請求項３】
中央脚の周囲に複数の弾性爪が配され、それらが係合部をなし、それに応じた形状で形成
された回転体の中央孔に上記各弾性爪が挿通されて構成された請求項１記載の複合操作型
電子部品。
【請求項４】
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回転体のフランジ部の上面が凹凸面で構成され、それに弾接するダボ部を有するクリック
ばねが、ケースに設けられた固定用孔部に圧入固定されると共に、カバー部材で上方への
抜け止めがなされるように押さえ込まれる構成とした請求項１記載の複合操作型電子部品
。
【請求項５】
つまみ本体のリング状押圧部と押圧型周辺スイッチの操作部との間に摩擦緩和部材を介在
させた請求項１記載の複合操作型電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として各種電子機器の入力操作部分などに使用され、操作つまみへの回転
操作および押圧操作、傾倒操作により駆動される複合操作型電子部品に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の複合操作型電子部品について、図１１～図１４を用いて説明する。
【０００３】
　図１１は従来の複合操作型電子部品の外観斜視図、図１２は同図１１のＰ－Ｐ線におけ
る断面図、図１３は同分解斜視図である。
【０００４】
　同図に示すように、下方開放のコの字形の金属カバー１と四角形状の枠体２および固定
接点基板部３により形成された箱型ケースには、上面中央に円形開口孔１Ａが設けられる
と共に、下部の固定接点基板部３には、中央に一個およびその周辺位置に複数個の、下方
に押すことにより作動する押圧型スイッチ７Ａおよび７Ｂ，７Ｃ，…が配設され、更に固
定弾性接点８が上方に突出して設けられている。
【０００５】
　そして、箱型ケースの中間壁部４に回転可能に保持された回転体９には、上記の固定弾
性接点８に対応した可動接点としての接点板１０が保持されている。
【０００６】
　また、１２は操作体で、水平断面が多角形である下端の多角形球体１２Ａが回転体９中
央の多角形の貫通孔９Ａに、独立して上下動および傾倒可能であるが共回りするように係
合すると共に、その下面は中央の押圧型スイッチ７Ａに当接しており、上方に伸びた円柱
状の操作レバー１２Ｂが駆動体１３の中央円形孔１３Ａを貫通して箱型ケース上面の円形
開口部１Ａから突出している。
【０００７】
　そして、駆動体１３は略多角形の板状で、上面中央の球状突部１３Ｂが箱型ケース上面
の円形開口部１Ａ下面に対して回転傾倒可能に当接すると共に、その中央円形孔１３Ａに
は操作体１２の操作レバー１２Ｂが上下動および回転可能に係合している。
【０００８】
　さらに、駆動体１３は、上記周辺位置に配された押圧型スイッチ７Ｂ，７Ｃ，…に各々
当接する突部１４Ａ，１４Ｂ，…を下面に有している。
【０００９】
　なお、１１は回転操作時に節度感を発生するためのクリックばねであり、中間壁部４の
下面側にカシメ固定されている。
【００１０】
　このような構成の複合操作型電子部品の動作について説明すると、まず、操作レバー１
２Ｂに横方向の押し力を加えて、図１１および図１２に矢印Ｘで示す右方向に傾倒操作す
ると、図１４に示すように、操作体１２は下端の多角形球体１２Ａを中心として右方向に
回動し、これに伴って操作レバー１２Ｂの中間に係合している駆動体１３がＸＩ方向に回
動して傾倒し、その方向に応じた下端部の突部１４Ａが周辺の押圧型スイッチ７Ｂを下方
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に押して作動させる。
【００１１】
　そして、操作レバー１２Ｂに加えた横方向の押し力を除くと、押圧型スイッチ７Ｂの弾
性復元力によって突部１４Ａすなわち駆動体１３は押し戻されて、操作体１２を元の図１
２の中立位置に復帰させる。
【００１２】
　次に、操作レバー１２Ｂを回転操作して操作体１２を中立位置のままで水平回転させる
と、駆動体１３は動かないで操作体１２の下端の多角形球体１２Ａと共回りするように係
合している回転体９が回転させられ、その下面の接点板１０に対して固定弾性接点８が弾
接摺動し所定の電気信号が得られる。
【００１３】
　また、操作レバー１２Ｂに下向きの押し力を加えて、図１１および図１２に矢印Ｖで示
すように下方へ押圧操作すると、駆動体１３および回転体９は動かないで、操作体１２下
端の多角形球体１２Ａの下面が中央の押圧型スイッチ７Ａを下方に押して作動させること
ができるものであった。
【００１４】
　そして、この複合操作型電子部品は、操作レバー１２Ｂの上端に機器側の操作つまみが
装着されて搭載状態とされるものであった。
【００１５】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１、特
許文献２が知られている。
【特許文献１】特開平１０－２４１５０１号公報
【特許文献２】特開２００３－２６３９４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら上記従来の複合操作型電子部品は、操作体１２が上方に突出すると共にそ
の操作体１２上端に機器側の操作つまみを装着して搭載状態となるものであったため、そ
の操作つまみを含むと高さ寸法が高くなってしまうという課題があった。
【００１７】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、操作つまみの厚み分を含んで
低い高さ寸法で構成できる複合操作型電子部品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】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明は、以下の構成を有するものである。
【００１９】
　本発明の請求項１に記載の発明は、押圧型中央スイッチと複数の押圧型周辺スイッチと
の間の位置に回転操作用の固定接点が配されたケースと、上記固定接点に係合する可動接
点がフランジ部に固定された中央孔付きの回転体と、上記ケースに結合され上記回転体の
上方への位置規制を行うカバー部材と、つまみ本体の下面に突設された中央脚およびその
周囲に配された係合部が、上記回転体の中央孔に上下動かつ傾倒可能なように挿通され、
上記係合部の上記中央孔への係合により上記つまみ本体の回転に応じて上記回転体を共回
りさせ、かつ上記つまみ本体の下方への押圧操作で上記押圧型中央スイッチを上記中央脚
で押圧し、上記係合部が上記回転体の中央孔と係合した箇所を支点として上記つまみ本体
が傾倒した際、その傾倒方向に応じた上記押圧型周辺スイッチをその下面のリング状押圧
部で押圧する機器側の操作つまみとからなる複合操作型電子部品としたものであり、各押
圧型スイッチを機器側の操作つまみにより押圧する構成としたため、操作つまみを含んで
高さ方向の低背化が図れたものにできるという作用を有する。
【００２０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、コイルばねなどの弾性体を、
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つまみ本体の下面と回転体またはカバー部材との間に配したものであり、操作つまみの下
方への移動または傾倒動作後の復帰が補助され、スムーズな動作のものにできる上、操作
つまみのがたつきの少ない高品位のものにできるという作用を有する。
【００２１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１記載の発明において、中央脚の周囲に複数の弾性爪
が配され、それらが係合部をなし、それに応じた形状で形成された回転体の中央孔に上記
各弾性爪が挿通されて構成されたものであり、簡素な構成で、回転体に対し共回り可能に
係合すると共に、操作つまみの上下動および傾倒動作にも適用するものにでき、しかも操
作つまみの傾倒動作時にはその弾性爪の撓みに応じた復帰力も付加されるものにできると
いう作用を有する。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１記載の発明において、回転体のフランジ部の上面が
凹凸面で構成され、それに弾接するダボ部を有するクリックばねが、ケースに設けられた
固定用孔部に圧入固定されると共に、カバー部材で上方への抜け止めがなされるように押
さえ込まれる構成としたものであり、簡素な作業でクリックばねを容易に装着できるとい
う作用を有する。
【００２３】
　請求項５に記載の発明は、請求項１記載の発明において、つまみ本体のリング状押圧部
と押圧型周辺スイッチの操作部との間に摩擦緩和部材を介在させたものであり、操作つま
みの回転操作時に、操作つまみが若干傾倒してリング状押圧部が押圧型周辺スイッチの操
作部上に当接しつつ回転しても、回転操作状態が滑らかでリング状押圧部の削れなども低
減させることができるという作用を有する。
【発明の効果】
【００２４】
　以上のように本発明によれば、外装部材である機器側の操作つまみへの回転操作で所定
信号が得られると共に、その機器側の操作つまみそのもので各押圧型スイッチの操作が可
能な構成としたため、上記操作つまみの厚み分を含んで高さ寸法が低背化された複合操作
型電子部品を実現できるという有利な効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２６】
　（実施の形態）
　図１は本発明の一実施の形態による複合操作型電子部品の断面図、図２は同分解斜視図
、図３は同操作つまみおよびコイルばねを除いた状態での外観斜視図、図４は同要部であ
るケースの上面図、図５は同図３のＱ－Ｑ線における断面図、図６は同要部である操作つ
まみの下面側からみた斜視図である。
【００２７】
　同図において、２１は、外形が略正方形に形成された絶縁樹脂製のケースであり、その
中央位置には押圧型中央スイッチ３１を備え、その角部位置には四つの押圧型周辺スイッ
チ４１～４４を備えている。
【００２８】
　そして、押圧型中央スイッチ３１は、ケース２１中央に設けた円形窪みの底面に露出状
態で配された中央接点３１Ａおよび外側接点３１Ｂと、その中央接点３１Ａに下面が所定
間隔をあけて対峙するように外側接点３１Ｂ上に載せられた上方凸型ドーム状に形成され
た金属薄板からなる可動接点３１Ｃと、可動接点３１Ｃ上を覆うように上記円形窪み周囲
の上面部に貼り付けられた可撓性を有する絶縁シート３１Ｄから構成されている。
【００２９】
　一方、押圧型周辺スイッチ４１～４４のそれぞれは、ケース２１の角部の各々に設けた
円形窪みの底面に露出状態で配された中央接点４１Ａ～４４Ａおよび外側接点４１Ｂ～４
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４Ｂと、その中央接点４１Ａ～４４Ａに下面が所定間隔をあけて対峙するように外側接点
４１Ｂ～４４Ｂ上に載せられた上方凸型ドーム状に形成された金属薄板からなる可動接点
４１Ｃ～４４Ｃと、可動接点４１Ｃ～４４Ｃ上が覆われるように上記各円形窪み周囲の上
面部に貼り付けられた可撓性を有する絶縁シート４１Ｄ～４４Ｄと、その絶縁シート４１
Ｄ～４４Ｄ上に載せられた駆動体４１Ｅ～４４Ｅから構成されている。なお、各駆動体４
１Ｅ～４４Ｅは、それぞれ高さ位置の中間位置が円形広幅部４１Ｆ～４４Ｆとして形成さ
れ、それを境にして、上方には突出した操作部４１Ｇ～４４Ｇが、下方にも突出した小径
押圧部４１Ｈ～４４Ｈ（図中には小径押圧部４３Ｈ、４４Ｈはあらわれず。）を有してい
る。
【００３０】
　そして、ケース２１は、上方側に同心で突出する略円形リング状の内壁２２および外壁
２３を備えている。上記押圧型中央スイッチ３１は内壁２２内の中央位置に配設され、各
押圧型周辺スイッチ４１～４４は外壁２３の外側位置に配設されている。なお、内壁２２
、外壁２３および押圧型中央スイッチ３１の中心位置は合わせられており、また内壁２２
の高さは外壁２３よりも低い寸法で設けられている。
【００３１】
　また、その内壁２２と外壁２３の間のケース２１底部には、回転機能部用の固定接点２
５が所定パターンで表出している。なお、図４などに示す固定接点２５は、インクリメン
タルエンコーダに応じた接点パターンのものである。
【００３２】
　さらに、外壁２３には、９０度ピッチで矩形突起２４が設けられている。そして、その
一方側の対向位置にあたる矩形突起２４の各々には、固定用孔部２４Ａが下方に向けてそ
れぞれ設けられている。
【００３３】
　そして、５１は、フランジ部５１Ａ下面に可動接点５２が固定された絶縁樹脂製の回転
体である。なお、図２に示すように、可動接点５２としては、互いに導通する四つの弾性
接触部が９０度間隔で配されたものを図示し、さらには上記固定接点２５もそれに対応す
る三つの互いに独立形成された接点パターンのものを図示している。
【００３４】
　そして、図７は、ケース２１内における各導電部材の埋設状態を示す図であり、同図か
らもわかるように、ケース２１の側辺部には、固定接点２５から三つの独立した端子が、
また押圧型中央スイッチ３１の中央接点３１Ａおよび外側接点３１Ｂから二つの独立した
端子が、さらには押圧型周辺スイッチ４１～４４の中央接点４１Ａ～４４Ａおよび外側接
点４１Ｂ～４４Ｂから八つの独立した端子が導出されている。それら合計１３本の端子は
、それぞれ表面実装型の端子形状に形成され、ケース２１の四つの側辺部のそれぞれから
半田付け可能に導出されている。なお、端子総数が１３本であるため、半田付け装着後に
はケース２１の四つの側辺部のすべてが使用基板に対して強固に半田付け固定された装着
状態になると共に、その中で一つの側辺部のみ三つの端子が導出されているため、そこを
目印として装着方向の確認なども行える。
【００３５】
　なお、ケース２１内における各導電部材の埋設状態や構成は上述のもののみに限られず
、異なるものであってもよい。例えば、図８に示すように、押圧型中央スイッチ３１の外
側接点３１Ｂとエンコーダにおけるコモンパターン２５Ａとが一体形成されたものをケー
ス２１内に埋設させると、端子数の少ないものとなる。
【００３６】
　そして、上記回転体５１は、中央孔５５を有し、その中央孔５５の上部から中間位置ま
では、略十字状に形成され、その中間位置から下方は、円形孔として構成されており、そ
の下方の円形孔が、ケース２１の内壁２２の外周面で回転可能に保持されるようにして、
フランジ部５１Ａの外周下面が外壁２３の内側近傍位置に設けられた支持用段部に載せら
れて組み込まれている。
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【００３７】
　また、回転体５１のフランジ部５１Ａ上面は放射状の凹凸面に形成されている。その凹
凸の配設角度ピッチは、固定接点２５と可動接点５２とで生成される出力信号に応じたも
のとなっている。
【００３８】
　そして、６１は、略円形リング状で、その一方側の対角位置がそれぞれ水平部に構成さ
れると共に、上記各水平部の外方端部位置から下方に向けて垂下部６１Ａが延設されてい
るクリックばねである。その垂下部６１Ａの下方部分は矢尻状に形成されている。
【００３９】
　上記クリックばね６１は、各垂下部６１Ａが上記ケース２１の矩形突起２４に設けられ
た固定用孔部２４Ａ内にそれぞれ圧入されてケース２１に装着されている。
【００４０】
　そして、上記クリックばね６１の配置状態で、水平部間に形成された一方側の弾性アー
ムに設けられたダボ部６１Ｂは、回転体５１のフランジ部５１Ａ上面に設けられた凹凸面
に弾接している。また、所定トルクを発生させるため他方側の弾性アームに設けられた摺
動面部も同じくその凸部上に弾接している。
【００４１】
　７１は、金属板製のカバー部材であり、下方面部７１Ｂの側端部から下方に向けて曲げ
形成されたカシメ脚７１Ａでケース２１を抱きカシメしてケース２１に結合されている。
そして、その下方面部７１Ｂは、平坦な板状でケース２１の上面外周部に応じた形状に形
成され、ケース２１上部に重ね合わされている。また、下方面部７１Ｂの角部位置にはそ
れぞれ貫通孔が設けられており、その各貫通孔から上述した各押圧型周辺スイッチ４１～
４４の各駆動体４１Ｅ～４４Ｅにおける操作部４１Ｇ～４４Ｇが所定量上方に突出してい
る。そして、その各駆動体４１Ｅ～４４Ｅは、対応する各可動接点４１Ｃ～４４Ｃからの
上方への付勢力で、各円形広幅部４１Ｆ～４４Ｆ上面が下方面部７１Ｂに接し、がたつき
などの発生が抑えられている。
【００４２】
　また、カバー部材７１は、中央部分に、下方面部７１Ｂよりも上方に位置する上方面部
７１Ｃを有し、この上方面部７１Ｃと下方面部７１Ｂとの間は桟部を介して繋がっている
。
【００４３】
　そして、上方面部７１Ｃは、ケース２１の外壁２３上に配され、上方面部７１Ｃの中央
円形孔７１Ｄの端部で、回転体５１の上方への抜け止め防止機能を果たす。
【００４４】
　さらに、上方面部７１Ｃは、クリックばね６１の水平部上にも接しており、当該部分で
クリックばね６１の抜け止め機能をも果たす。なお、クリックばね６１の水平部の下面は
、矩形突起２４の内壁部の上面で支持されており、それらによってクリックばね６１の水
平部は上下方向には移動しないように挟み込まれて強固に保持された状態となっている。
なお、クリックばね６１は、ケース２１への圧入固定後に、上方からカバー部材７１をケ
ース２１に結合させることにより上記装着状態にできるため、簡素な作業でクリックばね
６１を容易に装着でき、その作業性にも優れる。
【００４５】
　そして、上方面部７１Ｃの中央円形孔７１Ｄから表出した回転体５１の筒状部の上端位
置には、上方が大径となるコイルばね８１が装着されている。そのコイルばね８１の上部
は、操作つまみ９１の略円盤状に形成されたつまみ本体９１Ａ下面に保持されている。な
お、この操作つまみ９１は、樹脂からなり、機器への搭載状態で、指などにより直接操作
される外装部品としてなる機器側のものである。
【００４６】
　なお、コイルばね８１は、他の形状のコイルばね、もしくは他の弾性体であってもよい
。また、回転体に装着する以外にカバー部材に装着されていてもよい。さらには、コイル
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ばね８１の代わりに、操作つまみ９１が回転可能なように、平坦な弾性材料などをカバー
部材７１の中央円形孔７１Ｄを囲むように配して防塵性の向上を図るようにしてもよい。
【００４７】
　そして、その略円盤状のつまみ本体９１Ａは、図６にも示すように、下面中央に、下方
に向けて突設された中央脚９２およびその周囲を囲むように配された四つの弾性爪９３を
有している。
【００４８】
　上記中央脚９２は弾性爪９３より所定量下方に突出する長さ寸法で配され、その下端は
半球状に形成されている。
【００４９】
　一方、上記中央脚９２に対し所定間隔離れた位置で中央脚９２をとり囲むように９０度
ピッチで配された各弾性爪９３は、その下端位置に外側に向けて突出する爪部を有してい
る。
【００５０】
　そして、操作つまみ９１は、中央脚９２および四つの弾性爪９３を回転体５１の中央孔
５５に上方から挿通させて回転体５１に組み合わされている。このとき、各弾性爪９３は
中央孔５５上部の十字の直線部のそれぞれに位置を合わせられて挿通されている。なお、
各弾性爪９３が中心側に向かって若干撓む状態となるようにすれば操作つまみ９１のがた
つきなども低減される。
【００５１】
　また、操作つまみ９１と回転体５１との間に装着されたコイルばね８１は、操作つまみ
９１が回転体５１に組み合わされた状態で、上下方向に所定量の圧縮状態となっている。
そのばね力により操作つまみ９１のつまみ本体９１Ａは、回転体５１に対し上方に付勢さ
れ、操作つまみ９１の各弾性爪９３の爪部が、回転体５１の中央孔５５における高さ方向
の中間段部に各々係止状態となって操作つまみ９１は水平状態を保っている。上記構成で
あれば、コイルばね８１からのばね力で操作つまみ９１のがたつきが抑えられて高品位の
ものにできる。なお、上記中央脚９２の下端は、押圧型中央スイッチ３１の絶縁シート３
１Ｄ上に若干の隙間をあけて対峙している。
【００５２】
　そして、操作つまみ９１において、上記つまみ本体９１Ａの水平状態で押圧型周辺スイ
ッチ４１～４４に対向する下面位置がリング状押圧部９４としてなり、そのリング状押圧
部９４と各押圧型周辺スイッチ４１～４４の操作部４１Ｇ～４４Ｇとの間には所定間隔が
あく設定となっている。
【００５３】
　なお、図１などに示すように、つまみ本体９１Ａのリング状押圧部９４より内側部分を
窪んだ形状になし、ケース２１の上方に突出する外壁２３内の中央部位を収容可能なもの
とするとよい。また、つまみ本体９１Ａ上面の中央位置および周辺位置に、操作突起など
を設けることも操作性の向上につながり好ましい。
【００５４】
　以上のように本発明による複合操作型電子部品は構成されている。
【００５５】
　そして、上記複合操作型電子部品は、携帯電話などに搭載されて使用され、その搭載状
態としては、例えば図９に示すように、携帯電話における外装筐体１０１の操作面側の中
央位置に、上記操作つまみ９１におけるつまみ本体９１Ａの上面部が表出するようにして
搭載されることもある。この場合には、操作つまみ９１が配された周囲位置にあたる外装
筐体１０１上に、各押圧型周辺スイッチ４１～４４の配置位置を示す指標１０１Ａが配設
されたものとされる。なお、上記外装筐体１０１の操作面には、液晶などからなる表示部
やテンキー部なども構成されているが詳細な説明は省略する。
【００５６】
　次に、上記構成の本発明による複合操作型電子部品の動作について説明する。
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【００５７】
　まず、図１に示す操作つまみ９１のつまみ本体９１Ａが水平状態に保たれた非操作状態
からつまみ本体９１Ａを回転操作すると、回転体５１の中央孔５５に挿通された中央脚９
２および四つの弾性爪９３が回転移動し、その弾性爪９３の移動に伴い中央孔５５上部に
構成された略十字状の壁部が回転方向に押されて回転体５１が共回りする。このとき、回
転体５１は、ケース２１およびカバー部材７１により保持されつつ回転する。そして、フ
ランジ部５１Ａの回転に応じて、可動接点５２も固定接点２５に対して相対的に回転移動
し、それに応じて固定接点２５からの三つの端子を介して所定の位相差を持ったパルス信
号が得られる。
【００５８】
　なお、当該複合操作型電子部品は、機器への搭載時に操作つまみ９１のつまみ本体９１
Ａ上面を外装筐体１０１から表出状態で配されることがあることは上述したが、この場合
における操作つまみ９１への回転操作は、つまみ本体９１Ａ上面の周辺部を指の腹でなぞ
って、または当該周辺部に設けられた操作突起に指を引っ掛けて回転操作されるようにな
る。
【００５９】
　上記操作状態で回転操作されると、その操作位置に応じた操作つまみ９１部分に弱い下
方への押し下げ力が加わるため、当該操作位置に応じたコイルばね８１部分がさらに部分
的に圧縮状態となって、つまみ本体９１Ａが、押し下げ側とは反対側となる弾性爪９３の
爪部根元を支点として若干傾いた状態で回転動作することもある。この状態では、中央脚
９２を介して押圧型中央スイッチ３１に多少の押し下げ力が加わることも考慮されるので
、上記動作状態を前提として押圧型中央スイッチ３１における可動接点３１Ｃの反転動作
力の選定をしておくと、上記回転動作時における押圧型中央スイッチ３１のスイッチ状態
が不用意に切り換わることを防止できる。
【００６０】
　また、上記つまみ本体９１Ａが若干傾いた状態で回転動作する際には、リング状押圧部
９４が押圧型周辺スイッチ４１～４４の操作部４１Ｇ～４４Ｇのいずれかに当接状態で回
転することも考慮されるが、上記回転動作を前提として押圧型周辺スイッチ４１～４４に
おける可動接点４１Ｃ～４４Ｃの反転動作力の選定をしておくと上記同様にその回転動作
時における押圧型周辺スイッチ４１～４４のスイッチ状態の不用意な切り換わりも防止で
きる。
【００６１】
　また、若干傾いた状態で回転動作するつまみ本体９１Ａが操作部４１Ｇ～４４Ｇのいず
れかに当接状態で回転する場合には、その当接力の影響で回転操作感触が劣化すると共に
リング状押圧部９４の削れなどが発生することもあるが、その対策としては、例えば図１
０の斜視図に示すように、リング状押圧部９４に沿ってフッ素系樹脂やポリイミド樹脂か
らなる例えばテープ状などの摩擦緩和部材９５を予めつまみ本体９１Ａに装着し、リング
状押圧部９４と操作部４１Ｇ～４４Ｇとの間に介在させる構成とすればよい。この構成で
あれば、摩擦緩和部材９５の作用で、操作部４１Ｇ～４４Ｇのいずれかとリング状押圧部
９４との間の摩擦力などが緩和され、操作つまみ９１の滑らかな回転操作が可能になると
共にリング状押圧部９４の削れ防止効果も期待できる。
【００６２】
　そして、上記のように回転体５１が回転動作した際には、クリックばね６１のダボ部６
１Ｂは、フランジ部５１Ａの回転に応じてその上面の凹凸面上を弾接し所定のクリック感
触が生成される。このとき、クリックばね６１には圧入固定方向とは反対の抜け方向側へ
の力が働くが、ケース２１に結合されたカバー部材７１の上方面部７１Ｃで、クリックば
ね６１の水平部を上方から押さえ込んでいる当該構成であれば、クリックばね６１の抜け
などの発生もなく、明快なクリック感触が長期間に亘って得られるようになる。
【００６３】
　次に、図１に示す操作つまみ９１の非操作状態からつまみ本体９１Ａを垂直下方に押し
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下げ操作すると、コイルばね８１が全体的にさらに圧縮されていって操作つまみ９１が下
方に移動していき、つまみ本体９１Ａに配された中央脚９２下端で絶縁シート３１Ｄ上か
ら押圧型中央スイッチ３１における可動接点３１Ｃの中央部に押し下げ力が加わるように
なる。その押し下げ力が所定の大きさを超えると、可動接点３１Ｃの中央部が節度感を伴
いつつ反転動作して、その中央部下面が中央接点３１Ａに接触する。これにより、可動接
点３１Ｃを介して中央接点３１Ａと外側接点３１Ｂとの間が電気的接続状態となり、中央
および外側接点３１Ａおよび３１Ｂからの端子間が導通状態となる。
【００６４】
　なお、その押圧型中央スイッチ３１がオン状態に切り換わった状態で、リング状押圧部
９４と各押圧型周辺スイッチ４１～４４の操作部４１Ｇ～４４Ｇとの間は当接しない構成
としている。この構成であれば、押圧型中央スイッチ３１の動作時の節度感が明快に得ら
れて好ましい。
【００６５】
　また、その操作つまみ９１の下方への移動時には、中央脚９２の周囲に配された四つの
弾性爪９３が、中央孔５５上部に構成された略十字状の壁部で下方側に案内されつつ操作
つまみ９１は移動していくため、操作つまみ９１のこじりなども発生し難い。
【００６６】
　そして、その下方への押し下げ力を除くと、可動接点３１Ｃは自身の復元力により元の
上方凸型ドーム状に復元し、中央および外側接点３１Ａおよび３１Ｂが再び電気的独立状
態に戻ると共に、絶縁シート３１Ｄを介して中央脚９２を押し上げる。また、コイルばね
８１も元の状態に戻るため、つまみ本体９１Ａは両者の上方への付勢力でスムーズに押し
戻される。このときも四つの弾性爪９３が、中央孔５５の略十字状の壁部で案内されつつ
操作つまみ９１の上方への移動がなされるため、その復帰動作としてもスムーズなものと
なり、上記各弾性爪９３の爪部が回転体５１の中央孔５５における中間段部下面にそれぞ
れ当接することにより操作つまみ９１は停止し、図１に示す非操作状態に戻る。
【００６７】
　なお、この押圧型中央スイッチ３１を作動させる押し下げ操作は、操作つまみ９１の上
面中央部を押し込むように操作すればよい。なお、その操作時およびその復帰動作時に、
クリックばね６１のダボ部６１Ｂがフランジ部５１Ａ上面に設けられた凹部に嵌まり込ん
で回転体５１が停止状態で維持されるようにすることが好ましい。
【００６８】
　次に、操作つまみ９１の上面周辺部を押圧操作して押圧型周辺スイッチ４１～４４のい
ずれかを作動させる動作について説明する。なお、以下には事例として押圧型周辺スイッ
チ４１を作動させる場合の動作を中心に説明する。
【００６９】
　この場合には、操作つまみ９１の上面周辺部に対し、各押圧型周辺スイッチ４１～４４
が配設されている方向に応じた箇所を押し下げ操作する。このとき、図９の搭載状態とさ
れている場合には、例えば、外装筐体１０１上の指標１０１Ａなどを目印としつつ、上述
のように押し下げ操作する。
【００７０】
　そして、上記操作に応じて、操作つまみ９１は、押し下げ側とは反対側となる弾性爪９
３の爪部根元を支点として操作された側が下方に位置するように傾倒していく。このとき
、その操作つまみ９１の四つの弾性爪９３の内、傾倒方向に応じて位置するものは、中央
孔５５の略十字状の壁部で押されて中央側に撓ませられていく。なお、上述したように中
央脚９２の下端を半球状で構成しておくと、中央脚９２が押圧型中央スイッチ３１に当接
しても傾倒動作がスムーズになされるものとなる。
【００７１】
　また、その傾倒動作に応じて、操作された側のコイルばね８１部分が部分的に大きく圧
縮状態となっていき、リング状押圧部９４で、対応する押圧型周辺スイッチ４１の操作が
なされる。



(10) JP 4487821 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

【００７２】
　つまり、操作された側に応じたリング状押圧部９４部分が、対応する押圧型周辺スイッ
チ４１の操作部４１Ｇに当接し、上方から押し下げ力を加えていく。なお、リング状押圧
部９４が平坦面で構成されている場合には、操作部４１Ｇの上端を半球状に構成しておく
とよい。
【００７３】
　そして、リング状押圧部９４で操作部４１Ｇが押し下げられていく駆動体４１Ｅは、絶
縁シート４１Ｄを介してその下方の小径押圧部４１Ｈで可動接点４１Ｃの中央部に押し下
げ力を加えていく。そして、その力が所定の大きさを超えると、可動接点４１Ｃの中央部
が節度感を伴いつつ反転動作して、その中央部下面が中央接点４１Ａに接触し中央接点４
１Ａと外側接点４１Ｂの間が可動接点４１Ｃを介して電気的に接続され、それらに応じた
端子間が導通状態となる。なお、このときには他の押圧型周辺スイッチ４２～４４および
押圧型中央スイッチ３１の状態が切り換わらないように、操作つまみ９１の大きさなどは
設定されている。
【００７４】
　そして、操作つまみ９１の上面周辺部への押圧操作力を除くと、可動接点４１Ｃは自身
の復元力で元の上方凸型ドーム状に戻り、中央および外側接点４１Ａおよび４１Ｂは電気
的独立状態に戻る。また、それに応じて絶縁シート４１Ｄを介して駆動体４１Ｅが押し上
げられ、リング状押圧部９４も駆動体４１Ｅで押し上げられる。なお、駆動体４１Ｅは、
円形広幅部４１Ｆ上面がカバー部材７１の下方面部７１Ｂに接することにより停止する。
さらに、それと同時に、部分的な圧縮状態となっているコイルばね８１や撓ませられてい
る弾性爪９３も元の状態に復元し、それらからの力でスムーズに操作つまみ９１は図１に
示す非操作状態に戻る。
【００７５】
　他の押圧型周辺スイッチ４２～４４のいずれかを作動させる場合の動作は、上記同様の
動作であるため説明を省略する。なお、この傾倒操作時に押圧型周辺スイッチ４１～４４
における隣り合うものを同時に切り換え操作するようにしてもよい。
【００７６】
　以上のように、本発明による複合操作型電子部品は、一つの単体の電子部品として構成
され、機器側の操作つまみ９１の回転操作でエンコーダなどの回転機能部からの所定出力
が得られ、かつ操作つまみ９１を押圧操作して操作つまみ９１を垂直下方側に移動させる
と押圧型中央スイッチ３１の状態が、また傾倒動作させることにより押圧型周辺スイッチ
４１～４４のいずれかの状態の切り換え操作ができるものである。なお、それらの操作は
連続的にも行え、そして、その各スイッチ３１と４１～４４を作動させる部材として、機
器側の操作つまみ９１そのものを用いて直接操作できる構成になされているため、操作つ
まみ９１の厚み分を含んで高さ寸法の低背化が図られたものにできる。また、上記構成と
したため、図３に示した本体部分のみを先に使用基板にリフロー半田付けし、機器の筐体
組み合わせ時などに操作つまみ９１およびコイルばね８１を後から装着して完成状態とす
ることもできる。
【００７７】
　また、上述したように、クリックばね６１は圧入固定後に、その抜け方向側に移動しな
いようにカバー部材７１で押さえ込んで装着状態とするものであるため、簡素な作業手順
でクリックばね６１の装着ができ、かつその装着状態も強固で安定したものにできる。
【００７８】
　なお、押圧型周辺スイッチの配設数は、四つに限られることはない。
【００７９】
　また、上記にはつまみ本体９１Ａの中央脚９２周囲に配された係合部を四つの弾性爪９
３で構成し、回転体５１の略十字状の中央孔５５に挿通させたものを事例として説明した
が、弾性爪の配設数は四つに限られず、複数の弾性爪を中央脚周囲に配すると共に、回転
体の中央孔の形状をそれに応じた形状で形成して挿通させたものとしてもよい。上記弾性
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爪のものであれば、簡素に構成できると共に、つまみ本体９１Ａの傾倒動作時に弾性爪の
撓みに応じた復元力も付加され好ましい。さらに、係合部として弾性爪以外の構成のもの
としてもよい。
【００８０】
　また、上記には操作つまみ９１の回転操作に応じて機能する回転機能部をインクリメン
タルエンコーダの構成のもので説明したが、当該部位を他のエンコーダ構成としたり、可
変抵抗器や回転型スイッチなどの構成としてもよい。
【００８１】
　また、各スイッチ３１と４１～４４も上記構成のものに限られることもなく、さらには
他の状態切り換えが行われるもの、例えばプッシュオフスイッチや場合によっては二段動
作スイッチなどを配したものとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明による複合操作型電子部品は、外装部材である機器側の操作つまみへの回転操作
で所定信号が得られると共に、その機器側の操作つまみそのもので各押圧型スイッチの操
作が可能な構成のものであるため、上記操作つまみの厚み分を含んで高さ寸法が低背化さ
れたものにできるという効果を有し、各種電子機器の入力操作部分を構成する際等に有用
である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の一実施の形態による複合操作型電子部品の断面図
【図２】同分解斜視図
【図３】同操作つまみおよびコイルばねを除いた状態での外観斜視図
【図４】同要部であるケースの上面図
【図５】同図３のＱ－Ｑ線における断面図
【図６】同要部である操作つまみの下面側からみた斜視図
【図７】同要部であるケース内における各導電部材の埋設状態を示す図
【図８】同要部であるケース内における各導電部材の他の埋設状態を示す図
【図９】同複合操作型電子部品が使用機器に搭載された事例を示す図
【図１０】同操作つまみに摩擦緩和部材を備えさせたものの下面側からみた斜視図
【図１１】従来の複合操作型電子部品の外観斜視図
【図１２】同図１１のＰ－Ｐ線における断面図
【図１３】同分解斜視図
【図１４】同傾倒操作状態を示す断面図
【符号の説明】
【００８４】
　２１　ケース
　２２　内壁
　２３　外壁
　２４　矩形突起
　２４Ａ　固定用孔部
　２５　固定接点
　２５Ａ　コモンパターン
　３１　押圧型中央スイッチ
　３１Ａ　押圧型中央スイッチの中央接点
　３１Ｂ　押圧型中央スイッチの外側接点
　３１Ｃ　押圧型中央スイッチの可動接点
　３１Ｄ　押圧型中央スイッチの絶縁シート
　４１～４４　押圧型周辺スイッチ
　４１Ａ～４４Ａ　押圧型周辺スイッチの中央接点
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　４１Ｂ～４４Ｂ　押圧型周辺スイッチの外側接点
　４１Ｃ～４４Ｃ　押圧型周辺スイッチの可動接点
　４１Ｄ～４４Ｄ　押圧型周辺スイッチの絶縁シート
　４１Ｅ～４４Ｅ　押圧型周辺スイッチの駆動体
　４１Ｆ～４４Ｆ　押圧型周辺スイッチの駆動体における円形広幅部
　４１Ｇ～４４Ｇ　押圧型周辺スイッチの駆動体における操作部
　４１Ｈ～４４Ｈ　押圧型周辺スイッチの駆動体における小径押圧部
　５１　回転体
　５１Ａ　フランジ部
　５２　可動接点
　５５　回転体の中央孔
　６１　クリックばね
　６１Ａ　垂下部
　６１Ｂ　ダボ部
　７１　カバー部材
　７１Ａ　カシメ脚
　７１Ｂ　下方面部
　７１Ｃ　上方面部
　７１Ｄ　中央円形孔
　８１　コイルばね
　９１　操作つまみ
　９１Ａ　つまみ本体
　９２　中央脚
　９３　弾性爪
　９４　リング状押圧部
　９５　摩擦緩和部材
　１０１　外装筐体
　１０１Ａ　指標
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