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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御板と、光源と、透光リングと、タッチスライダーとを備えたタッチスライダーユニッ
トであって、前記透光リングは、前記タッチスライダーの周囲に環状に配置され、前記光
源は、前記透光リングの内周の内側方向に１個又は複数個環状に配置され、前記透光リン
グを照明する光源とは異なる色の光源を、前記透光リングの直下に複数個配置し、前記タ
ッチスライダーに触れた直近の光源を点灯する構成としたタッチスライダーユニット。
【請求項２】
前記タッチスライダーの電極は、プラスチックフィルム上に導電塗料を用いて電極を印刷
形成し、前記透光リングの内側に複数の電極を配置し、前記透光リング直下には前記電極
につながる電極配線を細い導線で形成し、前記光源からの光が透光リングから射出する構
成とした、請求項１に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項３】
前記タッチスライダーの印刷電極と電極配線の周囲にアースパターンを配置した請求項１
または２に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項４】
前記透光リングを照明する光源は、前記制御板及び前記透光リングに対して直立的に設置
され、かつ前記光源と透光リングの間に導光板を備えた請求項１から３のいずれか１項に
記載のタッチスライダーユニット。
【請求項５】
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前記透光リングを照明する光源と前記透光リングの間の導光板は、前記光源の光線を導光
板中央反射面と透光リング直下に配置した端面反射部で反射させて前記透光リングから射
出するように光線を誘導する構成とした、請求項４に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項６】
前記透光リングを照明する光源と前記透光リングの間にある導光板は、前記光源の光線を
導光板中央反射面と透光リング直下に配置した端面反射部で反射させて前記透光リングか
ら射出するように光線を誘導する構成とし、透光リング直下に配置した反射部の表面をつ
や消し面にした請求項５に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項７】
前記透光リングは、前記透光リングを照明する光源に対向する面、または、前記タッチス
ライダーユニットの前面側が、凹凸面である、請求項１から６のいずれか１項に記載のタ
ッチスライダーユニット。
【請求項８】
前記透光リングは、前記光源に対向する面、または、円形タッチスライダーユニットの前
面側に位置し光源から光を射出させる面が、つや消し面である、請求項１から７のいずれ
か１項に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項９】
前記透光リングを照明する光源と前記透光リングの間に導光板を備え、前記透光リングの
直下に複数個配置した光源からの光を前記導光板の周囲から浸入させて前記透光リングか
ら射出する構成とした、請求項１に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項１０】
前記透光リングの直下に複数個配置した光源からの光を前記導光板の周囲から浸入させて
前記透光リングから射出する構成とし、透光リング直下に配置した反射部の表面を段差の
あるリング状にした請求項９に記載のタッチスライダーユニット。
【請求項１１】
前記光源は、前記制御板及び前記透光リングに対して直立的に設置されている発光ダイオ
ードと制御部を共に搭載した構造である、請求項１から１０のいずれか１項に記載のタッ
チスライダーユニット。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか１項に記載のタッチスライダーユニットを備えた電子レンジ
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタッチスライダーユニット、及び当該タッチスライダーユニット付き電子レン
ジに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の回転ツマミユニットが配設された電気製品、例えば、電子レンジなどは、回転ツ
マミの操作を行うことによって、調理時間の設定をする（例えば、特許文献１参照）。ま
た、タッチスライダーユニットを備えた電気製品、例えばオーディオプレイヤーは回転つ
まみに代えて円形のタッチスライダーを使用して音量を設定したりメニューを選択したり
している（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
　図１１は、特許文献２に記載された従来のタッチスライダーを使ったオーディオプレイ
ヤーを示すものである。図１１に示すように、円形タッチパッドアセンブリ１３０は、化
粧ディスク１３４、回路基板１３６、および補強板１３８によって形成され、回路基板１
３６は、上側上に電極レイヤ１４８を含んで構成されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２８８１８８号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４４５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献２に記載された従来の構成では、例えば、特許文献１にあ
るように夜間でも見やすくしたり、次の操作を促したりするために、操作部の背後に照明
装置を備える場合、回路基板１３６や電極レイヤ１４８があるため、操作部背後に照明装
置を備えたとしても、光を操作部前面に導くことが困難であり、それを解決するためには
、高価な透明電極などを使用する必要があった。
【０００６】
　また、円形タッチスライダー周囲の照明は、通常ＬＥＤを使用することが多いが、少な
い数のＬＥＤで均一に発光させる事は難しく、ＬＥＤを多数使用すればコストがアップし
てしまうという課題があった。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、照明装置があるので夜間でも見やすく、
さらに機器の入力操作を促すように照明を点灯することによって、機器の操作を分かり易
くしたタッチスライダーユニット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】
【０００８】
　上記従来の課題を解決するために、本発明のタッチスライダーユニットは、制御板と、
光源と、透光リングと、円形のタッチスライダーとを備えたユニットであって、前記透光
リングは、前記円形タッチスライダーの周囲に環状に配置され、前記光源は、前記透光リ
ングの内周の内側方向に１個又は複数個環状に配置され、前記透光リングを照明する光源
とは異なる色の光源を、前記透光リングの直下に複数個配置し、前記タッチスライダーに
触れた直近の光源を点灯する構成としたものである。
 
【０００９】
　これによって、タッチスライダー部を夜間でも見易くしたり、機器の操作において操作
の順序を促すように、タッチスライダー部を点灯するなどすれば操作性を良くしたりでき
る。また、指が触れて、機器が反応している感覚が視覚的に伝わるので、操作に安心感が
あり操作性が良くなる。
 
【００１０】
　また、本発明のタッチスライダーユニットの電極は、プラスチックフィルム上に導電性
塗料で電極やその配線を印刷形成するもので、前記透光リングの内側に複数の電極を配置
し、前記透光リング直下には前記電極につながる配線を細い導線で形成することにより、
前記光源からの光が透光リングから射出する構成とし、前記電極につながる配線を細い導
線とし、かつそれぞれの配線間の距離を等間隔で配置したものである。
【００１１】
　これによって、タッチスライダーの電極に高価な透明電極を使用しなくても、前記タッ
チスライダー電極の背後にある光源からの光がタッチスライダーの周囲の透光リングから
タッチスライダーの前面に射出する。
【００１２】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、前記タッチスライダーの電極配線の最外
周をグランド電位と同じ電位で追加された電極配線で囲む構成としたものである。
【００１３】
　これによって、電極配線の最外周に侵入しやすい外来のノイズを低減することができる
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。
【００１４】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、前記光源が、前記制御板及び前記透光リ
ングに対して直立的に設置され、かつ前記光源と透光リングの間に導光板を備えたもので
ある。
【００１５】
　これによって、導光板を備えているので、少ない数の光源でも光量を減衰することなく
、かつ透光リングを均一に光らせることができる。
【００１６】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、前記光源は前記透光リングの内側に前記
透光リングに対して直立的に設置され、前記光源の光線を導光板中央反射部と透光リング
直下に配置した周囲反射部で反射させて、前記透光リングから射出するように光線を誘導
する導光板を備えたものである。
【００１７】
　これによって、光源からの光線がそれぞれの反射面で全反射するので、端面に反射テー
プなどを貼って、光の外部への漏出を防ぐなどの余分な部品を廃止することができる。
【００１８】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、透光リングの直下に配置した導光板の周
囲反射面の表面を、つや消し面にしたものである。
【００１９】
　これによって、導光板の内部の傷や材料の歪や、それぞれの光の反射面の表面にできた
傷や、樹脂成型時に発生するウエルドラインやゲート跡などから発生する光ムラを、隠す
ことができるので見栄えがよくなる。
【００２０】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、前記透光リングが、前記光源に対向する
面、または、前記円形タッチスライダーユニットの前面側が、凹凸面である、またはつや
消し面であるとしたものである。
【００２１】
　これによって、タッチスライダー電極をつなぐ配線を目立たなくすることができ、見栄
えが良くなる。
【００２４】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、透光リングの直下に配置した導光板の反
射面の表面を、段差のあるリング状にしたものである。
【００２５】
　これによって、前記タッチスライダーに指が触れたことを示すＬＥＤなどの光源からの
光を、光の減衰を抑えて前方に射出することができるので、光が明るくなって見栄えが良
くなる。
【００２６】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、前記透光リングの照明や光源が、前記制
御板及び前記透光リングに対して直立的に設置されている発光ダイオードであり、かつ制
御部が搭載されているプリント基板からなる制御基板と、一体化した構造である。
【００２７】
　これによって、構造が単純な構成となり、安価になる。
【００２８】
　また、本発明のタッチスライダーユニットは、電子レンジの操作に適したものである。
【００２９】
　これによって、操作性が良く、フラットな外観が実現できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明のタッチスライダーユニットは、照明装置があるので夜間でも見易く、さらに機
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器の入力操作を促すように照明を点灯することによって、機器の操作を分かり易くするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニットの斜視図
【図２】（ａ）本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニットの正面図（ｂ）
本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニットの断面図
【図３】（ａ）本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニットのタッチスライ
ダー電極シートの正面図（ｂ）本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニット
のタッチスライダー電極シートの断面図
【図４】本発明の実施の形態１におけるタッチスライダーユニットのタッチスライダー電
極シートと制御板の接続図
【図５】本発明の実施の形態２におけるタッチスライダーユニットの斜視図
【図６】本発明の実施の形態２におけるタッチスライダーユニットの断面図
【図７】本発明の実施の形態３におけるタッチスライダーユニットの導光板の断面図
【図８】本発明の実施の形態４におけるタッチスライダーユニットのタッチスライダーの
裏面を示す斜視図
【図９】（ａ）本発明の実施の形態５におけるタッチスライダーユニットの上面図（ｂ）
本発明の実施の形態５におけるタッチスライダーユニットの断面図
【図１０】本発明の実施の形態６におけるタッチスライダーユニットの導光板を示す断面
図
【図１１】従来のタッチスライダーを使ったオーディオプレイヤーを示す分解斜視図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　第１の発明は、制御板と、光源と、透光リングと、タッチスライダーとを備えたタッチ
スライダーユニットであって、前記透光リングは、前記タッチスライダーの周囲に環状に
配置され、前記光源は、前記透光リングの内周の内側方向に１個又は複数個環状に配置さ
れ、前記透光リングを照明する光源とは異なる色の光源を、前記透光リングの直下に複数
個配置し、前記タッチスライダーに触れた直近の光源を点灯する構成としたことにより、
照明装置があるので夜間でも見やすくなり、さらに機器の入力操作を促すように照明を点
灯することによって、機器の操作を分かり易くすることができるとともに、前記タッチス
ライダーに指が触れて機器がそれを認識したことが直感的にわかるようになり、操作性を
良くすることができる。
 
【００３３】
　第２の発明は、特に、第１の発明のタッチスライダーの電極はプラスチックフィルム上
に、導電塗料を使い電極を印刷形成し、前記透光リングの内側に複数の電極を配置し、前
記透光リング直下には前記電極につながる電極配線を細い導線で形成し、前記光源からの
光が透光リングから射出する構成とすることにより、透明導電電極を使用することなく、
安価に光を透過させる部分を構成することが可能となり、操作性の良い機器を提供するこ
とができる。
【００３４】
　第３の発明は、特に、第１または第２の発明において、タッチスライダーの印刷電極と
電極配線の周囲にアースパターンを配置することにより、外来電波ノイズによりタッチス
ライダーの電極に誘起する電気ノイズを低減でき、外来ノイズに強い安定した性能のタッ
チスライダーユニットを容易に提供することができる。
【００３５】
　第４の発明は、特に、第１から第３のいずれか１つの発明の前記透光リングを照明する
光源は、前記制御板及び前記透光リンクに対して直立的に設置され、かつ前記光源と透光
リングの間に導光板を備えたものである。
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【００３６】
　これによって、光源とその光を射出する前記透光リングの間に光を誘導する導光板の作
用により、タッチスライダーの電極直下に取り付けた光源から光線を誘導してタッチスラ
イダーの周囲から均一に射出することができ、かつ光の拡散減衰を少なくすることができ
るようになり、発光効率が良く均一で見栄えのよい照明装置を備えたタッチスライダーを
提供することができる。
【００３７】
　第５の発明は、特に、第４の発明の導光板を備えたタッチスライダーユニットにおいて
、前記透光リングを照明する光源と前記透光リングの間の導光板は、前記光源の光線を導
光板中央反射部と透光リング直下に配置した端面反射部で反射させて前記透光リングから
射出するように光線を誘導する構成としたものである。
【００３８】
　これによって、導光板の端面を垂直に切った場合にはその端面から漏れ出してしまう光
を、端面を傾斜した構造とすることによって、光を反射させて外部に射出することができ
るために、特別な反射テープなどを不要とした光の損失が少なく部品点数の少ない導光板
を提供することができる。
【００３９】
　第６の発明は、特に、第５の発明において、導光板の透光リングを照明する光源と前記
透光リングの間にある導光板は、前記光源の光線を導光板中央反射面と透光リング直下に
配置した端面反射部で反射させて前記透光リングから射出するように光線を誘導する構成
とし、透光リング直下に配置した反射面の表面をつや消し面にしたことにより、導光板の
表面や内部の歪により発生する光のむらをこの周囲反射面で拡散することにより、透光リ
ングから射出する光のむらがなくなり見栄えを良くすることができる。
【００４０】
　第７の発明は、特に、第１から第６のいずれか１つの発明の前記透光リングは、前記透
光リングを照明する光源に対向する面、または、前記タッチスライダーユニットの前面側
を、凹凸面とすることにより、透光リングから射出する光のむらをさらに均一にすること
ができる。さらに第２の発明に記載の透光リング直下のタッチスライダー電極の配線をよ
り目立たなくすることができる。
【００４１】
　第８の発明は、特に、第１から第７のいずれか１つの発明の前記透光リングは、前記光
源に対向する面、または、円形タッチスライダーユニットの前面側に位置し光源から光を
射出させる面を、つや消し面とすることにより、透光リングから射出する光のむらを均一
にすることができる。
【００４３】
　第９の発明は、特に、第１の発明において、前記透光リングを照明する光源と前記透光
リングの間に導光板を備え、前記透光リングの直下に複数個配置した光源からの光を前記
導光板の周囲から浸入させて前記透光リングから射出する構成とすることにより、透光リ
ングの均一な照明の中に前記第１の発明で説明したように前記タッチスライダーに触れた
直近の光源を点灯して混色することにより、操作性が良く見栄えを良くすることができる
。
 
【００４４】
　第１０の発明は、特に、第９の発明において、前記透光リングの直下に複数個配置した
光源からの光を前記導光板の周囲から浸入させて前記透光リングから射出する構成とし、
透光リング直下に配置した反射部の表面を段差のあるリング状にしたことにより、前記タ
ッチスライダーに触れた直近の光源が点灯した時の光と、透光リングの照明の光の減衰と
拡散を抑制することができるので、明るくて発光色が損なわれないようにすることができ
る。
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【００４５】
　第１１の発明は、特に、第１から第１０のいずれか１つの発明の照明光源を、前記制御
板及び前記透光リングに対して直立的に設置されている発光ダイオードと制御部を共に搭
載した構造とすることにより、簡単な構造で安価に作ることができる。
 
【００４６】
　第１２の発明は、特に、第１から第１１のいずれか１つの発明のタッチスライダーユニ
ットを電子レンジに使用することにより、操作性が良く、操作面がフラットな電子レンジ
を提供することができる。
【００４７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００４８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態におけるタッチスライダーユニットの斜視図を示す
ものである。
【００４９】
　図１において、タッチスライダーユニットの制御板１にはＬＥＤなどからなる光源２と
、タッチスライダーの機能を制御するＩＣ３がある。指４は、タッチスライダー５の表面
に触れる。プラスチック材料からなるタッチスライダー５の周囲には、光源２からの光を
透過する部分である透光リング６を配置する。タッチスライダー５は、樹脂製のホルダー
８で、タッチスライダー５の周囲から保持される。
【００５０】
　図２（ａ）は本発明の第１の実施の形態におけるタッチスライダーユニットの正面図、
図２（ｂ）は本発明の第１の実施の形態におけるタッチスライダーユニットの断面図を示
すものである。
【００５１】
　図２において、タッチスライダー電極シート７を、タッチスライダー５の裏面に接着剤
などで密着して貼る。
【００５２】
　図３（ａ）は本発明の第１の実施の形態におけるタッチスライダーユニットのタッチス
ライダー電極シート７の正面図、図３（ｂ）は本発明の第１の実施の形態におけるタッチ
スライダーユニットのタッチスライダー電極シート７の断面図ある。
【００５３】
　図３において、タッチスライダー電極シート７は、透明な薄いＰＥＴ材料などからなる
フィルム９に、銀やカーボン素材などからなる導電性塗料１０を使用して、電極１１や電
極配線１２を印刷形成する。
【００５４】
　図２（ａ）に示すように、電極１１は、タッチスライダー５の周囲の透光リング６の内
側に複数の電極１１を配置する（本実施の形態では、図３（ａ）に示すように、電極は一
周を１０等分したものからなる）。
【００５５】
　図３（ａ）の破線で示す部分に相当する透光リング６の直下には、電極１１につながる
細い電極配線１２を、透光リング６内に等間隔で配置している。
【００５６】
　電極配線１２は十分に細いので、図２（ｂ）に示すように、光源２からの光線１３はタ
ッチスライダー電極シート７の電極配線１２の隙間を通過し、透光リング６から射出する
構成としている。
【００５７】
　図３（ａ）に示した電極配線１２は、電極１１を始点とし、フラットケーブル状のケー
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ブル終端１４を終点としている。電極配線１２の最外周は、周囲を取り囲むように配置さ
れ、電磁シールドを目的としたアースパターン１５がある。なお、前記電極配線１２とア
ースパターン１５は、電極１１を印刷する時に、同時に印刷形成される。
【００５８】
　図４は、本発明の第１の実施の形態におけるタッチスライダーユニットのタッチスライ
ダー電極シートと制御板の接続を示した図である。
【００５９】
　図４において、タッチスライダー電極シート７は、制御板１のコネクター１６を介して
、制御板１上にあるタッチスライダーの制御をつかさどるＩＣ３に、接続されている。
【００６０】
　以上のように構成されたタッチスライダーユニットについて、以下その動作、作用を説
明する。
【００６１】
　まず、図１に示すように、指４がタッチスライダー５の表面に触れると、図２（ａ）に
示す電極１１の大地（グランド）間の静電容量が、指４が近接する事によりその静電容量
が増加する。その変化を図２（ｂ）のＩＣ３が検出する。
【００６２】
　具体的には電極１１の静電容量に対する充放電時間の変化により、指４が触れたことを
認識することができる。このような機能を備えたＩＣは、近年数多く使用されている。
【００６３】
　図２（ｂ）に示すように、ＬＥＤなどからなる光源２は、タッチスライダー５の内側に
１個または複数個配置されている。しかし、光源２から放射される光線１３は、タッチス
ライダー電極シート７が邪魔をするので、光を直接、タッチスライダー５の表面に導くこ
とは困難である。そこで、電極１１をＩＴＯなどの透明な導電体で形成すれば、光を電極
前面にまで導くことは可能であり、透明電極を使用したタッチスイッチの従来例はあるが
、透明電極は大変に高価な材料である。
【００６４】
　本実施の形態においては、タッチスライダー電極シート７上のタッチスライダー５の周
囲に、透明な部分である透光リング６を形成する事により、タッチスライダー電極シート
７の電極１１は不透明であるが、光源２から出た光線１３が透光リング６から射出する構
成としたことにより、夜間でも見易いタッチスライダーユニットを提供することができる
。あるいは、機器の操作手順を促すように光源２を点灯することによって、操作性の良い
タッチスライダーユニットを提供することができる。
【００６５】
　また、本実施の形態では、図３（ａ）に示すように、電極１１につながる細い電極配線
１２を、透光リング６内に等間隔で配置してある。透光リング６にはこの細い電極配線１
２があるので、それが見えることになるが、電極配線１２を等間隔に配置することにより
、影が見えても感覚的に違和感をなくすことができる。また、電極配線１２の幅を０．３
ｍｍ以下に細くすることは設計的に容易であり、そうすることによって、さらに目立たな
くなる。
【００６６】
　また、本実施の形態では、図３（ａ）に示すタッチスライダー電極シート７の外周を、
電磁シールドを目的とするアースパターン１５が取り囲んでいる。このアースパターン１
５の動作と作用とを、図４を使って説明する。
【００６７】
　図４において、タッチスライダー電極シート７に印刷形成された電極配線１２とアース
パターン１５は、制御板１のコネクター１６を介して、制御板１上にあるタッチスライダ
ーの制御を司るＩＣ３に、接続されている。
【００６８】
　ＩＣ３の内部を模式的に書くと、タッチスライダー電極シート７の電極１１のＡ，電極
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１１のＢ，電極１１のＣにつながる配線は、ＩＣ３内部のスイッチＡ１，スイッチＢ１，
スイッチＣ１につながっている。
【００６９】
　例えば、スイッチＢ１をＯＮすると、電極１１のＢがタッチ検出回路部１７へつながり
、静電容量の検出ができる。また、ＩＣ３内にはグランドラインにつながるスイッチＡ２
，スイッチＢ２，スイッチＣ２もある。スイッチＢ１をＯＮした時、スイッチＢ２はＯＦ
Ｆで、スイッチＡ２とスイッチＣ２とをＯＮする。
【００７０】
　こうして、電極１１のＢからの配線のうち、静電容量を測定する対象につながる配線を
挟むようにして、両側をグランドラインに接続している。こうすることによって、電極配
線やそのケーブルに放射する外来電波ノイズ１８から発生する誘起ノイズの影響を低減す
ることができる。
【００７１】
　ところで、スイッチＡ１をＯＮした場合、スイッチＢ２をＯＮする。本実施の形態のア
ースパターン１５があれば、電極１１のＡの配線の両側をグランドラインで挟むことにな
り、前述と同様に外来電波ノイズ１８の影響を低減できる。
【００７２】
　また、図４の電極１１には電極の突起１９があるが、これは前記透光リング６の直下に
あるもので、電極の面積を増やす効果があり、指４がタッチスライダー５に触れた場合の
検出感度を増加する効果があるとともに、透光リング６の照明部を細かく分割して、意匠
的な見栄えを良くする効果もある。
【００７３】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の第２の実施の形態のタッチスライダーユニットの斜視図、図６は、本
発明の第２の実施の形態のタッチスライダーユニットの断面図である。
【００７４】
　同図において、光源３０は透光リング３１の内側に設置され、光源３０と透光リング３
１の間には、導光板３２を設置する。光源３０から発生した光線３３は、導光板３２の中
に入ってから、導光板３２の中心付近にある中央反射面３４と、透光リング３１の直下に
配置した周囲反射面３５とで反射して、前記透光リング３１から射出する構成の導光板３
２を備えたものである。
【００７５】
　以上のように構成されたタッチスライダーユニットについて、以下その動作、作用を説
明する。
【００７６】
　まず、光源３０は通常ＬＥＤ素子からなり、光源３０からの光線３３は、光源３０と相
対する導光板３２の表面（図６の場合は底面）から、導光板３２の中に垂直に浸入し、導
光板３２の中央付近にある中央反射面３４に到達する。中央反射面３４は角度４５度で傾
斜しており、図６において下から浸入した光線３３が、この中央反射面３４で反射し、進
行方向を９０度変えて、水平方向に進んでから周囲反射面３５に達する。
【００７７】
　周囲反射面３５は、前記中央反射面３４と同様に角度４５度で傾斜しているので、光線
３３は、周囲反射面３５で進行方向を９０度変えて図６の上方向に進み、導光板３２の上
面から垂直に射出して、透光リング３１を透過する。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態においては、導光板３２を備え、その中央と周囲の端面に
反射面を備えたことにより、中央部付近にある光源３０からの光を、途中で散乱吸収させ
ること無く導光板３２の周囲に導くことができる。
【００７９】
　さらに、周囲に届いた光線を反射させて、透光リング３１を集中的に通過させる事がで
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きるので、光量が少なかったり、個数が少なかったりという光源３０であっても、透光リ
ング３１の外から見ると、十分な光量の光を透光リング３１全面に渡り、均一に配光する
ことができる。従って、光源３０とするＬＥＤの数を減らすことができ、消費電力を削減
することもできる。
【００８０】
　また、本実施の形態の導光板３２の透明樹脂材料には、一般的にはアクリルやポリカー
ボネートなどを使用するが、これらの樹脂の光の屈折率は、それぞれ約１．４９と１．５
３であり、樹脂と空気との境界面の光の臨界角はそれぞれ４２度と３９度になるために、
中央反射面３４と周囲反射面３５の反射面を４５度にすると、その角度は臨界角度より大
きく、導光板３２内を通る光線３３はそれぞれの反射面で全反射する。
【００８１】
　従って反射面からの光漏れを、防止することができる。一般的に、端面が光路に対して
垂直面であるような導光板３２の場合には、端面からの光漏れを防止するために、端面に
アルミ箔テープを貼るなどして、光線を反射させているが、前記臨界角を利用する事によ
りこのような部品が不要になる。
【００８２】
　（実施の形態３）
　図７は本発明の第３の実施の形態におけるタッチスライダーユニットの導光板４０の断
面図である。
【００８３】
　図７において、周囲反射面４１の表面は光が乱反射するように表面をつや消し加工や表
面に凹凸模様のシボ加工をしたものである。
【００８４】
　前記つや消しやシボ加工がない場合には、周囲反射面４１の光沢のある表面に傷があっ
たり樹脂成型金型用のゲート跡があったり、光源４２から中央反射面４３を通り周囲反射
面４１に至るまでの反射面や材料に傷などがあったりすると、それらが光むらとなって見
えてしまう欠点があるが、周囲反射面４１につや消しやシボ加工をすることで、光が乱反
射してこれらの光むらを目立たなくすることができる。
【００８５】
　（実施の形態４）
　図８は本発明の第４の実施の形態におけるタッチスライダーユニットのタッチスライダ
ーの裏面を示す斜視図であり、図１のタッチスライダー５の裏面を示す斜視図である。
【００８６】
　図１のタッチスライダー５の周囲の透光リング６の裏面、すなわち光源に対向する面に
は、図７に示すように、一般にローロットと呼ばれる凹凸面５０を付ける。
【００８７】
　以上のように構成されたタッチスライダーついて、以下その動作、作用を説明する。
【００８８】
　このように凹凸面５０を形成することにより、光線が凹凸面５０を透過する時に散乱す
ることによって、光が凹凸面５０全面で均一に発光して見栄えがよくなると共に、図３（
ａ）に示す電極配線１２を、いっそう目立たなくすることができる。
【００８９】
　また、本実施の形態の光源４２に対向する面と反対側の、タッチスライダーの前面側を
凹凸面５０としたり、つや消し面としたりすることもできる。
【００９０】
　（実施の形態５）
　図９（ａ）は本発明の第５の実施の形態のタッチスライダーユニットの上面図、図９（
ｂ）は本発明の第５の実施の形態のタッチスライダーユニットの断面図である。
【００９１】
　同図において、タッチスライダー６０の周囲の透光リング６１の直下に、ＬＥＤからな
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る光源６２を複数個（図９（ａ）の場合は１０個）配置したものである。タッチスライダ
ー６０に指６３が触れた時に、指６３の近傍の電極６４が指６３の存在を感知して、指６
３の位置に、最寄りのＬＥＤ光源６２を、点灯するように構成したものである。図９（ｂ
）に示すように、ＬＥＤ光源６２が発光すると、光線６５は導光板６６の淵から浸入し、
透光リング６１を透過する。
【００９２】
　以上のように構成されたタッチスライダーついて、以下その動作、作用を説明する。
【００９３】
　このように、指６３が触れた最寄りの光源６２（ＬＥＤ）を点灯する構成にすることに
よって、機器が正常に指６３を検知していることを、視覚によって体感できる。さらに、
ＬＥＤの点灯を見ながら機器の応答速度に合わせて、タッチスライダー６０上の指６３を
滑らせることができるので、人が感覚的に機器の操作ができるようになる。
【００９４】
　また、この実施の形態では、ＬＥＤの発光色は図９（ｂ）の中央付近の透光リング照明
用光源６７の発光色と変えている。このようにすることによって、透光リング６１の全周
の均一な発光色の中に、指６３の触れた近傍のＬＥＤが別の色でその部分だけが点灯し、
光の混色により識別と見栄えをよくすることができる。
【００９５】
　また、導光板６６の周囲反射面６８は、凹凸がある光散乱面しているので、透光リング
６１直下の光源６２の照射光が周囲反射面６８に当たると、光は周囲反射面６８で拡散し
導光板６６の内部に拡散侵入する。
【００９６】
　（実施の形態６）
　図１０は本発明の第６の実施の形態におけるタッチスライダーユニットの導光板を示す
断面図である。
【００９７】
　図１０において、導光板７０の周囲反射面７１には階段状の段差がある。段差は、周囲
反射面７１直下の光源７２が発する光線に垂直な平面部と、４５度に傾斜した傾斜面とか
らなる階段状の段差になっている。
【００９８】
　以上のように構成された導光板について、以下その動作、作用を説明する。
【００９９】
　周囲反射面７１直下の光源７２が発する光線の中で、光線に垂直な平面部７３に到達し
た光７４は、平面部から導光板７０内部に侵入し、直進して透光リング７５から射出する
。傾斜面７６に当たった光は、多くが屈折率の大きい導光板７０内部に屈折して侵入する
。
【０１００】
　このように階段状の段差を付ける事によって、周囲反射面７１の直下にある周囲反射面
７１直下の光源７２からの光線は、光線に垂直な段差の平面部７３から導光板７０に垂直
に浸入し、透光リング７５から射出する。周囲反射面７１が４５度になっている部分に到
達した周囲反射面７１直下の光源からの光の多くは、導光板７０内部に屈折して侵入する
ために、透光リング７５から射出する光は多くはない。このように、光線に垂直な平面を
構成することによって、周囲反射面７１直下の光源７２の光線を、直線的に透光リング７
５から射出することができるので、光の減衰を防ぐことができ、透光リング７５から、明
るくてかつ光源の発する原色の色を鮮やかに見ることができる。
【０１０１】
　また、透光リング照明用光源７７の光は、導光板７０を通り周囲反射面７１の傾斜面７
６で全反射して透光リング７５を透過するので透光リング照明用光源７７からの光を明る
くかつ光源の原色を損なうことなく見せることができるため、さらに見栄えの良いものと
することができる。
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【０１０２】
　以上のように、本発明のタッチスライダーユニットは、照明装置があるので夜間でも見
易く、さらに機器の入力操作を促すように照明を点灯することによって、機器の操作を分
かり易くすることができるので、電子レンジに使用することにより、操作性が良く、操作
面がフラットな電子レンジを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　以上のように、本発明にかかるタッチスライダーユニット、及びタッチスライダーユニ
ット付き電子レンジは、操作性の良いタッチスライダーの照明が可能となるので電気製品
等に備わる回転ツマミユニットに適用可能である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　制御板
　２　光源
　３　ＩＣ
　４　指
　５　タッチスライダー
　６　透光リング
　７　タッチスライダー電極シート
　８　ホルダー
　９　フィルム
　１０　導電性塗料
　１１　電極
　１２　電極配線
　１３　光線
　１４　ケーブル終端
　１５　アースパターン
　１６　コネクター
　１７　タッチ検出回路部
　１８　外来電波ノイズ
　１９　電極の突起
　３０　光源
　３１　透光リング
　３２　導光板
　３３　光線
　３４　中央反射面
　３５　周囲反射面
　４０　導光板
　４１　周囲反射面
　４２　光源
　４３　中央反射面
　５０　凹凸面
　６０　タッチスライダー
　６１　透光リング
　６２　光源
　６３　指
　６４　電極
　６５　光線
　６６　導光板
　６７　透光リング照明用光源
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　６８　周囲反射面
　７０　導光板
　７１　周囲反射面
　７２　光源
　７３　平面部
　７４　光
　７５　透光リング
　７６　傾斜面
　７７　透光リング照明用光源

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】
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