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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に回転可能に設けられた回転軸に取り付けられた回転摘みに回転抵抗を付与す
る回転摘みの回転構造であって、
　前記装置本体と前記回転摘みとの間に介装され、周方向に沿って連続する環状シートと
、
　前記環状シートの固定部を前記装置本体との間で挟み込んで前記装置本体に取り付ける
取付部材と、
　前記固定部よりも前記環状シートの半径方向における外側で前記環状シートと当接して
前記回転摘み側へ反らせるように、前記装置本体に設けられ周方向に沿って連続する環状
リブである本体側突起部と、
　を備え、
　前記回転摘みは、前記環状シートの半径方向における前記本体側突起部の更に外側で前
記環状シートと当接し、前記環状シートの反りによって前記装置本体から離れる方向へ周
方向に沿って一様に付勢され、この付勢状態で前記環状シートと摺動可能に形成され回転
抵抗が付与されていることを特徴とする、
　回転摘みの回転構造。
【請求項２】
　装置本体に回転可能に設けられた回転軸に取り付けられた回転摘みに回転抵抗を付与す
る回転摘みの回転構造であって、
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　前記装置本体と前記回転摘みとの間に介装され、周方向に沿って連続する環状シートと
、
　前記装置本体の突出部との間で前記環状シートの固定部を挟み込んで前記装置本体に取
り付ける取付部材と、
　前記固定部よりも前記環状シートの半径方向における外側で前記環状シートと当接して
前記装置本体側へ反らせるように、前記回転摘みに設けられ周方向に沿って連続する環状
リブである摺動部と、
　を備え、
　前記回転摘みは、前記環状シートが前記摺動部に当接することにより、前記装置本体か
ら離れる方向へ周方向に沿って一様に付勢され、この付勢状態で前記摺動部が前記環状シ
ートと摺動して前記回転摘みに回転抵抗が付与されていることを特徴とする、
　回転摘みの回転構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置本体に設けられた回転摘みの構造、特に、回転摘みに回転抵抗を付与す
る回転構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、オーディオ装置等の装置本体には、各種の操作を行うために回転摘みが取り付
けられている。このような回転摘みの中には、摘みを回転させるときに回転抵抗を付与す
ることにより、重厚感のある操作フィーリングが得られるようにしているものもある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、装置本体と回転摘みとの隙間に弾性部材および摺動性部材を
積層させてなる環状スペーサを挟み込み、この環状スペーサを回転摘みと摺動させること
によって回転抵抗を回転摘みに与えるとともに、回転摘みのガタつきを抑制するようにし
た回転摘みの回転構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０-２５７７１１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、上記特許文献１に開示された回転摘みの回転構造では、装置本体と回転
摘みとの隙間に環状スペーサを隙間なく挟み込むため、当該隙間の大きさが回転摘みの寸
法のバラツキ等の影響によって変化すると回転抵抗の大きさも変化してしまうため適切な
大きさの回転抵抗を回転摘みに与え難いという問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、回転摘みの寸法のバラツキの影響を受け難くしつつ、回転摘みのガタ
つきを抑制するとともに、回転摘みに適度な回転抵抗を付与することができる回転摘みの
回転構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る回転摘みの回転構造は、装置本体に回転可能に設けられた回転軸
に取り付けられた回転摘みに回転抵抗を付与する回転摘みの回転構造であって、装置本体
と回転摘みとの間に介装され、周方向に沿って連続する環状シートと、環状シートの固定
部を装置本体との間で挟み込んで装置本体に取り付ける取付部材と、固定部よりも環状シ
ートの半径方向における外側で環状シートと当接して回転摘み側へ反らせるように、装置
本体に設けられ周方向に沿って連続する環状リブである本体側突起部と、を備え、回転摘
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みは、環状シートの半径方向における本体側突起部の更に外側で環状シートと当接し、環
状シートの反りによって装置本体から離れる方向へ周方向に沿って一様に付勢され、この
付勢状態で環状シートと摺動可能に形成され回転抵抗が付与されていることを特徴とする
ものである。
【０００８】
　本発明の別の態様に係る回転摘みの回転構造は、装置本体に回転可能に設けられた回転
軸に取り付けられた回転摘みに回転抵抗を付与する回転摘みの回転構造であって、装置本
体と回転摘みとの間に介装され、周方向に沿って連続する環状シートと、装置本体の突出
部との間で環状シートの固定部を挟み込んで装置本体に取り付ける取付部材と、固定部よ
りも環状シートの半径方向における外側で環状シートと当接して装置本体側へ反らせるよ
うに、回転摘みに設けられ周方向に沿って連続する環状リブである摺動部とを備え、回転
摘みは、環状シートが摺動部に当接することにより、装置本体から離れる方向に周方向に
沿って一様に付勢され、この付勢状態で摺動部が環状シートと摺動して回転摘みに回転抵
抗が付与されていることを特徴とするものである。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様に係る回転摘みの回転構造によれば、装置本体と取付部材との間に介装
された環状シートを本体側突起部に当接させて回転摘み側へ反らせることによって回転摘
みを装置本体と離れる方向へ付勢させ、この付勢状態で回転摘みを環状シートと摺動させ
て回転抵抗を付与する。このため、環状シートの付勢力によって回転摘みのガタつきを抑
制しつつ回転摘みに適度な回転抵抗を付与することができる。また、環状シートが反った
状態で回転摘みを装置本体と離れる方向へ付勢するため、環状シートの反り具合によって
回転摘みの寸法のバラツキを吸収できる。このため、回転摘みの寸法のバラツキの影響も
受け難くできる。
【００１０】
　本発明の別の態様に係る回転摘みの回転構造によれば、装置本体と取付部材との間に介
装された環状シートを装置本体の方へ反らせ、この環状シートによって回転摘みを装置本
体と離れる方向へ付勢させることができる。また、この付勢状態で回転摘みの摺動部が環
状シートと摺動して回転摘みに回転抵抗を付与することもできる。このため、環状シート
の付勢力によって回転摘みのガタつきを抑制しつつ回転摘みに適度な回転抵抗を付与する
ことができる。また、環状シートが反った状態で回転摘みを装置本体と離れる方向へ付勢
するため、環状シートの反り具合によって回転摘みの寸法のバラツキを吸収できる。この
ため、回転摘みの寸法のバラツキの影響も受け難くできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態である回転摘みの回転構造を示すオーディオ装置の分解斜
視図とともに回転摘みの背面側の斜視図を併せて示す図である。
【図２】図１に含まれる取付部材および環状シートを回転軸に取り付けた状態を示す斜視
図である。
【図３】図１に含まれる回転摘みの回転構造を示す断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態である回転摘みの回転構造を図３と同様に示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。この説明
において、具体的な形状、材料、数値、方向等は、本発明の理解を容易にするための例示
であって、用途、目的、仕様等にあわせて適宜変更することができる。また、以下におい
て複数の実施形態や変形例などが含まれる場合、それらの特徴部分を適宜に組み合わせて
用いることは当初から想定されている。
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【００１３】
　図１は、本発明の第１実施形態である回転摘みの回転構造を示すオーディオ装置の分解
斜視図であり、一部に回転摘みの背面側の構成も示している。
【００１４】
　オーディオ装置等の装置本体は、図１に示すように、前面パネル１２に固定され、前面
パネル１２から突出する回転軸１８に回転摘み１４が回転可能に取り付けられ、回転摘み
１４はその回転変位量によって、例えば、音量を調節する役割を有している。
【００１５】
　装置本体には、回転軸１８の周囲に形成された環状膨出部１３が設けられ、環状膨出部
１３と取付部材２４との間に環状シート２２が挟み込まれ、環状シート２２が装置本体に
固定される。
【００１６】
　環状シート２２は、例えば、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリイミド等の肉厚
の薄い可撓性を有する樹脂によって、平板状または皿状に形成されている。環状シート２
２は後述するように回転摘み１４に回転抵抗を付与する。
【００１７】
　取付部材２４は、図１に示すように、軸方向の一端に底を有するカップ状の樹脂部材で
あり、底の中心部に回転軸１８を挿通する挿通孔２４ａが形成されている。取付部材２４
は、他端側にフランジ部２４ｂが設けられており、このフランジ部２４ｂが環状シート２
２を介して装置本体の環状膨出部１３に当接されている。
【００１８】
　図２は、上述した取付部材２４および環状シート２２を装置本体に取り付けた状態を示
す斜視図である。取付部材２４は、環状膨出部１３との間に環状シート２２を挟み込んだ
状態で回転軸１８に挿通され、前面側から筒状カバー１９の雄ネジ１９ａにナット２８を
ねじ込んで固定されている。取付部材２４は、フランジ部２４ｂと環状膨出部１３との間
において図１に示す環状シート２２の半径方向における内側の固定部２２ａを挟み込んで
固定している。回転軸１８は、筒状カバー１９の中で回転摘み１４によって自由に回転可
能であるが、所定の回転抵抗が回転摘み１４および環状シート２２によって付与されてい
る。
【００１９】
　図３は回転摘みの回転構造の断面構成図である。同図を用いて回転構造の構造及び作用
について説明する。
　前面パネル１２の裏面側には、本実施形態におけるオーディオ装置である装置本体のケ
ース５０が固定されている。ケース５０の環状膨出部１３は、前面パネル１２の開口１２
ａから表側に露出し、またこの開口１２ａは回転摘み１４を前面パネル１２に埋め込む収
納室を形成している。回転摘み１４の内端は、前面パネル１２の開口１２ａから更にケー
ス５０の環状凹部５０ａに延在している。
　ケース５０から突出する回転軸１８の周囲には、ケース５０のカップ状受け５２が設け
られ、取付部材２４を受け入れることができる。
　回転軸１８の外周に配置された筒状カバー１９の雄ネジ１９ａには、ナット２８がねじ
こまれて固定され、取付部材２４をカップ状受け５２内にしっかりと固定するとともに、
前述したように、環状シート２２の固定部２２ａをケース５０の環状膨出部１３と取付部
材２４のフランジ部２４ｂとの間に挟み込み固定する。
【００２０】
　回転摘み１４は、図１に示すように、アルミニウム等の金属からなる外側筒状部１５と
、外側筒状部１５の内側に嵌め込まれた、例えばＡＢＳ樹脂からなる内側筒状部１６とか
ら形成されている。内側筒状部１６の中心には回転軸１８に回転摘み１４を固定する円柱
状の支柱部１６ａが形成されている。この支柱部１６ａは、軸方向に沿って２つに分割さ
れており、中心部に回転軸１８を挿通固定するために略Ｄ字状の固定孔１６ｂ（図１参照
）が設けられている。内側筒状部１６の背面側端面には、環状リブである摺動部１６ｃが
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形成されている。
【００２１】
　以下に環状シート２２によって回転摘み１４に回転抵抗を付与する機構について説明す
る。環状膨出部１３の端面には、本体側突起部２６が形成されている。この本体側突起部
２６は、環状シート２２が取付部材２４のフランジ部２４ｂとケース５０の環状膨出部１
３との間に挟み込み固定されるときに環状シート２２と当接して環状シート２２を回転摘
み１４の方へ反らせる機能を有している。本体側突起部２６は、図１に示すように環状膨
出部１３の前面に形成された環状リブである。本体側突起部２６は、環状シート２２の半
径方向における内側の固定部２２ａよりも外側で環状シート２２と当接するように形成さ
れている。
【００２２】
　図３に示すように、環状シート２２は半径方向における内側の固定部２２ａを環状膨出
部１３と取付部材２４との間に挟み込まれた状態で装置本体に取り付けられている。そし
て、環状シート２２は、固定部２２ａよりも径方向外側で本体側突起部２６に当接して回
転摘み１４の方へ反らされ、半径方向における本体側突起部２６の更に外側で内側筒状部
１６の摺動部１６ｃに当接する。これにより、回転摘み１４は、環状シート２２によって
装置本体と離れる方向へ付勢されている。また、摺動部１６ｃは、この付勢状態で環状シ
ート２２と摺動可能に形成されており、環状シート２２と摺動して回転摘み１４に回転抵
抗を付与している。
【００２３】
　第１実施形態に係る回転構造によれば、環状シート２２の付勢力によって回転摘み１４
のガタつきを抑制しつつ回転摘み１４に適度な回転抵抗を付与することができる。また、
環状シート２２が反った状態で回転摘み１４を装置本体と離れる方向へ付勢するため、環
状シート２２の反り具合によって回転摘み１４の寸法のバラツキを吸収できる。このため
、回転摘み１４の寸法のバラツキの影響も受け難くできる。
【００２４】
　次に、第２実施形態である回転摘みの回転構造について図４を用いて説明する。図４は
、回転摘みの回転構造の構成を示す断面図である。以下では、特に上記第１実施形態と構
成の異なる部分について詳細に説明するものとし、構成の共通する部分については同一の
符号を付して示すとともに適宜説明を省略する。
【００２５】
　回転構造は、図４に示すように、装置本体の方へ環状シート２２を反らせた状態で回転
摘み１４に回転抵抗を付与しつつガタつきを抑制する点で第１実施形態における回転構造
と相違し、環状シート２２と、取付部材３２とを備えている。
【００２６】
　取付部材３２は、取付部材２４とほぼ同一の構成を備え、環状膨出部１３に設けられた
突出部３６との間で環状シート２２の内側の固定部２２ａを挟み込んで装置本体に取り付
ける役割を有している。突出部３６は、環状膨出部１３の半径方向の内側端部に環状に設
けられている。
【００２７】
　回転構造は、回転摘み１４の内側筒状部１６の背面側端面に形成された環状リブである
摺動部３４を備えている。この摺動部３４は、第１実施形態における摺動部１６ｃよりも
突出幅が長くなるように形成されている。摺動部３４は、環状シート２２の固定部２２ａ
よりも半径方向における外側で環状シート２２と当接して装置本体の方へ環状シート２２
を反らせる役割を有している。
【００２８】
　第２実施形態に係る回転摘みの回転構造によれば、装置本体と取付部材３２との間に介
装された環状シート２２を装置本体の方へ反らせ、この環状シート２２によって回転摘み
１４を装置本体と離れる方向へ付勢させることができる。また、この付勢状態で回転摘み
１４の摺動部３４が環状シート２２と摺動して回転摘み１４に回転抵抗を付与することも
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できる。このため、環状シート２２の付勢力によって回転摘み１４のガタつきを抑制しつ
つ回転摘み１４に適度な回転抵抗を付与することができる。また、環状シート２２が反っ
た状態で回転摘み１４を装置本体と離れる方向へ付勢するため、環状シート２２の反り具
合によって回転摘み１４の寸法のバラツキを吸収できる。このため、回転摘み１４の寸法
のバラツキの影響も受け難くできる。
【００２９】
　なお、本発明に係る回転摘みの回転構造によれば、上述した実施形態およびその変形例
の構成に限定されるものではなく、本願の特許請求の範囲に記載された事項およびその均
等の範囲内で種々の改良や変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００３０】
　１６　内側筒状部、１６ｃ，３４　摺動部、２２　環状シート、２２ａ　固定部、２４
，３２　取付部材、２６　本体側突起部。

【図１】 【図２】
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