
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 底面の中心部に押圧部品部用の第一固定接点を、その
外周部分に回動部品部用の第二固定接点を有する上面開放のケースと、上記第一固定接点
の上方に配されて上記第一固定接点と共に押圧部品部を構成する押圧形可動接点と、回動
可能に支持され フランジ部下面に上記第二固定接点と係合

回動形可動接点

可動接点体と、

駆動体
と、

操作体と、上記ケース上面の開放部を覆う平板部の中央に上記可動接点体の筒状部
を回動可能に保持する軸受部を有するカバー
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上方が開口した凹部を有し、その

、上記凹部内に配された して上
記第二固定接点と共に回動部品部を構成する が固定されると共に、そのフ
ランジ部の中央位置に上方に突出した筒状部を有し、その筒状部の第一中央貫通孔が上下
に貫通する形状に形成されている 上端位置が開口する上方開口部を中央位
置に備えて、上記押圧形可動接点を下端で押圧可能なように、上記可動接点体の第一中央
貫通孔内に上記可動接点体と共回りはするが独立して上下動可能に挿通保持された

操作部位としてなる円板部分の中央下面に設けられた下方凸部が上記駆動体の上方開
口部内に圧入されて上記駆動体と連動可能に一体化され、その円板部分の上面外周位置に
指先操作用の凹凸部が、またその下面外周部にリング状のスカート部がそれぞれ設けられ
ている

とを備え、上記操作体の円板部分の上面範囲
内において上記指先操作用の凹凸部が設けられていない上面中央位置を押し下げると、上
記操作体と上記駆動体が一体となって上記可動接点体に対して下方に移動し上記駆動体の
下端で上記押圧部品部が作動され、また上記上面範囲内において上記指先操作用の凹凸部
を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体



押圧・回動操作型電子部品。
【請求項２】
　

押圧・回動操作型電子部品。
【請求項３】
　 底面の中心部に押圧部品部用の第一固定接点を、その
外周部分に回動部品部用の第二固定接点を有する上面開放のケースと、上記第一固定接点
の上方に配されて上記第一固定接点と共に押圧部品部を構成する押圧形可動接点と、回動
可能に支持され フランジ部下面に上記第二固定接点と係合

回動形可動接点

可動接点体と、

操作体と、
操作体の 内に

上下動可能に挿通保持 駆動体と、上記ケース上面
の開放部を覆う平板部の中央に上記可動接点体の筒状部を回動可能に保持する軸受部を有
するカバー

押圧・回動操作型電子部品。
【請求項４】
　

通信端末機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主として各種電子機器に搭載され、一つの操作つまみを回動および押圧操作す
ることによって各々所定の出力信号を得ることができる押圧・回動操作型電子部品および
これを用いた通信端末機器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、各種電子機器の小形化および高機能化が進展し、特に携帯式の通信端末機器におい
て、一つの操作つまみを回動および押圧操作することにより所定の操作を行うことができ
るものが増え、このような機能を備えた押圧・回動操作型電子部品に対する要望が高まっ
ている。
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を回動させると、上記操作体が上記操作箇所側に向けて少し傾き上記スカート部の当該操
作箇所に応じた下端が上記カバーの平板部上を当接摺動しつつ上記操作体と上記駆動体と
が一体で回動し、その駆動体の回動に応じて上記可動接点体が回動されて上記回動部品部
が作動される構成とされたことを特徴とする

駆動体の上方開口部の上部を大径に、また操作体の下方凸部の下部を小径に形成して両
者を結合させたものとし、上記操作体の指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方
から指で押しながら上記凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体を回動させる際、上記操作体
が一定の角度で傾き易くなる構成とされた請求項１記載の

上方が開口した凹部を有し、その

、上記凹部内に配された して上
記第二固定接点と共に回動部品部を構成する が固定されると共に、そのフ
ランジ部の中央位置に上方に突出した筒状部を有し、その筒状部の第二中央貫通孔が上下
に貫通する形状に形成されている 操作部位としてなる円板部分の中央下面
に設けられた下方凸部が上記可動接点体の上記第二中央貫通孔内に挿入されて上記可動接
点体と連動可能に係合されて一体化され、上記下方凸部には第三中央貫通孔が設けられて
おり、その第三中央貫通孔は上記円板部分を含めて上下に貫通しており、さらに上記第三
中央貫通孔を除く上記円板部分の上面外周位置に指先操作用の凹凸部が、またその下面外
周部にリング状のスカート部がそれぞれ設けられている 上記操作体とは独立し
て上記押圧形可動接点を下端で押圧可能なように、上記 第三中央貫通孔 上方
へは抜けないが下方に動くように された

とを備え、上記操作体の上記第三中央貫通孔を含む円板部分の上面範囲内にお
いて上記指先操作用の凹凸部が設けられていない上記第三中央貫通孔内に配された上記駆
動体を押し下げると、上記駆動体が上記操作体および上記可動接点体とは独立して下方に
移動し上記駆動体の下端で上記押圧部品部が作動され、また上記上面範囲内において上記
指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記凹凸部に指を引
っ掛けて上記操作体を回動させると、上記操作体が上記操作箇所側に向けて少し傾き上記
スカート部の当該操作箇所に応じた下端が上記カバーの平板部上を当接摺動しつつ、上記
操作体と上記可動接点体が一体で回動されて上記回動部品部が作動される構成とされたこ
とを特徴とする

請求項１または３記載の押圧・回動操作型電子部品の操作体の円板部分に対し上方から
の回動操作が可能なように、その操作体の円板部分の上面外周部分が、機器の本体部の一
つの表面から露出されて搭載された



【０００３】
上記要望に対して本出願人は、特開平９－７４６２号公報のプッシュスイッチ付き回転操
作型電子部品を提案しており、以下にその内容をプッシュスイッチ付き回動操作型エンコ
ーダを例として図１１～図１７を用いて説明する。
【０００４】
このプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダは、図１１の上面図および図１２、図１３
の断面図に示すように、三本の弾性接点脚１（１Ａ，１Ｂ，１Ｃ）を備えた成形樹脂製の
取付基板２に設けた側方の円形孔２Ａに、断面円形の支持用突部３Ａが挿通されて揺動運
動可能に支持された駆動板３の円柱状の支柱３Ｂに、弾性接点脚１と弾接する放射状接点
板４を備えた可動接点体５が回動可能に係合保持され、上記弾性接点脚１と放射状接点板
４とによって回動型エンコーダ部６（以下、エンコーダ部６と表わす）が構成されている
。
【０００５】
そして、可動接点体５が回動可能に係合された支柱部３Ｂの上方には、弾性金属薄板製の
ばね体７および座金８が装着されて支柱部３Ｂの先端部をかしめ固定されると共に、その
上方を覆うように円板状の操作つまみ９が可動接点体５と共回り可能に装着され、通常状
態においては可動接点体５上面に設けた放射状凹凸部５Ａ（図１４の斜視図参照）の凹部
にばね体７の弾性ダボ７Ａが嵌まり込むことによって、可動接点体５つまり円板状の操作
つまみ９は停止している。
【０００６】
そして、三本の弾性接点脚１Ａ，１Ｂ，１Ｃが弾接する放射状接点板４は、図１１に示す
ように、中心円形接点部４Ａから等角度で直線状接点部４Ｂが放射状に延ばされて接点部
分と絶縁部４Ｃが交互に配された形で、弾性接点脚１Ａが中心円形接点部４Ａに弾接して
コモン接点となり、弾性接点脚１Ｂおよび１Ｃが外側の直線状接点部４Ｂおよび絶縁部４
Ｃに少し角度位置をずらせて弾接することにより、コモン接点の弾性接点脚１Ａとの間で
位相差を有するパルス信号を発生させるものであり、上記通常状態においては、弾性接点
脚１Ｂおよび１Ｃは絶縁部４Ｃに停止してエンコーダ部６の出力信号はＯＦＦとなってい
る。
【０００７】
一方、取付基板２端部の押し止め壁１０を有する窪み１１（図１５の取付基板の外観斜視
図参照）には、プッシュスイッチ部１２（以下スイッチ部１２と表わす）が配設され、通
常状態においては取付基板２上のピン状突起１３に位置決めされたねじりコイルばね１４
により水平方向に押されて、駆動板３に設けたスイッチ押圧部３Ｃはスイッチ部１２から
離れる方向に付勢されている。
【０００８】
従来のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダは以上のように構成されるものであるが
、通信端末機器に搭載される場合は図１６に示すように、取付基板２の下面の脚部２Ｂお
よびエンコーダ部６の弾性接点脚１と連結した端子１５、スイッチ部１２の端子１６が、
機器のプリント配線基板１７の取付孔１８および１９，２０に挿入および半田付けして接
続され、可動接点体５に装着された円板状の操作つまみ９がスイッチ部１２の側とは反対
側の通信端末機器の外装ケース２１の隙間から外部に突出するように搭載されるものであ
る。
【０００９】
次に、上記構成のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの動作について説明すると、
まず円板状の操作つまみ９の外装ケース２１からの突出部分９Ａに、図１１に矢印で示す
ように接線方向の力を加えて回動操作すると、可動接点体５は駆動板３の支柱３Ｂを中心
として回動し、取付基板２の弾性接点脚１Ａ，１Ｂ，１Ｃが可動接点体５下面の放射状接
点板４上を摺動することにより電気信号を生成し、この信号が弾性接点脚１と一体の端子
１５から外部に導出されて通信端末機器のプリント配線基板１７の回路に伝達され、また
、図１７に示すように、操作つまみ９の突出部分９Ａに、取付基板２上のねじりコイルば
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ね１４の付勢力に抗してつまみの中心方向（矢印Ｈ１方向）への押し力を加えると、取付
基板２の円形孔２Ａを中心として駆動板３すなわち可動接点体５全体が矢印Ｈ２方向に揺
動して、駆動板３のスイッチ押圧部３Ｃがスイッチ部１２の操作ボタン１２Ａを押し、ス
イッチ部１２を作動させてプリント配線基板１７の所定の回路間を電気的に接続し、操作
つまみ９に加えていた押し力を除くと、取付基板２上のねじりコイルばね１４の復元力に
よって駆動板３が押し戻されてスイッチ部１２がＯＦＦ状態である図１１の状態に戻るも
のであった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の構成のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ（押圧・回動操
作型電子部品）は、取付基板２の一方の面上にエンコーダ部６とスイッチ部１２を別々に
並列的に配設しているため、厚さ寸法を薄くすることはできるが投影面積が大きくなり、
通信端末機器の小型化に伴ってこれを装着するためのスペースを確保することが難しくな
ると共に、通信端末機器に搭載して回動操作を行う際には、図１７に示す矢印Ｈ１方向す
なわち押圧操作方向にも少し力が加わるため、誤操作の可能性もあり、またその操作は機
器の側面から突出した操作つまみ９の突出部分９Ａを決められた側の手の親指で操作する
ものとなり、通信端末機器を反対側の手で持つ人には使い難いという課題もあった。
【００１１】
　本発明はこのような従来の課題を解決するものであり、投影面積が小さく、しかも

誤操
作が少なく 使い易い押圧・回動操作型電子部品およびこれを用いた通信端末機器を提供
する ものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の押圧・回動操作型電子部品は、ケース

の底部中央に押圧部品部を、その周囲に回動部品部を構成すると共に、

ものである。
【００１３】
　これにより、押圧部品部と回動部品部を少ない投影面積で併設することができ、しかも
回動および押圧操作時に、

誤操作が少なくて使い易い押圧・回動操作型電子部品および
これを用いた通信端末機器を提供できる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、 底面の中心部に押
圧部品部用の第一固定接点を、その外周部分に回動部品部用の第二固定接点を有する上面
開放のケースと、上記第一固定接点の上方に配されて上記第一固定接点と共に押圧部品部
を構成する押圧形可動接点と、回動可能に支持され フランジ部下
面に上記第二固定接点と係合 回動形可
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一つ
の操作つまみの円板部分における上面範囲内に対し、その上面側の異なる上面位置に上面
側からの所定操作で回動部品部または押圧部品部をそれぞれ作動させることができる

て
ことを目的とする

に形成され
た凹部 それらを作
動させるために駆動体と円板部分が操作部位としてなる操作体とを備えさせ、かつその操
作体として、上記円板部分の上面外周位置に指先操作用の凹凸部が、またその下面外周部
にリング状のスカート部が設けられたものを用いた構成として、その操作体への回動操作
としては、上記操作体の円板部分の上面範囲内において上記操作体の指先操作用の凹凸部
を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体
を上記操作箇所側に向けて少し傾かせて上記スカート部の当該操作箇所に応じた下端を上
記ケースの凹部上を覆うカバーの平板部上に当接摺動させつつ回動させて上記回動部品部
を作動させ、また、押圧操作としては、上記上面範囲内において上記操作体の指先操作用
の凹凸部が設けられていない上面中央領域に押し下げ力を加えて押圧部品部が作動される
ものとして構成する

一つの操作体の円板部分における上面範囲内に対し、その上面
側の異なる上面位置に上面側から所定操作を行って回動部品部または押圧部品部をそれぞ
れ作動させることができる、

上方が開口した凹部を有し、その

、上記凹部内に配された
して上記第二固定接点と共に回動部品部を構成する



動接点
可動接点体と、

駆動体と、

操作体と、上記ケース上面の開放部を覆う平板
部の中央に上記可動接点体の筒状部を回動可能に保持する軸受部を有するカバー

押圧・回
動操作型電子部品としたものであり、回動部品部の中央に押圧部品部を組込んでいるため
、少ない投影面積でコンパクトに構成でき、しかも

回動操作して回動部品部を、

操作体の中央部分を押し下げることによって操作体に連結された駆動体を介
して押圧部品部を作動させることができる誤操作の少ない押圧・回動操作型電子部品を実
現できるという作用を有する。
【００１５】
　

【００１６】
　請求項３に記載の発明は、 底面の中心部に押圧部品部
用の第一固定接点を、その外周部分に回動部品部用の第二固定接点を有する上面開放のケ
ースと、上記第一固定接点の上方に配されて上記第一固定接点と共に押圧部品部を構成す
る押圧形可動接点と、回動可能に支持され フランジ部下面に上記
第二固定接点と係合 回動形可動接点

可動接点体と、

操作体
と、 操作体
の 内に 上下動可能に挿通保持
駆動体と、上記ケース上面の開放部を覆う平板部の中央に上記可動接点体の筒状部を回動
可能に保持する軸受部を有するカバー
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が固定されると共に、そのフランジ部の中央位置に上方に突出した筒状部を有し、
その筒状部の第一中央貫通孔が上下に貫通する形状に形成されている 上端
位置が開口する上方開口部を中央位置に備えて、上記押圧形可動接点を下端で押圧可能な
ように、上記可動接点体の第一中央貫通孔内に上記可動接点体と共回りはするが独立して
上下動可能に挿通保持された 操作部位としてなる円板部分の中央下面に設けら
れた下方凸部が上記駆動体の上方開口部内に圧入されて上記駆動体と連動可能に一体化さ
れ、その円板部分の上面外周位置に指先操作用の凹凸部が、またその下面外周部にリング
状のスカート部がそれぞれ設けられている

とを備え
、上記操作体の円板部分の上面範囲内において上記指先操作用の凹凸部が設けられていな
い上面中央位置を押し下げると、上記操作体と上記駆動体が一体となって上記可動接点体
に対して下方に移動し上記駆動体の下端で上記押圧部品部が作動され、また上記上面範囲
内において上記指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記
凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体を回動させると、上記操作体が上記操作箇所側に向け
て少し傾き上記スカート部の当該操作箇所に応じた下端が上記カバーの平板部上を当接摺
動しつつ上記操作体と上記駆動体とが一体で回動し、その駆動体の回動に応じて上記可動
接点体が回動されて上記回動部品部が作動される構成とされたことを特徴とする

一つの操作体の円板部分における上面
範囲内に対し、指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記
凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体を また、上記上面範囲内
において上記操作体の指先操作用の凹凸部が設けられていない上面中央領域に押し下げ力
を加えて上記

請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、駆動体の上方開口部の上部を
大径に、また操作体の下方凸部の下部を小径に形成して両者を結合させたものとし、上記
操作体の指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記凹凸部
に指を引っ掛けて上記操作体を回動させる際、上記操作体が一定の角度で傾き易くなる構
成とされたものであり、操作体への上方からの回動操作時に操作体が一定の角度で傾き易
くなるため、上方から操作体の上面外周部を下方に押し付けて回動操作する際の操作性に
優れるものにできるという作用を有する。

上方が開口した凹部を有し、その

、上記凹部内に配された
して上記第二固定接点と共に回動部品部を構成する が

固定されると共に、そのフランジ部の中央位置に上方に突出した筒状部を有し、その筒状
部の第二中央貫通孔が上下に貫通する形状に形成されている 操作部位とし
てなる円板部分の中央下面に設けられた下方凸部が上記可動接点体の上記第二中央貫通孔
内に挿入されて上記可動接点体と連動可能に係合されて一体化され、上記下方凸部には第
三中央貫通孔が設けられており、その第三中央貫通孔は上記円板部分を含めて上下に貫通
しており、さらに上記第三中央貫通孔を除く上記円板部分の上面外周位置に指先操作用の
凹凸部が、またその下面外周部にリング状のスカート部がそれぞれ設けられている

上記操作体とは独立して上記押圧形可動接点を下端で押圧可能なように、上記
第三中央貫通孔 上方へは抜けないが下方に動くように された

とを備え、上記操作体の上記第三中央貫通孔を含む



押圧・回動操作型電子部品としたものであり、
回動部品部の中央に押圧部品部を組み込んでいるため、少ない投影面積でコンパクトに構
成でき、しかも

回動操作して回動部品部を、

操作体の中央部分に露出している 操作体とは別部材で構成された駆動体を押し下げる
ことによって押圧部品部を作動させることができるため、誤操作の少ない押圧・回動操作
型電子部品を実現できるという作用を有する。
【００１９】
　

通信端末機器としたもので
あり、

【００２３】
以下、本発明の実施の形態による押圧・回動操作型電子部品およびこれを用いた通信端末
機器について、従来の技術の場合と同様にプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダを例
として以下に説明する。
【００２４】
なお、従来の技術の項と同様の部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００２５】
（実施の形態１）
図１は本発明の第１の実施の形態による押圧・回動操作型電子部品であるプッシュスイッ
チ付回動操作型エンコーダの断面図であり、同図に示すように、３０は絶縁樹脂製の上方
開口のケースで、凹部の内底面の中心部に押圧部品部用の第一固定接点であるプッシュス
イッチ部用の固定接点３１を構成する中央および周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂ、この
外周部分に回動部品部用の第二固定接点である回動型エンコーダ部用の金属薄板製の弾性
接点３２がインサート成形によって固定されていると共に、弾性接点３２と係合する回動
形可動接点である放射状接点板４をフランジ部３３Ａ下面に固定した可動接点体３３の筒
状部３３Ｂは、ケース３０の開口部を上面が平坦な平板部３４Ａで覆うように装着された
カバー３４の軸受部３４Ｂで回動可能に保持されており、この弾性接点３２と放射状接点
板４により回動部品部である回動型エンコーダ部３５（以下、エンコーダ部３５と表わす
）が構成されている。
【００２６】
　そして、ケース３０の周辺固定接点３１Ｂ上には押圧形可動接点であるドーム状の可動
接点３６が配され、中央および周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂとドーム状の可動接点３
６により押圧部品部であるプッシュスイッチ部３７（以下スイッチ部３７と表わす）が構
成されており、この可動接点３６の上方にはスイッチ部３７を作動させるための駆動体３
８が、その下端部３８Ｂを可動接点３６の中央に合うように可動接点体３３の筒状部３３
Ｂ中央に設けた 非円形の中央貫通孔部３３Ｃ内に、可動接点体
３３と共回りするが独立して上下動するように少し隙間を空けて挿通保持されると共に、
駆動体３８の上方開口部３８Ａには操作体である円板状の操作つまみ３９の連結部である
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円板部分の上面範囲内において上記指先操作用の凹凸部が設けられていない上記第三中央
貫通孔内に配された上記駆動体を押し下げると、上記駆動体が上記操作体および上記可動
接点体とは独立して下方に移動し上記駆動体の下端で上記押圧部品部が作動され、また上
記上面範囲内において上記指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押し
ながら上記凹凸部に指を引っ掛けて上記操作体を回動させると、上記操作体が上記操作箇
所側に向けて少し傾き上記スカート部の当該操作箇所に応じた下端が上記カバーの平板部
上を当接摺動しつつ、上記操作体と上記可動接点体が一体で回動されて上記回動部品部が
作動される構成とされたことを特徴とする

一つの操作体の第三中央貫通孔を含む円板部分における上面範囲内に対し
、指先操作用の凹凸部を設けた上面外周位置を上方から指で押しながら上記凹凸部に指を
引っ掛けて上記操作体を また、上記上面範囲内において上記
操作体の指先操作用の凹凸部が設けられていない上面中央領域に押し下げ力を加えて上記

上記

請求項４に記載の発明は、請求項１または３記載の押圧・回動操作型電子部品の操作体
の円板部分に対し上方からの回動操作が可能なように、その操作体の円板部分の上面外周
部分が、機器の本体部の一つの表面から露出されて搭載された

露出している操作体の上面外周部を下方に押しながら操作体を回動させて回動部品
部が作動できる小形・軽量の通信端末機器を実現できるという作用を有する。

第一中央貫通孔としてなる



下方凸部３９Ａが圧入されることにより、駆動体３８と操作つまみ３９は連動可能に結合
されている。
【００２７】
そして、円板状の操作つまみ３９には、下面外周部にリング状のスカート部３９Ｂがカバ
ー３４の平板部３４Ａと少しの隙間を空けて設けられ、また上面外周部には放射状凹凸部
３９Ｃが設けられている（図２の外観斜視図参照）。
【００２８】
上記構成のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの動作は、操作つまみ３９の外周を
持つ等して回動操作すると、操作つまみ３９と駆動体３８と可動接点体３３が一体となっ
て回動し、可動接点体３３に固着された放射状接点板４上をケース３０に固定された弾性
接点３２が弾接摺動することによってエンコーダ部３５は回動操作量に応じたパルス信号
を生成する。
【００２９】
一方、操作つまみ３９上面の放射状凹凸部３９Ｃのない中央部分を垂直下方に押圧操作す
ると、図３の断面図に示すように、操作つまみ３９と駆動体３８は一体となって可動接点
体３３とは独立して下方に移動し、駆動体３８の下端部３８Ｂによるドーム状の可動接点
３６への押圧力が所定の力よりも大きくなると、可動接点３６は反転動作してケース３０
の中央および周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂの間を電気的に導通させ、操作つまみ３９
への押圧力を除くと、可動接点３６はその弾性復元力により元の形状に戻って中央および
周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂの間を電気的に切断すると共に、操作つまみ３９と駆動
体３８を上方に押し上げて図１に示す状態に戻るものである。
【００３０】
また、このプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダは円板状の操作つまみ３９の上面外
周部を指先等で下方に押しながら回動操作することも可能であり、この場合には、操作つ
まみ３９の上面外周に設けた放射状凹凸部３９Ｃに指先等を引っ掛けて空回りさせること
なく回動操作することができると共に、この回動操作時に操作つまみ３９の上面外周部を
下方に強く押すと、図４の断面図に示すように、操作つまみ３９は上記押圧箇所に対応す
るスカート部３９Ｂの下端面とカバー３４の平板部３４Ａ上面との隙間の分だけしか傾く
ことはなく、この状態つまりスカート部３９Ｂの下端面をカバー３４の平板部３４Ａ上に
摺動させながら操作つまみ３９を回動操作することとなるために、安定したスムーズな回
動操作性を実現できるものである。
【００３１】
なお上記のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダは、可動接点体３３のフランジ部３
３Ａ上面に節度用凹凸部３３Ｄを有すると共に、節度用凹凸部３３Ｄに弾接する節度発生
用のばね体４０がカバー３４の裏面側に装着されており、回動操作の際には節度用凹凸部
３３Ｄ上をばね体４０のダボ部４０Ａが弾接して節度感を発生させることができることは
従来の技術の場合と同じである。
【００３２】
このように、本実施の形態によるプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ（押圧・回動
操作型電子部品）は、リング状に構成されたエンコーダ部３５（回動部品部）の中央にス
イッチ部３７（押圧部品部）を配したコンパクトな構成としたため、投影面積を小さく構
成することができると共に、一つの円板状の操作つまみ３９の上面外周部分を回動操作す
ることにより回動部品部を、また操作つまみ３９の上面中央部分を垂直に押し下げること
により押圧部品部を作動させることができるものである。
【００３３】
なお、図５の断面図に示すように、駆動体３８の上方開口部３８Ａの上部を大径に、また
円板状の操作つまみ３９の下方凸部３９Ａを下部を小径に形成して結合、すなわち両者の
圧入結合部分の上下に所定の隙間を設けるようにして結合させた構成とすると、操作つま
み３９を一定の角度で傾き易くすることができ、上方から操作つまみ３９の上面外周部を
下方に押し付けて回動操作する際の操作性の優れたものを容易に実現できる。
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【００３４】
　（実施の形態２）
　図６は本実施の形態によるプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの断面図で、同図
に示すように、上方開口のケース３０の内底面の中心部にスイッチ部３７用の固定接点３
１を構成する中央および周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂを、その外周部分にエンコーダ
部３５用の弾性接点３２を備え、固定接点３１とその上方に配されたドーム状の可動接点
３６とによりスイッチ部３７が構成されると共に、フランジ部３３Ａの下面に放射状接点
板４が固定された可動接点体３３の筒状部３３Ｂが回動可能にカバー３４の軸受部３４Ｂ
で回動可能に保持され、弾性接点３２と放射状接点板４とにより回動部品部であるエンコ
ーダ部３５が構成されていることは実施の形態１によるものと同じであるが、可動接点体
３３の 非円形の中央貫通孔部３３Ｃには、リング状の操作つま
み４１の連結部である下方凸部４１Ａが連動可能に係合されると共に、この下方凸部４１
Ａの 円形の中央貫通孔４１Ｂにスイッチ部３７を作動させるた
めの円形棒状の駆動体４２が少し隙間を空けて、上方へは抜けないが下方へ動くように下
端部４２Ａを可動接点３６の中央に合わせて、かつ上端部４２Ｂを操作つまみ４１の上面
から少し突出させて装着されている点が異なっている。
【００３５】
そして、リング状の操作つまみ４１の上下面にはそれぞれ放射状凹凸部４１Ｃ、スカート
部４１Ｄが設けられていること、および可動接点体３３のフランジ部３３Ａ上面に設けた
節度用凹凸部３３Ｄにカバー３４の裏面側に装着された節度発生用のばね体４０のダボ部
４０Ａが弾接していることも実施の形態１の場合と同様である。
【００３６】
上記構成のプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの動作は、操作体であるリング状の
操作つまみ４１を回動操作すると、操作つまみ４１と可動接点体３３が一体となって回動
し、放射状接点板４上をケース３０に固定された弾性接点３２が弾接摺動することにより
回動操作量に応じた電気信号を生成し、また操作つまみ４１の上面中央に突出している駆
動体４２の上端部４２Ｂを押し下げると、図７の断面図に示すように、操作つまみ４１は
動かず駆動体４２の下端部４２Ａが可動接点３６に押圧力を加えて反転させ、中央および
周辺固定接点３１Ａおよび３１Ｂの間を電気的に接続すなわち導通状態にし、上記駆動体
４２への押圧力を除くと可動接点３６が元の形状に復元して固定接点３１間を電気的に切
断すると共に、駆動体４２を元の位置まで押し上げて図６に示す状態に戻るものである。
【００３７】
なお、リング状の操作つまみ４１上面の放射状凹凸部４１Ｃを指先等で引っ掛けて下方に
押しながら操作する際には、操作つまみ４１が少し傾いて上記押圧箇所に対応するスカー
ト部４１Ｄの下端面がカバー３４の平板部３４Ａ上面に当接摺動しつつ回動させることが
できて良好な回動操作性を実現できることは実施の形態１の場合と同じであり、この操作
時には駆動体４２も操作つまみ４１と共に傾いて回転する。
【００３８】
このように本実施の形態によるプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダは、一つのリン
グ状の操作つまみ４１の投影面積の中で操作つまみ４１と駆動体４２という異なる操作部
材を設け、操作つまみ４１を回動操作してエンコーダ部３５を、駆動体４２を押圧操作し
てスイッチ部３７を作動させる構成であるため、両者の誤操作を確実に低減させることが
できるものである。
【００３９】
なお、上記のように駆動体４２の上端部４２Ｂを操作つまみ４１の上面よりも少し突出さ
せると、指先で操作する場合等に操作し易いものになることは言うまでもないが、駆動体
４２の上端部４２Ｂを操作つまみ４１の上面よりも少し低くなるように構成し、操作つま
み４１の中央貫通孔４１Ｂ内に位置する駆動体４２の上端部４２Ｂを別部材を介して押圧
操作するようにしても良いことは勿論である。
【００４０】
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第二中央貫通孔としてなる

第三中央貫通孔としてなる



（実施の形態３）
本実施の形態による通信端末機器は、図８の外観斜視図に示すように、本体部４４の上面
に、各種操作を行うための操作部４５および所定の項目またはメニュー等を表示させるこ
とができる表示部４６を有すると共に、両者の間の中央位置に上記実施の形態１による押
圧・回動操作型電子部品（プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ）を、操作体である
操作つまみ３９の上面を全て露出させた状態で搭載しているものである。
【００４１】
この通信端末機器は、操作部４５等で所定の操作を行って表示部４６に所定の項目または
メニュー等を表示させた後、上記プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの操作つまみ
３９の上面外周を下方に押しながら回動操作し、これにより得られるエンコーダ部３５か
らの出力信号を用いて文字情報や電話番号等の複数のデータが記憶された記憶部（図示せ
ず）から所定のデータを表示部４６に順次表示させる検索機能と、表示されたデータまた
は項目の希望するものが検索できた時に、上記プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ
の操作つまみ３９の上面中央部分を垂直下方に押圧操作し、これにより得られるスイッチ
部３７の出力信号を用いて上記希望するものを決定する決定機能とを有する選択決定部（
図示せず）を備えているものである。
【００４２】
つまり、本実施の形態による通信端末機器によると、プッシュスイッチ付回動操作型エン
コーダの回動操作または押圧操作時のそれぞれの出力信号をデータ検索または決定機能に
割り当てているため、一つの操作つまみ３９の回動および押圧操作のみで必要な情報をス
ムーズに検索および確定することができると共に、本プッシュスイッチ付回動操作型エン
コーダは回動操作の際に操作つまみ３９の上面外周部を下方に押しながら操作可能なもの
であるため、操作つまみ３９すなわちプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダを本体部
４４の中央部分に搭載することができ、このような構成とすることによって右利きおよび
左利きに拘わらず左右どちらの手でも操作し易いものを実現することができるものである
。
【００４３】
そして、この操作つまみ３９の上面外周部には放射状凹凸部３９Ｃが設けられているため
、実施の形態１にも詳述したように、回動操作性に優れ、かつ回動操作と押圧操作時の誤
操作が少ないものである。
【００４４】
なお、上記に記載したものは、プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダのスイッチ部３
７の出力信号を決定機能用として用いたものを説明したが、それを実行信号として活用し
ても良いことは言うまでもない。
【００４５】
さらに、上記構成においてはプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ（押圧・回動操作
型電子部品）として上記実施の形態１によるものを搭載した場合について説明したが、上
記実施の形態２によるものを搭載した場合でも同様の作用効果を期待でき、更にこの構成
とすると、別部材で構成された操作つまみ４１および駆動体４２を、それぞれ回動および
押圧操作時に操作することとなるため、両者間の誤操作をさらに低減化させることができ
るものが得られることは勿論である。
【００４６】
(実施の形態４）
本実施の形態による通信端末機器は、図９の外観斜視図に示すように、本体部４７の上面
部４７Ａに、各種操作を行うための操作部４８および所定の項目またはメニュー等を表示
させることができる表示部４９を有すると共に、実施の形態２で説明した押圧・回動操作
型電子部品（プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ）を、駆動体４２の上端部４２Ｂ
および操作つまみ４１の外周端部５０が、本体部４７の上面部４７Ａおよびこれと隣接す
る側面部４７Ｂからそれぞれ突出するように搭載していると共に、上記プッシュスイッチ
付回動操作型エンコーダの回動および押圧操作時の出力信号をそれぞれデータ検索および
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決定機能（または実行機能）に割り当てているものであり、その他の部分は実施の形態３
によるものと同じであるために説明を省略する。
【００４７】
本実施の形態による通信端末機器の動作について簡単に説明すると、上記側面部４７Ｂか
ら突出した操作つまみ４１の外周端部５０に接線方向の力を加えて回動操作してデータ検
索を行うと共に、希望するデータが表示部４９に表示された時に本体部４７の上面部４７
Ａから突出した駆動体４２の上端部４２Ｂを押し下げて希望するデータを決定または実行
させることができるようになっている。
【００４８】
このように投影面積の小さい一つのプッシュスイッチ付回動操作型エンコーダを搭載する
のみで、本体部４７の隣接する二つの面のそれぞれに操作部分を設けることができて、そ
れぞれを回動および押圧操作用の操作部分として使用できるために、回動および押圧操作
時の誤操作が少なく小形で軽量なものを容易に実現できるものである。
【００４９】
なお、上記には駆動体４２の上端部４２Ｂを本体部４７の上面部４７Ａから突出させ、こ
れを直接操作するものを例として説明したが、これを別の部材を介して駆動体４２を押圧
操作できるように構成しても良いし、また実施の形態１によるものを搭載して別の部材で
押圧操作可能に構成しても良く、さらに上記押圧・回動操作型電子部品を配する本体部４
７の隣接する二つの面はいずれの面に限定されるものではないことは言うまでもない。
【００５０】
（実施の形態５）
本実施の形態による通信端末機器は、図１０の外観斜視図に示すように、上記実施の形態
１による押圧・回動操作型電子部品（プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダ）を、本
体部５１の上面部５１Ａおよびそれと隣接する側面部５１Ｂに対して、操作体である操作
つまみ３９の上面全てを露出させ、かつ操作つまみ３９の外周端部５２を突出させた状態
で搭載すると共に、上記プッシュスイッチ付回動操作型エンコーダの回動操作または押圧
操作時の出力信号をそれぞれデータ検索または決定機能（実行機能）に割り当てているも
のであり、その他の部分は実施の形態３によるものと同様であるために説明を省略する。
【００５１】
本実施の形態による通信端末機器の操作時には、上記側面部５１Ｂから突出した操作つま
み３９の外周端部５２に接線方向の力を加えるか、または上方から操作つまみ３９の上面
外周部分を押し付けて回動操作してデータ検索を行うと共に、操作つまみ３９の上面の中
央部分を押し下げ操作して希望するデータを決定または実行できるものであり、回動操作
方法を異なる二つの方法で操作できるようにしたため、操作者の好みに応じて使い分ける
ことができるものである。
【００５２】
なお、実施の形態２によるものを同様に搭載した場合にも、同様の効果を期待できること
は勿論である。
【００５３】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、

誤操作し難い押圧・回動操
作型電子部品を投影面積を小さく構成でき、これを搭載した通信端末機器は、良好な操作
性を備えると共に、小形・軽量なものを容易に実現できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による押圧・回動操作型電子部品であるプッシュスイ
ッチ付回動操作型エンコーダの断面図
【図２】同外観斜視図
【図３】同押圧状態を示す断面図
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回動および押圧操作時に、一つの操作体の円板部分にお
ける上面範囲内に対し、その上面側の異なる上面位置に上面側から所定操作を行って回動
部品部または押圧部品部をそれぞれ作動させることができる、



【図４】同操作つまみの上面外周部を下方に押し付けて回動操作する状態を示す図
【図５】同駆動体と操作つまみの連結部分に所定の隙間を設けたものの回動操作する状態
を示す図
【図６】本発明の第２の実施の形態による押圧・回動操作型電子部品であるプッシュスイ
ッチ付回動操作型エンコーダの断面図
【図７】同押圧状態を示す断面図
【図８】本発明の第３の実施の形態による通信端末機器の外観斜視図
【図９】本発明の第４の実施の形態による通信端末機器の外観斜視図
【図１０】本発明の第５の実施の形態による通信端末機器の外観斜視図
【図１１】従来の押圧・回動操作型電子部品であるプッシュスイッチ付回動操作型エンコ
ーダの上面図
【図１２】同断面図
【図１３】同断面図
【図１４】同要部である可動接点体とばね体の外観斜視図
【図１５】同要部である取付基板の外観斜視図
【図１６】同電子部品を通信端末機器に搭載した状態を示す図
【図１７】同押圧状態を説明する図
【符号の説明】
４　放射状接点板
３０　ケース
３１　固定接点
３１Ａ　中央固定接点
３１Ｂ　周辺固定接点
３２　弾性接点
３３　可動接点体
３３Ａ　フランジ部
３３Ｂ　筒状部
３３Ｃ　中央貫通孔部
３３Ｄ　節度用凹凸部
３４　カバー
３４Ａ　平板部
３４Ｂ　軸受部
３５　回動型エンコーダ部
３６　可動接点
３７　プッシュスイッチ部
３８，４２　駆動体
３８Ａ　上方開口部
３８Ｂ，４２Ａ　下端部
３９　円板状の操作つまみ
３９Ａ，４１Ａ　下方凸部
３９Ｂ，４１Ｄ　スカート部
３９Ｃ，４１Ｃ　放射状凹凸部
４０　ばね体
４０Ａ　ダボ部
４１　リング状の操作つまみ
４１Ｂ　中央貫通孔
４２Ｂ　上端部
４４，４７，５１　本体部
４５，４８　操作部
４６，４９　表示部
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４７Ａ，５１Ａ　上面部
４７Ｂ，５１Ｂ　側面部
５０，５２　外周端部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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