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(57)【要約】
【課題】複数のモードから特定のモードを選択して決定
するモード切替え用摘みユニットにおいて、製品毎に変
更を要する部分だけを別個に製作することで、開発に要
する手間や時間を短縮し、金型作成費を含む製造コスト
を低減可能とする。
【解決手段】構造が同じな摘み体１１と、各摘みユニッ
トに応じて構造が異なるモード割出し体４とが別個に製
作され、両者が連結部材であるビス６によって連結され
る。モード割出し体４については製品毎に別個に製作す
る必要があるが、摘み体１１については共通化可能であ
り製品毎に別個に製作する必要がない。摘み体１１を手
動で回転操作するとき、ビス６を介してモード割出し体
４も回転する。モード割出し体４は、モードの切替えに
応じて停止位置が選択可能であり、モード割出し体４に
係合する係合保持部材である板バネ３がその位置でモー
ド割出し体４を保持する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手動で回転操作可能な摘み体、当該摘み体と別個に形成されるとともに前記摘み体の奥
端に配置され且つモードの切替えに応じて停止位置が選択可能なモード割出し体、前記摘
み体と前記モード割出し体とを連結する連結部材、及び前記モード割出し体に係合して選
択された停止位置で前記モード割出し体を保持する係合保持部材を備えていることから成
るモード切替え用摘みユニット。
【請求項２】
　前記摘み体は、前記奥端に形成されており且つ前記連結部材による前記モード割出し体
との連結状態において前記モード割出し体を覆う目隠し用の鍔部を備えていることから成
る請求項１に記載のモード切替え用摘みユニット。
【請求項３】
　前記モード割出し体は、前記摘みユニットを回転させるエンコーダーと嵌合可能な円柱
リブを備えていることから成る請求項１又は２に記載のモード切替え用摘みユニット。
【請求項４】
　前記摘み体はその少なくとも一部が操作パネルの外側に露出する態様で適用され、前記
モード割出し体は前記操作パネルの内側に配置される態様で適用されていることから成る
請求項１～３のいずれか１項に記載のモード切替え用摘みユニット。
【請求項５】
　前記係合保持部材は前記操作パネルに取り付けられた板バネであり、前記板バネに形成
された突起が前記モード割出し体において前記モードに対応して形成されている複数の凹
部の一つに当該板バネの弾性力によってクリック感を以て係合可能であることから成る請
求項１～４のいずれか１項に記載のモード切替え用摘みユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば電子レンジやオーブントースタ等の所謂、家電製品に備わる複数の
使用モードの中から特定のモードを選択するために、家電製品の操作パネルに設けられる
モード切替え用摘みユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家電製品等においては、複数の使用モードが備わっているものがある。例えば、
電子レンジ等の加熱調理器においては、調理物及び調理手法に応じて複数の調理モードが
用意されている。ユーザーがモード切替え操作を簡単に行うことができるように、加熱調
理器本体の前面にモード切替え用の摘みを備えるものが多い。モード切替え用の摘みは、
回転操作することによって切り替えられるように構成されているのが一般的である。
【０００３】
　摘みは、摘み部品の外周部にモード切り替え部に止まるような複数の溝が設けてある一
体成形構造となっている。摘みの溝にかみ合う突起を設けた板バネを摘みの上記外周部に
押し当てた状態で、操作パネルに取付け適度なテンションが摘みに付与されている。摘み
を回転させるときに、摘みの溝の一つが板バネの突起部に噛み合う個所で、摘みはクリッ
ク感を以て停止され、その停止位置に応じてモード切り替えが行われている。
【０００４】
　電子レンジの外箱の前面に設けられた操作パネルに対する手動操作つまみの一例として
、操作パネルの前面に手動操作つまみを、通常の使用時において簡単には離脱しないよう
に組付け配置し、操作パネルの裏面側にタイマ等の機器を組み付け易くし、手動操作つま
みの補修交換時には工具により手動操作つまみを取外し易くすることが提案されている（
特許文献１参照）。即ち、手動操作つまみは、その連結軸が操作パネルの挿通孔に通され
て、操作パネルの裏面側から抜止めリングを連結軸に外嵌させることで、離脱し難く組み
付けられる。タイマ等の機器は、操作パネルの裏面に連結軸を取り囲むように形成された
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保持壁に配置することで、連結軸に対応して位置決めされ、ねじ等で固定される。保持壁
には切欠き開口が形成されており、この開口を通して挿入した工具で抜止めリングを連結
軸から外すことで、手動操作つまみは容易に操作パネルの前面側から取り外すことができ
る。
【特許文献１】実全昭６２－１９５０７号公報（第４頁、図１）
【０００５】
　しかしながら、従来のモード切替え用の摘みにおいては、外観となる摘み体とモード切
替え用の溝が、一体的に樹脂成形された単一製品である摘み自身に設けられている。その
ため、摘み体の外観形状が同じであっても切替えモードの数が変わる度に、摘みとしては
その全体を別個のものとして新たに設計し製造し直さなければならない。その結果、摘み
の製作には、開発に手間及び日程がかかる、金型作成費がかかりコスト高となる、といっ
た問題がある。また、摘みとそれによって回転されるエンコーダーとを嵌合させるため、
摘みに円柱のリブを設けているが、このリブの影響で、摘みの表面にヒケが発生し完成度
を低下させ、また表面のデザイン形状の制約にもなっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、加熱調理器等の家電製品に設定される複数のモードから特定のモードを選択し
て決定するモード切替え用に用いられる摘みユニットにおいて、製品毎に変更を要する部
分とそれ以外の部分とを区別して製作し、その他の部分の構造を共通化する点で解決すべ
き課題がある。
【０００７】
　この発明の目的は、複数のモードから特定のモードを選択して決定するモード切替え用
に用いられる摘みにおいて、製品毎に変更を要する部分だけを別個に製作しその他の部分
の構造を共通化することで、開発に要する手間や時間を短縮し、金型作成費を含む製造コ
ストを低減可能とするモード切替え用摘みユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、この発明によるモード切替え用摘みユニットは、手動で回
転操作可能な摘み体、当該摘み体と別個に形成されるとともに前記摘み体の奥端に配置さ
れ且つモードの切替えに応じて停止位置が選択可能なモード割出し体、前記摘み体と前記
モード割出し体とを連結する連結部材、及び前記モード割出し体に係合して選択された停
止位置で、前記モード割出し体を保持する係合保持部材を備えていることから成っている
。
【０００９】
　このモード切り替え用摘みユニットによれば、どの摘みユニットとしても構造が同じな
摘み体と、各摘みユニットに応じて構造が異なるモード割出し体とが別個に製作され、両
者が連結部材によって連結される。したがって、製品毎に変更を要する部分であるモード
割出し体については、製品毎に別個に製作する必要があるが、構造が同じ摘み体について
は共通化可能であり製品毎に別個に製作する必要がない。摘みユニットの動作としては、
摘み体を手動で回転操作するとき、連結部材を介してモード割出し体も回転する。モード
割出し体は、モードの切替えに応じて停止位置が選択可能であり、モード割出し体に係合
する係合保持部材がその位置でモード割出し体を保持することで、特定のモードが選択さ
れて決定される。
【００１０】
　このモード切り替え用摘みユニットにおいて、前記摘み体は、前記奥端に形成されてお
り且つ前記連結部材による前記モード割出し体との連結状態において前記モード割出し体
を覆う目隠し用の鍔部を備えることができる。摘み体にその奥端に備わる目隠し用の鍔部
はモード割出し体を覆うので、モード割出し体は外側から目視することができなくなり、
外側から見たときのモード切替え用摘みユニットには簡素で清潔感を醸し出すことができ
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る。
【００１１】
　このモード切替え用摘みユニットにおいて、前記モード割出し体は、前記摘みユニット
を回転させるエンコーダーと嵌合可能な円柱リブを備えることができる。エンコーダーを
モード割出し体に設けられている円柱リブに嵌合させることで、モード割出し体の回転量
をエンコーダーによって正確に知ることができる。その回転量に対応して、複数のモード
から選択された特定のモードが決定される。
【００１２】
　このモード切替え用摘みユニットにおいて、前記摘み体はその少なくとも一部が操作パ
ネルの外側に露出する態様で適用され、前記モード割出し体は前記操作パネルの内側に配
置される態様で適用可能である。モード切替え用摘みユニットの摘み体は、操作パネルに
対して少なくとも一部が外側に配置されるので、製品のラインナップ時には共通化された
摘み体が外観として現れ、製品間での統一感が与えられる。製品毎のモードの切替えは、
操作パネルの内側に配置されるモード割出し体において、外側に表れることなく対応可能
である。
【００１３】
　このモード切替え用摘みユニットにおいて、前記係合保持部材は前記操作パネルに取り
付けられた板バネであり、前記板バネに形成された突起が前記モード割出し体において前
記モードに対応して形成されている複数の凹部の一つに当該板バネの弾性力によってクリ
ック感を以て係合可能である。モード割出し体にはモードの数に対応して複数の凹部が形
成されており、摘み体の回転操作によってモード割出し体が回転されるとき、操作パネル
に取り付けられた板バネに形成された突起が当該板バネの弾性力によって凹部の一つにク
リック感を以て係合する。モード割出し体には、製品機器に応じて、モードの切替えに対
応して違った個数の凹部を形成可能である。また、操作パネルに取り付けられた板バネに
は、単一の突起を形成することができるので、板バネについては共通化可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明は、上記のように構成されているので、摘み体の外観が同一で切り替えモード
の数のみ異なる場合には、摘み体については基本の１個のみ製作し、モード切替え用の割
出し体の構造部品のみ、その種類分を製作するだけで済む。即ち、製品機器毎に、ユニッ
ト全部を新たに作り直す必要がなく、必要なモード割出し体のみを新たに製作し直すだけ
でよく、モード切替え用摘みユニットを、その設計・開発を含む製造の面で低コストで提
供することができる。特に、樹脂成形で製作する際の金型については、サイズを小型化し
複雑さについても格段に簡素化し、金型作成の数をも低減可能である。
　また、摘み体に鍔部を設ける場合には、モード切り替え部の構造部品の外観が鍔部によ
って目視できないため、材料に色付けする必要がなくなり、安価な材料で製作可能となる
ので、材料費を削減することができる。
　更に、摘み体の外観側にリブを成形しなくてよいので、外観のヒケが発生しないなど外
観の完成度が向上し、また摘み体の表面のデザイン形状の自由度も図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付した図面に基づいて、この発明によるモード切替え用摘みユニットの実施例
を説明する。図１はこの発明によるモード切替え用摘みユニットが適用された操作パネル
の正面図、図２は図１に示す操作パネルに適用されるモード切替え用摘みユニットの要部
を示す図であって、（ａ）は側面断面図、（ｂ）は裏面図である。
【００１６】
　図１に示す操作パネル１は、例えば、家電製品としての電子レンジの操作パネルであり
、最上部が液晶等による表示窓５０とその摘み５１、次段がピザ調理用に特化したピザ切
替え用設定部５２とその摘み５３、次段が発明によるモード切替え用摘みユニット（以下
、「摘みユニット」と略す）２、最下段がタイマ等の設定部５４や停止スイッチ５５等で
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ある。摘みユニット２は、操作パネル１の正面から見てダイヤル摘みの形状をした摘み体
１１を備えており、手動にてダイヤルを摘むようにして摘み体１１を回動操作することが
できる。
【００１７】
　図示の摘みユニット２に関しては、上半分の１８０度に角度範囲に渡って、６個のモー
ド表示１２が等角度間隔に離れた位置に描かれている。これらのモード表示１２は、調理
物や調理方法に応じて予め用意・設定されているモードである。摘み体１１には、現在の
選択モードを示すためのマーク１３が形成されている。摘みユニット２は、詳細を後述す
るように、マーク１３が各モードを表示する位置で位置決めされるので、ユーザーは、摘
みユニット２の操作をしつつ選択したモードを確認することができる。
【００１８】
　図２に示すように、摘みユニット２の摘み体１１は、外形が円柱状をした樹脂成形品で
あり、操作パネル１の外側に大部分が露出する態様で適用されている。摘み体１１の奥側
と内部とは、必要な部分以外は開口又は空洞となっている。摘み体１１は、操作パネル１
に形成された嵌合孔１７に嵌まり込んでいる。摘み体１１の中央に円柱リブ１３が形成さ
れており、円柱リブ１３には、操作パネル１に設けられた制御基板５に取り付けられたエ
ンコーダー１８が嵌まり込んでいる。エンコーダー１８は、摘み体１１を回したときのそ
の回動量を計測し、その回転量に対応した信号を図示しない制御部に出力する。制御部は
、その信号に基づいて、ユーザーが複数のモードのうちから選択した特定モードを定め、
その特定モードに基づいて製品機器のモード制御を行うことができる。
【００１９】
　摘みユニット２は、また、摘み体１１とは別個に形成されたモード割出し体４を備えて
いる。モード割出し体４は平坦なディスク状の部品であって、操作パネル１の内側に配置
されて摘み体１１の裏側に対して同心状に適用されている。モード割出し体４は、連結部
材である複数のビス６によって摘み体１１に連結される。モード割出し体４は、中央にエ
ンコーダー１８の外形よりも大きな中央孔１９が形成されており、それゆえエンコーダー
１８とは干渉しない。一方、モード割出し体４の外周部２０の側面部分には、所定個所に
、操作パネル１側に向かう第１突起２１と制御基板５側に突出する第２突起２２が形成さ
れている。第１突起２１は操作パネル１の表板の裏面に当接し、第２突起２２は制御基板
５側に当接している。
【００２０】
　摘み体１１を回動操作すると、エンコーダー１８によって中心を支持された状態で回動
し、このとき摘み体１１は操作パネル１の嵌合孔１７にも緩く嵌合しているので、操作パ
ネル１とは干渉しない。モード割出し体４は、操作パネル１の表板の裏面と制御基板５と
に挟まれてその幅方向に規制された状態で、摘み体１１とともに回動する。したがって、
ビス６でモード割出し体４と連結された摘み体１１は、モード割出し体４が操作パネル１
と制御基板５とで規制されていることにより、外側への抜け出しが阻止されている。
【００２１】
　モード割出し体４の外周部２０の周面には、操作パネル１に描かれたモード表示１２の
位置にそれぞれ対応して、複数の凹部２３が形成されている。実施例では、操作パネル１
に描かれたモード表示１２の更に外側に各１個の余剰凹部２４が形成されている。これら
の余剰凹部２４は、特別な機能のないダミーの凹部である。
【００２２】
　モード割出し体４の凹部２３に係合してモード割出し体４をその係合状態に保持する係
合保持部材として板バネ３が、操作パネル１に設けられている。即ち、操作パネル１の裏
面側において、モード割出し体４の近傍に設けられた係止部２５，２５に、板バネ３の端
部２６，２６がそれぞれ係止されている。板バネ３の中央部分には突起２７が形成されて
いる。端部２６，２６が係止部２５，２５に係止されている反作用として、突起２７はモ
ード割出し体４の凹部２３に弾性力を以て係合可能である。したがって、摘み体１１を回
動させたときに、摘み体１１がモード表示１２に対してその選択位置に到来した毎に、突
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起２７が凹部２３内に嵌まり込み、ユーザーに対してクリック感を生じさせることができ
る。なお、突起と凹部をモード割出し体４と板バネ３で逆に設けることも可能である。
【００２３】
　摘み体１１を回転操作して、摘み体１１上のマーク１２が操作パネル１の表示１２のう
ちの一つに対応した位置に到来するとき、板バネ３の突起２７がモード割出し体４の対応
する凹部２３に係合する。したがって、摘みユニット２は、ユーザーが選択したモードの
切替えに応じて、その停止位置が定められる。板バネ３の突起２７がモード割出し体４の
凹部２３に係合しているときには、モード割出し体４の盲動、ひいては摘みユニット２の
盲動が規制される。
【００２４】
　図３は本発明によるモード切り替え摘みユニットの別の実施形態の要部を示す図であり
、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図である。図３に示す例は、摘み体１１
に目隠し用の鍔部を備える点以外、図１及び図２に示す実施形態と差異はないので、同等
の部品や部位には同じ符号を付すことで再度の詳細な説明についてはこれを省略する。
【００２５】
　操作パネル１の嵌合孔１７に緩く嵌まる摘み体１１の外側には、環状の隙間３３が生じ
やすい。摘み体１１は外観部材であるので、表面にはつや出し等の処理が行われるが、モ
ード割出し体４は基本的には操作パネル１の内側に配置される部材であるので、材料や表
面処理等の外観性は考慮されていない。したがって、嵌合孔１７の周縁と摘み体１１の外
側との間に生じる環状の隙間３３から、摘み体１１の奥端３１に連結されたモード割出し
体４が見えることがある。図３に示す摘みユニット３０では、摘み体１１は、その奥端３
１においてモード割出し体４を部分的に覆う目隠し用の鍔部３２を備えている。鍔部３２
は、隙間３３に対応する幅を有していれば充分である。鍔部３２の存在によって、隙間３
３を通してモード割出し体４を外側から目視することができなくなるので、外側から見た
ときの摘みユニット３０は簡素で清潔感を出すことができる。なお、鍔部３２は、ビス６
でモード割出し体４を摘み体１１に連結するときにモード割出し体４のための支え面を提
供しているので、摘み体１１との連結を一層安定・且つ強固にすることができる。
【００２６】
　図４は本発明によるモード切り替え摘みユニットの他の実施形態の要部を示す図であり
、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｃ）は背面図である。図４に示す
例は、摘み体１１とこれに連結されるモード割出し体４との相互関係の点以外、図１及び
図２に示す実施形態と差異はないので、同等の部品や部位には同じ符号を付すことで再度
の詳細な説明についてはこれを省略する。
【００２７】
　図４に示す摘みユニット４０では、摘み体４１は、外観を与える底付き円筒形に構成さ
れており、図１～図３に示した摘み体１１の円柱リブ１３のような内部構造を持たない。
逆に、モード割出し体４４は、円筒頭部４５を備え、その内部に摘み体１１が持っていた
内部構造、即ち、エンコーダー１９が嵌合する円柱リブ４３を備えている。こうした構造
によって、摘み体４１は外観性のみを備えていればよい構造となり、モード割出し体４４
との役割分担が更に進められている。また、摘み体４１の内部４２にモード割出し体４４
の円筒頭部４５が嵌まり込んで連結されているので、摘み体４１とモード割出し体４４と
をより一体性を以て連結することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明によるモード切替え用摘みユニットが適用される操作パネルの一例を示す
操作パネル組品の正面図。
【図２】本発明によるモード切り替え摘みユニットの一実施形態の要部を示す図。
【図３】本発明によるモード切り替え摘みユニットの別の実施形態の要部を示す図。
【図４】本発明によるモード切り替え摘みユニットの他の実施形態の要部を示す図。
【符号の説明】
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【００２９】
　１　操作パネル　　　　　　　　　　　　２　モード切り替え摘みユニット
　３　板バネ（係合保持部材）
　４　モード割出し体　　　　　　　　　　５　制御基板
　６　ビス（連結部材）
１１　摘み体　　　　　　　　　　　　　１２　マーク
１３　円柱リブ
１６　モード表示　　　　　　　　　　　１７　操作パネル１の嵌合孔
１８　エンコーダー　　　　　　　　　　１９　中央孔
２０　外周部　　　　　　　　　　　　　２１　第１突起
２２　第２突起　　　　　　　　　　　　２３　凹部
２４　余剰凹部　　　　　　　　　　　　２５　係止部
２６　端部　　　　　　　　　　　　　　２７　突起
３０　摘みユニット　　　　　　　　　　３１　奥端
３２　鍔部　　　　　　　　　　　　　　３３　隙間
４０　摘みユニット　　　　　　　　　　４１　摘み体
４２　内部　　　　　　　　　　　　　　４３　円柱リブ
４４　モード割出し体　　　　　　　　　４５　円筒頭部
５０　表示窓　　　　　　　　　　　　　５１　表示部の摘み
５２　ピザ切替え用設定部　　　　　　　５３　ピザ切替え用設定部の摘み
５４　タイマ等の設定部　　　　　　　　５５　停止スイッチ
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