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(57)【要約】
【課題】主に各種電子機器の操作に用いられるリモコン
送信機に関し、簡易な操作で、機器の多様な遠隔操作が
可能なものを提供することを目的とする。
【解決手段】ケース１１上面に静電タッチパネル１２を
装着すると共に、この静電タッチパネル１２下面に複数
のスイッチ接点２２を配設し、制御手段２４が静電タッ
チパネル１２の接触操作に応じて移動信号を、スイッチ
接点２２の電気的接離に応じて押圧信号を各々送信する
ことによって、機器の表示画面３０に表示されたメニュ
ーの選択等を行う際、指を静電タッチパネル１２に触れ
たままで、表示画面３０を見ながらカーソル等の移動、
及びスイッチ接点２２の押圧操作が行えるため、機器の
多様な遠隔操作が可能なリモコン送信機を得ることがで
きる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケース上面に装着された静電タッチパネルと、この静電タッチパネル下面に配設された複
数のスイッチ接点と、送信手段からリモコン信号を送信する制御手段からなり、上記制御
手段が上記静電タッチパネルの接触操作に応じて移動信号を、上記スイッチ接点の電気的
接離に応じて押圧信号を各々送信するリモコン送信機。
【請求項２】
複数のスイッチ接点を静電タッチパネルの中央部、及び上下左右の位置に配設した請求項
１記載のリモコン送信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に各種電子機器の遠隔操作に用いられるリモコン送信機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビやビデオ、エアコン等の各種電子機器の高機能化が進むなか、これらを遠
隔操作するリモコン送信機においても、多様で確実な操作を行えるものが求められている
。
【０００３】
　このような従来のリモコン送信機について、図５を用いて説明する。
【０００４】
　図５は従来のリモコン送信機の斜視図であり、同図において、１は略箱状で絶縁樹脂製
のケースで、この上面には複数の押釦２や略円盤状の操作体３が、各々押圧及び傾倒操作
可能に装着されている。
【０００５】
　そして、このケース１内には、押釦２や操作体３の操作に応じて電気的接離を行う複数
のスイッチ接点（図示せず）や、発光ダイオード等の送信手段（図示せず）、スイッチ接
点の電気的接離に応じて送信手段からリモコン信号を送信するマイコン等の制御手段（図
示せず）が収納されて、リモコン送信機が構成されている。
【０００６】
　以上の構成において、リモコン送信機を操作する電子機器に向けて、指で所定の押釦２
を押圧操作すると、この下方のスイッチ接点の電気的接離が行われ、この電気的接離に応
じて制御手段が、送信手段から赤外線のリモコン信号を電子機器へ送信し、例えば、テレ
ビの電源の入／切や音量の増減等が遠隔操作によって行われる。
【０００７】
　また、機器の液晶表示素子等の表示画面に、例えば番組表等が表示された状態で、指で
操作体３の上端を上方向に傾倒操作すると、この下方のスイッチ接点の電気的接離が行わ
れ、制御手段が送信手段からリモコン信号を送信し、例えば表示画面に表示されたカーソ
ル等が上方向に移動する。
【０００８】
　あるいは、操作体３の下端を下方向や、左右端を左右方向に傾倒操作すると、これら下
方の各々のスイッチ接点の電気的接離が行われ、カーソル等が下方向や左右方向に移動し
て、番組の選択等が行われる。
【０００９】
　つまり、複数の押釦２の押圧操作によって、電源や音量といった機器の各機能の遠隔操
作を行うと共に、操作体３の傾倒操作によって、番組表等の表示画面に表示されたメニュ
ーの選択を、遠隔操作によって行うことができるように構成されているものであった。
【００１０】
　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が知
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られている。
【特許文献１】特開２００６－３３６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記従来のリモコン送信機においては、操作体３を上下左右に傾倒操作
して、機器の表示画面に表示されたメニューの選択等を行う際、操作を誤ってカーソル等
が移動しすぎてしまった場合、これらを逆の方向に移動するには、指を一旦操作体３から
離し操作体３の操作箇所を確認して、再び異なる方向に操作し直す必要があるため、操作
が煩雑で誤操作も起こし易いという課題があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、簡易な操作で、機器の多様な
遠隔操作が可能なリモコン送信機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】
【００１３】
　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。
【００１４】
　本発明の請求項１に記載の発明は、ケース上面に静電タッチパネルを装着すると共に、
この静電タッチパネル下面に複数のスイッチ接点を配設し、制御手段が静電タッチパネル
の接触操作に応じて移動信号を、スイッチ接点の電気的接離に応じて押圧信号を各々送信
するようにしてリモコン送信機を構成したものであり、機器の表示画面に表示されたメニ
ューの選択等を行う際、指を静電タッチパネルに触れたままで、表示画面を見ながらカー
ソル等の移動、及びスイッチ接点の押圧操作が行えるため、簡易な操作で、機器の多様な
遠隔操作が可能なリモコン送信機を得ることができるという作用を有する。
【００１５】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、複数のスイッチ接点を静電タ
ッチパネルの中央部、及び上下左右の位置に配設したものであり、良好な操作感触で、確
実なスイッチ接点の押圧操作を行うことができるという作用を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように本発明によれば、簡易な操作で、機器の多様な遠隔操作が可能なリモコン
送信機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】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図４を用いて説明する。
【００１８】
　なお、これらの図面のうち断面図や分解斜視図は、構成を判り易くするために厚さ方向
の寸法を拡大して表している。
【００１９】
　（実施の形態）
　図１は本発明の一実施の形態によるリモコン送信機の断面図、図２は同斜視図であり、
同図において、１１は略箱状でポリスチレンやＡＢＳ等の絶縁樹脂製のケース、１２は静
電タッチパネルで、ケース１１上面の開口孔に静電タッチパネル１２が装着されている。
【００２０】
　そして、この静電タッチパネル１２は、図１や図３の分解斜視図に示すように、ポリエ
ーテルサルホンやポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート等のフィルム状の上基
板１３と下基板１４が重ねられて形成されると共に、上基板１３と下基板１４の上面には
、略方形で銀やカーボン等の導電部１５Ａと１６Ａが帯状に連結された、複数の上導電層
１５と下導電層１６が、各々直交方向に配列されて形成されている。
【００２１】
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　さらに、これらの上導電層１５と下導電層１６の端部には、銀やカーボン等の電極部１
５Ｂや１６Ｂが設けられると共に、複数の導電部１５Ａと空隙部１６Ｃ、導電部１６Ａと
空隙部１５Ｃが各々交互に重なり、上下に位置するように上基板１３と下基板１４が積重
され、これらとカバーシート１７がアクリルやゴム等の接着層（図示せず）等によって貼
り合わされて、静電タッチパネル１２が構成されている。
【００２２】
　そして、１８は紙フェノールやガラス入りエポキシ等の配線基板で、上下面には銅箔等
によって複数の配線パターン（図示せず）が形成されると共に、静電タッチパネル１２下
方の配線基板１８上面には、銅やカーボン等によって略円形状の中央固定接点１９Ａと、
これを囲む略馬蹄形状の外側固定接点１９Ｂから形成された複数の固定接点１９が設けら
れている。
【００２３】
　また、２０はフィルム状でポリエチレンテレフタレートやポリカーボネート、ポリウレ
タン等のベースシート、２１は略ドーム状で銅合金や鋼等の導電金属薄板製の可動接点で
、複数の可動接点２１がベースシート２０下面に貼付されると共に、各々の可動接点２１
の外周が外側固定接点１９Ｂ上に載置され、下面中央が中央固定接点１９Ａと所定の間隙
を空けて対向するようにして、ベースシート２０が配線基板１８上面に貼付されている。
【００２４】
　そして、可動接点２１中央上方のベースシート２０上面には、ポリエステルやエポキシ
等の突起部２０Ａが形成されると共に、この複数の突起部２０Ａ上面が静電タッチパネル
１２下面に当接している。
【００２５】
　さらに、これら複数の固定接点１９と可動接点２１が、図１や図２に示すように、静電
タッチパネル１２下方の中央部及び上下左右の位置に配設され、これによって静電タッチ
パネル１２下面の中央部及び上下左右に、五つのスイッチ接点２２が形成されている。
【００２６】
　また、配線基板１８には、発光ダイオード等の電子部品によってリモコン信号を送信す
る送信手段２３や、マイコン等の制御手段２４が形成されると共に、ケース１１上面には
複数の押釦２５が押圧あるいは揺動操作可能に装着され、これらの押釦２５下方にはスイ
ッチ接点２２と同様の、押釦２５の操作に応じて電気的接離を行う複数のスイッチ接点（
図示せず）が設けられている。
【００２７】
　さらに、これらのスイッチ接点や送信手段２３、五つの固定接点１９、静電タッチパネ
ル１２の電極部１５Ｂや１６Ｂが、配線パターンを介して制御手段２４や電池電源（図示
せず）に接続されると共に、ケース１１下面をカバー２６が覆って、リモコン送信機が構
成されている。
【００２８】
　そして、このようなリモコン送信機と、テレビ等の電子機器に内蔵され、リモコン送信
機からのリモコン信号を受信して機器の様々な操作を行うリモコン受信機が組合わされて
、送受信装置が形成される。
【００２９】
　以上の構成において、リモコン送信機をテレビ等の操作する電子機器に向けて、指で所
定の押釦２５を押圧あるいは揺動操作すると、この下方のスイッチ接点の電気的接離が行
われ、この電気的接離に応じて制御手段２４が、送信手段２３から赤外線のリモコン信号
を電子機器へ送信し、これをリモコン受信機が受信して、例えば、テレビの電源の入／切
や音量の増減等が行われる。
【００３０】
　また、機器の液晶表示素子等の表示画面３０に、例えば図４（ａ）の平面図に示すよう
な、番組表等が表示された状態で、指や専用ペン等で静電タッチパネル１２上面に触れる
と、この接触操作された箇所近傍の、電極部１５Ｂと１６Ｂから順次電圧が印加された上
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導電層１５と下導電層１６の静電容量が変化して、制御手段２４がこの接触した箇所を検
出する。
【００３１】
　そして、静電タッチパネル１２上面に触れたままで、指をなぞるように、例えば上方へ
移動すると、制御手段２４が上記と同様にこの指の接触箇所の変化を検出し、この接触操
作に応じた移動信号を送信手段２３から、赤外線のリモコン信号として電子機器へ送信し
、表示画面３０に表示されたカーソル３１が上方へ移動する。
【００３２】
　さらに、選択したい番組メニュー上にカーソル３１が移動した状態で、例えば指を静電
タッチパネル１２上方に触れたままで、この箇所を押圧操作すると、静電タッチパネル１
２が撓み、この下面の突起部２０Ａがベースシート２０を介して可動接点２１を押圧し、
可動接点２１が弾性変形して下面中央が中央固定接点１９Ａに接触し、可動接点２１を介
して中央固定接点１９Ａと外側固定接点１９Ｂの電気的接離が行われる。
【００３３】
　そして、この静電タッチパネル１２下面上方のスイッチ接点２２の電気的接離を制御手
段２４が検出し、送信手段２３から押圧信号を機器へ送信することによって、選択した番
組メニューが確定する。
【００３４】
　また、図４（ｂ）に示すような、表示画面３０に番組紹介等が表示された状態で、静電
タッチパネル１２上面に触れた指を、例えば右方へ移動した場合にも、上記と同様に制御
手段２４が、この接触操作に応じた移動信号を送信手段２３から機器へ送信し、表示画面
３０に表示されたポインタ３２が右方へ移動する。
【００３５】
　そして、ポインタ３２を移動した後、指を静電タッチパネル１２右方に触れたままで押
圧操作すると、この下面右方のスイッチ接点２２の電気的接離が行われ、これを制御手段
２４が検出して送信手段２３から、上方のスイッチ接点２２を押圧した場合と同一の押圧
信号を機器へ送信することによって、選択したメニューが確定する。
【００３６】
　なお、以上のようなメニューの選択時等に、操作を誤ってカーソル３１やポインタ３２
を上方あるいは右方へ移動させすぎてしまった場合にも、指を静電タッチパネル１２から
一旦離す必要はなく、そのまま指を逆方向の下方あるいは左方へ移動させることによって
、容易にメニューの選択のし直し等を行うことができる。
【００３７】
　つまり、ケース１１上面に装着された静電タッチパネル１２に指を触れ、この指を上下
左右に移動して接触操作することで、制御手段２４が移動信号を送信してカーソル３１や
ポインタ３２の移動が行われ、そのまま指で静電タッチパネル１２を押圧操作することで
、押圧信号が送信されて機器の表示画面３０に表示されたメニューの確定が行われるよう
になっている。
【００３８】
　すなわち、機器の表示画面３０に表示されたメニューの選択等を行う際、指の操作位置
を確認する必要はなく、指を静電タッチパネル１２に触れたままで、表示画面３０を見な
がらカーソル３１やポインタ３２の移動や、メニューの確定を行うことによって、簡易な
操作で、機器の多様な遠隔操作が可能なように構成されている。
【００３９】
　さらに、複数のスイッチ接点２２を静電タッチパネル１２の中央部、及び上下左右の位
置に配設することによって、良好な操作感触で、確実なスイッチ接点の押圧操作を行うこ
とができるようになっている。
【００４０】
　つまり、スイッチ接点２２を静電タッチパネル１２の中央部にのみ、あるいは中央部と
上下位置にのみ配設しても本発明の実施は可能であるが、静電タッチパネル１２下面の中
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央部及び上下左右に、五つのスイッチ接点２２を設けることによって、静電タッチパネル
１２のどの箇所を押圧操作しても、バランスのとれた良好な操作感触が得られると共に、
中央部や上下左右の中間部等のスイッチ接点２２から外れた箇所を押圧操作した場合にも
、制御手段２４が同一の押圧信号を送信することによって、確実な遠隔操作が行えるよう
になっている。
【００４１】
　なお、以上の説明では、静電タッチパネル１２のどの箇所を押圧操作しても、制御手段
２４が同一の押圧信号を送信し、選択したメニューの確定が行われる構成について説明し
たが、制御手段２４が五つのスイッチ接点２２の押圧操作を各々検出して、この操作箇所
に応じて異なる押圧信号を送信し、例えばカーソル３１やポインタ３２を上下左右方向へ
速く移動させる等、様々な遠隔操作を行うことも可能である。
【００４２】
　このように本実施の形態によれば、ケース１１上面に静電タッチパネル１２を装着する
と共に、この静電タッチパネル１２下面に複数のスイッチ接点２２を配設し、制御手段２
４が静電タッチパネル１２の接触操作に応じて移動信号を、スイッチ接点２２の電気的接
離に応じて押圧信号を各々送信することによって、機器の表示画面３０に表示されたメニ
ューの選択等を行う際、指を静電タッチパネル１２に触れたままで、表示画面３０を見な
がらカーソル等の移動、及びスイッチ接点２２の押圧操作が行えるため、簡易な操作で、
機器の多様な遠隔操作が可能なリモコン送信機を得ることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明によるリモコン送信機は、簡易な操作で、機器の多様な遠隔操作が可能なものが
得られ、主に各種電子機器の操作用として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施の形態によるリモコン送信機の断面図
【図２】同斜視図
【図３】同静電タッチパネルの分解斜視図
【図４】同表示画面の平面図
【図５】従来のリモコン送信機の斜視図
【符号の説明】
【００４５】
　１１　ケース
　１２　静電タッチパネル
　１３　上基板
　１４　下基板
　１５　上導電層
　１５Ａ、１６Ａ　導電部
　１５Ｂ、１６Ｂ　電極部
　１５Ｃ、１６Ｃ　空隙部
　１６　下導電層
　１７　カバーシート
　１８　配線基板
　１９　固定接点
　１９Ａ　中央固定接点
　１９Ｂ　外側固定接点
　２０　ベースシート
　２０Ａ　突起部
　２１　可動接点
　２２　スイッチ接点
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　２３　送信手段
　２４　制御手段
　２５　押釦
　２６　カバー
　３０　表示画面
　３１　カーソル
　３２　ポインタ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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