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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電容量型の発光型スイッチであって、
　発光型スイッチ素子と制御部からなり、
　前記発光型スイッチ素子は、透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一
方の面に配置された加飾層と、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、
前記導光板の側面に配置された点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探
針法による表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パター
ンが電極部及び前記電極部に接続された導線部を有する反射層を含み、
　前記制御部は、前記導線部を経由して前記電極部に接続され、前記電極部の静電容量変
化に応じて外部負荷体用回路を切り替えるものである静電容量型の発光型スイッチ。
【請求項２】
　静電容量型の発光型スイッチの構成部分として使用される発光型スイッチ素子であって
、
　透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一方の面に配置された加飾層と
、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、前記導光板の側面に配置され
た点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探針法による表面抵抗値が１Ω
／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パターンが電極部及び前記電極部に
接続された導線部を有する反射層とを備えたことを特徴とする発光型スイッチ素子。
【請求項３】
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　前記導光板の背面に前記反射層が一体形成された請求項２に記載の発光型スイッチ素子
。
【請求項４】
　静電容量型の発光型スイッチの構成部分として使用される発光型スイッチ素子であって
、
　透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一方の面に配置された加飾層と
、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、前記導光板の側面に配置され
た点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探針法による表面抵抗値が１Ω
／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パターンが電極部を有する反射層と
、前記反射層の前記電極部に接続された導線とを備えたことを特徴とする発光型スイッチ
素子。
【請求項５】
　前記導光板の背面に前記反射層及び前記導線が一体形成された請求項４に記載の発光型
スイッチ素子。
【請求項６】
　前記反射層の形成パターンが、さらに非通電部を有する請求項２又は４いずれかに記載
の発光型スイッチ素子。
【請求項７】
　前記金属膜の材料が、銀、銅、アルミニウム、金、ニッケル、ステンレス鋼のうちのい
ずれかである請求項２又は４いずれかに記載の発光型スイッチ素子。
【請求項８】
　前記金属膜の前面が、誘電体からなる増反射膜で被覆されている請求項２又は４いずれ
かに記載の発光型スイッチ素子。
【請求項９】
　前記反射層の形成パターンが、前記電極部を２以上有する請求項２又は４いずれかに記
載の発光型スイッチ素子。
【請求項１０】
　前記導光板が２以上配置され、前記反射層の形成パターンが２種以上存在する請求項２
又は４いずれかに記載の発光型スイッチ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電容量型の発光型スイッチおよびこれに用いる発光型スイッチ素子に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、特許文献１に開示されるような静電容量方式の入力装置が知られており、オ
ーディオ、テレビ、洗濯機のフロントパネル部などに用いられる静電容量方式の発光型ス
イッチにも利用されている。すなわち、図１５に示すように、透光性材料からなるパネル
２と、パネル２の少なくとも一方の面に配置された加飾層３と、パネル２の背面に配置さ
れ透明導電膜からなる透明電極１０１と、最背面に配置された発光体１０３とを備えた発
光型スイッチ素子１５１である。発光体１０３には、通常、導光板４の側面に点光源５又
は線光源が配置され、前記導光板４の背面に反射層１００が配置されたエッジライト型面
光源が用いられる（図１５及び図１６参照）。
　上記従来の発光型スイッチ素子１５１は、透明電極１０１が、制御部（図示しない）に
接続されて、従来の静電容量型の発光型スイッチとなる。
【０００３】
　この構成の静電容量型の発光型スイッチは、最表面を指で触れる、あるいは指を近づけ
ると、透明電極１０１の静電容量に変化が生じ、この変化が制御部によって検知され、制
御部で外部負荷体用回路の切り替えが行われる。
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　また、発光型スイッチ素子のパネル部分は、光源の点灯、消灯などにより加飾層３の表
示、非表示が行われる。表示態様は、パネル全面を照光することがあり、あるいは、パネ
ルの一定領域のみを照光することもある。後者の場合は、照光する一定領域に、文字、数
字、図形、記号、模様などが表示されることが多い。
【０００４】
【特許文献１】実開昭６１－８９９４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の静電容量型の発光型スイッチは、導電性の低いＩＴＯ膜を透明電極とし
て用いるために、感度が悪くなる。前記透明電極１０１の前面に配置される前記パネル２
の厚さが厚い場合はなおさらである。感度が悪くなると、確実に入力できない場合が生じ
、誤作動の原因となるという問題がある。
【０００６】
　また、従来の静電容量型の発光型スイッチは部品点数が多く、組み立て工程が煩雑であ
り、また、ＩＴＯ膜シートが必要である。その結果、製造コストが高くつくという問題も
ある。また、部品点数が多いため、軽量化や薄肉厚化もなかなか進まない。
【０００７】
　したがって、本発明は、感度が高く、確実に作動する静電容量型の発光型スイッチを得
ることを課題とする。また、本発明は、部品点数を少なくした静電容量型の発光型スイッ
チを得ることを課題とする。
　さらに、本発明は、静電容量の変化を確実に制御部に伝達可能な発光型スイッチ素子を
得ることを課題とする。また、本発明は、部品点数を少なくした発光型スイッチ素子を得
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を達成するために、本発明を以下のように構成した。
【０００９】
　すなわち、本発明の静電容量型の発光型スイッチは
　発光型スイッチ素子と制御部からなり、
　前記発光型スイッチ素子は、透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一
方の面に配置された加飾層と、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、
前記導光板の側面に配置された点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探
針法による表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パター
ンが電極部及び前記電極部に接続された導線部を有する反射層を含み、
　前記制御部は、前記導線部を経由して前記電極部に接続され、前記電極部の静電容量変
化に応じて外部負荷体用回路を切り替えるものである。
【００１０】
　本発明の発光型スイッチ素子は、静電容量型の発光型スイッチの構成部分として使用さ
れる発光型スイッチ素子であって、
　透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一方の面に配置された加飾層と
、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、前記導光板の側面に配置され
た点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探針法による表面抵抗値が１Ω
／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パターンが電極部及び前記電極部に
接続された導線部を有する反射層とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　前記構成の発光型スイッチ素子において、前記導光板の背面に前記反射層が一体形成さ
れたものである。
【００１２】
　また、本発明の発光型スイッチ素子は、静電容量型の発光型スイッチの構成部分として
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使用される発光型スイッチ素子であって、
　透光性材料からなるパネルと、前記パネルの少なくとも一方の面に配置された加飾層と
、前記パネル及び前記加飾層の背面に配置された導光板と、前記導光板の側面に配置され
た点光源又は線光源と、前記導光板の背面に配置された４探針法による表面抵抗値が１Ω
／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パターンが電極部を有する反射層と
、前記反射層の前記電極部に接続された導線とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　直前の構成の発光型スイッチ素子において、前記導光板の背面に前記反射層及び前記導
線が一体形成されたものである。
【００１４】
　前記各構成の発光型スイッチ素子において、前記反射層の形成パターンが、さらに非通
電部を有するものである。
【００１５】
　前記各構成の発光型スイッチ素子において、前記金属膜の材料が、銀、銅、アルミニウ
ム、金、ニッケル、ステンレス鋼のうちのいずれかであるものである。
【００１６】
　前記各構成の発光型スイッチ素子において、前記金属膜の前面が、誘電体からなる増反
射膜で被覆されているものである。
【００１７】
　前記各構成の発光型スイッチ素子において、前記反射層の形成パターンが、前記電極部
を２以上有するものである。
【００１８】
　前記各構成の発光型スイッチ素子において、前記導光板が２以上配置され、前記反射層
の形成パターンが２種以上存在するものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の静電容量型の発光型スイッチは、エッジライト型面光源の反射層を４探針法に
よる表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜で形成し、且つその形成パター
ンが電極部を有するように構成して、反射層に電極機能を兼用させている。したがって、
本発明の静電容量型の発光型スイッチは、当該電極部が低抵抗となり、入力感度が向上し
、入力不良による誤作動が生じない。
　また、本発明の静電容量型の発光型スイッチは、反射層に電極機能を兼用させているた
め、反射層とは別に電極を配置する必要がない。このため、部品点数が減少する。ひいて
は、組み立て加工が容易となり、また、安価となる。
【００２０】
　本発明の発光型スイッチ素子は、エッジライト型面光源の反射層を４探針法による表面
抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜で形成し、且つその形成パターンが電極
部を有するように構成して、反射層に電極機能を兼用させている。したがって、本発明の
発光型スイッチ素子は、電極部及び／又は導線部が低抵抗となり、電極部の静電容量変化
を確実に制御部に伝達可能となる。
　また、本発明の発光型スイッチ素子は、反射層に電極スイッチ機能を兼用させているた
め反射層とは別に電極を配置する必要がなく、部品点数が減少する。ひいては、組み立て
加工が容易となり、また、安価となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る静電容量型の発光型スイッチ６１を示す説明図である。
【図２】本発明に係る第一発光型スイッチ素子５１を示す分解断面図である。
【図３】図２中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【図４】本発明に係る第二発光型スイッチ素子５２を示す分解断面図である。
【図５】図４中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
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【図６】本発明に係る第三発光型スイッチ素子５３を示す分解断面図である。
【図７】図６中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【図８】本発明に係る第四発光型スイッチ素子５４を示す分解断面図である。
【図９】図８中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【図１０】本発明に係る第五発光型スイッチ素子５５を示す分解断面図である。
【図１１】図１０中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【図１２】本発明に係る第六発光型スイッチ素子５６を示す分解断面図である。
【図１３】図１２中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【図１４】本発明に係る発光型スイッチ素子における発光表示の一例を示す平面図である
。
【図１５】従来技術に係る発光型スイッチ素子を示す分解断面図である。
【図１６】図１５中の発光体について反射層の形成状態を示す背面図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１　反射層　
　１ａ　電極部
　１ｂ　導線部
　１ｃ　非通電部
　２　パネル
　３　加飾層
　４　導光板
　５　点光源
　６　発光体
　７　導線
　３１　制御部
　３２　外部負荷体
　５１　第一発光型スイッチ素子
　５２　第二発光型スイッチ素子
　５３　第三発光型スイッチ素子
　５４　第四発光型スイッチ素子
　５５　第五発光型スイッチ素子
　５６　第六発光型スイッチ素子
　６１　静電容量型の発光型スイッチ
　８１　指
　１００　反射層
　１０１　透明電極
　１０３　発光体
　１５１　発光型スイッチ素子
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳しく説明する。
【００２４】
　図１は、本発明に係る静電容量型の発光型スイッチ６１を示す説明図であり、図２は、
本発明に係る発光型スイッチ素子５１の一実施例を示す分解断面図である。第一発光型ス
イッチ素子５１は、静電容量型の発光型スイッチ６１の構成部品である。また、図３は、
図２中の発光体６について反射層１の形成状態を示す背面図である。
【００２５】
　制御部３１は、発振回路、判定回路、回路切り替え回路を含む。発振回路は導線部１ｂ
を経由して電極部１ａに接続されている。発振回路は電極部１ａの静電容量の値に応じて
、発振周波数が変化する。
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　判定回路は、上記発振回路の周波数変化を検知し判定する回路である。判定回路の判定
結果に基づき、回路切り替え回路が外部負荷体３２用の回路を切り替える。回路切り替え
回路は、例えば、リレー回路である。回路切り替えは、一の電気回路のＯＮとＯＦＦを行
う切り替えや、一の回路を三以上の回路に順次繋ぎかえる切り替えなどが含まれる。外部
負荷体は、例えば、テレビや洗濯機の場合があり、また、例えば、発光型スイッチ素子の
点光源５用の、電源回路である場合もある。
【００２６】
　静電容量型の発光型スイッチ６１の動作を説明する。説明のために、電極部１ａ（１）
を含むコンデンサの等価物をコンデンサＤ７１とする。また、操作者の人体を含むコンデ
ンサの等価物をコンデンサＨ７２とする。
　発光型スイッチ素子の最表面層、本例ではパネル２に、接触物がなく、また、近接物も
無い状態では、コンデンサＤ７１は、静電容量Ｃａを有する。発振回路はＣａに応じた周
波数Ｆａで発振している。パネル２に操作者の指８１が近接又は接触した場合には、コン
デンサＨ７２の静電容量Ｃｍが、コンデンサＤ７１の静電容量に変化を与え、コンデンサ
Ｄ７１の静電容量がＣｔに変化する。このため、発振回路の発振周波数は、従前のＦａか
らＦｔに変化する。判定回路が、ＦａからＦｔへの周波数変化を検知判定し、回路切り替
え回路が、外部負荷体用回路を切り替える。
【００２７】
　第一発光型スイッチ素子５１は、透光性材料からなるパネル２と、前記パネル２の少な
くとも一方の面に配置された加飾層３と、前記パネル２及び前記加飾層３の背面に配置さ
れた導光板４と、前記導光板４の側面に配置された点光源５と、前記導光板４の背面に配
置された４探針法による表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且
つ形成パターンが電極部１ａ及び前記電極部１ａに接続された導線部１ｂを有する反射層
１とからなる。図面の符号１ａ（１）、１ｂ（１）などの「（１）」は、電極部１ａ及び
導線部１ｂが、反射層１の一部分であることを明示するものである。図４以降の図に示さ
れる符号についても、同様である。
【００２８】
　前記パネル２は、携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルプレーヤーの３次元カバーや
、オーディオ、テレビ、洗濯機のフロントパネル等などに用いられるものであり、平板に
限定されない。パネル２の形状は、例えば、平板状、曲面状、厚さの異なる板状体などで
ある。前記パネル２の材質としては、ポリスチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ＡＢ
Ｓ樹脂、ＡＳ樹脂、ＡＮ樹脂などの汎用樹脂を挙げることができる。また、ポリフェニレ
ンオキシド・ポリスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポ
リアクリル系樹脂、ポリカーボネート変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリブチレンテ
レフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、超高分子量ポリエチレン樹脂など
の汎用エンジニアリング樹脂を使用することができる。
【００２９】
　前記加飾層３は、前記パネル２を装飾するための層である。加飾層３は、例えば着色イ
ンキ層として形成する。着色インキ層の材質としては、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリアミ
ド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリビニル
アセタール系樹脂、ポリエステルウレタン系樹脂、セルロースエステル系樹脂、アルキド
樹脂などの樹脂をバインダーとし、適切な色の顔料または染料を着色剤として含有する着
色インキを用いるとよい。着色インキ層の形成方法としては、オフセット印刷法、グラビ
ア印刷法、スクリーン印刷法などの通常の印刷法や塗装などを用いるとよい。また、前記
加飾層３は、前記パネル２に直接形成する以外に、基材フィルム上に一旦形成したのち転
写法や成形同時転写法、インサート法、ラミネート法などを用いて間接的に前記パネル２
に形成することもできる。また、前記パネル２に前記加飾層３を一体形成せず、基材フィ
ルム上に前記加飾層３を形成して前記パネル２に重ねるだけでもよい。なお、前記加飾層
３は、前記パネル２の前面、または両面に配置されてもよい。このような加飾層３とパネ
ル２の相互配置態様については図示していない。
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【００３０】
　また、前記加飾層３においてはパネル面の一部を遮光するようにしてもよい。例えば、
文字、数字、図形、記号、模様などの特定部分のみで発光表示させる、あるいは前記特定
部分の周囲を発光表示させる。図１４は本発明に係る発光型スイッチ素子における発光表
示の一例を示す平面図であり、前記加飾層３により全面装飾されたパネル平面が、発光体
６の点灯時に、「矢印」及び「枠」のみを残して遮光された状態を示している。なお、図
中、無地部分が発光表示している部分、斜線部分が遮光されている部分を表わしている。
【００３１】
　前記導光板４は、側面から導入した光を全反射により奥方まで導き、その一部を前面よ
り出光させるものである。前記導光板４は、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂など屈
折率が高く、内部反射率が高い樹脂、またはこれらの樹脂に蛍光顔料などを加えて側面で
の集光率をさらに上げた集光性プラスチックなどを用いることができ、又その形状は平板
に限定されない。導光板４の形状は、例えば、平板状、曲面状、厚さの異なる板状体など
である。また、導光板４の上面側には、輝度及び光量の均一性を向上させるために、拡散
シートやレンズシートなどの光学シートを適宜、配置するようにしてもよい。
【００３２】
　前記点光源５は、発光ダイオード（LED）等を用いることができる。また、前記点光源
５に替えて、陰極線管等の線光源を用いることもできる。
【００３３】
　前記反射層１は、前記導光板４からの光を反射して前記導光板４内に戻したり、前記導
光板４からの光を反射して前記導光板４の前面より出光させたりするものである（図２中
の矢印は光の進行を示し、図４、６、８、１０、１２中の矢印についても同様である）。
反射層１は不透明な金属膜からなる。不透明な金属膜であればそれだけで本発明に必要と
される光反射性を備えているが、前記金属膜の材料として銀、銅、アルミニウム、金、ニ
ッケル、ステンレス鋼などを用いれば、高反射性を得ることができ、発光表示の効率が向
上する。前記反射層１は金属膜を一層形成するだけでもよいし、複数積層してもよい。前
記反射層１が複数層の金属膜からなる場合、高反射性を得るには、前記導光板４に最も近
い側の金属膜の材料について上掲のものを用いれば足りる。
【００３４】
　本発明においては、前記反射層１を構成する前記金属膜の形成パターンが電極部１ａ及
び前記電極部１ａに接続された導線部１ｂを有するため（図２参照）、前記反射層１が静
電容量方式のスイッチ素子における、静電容量変化検出のための電極と成る。つまり、前
記反射層１とは別に電極を配置する必要がなく、従来技術と比べて部品点数を低減するこ
とができる。しかも、前記反射層１の４探針法による表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下であ
るため、前記電極部１ａの前面に配置するパネル２の厚みを大きくしても、また前記電極
部１ａの前面に隙間をあけてパネル２を配置しても、感度が良く、誤作動のない接触検知
機能を付与することが可能である。なお、表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下の前記金属膜は
、使用する材質及び膜厚を適宜選択することによって得ることができる。
【００３５】
　例えば、アルミニウムで１μｍの膜厚にすれば、表面抵抗値が１Ω／ｃｍ２以下になっ
ており、また、この厚さは、導光板４の反射層１として機能するために必要な条件を満た
している。つまり、不透明な金属膜で反射層を作れば、格別の加工をする必要なく、反射
層と電極部を兼用することができる。
【００３６】
　ここで、表面抵抗値は、ＪＩＳ　Ｋ　７１９４：１９９４、表題「導電性プラスチック
の４探針法による抵抗率試験方法」に従い測定した値である。
【００３７】
　また、前記金属膜の形成手段としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー
ティング法、鍍金法や、金属箔を貼付ける方法などを用いることができる。そして、これ
らの方法により形成された金属膜をパターニングして前記電極部１ａ及び前記導線部１ｂ
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を得る。例えば、金属膜上にフォトレジスト膜を形成しフォトマスクを用いて露光し、現
像液で現像することにより所定のパターンを有するレジスト膜を形成し、あるいは金属膜
上にスクリーン印刷、グラビア印刷、インクジェット等の方法で所定のパターンを有する
レジスト膜を印刷し、エッチング液により金属膜のうちレジスト膜で被覆されていない部
分をエッチング液にて除去する。前記反射層１は、前記導光板４の背面に一体形成せず、
基材フィルム上に前記金属膜を形成しパターン化して前記導光板４の背面に重ねるだけで
もよい。また、前記導光板４の背面に前記反射層１を一体形成してもよい。さらに、前記
導光板４の背面に前記金属膜を直接形成しパターン化する以外に、基材フィルム上に前記
金属膜を一旦形成しパターン化したのち転写法や成形同時転写法、インサート法、ラミネ
ート法などを用いて間接的に前記導光板４の背面に形成することもできる。
【００３８】
　導光板４の背面に反射層１（形成パターンが電極部と導線部の双方である場合と、形成
パターンが電極部であり、さらに導線を形成する場合を含む）を一体形成すると、静電容
量型の発光型スイッチと発光型スイッチ素子の部品点数が、より一層減少する。
【００３９】
　また、本発明に係る発光型スイッチ素子は、反射層１を構成する不透明な金属膜が形成
パターンとして導線部１ｂを有しない構成をとることもできる。すなわち、透光性材料か
らなるパネル２と、前記パネル２の少なくとも一方の面に配置された加飾層３と、前記パ
ネル２及び前記加飾層３の背面に配置された導光板４と、前記導光板４の側面に配置され
た点光源５又は線光源と、前記導光板４の背面に配置された４探針法による表面抵抗値が
１Ω／ｃｍ２以下である不透明な金属膜からなり且つ形成パターンが電極部１ａを有する
反射層１と、前記反射層１の前記電極部１ａに接続される導線７とを備えたものとしても
よい（図８及び図９参照）。
【００４０】
　図８に示した第四発光型スイッチ素子５４において、電極部１ａ（１）は、導線７に接
続されている。このような構成を採用すれば、例えば、パネルの全面にわたり発光表示さ
せる場合において、導光板４の全面に反射層を形成することができるという、特徴を有す
る。あるいは、パネル中の発光表示を所望する領域に対応して、反射層の形成位置を自由
に選択可能となる。
【００４１】
　前記導線７は、カーボン、銀など導電性微粒子を分散させたペーストを用い、スクリー
ン印刷、インクジェット印刷、ブレードコート、バーコートなどの方法で形成する。なお
、前述したように転写法や成形同時転写法、インサート法、ラミネート法などを用いて間
接的に前記導光板４の背面に前記反射層１を形成する場合、基材フィルム上に前記反射層
１とともに前記導線７を形成する。また、前記導線７は、導線部が形成されたフレキシブ
ル基板を前記電極部１ａ端部にはんだを用いて接合してもよい。
【００４２】
　また、不透明な金属膜の前面を誘電体からなる増反射膜で被覆することによっても、高
反射性を得ることができる。増反射膜とは、高屈折率と低屈折率の誘電体薄膜を各々光学
膜厚だけ交互に成膜することで高い反射率を得るものである。例えば、ＴｉＯ２とＳｉＯ

２を数層以上成膜することで、広い波長域にわたり高い反射率を達成することが可能とな
る。
【００４３】
　また、本発明に係る発光型スイッチ素子は、前記反射層１の形成パターンが、前記電極
部１ａを２以上有するものであってもよい。つまり、スイッチの数が２以上であってもよ
い。検出領域が２以上となり、２以上の回路を切り替えることができるスイッチとなる。
かつ、発光表示機能は単一であり、検出領域の発光表示は２以上の検出領域が同時に照光
、遮光される。
【００４４】
　形成パターンが電極部１ａ及び前記導線部１ｂを有する反射層を備えた実施態様の場合
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であれば、前記電極部１ａ及び前記導線部１ｂを２組以上とする（図４及び図５参照）。
第二発光型スイッチ素子５２は、電極部１ａ（１）と導線部１ｂ（１）から成る一組のス
イッチ部品が、左右方向に２組並んでいる。
【００４５】
　また、形成パターンが電極部１ａを有する反射層１と導線７とを備えた実施態様の場合
であれば、電極部１ａ及び導線７を２組以上とする（図１０及び図１１参照）。第五発光
型スイッチ素子５５は、電極部１ａ（１）と導線７から成る一組のスイッチ部品が、左右
方向に２組並んでいる。
【００４６】
　検知領域がＮ個（Ｎは２以上の正の整数）の場合は、制御部には、一の発振回路と一の
判定回路を含み、時間分割で、Ｎ個の電極部からの入力を個別に検知判定してもよい。あ
るいは、制御部には、一の発振回路と一の判定回路からなる一組の回路をＮ個含んでもよ
い。
【００４７】
　また、本発明に係る発光型スイッチ素子は、前記反射層１の形成パターンが、さらに非
通電部１ｃを有する構成であってもよい（図６及び図１２参照）。本発明に係る発光型ス
イッチ素子において、パネル面の一部領域でのみ入力ができるようにする場合、入力不可
領域には前記電極部１ａが存在しない。前記電極部１ａが存在しない領域には、前記反射
層１の一部として、静電容量変化検知機能を果たさない前記非通電部１ｃを設けることが
好ましい。所望する検知領域のみを電極部とすることにより、誤入力を防止するためであ
る。また、このような領域を、全く反射層を形成しない領域とすれば、光が発光体の裏面
に漏れるなどの事態となるため、当該領域にも反射層を形成し、点光源５などからの光を
効率よく利用するためである。
【００４８】
　非通電部１ｃは、例えば、不透明な金属膜を全面に形成し、フォトリソエッチングで電
極部１ａや導線部１ｂをパターン化して形成する際に、非通電部１ｃとなる領域をエッチ
ングせずに残しておくことにより形成できる。
【００４９】
　第三発光型スイッチ素子５３において、左右方向に隣り合う電極部１ａ間に、非通電部
１ｃが形成されている。また、第六発光型スイッチ素子５６において、左右方向に隣り合
う電極部１ａ間に、非通電部１ｃが形成されている。
【００５０】
　また、本発明に係る発光型スイッチ素子は、前記導光板４が２以上配置され、前記反射
層１の形成パターンが２種以上存在するものであってもよい（図７及び図１３参照）。例
えば、前記電極部１ａの数、前記導線部１ｂ又は前記非通電部１ｃの有無、あるいはこれ
らの形成位置や面積などについて、形成パターンが前記反射層１の全てで同一でなくても
構わない。単一のパネル上に表示される複数のスイッチ領域について、発光遮光のタイミ
ングが異なり、また、スイッチ領域の形状などが異なる、意匠に富んだ発光型スイッチ素
子となる。
【００５１】
　第三発光型スイッチ素子５３には、図７の紙面上下方向に配置された３個の導光板４が
存在し、それぞれの導光板４について、電極部１ａの数と位置、前記導線部１ｂの数と位
置及び非通電部１ｃの数と位置が異なっている。第六発光型スイッチ素子５６には、図１
３の紙面上下方向に配置された３個の導光板４が存在し、それぞれの導光板４について、
電極部１ａの数と位置、及び非通電部１ｃの数と位置が異なっている。
【００５２】
　また、前記反射層１は、単独で前記導光板４に対する反射機能を果たしてもよいが、前
記反射層１上に別に電極機能を有しないで反射機能を有する層があって前記反射層１が補
助的に反射機能を果たしていてもよい。
【実施例】
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（実施例１）
　厚さ７５μｍの透明なポリエチレンテレフタレートフィルム上に、ポリエステル系アン
カー層をコーティングし、その上に蒸着法により銀からなる不透明な金属膜を形成し、こ
の金属膜上にフォトレジスト層を所定領域に形成し、この金属膜について化学エッチング
を行うことで複数の電極部及び前記各電極部に接続された導線部を有するようにパターン
化して反射層を形成した。前記不透明な金属膜の４探針法による表面抵抗値が０．８Ω／
ｃｍ２であった。
【００５４】
　また、厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム上に、全面に亘って灰色
インキを用いてグラビア印刷を施し、その上に発光表示させたい部分を除き黒色インキを
用いてグラビア印刷を施してスモーク調の加飾フィルムを得た。
【００５５】
　また、キャビティ面に微細加工の施された金型を用い、射出成形法により背面に光反射
凹凸部を有する厚さ０．６ｍｍのポリカーボネート製導光板を得た。
【００５６】
　次に、プラスチックフレームに、下から前記反射層及び前記導光板を積層し、さらに市
販の拡散シート及びレンズシートを積層し、次いで前記導光板の側面にLEDを配置し、エ
ッジライト型バックライトを得た。
【００５７】
　次に、厚み１ｍｍの透明アクリル板の下部に前記加飾フィルムをポリアクリル酸からな
る透明粘着剤を用いて全面的に貼り合わせ、これを、周囲にアクリル樹脂からなる両面テ
ープを設けた後、前記エッジライト型バックライトの下部に貼り付けて発光型スイッチ素
子を得た。
【００５８】
（実施例２）
　前記金属膜の化学エッチング時に複数の電極部のみを有するようにパターン化して反射
層を形成し、フレキシブル基板をはんだ付けすることによって導線部を設けたこと以外は
実施例１と同様にした。
【００５９】
（実施例３）
　上記実施例１、２により作製した発光型スイッチ素子をエアコンの操作パネル部に組み
込み、前記反射層に設けられた導線部を静電容量型タッチパネルの制御部に接続した。こ
の操作パネル部は、非発光時は入力者側から見てもスモーク調の加飾柄が見えるのみで、
スイッチの存在を認識することはできないが、エアコンのメイン電源をONにするとスイッ
チ部の光源が発光し、スイッチパターンが光って現れるものである。光るスイッチ部に触
れたところ、誤作動なくエアコンの風量、設定温度等の機能が操作できた。また、スイッ
チパターンは十分な光量によりはっきりと視認できるものであった。
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