
JP 6263807 B2 2018.1.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者により操作される操作ボタンと、
　前記操作ボタンを操作方向への移動可能に収容する押釦ホルダと、
　前記押釦ホルダに対して光を照射する発光素子と、
　を備えた操作スイッチ装置であって、
　前記操作ボタンは、前記遊技者により操作される操作面を有し、
　前記押釦ホルダは、
　前記操作ボタンが収容された状態で、前記操作ボタンの前記操作面の周囲に位置する点
灯部と、
　前記発光素子から放射された光が入射する入射部と、
　前記入射部と前記点灯部との間に設けられて、前記入射部に入射した光を反射させる第
一反射部と、
　を有し、
　前記操作スイッチ装置は、前記押釦ホルダの前記第一反射部で反射した光を、前記押釦
ホルダの前記点灯部に到達可能な方向へ反射する第二反射部を備え、
　前記押釦ホルダは、前記第二反射部で反射して当該押釦ホルダに入射した光を反射させ
て前記点灯部へ伝播させる第三反射部を有する
　ことを特徴とする操作スイッチ装置。
【請求項２】
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　前記操作ボタンが収容された前記押釦ホルダを収容するケース部材と、
　前記操作ボタンに突設された軸部を支持する軸受部材と、
　を備え、
　前記軸受部材は、表面から外方に向かって突設された外接部を有し、
　前記ケース部材は、
　前記操作ボタン及び前記押釦ホルダとともに前記軸受部材が収容される凹部と、
　前記凹部に前記軸受部材が収容されたときに当該軸受部材の前記外接部が係合する外接
部係合部と、
　を有し、
　前記外接部は、前記操作ボタン及び前記押釦ホルダと前記軸受部材が前記凹部に収容さ
れたときに、前記外接部係合部を介して、前記ケース部材の外部へ露出し、
　前記操作スイッチ装置が遊技機における所定の箇所に設けられたときに、前記外接部が
、前記遊技機の本体に接触し、当該本体を介して接地される
　ことを特徴とする請求項１記載の操作スイッチ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者による操作を受け付けて所定の信号を出力する操作スイッチ装置に関
する。
 
【背景技術】
【０００２】
　遊技機は、通常、遊技者による操作を受け付けて所定の信号を出力する操作スイッチ装
置を備えている。
　具体的には、例えば、スロットマシンであれば、クレジットメダルをゲームに掛けるた
めのベットスイッチ（ベットボタン）、リールの回転を開始させるための始動スイッチ（
スタートレバー）、リールの回転を停止させるための停止スイッチ装置（ストップボタン
）などがあり、また、パチンコ機であれば、遊技球を遊技盤に発射するための発射スイッ
チ（ハンドル）などがある。
　これらの操作スイッチ装置は、遊技者による操作を受け付け可能に可動し、受け付けに
よる動作を所定の検知手段により検知させることで、遊技者による操作を電気信号に変換
して出力するようになっている。
【０００３】
　また、それら操作スイッチ装置のうち、停止スイッチ装置については、一般に次のよう
な構成となっている。
　停止スイッチ装置は、スロットマシンの前扉の中程に配設されており、複数のリールの
それぞれに対応して設けられた複数の操作ボタンと、これら複数の操作ボタンを押圧方向
への移動可能に収容する本体ケースとを備え、さらに、この本体ケースの内部には、操作
ボタンの末端に形成された遮光片の変移を検知するセンサと、このセンサが実装された操
作基板が配置されている。
【０００４】
　このような構造を有する停止スイッチ装置については、従来から改良技術が提案されて
いる。
　例えば、遊技機の前面中央に形成された凹部又は開口に嵌合される有底筒状の枠体と、
この枠体の内部に固定される有底筒状で透明な透光体と、この透光体の開口側から内部に
向かってスライド可能に収容される操作ボタン（押ボタン）と、透光体の側面凹部に設け
られ、所定のタイミングで点灯するＬＥＤとを備えた停止スイッチ装置が提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
　このような構造を備えた停止スイッチ装置は、ＬＥＤが、操作ボタンの内部ではなく、
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操作ボタンの外部、特に透光体の側面凹部に設けられているため、このＬＥＤの点灯によ
り透光体を光らせることができる。そして、当該停止スイッチ装置において操作ボタンの
有する側をこの前方から見たときに、この操作ボタンの周囲に位置する透光体の露出部分
が、そのＬＥＤの点灯にともなって発光するので、この透光体による発光演出が可能とな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２８８０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の停止スイッチ装置においては、改良の余地
があった。
 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的を達成するため、本発明の操作スイッチ装置は、遊技者により操作される操作
ボタンと、前記操作ボタンを操作方向への移動可能に収容する押釦ホルダと、前記押釦ホ
ルダに対して光を照射する発光素子と、を備えた操作スイッチ装置であって、前記操作ボ
タンは、前記遊技者により操作される操作面を有し、前記押釦ホルダは、前記操作ボタン
が収容された状態で、前記操作ボタンの前記操作面の周囲に位置する点灯部と、前記発光
素子から放射された光が入射する入射部と、前記入射部と前記点灯部との間に設けられて
、前記入射部に入射した光を反射させる第一反射部と、を有し、前記操作スイッチ装置は
、前記押釦ホルダの前記第一反射部で反射した光を、前記押釦ホルダの前記点灯部に到達
可能な方向へ反射する第二反射部を備え、前記押釦ホルダは、前記第二反射部で反射して
当該押釦ホルダに入射した光を反射させて前記点灯部へ伝播させる第三反射部を有する構
成としてある。
 
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】スロットマシンの構成を示す正面図である。
【図２】スロットマシンの内部構成を示す図である。
【図３】停止スイッチ装置の構成を示す外観斜視図である。
【図４】停止スイッチ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図５】押釦スイッチユニットの構成を示す図であって、（ｉ）は、斜め上方から見た外
観斜視図、（ii）は、斜め下方から見た外観斜視図である。
【図６】押釦スイッチユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図７】押釦ホルダの構成を示す図であって、（ｉ）は、正面図、（ii）は、平面図、（
iii）は、底面図、（iv）は、右側面図である。
【図８】ケーシングの構成を示す図であって、（ｉ）は、正面図、（ii）は、平面図、（
iii）は、背面図、（iv）は、底面図、（ｖ）は、左側面図、（vi）は、右側面図である
。
【図９】制御ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１０】停止スイッチ装置の構成を示す断面図（図３のＡ－Ａ断面図）である。
【図１１】停止スイッチ装置の他の構成を示す断面図（図３のＡ－Ａ断面図）である。
【図１２】押釦ホルダの他の構成を示す外観正面図である。
【図１３】押釦ホルダのさらに他の構成を示す外観正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、本発明に係る遊技機と、操作スイッチ装置の好ましい実施形態について、各図を
参照して説明する。
【００１４】
［遊技機］
　遊技者が操作する操作スイッチ装置を備える遊技機には、スロットマシン、パチンコ機
、パロットなど様々な種類があるが、本実施形態では、本発明をスロットマシンに適用し
た場合について説明する。
【００１５】
　本実施形態のスロットマシンは、複数のリールを回転させることによって遊技媒体であ
るメダルを獲得できる回胴式遊技機として構成されており、遊技者により操作される操作
スイッチ装置として、リールの回転を停止する停止スイッチ装置が備えられ、この停止ス
イッチ装置を正面側から見たときに、遊技者により操作される操作ボタンの周囲に位置す
る透明な押釦ホルダを通して、内部に配置された発光素子が視認不能となるように、この
発光素子から放射された光を所定の方向に反射させた後に、押釦ホルダの発光面に伝播さ
せる構成となっている。
　以下、本実施形態に係るスロットマシンについて詳述する。
【００１６】
　図１、図２に示すように、本実施形態のスロットマシン１は、メダル投入口２から実際
に投入されるメダルの数（例えば、３枚）、又は内部的に記憶されたクレジットメダルか
らベットボタン２ａの操作によって信号形式で投入されるメダルの数（例えば、３枚）に
応じてゲーム開始可能な状態となり、この状態でスタートレバー３が操作（始動操作）さ
れると、複数のリール４（４ａ～４ｃ）が回転を開始するとともに、それぞれのリール４
（４ａ～４ｃ）に対応する停止スイッチ装置１０の操作ボタン２１（２１ａ～２１ｃ）が
押下操作されると、スタートレバー３の操作タイミングで行われる抽選処理の抽選結果に
応じた図柄の組合せで停止するように各リール４（４ａ～４ｃ）が停止制御され、停止し
た図柄の組合せに基づいて入賞の有無が判定され、判定結果に応じてメダル払出装置５か
らメダルが払い出されるという、通常のスロットマシン遊技を実現可能な構成を備えてい
る。
【００１７】
　このようなスロットマシン遊技を実現可能なスロットマシン１においては、各リール４
（４ａ～４ｃ）の回転を停止させる停止スイッチ装置１０が、操作スイッチ装置として、
スロットマシン１の本体を構成する前扉１ａの前面中程に設けられている。
　停止スイッチ装置１０には、遊技者によって押圧操作される操作ボタン２１（２１ａ～
２１ｃ）が設けられており、これら操作ボタン２１（２１ａ～２１ｃ）が押圧操作される
と、この操作が主制御部６で検出されて、各リール４（４ａ～４ｃ）の回転を停止させる
制御が行われる。
【００１８】
　この停止スイッチ装置１０においては、操作ボタン２１を操作方向に移動可能に収納す
る押釦ホルダ２３と、この押釦ホルダ２３の背後に設けられてこの押釦ホルダ２３を照明
する発光素子３２が配置されており、発光素子３２が点灯し、押釦ホルダ２３を照明する
と、操作ボタン２１を操作面２１１の前方から見たときに、この操作面２１１の周囲に位
置する押釦ホルダ２３の前方露出面である点灯部２３６が明るく光るようになっている。
　ところが、この押釦ホルダ２３は、透明又は半透明の部材で形成されているため、この
押釦ホルダ２３を点灯部２３６の前方から見たときに、この点灯部２３６を通して発光素
子３２が見えてしまうことがあり、装飾効果や演出効果が低下する要因となっていた。
【００１９】
　本発明の実施形態に係る停止スイッチ装置１０は、その押釦ホルダ２３を通して発光素
子３２が見える事態を防止するために、この押釦ホルダ２３の側面にＶ字状の溝部２３８
を凹設するとともに、操作ボタン２１の軸部２１３の周囲に反射部材２５を設ける構成と
した。そして、発光素子３２から放射された光をその溝部２３８で反射させ、この反射し
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た光を反射部材２５の表面で反射させて押釦ホルダ２３の点灯部２３６を照明するように
した。これにより、押釦ホルダ２３を通して発光素子３２を視認不能とすることができ、
装飾効果や演出効果の低下を抑制しつつ、その点灯部２３６を点灯可能な構成となってい
る。
　以下、本実施形態の停止スイッチ装置１０について、図３～図９を参照して説明する。
【００２０】
［停止スイッチ装置］
　これらの図に示すように、停止スイッチ装置１０は、遊技者により押圧操作される複数
の操作ボタン２１（２１ａ～２１ｃ）と、これら操作ボタン２１（２１ａ～２１ｃ）を押
圧方向への移動可能に収容する押釦ホルダ２３と、この押釦ホルダ２３の奥側に配置され
る透光カラー板２４と、押釦ホルダ２３の内部に配置される反射部材２５と、この反射部
材２５の内部から押釦ホルダ２３の外部に亘って装着される凵の字状の接地用軸受２６と
により構成された押釦スイッチユニット２０（２０ａ～２０ｃ）を備え、さらに、図４に
示すように、前面カバー１１、装飾プレート１５、ケーシング１２、制御ユニット３０、
蓋部材１３などを備えて構成されている。
　なお、操作ボタン２１（２１ａ～２１ｃ）のように、同一の構造を有する構成部品が複
数設けられるものについては、それぞれに異なる識別子（ａ，ｂ，ｃ）を付して別体の構
成部品であることを明示するとともに、それら別体の構成部品に共通する機能や構造を説
明する場合などには、その識別子を適宜省略する。
　また、ここでは、停止スイッチ装置１０を構成する各部品の構造について、先に説明し
、その後に、本発明の特徴について説明する。
【００２１】
　操作ボタン２１は、押圧操作を受け付け可能な可動部であって、図６等に示すように、
遊技者による押圧操作を直接受け付ける操作面２１１を有した円板状の操作受付部２１２
と、この操作受付部２１２である円板状の一方の円形面（裏側面）の中央部分から直交外
方に向かって突出形成された円柱形状（例えば、径の細い丸棒状）の軸部２１３とを有す
る、側方視での形状が略Ｔ字状の可動部材である。
【００２２】
　この操作ボタン２１は、例えば、導電性の材料を用いて形成することができる。また、
導電性の材料としては、例えば、鉄などの金属を選択することができる。
　ここで、鉄で形成された操作ボタン２１は、ある程度の自重を有しているので、この操
作ボタン２１を押圧操作したときに、この押圧に対向する応力が、操作した手に加わり、
遊技者は、操作したという実感を受けることができる。
　また、操作ボタン２１の自重は、重力方向にかかるものであり、操作した手に対しては
、操作ボタン２１からの応力と、この操作ボタン２１を背後から付勢するバネ２２の復元
力が加わるようになっている。ただし、これら応力や復元力は、それほど大きな力ではな
いため、遊技者がこの操作ボタン２１を多数回操作した場合でも、その操作した手に疲労
を感じることがほとんどないようになっている。
【００２３】
　押釦ホルダ２３は、操作ボタン２１をその押圧方向に移動可能に収容する収納部材であ
って、透明又は半透明の材料（例えば、ＡＢＳ（アクリロニトリル、ブタジエン、スチレ
ン共重合合成樹脂）など）を用いて形成されており、肉厚の円筒形状に形成されている。
　この押釦ホルダ２３に対しては、円筒形状の一方の開口である前面側開口２３２に操作
ボタン２１が挿入され、他方の開口である背面側開口２３４が形成されている背面２３３
に円板状の透光カラー板２４が重ね合わされる。
【００２４】
　透光カラー板２４は、所定の色に着色された合成樹脂製で板状の着色部材であって、透
明又は半透明の材料で形成されている。また、透光カラー板２４は、外形が押釦ホルダ２
３の背面２３３の外形と同じ円形に形成されており、かつ、この透光カラー板２４の円形
の直径が押釦ホルダ２３の背面２３３の直径とほぼ同じ長さとなっている。このため、こ
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の透光カラー板２４の一方の円形面を押釦ホルダ２３の背面２３３に接触するように、こ
の透光カラー板２４を押釦ホルダ２３の背面２３３に重ね合わせると、この透光カラー板
２４の外周と押釦ホルダ２３の背面２３３の外周が一致した状態で併設されるようになっ
ている。
【００２５】
　また、透光カラー板２４の円形面の中央には、一方の円形面から他方の円形面に向かっ
て貫通した貫通孔２４１が形成されており、この貫通孔２４１に円筒形状の反射部材２５
が嵌入される。
　反射部材２５は、不透明の材料で形成された本発明の反射部であって、円筒形状に形成
された本体部２５１を有し、この本体部２５１の一方の開口側の周縁には、外方に向かっ
て突出した凸部２５２が形成されている。この反射部材２５を透光カラー板２４の貫通孔
２４１に嵌入する場合は、この反射部材２５のうち凸部２５２が形成されていない方の開
口側を透光カラー板２４の貫通孔２４１に挿入し、当該反射部材２５の本体部２５１を透
光カラー板２４の貫通孔２４１に挿通させ、反射部材２５の凸部２５２が透光カラー板２
４の貫通孔２４１の周囲の縁部に係止することによって、当該反射部材２５がその貫通孔
２４１の内部で位置決めされた状態で嵌入される。
【００２６】
　透光カラー板２４の貫通孔２４１に嵌入された反射部材２５に対しては、円筒形状の軸
受部２６１を有する軸受部材である接地用軸受２６の当該軸受部２６１が、その反射部材
２５である円筒形状の中空内部に嵌入される。
　接地用軸受２６は、円筒形状に形成された軸受部２６１の外周の直径が、反射部材２５
である円筒形状の内径とほぼ同じ長さとなっている。このため、接地用軸受２６の軸受部
２６１は、反射部材２５の円筒形状の中空内部に嵌入可能となっている。
【００２７】
　また、接地用軸受２６の軸受部２６１の一方の開口側の周縁には、外方に向かって突出
したＬ字状の被係止部２６２が形成されており、押釦ホルダ２３の背面２３３に突設され
た鉤状の係止部２３５に係止する。具体的に、押釦ホルダ２３の背面２３３には、先端鉤
状の係止部２３５が突設されており、この押釦ホルダ２３の背面２３３に透光カラー板２
４を重ね合わせると、押釦ホルダ２３の係止部２３５がその透光カラー板２４の貫通孔２
４１に挿通されて、この透光カラー板２４の背面から露出する。この透光カラー板２４の
貫通孔２４１に反射部材２５を嵌入し、この反射部材２５の円筒形状内部に接地用軸受２
６の軸受部２６１を嵌入したときに、この接地用軸受２６の被係止部２６２が、透光カラ
ー板２４の貫通孔２４１から露出した鉤状の係止部２３５に係止する。これにより、当該
接地用軸受２６の軸受部２６１が反射部材２５の円筒形状の内部に嵌入された状態で固定
されるようになっている（図５（ii）参照）。
【００２８】
　さらに、このようにして透光カラー板２４と反射部材２５と接地用軸受２６が取り付け
られた押釦ホルダ２３の前面側開口２３２に対しては、操作ボタン２１が、軸部２１３か
ら挿入され、この軸部２１３が、押釦ホルダ２３の中空内部に位置する接地用軸受２６の
軸受部２６１の円筒形状中空部に摺動可能に挿入される。そして、その軸部２１３の端部
が、接地用軸受２６の軸受部２６１の他方の開口から外方に露出するとともに、この操作
ボタン２１の操作受付部２１２が、押釦ホルダ２３の前面側開口２３２を閉塞するところ
まで挿入される。
【００２９】
　また、押釦ホルダ２３の前面側開口２３２に対して操作ボタン２１を挿入する際、この
操作ボタン２１の軸部２１３の周囲には、付勢部材であるコイル状のバネ２２が挿入され
る。バネ２２は、一方の端面が、押釦ホルダ２３の背面２３３側の開口２３４を塞いでい
る透光カラー板２４に当接し、他方の端面が、操作ボタン２１の操作受付部２１２の背面
に当接する。これにより、操作ボタン２１は、押釦ホルダ２３の内部で、押圧操作された
方向に移動する際、バネ２２により操作方向とは反対の方向に付勢される。このため、操
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作ボタン２１を操作方向に押していた力を解除すると、バネ２２による付勢により、操作
ボタン２１は、押圧操作が行われる前の位置まで押し戻される。
【００３０】
　さらに、操作ボタン２１の軸部２１３は、この先端が、接地用軸受２６の軸受部２６１
の他方の開口から露出しているが、この軸部２１３の周面における先端の近傍には、周方
向に溝部２１４が形成されており、この溝部２１４には、例えばＥ型の止め輪２７が圧入
される。
　操作ボタン２１が押圧操作されたとき、止め輪２７は、接地用軸受２６の軸受部２６１
の他方の開口から離間する。一方、操作ボタン２１の押圧操作が解除されたとき、止め輪
２７は、接地用軸受２６の軸受部２６１の他方の開口の周囲の面に当接する。これにより
、操作ボタン２１は、押圧されていない状態においては、バネ２２による付勢により押圧
方向とは反対の方向に付勢されつつ、止め輪２７が接地用軸受２６の軸受部２６１の他方
の開口の周囲の面に当接することで、押釦ホルダ２３及び接地用軸受２６から脱抜不能と
なっている。
【００３１】
　また、このように操作ボタン２１を押圧操作したときには、この操作ボタン２１の軸部
２１３が接地用軸受２６の軸受部２６１の中空内部で摺動する。接地用軸受２６は、ＰＯ
Ｍ（ポリオキシメチレン）などの合成樹脂で形成されているので、操作ボタン２１の軸部
２１３が摺動するときの摩擦抵抗が、非常に小さいものとなっている。このため、操作ボ
タン２１を操作したときの往復動作をスムースに行うことができ、これにより操作性を向
上させることができる。
　しかも、接地用軸受２６は、ＰＯＭなどの導電性の樹脂材を用いて形成されていること
から、操作ボタン２１の軸部２１３と当該接地用軸受２６の軸受部２６１との嵌合精度が
高くなっている。これにより、この嵌合部分におけるガタツキがなくなり、操作ボタン２
１を押圧したときの操作性がスムースになり、遊技者が長時間遊技を行った場合でも、操
作している手に疲労がたまりにくいようになっている。
【００３２】
　このような構造により、操作ボタン２１とバネ２２と押釦ホルダ２３と透光カラー板２
４と反射部材２５と接地用軸受２６と止め輪２７は、これらが一体化するように互いに組
み合わされてユニット化され、一つの押釦スイッチユニット２０として構成される（図５
（ｉ）、（ii）参照）。
　そして、この押釦スイッチユニット２０は、停止スイッチ装置１０のケース部材である
ケーシング１２に形成された凹部１２１に収納される。
【００３３】
　ケーシング１２は、図４、図８に示すように、中空直方体状の箱型部材であって、その
前面１２２には、押釦スイッチユニット２０の外形（押釦ホルダ２３に透光カラー板２４
、反射部材２５、接地用軸受２６等が組み込まれたときの押釦ユニットスイッチ２０の外
形）と略同じ形状で凹設された凹部１２１が、押釦スイッチユニット２０の数と同数（本
実施形態においては、三つ）形成されている。
【００３４】
　また、ケーシング１２の前面１２２には、当該ケーシング１２の内部に向かって凹設さ
れた有底穴１２２１が一又は二以上形成されている。この有底穴１２２１には、板状の前
面カバー１１の裏面に突設されたガイドボス１１２が挿入される。
　さらに、ケーシング１２の凹部１２１に押釦スイッチユニット２０を嵌合し、薄板状で
所定の文字や絵柄等が施された装飾プレート１５をそのケーシング１２の前面１２２に重
ね合わせた状態で、前面カバー１１のガイドボス１１２をケーシング１２の有底穴１２２
１に挿入すると、その前面カバー１１に形成された円形の貫通孔である開口１１１に、操
作ボタン２１の操作受付部２１２の操作面２１１と、この操作面２１１及び操作受付部２
１２の周囲に位置する押釦ホルダ２３の環状の点灯部２３６が嵌合されて、これらが当該
停止スイッチ装置１０の前方に向かって当該開口１１１から露出した状態となる（図３参
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照）。
【００３５】
　ケーシング１２の背面１２３には、この背面１２３の略全体に開口１２４が形成されて
おり、この開口１２４を覆うように、この開口１２４の外形又は背面１２３の外形と略同
じ形状に形成された板状の蓋部材１３が取り付けられる。
　蓋部材１３には、操作ボタン２１が操作されたことを検知するためのセンサ３１などを
内包した制御ユニット３０が取り付けられる。
【００３６】
　制御ユニット３０は、操作ボタン２１が押圧操作されたことを検知する機能と、押釦ホ
ルダ２３の点灯部２３６を照明する機能と、を実行する電子部品の集合ユニットであって
、図９に示すように、赤外線などの所定の波長の光を検知光として放射する赤外線ＬＥＤ
などの投光素子３１１と、その検知光を受光するフォトトランジスタなどの受光素子３１
２と、可視光を放射するＬＥＤなどの発光素子３２と、これら投光素子３１１と受光素子
３１２と発光素子３２が実装された基板３３と、これら投光素子３１１と受光素子３１２
と発光素子３２と基板３３とが収納される収納部材としてのユニットケース３５と、ユニ
ットケース３５の裏面３５６の開口を閉塞する蓋部３６とを有している。
【００３７】
　ユニットケース３５は、裏面３５６に開口を有する中空厚板状の基部３５１と、この基
部３５１の上面３５２から立設されるとともに上面を有する矩形で筒状の矩形筒状部３５
３と、同じく基部３５１の上面３５２から立設されるとともに上面部３５５が開口した円
筒形状の円筒部３５４とを有して形成されている。
　矩形筒状部３５３は、基部３５１の上面３５２からは二つ立設されており、一方には投
光素子３１１が収納され、他方には、受光素子３１２が収納される。また、これら矩形筒
状部３５３のそれぞれの筒状中空内部は、基部３５１の中空と連通している。
　円筒部３５４は、基部３５１の上面３５２からは複数（本実施形態においては、四つ）
立設されており、これら複数の円筒部３５４のそれぞれの中空内部は、基部３５１の中空
と連通している。また、円筒部３５４は、基板３３上に配置された発光素子３２の配置位
置に対応した位置に形成されており、発光素子３２から放射された光が、円筒部３５４の
中空内部を伝播するようになっている。
【００３８】
　このような形状を有するユニットケース３５に対しては、投光素子３１１と受光素子３
１２と発光素子３２と基板３３が、次の手順で収納される。
　投光素子３１１と受光素子３１２と発光素子３２が実装された基板３３のその実装面３
３１がユニットケース３５の裏面３５６の開口に対向するような向きで、これらユニット
ケース３５と当該基板３３とを配置し、その裏面３５６の開口に対して当該基板３３を挿
入する。この挿入に際しては、その基板３３に実装された投光素子３１１を一の矩形筒状
部３５３に収納し、受光素子３１２を他の一の矩形筒状部３５３に収納し、複数の発光素
子３２を複数の円筒部３５４のそれぞれに対応させながら、基板３３を基部３５１の内部
に収納する。そして、その収納の完了後、ユニットケース３５の裏面３５６の開口に蓋部
３６を嵌合して当該開口を閉塞する。これにより、投光素子３１１と受光素子３１２と発
光素子３２と基板３３がユニットケース３５に収納されるとともに、それら投光素子３１
１等がユニットケース３５及び蓋部３６により完全に覆い隠された状態となり、これらが
一つのユニットとして構成される。
【００３９】
　制御ユニット３０において、投光素子３１１、受光素子３１２、発光素子３２は、それ
ぞれ次のように動作する。
　一の矩形筒状部３５３に収納された投光素子３１１から放射された検知光が、他の一の
矩形筒状部３５３に収納された受光素子３１２で受光されると、受光素子３１２は、検知
光を受光していることを示す検知信号を主制御部６へ出力する。主制御部６は、入力した
検知信号にもとづいて、操作ボタン２１が操作されていないものと判断する。



(9) JP 6263807 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

　また、投光素子３１１が収納された一の矩形筒状部３５３と受光素子３１２が収納され
た他の一の矩形筒状部３５３との間に操作ボタン２１の軸部２１３が遮光片として進入し
て投光素子３１１から放射された検知光の伝播経路（光軸）が遮光されると、受光素子３
１２がその検知光を受光しなくなり、受光素子３１２は、検知光を受光していないことを
示す検知信号を主制御部６へ出力する。主制御部６は、入力した検知信号にもとづいて、
操作ボタン２１が操作されたものと判断する。（又は、検知光を受光していない受光素子
３１２からは検知信号が出力されなくなり、主制御部６は、受光素子３１２から検知信号
が送られてこないことをもって、操作ボタン２１が操作されたものと判断する。）
【００４０】
　さらに、発光素子３２から放射された照明光は、対応する円筒部３５４の中空内部を伝
播し、この円筒部３５４の上面部３５５の開口に嵌合された透明又は半透明の蓋部材３７
から外方へ向かってその伝播方向に放出され、押釦ホルダ２３の点灯部２３６や装飾プレ
ート１５をその背面から照明可能な方向へ伝播する。
　なお、押釦ホルダ２３の点灯部２３６に光を照射して点灯させるための発光素子３２を
第一発光素子３２１とし、装飾プレート１５に光を照射してその一部を点灯させるための
発光素子３２を第二発光素子３２２とする。
　また、発光素子３２は、可視光を外部に向かって放射する電子素子であるが、本実施形
態においては、発光素子３２としてＬＥＤを用いることとする。
　ＬＥＤには、その外観形状として砲弾型とチップ型があるが、停止スイッチ装置１０に
用いるＬＥＤとしては、いずれのタイプを用いることもできる。ただし、図９～図１１に
おいては、チップ型のＬＥＤを発光素子３２として使用した場合の制御ユニット３０又は
停止スイッチ装置１０の構成を図示している。
【００４１】
　これら、投光素子３１１と受光素子３１２と第一発光素子３２１は、基板３３において
、次のように配置されている。
　この基板３３において投光素子３１１等が実装されている面である実装面３３１を直交
上方から見た場合、対向配置された投光素子３１１と受光素子３１２との間の中間点を中
心とする円周上に、複数の第一発光素子３２１が配置されている。具体的に、投光素子３
１１から放射された光の伝播経路（光軸）よりも上方に第一発光素子３２１が二つ配置さ
れ、下方に第一発光素子３２１が一つ配置されている。
　また、投光素子３１１と受光素子３１２との間の中間点と中心として第一発光素子３２
１が配置される円の直径は、押釦ホルダ２３の点灯部２３６の直径と同一又は近似した長
さとなっている。
【００４２】
　さらに、投光素子３１１等が実装された基板３３がユニットケース３５に収納されると
、このユニット化された制御ユニット３０は、蓋部材１３の内側面１３１に形成された取
付凹部１３２に嵌合される。取付凹部１３２は、蓋部材１３の内側面１３１において、制
御ユニット３０のユニットケース３５の外周形状と略同じ形状で凹設された部分である。
この取付凹部１３２に取り付けた制御ユニット３０は、ユニットケース３５の矩形筒状部
３５３と円筒部３５４が、それぞれ蓋部材１３の内側面１３１から直交方向に延伸した状
態となる。
　そして、このように制御ユニット３０が取り付けられた蓋部材１３をケーシング１２の
背面１２３の開口１２４に装着し、そのケーシング１２の凹部１２１に押釦スイッチユニ
ット２０を収容すると、制御ユニット３０の円筒部３５４（第一発光素子３２１に対応し
た円筒部３５４）の延伸方向前方に、押釦ホルダ２３の点灯部２３６が位置するようにな
る。
　このような構成においては、第一発光素子３２１から放射された光が、円筒部３５４の
中空内部を伝播し、この円筒部３５４の延伸方向に向かって伝播して、蓋部材３７を透過
し、押釦ホルダ２３の内部を透過して、この押釦ホルダ２３の点灯部２３６を背後から照
明可能な方向へ伝播する。
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【００４３】
　なお、制御ユニット３０においては、基板３３の裏面３３２（投光素子３１１等が立設
されている実装面３３１とは反対側の面）にコネクタ３４が配設されている。
　コネクタ３４は、基板３３の裏面３３２に装着された状態で、基板３３を介して投光素
子３１１と受光素子３１２と発光素子３２のそれぞれに配線を通して接続されるとともに
、外部からは、投光素子３１１に電流を流すための配線と、受光素子３１２から出力され
た検知信号を通すための配線と、発光素子３２に電流を流して発光させるための配線が接
続される。
　このコネクタ３４は、ユニットケース３５に基板３３が収納され、そのユニットケース
３５の裏面３５６の開口に蓋部３６が閉塞されたとき、この蓋部３６の中央に形成された
開口３６１に挿通されて外部に露出するようになっている。
【００４４】
　また、この制御ユニット３０が蓋部材１３の内側面１３１に凹設された取付凹部１３２
に取り付けられると、その制御ユニット３０の蓋部３６の開口３６１から外部に露出した
コネクタ３４が、蓋部材１３の取付凹部１３２の凹状底部に穿設された挿通孔１３３に挿
通される。この挿通孔１３３にコネクタ３４を挿通しながら、当該制御ユニット３０を取
付凹部１３２に嵌合し、取付凹部１３２の側部に形成された鉤状部１３４を制御ユニット
３０のユニットケース３５に係止することで、制御ユニット３０を取付凹部１３２に固定
することができる。
【００４５】
　さらに、蓋部材１３の所定箇所には、ネジ１４１を挿通するための円形のネジ挿通孔１
３５が一又は二以上穿設されており、ケーシング１２の背面１２３の開口１２４を閉塞す
る位置に蓋部材１３を装着した後、この蓋部材１３のネジ挿通孔１３５にネジ１４１を挿
入し、このネジ１４１をケーシング１２の有底穴１２２１の底部に形成された孔に挿入し
、さらに、この有底穴１２２１に嵌合された前面カバー１１のガイドボス１１２に形成さ
れた雌ネジ（図示せず）に螺入することで、当該蓋部材１３をケーシング１２の背面１２
３に螺着固定することができ、さらに、前面カバー１１を、ケーシング１２の前面１２２
に螺着固定することができる。
【００４６】
　また、制御ユニット３０が取り付けられた蓋部材１３をケーシング１２の背面１２３の
開口１２４に装着し、このケーシング１２の凹部１２１に押釦スイッチユニット２０を収
容すると、制御ユニット３０内の第一発光素子３２１と押釦スイッチユニット２０の押釦
ホルダ２３との間には、ケーシング１２（凹部１２１の底部１２５）と透光カラー板２４
が位置するようになるが、ケーシング１２の凹部１２１の底部１２５には、第一発光素子
３２１から押釦ホルダ２３に向かって光が伝播する経路と交差する部分に光通過用開口１
２６が形成されているためにその光を通過させることができ、また、透光カラー板２４は
、透明又は半透明の材料で形成されているために、その光が透過可能となっている。よっ
て、第一発光素子３２１から放射された光は、ケーシング１２の光通過用開口１２６を通
過し、透光カラー板２４を透過して、押釦ホルダ２３を照明することができる。
　なお、第二発光素子３２２から放射された光は、ケーシング１２の前面１２２に形成さ
れた凹部の底部に形成されている装飾点灯用開口１２６１（図８参照）を通過して、装飾
プレート１５の所定箇所を照明することができる。
【００４７】
　さらに、ケーシング１２の凹部１２１においては、その凹部１２１の底部１２５の中央
部分に軸部用開口１２７が形成されており、その凹部１２１に嵌入された押釦スイッチユ
ニット２０の操作ボタン２１が押圧操作されたときに、この操作ボタン２１の軸部２１３
がその軸部用開口１２７を通るようになっている。また、その操作ボタン２１の操作を検
知するためのセンサ３１は、基板３３に実装され、ユニットケース３５に収納された状態
で、凹部１２１の底部１２５を介して、押釦スイッチユニット２０の透光カラー板２４と
対向配置される。これにより、この透光カラー板２４の中央から突出した操作ボタン２１
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の軸部２１３の端部は、当該操作ボタン２１が押圧操作されたときに、ケーシング１２の
凹部１２１の軸部用開口１２７を通って、センサ３１における投光素子３１１と受光素子
３１２との間に進入することができる。
【００４８】
　ここまで、本実施形態の停止スイッチ装置１０の構成について説明したが、以上のよう
な構成を備えた停止スイッチ装置１０は、次に挙げる特徴を備えている。
　（１）押釦ホルダ２３における溝部２３８の形成と反射部材２５の配置
　（２）反射部材２５の表面での乱反射により押釦ホルダ２３の点灯部２３６を全体的に
一様に発光させる
　（３）透光カラー板２４による特定色の点灯
　（４）不正行為防止対策
　（５）組み立て容易
　これらの特徴について、以下順に説明する。
【００４９】
（１）押釦ホルダ２３における溝部２３８の形成と反射部材２５の配置
　本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、図７、図１０等に示すように、円筒形
状である押釦ホルダ２３の外周面２３７において、その周方向に沿ってＶ字状に溝部２３
８が凹設されている。また、図１０に示すように、操作ボタン２１の軸部２１３の周囲に
は、円筒形状の反射部材２５が配置されている。
　このような構成とすることにより、第一発光素子３２１から放射された光が直線的に伝
播して押釦ホルダ２３の点灯部２３６に直接到達するのではなく、その光が、押釦ホルダ
２３の溝部２３８にて反射し、反射部材２５の表面で反射し、このように光の伝播経路を
変えた後に、この光を押釦ホルダ２３の点灯部２３６に到達させるようにしている。これ
により、その押釦ホルダ２３を前方から見た場合に、点灯部２３６を通して第一発光素子
３２１を視認不能としつつ、その点灯部２３６を点灯可能な構造となっている。
　このような構造を実現するための主要な構成である押釦ホルダ２３の溝部２３８と反射
部材２５の構造について、さらに詳細に説明する。
【００５０】
　溝部２３８は、押釦ホルダ２３の外周面２３７から、当該押釦ホルダ２３の内部に向か
う方向に、Ｖ字状に凹設された部分である。
　また、溝部２３８は、この溝部２３８が形成された押釦ホルダ２３において、背面側開
口２３４の周囲に位置する入射部２３３１と、前面側開口２３２の周囲に位置する点灯部
２３６との間に形成されている。別言すれば、この溝部２３８が形成されていない押釦ホ
ルダ２３を想定した場合において、第一発光素子３２１から放射された光が入射部２３３
１で入射し、当該押釦ホルダ２３の内部を伝播して点灯部２３６に到達するときの、当該
光の伝播経路上に、その溝部２３８が形成されている。
【００５１】
　さらに、溝部２３８の深さ（押釦ホルダ２３の外周面２３７から溝部２３８の深奥部ま
での深さ）は、押釦ホルダ２３の点灯部２３６の幅（環状である点灯部２３６の外周と内
周との間隔）よりも長くなっている。すなわち、押釦ホルダ２３を点灯部２３６の有する
前面２３１側から見たときに、当該押釦ホルダ２３の外周面２３７の径は、環状である点
灯部２３６の外周の径とほぼ同じか、あるいはこれよりも長くなっており、溝部２３８の
深奥部の径は、点灯部２３６の内周の径とほぼ同じか、あるいはこれよりも短くなってい
る。換言すれば、当該押釦ホルダ２３を前面２３１側から見たときに、当該押釦ホルダ２
３の外周面２３７が点灯部２３６の外周とほぼ同じ位置にあるか、あるいはこれよりも外
側に位置しており、溝部２３８の深奥部が点灯部２３６の内周とほぼ同じ位置にあるか、
あるいはこれよりも内側に位置している。
　このため、当該押釦ホルダ２３を前面２３１側から見たときに、点灯部２３６の全体が
溝部２３８と重なった状態となっている。
【００５２】
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　このような形状の溝部２３８が形成された押釦ホルダ２３は、押釦スイッチユニット２
０の一部品として組み込まれ、ケーシング１２の凹部１２１に収納され、このケーシング
１２の背面１２３側に配置された制御ユニット３０の第一発光素子３２１から放射された
光によって、照明されるようになっている。
【００５３】
　このときの光の伝播経路は、図１０に示すような経路を辿る。
　すなわち、第一発光素子３２１から放射された光は、ユニットケース３５の円筒部３５
４の中空内部を伝播し、その円筒部３５４の上面部３５５に嵌合された蓋部材３７を透過
し、ケーシング１２の光通過用開口１２６を通過し、透光カラー板２４を透過して、押釦
ホルダ２３における背面側開口２３４の周囲に位置する部分（押釦ホルダ２３の背面２３
３における背面側開口２３４以外の部分）である入射部２３３１に入射する。
　この入射部２３３１に入射した光は、押釦ホルダ２３の内部を伝播し、溝部２３８の一
方の斜面（押釦ホルダ２３の背面２３３側に位置する斜面である、本発明の第一反射部を
構成する第一傾斜面２３８１）に達すると、この第一傾斜面２３８１で反射して、当該押
釦ホルダ２３の内側面２３９に向かって伝播する。そして、この光は、内側面２３９を界
面として屈折し、この内側面２３９と反射部材２５との間の空間内で、反射部材２５の表
面に向かって伝播する。
【００５４】
　反射部材２５は、本発明の第二反射部を構成する部材であって、不透明の材料で形成さ
れるとともに、反射効率が高い色、例えば、白色の材料で形成されている。これにより、
反射部材２５は、表面に入射した光のほとんどを反射する。
　押釦ホルダ２３の内側面２３９を界面として屈折し、この押釦ホルダ２３の内側面２３
９と反射部材２５との間の空間を伝播した光は、反射部材２５の表面で反射すると、押釦
ホルダ２３の内側面２３９に到達する。そして、この光は、内側面２３９を界面として屈
折して押釦ホルダ２３の内部を伝播し、溝部２３８の他方の斜面（押釦ホルダ２３の前面
２３１側に位置する斜面である、本発明の第三反射部を構成する第二傾斜面２３８２）に
達すると、この第二斜面面２３８２で反射して点灯部２３６に到達し、この点灯部２３６
を照明し、この点灯部２３６を点灯させる。
　このように、反射部材２５で反射した光は、間接的に（又は反射した方向によっては直
接的に）押釦ホルダ２３の点灯部２３６に到達することから、反射部材２５は、入射した
光を押釦ホルダ２３の点灯部２３６に到達可能な方向へ反射する部材となっている。
【００５５】
　そして、このように、第一発光素子３２１から放射された光は、点灯部２３６に向かっ
て直線的に伝播してこの点灯部２３６を照明するのではなく、溝部２３８の第一傾斜面２
３８１で反射し、内側面２３９を界面として屈折し、反射部材２５で反射し、内側面２３
９を界面として屈折し、溝部２３８の第二傾斜面２３８２で反射した後に、点灯部２３６
を照明する。
　つまり、第一発光素子３２１から放射された光が点灯部２３６に到達するまでの伝播経
路は、直線ではなく、反射や屈折によって伝播方向が変化した経路を辿る。このことから
、点灯部２３６をその前方から視認したときに、第一発光素子３２１から放射された光が
、その視認している目に直接到達しないことから、この視認によって第一発光素子３２１
が直接見えないようになっている。
【００５６】
　このように点灯部２３６を通して第一発光素子３２１が視認不能となっている原理につ
いて、さらに説明する。人間は、視覚的に物体を認識する場合には、その物体の表面で反
射した光を自身の目に入射し、その物体の像を目の中の網膜上に結像することによって、
その物体を視覚的に認識できるようになっている。本実施形態の停止スイッチ装置１０に
おいては、第一発光素子３２１から放射された光の伝播経路上に溝部２３８が形成されて
いるために、その第一発光素子３２１から放射された光が直接人間の目に到達しない。ま
た、第一発光素子３２１が点灯していない場合でも、この第一発光素子３２１で反射した
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光が直接人間の目に到達しない。このため、人間は、点灯部２３６を見たときに、この点
灯部２３６を通して第一発光素子３２１を見ることができないようになっている。
　しかも、押釦ホルダ２３を前面２３１側から見たときに、点灯部２３６の全体が溝部２
３８と重なっているため、第一発光素子３２１から放射された光又は第一発光素子３２１
で反射した光のうち、点灯部２３６に到達しようとする光のすべてが溝部２３８で反射す
るので、その点灯部２３６を通して第一発光素子３２１が見えないようになっている。こ
れにより、停止スイッチ装置１０の装飾的美観を維持できる。
【００５７】
　また、押釦ホルダ２３の溝部２３８で反射した光は、内側面２３９を界面として屈折し
た後に、反射部材２５に到達するが、反射部材２５の表面では、当該光が乱反射して拡散
する。
　この反射部材２５の表面で光が乱反射する理由は、第一に、この反射部材２５の表面が
、鏡面加工されておらず、人が見てもわからない程度の細かな凹凸がその表面にランダム
に形成されていることと、第二に、この反射部材２５が円筒形状であるために、この反射
部材２５の表面形状が曲面であることが挙げられる。
　これらを理由として、反射部材２５の表面では、光が乱反射する。そして、このように
反射部材２５の表面で反射した光は、押釦ホルダ２３の内側面２３９に入射し、溝部２３
８の第二傾斜面２３８２で反射するが、点灯部２３６に対しては、様々な角度で照射する
ので、この点灯部２３６を一様に発光させることができ、この点灯部２３６における明る
さのムラを抑制できる。
【００５８】
　なお、図１０に示す押釦スイッチユニット２０の断面図においては、第一発光素子３２
１から放射された光の伝播経路が一本のみ図示されているが、実際の光の伝播経路は、図
示した経路に特定されない。例えば、第一発光素子３２１からは、放射状に光が放射され
るので、押釦ホルダ２３の溝部２３８の第一傾斜面２３８１では、この第一傾斜面２３８
１の全体において、その放射光が反射される。また、反射部材２５の表面では、入射した
光が乱反射して拡散するので、この拡散した光は、押釦ホルダ２３の内側面２３９のほぼ
全体に入射する。そして、このように内側面２３９に入射した光のうち、溝部２３８の第
二傾斜面２３８２に到達した光が、この第二傾斜面２３８２で反射して、点灯部２３６に
到達し、この点灯部２３６を一様に発光させる。
【００５９】
　反射部材２５は、入射した光を反射可能な材料を用いて形成することができる。
　入射した光を反射可能な材料としては、所定の合成樹脂であって、反射率の高いものを
挙げることができる。合成樹脂の具体例としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリ
プロピレン（ＰＰ）、ポリメチルペンテン（ＰＭＰ）、ポリブテン－１（ＰＢ－１）、ブ
タジエン樹脂（ＢＤＲ）、エチレン・テトラシクロドデセン・コポリマー（Ｅ／ＴＤ）、
ポリスチレン（ＰＳ）、ＡＳ樹脂（アクリロニトリル・スチレン樹脂）、ＡＢＳ樹脂（ア
クリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂）、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）、ポ
リアクリロニトリル（ＰＡＮ）、フッ素樹脂（ＦＲ）、ポリメタクリルスチレン（ＭＳ）
、メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアセタール
（ＰＯＭ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアリルサルホン（ＰＡＳＦ）
、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ヒドロキシ安息香酸ポリエステル（ＨＢＰ）、ポリエーテ
ルイミド（ＰＥＩ）、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート（ＰＣＴ）、ポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエステルカーボネート（ＰＰＣ）、ポリ乳酸（Ｐ
ＬＡ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリ酢酸ビニル
（酢酸ビニル樹脂）、フェノール樹脂（フェノール・ホルムアルデヒド樹脂）、ユリア樹
脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステルなどを挙げることができる。
　また、反射部材２５は、光を反射可能な色で形成することができる。光を反射可能な色
としては、白色又はこれに近い色を挙げることができる。
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【００６０】
　なお、図１０においては、操作ボタン２１の軸部２１３の周囲に反射部材２５を設ける
構成としているが、この反射部材２５を設ける構成に代えて、例えば、図１１に示すよう
に、接地用軸受２６の軸受部２６１の表面に、入射した光を反射する機能を有した塗料な
どのコーティング部２８を反射部として塗布する構成とすることができる。
　この構成によれば、押釦ホルダ２３の内側面２３９を界面として屈折した光が、コーテ
ィング部２８で反射して押釦ホルダ２３の内側面２３９に到達し、この内側面２３９を界
面として屈折し、溝部２３８の第二傾斜面２３８２で反射した後に、点灯部２３６を照明
するようになる。つまり、コーティング部２８は、反射部材２５と同様、入射した光を押
釦ホルダ２３の点灯部２３６に到達可能な方向へ反射することができる。
　そして、この場合でも、第一発光素子３２１から放射された光が、反射や屈折によって
伝播方向を変えながら点灯部２３６に到達するので、この点灯部２３６をその前方から見
たときに、第一発光素子３２１が見えないようになっている。
【００６１】
　このコーティング部２８は、例えば、入射した光を反射可能な材料で形成することがで
きる。具体的には、例えば、特開２０１２－０９２２８９に開示されている「水性塗料組
成物」、特開２００８－２６６６５２に開示されている「高反射性塗料と塗装金属板」な
どを用いることができる。
　また、コーティング部２８は、光を反射可能な色で形成することができる。光を反射可
能な色としては、白色又はこれに近い色を挙げることができる。
【００６２】
　このように、反射部材２５に代えてコーティング部２８を設けることにより、反射部材
２５を省略できるとともに、接地用軸受２６の軸受部２６１に光反射機能を持たせること
ができる。
　なお、接地用軸受２６は、その材料として導電性材料であるＰＯＭを使用することを想
定している。そして、このＰＯＭは、一般に黒色の材料であるため、反射率が低いものと
なっている。ただし、上述したコーティング部２８を接地用軸受２６の軸受部２６１の表
面に設けることにより、接地用軸受２６の軸受部２６１に光反射機能を持たせることがで
きる。
【００６３】
　さらに、溝部２３８は、図７等においては、第一傾斜面２３８１と第二傾斜面２３８２
とのなす角が約９０°となっているが、この角度は、９０°に限るものではなく、発光素
子３２の配置位置や押釦ホルダ２３の厚み、点灯部２３６の幅等の種々の要件に応じて適
宜変更可能である。
　しかも、図７等においては、第一傾斜面２３８１の傾斜方向の長さと第二傾斜面２３８
２の傾斜方向の長さがいずれも同じ長さとなっているが、これらの長さは、同じ長さとす
ることに限るものではなく、上述した種々の要件に応じて適宜変更可能である。
【００６４】
　溝部２３８として形成可能な形状の例を、図１２（ｉ）～（vi）に示す。
　図１２（ｉ）は、第一発光素子３２１から放射されて溝部２３８の第一傾斜面２３８１
に入射する光の入射方向ｃ１と、第一傾斜面２３８１の法線方向ｎ１とのなす角度である
入射角θ１が、４５°よりも大きくなるように、第一傾斜面２３８１の角度を設定したも
のである。
　第一発光素子３２１から放射された光は、押釦ホルダ２３の入射部２３３１で入射する
と、溝部２３８の第一傾斜面２３８１で反射するが、この第一傾斜面２３８１における入
射角θ１が小さいときは、第一発光素子３２１から放射された光の一部が反射部材２５に
到達しなくなり、点灯部２３６に達する光量が減少するので、この点灯部２３６を明るく
点灯させることができなくなる。
　そこで、第一傾斜面２３８１における入射角θ１が大きくなるように、第一傾斜面２３
８１の角度を設定する。これにより、第一発光素子３２１から放射された光の多くを反射
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部材２５に到達させることができ、点灯部２３６を明るく点灯させることができる。
【００６５】
　図１２（ii）は、反射部材２５で反射した後に溝部２３８の第二傾斜面２３８２に入射
する光の入射方向ｃ２と、第二傾斜面２３８２の法線方向ｎ２とのなす角度である入射角
θ２が、４５°よりも大きくなるように、第二傾斜面２３８２の角度を設定したものであ
る。
　反射部材２５で反射した光は、押釦ホルダ２３の内側面２３９で屈折して押釦ホルダ２
３内を伝播すると、溝部２３８の第二傾斜面２３８２で反射するが、この第二傾斜面２３
８２における入射角θ２が小さいときは、この第二傾斜面２３８２で反射した光の一部が
点灯部２３６に到達しなくなり、この点灯部２３６に達する光量が減少するので、この点
灯部２３６を明るく点灯させることができなくなる。
　そこで、第二傾斜面２３８２における入射角θ２が大きくなるように、第二傾斜面２３
８２の角度を設定することにより、この第二傾斜面２３８２で反射した光の多くを点灯部
２３６に到達させることができ、この点灯部２３６を明るく点灯させることができる。
【００６６】
　図１２（iii）は、第一傾斜面２３８１における入射角θ１が大きくなるように第一傾
斜面２３８１の角度を設定するとともに、第二傾斜面２３８２における入射角θ２が大き
くなるように第二傾斜面２３８２の角度を設定したものである。
　これにより、点灯部２３６に達する光量を増加させることができるので、この点灯部２
３６を明るく点灯させることができる。
【００６７】
　図１２（iv）は、第一傾斜面２３８１における入射角θ１が大きくなるように第一傾斜
面２３８１の角度を設定するとともに、第二傾斜面２３８２を省略したものである。
　反射部材２５の表面は、入射した光を乱反射させる。乱反射した光は、押釦ホルダ２３
の構造上、第二傾斜面２３８２に到達することなく、直接点灯部２３６に到達するものも
あれば、押釦ホルダ２３の外周面２３７（第二傾斜面２３８２と点灯部２３６との間の外
周面２３７）で反射して点灯部２３６に到達するものもある。
　このような状況から、第二傾斜面２３８２は、反射部材２５の表面で乱反射した光の一
部のみを反射して点灯部２３６に到達させるものとなっている。
　そこで、溝部２３８の構造として、第一傾斜面２３８１のみを設けて第二傾斜面２３８
２を省略する構造とする。この場合でも、反射部材２５の表面で乱反射した光を点灯部２
３６に到達させて、この点灯部２３６を明るく点灯させることができる。
　ただし、第二傾斜面２３８２は、反射部材２５の表面で乱反射した光を点灯部２３６に
対して効率的に到達させるための傾斜面であるので、溝部２３８の構造として、第二傾斜
面２３８２を設ける構造とすることが望ましい。
【００６８】
　図１２（ｖ）は、溝部２３８又は第二傾斜面２３８２を複数設けたものである。
　このような形状の場合でも、点灯部２３６に達する光量を増加させることができるので
、この点灯部２３６を明るく点灯させることができる。
　なお、図１２（ｖ）においては、Ｖ字状の溝部が複数形成されているために、傾斜面も
複数（同図においては、四つ）形成されているが、同図における一番下の傾斜面のみ（複
数の傾斜面のうち押釦ホルダ２３の背面２３３に最も近いところに位置する傾斜面のみ）
を第一傾斜面２３８１とし、他の傾斜面を第二傾斜面２３８２としている。これは、第一
発光素子３２１から放射された光が反射するのが、一番下の傾斜面のみであり、他の傾斜
面では、反射部材２５の表面で乱反射した光を反射するからである。
【００６９】
　図１２（vi）は、溝部２３８の断面形状を、Ｖ字状ではなく、台形としたものである。
つまり、溝部２３８において、第一傾斜面２３８１と第二傾斜面２３８２との間を離間さ
せた形状とすることができる。
　このような形状の場合でも、第一発光素子３２１で放射された光を反射又は屈折させて
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点灯部２３６に到達させることができるので、押釦ホルダ２３を前方から視認したときに
、点灯部２３６を通して第一発光素子３２１が視認できないようになる。また、点灯部２
３６に達する光量を増加させることができるので、この点灯部２３６を明るく点灯させる
ことができる。
【００７０】
　また、図７や図１２等に示す押釦ホルダ２３においては、溝部２３８が溝状に形成され
ており、第一傾斜面２３８１と第二傾斜面２３８２との間が空間となっている。
　この場合、第一傾斜面２３８１においては、第一発光素子３２１から放射された光のす
べてが反射するのではなく、その空間内を伝播する光も存在する。また、第二傾斜面２３
８２においては、反射部材２５又はコーティング部２８で反射して押釦ホルダ２３の内側
面２３９で入射した光のすべてが反射するのではなく、その空間内を伝播する光も存在す
る。
　そこで、その空間を伝播する光を減少させて、第一傾斜面２３８１と第二傾斜面２３８
２における反射効率を高めるために、図１３に示すように、その空間に充填部材２３８３
を設ける構成とすることができる。
　充填部材２３８３は、例えば、表面の反射率が高い材料を用いることができる。また、
不透明の材料や白色の材料を充填部材２３８３として用いることもできる。これにより、
第一傾斜面２３８１と第二傾斜面２３８２との間の空間における光の伝播がなくなるので
、この溝部２３８における反射効率を高めることができる。
【００７１】
（２）反射部材２５の表面での乱反射により押釦ホルダ２３の点灯部２３６を全体的に一
様に発光させる
　「（１）押釦ホルダ２３における溝部２３８の形成と反射部材２５の配置」でも説明し
たように、本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、第一発光素子３２１から放射
された光が溝部２３８で反射するときや反射部材２５で反射するときに拡散することから
、点灯部２３６を一様に発光させることができる。
　この効果は、特許文献１との相違として挙げることができる。
　特許文献１に記載のスイッチ装置では、発光素子として砲弾型のＬＥＤを使用しており
、その砲弾型の頂部の法線方向が、押釦ホルダの点灯部に向く方向ではなく、操作ボタン
の軸部に向く方向となっている。このため、このスイッチ装置では、押釦ホルダの点灯部
をその前方から見たときに、砲弾型のＬＥＤの側面が見える状態となっている。そうする
と、押釦ホルダの点灯部をその前方から見たときに、砲弾型の頂部付近では、光が放射さ
れるために、点灯部の当該部分が明るく発光するが、砲弾型の末端部付近では、光が放射
されないために、点灯部の当該部分が暗くなる。これにより、点灯部では、明るさにムラ
ができてしまう。
【００７２】
　これに対し、本発明の停止スイッチ装置１０では、発光素子３２としてチップ型のＬＥ
Ｄを使用することを想定しており、このチップ型のＬＥＤの光放射面の直交方向が、押釦
ホルダ２３の点灯部２３６に向く方向となっている。
　そして、第一発光素子３２１から放射された光は、溝部２３８で反射するときや反射部
材２５で反射するときに拡散することから、点灯部２３６を一様に発光させることができ
、明るさのムラを抑制できる。
【００７３】
（３）透光カラー板２４による特定色の点灯
　本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、操作ボタン２１の周囲に位置する押釦
ホルダ２３の点灯部２３６を特定の色で発光させるために、第一発光素子３２１から放射
された光の伝播経路上に、その特定の色で着色された透光カラー板２４を配置する構成と
した。
【００７４】
　第一発光素子３２１から放射された光は、図１０に示す伝播経路を辿る。すなわち、第
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一発光素子３２１から放射された光は、ユニットケース３５の円筒部３５４の中空内部を
伝播し、ケーシング１２の光通過用開口１２６を通過し、透光カラー板２４を透過して、
押釦ホルダ２３の入射部２３３１に入射する。
　このように、第一発光素子３２１から放射された光は、透光カラー板２４を透過するこ
とから、押釦ホルダ２３の点灯部２３６をその透光カラー板２４の色で発光させることが
でき、カラー光による発光演出が可能となる。
【００７５】
　また、その色は、透光カラー板２４の色で決めることができるので、光を放射する第一
発光素子３２１自体は、安価な白色ＬＥＤを用いることができる。これにより、第一発光
素子３２１として高価なカラーＬＥＤを用いる必要がないので、コスト高を抑えることが
できる。
　なお、透光カラー板２４の色は、赤色、青色、黄色など、発色演出の効果を想定して、
任意に決めることができる。
　また、透光カラー板２４の色は、一色のみとすることができ、あるいは、複数色とする
こともできる。複数色とする場合は、円板状の透光カラー板２４を角度ごとに色分けする
ことができる。
　さらに、透光カラー板２４は、独立した部材であるため、この透光カラー板２４を入れ
替えることにより、押釦ホルダ２３の点灯部２３６の発光色を、所望の色に自由に変える
ことができる。
【００７６】
（４）不正行為防止対策
　本実施形態の停止スイッチ装置１０は、スロットマシン１に取り付けられる装置である
が、このスロットマシン１に対しては、メダルなどの遊技媒体を不正に払い出させる不正
行為が発生することがある。
　その中で、停止スイッチ装置１０を対象とした不正行為には、次のようなものがある。
例えば、静電気を発生可能な小型の器具、具体的には電子ライターなどを操作ボタン２１
の方に向けて静電気を発生させて電圧を印加し、停止スイッチ装置１０の内部に配置され
た基板３３に大きな放電電流を流し、さらに、この基板３３に接続されたハーネスを通じ
て主制御基板や副制御基板に放電電流を流して、それら主制御基板等の誤動作を誘発して
、遊技媒体であるメダルを不正に払い出させるという不正行為がある。ここで、主制御基
板等の誤動作には、例えば、現在の遊技状態が出玉率の変動する遊技状態ではないにもか
かわらず通常よりも出玉率が高いものとして制御プログラムを動作させるものや、クレジ
ットが満タンではないにもかかわらず満タンであるものと誤認識させるものなどがあり、
いずれの場合もメダルが不正に払い出されて遊技ホールの損失につながることから、遊技
場業界における大きな問題となっていた。
【００７７】
　そこで、本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、そのような静電気を用いた不
正行為に対応した構成を備えている。その具体的な構成として、次の二つが挙げられる。
　（４－１）押釦スイッチユニット２０の接地
　（４－２）発光素子３２とセンサ３１のユニット化
　これらの構成について、順に説明する。
【００７８】
（４－１）押釦スイッチユニット２０の接地
　本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、押釦スイッチユニット２０の接地用軸
受２６において、軸受部２６１の側面端部から外方にＬ字状（軸受部２６１の側面端部か
ら直交外方に延伸するとともに、この延伸端部から直交方向に延伸したＬ字形状）の外接
部２６３が突設されている。そして、この外接部２６３を有する接地用軸受２６を押釦ス
イッチユニット２０に組み込み、この押釦スイッチユニット２０をケーシング１２の凹部
１２１に収容すると、ケーシング１２の凹部１２１と上面（側部１２８）との間に形成さ
れた切欠部１２９から外接部２６３が露出し、スロットマシン１の前扉１ａに接触して接
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地される。これにより、操作ボタン２１の近傍で発生した静電気による放電電流がケーシ
ング１２の内部に設けられた基板３３に流れて当該基板３３が破壊するなどの被害を防止
できる。
【００７９】
　この構成及び効果について、さらに詳述する。
　押釦スイッチユニット２０の接地用軸受２６は、導電性の樹脂（例えば、ポリオキシメ
チレン（ＰＯＭ））を材料として形成されている。
　押釦スイッチユニット２０の組み立てに際し、押釦ホルダ２３の背面２３３に透光カラ
ー板２４を重ね合わせ、この透光カラー板２４の貫通孔２４１に反射部材２５を嵌入し、
この反射部材２５の中空内部に接地用軸受２６の軸受部２６１を嵌入すると、この接地用
軸受２６の外接部２６３が、押釦ホルダ２３の外周面２３７の外方に位置するようになる
（図５（ｉ）、（ii）参照）。
　そして、これら接地用軸受２６等で構成される押釦スイッチユニット２０をケーシング
１２の凹部１２１に嵌入すると、その接地用軸受２６の外接部２６３は、操作ボタン２１
が押圧操作される方向に対して直交方向（図３、図４、図１０等においては、上方向）に
向かって突設された状態となり、凹部１２１の内面から当該ケーシング１２の側部１２８
に亘って切り欠き形成されている外接部係合部である切欠部１２９に嵌合する。このとき
、外接部２６３の一部は、その切欠部１２９から外方に突き出した状態となる。
【００８０】
　さらに、この停止スイッチ装置１０を遊技機１の前扉１ａに取り付けると、その接地用
軸受２６の外接部２６３が前扉１ａに接触する。具体的には、次のような構造となる。
　前扉１ａの中央部分には矩形の開口部（図示せず）が形成されており、この開口部に対
して、停止スイッチ装置１０が嵌合される。このとき、停止スイッチ装置１０は、前扉１
ａの前面側からその開口部に向かって嵌合されるとともに、ケーシング１２の背面１２３
とその開口部とを対向配置した後、この向きでその開口部に嵌合される。そして、前扉１
ａの裏面側にそのケーシング１２が露出すると、前面カバー１１の端部に形成されたボス
１１３の雌ねじに対し、ネジ（図示せず）などの螺着部材を、その前扉１ａの開口部の周
囲の縁部を介して螺入することで、この停止スイッチ装置１０が前扉１ａに螺着固定され
る。
　このような手順で前扉１ａの開口部に停止スイッチ装置１０が嵌合されるが、その前扉
１ａの開口部の周囲の縁部には、金属メッキが施されており、停止スイッチ装置１０のケ
ーシング１２の上面から露出した接地用軸受２６の外接部２６３が、その金属メッキに接
触する。その金属メッキは、スロットマシン１の前扉１ａ又は筐体１ｂに設けられたアー
ス線に接続されており、これにより、接地されている。このため、その金属メッキに外接
部２６３が接触することで、この外接部２６３が形成されている接地用軸受２６の全体が
接地された状態となる。
【００８１】
　このような構造を有することにより、操作ボタン２１の近傍で発生した静電気にもとづ
く放電電流を、接地用軸受２６の外接部２６３を介して、スロットマシン１の前扉１ａ又
は筐体１ｂに接続されたアース線に向けて逃がすことができる。
　このため、その静電気による放電電流が停止スイッチ装置１０の内部に設けられた基板
３３に流れて操作回路を破壊するなどの悪影響を防止できる。
【００８２】
　また、不正行為による静電気の発生に限らず、例えば、遊技者が操作ボタン２１を操作
したときに、当該遊技者に帯電していた静電気が、操作ボタン２１と押釦ホルダ２３との
間に進入することも起こり得る。ただし、この場合も、接地用軸受２６の外接部２６３が
確実に接地されるために、静電気に起因する放電電流が基板３３に実装された操作回路に
流れて破壊するといった事態を回避できる。
【００８３】
（４－２）発光素子とセンサのユニット化
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　本実施形態の停止スイッチ装置１０においては、センサ３１等がユニットケース３５に
収納されており、外部からのアクセスが不能な状態となっているので、当該停止スイッチ
装置１０を対象とする不正行為を効果的に防止できる。
　例えば、センサ３１等が実装された基板３３は、それらセンサ３１等とともに、一のユ
ニットケース３５の内部に収納されている。このことから、ケーシング１２と操作ボタン
２１との隙間と基板３３との間には、ユニットケース３５が介在して、それら隙間と基板
３３との間が連通していない構造となっている。つまり、基板３３は、ケーシング１２と
操作ボタン２１との隙間からはアクセス不能となっている。よって、電子ライターなどを
用いて操作面２１１の外部又はケーシング１２と操作ボタン２１との隙間で静電気を発生
させる不正行為が行われた場合、その静電気は、ユニットケース３５により遮蔽されて、
基板３３に到達することができない。このため、その静電気の衝撃に伴って放電電流が流
れて基板３３が破壊されるといった事態を防止できる。また、基板３３から主制御基板に
放電電流が流れて不正にメダルが払い出されるといった事態を回避できる。
【００８４】
　また、静電気を発生させて停止スイッチ装置１０の基板３３やスロットマシン１内の主
制御基板に放電電流を流す不正行為には、上述した電子ライターを使用したものの他に、
例えば、停止ボタン２１と押釦ホルダ２３との隙間にリード線を挿入し、このリード線の
先端から静電気を発生させる不正行為がある。ただし、このようにリード線を用いて不正
行為が行われた場合でも、ケーシング１２と操作ボタン２１との隙間から挿入されたリー
ド線の先端が、ユニットケース３５の矩形筒状部３５３又は円筒部３５４のいずれかに必
ず当接し、基板３３に到達できない。このことから、そのリード線の先端から発生した静
電気の影響を受けて基板３３が破壊されるといった事態を防止できる。また、基板３３か
ら主制御基板に放電電流が流れて不正にメダルが払い出されるといった事態を回避できる
。
【００８５】
（５）組み立て容易
　本実施形態の停止スイッチ装置１０は、構造が比較的シンプルであるため、組み立てが
容易となっている。
　例えば、押釦スイッチユニット２０は、操作ボタン２１とバネ２２と押釦ホルダ２３と
接地用軸受２６とを互いに軸方向に組み合わせることで係合し、操作ボタン２１の溝部２
１４に止め輪２７を圧入することで、組み立てが完了する。
　また、停止スイッチ装置１０は、押釦スイッチユニット２０をケーシング１２の凹部１
２１に収納し、このケーシング１２の前面１２２に前面カバー１１を装着し、蓋部材１３
に制御ユニット３０を取り付けて、この蓋部材１３をケーシング１２の背面１２３に装着
することで、組み立てが完了する。
　このように、停止スイッチ装置１０は、組み立てが簡易であるので、組み立て作業の軽
減を図ることができる。
【００８６】
　以上説明したように、本実施形態の操作スイッチ装置及び遊技機によれば、停止スイッ
チ装置をその前方から視認したときに、透光体を通してＬＥＤが見えないので、当該停止
スイッチ装置の外観上の美観の維持を図ることができる。
　また、透光体の発光面の明るさが均一になるので、発光演出の効果を向上させることが
できる。
　一方、従来の操作スイッチ装置においては、以下のような問題があった。
　既述したように、当該停止スイッチ装置においては、透光体の側面凹部に設けられたＬ
ＥＤを発光させることにより、操作ボタンの周囲に位置する透光体を点灯させることがで
きる。ただし、この透光体は、透明な材料で形成されており、ＬＥＤは、この透光体の側
面凹部に設けられている。このため、当該停止スイッチ装置において操作ボタンの有する
側をこの前方から視認すると、この操作ボタンの周囲に位置する透明な透光体の露出部分
を通して、ＬＥＤが見えてしまっていた。
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　透光体は、発光演出を行う機能とともに、停止スイッチ装置を装飾する機能も有してい
る。このことから、この透光体の露出部分は、全体的に統一した色（白色なら白色）で均
一に装飾されていることが望ましい。ところが、透光体を通してＬＥＤが見えてしまうと
、この部分だけが他とは違った色に見えてしまうため、透光体の色の統一が損なわれてし
まって、当該透光体を視認したときの見栄えが悪くなる。そうすると、当該透光体の装飾
機能が十分に発揮できなくなって、停止スイッチ装置の外観上の美観が損なわれてしまう
という問題があった。
　また、そのＬＥＤが点灯している場合において、透光体をその前方から視認したとき、
この透光体の露出部分においてＬＥＤの見える箇所が最も明るく光り、このＬＥＤから離
れるにしたがってその明るさが次第に暗くなっていく。このため、透光体の露出部分であ
る発光面が一様に発光せず、その明るさが不均一となって、演出効果に支障をきたすとい
う問題があった。
　本発明の操作スイッチ装置によれば、従来の操作スイッチ装置が改善すべきこのような
問題の全部又は一部を解決することができる。
 
【００８７】
　以上、本発明の操作スイッチ装置及び遊技機の好ましい実施形態について説明したが、
本発明に係る操作スイッチ装置及び遊技機は上述した実施形態にのみ限定されるものでは
なく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
　例えば、上述した実施形態では、遊技機の例としてスロットマシンを挙げたが、パチン
コ機やパロットなどの遊技機に本発明を適用することもできる。
【００８８】
　また、上述した実施形態では、操作スイッチ装置の例として、停止スイッチ装置を挙げ
たが、これに限るものではなく、例えば、スロットマシンに備えられるベットボタンやス
タートレバー、パチンコ機に備えられるチャンスボタンや発射用ハンドルなどを操作スイ
ッチ装置として本発明を適用することもできる。
　なお、本発明を適用可能なスロットマシンのベットボタンには、一回の操作につき一枚
のメダルを掛ける１ベットボタン（図１に示す１ベットボタン２ａ１）と、一回のゲーム
に掛けられるメダルの最大枚数を、一回の操作で掛けるＭＡＸベットボタン（図１に示す
ＭＡＸベットボタン２ａ２）がある。
【００８９】
　さらに、上述した実施形態では、押釦ホルダの形状を、底の無い円筒形状としたが、無
底の円筒形状に限るものではなく、有底の円筒形状とすることができる。この場合、有底
の円筒形状の開口に操作ボタンが収容され、有底の外側面に透光カラー板が併設される。
そして、円筒形状である押釦ホルダの有底の中央部分に形成された貫通孔と透光カラー板
の貫通孔に、反射部材と接地用軸受が挿入される。
【００９０】
　また、図４、図８、図９に示した停止スイッチ装置においては、第一発光素子やこれに
対応する円筒部をそれぞれ三つずつ設けた構成としているが、三つずつに限るものではな
く、一つずつ又は複数ずつであってもよい。
　さらに、上述した実施形態では、一つの接地用軸受に形成される外接部の数を一つとし
たが、外接部の数は、一つに限るものではなく、二つ以上とすることができる。この場合
、押釦スイッチユニットが収納されるケーシングの側部には、その外接部の数と同数の切
欠部が、それら外接部に対応する位置に形成される。
　また、上述した実施形態では、ケーシングの上面部を側部とし、この側部と凹部との間
に切欠部を形成する構成としたが、この構成に限るものではなく、ケーシングの下面部や
側面部を側部とし、この側部と凹部との間に切欠部を形成する構成とすることもできる。
【００９１】
　また、上述した実施形態では、操作ボタンの材質を金属製としたが、これに限るもので
はなく、例えば、導電性樹脂製であってもよい。
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　さらに、上述した実施形態では、接地用軸受の材質を導電性樹脂製としたが、これに限
るものではなく、例えば、金属製であってもよい。また、接地用軸受は、金型内に予め金
属部品を挿入しておき、この金属部品の周囲に樹脂を注入して、金属と樹脂とを一体化す
るインサート成型により成形したものであってもよい。
　また、止め輪は、Ｅ型、Ｃ型、グリップのいずれであってもよい。
【符号の説明】
【００９３】
　１　スロットマシン（遊技機）
　１ａ　前扉（遊技機の本体）
　１０　停止スイッチ装置（操作スイッチ装置）
　１２　ケーシング（ケース部材）
　１２１　凹部
　１２９　切欠部（外接部係合部）
　２０　押釦スイッチユニット
　２１　操作ボタン
　２１１　操作面
　２１２　操作受付部
　２１３　軸部
　２３　押釦ホルダ
　２３３１　入射部
　２３６　点灯部
　２３８　溝部
　２３８１　第一傾斜面（第一反射部）
　２３８２　第二傾斜面（第三反射部）
　２４　透光カラー板（着色部材）
　２５　反射部材（第二反射部）
　２６　接地用軸受（軸受部材）
　２６１　軸受部
　２６３　外接部
　２８　コーティング部（第二反射部）
　３２　発光素子
　３２１　第一発光素子
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              特開２０１０－０１２２３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１８６７０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０６６０９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－３１４８５５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　５／０４　　　　
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　
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