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(57)【要約】
【課題】シート全体が磁石として機能する透明又は半透
明の磁石シート及びその製造方法を提供する。
【解決手段】磁石シート１００は、透明又は半透明のシ
ート材１０１を備え、シート材１０１の表面全体に、複
数の磁石領域１０２が略均一な密度で形成されている。
透明又は半透明のシート材１０１の表面全体に複数の磁
石領域１０２が形成されているため、シート全体が磁石
として機能する。また、透明又は半透明のシート材１０
１に対して、複数の磁石領域１０２が略均一な密度で形
成されているため、シート全体が磁石領域で覆われた構
成とは異なり、シート全体として透明又は半透明とする
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】
　透明又は半透明のシート材を備え、
　前記シート材の表面全体に、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されていることを特
徴とする磁石シート。
【請求項２】
　前記複数の磁石領域は、前記シート材の内部に埋め込まれていることを特徴とする請求
項１に記載の磁石シート。
【請求項３】
　前記シート材の表面には、それぞれ一直線上に延びる複数の凹部又は貫通孔が等間隔で
形成されており、当該複数の凹部又は貫通孔に磁石領域が埋め込まれることにより、複数
の磁石領域が略均一な密度で形成されていることを特徴とする請求項２に記載の磁石シー
ト。
【請求項４】
　前記シート材の表面には、複数の小孔が略均一な密度で形成されており、当該複数の小
孔に磁石領域が埋め込まれることにより、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されてい
ることを特徴とする請求項２に記載の磁石シート。
【請求項５】
　透明又は半透明のシート材の表面に、それぞれ一直線上に延びる複数の凹部を形成する
凹部形成ステップと、
　前記複数の凹部内に磁性体を埋め込む磁性体埋込ステップと、
　前記複数の凹部内に埋め込まれた磁性体を着磁させることにより、複数の磁石領域を形
成する着磁ステップとを含むことを特徴とする磁石シートの製造方法。
【請求項６】
　透明又は半透明の基材シート、及び、磁性体シートを、交互に積層することにより積層
体を形成する積層ステップと、
　前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、基材領域及び磁性体領域が交
互に形成されたシート材を生成するシート材生成ステップと、
　前記シート材の各磁性体領域を着磁させることにより、複数の磁石領域を形成する着磁
ステップとを含むことを特徴とする磁石シートの製造方法。
【請求項７】
　透明又は半透明の基材シート、及び、磁性体シートを、交互に積層することにより積層
体を形成する積層ステップと、
　前記積層体の各磁性体シートを着磁させる着磁ステップと、
　各磁性体シートが着磁された前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、
基材領域及び磁石領域が交互に形成されたシート材を生成するシート材生成ステップとを
含むことを特徴とする磁石シートの製造方法。
【請求項８】
　透明又は半透明の基材シート、及び、着磁された磁石シートを、交互に積層することに
より積層体を形成する積層ステップと、
　前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、基材領域及び磁石領域が交互
に形成されたシート材を生成するシート材生成ステップとを含むことを特徴とする磁石シ
ートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁石として機能する透明又は半透明の磁石シート及びその製造方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば下記特許文献１には、透明基材シートの一部に帯状の磁石層を形成した磁石付き
透明シートが提案されている。この特許文献１において、磁石層は、透明基材シートの一
辺、又は、対向する二辺に沿って、一直線上に延びるように形成されている（特許文献１
の図５～図７参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１３７３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような従来の磁石付き透明シートは、透明基材シートの一辺又は
二辺に磁石層を設けることにより、磁石の機能を備えた透明シートとして構成されただけ
のものであり、シート全体が磁石として機能するものではない。すなわち、シート全体が
磁石として機能するような磁石シートを透明又は半透明に形成したものは提案されていな
かった。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、シート全体が磁石として機能する透
明又は半透明の磁石シート及びその製造方法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】
【０００６】
　本発明に係る磁石シートは、透明又は半透明のシート材を備え、前記シート材の表面全
体に、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されている。
【０００７】
　このような構成によれば、透明又は半透明のシート材の表面全体に複数の磁石領域が形
成されているため、シート全体が磁石として機能する。また、透明又は半透明のシート材
に対して、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されているため、シート全体が磁石領域
で覆われた構成とは異なり、シート全体として透明又は半透明とすることができる。
【０００８】
　前記複数の磁石領域は、前記シート材の内部に埋め込まれていてもよい。
【０００９】
　このような構成によれば、内部に複数の磁石領域が埋め込まれた全体としてシート状の
磁石シートを提供することができる。
【００１０】
　前記シート材の表面には、それぞれ一直線上に延びる複数の凹部又は貫通孔が等間隔で
形成されており、当該複数の凹部又は貫通孔に磁石領域が埋め込まれることにより、複数
の磁石領域が略均一な密度で形成されていてもよい。
【００１１】
　このような構成によれば、それぞれ一直線上に延びるように等間隔で形成された複数の
凹部又は貫通孔に磁石領域が埋め込まれる。これにより、複数の磁石領域が略均一な密度
で形成されるため、これらの磁石領域以外の部分は略均一な透明又は半透明の領域となり
、シート全体として透明又は半透明の磁石シートを提供することができる。
【００１２】
　前記シート材の表面には、複数の小孔が略均一な密度で形成されており、当該複数の小
孔に磁石領域が埋め込まれることにより、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されてい
てもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、略均一な密度で形成された複数の小孔に磁石領域が埋め込ま
れる。これにより、複数の磁石領域が略均一な密度で形成されるため、これらの磁石領域
以外の部分は略均一な透明又は半透明の領域となり、シート全体として透明又は半透明の
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磁石シートを提供することができる。
【００１４】
　本発明に係る第１の磁石シートの製造方法は、凹部形成ステップと、磁性体埋込ステッ
プと、着磁ステップとを含む。前記凹部形成ステップでは、透明又は半透明のシート材の
表面に、それぞれ一直線上に延びる複数の凹部を形成する。前記磁性体埋込ステップでは
、前記複数の凹部内に磁性体を埋め込む。前記着磁ステップでは、前記複数の凹部内に埋
め込まれた磁性体を着磁させることにより、複数の磁石領域を形成する。
【００１５】
　本発明に係る第２の磁石シートの製造方法は、積層ステップと、シート材生成ステップ
と、着磁ステップとを含む。前記積層ステップでは、透明又は半透明の基材シート、及び
、磁性体シートを、交互に積層することにより積層体を形成する。前記シート材生成ステ
ップでは、前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、基材領域及び磁性体
領域が交互に形成されたシート材を生成する。前記着磁ステップでは、前記シート材の各
磁性体領域を着磁させることにより、複数の磁石領域を形成する。
【００１６】
　本発明に係る第３の磁石シートの製造方法は、積層ステップと、着磁ステップと、シー
ト材生成ステップとを含む。前記積層ステップでは、透明又は半透明の基材シート、及び
、磁性体シートを、交互に積層することにより積層体を形成する。前記着磁ステップでは
、前記積層体の各磁性体シートを着磁させる。前記シート材生成ステップでは、各磁性体
シートが着磁された前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、基材領域及
び磁石領域が交互に形成されたシート材を生成する。
【００１７】
　本発明に係る第４の磁石シートの製造方法は、積層ステップと、シート材生成ステップ
とを含む。前記積層ステップでは、透明又は半透明の基材シート、及び、着磁された磁石
シートを、交互に積層することにより積層体を形成する。前記シート材生成ステップでは
、前記積層体を積層方向に沿ってスライスすることにより、基材領域及び磁石領域が交互
に形成されたシート材を生成する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る磁石シートの構成例を示す部分斜視図である。
【図２Ａ】図１の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図２Ｂ】図１の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図２Ｃ】図１の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る磁石シートの構成例を示す部分斜視図である。
【図４Ａ】図３の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図４Ｂ】図３の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図４Ｃ】図３の磁石シートの製造方法を示す概略断面図である。
【図５Ａ】図３の磁石シートの製造方法の変形例を示す概略断面図である。
【図５Ｂ】図３の磁石シートの製造方法の変形例を示す概略断面図である。
【図５Ｃ】図３の磁石シートの製造方法の変形例を示す概略断面図である。
【図５Ｄ】図３の磁石シートの製造方法の変形例を示す概略断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る磁石シートの構成例を示す部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る磁石シート１００の構成例を示す部分斜視図であ
る。この磁石シート１００は、透明又は半透明のシート材１０１に、複数の磁石領域１０
２が埋め込まれることにより構成されている。
【００２０】
　シート材１０１は、例えばＰＥＴ、アクリル、塩化ビニル、シリコン、ナイロン、ウレ
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タン、ガラス、ポリカーボネイト、ＡＢＳ、ポリエチレン、ゴム系、透明樹脂、又は粘着
剤などにより形成されたフィルムであり、その厚みは１μｍ～１０ｍｍである。シート材
１０１の一方面１０３には、複数の凹部１０４が形成されており、これらの凹部１０４内
に磁石領域１０２が埋め込まれている。
【００２１】
　各凹部１０４は、例えば一直線上に延びている。各凹部１０４は、互いに一定の間隔を
隔てて平行に形成されている。これにより、シート材１０１の一方面１０３全体に、複数
の磁石領域１０２が略均一な密度で形成されている。ここで、略均一な密度とは、例えば
磁石シート１００を同じ面積からなる数個の領域に任意の位置で分割したときに、各領域
に占める磁石領域１０２の面積が一定又はほぼ一定であることを意味している。
【００２２】
　各凹部１０４の幅Ａ１は、例えば１μｍ～１００ｍｍであり、より好ましくは１０μｍ
～１００μｍである。また、各凹部１０４間の間隔Ａ２は、例えば１μｍ～１００ｍｍで
あり、より好ましくは５０μｍ～５００μｍである。この例では、各凹部１０４の断面形
状が三角形状となっているが、このような構成に限らず、例えば矩形状などの他の断面形
状であってもよい。
【００２３】
　図２Ａ～図２Ｃは、図１の磁石シート１００の製造方法を示す概略断面図である。磁石
シート１００を製造する際には、まず、一方面１０３及び他方面１０６がそれぞれ平坦な
シート材１０１を準備する。
【００２４】
　そして、図２Ａに示すように、準備したシート材１０１の一方面１０３に、一直線上に
延びる複数の凹部１０４を形成する（凹部形成ステップ）。このとき、各凹部１０４がシ
ート材１０１を貫通しないように、かつ、互いに等間隔で一直線上に延びるように形成さ
れる。
【００２５】
　シート材１０１の一方面１０３に形成された複数の凹部１０４内には、図２Ｂに示すよ
うに磁性体１０５が埋め込まれる（磁性体埋込ステップ）。磁性体１０５は、例えば酸化
鉄、酸化クロム、コバルト、フェライト、純鉄、パーマロイ、センダスト合金、アモルフ
ァス合金、クロム酸化鉄、コバルト酸化鉄、メタル磁性体、バリウムフェライト、鉄、ケ
イ素銅、センダスト、パーメンジュール、ソフトフェライト、ナノクリスタル磁性合金、
アルニコ磁石、フェライト磁石、サマリウムコバルト磁石、ネオジム鉄ボロン磁石、サマ
リウム鉄窒素磁石、ニッケル、超磁歪材料などからなり、粉末又は液体の状態で各凹部１
０４内に埋め込まれた後、当該凹部１０４内に定着される。各凹部１０４内に定着した磁
性体１０５の表面は、シート材１０１の一方面１０３に対して面一となる。
【００２６】
　その後、複数の凹部１０４内に埋め込まれた磁性体１０５が着磁される（着磁ステップ
）。これにより、図２Ｃに示すように、シート材１０１の一方面１０３側がＮ極、他方面
１０６側がＳ極となる複数の磁石領域１０２が形成される。ただし、複数の凹部１０４内
に埋め込まれた磁性体１０５は、シート材１０１の一方面１０３側がＳ極、他方面１０６
側がＮ極となるように着磁されてもよいし、シート材１０１の一方面１０３側及び他方面
１０６側において、それぞれＮ極及びＳ極が交互に配列されるように着磁されてもよい。
また、既に着磁された磁石（図示せず）が各凹部１０４内に埋め込まれてもよい。
【００２７】
　本実施形態では、透明又は半透明のシート材１０１の一方面１０３全体に複数の磁石領
域１０２が形成されているため、シート全体が磁石として機能する。また、透明又は半透
明のシート材１０１に対して、複数の磁石領域１０２が略均一な密度で形成されているた
め、シート全体が磁石領域で覆われた構成とは異なり、シート全体として透明又は半透明
とすることができる。
【００２８】
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　すなわち、本実施形態では、それぞれ一直線上に延びるように等間隔で形成された複数
の凹部１０４に磁石領域１０２が埋め込まれることにより、複数の磁石領域１０２が略均
一な密度で形成されるため、これらの磁石領域１０２以外の部分は略均一な透明又は半透
明の領域となり、シート全体として透明又は半透明の磁石シート１００を提供することが
できる。特に、図２Ｃに示すように、シート全体として一方面１０３側がＮ極、他方面１
０６側がＳ極の磁石となった透明又は半透明の磁石シート１００を提供することができる
。
【００２９】
＜第２実施形態＞
　図３は、本発明の第２実施形態に係る磁石シート２００の構成例を示す部分斜視図であ
る。この磁石シート２００は、透明又は半透明のシート材２０１に、複数の磁石領域２０
２が埋め込まれることにより構成されている。シート材２０１には、複数の貫通孔２０４
が形成されており、これらの貫通孔２０４内に磁石領域２０２が埋め込まれている。
【００３０】
　各貫通孔２０４は、例えば一直線上に延びている。各貫通孔２０４は、互いに一定の間
隔を隔てて平行に形成されている。これにより、シート材２０１の表面（一方面２０３及
び他方面２０６）全体に、複数の磁石領域２０２が略均一な密度で形成されている。
【００３１】
　各貫通孔２０４の幅Ｂ１は、例えば１μｍ～１００ｍｍであり、より好ましくは１０μ
ｍ～１００μｍである。また、各貫通孔２０４間の間隔Ｂ２は、例えば１μｍ～１００ｍ
ｍであり、より好ましくは５０μｍ～５００μｍである。
【００３２】
　図４Ａ～図４Ｃは、図３の磁石シート２００の製造方法を示す概略断面図である。磁石
シート２００を製造する際には、まず、透明又は半透明の基材シート２０７と、磁性体シ
ート２０８とをそれぞれ複数準備し、図４Ａに示すように、それらの基材シート２０７及
び磁性体シート２０８を交互に積層することにより積層体２０５を形成する（積層ステッ
プ）。このとき、各基材シート２０７及び各磁性体シート２０８の間には、例えば粘着層
が設けられる。ただし、各基材シート２０７が粘着層そのものであってもよい。
【００３３】
　基材シート２０７は、例えばＰＥＴ、アクリル、ウレタン、シリコン、ガラス、塩化ビ
ニル、ナイロン、ポリカーボネイト、ＡＢＳ、ゴム系、ポリエチレン等の透明樹脂、又は
粘着剤などにより形成されたフィルムであり、その厚みは例えば１μｍ～１００ｍｍであ
り、より好ましくは５０μｍ～５００μｍである。磁性体シート２０８は、例えば酸化鉄
、酸化クロム、コバルト、フェライト、純鉄、パーマロイ、センダスト合金、アモルファ
ス合金、クロム酸化鉄、コバルト酸化鉄、メタル磁性体、バリウムフェライト、鉄、ケイ
素銅、センダスト、パーメンジュール、ソフトフェライト、ナノクリスタル磁性合金、ア
ルニコ磁石、フェライト磁石、サマリウムコバルト磁石、ネオジム鉄ボロン磁石、サマリ
ウム鉄窒素磁石、ニッケル、超磁歪材料などの磁性体により形成されたフィルムであり、
その厚みは例えば１μｍ～１００ｍｍであり、より好ましくは１０μｍ～１００μｍであ
る。
【００３４】
　その後、図４Ｂに示すように、積層体２０５が、その積層方向Ｄに沿ってスライスされ
ることにより、シート材２０１が生成される（シート材生成ステップ）。すなわち、積層
体２０５が、等間隔で複数の切断位置Ｐにおいてスライスされることにより、複数のシー
ト材２０１が生成される。積層体２０５をスライスする際の切断位置Ｐ間の間隔は、例え
ば１μｍ～１０ｍｍであり、当該間隔は、最終的に得られる磁石シート２００の厚みに相
当する。
【００３５】
　積層体２０５をスライスすることにより生成されたシート材２０１は、図４Ｃに示すよ
うに、その切断面である両面（一方面２０３及び他方面２０６）が平坦面となる。このシ
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ート材２０１は、基材シート２０７の一部である基材領域と、磁性体シート２０８の一部
である磁性体領域とが、交互に形成された構成となる。
【００３６】
　その後、シート材２０１の各磁性体領域（磁性体シート２０８により構成される領域）
が着磁される（着磁ステップ）。これにより、図４Ｃに示すように、シート材２０１の一
方面２０３側がＮ極、他方面２０６側がＳ極となる複数の磁石領域２０２が形成される。
ただし、シート材２０１の各磁性体領域は、シート材２０１の一方面２０３側がＳ極、他
方面２０６側がＮ極となるように着磁されてもよいし、シート材２０１の一方面２０３側
及び他方面２０６側において、それぞれＮ極及びＳ極が交互に配列されるように着磁され
てもよい。
【００３７】
　本実施形態では、透明又は半透明のシート材２０１の表面（一方面２０３及び他方面２
０６）全体に複数の磁石領域２０２が形成されているため、シート全体が磁石として機能
する。また、透明又は半透明のシート材２０１に対して、複数の磁石領域２０２が略均一
な密度で形成されているため、シート全体が磁石領域で覆われた構成とは異なり、シート
全体として透明又は半透明とすることができる。
【００３８】
　すなわち、本実施形態では、それぞれ一直線上に延びるように等間隔で形成された複数
の貫通孔２０４に磁石領域２０２が埋め込まれることにより、複数の磁石領域２０２が略
均一な密度で形成されるため、これらの磁石領域２０２以外の部分は略均一な透明又は半
透明の領域となり、シート全体として透明又は半透明の磁石シート２００を提供すること
ができる。
【００３９】
　図５Ａ～図５Ｄは、図３の磁石シート２００の製造方法の変形例を示す概略断面図であ
る。この方法では、まず、上記実施形態と同様に、透明又は半透明の基材シート２０７と
、磁性体シート２０８とをそれぞれ複数準備し、図５Ａに示すように、それらの基材シー
ト２０７及び磁性体シート２０８を交互に積層することにより積層体２０５を形成する（
積層ステップ）。このとき、各基材シート２０７及び各磁性体シート２０８の間には、例
えば粘着層が設けられる。ただし、各基材シート２０７が粘着層そのものであってもよい
。
【００４０】
　その後、図５Ｂに示すように、積層体２０５の各磁性体シート２０８が着磁される（着
磁ステップ）。このとき、積層体２０５における積層方向Ｄに対して直交する方向の一端
部側がＮ極となり、他端部側がＳ極となる。
【００４１】
　そして、上記実施形態と同様に、積層体２０５が、その積層方向Ｄに沿ってスライスさ
れることにより、シート材２０１が生成される（シート材生成ステップ）。すなわち、図
５Ｃに示すように、積層体２０５が、等間隔で複数の切断位置Ｐにおいてスライスされる
ことにより、複数のシート材２０１が生成される。
【００４２】
　積層体２０５をスライスすることにより生成されたシート材２０１は、図５Ｄに示すよ
うに、その切断面である両面（一方面２０３及び他方面２０６）が平坦面となる。このシ
ート材２０１は、基材シート２０７の一部である基材領域と、磁性体シート２０８の一部
である磁性体領域とが、交互に形成された構成となる。
【００４３】
　これにより、図５Ｄに示すように、シート材２０１の一方面２０３側がＮ極、他方面２
０６側がＳ極となる複数の磁石領域２０２が形成される。ただし、シート材２０１の各磁
性体領域は、シート材２０１の一方面２０３側がＳ極、他方面２０６側がＮ極となるよう
に着磁されてもよいし、シート材２０１の一方面２０３側及び他方面２０６側において、
それぞれＮ極及びＳ極が交互に配列されるように着磁されてもよい。
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【００４４】
　なお、図５Ａのように、基材シート２０７及び磁性体シート２０８を交互に積層するこ
とにより積層体２０５を形成してから、その積層体２０５の各磁性体シート２０８を着磁
させるような構成に限らず、既に着磁された磁石シート（図示せず）を基材シート２０７
と交互に積層することにより、積層体２０５を形成するような構成であってもよい。この
場合、磁石シート及び基材シート２０７を交互に積層して積層体２０５を形成した時点（
積層ステップ）で、図５Ｂに示すような状態となり、その後は上記変形例と同様の工程（
シート材生成ステップ）を行うことにより、シート材２０１を生成することができる。
【００４５】
＜第３実施形態＞
　図６は、本発明の第３実施形態に係る磁石シート３００の構成例を示す部分斜視図であ
る。この磁石シート３００は、透明又は半透明のシート材３０１に、複数の磁石領域３０
２が埋め込まれることにより構成されている。
【００４６】
　シート材３０１は、例えばＰＥＴ、アクリル、ウレタン、シリコン、ガラス、塩化ビニ
ル、ナイロン、ポリカーボネイト、ＡＢＳ、ゴム系、ポリエチレン等の透明樹脂、又は粘
着剤などにより形成されたフィルムであり、その厚みは例えば１μｍ～１０ｍｍである。
シート材３０１には、複数の小孔３０４が形成されており、これらの小孔３０４内に磁石
領域３０２が埋め込まれている。
【００４７】
　各小孔３０４には、既に着磁された磁石（図示せず）が埋め込まれることにより磁石領
域３０２が形成されてもよいし、磁性体が埋め込まれた後に着磁されることにより磁石領
域３０２が形成されてもよい。このとき、各磁石領域３０２は、シート材３０１の一方面
３０３側がＮ極、他方面３０６側がＳ極となるように形成される。ただし、各磁石領域３
０２は、シート材３０１の一方面３０３側がＳ極、他方面３０６側がＮ極となるように形
成されてもよいし、シート材３０１の一方面３０３側及び他方面３０６側において、それ
ぞれＮ極及びＳ極が交互に配列されるように形成されてもよい。
【００４８】
　各小孔３０４は、互いに一定の間隔を隔てて形成されている。これにより、シート材３
０１の表面（一方面３０３及び他方面３０６）全体に、複数の磁石領域３０２が略均一な
密度で形成されている。
【００４９】
　各小孔３０４の内径Ｃ１は、例えば１μｍ～１０ｍｍであり、より好ましくは１００μ
ｍ～１ｍｍである。また、各小孔３０４間の間隔Ｃ２は、例えば１μｍ～１００ｍｍであ
り、より好ましくは１００μｍ～５ｍｍである。ただし、各小孔３０４は、シート材３０
１を貫通した貫通孔により構成されるものに限らず、凹部により構成されるものであって
もよい。
【００５０】
　本実施形態では、透明又は半透明のシート材３０１の表面（一方面３０３及び他方面３
０６）全体に複数の磁石領域３０２が形成されているため、シート全体が磁石として機能
する。また、透明又は半透明のシート材３０１に対して、複数の磁石領域３０２が略均一
な密度で形成されているため、シート全体が磁石領域で覆われた構成とは異なり、シート
全体として透明又は半透明とすることができる。
【００５１】
　すなわち、本実施形態では、略均一な密度で形成された複数の小孔３０４に磁石領域３
０２が埋め込まれる。これにより、複数の磁石領域３０２が略均一な密度で形成されるた
め、これらの磁石領域３０２以外の部分は略均一な透明又は半透明の領域となり、シート
全体として透明又は半透明の磁石シート３００を提供することができる。
【００５２】
　以上の実施形態では、シート材１０１，２０１，３０１に凹部１０４、貫通孔２０４又
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は小孔３０４が形成され、それらの内部に磁石領域１０２，２０２，３０２が埋め込まれ
た構成について説明した。しかし、このような構成に限らず、例えばシート材の平坦な表
面上に、複数の磁石領域が略均一な密度で形成された構成などであってもよい。
【符号の説明】
【００５３】
　　１００　　磁石シート
　　１０１　　シート材
　　１０２　　磁石領域
　　１０３　　一方面
　　１０４　　凹部
　　１０５　　磁性体
　　１０６　　他方面
　　２００　　磁石シート
　　２０１　　シート材
　　２０２　　磁石領域
　　２０３　　一方面
　　２０４　　貫通孔
　　２０５　　積層体
　　２０６　　他方面
　　２０７　　基材シート
　　２０８　　磁性体シート
　　３００　　磁石シート
　　３０１　　シート材
　　３０２　　磁石領域
　　３０３　　一方面
　　３０４　　小孔
　　３０６　　他方面
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