
(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局

(43)国際公開日
2007年 5月 18日 (18.05.2007)

(51) 国際特許分類 町 4 T目 3番 5号 信越ポ リマー株式会社内皿 ky
HOlH 13/14 (2006.01) HOlH 13/702 (2006.01) (JP).内山 こ{ (UCHIYAMA, Hitoshi) [JP/JP];〒 103002
HOlH 13/70 (2006.01) HOlH 1/00 (2006.01) 東京都中央区 B本橋本町 4 T目 3番 5号 信越ポリ

マー株式会社内 Tokyo (JP).
(21) 国際出順番号 PCT/JP2006/3 12822

(74) 理人 :アイアツ ト国際特許業務法人 (IAT WOR
(22) 国際出順日 2006年 6月 27日 (27.06.2006) PATENT LAW FIR の ;〒 1631 127東京都新宿区西新

宿 6 T目 2 2番 1号新宿スクエアタワ —2 7階皿 ky
(25) 国際出順の言語 日木語 (JP).

(26) 国際公開の言語 日木語 (81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護
が可能 ): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG

(30) 優先権子一タ BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK
特願 2005-323562 2005年 11月 8 (08.11.2005) JP DM, DZ, EC, EE, EG, E , FI, GB, GD, GE, GH, GM, 几1 I
特願 2006-055956 2006年 3月 2日 (02.03.2006) JP HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ

LA, LC, LK, LR, LS, LT,LU, LV,LY,MA, MD, MG, MK
(71) 出願人 米国を除 <全ての指定国について ) 信越ポ

MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PHリマー株式会社 (SHIN-ETSU POLYMER CO.,LTD.) PL, PT, Rの , RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY
[JP/JP]; 〒 1030023東京都中央区 本橋本町 4 T 目

TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA
3番 5号 Tokyo (JP). ZM, ZW.

(72) 発明者 および (84) 指定国俵示のない限り、全ての種類の広域保護が可
(75) 発明者 願人 (米国についてのみ 加藤 勝彦 仁 ATO, 能 ): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

Katsuhiko) [JP/JP];〒 1030023東京都中央区日本橋本 SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラシ (AM, AZ, BY

[続葉有

(54) Title: 凡 [EMBER FOR PUSH BUTTON SWITCH AND METHOD OF MAI几 JFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称 押釦スイ ツチ用部材およびその製造方法

・ ・ ・(57) Abstract: As a member for a push button switch that gives a natural touch of metal and a high-class impression, enables
・ ・ ・ ・ ・

precねe arrangement and thin configuration of push buttons, and ね free of s佑 in, a member (1) for a push button switch is provided i
・ ・ ・ ・ ・which the space between adjoining metal push buttons (10) is filled with a廿ansparent organic polymer mateπ刮 (15). The transparen

・ ・ ・ ・organic polymer material (15) includes a transparent resin sheet (11) extending from the inner side of the space to the top surfac
・level of the push bu ns and a 吐ansparent rubber-l・ ・ ・ ・ike elastic maten 刮 (12) lying under the transparent r。sin sheet (11).

(57) 要約 自然な金属感と高級感を付与 し、正確な押釦の配置と薄型化を図り、かつ汚れに い押釦スイッチ用部
材 とするために、隣 り合 金属製の押釦 1 Oの隙間に透明な有機高分子体 1 5が充填された形態を持つ押釦スイッ
チ用部材 であって、透明な有機高分子体 1 5が、隙間の内側面から押釦の天面側に延出する透明な樹脂シー ト

1 1 と、当該透明な樹脂シー ト 1 1の内側にある透明なゴム状弾性体 1 2 とを含む押釦スイッチ用部材 とする。



KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツパ (AT, BE, BG, 2 文字コー ド及び他の略語については、定期発行される
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, E . , FI, FR, GB, GR, HU, IE, 各PCTガゼツ トの巻頭に掲載されている コー ドと略語
IS, IT, LT, LU, LV,MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), のガイダンスノー ト を参照。
OAPI のF, BJ, CF, C尺 , CI, CM, 尺A, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

公開書類
国際調査報告書



押釦スイツチ用部 オおよびその製造方、法
行技 庁分野

０００1 本発明は、電子機器の操作面に用いられる押釦スイ、ソチ用部材ぉょびその製造方

法に関する。

背景 行技 庁

０００2 電子機器、とりわけ携帯電話の操作面に用いられる押釦スイ、ソチ用部材の業界で

は、デザインぉょび機能の多様ィビが益々強まってきている。近年、携帯電話等の電

子機器に用いられる押釦スイ、ソチ用部材には、高級感のあるデザインとして、金属調

の外観を有するものが用いられている。当該金属調の外観を有する押釦スイ、ソチ用

部材は、押釦の表側から、メッキ層、樹脂成形部、そしてべ一スラバーの順で積層さ

れた構成を有している。メッキ層は、例えば、ニッケルメッキ、銅メッキ、クロムメッキょり

成る (例えば、特許文献 参照。)。さらに、メッキ層を保護するため、メッキ層の表面

に透明な樹脂塗装層を形成する技術も知られている。また、金属蒸着を施した樹脂

フィルムを絞り加工して、それを外殻としてその内部に、樹脂またはゴムから成る芯材

を充填して一体ィビした押釦スイ、ソチ用部材も知られている。

０００3 また、携帯電話等の電子機器の高級感をさらに高めるべく、シリコーンゴムなどの軟

質シートの表面に金属製の押釦を貼り付けた構造を有する押釦スイ、ソチ用部材も知

られている(例えば、特許文献2参照。)。この押釦ス不ソチ用部材は、さらに、暗い場

所での使用ぉょびデザイシ注を考慮して、押釦自体に数字等の形状の穴をあけ、そ

の穴に透明な樹脂をはめ込み、押釦の裏側から光を当てることにょりて数字等を視

認しやすくしている。

０００4 さらに、携帯電話等の電子機器には、薄型の要求も強い。このため、携帯電話等の

電子機器に取り付けられる押釦スイ、ソチ用部材についても、薄型ィビが求められている

特許文献1 特開2００3 29248号公報 (特許請求の範囲等)

特許文献2 韓国特開 ００4542０3号公報 (特許請求の範囲等)



発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかし、上述の押釦スイ、ソチ用部材には、次のょぅな問題がある。樹脂成形部表面

にメッキ層を形成することにょって金属調の押釦スイ、ソチ用部材を製造する場合、メ、ソ

キ層が剥がれやすく、長期間の使用に耐えないとレづ問題がある。また、メッキ処理に

ょり金属調を付与すると、生産性が悪く、かつ環境に悪影響を与えるとレづ問題もある

。加えて、メッキ処理を施した押釦スイ、ソチ用部材は、金属調の素材感をある程度表

現できるものの、どぅしても自然な金属感を与えることは難しい。また、金属調を施した

樹脂製の押釦の場合、素材として樹脂を用いる以上、強度を確保するために、ある

程度の厚みが必要となる。そのことは、薄型ィビを図る上での障害となる。

０００6 一方、シリコーンゴムなどょぅな軟質シートの表面に金属製の押釦を貼り付ける場合

には、金属製の押釦を用いるため、上記のょぅな問題はほとんどない。しかし、個々の

金属製の押釦をキーパッドの上に正確に位置を決めて接着する工程は、極めて煩雑

な工程である。また、金属製の押釦の隙間にシリコーンゴムなどの軟質シートが存在

するため、その隙間部分が比較的摩擦係数が大きくなり、汚れおょび挨が付きやす

いとレづ問題もある。

０００7 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、自然な金属感と高級感を持ち、

正確な押釦の配置と薄型ィビを図り、かつ汚れにくい押釦スイ、ソチ用部材とすることを

目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 上記 目的を達成するため、本発明は、隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な有機

高分子体が充填された形態を持つ押釦スイ、ソチ用部材であって、有機高分子体が、

隙間の内側面から押釦の天面側に延出する透明な樹脂シートと、当該透明な樹脂シ

ートの内側にある透明なゴム状弾性体とを含む押釦スイ、ソチ用部材としている。

０００9 このょぅに、押釦は金属製の部材であるため、大ソキ層と樹脂成形部との密着力が

低下するょぅな問題は生じず、かつ自然な金属感を実現できる。また、金属製の押釦

を用いることにょり、その薄型ィビを容易に実現できる。さらに、本発明に係る押釦スイ

、ソチ用部材は、隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な樹脂シートに覆われる透明な



ゴム状弾性体を充填した構造を有しているため、金属製の押釦同士の隙間に、透明

な樹脂シートとレづ摩擦係数が比較的小さい材料が介在する。したがって、汚れや挨

等が付きにくい。さらに、金属製の押釦は、有機高分子体に個々に貼り付けていない
ため、押釦の正確な配置を実現できる。

００1０ また、別の本発明は、先の発明において、透明な樹脂シートにおける少なくとも金

属製の押釦の天面側に延出する部分に、印刷層または着色層を有する押釦ス不ソチ

用部材としている。このため、金属製の押釦のそれぞれについて、その機能を表示さ

せることができる。特に、透明なゴム状弾性体の裏側から光を照射すると、暗い場所

でもその印刷層または着色層の部分を確認できるので、暗い場所での使用が容易に

なる。金属製の押釦に穴を設けて、透明な樹脂シートが見える構成とする場合には、

金属製の押釦の裏側にも、印刷層あるいは着色層を設けるようにしても良い。

００11 また、別の本発明は、先の各発明において、金属製の押釦の表面に、凹凸あるい
は穴を設け、数字、記号、模様若しくは絵を形成した押釦スイ、ソチ用部材としている。

このように、金属製の押釦の表面に凹凸あるいは穴を形成しているので、押釦の操作

によって、当該凹凸あるいは穴で描かれた上記数字等が消える可能，注は極めて低く

くなる。当該凹凸あるいは穴で形成される模様は、例えば、レーザー、プレス、エッチ

ング、マットやへアライン等の加工によって形成し得る。また、金属製の押釦に穴をあ

けた場合、当該押釦の裏側から光を照射することにより、その模様の部分を視認しや

すくすることができる。このため、特に、押釦スイ、ソチ用部材を用いた電子機器を暗い
場所で使用する際に便利である。

００12 また、別の本発明は、先の各発明において、透明なゴム状弾性体における金属製

の押釦と反対側の面と、その下方に配置される回路基板との間に、発光部材を配置

した押釦スイ、ソチ用部材としている。このため、押釦同士の隙間を光らせることができ

る。これによって、各押釦の場所を視認しやすくなり、押釦スイ、ソチ用部材を用いた電

子機器を暗い場所にて使用する際にも、容易に使用できる。発光部材としては、例え

ば、 シートを好適に用いることができる。

００13 また、別の本発明は、先の各発明において、金属製の押釦にその表裏方向に貫通

する穴を形成し、透明な有機高分子体をその穴から金属製の押釦の天面側に延出



させた形態を有する押釦スイ、ソチ用部材としている。このため、当該押釦の裏側から

光を照射することにより、押釦の峻別が行いやすくなる。このため、特に、押釦ス不ソ

チ用部材を用いた電子機器を暗い場所で使用する際に便利である。加えて、その穴

に透明な有機高分子体が充填されているので、外部から塵あるいは挨が入るのを防

ぐことができる。

００14 また、別の本発明は、先の各発明において、透明なゴム状弾性体より下方に、スイ

、ソチを押すための押圧子を備えたシートを有する押釦スイ、ソチ用部材としている。この

よぅに、最初から押圧子を備えたシートを貼り付けているので、携帯電話等の電子機

器を組み立てやすくなる。

００15 また、別の本発明は、先の各発明において、透明な有機高分子体を、金属製の押

釦の表面よりも突出させた押釦スイ、ソチ用部材としている。このため、透明な有機高

分子体が金属製の押釦の表面よりもへこんでいる場合と比べ、金属製の押釦同士の

隙間に塵あるいは挨がたまるのを有効に防止できる。また、金属製の押釦自体を貫

通する穴に透明な有機高分子体が充填されている場合には、当該押釦自体の識別

が容易になる他、透明な有機高分子体が金属製の押釦の表面よりもへこんでいる場

合と比べ、当該貫通する穴に充填された透明な有機高分子体の部分に塵あるいは

挨がたまるのを有効に防止できる。ここで、「金属製の押釦の表面よりも突出」の意味

は、当該押釦の表面が非平面形状である場合には、透明な有機高分子体の周縁に

おける金属製の押釦の表面部分よりも、当該透明な有機高分子体が突出しているこ

とをレづ。したがって、金属製の押釦同士の隙間にある透明な有機高分子体の高さが

、中央が凸形状である金属製の押釦の天頂部分よりも低い場合であっても、当該押

釦の周縁よりも高ければ、金属製の押釦の表面よりも突出していることになる。

００16 また、別の本発明は、隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な有機高分子体が充填

された形態を持つ押釦スイ、ソチ用部材の製造方法であって、金属板の片面に透明な

樹脂シートを貼る工程と、金属板における当該透明な樹脂シートを貼った面と反対側

の面からその透明な樹脂シートに至るまでェッチングして穴を形成する工程と、透明

な樹脂シートの外側から穴に向けて透明なゴム状弾性体を入れて、穴に、透明な樹

脂シートに覆われる透明なゴム状弾性体を充填する工程とを有する押釦スイ、ソチ用



部材の製造方法としている。

００17 このように、金属板の片面側からもその反対側に貼った樹脂シートまで穴をあけて

いるので、各押釦が分離された形態の押釦スイ、ソチ用部材であっても、金属板を個

々の押釦毎に分離することなく、押釦スイ、ソチ用部材を製造することができる。したが

って、押釦の位置は、エッチングする領域を描く工程における正確さに専ら依存する

。このため、各押釦を貼り付ける工程に比べて、容易かつ正確に押釦を配置できる。

また、透明なゴム状弾性体の充填圧を利用して、透明な樹脂シートを穴に押し込むよ

うにしているので、透明な樹脂シートと透明なゴム状弾性体とを個別に充填する必要

が無く、製造工程の簡略ィビができる。

００18 また、別の本発明は、隣り合う金属製の押釦の隙間に透明な有機高分子体が充填

された形態を持つ押釦スイ、ソチ用部材の製造方法であって、金属板の片面からその

厚さの途中位置までエッチングして凹部を形成する工程と、当該片面の凹部を塞ぐよ

うに金属板に透明な樹脂シートを貼る工程と、当該透明な樹脂シートを貼った面と反

程と、透明な樹脂シートの外側から穴に向けて透明なゴム状弾性体を入れ、その穴

に透明な樹脂シートに覆われる透明なゴム状弾性体を充填する工程とを有する押釦

スイ、ソチ用部材の製造方法としている。

００19 このよぅに、金属板の両面側からェッチングを 、竹 、金属板の板厚の所定位置にて

連がる穴を形成するよぅにしているので、金属板の両面側における穴のェッジ部分が

クリアに形成されやすい。したがって、押釦を正確な形状に加工できる。また、先の製

造方法と同様、各押釦が分離された形態の押釦スイ、ソチ用部材であっても、金属板

を個々の押釦毎に分離することなく、押釦スイ、ソチ用部材を製造することができる。し

たがって、押釦の位置は、ェッチングする領域を描く工程における正確さに専ら依存

する。このため、各押釦を貼り付ける工程に比べて、容易かつ正確に押釦を配置でき

る。

００2０ また、透明なゴム状弾性体の充填圧を利用して、透明な樹脂シートを穴に押し込む

よぅにしているので、透明な樹脂シートと透明なゴム状弾性体とを個別に充填する必、

要が無く、製造工程の簡略ィビができる。



００2 1 また、別の本発明は、先の各発明において、透明な樹脂シートにおける少なくとも

金属製の押釦の天面側に延出する部分に、印刷層または着色層を形成する工程を

、さらに含む押釦スイ、ソチ用部材の製造方法としている。このよぅな製造方法を採用

することにより、金属製の押釦のそれぞれについて、その機能を表示させることができ

る。特に、透明なゴム状弾性体の裏側から光を照射すると、暗い場所でもその印刷層

または着色層の部分を確認できるので、暗い場所で使用しやすい電子機器の押釦

スイ、ソチ用部材を製造することができる。また、金属製の押釦に穴を設けて、透明な

樹脂シートが見える構成とする場合には、金属製の押釦の裏側にも、印刷層あるい
は着色層を設けるよぅにしても良い。

００22 また、別の本発明は、先の各発明において、金属製の押釦の表面に、凹凸あるい
は穴を設け、数字、記号、模様若しくは絵を形成する工程を、さらに含む押釦ス不ソ

チ用部材の製造方法としている。このよぅに、金属製の押釦の表面に凹凸あるいは穴

を形成する工程を採用しているので、押釦の操作によって、当該凹凸あるいは穴で

描かれた上記数字等が消える可能性が極めて低い押釦スイ、ソチ用部材を製造できる

。当該凹凸あるいは穴で形成される模様は、例えば、レーザー、プレス、ェッチング、

マットやへアライン等の加工によって形成し得る。また、金属製の押釦に穴をあけた

場合、当該押釦の裏側から光を照射することにより、その模様の部分を視認しやすく

することができる。このため、特に、暗い場所で使用しやすい電子機器の押釦ス不ソ

チ用部材を製造できる。

００23 また、別の本発明は、先の各発明において、透明なゴム状弾性体における金属製

の押釦と反対側の面と、その下方に配置される回路基板との間に、発光部材を配置

する工程を、さらに含む押釦ス不ソチ用部材の製造方法としている。このよぅな製造方

法を採用することにより、押釦同士の隙間を光らせることができる。これによって、各

押釦の場所を視認しやすくなり、暗い場所で使用しやすい電子機器の押釦スイ、ソチ

用部材を製造できる。発光部材としては、例えば、 シートを好適に用いるこ

とができる

００24 また、別の本発明は、先の各発明において、金属製の押釦にその表裏方向に貫通

する穴を形成する工程を、さらに含み、透明なゴム状弾性体を充填する工程では、透



明な有機高分子体をその穴から金属製の押釦の天面側に延出させる押釦スイ、ソチ

用部材の製造方法としている。このような製造方法を採用すると、当該押釦の裏側か

ら光を照射することにより、押釦の峻別が行いやすくなる。このため、特に、押釦ス不ソ

チ用部材を用いた電子機器を暗い場所で使用する際に便利である。加えて、その穴

に透明な有機高分子体が充填されているので、外部から塵あるいは挨が入るのを防

ぐことができる。

００25 また、別の本発明は、先の各発明において、さらに、透明なゴム状弾性体より下方

に、スイ、ソチを押すための押圧子を備えたシートを有する工程を含む押釦スイ、ソチ用

部材の製造方法としている。このため、この製造方法により得られた押釦ス不ソチ用

部材を用いて携帯電話等の電子機器を組み立てやすくなる。

００26 また、別の本発明は、先の各発明において、透明なゴム状弾性体を充填する工程

では、透明な有機高分子体を金属製の押釦の表面よりも突出させる押釦ス不ソチ用

部材の製造方法としている。このような製造方法を採用することにより、透明な有機高

分子体が金属製の押釦の表面よりもへこんでいる場合と比べ、金属製の押釦同士の

隙間に塵あるいは挨がたまるのを有効に防止できる。また、金属製の押釦自体を貫

通する穴に透明な有機高分子体が充填されている場合には、当該押釦自体の識別

が容易になる他、透明な有機高分子体が金属製の押釦の表面よりもへこんでいる場

合と比べ、当該貫通する穴に充填された透明な有機高分子体の部分に塵あるいは

挨がたまるのを有効に防止できる。

００27 本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材を構成する金属製の押釦の材料には、ステンレ

スの他、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、チタン等と、これらの合金類とを好適

に用いることができ、特にステンレス系を用いるのがより好ましい。ただし、上述の金

属は一例に過ぎず、他の金属材料を採用しても良い。

００28 また、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材を構成する透明な有機高分子体の材料は

、透明な樹脂シートと透明なゴム状弾性体からなっている。透明な樹脂シートの材料

には、P 以外に、ウレタン系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系やポリエステル系

等の延展性に富む透明樹脂を採用しても良い。また、透明なゴム状弾性体の材料と

して、特に好ましいのはシリコーンゴムである。ただし、シリコーンゴムに限定されず、



他の透明なゴム状弾性体として、例えばウレタンゴムを採用しても良い。また、本発明

でいぅ「透明な」は、無色透明、有色透明および半透明を含むよぅに広義に解釈され

るものとする。

００29 金属製の押釦は、それぞれ分離された状態でも、あるいは複数個集まった状態で

も良い。さらに、当該押釦は、全て分離されず、各押釦の周囲の一部に切り込みを入

れた状態で連接された状態であっても良い。

発明の効果

００3０ 本発明によれば、自然な金属感と高級感を持ち、正確な押釦の配置と薄型ィビを図

り、かつ汚れにくい押釦ス不ソチ用部材とすることができる。

００3 1 図 本発明の第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の平面図 (a) および当該

平面図 (a) における 線断面図 (b)である。

図2 図 の 線断面図 (b)の一部拡大図である。

図3 本発明の第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。

図4 本発明の第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材を製造する各工程にお

ける状態を示す図である。

図5 本発明の第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。

図6 本発明の第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材を製造する各工程にお

ける状態を示す図である。

図7 本発明の第3の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材において、図 の

線と同じ線で切断した際の断面図の一部拡大図である。 a 、金属製の押釦の表

面に形成された透明な樹脂塗装層と透明な有機高分子体とが面一の状態となって

いる例を示す。また、(b) は、透明な有機高分子体が、透明な樹脂塗装層より表面側

に突出した状態となっている例を示す。

図8 本発明の第4の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の平面図 (a) および当該

平面図 ( ) における 線断面図 ( )である。



図9 本発明の第5の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材の平面図 (a) および当該

平面図 (a) におけるC 線断面図 (b)である。

図1０本発明の第6の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材と共に、押釦ス不ソチ用

部材を構成している複数の金属製の押釦の一つを拡大して示す図である。

図11 図 ０に示す金属製の押釦の一つを 線で切断した際の断面図と、金属

製の押釦の下方に配置される基板とを示す図である。

図12 本発明の第6の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。

図13 本発明の第6の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材を製造する各工程にお

ける状態を示す図である。

図14 本発明の第7の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材を構成する金属製の押

釦の一つを、図 ０に示す 線と同様の線で切断した際の断面図と、金属製の押

釦の下方に配置される基板とを示す図である。

図15 本発明の第7の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。

図16 本発明の第7の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材を製造する各工程にお

ける状態を示す図である。

図17 本発明の第8の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材の平面図である。

図18 図 7の 線断面図である。

図19 本発明の第8の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。

図2０本発明の第8の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材を製造する各工程にお

ける状態を示す図である。

図2 1 本発明の第9の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材を、図 7の 線と

同様の線で切断した際の断面図である。

符号の説明

押釦ス不ソチ用部材

０ 金属製の押釦



０a 金属板

皿 透明な樹脂シート

2 透明なゴム状弾性体

2a 押圧子

3 透明な樹脂塗装層

4 発光部材

5 透明な有機高分子体

6 プ、ソシヤ一シート(シート)

6a 押圧子

2０ 穴

2 凹部

25 珊層、着色層

3０ 押釦ス不ソチ用部材

4０ 押釦ス不ソチ用部材

5０ 押釦ス不ソチ用部材

6０ 押釦ス不ソチ用部材

6 基板

62 固定接点 (ス不ソチ)

63 固定接点 (ス不ソチ)

64 金属製の皿バネ、

7０ 押釦ス不ソチ用部材

8０ 押釦ス不ソチ用部材

9０ 押釦ス不ソチ用部材

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係る押釦ス不ソチ用部材およびその製造方法の好適な各実施の形

態について、図面を参照しながら、詳述する。各実施の形態では、押釦ス不ソチ用部

材を携帯電話の操作部として採用した例で説明している。ただし、本発明は、以下に

説明する各実施の形態に限定されるものではなく、携帯電話以外の電子機器、例え



ば、ノート型パーソナルコンピュータ、電子手帳等の操作部にも採用可能である。

００34 (第 の実施の形態)

図 は、本発明の第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の平面図 (a) および

当該平面図 (a) におけるA 線断面図 (b)である。また、図2は、図 の 線断

面図 (b)の一部拡大図である。

００35 押釦スイ、ソチ用部材 は、複数の金属製の押釦 ０と、これら金属製の押釦 ０同士

の隙間を埋めるよぅに配置される透明な有機高分子体 5 (透明な樹脂シート と透

明なゴム状弾性体 2とを含む。) と、各金属製の押釦 ０の表面に塗布される透明な

樹脂塗装層 3と、透明な有機高分子体 5の裏側 (金属製の押釦 ０と反対側) に配

置される発光部材 4とを主に備えている。

００36 金属製の押釦 ０は、押釦スイ、ソチ用部材 における押圧可能な操作部分である。

金属製の押釦 ０の操作面には、プレスにより、数字とアルファベットの両模様が凹状

に形成されている。ただし、当該操作面に形成される模様は、数字、アルファベット以

外の模様 (例えば、記号や絵等)でも良く、また、レーザー、ェッチング、マットやへア

ライン等の加工方法によって形成されたものでも良い。また、金属製の押釦 ０の材

料としては、ステンレスを用いている。ただし、アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、

チタン、あるいは各種合金を採用することもできる。また、金属製の押釦 ０を形成す

るための金属板 ０aの好適な厚さは、 ・ 以 5 以下の範囲、より好まし

くは ・ 5 以 25 以下の範囲とする。かかる厚さの範囲を採用することに

り、操作による変形が生じにくく、かつ薄型の要求にも対応できる。ただし、金属板 ０

aの厚さは、上述の範囲に限定されず、 ・ 未満としたり、 ・5 を超えるよぅ

に設計しても良い。

００37 金属製の押釦 ０の操作面に形成されている透明な樹脂塗装層 3には、高硬度の

アクリル系、ポリカーボネート系、ェポキシ系、オキセタン系等の透明な合成樹脂の他

、これらよりも硬度の低いウレタン系あるいはフッ素系等の透明な合成樹脂を使用す

ることができる。金属製の押釦 ０の金属外観を維持しつつ、操作時の感触、金属の

バリ等に接触することよるケガを防止することを目的にする場合においては、当該透

明な樹脂塗装層 3としては、特に、硬度が高い樹脂塗料を用いる方がより好ましい。



ただし、上述の樹脂塗料は一例に過ぎず、他の樹脂塗料を採用しても良い。なお、

透明な樹脂塗装層 3は、必須の層ではなく、金属の種類およびバリ等の発生しない
加工の選択によって、操作時の感触が良く、ケガの危険性が低い場合には、形成さ

れていなくても良い。

００38 透明な有機高分子体 5を構成している透明な樹脂シート 、延展性を有する

透明なシート状の樹脂であり、例えば、ポリエチレンテレフタレート(P )、ポリブチレ

ンテレフタレート(P 、ポリカーボネート( C) 、クレタン等の有機高分子化合物ま

たはこれらの複合物である。例えば、 CとP とのアロイも、絞り特性に富んでおり、

好適に使用できる。また、透明な有機高分子体 5を構成している透明なゴム状弾性

体 2は、例えば、シリコーンゴム、ウレタンゴム等である。ただし、透明なゴム状弾性

体 2として、他の材料 (例えば、熱可塑性エラストマ一等)を採用しても良い。透明な

樹脂シート皿の好適な厚さは、 ・０3 以 2 以下の範囲とし、より好ましく

は ・０5 以 以下の範囲とする。後述するように、透明な樹脂シート

が、透明なゴム状弾性体 2の充填により穴があくことなく、かつ金属製の押釦 ０同

士の隙間にスムーズに延びて人っていくようにするためである。ただし、透明な樹脂

シート皿の厚さは、 ・０3 未満としたり、 ・2 を超えるようにしても良い。

００39 図 に示すように、透明な樹脂シート 「a 、金属製の押釦 ０の隙間において透明

なゴム状弾性体 2の周囲を包むように配置されているため、金属製の押釦 ０の操

作面側に、透明なゴム状弾性体 2が露出していない。したがって、金属製の押釦 ０

の隙間に汚れや挨が付着しにくい。加えて、金属製の押釦 ０と当該押釦 ０同士の

隙間に配置される透明な樹脂シート皿とがほぼ同じ平面となるように、押釦スイ、ソチ

用部材 を構成しているため、金属製の押釦 ０同士の隙間に汚れ等がさらに付着し

にくい。

００4０ また、透明なゴム状弾性体 2と、その下方に配置される回路基板 (不図示) との間

には、発光部材 4が設けられている。発光部材 4としては、 シートを好適に採用

できる。ただし、 シート以外の発光部材 4 (例えば、 )を採用しても良い。この

ように、発光部材 4を透明なゴム状弾性体 2の下方に配置することにより、発光部

材 4の発光により透明な樹脂シート を光らせることができる。したがって、暗い場



所でも、押釦ス不ソチ用部材 の操作を容易に行うことができる。

００41 また、金属製の押釦 ０の操作面に穴をあけて、各金属製の押釦 ０の機能 (例えば

、数字とアルファベット)を表示しておくと、発光部材 4を発光させた際に、透明なゴ

ム状弾性体 2、透明な樹脂シート 、当該穴を通して、操作面側に、その穴の形状

通りの光を視認できる。このため、音い場所において、各金属製の押釦 ０をさらに容

易に使用できる。なお、穴をあけずに、金属製の押釦 ０の操作面からその反対側の

面に至るギリギリの深さまで凹部を形成し、当該凹部の底面を他の領域より薄くするこ

とによって、凹部の形状どおりに光を透過させることも可能である。かかる凹部を形成

した場合でも、音い場所において、各金属製の押釦 ０をさらに容易に使用できる効

果が得られる。

００42 次に、第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 の製造方法の一例について

説明する。

００43 図3は、第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 の製造方法の一例を示すフ

ローチヤートである。また、図4は、第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 を

製造する各工程における状態を示す図である。

００44 まず、金属製の押釦 ０の加工前の状態である金属板 ０aの片面側に、透明な樹

脂シート皿を接着する (ステップS ０ )。この接着には、加熱により接着機能を発揮

する熱硬化，注の接着剤を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬ィロ可能な粘

着剤を用いても良い。このステップS ０ により、押釦ス不ソチ用部材 は、図4の (a)

から(b) に示す状態になる。次に、金属板 ０aにおける透明な樹脂シート を貼った

面とは反対側の押釦となる表面に、プレスにより模様を形成する (ステップS ０2)

００45 次に、透明な樹脂シート皿に到達するまで、金属板 ０aのエッチングを〒う (ステッ
プS 3)。この結果、穴2０が形成される。このステップS 3により、押釦スイ、ソチ用

部材 は、図4の (b)から(c) に示す状態になる。この実施の形態では、設計の自由

度、加工精度の高さ、イニシヤルコストの低さ等のメリットを有するエッチング方法とし

て、フオトエッチングを採用している。なお、フオトエッチング以外の穴2０の形成方法

として、例えば、精密加工用の工具を用いた機械加工を採用しても良い。

００46 次に、金属製の押釦 ０の表面に、透明な樹脂塗装層 3を形成する (ステップS



4)。この工程は、例えば、スプレーや塗布、塗装などの方法によって行われる。この

工程は、透明な樹脂塗装層 3と金属製の押釦 ０とを密着させ、金属製の押釦 ０に

生じたバリ等に接触することにより手を隆我したり、タッチの感触を悪くすることを防止

するために行われる。また、金属製の押釦 ０の操作面に形成される模様に汚れが付

着することを防止するためでもある。このステップS ０4により、押釦スイ、ソチ用部材

は、図4の (c) から(d) に示す状態になる。

００47 次に、透明な樹脂シート を貼った側から透明なゴム状弾性体 2を高圧にて穴2

に向けて充填する (ステップS ０5)。この結果、透明なゴム状弾性体 2は、透明な

樹脂シート皿を穴2０に押し込みながら、それ自身も穴2０に充填される。透明なゴム

状弾性体 2の充填時の圧力は、2００ f c 以下とし、同充填時の温度を ００～
8０Cの範囲内とするのが好ましいが、圧力および温度共に、上述の範囲に限定さ

れるものではなく、透明な樹脂シート皿および透明なゴム状弾性体 2の材質等の種

々条件に応じて適宜変更することができる。このステップS ０5により、押釦スイ、ソチ

用部材 は、図4の (d)から(e) に示す状態になる。すなわち、透明な樹脂シート

、金属製の押釦 ０の裏面から隙間の内側面に沿って、当該隙間の天面を形成する

ように延展される。また、透明なゴム状弾性体 2は、透明な樹脂シート皿の裏側から

金属製の押釦 ０の裏側にかけて存在する。

００48 次に、透明なゴム状弾性体 2の裏側から発光部材 4を貼り付ける (ステップS ０6

)。貼り付け方法としては、接着剤、両面テープ等を用いて行うのが好ましい。このス

テップS ０6により、押釦スイ、ソチ用部材 は、図4の (e) から(f) に示す状態になる。

００49 (第2の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第2の実施の形態

について説明する。

００5０ 第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材は、先に説明した第 の実施の形態に

係る押釦スイ、ソチ用部材 と同じ構成を有している。このため、第2の実施の形態に係

る押釦スイ、ソチ用部材についても、第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材比
同じ符号を用いることとする。また、第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 を

構成する構成部についても、第 の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材 を構成



する構成部と同一であるため、同じ符号を用い、第 の実施の形態と重複する説明を

省略する。

００5 1 図5は、第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 の製造方法の一例を示すフ

ローチヤートである。また、図6は、第2の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 を

製造する各工程における状態を示す図である。

００52 まず、金属板 ０aの片面側から、金属板 ０aの厚さの途中までエッチングを行い、

凹ｧ 2 を形成する (ステップS 2０ 。エッチングについては、第 の実施の形態と同

様、フオトエッチングを採用するのが好ましい。ステップS 2０により、押釦スイ、ソチ用

部材 は、図6の (a) に示す状態になる。

００53 次に、金属板 ０aにおける凹部2 の開口側の面に透明な樹脂シート皿を接着す

る (ステップ 2０2)。この接着には、加熱により接着機能を発揮する熱硬化，注の接着

剤を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬ィロ可能な粘着剤を用いても良い。

このステップS 2０2により、押釦スイ、ソチ用部材 は、図6の (a) から(b) に示す状態に

なる。次に、金属板 ０aにおける透明な樹脂シート皿を貼った面とは反対側の押釦

となる表面に、プレスにより模様を形成する (ステップS 2０3)

００54 次に、凹部2 の開口側と反対側からエッチングを 、竹 、凹部2 に連がる穴2０を形

成する (ステップ ０4)。このステップ ０4により、押釦スイ、ソチ用部材 は、図6の (

b)から(c) に示す状態になる。

００55 次に、金属製の押釦 ０における透明な樹脂シート皿を貼った面と反対側の面に、

透明な樹脂塗装層 3を形成する (ステップS 2０5)。このステップS 2０5により、押釦ス

イ、ソチ用部材 は、図6の (c) から(d) に示す状態になる。

００56 次に、透明な樹脂シート皿を貼った側から透明なゴム状弾性体 2を高圧にて穴2

に向けて充填する (ステップS 2０6)。この結果、透明なゴム状弾性体 2は、透明な

樹脂シート皿を穴2０に押し込みながら、それ自身も穴2０に充填される。このステッ
プ 2０6により、押釦スイ、ソチ用部材 は、図6の (d)から(e) に示す状態になる。すな

わち、透明な樹脂シート は、金属製の押釦 ０の裏面から隙間の内側面に沿って、

当該隙間の天面を形成するように延展される。また、透明なゴム状弾性体 2は、透

明な樹脂シート皿の裏側から金属製の押釦 ０の裏側にかけて存在する。



００57 次に、透明なゴム状弾性体 2の裏側から発光部材 4を貼り付ける (ステップS 2 7

)。このステップS 2 7により、押釦スイ、ソチ用部材 は、図6の (e) から(f) に示す状態

になる。

００58 図6および図7に示す製造工程を採用することにより、エッチングの際に、透明な樹

脂シート皿にダメージを与えにくくなる。すなわち、凹部2 を形成した後、その凹部2

の開口面と反対側からエ 、ッチングを竹 、凹部2 と連がった時点でエッチングを停

止すれば良いので、透明な樹脂シート にエッチングによるダメージを与えにくくな

る。また、金属板 ０aの両面からエッチングを行い穴2０を形成するようにしているの

で、穴2０の両開口部にエッジを形成しやすく、金属製の押釦 ０のエッジを出しやす

い。したがって、透明な有機高分子体 5を充填した際に、金属製の押釦 ０と透明な

有機高分子体 5との界面が明確になる。

００59 (第3の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第3の実施の形態

について説明する。

００6０ 第3の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材3０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第3の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材3０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。

００6 1 図7は、第3の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材3０において、図 の 線

と同様の線で切断した際の断面図の一部拡大図である。図7において、(a) 、金属

製の押釦 ０の表面に形成された透明な樹脂塗装層 3と透明な有機高分子体 5と

が面一の状態となっている例を示す。また、(b) は、透明な有機高分子体 5が、透明

な樹脂塗装層 3より表面側に突出した状態となっている例を示す。

００62 図7と図2とを比較すると明らかなように、第3の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部

材3０は、透明な樹脂シート皿と透明なゴム状弾性体 2との間に、印刷層25若しく

は着色層25 (以後、「印刷層等」25とレづ。) が存在する点で、第 の実施の形態に係

る押釦スイッチ用部材 と異なる。図7では、印刷層等25を黒い太線で示している。ま

た、透明な樹脂シート皿として、ウレタン樹脂を用いている点でも、第 の実施の形態



に係る押釦ス不ソチ用部材 と異なる。

００63 印刷層等25は、透明な樹脂シート皿あるいは透明なゴム状弾性体 2に予め形成

されていても良く、あるいは金属板 ０aに透明な樹脂シート皿を貼る前あるいは後に

、別途形成されるようにしても良い。後者の場合には、印刷層等25の形成工程を、図

5におけるステップS 2０2より前、あるいはステップS 2０2とステップS 2０6との間に行う

のが好ましい。印刷層等25は、透明なゴム状弾性体 2の裏側からの光の照射によ

って、押釦ス不ソチ用部材3０の表側から印刷あるいは着色を視認可能なように形成

される。印刷層等25の形成方法としては、例えば、所望のデザインをC 工程にて

データに変換し、作成されたデータに基づいて、透明な樹脂シート皿あるいは透明

なゴム状弾性体 2に描画する方法を挙げることができる。具体的な印刷層等25の形

成方法としては、例えば、スクリーン印刷、曲面印刷などの方法を採用できる。なお、

印刷層等25を、金属製の押釦 ０の表面と透明な樹脂シート皿との間に形成するよ

うにしても良い。

００64 透明な樹脂シート皿としてウレタン樹脂を採用すると、P に比べてより高い延展
，注が期待できる。したがって、透明なゴム状弾性体 2を充填する際の圧力が比較的

小さい場合、あるいは金属製の押釦 ０の厚さが大きい場合でも、金属製の押釦 ０

同士の隙間に、透明な樹脂シート皿と透明なゴム状弾性体 2とを容易に充填できる

００65 また、図7 b に示す押釦ス不ソチ用部材3０は、透明な有機高分子体 5が金属製

の押釦 ０の表面に形成される透明な樹脂塗装層 3よりも表面側に突出した構造を

有している点で、図7 (a) に示す押釦スイ、ソチ用部材3０と異なる。このように、金属製

の押釦 ０の隙間を凸形状とすることにより、各金属製の押釦 ０の位置を指の感触に

て容易に把握できる。特に、数字の「5」の押釦の周囲の一部または全部を凸形状と

すると、既存の携帯電話における数字の「5」の押釦表面の突起の役割と同様の役割

を付与することができる。加えて、透明な有機高分子体 5を突出させる方が、金属製

の押釦 ０の表面の一部を突出させるよりも、使用者の指を保護する点で有利である

。図7 b に示す構造は、例えば、成形用の金型の凹型の内面に、凹形状の部位を

設けることにより、容易に成形可能である。また、金属製の押釦 ０の内、数字の「5」



の押釦に、その数字の形状に穴を設け、その穴に裏側から透明な有機高分子体 5

を突出させて、既存の携帯電話における数字の「5」の押釦表面の突起の役割と同様

の役割を付与することもできる。さらに、数字の「5」の押釦のみならず、他の数字の押

釦の表面に透明な有機高分子体 5を突出させて、指の感触により各押釦を認識で

きるよぅにしても良い。

００66 (第4の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第4の実施の形態

にっいて説明する。

００67 第4の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材4０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第4の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材4０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部にっいては、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。また

、第4の実施の形態に係る製造方法にっいては、先に説明した第 および第2の実

施の形態に係る各製造方法のいずれの方法を採用しても良い。

００68 図8は、本発明の第4の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材4０の平面図 (a) およ

び当該平面図 (a) における 線断面図 (b)である。

００69 押釦スイ、ソチ用部材4０は、各金属製の押釦 ０と外周フレーム4 とを一体ィビしたも

のである。押釦スイ、ソチ用部材4０は、島状に浮かんだ金属製の押釦 ０同士および

金属製の押釦 ０と外周フレーム4 との各隙間に、その裏側から透明な有機高分子

体 (透明な樹脂シート 透明なゴム状弾性体 2)を充填させた構造を有してお

り、第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材 と類似の構造を有する。このよぅな

構造により、金属製の押釦 ０と外周フレーム4 との一体感が得られやすくなる。

００7０ (第5の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第5の実施の形態

にっいて説明する。

００7 1 第5の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材5０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第5の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材5０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材



とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。また

、第5の実施の形態に係る製造方法については、先に説明した第 および第2の実

施の形態に係る各製造方法のいずれの方法を採用しても良い。

００72 図9は、本発明の第5の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材5０の平面図 (a) およ

び当該平面図 (a) におけるC 線断面図 (b)である。

００73 押釦スイ、ソチ用部材5０において、各金属製の押釦 ０の一部は、それぞれ分離し

ておらず、一部の切り込みによって連接されている。当該切り込みの裏側からは、透

明な有機高分子体 5が充填されている。このよぅに、各金属製の押釦 ０が完全に分

離していない領域を形成する場合でも、当該金属製の押釦 ０同士を区分けしている

切り込みに、透明な有機高分子体 5を充填させ、前述の各実施の形態に係る押釦

スイ、ソチ用部材 ，3０ 4０と同様の作用効果を得ることができる。

００74 (第6の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第6の実施の形態

について説明する。

００75 第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第6の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。

００76 図 ０は、第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０と共に、押釦スイ、ソチ用部

材6０を構成している複数の金属製の押釦 ０の一つを拡大して示す図である。図 ０

では、金属製の押釦 ０の表面には透明な樹脂塗装層 3を覆っているので、金属製

の押釦 ０を示す符号を、「 ０( 3) 」と表示している。図 、図 ０に示す金属製の

押釦 ０の一つを 線で切断した際の断面図と、金属製の押釦 ０の下方に配置

される基板6 とを示す図である。

００77 図皿に示すよぅに、透明な有機高分子体 5は、透明な樹脂塗装層 3より表面側

に突出した状態となっている。金属製の押釦 ０に、そこに表示すべき数字、文字若

しくは記号の形状に穴を設け、その穴に裏側から透明な有機高分子 を突出さ

せると、指の感触により各押釦 ０を認識しやすくなる。さらには、立体文字としてのデ



ザイン性を向上することができる。

００78 透明なゴム状弾性体 、固定接点 (スイ、ソチ)を押すための押圧子 2aを有する

。基板6 には、スイ、ソチ62 62 63が配置されている。金属製の皿バネ64は、その

開口周端部をスイ、ソチ62 62に固定している。金属製の皿バネ64の内側の空間に

は、金属製の皿バネ64と接触しない状態にて、基板6 と電気的に接続されたス不ソ

チ63が配置されている。金属製の皿バネ64の外面と基板6 の表面には、 シート

等の発光部材 4が配置されている。

００79 金属製の押釦 ０を押すと、透明なゴム状弾性体 2の下方に形成された押圧子 2

aは、発光部材 4の上から金属製の皿バネ64を押し込む。この結果、金属製の皿バ

ネ64は、弾性的にへこみ、スイ、ソチ6 3を押圧する。金属製の押釦 ０の押圧を解除

すると、押圧子 2aは金属製の皿バネ64から離れ、金属製の皿バネ64も元の半球

体の形状に戻る。これによって、スイ、ソチ63の押圧も解除される。

００8０ 次に、第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０の製造方法の一例について

説明する。

００8 1 図 2は、第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。また、図 3は、第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部

材6０を製造する各工程における状態を示す図である。

００82 図 2に示すフローチヤートのステップS 3 ～ステップS 3０4は、図3に示すフロー

チヤートのステップS ～ステップS ０4と、それぞれ同様のステップである。同様

に、図 3に示す(a) ～(d)の各状態は、図4に示す(a) ～(d)の各状態と同様の状

態である。ただし、第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材6０の場合、金属製の

押釦 ０自体に穴2０を形成し、その穴2０にも透明な有機高分子体 5を充填するよぅ

にしている。したがって、図 2に示すステップS 3 3では、金属製の押釦 ０同士の隙

間のみならず、金属製の押釦 ０自体にも穴2０を形成するよぅにェッチングを行って

いる。また、図 3では、製造工程が進むにつれて、図皿に示す金属製の押釦 ０の

断面部分が変ィビする様子を示している。これらの製造工程については、第 の実施

の形態で説明した製造工程と重複する部分が多いので、その説明を省略する。第6

の実施の形態において、第 の実施の形態と大きく異なる部分は、透明なゴム状弾



性体 2の形状が押圧子 2aを有する形状であることと、発光部材 4を透明なゴム状

弾性体 2の下面に貼り付ける工程 (ステップS ０6) が存在しないことである。発光部

材 4は、基板6 側に配置されていても良いからである。

００83 なお、前述の実施の形態と同様、印刷層等25を、透明な樹脂シート皿に予め形成

しても良い。当該形成時期は、金属板 ０aに透明な樹脂シート皿を貼る前でも後で

も良い。

００84 (第7の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第7の実施の形態

について説明する。

００85 第7の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材7０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第7の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材7０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。

００86 図 4は、第7の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材7０を構成する金属製の押釦

０の一つを、図 ０に示す 線と同様の線で切断した際の断面図と、金属製の

押釦 ０の下方に配置される基板6 とを示す図である。

００87 図 4に示すよぅに、透明な有機高分子体 5は、透明な樹脂塗装層 3より表面側

に突出した状態となっている。金属製の押釦 ０に、そこに表示すべき数字、文字若

しくは記号の形状に穴を設け、その穴に裏側から透明な有機高分子体 5を突出さ

せると、指の感触により各押釦 ０を認識しやすくなる。さらには、立体文字としてのデ

ザイン性を向上することができる。

００88 押釦スイ、ソチ用部材7０の透明なゴム状弾性体 2より下方には、 シート等の発光

部材 4が配置され、さらにその下方には押圧子 6aを有するプ、ソシヤ一シート(シー

ト) 6が配置されている。プ、ソシヤシート 6は、透明であっても不透明であっても良い
。このよぅに、発光部材 4は、基板6 側ではなく、押釦ス不ソチ用部材7０側に配置さ

れるよぅにしても良い。基板6 には、固定接点 (スイ、ソチ) 62 62 63が配置されてい
る。金属製の皿バネ64は、その開口周端部をスイ、ソチ62 62に固定している。金属

製の皿バネ64の内側の空間には、金属製の皿バネ64と接触しない状態にて、基板



6 と電気的に接続されたスイ、ソチ63が配置されている。

００89 金属製の押釦 ０を押すと、プッシヤ一シート 6の押圧子 6aは、金属製の皿バネ、

64を押し込む。この結果、金属製の皿バネ64は、弾性的にへこみ、スイ、ソチ63を押

圧する。金属製の押釦 ０の押圧を解除すると、押圧子 6aは金属製の皿バネ64か

ら離れ、金属製の皿バネ64も元の半球体の形状に戻る。これによって、ス不ソチ63の

押圧も解除される。

００9０ 次に、第7の実施の形態に係る押釦ス不ソチ用部材7０の製造方法の一例について

説明する。

００9 1 図 5は、第7の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材7０の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。また、図 6は、第7の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部

材7０を製造する各工程における状態を示す図である。

００92 図 5に示すフローチヤートのステップS4０～ステップS4０6は、図3に示すフロー

チヤートのステップS ０～ステップS ０6と、それぞれ同様のステップである。同様

に、図 6に示す(a) ～㈲の各状態は、図4に示す(a) ～㈲の各状態と同様の状態

である。ただし、第7の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材7０の場合、金属製の押

釦 ０自体に穴2０を形成し、その穴2０にも透明な有機高分子体 5を充填するよぅに

している。したがって、図 5に示すステップS4０3では、金属製の押釦 ０同士の隙

間のみならず、金属製の押釦 ０自体にも穴2０を形成するよぅにェッチングを行って

いる。また、図 6では、製造工程が進むにつれて、図 4に示す金属製の押釦 ０の

断面部分が変ィビする様子を示している。これらの製造工程については、第 の実施

の形態で説明した製造工程と重複するので、その説明を省略する。第7の実施の形

態において、第 の実施の形態と異なる部分は、発光部材 4の下方に、押圧子 6a

を有するプ、ソシヤ一シート 6を貼り付ける工程 (ステップ 4０7) が存在することである

。プ、ソシヤ一シート 6は、携帯電話等の電子機器の構造上、必要な部材ではあるが

、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材は、プッシヤ一シートを付けた状態あるいは付け

ない状態の両状態を含むよぅに、広義に解釈するものとする。なお、ステップS4０5の

後に、発光部材 4とプ、ソシヤ一シート 6とを貼り付ける工程をォ 、刊 、その後に、当該

貼り付ける工程にて得られた部材の発光部材 4側を、透明なゴム状弾性体 2に貼



り付ける工程を〒ぅよぅにしても良い。また、ステップS4 5の後に、発光部材 4と、押

圧子 6aを有するゴム状弾性体とを一体成形する工程を行い、当該一体成形するエ

程にて得られた部材の発光部材 4側を、透明なゴム状弾性体 2に貼り付ける工程

を〒ぅよぅにしても良い。

００93 なお、前述の実施の形態と同様、印刷層等25を、透明な樹脂シート皿に予め形成

しても良い。当該形成時期は、金属板 ０aに透明な樹脂シート皿を貼る前でも後で

も良い。

００94 (第8の実施の形態)

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第8の実施の形態

について説明する。

００95 第8の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材8０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第8の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材8０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。

００96 図 7は、第8の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材8０の平面図である。また、図

8は、図 7の 線断面図である。図 8中、Xは、図 7に示す「 」と表示された

金属製の押釦 ０であり、 は、図 7に示す「2」と表示された金属製の押釦 ０であり

、Zは、図 7に示す「3」と表示された金属製の押釦 ０である。

００97 図 8に示すよぅに、金属製の押釦 ０の裏面には、透明な樹脂シート皿が配置され

ている。その透明な樹脂シート皿の裏側、金属製の押釦 ０の内部の穴の内面、当

該穴の上面にかけて、別の透明な樹脂シート(図 8では、黒い太線で示す。) が

配置されている。当該別の透明な樹脂シート皿の裏側には、透明なゴム状弾性体

2が配置されている。別の透明な樹脂シート皿と透明なゴム状弾性体 2とからなる透

明な有機高分子体 5は、金属製の押釦 ０の裏面から金属製の押釦 ０同士の隙間

および金属製の押釦 ０の内部の穴を埋めるよぅに貼り付けられている。透明なゴム

状弾性体 2における金属製の押釦 ０の下方の位置には、押圧子 2aが形成されて

いる。なお、発光部材 (不図示) は、押釦スイ、ソチ用部材8０側ではなく、押釦スイ、ソチ

用部材8０の下方に配置される基板側に配置されている。



００98 次に、第8の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材8０の製造方法の一例について

説明する。

００99 図 9は、第8の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材8０の製造方法の一例を示

すフローチヤートである。また、図2０は、第8の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部

材8０を製造する各工程における状態を示す図である。

０1００ まず、金属製の押釦 ０の加工前の状態である金属板 ０aの片面側に、透明な樹

脂シート を接着する (ステップS 5０ 。この接着には、加熱により接着機能を発揮

する熱硬化，注の接着剤を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬ィロ可能な粘

着剤を用いても良い。このステップS 5０ により、押釦ス不ソチ用部材8０は、図2０の (

a )から(b) に示す状態になる。次に、透明な樹脂シート皿の一部に貫通穴8 を形成

する (ステップS 5０2)。この貫通穴8 は、金属製の押釦 ０およびその各表面に表示

される文字等の形状に合わせて形成される。金属製の押釦 ０の全周囲に貫通穴8

を設けると、金属製の押釦 ０が脱落してしまうので、周囲の一部を残すように、貫通

穴8 を設けている。ステップS 5０2により、押釦スイ、ソチ用部材8０は、図2０の (b)から

(c) に示す状態になる。

０1０1 次に、透明な樹脂シート皿と反対側から、その透明な樹脂シート皿に到達するま

で金属板 ０aのエッチングを〒う (ステップS 5０3)。この結果、穴2０が形成される。な

お、貫通穴8 の部分には、透明な樹脂シート 存在しない。ステップS 5０3により

、押釦スイ、ソチ用部材8０は、図2０の (c) から(d) に示す状態になる。

０1０2 次に、別の透明な樹脂シート と透明なゴム状弾性体 2とを重ね合わせるようにし

て、穴2０を埋める形状の凸部と各金属製の押釦 ０の下方に押圧子 2aとを有する

成形体を作製する (ステップ 5０4)。成形の好適な方法は、射出成形であるが、これ

以外の成形方法を採用しても良い。ステップS 5０4により、図2０の (e) に示すような透

明な有機高分子体 5ができあがる。

０1０3 次に、ステップS 5０～ステップS 5０3までの工程で作製した金属製の押釦 ０と透

明な樹脂シート皿とからなる構成部材と、ステップ ０4にて作製した透明な有機高

分子 5とを接着する (ステップS 5０5 。こうして、図2０の (f に示す押釦スイ、ソチ用

部材8０ができあがる。



０1０4 なお、ステップ 5０4において、別の透明な樹脂シート皿を使用せずに、透明なゴ

ム状弾性体 2のみを、金属製の押釦 ０と透明な樹脂シート皿とからなる構成部材

に接着することもできる。また、加飾印刷層を、金属製の押釦 ０の内部に挿入される

透明な有機高分子体 5に形成することができる。この場合、加飾印刷層は、透明な

ゴム状弾性体 2あるいは別の透明な樹脂シート皿の少なくともいずれか一方に形成

すると良い。

００5 (第9の実施の形態

次に、本発明に係る押釦スイ、ソチ用部材およびその製造方法の第9の実施の形態

について説明する。

０1０6 第9の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材9０は、先に説明した第 の実施の形

態に係る押釦ス不ソチ用部材 と共通する構成部を有している。このため、第9の実施

の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材9０と第 の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材

とに共通する構成部については、同じ符号を用い、重複した説明を省略する。

０1０7 図2 は、第9の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材9０を、図 7に示す 線

と同様の線で切断した際の断面図である。

０1０8 第9の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材9０は、金属製の押釦 ０の表側の面

に、透明の樹脂シート皿を有している。また、その透明な樹脂シート皿の反対側の

面から、金属製の押釦 ０同士の隙間および各金属製の押釦 ０の内部の穴を埋め

るよぅに、別の透明な樹脂シート皿と透明なゴム状弾性体 2とからなる透明な有機

高分子体 5が配置されている。透明なゴム状弾性体 2における金属製の押釦 ０の

下方の位置には、押圧子 2aが形成されている。

０1０9 図2 に示す構造の押釦スイ、ソチ用部材9０は、図2０の (b) に示す状態の後、貼り付

けられた透明な樹脂シート皿と反対側の面からェッチングをして、そのェッチングに

より形成された穴2０の側に、図2０の (e) に示す透明な有機高分子体 5を接着する

ことによって、作製することができる。

０11０ 図2 に示す構造の押釦スイ、ソチ用部材9０は、上述の製法と異なる以下のよぅな製

法にて製造することもできる。まず、金属板 ０aの片面に透明な樹脂シート を貼り

、その透明な樹脂シート皿と反対側からェッチングを行ぅ。その後、ェッチングにより



形成された穴2０透明な有機高分子体 5を、透明な樹脂シート皿ごと、エッチングに

より形成された穴2０の開口側に、別の透明な樹脂シート皿を貼る。次に、両側の透

明な樹脂シート皿のいずれか一方から、穴2０に向けて透明なゴム状弾性体 2を圧

入する。

０111 また、金属製の押釦 ０の外側の表面に貼り付けた透明な樹脂シート皿の裏側に

おける一部若しくは全面に、印刷層を形成することもできる。

０ 2 以上、本発明に係る押釦スイッチ用部材およびその製造方法の好適な各実施の形，
態について説明したが、本発明は、上述の各実施の形態に限定されることなく、種々

変形を施して実施することができる。

０113 例えば、金属板 ０aと透明な樹脂シート皿との接着は、接着剤あるいは両面テー

プ等の接着材を介して行うのではなく、金属板 ０aの一面を荒らし、当該面に透明な

樹脂シート皿を溶着させるようにしても良い。また、必要であれば、その後に、透明な

樹脂シート皿の上に、別の透明な樹脂シート を接着しても良い。

０114 また、透明な樹脂シート皿ごと透明なゴム状弾性体 2を穴2０に充填する際に、透

明な樹脂シート皿にプライマ処理を施して、当該プライマ処理を施した面に透明なゴ

ム状弾性体 2を供給すると、透明な樹脂シート皿と透明なゴム状弾性体 2との接

合力が高まるので好ましい。

０115 また、本発明の第 の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の製造方法において

、図3に示すフローチヤート中のステップS ０ とステップS ０2とを逆順に行うように

しても良い。また、ステッ ０4を、ステップS ０5若しくはステップS ０6の後に行う

ようにしても良い。さらに、ステップS ０2、ステップ ０4およびステップS ０6の内の

少なくともいずれか つのステップを行わなくても良い。

０116 また、本発明の第2の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の製造方法において

、図5に示すフローチヤート中のステップS 2０3を、ステップS 2０、ステップS 2０2ある

いはステップS 2０5の前に〒うようにしても良い。また、ステップS 2０5を、ステップS 2

０6若しくはステップ 2０7の後に行うようにしても良い。さらに、ステップ 2０3、ステッ

も良い。



０117 また、本発明の第6の実施の形態に係る押釦スイ、ソチ用部材の製造方法において

、図 2に示すフローチヤート中のステップS 3０ とステップS 3 2とを逆 項に行うように

しても良い。また、ステップS 3 4を、ステ、ソプS 3 5の役に行うようにしても良い。さら

わなくても良い。

０118 また、本発明の第7の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の製造方法において

、図工 5に示すフローチヤート中のステップS 4０ とステップS 4 2とを逆順に行うように

しても良い。また、ステッ S 4０4を、ステップS 4 5、ステップS 4 6若しくはステップS

4０7の役に行うようにしても良い。さらに、ステップS 4０2、ステッ S 4０4およびステツ

プ 4０6の内の少なくともいずれか つのステップを行わなくても良い。

０ 9 また、本発明の第8の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の製造方法において

、図 9に示すフローチヤート中のステップS 5 とステップS 5 2とを逆順に行うように

しても良い。また、ステップS 5０4を、ステップS 5 ～ステップS 5 3のいずれかの前

に行うようにしても良い。

産業上の利用可能，性

０12０ 本発明は、電子機器の押釦スイッチ用部材を製造あるいは使用する産業において

利用することができる。



請求の範囲

隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な有機高分子体が充填された形態を持つ押

釦ス不ソチ用部材であって、

上記有機高分子体は、上記隙間の内側面から押釦の天面側に延出する透明な樹

脂シートと、

当該透明な樹脂シートの内側にある透明なゴム状弾性体とを含むことを特徴とする

押釦ス不ソチ用部材。

2 前記透明な樹脂シートにおける少なくとも前記金属製の押釦の天面側に延出する

部分に、印刷層または着色層を有することを特徴とする請求項 に記載の押釦ス不ソ

チ用部材。

3 前記金属製の押釦の表面に、凹凸あるいは穴を設け、数字、記号、模様若しくは絵

を形成していることを特徴とする請求項 または2に記載の押釦ス不ソチ用部材。

4 前記透明なゴム状弾性体における前記金属製の押釦と反対側の面と、その下方に

配置される回路基板との間に、発光部材を配置していることを特徴とする請求項 か

ら3のいずれか 項に記載の押釦ス不ソチ用部材。

5 前記金属製の押釦にその表裏方向に貫通する穴を形成し、前記透明な有機高分

子体をその穴から前記金属製の押釦の天面側に延出させた形態を有することを特徴

とする請求項 から4のいずれか 項に記載の押釦ス不ソチ用部材。

6 さらに、前記透明なゴム状弾性体より下方に、ス不ソチを押すための押圧子を備え

たシートを有することを特徴とする請求項 から5のいずれか 項に記載の押釦ス不ソ

チ用部材。

7 前記透明な有機高分子体は、前記金属製の押釦の表面よりも突出していることを

特徴とする請求項 から6のいずれか 項に記載の押釦ス不ソチ用部材。

8 隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な有機高分子体が充填された形態を持つ押

釦ス不ソチ用部材の製造方法であって、

金属板の片面に透明な樹脂シートを貼る工程と、

上記金属板における当該透明な樹脂シートを貼った面と反対側の面から、その透

明な樹脂シートに至るまでェッチングして穴を形成する工程と、



上記透明な樹脂シートの外側から上記穴に向けて上記透明なゴム状弾性体を入れ

て、上記穴に、上記透明な樹脂シートに覆われる上記透明なゴム状弾性体を充填す

る工程と、

を有することを特徴とする押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

9 隣り合ぅ金属製の押釦の隙間に透明な有機高分子体が充填された形態を持つ押

釦ス不ソチ用部材の製造方法であって、

当該片面の上記凹部を塞ぐよぅに透明な樹脂シートを上記金属板に貼る工程と、

上記金属板における当該透明な樹脂シートを貼った面と反対側の面からェッチン

グして予め形成されている上記凹部と連がる穴を形成する工程と、

上記透明な樹脂シートの外側から上記穴に向けて上記透明なゴム状弾性体を入れ

、上記穴に、上記透明な樹脂シートに覆われる上記透明なゴム状弾性体を充填する

工程と、

を有することを特徴とする押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

０ 前記透明な樹脂シートにおける少なくとも前記金属製の押釦の天面側に延出する

部分に、印刷層または着色層を形成する工程を、さらに含むことを特徴とする請求項

8または9に記載の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

前記金属製の押釦の表面に、凹凸あるいは穴を設け、数字、記号、模様若しくは絵

を形成する工程を、さらに含むことを特徴とする請求項8から ０のいずれか 項に記

載の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

2 前記透明なゴム状弾性体における前記金属製の押釦と反対側の面と、その下方に

配置される回路基板との間に、発光部材を配置する工程を、さらに含むことを特徴と

する請求項8から皿のいずれか 項に記載の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

3 前記金属製の押釦にその表裏方向に貫通する穴を形成する工程を、さらに含み、

前記透明なゴム状弾性体を充填する工程では、前記透明な有機高分子体をその

穴から前記金属製の押釦の天面側に延出させることを特徴とする請求項8から 2の

いずれか 項に記載の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

4 さらに、前記透明なゴム状弾性体より下方に、ス不ソチを押すための押圧子を備え



たシートを有する工程を含むことを特徴とする請求項8から 3のいずれか 項に記載

の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。

5 前記透明なゴム状弾性体を充填する工程では、前記透明な有機高分子体を前記

金属製の押釦の表面よりも突出させることを特徴とする請求項8から 4のいずれか

項に記載の押釦ス不ソチ用部材の製造方法。
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