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(57)【要約】
【課題】複数の光源からの光を有効利用することで照光
領域を所望の明るさで均一に照光できる導光シート、こ
れを用いた接点ばね付シート及びこれを用いたスイッチ
装置を提供するものである。
【解決手段】外部光源１０から導光した光を上面側へ出
光可能な発光部１２０を上面側に複数有する導光シート
１００と、発光部１２０に対応する位置で導光シート１
００の下面側にドーム状で押圧により反転動作可能な接
点ばね２１０とを備えた接点ばね付シート２００と、接
点ばね２１０と離接される固定接点３１０ａを有する基
板３１０とを備え、接点ばね付シート２００を接点ばね
２１０と固定接点３１０ａとが離接可能になるよう基板
３１０上に配置したスイッチ装置において、導光シート
１００の複数の発光部１２０は、導光シート１００のい
ずれかの一面に形成されるとともに、複数の第１の発光
部１２１には、複数の円弧プリズム部１２１ａが形成さ
れている、スイッチ装置３００とした。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の外部光源からの光をそれぞれ入光可能な複数の入光部と、導光された前記外部光
源からの光を外方へ出光可能な複数の発光部とを備えて、前記外部光源からの光を導光可
能とする透光性を有したシート部材からなる導光シートにおいて、
　前記複数の発光部は前記シート部材のいずれかの一面に形成されているとともに、
　前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複数の円弧プリズム部が形成
されている、
　ことを特徴とする導光シート。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部材の外周端に臨んで配置され、
　前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸となるように形成されている、こ
とを特徴とする請求項１に記載の導光シート。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも１つの発光部に近接する前記シート部材
の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設けていることを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載の導光シート。
【請求項４】
　前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面と対向する他面にも形成されていること
を特徴とする請求項１ないし請求項３に記載の導光シート。
【請求項５】
　ドーム状で押圧により反転動作可能な接点ばねと、前記接点ばねを下面側に保持するこ
とができる保持シートと、前記保持シートの上面側に積層されるとともに、前記接点ばね
に対応する領域にそれぞれ配置され、外部光源からの光を導光し上面側へ出光可能な複数
の発光部を有する導光シートと、を有した接点ばね付シートにおいて、
　前記導光シートの前記複数の発光部は、前記導光シートのいずれかの一面に形成される
ともに、
　前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複数の円弧プリズム部が形成
されていることを特徴とする接点ばね付シート。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部材の外周端に臨んで配置され、
　前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸となるように形成されている、こ
とを特徴とする請求項５に記載の接点ばね付シート。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも１つの発光部に近接する前記シート部材
の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設けていることを特徴とする請求項５また
は請求項６に記載の接点ばね付シート。
【請求項８】
　前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面と対向する他面にも形成されていること
を特徴とする請求項５ないし請求項７に記載の接点ばね付シート。
【請求項９】
　外部光源から導光した光を上面側へ出光可能な発光部を上面側に複数有する導光シート
と、
　前記発光部に対応する位置で前記導光シートの下面側にドーム状で押圧により反転動作
可能な接点ばねとを備えた接点ばね付シートと、
　前記接点ばねと離接される固定接点を有する基板とを備え、
　前記接点ばね付シートを前記接点ばねと前記固定接点とが離接可能になるよう前記基板
上に配置したスイッチ装置において、
　前記導光シートの前記複数の発光部は、前記導光シートのいずれかの一面に形成される
とともに、
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　前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複数の円弧プリズム部が形成
されていることを特徴とするスイッチ装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部材の外周端に臨んで配置され、
　前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸となるように形成されている、こ
とを特徴とする請求項９に記載のスイッチ装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも１つの発光部に近接する前記シート部材
の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設けていることを特徴とする請求項９また
は請求項１０に記載のスイッチ装置。
【請求項１２】
　前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面と対向する他面にも形成されていること
を特徴とする請求項９ないし請求項１１に記載のスイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光シート、これを用いた接点ばね付シート及びこれを用いたスイッチ装置
に関し、特に、複数の光源からの光を有効利用することで導光シートに設けられた照光領
域を均一に照光することができる導光シート、これを用いた接点ばね付シート及びこれを
用いたスイッチ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、携帯電話などの携帯可能な電気機器は暗所でも使用されることが多い為、暗所
でも操作がしやすいように、操作部に照光機能を備えている。本発明の導光シート、これ
を用いた接点ばね付シート及びこれを用いたスイッチ装置は、例えば、携帯電話などの携
帯可能な電気機器の操作部に用いられる。
【０００３】
　特に導光シートとしては、下記の特許文献１に記載の導光シートが知られており、前記
の導光シートを活用することで、導光シートを用いた接点ばね付シート及びこれを用いた
スイッチ装置を形成することが可能である。
【０００４】
　以下、図１１を用いて、特許文献１に記載の導光シートについて説明する。図１１は、
特許文献１に記載の導光シートの構成を示した平面図である。
【０００５】
　特許文献１に記載の導光シートＬＧは、透明基板ＣＢに近接して設けた少なくとも１つ
以上の発光ダイオードＤからの光を透明基板ＣＢの観察方向に出射させるようにした面状
照明装置において、透明基板ＣＢに、発光ダイオードＤから放射状に出射する光線に対し
てより多くの光線Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３が観察方向に出射するように、光線と直交する溝部Ｇ
Ｒを設けた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３５２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の導光シートＬＧは、透明基板ＣＢに光線Ｌ１、光線Ｌ２および光線
Ｌ３と直交する溝部ＧＲを設けたことで、光線Ｌ１、光線Ｌ２および光線Ｌ３は溝部ＧＲ
によって観察方向に進むので、側方に洩れて無駄になるものを少なくすることができる。
【０００８】
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　しかしながら、上記導光シートＬＧでは、各発光ダイオードＤから出射する光線にのみ
対応した溝部ＧＲを設けているため、いずれの発光ダイオードＤからの光も届きにくい箇
所において、照光領域への光が不足して所望の明るさが得られず、照光領域全体の明るさ
を均一化することが困難であった。
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決して、複数の光源からの光を有効利用することで照光領
域を所望の明るさで均一に照光できる導光シート、これを用いた接点ばね付シート及びこ
れを用いたスイッチ装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の導光シートは、複数の外部光源からの光をそれぞれ入光可能な複数の
入光部と、導光された前記外部光源からの光を外方へ出光可能な複数の発光部とを備えて
、前記外部光源からの光を導光可能とする透光性を有したシート部材からなる導光シート
において、前記複数の発光部は前記シート部材のいずれかの一面に形成されているととも
に、前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複数の円弧プリズム部が形
成されている、という特徴を有する。
【００１１】
　請求項２に記載の導光シートは、前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部材の外
周端に臨んで配置され、前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸となるよう
に形成されている、という特徴を有する。
【００１２】
　請求項３に記載の導光シートは、前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも１つの
発光部に近接する前記シート部材の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設けてい
る、という特徴を有する。
【００１３】
　請求項４に記載の導光シートは、前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面と対向
する他面にも形成されている、という特徴を有する。
【００１４】
　請求項５に記載の接点ばね付シートは、ドーム状で押圧により反転動作可能な接点ばね
と、前記接点ばねを下面側に保持することができる保持シートと、前記保持シートの上面
側に積層されるとともに、前記接点ばねに対応する領域にそれぞれ配置され、外部光源か
らの光を導光し上面側へ出光可能な複数の発光部を有する導光シートと、を有した接点ば
ね付シートにおいて、前記導光シートの前記複数の発光部は、前記導光シートのいずれか
の一面に形成されるともに、前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複
数の円弧プリズム部が形成されている、という特徴を有する。
【００１５】
　請求項６に記載の接点ばね付シートは、前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部
材の外周端に臨んで配置され、前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸とな
るように形成されている、という特徴を有する。
【００１６】
　請求項７に記載の接点ばね付シートは、前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも
１つの発光部に近接する前記シート部材の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設
けている、という特徴を有する。
【００１７】
　請求項８に記載の接点ばね付シートは、前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面
と対向する他面にも形成されている、という特徴を有する。
【００１８】
　請求項９に記載のスイッチ装置は、外部光源から導光した光を上面側へ出光可能な発光
部を上面側に複数有する導光シートと、前記発光部に対応する位置で前記導光シートの下
面側にドーム状で押圧により反転動作可能な接点ばねとを備えた接点ばね付シートと、前
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記接点ばねと離接される固定接点を有する基板とを備え、前記接点ばね付シートを前記接
点ばねと前記固定接点とが離接可能になるよう前記基板上に配置したスイッチ装置におい
て、前記導光シートの前記複数の発光部は、前記導光シートのいずれかの一面に形成され
るとともに、前記複数の発光部のうちの少なくとも１つの発光部には、複数の円弧プリズ
ム部が形成されている、という特徴を有する。
【００１９】
　請求項１０に記載のスイッチ装置は、前記少なくとも１つの発光部は、前記シート部材
の外周端に臨んで配置され、前記円弧プリズム部は、前記シート部材の内方側に凸となる
ように形成されている、という特徴を有する。
【００２０】
　請求項１１に記載のスイッチ装置は、前記少なくとも１つの発光部と前記少なくとも１
つの発光部に近接する前記シート部材の外周端との間に直線状のラインプリズム部を設け
ている、という特徴を有する。
【００２１】
　請求項１２に記載のスイッチ装置は、前記複数の発光部は前記シート部材の前記一面と
対向する他面にも形成されている、という特徴を有する。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１の発明によれば、外部光源からの光が届きにくい領域に配置された発光部であ
っても、複数の外部光源からの光を活用することで、所望の明るさで均一に照光すること
が可能となり、暗所でより使いやすくなる、という効果を奏する。
【００２３】
　請求項２の発明によれば、少なくとも１つの発光部以外の発光部の照光を妨げることな
く、複数の外部光源からの光をより効率的に活用し、少なくとも１つの発光部は所望の明
るさで均一に発光することができる、という効果を奏する。
【００２４】
　請求項３の発明によれば、少なくとも１つの発光部から出光せずに通過した光を反射さ
せ、光を外部に漏らすことなくシート部材内に戻すことで、発光部の発光に有効に活用で
きる、という効果を奏する。
【００２５】
　請求項４の発明によれば、発光部をシート部材の一面と対向する他面にも形成可能とし
たことで、発光部のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部を発光させることが
可能となる、という効果を奏する。
【００２６】
　請求項５の発明によれば、所望の領域を照光可能な導光シートを用いることで暗所でも
使いやすい接点ばね付シートを容易に形成することができる、という効果を奏する。
【００２７】
　請求項６の発明によれば、外部光源からの光をより効率的に活用することで、所望の領
域を所望の明るさで均一に照光可能な接点ばね付シートを提供することができる、という
効果を奏する。
【００２８】
　請求項７の発明によれば、光を反射させ、シート部材端部から外部に漏らすことなくシ
ート部材内に戻すことで、光を有効に活用し効率的に発光部を発光させることが可能な接
点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏する。
【００２９】
　請求項８の発明によれば、発光部をシート部材の一面と対向する他面にも形成可能とし
たことで、発光部のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部を発光させることが
可能な接点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏する。
【００３０】
　請求項９の発明によれば、所望の領域を照光可能な接点ばね付シートを用いることで暗
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所でも使いやすいスイッチ装置を容易に形成することができる、という効果を奏する。
【００３１】
　請求項１０の発明によれば、外部光源からの光をより効率的に活用することで、所望の
領域を所望の明るさで均一に照光可能なスイッチ装置を提供することができる、という効
果を奏する。
【００３２】
　請求項１１の発明によれば、光を反射させ、シート部材端部から外部に漏らすことなく
シート部材内に戻すことで、光を有効に活用し効率的に発光部を発光させることが可能な
接点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏する。
【００３３】
　請求項１２の発明によれば、発光部をシート部材の一面と対向する他面にも形成可能と
したことで、発光部のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部を発光させること
が可能なスイッチ装置を提供することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本実施形態の導光シート１００の構造例を示す平面図である。
【図２】図１に記載された断面２－２を示す断面図である。
【図３】円弧プリズム部１２１ａからの出光を説明する断面模式図である。
【図４】第１の発光部１２１を配置する位置を例示した導光シート１００の平面図である
。
【図５】光Ｌ２と円弧プリズム部１２１ａの関係を示した平面図である。
【図６】第１の発光部１２１の配置位置と円弧プリズム部１２１ａの形状の関係を示した
平面図である。
【図７】接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００の構造を示す図である。
【図８】接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００の構成を示す分解斜視図で
ある。
【図９】接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００を示す外観斜視図である。
【図１０】スイッチ装置３００の動作を説明する断面１Ｂ－１Ｂを示した断面図である。
【図１１】特許文献１に記載の導光シートの構成を示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　［第１実施形態］
　以下に、本実施形態の導光シート１００について、図１ないし図６を用いて説明する。
【００３６】
　図１は、本実施形態の導光シート１００の構造例を示す平面図である。図２は、図１に
記載された断面２－２を示す断面図である。なお、図２では説明の都合上、会場を簡略化
して示しており、円弧プリズム部１２１ａの個数は必ずしも図２に記載の通りではない。
【００３７】
　本実施形態の導光シート１００は、図１および図２に示すように、透光性を有した合成
樹脂材で形成されたシート部材１１０と、シート部材１１０の一方の面に複数箇所設けら
れシート部材１１０内を導光された光をシート部材１１０の外部に出光可能な発光部１２
０と、を備えている。
【００３８】
　シート部材１１０は、他方の面に粘着剤が塗布された粘着層１１１が設けられ、外周端
部には導光シート１００とは別に設けられた外部光源１０からの光がシート部材１１０内
に入光可能な入光部１１２が複数箇所形成されている。
【００３９】
　発光部１２０は、導光シート１００の一方の面の所定の領域において、複数箇所にレー
ザー加工にて凹形状の加工を施すことで形成される。
【００４０】
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　発光部１２０は、シート部材１１０の内方側に凸となる円弧状の円弧プリズム部１２１
ａが形成された第１の発光部（少なくとも１つの発光部）１２１と、配置領域内に複数の
穴形状のドットプリズム部１２２ａが形成された第２の発光部１２２と、からなる。
【００４１】
　入光部１１２から入光しシート部材１１０内を進んできた光が出光しやすい凹形状（溝
状、穴形状）に形成され、所望の位置に設けられた円弧プリズム部１２１ａまたはドット
プリズム部１２２ａから出光することで発光部１２０に対応する範囲が照光される。これ
により導光シート１００として機能する。
【００４２】
　また、シート部材１１０の他方の面に設けられた粘着層１１１により、導光シート１０
０を所望の箇所への取付が可能となる。
【００４３】
　また、本実施形態では、発光部１２０はシート部材１１０の一方の面に形成されている
が、他方の面に形成されていても良く、必要に応じては両面に形成されていても良い。
【００４４】
　次に発光部１２０の照光について、図３を用いて説明する。図３は円弧プリズム部１２
１ａからの出光を説明する断面模式図である。なお、図３は説明の都合上、１つの円弧プ
リズム部１２１ａの断面のみ記している。
【００４５】
　図３に示すように、外部光源１０から照射された光Ｌ４は、入光部１１２（図１参照）
から導光シート１００の内部に入射し、導光シート１００内を反射しながら発光部１２０
が配置された領域まで進む。発光部１２０（第１の発光部１２１、円弧プリズム部１２１
ａ）は凹溝状に形成されているため、発光部１２０に当たった光Ｌ４は反射されることな
く発光部１２０を通過して外部に出光しやすい。このように、光Ｌ４が発光部１２０を通
過して出光するによって発光部１２０で発光する。
【００４６】
　なお、上記では第１の発光部１２１を例に出し、凹溝形状の円弧プリズム部１２１ａに
ついて説明したが、穴形状のドットプリズム部１２２ａの場合においても同様のメカニズ
ムで発光する
【００４７】
　次に、第１の発光部１２１が配置される箇所について図４を用いて説明する。図４は第
１の発光部１２１を配置する位置を例示した導光シート１００の平面図であり、図４（ａ
）は第１の発光部１２１ａの配置例を示す平面図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）とは異
なる第１の発光部１２１ａの配置例を示す平面図である。
【００４８】
　発光部１２０は、導光シート１００の用途にあわせて様々に配置されるが、第１の発光
部１２１は以下に示すようないずれの外部光源１０からの光も届きにくい箇所に配置され
た発光部１２０に対して適用される。
【００４９】
　外部光源１０からの光が届きにくい箇所とは、例えば、図４（ａ）に示すようなある外
部光源１０から近い位置ではあるが、ある外部光源１０の光の照射角から外れ、他の外部
光源１０からも離れている箇所や、図４（ｂ）に示すようないずれの外部光源１０からも
離れている箇所などが考えられる。
【００５０】
　なお、図４で示した外部光源１０からの光が届きにくい箇所はあくまでも一例である。
外部光源１０からの光が届きにくい箇所は外部光源１０の配置位置や外部光源１０の個数
、発光部１２０の配置位置や発光部１２０の個数などによって変わるため、外部光源１０
からの光が届きにくい箇所に第1の発光部１２１を適宜配置することで複数の外部光源１
０からの光をより有効に活用することができる。
【００５１】
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　また、シート部材１１０の中心位置付近は、元々、複数の外部光源１０からのそれぞれ
の光や反射してきた光などが通過しやすい。そのため、第１の発光部１２１は、図４（ａ
）および図４（ｂ）に示すように、配置された複数の発光部１２０の中でも、シート部材
１１０の中心位置付近に比べて光の通過が少ないシート部材１１０の外周端部に面してお
り、外部光源１０からの光が届きにくい箇所に配置された発光部１２０に対して適用する
と効果的である。
【００５２】
　仮に、シート部材１１０の中心位置近辺に第１の発光部１２１を設けた場合、その周辺
に配置された複数の第２の発光部と比較して照光が明るくなり、光り方にムラが発生する
ことが懸念される。
【００５３】
　次に円弧プリズム部１２１ａの形状について、図５および図６を用いて説明する。図５
は光Ｌ５と円弧プリズム部１２１ａの関係を示した平面図である。また、図６は第１の発
光部１２１の配置位置と円弧プリズム部１２１ａの形状の関係を示した平面図であり、図
６（ａ）は円弧プリズム部１２１ａの形状の第１案を示す平面図であり、図６（ｂ）は円
弧プリズム部１２１ａの形状の第２案を示す平面図である。
【００５４】
　円弧プリズム部１２１ａは、前述の通り、シート部材１１０の内方側に凸となる複数の
円弧状の溝をシート部材１１０にレーザー加工することで形成される。
【００５５】
　シート部材１１０の内方側に凸となる複数の円弧状の円弧プリズム１２１ａを形成した
ことで、図５に示すように、シート部材１１０の一方の面側から見たときに直線的に進ん
でくるように見える複数の外部光源１０からそれぞれ発せられた光Ｌ５に対して円弧プリ
ズム部１２１ａは垂直に交わりやすい。
【００５６】
　また、たとえば、図６（ａ）に示すように、外部光源１０および第１の発光部１２１が
配置された場合、位置Ｂに配置された第１の発光部１２１に矢印Ｃ方向から入ってくる光
はほとんどなく、位置Ｃに配置された第１の発光部１２１には矢印Ｄ方向から入ってくる
光はほとんどない。
【００５７】
　したがって、位置Ｂに配置された第１の発光部１２１の円弧プリズム部１２１ａの形状
は、図６（ａ）に示すような、平面視したときに第１の発光部１２１の右側中央付近に中
心を持つ同心円状に形成された形状にするよりも、図６（ｂ）に示すような、平面視した
ときに第１の発光部１２１の右側上方付近（位置Ｃならば右側下方付近）に中心を持つ同
心円状に形成された形状にする方がより多くの光に対してより垂直に交わりやすく効率的
に出光することができる。
【００５８】
　このように、第１の発光部１２１の配置位置や外部光源１０の配置位置などを考慮して
、円弧プリズム部１２１ａを最適な形状に適宜調整することで、第１の発光部１２１から
より効率的に光を出光させることができる。
【００５９】
　なお、本実施形態において、円弧プリズム部１２１ａは複数の同心円の円弧状に形成さ
れているが、実際に形成される領域で交差しなければ、必要に応じて以下のような形状に
形成されても良い。例えば、複数の楕円の円弧や、同心円ではない複数の円の円弧の組み
合せおよび複数の円と複数の楕円との組み合わせの円弧状に形成されていても良い。
【００６０】
　また、本来ならばシート部材１１０の外周端部から外部に出光してしまう光をシート部
材１１０の内部に戻すことができれば、発光部１２０はその戻ってきた光を有効に活用し
て発光することができる。
【００６１】
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　たとえば、図６（ｂ）に示すように、第１の発光部１２１ａとシート部材１１０の外周
端部との間に反射部１２３を設けることで、第１の発光部１２１ａから出光せずに通過し
た光を反射し、再度、第１の発光部１２１ａに戻すことができる。
【００６２】
　反射部１２３は、たとえば図６（ｂ）に示すラインプリズム部１２３ａのように、直線
状の凹溝形状をしている。円弧状に形成された円弧プリズム部１２１ａには垂直に入射す
る光が多いが、直線状に形成されたラインプリズム部１２３ａに対して垂直に入射する光
は少ないため、ラインプリズム部１２３ａを介して外部へ出光する光よりも、反射されて
シート部材１１０の内部に戻る光の方が多く、反射部１２３として機能する。
【００６３】
　本実施形態では反射部１２３を直線状の凹溝形状をしたラインプリズム部１２３ａとし
たが、必要に応じてその形状を変更したり、光を反射するような部材でシート部材１１０
の外周端部をマスキングする等しても良い。
【００６４】
　また、第１の発光部１２１ａとシート部材１１０の外周端部との間に配置するだけでな
く、第２の発光部１２２ａとシート部材１１０の外周端部との間に配置するなど、必要に
応じて配置しても良い。
【００６５】
　以下、本実施形態としたことによる効果について説明する。
【００６６】
　本実施形態の導光シート１００では、以上に記したように、複数の外部光源１０から導
光された光を外方へ出光可能な複数の発光部１２０を備えており、外部光源１０からの光
が届きにくい発光部１２０には円弧プリズム部１２１ａが形成された第１の発光部１２１
を配置する構造とした。
【００６７】
　これにより、外部光源１０からの光が届きにくい領域に配置された発光部１２０であっ
ても所望の明るさで均一に照光することが可能となり、暗所でより使いやすくなる、とい
う効果を奏する。
【００６８】
　また、本実施形態の導光シート１００では、第１の発光部１２１は、シート部材１１０
の外周端に臨んで配置され、円弧プリズム部１２１ａは、シート部材１１０の内方側に凸
となるように円弧状の凹溝が形成される構造とした。
【００６９】
　これにより、第２の発光部１２２の照光を妨げることなく、複数の外部光源１０からの
光をより効率的に活用し、第１の発光部１２１は所望の明るさで均一に発光することがで
きる、という効果を奏する。
【００７０】
　また、本実施形態の導光シート１００では、第１の発光部１２１の配置位置や外部光源
１０の配置位置などにあわせて円弧プリズム部１２１ａの凹形状の凸となる方向を調整す
る構造とした。
【００７１】
　これにより、複数の外部光源１０からの光に対してより確実に垂直に交わりやすくなり
、第１の発光部１２１から効率的に出光することが可能となる。このように、複数の外部
光源１０からの光を有効に活用することで、第１の発光部１２１を均一に所望の明るさで
より確実に発光させることができる、という効果を奏する。
【００７２】
　また、本実施形態の導光シート１００では、第１の発光部１２１と第１の発光部１２１
が近接するシート部材１１０の外周端との間に直線状のラインプリズム部１２３ａを設け
ている、という特徴を有する。
【００７３】
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　これにより、第１の発光部１２１から出光せずに通過した光を反射させ、光を外部に漏
らすことなくシート部材１１０内に戻すことで、発光部１２０の発光に有効に活用できる
、という効果を奏する。
【００７４】
　また、本実施形態の導光シート１００では、複数の発光部１２０はシート部材１１０の
一面と対向する他面にも形成されている、という特徴を有する。
【００７５】
　これにより、発光部１２０を同時にシート部材１１０の一面と対向する他面にも形成可
能としたことで、発光部１２０のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部１２０
を配置させることで、発光部１２０をより効率的に発光させることが可能となる、という
効果を奏する。
【００７６】
　また、本実施形態の導光シート１００では、円弧プリズム部１２１ａおよびドットプリ
ズム部１２２ａをシート部材１１０にレーザー加工で形成している。
【００７７】
　これにより、円弧プリズム部１２１ａおよびドットプリズム部１２２ａを均一な形状で
容易に形成することが可能となり、発光部１２０を均一な光で照光することができる。
【００７８】
　また、本実施形態の導光シート１００では、円弧プリズム部１２１ａは、実際に形成さ
れる領域で交差しなければ、例えば、複数の楕円の円弧や、同心円ではない複数の円の円
弧の組み合わせおよび複数の円と複数の楕円との円弧の組み合わせに沿うように形成され
ていても良いこととしている。
【００７９】
　これにより、発光部１２０の配置位置や外部光源１０の配置位置にあわせてより効率的
に複数の外部光源１０からの光を活用できる円弧プリズム部１２１ａを形成することがで
きる。
【００８０】
　また、円弧プリズム部１２１ａは、実際に形成される領域で個々の溝同士が交差しない
構造とした。
【００８１】
　これにより、円弧プリズム部を交差させることで交差部分に貫通孔ができ、シート部材
１１０に破れが発生することを未然に防止することができる。
【００８２】
　［第２実施形態］
　以下に、第１実施形態の導光シート１００を用いた本実施形態の接点ばね付シート２０
０と本実施形態の接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００について、図７な
いし図１０を用いて説明する。
【００８３】
　図７は、本実施形態の接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００の構造を示
す図であり、図７（ａ）はスイッチ装置３００の上面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）
の断面７Ｂ－７Ｂを示す断面図である。なお、スイッチ装置３００は図７に示すような構
造のスイッチ機構が複数配置された構造をしているため、図７はスイッチ装置３００の一
部を示したものとしている。
【００８４】
　図８は、本実施形態の接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００の構成を示
す分解斜視図である。図９は、本実施形態の接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装
置３００を示す外観斜視図である。
【００８５】
　図１０はスイッチ装置３００の動作を説明する断面７Ｂ－７Ｂを示した断面図である。
図１０（ａ）は押圧前の状態のスイッチ装置３００を示す断面図であり、図１０（ｂ）は



(11) JP 2012-209127 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

押圧中の状態のスイッチ装置３００を示す断面図であり、図１０（ｃ）は動作範囲末端ま
で押圧した状態のスイッチ装置３００を示す断面図である。なお、説明を分かりやすくす
るために、図１０においては導光シート１００の記載は割愛している。
【００８６】
　接点ばね付シート２００を用いたスイッチ装置３００は、図７ないし図９に示すように
、接点ばね付シート２００と基板３１０によって構成され、接点ばね付シート２００と基
板３１０とを積層することで、図９のようなスイッチ装置３００が形成される。
【００８７】
　まず、接点ばね付シート２００について図７ないし図９を用いて説明する。
【００８８】
　接点ばね付シート２００は、図７（ｂ）に示すように、略ドーム状に形成された接点ば
ね２１０と、接点ばね２１０を下面側に保持可能な保持シート２２０と、外部からの押圧
を受け、それを接点ばね２１０に伝えるプロジェクション２３０と、第１実施形態の導光
シート１００と、から形成されている。
【００８９】
　なお、図７（ｂ）では、発光部１２０が導光シート１００の上面に積層するように描か
れているが、発光部１２０の位置を分かりやすくしたものであり、必ずしも図７（ｂ）に
示すように積層して配置されているものではない。
【００９０】
　保持シート２２０は一面側に接点ばね２１０を保持し、接点ばね２１０に対応する他面
側にはプロジェクション２３０が形成されている。また、プロジェクション２３０を覆う
ように導光シート１００が保持シート２２０に積層され、プロジェクション２３０と対応
する位置には発光部１２０が配置される。
【００９１】
　本実施形態において、発光部１２０は導光シート１００の上面側に形成されているが、
必要に応じて導光シート１００の下面側（保持シート２２０と接する側）に形成されてい
ても良く、導光シート１００の両面に形成されていても良い。
【００９２】
　接点ばね２１０は、図７に示すように、ばね性と導電性とを有した金属板からなり、プ
レス加工でドーム形状に形成されている。接点ばね２１０は、ドーム形状の頂点位置に当
たる頂部２１０ａ側から押圧されると押圧された方向に変形し、押圧から開放されるとば
ね性により元の形状に戻る。
【００９３】
　接点ばね２１０は頂部２１０ａ側から見ると円形状をしているが、対向する両端部を切
り落とし、略矩形状としても良い。
【００９４】
　保持シート２２０は、例えば、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈ
ａｌａｔｅ、ポリエチレンテレフタレート）等の透明な合成樹脂材料からなり、可撓性を
有し２層に積層されたシート形状に形成されている。
【００９５】
　保持シート２２０の一面側には粘着剤が塗布された粘着層２２０ａが形成されている。
これにより、粘着層２２０ａに貼り付けることで接点ばね２１０を保持することが可能と
なり、凹形状に形成され保持シート２２０が一層になっている接点ばね保持部２２０ｂに
接点ばね２１０は保持される。
【００９６】
　また、接点ばね保持部２２０ｂに保持された接点ばね２１０の頂部２１０ａに対応する
保持シート２２０の他面側には、内部が球面状の凹部２２０ｃが形成されている。
【００９７】
　プロジェクション２３０は、例えば、可視光の透過性を有した紫外線硬化樹脂を凹部２
２０ｃ内に充填して硬化させ、保持シート２２０の他面から遠ざかる方向に球面状に突出
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して形成されている。
【００９８】
　次に基板３１０について図８を用いて説明する。
【００９９】
　基板３１０は、例えば、フェノール樹脂等の積層板からなり、その上面側には複数の固
定接点３１０ａが配置されている。この固定接点３１０ａは、導電性を有する銀やカーボ
ン等の印刷により形成されており、一対の中央接点３１０ｂと周辺接点３１０ｃとから構
成されている。
【０１００】
　中央接点３１０ｂは円盤状に形成され、周辺接点３１０ｃは中央接点３１０ｂの周囲を
囲むように円環状に形成されており、中央接点３１０ｂと周辺接点３１０ｃとの間に電気
的な接続はない。
【０１０１】
　次にスイッチ装置３００の構造について図７を用いて説明する。
【０１０２】
　スイッチ装置３００は、接点ばね２１０がそれぞれ対応する基板３１０の固定接点３１
０ａ上に配置されるように接点ばね付シート２００を積層することで形成される。接点ば
ね付シート２００と基板３１０とは、保持シート２２０の粘着層２２０ａによって固定さ
れる。これにより、固定接点３１０ａ上に配置された接点ばね２１０の外周端部と周辺接
点３１０ｃとは常時電気的に接続され、スイッチ機構が形成される。
【０１０３】
　次にスイッチ装置３００の動作について図１０を用いて説明する。
【０１０４】
　スイッチ装置３００は外部から押圧されていないとき、図１０（ａ）に示すような状態
にある。スイッチ装置３００が、図１０（ｂ）に示すように、外部から矢印Ｐ方向に押圧
されると、導光シート１００（図７（ｂ）参照）を介してプロジェクション２３０が押圧
され、押圧されたプロジェクション２３０は接点ばね２１０の頂部２１０ａを押圧し、接
点ばね２１０は押圧された方向に変形する。その後、図１０（ｃ）に示すように、さらに
矢印Ｐ方向に押圧されると、接点ばね２１０は中央接点３１０ｂと接触し、接点ばね２１
０を介して中央接点３１０ｂと周辺接点３１０ｃとの間が電気的に接続される。
【０１０５】
　押圧を解除すると、接点ばね２１０は有したばね性により図１０（ａ）に示すような元
の形状に戻り、中央接点３１０ｂと周辺接点３１０ｃとの間の電気的な接続がなくなる。
【０１０６】
　このように接点ばね２１０と中央接点３１０ｂとが接離可能に配置されることでスイッ
チ機構が構成され、スイッチ装置３００として機能する。
【０１０７】
　なお、本実施形態の接点ばね付シート２００およびスイッチ装置３００ではプロジェク
ション２３０を備えているが、プロジェクション２３０を取り除いても接点ばね付シート
２００およびスイッチ装置３００として機能することは可能である。仮にプロジェクショ
ン２３０を備えない構造とする場合には、凹部２２０ｃを設けなくても良い。
【０１０８】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、外部光源１０はスイッチ装置３００とは
別に設ける構成としているが、基板３１０上に外部光源１０を配置した構成としても良い
。
【０１０９】
　以下、本実施形態としたことによる効果について説明する。
【０１１０】
　本実施形態の接点ばね付シート２００は、接点ばね２１０と外部からの押圧を接点ばね
２１０に伝えるプロジェクション２３０とを有する保持シート２２０上に、第１実施形態



(13) JP 2012-209127 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

の導光シート１００を発光部１２０と接点ばね２１０とが対応するように配置することで
形成されている。
【０１１１】
　これにより、接点ばね２１０とプロジェクション２３０とを有する保持シート２２０上
に導光シート１００を重ねることで、導光シート１００は粘着層１１１により保持シート
２２０上に固定され、照光機能を有する接点ばね付シート２００を容易に形成することが
できる、という効果を奏する。
【０１１２】
　また、本実施形態の接点ばね付シート２００では、第１の発光部１２１は、シート部材
１１０の外周端に臨んで配置され、円弧プリズム部１２１ａは、シート部材１１０の内方
側に凸となるように円弧状の凹溝が形成される構造の導光シート１００を用いている。
【０１１３】
　これにより、第２の発光部１２２の照光を妨げることなく、複数の外部光源１０からの
光をより効率的に活用し、第１の発光部１２１が所望の明るさで均一に発光することが可
能な接点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏する。
【０１１４】
　また、本実施形態の接点ばね付シート２００では、第１の発光部１２１と第１の発光部
１２１が近接するシート部材１１０の外周端との間に直線状のラインプリズム部１２３ａ
を設けている、
【０１１５】
　これにより、シート部材１１０の外周端部から光を外部に漏らすことなく、反射してシ
ート部材１１０内に戻すことで、光を有効に活用し効率的に発光部１２０を発光させるこ
とが可能な接点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏する。
【０１１６】
　また、本実施形態の接点ばね付シート２００では、複数の発光部１２０がシート部材１
１０の一面と対向する他面にも形成されている導光シート１００を用いている。
【０１１７】
　これにより、発光部１２０を同時にシート部材１１０の一面と対向する他面にも形成可
能としたことで、発光部１２０のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部１２０
を発光させることが可能な接点ばね付シートを提供することができる、という効果を奏す
る。
【０１１８】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、接点ばね付シート２００と、固定接点３
１０ａを有する基板３１０とを備え、接点ばね２１と固定接点３１０ａとが離接可能とな
るように、接点ばね付シート２００が基板３１０上に配置されスイッチ機構を形成してい
る。
【０１１９】
　これにより、接点ばね付シート２００と基板３１０とを重ねることで、接点ばね付シー
ト２００は粘着層２２０ａにより基板３１０上に固定され、照光機能を有するスイッチ装
置３００を容易に形成することができる、という効果を奏する。
【０１２０】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、第１の発光部１２１はシート部材１１０
の外周端に臨んで配置され、円弧プリズム部１２１ａはシート部材１１０の内方側に凸と
なるように円弧状の凹溝が形成される構造の導光シート１００を用いている。
【０１２１】
　これにより、第２の発光部１２２の照光を妨げることなく、複数の外部光源１０からの
光をより効率的に活用し、第１の発光部１２１が所望の明るさで均一に発光することが可
能なスイッチ装置を提供することができる、という効果を奏する。
【０１２２】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、第１の発光部１２１と第１の発光部１２
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１が近接するシート部材１１０の外周端との間に直線状のラインプリズム部１２３ａを設
けている、
【０１２３】
　これにより、シート部材１１０の外周端部から光を外部に漏らすことなく、反射してシ
ート部材１１０内に戻すことで、光を有効に活用し効率的に発光部１２０を発光させるこ
とが可能なスイッチ装置を提供することができる、という効果を奏する。
【０１２４】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、複数の発光部１２０がシート部材１１０
の一面と対向する他面にも形成されている導光シート１００を用いている。
【０１２５】
　これにより、発光部１２０を同時にシート部材１１０の一面と対向する他面にも形成可
能としたことで、発光部１２０のレイアウトの自由度が増し、より効率的に発光部１２０
を発光させることが可能なスイッチ装置を提供することができる、という効果を奏する。
【０１２６】
　また、本実施形態のスイッチ装置３００では、接点ばね２１０の頂部２１０ａに対応す
る位置に保持シート２２０を介してプロジェクション２３０が配置されている。
【０１２７】
　これにより、プロジェクション２３０が外部から押圧を受けると、プロジェクション２
３０は接点ばね２１０の頂部２１０ａを確実に押圧することが可能となり、プロジェクシ
ョン２３０が無い場合に比べてより明確な操作感を得ることができる。
【０１２８】
　以上のように、本発明の実施形態に係る導光シート１００、接点ばね付シート２００お
よびスイッチ装置３００を具体的に説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるも
のではなく、要旨を逸脱しない範囲で種々変更して実施することが可能である。例えば次
のように変形して実施することができ、これらの実施形態も本発明の技術的範囲に属する
。
【０１２９】
　（１）上記実施形態では、発光部１２０の配置される領域に溝や穴などの凹部を設ける
ことで照光する構造としたが、リブ形状や点形状の凸部を設ける、照光パターンを印刷す
る等の方法で照光する構造としても良い。
【０１３０】
　（２）上記実施形態では、導光シート１００が粘着層１１１を有しているが、導光シー
トには粘着層１１１を設けず、別途接着剤を用いても良い。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０　外部光源
　１００　導光シート
　１１０　シート部材
　１１１　粘着層
　１１２　入光部
　１２０　発光部
　１２１　第１の発光部（少なくとも１つの発光部）
　１２１ａ　円弧プリズム部
　１２２　第２の発光部
　１２２ａ　ドットプリズム部
　１２３ａ　ラインプリズム部
　２００　接点ばね付きシート
　２１０　接点ばね
　２１０ａ　頂部
　２２０　保持シート
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　２２０ａ　粘着層
　２２０ｂ　接点ばね保持部
　２２０ｃ　凹部
　２３０　プロジェクション
　３００　スイッチ装置
　３１０　基板
　３１０ａ　固定接点
　３１０ｂ　中央接点
　３１０ｃ　周辺接点
　Ａ　位置
　Ｂ　位置
　Ｃ　位置
　Ｄ　矢印
　Ｅ　矢印
　Ｌ４　光
　Ｌ５　光
　Ｐ　矢印
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