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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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ッ
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
スイッチ用部材。
【請求項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１に記載の押釦スイッチ用部材。
【請求項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１または２に記載の押釦スイッチ用部材。
【請求項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１から３のいず
れか１項に記載の押釦スイッチ用部材。
【請求項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
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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１
から４のいずれか１項に記載の押釦スイッチ用部材。
【請求項６】
　さらに、前記透明なゴム状弾性体より下方に、スイッ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１から５のいずれか１項に記載の押釦スイッチ用部
材。
【請求項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１から６のいずれか１項に記載の押釦スイッチ用部材。
【請求項８】
　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ッ
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エッチングして穴を形成し、上記金属製の押釦にもその表裏方向に貫
通す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と共に、上
記透明な有機高分子体をその穴から上記金属製の押釦の天面側に延出させる工程と、
を有することを特徴とする押釦スイッチ用部材の製造方法。
【請求項９】
　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ッ
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、
　当該片面の上記凹部を塞ぐよう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エッチングして
予め形成されている上記凹部と連がる穴を形成し、上記金属製の押釦にもその表裏方向に
貫通す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と共に、上記
透明な有機高分子体をその穴から上記金属製の押釦の天面側に延出させる工程と、
を有することを特徴とする押釦スイッチ用部材の製造方法。
【請求項１０】
　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
に記載の押釦スイッチ用部材の製造方法。
【請求項１１】
　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１０のいずれか１項に記載の押
釦スイッチ用部材の製造方法。
【請求項１２】
　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１１のいずれか１項に記載の押釦スイッチ用部材の製造方法。
【請求項１３】
　さらに、前記透明なゴム状弾性体より下方に、スイッ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１２のいずれか１項に記載の押釦
スイッチ用部材の製造方法。
【請求項１４】
　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
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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１３のいずれか１項に記載の
押釦スイッチ用部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器の操作面に用いられる押釦スイッチ用部材およびその製造方法に関
する。
【背景技術】
【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ッチ用部材の業界では、デ
ザインおよび機能の多様化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
られる押釦スイッチ用部材には、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ッチ用部材は、押釦の表側から
、メッキ層、樹脂成形部、そしてベー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、クロムメッキより成る（例えば、特許文献
１参照。）。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化した押釦スイッ
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ッチ用部材も知られてい
る(例えば、特許文献２参照。)。この押釦スイッチ用部材は、さらに、暗い場所での使用
およびデザイン性を考慮して、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よ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ッチ用部材についても、薄型化が求められている。
【特許文献１】特開２００３－１２９２４８号公報（特許請求の範囲等）
【特許文献２】韓国特開１００４５４２０３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、上述の押釦スイッチ用部材には、次のような問題がある。樹脂成形部表面にメ
ッキ層を形成することによって金属調の押釦スイッチ用部材を製造する場合、メッキ層が
剥がれやすく、長期間の使用に耐えないという問題がある。また、メッキ処理により金属
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いう問題もある。加えて、
メッキ処理を施した押釦スイッチ用部材は、金属調の素材感をある程度表現できるものの
、どう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、薄型化を図る上での障害となる。
【０００６】
　一方、シリコーンゴムなどよう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、上記のよう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、汚れおよび埃が付きやすいという問題もある。
【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化を図り、かつ汚れにくい押釦スイッチ用部材とすることを目的とす
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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ッチ用部材であって、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ッチ用部材としている。
【０００９】
　このように、押釦は金属製の部材であるため、メッキ層と樹脂成形部との密着力が低下
するような問題は生じず、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
ことにより、その薄型化を容易に実現できる。さらに、本発明に係る押釦スイッチ用部材
は、隣り合う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いう摩擦
係数が比較的小さい材料が介在する。したがって、汚れや埃等が付きにくい。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イッチ用部材とし
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ッ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性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、マットやヘアラ
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、押釦スイッ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
ッ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、押釦スイッ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、ＬＥＤ、ＥＬ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
する押釦スイッ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、押釦スイッ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埃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、スイッチ
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を押すための押圧子を備えたシートを有する押釦スイッチ用部材としている。このように
、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ッ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
埃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埃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いう。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ッ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エッチングして穴を形成し、金属製の押釦にもその表裏方向に貫
通する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と共に、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工程とを有する押釦ス
イッ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ッ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、押釦スイッ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、製造工程の簡略化がで
きる。また、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、押釦スイッ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埃が入るのを防ぐことができる。
【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ッ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対側の面からエッチン
グして予め形成されている上記凹部と連がる穴を形成し、金属製の押釦にもその表裏方向
に貫通する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、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と共に
、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工程とを有する押
釦スイッチ用部材の製造方法としている。
【００１９】
　このように、金属板の両面側からエッチングを行い、金属板の板厚の所定位置にて連が
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る穴を形成するようにしているので、金属板の両面側における穴のエ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ッ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、押釦スイッ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、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、押釦スイッ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
るいは埃が入るのを防ぐことができる。
【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
、製造工程の簡略化ができる。
【００２１】
　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
押釦スイッ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、
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ッ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うにしても良い。
【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、さらに含む押釦スイッチ用部材の
製造方法としている。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ッ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、エッチング、マットやヘ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イッ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、
さらに含む押釦スイッ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、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ッチ用部材を製造できる。発
光部材としては、例えば、ＬＥＤ、ＥＬ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、さらに、透明なゴム状弾性体より下方に、
スイッ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ッチ用部材の製
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イッチ用部材を用いて
携帯電話等の電子機器を組み立てやすくなる。
【００２５】
　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イッチ用部材の製造方
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埃が
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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埃がたまるのを有効に防止できる。
【００２６】
　本発明に係る押釦スイッ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。
【００２７】
　また、本発明に係る押釦スイッ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、ＰＥ
Ｔ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、本発明でいう「透明な」
は、無色透明、有色透明および半透明を含むように広義に解釈されるものとする。
【００２８】
　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】
【００２９】
　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化を図り、か
つ汚れにくい押釦スイッチ用部材とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、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、図面を参照しながら、詳述する。各実施の形態では、押釦スイッチ用部材を携帯電
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。
【００３１】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の平面図（ａ）および当
該平面図（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図（ｂ）である。また、図２は、図１のＡ－Ａ線断
面図（ｂ）の一部拡大図である。
【００３２】
　押釦スイッチ用部材１は、複数の金属製の押釦１０と、これら金属製の押釦１０同士の
隙間を埋めるように配置される透明な有機高分子体１５（透明な樹脂シート１１と透明な
ゴム状弾性体１２とを含む。）と、各金属製の押釦１０の表面に塗布される透明な樹脂塗
装層１３と、透明な有機高分子体１５の裏側（金属製の押釦１０と反対側）に配置される
発光部材１４とを主に備えている。
【００３３】
　金属製の押釦１０は、押釦スイッチ用部材１における押圧可能な操作部分である。金属
製の押釦１０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、エッチング、マットやヘアライン等
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１０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



(8) JP 4594880 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

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１０を形成するための金属
板１０ａの好適な厚さは、０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下の範囲、より好ましくは０．１
５ｍｍ以上０．２５ｍｍ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１０ａの厚さ
は、上述の範囲に限定されず、０．１ｍｍ未満としたり、０．５ｍｍを超えるように設計
しても良い。
【００３４】
　金属製の押釦１０の操作面に形成されている透明な樹脂塗装層１３には、高硬度のアク
リル系、ポリカーボネート系、エポキシ系、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１０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１３
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１３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。
【００３５】
　透明な有機高分子体１５を構成している透明な樹脂シート１１は、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（ＰＥＴ)、ポリブチレ
ンテレフタレート（ＰＢＴ)、ポリカーボネート（ＰＣ）、ウ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、ＰＣとＰＢＴ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１５を構成している透明なゴム状弾
性体１２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１２として、他の材料（例えば、熱可塑性エラストマー等）を採用しても良い。透明
な樹脂シート１１の好適な厚さは、０．０３ｍｍ以上０．２ｍｍ以下の範囲とし、より好
ましくは０．０５ｍｍ以上０．１ｍｍ以下の範囲とする。後述するように、透明な樹脂シ
ート１１が、透明なゴム状弾性体１２の充填により穴があくことなく、かつ金属製の押釦
１０同士の隙間にスムーズに延びて入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１１の厚さは、０．０３ｍｍ未満としたり、０．２ｍｍを超えるようにしても良
い。
【００３６】
　図１に示すように、透明な樹脂シート１１は、金属製の押釦１０の隙間において透明な
ゴム状弾性体１２の周囲を包むように配置されているため、金属製の押釦１０の操作面側
に、透明なゴム状弾性体１２が露出していない。したがって、金属製の押釦１０の隙間に
汚れや埃が付着しにくい。加えて、金属製の押釦１０と当該押釦１０同士の隙間に配置さ
れる透明な樹脂シート１１とがほぼ同じ平面となるように、押釦スイッチ用部材１を構成
しているため、金属製の押釦１０同士の隙間に汚れ等がさらに付着しにくい。
【００３７】
　また、透明なゴム状弾性体１２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１４が設けられている。発光部材１４としては、ＥＬシートを好適に採用で
きる。ただし、ＥＬシート以外の発光部材１４（例えば、ＬＥＤ）を採用しても良い。こ
のように、発光部材１４を透明なゴム状弾性体１２の下方に配置することにより、発光部
材１４の発光により透明な樹脂シート１１を光らせることができる。したがって、暗い場
所でも、押釦スイッチ用部材１の操作を容易に行うことができる。
【００３８】
　また、金属製の押釦１０の操作面に穴をあけて、各金属製の押釦１０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１４を発光させた際に、透明なゴム
状弾性体１２、透明な樹脂シート１１、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、暗い場所において、各金属製の押釦１０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１０の操作面からその反対側の面に至るギ
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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、
暗い場所において、各金属製の押釦１０をさらに容易に使用できる効果が得られる。
【００３９】
　次に、第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１の製造方法の一例について説明す
る。
【００４０】
　図３は、第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１の製造方法の一例を示すフロー
チャートである。また、図４は、第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１を製造す
る各工程における状態を示す図である。
【００４１】
　まず、金属製の押釦１０の加工前の状態である金属板１０ａの片面側に、透明な樹脂シ
ート１１を接着する（ステップＳ１０１）。この接着には、加熱により接着機能を発揮す
る熱硬化性の接着剤を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬化可能な粘着剤を用い
ても良い。このステップＳ１０１により、押釦スイッチ用部材１は、図４の（ａ）から（
ｂ）に示す状態になる。次に、金属板１０ａにおける透明な樹脂シート１１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Ｓ１０２）。
【００４２】
　次に、透明な樹脂シート１１に到達するまで、金属板１０ａのエッチングを行う（ステ
ップＳ１０３）。この結果、穴２０が形成される。このステップＳ１０３により、押釦ス
イッチ用部材１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、イニシャ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、フォトエッチングを採用している。なお、フォ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。
【００４３】
　次に、金属製の押釦１０の表面に、透明な樹脂塗装層１３を形成する（ステップＳ１０
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１３と金属製の押釦１０とを密着させ、金属製の押釦１０に生じ
たバリ等に接触することにより手を怪我したり、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１０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Ｓ１０４により、押釦スイッチ用部材１は、図
４の（ｃ）から（ｄ）に示す状態になる。
【００４４】
　次に、透明な樹脂シート１１を貼った側から透明なゴム状弾性体１２を高圧にて穴２０
に向けて充填する（ステップＳ１０５）。この結果、透明なゴム状弾性体１２は、透明な
樹脂シート１１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１２の充填時の圧力は、２００ｋｇｆ／ｃｍ２以下とし、同充填時の温度を１０
０～１８０℃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１１および透明なゴム状弾性体１２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Ｓ１０５により、押釦スイッチ用
部材１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１１
は、金属製の押釦１０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１２は、透明な樹脂シート１１の裏側から金属
製の押釦１０の裏側にかけて存在する。
【００４５】
　次に、透明なゴム状弾性体１２の裏側から発光部材１４を貼り付ける（ステップＳ１０
６）。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Ｓ１０６により、押釦スイッチ用部材１は、図４の（ｅ）から（ｆ）に示す状態に
なる。
【００４６】
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（第２の実施の形態）
　次に、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第２の実施の形態につい
て説明する。
【００４７】
　第２の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材は、先に説明した第１の実施の形態に係る
押釦スイッチ用部材１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
スイッチ用部材についても、第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１と同じ符号を
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ッチ用部材１を構成する構成
部についても、第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１を構成する構成部と同一で
あるため、同じ符号を用い、第１の実施の形態と重複する説明を省略する。
【００４８】
　図５は、第２の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１の製造方法の一例を示すフロー
チャートである。また、図６は、第２の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１を製造す
る各工程における状態を示す図である。
【００４９】
　まず、金属板１０ａの片面側から、金属板１０ａの厚さの途中までエッチングを行い、
凹部２１を形成する（ステップＳ２０１）。エッチングについては、第１の実施の形態と
同様、フォトエッチングを採用するのが好ましい。ステップＳ２０１により、押釦スイッ
チ用部材１は、図６の（ａ）に示す状態になる。
【００５０】
　次に、金属板１０ａにおける凹部２１の開口側の面に透明な樹脂シート１１を接着する
（ステップＳ２０２）。この接着には、加熱により接着機能を発揮する熱硬化性の接着剤
を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬化可能な粘着剤を用いても良い。このステ
ップＳ２０２により、押釦スイッチ用部材１は、図６の（ａ）から（ｂ）に示す状態にな
る。次に、金属板１０ａにおける透明な樹脂シート１１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Ｓ２０３）。
【００５１】
　次に、凹部２１の開口側と反対側からエッチングを行い、凹部２１に連がる穴２０を形
成する（ステップＳ２０４）。このステップＳ２０４により、押釦スイッチ用部材１は、
図６の（ｂ）から（ｃ）に示す状態になる。
【００５２】
　次に、金属製の押釦１０における透明な樹脂シート１１を貼った面と反対側の面に、透
明な樹脂塗装層１３を形成する（ステップＳ２０５）。このステップＳ２０５により、押
釦スイッチ用部材１は、図６の（ｃ）から（ｄ）に示す状態になる。
【００５３】
　次に、透明な樹脂シート１１を貼った側から透明なゴム状弾性体１２を高圧にて穴２０
に向けて充填する（ステップＳ２０６）。この結果、透明なゴム状弾性体１２は、透明な
樹脂シート１１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Ｓ２０６により、押釦スイッチ用部材１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１１は、金属製の押釦１０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１２は、透
明な樹脂シート１１の裏側から金属製の押釦１０の裏側にかけて存在する。
【００５４】
　次に、透明なゴム状弾性体１２の裏側から発光部材１４を貼り付ける（ステップＳ２０
７）。このステップＳ２０７により、押釦スイッチ用部材１は、図６の（ｅ）から（ｆ）
に示す状態になる。
【００５５】
　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１１にダメージを与えにくくなる。すなわち、凹部２１を形成した後、その凹部２
１の開口面と反対側からエッチングを行い、凹部２１と連がった時点でエッチングを停止
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すれば良いので、透明な樹脂シート１１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１０ａ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１０のエッジを出しやすい。し
たがって、透明な有機高分子体１５を充填した際に、金属製の押釦１０と透明な有機高分
子体１５との界面が明確になる。
【００５６】
（第３の実施の形態）
　次に、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第３の実施の形態につい
て説明する。
【００５７】
　第３の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材３０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材３０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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。
【００５８】
　図７は、第３の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材３０において、図１のＡ－Ａ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）は、金属製の
押釦１０の表面に形成された透明な樹脂塗装層１３と透明な有機高分子体１５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１５が、透明な樹脂塗
装層１３より表面側に突出した状態となっている例を示す。
【００５９】
　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ッチ用部
材３０は、透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２との間に、印刷層２５若しく
は着色層２５（以後、「印刷層等」２５という。）が存在する点で、第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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１１として、ウレタン樹脂を用いている点でも、第１の実施の形
態に係る押釦スイッチ用部材１と異なる。
【００６０】
　印刷層等２５は、透明な樹脂シート１１あるいは透明なゴム状弾性体１２に予め形成さ
れていても良く、あるいは金属板１０ａに透明な樹脂シート１１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Ｓ２０２より前、あるいはステップＳ２０２とステップＳ２０６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１２の裏側からの光の照射によ
って、押釦スイッチ用部材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ＣＡＤ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１１あるいは透明なゴム状弾
性体１２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１０の表面と透明な樹脂シート１１との間に形成するようにしても良い。
【００６１】
　透明な樹脂シート１１としてウレタン樹脂を採用すると、ＰＥＴに比べてより高い延展
性が期待できる。したがって、透明なゴム状弾性体１２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１０の厚さが大きい場合でも、金属製の押釦１０同士の隙
間に、透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２とを容易に充填できる。
【００６２】
　また、図７（ｂ）に示す押釦スイッチ用部材３０は、透明な有機高分子体１５が金属製
の押釦１０の表面に形成される透明な樹脂塗装層１３よりも表面側に突出した構造を有し
ている点で、図７（ａ）に示す押釦スイッチ用部材３０と異なる。このように、金属製の
押釦１０の隙間を凸形状とすることにより、各金属製の押釦１０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、
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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１５を突出させる方が、金属製の押釦１０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１０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１５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１５
を突出させて、指の感触により各押釦を認識できるようにしても良い。
【００６３】
（第４の実施の形態）
　次に、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第４の実施の形態につい
て説明する。
【００６４】
　第４の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材４０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材４０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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４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１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。
【００６５】
　図８は、本発明の第４の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材４０の平面図（ａ）およ
び当該平面図（ａ）におけるＢ－Ｂ線断面図（ｂ）である。
【００６６】
　押釦スイッチ用部材４０は、各金属製の押釦１０と外周フレーム４１とを一体化したも
のである。押釦スイッチ用部材４０は、島状に浮かんだ金属製の押釦１０同士および金属
製の押釦１０と外周フレーム４１との各隙間に、その裏側から透明な有機高分子体１５（
透明な樹脂シート１１＋透明なゴム状弾性体１２）を充填させた構造を有しており、第１
の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１と類似の構造を有する。このような構造により
、金属製の押釦１０と外周フレーム４１との一体感が得られやすくなる。
【００６７】
（第５の実施の形態）
　次に、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第５の実施の形態につい
て説明する。
【００６８】
　第５の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材５０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材５０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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１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。
【００６９】
　図９は、本発明の第５の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材５０の平面図（ａ）およ
び当該平面図（ａ）におけるＣ－Ｃ線断面図（ｂ）である。
【００７０】
　押釦スイッチ用部材５０において、各金属製の押釦１０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１５が充填されている。このように、各金属製の押釦１０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１０同士を区分けしている切り込みに、透
明な有機高分子体１５を充填させ、前述の各実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１，３
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０，４０と同様の作用効果を得ることができる。
【００７１】
（第６の実施の形態）
　次に、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第６の実施の形態につい
て説明する。
【００７２】
　第６の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材６０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材６０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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。
【００７３】
　図１０は、第６の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材６０と共に、押釦スイッチ用部
材６０を構成している複数の金属製の押釦１０の一つを拡大して示す図である。図１０で
は、金属製の押釦１０の表面には透明な樹脂塗装層１３を覆っているので、金属製の押釦
１０を示す符号を、「１０（１３）」と表示している。図１１は、図１０に示す金属製の
押釦１０の一つをＤ－Ｄ線で切断した際の断面図と、金属製の押釦１０の下方に配置され
る基板６１とを示す図である。
【００７４】
　図１１に示すように、透明な有機高分子体１５は、透明な樹脂塗装層１３より表面側に
突出した状態となっている。金属製の押釦１０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１５を突出させると、指の
感触により各押釦１０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。
【００７５】
　透明なゴム状弾性体１２は、固定接点（スイッチ）を押すための押圧子１２ａを有する
。基板６１には、スイッチ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ッチ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６１と電気的に接続されたスイッ
チ６３が配置されている。金属製の皿バネ６４の外面と基板６１の表面には、ＥＬシート
等の発光部材１４が配置されている。
【００７６】
　金属製の押釦１０を押すと、透明なゴム状弾性体１２の下方に形成された押圧子１２ａ
は、発光部材１４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６
４は、弾性的にへこみ、スイッチ６３を押圧する。金属製の押釦１０の押圧を解除すると
、押圧子１２ａ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、スイッチ６３の押圧も解除される。
【００７７】
　次に、第６の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材６０の製造方法の一例について説明
する。
【００７８】
　図１２は、第６の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材６０の製造方法の一例を示すフ
ローチャートである。また、図１３は、第６の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材６０
を製造する各工程における状態を示す図である。
【００７９】
　図１２に示すフローチャートのステップＳ３０１～ステップＳ３０４は、図３に示すフ
ローチャートのステップＳ１０１～ステップＳ１０４と、それぞれ同様のステップである
。同様に、図１３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ッチ用部材６０の場合
、金属製の押釦１０自体に穴２０を形成し、その穴２０にも透明な有機高分子体１５を充
填するようにしている。したがって、図１２に示すステップＳ３０３では、金属製の押釦
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１０同士の隙間のみならず、金属製の押釦１０自体にも穴２０を形成するようにエッチン
グを行っている。また、図１３では、製造工程が進むにつれて、図１１に示す金属製の押
釦１０の断面部分が変化する様子を示している。これらの製造工程については、第１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１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１２の
形状が押圧子１２ａを有する形状であることと、発光部材１４を透明なゴム状弾性体１２
の下面に貼り付ける工程（ステップＳ１０６）が存在しないことである。発光部材１４は
、基板６１側に配置されていても良いからである。
【００８０】
　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１１に予め形成し
ても良い。当該形成時期は、金属板１０ａに透明な樹脂シート１１を貼る前でも後でも良
い。
【００８１】
（第７の実施の形態）
　次に、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第７の実施の形態につい
て説明する。
【００８２】
　第７の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材７０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材７０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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。
【００８３】
　図１４は、第７の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材７０を構成する金属製の押釦１
０の一つを、図１０に示すＤ－Ｄ線と同様の線で切断した際の断面図と、金属製の押釦１
０の下方に配置される基板６１とを示す図である。
【００８４】
　図１４に示すように、透明な有機高分子体１５は、透明な樹脂塗装層１３より表面側に
突出した状態となっている。金属製の押釦１０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１５を突出させると、指の
感触により各押釦１０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。
【００８５】
　押釦スイッチ用部材７０の透明なゴム状弾性体１２より下方には、ＥＬシート等の発光
部材１４が配置され、さらにその下方には押圧子１６ａを有するプッシャーシート（シー
ト）１６が配置されている。プッシャシート１６は、透明であっても不透明であっても良
い。このように、発光部材１４は、基板６１側ではなく、押釦スイッチ用部材７０側に配
置されるようにしても良い。基板６１には、固定接点（スイッチ）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ッチ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６１と電気的に接続されたスイッチ６３が配置されている。
【００８６】
　金属製の押釦１０を押すと、プッシャーシート１６の押圧子１６ａ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、スイッチ６３を押
圧する。金属製の押釦１０の押圧を解除すると、押圧子１６ａ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、スイッチ６３の押
圧も解除される。
【００８７】
　次に、第７の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材７０の製造方法の一例について説明
する。
【００８８】
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　図１５は、第７の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材７０の製造方法の一例を示すフ
ローチャートである。また、図１６は、第７の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材７０
を製造する各工程における状態を示す図である。
【００８９】
　図１５に示すフローチャートのステップＳ４０１～ステップＳ４０６は、図３に示すフ
ローチャートのステップＳ１０１～ステップＳ１０６と、それぞれ同様のステップである
。同様に、図１６に示す（ａ）～ （ｆ）の各状態は、図４に示す（ａ）～（ｆ）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ッチ用部材７０の場合
、金属製の押釦１０自体に穴２０を形成し、その穴２０にも透明な有機高分子体１５を充
填するようにしている。したがって、図１５に示すステップＳ４０３では、金属製の押釦
１０同士の隙間のみならず、金属製の押釦１０自体にも穴２０を形成するようにエッチン
グを行っている。また、図１６では、製造工程が進むにつれて、図１４に示す金属製の押
釦１０の断面部分が変化する様子を示している。これらの製造工程については、第１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１の実施の形態と異なる部分は、発光部材１４の下方に、押圧子１６ａを有す
るプッシャーシート１６を貼り付ける工程（ステップＳ４０７）が存在することである。
プッシャーシート１６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
明に係る押釦スイッチ用部材は、プッシャーシートを付けた状態あるいは付けない状態の
両状態を含むように、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１４とプッシャーシート１６とを貼り付ける工程を行い、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１４側を、透明なゴム状弾性体１２に貼り付ける工程を
行うようにしても良い。また、ステップＳ４０５の後に、発光部材１４と、押圧子１６ａ
を有するゴム状弾性体とを一体成形する工程を行い、当該一体成形する工程にて得られた
部材の発光部材１４側を、透明なゴム状弾性体１２に貼り付ける工程を行うようにしても
良い。
【００９０】
　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１１に予め形成し
ても良い。当該形成時期は、金属板１０ａに透明な樹脂シート１１を貼る前でも後でも良
い。
【００９１】
（第８の実施の形態）
　次に、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第８の実施の形態につい
て説明する。
【００９２】
　第８の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材８０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材８０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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。
【００９３】
　図１７は、第８の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材８０の平面図である。また、図
１８は、図１７のＥ－Ｅ線断面図である。図１８中、Ｘは、図１７に示す「１」と表示さ
れた金属製の押釦１０であり、Ｙは、図１７に示す「２」と表示された金属製の押釦１０
であり、Ｚは、図１７に示す「３」と表示された金属製の押釦１０である。
【００９４】
　図１８に示すように、金属製の押釦１０の裏面には、透明な樹脂シート１１が配置され
ている。その透明な樹脂シート１１の裏側、金属製の押釦１０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１８では、黒い太線で示す。）１１が配置さ
れている。当該別の透明な樹脂シート１１の裏側には、透明なゴム状弾性体１２が配置さ
れている。別の透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２とからなる透明な有機高
分子体１５は、金属製の押釦１０の裏面から金属製の押釦１０同士の隙間および金属製の
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押釦１０の内部の穴を埋めるように貼り付けられている。透明なゴム状弾性体１２におけ
る金属製の押釦１０の下方の位置には、押圧子１２ａが形成されている。なお、発光部材
（不図示）は、押釦スイッチ用部材８０側ではなく、押釦スイッチ用部材８０の下方に配
置される基板側に配置されている。
【００９５】
　次に、第８の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材８０の製造方法の一例について説明
する。
【００９６】
　図１９は、第８の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材８０の製造方法の一例を示すフ
ローチャートである。また、図２０は、第８の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材８０
を製造する各工程における状態を示す図である。
【００９７】
　まず、金属製の押釦１０の加工前の状態である金属板１０ａの片面側に、透明な樹脂シ
ート１１を接着する（ステップＳ５０１）。この接着には、加熱により接着機能を発揮す
る熱硬化性の接着剤を好適に使用できるが、両面テープや室温で硬化可能な粘着剤を用い
ても良い。このステップＳ５０１により、押釦スイッチ用部材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１１の一部に貫通穴８１を形成する
（ステップＳ５０２）。この貫通穴８１は、金属製の押釦１０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１０の全周囲に貫通穴８１を設け
ると、金属製の押釦１０が脱落してしまうので、周囲の一部を残すように、貫通穴８１を
設けている。ステップＳ５０２により、押釦スイッチ用部材８０は、図２０の（ｂ）から
（ｃ）に示す状態になる。
【００９８】
　次に、透明な樹脂シート１１と反対側から、その透明な樹脂シート１１に到達するまで
金属板１０ａのエッチングを行う（ステップＳ５０３）。この結果、穴２０が形成される
。なお、貫通穴８１の部分には、透明な樹脂シート１１は存在しない。ステップＳ５０３
により、押釦スイッチ用部材８０は、図２０の（ｃ）から（ｄ）に示す状態になる。
【００９９】
　次に、別の透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２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１０の下方に押圧子１２ａとを有する成
形体を作製する（ステップＳ５０４）。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Ｓ５０４により、図２０の（ｅ）に示すような
透明な有機高分子体１５ができあがる。
【０１００】
　次に、ステップＳ５０１～ステップＳ５０３までの工程で作製した金属製の押釦１０と
透明な樹脂シート１１とからなる構成部材と、ステップＳ５０４にて作製した透明な有機
高分子体１５とを接着する（ステップＳ５０５）。こうして、図２０の（ｆ）に示す押釦
スイッチ用部材８０ができあがる。
【０１０１】
　なお、ステップＳ５０４において、別の透明な樹脂シート１１を使用せずに、透明なゴ
ム状弾性体１２のみを、金属製の押釦１０と透明な樹脂シート１１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１０の内部に挿入される透明
な有機高分子体１５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１２あるいは別の透明な樹脂シート１１の少なくともいずれか一方に形成すると良い
。
【０１０２】
（第９の実施の形態）
　次に、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第９の実施の形態につい
て説明する。
【０１０３】
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　第９の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材９０は、先に説明した第１の実施の形態に
係る押釦スイッチ用部材１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
に係る押釦スイッチ用部材９０と第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材１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。
【０１０４】
　図２１は、第９の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材９０を、図１７に示すＥ－Ｅ線
と同様の線で切断した際の断面図である。
【０１０５】
　第９の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材９０は、金属製の押釦１０の表側の面に、
透明の樹脂シート１１を有している。また、その透明な樹脂シート１１の反対側の面から
、金属製の押釦１０同士の隙間および各金属製の押釦１０の内部の穴を埋めるように、別
の透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２とからなる透明な有機高分子体１５が
配置されている。透明なゴム状弾性体１２における金属製の押釦１０の下方の位置には、
押圧子１２ａが形成されている。
【０１０６】
　図２１に示す構造の押釦スイッチ用部材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１１と反対側の面からエッチングをして、そのエッチングに
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１５を接着する
ことによって、作製することができる。
【０１０７】
　図２１に示す構造の押釦スイッチ用部材９０は、上述の製法と異なる以下のような製法
にて製造することもできる。まず、金属板１０ａの片面に透明な樹脂シート１１を貼り、
その透明な樹脂シート１１と反対側からエッチングを行う。その後、エッチングにより形
成された穴２０透明な有機高分子体１５を、透明な樹脂シート１１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１１を貼る。次に、両側の透明な
樹脂シート１１のいずれか一方から、穴２０に向けて透明なゴム状弾性体１２を圧入する
。
【０１０８】
　また、金属製の押釦１０の外側の表面に貼り付けた透明な樹脂シート１１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。
【０１０９】
　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。
【０１１０】
　例えば、金属板１０ａと透明な樹脂シート１１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１０ａの一面を荒らし、当該面に透明な樹脂
シート１１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１１の上に、別の透明な樹脂シート１１を接着しても良い。
【０１１１】
　また、透明な樹脂シート１１ごと透明なゴム状弾性体１２を穴２０に充填する際に、透
明な樹脂シート１１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１２を供給すると、透明な樹脂シート１１と透明なゴム状弾性体１２との接合力
が高まるので好ましい。
【０１１２】
　また、本発明の第１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
に示すフローチャート中のステップＳ１０１とステップＳ１０２とを逆順に行うようにし
ても良い。また、ステップＳ１０４を、ステップＳ１０５若しくはステップＳ１０６の後
に行うようにしても良い。さらに、ステップＳ１０２、ステップＳ１０４およびステップ
Ｓ１０６の内の少なくともいずれか１つのステップを行わなくても良い。
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【０１１３】
　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
に示すフローチャート中のステップＳ２０３を、ステップＳ２０１、ステップＳ２０２あ
るいはステップＳ２０５の前に行うようにしても良い。また、ステップＳ２０５を、ステ
ップＳ２０６若しくはステップＳ２０７の後に行うようにしても良い。さらに、ステップ
Ｓ２０３、ステップＳ２０５およびステップＳ２０７の内の少なくともいずれか１つのス
テップを行わなくても良い。
【０１１４】
　また、本発明の第６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１
２に示すフローチャート中のステップＳ３０１とステップＳ３０２とを逆順に行うように
しても良い。また、ステップＳ３０４を、ステップＳ３０５の後に行うようにしても良い
。さらに、ステップＳ３０２およびステップＳ３０４の内の少なくともいずれか１つのス
テップを行わなくても良い。
【０１１５】
　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１
５に示すフローチャート中のステップＳ４０１とステップＳ４０２とを逆順に行うように
しても良い。また、ステップＳ４０４を、ステップＳ４０５、ステップＳ４０６若しくは
ステップＳ４０７の後に行うようにしても良い。さらに、ステップＳ４０２、ステップＳ
４０４およびステップＳ４０６の内の少なくともいずれか１つのステップを行わなくても
良い。
【０１１６】
　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１
９に示すフローチャート中のステップＳ５０１とステップＳ５０２とを逆順に行うように
しても良い。また、ステップＳ５０４を、ステップＳ５０１～ステップＳ５０３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】
【０１１７】
　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。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の平面図（ａ）および当該
平面図（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図（ｂ）である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図（ｂ）の一部拡大図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の製造方法の一例を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る押釦スイッ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ッチ用部材の製造方法の一例を示すフ
ローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る押釦スイッ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ッチ用部材において、図１のＡ－Ａ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）は、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ッチ用部材の平面図（ａ）および当該
平面図（ａ）におけるＢ－Ｂ線断面図（ｂ）である。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材の平面図（ａ）および当該
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平面図（ａ）におけるＣ－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イッチ用部材と共に、押釦スイッチ用
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１０に示す金属製の押釦の一つをＤ－Ｄ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イッチ用部材の製造方法の一例を示す
フローチャートである。
【図１３】本発明の第６の実施の形態に係る押釦スイッ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イッチ用部材を構成する金属製の押釦
の一つを、図１０に示すＤ－Ｄ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イッチ用部材の製造方法の一例を示す
フローチャートである。
【図１６】本発明の第７の実施の形態に係る押釦スイッ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イッチ用部材の平面図である。
【図１８】図１７のＥ－Ｅ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イッチ用部材の製造方法の一例を示す
フローチャートである。
【図２０】本発明の第８の実施の形態に係る押釦スイッ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２１】本発明の第９の実施の形態に係る押釦スイッチ用部材を、図１７のＥ－Ｅ線と
同様の線で切断した際の断面図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１　　押釦スイッチ用部材
１０　　金属製の押釦
１０ａ　金属板
１１　　透明な樹脂シート
１２　　透明なゴム状弾性体
１２ａ　押圧子
１３　　透明な樹脂塗装層
１４　　発光部材
１５　　透明な有機高分子体
１６　　プッシャーシート（シート）
１６ａ　押圧子
２０　　穴
２１　　凹部
２５　　印刷層、着色層
３０　　押釦スイッチ用部材
４０　　押釦スイッチ用部材
５０　　押釦スイッチ用部材
６０　　押釦スイッチ用部材
６１　　基板
６２　　固定接点（スイッチ）
６３　　固定接点（スイッチ）
６４　　金属製の皿バネ
７０　　押釦スイッチ用部材
８０　　押釦スイッチ用部材
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