
JP 4710696 B2 2011.6.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性の抜き文字部が形成されたキートップと、
　接点部を具備し、光透過性を有するメンブレンシートと、
　前記メンブレンシートの下部に配設され、光透過性を有するプレート部材と、
　前記プレート部材の下部に配設された光源とを備え、
　前記光源から発せられた光が、前記プレート部材及び前記メンブレンシートの凹凸によ
り拡散されて前記キートップの抜き文字部へ到達して照光することを特徴とするキースイ
ッチ構造。
【請求項２】
　光透過性の抜き文字部が形成されたキートップと、
　接点部を具備し、光透過性を有するメンブレンシートと、
　前記メンブレンシートの下部に配設され、光透過性を有するプレート部材と、
　前記プレート部材の下部に配設された光源と、
　前記キートップと前記メンブレンシートとの間に配設され、光透過部材から形成され、
　押下された前記キートップを元の位置に復帰させる弾性部材を備え、
　前記光源から発せられた光は、前記プレート部材、前記メンブレンシート及び前記弾性
部材の凹凸を介して拡散されて前記キートップの前記抜き文字部へ到達して照光すること
を特徴とするキースイッチ構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理機器、測定機器、医療機器などにおける入力装置として用いられる
キーボードのキースイッチ構造に関し、特に暗い環境下でも良好な操作性を確保できる照
光機能を有するキースイッチ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、暗い環境下でも良好な操作性を確保できるキーボード装置の開発が行われており
、例えば、図１７に示す構造のものがある。図１７を用いて説明すると、キートップ１の
上面には文字や記号等が印刷され、キートップ１の下部には弾性部材２およびリンク機構
３が設けられ、さらにその下部には接点部４を有するメンブレンシート５および補強板６
が配設されている。メンブレンシート５の上部に、ＥＬ発光部７を有する
【０００３】
　ＥＬ発光部７は専用シート８上に印刷により形成されており、このＥＬ発光部６により
キートップ１の裏側から光が照射される。キートップ１の裏側から光が照射されることに
より、キートップ１に印刷された文字や記号等が明るく照らされて見える。このようなＥ
Ｌ素子を使用してキートップ１を照光するキースイッチを開示するものとして、例えば特
開２００２－２５１９３７号公報が挙げられる。
【特許文献１】特開２００２－２５１９３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら上記従来のＥＬ素子を用いたキースイッチ構造のものは、ＥＬ素子の照光
寿命が３０００時間程度と比較的短いのが一般的であり、数年間の使用を保証する情報処
理機器、測定機器または医療機器等には採用できないという問題があった。さらに、照光
させるためには高周波・高電圧の交流を供給するインバータが必須であることにより、製
品が高価になるという問題もあった。
【０００５】
　またノートパソコンに広く採用されているリンク機構部を有するキーボードにＥＬ素子
を設ける場合は、キートップの裏面に配設されたリンク機構部の直下にＥＬ素子を設ける
ことが難しく、リンク機構部の直下以外の箇所に配置せざるを得ない。そのため均一で良
好なキートップへの照光を得ることが困難であるという問題もあった。
【０００６】
　そこで本発明は、照光寿命が長くて比較的安価な、また均一で良好な照光状態の得られ
るキースイッチ構造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】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、光透過性の抜き文字部が形成されたキートップと
、接点部を具備し、光透過性を有するメンブレンシートと、前記メンブレンシートの下部
に配設され、光透過部を有するプレート部材と、前記プレート部材の下部に配設された光
源とを備え、前記光源を発光させることにより前記プレート部材及び前記メンブレンシー
トを介して前記キートップの前記抜き文字部を照光することを特徴とするものである。そ
して光源として発光ダイオードを用いるものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、メンブレンシートを光透過性として形成し、またメンブレンシートの
下部に配設されたプレート部材を光透過性に形成して、光源をキートップの略直下に配設
しているので、均一で良好な照光状態が得られる。また光源として発光ダイオードを使用
することにより、照光寿命が長く、安価な装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面にしたがって説明する。各図面に共通する要素には同
一の符号を付す。図１は第１の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図であり、
図２は第１の実施の形態のキースイッチ構造を示す断面図である。
【００１０】
　図１、図２において、第１の実施の形態のキースイッチ１０は、キートップ１１と、キ
ートップ１１に対して摺動可能に設けられた第１リンク部材１２、キートップ１１に対し
て回転可能に設けられて第２リンク部材１３、キートップ１１が押下されることにより屈
曲し、押下力が排除されるとキートップ１１を元の位置に復帰させるラバードーム（弾性
部材）１４、第１、第２リンク部材１２、１３を保持するホルダー１５、ラバードーム１
４の直下に接点部を有するメンブレンシート１６、ホルダー１５の溶着用ピン１５ａを固
定する穴１７ａを有し、透過性を有する材料により形成されたバックプレート（プレート
部材）１７、およびバックプレート１７の裏面側にスペーサ１８（図２に示す）を介して
配設された印刷配線板１９とにより構成されている。
【００１１】
　キートップ１１は、図２に示すように、光の透過度合いを任意に調整した透明あるいは
半透明の樹脂により形成された本体部１１ａと、本体部１１ａの上部に形成され、光の透
過を抑えるために調整された単色または多色の塗装を施した塗装部１１ｂ、およびレーザ
マーキングなどで文字や記号の形に塗装を取り除くことにより、抜き文字あるいは抜き記
号を形成した抜き文字部１１ｃとを有する。なお抜き文字部１１ｃは、キートップ１１の
上面に通常印刷される文字、記号、数字等をすべて含むものである。
【００１２】
　キートップ１１の裏面には、第１リンク部材１２の一端を回転可能に支持する回転支持
部１１ｄと、第２リンク部材１３の一端を回転可能にかつ水平方向に移動可能に支持する
スライド支持部１１ｅが設けられている。第１リンク部材１２は、一対の脚部１２ａ、１
２ｂを有し、該脚部１２ａ、１２ｂの一端にはキートップ１１の回転支持部１１ｄに挿入
支持される第１連結棒１２ｃが脚部１２ａ，１２ｂを連結するように設けられ、同様に脚
部１２ａ，１２ｂの他端には、第２連結棒１２ｄが脚部１２ａ，１２ｂを連結するように
設けられていて、更に、脚部１２ａ，１２ｂの各々の外面には、第１連結棒１２ｃと第２
連結棒１２ｄとをつなぐ線上にあって、かつそれぞれの連結棒１２ｃ，１２ｄに対して等
距離となる位置に軸１２ｅ，１２ｆが設けられている。
【００１３】
　第２リンク部材１３は一対の脚部１３ａ，１３ｂを有し、該脚部１３ａ，１３ｂの一端
にはキートップ１１のスライド支持部１１ｅに回転可能にかつ水平方向に平行移動可能に
支持される第１支持突起１３ｃ，１３ｄが外側に向けて設けられ、他端には第１リンク部
材１２の両連結棒１２ｃ，１２ｄ間と等しい距離に第２支持突起１３ｅ，１３ｆが外側に
向けて設けられている。また、第１支持突起１３ｃ，１３ｄと第２支持突起１３ｅ，１３
ｆをつなぐ線上にあってかつ各々の支持突起１３ｃ，１３ｄ；１３ｅ，１３ｆに対して等
距離となる位置に軸穴１３ｇ，１３ｈが設けられている。更に、脚部１３ａ，１３ｂは第
１支持突起１３ｃ，１３ｄよりも先端側において連結部１３ｉにより連結されている。
【００１４】
　ラバードーム１４は、ゴム等を素材として略カップ状に形成され、内面中央部に接点押
下部１４ａが下方に向けて突出形成されている。ホルダー１５は１キー単位に分割して枠
状に形成され、その一端付近に第１リンク部材１２の第２連結棒１２ｄを回転可能にかつ
水平方向に平行移動可能に支持するためのスライドガイド１５ｂが設けられていて、他端
付近には第２リンク部材１３の第２支持突起１３ｅ，１３ｆを回転自在に支持する回転ガ
イド１５ｃ，１５ｄが設けられている。
【００１５】
　またホルダー１５の両端中央には、ラバードーム１４の外周部を固定する円弧形のガイ
ド壁１５ｅが対向するように設けられ、更にホルダー１５の下面にはメンブレンシート１
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６の貫通穴１６ｆを囲うように複数個所に所定の長さの溶着用ピン１５ａが形成されてい
る。
【００１６】
　メンブレンシート１６は、図２に示すように、２枚の可撓性シート１６ａ，１６ｂと、
この２枚の可撓性シート１６ａ，１６ｂに挟まれたスペーサシート１６ｃから成り、この
スペーサシート１６ｃには複数のキーに対応して複数の貫通穴１６ｆが設けられている。
貫通穴１６ｆは２枚の可撓性シート１６ａ，１６ｂ間に空間を形成し、この空間内で互い
に対向して位置するように、バックプレート１７側の可撓性シート１６ｂには固定接点１
６ｄが、ラバードーム１４側の可撓性シート１６ａには可動接点１６ｅがそれぞれ設けら
れている。
【００１７】
　固定接点１６ｄおよび可動接点１６ｅにより接点部を構成する。また貫通穴１６ｆの周
囲に位置するようにメンブレンシート１６に複数の透孔１６ｇが設けられている。メンブ
レンシート１６は表面が凹凸形状に形成されているとともに、全体が光透過性部材から形
成されている。
【００１８】
　バックプレート１７は、以上の各部品を搭載するように下部に配置されもので、透過性
部材により形成されている。このバックプレート１７にはメンブレンシート１６の透孔１
６ｇに対応してメンブレンシート１６と同等の厚さのスペーサ突起１７ｂが形成されてお
り、各スペーサ突起１７ｂの中央にホルダー１５の溶着用ピン１５ａを通す穴１７ａが貫
通するように設けられていて、更にバックプレート１７の下面側において各穴１７ａの周
囲に凹部（座ぐり）が形成されている。バックプレート１７の上面は凹凸形状に形成され
、下部から透過してきた光を上方へ拡散する。
【００１９】
　バックプレート１７の下部には印刷配線板１９が配設されている。印刷配線板１９には
ＬＥＤ（発光ダイオード）２０が設けられている。ＬＥＤ２０は、図３に示すように、キ
ースイッチ１０が組み立てられた状態においてキートップ１１の抜き文字部１１ｃの直下
に配置されている。図３はキートップ１１の抜き文字部１１ｃとＬＥＤ２０の位置関係を
示す説明図である。図３（ａ）はＬＥＤ２０を横長に配置した例を示し、図３（ｂ）はＬ
ＥＤ２０を縦長に配置した例を示す。
【００２０】
　次に動作を説明する。図２において、キートップ１１を上方から任意の荷重で押下する
と、キートップ１１は下方に移動し、これによりラバードーム１４が屈曲し、ラバードー
ム１４の接点押下部１４ａが、図４に示すように、メンブレンシート１６の接点部１６ｄ
、１６ｅを押圧する。これによりスイッチ閉状態となる。また、第１リンク部材１２およ
び第２リンク部材１３により、キートップ１１の上部のどの部分を押下されても、キート
ップ１１は水平状態を保ったまま下方に移動し、スイッチ閉状態が得られる。図４はスイ
ッチ閉状態を示す断面図である。
【００２１】
　図５は第１の実施の形態における照光状態を示す説明図である。図５において、印刷配
線板１９に配設されたＬＥＤ２０は、図示しない電源が投入されると点灯する。ＬＥＤ２
０から発せられる光は、まず透明樹脂で形成されたバックプレート１７を通過する。バッ
クプレート１７の表面は凹凸形状１７ｃになっているので、バックプレート１７を通過し
た光はバックプレート１７から出る際に矢印で示すように、拡散する。
【００２２】
　バックプレート１７を拡散して通過した光は、メンブレンシート１６が光透過性である
ためにメンブレンシート１６を通過する。このとき通過する光は、メンブレンシート１６
から出る際に、メンブレンシート１６表面の凹凸１６ｈにより再度拡散される。そして拡
散された光の一部は、ラバードーム１４の外側から、第１リンク部材１２および第２リン
ク部材１３をすり抜けてキートップ１１の裏面に到達する。
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【００２３】
　キートップ１１には抜き文字部１１ｃが形成されており、この抜き文字部１１ｃに光が
裏面から照光されることにより、キートップ１１上面に形成されている文字や記号の形に
光って見える。
【００２４】
　ＬＥＤ２０から発せられる光は、きわめて指向性の強いものであるが、第１の実施の形
態によれば、印刷配線板１９上に配設されたＬＥＤ２０から発せられた光は、透明樹脂で
形成されたバックプレート１７を通過する際にその表面の凹凸１７ｃにより拡散され、さ
らにメンブレンシート１６を通過する際にもその表面凹凸１６ｈにより拡散されるので、
メンブレンシート１６の上部に設けられる第１、第２リンク部材１２、１３をすり抜けて
キートップ１１下面に到達することができる。その結果、キートップ１１に形成された抜
き文字部１１ｃを照光することが可能となる。光が細かく拡散されることにより、抜き文
字部１１ｃに照光する光は均一となり、キートップ１１の上部から見た場合、文字や記号
等が見易くなる。
【００２５】
　次に第２の実施の形態を説明する。図６は第２の実施の形態のキースイッチ構造を示す
分解斜視図である。図６において、キートップ１１は、第１の実施の形態と同様に、光の
透過度合いを任意に調整した透明あるいは半透明の樹脂により形成された本体部１１ａと
、本体部１１ａの上部に形成され、光の透過を抑えるために調整された単色または多色の
塗装を施した塗装部１１ｂ、およびレーザマーキングなどで文字や記号の形に塗装を取り
除くことにより、抜き文字あるいは抜き記号を形成した抜き文字部１１ｃとを有する。
【００２６】
　ラバードーム２４は、透明材料により略カップ状に形成され、内面中央部に接点押下部
２４ａが下方に向けて突出形成されている。ラバードーム２４の表面には細かい凹凸が形
成されている。また最下層の印刷配線板１９にはＬＥＤ２０が設けられている。ＬＥＤ２
０は、図７に示すように、キースイッチが組み立てられた状態においてキートップ１１の
中心の直下に配置されている。キートップ１１の中心の直下にＬＥＤ２０を配置すること
により、ＬＥＤ２０はラバードーム２４およびメンブレンシート１６の接点部の直下に位
置することになる。なお図７はキートップ１１とＬＥＤ２０の位置関係を示す説明図であ
る。図７（ａ）はＬＥＤ２０を横長に配置した例を示し、図７（ｂ）はＬＥＤ２０を縦長
に配置した例を示す。その他の構成は前記第１の実施の形態と同様である。
【００２７】
　次に動作を説明する。ここではＬＥＤ２０による照光について説明する。図８は第２の
実施の形態における照光状態を示す説明図である。図８において、印刷配線板１９に配設
されたＬＥＤ２０は、図示しない電源が投入されると点灯する。ＬＥＤ２０から発せられ
る光は、まず透明樹脂で形成されたバックプレート１７を通過する。バックプレート１７
の表面は凹凸形状１７ｃになっているので、バックプレート１７を通過した光はバックプ
レート１７から出る際に矢印で示すように、拡散する。
【００２８】
　バックプレート１７を拡散して通過した光は、メンブレンシート１６が光透過性である
ためにメンブレンシート１６を通過する。このとき通過する光は、メンブレンシート１６
から出る際に、メンブレンシート１６表面の凹凸１６ｈにより再度拡散される。そして拡
散された光は、ラバードーム２４の内側に入り、さらにラバードーム２４を通過する。こ
のとき通過する光は、ラバードーム２４から出る際に、ラバードーム２４表面の凹凸２４
ｂによりさらに拡散される。拡散された光は、第１リンク部材１２および第２リンク部材
１３をすり抜けてキートップ１１の裏面に到達する。
【００２９】
　キートップ１１には抜き文字部１１ｃが形成されており、この抜き文字部１１ｃに光が
照光されることにより、キートップ１１上面に形成されている文字や記号の形に光って見
える。
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【００３０】
　以上のように第２の実施の形態によれば、印刷配線板１９上に配設されたＬＥＤ２０か
ら発せられた光は、透明樹脂で形成されたバックプレート１７を通過する際にその表面の
凹凸１７ｃにより拡散され、またメンブレンシート１６を通過する際にもその表面凹凸１
６ｈにより拡散され、さらにラバードーム２４を通過する際にもその表面凹凸２４ｂによ
り拡散されるので、メンブレンシート１６の上部に設けられる第１、第２リンク部材１２
、１３をすり抜けてキートップ１１下面に到達することができる。その結果、キートップ
１１に形成された抜き文字部１１ｃを、第１の実施の形態よりも更に均一に照光すること
が可能となる。
【００３１】
　なお上記第２の実施の形態では、ＬＥＤ２０をキートップ１１の中央の直下に設ける例
を示したが、大型キーの場合はキートップ１１上の文字や記号等が形成される位置とキー
トップの中央位置とが大きくかけ離れる場合があるので、この場合には文字や記号等の形
成位置の略直下にＬＥＤ２０を配置するようにする。
【００３２】
　次に第３の実施の形態を説明する。図９は第３の実施の形態のキースイッチ構造を示す
分解斜視図である。図９において、キートップ１１は、第１の実施の形態と同様に、光の
透過度合いを任意に調整した透明あるいは半透明の樹脂により形成された本体部１１ａと
、本体部１１ａの上部に形成され、光の透過を抑えるために調整された単色または多色の
塗装を施した塗装部１１ｂ、およびレーザマーキングなどで文字や記号の形に塗装を取り
除くことにより、抜き文字あるいは抜き記号を形成した抜き文字部１１ｃとを有する。
【００３３】
　バックプレート１７の下部にはバックライトユニット２１が設けられている。バックラ
イトユニット２１はバックプレート１７の下部全体に対して均一に光を照射するもので、
発光源である蛍光管２１ａと反射板２１ｂとから構成される。その他の構成は第１の実施
の形態と同様である。
【００３４】
　図１０は第３の実施の形態における照光状態を示す説明図である。図１０において、バ
ックライトユニット２１の蛍光管２１ａは、図示しない電源が投入されると点灯する。蛍
光管２１ａから発せられる光は反射板２１ｂにより反射され、まず透明樹脂で形成された
バックプレート１７を上方に均一に通過する。バックプレート１７の表面は凹凸形状１７
ｃになっているので、バックプレート１７を通過した光はバックプレート１７から出る際
に矢印で示すように、拡散する。
【００３５】
　バックプレート１７を拡散して通過した光は、メンブレンシート１６が光透過性である
ためにメンブレンシート１６を通過する。このとき通過する光は、メンブレンシート１６
から出る際に、メンブレンシート１６表面の凹凸１６ｈにより再度拡散される。そして拡
散された光の一部は、ラバードーム１４の外側から、第１リンク部材１２および第２リン
ク部材１３をすり抜けてキートップ１１の裏面に到達する。
【００３６】
　キートップ１１には抜き文字部１１ｃが形成されており、この抜き文字部１１ｃに光が
照光されることにより、キートップ１１上面に形成されている文字や記号の形に光って見
える。
【００３７】
　第３の実施の形態においては、バックライトユニット２１から発せられる光がバックプ
レート１７を均一に通過し、その後第１の実施の形態と同様に拡散されてキートップ１１
の裏面に到達するので、第１の実施の形態に比較して更に均一に抜き文字部１１ｃを照光
することができる。なお第３の実施の形態においても、第２の実施の形態と同様にラバー
ドーム１４を透明材料で形成するようにしてもよい。またバックライトユニット２１の構
成として、発光源としての蛍光管２１ａを反射板２１ｂの端部に設ける代わりに、複数の
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蛍光管を反射板の内部の複数個所に均等に配置する構成としても良い。
【００３８】
　次に第４の実施の形態を説明する。図１１は第４の実施の形態のキースイッチ構造を示
す分解斜視図である。図１１において、キートップ１１は、第１の実施の形態と同様に、
光の透過度合いを任意に調整した透明あるいは半透明の樹脂により形成された本体部１１
ａと、本体部１１ａの上部に形成され、光の透過を抑えるために調整された単色または多
色の塗装を施した塗装部１１ｂ、およびレーザマーキングなどで文字や記号の形に塗装を
取り除くことにより、抜き文字あるいは抜き記号を形成した抜き文字部１１ｃとを有する
。
【００３９】
　ラバードーム２４は、透明材料により略カップ状に形成され、内面中央部に接点押下部
２４ａが下方に向けて突出形成されている。ラバードーム２４の表面には細かい凹凸が形
成されている。
【００４０】
　バックプレート１７の下部には導光板２２が配設されている。導光板２２は透過性の高
い樹脂で形成されており、光が屈曲しながら内部を通過する。導光板２２には複数の反射
部２３が形成されている。反射部２３は図１２に示すように、キートップ１１の中央部の
直下に設けられている。また反射部２３は、図１３に示すように、円錐形状に形成され、
その上面２３ａおよび側面２３ｂは光の反射面となっている。図１２はキートップと反射
部の位置関係を示す説明図、図１３は第４の実施の形態における照光状態を示す説明図で
ある。
【００４１】
　図１１において、導光板２２の一端部にはＬＥＤアレイ２４が設けられている。ＬＥＤ
アレイ２４は複数のＬＥＤ光源２５を導光板２２の面に沿って列状に配設しており、ＬＥ
Ｄアレイ２４は導光板２２の一側面２２ａに対して光を照射する。また導光板２２の他の
側面２２ｂ、２２ｃ、２２ｄには反射部材２６が設けられている。その他の構成は第１の
実施の形態と同様である。
【００４２】
　図１３において、導光板２２の一側面２２ａに対向して配設されたＬＥＤアレイ２４は
、図示しない電源が投入されると点灯する。ＬＥＤアレイ２４から発せられる光は、導光
板２２の内部を屈曲しながら通過する。キートップ１１の中央部の直下に形成された反射
部２３の上面２３ａおよび側面２３ｂに光が反射し、反射した光の一部はバックプレート
１７に入る。側面２３ｂは斜めに傾斜して形成されているので、導光板２２を通過してき
た光がバックプレート１７方向へ反射される。
【００４３】
　また反射部２３に突き当たらない光は側面２２ｂ、２２ｃ、２２ｄに設けられた反射部
材２６で反射される。反射部材２６で反射された光は再び導光板２２の内部を通過し、そ
の一部は反射部２３に反射される。これを繰り返し、比較的多量の光がバックプレート１
７へ入る。
【００４４】
　バックプレート１７に入った光は、透明樹脂で形成されたバックプレート１７を上方に
通過し、バックプレート１７から出る際に凹凸形状１７ｃにより拡散する。バックプレー
ト１７を通過した光は、メンブレンシート１６が光透過性であるためにメンブレンシート
１６を通過する。このとき通過する光は、メンブレンシート１６から出る際に、メンブレ
ンシート１６表面の凹凸１６ｈにより再度拡散される。そして拡散された光の一部は、ラ
バードーム２４の内側に入り、さらにラバードーム２４を通過する。このとき通過する光
は、ラバードーム２４から出る際に、ラバードーム２４表面の凹凸２４ｂによりさらに拡
散される。拡散された光は、第１リンク部材１２および第２リンク部材１３をすり抜けて
キートップ１１の裏面に到達する。
【００４５】
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　キートップ１１には抜き文字部１１ｃが形成されており、この抜き文字部１１ｃに光が
照光されることにより、キートップ１１上面に形成されている文字や記号の形に光って見
える。
【００４６】
　以上のように第４の実施の形態では、前記第２の実施の形態と同等の効果を奏すること
ができる。また第４の実施の形態では、キーの数だけＬＥＤを設ける第２の実施の形態に
較べてＬＥＤの数が少なくて済むので、ＬＥＤの費用とＬＥＤを取付けるための費用の低
減が可能となり、安価な照光キーボードを実現することができる。
【００４７】
　次に第５の実施の形態を説明する。図１４は第５の実施の形態のキースイッチ構造を示
す分解斜視図である。図１４において、キートップ１１は、第１の実施の形態と同様に、
光の透過度合いを任意に調整した透明あるいは半透明の樹脂により形成された本体部１１
ａと、本体部１１ａの上部に形成され、光の透過を抑えるために調整された単色または多
色の塗装を施した塗装部１１ｂ、およびレーザマーキングなどで文字や記号の形に塗装を
取り除くことにより、抜き文字あるいは抜き記号を形成した抜き文字部１１ｃとを有する
。
【００４８】
　バックプレート１７の下部には、第４の実施の形態と同様に、導光板２２が配設されて
いる。導光板２２は透過性の高い樹脂で形成されており、光が屈曲しながら内部を通過す
る。導光板２２には複数の反射部２７が形成されている。反射部２７は図１５に示すよう
に、キートップ１１の抜き文字部１１ｃの直下に設けられている。また反射部２７は、図
１６に示すように、円錐形状に形成され、その上面２７ａおよび側面２７ｂは光の反射面
となっている。図１５はキートップと反射部の位置関係を示す説明図、図１６は第５の実
施の形態における照光状態を示す説明図である。
【００４９】
　図１４において、第４の実施の形態と同様に、導光板２２の一端部にはＬＥＤアレイ２
４が設けられている。ＬＥＤアレイ２４は複数のＬＥＤ光源２５を導光板２２の面に沿っ
て列状に配設しており、ＬＥＤアレイ２４は導光板２２の一側面２２ａに対して光を照射
する。また導光板２２の他の側面２２ｂ、２２ｃ、２２ｄには反射部材２６が設けられて
いる。
【００５０】
　図１６において、導光板２２の一側面２２ａに対向して配設されたＬＥＤアレイ２４は
、図示しない電源が投入されると点灯する。ＬＥＤアレイ２４から発せられる光は、導光
板２２の内部を屈曲しながら通過する。キートップ１１の抜き文字部１１ｃの直下に形成
された反射部２７の上面２７ａおよび側面２７ｂに光が反射し、反射した光の一部はバッ
クプレート１７に入る。側面２７ｂは斜めに傾斜して形成されているので、導光板２２を
通過してきた光がバックプレート１７方向へ反射される。
【００５１】
　また反射部２７に突き当たらない光は側面２２ｂ、２２ｃ、２２ｄに設けられた反射部
材２６で反射される。反射部材２６で反射された光は再び導光板２２の内部を通過し、そ
の一部は反射部２７に反射される。これを繰り返し、比較的多量の光がバックプレート１
７へ入る。
【００５２】
　バックプレート１７に入った光は、透明樹脂で形成されたバックプレート１７を上方に
通過し、バックプレート１７から出る際に凹凸形状１７ｃにより拡散する。バックプレー
ト１７を通過した光は、メンブレンシート１６が光透過性であるためにメンブレンシート
１６を通過する。このとき通過する光は、メンブレンシート１６から出る際に、メンブレ
ンシート１６表面の凹凸１６ｈにより再度拡散される。そして拡散された光の一部は、ラ
バードーム１４の外側から、第１リンク部材１２および第２リンク部材１３をすり抜けて
キートップ１１の裏面に到達する。
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【００５３】
　キートップ１１には抜き文字部１１ｃが形成されており、この抜き文字部１１ｃに光が
照光されることにより、キートップ１１上面に形成されている文字や記号の形に光って見
える。
【００５４】
　第５の実施の形態によれば、前記第１の実施の形態と同等の効果を奏することができる
。また第５の実施の形態では、キーの数だけＬＥＤを設ける第１の実施の形態に較べてＬ
ＥＤの数が少なくて済むので、ＬＥＤの費用とＬＥＤを取付けるための費用の低減が可能
となり、安価な照光キーボードを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図である。
【図２】第１の実施の形態のキースイッチ構造を示す断面図である。
【図３】抜き文字部とＬＥＤの位置関係を示す説明図である。
【図４】スイッチ閉状態を示す断面図である。
【図５】第１の実施の形態における照光状態を示す説明図である。
【図６】第２の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図である。
【図７】キートップとＬＥＤの位置関係を示す説明図である。
【図８】第２の実施の形態における照光状態を示す説明図である。
【図９】第３の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図である。
【図１０】第３の実施の形態における照光状態を示す説明図である。
【図１１】第４の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図である。
【図１２】キートップと反射部の位置関係を示す説明図である。
【図１３】第４の実施の形態における照光状態を示す説明図である。
【図１４】第５の実施の形態のキースイッチ構造を示す分解斜視図である。
【図１５】キートップと反射部の位置関係を示す説明図である。
【図１６】第５の実施の形態における照光状態を示す説明図である。
【図１７】従来のキースイッチ構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１１　キートップ
１１ｃ　抜き文字部
１４、２４　ラバードーム
１６　メンブレンシート
１７　バックプレート
１９　印刷配線板
２０　ＬＥＤ
２１　バックライトユニット
２４　ＬＥＤアレイ
２３，２７　反射部
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