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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーとキーとの間を区切るコスメティックフレームを備えたキーボードの取付構造にお
いて、
　前記キーボードの下面に開口する係止穴を前記コスメティックフレームに設ける一方、
前記係止穴に係止される係止爪を前記キーボードが取り付けられるベースフレームに設け
、
　前記係止穴を、前記コスメティックフレームにおいて左右方向に隣り合うキーとキーと
の間を区切る境界部分に設けたことを特徴とするキーボードの取付構造。
【請求項２】
　前記係止穴は、前記係止爪を収容する収容部と、前記収容部が前記係止爪を収容した状
態で前記係止穴と前記係止爪とを相対的にスライド移動させた場合に前記係止爪が係止さ
れる係止部とを有することを特徴とする請求項１に記載のキーボードの取付構造。
【請求項３】
　前記コスメティックフレームに前記係止穴を複数設ける一方、複数設けられた係止穴の
うち取付強度を確保可能な任意の係止穴に対応する係止爪を前記ベースフレームに設けた
ことを特徴とする請求項１または２に記載のキーボードの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パーソナルコンピュータなどの電子機器に搭載されるキーボードの取付構造
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータなどの電子機器に搭載されるキーボードの下面に下方に向けて
突出する係止爪を複数設ける一方、キーボードを搭載する電子機器本体の上面にキーボー
ドに設けた係止爪が係止される係止穴を複数設け、キーボードの下面に設けた係止爪が電
子機器本体に設けた係止穴に係止された状態で、電子機器本体とキーボードとをねじ止め
することにより、キーボードを電子機器本体に取り付けたキーボードの取付構造が提案さ
れている（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９４８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述したキーボードには、下面に下方に向けて突出する係止爪を設ける
ので、キーボードの下面にシートを貼ることは難しい。したがって、キーボードの上方か
ら電子機器本体の内部への浸水を防ぐために、キーボードの下面に防水シートを貼ること
も難しい。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、キーボードの下面に防水シートを貼る
ことが容易なキーボードの取付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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、キーとキーとの間を区切る
コスメティックフレームを備えたキーボードの取付構造において、前記キーボードの下面
に開口する係止穴を前記コスメティックフレームに設ける一方、前記係止穴に係止される
係止爪を前記キーボードが取り付けられるベースフレームに設けたことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明は、上記発明において、前記係止穴は、前記コスメティックフレームにお
いて左右方向に隣り合うキーとキーとの間を区切る境界部分に設けたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、上記発明において、前記係止穴は、前記係止爪を収容する収容部と、
前記収容部が前記係止爪を収容した状態で前記係止穴と前記係止爪とを相対的にスライド
移動させた場合に前記係止爪が係止される係止部とを有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、上記発明において、前記コスメティックフレームに前記係止穴を複数
設ける一方、複数設けられた係止穴のうち取付強度を確保可能な任意の係止穴に対応する
係止爪を前記ベースフレームに設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明にかかるキーボードの取付構造は、キーボードの下面に開口する係止穴をコスメ
ティックフレームに設ける一方、係止穴に係止される係止爪をキーボードが取り付けられ
るベースフレームに設けたので、キーボードの下面から係止爪を突出させる必要がなく、
キーボードの下面に防水シートを貼ることが容易である。
【００１１】
　コスメティックフレームに係止穴を複数設ける一方、複数設けられた係止穴のうち取付
強度を確保可能な任意の係止穴に対応する係止爪をベースプレートに設けたので、異なる
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型式の電子機器において、取付強度を確保可能な任意の係止穴に対応する係止爪をベース
プレートに設ければ、同一型式のキーボードを共用できる。これにより、電子機器のコス
トを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造を採用したノートパソ
コンを示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造を示す断面図である。
【図３】図３は、図２に示したキーボードの底面図である。
【図４】図４は、ベースフレームにキーボードを取り付けた状態を示す平面図である。
【図５】図５は、図２に示したキーボードの取付構造を説明するための模式図であって、
係止爪を係止穴に収容する前の状態を示す図である。
【図６】図６は、図２に示したキーボードの取付構造を説明するための模式図であって、
係止爪を係止穴に収容した状態を示す図である。
【図７】図７は、図２に示したキーボードの取付構造を説明するための模式図であって、
係止爪が係止穴に係止された状態を示す図である。
【図８】図８は、キーボードの取付方法を示す図であって、本体にキーボードの奥側端部
を挿入する方法を示す図である。
【図９】図９は、キーボードの取付方法を示す図であって、本体にキーボードを収容する
方法を示す図である。
【図１０】図１０は、キーボードの取付方法を示す図であって、ベースフレームにキーボ
ードが係止される方法を示す図である。
【図１１】図１１は、キーボードの取付方法を示す図であって、ベースフレームにキーボ
ードをねじ止めする方法を示す図である。
【図１２】図１２は、キーボードの取付方法を示す図であって、本体にスロットカバーを
取り付ける方法を示す図である。
【図１３】図１３は、変形した形態であるキーボードの取付構造を説明するための模式図
であって、係止爪を係止穴に収容する前の状態を示す図である。
【図１４】図１４は、図１３に示したキーボードの取付構造を説明するための模式図であ
って、係止爪を係止穴に収容した状態を示す図である。
【図１５】図１５は、図１３に示したキーボードの取付構造を説明するための模式図であ
って、係止爪が係止穴に係止された状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明にかかるキーボードの取付構造の実施の形態を図面に基づいて詳細に説
明する。ここでは、ノート型のパーソナルコンピュータ（以下、ノートパソコンという）
に搭載されるキーボードの取付構造を例に説明するが、この実施の形態によりこの発明が
限定されるものではない。
【００１４】
　図１は、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造を採用したノートパソコンを
示す斜視図である。図１に示すように、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造
を採用したノートパソコン１０１は、本体１０２と、本体１０２に対して開閉可能に支持
された蓋体１０３とを備えている。本体１０２には、本発明の実施の形態であるキーボー
ドの取付構造により、ベースフレーム１（図２参照）に取り付けられたキーボード２のほ
か、電源（図示せず）、システム・ボード３（図２参照）、メモリー（図示せず）、ハー
ドディスク・ドライブ（図示せず）、光学式ドライブ（図示せず）、バッテリーパック（
図示せず）などが搭載してあり、蓋体１０３には、ＬＣＤユニット（図示せず）などが搭
載してある。
【００１５】
　図２は、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造を示す断面図である。図３は
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、図２に示したキーボードの底面図であり、図４は、ベースフレームにキーボードを取り
付けた状態を示す平面図である。また、図５～図７は、図２に示したキーボードの取付構
造を説明するための模式図であって、図５は、係止爪を係止穴に収容する前の状態を示す
図、図６は、係止爪を係止穴に収容した状態を示す図、図７は、係止爪が係止穴に係止さ
れた状態を示す図である。
【００１６】
　図２に示すように、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造において、キーボ
ード２は、本体１０２に設けられたベースフレーム１に取り付けられる。
【００１７】
　本実施の形態であるキーボードの取付構造が採用されるキーボード２は、アイランド型
、あるいはアイソレーションキーボードと称されるキーボード（以下、「アイランド型の
キーボード」という）で、キーとキーとの間を区切るコスメティックフレーム、あるいは
アイソレーションフレームと称されるプラスチックのフレーム（以下「コスメティックフ
レーム」という）２３を備えている。
【００１８】
　アイランド型のキーボード２は、ベースプレート２１、メンブレンシート（図示せず）
、コスメティックフレーム２３、キートップ２４、ラバードーム（図示せず）、ガイド機
構（図示せず）を備えている。
【００１９】
　ベースプレート２１は、キーボード２の基板となるもので、一つのキーボード２に配設
される全てのキー（キートップ２４）が一つのベースプレート２１を共用する。ベースプ
レート２１は、金属製の板状体に切り起こし成型や打ち抜き成型を施したものであり、切
り起こし成型や打ち抜き成型により、その上面にガイド機構を取り付けるための係止片（
図示せず）が形成してある。
【００２０】
　本実施の形態で取り付けられるキーボード２のベースプレート２１は、０．６ミリ厚の
アルミニウムの板に切り起こし成型や打ち抜き成型を施すことにより、その上面にガイド
機構を取り付けるための係止片が形成してある。
【００２１】
　メンブレンシートは、押圧された場合に接点が閉じる三層構造のスイッチシートであっ
て、上述したベースプレート２１の上に積層してある。メンブレンシートは、上面に固定
接点が形成された下側シートと、固定接点と対向する可動接点が下面に形成された上側シ
ートと、下側シートと上側シートとの間に設けられ、通常状態において固定接点と可動接
点とを離隔するスペーサシートとを備えている。メンブレンシートは、固定接点および可
動接点が重なる位置が押圧された場合に、固定接点と可動接点とが密着することにより、
接点を閉じるものである。
【００２２】
　コスメティックフレーム２３は、アイランド型のキーボード２においてキー（キートッ
プ２４）とキー（キートップ２４）との間を区切るもので、従来型のキーボードは備えて
いない。コスメティックフレーム２３は、上述したように、プラスチックで構成され、ベ
ースプレート２１に積層されたメンブレンシートをベースプレート２１とコスメティック
フレーム２３とで挟み、一体に構成される。また、コスメティックフレーム２３は、左右
方向に並ぶキーとキーとを区切る境界部分の一部がベースプレート２１の下面に臨み、こ
の部分に後述する係止穴２３１が形成される。
【００２３】
　キートップ２４は、信号を入力するための操作部材であり、メンブレンシートの上方に
配設してある。キートップ２４は、平面視矩形の直方体形状に形成したもので、操作面と
なる上面２４１と上面２４１から下方に延びる側面２４２とを有している。上面２４１は
、指がキー（キートップ２４）を確実に操作するように、中央が凹んだ湾曲面で形成して
ある。キートップ２４の下面は開口しており、キートップ２４の下面内側は、ラバードー
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ムやガイド機構を配設するための空間になっている。
【００２４】
　ラバードームは、キートップ２４が押下された場合にメンブレンシートを押圧するため
のもので、メンブレンシートとキートップ２４との間に配設してある。ラバードームは、
シリコンゴムなどのように、可撓性を有する弾性材料で形成してある。そして、キートッ
プ２４に操作力が加えられ、キートップ２４が押下された場合には、その操作力がラバー
ドームに伝わり、ラバードームが弾性変形することにより、メンブレンシートを押圧する
ことになる。これにより、メンブレンシートは、接点を閉じることになる。一方、キート
ップ２４から操作力が除かれると、ラバードームに弾性復元力が作用し、ラバードームは
元の形状に復帰する。これにより、キートップ２４が元の位置にもどるとともに、メンブ
レンシートが接点を開くことになる。
【００２５】
　ガイド機構は、キートップ２４を上下動可能に支承するためのもので、ベースプレート
２１とキートップ２４との間に折り畳み可能に取り付けてある。
【００２６】
　ベースフレーム１は、本体の剛性を高めるための構造材であり、本体筐体の高さ方向略
中央に設けられ、その下方には、マイクロプロセッサなどの電子部品３１が実装されたシ
ステム・ボード３が配設される。そして、ベースフレーム１の上面に後述する係止爪１１
が形成される。なお、本実施の形態では、マグネシウム製のベースフレーム１が用いられ
る。
【００２７】
　ところで、本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造において、キーボード２を
構成するコスメティックフレーム２３には、キーボード２の下面に開口する係止穴２３１
が複数設けてあり、本体１０２に設けられたベースフレーム１には、コスメティックフレ
ーム２３に設けた係止穴２３１に係止される係止爪１１が複数設けてある。
【００２８】
　図２に示すように、係止穴２３１は、係止爪１１を係止するためのもので、コスメティ
ックフレーム２３において、キーとキーとを区切る境界部分であって、キーボード２の下
面に臨む部分に形成してある。係止穴２３１は、異なる型式のノートパソコンにおいてこ
の型式のキーボード２を共用するために、このベースフレーム１に設けた係止爪１１が係
止される係止穴２３１のほかにも、係止穴２３１が複数設けてある。これにより、異なる
型式のノートパソコンのベースプレートにおいて、この実施の形態で使われない係止穴２
３１に対応する位置に係止爪を設けることにより、ベースプレートにこの型式のキーボー
ド２を取り付けることができる。
【００２９】
　図２、図５～図７に示すように、係止穴２３１は、プラスチック成型により形成され、
係止爪１１が収容される凹部２３２と、係止爪１１が係止される係止部２３３とを有して
いる。凹部２３２は、下面がキーボードに開口したカマボコ状の凹部で、手前側において
係止爪１１を収容するように形成してある。係止部２３３は、凹部２３２の奥側において
係止爪１１が係止されるように、凹部の奥側下部に設けてある。これにより、係止穴２３
１の凹部２３２に係止爪１１を収容した後にキーボード２を手前側にスライド移動させる
ことにより、係止爪１１が凹部２３２の手前側から奥側に移動し、係止爪１１が係止穴２
３１の係止部２３３に係止される。
【００３０】
　また、係止穴２３１の係止部２３３は、係止爪１１が係止された場合に係止爪１１（基
部１１１）と向き合う側面に、上方から下方に向けて拡開する傾斜面２３３ａを有してい
る。この傾斜面２３３ａは、一部の係止爪１１が係止穴２３１に係止されずにキーボード
２の一部が浮き上がっている場合に、キーボード２を取り外すことなく、当該係止爪１１
を係止穴２３１に係止させるためのもので、浮き上がっているキーボード２の一部を押し
込むと、当該係止爪１１が傾斜面２３３ａに沿って移動し、当該係止爪１１が係止穴２３



(6) JP 5563547 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

１（係止部２３３）に係止される。
【００３１】
　係止爪１１は、キーボード２が浮き上がらないように、コスメティックフレーム２３に
設けた複数の係止穴２３１のうち、任意の係止穴２３１に対応するように設けてある。係
止爪１１は、ダイカスト成型により形成され、基部１１１と基部１１１の上方に設けた頭
部１１２とを有している。基部１１１は、直方体形状に形成してあり、係止穴２３１の凹
部２３２に収容された状態で前後方向に移動可能である。頭部１１２は、係止穴２３１の
係止部２３３に係止される部分であり、基部１１１よりも大きく形成してある。基部１１
１と頭部１１２との間には、段差となる境界面があり、この境界面が係止部２３３の上面
に係止される。
【００３２】
　また、係止爪１１の頭部１１２は、係止部２３３側の側面に、下方から上方に向けて漸
次細くなる傾斜面１１２ａを有している。この傾斜面１１２ａは、浮き上がっているキー
ボード２の一部を押し込み易くするためのもので、浮き上がっているキーボード２の一部
を押し込むと、頭部１１２の傾斜面１１２ａが係止部２３３の傾斜面２３３ａに沿って移
動し、係止爪１１の頭部１１２が係止穴２３１（係止部２３３）に係止される。
【００３３】
　また、本発明の実施の形態である取り付け構造において、キーボード２を構成するベー
スプレート２１には、一つまたは複数（多くても四つ）のボス２１１（図３参照）が設け
てあり、ベースフレーム１の対応する部位には対応する数の貫通穴１３（図１１参照）が
設けてある。ボス２１１には、メネジが形成してあり、ベースフレーム１の裏側から貫通
穴１３を挿通したネジ４により、ベースフレーム１とキーボード２とが締結される。
【００３４】
　つぎに、図８～図１２に基づいて、キーボードの取付方法を説明する。なお、図８～図
１２は、キーボードの取付方法を示す図であって、図８は、本体にキーボードの奥側端部
を挿入する方法を示す図、図９は、本体にキーボードを収容する方法を示す図、図１０は
、ベースフレームにキーボードを係止される方法を示す図、図１１は、ベースフレームに
キーボードをねじ止めする方法を示す図、図１２は、本体にスロットカバーを取り付ける
方法を示す図である。
【００３５】
　キーボード２を取り付ける場合には、まず、キーボード２のコネクタ（図示せず）をシ
ステム・ボード３のコネクタ（図示せず）に取り付ける。つぎに、図８に示すように、キ
ーボード２の奥側端部が本体筐体のフレームの下になるように挿入する。このとき、ベー
スフレーム１に設けた係止爪１１とキーボード２のコスメティックフレーム２３に設けた
係止穴２３１とは、図５に示す位置関係を有している。
【００３６】
　つぎに、図９に示すように、キーボード２を奥側に移動させ、本体筐体にキーボード２
を収容する。このとき、ベースフレーム１に設けた係止爪１１は、図６に示すように、キ
ーボード２のコスメティックフレーム２３に設けた係止穴２３１の凹部２３２に収容され
る。
【００３７】
　つぎに、図１０に示すように、キーボード２を本体筐体にしっかり収めるために、親指
でキー（キートップ２４）を手前側に静かに押し、キーボード２を手前側にずらす。この
とき、ベースフレーム１に設けた係止爪１１は、図７に示すように、キーボード２のコス
メティックフレーム２３に設けた係止穴２３１の係止部２３３に係止される。
【００３８】
　つぎに、図１１に示すように、ノートパソコン１０１を裏返して、裏側からベースフレ
ーム１の貫通穴１３にネジ４を挿通させて、ベースフレーム１とキーボード２とを締結す
る。
【００３９】
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　その後、図１２に示すように、ノートパソコン１０１に下部スロットカバー５を取り付
けて、キーボード２の取り付けを終了する。
【００４０】
　上述した本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造は、キーボード２の下面に開
口する係止穴２３１をコスメティックフレーム２３に設ける一方、係止穴２３１に係止さ
れる係止爪１１をキーボード２が取り付けられるベースフレーム１に設けたので、キーボ
ード２の下面から係止爪を突出させる必要がなく、キーボード２の下面に防水シートを貼
ることが容易である。これにより、本実施の形態であるキーボードの取付構造を採用した
ノートパソコンは防水性が確保される。
【００４１】
　また、コスメティックフレーム２３に係止穴２３１を複数設ける一方、複数設けられた
係止穴２３１のうち取付強度を確保可能な任意の係止穴２３１に対応する係止爪１１をベ
ースフレーム１に設けたので、異なる型式の電子機器において、取付強度を確保可能な任
意の係止穴２３１に対応する係止爪をベースフレームに設ければ、同一型式のキーボード
２を共用できる。これにより、本実施の形態であるキーボードの取付構造を採用したノー
トパソコンは製造コストを抑制できる。
【００４２】
　上述した本発明の実施の形態であるキーボードの取付構造において、ベースフレーム１
に設けた係止爪１１は、ダイカスト成型により形成するものとしたが、図１３～図１５に
示すように、板金加工することにより、係止爪１２を設けてもよい。
【００４３】
　図１３～図１５は、変形したキーボードの取付構造を説明するための模式図であって、
図１３は、係止爪を係止穴に収容する前の状態を示す図、図１４は、係止爪を係止穴に収
容した状態を示す図、図１５は、係止爪が係止穴に係止された状態を示す図である。なお
、キーボード２のコスメティックフレーム２３に設けた係止穴は、上述した係止穴と同様
に設けられる。
【００４４】
　図１３～図１５に示すように、係止穴２３４は、プラスチック成型により形成され、係
止爪１２が収容される凹部２３５と係止爪１２が係止される係止部２３６とを有している
。凹部２３５は、下面がキーボード２に開口したカマボコ状の凹部で、手前側において係
止爪１２を収容するように形成してある。係止部２３６は、凹部の奥側において係止爪１
２が係止されるように、凹部２３５の奥側下部に設けてある。これにより、係止穴２３４
の凹部２３５に係止爪１２を収容した後にキーボード２を手前側にスライド移動させるこ
とにより、係止爪１２が凹部２３５の手前側から奥側に移動し、係止爪１２が係止穴２３
４の係止部２３６に係止される。
【００４５】
　また、係止穴２３４の係止部２３６は、係止爪１２が係止された場合に係止爪１２の頭
部１２２の下方側面に、上方から下方に向けて拡開する傾斜面２３６ａを有している。こ
の傾斜面２３６ａは、一部の係止爪１２が係止穴２３４に係止されずにキーボード２の一
部が浮き上がっている場合に、キーボード２を取り外すことなく、当該係止爪１２を係止
穴２３４に係止させるためのもので、浮き上がっているキーボード２の一部を押し込むと
、当該係止爪１２が傾斜面２３６ａに沿って移動し、当該係止爪１２が係止穴２３４（係
止部２３６）に係止される。
【００４６】
　係止爪１２は、キーボード２が浮き上がらないように、コスメティックフレーム２３に
設けた複数の係止穴２３４のうち、任意の係止穴２３４に対応するように設けてある。係
止爪１２は、板金加工により形成され、基部１２１と基部１２１の奥方に設けた頭部１２
２（係止部）とを有している。基部１２１と頭部１２２とは、板体を折り曲げて形成して
あり、基部１２１と頭部１２２とは、係止穴２３４の凹部２３５に収容された状態で前後
方向に移動可能である。頭部１２２は、係止穴２３４の係止部２３６に係止される部分で
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あり、基部１２１よりも奥方に延在している。基部１２１と頭部１２２との間には、鉤状
に形成された切欠面があり、この切欠面が係止部２３６の上面に係止される。
【００４７】
　また、係止爪１２の頭部１２２は、係止部側の側面に、下方から上方に向けて漸次細く
なる傾斜面（図示せず）を有している。この傾斜面は、浮き上がっているキーボード２の
一部を押し込み易くするためのもので、浮き上がっているキーボード２の一部を押し込む
と、頭部１２２の傾斜面が係止部２３６の傾斜面２３６ａに沿って移動し、係止爪１２の
頭部１２２が係止穴２３４（係止部２３６）に係止される。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　ベースフレーム
　１１　　係止爪
　１１１　　基部
　１１２　　頭部
　１１２ａ　　傾斜面
　１２　　係止爪
　１２１　　基部
　１２２　　頭部
　１３　　貫通穴
　２　　キーボード
　２１　　ベースプレート
　２１１　　ボス
　２３　　コスメティックフレーム
　２３１　　係止穴
　２３２　　凹部
　２３３　　係止部
　２３３ａ　　傾斜面
　２３４　　係止穴
　２３５　　凹部
　２３６　　係止部
　２３６ａ　　傾斜面
　２４　　キートップ
　３　　システム・ボード
　３１　　電子部品
　４　　ネジ
　５　　下部スロットカバー
　１０１　　ノートパソコン
　１０２　　本体
　１０３　　蓋体
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