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(57)【要約】
　【課題】　異なるエリアに属するキートップの照明光
の色を異ならせることができるようにする。
　【解決手段】　透明性を有する樹脂からなるキーベー
ス６に複数のパッド部１０、１０、・・・を設け、各パ
ッド部１０、１０、・・・上にキートップ２、２、・・
・を設けたキーシート８において、キーベース６を、一
又は複数のパッド部１０、１０、・・・を包含する複数
のエリア４１、４２、４３に区分し、キーベース６の各
隣接エリア４・４間の境界に遮光部１８を設け、各エリ
ア４１、４２、４３に対応して少なくとも一つの照光用
発光手段配置部１４を設け、キーベース６の上記各エリ
ア４１、４２、４３内に、全面的に又は部分的に、照光
用発光手段からの光をキートップ形成側に向ける反射手
段２０を配設する。
【選択図】　図１



(2) JP 2008-41431 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明性を有する樹脂からなるキーベースに複数のパッド部を設け、各パッド部上にキー
トップを設けたキーシートにおいて、
　上記キーベースを、一又は複数のパッド部を包含する複数のエリアに区分し、
　上記キーベースの上記各隣接エリア間の境界に遮光部を設け、
　上記各エリアに対応して少なくとも一つの照光用発光手段配置部を設け、
　上記キーベースの上記各エリア内に、全面的に又は部分的に、該キーベースによって導
光され上記各照光用発光手段配置部内に配置される照光用発光手段からの光をキートップ
形成側に向ける反射手段を配設した
　ことを特徴とするキーシート。
【請求項２】
　前記反射手段が、前記各エリア内の一部領域内に選択的に配設された
　ことを特徴とする請求項１記載のキーシート。
【請求項３】
　前記光をキートップ側に向ける手段の前記各エリア内における配置密度が、そのエリア
に対応する前記照明用発光用発光手段から遠くなるほど高くされた
　ことを特徴とする請求項１又は２記載のキーシート。
【請求項４】
　前記反射手段が、透明樹脂からなる前記キーベースの裏面に形成された凹部からなる
　ことを特徴とする請求項１、２又は３記載のキーシート。
【請求項５】
　前記反射手段が、透明樹脂からなる前記キーベースの裏面に形成された塗膜からなる
　ことを特徴とする請求項１、２又は３記載のキーシート。
【請求項６】
　前記キーベースが、前記各隣接エリアの境界となる部分に孔を有し、
　上記孔に前記遮光部を成す非光透過性樹脂が充填された
　ことを特徴とする請求項１、２、３、４又は５記載のキーシート。
【請求項７】
　請求項１、２、３、４、５又は６記載のキーシートと、
　該キーシートを載置する配線基板と、
　上記配線基板上の上記キーシートの前記各パッドに対応する位置に配置され前記パッド
上の前記キートップの操作によりスイッチングされるスイッチング素子と、
　前記配線基板上の前記各照光用発光手段配置部内に配置された照明用発光手段と、
　を少なくとも備えたことを特徴とするキーユニット。
【請求項８】
　金型内に遮光部を成すインサート体を装填し、
　上記金型内にキーベースとなる樹脂を注入し、
　上記注入された樹脂を固化することにより上記インサート体からなる遮光部を有するキ
ーベースを製造する
　ことを特徴とするキーシートの製造方法。
【請求項９】
　キャリアベース上にキーベースとなる透明性を有する樹脂からなる樹脂膜を形成し、
　上記樹脂膜に選択的に孔を形成し、
　上記孔内に遮光部を成す樹脂を注入することによりキーベースを製造する
　ことを特徴とするキーシートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器類、例えば携帯電話機、ＰＨＳ、携帯情報端末(ＰＤＡ等）、携帯
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オーディオ、家電製品用リモートコントローラ等の照光式のキーシート及びそれを備えた
キーユニット並びにそのキーシートの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、携帯電話機、ＰＨＳ、携帯情報端末(ＰＤＡ等）、携帯オーディオ、家電製品
用リモートコントローラ等の電子機器に用いられるキーシートとして、キートップ等が所
定の照明用発光手段（例えば発光ダイオードからなる）により照光されるものが多い。周
囲が暗い場所でもキーを容易に視認でき、操作が容易になると言う利点があるためである
。
【０００３】
　本願出願人会社は、そのような照光式のキーシート、或いはそのようなキーシートを配
線基板等に組み付けたキーユニットに関して、例えば特願２００６－０１３２３２等によ
り種々の提案を行っている。
　図１０はそのような狭ピッチタイプのキーシートを配線基板上に配置したキーユニット
の従来例を示す断面図である。
　図面において、１００は配線基板で、図示しない配線膜や図面に現れない照明用発光手
段［例えば発光ダイオードＬＥＤ（Light Emitting Diode)からなる）及び内部にスイッ
チが配置されたメタルドーム（例えばステンレス／ＳＵＳ鋼からなる）１０２を表面に有
する。
　１０４はキーパッド１０６、１０６、・・・・とでキーベース１０７を構成する補強板
で、例えばポリカーボネート等の透明樹脂或いは金属で構成され、キーパッド１０６が配
置される複数のキーパッド配置孔１０４ａ、１０４ａ、・・・を有する。
【０００４】
　キーパッド１０６、１０６、・・・は補強板１０４の各キーパッド配置孔１０４ａ、１
０４ａ、・・・内に納まり、そのキーパッド１０６、１０６、・・・の外側面にてそのキ
ーパッド配置孔１０４ａ、１０４ａ、・・・の内側面に固着され、その補強板１０４によ
ってキーベース１０７として必要な機械的強度が得られるよう補強される。
　１０８は上記キーベース（特に、補強板１０４が透明樹脂製の場合）１０７上に配置さ
れた遮光性のマスクシート（：遮光板）であり、後述する各隣接キートップ（１１０・１
１０）間の下方にあたる領域を占有して遮光するものであり、遮光性フィルム或いは金属
薄板からなる。
【０００５】
　１１０はキートップで、キーパッド１０６の台座部分１０６ａ上面に固定されている。
１０６ｂは押し子部分である。キートップは、一般にはポリカーボネート等の透明樹脂か
らなるが、デザイン、美感等の観点から金属から成るもの或いは表面に金属メッキを施し
たものもある。
【特許文献１】特願２００６－０１３２３２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、図１０に示すような従来のキーシートにおいては、照明光の色の多彩化が難
しいという問題があった。
　即ち、キーには、キートップを押されて果たす機能による種類の違いがあり、例えば、
数値、及びアルファベット等を表示する種類と、カーソルを移動させたり決定をさせたす
る種類等とがあり、その種類の違いによりキートップの照明光を異ならせると、美的であ
り、また、操作上必要なときに、その操作に用いる種類のキーのみを照明することもでき
るので、操作性が良く、誤操作も起きにくいという利点がある。
　従って、キートップの発する照明光の色をキーの種類毎に異ならせれば良いと言えるの
である。
【０００７】
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　しかるに、従来のキーシートを配線基板に組み付けたキーユニットは、図１０に示すキ
ーシートを使用したものに限らず、照明用の発光手段として設けられる複数のＬＥＤの発
光色が全キーを通じて同じ（例えば白色、緑色、赤色等）であったのである。
　尤も、ＬＥＤは複数あり、ある種類のエリアにあるＬＥＤと別の種類のエリアにあるＬ
ＥＤとの色を異ならせることが考えられ得るが、そのようにすると、複数の色の混ざった
照明光で照明されるキートップができるので、エリア毎にキートップから発する照明光の
色を所定通りに異ならせることはできず、却って美的でなくなる。
【０００８】
　本発明は、このような問題を解決すべく為されたものであり、透明性を有する樹脂から
なるキーベースに複数のパッド部を設け、各パッド部上にキートップを設けたキーシート
或いはそれを用いたキーユニットにおいて、異なるエリアに属するキートップの照明光の
色を異ならせることができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１のキーシートは、透明性を有する樹脂からなるキーベースに複数のパッド部を
設け、各パッド部上にキートップを設けたキーシートにおいて、上記キーベースを、一又
は複数のパッド部を包含する複数のエリアに区分し、上記キーベースの上記各隣接エリア
間の境界に遮光部を設け、上記各エリアに対応して少なくとも一つの照光用発光手段配置
部を設け、上記キーベースの上記各エリア内に、全面的に又は部分的に、該キーベースに
よって導光され上記各照光用発光手段配置部内に配置される照光用発光手段からの光をキ
ートップ形成側に向ける反射手段を配設したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２のキーシートは、請求項１記載のキーシートにおいて、前記反射手段が、前記
各エリア内の一部領域内に選択的に配設されたことを特徴とする。
　請求項３のキーシートは、請求項１又は２記載のキーシートにおいて、前記反射手段の
前記各エリア内における配置密度が、そのエリアに対応する前記照明用発光用発光手段か
ら遠くなるほど高くされたことを特徴とする。
　請求項４のキーシートは、請求項１、２又は３記載のキーシートにおいて、前記反射手
段が、透明樹脂からなる前記キーベースの裏面に形成された凹部からなることを特徴とす
る。その凹部は、反射機能を有するものであれば、例えばシボと称されるような微細なも
のであっても良いし、比較的大きなものであっても良い。
【００１１】
　請求項５のキーシートは、請求項１、２又は３記載のキーシートにおいて、前記反射手
段が、透明樹脂からなる前記キーベースの裏面に形成された塗膜からなることを特徴とす
る。
　請求項６のキーシートは、請求項１、２、３、４又は５記載のキーシートにおいて、前
記キーベースが、前記各隣接エリア間の境界にあたる部分に孔を有し、この孔に前記遮光
部を成す非光透過性樹脂が充填されたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項７のキーユニットは、請求項１、２、３、４、５又は６記載のキーシートと、該
キーシートを載置する配線基板と、この配線基板上の上記キーシートの前記各パッドに対
応する位置に配置され前記パッド上の前記キートップの操作によりスイッチングされるス
イッチング素子と、前記配線基板上の前記各照光用発光手段配置部内に配置された照明用
発光手段と、を少なくとも備えたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項８のキーシートの製造方法は、金型内に遮光部を成すインサート体を装填し、上
記金型内にキーベースとなる樹脂を注入し、この注入された樹脂を固化することにより上
記インサート体からなる遮光部を有するキーベースを製造することを特徴とする。
　請求項９のキーシートの製造方法は、キャリアベース上にキーベースとなる透明性を有
する樹脂からなる樹脂膜を形成し、上記樹脂膜に選択的に孔を形成し、この孔内に遮光部
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を成す樹脂を注入することによりキーベースを製造することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１のキーシートによれば、キーベースを透明性を有する樹脂により形成したので
、キーベース自身を導光手段として用いることができ、キーベースの各エリア内に、全面
的に又は部分的に、照光用発光手段からの光をキートップ形成側に向ける反射手段を設け
たので、各エリアにおいて照明用発光手段からの光でキートップを照明することができる
。
　そして、そのキーベースを一又は複数のパッド部を包含する複数のエリアに区分し、そ
のキーベースの各隣接エリア間の境界に遮光部を設けたので、配線基板に組み付けられて
キーユニットを構成する際に、各エリア毎に異なる照明用発光手段が配置されたとしても
、そのエリア内のキートップはそのエリア内の照明用発光手段からの光によってのみ照明
されるようにすることができる。
　従って、異なるエリアに属するキートップの照明光の色を互いに混ざり合わせることな
く綺麗に異ならせることができる。
【００１５】
　請求項２のキーシートによれば、反射手段を各エリア内の一部領域内に選択的に配置す
ることとしたので、エリア内のキーパッドのあるところにのみ、反射手段を配置すること
によって照明用発光手段からの光をキートップの照明に有効に利用することが可能になる
。
【００１６】
　請求項３のキーシートによれば、反射手段の配置密度を、照明用発光手段配置部から遠
くなるほど高くしたので、照明用発光手段からの光が進むに連れて強くなる減衰によるキ
ートップの照明光の低下を阻むことができ、各エリア内の照明光の不均一が生じないよう
にすることができる。
【００１７】
　請求項４のキーシートによれば、キーベースの裏面に凹部を設けたので、キーベース自
身により導光された光をその凹部によりキートップ側に反射することができ、その凹部を
以て光をキートップ形成側に向ける反射手段として用いることができる。
　そして、その凹部はキーベースを成形する際に用いる金型にその凹部を形成できる部分
を設けておくことにより形成することができるので、製造コストを高めることなくキーベ
ースを製造することができる。
【００１８】
　請求項５のキーシートによれば、キーベースの裏面に塗膜（例えば白色の塗膜）を設け
たので、キーベース自身により導光された光をその塗膜によりキートップ側に反射するこ
とができ、その塗膜を以て光をキートップ形成側に向ける反射手段として用いることがで
きる。
　そして、その塗膜はキーベースの裏面に印刷するというような比較的簡単な方法で形成
することができるので、製造コストを徒に高めることなくキーベースを製造することがで
きる。
【００１９】
　請求項６のキーシートによれば、キーベースの各隣接エリア間の境界部分に孔を有し、
その孔に非光透過性樹脂を充填してなるので、その非光透過性樹脂を以て各エリア間の漏
光を完全に防止する遮光部とすることができる。
　そして、そのようなキーベースは、キーベースとなる透光性樹脂を全面的に形成し、選
択的エッチングによりキーベースの外形の形成と同時に上記孔の形成をし、その後、例え
ばディスペンサを用いる等してその孔に非光透過性樹脂を注入するという比較的簡単な方
法で製造することができる。
【００２０】
　請求項７のキーユニットによれば、請求項１、２、３、４、５又は６のいずれかのキー
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シートを使用してキーユニットを構成するので、請求項１、２、３、４、５又は６のいず
れかのキーシートによる効果を享受することができる。
　請求項８のキーシートの製造方法によれば、遮光部からなる部材がインサート体として
装填された金型内にキーベースを成す透光性樹脂を注入することにより、インサート成形
技術を用いて遮光部を有するキーベースを製造することができる。
【００２１】
　請求項９のキーシートの製造方法によれば、キーベースとなる透光性樹脂を全面的に形
成し、選択的エッチングによりキーベースの外形の形成と同時に上記孔の形成をし、その
後、例えばディスペンサを用いる等してその孔に非光透過性樹脂を注入することにより、
比較的簡単な方法で製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の実施の形態は、基本的には、キーシートのキーベースを、一又は複数のパッド
部を包含する複数のエリアに区分し、上記キーベースの各隣接エリア間の境界に遮光部を
設け、その各エリアに対応して少なくとも一つの照光用発光手段配置部を設け、上記キー
ベースの各エリア内に、全面的に又は部分的に、照光用発光手段からの光をキートップ形
成側に向ける反射手段を配設したもので、キーベースの材料としては、オールシリコーン
ゴム製又は熱可塑性エラストマー製の樹脂が好適である。
　また、各隣接エリア間を光学的に分離する遮光部としては、硬質のシリコーンゴム又は
熱可塑性エラストマー製の樹脂が好適であるが、金属等樹脂以外の物質であっても良い。
【００２３】
　キーベースの製造は、例えば、硬質の樹脂或いは金属等からなる遮光部を金型内にイン
サート体として装填し、その金型内にキーベース本体を成す樹脂を注入することによりイ
ンサート成形技術によって為すことができる。
　また、キーベースは、透光性樹脂を全面的に形成し、選択的エッチングによりキーベー
スの外形の形成と同時に上記孔の形成をし、その後、例えばディスペンサを用いる等して
その孔に非光透過性樹脂を注入することにより、製造することができる。
【００２４】
　照光用発光手段からの光をキートップ形成側に向ける反射手段として、キーベース裏面
に形成した凹部或いは塗膜を用いることができるが、塗膜の色は白が最適である。
　キーユニットを構成する配線基板に取り付けられる照明用発光手段は、ＬＥＤが最適で
あるが、必ずしもそれに限定されるものではない。そして、エリア毎に配置する照明用発
光手段の数は１個であっても良いし、複数個であっても良く、エリアが広い場合には個数
を増やすことが好ましい。また、発光色の異なる複数の照明用発光手段を以て１セットと
し、その複数の発光色を混色した色を得るセットをエリアの広さに応じて１乃至複数セッ
ト設けるようにする態様もあり得る。例えば、発光色が赤、青、緑の三つのＬＥＤを１セ
ットとし、それを１或いは複数セット一つのエリア内に設けて白色の照明光を得るという
ような態様もあり得る。
【実施例１】
【００２５】
　以下、本発明を図示実施例に基いて詳細に説明する。
　図１及び図２は本発明の第１の実施例（：実施例１）を示すものであり、図１は実施例
の全体の分解斜視図、図２は断面図である。
　２、２、・・・は各キーのキートップで、透光性樹脂からなる。具体的には、例えばＰ
Ｃ（ポリカーボネート）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＭＭＡ（ポリメタ
クリル酸メチル：アクリル）からなる。２１、２１、・・・はキートップの２、２、・・
・のうち、第１のエリア４１内に位置するキーのキートップ、２２、２２、・・・は同じ
く第２のエリア４２内に位置するキーのキートップ、２３、２３、・・・は第３のエリア
４３内に位置するキーのキートップである。
【００２６】
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　上記各エリア４１、４２ 、４３はキートップ２、２、・・・の照明光の色の違いによ
り区分されたものであり、少なくとも各隣接エリア４・４間の境界には後述する遮光部（
１８）が設けられ、この遮光部（１８）により各エリア４・４間が仕切られることになる
が、遮光部（１８）については後で詳述する。
　６はキーベースで、上記キートップ２、２、・・・とこのキーベース６によりキーシー
ト８が構成される。１０、１０、・・・はそのキーベース６を構成するキーパッド（特許
請求の範囲におけるパッド部に該当する。）で、各キー２、２、・・・に対応して設けら
れており、例えばシリコーンゴム或いは熱可塑性エラストマー等の弾力性のある樹脂によ
り形成されている。この各キーパッド１０、１０、・・・上に上記各キートップ２、２、
・・・が接着される。また、キーパッド１０、１０、・・・の押し子部分が後述する配線
基板（３０）の表面に設けられたキースイッチ内蔵メタルドーム（３２、３２、・・・）
上に位置することになる。
【００２７】
　１２はキーベース６の補強部分で、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネ
ート、アクリル等の透明樹脂からなり、この補強部分１２と各キーパッド１０、１０、・
・・によりキーベース６が構成されている。１４、１４、・・・はキーベース６の補強部
分の裏面に形成された照明用発光手段配置凹部（特許請求の範囲における照明用発光手段
配置部に該当する）で、この各凹部１４、１４、・・・内に後述する配線基板（３０）の
表面に設けられたＬＥＤ（３４、３４、・・・）が納まることになる。
　１６はキーベース６の補強部分１２に存する孔で、この孔１６に非光透過性樹脂、例え
ば硬質のシリコーン樹脂或いは各種エラストマーが注入され、その注入樹脂により遮光部
１８が構成されている。この遮光部１８は前述の各隣接エリア４・４間の境界に形成され
てその隣接エリア４・４間を光学的に分離する。尚、この遮光部１８は補強部分１２のパ
ターニングによる孔１６の形成、この孔１６への樹脂の注入により形成することができる
が、別体で成型されたの硬質樹脂や金属板などを用いてインサート成形技術によっても形
成することができる。これについては後で詳述する。
【００２８】
　２０、２０、・・・は各キーパッド１０、１０、・・・の裏面に形成された凹部群で、
キーベース６（補強部分１２及びキーパッド１０からなる）自身により導光された光をキ
ートップ２側へ反射する反射手段を成す。この凹部群２０、２０、・・・は各キートップ
２、２、・・・の照明すべき部分に対応する位置のみに形成すれば、その形成する部分に
おいてのみキートップ２側へ光を反射させることができ、後述するＬＥＤ（３４、３４、
・・・）から発生した光を有効に照明に寄与させることができる。
　２２はマスクシートで、補強部分１２上を覆うものであり、遮光性を有する樹脂フィル
ムや金属板等からなる。
　３０は配線基板で、その表面にはキースイッチ、ＬＥＤ（照明用発光手段）を制御回路
に接続する等の各種配線膜が形成されているが、その図示、説明は省略し、メタルドーム
、ＬＥＤのみを図示し説明する。
【００２９】
　３２、３２、・・・は配線基板３０上に上記各キートップ２、２、・・・に対応して設
けられたメタルドームである。尚、配線基板３０上にはメタルドーム３２、３２、に対応
して接点（図示せず）が設けられている。
　３４、３４、・・・は配線基板３０上に配置されたＬＥＤ（特許請求の範囲の照明用発
光手段に該当する）であり、そのうち、３４１、３４１、・・・は前記第１のエリア４１

内のキートップ２、２、・・・を照明するためのものであり、３４２、３４２、・・・は
前記第２のエリア４２内のキートップ２、２、・・・を照明するためのものであり、３４

３、３４３、・・・は前記第３のエリア４３内のキートップ２、２、・・・を照明するた
めのものであり、ＬＥＤ３４１、３４１、・・・と、ＬＥＤ３４２、３４２、・・・と、
ＬＥＤ３４３、３４３、・・・とは互いに発光色が異なる。例えば、ＬＥＤ３４１、３４

１、・・・は赤の光を発光し、ＬＥＤ３４２、３４２、・・・は青の光を発光し、ＬＥＤ
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３４３、３４３、・・・は緑の光を発光するというようにである。
【００３０】
　このような実施例によれば、キーベース６の補強部分１２の各エリア４１、４２、４３

内の各照明用発光手段配置凹部１４、１４、・・・内のＬＥＤ３４１、３４１、・・・と
、３４２、３４２、・・・と、３４３、３４３、・・・とが上述したように異なる色の光
を発光する。すると、各エリア４１、４２、４３内においてＬＥＤ３４、３４、・・・が
発光した光は、補強部分１２を導光され、さらに、キーパッド１０に導光され、キーパッ
ド１０の裏面に形成された凹部２０にてキートップ２側に反射され、照明光となる。
　そして、第１のエリア４１内のキートップ２１、２１、・・・は赤の光で、第２のエリ
ア４２内のキートップ２２、２２、・・・は青の光で、第３のエリア４３内のキートップ
２３、２３・・・は緑の光で照明されることになる。
　従って、エリア４１、４２、４３　毎にキートップ２、２、・・・を照明する光の色を
異ならせることができる。
【００３１】
　そして、各隣接エリア間４１・４２・４３は上記遮光部１８により遮光されているので
、異なるエリア４・４に対応する発光色のＬＥＤ３４・３４からの異なる色の光が混ざる
こと（混色）をその遮光部１８により阻止することができる。
　従って、混色を伴うことなく、エリア毎に照明光の色を異ならせることができる。また
、各隣接エリア間４１・４２・４３のうち、任意のエリアのみを照明することもできる。
【実施例２】
【００３２】
　図３及び図４は本発明の第２の実施例（：実施例２）を示すものであり、図３は実施例
の全体の分解斜視図、図４は断面図である。
　本実施例は、キーベースとして遮光部を除き全て（キーパッド部分及び補強部分）をシ
リコーンゴムあるいはエラストマーからなる樹脂で一体に形成したもの（６ａ）を用いる
点で、第１の実施例と異なるが、それ以外の点では共通する。従って、共通する部分は第
１の実施例と共通する符号を用いて図示し、詳細な説明を省略し、相違する点についての
み図３、図４を参照して詳細な説明をする。
【００３３】
　６ａはキーベースで、キーパッドの部分と補強部分を同じ樹脂、例えばシリコーンゴム
やエラストマーからなる樹脂で一体に形成したものである。但し、遮光部１８のみ非光透
過性を有する別の樹脂或いは金属等で形成する。
　この遮光部１８を有するキーベース６ａは、第１の実施例のキーベース６の補強部分１
２の製造と同じ方法で製造することができる。
【実施例３】
【００３４】
　図５（Ａ）～（Ｄ）は第１の実施例のキーベース６の補強部分１２の製造方法の一例（
第３の実施例：実施例３）を工程順に示す断面図である。
（Ａ）例えば樹脂からなるキャリアベース５０を用意する。このキャリアベース５０は、
そのＬＥＤ３４、３４、・・・を配置すべき各箇所に、各照明用発光手段配置凹部１４、
１４、・・・を形成するべき突起５２、５２、・・・が表面に形成されている。
　そのキャリアベース５０上に、例えばＵＶ硬化樹脂等からなる補強部分形成用樹脂膜（
厚さ例えば０．３ｍｍ～２ｍｍ程度）１２ａを例えばスピンコーティングにより全面的に
塗布形成し、ＵＶ光の照射などによって樹脂を硬化させる。１４、１４、・・・はその樹
脂膜１２ａの裏面の照明用発光手段配置凹部である。図５（Ａ）は補強部分形成用樹脂膜
１２ａの形成後の状態を示す。
【００３５】
（Ｂ）次に、補強部部分形成用樹脂膜１２ａに対する選択的エッチングにより、図５（Ｂ
）に示すように、遮光部１８を形成すべき位置に、孔１６、１６、・・・を形成する。
（Ｃ）次に、図５（Ｃ）に示すように、樹脂ディスペンサ５４を用いる等して例えば黒色
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に着色された例えばシリコーン樹脂等からなる常温で液体の樹脂をその孔１６、１６、・
・・内に注入し、その孔１６、１６、・・・にその樹脂を充填しその後に硬化させること
により遮光部（厚さ例えば０．３ｍｍ～２ｍｍ程度）１８を形成する。
（Ｄ）その後、図５（Ｄ）に示すように、上記キャリアベース５０を剥離する。
　これにより、遮光部１８が形成されたキーベース６の補強部分１２を得ることができる
。
　尚、本実施例の製造方法は、図３、図４に示した第２の実施例のキーベース６ａの製造
にも適用できる。
【実施例４】
【００３６】
　図６（Ａ）～（Ｄ）はキーベース６の補強部分１２の製造方法の別の例（第４の実施例
：実施例４）を工程順に示す断面図である。本例はインサート成形技術を駆使するもので
ある。
（Ａ）図６（Ａ）に示すように、下型６０と上型６２からなるインサート成形用金型を用
意する。
（Ｂ）次に、図６（Ｂ）に示すように、上記成型用金型の金型空間６４内に、硬質の樹脂
等からなる遮光部１８をインサート体として装填する。
【００３７】
（Ｃ）次に、図６（Ｃ）に示すように、上記金型空間６４内にキャリアベース５０の補強
部分形成用樹脂１２ａを注入する。
（Ｄ）次に、その樹脂１２ａが固化して補強部分１２となった後、金型６０、６２を開き
、その補強部分１２を取り出す。図６（Ｄ）はその取り出された補強部分１２を示す。
　このように、キーベース６の補強部分１２はインサート成形技術によって製造すること
ができる。
　尚、本実施例の製造方法も、図３、図４に示した第２の実施例のキーベース６ａの製造
にも適用できる。
【実施例５】
【００３８】
　図７はキーベース６の補強部分１２の別の例（本発明の第５の実施例：実施例５）を示
す断面図である。本例は、反射手段を成す補強部分１２の裏面に形成した凹部２１、２１
、・・・の形成密度を、照明用発光手段配置凹部１４から遠くなる程高くしたものである
。
　本実施例によれば、本キーベース１２を用いたキーシート８を配線基板３０に組み付け
てキーユニットを構成した場合、照明用発光手段たるＬＥＤ３４（図２を参照）からの光
が進むに連れて強くなる減衰によるキートップの照明光の低下を阻むことができ、エリア
４内の照明光の不均一が生じないようにすることができる。
　本実施例の形成密度をＬＤＥ３４の配置される場所から遠くなる程凹部２１、２１、・
・・配置密度を高くすると言う技術的思想は、キーベースとしてキーパッド部分と補強部
分を一体化したタイプのものにも適用できる。
【実施例６】
【００３９】
　図８はキーベース６の補強部分１２の更に別の例（本発明の第６の実施例：実施例６）
を示す断面図である。本例は、反射手段として、補強部分１２の裏面に塗膜２３を形成す
るものであり、色は例えば白色である。
　このような白色等の塗膜２３はそこに到達した光を乱反射するので、光をキートップ２
側に乱反射する反射手段として機能する。
　そこで、本実施例は、キーベース６の補強部分１２の裏面に塗布した塗膜２３を反射手
段として用いるのである。
　本実施例のキーベース等の裏面に塗膜を形成し、それを反射手段として用いるという技
術的思想は、キーベースとしてキーパッド部分と補強部分を一体化した図３、図４に示す
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【実施例７】
【００４０】
　図９（Ａ）、（Ｂ）は本発明の第７の実施例（：実施例７）を示すもので、（Ａ）はキ
ーベース６及びそのエリア４と配線基板３０及び照明用発光手段（ＬＥＤ）３４の平面的
位置関係を示す概略平面図、（Ｂ）は断面図である。
　本実施例は、照明用発光手段（ＬＥＤ）３４、３４、・・・をキーベース６の側面に設
けることとし、各隣接エリア４・４間を仕切る遮光部１８に切欠１９を形成し、照明用発
光手段（ＬＥＤ）３４、３４、・・・から発生した光を遮光部１８に形成した切欠１９を
通じて各エリア４内に導光するようにしたものである。
【００４１】
　このように、照明用発光手段（ＬＥＤ）３４、３４、・・・は必ずしも各エリア４１、
４２、４３内に設けるのではなく、キーベース６の側面に臨むところに配置するようにし
ても良いのである。
　本実施例は、キーベースとしてキーパッド部分と補強部分を一体化した図３、図４に示
すタイプのものにも適用できる。
　このように、本発明は種々の態様で実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、電子機器類、例えば携帯電話機、ＰＨＳ、携帯情報端末(ＰＤＡ等）、携帯
オーディオ、家電製品用リモートコントローラ等の照光式のキーシート及びそれを備えた
キーユニット並びにそのキーシートの製造方法に利用可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施例の全体の分解斜視図である。
【図２】上記第１の実施例の実施例の断面図である。
【図３】本発明の第２の実施例の全体の分解斜視図である。
【図４】上記第２の実施例の実施例の断面図である。
【図５】（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第３の実施例であるところの、キーベースの補強部分
の製造方法を工程順に示す断面図である。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）は本発明の第４の実施例であるところの、キーベースの補強部分
の製造方法を工程順に示す断面図である。
【図７】本発明の第５の実施例であるところの、キーベースの補強部分を示す断面図であ
る。
【図８】本発明の第６の実施例であるところの、キーベースの補強部分を示す断面図であ
る。
【図９】（Ａ）、（Ｂ）は本発明の第７の実施例を示すもので、（Ａ）はキーベース及び
そのエリアと配線基板及び照明用発光手段（ＬＥＤ）の平面的位置関係を示す概略平面図
、（Ｂ）は断面図である。
【図１０】背景技術を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４４】
　２・・・キートップ、４（４１、４２、４３）・・・照明用光の色の異なるエリア、
　６・・・キーベース、８・・・キーシート、１０・・・パッド部（キーパッド）、
１２・・・補強部分、１４・・・照明用発光手段配置部（照明用発光手段配置凹部）、
１６・・・孔、１８・・・遮光部、１９・・・遮光部の切欠、
２０、２１、２３・・・反射手段、３０・・・配線基板、３２・・・メタルドーム、
３４（３４１、３４２、３４３）・・・照明用発光手段（ＬＥＤ）。
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