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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理機器の入力装置として使用され、
　カーソルキーと、該カーソルキーに隣接するように配設された制御キーと、を有し、
　前記カーソルキーが押下された際には、情報処理機器の画面に表示されるカーソルを移
動させる操作信号を出力し、前記制御キーが押下された際には、前記画面に表示される表
示画像をスクロールさせる操作信号を出力するキーボード装置であって、
　前記各キーは、前記操作面が形成されたキートップと、該キートップの下側に配設され
、該キートップが押下された際に該キートップを復帰する方向に付勢する弾性部材と、前
記キートップの押下移動及び復帰移動をガイドするガイド機構と、を有し、
　前記制御キーは、前記カーソルキーとは異なる荷重変位特性に設定されているとともに
、キートップが前記カーソルキーとは異なる表面形状に形成され、
　前記制御キーのガイド機構は、前記カーソルキーのガイド機構とは異なる機構であるこ
とを特徴とするキーボード装置。
【請求項２】
　前記各キーのキートップは、押下する際に操作者が押圧する面である操作面を有し、
　前記カーソルキーの操作面は、平面状もしくは凹曲面状に形成され、前記制御キーの操
作面は、凸曲面状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載のキーボード装置。
【請求項３】
　前記制御キーは、前記カーソルキーのキーストロークと異なるキーストロークを有する
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ことを特徴とする請求項１に記載のキーボード装置。
【請求項４】
　前記カーソルキーは、上カーソルキーと、下カーソルキーと、左カーソルキーと、右カ
ーソルキーと、を有し、
　前記制御キーは、ページアップキーと、ページダウンキーと、を有し、
　前記各キーは、正面向かって左から、左カーソルキー、下カーソルキー、右カーソルキ
ーの順に並べて配設されているとともに、前記下カーソルキーの背面側に前記上カーソル
キーが並べて配設され、該上カーソルキーの左右のどちらか一方側に前記ページアップキ
ーが並べて配設され、他方側に前記ページダウンキーが並べて配設されていることを特徴
とする請求項１に記載のキーボード装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キーボード装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パーソナルコンピュータなどの情報機器における入力装置としてキーボード装置
がある（例えば、特許文献１参照）。このキーボード装置には、所謂カーソルキーが備え
られている。カーソルキーは、ディスプレイに表示される画面の上下左右の方向に対応し
て４つ配設されている。カーソルキーの表面には、それぞれ対応する方向を示す矢印が印
字されている。カーソルキーは、画面に表示されたカーソルの移動やウィンドウのスクロ
ール等の操作に使用することができる。
【０００３】
　また、キーボード装置において、カーソルキーの近傍には、ページアップキーやページ
ダウンキー等、カーソルキーを使用する際に共に使用すると便利な機能に対応するキーが
配置されている。これら共に使用するキーは、互いに隣接して配置されていると便利な反
面、打ち間違いが起こり易いという問題がある。尚、このキーボード装置は、ブラインド
タッチでキー操作を行った際の打ち間違いを防止するために、カーソルキーの表面に凸部
を設け、カーソルキーと他のキーとの差別化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２７６２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このようにカーソルキーの表面を他のキーの表面と異なる形状とした場合であ
っても、打ち間違いをするという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明はこのような従来の問題に鑑み、カーソルキーと、カーソルキーに隣接
しカーソルキーと共に使用するキーとの打ち間違いをより低減することができるキーボー
ド装置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】
　上述した課題を解決し、所期の目的を達成するための本発明にかかるキーボード装置は
、情報処理機器の入力装置として使用され、カーソルキーと、該カーソルキーに隣接する
ように配設された制御キーと、を有し、前記カーソルキーが押下された際には、情報処理
機器の画面に表示されるカーソルを移動させる操作信号を出力し、前記制御キーが押下さ
れた際には、前記画面に表示される表示画像をスクロールさせる操作信号を出力するキー
ボード装置であって、前記制御キーは、前記カーソルキーとは異なる荷重変位特性に設定



(3) JP 5351715 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

されているとともに、キートップが前記カーソルキーとは異なる表面形状に形成されてい
ることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明のキーボード装置は、上記構成に加えて、前記各キーのキートップは、押
下する際に操作者が押圧する面である操作面を有し、前記カーソルキーの操作面は、平面
状もしくは凹曲面状に形成され、前記制御キーの操作面は、凸曲面状に形成されているこ
とを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明のキーボード装置は、上記構成に加えて、前記制御キーは、前記カーソル
キーのキーストロークと異なるキーストロークを有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明のキーボード装置は、上記構成に加えて、前記カーソルキーは、上カーソ
ルキーと、下カーソルキー、左カーソルキーと、右カーソルキーと、を有し、前記制御キ
ーは、ページアップキーと、ページダウンキーと、を有し、前記各キーは、正面向かって
左から、左カーソルキー、下カーソルキー、右カーソルキーの順に並べて配設されている
とともに、前記下カーソルキーの背面側に前記上カーソルキーが並べて配設され、該上カ
ーソルキーの左右のどちらか一方側に前記ページアップキーが並べて配設され、他方側に
前記ページダウンキーが並べて配設されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明のキーボード装置は、上記構成に加えて、前記各キーは、前記操作面が形
成されたキートップと、該キートップの下側に配設され、該キートップが押下された際に
該キートップを復帰する方向に付勢する弾性部材と、前記キートップの押下移動及び復帰
移動をガイドするガイド機構と、を有し、前記制御キーのガイド機構は、前記カーソルキ
ーのガイド機構とは異なる機構であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、カーソルキーと、該カーソルキーに隣接するように配設された制御キ
ーと、を有し、カーソルキーが押下された際には、情報処理機器の画面に表示されるカー
ソルを移動させる操作信号を出力し、制御キーが押下された際には、画面に表示される表
示画像をスクロールさせる操作信号を出力するキーボード装置であって、制御キーは、カ
ーソルキーとは異なる荷重変位特性に設定されているとともに、キートップがカーソルキ
ーとは異なる表面形状に形成されている。従って、制御キーとカーソルキーは、表面を触
った感触が異なるとともに、押下した際の感触が異なる。即ち、制御キーとカーソルキー
とを打ち間違いをした場合、その感触によって打ち間違いであることを認識することがで
きる。また、キーの表面を触った際の感触だけでなく、押下した際の感触が異なるので、
より確実に打ち間違いを認識することができる。
【００１４】
　通常、打ち間違いは、画面上において意図した操作とは異なる表示がなされた際に、視
覚によって認識されるものである。しかし、本発明によれば画面を見ていなくとも打ち間
違いを容易に認識することができる。また、画面を見ている場合には、視覚と触覚の両面
から打ち間違いを認識することができるので、視覚と触覚の相互作用によって、打ち間違
いをしたということをより深く認識することが出来る。このように、本発明によれば、打
ち間違いを確実に認識することができ、その結果、打ち間違いが低減されるという効果が
期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態にかかるキーボード装置を示す平面図である。
【図２】図２は、同上のキーボード装置の要部を示す側面図である。
【図３】図３は、同上のキーボード装置の要部を示す断面図である。
【図４】図４は、同上のキーボード装置の要部を示す断面図である。
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【図５】図５は、同上のキーボード装置の要部を示す断面図である。
【図６】図６は、同上のキーボード装置の要部を示す斜視図である。
【図７】図７は、同上のキーボード装置を適用した情報機器を示す斜視図である。
【図８】図８は、同上のキーボード装置の変形例の要部を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明にかかるキーボード装置の実施の形態を図１～図８に基づいて詳細に説
明する。このキーボード装置１は、図７に示すように、ノートブック型パーソナルコンピ
ュータ（ノート型ＰＣと記す）等の情報処理機器１０１の入力装置として使用されるもの
である。情報処理機器１０１は、情報処理機器本体１０２と表示装置１０３とを有してい
る。表示装置１０３は、画像が表示される画面１０４を有している。
【００１７】
　図１は、本実施の形態におけるキーボード装置の平面図を示している。キーボード装置
１は、複数のキースイッチ２と、これらキースイッチ２が設置されている筐体３を有して
いる。キーボード装置１は、キースイッチ２を押下した際に、押下されたキースイッチ２
に対応する操作信号が出力されるものである。
【００１８】
　筐体３は、上面板３ａと連結部３ｂと支持板３ｃを有する。上面板３ａは、その表裏を
貫通する多数のキースイッチ用穴を有している。このキースイッチ用穴には、キースイッ
チ２が挿入される。連結部３ｂは、支持板３ｃと上面板３ａを連結固定するものである。
支持板３ｃは、キースイッチ２を支持するものである。支持板３ｃの上面にはメンブレン
シート５１が配設されている。
【００１９】
　メンブレンシート５１は、キースイッチ２の押下操作を電気信号にする。メンブレンシ
ート５１は、図示しない出力部に接続されており、この出力部から電気信号が外部に出力
されるようになっている。メンブレンシート５１は、配線パターン及び接点が印刷された
一対のシートを、一対のシートの接点同士が互いに対向するように、スペーサーシートを
介して重ねあわせたものである。メンブレンシート５１は、接点部分がキースイッチ２に
より押圧されることにより、一対のシートの接点同士が接続され、電気信号が発生するよ
うになっている。
【００２０】
　キースイッチ２は、その操作面が筐体３の表面に露出するように筐体３に並べて配設さ
れている。キースイッチ２の種類としては、アルファニューメリックキー２ａと制御キー
２ｂとがある。アルファニューメリックキー２ａは、表面に文字や数字や記号が印字され
たキーである。アルファニューメリックキー２ａが押下された際には、文字や数字や記号
に対応付けられる操作信号がキーボード装置１から出力される。アルファニューメリック
キー２ａは、図１に示すように、筐体３表面の中央部分、即ち、上面板３ａの中央部分に
配設されている。
【００２１】
　制御キー２ｂは、所謂ファンクションキーやスペースキーであり、筐体３の表面におい
て、アルファニューメリックキー２ａを囲むように配設されている。制御キー２ｂが押下
された際には、ＯＳやアプリケーションにおいて何らかの制御を行うための操作信号がキ
ーボード装置１から出力される。キーボード装置１には、制御キー２ｂとして、特に、ペ
ージアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂと複数のカーソルキー１２ａ，１２ｂ，
１２ｃ，１２ｄとが備えられている。
【００２２】
　カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、上カーソルキー１２ａと下カーソル
キー１２ｂと左カーソルキー１２ｃと右カーソルキー１２ｄとがある。カーソルキー１２
ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄが押下された際には、情報処理機器１０１の画面１０４に表
示されるカーソルを移動させる操作信号が出力される。各カーソルキー１２ａ，１２ｂ，
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１２ｃ，１２ｄは、それぞれ画面１０４における上下左右方向に対応している。即ち、各
カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、押下された際に出力される操作信号が
、画面１０４上に表示されるカーソルの画面１０４上における上下左右方向への移動にそ
れぞれ対応付けられる。また、上下左右の各カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２
ｄは、押下された際に出力される操作信号が、ウェブページ等の表示画像の上下左右方向
のスクロール操作にそれぞれ対応付けられる。
【００２３】
　各カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、図１に示すように、筐体３の正面
側に配設されている。カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、正面向かって左
側から、左カーソルキー１２ｃ、下カーソルキー１２ｂ、右カーソルキー１２ｄという順
番に並べて筐体３に配設されている。下カーソルキー１２ｂの背面側に上カーソルキー１
２ａが配設されている。上カーソルキー１２ａと下カーソルキー１２ｂは、隣接して配設
されている。一方、左カーソルキー１２ｃと下カーソルキー１２ｂとの間、及び下カーソ
ルキー１２ｂと右カーソルキー１２ｄとの間は、所定の間隔が空くように各カーソルキー
が配設されている。また、左カーソルキー１２ｃの背面側にページアップキー１１ａが配
設されており、右カーソルキー１２ｄの背面側にページダウンキー１１ｂが配設されてい
る。即ち、上カーソルキー１２ａの左側にページアップキー１１ａが配設され、上カーソ
ルキー１２ａの右側にページダウンキー１１ｂが配設されている。
【００２４】
　ページアップキー１１ａ及びページダウンキー１１ｂを押下した際には、画面１０４に
表示される表示画像をスクロールさせる操作信号が出力される。この操作信号は、ページ
アップキー１１ａの場合、例えばＷｅｂブラウザや文書作成用アプリや文書閲覧用アプリ
等における前ページ（上ページ）への移動操作や、上方向にある程度まとまった量（カー
ソルキーの場合よりも大きな量）スクロールする操作に割り当てられる。また、ページダ
ウンキー１１ｂの場合、次ページ（下ページ）への移動操作又は、下方向にある程度まと
まった量（カーソルキーの場合よりも大きな量）スクロールする操作に割り当てられる。
【００２５】
　続いて、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄとページアップキー１１ａとペ
ージダウンキー１１ｂのスイッチ構造について説明する。キースイッチ２は、キートップ
と、ガイド機構と、弾性部材とを有している。キートップは、キースイッチを押下する際
に、操作者が押圧する操作面を有する部分である。ガイド部材は、押下操作に伴うキート
ップの上下移動をガイドするものである。弾性部材は、キートップが押下された際に、キ
ートップを元の場所に復帰させるものである。
【００２６】
　カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄのキートップ２１は、矩形板状に形成さ
れた押下操作部２１ａと、この押下操作部２１ａの四辺から下方に延在する側壁部２１ｂ
とを有している。押下操作部の上面が操作面２１ｃとなっている。操作面２１ｃは平面状
に形成されている。そして、このキートップ２１の下側にガイド機構３０と弾性部材４１
が配設されている。
【００２７】
　カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄのガイド機構３０は、第一リンク部材３
１と第二リンク部材３２とを有している。第一リンク部材３１と第二リンク部材３２は、
図３に示すように、互いに交差するように配設されている。第一リンク部材３１と第二リ
ンク部材３２は、交差している部分の中心部において、軸３３を介して互いに連結され、
この軸３３を中心に回動するようになっている。第一リンク部材３１は、一端部が後述す
る筐体３の支持板３ｃに軸支され、他端部がキートップ２１の裏面に当接されている。第
二リンク部材３２は、一端部がキートップ２１に軸支され、他端部が支持板３ｃに当接さ
れ、支持板３ｃ上を摺動するようになっている。
【００２８】
　カーソルキーの弾性部材４１は、図４に示すように、ドーム状に形成され、内側天井部
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分に突起４２が形成されている。弾性部材４１は、ゴム製である。弾性部材４１は、図３
に示すように、メンブレンシート５１の接点上に立設されている。また、弾性部材４１は
、その頂部がキートップ２１の押下操作部２１ａの下面に当接しており、キートップ２１
を支持している。
【００２９】
　このように構成されたカーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、図４に示す通
常状態からキートップ２１を押下すると、第一リンク部材３１と第二リンク部材３２が、
軸３３を中心に互いに反対方向に回動するとともに、キートップ２１によって押圧された
弾性部材４１が凹むように弾性変形し、図５に示す状態となる。弾性部材４１の突起４２
は、メンブレンシート５１に当接して、メンブレンシート５１を押圧する。そうすると、
メンブレンシート５１の接点を閉じられ、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ
に対応する電気信号が出力される。また、キートップ２１は、ガイド機構３０が折り畳ま
れるように変形することにより、水平状態を維持しながら垂直に下降する。
【００３０】
　キートップ２１に対する押圧が解除されると弾性部材４１の弾性復元力によって、キー
トップ２１が元の位置に復帰する。同様に、ガイド機構３０もキートップ２１の復帰に伴
って元の状態に復帰する。当然、接点も開状態に復帰する。
【００３１】
　ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂのキートップ６１は、図２及び図４
に示すように、表面が凸曲面状に形成されている。即ち、操作面６１ａが凸曲面状に形成
されている。換言すると、キートップ６１は、山なり形状に形成されている。また、ペー
ジアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂは、図２に示すように、頂部が、カーソル
キー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの頂部よりも低くなるように配設されている。更に
、ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂは、奥行き方向の幅が、カーソルキ
ー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの奥行き方向の幅よりも小さく形成されている。
【００３２】
　ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂのガイド機構は、図６に示すように
、キートップ６１と一体に形成された片持ちヒンジ部７１によって構成されている。片持
ちヒンジ部７１は、一端部が筐体３の支持板３ｃに軸支され、他端部がキートップ６１と
一体に形成されている。
【００３３】
　ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂの弾性部材８１は、カーソルキーの
弾性部材４１よりも低いドーム形状に形成されている。従って、ページアップキー１１ａ
とページダウンキー１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄよりもキー
ストロークが短い。また、この弾性部材８１は、金属製である。弾性部材８１のドーム形
状の内側天井部分には、突起８２が形成されている。弾性部材８１は、図４に示すように
、後述するメンブレンシート５１の接点上に立設されている。また、弾性部材８１は、そ
の頂部がキートップ６１の下面に当接しており、キートップ６１を支持している。
【００３４】
　このように構成されたページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂは、図４に示
す状態からキートップ６１を押下すると、キートップ６１及び片持ちヒンジ部７１が、片
持ちヒンジ部７１の軸支されている一端部を中心に下方に回動する。その際には、キート
ップ６１によって弾性部材８１が押圧され、図５に示すように、弾性部材８１が凹むよう
に弾性変形する。また、弾性部材８１の突起８２が、メンブレンシート５１に当接して、
メンブレンシート５１を押圧する。そうすると、メンブレンシート５１の接点を閉じられ
、ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂの各キースイッチに対応する電気信
号が出力される。
【００３５】
　キートップ６１に対する押圧が解除されると弾性部材８１の弾性復元力によって、キー
トップ６１が元の位置に復帰する。同様に、ガイド機構３０もキートップ６１の復帰に伴
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って元の状態に復帰する。当然、接点も開状態に復帰する。
【００３６】
　ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，
１２ｃ，１２ｄとは、異なる材質の弾性部材８１及び異なるガイド機構３０及び異なるキ
ーストロークを有しているので、カーソルキーとは、荷重変位特性が異なる。即ち、押下
した際の感触が異なる。ここで、荷重変位特性とは、キートップ６１を押下する際のキー
トップ６１にかかる荷重と、押下方向の変位の関係によって決定されるものである。
【００３７】
　上述のようにページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂとカーソルキー１２ａ
，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄとが配置及び構成されているので、これらのキースイッチをブ
ラインドタッチによって操作する際には、ページアップキー１１ａ及びページダウンキー
１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄと異なる表面形状に形成されて
いるので、認識し易い。更に、ページアップキー１１ａ及びページダウンキー１１ｂは、
カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄと異なる押下感触となるように構成してい
るので、打ち間違いをした際には、その押下感触によって確実に打ち間違いをしたことを
認識することができる。
【００３８】
　尚、図８に示すように、ページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂを進むキー
８１ａ及び戻るキー８１ｂとしてもよい。進むキー８１ａは、押下した際に、ブラウザ上
の進むボタンを押した状態とする信号を出力する。戻るキー８１ｂは、押下した際に、ブ
ラウザ上のバックボタンを押した状態とする信号を出力する。即ち、本実施の形態におい
てページアップキー１１ａとページダウンキー１１ｂが配設されている位置に配設される
制御キーは、その制御キーを押下した際に発せられる操作信号が表示画像のスクロールや
表示画像の切り替え操作に対応付けられるものであればよい。
【００３９】
　尚、本実施の形態では、上カーソルキー１２ａの左側にページアップキー１１ａが配設
され、上カーソルキー１２ａの右側にページダウンキー１１ｂが配設されているが、上カ
ーソルキー１２ａの左側にページダウンキー１１ｂが配設され、上カーソルキー１２ａの
右側にページアップキー１１ａが配設されていてもよい。
【００４０】
　本実施の形態においては、操作面２１ｃは、平面状に形成されているが、凹面状に形成
してもよい。また、操作面２１ｃと操作面６１ａとの両方を凸曲面状或いは凹曲面状に形
成してもよい。その際は、操作面２１ｃと操作面６１ａの曲面の曲率半径を異なるように
して、ページアップキー１１ａ及びページダウンキー１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１
２ｂ，１２ｃ，１２ｄとの形状の違いを構成するようにするとよい。即ち、ページアップ
キー１１ａ及びページダウンキー１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２
ｄとキートップの表面形状が異なればよい。
【００４１】
　本実施の形態においては、ページアップキー１１ａ及びページダウンキー１１ｂのガイ
ド機構として、片持ちヒンジ部７１を採用しているが、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１
２ｃ，１２ｄと同様に、パンタグラフ式のガイド機構でもよい。また、その他のガイド機
構でもよい。本実施の形態においては、弾性部材４１はゴム製であるが、金属製等、他の
材質によって構成してもよい。同様に、本実施の形態において、弾性部材８１は金属製で
あるが、ゴム製等、他の材質によって構成してもよい。即ち、ページアップキー１１ａ及
びページダウンキー１１ｂは、カーソルキー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄと押下感触
が異なればよい。押下感触は、キーストローク、弾性部材の形状、材質、ガイド機構など
によって決定される。これらの要素は、押下感触が異なる範囲内で、適宜選択可能である
。
【符号の説明】
【００４２】
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１　　キーボード装置
１１ａ　　ページアップキー（制御キー）
１１ｂ　　ページダウンキー（制御キー）
１２ａ　　上カーソルキー
１２ｂ　　下カーソルキー
１２ｃ　　左カーソルキー
１２ｄ　　右カーソルキー

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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