
JP 5310325 B2 2013.10.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キートップを押下して接点を閉成させる複数のキースイッチを有するキーボード構造に
おいて、
　前記キートップ本体部と一体成形され、該キートップの全外周から突出するように突出
部を有するシート状部材を設け、
　キースイッチとキースイッチの間に配設されたフレーム部材を有し、前記シート状部材
の突出部と、該シート状部材のキートップに隣接するキートップのシート状部材の突出部
との間は、前記フレーム部材により覆われ、
　前記キートップの下部に配設され、キートップを上下動可能に支持するリンク部材、押
下されたキートップを元の位置に復帰させる復帰部材および前記接点を有するメンブレン
シートを覆うシート状弾性部材を有し、
　前記シート状弾性部材は、前記キートップに形成された枠状の固定部と、前記リンク部
材及び前記復帰部材の上部に配設された可動部材との間に固定されることを特徴とするキ
ーボード構造。
【請求項２】
　キートップを押下して接点を閉成させる複数のキースイッチを有するキーボード構造に
おいて、
　前記キートップ本体部と一体成形され、該キートップの全外周から突出するように突出
部を有するシート状部材を設け、
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　キースイッチとキースイッチの間に配設されたフレーム部材を有し、前記シート状部材
の突出部と、該シート状部材のキートップに隣接するキートップのシート状部材の突出部
との間は、前記フレーム部材により覆われ、
　前記キートップの下部に配設され、キートップを上下動可能に支持するリンク部材、押
下されたキートップを元の位置に復帰させる復帰部材および前記接点を有するメンブレン
シートを覆うシート状弾性部材を有し、
　前記フレーム部材は前記メンブレンシートの下部に配設されたバックプレートに熱溶着
により固定されることを特徴とするキーボード構造。
【請求項３】
　キートップを押下して接点を閉成させる複数のキースイッチを有するキーボード構造に
おいて、
　前記キートップ本体部と一体成形され、該キートップの外周端部から突出するように突
出部を有するシート状部材を設け、
　前記シート状部材は透光性の部材で形成され、前記キートップ側の面に入力用の文字又
は記号が印刷されることを特徴とするキーボード構造。
【請求項４】
　前記突出部は、前記キートップの全外周から突出する請求項３記載のキーボード構造。
【請求項５】
　キースイッチとキースイッチの間に配設されたフレーム部材を有し、前記シート状部材
の突出部と、該シート状部材のキートップに隣接するキートップのシート状部材の突出部
との間は、前記フレーム部材により覆われる請求項３記載のキーボード構造。
【請求項６】
　前記キートップの下部に配設され、キートップを上下動可能に支持するリンク部材、押
下されたキートップを元の位置に復帰させる復帰部材および前記接点を有するメンブレン
シートを覆うシート状弾性部材を有する請求項３記載のキーボード構造。
【請求項７】
　キートップを押下して接点を閉成させる複数のキースイッチを有するキーボード構造に
おいて、
　前記キートップ本体部と一体成形され、該キートップの全外周から突出するように突出
部を有するシート状部材を設け、
　キースイッチとキースイッチの間に配設されたフレーム部材を有し、前記シート状部材
の突出部と、該シート状部材のキートップに隣接するキートップのシート状部材の突出部
との間は、前記フレーム部材により覆われ、
　前記キートップの下部に配設され、キートップを上下動可能に支持するリンク部材、押
下されたキートップを元の位置に復帰させる復帰部材および前記接点を有するメンブレン
シートを覆うシート状弾性部材を有し、
　前記シート状弾性部材の、キートップとキートップの間の境界部に空気溝が形成される
ことを特徴とするキーボード構造。
【発明の詳細な説明】
【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
キーボードの構造に関し、特に照光機能を有するキーボード構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のキーボード構造として、例えば特許文献１（特開２００８－２９３９２２号公報
）に開示されるものがある。この文献に開示されるキーボード構造は防水性機能を有する
もので、キーキャップの下部にキートップとともに可動する可動板を配設するとともに、
キートップと可動板の間にシート状弾性部材を配設したものである。そして可動板の下部
に２つのリンク部材からなるリンク機構部、ラバードーム、メンブレンシートおよびバッ
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クプレートを配設した構造となっている。シート状弾性部材で機構部を覆うことにより、
機構部に対する防水性を持たせたものである。
【０００３】
　また照光機能を有するキーボード構造を示す文献として特許文献２（特開２００８－２
３５０６５号公報）には、簡単な構造で均一な照光状態を得るために、メンブレンシート
を支持するバックプレートに光透過性および光反射性を持たせることにより、バックプレ
ートに導光機能と基板機能を持たせた構造が開示されている。バックプレートに対向して
配置されたＬＥＤ光源から光が入力されると、バックプレートは入力された光をキートッ
プの方向へ導く。これによりキーキャップ上の文字や記号等が明るく照らされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９３９２２号公報
【特許文献２】特開２００８－２３５０６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されるキーボード構造においては、操作時に、キ
ートップとこれに隣接するキートップとの間に操作者の爪が入り込むことがあり、入り込
んだ爪を引き抜く際に爪がキートップに引っ掛かり、キートップを外してしまう惧れがあ
った。また特許文献１のキーボード構造では、キートップの裏面に円柱状の嵌合部が形成
され、この嵌合部に可動板が結合される構造となっているが、この嵌合部の厚さが厚いた
めに、照光機能を持たせた場合には照光が不均一になる惧れがあった。また上記特許文献
２に記載のキーボード構造においては、バックプレート全体から照光されるので、キート
ップとキートップの間から光が漏れるという問題があった。
【０００６】
　そこで本発明は、操作者の爪がキートップの間に入り込むことを防止するとともに、均
一な照光状態を得、照光漏れのないキーボード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のキーボード構造は、キートップを押下して接点を閉
成させる複数のキースイッチを有するキーボード構造において、前記キートップ本体部と
一体成形され、該キートップの全外周から突出するように突出部を有するシート状部材を
設け、キースイッチとキースイッチの間に配設されたフレーム部材を有し、前記シート状
部材の突出部と、該シート状部材のキートップに隣接するキートップのシート状部材の突
出部との間は、前記フレーム部材により覆われ、前記キートップの下部に配設され、キー
トップを上下動可能に支持するリンク部材、押下されたキートップを元の位置に復帰させ
る復帰部材および前記接点を有するメンブレンシートを覆うシート状弾性部材を有し、前
記シート状弾性部材は、前記キートップに形成された枠状の固定部と、前記リンク部材及
び前記復帰部材の上部に配設された可動部材との間に固定されることを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、キートップ本体部と一体成形され、該キートップの全外周から突出す
るように突出部を有するシート状部材を設け、キースイッチとキースイッチの間に配設さ
れたフレーム部材を有し、シート状部材の突出部と、シート状部材のキートップに隣接す
るキートップのシート状部材の突出部との間は、フレーム部材により覆われるようにした
ので、操作者の爪がキートップの間に入り込むことを防止でき、また均一な照光状態を得
ることができるとともに照光漏れを防止できる。さらにキートップの下部に配設され、キ
ートップを上下動可能に支持するリンク部材、押下されたキートップを元の位置に復帰さ
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せる復帰部材および前記接点を有するメンブレンシートを覆うシート状弾性部材を設け、
シート状弾性部材を、キートップに形成された枠状の固定部と、前記リンク部材及び前記
復帰部材の上部に配設された可動部材との間に固定するようにしたので、防水機能を持た
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１のキーボード構造を示す分解斜視図である。
【図２】実施例１のキーボード構造を示す断面図である。
【図３】キートップの変形例を示す斜視図である。
【図４】実施例１のシート状弾性部材を示す斜視図である。
【図５】実施例１のシート状弾性部材の境界部を示す断面図である。
【図６】溶着ピンの溶着状態を示す拡大図である。
【図７】実施例１におけるＬＥＤ配設部を示す詳細拡大図である。
【図８】フレームを示す切欠き斜視図である。
【図９】実施例２のキーボード構造を示す分解斜視図である。
【図１０】実施例２のキーボード構造を示す断面図である。
【図１１】実施例２のＬＥＤ配設部を示す詳細拡大図である。
【図１２】実施例３のキーボード構造を示す分解斜視図である。
【図１３】実施例３のキーボード構造を示す断面図である。
【図１４】実施例４のキーボード構造を示す分解斜視図である。
【図１５】実施例４のキーボード構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面にしたがって詳細に説明する。各図面に共通する要素
には同一の符号を付す。図１は本発明の実施例１のキーボード構造を示す分解斜視図であ
り、図２は実施例１のキーボード構造を示す断面図である。
【００１１】
　図１、図２において、実施例１のキースイッチ１００は、キートップ１２０と、キート
ップ１２０の下部に配設されるシート状弾性部材１２１、キートップ１２０とともにシー
ト状弾性部材１２１を固定する可動板１１１、可動板１１１に対して摺動可能に設けられ
た第１リンク部材１１２、可動板１１１に対して回転可能に設けられた第２リンク部材１
１３、可動板１１１が押下されることにより屈曲し、押下力が排除されると可動板１１１
を元の位置に復帰させるラバードーム（復帰部材）１１４、第１、第２リンク部材１１２
、１１３を保持するホルダー１１５、ラバードーム１１４の直下に接点部を有するメンブ
レンシート１１６、メンブレンシート１１６を支持するとともに導光機能を有するバック
プレート１１７、発光ダイオード（ＬＥＤ）が配設されるＬＥＤシート１１８およびフレ
ーム１２２とにより構成されている。
【００１２】
　キートップ１２０はキートップ本体部１２０ａと上部シート１２０ｂで構成され、上部
シート１２０ｂはキートップ本体部１２０ａと一体成形され、キートップ本体部１２０ａ
の外形に沿った形状に形成される。上部シート１２０ｂはポリカーボネートまたはＰＥＴ
（ポリエチレンテレフタレート）等を素材として形成される。上部シート１２０ｂの外周
端部にはキートップ本体部１２０ａより水平方向に突出するフランジ部（突出部）１２０
ｄが形成されている。本実施例ではフランジ部１２０ｄは図１に示すようにキートップ１
２０の全周に亘って設けられているが、図３に示すように必要に応じてキートップ１２０
の一側面にのみ設けるようにしてもよい。なお図３はキートップの変形例を示す斜視図で
ある。
【００１３】
　フランジ部１２０ｄは、図２に示すように、キートップ１２０の非押下時に後述するフ
レーム１２２の笠部１２２ａの裏側に接触するように配置される。このように配置された
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フランジ部１２０ｄおよびフレーム１２２の笠部１２２ａを有することにより、後述する
ように、キートップ１２０とそれに隣接するキートップ１２０の間を塞ぐことができる。
【００１４】
　上部シート１２０ｂの裏側（キートップ本体部１２０ａ側）には、指定された色（例え
ば黒）が文字部を除いて全面に印刷され（フランジ部１２０ｄも印刷される）、次に文字
部が指定された文字色（例えば白）で印刷されて文字印刷部１２０ｆが形成される。キー
トップ本体部１２０ａと上部シート１２０ｂが一体成形された時、上部シート１２０ｂお
よび印刷が切れない程度の傾斜を端部に形成してスカート部１２０ｅを形成する。文字印
刷部１２０ｆを上部シート１２０ｂの裏側に形成することにより、度重なる押下操作によ
り文字部の印刷が損傷することはない。なお印刷を上部シート１２０ｂの上部にタンポ、
シルク印刷する場合は、文字部以外の部分への印刷は行われない。
【００１５】
　キートップ本体部１２０ａの裏側には、シート状弾性部材１２１を固定するための固定
枠１２０ｃが形成されている。シート状弾性部材１２１の上部には被固定部１２１ａが形
成されており、この被固定部１２１ａが固定枠１２０ｃの内側に嵌め込まれ、さらに可動
板１１１の突状部１１１ｃにより下方から押えることにより、シート状弾性部材１２１が
位置決めおよび固定される。シート状弾性部材１２１は本実施例ではゴムにより形成され
、図４に示すように、キーボード全体に亘って１枚で構成され、その下方に位置する部材
（可動板１１１、第１リンク部材１１２、第２リンク部材１１３、ラバードーム１１４、
ホルダー１１５、メンブレンシート１１６、バックプレート１１７及びＬＥＤシート１１
８）を覆うように設けられる。図４はシート状弾性部材を示す斜視図である。
【００１６】
　上述のように、シート状弾性部材１２１は複数のキースイッチ１００に亘って配設され
るが、図５に示すように、シート状弾性部材１２１の、キースイッチとキースイッチの間
の境界部１２１ｃには空気溝１２１ｂが形成されている。空気溝１２１ｂは、シート状弾
性部材１２１の下側でキースイッチとそれに隣接するキースイッチの間で空気の流通を可
能にするもので、キートップ１２０が押下されたときに隣接するキースイッチ間で空気が
移動する。しかしながら空気溝１２１ｂは必ずしも必須なものではなく、シート状弾性部
材１２１の下側の空間がキートップ押下に影響を与えないほど広い場合には必要はない。
【００１７】
　可動板１１１の裏面には、第１リンク部材１１２の摺動ピン１１２ａを水平方向に摺動
可能に支持する摺動支持部１１１ａと、第２リンク部材１１３の回転ピン１１３ａを回転
可能に支持する回転支持部１１１ｂが設けられている。第１リンク部材１１２は、略枠状
に形成され、摺動ピン１１２ａのほかに、第２リンク部材１１３の支点孔１１３ｃ（図１
では片側にしか示していないが、支点孔１１３ｃは両側に設けられている。）に挿入され
るピン１１２ｃと、ホルダー１１５の支点部１１５ｂに回転可能に保持されるピン１１２
ｂを有する構成となっている。
【００１８】
　第２リンク部材１１３は、回転ピン１１３ａのほかに、第１リンク部材１１２のピン１
１２ｃが挿入される支点孔１１３ｃと、ホルダー１１５の摺動支持部１１５ｃにガイドさ
れて摺動するピン１１３ｂを有する。ラバードーム１１４は、可動板１１１の下部に配設
され、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、メンブレンシート１１
６の接点部１１６ｂを押下するための接点押下部１１４ａが下方に向けて突出形成されて
いる。第１リンク部材１１２と第２リンク部材１１３でリンク機構を構成する。
【００１９】
　ホルダー１１５は１キー単位に分割して枠状に形成され、ホルダー１１５には、第１リ
ンク部材１１２のピン１１２ｂを回転可能に支持するための支点部１１５ｂと、第２リン
ク部材１３のピン１１３ｂを摺動可能に支持する摺動支持部１１５ｃと、導光機能を持た
せたバックプレート１１７に形成された孔１１７ａに嵌入する複数の溶着ピン１１５ａが
設けられている。溶着ピン１１５ａの上部（基部）には、図２に示すように、フランジ部
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１１５ｄが形成されている。キースイッチを組み立てる場合、図６に示すように、溶着ピ
ン１１５ａをバックプレート１１７の孔１１７ａに嵌入した後、溶着ピン１１５ａの先端
部を熱溶着させ、二点鎖線で示すように、平板状にピン形状を変形させて孔１１７ａの下
部周囲に固定させる。これによりホルダー１１５は、溶着ピン１１５ａが下方に突出する
ことなく、バックプレート１１７に強固に固定される。なお図６は溶着ピンの溶着状態を
示す拡大図である。
【００２０】
　上記第１リンク部材１１２、第２リンク部材１１３およびホルダー１１５は、透明若し
くは半透明の材質で形成されている。メンブレンシート１１６は、ラバードーム１１４の
接点押下部１１４ａにより押下される接点部１１６ｂ（図１に示す）を有し、またホルダ
ー１１５のフランジ部１１５ｄが入り込む孔１１６ａが形成されている。メンブレンシー
ト１１６は、図示してはいないが、それぞれ可撓性を有する上部シートと下部シート、こ
れらの上部シートと下部シートに挟まれたスペーサシートから成り、このスペーサシート
には複数のキーに対応して複数の貫通穴が設けられている。貫通穴は上部シートと下部シ
ートの間に空間を形成し、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
１１７側の下部シートには固定接点が、ラバードーム１１４側の上部シートには可動接点
がそれぞれ設けられている。固定接点および可動接点により接点部１１６ｂを構成する。
【００２１】
　導光機能を有するバックプレート１１７は、透明もしくは透過性の高い樹脂等で形成さ
れ、光が屈折しながら内部を通過するようになっている。バックプレート１１７には、メ
ンブレンシート１１６の孔１１６ａに対応する複数の位置に、ホルダー１１５の溶着用ピ
ン１１５ａが嵌入する孔１１７ａが貫通するように設けられ、またＬＥＤ１１８ｂの配設
位置に対応した位置に貫通孔１１７ｃが設けられている。孔１１７ａはメンブレンシート
１１６の孔１１６ａより径が小さい径に設定されている。貫通孔１１７ｃの上部はＬＥＤ
１１８ｂから発せられる光が漏れないように遮蔽（反射）シール１１９が貼付される。
【００２２】
　遮蔽シール１１９は、ＬＥＤ１１８ｂより輝度が強く、ＬＥＤ１１８ｂの光がバックプ
レート１１７からメンブレンシート１１６側へ透ける位置に設けられる。またバックプレ
ート１１７には、反射部１１７ｂが形成されている。反射部１１７ｂは、内部反射された
光をキートップ１２０の方向へ反射させるもので、キートップ１２０の文字印刷部１２０
ｆに対応した位置に設けられ、したがって１つのキースイッチに複数の反射部１１７ｂが
設けられることもある。反射部１１７ｂはドット形状に印刷することにより形成される。
なお反射部１１７ｂをドット状の凹凸部として形成してもよい。
【００２３】
　ＬＥＤシート１１８には、ホルダー１１５の溶着ピン１１５ａに対応した位置に溶着孔
１１８ａが形成され、またバックプレート１１７の貫通孔１１７ｃに対応した位置にＬＥ
Ｄ１１８ｂが配設されている。溶着孔１１８ａはバックプレート１１７の孔１１７ａより
も充分大きく形成される。ＬＥＤ１１８ｂはＬＥＤシート１１８上の任意の位置に配設可
能である。ＬＥＤシート１１８の上面とバックプレート１１７の下面は粘着剤等で実装さ
れる。
【００２４】
　図７は実施例１におけるＬＥＤ配設部を示す詳細拡大図であり、メンブレンシート１１
６、バックプレート１１７、ＬＥＤシート１１８およびＬＥＤ１１８ｂを示している。図
７において、ＬＥＤシート１１８は下面ＬＥＤシート部１１８ｃと上面反射シート部１１
８ｄから構成される。下面ＬＥＤシート部１１８ｃの上側と上面反射シート部１１８ｄの
下側は接着される。上面反射シート部１１８ｄにはＬＥＤ１１８ｂに対応した孔１１８ｅ
が設けられる。下面ＬＥＤシート部１１８ｃにはＬＥＤ１１８ｂが配設され、シート状に
パターンが印刷されている。ＬＥＤ１１８ｂはボンディングされる。下面ＬＥＤシート部
１１８ｃと上面反射シート部１１８ｄは防水糊等で接着されることにより防水機能を有す
る。また上面反射シート部１１８ｄは、反射性を持つ素材を、透明のＰＥＴシートの上面
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または下面に印刷することにより反射機能を持たせることができる。ＬＥＤ１１８ｂは孔
を形成することなく実装できる。
【００２５】
　フレーム１２２は、図１に示すように、格子状に形成され、各孔１２２ｃにキートップ
１００が配設される。したがって孔１２２ｃはキートップ１２０の数だけ設けられる。図
８はフレームを示す切欠き斜視図である。図２及び図８に示すように、フレーム１２２は
、断面略Ｔ字状をしており、キートップ１２０のフランジ部１２０ｄを覆う笠部１２２ａ
と垂直部１２２ｄとで構成される。笠部１２２ａの下面は、キー押下されない時は、図１
に示すように、キートップ１２０のフランジ部１２０ｄの上面が接触する。接触力はラバ
ードーム１１４により得られる。これにより隣接するキートップ１２０の間に隙間が発生
しない構成とすることができる。
【００２６】
　フレーム１２２には任意の位置に複数の溶着ピン１２２ｂが形成されている。溶着ピン
１２２ｂは垂直部１２２ｄから下方へ突出するように形成され、シート状弾性部材１２１
に形成された孔１２１ｄ（図２に示す）に嵌入する。溶着ピン１２２ｂが孔１２１ｄに嵌
入すると、先端部がＬＥＤシート１１８より下方へ突出するが、固定する場合は、溶着ピ
ン１２２ｂの先端部を熱溶着することにより、図２に示すように変形させ、これにより垂
直部１２２ｄと溶着部との間でシート状弾性部材１２１の筒部１２１ｃを固定する。
【００２７】
　次に実施例1のスイッチ動作を説明する。図２において、キートップ１２０を上方から
任意の荷重で押下すると、キートップ１２０は下方に移動し、これによりラバードーム１
１４が屈曲し、ラバードーム１１４の接点押下部１１４ａが、メンブレンシート１１６の
図示しない接点部を押圧する。これによりスイッチ閉状態となる。またキートップ１２０
の押下により、シート１２０ｂのフランジ部１２０ｄがフレーム１２２のフランジ部１２
２ａから下方に離れる。また第１リンク部材１１２および第２リンク部材１１３により、
キートップ１２０の上部のどの部分を押下されても、キートップ１２０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。キートップ１２０への押下力を除去す
ると、ラバードーム１１４の復帰力によりキートップ１２０が上昇し、元に位置に戻る。
これにより上部シート１２０ｂのフランジ部１２０ｄがフレーム１２２のフランジ部１２
２ａの裏面に接触し、再びキートップ１２０とフレーム１２２の間が塞がれる。
【００２８】
　次に照光動作を説明する。図２において、図示しない電源によりＬＥＤ１１８ｂが点灯
されると、ＬＥＤ１１８ｂから発せられる光は、導光機能を有するバックプレート１１７
の内部を通過する。ＬＥＤ１１８ｂの上部は遮蔽シール１１９が設けられているので、Ｌ
ＥＤ１１８ｂから発せられた光は上方へ抜けることなく、遮蔽シール１１９で反射し、バ
ックプレート１１７内部を通過することになる。キートップ１２０の上部シート１２０ｂ
の裏側に形成された文字印刷部１２０ｆに対応した位置に設けられた反射部１１７ｂによ
り、光が反射され、反射した光はメンブレンシート１１６を介してキートップ１２０方向
へ照射される。
【００２９】
　メンブレンシート１１６は光透過性の材質で形成されており、光はメンブレンシート１
１６を通過し、さらにホルダー１１５およびラバードーム１１４を通過し、キートップ１
２０の裏面に到達する。キートップ１２０の文字印刷部１２０ｆは裏面から照光されるこ
とにより、上面から見て光って見える。
【００３０】
　以上のように実施例１によれば、キートップ１２０の上部シート１２０ｂに水平方向に
突出するフランジ部１２０ｄを形成したので、キー押下時に操作者の爪が隙間に入り込む
ことがなくなり、爪の挿入によるキートップ１２０のとり外れや誤入力が減少する効果が
得られる。またキートップ１２０の下側に物が入り込めないので、キートップ１２０が物
に引っ掛かることがなくなり、故意または偶然によるキートップ１２０の取り外しを防止
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することができる。また上部シート１２０ｂのフランジ部１２０ｄとフレーム１２２のフ
ランジ部１２２aとにより隣接するキートップ１２０の間の隙間を塞ぐようにしたので、
防水性を確保することができる。
【００３１】
　また本実施例では、上部シート１２０ｂとキートップ本体部１２０ａとを一体にしてキ
ートップ１２０を形成し、上部シート１２０ｂの裏面に文字印刷部１２０ｆを形成したの
で、キー操作頻度が多くなっても文字または記号の印刷が消えることがなく、キー表示を
良好に保持することができる。またキートップ本体部１２０ａと一体成形した上部シート
１２０ｂで隙間を塞ぐフランジ部１２０ｄを形成したので、キートップ１２０の全高を低
く抑えることができる。さらに、本実施例では、シート状弾性部材１２１で機構部の全体
を覆うようにしたので、とくにメンブレンシート１１６やＬＥＤシート１１８に対する防
水機能を持たせることができ、これらの部材を特に防滴化する必要がなくなり、コストを
低く抑えることが可能である。
【００３２】
　また本実施例では、キートップ１２０の上部シート１２０ｂのフランジ部１２０ｄとフ
レーム１２２のフランジ部１２２ａでキートップ１２０の隙間を塞ぐようにしたことから
、照光時の光漏れを防止することが可能となる。加えて、バックプレート１１７に導光板
としての機能を持たせたので、ベース部が薄くなり、非照光式のキーボードから照光式の
キーボードへの置き換えが容易になる効果がある。また部品点数が少なくなることから、
コストを抑えることができる。また照光式でもバックプレート１１７のみを実装すればよ
いので、従来の非照光式のキーボードと同じ工程でキーボードの製造が可能となる。
【００３３】
　次に本発明の実施例２を説明する。図９は実施例２のキーボード構造を示す分解斜視図
、図１０は実施例２のキーボード構造を示す断面図である。図９、図１０において、実施
例２のキースイッチ２００において、キートップ２２０、シート状弾性部材２２１、可動
板２１１、第１リンク部材２１２、第２リンク部材２１３、ラバードーム２１４、ホルダ
ー２１５およびフレーム２２２は上述の実施例１と同様の構成を有する。ホルダー２１５
の下部には、メンブレンシート２１６、ＬＥＤが配設されるＬＥＤシート２１８、バック
プレート２１７および反射シート２１９がこの順に配設されている。
【００３４】
　ＬＥＤシート２１８には、ホルダー２１５の溶着ピン２１５ａのフランジ部２１５ｄ（
図１０に示す）に対応した位置に孔２１８ａが形成されている。孔２１８ａは溶着ピン２
１５ａのフランジ部２１５ｄの径より大きい径に設定されている。またバックプレート２
１７の貫通孔２１７ｃに対応した位置にＬＥＤ２１８ｂが配設されている。ＬＥＤ２１８
ｂはＬＥＤシート２１８上の任意の位置に配設可能である。
【００３５】
　図１１は実施例２のＬＥＤ配設部を示す詳細拡大図である。図１１において、ＬＥＤシ
ート２１８は上面ＬＥＤシート部２１８ｃと下面反射シート部２１８ｄから構成されてい
る。上面ＬＥＤシート部２１８ｃの下側と下面反射シート部２１８ｄの上側は接着される
。下面反射シート部２１８ｄにはＬＥＤ２１８ｂに対応した孔２１８ｅが設けられる。上
面ＬＥＤシート部２１８ｃにはＬＥＤ２１８ｂが下向きに配設され、シート状にパターン
が印刷されている。ＬＥＤ２１８ｂはボンディングされる。上面ＬＥＤシート部２１８ｃ
と下面反射シート部２１８ｄは防水糊等で接着されることにより防水機能をもたせること
ができるが、本実施例では、シート状弾性部材２２１でＬＥＤシート２１８を覆うので、
必ずしも防水糊で接着する必要はない。
【００３６】
　また下面反射シート部２１８ｄは、反射性を持つ素材を、透明のＰＥＴシートの上面ま
たは下面に印刷することにより反射機能を持たせることができる。なおメンブレンシート
２１６が反射機能を持つ場合、必ずしも下面反射シート部２１８ｄに反射機能を持たせる
必要はない。そしてＬＥＤシート２１８に反射機能を持たせない場合は、ＬＥＤシート２
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１８は、上面ＬＥＤシート部２１８ｃのみの構成としてもよい。即ち、上面ＬＥＤシート
部２１８ｃがＬＥＤシート２１８そのものとなる。ＬＥＤシート２１８はメンブレンシー
ト２１６の下部に配設される。
【００３７】
　メンブレンシート２１６は、ラバードーム２１４の接点押下部２１４ａにより押下され
る接点部２１６ｂを有し、またホルダー２１５のフランジ部２１５ｄ（図１０に示す）が
入り込む孔２１６ａが形成されている。実施例１と同様に導光機能を有するバックプレー
ト２１７は、透明もしくは透過性の高い樹脂等で形成され、光が屈折しながら内部を通過
するようになっている。バックプレート２１７には、メンブレンシート２１６の孔２１６
ａおよびＬＥＤシート２１８の孔２１８ａに対応する複数の位置に、ホルダー２１５の溶
着用ピン２１５ａが嵌入する孔２１７ａが貫通するように設けられ、またＬＥＤ２１８ｂ
の配設位置に対応した位置に貫通孔２１７ｃが設けられている。孔２１７ａはメンブレン
シート２１６の孔２１６ａおよびＬＥＤシート２１８の孔２１８ａより径が小さい径に設
定されている。またバックプレート２１７には、反射部２１７ｂが形成されている。
【００３８】
　反射シート２１９はホルダー２１５の溶着ピン２１５ａに対応した位置に孔２１９ａが
設けられている。反射シート２１９はバックプレート２１７の下側に接着剤等で接着され
て配置可能であるので、必ずしも溶着ピン２１５ａで固着する必要はない。反射シート２
１９によりＬＥＤ２１８ｂから発せられる光をバックプレート２１７側に反射させる。
【００３９】
　実施例２のキー押下動作は上述の実施例１の動作と同様であるので、説明を省略する。
ここでは実施例２における照光動作を説明する。図１０において、図示しない電源により
ＬＥＤ２１８ｂが点灯されると、ＬＥＤ２１８ｂから発せられる光は、導光機能を有する
バックプレート２１７の内部を通過する。ＬＥＤ２１８ｂの下部は反射シート２１９が設
けられているので、ＬＥＤ２１８ｂから発せられた光は下方へ抜けることなく、反射シー
ト２１９で反射し、バックプレート２１７内部を通過することになる。またバックプレー
ト２１７の上部にはＬＥＤシート２１８もしくはメンブレンシート２１６に反射機能を持
たせているので、ＬＥＤ２１８ｂから発せられた光は上方へ抜けることなく、バックプレ
ート２１７内部を通過することになる。キートップ２２０の文字印刷部２２０ｆに対応し
た位置に設けられた反射部２１７ｂにより、光が反射され、反射した光はＬＥＤシート２
１８およびメンブレンシート２１６を介してキートップ２２０方向へ照射する。
【００４０】
　以下、実施例１と同様に、光はメンブレンシート２１６を通過し、さらにホルダー２１
５およびラバードーム２１４を通過して、キートップ２２０の裏面に到達する。キートッ
プ２２０の文字印刷部２２０ｆは裏面から照光されることにより、上面から見て光って見
える。
【００４１】
　以上のように実施例２では、上述した実施例１と同様の効果を奏する。それに加えて、
ＬＥＤ２１８ｂが下向きに設けられているので、キーボード上面に対するＬＥＤ２１８ｂ
の輝度の影響を少なくすることができる。またＬＥＤ２１８ｂが配設されるバックプレー
ト２１７の貫通孔２１７ｃを塞ぐための遮蔽シールを貼る必要はない。
【００４２】
　次に本発明の実施例３を説明する。図１２は実施例３のキーボード構造を示す分解斜視
図、図１３は実施例３のキーボード構造を示す断面図である。図１２、図１３において、
実施例３のキースイッチ３００において、キートップ３２０、シート状弾性部材３２１、
可動板３１１、第１リンク部材３１２、第２リンク部材３１３、ラバードーム３１４、ホ
ルダー３１５およびフレーム３２２は上述の実施例１および実施例２と同様の構成を有す
る。ホルダー３１５の下部には、メンブレンシート３１６、バックプレート３１７および
ＬＥＤシート３１８がこの順に配設されている。
【００４３】
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　メンブレンシート３１６は、ラバードーム３１４の接点押下部３１４ａにより押下され
る接点部３１６ｂを有し、またホルダー３１５の溶着ピン３１５ａが入り込む孔３１６ａ
が形成されている。導光機能を有するバックプレート３１７には、メンブレンシート３１
６の孔３１６ａに対応する複数の位置に、ホルダー３１５の溶着ピン３１５ａが嵌入する
孔３１７ａが貫通するように設けられ、またＬＥＤ３１８ｂの配設位置に対応した位置に
貫通孔３１７ｃが設けられている。またバックプレート３１７には打ち出し部３１７ｄが
形成され、孔３１７ａは、この打ち出し部３１７ｄに形成されている。孔３１７ａはメン
ブレンシート３１６の孔３１６ａより小さい径に設定されている。貫通孔３１７ｃの上部
はＬＥＤ３１８ｂから発せられる光が漏れないように遮蔽（反射）シール３１９が貼付さ
れる。
【００４４】
　遮蔽シール３１９は、ＬＥＤ３１８ｂより輝度が強く、ＬＥＤ３１８ｂの光がバックプ
レート３１７からメンブレンシート３１６側へ透ける位置に貼付される。またバックプレ
ート３１７には、反射部３１７ｂが形成されている。反射部３１７ｂはキートップ３２０
の文字印刷部３２０ｆに対応した位置に設けられ、ドット形状に印刷することにより形成
される。
【００４５】
　バックプレート３１７の打ち出し部３１７ｄの高さは、メンブレンシート３１６の厚さ
より若干高くなっている。打ち出し部３１７ｄの下部には空間が形成され、この空間にお
いてホルダー３１５の溶着ピン３１５ａの先端部が熱溶着される。したがって、溶着後の
状態においては、図１３に示すように、ＬＥＤシート３１８の孔を形成しなくても底面が
水平に保たれる。それでＬＥＤシート３１８には、実施例１のように、孔は設けられてい
ない。なおホルダー３１５の溶着ピン３１５ａにフランジ部は形成されていない。
【００４６】
　実施例３における組み立て動作および照光動作は第１の実施の形態と同様である。実施
例３によれば、上記実施例１の奏する効果に加えて、導光機能を有するバックプレート３
１７に打ち出し部３１７ｄを設けたことにより、ホルダー３１５の溶着ピン３１５ａの溶
着される先端部が打ち出し部３１７ｄの内部に入り込むので、溶着部がバックプレート３
１７の下方に突出することはない。ＬＥＤシート３１８に孔を設ける必要がないので防水
性も確保できる。
【００４７】
　次に本発明の実施例４を説明する。図１４は実施例４のキーボード構造を示す分解斜視
図、図１５は実施例４のキーボード構造を示す断面図である。図１４、図１５において、
実施例４のキースイッチ４００においては、キートップ４２０、シート状弾性部材４２１
、可動板４１１、第１リンク部材４１２、第２リンク部材４１３、ラバードーム４１４、
ホルダー４１５およびフレーム４２２は上述の実施例１と同様の構成を有する。ホルダー
４１５の下部には、メンブレンシート４１６、ＬＥＤが配設されるＬＥＤシート４１８、
バックプレート４１７および反射シート４１９がこの順に配設されている。
【００４８】
　メンブレンシート４１６およびＬＥＤシート４１８は、上記実施例２のメンブレンシー
ト２１６およびＬＥＤシート２１８と同様の構成を有する。導光機能を有するバックプレ
ート４１７には、メンブレンシート４１６の孔４１６ａに対応する複数の位置に、ホルダ
ー４１５の溶着ピン４１５ａが嵌入する孔４１７ａが貫通するように設けられ、またＬＥ
Ｄ４１８ｂの配設位置に対応した位置に貫通孔４１７ｃが設けられている。またバックプ
レート４１７には打ち出し部４１７ｄが形成され、孔４１７ａは、この打ち出し部４１７
ｄに形成されている。孔４１７ａはメンブレンシート４１６の孔４１６ａより小さい径に
設定されている。貫通孔４１７ｃの下部は遮蔽シールは貼付されない。またバックプレー
ト４１７には、ドット形状に印刷した反射部４１７ｂが形成されている。バックプレート
４１７の下部に設けられる反射シート４１９には、実施例２のように、孔は設けられてい
ない。
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【００４９】
　実施例３と同様に、バックプレート４１７の打ち出し部４１７ｄの高さは、メンブレン
シート４１６の厚さより若干高くなっている。打ち出し部４１７ｄの下部には空間が形成
され、この空間においてホルダー４１５の溶着ピン４１５ａの先端部が熱溶着される。し
たがって、溶着後の状態においては、図１５に示すように、ＬＥＤシート４１８の孔を形
成しなくても底面が水平に保たれる。それでＬＥＤシート４１８には、実施例２のように
、孔は設けられていない。
【００５０】
　実施例４における組み立て動作および照光動作は実施例２と同様である。実施例４によ
れば、上記実施例２の奏する効果に加えて、バックプレート４１７に打ち出し部４１７ｄ
を設けたことにより、溶着ピン４１５ａの溶着される先端部が打ち出し部４１７ｄの内部
に入り込むので、溶着部がバックプレート４１７の下方に突出することはない。反射シー
ト４１９に孔を設ける必要がないので防水性も確保できる。
【００５１】
　本発明は上記各実施例に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、
上記実施例２および実施例４においては、メンブレンシート２１６、４１６の下部にＬＥ
Ｄシート２１８、４１８を配置する構成としたが、この逆にＬＥＤシート２１８、４１８
の下部にメンブレンシート２１６、４１６を配置する構成としてもよい。この場合には、
メンブレンシート２１６、４１６にＬＥＤが嵌入する孔を設けるようにする。
【００５２】
　また、上記各実施例ではキートップを押下すると、シート１２０ｂ、２２０ｂ、３２０
ｂ、４２０ｂのフランジ部がフレームのフランジ部１２２ａ、２２２ａ、３２２ａ、４２
２ａから離れるので、シート１２０ｂ、２２０ｂ、３２０ｂ、４２０ｂのフランジ部とフ
レームのフランジ部１２２ａ、２２２ａ、３２２ａ、４２２ａの間に可撓性の膜状の部材
を設けるようにすることにより、キー押下時の防水性を確保することが可能となる。
【符号の説明】
【００５３】
１００、２００、３００、４００　キースイッチ
１２０、２２０、３２０、４２０　キートップ
１２０ｂ、２２０ｂ、３２０ｂ、４２０ｂ　上部シート
１２０ｄ、２２０ｄ、３２０ｄ、４２０ｄ　フランジ部
１２１、２２１、３２１、４２１　シート状弾性部材
１１１、２１１、３１１、４１１　可動板
１２２、２２２、３２２、４２２　フレーム
１２２ａ、２２２ａ、３２２ａ、４２２ａ　フランジ部
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