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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接点部が下部側に設けられたキー支持部材と、
　このキー支持部材に上下方向に移動可能に保持されて押圧操作によって前記接点部に接
離可能に接触するキー釦と、
　このキー釦のみに組み込まれ、このキー釦の動作に応じて磁石がコイルに対し相対的に
移動することにより前記コイルに電磁誘導起電力を発生させる発電部とを有し、
　前記キー釦は、前記キー支持部材に上下方向に移動可能に保持される筒状の釦本体部と
、この筒状の釦本体部内に上下方向に移動可能に取り付けられ且つ前記キー釦が押し下げ
られて前記接点部に接触した際に前記釦本体部に対し相対的に移動するスライダ部とを有
しており、前記発電部は、前記コイルが前記釦本体部内に設けられ、前記磁石が前記スラ
イダ部に設けられて前記コイルに対し相対的に移動することにより前記コイルに電磁誘導
起電力を発生させることを特徴とするキー入力装置。
【請求項２】
　前記発電部は、磁性材料からなるコアを備え、このコアの両側の先端部が互いに対向し
、この対向する両側の先端部間に対応する箇所に前記磁石が挿脱可能に移動すると共に、
前記コアの両側の各先端部が前記磁石の両極に対応し、この状態で前記コアが前記キー釦
の移動方向に対し直交する方向に配置され、このコアに前記コイルが巻き付けられている
ことを特徴とする請求項１に記載のキー入力装置。
【請求項３】
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　前記コイルは、前記磁石の一方の磁極に対応する前記コアの一方の先端部に巻き付けら
れた第１コイル部と、前記磁石の他方の磁極に対応する前記コアの他方の先端部に巻き付
けられた第２コイル部とを備えていることを特徴とする請求項１または２に記載のキー入
力装置。
【請求項４】
　前記発電部は、前記磁石に対しその移動方向に沿って前記コイルを複数個備えているこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のキー入力装置。
【請求項５】
　前記発電部は、前記キー釦の移動方向に沿って複数個設けられていることを特徴とする
請求項１～４のいずれかに記載のキー入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電子機器に用いられるキー入力装置に関し、更に詳しくは発電機能を有す
るキー入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、押圧操作によって発電をする発電装置には、特許文献１に記載されているように
、可撓性を有する圧電素子と、この圧電素子を屈曲自在に支持する支持部材と、座屈ばね
とを有し、圧電素子が指で押されて座屈ばねが座屈変形する際、およびこの座屈ばねが元
の形状に戻る際に、圧電素子が屈曲変形して発電するように構成されたものが知られてい
る。
【特許文献１】特開２００６－２６２５７５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような従来の発電装置は、キー入力装置の各キー釦として採用することにより、発
電機能付きキー入力装置として使用した場合、各キー釦に対応する圧電素子が屈曲変形し
て発電する構成であるから、発電効率が悪く、十分な発電能力が得られないばかりか、座
屈ばねが座屈変形する構成であるから、キー釦の操作性が悪いという問題がある。
【０００４】
　この発明が解決しようとする課題は、キー釦の操作性が良く、且つ効率良く発電するこ
とができるキー入力装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、接点部が下部側に設けられたキー支持部材と、このキー支持
部材に上下方向に移動可能に保持されて押圧操作によって前記接点部に接離可能に接触す
るキー釦と、このキー釦のみに組み込まれ、このキー釦の動作に応じて磁石がコイルに対
し相対的に移動することにより前記コイルに電磁誘導起電力を発生させる発電部とを有し
、前記キー釦は、前記キー支持部材に上下方向に移動可能に保持される筒状の釦本体部と
、この筒状の釦本体部内に上下方向に移動可能に取り付けられ且つ前記キー釦が押し下げ
られて前記接点部に接触した際に前記釦本体部に対し相対的に移動するスライダ部とを有
しており、前記発電部は、前記コイルが前記釦本体部内に設けられ、前記磁石が前記スラ
イダ部に設けられて前記コイルに対し相対的に移動することにより前記コイルに電磁誘導
起電力を発生させることを特徴とするキー入力装置を提供するものである。
【０００６】
　請求項２記載の発明では、前記発電部は、磁性材料からなるコアを備え、このコアの両
側の先端部が互いに対向し、この対向する両側の先端部間に対応する箇所に前記磁石が挿
脱可能に移動すると共に、前記コアの両側の各先端部が前記磁石の両極に対応し、この状
態で前記コアが前記キー釦の移動方向に対し直交する方向に配置され、このコアに前記コ
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イルが巻き付けられていることを特徴とする請求項１に記載のキー入力装置を提供するも
のである。
【０００７】
　請求項３記載の発明では、前記コイルは、前記磁石の一方の磁極に対応する前記コアの
一方の先端部に巻き付けられた第１コイル部と、前記磁石の他方の磁極に対応する前記コ
アの他方の先端部に巻き付けられた第２コイル部とを備えていることを特徴とする請求項
１または２に記載のキー入力装置を提供するものである。
【０００８】
　請求項４記載の発明では、前記発電部は、前記磁石に対しその移動方向に沿って前記コ
イルを複数個備えていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のキー入力装置
を提供するものである。
【０００９】
　請求項５記載の発明では、前記発電部は、前記キー釦の移動方向に沿って複数個設けら
れていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のキー入力装置を提供するもの
である。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、キー釦を押圧操作すると、キー釦が下側に移動して接点部を導通さ
せることができると共に、このキー釦の動作に応じて発電部の磁石がコイルに対し相対的
に移動し、この磁石の相対的な移動によってコイルに電磁誘導起電力を発生させて発電す
ることができ、また押圧操作されたキー釦が元の位置に戻る際にも、そのキー釦の動作に
応じて発電部の磁石がコイルに対し上記と逆方向に相対的に移動し、この磁石の逆方向へ
の相対的な移動によってもコイルに電磁誘導起電力を発生させて発電することができる。
このため、キー釦を押圧操作した際、発電部がキー釦の動作を妨げることがないので、キ
ー釦の操作性が良く、またキー釦の動作によって発電部を効率良く発電させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（実施形態１）
　以下、図１～図９を参照して、この発明を適用したキー入力装置の実施形態１について
説明する。
　このキー入力装置は、図１に示すように、キーボードケース１を備えている。このキー
ボードケース１には、「アルファベット」や「ひらがな」などの文字キー、テンキー、カ
ーソルキー、ファンクションキーなどの各種キーのキー釦２が縦横に多数配列されている
。また、このキーボードケース１内には、図２～図４に示すように、多数のキー釦２を保
持するためのキー支持部材３が設けられている。
【００１６】
　このキー支持部材３は、図２～図４に示すように、キーボードケース１内に設けられた
支持部本体４と、この支持部本体４の下側に配置された接点部５とを備えている。支持部
本体４は、ほぼ平板状に形成され、多数のキー釦２にそれぞれ対応する箇所（図２～図４
では１つのキー釦２に対応する箇所のみを示す）に、各キー釦２をそれぞれ上下方向に移
動可能に保持するためのガイド支持部６が縦横に多数配列された状態で形成されている。
【００１７】
　このガイド支持部６は、図２～図４に示すように、支持部本体４の上下に貫通して形成
された四角形状の孔部６ａと、この四角形状の孔部６ａにおける４つの辺部の各中間部分
にそれぞれ上方に突出して形成された４つの支持突起６ｂとを備え、この４つの支持突起
６ａで後述するキー釦２の釦本体部１１を上下方向に移動可能に保持するように構成され
ている。また、支持部本体４の下面には、接点部５を取り付けるための支持リブ４ａが設
けられている。
【００１８】
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　接点部５は、支持部本体４とほぼ同じ大きさに形成されたスイッチ基板７と、このスイ
ッチ基板７の上面に設けられて支持部本体４の各孔部６ａにそれぞれ対応する一対の固定
接点８とを備えている。この接点部５は、図２および図３に示すように、一対の固定接点
８を除く箇所のスイッチ基板７が支持部本体４の支持リブ４ａの下端部に取り付けられ、
この状態で後述するキー釦２の可動接点１５が一対の固定接点８に接触した際に、一対の
固定接点８が互いに導通するように構成されている。
【００１９】
　一方、キー釦２は、図２および図３に示すように、キーボードケース１の上方に突出す
るキートップ１０と、このキートップ１０の下側に設けられたほぼ筒状の釦本体部１１と
、この釦本体部１１を上方に向けて付勢するためのばね部材１２とを備えている。この場
合、キートップ１０は、その上部がほぼ四角形状に形成され、この四角形状の周囲に斜め
下側に向けて傾斜するスカート部１０ａが形成された構成になっている。
【００２０】
　釦本体部１１は、図２～図４に示すように、ほぼ四角形の角筒状に形成され、キー支持
部材３のガイド支持部６に上下方向に移動可能に保持されるように構成されている。すな
わち、この釦本体部１１は、図２～図４に示すように、その４つの側面がガイド支持部６
の４つの支持突起６ｂにそれぞれ接触した状態で上下方向に摺動可能に配置され、この状
態でばね部材１２によって上方に付勢され、釦本体部１１の下端部に設けられたフック部
１１ａがガイド支持部６の孔部６ａの縁部に設けられた係止凹部６ｃに係止されることに
より、上方に抜け出さないように構成されている。
【００２１】
　また、この釦本体部１１は、図２および図３に示すように、キートップ１０の下面に密
着して取り付けられると共にばね部材１２を収納するするばね収納取付部１１ｂを備え、
このばね収納取付部１１ｂの内周側の下部がガイド支持部６の外周に沿って上下方向に移
動するように構成されている。ばね部材１２は、コイルばねであり、釦本体部１１のばね
収納取付部１１ｂ内に配置され、この状態でばね部材１２の下端部がガイド支持部６の上
部に弾接すると共に、ばね部材１２の上端部がばね収納取付部１１ｂ内の上部下面に弾接
することにより、キー釦２を上方に向けて付勢するように構成されている。
【００２２】
　そして、この釦本体部１１には、図２および図３に示すように、その内部を上下に仕切
る仕切部１３が設けられており、この仕切部１３には、その中心に設けられた円形のガイ
ド孔１３ａに挿入するスライダ部１４が上下方向に移動可能に設けられている。このスラ
イダ部１４は、円柱状に形成され、その上部が仕切部１３のガイド孔１３ａを通して釦本
体部１１内の上側に突出し、この上側に突出した上部に頭部１４ａが設けられ、この頭部
１４ａが仕切部１３のガイド孔１３ａよりも大きく形成されていることにより、仕切部１
３の下側に抜け出ないように構成されている。
【００２３】
　また、このスライダ部１４は、その下部が仕切部１３のガイド孔１３ａを通して釦本体
部１１内の下側に突出し、この下側に突出した下端部に可動接点１５が設けられ、この可
動接点１５が接点部５のスイッチ基板７に設けられた一対の固定接点８に接離可能に接触
するように構成されている。この場合、スライダ部１４は、その上部の頭部１４ａと釦本
体部１１内の上部下面との間に補助ばね１６が設けられ、この補助ばね１６によって下方
に向けて付勢されている。
【００２４】
　これにより、キー釦２は、図２に示す状態で、キートップ１０がばね部材１２のばね力
に抗して上方から押されると、釦本体部１１がキー支持部材３のガイド支持部６でガイド
されながらキートップ１０およびスライド部１４と共に下側に移動し、このスライダ部１
４の可動接点１５が接点部５のスイッチ基板７に設けられた一対の固定接点８に接触して
一対の固定接点８を導通させるように構成されている。
【００２５】
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　また、このキー釦２は、スライダ部１４の可動接点１５がスイッチ基板７の一対の固定
接点８に接触した状態で、更にキートップ１０がばね部材１２のばね力に抗して押し下げ
られると、図３に示すように、キートップ１０と釦本体部１１とが下側に移動しても、ス
ライダ部１４はスイッチ基板７に当接して下側への移動が停止するため、釦本体部１１が
補助ばね１６を圧縮させながら下側に移動し、この下側に移動する釦本体部１１に対しス
ライダ部１４が相対的に上方に移動するように構成されている。
【００２６】
　さらに、このキー釦２は、キートップ１０から外力が取り除かれると、ばね部材１２と
補助ばね１６との両者のばね力によって釦本体部１１がキー支持部材３のガイド支持部６
でガイドされながらキートップ１０と共に上方に移動するが、スライダ部１４は補助ばね
１６でスイッチ基板７に押し付けられて移動しないため、釦本体部１１に対し相対的に下
方に移動し、スライダ部１４の頭部１４ａの下部に設けられた後述する発電部１７の磁石
１８が仕切部１３の上面に当接すると、スライダ部１４もキートップ１０および釦本体部
１１と共に上方に移動して、図２に示す元の位置に戻るように構成されている。
【００２７】
　ところで、このキー釦２の内部には、図２～図４に示すように、発電部１７が設けられ
ている。この発電部１７は、磁石１８、コイル１９、コア２０を備え、これらがキー釦２
に組み込まれている。すなわち、磁石１８は、図４～図７に示すように、その両端にＮ極
とＳ極との両極を有する角棒状に形成され、キー釦２のスライダ部１４における頭部１４
ａの下側に設けられ、その両極がそれぞれ頭部１４ａよりも側方に突出し、この状態でス
ライド部１４と共に上下方向に移動するように構成されている。
【００２８】
　コア２０は、磁性材料からなり、図４～図７に示すように、その全体がほぼコ字形状に
形成されている。このコア２０は、その両側の各先端部が互いに対向し、この対向する両
側の先端部間に磁石１８が非接触状態で挿脱可能に移動すると共に、コア２０の両側の先
端部が磁石１８の両極に対応し、この状態でキー釦２の移動方向つまりキー釦２のスライ
ダ部１４と共に移動する磁石１８の移動方向に対し直交する方向に配置され、これにより
磁石１８によって発生する磁界を誘導して磁束密度を高めるように構成されている。
【００２９】
　すなわち、このコア２０は、図６に点線で示すように、両側の先端部間に磁石１８が位
置した際に、磁石１８によってコア２０内に磁界が発生し、キー釦２が押されてスライダ
部１４が相対的に上方に移動する際、磁石１８が図６に実線で示すように両側の先端部間
から上方に向けて相対的に移動することにより、コア２０に発生する磁界が次第に減衰す
るように構成されている。また、このコア２０は、図７に示すように、磁石１８が両側の
先端部間の上方に離れた状態からキー釦２が元の位置に戻る際に、スライダ部１４が相対
的に下方に移動して磁石１８がコア２０の先端部間に向けて移動することにより、コア２
０に発生する磁界が次第に増大するように構成されている。
【００３０】
　一方、コイル１９は、図４～図７に示すように、磁石１８の一方の磁極であるＮ極に対
応するコア２０の一方の先端部（図５（ａ）、（ｂ）では左側の先端部）に巻き付けられ
た第１コイル部２１と、磁石１８の他方の磁極であるＳ極に対応するコア２０の他方の先
端部（図５（ａ）、（ｂ）では右側の先端部）に巻き付けられた第２コイル部２２とを備
えている。この場合、第１、第２の各コイル部２１、２２は、その巻き数がほぼ同じであ
ると共に、巻き方向も同じに形成され、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、その
両者が１本の巻線１９ａによって連続した構成になっている。
【００３１】
　これにより、コイル１９は、磁石１８がコア２０の先端部間から離れる際に、図６に示
すように、第１、第２の各コイル部２１、２２に電磁誘導起電力が発生する。このときの
電磁誘導起電力は、磁石１８がコア２０の先端部間から離れるため、第２コイル部２２側
から第１コイル部２１側に向けて電流が流れる谷形状波形の負の電力（図９（ａ）参照）
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となる。また、このコイル１９は、磁石１８がコア２０の先端部間に移動してくる際に、
図７に示すように第１、第２の各コイル部２１、２２に上記と逆向きの電磁誘導起電力を
発生する。このときの電磁誘導起電力は、磁石１８がコア２０の先端部間に移動してくる
ため、第１コイル部２１側から第２コイル部２２側に向けて電流が流れる山形状波形の正
の電力（図９（ａ）参照）となる。
【００３２】
　また、このコイル１９は、図５～図７に示すように、第１、第２の各コイル部２１、２
２が１本の巻線１９ａで連続した構成になっていることにより、この巻線１９ａの両端部
が、図２～図４に示すように、キー釦２の釦本体部１１とキー支持部材３のガイド支持部
６とに設けられた接続部材２３を介して後述する電子回路のスイッチ回路部２５に接続さ
れるように構成されている。すなわち、接続部材２３は、キー釦２の釦本体部１１の外周
面に設けられた一対の摺動接点２３ａと、キー支持部材３のガイド支持部６の内面に設け
られて一対の摺動接点２３ａが上下方向に摺動する一対の接続接点２３ｂとを備えている
。
【００３３】
　この場合、一対の摺動接点２３ａは、図２～図４に示すように、キー釦２の釦本体部１
１の外周面にその軸方向（図２では上下方向）に長く形成され、コイル１９の巻線１９ａ
の両端部がそれぞれ接続されている。また、一対の接続接点２３ｂは、キー支持部材３の
ガイド支持部６の内面にその軸方向（図２では上下方向）に長く形成され、キー釦２の押
圧操作に応じて一対の摺動接点２３ａが常に接触した状態で上下方向に摺動するように構
成されている。この一対の接続接点２３ｂは、それぞれ後述する電子回路のスイッチ回路
部２５に接続されている。
【００３４】
　次に、図８および図９を参照して、この発電部１７の回路構成について説明する。
　この発電部１７は、スイッチ回路部２５、平滑回路部２６、蓄電部２７を備えている。
この場合、第１、第２の各コイル部２１、２２を備えたコイル１９には、図９（ａ）に示
すように、キー釦２が押された際に磁石１８がコア２０の両側の各先端部間から離れるこ
とにより谷形状波形（負）の電磁誘導起電力と、押圧されたキー釦２が元の位置に戻る際
に磁石１８がコア２０の両側の各先端部間に移動してくることにより上記とは逆の向きで
ある山形状波形（正）の電磁誘導起電力とが発生する。
【００３５】
　スイッチ回路部２５は、整流器およびブリッジ回路を有し、コイル１９に発生した２種
類の波形の電磁誘導起電力が与えられ、図９（ｂ）に示すように、キー釦２が押された際
にコイル１９に発生した谷形状波形（負）の電磁誘導起電力を逆向きの山形状波形（正）
に整形するものである。平滑回路部２６は、図９（ｃ）に示すように、スイッチ回路部２
５で整形された波形の電磁誘導起電力を平滑化して直流電流にするものである。蓄電部２
７は、コンデンサなどであり、平滑回路部２６で平滑化された電力を蓄えるものである。
【００３６】
　このようなキー入力装置によれば、１つのキー釦２を押圧操作すると、そのキー釦２が
下側に移動して接点部５を導通させることができると共に、このキー釦２の動作に応じて
発電部１７の磁石１８がコイル１９に対し相対的に移動し、この磁石１８の相対的な移動
によってコイル１９に電磁誘導起電力を発生させて発電することができ、また押圧操作さ
れたキー釦２が元の位置に戻る際にも、そのキー釦２の動作に応じて発電部１７の磁石１
８がコイル１９に対し上記とは逆方向に相対的に移動し、この磁石１８の逆方向への相対
的な移動によってもコイル１９に電磁誘導起電力を発生させて発電することができる。
【００３７】
　すなわち、キー釦２を押圧操作すると、キー釦２の釦本体部１１がばね部材１２のばね
力に抗してキー支持部材３のガイド支持部６でガイドされながら、キートップ１０および
スライド部１４と共に下側に移動し、このスライダ部１４の下端部に設けられた可動接点
１５が接点部５のスイッチ基板７に設けられた一対の固定接点８に接触して一対の固定接
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点８を導通させることができ、これによりスイッチ信号を得ることができる。
【００３８】
　この状態で、更にキー釦２がばね部材１２のばね力に抗して押し下げられると、図３に
示すように、キートップ１０と釦本体部１１とが下側に移動しても、スライダ部１４はス
イッチ基板７に当接して下側に移動しないため、スライダ部１４が補助ばね１６を圧縮さ
せながら釦本体部１１に対し相対的に上方に移動する。このときに、磁石１８がコア２０
の両側の先端部間から上方に離れるので、図６に示すように、コア２０に発生する磁界が
次第に減衰し、この磁界の変化に応じてコイル１９の第１、第２の各コイル２１、２２に
電磁誘導起電力が発生する。
【００３９】
　また、キー釦２のキートップ１０から外力が取り除かれると、ばね部材１２と補助ばね
１６との両者のばね力によって釦本体部１１がキー支持部材３のガイド支持部６でガイド
されながらキートップ１０と共に上方に移動する。このときには、図３に示すように、ス
ライダ部１４が補助ばね１６によって押し下げられて上方に移動しないため、スライダ部
１４は釦本体部１１に対し相対的に下方に移動する。
【００４０】
　このときには、磁石１８がコア２０の両側の先端部間に向けて移動するので、コア２０
に発生する磁界が次第に増大し、この磁界の変化に応じてコイル１９の第１、第２の各コ
イル２１、２２に電磁誘導起電力が発生する。そして、スライダ部１４における頭部１４
ａの下側に設けられた磁石１８が仕切部１３の上面に当接すると、スライダ部１４がキー
トップ１０および釦本体部１１と共に上方に移動して、図２に示すように、キー釦２が元
の位置に戻る。
【００４１】
　このように、このキー入力装置では、キー釦２を押圧操作した際、発電部１７がキー釦
２の動作に影響を与えることがないので、キー釦２の操作性が良い。すなわち、発電部１
７は、磁石１８、コイル１９、コア２０の全てがキー釦２に組み込まれていると共に、ス
ライダ部１４に設けられた磁石１８がコア２０の両側の先端部間およびこの両側の先端部
にそれぞれ巻き付けられた第１、第２の各コイル２１、２２に対し非接触状態で上下方向
に移動するので、キー釦２の上下動作を妨げることがなく、押圧操作に応じてキー釦２を
円滑に上下方向に移動させることができる。
【００４２】
　この場合、キー釦２は、キー支持部材３のガイド支持部６に接点部５に対する接離方向
に移動可能に保持される釦本体部１１と、この釦本体部１１内の仕切部１３に接点部５に
対する接離方向に移動可能に取り付けられて接点部５の一対の固定接点８に接触した際に
釦本体部１１に対し相対的に移動するスライダ部１４とを有しているので、押圧操作に応
じて磁石１８をコイル１９に対し相対的に移動させることができる。これにより、キー釦
２を押圧操作した際には、発電部１７の磁石１８をコイル１９から離れる方向に移動させ
ることができ、また押圧されたキー釦２が元の位置に戻る際には、発電部１７の磁石１８
をコイル１９に近づける方向に移動させることができる。
【００４３】
　また、発電部１７は、磁性材料からなるコア２０を備え、このコア２０の両側の先端部
が互いに対向し、この対向する両側の先端部間に磁石１８が非接触状態で挿脱可能に移動
すると共に、このコア２０の両側の各先端部が磁石１８の両極に対応し、この状態でコア
２０がキー釦２の移動方向に対し直交する方向に配置し、このコア２０にコイル１９を巻
き付けた構成であるから、コア２０によって磁石１８の磁界を確実に且つ効率良くコイル
１９内に誘導することができると共に、コイル１９内を通過する磁束密度を高めることが
できる。これにより、発電部１７で効率良く発電させることができる。
【００４４】
　この場合、コイル１９は、磁石１８の一方の磁極であるＮ極に対応するコア２０の一方
の先端部に巻き付けられた第１コイル部２１と、磁石１８の他方の磁極であるＳ極に対応
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するコア２０の他方の先端部に巻き付けられた第２コイル部２２とを備えているので、磁
石１８の移動に応じて第１、第２の各コイル部２１、２２内を通過する磁束密度を効率良
く変化させることができ、これにより第１、第２の各コイル部２１、２２に効率良く電磁
誘導起電力を発生させることができる。これによっても、発電部１７で効率良く発電させ
ることができる。
【００４５】
　このように、このキー入力装置では、キーボードケース１に多数のキー釦２が配列され
、これら多数のキー釦２がそれぞれ押圧操作によって各発電部１７で発電するので、この
多数のキー釦２を順次押圧操作して情報を入力する際に、その入力作業中に各キー釦２の
発電部１７で順次連続して発電することができ、これにより多くの電力を得ることができ
る。
【００４６】
　なお、上記実施形態１では、コイル１９が、第１、第２の各コイル部２１、２２を備え
、この第１、第２の各コイル部２１、２２をコア２０の両側の各先端部にそれぞれ巻き付
けた構成である場合について述べたが、これに限らず、例えば図１０（ａ）および図１０
（ｂ）に示すように、コア２０の中間部に１つのコイル２８を巻き付けた構成でも良い。
この場合には、実施形態１のコイル１９よりも、コイル２８の巻き数を多くすることがで
きるので、これによっても、効率良く電磁誘導起電力を発生させて発電することができる
。
【００４７】
（実施形態２）
　次に、図１１～図１４を参照して、この発明を適用したキー入力装置の実施形態２につ
いて説明する。なお、図１～図９に示された実施形態１と同一部分には同一符号を付して
説明する。
　このキー入力装置は、第１、第２の各発電部３１、３２を１つのキー釦２に組み付けた
構成であり、これ以外は実施形態１とほぼ同じ構成になっている。
【００４８】
　すなわち、第１発電部３１は、図１１および図１２に示すように、１つの第１磁石３３
と、２組のコイル３４、３５と、２つのコア３６、３７とを備え、実施形態１の発電部１
７と同様、キー釦２の釦本体部１１内における仕切部１３の上側に配置されている。この
場合、第１磁石３３は、実施形態１と同様、キー釦２のスライダ部１４における頭部１４
ａの下側に設けられている。
【００４９】
　この第１発電部３１の２つのコア３６、３７は、実施形態１のコア２０と同様、それぞ
れ磁性材料からなり、その全体がそれぞれほぼコ字形状に形成され、キー釦２の移動方向
である上下方向に重なって配置されている。この２つのコア３６、３７は、それぞれ各両
側の各先端部が互いに対向し、この対向した両側の先端部間に第１磁石３３が非接触状態
で挿脱可能に移動すると共に、各両側の先端部がそれぞれ第１磁石３３の両極に対応し、
この状態でキー釦２の移動方向つまりキー釦２のスライダ部１４と共に移動する第１磁石
３３の移動方向に対し直交する方向に配置され、これにより第１磁石３３によって発生す
る磁界を誘導して磁束密度を高めるように構成されている。
【００５０】
　また、第１発電部３１の２組のコイル３４、３５のうち、１組目のコイル３４は、第１
磁石３３の一方の磁極であるＮ極に対応する下側のコア３６における一方の端部（図１１
では下部左側の先端部）に巻き付けられた第１コイル部３４ａと、第１磁石３３の他方の
磁極であるＳ極に対応する下側のコア３６における他方の先端部（図１１では下部右側の
先端部）に巻き付けられた第２コイル部３４ｂとを備えている。
【００５１】
　２組目のコイル３５は、第１磁石３３の一方の磁極であるＮ極に対応する上側のコア３
７における一方の先端部（図１１では上部左側の先端部）に巻き付けられた第１コイル部
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３５ａと、第１磁石３３の他方の磁極であるＳ極に対応する上側のコア３７における他方
の先端部（図１１では上部右側の先端部）に巻き付けられた第２コイル部３５ｂとを備え
ている。
【００５２】
　これにより、２組のコイル３４、３５のうち、１組目のコイル３４は、実施形態１と同
様、その巻き数がほぼ同じであると共に、巻き方向も同じに形成され、図１３に示すよう
に、その両者が１本の巻線３４ｃによって連続した構成になっている。この１組目のコイ
ル３４は、第１磁石３３が下側のコア３６における両側の先端部間から離れる際に、谷形
状波形（負）の電磁誘導起電力を発生すると共に、第１磁石３３が下側のコア３６におけ
る両側の先端部間に移動してくる際に、逆向きである山形状波形（正）の電磁誘導起電力
を発生するように構成されている。
【００５３】
　また、２組目のコイル３５も、実施形態１と同様、その巻き数がほぼ同じであると共に
、巻き方向も同じに形成され、図１３に示すように、その両者が１本の巻線３５ｃによっ
て連続した構成になっている。この２組目のコイル３５は、第１磁石３３が上側のコア３
７における両側の先端部間に移動してくる際に、逆向きである山形状波形（正）の電磁誘
導起電力を発生すると共に、第１磁石３３が上側のコア３７における両側の先端部間から
離れる際に、谷形状波形（負）の電磁誘導起電力を発生するように構成されている。
【００５４】
　一方、第２発電部３２は、図１１および図１２に示すように、１つの第２磁石３８と、
２組のコイル４０、４１と、２つのコア４２、４３とを備え、キー釦２の釦本体部１１内
における仕切部１３の下側に配置されている。この場合、第２磁石３８は、キー釦２のス
ライダ部１４の下部側に設けられている。２つのコア４２、４３は、第１発電部３１のコ
ア３６、３７と同様、それぞれ磁性材料からなり、その全体がほぼコ字形状に形成され、
キー釦２の移動方向である上下方向に重なって配置されている。
【００５５】
　すなわち、この２つのコア４２、４３も、図１１および図１２に示すように、それぞれ
各両側の各先端部が互いに対向し、この対向した両側の先端部間に第２磁石３８が非接触
状態で挿脱可能に移動すると共に、各両側の先端部がそれぞれ第２磁石３８の両極に対応
し、この状態でキー釦２の移動方向つまりキー釦２のスライダ部１４と共に移動する第２
磁石３８の移動方向に対し直交する方向に配置され、これにより第２磁石３８によって発
生する磁界を誘導して磁束密度を高めるように構成されている。
【００５６】
　また、第２発電部３２の２組のコイル４０、４１のうち、１組目のコイル４０は、第２
磁石３８の一方の磁極であるＮ極に対応する下側のコア４２における一方の先端部（図１
１では下部左側の先端部）に巻き付けられた第１コイル部４０ａと、第２磁石３８の他方
の磁極であるＳ極に対応する下側のコア４２における他方の先端部（図１１では下部右側
の先端部）に巻き付けられた第２コイル部４０ｂとを備えている。
【００５７】
　２組目のコイル４１は、第２磁石３８の一方の磁極であるＮ極に対応する上側のコア４
３における一方の先端部（図１１では上部左側の先端部）に巻き付けられた第１コイル部
４１ａと、第２磁石３８の他方の磁極であるＳ極に対応する上側のコア４３における他方
の先端部（図１１では上部右側の先端部）に巻き付けられた第２コイル部４１ｂとを備え
ている。
【００５８】
　これにより、２組のコイル４０、４１のうち、１組目のコイル４０は、第１発電部３１
の１組目のコイル３４と同様、その巻き数がほぼ同じであると共に、巻き方向も同じに形
成され、図１３に示すように、その両者が１本の巻線４０ｃによって連続した構成になっ
ている。この１組目のコイル４０は、第２磁石３８が下側のコア４２における両側の先端
部間から離れる際に、谷形状波形（負）の電磁誘導起電力を発生すると共に、第２磁石３
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８が下側のコア４２における両側の先端部間に移動してくる際に、逆向きである山形状波
形（正）の電磁誘導起電力を発生するように構成されている。
【００５９】
　また、２組目のコイル４１も、第１発電部３１の２組目のコイル３５と同様、その巻き
数がほぼ同じであると共に、巻き方向も同じに形成され、図１３に示すように、その両者
が１本の巻線４１ｃによって連続した構成になっている。この２組目のコイル４１は、第
２磁石３８が上側のコア４３における両側の先端部間に移動してくる際に、逆向きである
山形状波形（正）の電磁誘導起電力を発生すると共に、第２磁石３８が上側のコア４３に
おける両側の先端部間から離れる際に、谷形状波形（負）の電磁誘導起電力を発生するよ
うに構成されている。
【００６０】
　ところで、第１、第２の発電部３１、３２における各２組のコイル３４、３５、４０、
４１は、図１１～図１３に示すように、それぞれ１本の巻線３４ｃ、３５ｃ、４０ｃ、４
１ｃで連続した構成になっていることにより、この４つの巻線３４ｃ、３５ｃ、４０ｃ、
４１ｃの各両端部が、それぞれキー釦部２の釦本体部１１とキー支持部材３のガイド支持
部６とに設けられた接続部材４４を介して後述する電子回路の第１、第２の各スイッチ回
路部５０、５１に接続されるように構成されている。
【００６１】
　すなわち、接続部材４４は、図１３に示すように、キー釦２の釦本体部１１の外周面に
設けられた２組の摺動接点部４５、４６と、キー支持部材３のガイド支持部６の内面に設
けられて２組の摺動接点部４５、４６がそれぞれ上下方向に摺動する２組の接続接点部４
７、４８とを備えている。この場合、２組の摺動接点部４５、４６のうち、１組目の摺動
接点部４５は、図１３に示すように、一対の第１摺動接点４５ａ、４５ｂを備え、２組目
の摺動接点部４６は、一対の第２摺動接点４６ａ、４６ｂを備えている。
【００６２】
　これら第１、第２の各摺動接点４５ａ、４５ｂおよび４６ａ、４６ｂは、それぞれ互い
に平行な状態で、キー釦２の釦本体部１１の外周面にその軸方向（図１１では上下方向）
に長く形成されている。この２組の摺動接点部４５、４６のうち、１組目の摺動接点部４
５である一対の第１摺動接点４５ａ、４５ｂには、第１発電部３１の下側に位置する１組
目のコイル３４における巻線３４ｃの両端部と、第２発電部３１の下側に位置する１組目
のコイル４０における各巻線４０ｃの両端部とが、それぞれ接続されている。
【００６３】
　また、２組目の摺動接点部４６である一対の第２摺動接点４６ａ、４６ｂには、第１発
電部３１の上側に位置する２組目のコイル３５の第１、第２の各コイル部３５ａ、３５ｂ
を形成する各巻線３５ｃの両端部と、第２発電部３１の上側に位置する２組目のコイル４
１の第１、第２の各コイル部４１ａ、４１ｂを形成する各巻線４１ｃの両端部とが、それ
ぞれ接続されている。
【００６４】
　一方、２組の接続接点部４７、４８のうち、１組目の接続接点部４７は、図１３に示す
ように、一対の第１接続接点４７ａ、４７ｂを備え、２組目の接続接点部４８は、一対の
第２摺動接点４８ａ、４８ｂを備えている。これら第１、第２の各接続接点４７ａ、４７
ｂおよび４８ａ、４８ｂは、それぞれ互いに平行な状態で、キー支持部材３のガイド支持
部６の内面にその軸方向（図１１では上下方向）に長く形成されて、それぞれ後述する電
子回路のスイッチ回路部５０、５１に接続されている。
【００６５】
　この場合、１組目の接続接点部４７である一対の第１接続接点４７ａ、４７ｂは、キー
釦２の押圧操作に応じて１組目の摺動接点部４５である一対の第１摺動接点４５ａ、４５
ｂがそれぞれ常に接触した状態で上下方向に摺動するように構成されている。また、２組
目の接続接点部４８である一対の第１接続接点４８ａ、４８ｂは、キー釦２の押圧操作に
応じて２組目の摺動接点部４６である一対の第１摺動接点４６ａ、４６ｂがそれぞれ常に
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接触した状態で上下方向に摺動するように構成されている。
【００６６】
　このような第１、第２の発電部３１、３２の回路構成は、図１４に示すように、それぞ
れ第１、第２の各スイッチ回路部５０、５１と、第１、第２の各平滑回路部５２、５３と
、１つの蓄電部２７と備えている。この場合、第１発電部３１における下側に位置する１
組目のコイル３４と、第２発電部３２における下側に位置する１組目のコイル４０とは、
第１スイッチ回路部５０に接続されている。これにより、第１、第２の各発電部３１、３
２における各１組目のコイル３４、４０で得られた電磁誘導起電力は、第１スイッチ回路
部５０に与えられ、この第１スイッチ回路部５０で合成されて波形が整形され、この整形
された電磁誘導起電力の波形が第１平滑回路部５２で平滑化される。
【００６７】
　また、第１発電部３１における上側に位置する２組目のコイル３５と、第２発電部３２
における上側に位置する２組目のコイル４１とは、第２スイッチ回路部５１に接続されて
いる。これにより、第１、第２の各発電部３１、３２における各２組目のコイル３５、４
１で得られた電磁誘導起電力は、第２スイッチ回路部５１に与えられ、この第２スイッチ
回路部５１で合成されて波形が整形され、この整形された電磁誘導起電力の波形が第２平
滑回路部５３で平滑化される。そして、第１、第２の各平滑回路部５２、５３で平滑化さ
れた各電力は、１つの蓄電部２７に蓄電される。
【００６８】
　このようなキー入力装置によれば、１つのキー釦２に第１、第２の各発電部３１、３２
が組み込まれているので、実施形態１よりも多くの電力を発電することができる。この場
合、第１発電部３１は、それぞれ１つの第１磁石３３と、２組のコイル３４、３５と、２
つのコア３６、３７とを備えており、第２発電部３２は、それぞれ１つの第２磁石３８と
、２組のコイル４０、４１と、２つのコア４２、４３とを備えているので、第１、第２の
各発電部３１、３２による発電量が実施形態１の発電部１７よりも多く、且つその発電効
率が実施形態１の発電部１７よりも良い。
【００６９】
　すなわち、第１、第２の各発電部３１、３２のうち、第１発電部３１は、キー釦２が押
されてスライダ部１４が釦本体部１１に対し相対的に上方に移動する際に、第１磁石３３
が下側に位置する１つ目のコア３６から離れるので、下側に位置する１組目のコイル３４
の第１、第２の各コイル３４ａ、３４ｂに電磁誘導起電力が発生すると共に、第１磁石３
３が上側に位置する２つ目のコア３７に向けて移動するので、上側に位置する２組目のコ
イル３５の第１、第２の各コイル３５ａ、３５ｂにも電磁誘導起電力が発生する。このた
め、第１発電部３１は、実施形態１の発電部１７よりも、ほぼ２倍の電力を発電すること
ができる。
【００７０】
　同様に、第２発電部３２は、キー釦２が押されてスライダ部１４が釦本体部１１に対し
相対的に上方に移動する際に、第２磁石３８が下側に位置する１つ目のコア４２から離れ
るので、下側に位置する１組目のコイル４０の第１、第２の各コイル４０ａ、４０ｂに電
磁誘導起電力が発生すると共に、第２磁石３８が上側に位置する２つ目のコア４３に向け
て移動するので、上側に位置する２組目のコイル４１の第１、第２の各コイル４１ａ、４
１ｂにも電磁誘導起電力が発生する。このため、第２発電部３２も、実施形態１の発電部
１７よりも、ほぼ２倍の電力を発電することができるので、これら第１、第２の各発電部
３１、３２によって、実施形態１の発電部１７よりも、ほぼ４倍の電力を発電することが
できる。
【００７１】
（実施形態３）
　次に、図１５～図１７を参照して、この発明を適用したキー入力装置の実施形態３につ
いて説明する。この場合にも、図１～図９に示された実施形態１と同一部分に同一符号を
付して説明する。
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　このキー入力装置は、発電部６０の磁石６１をキー釦２に設け、発電部６０のコイル６
２およびコア６３をキー支持部材３のガイド支持部６４に設けた構成であり、これ以外は
実施形態１とほぼ同じ構成になっている。
【００７２】
　この場合、キー支持部材３のガイド支持部６４は、図１５～図１７に示すように、支持
部本体４の上下に貫通して形成されたほぼ四角形状の孔部６４ａと、このほぼ四角形状の
孔部６４ａにおける左右の２辺部の中間部分にそれぞれ上方に突出して形成された２つの
支持突起６４ｂとを備え、この２つの支持突起６４ｂでキー釦２を上下方向に移動可能に
保持するように構成されている。
【００７３】
　また、キー釦２は、実施形態１とほぼ同様、キーボードケース１の上方に突出するキー
トップ１０と、このキートップ１０の下面に設けられた筒状の釦本体部１１と、この筒状
の釦本体部１１を上方に向けて付勢するばね部材６５と、釦本体部１１に上下方向に移動
可能に設けられたスライダ部１４と、このスライド部１４を下側に向けて付勢する補助ば
ね１６とを備えている。この場合、釦本体部１１は、図１５～図１７に示すように、ほぼ
四角形の角筒状に形成され、キー支持部材３のガイド支持部６４に上下方向に移動可能に
保持されるように構成されている。
【００７４】
　すなわち、この釦本体部１１は、図１７に示すように、その左右の２つの側面がガイド
支持部６４の２つの支持突起６４ｂにそれぞれ接触した状態で上下方向に摺動可能に保持
されている。また、この釦本体部１１は、実施形態１と同様、ばね部材６５によって上方
に付勢され、釦本体部１１の下端部に設けられたフック部１１ａがガイド支持部６４の孔
部６４ａの縁部に設けられた係止凹部６４ｃに係止されることにより、上方に抜け出さな
いように構成されている。
【００７５】
　この場合、釦本体部１１内には、図１５および図１６に示すように、その内部を上下に
仕切る仕切部１３が設けられており、この仕切部１３の下側における釦本体部１１内には
、ばね部材６５が配置されている。このばね部材６５は、釦本体部１１内における仕切部
１３の下面と接点部５のスイッチ基板７の上面との間に配置されて、釦本体部１１を上方
に向けて付勢するように構成されている。
【００７６】
　スライド部１４は、実施形態１と同様、釦本体部１１内の仕切部１３における中心部に
設けられたガイド孔１３ａに上下方向に移動可能に設けられ、その下端部が釦本体部１１
の下側に突出し、この突出した下端部に可動接点１５が設けられ、この可動接点１５が接
点部５のスイッチ基板７上に設けられた一対の固定接点８から少し上方に離れて接近した
位置に配置されるように構成されている。これにより、このスライダ部１４は、その下端
部の可動接点１５がキー釦２の押圧操作に応じてスイッチ基板７の一対の固定接点８に接
離可能に接触し、この状態で更にキー釦２が押し下げられると、補助ばね１６を圧縮しな
がら釦本体部１１に対し相対的に上方に移動するように構成されている。
【００７７】
　ところで、発電部６０は、図１５～図１７に示すように、磁石６１、コイル６２、コア
６３を備えている。磁石６１は、キー釦２の釦本体部１１内におけるスライダ部１４の上
端部に設けられ、キー釦２のスライダ部１４と共に上下方向に移動するように構成されて
いる。コア６３は、実施形態１と同様、磁性材料からなり、図１７に示すように、その全
体がほぼコ字形状に形成され、キー支持部材３のガイド支持部６４の外周に配置されてい
る。
【００７８】
　この場合、コア６３は、図１５～図１７に示すように、その両側の各先端部が互いに対
向し、この対向する両側の各先端部がガイド支持部６４の２つの支持突起部６４ｂにそれ
ぞれ外側から食い込んだ状態で配置され、この状態でコア６３の両側の先端部が磁石６１
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の両極に対応して、キー釦２と共に移動する磁石６１の移動方向に対し直交する方向に配
置されている。これにより、コア６３は、その両側の先端部間に対応する釦本体部１１内
の部分に磁石６１が挿脱可能に移動することにより、磁石６１によって発生する磁界を誘
導して磁束密度を高めるように構成されている。
【００７９】
　すなわち、このコア６３は、実施形態１と同様、その両側の先端部間に対応する磁石６
１によって磁界が発生し、キー釦２が押されてスライダ部１４の可動接点１５が接点部５
のスイッチ基板７に設けられた一対の固定接点１５に接触してスライダ部１４が相対的に
上方に移動する際、磁石６１がコア６３の先端部間に対応する箇所から上方に向けて相対
的に移動することにより、コア６４に発生する磁界が次第に減衰するように構成されてい
る。
【００８０】
　また、このコア６３は、図１６に示すように、キー釦２が押されて磁石６１がコア６３
の両側の先端部間に対応する箇所の上方に離れた状態からばね部材６５と補助ばね１６と
の両者のばね力によってキー釦２が元の位置に戻る際に、スライダ部１４が相対的に下方
に移動して磁石６１がコア６３の両側の先端部間に対応する箇所に向けて移動することに
より、コア６３に発生する磁界が次第に増大するように構成されている。
【００８１】
　一方、コイル６２は、実施形態１と同様、磁石６１の一方の磁極であるＮ極に対応する
コア６３の一方の先端部（図１７では左側の先端部）に巻き付けられた第１コイル部６６
と、磁石６１の他方の磁極であるＳ極に対応するコア６３の他方の先端部（図１７では右
側の先端部）に巻き付けられた第２コイル部６７とを備えている。この場合にも、第１、
第２の各コイル部６６、６７は、その巻き数がほぼ同じであると共に、巻き方向も同じに
形成され、１本の巻線６２ａによって連続した構成になっている。
【００８２】
　これにより、第１、第２の各コイル部６６、６７は、磁石６１がコア６３の各先端部間
に対応する箇所から離れる際に、谷形状波形（負）の電磁誘導起電力を発生すると共に、
磁石６１がコア６３の各先端部間に対応する箇所に向けて移動してくる際に、上記と逆向
きである山形状波形（正）の電磁誘導起電力を発生するように構成されている。また、こ
の第１、第２の各コイル部６６、６７は、１本の巻線６２ａの両端部が電子回路のスイッ
チ基板部２５（図８参照）に直接接続されるように構成されている。この電子回路は、実
施形態１と同じ構成になっている。
【００８３】
　このようなキー入力装置によれば、実施形態１と同様、キー釦２を押圧操作すると、キ
ー釦２が下側に移動して接点部５を導通させることができると共に、このキー釦２の動作
に応じて発電部６０の磁石６１がコイル６２に対し相対的に移動し、この磁石６１の相対
的な移動によってコイル６２に電磁誘導起電力を発生させて発電することができ、また押
圧操作されたキー釦２が元の位置に戻る際にも、そのキー釦２の動作に応じて発電部６０
の磁石６１がコイル６２に対し上記とは逆方向に相対的に移動し、この磁石６１の逆方向
への相対的な移動によってもコイル６２に電磁誘導起電力を発生させて発電することがで
きる。
【００８４】
　すなわち、キー釦２を押圧操作すると、キー釦２の釦本体部１１がばね部材６５のばね
力に抗してキー支持部材３のガイド支持部６４でガイドされながら、キートップ１０およ
びスライド部１４と共に下側に移動し、このスライダ部１４の下端部に設けられた可動接
点１５が接点部５のスイッチ基板７に設けられた一対の固定接点８に接触して一対の固定
接点８を導通させることができ、これによりスイッチ信号を得ることができる。
【００８５】
　この状態で、更にキー釦２がばね部材６５のばね力に抗して押し下げられると、図１６
に示すように、キートップ１０と釦本体部１１とが下側に移動しても、スライダ部１４は
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スイッチ基板７に当接して移動しないため、釦本体部１１に対し相対的に上方に移動する
。このときに、磁石６１がコア６３の両側の先端部間に対応する箇所から上方に離れるの
で、図６に示したように、コア６３に発生する磁界が次第に減衰し、この磁界の変化に応
じてコイル６２の第１、第２の各コイル６６、６７に電磁誘導起電力が発生する。
【００８６】
　また、キー釦２のキートップ１０から外力が取り除かれると、ばね部材６５と補助ばね
１６との両者のばね力によって釦本体部１１がキー支持部材３のガイド支持部６４でガイ
ドされながらキートップ１０と共に上方に移動する。このときには、図１６に示すように
、スライダ部１４が補助ばね１６によってスイッチ基板７に押し付けられて移動しないた
め、スライダ部１４は釦本体部１１に対し相対的に下方に移動する。
【００８７】
　このときには、磁石６１がコア６３の両側の先端部間に対応する箇所に向けて移動する
ので、コア６３に発生する磁界が次第に増大し、この磁界の変化に応じてコイル６２の第
１、第２の各コイル６６、６７に電磁誘導起電力が発生する。そして、スライダ部１４の
上端部に設けられた磁石６１が仕切部１３の上面に当接すると、スライダ部１４がキート
ップ１０および釦本体部１１と共に上方に移動して、図１５に示すように、キー釦２が元
の位置に戻る。
【００８８】
　このように、このキー入力装置では、キー釦２を操作した際、実施形態１と同様、発電
部６０がキー釦２の動作に影響を与えることがないので、キー釦２の操作性が良い。すな
わち、発電部６０は、その磁石６１がキー釦２に組み込まれていると共に、コイル６２お
よびコア６３がキー支持部材３のガイド支持部６４に設けられ、且つスライダ部１４に設
けられた磁石６１がコア６３およびコイル６２の第１、第２の各コイル部６６、６７に対
し非接触状態で上下方向に移動するので、キー釦２の上下動作を妨げることがなく、押圧
操作に応じてキー釦２を円滑に上下方向に移動させることができる。
【００８９】
　この場合にも、キー釦２は、キー支持部材３のガイド支持部６４に接点部５に対する接
離方向に移動可能に保持される釦本体部１１と、この釦本体部１１内の仕切部１３に接点
部５に対する接離方向に移動可能に取り付けられて接点部５の一対の固定接点８に接触し
た際に釦本体部１１に対し相対的に移動するスライダ部１４とを有しているので、押圧操
作に応じて磁石６１をコイル６２に対し相対的に移動させることができる。このため、キ
ー釦２を押圧操作した際には、発電部６０の磁石６１をコイル６２から離れる方向に移動
させることができ、また押圧されたキー釦２が元の位置に戻る際には、発電部６０の磁石
６１をコイル６２に近づける方向に移動させることができる。
【００９０】
　また、この発電部６０は、磁性材料からなるコア６３を備え、このコア６３の両側の先
端部が互いに対向し、この対向する両側の各先端部がキー支持部材３のガイド支持部６４
に食い込んで配置されていると共に、この両側の先端部間に対応する部分に磁石６１が挿
脱可能に移動すると共に、このコア６３の両側の各先端部が磁石６１の両極に対応し、こ
の状態でコア６３がキー釦２の移動方向に対し直交する方向に配置され、このコア６３に
コイル６２を巻き付けた構成であるから、実施形態１と同様、コア６３によって磁石６１
の磁界を確実に且つ効率良くコイル６２内に誘導することができると共に、コイル６２内
を通過する磁束密度を高めることができる。
【００９１】
　この場合にも、コイル６２は、磁石６１の一方の磁極であるＮ極に対応するコア６３の
一方の先端部に巻き付けられた第１コイル部６６と、磁石６１の他方の磁極であるＳ極に
対応するコア６３の他方の先端部に巻き付けられた第２コイル部６７とを備えているので
、磁石６１の移動に応じて第１、第２の各コイル部６６、６７内を通過する磁束密度を効
率良く変化させることができ、これにより第１、第２の各コイル部６６、６７に効率良く
電磁誘導起電力を発生させることができる。これらによって、発電部６０で効率良く発電
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することができる。
【００９２】
　なお、上記実施形態３では、コイル６２が、第１、第２の各コイル部６６、６７を備え
、この第１、第２の各コイル部６６、６７をコア６３の両側の各先端部にそれぞれ巻き付
けた構成である場合について述べたが、これに限らず、例えば図１０（ａ）および図１０
（ｂ）に示した実施形態１の変形例と同様、コア６３の中間部に１つのコイル２８を巻き
付けた構成でも良い。この場合には、実施形態３のコイル６２よりも、コイル２８の巻き
数を多くすることができるので、これによっても、効率良く電磁誘導起電力を発生させて
発電することができる。
【００９３】
　また、上記実施形態３およびその変形例では、１つの発電部６０を組み込んだ場合につ
いて述べたが、これに限らず、実施形態２と同様、２組の発電部を組み込んだ構成でも良
い。この場合には、２つの磁石を釦本体部１１内に上下方向に設け、この２つの磁石の各
移動範囲にそれぞれ対応するキー支持部材３のガイド支持部６４の外周部分にそれぞれ２
組のコイルと２つのコアとを設ければ良い。このように構成すれば、実施形態３よりも、
より多くの電力を発電することができる。
【００９４】
　また、上記実施形態３およびその各変形例では、キー釦２の釦本体部１１内にスライド
部１４を上下方向に移動可能に設けた場合について述べたが、これに限らず、スライド部
１４を短く形成して釦本体部１１内に固定した構成でも良い。この場合には、スライド部
１４の下端部に設けられた可動接点１５を釦本体部１１のフック部１１ａの下端部とほぼ
同じか、それよりも少し長く形成し、可動接点１５を接点部５のスイッチ基板７の上方に
大きく離せば良い。
【００９５】
　このように構成すれば、スライド部１４を下方に向けて付勢する補助ばね１６が不要な
るほか、キー釦２が押圧操作されて下側に移動する際に、磁石６１がキー釦２と共にコア
６３の両側の各先端部間に対応する箇所から下側に移動し、キー釦２が元の位置に戻る際
に、磁石６１がキー釦２と共にコイル６２コア６３の両側の各先端部間に対応する箇所に
向けて移動するので、実施形態３と同様、コイル６２に電磁誘導起電力を発生させること
ができ、これによっても効率良く発電することができる。
【００９６】
　さらに、このようにスライド部１４を釦本体部１１に固定した場合には、接点部５のス
イッチ基板７上にゴムシートを設け、このゴムシートにドーム状の膨出部を形成し、この
ドーム状の膨出部でスライド部１４を弾力的に押し上げることにより、キー釦２を上方に
向けて付勢するように構成しても良い。この場合には、ドーム状の膨出部内に可動接点を
設け、この可動接点によって一対の固定接点を導通させるように構成すれば良い。このよ
うに構成すれば、キー釦２を押し上げるためのばね部材６５が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】この発明を適用した実施形態１のキー入力装置を示した正面図である。
【図２】図１のキー入力装置における１つのキー釦に対応する部分を示した拡大断面図で
ある。
【図３】図２のキー釦を押圧操作した状態を示した拡大断面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ矢視における拡大断面図である。
【図５】図４の発電部を示し、（ａ）はその平面図、（ｂ）はその側面図である。
【図６】図５の発電部においてキー釦が押圧操作された際にコイルに電磁誘導起電力が発
生する状態を示した原理図である。
【図７】図５の発電部においてキー釦が元の位置に戻る際にコイルに電磁誘導起電力が発
生する状態を示した原理図である。
【図８】図４の発電部の回路構成を示したブロック図である。
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【図９】図８の回路構成における電磁誘導起電力の波形状態を示し、（ａ）はコイルに発
生した電磁誘導起電力の波形を示した図、（ｂ）はスイッチ回路部で電磁誘導起電力の波
形を整形した状態を示した図、（ｃ）は平滑回路部で電磁誘導起電力の波形を平滑化する
状態を示した図である。
【図１０】実施形態１における発電部の変形例を示し、（ａ）はその発電部の平面図、（
ｂ）はその側面図である。
【図１１】この発明を適用した実施形態２のキー入力装置における１つのキー釦に対応す
る個所の要部を示した拡大断面図である。
【図１２】図１１のキー釦を押圧操作した状態を示した拡大断面図である。
【図１３】図１１のＢ－Ｂ矢視における拡大断面図である。
【図１４】図１３の発電部の回路構成を示したブロック図である。
【図１５】この発明を適用した実施形態３のキー入力装置における１つのキー釦に対応す
る個所の要部を示した拡大断面図である。
【図１６】図１５のキー釦を押圧操作した状態を示した拡大断面図である。
【図１７】図１１のＣ－Ｃ矢視における拡大断面図である
【符号の説明】
【００９８】
　１　キーボードケース
　２　キー釦
　３　キー支持部材
　４　支持部本体
　５　接点部
　６、６４　ガイド支持部
　７　スイッチ基板
　８　一対の固定接点
　１１　釦本体部
　１２、６５　ばね部材
　１４　スライダ部
　１５　可動接点
　１６　補助ばね
　１７、６０　発電部
　１８、６１　磁石
　１９、３４、３５、４０、４１、６２　コイル
　２０、３６、３７、４２、４３、６３　コア
　２１、３４ａ、３５ａ、４０ａ、４１ａ、６６　第１コイル部
　２２、３４ｂ、３５ｂ、４０ｂ、４１ｂ、６７　第２コイル部
　３１　第１発電部
　３２　第２発電部
　３３　第１磁石
　３８　第２磁石
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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