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(57)【要約】
【課題】　Ｖ字形状をなる一対のリンク部材が、各リン
ク部材の先端に設けられた歯部同士の噛み合いによって
互いに連動するものとなっていたので、各リンク部材を
成形する際の寸法のバラツキ、組み付け時や動作中の変
位などで噛み合いが十分でないような場合、歯部同士の
噛み合いにガタ付き生じてリンク部材がスムーズに連動
しないおそれがある。
【解決手段】　基台２と、前記基台２の上方に配置され
るキートップ３と、互いに連動して前記キートップ３を
基台２に対して昇降動作可能に支持する一対のリンク部
材４，５と、前記基台２と前記キートップ３との間に配
置され前記キートップ３の昇降動作に応じて電気回路７
ｂの接点部７ａを開閉するスイッチ機構６とを備えるキ
ースイッチ１において、前記一対のリンク部材４，５は
、一方のリンク部材４の腕部４ａの先端に設けられた凸
状部４ｃが他方のリンク部材５の腕部５ａの先端に設け
られた凹状受５ｃ部に回動可能に嵌り合っている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台と、
　前記基台の上方に配置されるキートップと、
　互いに連動して前記キートップを基台に対して昇降動作可能に支持する一対のリンク部
材と、
　前記基台と前記キートップとの間に配置され前記キートップの昇降動作に応じて電気回
路の接点部を開閉するスイッチ機構とを備えるキースイッチにおいて、
　前記一対のリンク部材は、一方のリンク部材の腕部の先端に設けられた凸状部が他方の
リンク部材の腕部の先端に設けられた凹状受部に回動可能に嵌り合うキースイッチ。
【請求項２】
　前記スイッチ機構は、前記基台の上面に配置され電気回路の接点部を有するシート状ス
イッチ部材と、
　前記電気回路の接点部上に配置される板状バネ部材と、
　前記板状バネ部材を収納し前記基台に固定されるハウジングと、を備える請求項１に記
載のキースイッチ。
【請求項３】
　基台と、
　前記基台の上方に配置されるキートップと、
　互いに連動して前記キートップを基台に対して昇降動作可能に支持する一対のリンク部
材と、
　前記基台と前記キートップとの間に配置され前記キートップの昇降動作に応じて電気回
路の接点部を開閉するスイッチ機構とを備えるキースイッチにおいて、
　前記スイッチ機構は、前記基台の上面に配置され電気回路の接点部を有するシート状ス
イッチ部材と、
　前記電気回路の接点部上に配置される板状バネ部材と、
　前記板状バネ部材を収納し前記基台に固定されるハウジングと、を備えるキースイッチ
。
【請求項４】
　前記一対のリンク部材は、一方のリンク部材の腕部の先端に設けられた凸状部が他方の
リンク部材の腕部の先端に設けられた凹状受部に回動可能に嵌り合う請求項３に記載のキ
ースイッチ。
【請求項５】
　前記一対のリンク部材は、各リンク部材の腕部の先端側が前記ハウジングに可能に支持
され、各リンク部材の後端側がキートップに支持され、キートップが昇降動作の上限位置
にあるときにＶ字形状を構成する請求項１又は３に記載のキースイッチ。
【請求項６】
　前記一方のリンク部材に設けられた凸状部は先端に径大の円柱部を有し、前記他方のリ
ンク部材に設けられた凹状受部は前記円柱部の円弧形状に対応する湾曲形状の内周部を有
する請求項１又は４に記載のキースイッチ。
【請求項７】
　前記板状バネ部材は弾性変形する押圧部を有し、且つ押圧部には孔部が設けられている
請求項２又は３に記載のキースイッチ。
【請求項８】
　前記板状バネ部材は弾性変形する押圧部を有し、且つ押圧部の一部に切り起こし片が設
けられている請求項２又は３に記載のキースイッチ。
【請求項９】
　前記基台には前記キートップが昇降動作する際の上限位置を規制するストッパが設けら
れ、前記一対のリンク部材が回動する際、少なくとも一方のリンク部材の先端が前記スト
ッパに当接する請求項１又は３に記載のキースイッチ。



(3) JP 2017-224581 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　前記ハウジングは前記板状バネ部材を収納する凹部を有する枠体と、この枠体の凹部を
覆うシート状部材とを有し、シート状部材の上面には前記板状バネの押圧部に対応する位
置に突起が設けられている請求項２，３，５のいずれかに記載のキースイッチ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータなどの電子機器の入力装置であるキーボードなどに
搭載されるキースイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のキースイッチとして、基台と、基台の上方に配置されるキートップと、
互いに連動してキートップを基台に対して昇降方向へ案内支持する一対のＶ字形リンク部
材と、キートップの昇降動作に対応して電気回路の接点部が開閉するスイッチ機構とを備
えたものが知られている（特許文献１参照）。前記一対のＶ字形リンク部材は、各リンク
部材の先端部に設けられた歯部同士が互いに噛み合わされることで互いに連動して回動で
きるようになっており、この一対のリンク部材が互いに連動することにより、キートップ
を基台に対して実質的鉛直方向へ所定の姿勢を保持しつつ昇降動作させることができる。
また、前記スイッチ機構はゴム材料からなるドーム形状の作動部材を有している。この作
動部材は、キートップの下降動作に伴い電気回路の接点部を閉成するように弾性変形する
と共に、キートップの上昇動作時には上限位置に復帰させる弾性的付勢力を発揮する付勢
部材として機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９-７６３２１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、上記従来のキースイッチにあっては、Ｖ字形状をなす一対のリンク部材
が、各リンク部材の先端に設けられた歯部同士の噛み合いによって互いに連動するものと
なっていたので、各リンク部材を成形する際の寸法のバラツキ、組み付け時や動作中の変
位などで噛み合いが十分でないような場合、歯部同士の噛み合いにガタ付き生じてリンク
部材がスムーズに連動しないおそれがあった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、各リンク部材を成形する際の寸法のバラツキなどの影響を受
けることなく、一対のリンク部材がスムーズに連動して回動できるようなキースイッチを
提供するものである。
【０００６】
　また、本発明の他の目的は、背の高さを低く抑えたキースイッチを提供するものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るキースイッチの１の実施形態は、基台と、前記基台の上方に配置されるキ
ートップと、互いに連動して前記キートップを基台に対して昇降動作可能に支持する一対
のリンク部材と、前記基台と前記キートップとの間に配置され前記キートップの昇降動作
に応じて電気回路の接点部を開閉するスイッチ機構とを備えるキースイッチにおいて、前
記一対のリンク部材は、一方のリンク部材の腕部の先端に設けられた凸状部が他方のリン
ク部材の腕部の先端に設けられた凹状受部に回動可能に嵌り合う。
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【０００８】
　また、本発明に係るキースイッチの他の実施形態は、基台と、前記基台の上方に配置さ
れるキートップと、互いに連動して前記キートップを基台に対して昇降動作可能に支持す
る一対のリンク部材と、前記基台と前記キートップとの間に配置され前記キートップの昇
降動作に応じて電気回路の接点部を開閉するスイッチ機構とを備えるキースイッチにおい
て、前記スイッチ機構が、前記基台の上面に配置され電気回路の接点部を有するシート状
スイッチ部材と、前記電気回路の接点部上に配置される板状バネ部材と、前記板状バネ部
材を収納し前記基台に固定されるハウジングと、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るキースイッチによれば、一対のリンク部材は、一方のリンク部材の腕部の
先端に設けられた凸状部が他方のリンク部材の腕部の先端に設けられた凹状受部に回動可
能に嵌り合っているので、一対のリンク部材は接続部分がガタ付くことなくスムーズに連
動するといった効果がある。
【００１０】
　また、本発明に係るキースイッチによれば、従来のゴム材料からなるドーム形状の作動
部材に代えて板状バネ部材を用いているので、キースイッチの背の高さを低く抑えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係るキースイッチの分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る板状バネ部材の斜視図である。
【図３】基台に本発明のスイッチ機構を組み付けた斜視図である。
【図４】一対のリンク部材にキートップを組み付けた斜視図である。
【図５】本発明に係るキースイッチの斜視図である。
【図６】（ａ）は図５の6-a－6-a断面図、（ｂ）は図５の6-b－6-b断面図、（ｃ）は図５
の6-c－6-c断面図、（ｄ）は図５の6-d－6-d断面図であって、いずれもキートップの上限
位置における断面である。
【図７】キートップの下限位置における図６と同様の断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る板状バネ部材の斜視図である。
【図９】他の実施形態に係る板状バネ部材の弾性変形時の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下添付図面に基づいて本発明に係るキースイッチの実施形態を詳細に説明する。図１
乃至図６には本発明の一実施形態に係るキースイッチが示されている。このキースイッチ
１は、矩形状の基台２と、この基台２の上方に配置されるキートップ３と、互いに連動し
て前記キートップ３を基台２に対して昇降動作可能に支持する一対のリンク部材４，５と
、前記基台２と前記キートップ３との間に配置され前記キートップ３の昇降動作に応じて
電気回路の接点部を開閉するスイッチ機構６とを備える。前記スイッチ機構６は、前記基
台２の上面２ａに配置され、電気回路の接点部７ａを有するシート状スイッチ部材７と、
前記電気回路の接点部７ａ上に配置される板状バネ部材８と、前記板状バネ部材８を収納
し前記基台２に固定されるハウジング９とを備えている。
【００１３】
　前記基台２は剛性を有する平板状の樹脂板又は金属板からなり、平坦な上面２ａを有す
る。基台２の長辺側の左右には対称形の一対の開口窓２ｂが設けられる。この開口窓２ｂ
の基本形状は矩形であり、その内側縁には基台２の一部をコ字状に切り起こして形成した
一対の係合部２ｃが互いに向かい合うように設けられている。これらの係合部２ｃには前
記ハウジング９の左右の枠体９ａの外側面から突出する係合突起９ｃを受け入れる係合孔
２ｄが設けられる。また、前記一対の開口窓２ｂの内側縁には前記一対の係合部２ｃに挟
まれた位置に矩形状の内側張出部２ｅが設けられ、またこの内側張出部２ｅに対向する各
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開口窓２ｂの外側縁には同様の外側張出部２ｆが設けられている。一対の内側張出部２ｅ
の一方には前記ハウジング９を基台２の上面２ａに載置する際の位置決め孔２ｇが設けら
れる。また、一対の外側張出部２ｆは、後述するように、前記キートップ３が昇降動作す
る際の上限位置を規制するストッパとして機能する。すなわち、前記一対のリンク部材４
，５が互いに連動して回動する際、少なくとも一方のリンク部材４の先端が前記外側張出
部２ｆの上面に当接することで、リンク部材４，５の回動を規制することができる。
【００１４】
　前記シート状スイッチ部材７は、一例ではメンブレンシートスイッチからなり、前記基
台２の上面２ａに載置される。メンブレンシートスイッチ７は、対向させた一対の接点と
この接点から延びる電気回路７ｂがそれぞれパターン形成された一対のフレキシブル回路
基板７ｃからなり、前記一対の接点が開放状態に保持された状態で接点部７ａを構成して
いる。このメンブレンシートスイッチ７には、前記基台２に設けられた開口窓２ｂと基本
形状がほぼ同じである一対の開口窓７ｄが設けられる。この開口窓７ｄは、図３に示され
るように、前記基台２の上面２ａにメンブレンシートスイッチ７を載置した時に、基台２
の開口窓２ｂとほぼ重なる位置に設けられており、基台２に設けられた係合部２ｃ、内側
張出部２ｅ及び外側張出部２ｆがメンブレンシートスイッチ７の開口窓７ｄから露出する
。
【００１５】
　前記キートップ３は、樹脂成形品からなる平面視で方形又は矩形の平板状部材であり、
上面３ａが操作面となる。また、上面３ａの反対面側には前記一対のリンク部材４，５の
一端を回動支持する案内溝部が設けられている。この案内溝部はキートップ３の内側に設
けられた凹部３ｂの内周面の四隅に近接する位置に設けられる。これらの案内溝部は前記
凹部３ｂの前端両隅部に設けられる一対の案内横溝部３ｃと、凹部３ｂの後端両隅部に設
けられる一対の案内縦溝部３ｄとして構成されている。なお、キートップ３の凹部３ｂの
中心には下方に向けて僅かに突出する円柱状突起３ｅが一体に設けられる。
【００１６】
　前記一対のリンク部材４，５は、それぞれがほぼ同一のコ字形状をなす樹脂成形品から
なり、互いに同一方向に平行に延びる左右一対の腕部４ａ，５ａと、左右の腕部を繋ぐ連
結部４ｂ，５ｂとを有する。一対のリンク部材４，５は、各腕部４ａ，５ａの先端同士が
嵌め合いにより接続されており、この嵌め合いを中心に互いに連動して回動できるように
なっている。前記嵌め合いは、一方のリンク部材４の腕部４ａの先端に設けられた凸状部
４ｃと、他方のリンク部材５の腕部５ａの先端に設けられて前記凸状部４ｃが回動可能に
嵌まり込む凹状受部５ｃとからなる。図６（ｃ）及び図７（ｃ）に示されるように、この
実施形態において、前記凸状部４ｃは基部４ｄとその先端に設けた径大の円柱体４ｅを有
する。一方、前記凹状受部５ｃは、前記凸状部４ｃの円柱体４ｅが嵌り込むように円柱体
４ｅの円弧形状に対応した湾曲形状の内周部５ｄを有する。したがって、このような凸状
部４ｃと凹状受部５ｃとの嵌め合いにより両者の接続が確実なものとなる。その結果、各
リンク部材４，５を成形する際の寸法上のバラツキなどがあったとしても両者の嵌め合い
にはガタ付きなどが生じにくく、一対のリンク部材４，５はスムーズに連動して回動でき
ると共にキートップ３の昇降動作がスムーズとなる。
【００１７】
　上記一対のリンク部材４，５は、前記キートップ３及び後述するハウジング９に回動可
能に支持されている。各リンク部材４，５の各腕部４ａ，５ａの後端部には外側面から外
方に突出する支持ピン４ｆ，５ｆがそれぞれ設けられる。これらの支持ピン４ｆ，５ｆは
リンク部材４，５をキートップ３に支持するためのものであり、一方のリンク部材４に設
けられた一対の支持ピン４ｆがキートップ３の前端側に設けられた案内横溝部３ｃに回動
可能に嵌合支持され、他方のリンク部材５に設けられた一対の支持ピン５ｆがキートップ
３の後端側に設けられた案内縦溝部３ｄに回動可能に嵌合支持される。
【００１８】
　また、前記一対のリンク部材４，５の各腕部４ａ，５ａの先端部近傍には内側面から内
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方に突出する支持ピン４ｇ，５ｇがそれぞれ設けられる。これらの支持ピン４ｇ，５ｇに
よってリンク部材４，５がハウジング９に回動可能に支持される。
【００１９】
　前記メンブレンシートスイッチ７の接点部７ａ上には板状バネ部材８が配設される。こ
の板状バネ部材８は、図１及び図２に示されるように、バネ性を有する薄板材によって全
体が略四角形に形成され、外縁の角部４カ所に脚部８ａが設けられ、中央部にはドーム形
状の僅かな膨らみを持った円形の押圧部８ｂが形成される。各脚部８ａは押圧部８ｂから
先端に向かって傾斜しており、図６（ａ）に示されるように、板状バネ部材８が配置され
た時には押圧部８ｂの内側とメンブレンシートスイッチ７の接点部７ａとの間に押圧部８
ｂが弾性変形するための空間１０が確保され、押圧部８ｂの良好なクリック感が得られる
。また、この実施形態では、図２に示されるように、押圧部８ｂには同一形状の４個の孔
部８ｃが全面に設けられている。このような孔部８ｃを押圧部８ｂの全体に設けることで
、押圧部８ｂが容易に弾性変形して、ソフトなクリック感を得ることが出来る。前記孔部
８ｃの形状や大きさなどを適時設計変更することで、押圧部８ｂを押した時のクリック感
を調整することができる。
【００２０】
　前記板状バネ部材８はその上方に配置されたハウジング９内に収納されている。このハ
ウジング９は、樹脂材によって一体成形された四角形状の枠体９ａからなり、枠体９ａの
内側には前記板状バネ部材８を収納する四角形状の凹部９ｂが形成されている。そして、
この凹部９ｂに収納された板状バネ部材８は、凹部９ｂの四隅に４本の脚部８ａの各先端
をそれぞれ突き当てることで保持されると共に、ハウジング９の凹部９ｂの上面を被覆す
るシート状部材１１によって上方への飛び出しが防止される。シート状部材１１は弾性を
有する薄い樹脂シートからなり、外周部がハウジング９の枠体９ａの上面に接着され、上
から押された時には弾性的に撓み変形が可能である。また、ハウジング９の左右の枠体９
ａの外側面には枠体９ａの前後端の近傍に前記基台２に設けられた係合部２ｃの係合孔２
ｄに挿入される係合突起９ｃがそれぞれ設けられている（図１において左側の枠体９ａに
設けられる係合突起は図示せず）。
【００２１】
　さらに、前記左右の枠体９ａには前記係合突起９ｃの近傍位置に前記一対のリンク部材
４，５の各腕部４ａ，５ａの内側に設けられた支持ピン４ｇ，５ｇが嵌り込む支持溝部９
ｄ，９ｅが設けられている（図１において左側の枠体９ａに設けられる支持溝部は図示せ
ず）。基台２に固定されたハウジング９の前記支持溝部９ｄ，９ｅに前記リンク部材４，
５の各支持ピン４ｇ，５ｇが回動可能に嵌合支持されることとで、前記一対のリンク部材
４，５はこの支持ピン４ｇ，５ｇを支点として回動可能となる。なお、図６（ｂ）及び図
７（ｂ）に示されるように、支持ピン４ｇは一方の支持溝部９ｄに対して隙間１２を有し
て支持されており、一対のリンク部材４，５が回動する際には腕部４ａの水平方向のスラ
イドを可能としている。
【００２２】
　なお、前記シート状部材１１の上面には中心部に円錐台状の突起１１ａが設けられてい
る。この円錐台状突起１１ａは背の低い円錐台をシート状部材１１と一体成形したもので
あり、前記板状バネ部材８の押圧部８ｂに対応した位置に設けられる。また、この円錐台
状突起１１ａは前記キートップ３の内側に設けられた背の低い円柱状突起３ｅの位置とも
対応している。
【００２３】
　上記の構成部材からなるキースイッチ１は、図３に示されるように、先ず基台２の上に
メンブレンシートスイッチ７を載置し、両者の開口窓２ｂ，７ｄを位置合わせしたのち接
着される。次いでメンブレンシートスイッチ７の接点部７ａの上に板状バネ部材８を配置
し、その上からハウジング９を被せる。ハウジング９の位置決めは、基台８の内側張出部
２ｅに設けた位置決め孔２ｇにハウジング９の枠体９ａの下面に突出させた位置決めピン
９ｆを合わせることで行う。また、ハウジング９の左右の枠体９ａに設けた係合突起９ｃ
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を基台２に設けた係合部２ｃの係合孔２ｄに差し込んで係合させ、ハウジング９を基台２
に固定する。
【００２４】
　図４はキートップ３に一対のリンク部材４，５を組み込んだ状態を示す。一対のリンク
部材４，５は、各腕部４ａ，５ａ，の先端に設けた凸状部４ｃと凹状受部５ｃとの嵌め合
いによって回動可能に接続される。また、一対のリンク部材４，５は、キートップ３の凹
部３ｂの四隅に設けた案内横溝部３ｃ及び案内縦溝部３ｄに一対のリンク部材４，５の各
支持ピン４ｆ，５ｆを嵌合することでキートップ３に支持される。なお、図６（ｄ）及び
図７（ｄ）に示されるように、支持ピン４ｆは案内横溝部３ｃに隙間１３を有して支持さ
れており、一対のリンク部材４，５が回動する際には腕部４ａの水平方向のスライドを可
能としている。
【００２５】
　図５は上記キートップ３に支持された一対のリンク部材４，５を基台２に組み込んだ状
態を示す。一対のリンク部材４，５はキートップ３に組み込まれた状態でハウジング９に
被せられ、各リング部材４，５の腕部４ａ，５ａの内側面に設けられた支持ピン４ｇ，５
ｇ（図４を参照）をハウジング９の左右の枠体９ａに設けられた支持溝部９ｄ，９ｅ（図
１参照）に回動可能に嵌合することによってハウジング９にも支持される。
【００２６】
　次に図６及び図７に基づいて、本実施形態に係るキースイッチ１の動作について説明す
る。図６にはキートップ３の上限位置の状態が示されており、キートップ３が昇降動作の
上限位置にあるときに、一対のリンク部材４，５はＶ字形状を構成する。また、図６（ａ
）に示されるように、ハウジング９の上面を覆うシート状部材１１に設けられた円錐台状
突起１１ａの上面がキートップ３の内側面に設けられた円柱状突起３ｅと接触している。
また、メンブレンシートスイッチ７の接点部７ａでは一対の接点が開放状態に保持され、
この開放状態を保つように、接点部７ａの上方に板状バネ部材８がシート状部材１１の下
面と接触するようにして押圧部８ｂを保持している。さらに、図６（ｄ）に示されるよう
に、一方のリンク部材４の腕部４ａの先端部４ｈを基台２の開口窓２ｂの外側張出部２ｆ
に当接させることで、キートップ３の昇降動作の上限位置を規制している。
【００２７】
　また、一対のリンク部材４，５は、図６（ｃ）及び図７（ｃ）に示されるように、各腕
部４ａ，５ａの先端に設けた凸状部４ｃと凹状受部５ｃとの嵌め合いによって互いに連動
して回動できるようになっている。一対のリンク部材４ａ，５ａは、図６（ｄ）及び図７
（ｄ）に示されるように、腕部４ａ，５ａの後端側に設けられた各支持ピン４ｆ，５ｆが
キートップ３の案内横溝部３ｃ及び案内縦溝部３ｄにそれぞれ回動可能に支持され、また
図６（ｂ）及び図７（ｂ）に示されるように、各腕部４ａ，５ａの前端側に設けられた各
支持ピン４ｇ，５ｇがハウジング９の支持溝部９ｄ，９ｅに回動可能に支持されているが
、一方のリンク部材４は各支持ピン４ｆ，４ｇが案内横溝部３ｃ及び支持溝部９ｄに対し
て空隙１３，１２を確保した状態で支持されているので、一対のリンク部材４，５が回動
する際には、一方のリンク部材４が前記空隙１３，１２内で水平方向にスライド可能とな
ることで、一対のリンク部材４，５の互いの連動がスムーズとなる。
【００２８】
　図７はキートップ３が昇降動作の下限位置にあるとき時の状態を示す。キートップ３を
押し下げると一対のリンク部材４，５は互いに連動してＶ字形状からフラット形状になる
ように回動する。このリンク部材４，５の回動によってキートップ３が下降動作し、図７
（ａ）に示されるように、円柱状突起３ｅが円錐台状突起１１ａを押して、シート状部材
１１を下方に撓ませることで板状バネ部材８を下方に押す。押された板状バネ部材８は押
圧部８ｂが湾曲状に弾性変形することでメンブレンシートスイッチ７の接点部７ａが押圧
されて閉成する。また、キートップ３の上面から手を離すと押圧が解除され、板状バネ部
材８の弾性復帰力によってシート状部材１１を押上げると共に円錐台状突起１１ａ及び円
柱状突起３ｅを介してキートップ３を押し上げる力が働き、それに伴って一対のリンク部
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材４，５が互いに連動してＶ字形状を再び構成する。その時、キートップ３の上限位置は
前述したようにストッパによって規制される。
【００２９】
　図８及び図９には板状バネ部材の他の実施形態が示されている。この実施形態に係る板
状バネ部材１８は円板状の押圧部１８ｂとその外周縁４カ所に脚部１８ａを有するもので
、押圧部１８ｂの一部にメンブレンシートスイッチ７の接点部７ａに向かう押圧片１８ｃ
が設けられている。この押圧片１８ｃは押圧部１８ｂの中央部分にコ字形状の切込み１８
ｄを入れ、この切込み１８ｄの内側を下方側に切り起こしたものである。また、押圧片１
８ｃは先端部分に平坦部１８ｅを有している。この板状バネ部材１８は、押圧部１８ｂだ
けでなく押圧片１８ｃが弾性変形し、メンブレンシートスイッチ７の接点部７ａを押圧片
８ｃの平坦部１８ｅが直接押圧する。したがって、この実施形態に係る板状バネ部材１８
は、最初に押圧部１８ｂが弾性変形し、さらに押圧を加えることで押圧片１８ｃが弾性変
形して接点部７ａを押圧するので、２段階でメンブレンシートスイッチ７の接点部７ａを
押圧することになり、よりソフトなクリック感が得られる効果がある。
【００３０】
　１　キースイッチ
　２　基台
　２ａ　上面
　２ｂ，７ｄ　開口窓
　２ｃ　係合部
　２ｄ　係合孔
　２ｅ　内側張出部
　２ｆ　外側張出部（ストッパ）
　２ｇ　位置決め孔
　３　キートップ
　３ａ　上面
　３ｂ　凹部
　３ｃ　案内横溝部
　３ｄ　案内縦溝部
　３ｅ　円柱状突起
　４，５　リンク部材
　４ａ，５ａ　腕部
　４ｂ，５ｂ　連結部
　４ｃ　凸状部
　４ｄ　基部
　４ｅ　円柱部
　４ｆ，５ｆ　支持ピン
　４ｇ，５ｇ　支持ピン
　４ｈ　先端部
　５ｃ　凹状受部
　５ｄ　内周部
　６　スイッチ機構
　７　シート状スイッチ部材（メンブレンシートスイッチ）
　７ａ　接点部
　７ｂ　電気回路
　７ｃ　フレキシブル回路基板
　８，１８　板状バネ部材
　８ａ，１８ａ　脚部
　８ｂ、１８ｂ　押圧部
　８ｃ　孔部
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　９　ハウジング
　９ａ　枠体
　９ｂ　凹部
　９ｃ　係合突起
　９ｄ，９ｅ　支持溝部
　９ｆ　位置決めピン
　１０　空間
　１１　シート状部材
　１１ａ　円錐台状突起
　１２，１３　隙間
　１８ｃ　押圧片
　１８ｄ　切込み
　１８ｅ　平坦部
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