
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に入力操作面（３ａ）を有する可動板（３）と、
　可動板（３）とわずかな絶縁間隔を隔てて配置され、可動板（３）を背面から支持する
支持基板（４）と、
　入力操作面（３ａ）への押圧とその押圧位置を、可動板（３）と支持基板（４）上の対
向面にそれぞれ形成された導電体層（６）（７）間の接触から検出し、押圧位置データを
出力する押圧検出手段とを備え、
　押圧を検出した際に、可動板（３）又は支持基板（４）を振動し、入力操作感を発生さ
せるタッチパネル入力装置であって、
　 対向する両面に一対の駆動電極（２ａ）
（２ｂ）が固着された圧電基板（２）を、直接若しくは駆動電極（２ａ）（２ｂ）を介し
て、 可動板（３）又は支持基板（４）に固着し、
　入力操作面（３ａ）への押圧を検出した際に、一対の駆動電極（２ａ）（２ｂ）に駆動
電圧を印加して、伸縮する圧電基板（２）により可動板（３）又は支持基板（４）を振動
させることを特徴とするタッチパネル入力装置。
【請求項２】
可動板（３）と支持基板（４）は、周囲の枠部（３Ａ）（４Ａ）で対向する内面間に配置
されるスペーサ部材（５）により、わずかな間隙を隔てて積層配置され、
圧電基板（２）は、直接若しくは駆動電極（２ａ）（２ｂ）を介して、枠部（３Ａ）（４

10

20

JP 3798287 B2 2006.7.19

単層の圧電材料で細長帯状の薄板に形成され、

所定の剛性を有する



Ａ）で対向する可動板（３）又は支持基板（４）のいずれかの内面に固着し、スペーサ部
材（５）が配置される空間内に取り付けられることを特徴とする請求項１記載のタッチパ
ネル入力装置。
【請求項３】
押圧検出手段は、可動板（３）と支持基板（４）の各導電体層（６）（７）の周縁に電気
接続するいずれかの引き出し電極（９ａ）に検出電圧を印加し、若しくは、いずれかの引
き出し電極の電位を検出して、入力操作面（３ａ）への押圧とその押圧位置を検出し、
可動板（３）又は支持基板（４）の枠部（３Ａ）（４Ａ）の内面に固着されたいずれかの
引き出し電極（９ａ）を、圧電基板（２）の一方の駆動電極（２ａ）として、引き出し電
極を介して圧電基板（２）を固着することを特徴とする請求項２記載のタッチパネル入力
装置。
【請求項４】
圧電基板（２）は、直接若しくは駆動電極（２ａ）（２ｂ）を介して、支持基板（４）の
背面に固着することを特徴とする請求項１記載のタッチパネル入力装置。
【請求項５】
　圧電基板（２） 、導電体層（７）の周縁に電気接続する引き出し電極（９ａ）（９ｂ
）が形成された支持基板（４）の部位の背面に固着し、

ことを特徴とする請求項４記
載のタッチパネル入力装置。
【請求項６】
入力操作面（３ａ）への押圧を検出した際に、低電圧のトリガーパルスを入力によりコイ
ルの両端にあらわれる出力電圧を駆動電圧として、圧電基板（２）の一対の駆動電極（２
ａ）（２ｂ）に印可することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のタッチ
パネル入力装置。
【請求項７】
入力操作面（３ａ）への押圧を検出した際に、一対の駆動電極（２ａ）（２ｂ）に可聴帯
域周波数の駆動電圧を印可して、圧電基板（２）を伸縮し、可動板（３）又は支持基板（
４）を可聴帯域周波数で振動させることにより、入力操作を表す音を発生させることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のタッチパネル入力装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、可動板を押圧した際に、押圧されている可動板又は可動板を支持する支持基板
を振動し、操作者に入力操作感を発生させるタッチパネル入力装置に関し、更に詳しくは
、圧電基板を用いて可動板又は支持基板を振動させるタッチパネル入力装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
【０００３】
タッチパネル入力装置は、可動板と支持基板が、その対向面に形成された導電体層間が離
間するように、僅かな絶縁間隔を隔てて積層配置されたもので、可動板が押圧された際に
、その押圧位置で導電体層間が接触することを電気的に検出して、パーソナルコンピュー
タ等の処理装置へその押圧位置を表す押圧位置データを出力するものである。
【０００４】
特に、可動板、支持基板、導電体層などを透明材料で形成すると、液晶パネル、ＣＲＴ等
の表示画面上に配置することにより、表示内容を見ながらタッチパネル入力装置の入力操
作面を押圧し、押圧位置を検出することによって、表示内容に対応する押圧位置データを
、パーソナルコンピュータなどの処理装置へ出力することができる。
【０００５】
この種のタッチパネル入力装置においては、上述のように、可動板と支持基板が、僅かな
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絶縁間隔を隔てて積層配置されるものであるため、可動板を押圧した際のストロークは０
．１乃至０．５と極めて小さく、操作者は、可動板の押圧により入力操作が行われたかど
うかを知ることができない。
【０００６】
そこで、タッチパネル入力装置へ入力操作したことを、可動板や支持基板を振動させるこ
とにより、押圧した指から感触せしめるフォースフィードバック型タッチパネルが知られ
ている。
【０００７】
図８は、この従来のタッチパネル入力装置１００を示すもので、プラスチックの可撓性シ
ートからなる可動板１０１と、可動板１０１との対向面にプラスチックシート１０２を貼
り付けたガラス製の支持基板１０３が、多数の絶縁突起１０４で僅かな間隙を隔てて積層
され、タッチパネル部１００Ａを構成している。
【０００８】
可動板１０１とプラスチックシート１０２との対向面には、均一な抵抗被膜で構成された
導電体層（図示せず）が被着され、可動板１０１を押圧すると、押圧位置で導電体層間が
接触、導通し、これを、導電体層の周縁に電気接続された引き出し電極（図示せず）の電
位から読み取って、押圧位置を検出するようになっている。
【０００９】
支持基板１０３は、筺体１０５の底面上に設けられた円柱台状のクッション台座１０６上
に支持されている。クッション台座１０６は、タッチパネル部１００Ａの全体を載置する
ためのゴム製の台座で、柔らかすぎると可動板１０３への押圧を吸収してしまうので、そ
れより硬い硬度が５０乃至６０度のものが使用される。
【００１０】
クッション台座１０６で形成される支持基板１０３と筺体１０５の間には、表示パネル１
０７が配置されている。可動板１０１の上方から、この表示パネル１０７の表示が視認で
きるように、上述の支持基板１０３上に形成される各部は、透明材料で形成されている。
【００１１】
支持基板１０３の一端縁部の背面側には、複数枚の圧電セラミック等の圧電基板を積層さ
せた圧電アクチュエータ１０８が配設されている。この圧電アクチュエータ１０８は、圧
電基板の電わい効果を利用して圧電アクチュエータ１０８自体を振動させるもので、駆動
電圧を印加して圧電アクチュエータ１０８を振動源とする。
【００１２】
圧電アクチュエータ１０８の基端部は、支持台１０９で固定され、中間部分は、支持軸１
１０で回転自在に支持され、先端部に固着された接触子１１１が支持基板１０３の背面に
当接して、取り付けらている。
【００１３】
可動板１０１の所定位置を押圧して入力操作を行うと、押圧位置の導電体層間が接触する
ことにより、図示しない押圧検出手段がその押圧と、押圧位置を検出し、押圧位置データ
をパーソナルコンピュータ等所定の処理装置へ出力する。
【００１４】
押圧を検出した際には、同時に、圧電アクチュエータ１０８の駆動電極に駆動電圧が印加
され、圧電アクチュエータ１０８が振動する。この振動は、先端の接触子１１１を介して
支持基板１０３に伝達され、可動板１０１を押圧している指先で、振動が感知される。
【００１５】
従って、タッチパネル入力装置を押圧操作する操作者は、可動板１０１を押圧した際に、
指先に感じる振動で、入力操作が行われたことを知ることができる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来のタッチパネル入力装置は、振動の発生源として、圧電アクチュエータな
どの振動素子、振動モータ等を用いて、可動板１０１若しくは支持基板１０３を振動させ
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ているが、振動発生源を、タッチパネルを構成する可動板１０１や支持基板１０３とは別
のスペースに設けるため、筺体１０５ひいては入力装置全体の厚さや大きさが大きくなり
、外形のデザインも制約される。
【００１７】
また、振動発生源としての圧電アクチュエータ１０８は、当接するタッチパネル部１００
Ａ側に感知できる程度の振動を伝達させるため、ある程度大きな振幅の変位を発生させる
必要があり、複数の圧電基板を積層して構成する。この為、圧電アクチュエータ１０８自
体が厚くなる。更に、多数の圧電基板を積層する製造工程は、各層毎に一対の駆動電極を
貼り付け、その後、駆動電極が付着した圧電基板を厚み方向に重ねて一体化するという複
数の工程となるので、部品コストも高くなる。
【００１８】
一方、振動発生源として振動モータを用いる場合には、振動モータ自体の大きさが大きく
、部品コストも高いものである。
【００１９】
また、タッチパネル部１００Ａの振動は、これらの振動発生源の振動が伝達された間接振
動なので、振動発生源による細かい振動の感触は、タッチパネル部１００Ａ側に伝達しに
くい。例えば、振動の周波数を変化させて、異なる情報を操作者へ伝達しようとしても、
正確にタッチパネル部１００Ａ側が応動できないので、伝達できない。
【００２０】
更に、振動発生源で振動を発生させてから、タッチパネル部１００Ａが振動するまでに伝
達による遅れが生じるため、直接細かい振動の変化を伝達することは困難なものであった
。
【００２１】
これに関連して、圧電アクチュエータ１０８や振動モータ等の振動発生源は、一定時間連
続して振動させる必要があるため、振動発生源を駆動させる駆動回路は、発振回路を用い
た複雑な回路となる。つまり、振動モータなどの振動発生源は、瞬間的なパルス波形の駆
動電圧を印加しても動作せず、起動動作制御を含めた一定時間連続して動作させる為の駆
動回路が必要となる。圧電アクチュエータ１０８では、瞬間的なパルス波形の駆動電圧を
印加すれば、応動して瞬間的に伸縮するが、前述のように、その伸縮（振動）は減衰して
タッチパネル部１００Ａ側に伝達されるので、瞬間的な振動を操作者が感知できず、同様
に入力操作感を発生させるには、問題があった。
【００２２】
これに加えて、振動発生源１０８を筺体１０５内に確実に取り付けるには、上述のように
、支持台１０９や振動発生源１０８の中間を回動自在に支持する支持軸１１０を設けるな
ど複雑な構造となり、取り付けが確実でないと、振動発生源１０８のみが振動して、雑音
が発生したり、その振動がタッチパネル部１００Ａに伝達されない。
【００２３】
更に、振動発生源１０８と、支持基板１０４等のタッチパネル部１００Ａ等の振動伝達機
構の構造も、製造精度が要求され、例えば、接触子１１１と支持基板１０４との間に隙間
が生じていると、振動の際に、雑音が発生し、振動も減衰して伝達される。
【００２４】
本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、可動板又は支持基板
を振動させる構造としても、装置全体が大型化せず、外形のデザインが制約されないタッ
チパネル入力装置を提供することを目的とする。
【００２５】
また、可動板又は支持基板の振動をきめ細かく制御自在とするタッチパネル入力装置を提
供することを目的とする。
【００２６】
また、単純な駆動回路で、操作者が検知できる振動を、可動板又は支持基板に発生させる
タッチパネル入力装置を提供することを目的とする。
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【００２７】
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　請求項１のタッチパネル入力装置は、表面に入力操作面を有する可動板と、可動板とわ
ずかな絶縁間隔を隔てて配置され、可動板を背面から支持する支持基板と、入力操作面へ
の押圧とその押圧位置を、可動板と支持基板上の対向面にそれぞれ形成された導電体層間
の接触から検出し、押圧位置データを出力する押圧検出手段とを備え、押圧を検出した際
に、可動板又は支持基板を振動し、入力操作感を発生させるタッチパネル入力装置であっ
て、
　 対向する両面に一対の駆動電極が固着さ
れた圧電基板を、直接若しくは駆動電極を介して、 可動板又は支持基
板に固着し、入力操作面への押圧を検出した際に、一対の駆動電極に駆動電圧を印加して
、伸縮する圧電基板により可動板又は支持基板を振動させることを特徴とする。
【００２９】
一対の駆動電極間に駆動電圧を印加すると、圧電基板の電わい効果により伸縮する。圧電
基板は、一方の駆動電極を介して、可動板又は支持基板に直接固着されているので、圧電
基板の伸縮によって、固着した可動板又は支持基板自体に、大きな振幅で振動する応力が
発生する。
【００３０】
可動板又は支持基板自体が振動するので、圧電基板を駆動させる駆動電圧の波形を変化さ
せることにより、可動板又は支持基板に、細かい振動作用を与えることができる。
【００３１】
請求項２のタッチパネル入力装置は、可動板と支持基板が、周囲の枠部で対向する内面間
に配置されるスペーサ部材により、わずかな間隙を隔てて積層配置され、圧電基板は、直
接若しくは駆動電極を介して、枠部で対向する可動板又は支持基板のいずれかの内面に固
着し、スペーサ部材が配置される空間内に取り付けられることを特徴とする。
【００３２】
圧電基板は、圧電材料からなる単層の基板で構成できるので、薄い厚さとして、可動板と
支持基板間の僅かな隙間にも介在させることができる。
【００３３】
可動板と支持基板を僅かな間隔を隔てて積層配置するスペーサ部材の配置スペースを利用
して、圧電基板とその両面の一対の駆動電極を配置するので、振動作用を加える構造とし
ても、その為のスペースを新たに用意する必要がない。
【００３４】
請求項３のタッチパネル入力装置は、押圧検出手段が、可動板と支持基板の各導電体層の
周縁に電気接続するいずれかの引き出し電極に検出電圧を印加し、若しくは、いずれかの
引き出し電極の電位を検出して、入力操作面への押圧とその押圧位置を検出し、可動板又
は支持基板の枠部の内面に固着されたいずれかの引き出し電極を、圧電基板の一方の駆動
電極として、引き出し電極を介して圧電基板を固着することを特徴とする。
【００３５】
導電体層の周縁に電気接続する引き出し電極を、圧電基板の一方の駆動電極と兼用するの
で、一方の駆動電極は別に形成する必要がない。
【００３６】
引き出し電極は、導電体層を外部と電気接続する為の電極であるので、引き出し電極と外
部との配線を利用して、一方の駆動電極に駆動電圧を印加させることができる。
【００３７】
請求項４のタッチパネル入力装置は、圧電基板を、直接若しくは駆動電極を介して、支持
基板の背面に固着することを特徴とする。
【００３８】
タッチパネル入力装置の支持基板の背面側に一方の駆動電極を介して圧電基板を固着する
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単層の圧電材料で細長帯状の薄板に形成され、
所定の剛性を有する



だけなので、従来の構造を変えずに、振動機能を加えることができる。
【００３９】
　請求項５のタッチパネル入力装置は、圧電基板 、導電体層の周縁に電気接続する引き
出し電極が形成された支持基板の部位の背面に固着し、

ことを特徴とする。
【００４０】
　照光用発光素子の配線 と引き出し電極との間には、支持基板
の背面側に圧電基板が固着されるので、引き出し電極は、圧電基板の対向する両面に固着
された駆動電極で遮蔽され、高周波ノイズが、 静電容量結合によって引き出し
電極に伝達されることが防止される。
【００４１】
請求項６のタッチパネル入力装置は、入力操作面への押圧を検出した際に、低電圧のトリ
ガーパルスを入力によりコイルの両端にあらわれる出力電圧を駆動電圧として、圧電基板
の一対の駆動電極に印可することを特徴とする。
【００４２】
可動板又は支持基板自体が大きな振幅で振動するので、トリガーパルスを入力してコイル
の両端に表れる瞬間的なパルス波形の駆動電圧を圧電基板へ印加するだけで、操作者が検
知できる程度の大きさの振動が可動板又は支持基板に発生する。
【００４３】
請求項７のタッチパネル入力装置は、入力操作面への押圧を検出した際に、一対の駆動電
極に可聴帯域周波数の駆動電圧を印可して、圧電基板を伸縮し、可動板又は支持基板を可
聴帯域周波数で振動させることにより、入力操作を表す音を発生させることを特徴とする
。
【００４４】
可動板又は支持基板が、可聴帯域周波数で振動し、押圧の検出を表す操作音を発生させる
ので、別にスピーカなどを設置することなく、操作音によって入力操作感を発生させるこ
とができる。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施の形態に係るタッチパネル入力装置１を、図１乃至図６で説明す
る。本実施の形態に係るタッチパネル入力装置１においては、対向面の導電体層を均一な
抵抗膜で形成したいわゆる抵抗感圧タブレット方式を採用して、導電体層間の接触位置（
押圧位置）を検出している。図１は、タッチパネル入力装置１の分解斜視図、図２は、そ
の要部縦断面図、図３は、圧電基板２の取り付けを示す説明図、図４は、圧電基板２を駆
動する第１駆動回路１０の構成を示すブロック図、図５は、圧電基板２を駆動する駆動電
圧波形を示す波形図、図６は、圧電基板２を駆動する第２駆動回路１１の構成を示すブロ
ック図である。
【００４６】
これらの図において、３は、透明な合成樹脂、ここではＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）を用いて可撓性の矩形シート状に成形された可動板である。可動板３の材質として
は、後述する支持基板４側に僅かに撓むものであれば、任意の材質を用いることができる
が、本実施の形態のように、支持基板４の内方に配設した表示部（図示せず）を目視可能
とする場合には、透明材料を用い、ある程度の剛性か必要であれば、ガラス基板、アクリ
ル板、可撓性を有するものであれば、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＥＳ（ポリエーテル
スルホン）、ＰＩ（ポリイミド）等を用いることができる。
【００４７】
可動板３の表面には、透明なハードコート剤（図示せず）が塗布され、入力操作面３ａと
なる上面を保護している。
【００４８】
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を
圧電基板の対向する両面に固着さ

れた一対の駆動電極により、引き出し電極を支持基板の背面側に発生する高周波ノイズか
ら遮蔽する

等の高周波ノイズの発生源

支持基板の



また、支持基板４は、透明な基板で、ソーダライムガラスを用いて、可動板３と同じ輪郭
の矩形薄板状に成形されている。支持基板４は、押圧される可動板３をその背面側から支
持する基板であり、このため、ある程度の剛性が必要であるが、その内方に表示部を配置
しない場合には、必ずしも透明材料で形成する必要はない。支持基板４は、ある程度の剛
性があれば、ガラス板に限らず、アクリル基板などのプラスチック板やアルミ、鉄などの
金属板でもよい。
【００４９】
可動板３と支持基板４は、これらの各周囲の枠部３Ａ、４Ａ間に介在させる粘着剤層５に
よって、互いにわずかな間隙を隔て積層配置される。可動板３と支持基板４との対向面に
は、透明導電膜である可動導電体層６と固定導電体層７が、均一な膜圧で固着されている
。可動導電体層６と固定導電体層７は、それぞれ、ＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）で
形成され、均一な膜圧で膜付けされることによって、導電体層の各位置で単位長さあたり
の抵抗値を等くしている。
【００５０】
固定導電体層７上には、絶縁性の合成樹脂からなるドットスペーサ（図示せず）が、所定
の間隔で固着されている。このドットスペーサは、入力操作面３ａの一部が意図せずに手
元などで触れた場合に、可動導電体層６と固定導電体層７が誤接触することを防止するも
のであり、粘着材層５によって隔てられる可動導電体層６と固定導電体層７の間隙に比べ
て低い高さとなっている。
【００５１】
可動板３の背面には、可動導電体層６の図１においてＸ方向の両側辺において可動導電体
層６と電気接続するＸ印加側引き出し電極８ａとＸ接地側引き出し電極８ｂが印刷されて
いる。Ｘ印加側引き出し電極８ａとＸ接地側引き出し電極８ｂは、銀からなる細長帯状の
透明な導電薄板であり、可動板３背面のリード部１２ａ、１２ｂによって、可動板３の外
部接続部３ｂまで引き出されている。
【００５２】
同様に、可動板３と対向する支持基板４の表面には、固定導電体層７の図１においてＸ方
向と直交するＹ方向の一側辺に、固定導電体層７と電気接続するＹ接地側引き出し電極９
ｂが印刷されている。Ｙ接地側引き出し電極９ｂも、銀からなる細長帯状の透明な導電薄
板であり、その表面で導電性接着剤により電気接続する可動板３背面のリード部１２ｄに
よって、可動板３の外部接続部３ｂまで引き出されている。
【００５３】
Ｙ接地側引き出し電極９ｂが印刷された固定導電体層７の一側辺に対して、Ｙ方向で対向
する他側の側辺にも、固定導電体層７に電気接続するＹ印加側引き出し電極９ａが形成さ
れるが、ここでは、Ｙ印加側引き出し電極９ａを、圧電基板２の一方の駆動電極２ａと兼
ねるため、圧電基板２を支持基板４へ固着する際に、駆動電極２ａを導電性接着剤で固定
導電体層７の他側の側辺に沿って固着することによって、固定導電体層７に電気接続する
Ｙ印加側引き出し電極９ａが形成される。
【００５４】
Ｙ印加側引き出し電極９ａ（一方の駆動電極２ａ）は、図３に示すように、圧電基板２の
長手方向一側で表面側に折り返され、対向する可動板３背面のリード部１２ｃに導電性接
着剤で電気接続し、外部接続部３ｂまで引き出されている。
【００５５】
尚、同様に、圧電基板２の他方の駆動電極２ｂも、対向する可動板３背面のリード部１２
ｅに導電性接着剤で電気接続し、外部接続部３ｂまで引き出されている。
【００５６】
リード部１２ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅによって外部接続部３ｂまで引き出された各引き出し電
極８ａ、８ｂ、９ａ、９ｂと、駆動電極２ｂは、外部接続部３ｂに接続するコネクタを介
して後述の押圧検出回路、駆動回路１０、１１を含む外部回路に電気接続する。
【００５７】
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このように、本実施の形態では、可動板３側にリード部１２ｅを加えるだけで、圧電基板
２を駆動する駆動電圧を外部から供給できるので、配線が容易である。
【００５８】
尚、Ｙ印加側引き出し電極９ａと圧電基板２の一方の駆動電極２ａとを兼ねることによっ
て、外部回路との接続のためのリード部１２ｃも共用できるものとなる。後述するように
、Ｙ印加側引き出し電極９ａは、押圧位置の検出の際に、検出電圧を印加したり、固定導
電体層７の電位を検出するものであり、駆動電極２ａは、押圧を検出した際には、可動板
２へ駆動電圧を印加するものであるが、押圧位置の検出と、押圧を検出した際の駆動電圧
の印加は、異なるタイミングで実行され、同時に行われることがないので、両者を１枚の
電極で兼用できるものである。
【００５９】
圧電基板２は、圧電単結晶、ＰＺＴ（チタンジルコン酸鉛）磁器に代表される圧電セラミ
ック、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）等の圧電材料で形成した単層の基板で、ここで
は、機械的な耐久性があり、最も広く利用されているＰＺＴ系の圧電磁器材料からなる圧
電セラミックス板を用い、図示するように、固定導電体層７の側辺に沿うように、細長帯
状の薄板に形成している。圧電基板２は、薄板なので、歪み量を大きく、また、低い電圧
で動作するようになっている。
【００６０】
圧電基板２に駆動電圧を印加する一対の駆動電極２ａ、２ｂは、導電性金属材料を蒸着、
スクリーン印刷等で圧電基板２の対向する表裏両面に付着させた後、焼成等で固着させて
いる。圧電基板２の背面を覆う一方の駆動電極２ａは、前述した様に、圧電基板２の長手
方向一側で表面に折り返され、表面を覆う他方の駆動電極２ｂと接触しないように、間隙
を隔てて表面側に露出している。
【００６１】
両面に駆動電極２ａ、２ｂが固着された圧電基板２は、図２に示すように、可動板３と支
持基板４をわずかな間隙を隔てて積層するために、各枠部３Ａ、４Ａの対向面間に充填さ
れる粘着剤層５の充填空間の一部を利用して、可動板３と支持基板４の間に配置される。
充填空間の高さ、すなわち、可動板３と支持基板４間の間隔は、数１００μｍから１ｍｍ
程度が一般的であるが、圧電基板２は、単層の薄板構造としているため、両面に固着され
る駆動電極２ａ、２ｂを合わせてもその高さを、２００μｍ程度とすることができ、充填
空間内へ取り付けることが充分可能なものである。
【００６２】
図示するように、圧電基板２の取り付けは、背面側に固着されている一方の駆動電極２ａ
（Ｙ印加側引き出し電極９ａ）を、固定導電体層７の他側の側辺と支持基板４の表面に跨
って載置し、導電性接着剤１３で、固定導電体層７と支持基板４に固着することによって
、支持基板４の表面に固着する。
【００６３】
本実施の形態においては、一方の駆動電極２ａを引き出し電極圧電基板２と兼ねているた
め、圧電基板２の支持基板４への固着に、導電性の接着剤を用いているが、一方の駆動電
極２ａを直接支持基板４へ固着する場合には、必ずしも導電性である必要はなく、エポキ
シ系、アクリル系など種々の接着剤を用いることができる。
【００６４】
本発明では、圧電基板２の電わい効果を利用して支持基板４に振動を発生させるものであ
り、圧電基板２を直接支持基板４に固着するので、圧電基板２の伸縮により支持基板４に
大きな振幅の振動を発生させる応力が発生する。例えば、誘電率が３４００、圧電定数が
５９０＊１０１ ２ Ｃ／Ｎ、弾性コンプライアンスが２０＊１０－ １ ２ ｍ２ ／Ｎの値を有す
るＰＺＴ系圧電材料に、１０＊１０５ Ｖ／ｍの電界をかけると、５．９＊１０４ の歪みが
生じ、この歪みをクランプした状態では、３＊１０７ Ｎ／ｍという大きな応力が生じる。
【００６５】
この電わい効果を利用すると、図３（ａ）の矢印で示す厚み方向に、一対の駆動電極２ａ
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、２ｂ間に±２０Ｖ程度の駆動電圧を印加するだけで、可動板３を介しても、指で感触し
うる充分大きな振幅の振動を支持基板４に発生させることができる。振動の振幅は、駆動
電圧、圧電基板２の支持基板４へ固着する長さを調整することにより、調整できる。
【００６６】
圧電基板２の取り付け位置は、固定導電体層７の周縁であるので、入力操作面３ａを狭め
ない。尚、圧電基板２は、固定導電体層７の対向する両側の周縁に一対取り付けてもよい
。
【００６７】
図２に示すように、圧電基板２を一方の駆動電極２ａを介して支持基板４上に固着した後
、各枠部３Ａ、４Ａの対向面間に粘着剤層５を塗布し、可動板３と支持基板４を貼り合わ
せる。粘着材層５を挟んで、可動板３と支持基板４の各枠部３Ａ、４Ａを押圧すると、粘
着材層５を介して枠部３Ａ、４Ａの対向面が密着し、可動導電体層６と固定導電体層７は
、僅かな間隙で平行に配置される。また、圧電基板２の他方の駆動電極２ｂは、粘着材層
５で覆われるので、圧電基板２は、拘束されることなく伸縮する。
【００６８】
外部接続部３ｂに接続するコネクタを介して押圧検出回路（図示せず）は、可動板３の入
力操作面３ａへの押圧と押圧位置を検出し、その押圧位置データを出力するもので、以下
、その作用を説明する。
【００６９】
押圧を検出していない待機状態では、Ｘ印加側引き出し電極８ａ若しくはＸ接地側引き出
し電極８ｂに所定の押圧検出用電圧を印加し、可動導電体層６をこの電位に保つとともに
、他側の固定導電体層７を抵抗を介して接地し、その電位を監視する。可動板３が押圧さ
れていない間、接地電位にある固定導電体層７の電位は、押圧により導電体層６、７間が
接触すると、可動導電体層６から抵抗に電流が流れ、一定の電位まで上昇する。そこで、
所定のしきい値を設定し、固定導電体層７の電位が所定のしきい値を越えることで、可動
板３が押圧されたことを検出する。
【００７０】
押圧を検出すると、その押圧位置を検出するように押圧検出回路が動作する。尚、この押
圧検出によって、圧電基板２に駆動電圧を印加する第１駆動回路１０も起動するが、その
動作は、後述する。
【００７１】
押圧位置の検出は、Ｘ方向と、Ｙ方向のそれぞれを分けて検出する。Ｘ方向の押圧位置を
検出する際には、Ｘ印加側引き出し電極８ａに座標検出用電圧を印加するとともに、Ｘ接
地側引き出し電極８ｂを接地し、可動導電体層６に等しい傾きの電位勾配を形成する。押
圧位置での電位は、可動導電体層６と接触する固定導電体層７側をハイインピーダンスと
しておけば、固定導電体層７の電位で読み取ることができ、Ｙ印加側引き出し電極９ａ若
しくはＹ接地側引き出し電極９ｂのいずれかにＡ／Ｄコンバータなどの電圧検出回路に接
続して、接触位置の電位を読み取る。可動導電体層６には、等しい傾きの電位勾配が形成
されているので、接触位置の電位は、Ｘ接地側引き出し電極８ｂからＸ印加側引き出し電
極８ａに向かうＸ方向の距離に比例した値となり、これによって、押圧位置のＸ座標を検
出する。
【００７２】
Ｙ方向の押圧位置検出は、上記と同様の方法で、固定導電体層７にＹ方向の等しい傾きの
電位勾配を形成し、Ｘ印加側引き出し電極８ａ若しくはＸ接地側引き出し電極８ｂに接続
する電圧検出回路から、接触位置の電位を読み取る。接触位置の電位は、Ｙ接地側引き出
し電極９ｂからＹ印加側引き出し電極９ａに向かうＹ方向の距離に比例した値となるので
、これによって、押圧位置のＹ座標を検出する。
【００７３】
このようにＸ、Ｙ座標検出モードを繰り返し、入力操作面３ａの押圧操作による押圧位置
を、Ｘ、Ｙ方向で検出し、Ｘ座標とＹ座標からなる押圧位置データを図示しないパーソナ
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ルコンピュータなどの処理装置へ出力する。
【００７４】
タッチパネル入力装置１は、可動板３への押圧を検出する限り、押圧検出回路にて、上記
押圧と押圧位置の検出を繰り返すが、押圧されていない状態から始めて押圧を検出した際
には、支持基板４を振動させる為に、圧電基板２に駆動電圧を印加する第１駆動回路１０
が起動する。
【００７５】
第１駆動回路１０は、図４に示す簡単な回路で、コイルで構成された変圧回路１４の出力
側に圧電基板２の一対の駆動電極２ａ、２ｂが接続される。押圧を検出すると、５乃至１
０ｍｓｅｃ幅の振動トリガー信号が変圧回路１４に入力され、この間、瞬間的に数ボルト
の直流低圧電源が変圧回路１４へ印加されるようになっている。従って、変圧回路１４に
は、コイルによる誘導電圧が発生し、±４０Ｖ程度の駆動電圧が圧電基板２に印加される
。
【００７６】
圧電基板２は、この駆動電圧が印加されて伸縮し、固着する支持基板４を振動させる。圧
電基板２を駆動させる駆動電圧の波形は、瞬間的に発生するパルス波形で駆動電圧を印加
している間だけ、支持基板４が振動するものであるが、上述したように、僅かな時間であ
っても、大きな振幅の振動が得られるので、操作者は、押圧操作が検出されたことを、支
持基板４に接触する可動板３を介して指先に伝達される振動で充分認識することができる
。
【００７７】
従って、振動を発生させる為の第１駆動回路１０には、振動を一定時間連続させるための
振動用発信回路、昇圧用の発振回路などを用いることなく、極めて簡単な回路構成とする
ことができる。
【００７８】
尚、支持基板４の振動は、圧電基板２の伸縮に直接連動する振動なので、圧電基板２を駆
動させる駆動電圧波形を図５の各図に示すように、種々の波形として、細かい振動の変化
を操作者へ伝達させることもできる。
【００７９】
図５（ａ）は、操作者に皿バネで支持される押ボタンを押圧した際に生じるクリック感に
類似した感触を与える駆動電圧波形で、押圧を検出した後、５乃至１０ｍｓｅｃ幅のパル
スを２回発生させるものである。これにより、支持基板４は、瞬間的に２度振動する。
【００８０】
図５（ｂ）は、２０乃至３０ａＨｚの正弦波交流の駆動電圧波形で、支持基板４には、同
じ周波数の正弦波振動が表れる。これにより、操作者は、振動モータで支持基板４を振動
させたような振動の感触を受ける。
【００８１】
図５（ｃ）は、数１００μｓｅｃの周期の交流の駆動電圧波形で、同じ周期で支持基板４
が振動する。支持基板４の振動周波数は、数ｋｈｚとなるので、その振動の感触は指から
得られないが、可聴帯域周波数であるので、支持基板４がガラス基板等であると振動によ
る操作音が発生する。従って、入力操作感は、音の発生によっても、操作者へ伝達するこ
とができ、この場合に、操作音を発生させる為のスピーカを設ける必要がない。
【００８２】
図５（ｄ）は、同図（ａ）と（ｃ）の駆動電圧波形を組み合わせたもので、操作者は、始
めにクリック感を指先から得て、その後、耳から操作音を聞くことで、押圧操作を確認で
きる。
【００８３】
携帯電話機など携帯情報端末機器（ＰＤＡ）では、着信を伝達するための振動モータ、着
信音を出力するスピーカの他に、入力文字、着信内容を表示する表示板等が備えられてい
るが、可能な限り小型軽量化が求められるこれらの機器内には、更に表示板を振動させる
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為に従来の圧電アクチュエータ、振動モータなどの振動部品を取り付けることはできず、
表示板を振動させる製品は開発されていない。本発明によれば、表示板に圧電基板２を取
り付け、その駆動電圧波形を上述のように変えるだけで、これらの機能を全て満たすこと
ができる。
【００８４】
図５（ｂ）乃至（ｄ）に示す各駆動電圧波形は、一定時間連続した振動を支持基板４へ発
生させるために、第１駆動回路１０に代えて、図６に示す振動用発振回路１５を備えた第
２駆動回路１１で圧電基板２を駆動させる必要がある。
【００８５】
第２駆動回路１１において、昇圧用発振回路１６は、数Ｖの直流定電圧電源で２０乃至３
０ｋＨｚの発振動作を行う。昇圧用発振回路１６に接続する昇圧回路１７は、昇圧用発振
回路１６の周期でトランスに流れる電流をスイッチング制御し、数ボルトの直流定電圧電
源を数１０Ｖの直流電圧に昇圧し、増幅回路１８へ出力する。
【００８６】
一方、振動用発振回路１５は、支持基板４を振動させる周波数の駆動信号を発生し、増幅
回路１８へ出力するもので、増幅回路１８は、この駆動信号を昇圧回路１７から入力され
る直流電圧で増幅し、ゲート回路１９へ出力する。
【００８７】
ゲート回路１９の入力側には、更に、押圧を検出した際に押圧検出回路で生成される振動
トリガーを入力した際に、支持基板４を振動させる時間幅のパルスを生成するパルス幅発
生回路２０が接続され、ゲート回路１９は、このパルスを入力している間、増幅回路１８
より入力される駆動信号を、駆動電圧として圧電基板２の駆動電極２ａ、２ｂへ印加する
。
【００８８】
この第２駆動回路１１によれば、振動用発振回路１５で生成される駆動信号の周波数と、
パルス幅発生回路２０で生成されるパルス幅を任意に設定することにより、図５各図に例
示する駆動電圧波形等任意の駆動電圧波形を生成できる。
【００８９】
第１の実施の形態では、圧電基板２を、可動板３と支持基板４との間に配設するものであ
ったが、圧電基板２は、可動板３又は支持基板４のいずれの部分に固着しても本発明を実
施できるものである。
【００９０】
以下、圧電基板２を支持基板４の背面に固着した、本発明の第２実施の形態に係るタッチ
パネル入力装置３０を、図７の要部断面図で説明する。
【００９１】
尚、この第２実施の形態においては、圧電基板２の取付位置を変えることによる構成上の
相違を除き、他の構成は、第１の実施の形態に係るタッチパネル入力装置１と同一の構成
であるので、図中同一の番号を付してその詳細な説明は省略する。
【００９２】
図に示すように、圧電基板２は、支持基板４の背面であって、Ｙ印加側引き出し電極９ａ
が形成された部位の背面に、一方の駆動電極２ａを介して、接着剤層３１で固着される。
一対の駆動電極２ａ、２ｂと、駆動回路１０、１１を含む外部回路との電気接続は、第１
実施の形態のように、可動板３背面のリード部１２ｃ、１２ｅを利用することができない
ので、別に設けるリード線（図示せず）を介して電気接続する。
【００９３】
また、固定導電体層７に電気接続するＹ印加側引き出し電極９ａも駆動電極２ａと兼用で
きないので、図示するように、第１実施の形態において駆動電極２ａが固着された部位に
印刷形成される。
【００９４】
第１実施の形態と同様に、押圧を検出した際に、駆動回路１０、１１から一対の駆動電極
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２ａ、２ｂへ駆動電圧を印加すれば、圧電基板２の伸縮により支持基板４が振動し、操作
者は支持基板４に接触する可動板３を介して指先でこの振動を感知し、押圧操作が実行さ
れたことを認識できる。
【００９５】
このように、本実施の形態に係るタッチパネル入力装置３０は、従来構造のタッチパネル
入力装置をそのままその構造を変えずに用い、圧電基板２を固着するだけで、振動機能を
加えることができる。
【００９６】
尚、可動板３と支持基板４の各枠部３Ａ、４Ａ間を貼り付ける粘着材層５は、これらの対
向面間を固着する接着剤層としてもよい。
【００９７】
本実施の形態では、可動板３と支持基板４が、いずれも透明材料で形成されているので、
タッチパネル入力装置３０を液晶パネル、ＣＲＴ等の表示装置上に配置し、表示内容を見
ながら入力操作面３ａを押圧し、押圧位置を検出することによって、表示内容に対応する
指示入力データを、パーソナルコンピュータなどの処理装置へ出力するものである。
【００９８】
この様な使用形態では、表示装置が支持基板４の背面側に配置され、また、その表示内容
を見易くするために、発光ダイオードなどの照光用発光素子も支持基板４の背面側に配置
されるが、これらの表示装置、素子若しくはその配線から高周波ノイズが発生することが
あり、絶縁基板である支持基板４が誘電体として作用し、支持基板４上に形成された引き
出し電極９ａ、９ｂに重畳し、押圧位置の検出エラーの原因となっていた。
【００９９】
本実施の形態では、支持基板４の背面側の表示装置、素子若しくはその配線と、上記引き
出し電極９ａ、９ｂとの間に、圧電基板２に貼り付けられた駆動電極２ａ、２ｂが介在し
、これらの電極２ａ、２ｂが、引き出し電極９ａ、９ｂに対するシールドの役割をなすの
で、高周波ノイズを遮断し、押圧位置の誤検出を防止できる。
【０１００】
上述の第１、第２実施の形態では、始めて可動板３への押圧を検出した際に、圧電基板２
へ駆動電圧を印加したが、検出した押圧位置データと連動させ、押圧の検出とともに、表
示装置で表示される特定のアイコンを表示する表示エリアの押圧位置を検出した際に、圧
電基板２へ駆動電圧を印加し、可動板３又は支持基板４を振動させることもできる。更に
、アイコンの表示毎に、駆動電圧波形を変化させれば、操作者に感知される振動作用も異
なり、目の不自由な操作者にも、アイコンの種別を指先で感知できる。
【０１０１】
また、上述の実施の形態は、いわゆる抵抗感圧タブレット方式のアナログタイプのタッチ
パネル入力装置１、３０で説明したが、可動導電体層６と固定導電体層７を、それぞれ多
数の短冊状の可動接触片と固定接触片に分割し、可動板３と支持基板４の対向面に、互い
に直交するように貼り付けて、マトリックス状の接触位置を設定した、いわゆるデジタル
タイプのタッチパネル入力装置としてもよい。このデジタルタイプのタッチパネル入力装
置では、いずれかの接触した可動接触片と固定接触片から接触位置から、可動板３に対す
る押圧位置を検出することができる。
【０１０２】
また、圧電基板は、ある程度の剛性を有するものであれば、可動板３の表面若しくは背面
へ固着してもよく、又、圧電基板を固着する可動板又は支持基板は、圧電基板の伸縮で振
動が生じる程度の剛性があれば、その材料は、ガラス、プラスチック、金属等いずれの材
料であってもよい。
【０１０３】
上記実施の形態に示すように、圧電基板は、厚み方向で対向する表面と背面に一対の駆動
電極を貼り付け、一方の駆動電極を介して可動板又は支持基板へ固着すると、圧電基板の
厚み方向に電界が加わり、小さい駆動電圧で効果的に可動板又は支持基板を振動させるこ
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とができるが、必ずしもこの固着方法に限らず、可動板又は支持基板と直交する圧電基板
の側面に固着し、圧電基板を、直接、可動板又は支持基板へ固着するものであってもよい
。
【０１０４】
本発明のように、可動板３又は支持基板４へ圧電基板を取り付けると、これらへ直接振動
を発生させるのみならず、種々の用途が派生して生じる。
【０１０５】
例えば、圧電基板による圧電効果を利用（機械的歪みから発生する電圧信号を利用）する
用途としては、可動板に圧電基板を固着しておき、押圧操作の際に、可動板の押圧によっ
て撓む圧電基板から所定の電圧が出力されるので、この電圧を検出して、タッチパネル入
力装置の押圧を検出できる。この出力電圧を積分回路に通せば、可動板への押圧力も判定
できる。
【０１０６】
また、圧電基板に加速度が加わっても、圧電効果による電圧が出力されるので、待機中は
、圧電基板からの出力のみ監視する回路を動作させておき、タッチパネル入力装置が備え
られた機器を操作者が取り出した際に、圧電基板に加わる加速度から出力される電圧を検
出し、他の主回路に電源を供給する等の省電力回路にも利用できる。
【０１０７】
更に、可動板の表面側に圧電基板を露出させておくと、操作者の会話による音圧を受けて
、圧電基板に、音声に対応する所定の電気信号が表れる。従って、簡易マイクロフォンと
しても利用することも可能である。
【０１０８】
更に、入力操作面の対向する２辺に沿って圧電基板を固着すれば、押圧した際にそれぞれ
の圧電基板に伝達される撓み量が、押圧位置から圧電基板の固着位置までの距離に依存す
るので、一対の圧電基板の出力を比較することで、押圧位置を検出することも可能となる
。
【０１０９】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、タッチパネル入力装置１、３０を構成す
る可動板３や支持基板４自体を振動させるので、振動発生源を装置とは別のスペースに設
ける必要がなく、入力装置全体の厚さや大きさが増加しない。
【０１１０】
また、可動板３や支持基板４自体が振動するので、振動発生源の支持機構や振動源からの
伝達機構も設ける必要がなく、更に、伝達による雑音の発生や、振動エネルギーの減衰も
なく、僅かな駆動電圧で、効果的に振動させることができる。従って、一定時間振動を継
続させず、瞬間的な振動を発生させるだけで、操作者に感知させることができ、振動を継
続させるための発振回路がない簡単な回路で、圧電基板を駆動制御できる。
【０１１１】
更に、圧電基板２の伸縮にそのまま追従して可動板３や支持基板４が振動するので、押圧
を検出した後、遅れなく振動を伝えることができ、また、駆動電圧波形を変化させて、操
作者に、細かい振動の感触の変化を伝えることができる。
【０１１２】
また、圧電基板２は、単層構造としてその厚みを薄くできるので、安価に製造できるばか
りか、低い駆動電圧で大きな撓み量が得られるので、可動板３や支持基板４に大きな振幅
の振動を効率的に発生させることができる。
【０１１３】
また、請求項２の発明によれば、一対の駆動電極が固着された圧電基板を、可動板と支持
基板を僅かな間隔を隔てるスペーサ部材の配置スペースにするので、振動作用を加える構
造としても、その為のスペースを新たに用意する必要がない。
【０１１４】
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また、請求項３の発明によれば、導電体層の周縁に電気接続する引き出し電極と、圧電基
板の一方の駆動電極と兼用するので、一方の駆動電極は別に形成する必要がない。更に、
引き出し電極と外部回路とを接続するリード部も兼用できるので、一方の駆動電極へ駆動
電圧を供給するための配線も新たに設ける必要がない。
【０１１５】
また、請求項４の発明によれば、支持基板の背面に一方の駆動電極を介して圧電基板を固
着するだけなので、従来のタッチパネル入力装置をそのまま用いて、振動機能を加えるこ
とができる。
【０１１６】
また、請求項５の発明によれば、支持基板の背面側から受ける高周波ノイズを駆動電極が
遮蔽するので、高周波ノイズが引き出し電極に重畳することによって生じる押圧位置の検
出エラーを防止できる。
【０１１７】
また、請求項６の発明によれば、連続した振動を発生させるための発振回路などが不要と
なり、簡単な圧電基板の駆動回路で、操作者が検知できる振動を発生する。
【０１１８】
また、請求項７の発明によれば、別にスピーカなどの音源を設けることなく、操作音によ
って、操作者へ入力操作感を伝達させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るタッチパネル入力装置１の分解斜視図である。
【図２】タッチパネル入力装置１の要部縦断面図である。
【図３】（ａ）は、圧電基板２の取り付けを示す説明図、
（ｂ）は、一対の駆動電極２ａ、２ｂとリード部１２ｃ、１２ｅとの接続を示す要部斜視
図である。
【図４】圧電基板２を駆動する第１駆動回路１０の構成を示すブロック図である。
【図５】圧電基板２を駆動する駆動電圧波形を示し、
（ａ）は、クリック感を発生させる駆動電圧波形の、
（ｂ）は、緩やかな振動感を発生させる駆動電圧波形の、
（ｃ）は、可聴音を発生させる駆動電圧波形の、
（ｄ）は、クリック感の後、可聴音を発生させる駆動電圧波形の、
波形図である。
【図６】圧電基板２を駆動する第２駆動回路１１の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施の形態に係るタッチパネル入力装置３０の要部断面図である。
【図８】従来のタッチパネル入力装置１００を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１　　タッチパネル入力装置
２　　圧電基板
２ａ　一方の駆動電極
２ｂ　他方の駆動電極
３　　可動板
３Ａ　可動板の枠部
３ａ　入力操作面
４　　支持基板
４Ａ　支持基板の枠部
５　　粘着材層（スペーサ部材）
６　　可動導電体層
７　　固定導電体層
９ａ　Ｙ印加側引き出し電極
９ｂ　Ｙ接地側引き出し電極９ｂ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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