
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剛性を有する操作パネル（３）と、
　操作パネル（３）を背面から支持する支持基板（４）と、
　操作パネル（３）への入力操作とその入力位置を検出し、入力位置データを出力する入
力位置検出手段（５０）とを備えたタブレット装置であって、
　

圧電基板を、操作パネル 固着し、
　操作パネルへの入力により撓む圧電基板から出力される電圧を検出し、操作パネルへの
入力を判定することを特徴とするタブレット装置。
【請求項２】
　操作パネル（３）への入力を検出した際に、圧電基板の表裏両面に固着された一対の駆
動電極（２ａ）（２ｂ）に駆動電圧を印加して、圧電基板を伸縮し、操作パネルを振動さ
せることを特徴とする請求項１記載のタブレット装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、操作パネルへの入力を判定するタブレット装置に関し、更に詳しくは、操作
パネルに固着する圧電基板によって操作パネルへの入力を判定するタブレット装置に関す
る。
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【０００２】
【従来の技術】
【０００３】
　タブレット装置は、デジタイザとも呼ばれるもので、支持基板上に支持された操作パネ
ルに対し、スタイラスペン等の指示具若しくは指を、接触若しくは接近させ、接触若しく
は接近させた操作パネル上の入力位置を検出して、パーソナルコンピュータ等の処理装置
へその入力位置を表す入力位置データを出力するものである。
【０００４】
　特に、操作パネル、支持基板、入力位置を検出するために形成される絶縁層、電極など
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して、表示内容を見
ながらタブレット装置の入力操作面へ入力操作を行い、表示内容に対応する入力位置デー
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】
　このタブレット装置には、操作パネルへの入力位置を検出する方式により、特開平５－
２８９８０６号に示される磁気結合方式、特開平６－２４２８７５号に示される容量結合
方式、実開平３－６７３１号に示される接触方式、特開平５－５３７１５号に示される抵
抗方式、実開平５－３３２３５号に示される光結合方式など種々のタブレットが提案され
ているが、一般に、操作者は、パーソナルコンピュータなどの処理装置でその操作結果を
知るだけで、操作パネルへの入力操作そのものがタブレット装置で検出されたかどうかを
知ることができず、入力操作に不安があった。
【０００６】
　そこで、タブレット装置への入力操作が検出されたことを、操作パネルや支持基板を振
動させることにより、操作パネルに接触するスタイラスペン若しくは指を介して感触せし
めるフォースフィードバック型タブレット装置が知られている。
【０００７】
　図９は、この従来のフォースフィードバック型タブレット装置１００を示すもので、プ
ラスチックの可撓性シートからなる操作パネル１０１と、操作パネル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１
０４で僅かな間隙を隔てて積層され、タブレット本体１００Ａを構成している。
【０００８】
　タブレット装置１００は、抵抗方式のタブレット装置であり、操作パネル１０１とプラ
スチックシート１０２との対向面に、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、操作パネル１０１の表面を押圧して入力操作すると、その入力位置で導電体
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、入力位置が検出され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、タブレット本体１００Ａの全体を載置す
るためのゴム製の台座で、柔らかすぎると操作パネル１０３への入力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
１０７が配置されている。操作パネル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。
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【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
１１０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】
　操作パネル１０１の所定位置を押圧して入力操作を行うと、入力位置の導電体層間が接
触することにより、図示しない入力位置検出手段がその入力と、入力位置を検出し、入力
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】
　入力を検出した際には、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、操作パネル１０１を入力している指先で、振動が感知され
る。
【００１５】
　従って、タブレット装置を入力操作する操作者は、操作パネル１０１を入力した際に、
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ブレット装置は、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、操作パネル１０１若しくは支持基板１０３を振動させ
ているが、振動発生源を、タブレット装置を構成する操作パネル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が大型化し、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、当接するタブレット本体１０
０Ａ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、タブレット本体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、タブレット本体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
、正確にタブレット本体１００Ａ側が追従しないので、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、タブレット本体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
てタブレット本体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
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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、その振動がタブレット本体１００Ａに伝達されない。
【００２３】
　更に、振動発生源１０８と、支持基板１０４等のタブレット本体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】
　また、磁気結合方式、容量結合方式、光結合方式を採用するタブレット装置では、必ず
しも、スタイラスペン等の指示具、指を操作パネルへ接触させずにその入力位置を検出で
きるので、タブレット装置への入力操作の検出を表す操作パネルや支持基板の振動を発生
させても、スタイラスペン、指へ伝達することができないものであった。
【００２５】
　本発明は、操作パネルへの入力を判定できるタブレット装置を提供することを目的とす
る。
【００２６】
　また、操作パネルへの入力を判定と、入力操作が検出されたことを操作パネルを振動さ
せて操作者へ伝達させることが同一部品で可能なタブレット装置を提供することを目的と
する。
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　請求項１のタブレット装置は、剛性を有する操作パネルと、操作パネルを背面から支持
する支持基板と、操作パネルへの入力操作とその入力位置を検出し、入力位置データを出
力する入力位置検出手段とを備えたタブレット装置であって、　

圧電基板を、操作パネル
固着し、操作パネルへの入力により撓む圧電基板から出力される電圧を

検出し、操作パネルへの入力を判定することを特徴とする。
【００３１】
　操作パネルに固着された圧電基板は、操作パネルへの入力によって撓み、圧電基板の圧
電効果によって所定の電圧を出力する。この出力電圧を積分回路に通すことにより、操作
パネルへの入力を判定できる。
【００３２】
　請求項２のタブレット装置は、操作パネルへの入力を検出した際に、圧電基板の表裏両
面に固着された一対の駆動電極に駆動電圧を印加して、圧電基板を伸縮し、操作パネルを
振動させることを特徴とする請求項１記載のタブレット装置。
【００３３】
　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、操作パネルに直接固着されているので、圧電基板の
伸縮によって、固着した操作パネルに、大きな振幅で振動させる応力が発生する。
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
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【００３９】
【００４０】
【００４１】
【００４２】
【００４３】
【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ブレット装置１を、図１乃至図７で説明する。
タブレット装置１は、操作パネル３と支持基板４の対向面に複数本の列電極６と複数本の
行電極７が、絶縁シート８を挟んで形成された容量結合方式のタブレット装置であり、列
電極６若しくは行電極７に印加される電圧パルスでスタイラスペン９に誘起される電圧を
読み取って、スタイラスペン９の操作パネル３上の入力位置を検出している。
【００４４】
　図１は、タブレット装置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、入力位置検出手段となる入力位置検出回路５０の
ブロック図、図５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６は、圧電基板２を駆動する駆動電圧波形を示す波形図、図７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。
【００４５】
　これらの図において、３は、透明なガラス板からなる操作パネルである。操作パネル３
は、絶縁物であれば任意の材質を用いることができるが、支持基板４の内方に表示部（図
示せず）を配設する場合には、表示部を目視可能とするために、透明材料を用いる必要が
あり、ガラス基板の他、アクリル板等を用いる。操作パネル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。
【００４６】
　操作パネル３の内面には、図１のＹ方向に延びる複数本の列電極６が、Ｘ方向に所定の
ピッチで印刷形成されている。複数の列電極６は、図４に示す入力位置検出回路５０の列
ドライバ５１に引き出され、列ドライバー５１から順次電圧パルスが印加されるようにな
っている。
【００４７】
　また、支持基板４も、透明なガラス基板で、ソーダライムガラスを用いて、操作パネル
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、入力される操作パネル３を
その背面側から支持する基板であり、また、複数の行電極７を互いに絶縁して配置する為
に、ある程度の剛性が必要な絶縁物であることが求められるが、内方に表示部を配置しな
い場合には、操作パネル３と同様、必ずしも透明材料で形成する必要はない。支持基板４
は、ガラス板に限らず、アクリル基板などのプラスチック板でもよい。
【００４８】
　支持基板４の操作パネル３と対向する上面には、図１のＸ方向に延びる複数本の行電極
７が、Ｙ方向に所定のピッチで印刷形成されている。複数の行電極７は、入力位置検出回
路５０の行ドライバ５２に引き出され、行ドライバー５２から列ドライバー５１と異なる
タイミングで順次電圧パルスが印加される。
【００４９】
　操作パネル３と支持基板４は、絶縁層となる絶縁シート８を介して積層されるもので、
絶縁シート８により対向する列電極６と行電極７が絶縁される。絶縁シート８は、図のよ
うにスタイラスペン９が行電極７上に接近した際に、これらの間を静電容量結合する誘電
体として作用させるものであるが、支持基板４の内方に表示部を配置する場合には、透明
材料で形成する。更に、絶縁シート８の内方に列電極６及び行電極７に印加される電圧で
発光する蛍光体層を介在されれば、絶縁シート８自体をＥＬパネル等の表示部とすること
ができる。
【００５０】
　絶縁シート８は、矩形状に形成されるが、そのＹ方向の幅は、操作パネル３及び支持基
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板４の同方向の幅より短く、絶縁シート８が介在しない操作パネル３と支持基板４間の間
隙に圧電基板２が取り付けられる。
【００５１】
　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、Ｙ方向の一側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、薄板とすることにより、歪み量が大きく、また
、低い電圧で動作する。
【００５２】
　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、ここでは、図３に示すように、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。
【００５３】
　両面に駆動電極２ａ、２ｂが固着された圧電基板２は、図に示すように、列電極６、行
電極７、絶縁シート８を配置する為の操作パネル３と支持基板４間の僅かな間隙を利用し
て配置される。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の厚さを加えてもその高さを、２００μｍ程度とすることができ、操作パネ
ル３と支持基板４間の僅かな間隔にも、充分取り付けることができる。
【００５４】
　圧電基板２の取り付けは、一方の駆動電極２ａが付着されている裏面を、Ｙ方向の一側
の側辺に沿う支持基板４の表面に、エポキシ系、アクリル系など種々の接着剤を用いて固
着する。また、表面側に露出する駆動電極２ａ、２ｂは、それぞれ図示しない引き出しリ
ード部により、操作パネル３と支持基板４の間から外部に引き出され、後述の駆動回路１
０、１１に電気接続される。
【００５５】
　このように本実施の形態では、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の裏面を直接支持基板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＊１０ 1２ 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。
【００５６】
　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である一対の駆動電極
２ａ、２ｂ間に±２０Ｖ程度の駆動電圧を印加するだけで、操作パネル３、スタイラスペ
ン９を介して、操作者が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。
【００５７】
　圧電基板２の取り付け位置は、行電極７が印刷される部位から外れたＹ方向の一側の側
辺であるので、入力位置が検出できる入力操作面３ａを大きく狭めることがない。尚、圧
電基板２は、支持基板４の対向する両側に沿って一対取り付けてもよい。
【００５８】
　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、操作パネル３と支持基板４の周囲の対向面間を接着剤を用いて固着し、圧電基板２及
び絶縁シート８を挟持した状態で、操作パネル３と支持基板４を貼り合わせる。尚、圧電
基板２と操作パネル３の間には、接着剤を介在させず、若しくは、図２に示すように粘着
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材層５を介在させ、圧電基板２を操作パネル３側に拘束させずに伸縮させている。
【００５９】
　スタイラスペン９は、図１に示すように、操作者が手で握り持つペンシル状の導体で形
成され、その他端は図４に示す入力位置検出回路５０のローパスフィルタ５３に電気接続
されている。
【００６０】
　入力位置検出回路５０は、容量結合方式のタブレット装置１において、スタイラスペン
９を操作パネル３への入力操作とその入力位置を検出するものであり、入力位置検出回路
５０の各構成をその作用とともに説明する。
【００６１】
　スタイラスペン９を操作パネル３の入力操作面３ａの特定位置に接触させると、操作パ
ネル９が絶縁物であるガラス板で構成されているので、誘電体として作用し、スタイラス
ペン９と各列電極６は、静電結合する。同様に、スタイラスペン９と各行電極７間も、そ
の間に介在する操作パネル９と絶縁シート８が誘電体として作用し、静電結合する。
【００６２】
　操作パネル９と絶縁シート８の静電容量は、特定位置で接触するスタイラスペン９とそ
の真下に位置する列電極６若しくは行電極７との間で最大となる。従って、列ドライバー
５１と行ドライバー５２から、各列電極６と行電極７にそれぞれ異なるタイミングで電圧
パルスを印加し、スタイラスペン９に誘起される電圧が最大となったときに、電圧パルス
を印可した列電極６若しくは行電極７を特定することで、スタイラスペン９の入力位置（
操作パネル３への接触若しくは接近位置）を検出できる。
【００６３】
　また、スタイラスペン９を操作パネル３の入力操作面３ａへ接触、若しくは接近させな
いと、列電極６若しくは行電極７との静電容量は所定値以上とならないので、いずれかの
列電極６若しくは行電極７へ電圧パルスを印加し、スタイラスペン９に一定値以上の電圧
が誘起されることで、スタイラスペン９の入力操作面３ａへの接触、若しくは接近、すな
わち入力操作を検出できる。
【００６４】
　各列電極６と行電極７に印加される電圧パルスのタイミングは、列ドライバー５１と行
ドライバー５２に接続する座標検出制御部５４で制御される。座標検出制御部５４は、列
電極６の一側から順次電圧パルスを印加するように列ドライバー５１を制御した後、同様
に行電極７の一側から順次電圧パルスを印加するように行ドライバー５２を制御し、１フ
レーム期間中に全ての電極６、７を走査した後、同じ制御を繰り返す。また、これらの列
ドライバー５１及び行ドライバー５２へ制御信号を出力する間、その後段に接続される入
力検出部５５へ一定周波数のクロックパルスを出力するとともに、１フレームの期間毎に
リセット信号を出力する。
【００６５】
　このようにして全ての列電極６と行電極７に順次電圧パルスが印加されると、いずれか
に接近させているスタイラスペン９に電圧が誘起され、この誘起電圧による出力信号は、
スタイラスペン９からローパスフィルタ５３へ出力される。
【００６６】
　ローパスフィルタ５３は、段階的に変化する出力信号を連続した信号波形に変換し、そ
の後段に接続されるコンパレータ５６及び微分回路５７へ出力する。ローパスフィルタ５
３の出力、すなわちスタイラスペン９に誘起された電圧は、コンパレータ５６により基準
電圧Ｖｒｅｆと比較される。ここでは、基準電圧Ｖｒｅｆの電位を、スタイラスペン９を
操作パネル３の入力操作面３ａへ接触、若しくは接近させた状態で、１フレーム期間中に
、ローパスフィルタ５３の出力に表れる最大電圧より僅かに低い値に設定する。
【００６７】
　コンパレータ５６は、基準電圧Ｖｒｅｆを越える電圧がローパスフィルタ５３に入力さ
れると「Ｈ」レベルの検出信号を位置検出部５５へ出力し、位置検出部５５は、この「Ｈ
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」レベルの検出信号の入力で、入力操作が行われていると判別する。
【００６８】
　また、位置検出部５５は、後述するように、所定期間以上「Ｌ」レベルであるコンパレ
ータ５６の出力が「Ｈ」レベルに移行したときに、タブレット装置１に対して始めて入力
操作が行われたものと判定し、図５又は図７に示す第１駆動回路１０、第２駆動回路１１
へトリガーパルスを出力する。
【００６９】
　微分回路５７に入力されるコンパレータ５６からの出力は、列電極６と行電極７に順次
電圧パルスを印加している間、緩やかに増減し、スタイラスペン９の下方の列電極６及び
行電極７へ電圧パルスを印加するタイミングで、極大値となる。
【００７０】
　微分回路５７の出力側に接続された位置検出部５５は、微分回路５７の出力を監視し正
から負に移行するタイミングを、コンパレータ５６からの出力の極大値とし、スタイラス
ペン９の下方の列電極６及び行電極７へ電圧パルスが印加されたタイミングと判定する。
一方、位置検出部５５は、位置検出制御部５４から出力されるクロックパルスをカウント
し、リセット信号を入力する毎に、そのカウントをリセットするので、極大値と判定した
ときのカウント値から、スタイラスペン９の下方の列電極６若しくは行電極７を特定でき
る。従って、この特定した列電極６と行電極７から、スタイラスペン９の入力位置をＸ、
Ｙ方向で求め、パーソナルコンピュータ等の処理装置へ１フレームの周期で入力位置座標
を出力する。
【００７１】
　タブレット装置１は、操作パネル３への入力操作を周期的に検出する限り、上記入力位
置の検出を繰り返すが、位置検出部５５において、所定期間入力操作を検出していない状
態（コンパレータ５６から「Ｌ」レベルの検出信号が入力されている状態）から入力操作
を検出（コンパレータ５６から「Ｈ」レベルの検出信号を入力）した際に、上述のように
入力操作が開始されたものと判定し、支持基板４を振動させる為に第１駆動回路１０を起
動するとともに、トリガーパルスを出力する。
【００７２】
　第１駆動回路１０は、図５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。入力操作を検出すると、５
乃至１０ｍｓｅｃ幅の振動トリガー信号が位置検出部５５から変圧回路１４に出力され、
この間、瞬間的に数Ｖ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。
【００７３】
　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、その振動は操作パネル３を介して、スタイラスペン
９を握る操作者の指先に伝達され、入力操作がタブレット装置１側で検出されたことを認
識することができる。
【００７４】
　ここで、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。
【００７５】
　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６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。
【００７６】
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　図６（ａ）は、操作者に皿バネで支持される押ボタンを入力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、入力を検出した後、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。
【００７７】
　図６（ｂ）は、２０乃至３０Ｈｚ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。
【００７８】
　図６（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から振動による操作音が発生す
る。従って、スタイラスペン９が操作パネル３へ接触していない状態でも、入力操作が検
出されたことを、可聴音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。
【００７９】
　図６（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、入力操作の検出
を確認できる。
【００８０】
　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、表示板自体をタブレッ
ト装置の操作パネル若しくは支持基板に兼用し、そのいずれかに圧電基板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、これらの機能を満たすことができる。
【００８１】
　図６（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７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。
【００８２】
　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
３０ｋＨｚ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。
【００８３】
　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。
【００８４】
　ゲート回路１９の入力側には、更に、入力を検出した際に入力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１
８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。
【００８５】
　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６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。
【００８６】
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　第１の実施の形態では、圧電基板２を、操作パネル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、操作パネル３又は支持基板４のいずれの部位に固着しても
本発明を実施できる。
【００８７】
　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ブ
レット装置３０を、図８の要部断面図で説明する。
【００８８】
　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ブレット装置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。
【００８９】
　図に示すように、圧電基板２は、支持基板４の背面の一側に沿って一方の駆動電極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、別に設けるリード線（図示せず）を介して電気接続する
。
【００９０】
　また、操作パネル３と支持基板４間の隙間には、第１実施の形態のように圧電基板２が
配設されないので、列電極６と行電極７が形成されない周囲の対向面間は、粘着材を用い
ずに全て接着剤１３で固着され、操作パネル３と支持基板４が貼り合わされている。
【００９１】
　第１実施の形態と同様に、入力操作を検出した際に、駆動回路１０、１１から一対の駆
動電極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に接触する操作パネル３とスタイラスペン９を介して、指でこの振
動を感知し、入力操作が検出されたことを認識できる。
【００９２】
　このように、本実施の形態に係るタブレット装置３０は、従来構造のタブレット装置を
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。
【００９３】
　上述の第１、第２実施の形態では、始めて操作パネル３への入力操作を検出した際に、
圧電基板２へ駆動電圧を印加したが、検出した入力位置データと関連させ、特定のアイコ
ンを表示する表示エリア内の入力位置と入力操作を検出した際に、圧電基板２へ駆動電圧
を印加し、操作パネル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。
【００９４】
　また、上述の実施の形態は、いわゆる容量結合方式のタブレット装置１、３０で説明し
たが、磁気結合方式、接触方式、抵抗方式、光結合方式など他の方式で入力位置を検出す
る種々のタブレット装置であってもよく、又これらの方式のタブレット装置において、必
ずしもスタイラスペンのような指示具を用いず指先で操作位置を入力するものであっても
よい。他の形式のタブレット装置である場合には、その入力位置の検出機能を損なうもの
でなければ、操作パネル３、支持基板４等の構成は、絶縁物に限らず金属材料などの任意
の材料で形成できる。
【００９５】
　また、圧電基板は、ある程度の剛性を有するものであれば、操作パネル３の表面若しく
は背面へ固着してもよい。
【００９６】
　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操作パネル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操作パネル又は支持基板を振
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動させることができるが、必ずしもこの固着方法に限らず、操作パネル又は支持基板と直
交する圧電基板の側面に固着し、圧電基板を、直接、操作パネル又は支持基板へ固着する
ものであってもよい。
【００９７】
　本発明のように、操作パネル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。
【００９８】
　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、操作パネルに圧電基板を固着しておき、入力操作の際に、操作パネルの
入力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、タブ
レット装置の入力を検出できる。この出力電圧を積分回路に通せば、操作パネルへの入力
も判定できる。
【００９９】
　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、タブレット装置が備えられ
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。
【０１００】
　更に、操作パネル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。
【０１０１】
　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、入力した際にそれぞ
れの圧電基板に伝達される撓み量が、入力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、入力位置を検出することも可能とな
る。
【０１０２】
【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、単層構造としてその厚みを薄くでき、
安価に製造できる圧電基板２を用いて、操作パネルへの入力を判定できる。
【０１０３】
　また、請求項２の発明によれば、圧電基板の圧電効果と電わい効果を利用し、同一の圧
電基板を用いて、操作パネルへの入力を判定し、入力操作が検出されたことを操作者へ伝
達することができる。
【０１０４】
　圧電基板は、タブレット装置１、３０を構成する操作パネル３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。
【０１０５】
【０１０６】
【０１０７】
【０１０８】
【０１０９】
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るタブレット装置１の分解斜視図である。
【図２】　タブレット装置１の要部縦断面図である。
【図３】　（ａ）は、圧電基板２を取り付けた状態を示す説明図、
　（ｂ）は、その要部部分破断斜視図である。
【図４】　入力位置検出回路５０の構成を示すブロック図である。
【図５】　圧電基板２を駆動する第１駆動回路１０の構成を示すブロック図である。
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【図６】　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７】　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８】　本発明の第２実施の形態に係るタブレット装置３０の要部断面図である。
【図９】　従来のタブレット装置１００を示す縦断面図である。
【符号の説明】
　１　　タブレット装置
　２　　圧電基板
　２ａ　一方の駆動電極
　２ｂ　他方の駆動電極
　３　　操作パネル
　３ａ　入力操作面
　４　　支持基板
　５０　入力位置検出回路（入力位置検出手段）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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