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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座標入力部を有する座標入力装置と、前記座標入力装置の座標入力部上に設けられて複
数の入力箇所が表示された操作面と、前記座標入力装置の下方に配置されて複数のスイッ
チが配列されてなるスイッチ装置とが積み重ねられ、前記複数のスイッチの位置が前記操
作面に表示された前記複数の入力箇所の位置に対応するように構成された本体装置と、
　前記座標入力装置及び前記スイッチ装置に接続されて、第１モードと第２モードとの２
つの異なる入力モードに応じた入力操作を選択して制御する制御装置とを具備してなり、
　前記制御装置は、前記第１モードであるか前記第２モードであるかを判別し、
　前記第１モードのときには、前記複数の入力箇所のうち押圧された入力箇所の位置を前
記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座標信号と、前記押圧さ
れた入力箇所に対応するスイッチが操作されることにより前記スイッチ装置が出力するス
イッチ信号とに基づいて、前記押圧された入力箇所の指示項目に対応する項目信号を生成
し、
　前記第２モードのときには、前記入力箇所の表示項目とは無関係に前記操作面上におけ
る操作位置を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座標信号
に基づいて、前記操作面上の操作位置に対応する位置信号を生成し、
　それぞれの入力操作に応じて前記制御装置が入力モードを自動的に切り換えることを特
徴とする入力装置。
【請求項２】
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　座標入力部を有する座標入力装置と、前記座標入力装置の座標入力部上に設けられて複
数の入力箇所が表示された操作面と、前記座標入力装置の下方に配置されて複数のスイッ
チが配列されてなるスイッチ装置とが積み重ねられ、前記複数のスイッチの位置が前記操
作面に表示された前記複数の入力箇所の位置に対応するように構成された本体装置と、
　前記座標入力装置及び前記スイッチ装置に接続されて、第１モードと第２モードとの２
つの異なる入力モードに応じた入力操作を選択して制御する制御装置とを具備してなり、
　前記制御装置は、前記第１モードのときには、前記複数の入力箇所のうち押圧された入
力箇所の位置を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座標信
号と、前記押圧された入力箇所に対応するスイッチが操作されることにより前記スイッチ
装置が出力するスイッチ信号とに基づいて、前記押圧された入力箇所の指示項目に対応す
る項目信号を生成し、
　前記第２モードのときには、前記入力箇所の表示項目とは無関係に前記操作面上におけ
る操作位置を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座標信号
に基づいて、前記操作面上の操作位置に対応する位置信号を生成し、
　前記スイッチ装置は、各スイッチが等価のスイッチ信号を出力するように、各スイッチ
が並列に接続されると共に２つの出力配線を介して前記制御装置に接続された構成を有す
ることを特徴とする入力装置。
【請求項３】
　前記座標入力装置は、Ｘ方向電極とＹ方向電極とが絶縁性樹脂シートの上下にマトリッ
クス状に対向配置されると共に、各電極から延長された出力配線が前記制御装置に接続さ
れた構成を有し、
　前記第１モードにおいて、前記操作面の所定の入力箇所が押圧されて、その撓み変形が
生じた位置を前記座標入力部が検知することによって、前記押圧された入力箇所の位置に
対応した前記座標信号を出力し、
　前記第２モードにおいて、前記操作面上の摺動により操作された位置を前記座標入力部
が検知することによって、前記操作面上の操作位置に対応した前記座標信号を出力するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の入力装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の入力装置と、前記入力装置の入力操作に応じた表示
を行う表示パネルと、前記入力装置及び前記表示パネルが組み込まれたケースとを備えた
電子機器であって、
　前記第１モードでは、前記表示パネルに前記入力箇所の指示項目に対応する画面が表示
され、
　前記第２モードでは、前記表示パネルに座標データの入力に対応する画面が表示され、
　それぞれの入力モードに応じた入力操作が前記入力装置の同一の操作面上で行えること
を特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、釦入力と座標入力を同一の操作面上で行うことが可能な入力装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
携帯型電話機などの入力装置には、押しボタン式の入力手段などが設けられ、電話番号の
入力、通話の開始や終了などの各種操作が可能とされている。
【０００３】
また最近では携帯型電話機を利用したインターネット接続環境が増える傾向にあり、携帯
型電話機で様々なサービスの提供が行われるようになっている。これによって、携帯型電
話機のディスプレイには様々なメニューが表示されるようになり、メニューの選択操作が
煩雑に行われるようになっている。
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【０００４】
従来の入力装置でメニューの選択を行う場合には、携帯型電話機に設けられた前記押釦式
の入力手段とは別に方向を示す押圧式やスティック式の入力手段が設けられ、メニューの
選択可能な位置が移動させられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の入力装置では、押釦式の入力操作とメニュー選択の入力操作とでは
異なる入力によるものであるため操作性が損なわれる問題があった。また、従来の入力装
置ではメニューを移動させる方向は上下方向や左右方向に制限されるため、迅速なメニュ
ー選択を行うことが困難であった。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、操作性を損なうことなく、所定の入
力箇所を押す操作とメニュー選択などのカーソル移動操作を行うことができる入力装置を
提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
　本発明の入力装置は、座標入力部を有する座標入力装置と、前記座標入力装置の座標入
力部上に設けられて複数の入力箇所が表示された操作面と、前記座標入力装置の下方に配
置されて複数のスイッチが配列されてなるスイッチ装置とが積み重ねられ、前記複数のス
イッチの位置が前記操作面に表示された前記複数の入力箇所の位置に対応するように構成
された本体装置と、前記座標入力装置及び前記スイッチ装置に接続されて、第１モードと
第２モードとの２つの異なる入力モードに応じた入力操作を選択して制御する制御装置と
を具備してなり、前記制御装置は、前記第１モードであるか前記第２モードであるかを判
別し、前記第１モードのときには、前記複数の入力箇所のうち押圧された入力箇所の位置
を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座標信号と、前記押
圧された入力箇所に対応するスイッチが操作されることにより前記スイッチ装置が出力す
るスイッチ信号とに基づいて、前記押圧された入力箇所の指示項目に対応する項目信号を
生成し、前記第２モードのときには、前記入力箇所の表示項目とは無関係に前記操作面上
における操作位置を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力装置が出力する座
標信号に基づいて、前記操作面上の操作位置に対応する位置信号を生成し、それぞれの入
力操作に応じて前記制御装置が入力モードを自動的に切り換えることを特徴とする。
【０００８】
　係る入力装置によれば、座標入力装置によって座標信号を生成させるとともにスイッチ
装置によってスイッチ信号を生成させ、これらの信号の組合せによって操作面の入力箇所
に対応する項目信号または操作面上の操作位置に対応する位置信号を生成させることがで
き、同一の操作面上で入力箇所の操作と入力箇所を無視した座標データの入力操作とが可
能になり、入力装置の操作性を損なうことがない。
　また、係る入力装置によれば、入力箇所に対応する座標信号が生成されるとともに当該
入力箇所に対する押圧力によってスイッチ信号が生成されるため、入力箇所に単に触れた
だけではスイッチ装置が作動せず、確実な押し込み操作が求められることになり、入力の
誤操作を防止することが可能になる。
　また、係る入力装置によれば、座標信号が、操作面上おける操作位置を座標入力部が検
知することにより生成されるので、操作面に触れるだけで位置信号を生成させることがで
き、操作性が向上して誤操作の防止が可能になる。
【０００９】
　また、本発明の入力装置は、座標入力部を有する座標入力装置と、前記座標入力装置の
座標入力部上に設けられて複数の入力箇所が表示された操作面と、前記座標入力装置の下
方に配置されて複数のスイッチが配列されてなるスイッチ装置とが積み重ねられ、前記複
数のスイッチの位置が前記操作面に表示された前記複数の入力箇所の位置に対応するよう
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に構成された本体装置と、前記座標入力装置及び前記スイッチ装置に接続されて、第１モ
ードと第２モードとの２つの異なる入力モードに応じた入力操作を選択して制御する制御
装置とを具備してなり、前記制御装置は、前記第１モードのときには、前記複数の入力箇
所のうち押圧された入力箇所の位置を前記座標入力部が検知することにより前記座標入力
装置が出力する座標信号と、前記押圧された入力箇所に対応するスイッチが操作されるこ
とにより前記スイッチ装置が出力するスイッチ信号とに基づいて、前記押圧された入力箇
所の指示項目に対応する項目信号を生成し、前記第２モードのときには、前記入力箇所の
表示項目とは無関係に前記操作面上における操作位置を前記座標入力部が検知することに
より前記座標入力装置が出力する座標信号に基づいて、前記操作面上の操作位置に対応す
る位置信号を生成し、前記スイッチ装置は、各スイッチが等価のスイッチ信号を出力する
ように、各スイッチが並列に接続されると共に２つの出力配線を介して前記制御装置に接
続された構成を有することを特徴とする。
【００１０】
　係る入力装置によれば、どのスイッチを操作しても等価のスイッチ信号が生成され、こ
の等価なスイッチ信号が制御装置に入力されるので、スイッチごとに別個のスイッチ信号
を生成させる場合と比較して制御装置の構成を簡略化することができ、またスイッチの数
が増減した場合でも制御装置の構成を変更する必要がなく、制御装置の汎用性を高めるこ
とが可能になる。
　また、スイッチ装置における複数のスイッチが並列接続されているので、スイッチ装置
の配線構造を簡略化することが可能になる。
【００１１】
　更に、本発明の入力装置は、先に記載の入力装置であって、前記座標入力装置は、Ｘ方
向電極とＹ方向電極とが絶縁性樹脂シートの上下にマトリックス状に対向配置されると共
に、各電極から延長された出力配線が前記制御装置に接続された構成を有し、前記第１モ
ードにおいて、前記操作面の所定の入力箇所が押圧されて、その撓み変形が生じた位置を
前記座標入力部が検知することによって、前記押圧された入力箇所の位置に対応した前記
座標信号を出力し、前記第２モードにおいて、前記操作面上の摺動により操作された位置
を前記座標入力部が検知することによって、前記操作面上の操作位置に対応した前記座標
信号を出力することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の電子機器は、先に記載の入力装置と、前記入力装置の入力操作に応じた表示を
行う表示パネルと、前記入力装置及び前記表示パネルが組み込まれたケースとを備えた電
子機器であって、前記第１モードでは、前記表示パネルに前記入力箇所の指示項目に対応
する画面が表示され、前記第２モードでは、前記表示パネルに座標データの入力に対応す
る画面が表示され、それぞれの入力モードに応じた入力操作が前記入力装置の同一の操作
面上で行えることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
図１に本発明の実施形態の入力装置を備えた携帯型電話機の斜視図を示し、図２にこの入
力装置の要部の斜視図を示し、図３及び図４に図１のＸ-Ｘ’線に沿う断面図を示す。尚
、図３は操作前の携帯型電話機の断面図であり、図４は操作中の携帯型電話機の断面図で
ある。また、図５には携帯型電話機の機能ブロック図を示す。
【００１６】
図１に示す携帯型電話機１は、本体ケース２と、この本体ケース２に組み込まれた表示パ
ネル３及び本発明に係る入力装置４を主体として構成されている。
表示パネル３は例えば、モノクロ型やカラー型の液晶パネルやＥＬパネル等から構成され
ている。
【００１７】
また図５に示すように、本発明に係る入力装置４は、本体装置５と制御装置６とから構成
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されている。
本体装置５は、図１～図５に示すように、座標入力部７ａを有する座標入力装置７と操作
面８ａを有するフェイスシート８とスイッチ装置９とが積み重ねられて構成されている。
【００１８】
座標入力装置７は、静電容量型や感圧型のものが搭載可能である。静電容量型の座標入力
装置としては、Ａｇ（銀）系ペーストで形成されたＸ方向電極とＹ方向電極とが所定の誘
電性を有する絶縁性樹脂シートの上下にマトリックス状に対向配置され、この樹脂シート
が導電パターンを有する基板上に配置され、上面が座標入力部７ａとされたものを例示で
きる。なお、この座標入力装置７は撓み変形が可能とされていて、座標入力部７ａの一部
が押圧されることによりその部分が撓むようになっている。これにより、座標入力部７ａ
の表面に指などの誘電体が触れることで、座標信号を出力できるようになっている。
【００１９】
感圧式の座標入力装置としては、Ｘ及びＹ方向に電位差が与えられた抵抗体とこの抵抗体
に対向する導電体とを有し、指などで押されることで、導電体と抵抗体とが接触させられ
て抵抗値が変化することにより、座標の入力が可能とされている。
【００２０】
また図２に示すように、座標入力装置７の座標入力部７ａ上にはＰＥＴ等からなる樹脂製
のフェイスシート８が積層され、このフェイスシート８の上面が操作面８ａとされている
。この操作面８ａには「OFF」,「ON」等の記号や、「1」,「2」等の数字などの複数の入
力箇所８ｂが印刷されている。更に操作面８ａ上には数字または記号を囲む円形の枠が設
けられている。
【００２１】
また、座標入力装置７の下方にはスイッチ装置９が配置されている。このスイッチ装置９
には、相互に並列接続された複数のスイッチ９ｂ…がスイッチ面９ａ上に配列されて設け
られている。
そして、これらスイッチ９ｂ…の位置が操作面８ａに表示された入力箇所８ｂ…の位置に
対応するように、フェイスシート８と座標入力装置７とスイッチ装置９とが重ね合わされ
ている。
【００２２】
また図３に示すように、スイッチ装置９のスイッチ９ａは、ＰＥＴ製の樹脂シート１２の
両面にＡｇ系ペーストからなる導電体としての電極１３ａおよび導電パターン１３ｂが印
刷などによりパターン形成されたものである。
【００２３】
電極１３ａは、樹脂シート１２の上面に設けられ、中心に円形の電極１３ａ１とその周囲
に所定の間隔を開けてリング状の電極１３ａ２が形成され、電極１３ａ２の一部に導電パ
ターンが連続して形成されている。樹脂シート１２の下面には導電パターン１３ｂが形成
され、この導電パターン１３ｂが前記電極１３ａ１と接続されている。すなわち前記電極
１３ａ１の下面の樹脂シート１２にはスルーホールが形成されており、このスルーホール
に導電パターン１３ｂと電極１３ａ１とを導通させる接続導体１４が設けられている。さ
らに電極１３ａ２上には、ドーム状（ダイアフラム状）の反転板１５が設けられ、反転板
１５の周縁部が電極１３ａ２に当接する状態で且つ反転板１５の頂点位置と前記電極１３
ａ１の位置とが一致するように設けられている。
【００２４】
また反転板１５の周囲にはレジスト膜１６ａが設けられ、また導電パターン１３ｂの下面
にも図示しないレジスト膜が設けられている。さらに、表面全体がＰＥＴ製の樹脂シート
１７によってラミネートされ、導電パターン１３ｂの下側には樹脂や金属製の基台１８が
配置されてスイッチ９ａが構成されている。
【００２５】
図３に示すように、操作前の状態では、座標入力装置７とフェイスシート８はともに変形
しておらず、反転板１５もドーム状のままの形状を維持した状態にある。この状態におい
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て所望の入力箇所８ｂが指やペンなどで上側から押されると、図４に示すように、座標入
力装置７とフェイスシート８とが共に撓み変形させられて凹んだ状態になる。さらにこの
ときの押し込み力によって反転板１５が押圧される。これにより反転板１５が反転させら
れて電極１３ａ１と接触する。その結果、電極１３ａと導電パターン１３ｂとが導通して
スイッチ出力がオンに切り替えられる。
【００２６】
また図５に示すように、携帯型電話機１の入力装置４には制御装置６が設けられている。
制御装置６には、前記の表示パネル３や座標入力装置７及びスイッチ装置９が接続されて
制御され、さらに送信部２２、受信部２３および記憶部２４が接続されている。送信部２
２と受信部２３では外部と音声信号やデータ信号の送受信が行われ、記憶部２４では電話
番号データ、各種設定データおよび表示パネル３に表示させる表示データなどが記憶され
ている。
【００２７】
図６には入力装置４の回路図を示す。座標入力装置７は、Ｘ０～Ｘ１５で示されるＸ方向
電極とＹ０～Ｙ１１で示されるＹ方向電極とがマトリックス状に配列されて構成されてお
り、これらの各電極Ｘ０～Ｘ１５、Ｙ０～Ｙ１１から延びた出力配線が制御装置６に接続
されている。
またスイッチ装置９は、複数のスイッチ９ｂ…が並列に接続されてなり、２本の出力配線
９ｃ、９ｄを介して制御装置６に接続されている。このようにして、全てのスイッチ９ｂ
が等価のスイッチ信号を出力するように構成されている。
従って、どのスイッチ９ｂ…を操作しても等価なスイッチ信号が制御装置６に入力される
ので、スイッチ９ｂ…ごとに別個のスイッチ信号を生成させる場合と比較して制御装置６
の構成を簡略化することができ、またスイッチ９ｂの数が増減した場合でも制御装置６の
構成を変更する必要がなく、制御装置６の汎用性を高めることができる。
【００２８】
制御装置６は、第１モードと第２モードの２つの異なる入力モードが選択自在とされてい
る。第１モードに設定されているときには、入力箇所８ｂが指などで押されたことを座標
入力装置７及びスイッチ装置９が検知し、座標入力装置７及びスイッチ装置９が生成した
信号に基づき、入力箇所８ｂの指示項目に応じた項目信号を生成する。また第２モードに
設定されているときには、前記入力箇所８ｂの表示に関係なく、操作面８ａが指などで摺
動させられたことを座標入力装置７が検知し、操作面８ａ上における指の位置（操作位置
）の位置信号を生成する。
【００２９】
第１モードに設定されているときには、表示パネル３に数字などの入力操作が可能な表示
が行われる。また第２モードに設定されているときには、表示パネル３にメニューの選択
が可能な表示が行われたり、カーソルが表示されてこのカーソルが移動可能とされる表示
などが行われる。
【００３０】
例えば、表示パネル３にインターネットでのホームページ（ウェブページ）画面が表示さ
れている場合には、表示パネル３にカーソルが表示されて、このカーソルを入力装置４の
入力操作によりＸ－Ｙ平面上をあらゆる方向へ自由に移動させることができる。なお、カ
ーソルを移動させてメニューの選択位置が決定された場合には、次に前記メニューを決定
する操作が行われるが、この決定の操作は、例えば入力装置４の操作面８ａを叩く動作（
タッピング）により実行されるようにしてもよく、あるいは本体ケース２に入力装置４と
は別に設けられた操作部等の操作により実行されるようにしてもよい。なお、前記タッピ
ングの検出は、押圧によって反転板１５が反転する際の荷重変化と、叩かれて反転板１５
が反転しないときの荷重変化とを判別することにより可能である。
【００３１】
上記した入力装置１において、第１モードと第２モードとは、制御装置６によってソフト
ウェア的に処理される。これにより、各モードが自動的に切換えられて、表示パネル３の
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表示がそれぞれのモードに応じた表示に切換えられる。
【００３２】
次に、入力装置４の制御装置６での処理について説明する。
図７に示すように、まずステップ１（；ＳＴ１）において、第１モード、すなわち入力箇
所８ｂに表示された指示項目に対応する入力が可能な状態か否かが判別される。ＳＴ１に
おいて第１モードであると判別された場合は（Ｙｅｓ）、ＳＴ２に移行し、表示パネル３
に入力箇所８ｂの指示項目に対応した画面が表示される。
【００３３】
次にＳＴ３に移行し、図４に示すように入力装置４の入力箇所８ｂが押されると、座標入
力装置７により絶対座標信号が生成されるとともに、スイッチ装置９によりスイッチ信号
が生成される。
絶対座標信号は、図４に示すように、複数の入力箇所８ｂ…のうち所定の入力箇所８ｂが
押されて座標入力装置７が撓み変形した際に、この撓み変形の位置において座標入力装置
７のＸ及びＹ方向電極の接触（加圧型座標入力装置の場合）あるいは誘電率の変化（静電
容量型座標入力装置の場合）が起き、これにより当該入力箇所８ｂの位置が座標入力部７
ａにより検知されて生成される。
またスイッチ信号は、図４に示すように、所定の入力箇所８ｂが押された際の押圧力によ
り座標入力装置７が撓み変形し、更にこの押圧力によって当該入力箇所８ｂに対応するス
イッチ９ｂの反転板１５が反転されて生成される。
【００３４】
次にＳＴ４において、ＳＴ３で生成した絶対座標信号及びスイッチ信号が制御装置６に入
力され、これらの信号に基づいて項目信号が生成される。そして表示パネル３の表示がこ
の項目信号に対応したものに反映される。
項目信号は、操作された入力箇所８ｂの位置を、操作面８ａにおける絶対位置としての絶
対座標信号によって特定し、更に当該入力箇所８ｂに対する押圧動作の有無をスイッチ信
号によって特定することにより生成される。
【００３５】
入力箇所８ｂに対応する絶対座標信号が生成されるとともに当該入力箇所８ｂに対する押
圧力によってスイッチ信号が生成されるため、入力箇所８ｂに単に触れただけではスイッ
チ装置９が作動せず、確実な押し込み操作が求められることになり、入力の誤操作を防止
することができる。
【００３６】
次にＳＴ１において第２モードと判定された場合は（Ｎｏ）、ＳＴ５に移行し、表示パネ
ル３に座標データの入力に対応する画面、例えばメニュー選択画面やカーソル移動画面が
表示される。
そしてＳＴ６に移行し、入力装置４の操作面８ａに指またはペン等が触れると、座標入力
装置７により相対座標信号が生成される。
相対座標信号は、操作面８ａの一部が押されて座標入力装置７が撓み変形した際に、この
撓み変形の位置においてＸ及びＹ方向電極の接触（加圧型座標入力装置の場合）あるいは
誘電率の変化（静電容量型座標入力装置の場合）が起き、これにより指またはペンが触れ
た位置を座標入力部７ａにより検知されて生成される。
【００３７】
そしてＳＴ７において、ＳＴ６で生成した相対座標信号が制御装置６に入力され、この信
号に基づいて位置信号が生成される。この位置信号が座標データとして認識され、表示パ
ネル３の表示が座標データに対応したものに反映される。
位置信号は、操作面８ａ上に触れた指またはペン等の位置を、操作面８ａ上の相対位置と
しての相対座標信号によって特定することにより生成される。
従って、操作面８ａに触れるだけで相対座標信号を生成させることができ、操作性が向上
して誤操作の防止を図ることができる。
【００３８】
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上記の入力装置４によれば、座標入力装置７によって座標信号を生成させるとともにスイ
ッチ装置９によってスイッチ信号を生成させ、これらの信号の組合せによって操作面８ａ
の入力箇所８ｂに対応する項目信号または操作面８ａ上の操作位置に対応する位置信号を
生成させることができ、同一の操作面８ａ上で入力箇所８ｂの操作と入力箇所を無視した
座標データの入力操作とが可能になり、入力装置の操作性を損なうことがない。
【００３９】
本発明の入力装置は携帯型電話機に限らず、例えば、第１モードを数字用キーボードとし
て設定し、第２モードをカーソル移動用として設定したテンキーパッドやノート型パーソ
ナルコンピュータに適用しても良い。
【００４０】
図８には、本発明の入力装置を備えたテンキーパッドの斜視図を示す。
図８に示すテンキーパッド３１は、本体ケース３２と、この本体ケース３２に組み込まれ
た本発明に係る入力装置３４を主体として構成されている。また入力装置３４の操作面３
８ａが本体装置３２の上部に位置して設けられている。
このテンキーパッド３１は、第１モードを数字用キーボードとして設定し、第２モードを
カーソル移動用として設定したものであり、数字の入力とカーソルの移動をモードを切り
替えて行うことができる。
【００４１】
図９には、本発明の入力装置を備えたノート型パーソナルコンピュータの斜視図を示す。
図９に示すノート型パーソナルコンピュータ４１は、本体ケース４２と、この本体ケース
４２に組み込まれた本発明に係る入力装置４４と、キーボード４５と、液晶ディスプレイ
等の表示装置４６を主体として構成されている。また入力装置４４の操作面４８ａが本体
装置４２の上面に位置して設けら、カーソル操作用のトラックパッド４７と兼用とされて
いる。
このノート型パーソナルコンピュータ４１は、第１モードを数字用キーボードとして設定
し、第２モードをカーソル移動用として設定したものであり、数字の入力とカーソルの移
動をモードを切り替えて行うことができる。また、従来のノート型パーソナルコンピュー
タでは、数字入力用のキーボードが省略されているのが通常だが、本発明の入力装置を備
えたものであれば、カーソル操作用のトラックパッドの部分に数字入力用のキーボードを
もうけることができ、ノート型パーソナルコンピュータの操作性を向上できる。
【００４２】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明の入力装置によれば、座標入力装置によって座標信
号を生成させるとともにスイッチ装置によってスイッチ信号を生成させ、これらの信号の
組合せによって操作面の入力箇所に対応する項目信号または操作面上の操作位置に対応す
る位置信号を生成させることができ、同一の操作面上で入力箇所の操作と入力箇所を無視
した座標データの入力操作とが可能になり、入力装置の操作性を向上させることができる
。
また、スイッチ装置の複数のスイッチが並列接続されているので、スイッチ装置の配線構
造を簡略化できる。
【００４３】
また、本発明の入力装置によれば、スイッチ装置の全てのスイッチが等価のスイッチ信号
を生成し、該スイッチ信号が制御装置に入力されるので、スイッチごとに別個のスイッチ
信号が生成する場合と比較して制御装置の構成を簡略化することができ、またスイッチの
数が増減した場合でも制御装置の構成を変更する必要がなく、制御装置の汎用性を高める
ことができる。
【００４４】
　また本発明の入力装置によれば、入力箇所に対応する座標信号が生成されるとともに当
該入力箇所に対する押圧力によってスイッチ信号が生成されるため、入力箇所に単に触れ
ただけではスイッチ装置が作動せず、確実な押し込み操作が求められることになり、入力
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【００４５】
　更にまた、本発明の入力装置によれば、座標信号が、操作面上おける操作位置を座標入
力部が検知することにより生成されるので、操作面に触れるだけで位置信号を生成させる
ことができ、操作性が向上して誤操作を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 　本発明の第１の実施形態である入力装置を備えた携帯型電話機の分解斜視図
である。
【図２】 　図１に示す入力装置の要部を示す分解斜視図である。
【図３】 　図１のＸ-Ｘ’線に沿う断面図であって、操作前の状態を示す図である。
【図４】 　図１のＸ-Ｘ’線に沿う断面図であって、操作中の状態を示す図である。
【図５】 　図１に示す携帯型電話機の機能ブロック図である。
【図６】 　図１に示す入力装置の回路図である。
【図７】 　図１の入力装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】 　本発明の入力装置を備えたテンキーパッドの斜視図である。
【図９】 　本発明の入力装置を備えたノート型パーソナルコンピュータの斜視図である
。
【符号の説明】
１　携帯型電話機
４　入力装置
５　本体装置
６　制御装置
７　座標入力装置
７ａ　座標入力部
８ａ　操作面
８ｂ　入力箇所
９　スイッチ装置
９ａ　スイッチ面
９ｂ　スイッチ
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