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(57)【要約】
【課題】　共通の操作面を使用して、多様な入力操作を
確実に行えるようにした入力装置を提供する。
【解決手段】　有機エレクトロルミネッセンスを使用し
た表示シートで、キーボード入力表示パターン３１Ａと
、特定操作領域表示パターン３１Ｂ、またはパッド入力
部表示パターン３１Ｃが切換えられて表示される。また
、各表示パターンの操作箇所が、下から部分押圧手段に
より押圧され、キーなどの操作箇所が突出変形する。操
作箇所が表示され且つ隆起することで、視覚と触覚の双
方で、操作箇所を明確に確認できる。また、指などでの
接触位置は、表示シートに重ねられた静電容量式の検出
シートで検出される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作体が接触した位置を検出でき且つ変形可能な検出シートと、前記検出シートに重ね
られて、複数種の操作指示パターンを切換えて表示することが可能であり且つ変形可能な
表示シートと、前記検出シートおよび前記表示シートを下から部分的に押圧して前記検出
シートおよび前記表示シートを部分的に突出変形させる部分押圧手段とを有し、
　前記表示シートにいずれかの操作指示パターンが表示されると、前記部分押圧手段によ
って、前記表示シートに表示されている操作指示パターンの操作箇所が押圧されて、前記
操作箇所で前記検出シートと前記表示シートとが突出変形し、突出変形した前記操作箇所
に操作体が触れたことが、前記検出シートで検出されることを特徴とする入力装置。
【請求項２】
　前記操作指示パターンは、複数のキー入力操作箇所を有するキーボード入力表示パター
ンと、一定の座標入力領域を示す座標入力領域表示パターンとを含む請求項１記載の入力
装置。
【請求項３】
　前記表示シートは、表示層と、この表示層を挟む上部電極と下部電極とを有しており、
前記上部電極が、複数種の前記操作指示パターンに対応した形状である請求項１または２
記載の入力装置。
【請求項４】
　前記表示層が、有機エレクトロルミネッセンス層である請求項３記載の入力装置。
【請求項５】
　前記検出シートが、電極間の静電容量の変化によって、操作体が接触した箇所を検出す
るものである請求項１ないし４のいずれかに記載の入力装置。
【請求項６】
　前記部分押圧手段は、複数の小突起が突出して、複数の小突起で同じ操作箇所を押圧す
るものである請求項１ないし５のいずれかに記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通の操作面を使用し、複数種の操作指示パターンの表示を切換えて、多様
な入力を可能とした入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータや携帯用通信機器などの各種電子機器は、操作面に複数のキーが配列され
たキー入力部や、回転入力部、さらには静電容量式の入力パッドで形成された座標入力部
などを有している。
【０００３】
　前記キー入力部や、回転入力部や座標入力部は、個別に入力操作するものであるため、
多様な入力操作を実現するためには、同じ操作面に、これら全ての入力部を区分して配置
しなくてはならなくなり、操作面を小型化するのに限界がある。
【０００４】
　また、静電容量式の入力パッドを使用して、キー入力などに類似した入力操作と、座標
入力操作の双方を行えるようにした入力装置も考えられるが、この場合に、入力パッドの
表面に多様な表示を行うことができず、多種類の入力操作を誤りなく、確実に行えるよう
にすることが難しい。
【０００５】
　また、以下の特許文献１や特許文献２には、操作面の一部を突出させて、触覚で操作箇
所を認識させる入力装置が開示されている。しかし、この入力装置を用いても、多種類の
入力操作を視覚と触覚の双方で認識しながら入力操作行うことは難しい。
【特許文献１】特開２０００－１４８３９３号公報
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【特許文献２】特開２００５－５５４８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、限られた面積の操作面内に多様な入
力部の表示を行えるようにし、さらに視覚のみでなく触覚でも多様な入力部を認識できる
ようにした入力装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の入力装置は、操作体が接触した位置を検出でき且つ変形可能な検出シートと、
前記検出シートに重ねられて、複数種の操作指示パターンを切換えて表示することが可能
であり且つ変形可能な表示シートと、前記検出シートおよび前記表示シートを下から部分
的に押圧して前記検出シートおよび前記表示シートを部分的に突出変形させる部分押圧手
段とを有し、
　前記表示シートにいずれかの操作指示パターンが表示されると、前記部分押圧手段によ
って、前記表示シートに表示されている操作指示パターンの操作箇所が押圧されて、前記
操作箇所で前記検出シートと前記表示シートとが突出変形し、突出変形した前記操作箇所
に操作体が触れたことが、前記検出シートで検出されることを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明の入力装置は、表示シートで複数種の操作指示パターンが切換えて表示され、こ
の切換えて表示された操作指示パターンに対応して、その操作箇所が、部分押圧手段で突
出変形させられる。よって、操作者は、同じ操作面内で切換ええられる操作指示パターン
を、視覚と指の触覚の双方で認識できる。しかも、突出変形した操作箇所が指で操作され
たときに、どの箇所に指を触れたかが、静電容量式などの検出シートで検出される。
【０００９】
　例えば、本発明は、前記操作指示パターンは、複数のキー入力操作箇所を有するキーボ
ード入力表示パターンと、一定の座標入力領域を示す座標入力領域表示パターンとを含む
ものである。
【００１０】
　上記のように、操作指示パターンで、キーボードの操作領域と、座標入力領域を示す操
作領域の双方を指示できると、これまで困難とされていた、キーボード入力操作と座標入
力操作とを、同じ操作面上で実行できるようになる。
【００１１】
　例えば、前記表示シートは、表示層と、この表示層を挟む上部電極と下部電極とを有し
ており、前記上部電極が、複数種の前記操作指示パターンに対応した形状である。この場
合に、例えば、前記表示層が、有機エレクトロルミネッセンス層である。
【００１２】
　表示シートに、予め操作指示パターンに対応した電極を設けておくと、表示シートに表
示される操作指示パターンの切換えが容易である。
【００１３】
　また、本発明では、前記検出シートが、電極間の静電容量の変化によって、操作体が接
触した箇所を検出するものであることが好ましい。
【００１４】
　また、前記部分押圧手段は、複数の小突起が突出して、複数の小突起で同じ操作箇所を
押圧するものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、異なる操作指示パターンに切換えたときに、切換えられた操作指示パター
ンの操作箇所が、目視で区別できるように表示されると同時に、指の触覚で理解しやすい
ように突出変形する。そのため、限られた面積内で、多様な操作入力を確実に行なえるよ
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うになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本発明の実施の形態の入力装置を示すものであり、部分押圧手段の部分押圧動
作により、各シートが部分的に突出変形させられている状態を示す分解斜視図である。図
２は、表示シートの平面図である。図３は、部分押圧手段が動作していない状態を示す部
分断面図、図４は、部分押圧手段が動作して、検出シートと表示シートが部分的に突出変
形させられた状態を示す部分断面図である。図５ないし図７は、表示シートで表示される
指示表示をパターン別に示した斜視図である。
【００１７】
　図３と図４に示すように、この入力装置１は、最下層に硬質の基板２が設けられている
。この基板２の上には、部分押圧手段１０が重ねられて固定されている。部分押圧手段１
０の上には、下側中間基板３が重ねられ、その上に表示シート３０が重ねられている。表
示シート３０の上に、上側中間基板４が重ねられ、その上に、検出シート２０が重ねられ
ている。そして、検出シート２０の上が表面シート５で覆われている。
【００１８】
　図１には、前記各構成要素のうちの、部分押圧手段１０、表示シート３０、検出シート
２０および表面シート５が示されている。部分押圧手段１０、下側中間基板３、表示シー
ト３０、上側中間基板４、検出シート２０および表面シート５は、全て同じ形状で同じ大
きさである。また、下側中間基板３、表示シート３０、上側中間基板４、検出シート２０
および表面シート５は変形可能である。図３に示すように、前記各シートおよび各基板は
、外力が与えられていないときに、全て平面形状である。図１および図４に示すように、
部分押圧手段１０で各層が下側から部分的に押圧されると、押圧されている部分で、下側
中間基板３、表示シート３０、上側中間基板４、検出シート２０および表面シート５が部
分的に突出変形する。
【００１９】
　上側中間基板４と表面シート５は、軟質で透明なエラストマーシートで形成されている
。下側中間基板３は、軟質なエラストマーシートで形成されている。
【００２０】
　前記表示シート３０は、複数種類の操作指示パターンを切換えて表示できるものである
。図３に示すように、表示シート３０は、上側中間基板４の下面に形成された上部電極３
１と、下側中間基板３の上面に形成された下部電極３２を有している。そして、上部電極
３１と下部電極３２との間に表示層３３が挟まれている。表示層３３は、有機エレクトロ
ルミネッセンス層である。
【００２１】
　表示シート３０を構成している下部電極３２は、表示領域の全域をほぼカバーできるよ
うに一定の膜厚で間欠なく形成されている。上部電極３１は、複数種類の操作指示パター
ンのそれぞれの操作箇所の形状に対応した形状である。
【００２２】
　図２は、表示シート３０の上部電極３１のパターンを示す平面図である。上部電極３１
で表示される操作指示パターンのひとつはキーボード入力表示パターン３１Ａである。図
５は、表示シート３０がキーボード入力表示部３１Ａのみを表示している状態を示してい
る。キーボード入力表示パターン３１Ａは、縦横に規則的に配列した複数の小キー表示部
３１Ａ１と、前記小キー表示部３１Ａ１よりも手前側において、横方向に間隔を開けて配
置された３箇所の中キー表示部３１Ａ２と、中キー表示部３１Ａ２の間に位置する１箇所
の長キー表示部３１Ａ３を有している。
【００２３】
　小キー表示部３１Ａ１では、上部電極３１の一部が、小キーの輪郭を示す輪郭線の形状
と、小キーの内部に表示される数字や記号の形状となっている。また、中キー表示部３１
Ａ２と、長キー表示部３１Ａ３では、上部電極３１の一部が、横長のキーの輪郭を示す輪
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郭線の形状となっている。ただし、小キー表示部３１Ａ１において、上部電極３１が、小
キーを塗りつぶすように小キーの輪郭の内側の全域に形成されており、小キー内で数字や
記号の部分で上部電極３１が欠如されていてもよい。なお、中キー表示部３１Ａ２と、長
キー表示部３１Ａ３において、上部電極３１が、横長形状のキーの輪郭の内側の全域に形
成されていてもよい。
【００２４】
　また、表示シート３０の上部電極３１の一部によって、特定操作領域表示パターン３１
Ｂが形成されている。図６は、表示シート３０に特定操作領域表示パターン３１Ｂのみが
表示されている状態を示している。この特定操作領域表示パターン３１Ｂは、表示領域内
に９箇所設けられている。それぞれの特定操作領域表示パターン３１Ｂは、外側円３１Ｂ
１と、その内側に少し間隔を開けて位置する内側円３１Ｂ２とを有している。上部電極３
１の一部により外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ２とが、同心円で互いに離れて形成されて
いる。ただし、外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ２との間が上部電極３１で埋められていて
もよい。
【００２５】
　さらに、表示シート３０では、上部電極３１の一部によって、パッド入力部表示パター
ン３１Ｃが形成されている。図７は、表示シート３０に、パッド入力部表示パターン３１
Ｃのみが表示された状態を示している。パッド入力部表示パターン３１Ｃは、上部電極３
１の一部によって、一定の座標入力領域を示す座標入力領域表示パターン３１Ｃ１を有し
ている。この座標入力領域表示パターン３１Ｃ１は、座標入力領域を囲む枠形状であり、
上部電極３１により枠が形成されている。
【００２６】
　また、パッド入力部表示パターン３１Ｃでは、座標入力領域表示パターン３１Ｃ１の手
前側にＬキー入力表示３１Ｃ２と、Ｒキー入力表示３１Ｃ３が形成されている。このＬキ
ー入力表示３１Ｃ２と、Ｒキー入力表示３１Ｃ３では、上部電極３１により、細長のキー
入力領域を囲む枠形状が形成されている。
【００２７】
　図２に示すように、上部電極３１は、キーボード入力表示パターン３１Ａと、特定操作
領域表示パターン３１Ｂ、およびパッド入力部表示パターン３１Ｃのそれぞれのパターン
に応じた形状とされているが、それぞれのパターン３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃを表示できる
それぞれの上部電極３１は、互いに短絡しないように、微小な間隔を開けて独立して形成
されている。例えば、図２に示す、小キー表示部３１Ａ１の輪郭や文字あるいは数字と、
二重丸形状の特定操作領域表示パターン３１Ｂとは、微小な隙間を有して形成されている
。
【００２８】
　表示シート３０の表示層３３は、有機エレクトロルミネッセンス層であり、図示しない
制御部の制御動作に基づいてパターン３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃの上部電極を選択して通電
することにより、図５に示すキーボード入力表示パターン３１Ａと、特定操作領域表示パ
ターン３１Ｂ、およびパッド入力部表示パターン３１Ｃの各パターンが個別に切り換えら
れて表示される。
【００２９】
　前記表示層３３を、単一の有機エレクトロルミネッセンス層で形成することにより、図
５ないし図７に示す各表示パターン３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃが、同じ色彩で切り換えられ
て表示される。ただし、各表示パターン３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃのそれぞれの上部電極３
１に対向する部分に、異なる有機エレクトロルミネッセンス層を印刷等で区分して形成す
ることにより、図５ないし図７に示す各表示パターン３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃを、異なる
色彩で表示することも可能となる。
【００３０】
　前記表示シート３０の上には、検出シート２０が重ねられている。検出シート２０は、
軟質で且つ透明な支持シート２１を有している。支持シート２１の上面には上部電極２２
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が形成され、支持シート２１の下面には下部電極２３が形成されている。上部電極２２と
下部電極２３は、それぞれＩＴＯなどの透明電極である。
【００３１】
　上部電極２２は、複数の直線状の電極が一定の間隔で平行に形成されている。下部電極
２３も、複数の直線状の電極が一定の間隔で平行に形成されており、上部電極２２と下部
電極２３は互いに直交して配置されている。また、隣り合う上部電極２２の間、または隣
り合う下部電極２３の間には、検出電極が互いに平行に形成されている。図示しない制御
部で、駆動回路が制御されると、この駆動回路により、上部電極２２に順番に電圧が印加
され、これとはタイミングを変えて下部電極２３に順番に電圧が印加される。
【００３２】
　表面シート５の表面のいずれかの箇所に導電体である指が接触すると、指が接触した箇
所に近接する上部電極２２または下部電極２３と、これに隣接する検出電極との間の静電
容量が変化する。よって、上部電極２２と下部電極２３に選択的に電圧を印加すると、静
電容量の違いにより、電圧の立ち上がり時間が変動する。この立ち上がり時間の変動を検
出することで、静電容量の分布を認識でき、どの位置に指が触れているかを、Ｘ－Ｙ座標
上の位置として特定できる。
【００３３】
　なお、検出シート２０は、表面シート５に指を触れたときに、または表面シート５が指
で押されたときに、その指が接触している箇所がＸ－Ｙ座標上で特定できるのであればど
のような構造のものであってもよい。例えば、平面状の抵抗体どうしが隙間を有して対向
し、抵抗体どうしが接触した箇所を電圧降下に基づいて特定できるもの、互いに交叉する
Ｘ電極とＹ電極が隙間を有して対向しており、Ｘ電極とＹ電極とが接触した箇所を特定で
きるものなどであってもよい。
【００３４】
　表示シート３０の下側に位置する部分押圧手段１０は、比較的硬質な基板１１を有し、
基板１１内に複数の小突起１２が設けられている。この小突起１２の下には、形状記憶合
金や圧電素子などの突出アクチュエータが設けられている。小突起１２と突出アクチュエ
ータの下には、それぞれの突出アクチュエータに共通に導通する下部電極１３が設けられ
ている。また、上部には、それぞれの小突起１２ごとに個別に導通し、または小突起１２
のグループ１２Ａごとに個別に導通する上部電極１４が設けられている。
【００３５】
　図１に示すように、小突起１２はグループ１２Ａを構成しており、それぞれのグループ
１２Ａは、前記上部電極３１で形成されているキーボード入力表示パターン３１Ａと、特
定操作領域表示パターン３１Ｂ、およびパッド入力部表示パターン３１Ｃのそれぞれの操
作箇所に対応した形状となっている。
【００３６】
　次に、上記入力装置１の動作を説明する。
　図３は、部分押圧手段１０の下部電極１３と上部電極１４間に電圧が印加されていない
状態を示しており、全てのグループ１２Ａの小突起１２が退行している。その結果、下側
中間基板３から表面シート５までの各層が全て平坦な形状であり、表面シート５の表面も
平面である。また、図３の状態で、表示シート３０の上部電極３１と下部電極３２の間に
通電されていなければ、表示シート３０は無表示状態である。
【００３７】
　図３の状態で、図示しない操作部を操作することで、前記入力装置１が、図５に示すキ
ーボード入力モード、図６に示す特定操作入力モード、あるいは図７に示すパッド入力モ
ードのいずれかに切換えられる。
【００３８】
　あるいは、機器の電源が投入されると、図３に示すように、部分押圧手段１０が動作せ
ずに各シートおよび各層が平坦な状態のままで、表示シート３０と検出シート２０のみを
動作させてもよい。この場合に、表示シート３０に、例えば図５に示すキーボード入力表
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示パターン３１Ａ、あるいは図６に示す特定操作領域表示パターン３１Ｂが表示される。
このように表示された表示パターンのうちの予め決められた操作箇所に指を触れ、この指
の触れた箇所が検出シート２０で検出されることにより、図５に示すモード、図６に示す
モード、あるいは図７に示すモードのいずれかの設定が行われてもよい。
【００３９】
　前記いずれかの操作により、図５に示すキーボード入力モードが設定されると、制御部
の制御動作により、表示シート３０の下部電極３２と、上部電極３１のうちのキーボード
入力表示パターン３１Ａを形成している電極との間に電圧が印加される。その結果、有機
エレクトロルミネッセンスの表示層３３により、小キー表示部３１Ａ１の輪郭と数字また
は記号と、中キー表示部３１Ａ２および長キー表示部３１Ａ３の輪郭が明るく表示される
。
【００４０】
　制御部では、前記表示シート３０の上部電極を選択するのと同時に、部分押圧手段１０
において、上部電極１４が選択されて、選択された上部電極１４と下部電極１３との間に
電圧が印加される。このとき図１に示すように、キーボード入力表示パターン３１Ａの小
キー表示部３１Ａ１と中キー表示部３１Ａ２および長キー表示部３１Ａ３の下に位置する
小突起１２のグループ１２Ａに電圧が印加される。グループ１２Ａを構成する小突起１２
が突出すると、図４に示すように、このグループ１２Ａを構成する複数の小突起によって
、下側中間基板３から表面シート５までの各シートおよび各層が部分的に押圧され、上方
へ突出変形させられる。
【００４１】
　その結果、図５に示すように、キーボード入力表示パターン３１Ａが明るく照らされる
とともに、小キー表示部３１Ａ１、中キー表示部３１Ａ２、および長キー表示部３１Ａ３
が他の部分よりも突出する。このときの突出高さは、０．１～０．５ｍｍ程度であり、人
の指で表面シート５の表面を触れたときに、触覚で、小キー表示部３１Ａ１、中キー表示
部３１Ａ２、および長キー表示部３１Ａ３を認識できる。
【００４２】
　図５に示すキーボード入力モードが設定されている状態で、表面シート５の表面に指を
触れると、検出シート２０の検出動作により、表面シート５の表面のどの位置に指が触れ
たかを検出できる。このとき、制御部では、検出シート２０から得られる座標検出信号の
うち、小キー表示部３１Ａ１、中キー表示部３１Ａ２、および長キー表示部３１Ａ３の表
面以外の位置情報を無視する。これにより、検出シート２０から得られる座標検出信号か
ら、指がどの小キー表示部３１Ａ１、中キー表示部３１Ａ２、またか長キー表示部３１Ａ
３に触れたかを認識でき、制御部でキーボード入力信号を生成できる。
【００４３】
　前記操作により、特定操作モードが設定されると、図６に示すように、表示シート３０
により、特定操作領域表示パターン３１Ｂが表示される。この特定操作領域表示パターン
３１Ｂでは、複数箇所において外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ２が照らされて表示される
。また、制御部では、部分押圧手段１０の上部電極１４が選択されて、選択された上部電
極１４と下部電極１３との間に電圧が印加される。その結果、特定操作領域表示パターン
３１Ｂの外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ２との間の環状の領域の下に位置して環状に配置
された小突起１２のグループ１２Ａが突出し、図６に示すように、外側円３１Ｂ１と内側
円３１Ｂ２で挟まれた領域において、下側中間基板３から表面シート５までの各シートお
よび各層が突出変形する。あるいは外側円３１Ｂ１の囲まれた円形の領域全体が突出変形
させられてもよい。
【００４４】
　図６に示す特定操作モードが設定されているときに、検出シート２０では、表面シート
５の表面から隆起している複数箇所の特定操作領域表示パターン３１Ｂの部分でのみ座標
検出を可能とし、制御部では、特定操作領域表示パターン３１Ｂ以外の領域での座標検出
出力を無視する。
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【００４５】
　検出シート２０の検出動作により、いずれかの特定操作領域表示パターン３１Ｂに指が
触れたことが検出されると、どの位置の特定操作領域表示パターン３１Ｂに指が触れたか
に応じて異なる入力操作が行われる。このときの、複数箇所の特定操作領域表示パターン
３１Ｂの操作により、ゲームソフトの制御操作などが行われる。複数箇所の特定操作領域
表示パターン３１Ｂのいずれかに指を触れることにより、画面に表示された内容のスクロ
ール動作や、さらには画面に表示されたキャラクタのステップ移動操作などが行われる。
【００４６】
　さらに、いずれかの特定操作領域表示パターン３１Ｂの外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ
２との間に指を触れ、この指を外側円３１Ｂ１と内側円３１Ｂ２に沿って滑るようにして
回転させると、この回転移動が検出シート２０で検出され、画面に表示されたキャラクタ
を回転動作させるなどの入力を行うことができる。
【００４７】
　パッド入力モードが設定されると、図７に示すように、パッド入力部表示パターン３１
Ｃの、座標入力領域表示パターン３１Ｃ１とＬキー入力表示３１Ｃ２およびＲキー入力表
示３１Ｃ３が表示される。さらに、部分押圧手段１０に通電されて、座標入力領域表示パ
ターン３１Ｃ１の枠部分のみで、下側中間基板３から表面シート５までの各シートと各層
が突出する。また、Ｌキー入力表示３１Ｃ２と、Ｒキー入力表示３１Ｃ３が突出変形する
。
【００４８】
　図７に示すパッド入力モードでは、座標入力領域表示パターン３１Ｃ１の枠部分の内側
に指が触れたときに、検出シート２０により、指が触れた位置の座標検出を行い、座標入
力が行われる。この操作により、文字や絵を指で描いて制御部に入力して、画面に表示さ
せることなどが可能となる。さらに、Ｌキー入力表示３１Ｃ２やＲキー入力表示３１Ｃ３
に指が触れたことが、検出シート２０で検出されたときに、制御部において、マウスボタ
ンを押されたのと同じ操作信号が生成されてもよい。
【００４９】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られるものではなく、例えば、表示シート３０で表
示される操作指示パターンが、テンキー表示や、矢印キー表示などであってもよい。また
、表示シートによる表示形態は液晶表示などであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施の形態の入力装置を示す分解斜視図、
【図２】表示シートの平面図、
【図３】入力装置が非動作状態であるときの断面図、
【図４】入力装置が動作状態であるときの断面図、
【図５】入力装置がキーボード入力モードで動作しているときの斜視図、
【図６】入力装置が特定領域入力モードで動作しているときの斜視図、
【図７】入力装置がパッド入力モードで動作しているときの斜視図、
【符号の説明】
【００５１】
１　入力装置
２　基板
３　下側中間基板
４　上側中間基板
５　表面シート
１０　部分押圧手段
１２　小突起
２０　検出シート
２２　上部電極
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２３　下部電極
３０　表示シート
３１　上部電極
３１Ａ　キーボード入力表示パターン
３１Ｂ　特定操作領域表示パターン
３１Ｃ　パッド入力部表示パターン
３２　下部電極
３３　表示層

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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