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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押圧操作によってそれぞれキー信号を発生する複数のキー接点を有するキーシート部が
見開き状態に配置されたベース部と、
　前記複数のキー接点にそれぞれ対応する複数のキー入力エリアが設けられた複数のペー
ジ部を有するブックユニットと、
　前記ブックユニットの前記複数のページ部における各端部にそれぞれ設けられ、前記複
数のページ部をそれぞれ特定するためのページ特定素子を有する複数のめくり部と、
　前記複数のページ部が前記キーシート部の上に配置された状態で、前記複数のページ部
における各端部に設けられた前記複数のめくり部の前記ページ検出素子をそれぞれ個別に
検出することで、前記キーシート部に対する前記複数のページ部の各位置を特定するペー
ジ検出部と、
　を備えていることを特徴とするブック型入力装置。
【請求項２】
前記ベース部は、見開き状態に配置された第１キーシート部と第２キーシート部とを備え
、
　前記ページ検出部は、前記複数のページ部が前記第１キーシート部の上に配置された状
態で、前記複数のページ部における各端部に設けられた前記複数のめくり部の前記ページ
検出素子をそれぞれ検出することで、前記第１キーシート部に対する前記複数のページ部
の各位置を特定する第１ページ検出部と、前記複数のページ部が前記第２キーシート部の
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上に配置された状態で、前記複数のページ部における各端部に設けられた前記複数のめく
り部の前記ページ検出素子をそれぞれ検出することで、前記第２キーシート部に対する前
記複数のページ部の各位置を特定する第２ページ検出部とを、備えていることを特徴とす
る請求項１に記載のブック型入力装置。
【請求項３】
　前記めくり部の前記ページ特定素子は磁石であり、
　前記ページ検出部は、前記めくり部の前記磁石の磁界を検出する磁気センサを備えてい
ることを特徴とする請求項１または２に記載のブック型入力装置。
【請求項４】
　前記めくり部の前記ページ特定素子は、前記めくり部が設けられた前記ページ部のペー
ジデータが記録された無線式のデータキャリアであり、
　前記ページ検出部は、前記めくり部の前記データキャリアに記録された前記ページデー
タを読み取るデータ読取装置を備えていることを特徴とする請求項１または２に記載のブ
ック型入力装置。
【請求項５】
　前記キーシート部は、前記ブックユニットの前記ページ部における前記キー入力エリア
が押圧操作された際に、クリック感を付与するクリック感付与部材を備えていることを特
徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載のブック型入力装置。
【請求項６】
　前記クリック感付与部材は、前記キーシート部の前記キー接点に対応して配置された反
発力の強いドーム形状の弾性部と、この弾性部と前記キーシート部との一方に設けられて
前記キーシート部が押圧操作された際に前記弾性部を押圧して弾性変形させるための押圧
突起部とを備えていることを特徴とする請求項５に記載のブック型入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、レストランなどの接客サービス業において注文を受ける際に用いるオーダ
エントリシステム（ＯＥＳ）端末機などのブック型入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オーダエントリシステム端末機などのブック型入力装置においては、特許文献１
に記載されているように、見開き型のハードカバーの内面に複数の閉じリングを設け、こ
の複数の閉じリングに複数のスイッチシートをページめくり可能に取り付け、この複数の
スイッチシートをめくって開き、この開かれたスイッチシートに表示された複数のメニュ
ーに対応する複数のキー入力部を選択して押圧操作することにより、その押圧操作された
箇所のキー入力部に表示されたメニューデータが入力されるように構成されたものが知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３４０１５１号公報
【０００４】
　この種のブック型入力装置は、スイッチシートに表示された複数のメニューにそれぞれ
対応する複数のキー入力部をスイッチシートに設け、この複数のキー入力部をそれぞれ複
数の接触子部材に電気的に接続すると共に、この複数の接触子部材をそれぞれ複数の電極
部材によってハードカバーに設けられた回路基板の各配線にそれぞれ電気的に接続した構
成になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、このような従来のブック型入力装置では、複数のスイッチシートにそれ
ぞれ複数のキー入力部を設け、この複数のキー入力部をそれぞれハードカバーの回路基板
に電気的に接続した構成であるから、スイッチシートの構造が複雑で、スイッチシートを
容易に交換することができないばかりか、複数のスイッチシートを一度に簡単に交換する
ことができないという問題がある。
【０００６】
　この発明が解決しようとする課題は、最小限の実装スペースで搭載できるハードウエア
構成を用いて、キーシート部に対する複数のページ部の各位置を特定できるようにするこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明のブック型入力装置は、押圧操作によってそれぞれキー信号を発
生する複数のキー接点を有するキーシート部が見開き状態に配置されたベース部と、前記
複数のキー接点にそれぞれ対応する複数のキー入力エリアが設けられた複数のページ部を
有するブックユニットと、前記ブックユニットの前記複数のページ部における各端部にそ
れぞれ設けられ、前記複数のページ部をそれぞれ特定するためのページ特定素子を有する
複数のめくり部と、前記複数のページ部が前記キーシート部の上に配置された状態で、前
記複数のページ部における各端部に設けられた前記複数のめくり部の前記ページ検出素子
をそれぞれ個別に検出することで、前記キーシート部に対する前記複数のページ部の各位
置を特定するページ検出部と、を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、最小限の実装スペースで搭載できるハードウエア構成を用いて、キ
ーシート部に対する複数のページ部の各位置を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明を適用したブック型入力装置の実施形態１を示した斜視図である。
【図２】図１に示されたブック型入力装置において第１、第２の各ケースを開いた状態を
示した斜視図である。
【図３】図２に示されたブック型入力装置において第２、第３の各ページ部をめくる際の
状態を示した斜視図である。
【図４】図３に示されたブック型入力装置においてブックユニットをブック装着部から取
り外した状態を示した斜視図である。
【図５】図４に示されたブック型入力装置を斜め左側から見た斜視図である。
【図６】図５に示されたブック型入力装置を斜め手前側から見た斜視図である。
【図７】図２に示されたブック型入力装置におけるＡ部を示した拡大図である。
【図８】図７に示されたブック型入力装置のＡ－Ａ矢視における拡大断面図である。
【図９】図８に示されたブック型入力装置において第２のページ部のキー入力エリアを指
で押圧する状態を示した要部の拡大断面図である。
【図１０】図１に示されたブック型入力装置をヒンジ部が設けられた右側から見た拡大側
面図である。
【図１１】図１０に示されたブック型入力装置におけるブックユニットの綴じ部材の取付
軸とブック装着部とを分解して示した拡大斜視図である。
【図１２】図１１に示された綴じ部材の取付軸をブック装着部に取り付けた状態を示した
拡大断面図である。
【図１３】図１０に示されたブック型入力装置のＢ－Ｂ矢視における要部の拡大断面図で
ある。
【図１４】図４に示されたブックユニットにおける第１～第４の各ページ部の見開き状態
を示し、（ａ）は第１、第２の各ページ部の見開き状態を示した図、（ｂ）は第２、第３
の各ページ部の見開き状態を示した図、（ｃ）は第３、第４の各ページ部の見開き状態を
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示した図である。
【図１５】この発明を適用したブック型入力装置の実施形態２において、第１、第２の各
ケースを開いた状態を示した斜視図である。
【図１６】図１５に示されたブック型入力装置において第２、第３の各ページ部をめくる
際の状態を示した斜視図である。
【図１７】図１５に示されたブック型入力装置におけるＢ部を示した拡大図である。
【図１８】図１７に示されたブック型入力装置のＣ－Ｃ矢視における拡大断面図である。
【図１９】図１５に示されたブック型入力装置の第１、第２の各ケースを閉じてヒンジ部
が設けられた右側から見た拡大側面図である。
【図２０】図１９に示されたブック型入力装置のＤ－Ｄ矢視における要部の拡大断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（実施形態１）
　以下、図１～図１４を参照して、この発明を適用したブック型入力装置の実施形態１に
ついて説明する。
　このブック型入力装置は、レストランなどの接客サービス業において注文を受ける際に
用いるオーダエントリシステム（ＯＥＳ）端末機であり、図１および図２に示すように、
機器本体１を備えている。この機器本体１は、第１ケース２と第２ケース３とを有し、こ
れらがヒンジ部４によって開閉可能に連結され、閉じた際に第１、第２の各ケース２、３
が互いに重なり合うように構成されている。
【００１８】
　第１ケース２は、図２～図４に示すように、縦長の長方形の箱状に形成されている。こ
の第１ケース２における第２ケース３と対面する上面には、図４に示すように、表示部５
と後述する第１キーシート部６とが設けられている。表示部５は、第１ケース２の上面に
おける上辺部側に配置されている。この表示部５は、液晶表示パネルやＥＬ（エレクトロ
ルミネッセンス）表示パネルなどの平面型の表示パネルからなり、各種の情報を電気光学
的に表示するように構成されている。また、この第１ケース２の側面（図１では左側の側
面）には、補助スイッチ７が設けられている。
【００１９】
　第２ケース３は、図２～図４に示すように、第１ケース２と同じ大きさの縦長の長方形
の平板状に形成されている。この第２ケース３における第１ケース２と対面する上面には
、図４に示すように、キー入力部８と後述する第２キーシート部９とが設けられている。
キー入力部８は、第２ケース３の上面における上辺部側に表示部５と並んだ状態で配置さ
れている。このキー入力部８は、テンキー、ファンクションキー、決定キーなどの各種の
キーを備え、キー操作によって情報を入力するように構成されている。
【００２０】
　ヒンジ部４は、図４～図７に示すように、第１ケース２の側部（図４では右側の側部）
と、これに対応する第２ケース３の側部（図４では左側の側部）とを回転可能に連結する
ことにより、第１ケース２と第２ケース３とが左右方向に横開きするように構成されてい
る。この場合、ヒンジ部４は、図５および図６に示すように、第１ケース２の表示部５と
第２ケース３のキー入力部８とが互いに対応する上辺部側の箇所と、第１ケース２の第１
キーシート部６と第２ケース３の第２キーシート部９とが互いに対応する下辺部側の箇所
の２箇所に、離れた状態で設けられている。
【００２１】
　ところで、第１ケース２の第１キーシート部６は、図４および図８に示すように、表示
部５の下辺側に位置する第１ケース２内の箇所に配置された回路基板１０と、図８および
図９に示すように、第１ケース２の上面に配置されて回路基板１０を覆う目隠しシート１
１とを備えている。また、第２ケース３の第２キーシート部９は、第１キーシート部６と
同様、キー入力部８の下辺側に位置する第２ケース３内の箇所に配置された回路基板１０



(5) JP 5516867 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

と、第２ケース３の上面に配置されて回路基板１０を覆う目隠しシート１１とを備えてい
る（図８、図９参照）。
【００２２】
　この場合、第１、第２の各キーシート部６、９における回路基板１０の上面には、図９
に示すように、複数のキー接点１０ａが縦横に配列された状態で設けられている。また、
この回路基板１０と目隠しシート１１との間には、複数のクリック感付与部材１２が各キ
ー接点１０ａに対応して設けられている。このクリック感付与部材１２は、図９に示すよ
うに、反発力の強いドーム状の弾性部１３と、このドーム状の弾性部１３を押圧して弾性
変形させるための押圧突起部１４とを備えている。
【００２３】
　ドーム状の弾性部１３は、図９に示すように、ステンレスなどの金属板またはＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）などの合成樹脂シートに弾性変形可能に形成された反発力
の強いドーム部であり、回路基板１０上に設けられた複数のキー接点１０ａをそれぞれ覆
った状態で、回路基板１０の上面に配置されている。押圧突起部１４は、上部が大径で下
部が小径のほぼ逆円錐形状に形成され、この小径の下面がドーム状の弾性部１３に接離可
能に対応した状態で、目隠しシート１１の下面に設けられている。これにより、この押圧
突起部１４は、面積の小さい小径の下面がドーム状の弾性部１３を押圧する際に、その押
圧力を分散させずに集中させるように構成されている。
【００２４】
　この場合、押圧突起部１４は、紫外線硬化樹脂や金属などのドーム状の弾性部１３の反
発力によって変形しない程度の硬さを有する材料で形成されている。この押圧突起部１４
の形成方法としては、紫外線硬化樹脂を目隠しシート１１の下面に塗布し、この塗布され
た紫外線硬化樹脂にマスクを介して紫外線を照射し、この紫外線が照射された箇所のみを
硬化させることにより形成することが望ましい。また、この押圧突起部１４が金属の場合
には、接着剤などで目隠しシート１１の下面に貼り付ければ良い。
【００２５】
　これにより、このクリック感付与部材１２は、図９に示すように、目隠しシート１１が
上方から押されると、その下面に設けられた押圧突起部１４がドーム状の弾性部１３をそ
の反発力に抗して押圧し、この押圧されたドーム状の弾性部１３が急激に弾性変形するこ
とにより、クリック感を付与すると共に、弾性変形した弾性部１３が回路基板１０上のキ
ー接点１０ａに接触してキー信号を出力させるように構成されている。
【００２６】
　一方、機器本体１における第１、第２の各ケース２、３のヒンジ部４の箇所には、図２
～図６に示すように、ブックユニット１５が着脱可能に取り付けられている。このブック
ユニット１５は、複数（この実施形態では４枚）のページ部１６～１９を綴じ部材２０に
よって見開き可能に綴じた構成になっている。すなわち、第１～第４の各ページ部１６～
１９は、図８に示すように、それぞれ袋状の透明なカバーシート１６ａ～１９ａ内にメニ
ューシート１６ｂ～１９ｂを収納した構成になっている。
【００２７】
　第１～第４の各メニューシート１６ｂ～１９ｂには、図１４（ａ）～図１４（ｃ）に示
すように、料理名などの各種のメニューを表示した複数のキー入力エリア１６ｃ～１９ｃ
が、第１、第２の各キーシート部６、９における複数のキー接点１０ａにそれぞれ対応し
て設けられている。これにより、第１～第４の各ページ部１６～１９は、図３～図６に示
すように、綴じ部材２０によって見開き可能に綴じられた状態で、機器本体１の後述する
ブック装着部２３に装着され、この状態で第１キーシート部６と第２キーシート部９との
いずれか一方に対応して配置されるように構成されている。
【００２８】
　また、このブックユニット１５の綴じ部材２０は、図２および図３に示すように、第１
ケース２と第２ケース３とを回転可能に連結するヒンジ部４間に位置するブック装着部２
３に配置される取付軸２１と、この取付軸２１に取り付けられて複数のページ部１６～１
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９を見開き可能に綴じる複数の綴じリング２２とを備えている。この綴じ部材２０は、図
１１および図１２に示すように、その取付軸２１がヒンジ部４と同一軸上に位置した状態
で、ヒンジ部４間のブック装着部２３内に着脱可能に装着されるように構成されている。
【００２９】
　すなわち、このブック装着部２３は、図２および図３に示すように、第１ケース２と第
２ケース３とを回転可能に連結するヒンジ部４間に位置して設けられている。このブック
装着部２３は、図１１および図１２に示すように、ヒンジ部４の一端部（図５では左上側
に位置する端部で、図１２では左端部）に設けられた筒部２４と、ヒンジ部４の他端部（
図５では右下側に位置する端部で、図１２では右端部）に設けられた固定軸２５とを備え
ている。
【００３０】
　この場合、筒部２４の内部には、可動軸２６が出没可能な状態で、外部に抜け出すこと
なく設けられている。また、この筒部２４の内部には、可動軸２６を外部に向けて押し出
す方向に付勢するばね部材２７が設けられている。そして、可動軸２６の外端部（図１２
では右側の端部）には、綴じ部材２０の取付軸２１における一端部の突起部２１ａが挿入
する軸穴２６ａが設けられている。また、固定軸２５の内端部（（図１２では左側の端部
）には、綴じ部材２０の取付軸２１における他端部の突起部２１ｂが挿入する軸穴２５ａ
が設けられている。
【００３１】
　これにより、ブック装着部２３は、図１１および図１２に示すように、可動軸２６の軸
穴２６ａに綴じ部材２０の取付軸２１における一端部の突起部２１ａを挿入させて、ばね
部材２７のばね力に抗して可動軸２６を筒部２４内に押し込み、この状態で固定軸２５の
軸穴２５ａに綴じ部材２０の取付軸２１における他端部の突起部２１ｂを挿入させること
により、ばね部材２７のばね力によって綴じ部材２０の取付軸２１が着脱可能に装着する
ように構成されている。
【００３２】
　また、このブック装着部２３は、綴じ部材２０の取付軸２１における一端部の突起部２
１ａが挿入された可動軸２６をばね部材２７のばね力に抗して筒部２４内に押し込み、こ
の状態で綴じ部材２０の取付軸２１における他端部の突起部２１ｂを固定軸２５の軸穴２
５ａから抜き出すことにより、綴じ部材２０の取付軸２１が取り外せるように構成されて
いる。
【００３３】
　ところで、ブックユニット１５は、図１０および図１３に示すように、機器本体１のブ
ック装着部２３に装着されると、その装着されたことがブック検出部３０によって検出さ
れるように構成されている。すなわち、ブックユニット１５の綴じ部材２０における下辺
側（図１０では左側）の取付軸２１には、図１０および図１３に示すように、磁石３１が
埋め込まれている。
【００３４】
　ブック検出部３０は、第１ケース２内の側面に沿って起立した状態で配置されたセンサ
基板３２と、このセンサ基板３２に設けられて綴じ部材２０の磁石３１の磁界を検出する
磁気センサ３３とを備えている。この磁気センサ３３は、図１０および図１３に示すよう
に、ブックユニット１５の綴じ部材２０がブック装着部２３に装着された際に、綴じ部材
２０の取付軸２１に設けられた磁石３１が接近する箇所に配置されている。
【００３５】
　また、ブックユニット１５は、図３に示すように、その綴じ部材２０がブック装着部２
３に装着された際に、第１～第４の各ページ部１６～１９のうち、これらの各外側に位置
する第１、第４の各ページ部１６、１９が第１、第２の各キーシート部６、９上にそれぞ
れ配置され、中間に位置する第２、第３の各ページ部１７、１８が左右方向にめくれるよ
うに構成されている。
【００３６】
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　すなわち、第１のページ部１６は、第１キーシート部６の目隠しシート１１上に配置さ
れて固定され、第４のページ部１９は、第２キーシート部９の目隠しシート１１上に配置
されて固定される。中間に位置する第２、第３の各ページ部１７、１８の各端部における
異なる位置には、それぞれ第１、第２の各めくり部３４、３５が設けられている。この第
１、第２の各めくり部３４、３５は、第２、第３の各ページ部１７、１８をめくり易くす
るためのラベル状のものである。
【００３７】
　第１のめくり部３４は、図２および図３に示すように、第２のページ部１７の綴じ部材
２０と反対側に位置する側辺部における上辺側に設けられている。また、第２のめくり部
３５は、図２および図３に示すように、第３のページ部１８の綴じ部材２０と反対側に位
置する側辺部における下辺側に設けられている。
【００３８】
　この場合、第１、第２の各めくり部３４、３５は、図８に示すように、その各外端部の
厚みがそれぞれ厚く形成されていると共に、その各外端部の先端面に指をかかり易くする
ための凹凸部３４ａ、３５ａがそれぞれ設けられている。また、この第１、第２の各めく
り部３４、３５には、図８に示すように、第２、第３の各ページ部１７、１８を特定する
ための磁石３６がそれぞれ埋め込まれている。この各磁石３６は、第１、第２の各めくり
部３４、３５にそれぞれ対応する箇所における第２、第３の各ページ部１７、１８の各内
部に配置されている。
【００３９】
　一方、第１、第１の各ケース２、３には、図３および図８に示すように、第１、第２の
各めくり部３４、３５の各磁石３６の磁界を検出して第１、第２の各キーシート部６、９
に対する第２、第３の各ページ部１７、１８の各位置を特定する第１、第２の各ページ検
出部３７、３８がそれぞれ設けられている。すなわち、第１、第２の各ページ検出部３７
、３８は、図３および図８に示すように、第１、第２の各めくり部３４、３５に対応する
箇所における回路基板１０上に第１、第２の各磁気センサ４０、４１をそれぞれ設けた構
成になっている。
【００４０】
　この場合、第１ページ検出部３７の第１磁気センサ４０は、図３および図８に示すよう
に、第２のページ部１７が第１キーシート部６の上側、つまり第１キーシート部６上の第
１のページ部１６上に配置された際に、第１のめくり部３４内の磁石３６が対応し、その
磁石３６の磁界を検出するように構成されている。また、第２ページ検出部３８の第１磁
気センサ４０は、図３および図８に示すように、第２のページ部１７が第２キーシート部
９の上側、つまり第２キーシート部９上の第３、第４の各ページ部１８、１９上に配置さ
れた際に、第１のめくり部３４内の磁石３６が対応し、その磁石３６の磁界を検出するよ
うに構成されている。
【００４１】
　一方、第１ページ検出部３７の第２磁気センサ４１は、図２および図８に示すように、
第３のページ部１８が第１キーシート部６の上側、つまり第１キーシート部６上の第１、
第２の各ページ部１６，１７上に配置された際に、第１のめくり部３４内の磁石３６が対
応し、その磁石３６の磁界を検出するように構成されている。また、第２ページ検出部３
８の第２磁気センサ４１は、図２および図８に示すように、第３のページ部１８が第２キ
ーシート部９の上側、つまり第２キーシート部９上の第４のページ部１９上に配置された
際に、第２のめくり部３５内の磁石３６が対応し、その磁石３６の磁界を検出するように
構成されている。
【００４２】
　ところで、このブックユニット１５は、図示しないが、ランチ用の料理メニュー、ディ
ナー用の料理メニュー、季節ごとの料理メニューなど、各種の種類が用意されており、ラ
ンチの時間帯やディナーの時間帯など、１日における各時間帯、または春夏秋冬などの１
年間の季節ごとに応じて、交換されるように構成されている。
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【００４３】
　次に、このようなブック型入力装置を使用する場合について説明する。
　まず、機器本体１のブック装着部２３にブックユニット１５を装着する。このときには
、図４～図６に示すように、機器本体１の第１ケース２と第２ケース３とをヒンジ部４を
中心に回転させて開き、この状態でブックユニットの綴じ部材２０をヒンジ部４間のブッ
ク装着部２３に装着する。
【００４４】
　すなわち、ブック装着部２３の筒部２４に設けられた可動軸２６の軸穴２６ａに、ブッ
クユニット１５の綴じ部材２０の取付軸２１における一端部の突起部２１ａを挿入させて
、ばね部材２７のばね力に抗して可動軸２６を筒部２４内に押し込み、この状態で固定軸
２５の軸穴２５ａに綴じ部材２０の取付軸２１における他端部の突起部２１ｂを挿入させ
る。すると、ばね部材２７のばね力によって可動軸２６が押し出されることにより、綴じ
部材２０の取付軸２１がブック装着部２３に装着される。
【００４５】
　このように、ブックユニット１５が機器本体１のブック装着部２３に装着されると、第
１ケース２内に設けられたブック検出部３０によって、ブックユニット１５が機器本体１
に装着されたことが検出される。すなわち、ブックユニット１５がブック装着部２３に装
着されると、ブックユニット１５の綴じ部材２０の取付軸２１に設けられた磁石３１がブ
ック検出部３０の磁気センサ３３に接近するので、この磁気センサ３３が綴じ部材２０の
磁石３１の磁界を検出する。
【００４６】
　すると、第１ケース２の表示部５に、「１、ランチ用のメニュー」「２、ディナー用の
メニュー」「３、季節用のメニュー」が表示される。この表示された「１」～「３」のう
ち、使用者がキー入力部８をキー操作して、「１」～「３」のいずれかを選択指定する。
例えば、ランチの時間帯であれば、「１」をキー操作することにより、機器本体１に装着
されたブックユニット１５が「１、ランチ用のメニュー」であると特定される。
【００４７】
　この後、お客の注文を受ける。このときには、まず、お客の注文に応じてブックユニッ
ト１５の第１～第４の各ページ部１６～１９のいずれかを開く。例えば、図１４（ｂ）に
示すように、第２ページ部１７と第３ページ部１８とに表示されているメニューを注文し
たときには、第１、第２の各めくり部３４、３５を指先で操作して、第２ページ部１７を
第１ケース２の第１キーシート部６上に配置し、第３ページ部１８を第２ケース３の第２
キーシート部９上に配置する。
【００４８】
　すると、第２ページ部１７の第１めくり部３４が第１ケース２内に設けられた第１ペー
ジ検出部３７に対応し、この第１ページ検出部３７の第１磁気センサ４１が第１めくり部
３４内の磁石３６の磁界を検出する。また、第３ページ部１８の第２めくり部３５が第２
ケース２内に設けられた第２ページ検出部３８に対応し、この第２ページ検出部３８の第
２磁気センサ４２が第２めくり部３５内の磁石３６の磁界を検出する。
【００４９】
　これにより、第２ページ部１７が第１ケース２の第１キーシート部６の第１ページ部１
６上に配置されていると判断されると共に、第３ページ部１８が第２ケース３の第２キー
シート部９上の第４ページ部１９上に配置されていると判断される。この状態で、お客の
注文に応じたメニュー表示を探して、第２、第３の各ページ部１７、１８におけるメニュ
ーシート１７ｂ、１８ｂに表示されたメニューに対応するキー入力エリア１７ｃ、１８ｃ
を押圧操作する。
【００５０】
　このときには、第２、第３の各ページ部１７、１８のうち、例えば第２ページ部１７の
いずれかのキー入力エリア１７ｃが押圧されると、図９に示すように、第２ページ部１７
のキー入力エリア１７ｃがその下に配置された第１ページ部１６を押し下げ、この押し下
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げられた第１ページ部１６が第１キーシート部６を押圧する。すると、第１キーシート部
６は、目隠しシート１１が押し下げられ、この目隠しシート１１の下面に設けられた押圧
突起部１４が回路基板１０上に配置されたドーム状の弾性部１３を押圧して弾性変形させ
る。
【００５１】
　このときには、ドーム状の弾性部１３の反発力が強いので、この弾性部１３が押圧突起
部１４によって押圧操作されると、弾性部１３が急激に弾性変形する。これにより、第２
ページ部１７が第１ページ部１６を介して押されても、押圧した指先にクリック感が付与
される。また、このときには、弾性した弾性部１３が回路基板１０上のキー接点１０ａに
接触し、このキー接点１０ａが選択されたメニューのキー入力エリア１７ｃに対応するキ
ー信号を出力する。これにより、第１ケース２の表示部５にお客の注文したメニューが表
示され、この表示された情報が店内のホストコンピュータに送信されて登録される。
【００５２】
　また、お客の注文したメニューが図１４（ａ）に示す第１ページ部１６と第２ページ部
１７とに表示されている場合には、第２ページ部１７を第２ケース３の第２キーシート部
９上に配置する。このときには、第２ページ部１７の第１めくり部３４が第２ケース２内
に設けられた第２ページ検出部３８に対応し、この第２ページ検出部３８の第１磁気セン
サ４２が第１めくり部３５内の磁石３６の磁界を検出する。
【００５３】
　また、このときには、第３ページ部１８の第２めくり部３５が第２ケース２内に設けら
れた第２ページ検出部３８に対応し、この第２ページ検出部３８の第２磁気センサ４２が
第２めくり部３５内の磁石３６の磁界を検出する。このため、第２ページ部１７は第２ケ
ース３の第２キーシート部９上に配置された第３、第４の各ページ部１８、１９上に重な
って配置されていると判断されると共に、第１ページ部１６が第１ケース２の第１キーシ
ート部６上に配置されていると判断される。
【００５４】
　このような状態でも、上述した場合と同様、お客の注文に応じて第１、第２の各ページ
部１６、１７の各キー入力エリア１７ｃを選択して押圧操作することにより、お客の注文
したメニューが入力され、この入力されたメニューが第１ケース２の表示部５に表示され
ると共に、この表示された情報が店内のホストコンピュータに送信されて登録される。
【００５５】
　ところで、１日における時間帯や１年間における季節などが変わってブックユニット１
５を交換する場合には、ブックユニット１５の綴じ部材２０の取付軸２１における一端部
の突起部２１ａが挿入されたブック装着部２３の可動軸２６を、ばね部材２７のばね力に
抗して筒部２４内に押し込み、この状態で綴じ部材２０の取付軸２１における他端部の突
起部２１ｂを固定軸２５の軸穴２５ａから抜き出すことにより、綴じ部材２０の取付軸２
１を取り外す。これにより、ブックユニット１５を機器本体１から取り外すことができる
ので、簡単にブックユニット１５を交換することができる。
【００５６】
　このように、このブック型入力装置によれば、押圧操作によってそれぞれキー信号を発
生する複数のキー接点１０ａを有する第１、第２の各キーシート部６、９と、この第１、
第２の各キーシート部６、９の複数のキー接点１０ａにそれぞれ対応する複数のキー入力
エリア１６ｃ～１９ｃが設けられた第１～第４の各ページ部１６～１９を有するブックユ
ニット１５とを、電気的に接続する必要がないので、ブックユニット１５を機器本体１に
対して簡単に且つ容易に着脱することができる。このため、第１～第４の各ページ部１６
～１９を有するブックユニット２３を１つの単位として一度に簡単に交換することができ
、これによりメニューの変更および交換が簡単にできるので、使い勝手の良いものを提供
することができる。
【００５７】
　この場合、ブックユニット１５は、第１～第４の各ページ部１６～１９が袋状の透明な
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カバーシート１６ａ～１９ａ内にメニューシート１６ｂ～１９ｂを収納した構成であり、
このメニューシート１６ｂ～１９ｂに料理名などの各種のメニューを表示した複数のキー
入力エリア１６ｃ～１９ｃを設け、この第１～第４の各ページ部１６～１９を綴じ部材２
０によって見開き可能に綴じた構成であるから、ブックユニット１５の構造が簡単で、容
易に製作することができると共に、第１～第４の各ページ部１６～１９の各メニュー表示
を簡単に変更することができる。
【００５８】
　また、機器本体１のブック装着部２３は、ブックユニット１５の綴じ部材２０を着脱可
能に取り付ける構成あるから、ブックユニット１５を簡単に機器本体１に対して取り付け
ることができると共に、ブックユニット１５を容易に交換することができる。この場合、
ブック装着部２３は、機器本体１のヒンジ部４の一端部に設けられた筒部２４と、ヒンジ
部４の他端部に設けられた固定軸２５とを備え、筒部２４内にばね部材２７を介して可動
軸２６を出没可能に設けた構成であるから、ブック装着部２３およびブックユニット１５
の綴じ部材２０の構造が簡単で、ブックユニット１５を容易に交換することができる。
【００５９】
　すなわち、ブック装着部２３にブックユニット１５の綴じ部材２０を装着する際には、
ブック装着部２３における可動軸２６の軸穴２６ａに綴じ部材２０の突起部２１ａを挿入
させて、ばね部材２７のばね力に抗して可動軸２６を筒部２４内に押し込み、この状態で
固定軸２５の軸穴２５ａに綴じ部材２０の取付軸２１の突起部２１ｂを挿入させるだけで
、簡単にブックユニット１５を機器本体１のブック装着部２３に着脱可能に装着すること
ができる。
【００６０】
　さらに、機器本体１には、ブック装着部２３にブックユニット１５が装着されたことを
検出するブック検出部３０が設けられているので、ブック検出部３０によってブックユニ
ット１５が機器本体１に装着されたことを確認することができる。すなわち、ブックユニ
ット１５の綴じ部材２０には磁石３１が設けられており、ブック検出部３０は、ブックユ
ニット１５の磁石３１の磁界を検出する磁気センサ３３を備えているので、ブックユニッ
ト１５が機器本体１に装着されると、磁気センサ３３がブックユニット１５の磁石３１の
磁界を検出して、ブックユニット１５が機器本体１に装着されたことを知らせることがで
きる。
【００６１】
　また、このブック型入力装置によれば、ブックユニット１５の第１～第４の各ページ部
１６～１９がどのように開いた状態でも、第１、第２の各ページ検出部３７、３８によっ
て第１、第２の各キーシート部６、９に対する第１～第４の各ページ部１６～１９の各位
置、つまり第１～第４の各ページ部１６～１９の開き状態を特定することができるので、
第１～第４の各ページ部１６～１９に表示された各種のメニューのキー入力エリア１６ｃ
～１９ｃを選択して押すだけで、お客の注文したメニューを速やかに入力することができ
る。
【００６２】
　すなわち、第１、第２の各ページ検出部３７、３８によって第１～第４の各ページ部１
６～１９の各キー入力エリア１６ｃ～１９ｃが何ページ目のどの位置であるかを判断する
ことができるので、第１～第４の各ページ部１６～１９に表示された各種のメニューのキ
ー入力エリア１６ｃ～１９ｃを選択して押すだけで、お客の注文したメニューを速やかに
入力することができる。
【００６３】
　この場合、第１～第４の各ページ部１６～１９は、第１ケース２の第１キーシート部６
と第２ケース３の第２キーシート部９とのいずれかに対応して配置されることにより、第
１～第４の各ページ部１６～１９に表示された各種のメニューのキー入力エリア１６ｃ～
１９ｃをそれぞれ１つのメニューキーとして割り当てることができ、これによりキー操作
性の向上を図ることができると共に、メニューキーの数を大幅に増やすことができる。
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【００６４】
　また、ブックユニット１５の第１～第４の各ページ部１６～１９のうち、ページめくり
操作が可能な第２、第３の各ページ部１７、１８における各端部の異なる位置には、第１
、第２の各めくり部３４、３５が設けられ、この第１、第２の各めくり部３４、３５にそ
れぞれ磁石３６を設け、この第１、第２の各めくり部３４、３５の各磁石３６の磁界を第
１、第２の各ページ検出部３７、３８の第１、第２の各磁気センサ４０、４１によって検
出するので、第１、第２の各キーシート部６、９に対する第１～第４の各ページ部１６～
１９の各位置を正確に特定することができる。
【００６５】
　これにより、第１～第４の各ページ部１６～１９の各キー入力エリア１６ｃ～１９ｃが
何ページ目のどの位置であるかを正確に判断することができると共に、第１、第２の各ペ
ージ検出部３７、３８の第１、第２の各磁気センサ４０、４１が第１、第２の各めくり部
３４、３５の各磁石３６の磁界を非接触状態で検出するので、第１、第２の各ページ検出
部３７、３８を機器本体１内に密封することができ、これにより機器の防水性を確保する
ことができる。
【００６６】
　この場合、ブックユニット１５の第１～第４の各ページ部１６～１９のうち、ページめ
くり操作が可能な第２、第３の各ページ部１７、１８における各端部の異なる位置にそれ
ぞれ設けられた第１、第２の各めくり部３４、３５が設けられているので、この第１、第
２のめくり部３４、３５によって第２、第３の各ページ部１７、１８を容易に且つ良好に
めくることができる。
【００６７】
　また、この第１、第２の各めくり部３４、３５は、その外端部の厚みがそれぞれ厚く形
成されていると共に、その各内部に第１、第２の各磁石３６がそれぞれ設けられているの
で、第１、第２の各めくり部３４，３５の重量をそれぞれ重くすることができ、これによ
っても第２、第３の各ページ部１７、１８をめくり易くすることができるほか、その外端
部の先端面に指をかかり易くするための凹凸部３４ａ、３５ａが設けられているので、こ
れによっても第２、第３の核ページ部１７、１８をめくり易くすることができる。
【００６８】
　さらに、このブック型入力装置によれば、第１、第２の各キーシート部６、９のそれぞ
れが、ブックユニット１５の第１～第４の各ページ部１６～１９における各複数のキー入
力エリア１６ｃ～１９ｃを押圧操作した際に、クリック感を付与するクリック感付与部材
１２を備えているので、各キー入力エリア１６ｃ～１９ｃを押圧操作した際におけるキー
タッチ感が良く、これによってもキー操作性の向上を図ることができる。
【００６９】
　この場合、クリック感付与部材１２は、第１、第２の各キーシート部６、９の各キー接
点１０ａに対応して配置された反発力の強いドーム形状の弾性部１３と、この弾性部１３
に対応して第１、第２の各キーシート部６、９の各目隠しシート１１の下面に設けられ、
第１、第２の各キーシート部６、９が押圧操作された際に弾性部１３を押圧して弾性変形
させるための押圧突起部１４とを備えているので、第１～第４の各ページ部１６～１９に
おける各キー入力エリア１６ｃ～１９ｃが押圧操作された際に、その押圧操作に応じて確
実にクリック感を付与することができる。
【００７０】
　すなわち、ドーム状の弾性部１３はその反発力が強いので、この弾性部１３が押圧突起
部１４によって押圧操作されると、弾性部１３を急激に弾性変形させることができる。ま
た、押圧突起部１４は、その上部が大径で下部が小径の逆円錐形状に形成され、面積の小
さい小径の下面が弾性部１３を押圧するので、その押圧力を分散させずに集中させること
ができる。このため、第１、第２の各キーシート部６、９上に複数のページ部１６～１９
が積層されていても、押圧した指先に確実にクリック感を付与することができ、これによ
ってもキー操作性を向上させることができる。
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【００７１】
　なお、上述した実施形態１では、押圧突起部１４を目隠しシート１１の下面に設けた場
合について述べたが、必ずしも目隠しシート１１の下面に設ける必要はなく、例えばドー
ム形状の弾性部１３の上面に設けても良い。この場合には、下側が大径で上側が小径の円
錐形状に形成すれば良い。このように押圧突起部１４を構成しても、第１、第２の各キー
シート部６、９が押圧されて押圧突起部１４が弾性部１３を押圧する際に、その押圧力を
分散させずに集中させることができる。
【００７２】
　また、上述した実施形態１では、第１ケース２内に１つのブック検出部３０を設け、こ
のブック検出部３０でブックユニット１５の綴じ部材２０に設けられた磁石３１の磁界を
検出して機器本体１のブック装着部２３にブックユニット１５が装着されたことを判断す
るように構成した場合について述べたが、これに限らず、例えば、第１ケース２内に複数
のブック検出部を設け、この複数のブック検出部でブックユニット１５がランチ用のメニ
ュー、ディナー用のメニュー、季節用のメニューのいずれであるかを検出するように構成
しても良い。
【００７３】
　すなわち、複数のブック検出部は、実施形態１と同様、それぞれセンサ基板３２に磁気
センサ３３を設けた構成であり、第１ケース２内におけるブックユニット１５の綴じ部材
２０と対応する箇所において、それぞれ異なる位置に配置されている。また、ブックユニ
ット１５は、ランチ用のメニュー、ディナー用のメニュー、季節用のメニューごとに、そ
れぞれ磁石３１が綴じ部材２０の異なる位置に設けられた構成になっている。
【００７４】
　例えば、ランチ用のブックユニット１５は、磁石３１が綴じ部材２０の一端部に設けら
れており、ディナー用のブックユニット１５は、磁石３１が綴じ部材２０の他端部に設け
られている。また、季節用のブックユニット１５は、磁石３１が綴じ部材２０の中間部に
設けられている。これに伴って、複数のブック検出部は、綴じ部材２０の一端部、綴じ部
材２０の他端部、綴じ部材２０の中間部にそれぞれ対応して配置されている。
【００７５】
　このようなブック型入力装置によれば、ブックユニット１５を機器本体１のブック装着
部２３に装着すると、複数のブック検出部のいずれかによって、装着されたブックユニッ
ト１５がランチ用、ディナー用、季節用のいずれのメニューブックであるかを検出するこ
とができる。このため、機器本体１のブック装着部２３に装着されたブックユニット１５
のメニューを表示部５に表示させることができるので、実施形態１のように、キー入力部
８のキー操作によって装着されたブックユニット１５のメニューを指定する必要がないの
で、使用者による誤操作を防ぐことができ、より一層、使い勝手の良いものを提供するこ
とができる。
【００７６】
（実施形態２）
　次に、図１５～図２０を参照して、この発明を適用したブック型入力装置の実施形態２
について説明する。なお、図１～図１４に示された実施形態１と同一部分には同一符号を
付して説明する。
　このブック型入力装置は、ブック検出部５０、第１、第２の各ページ検出部５１、５２
が実施形態１と異なる構成であり、これ以外は実施形態１とほぼ同じ構成になっている。
【００７７】
　すなわち、ブック検出部５０は、図１９および図２０に示すように、ブックユニット１
５が機器本体１のブック装着部２３に装着されると、そのブックユニット１５が装着され
たことを検出するように構成されている。この場合、ブックユニット１５の綴じ部材２０
における下辺部側（図１０では左側）の取付軸２１には、図１９および図２０に示すよう
に、ブックユニット１５のブックデータが記録されたＩＣタグ５３が設けられている。
【００７８】
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　ブック検出部５０は、図１９および図２０に示すように、第１ケース２内にほぼ水平な
状態で配置された回路基板１０と、この回路基板１０に設けられたアンテナ５４とを備え
ている。回路基板１０は、図示しないが、ＩＣタグ５３に記録されているデータを読み取
るための電子回路（以下、ブック読取装置と称する）が搭載されている。アンテナ５４は
、ＩＣタグ５３が近づけられると、ＩＣタグ５３に発生した電磁誘導を感知し、このＩＣ
タグ５３との間で送受信を行うように構成されている。
【００７９】
　この場合、ＩＣタグ５３は、非接触型の自動認識機能を搭載したデータキャリアであり
、回路基板１０のブック読取装置（図示せず）に近づくと、電磁誘導が発生することによ
り、アンテナ５４との間で送受信を行い、回路基板１０のブック読取装置との間でデータ
の授受を行うように構成されている。このＩＣタグ５３には、ブックユニット１５ごとに
異なるメニュー内容、つまりブックユニット１５ごとに、ランチ用のメニュー、ディナー
用のメニュー、季節用のメニューのいずれかのデータが書き込まれている。
【００８０】
　これにより、ブック検出部５０は、ブックユニット１５が機器本体１のブック装着部２
３に装着されると、ブックユニット１５の綴じ部材２０に設けられたＩＣタグ５３に電磁
誘導を発生させ、この電磁誘導をアンテナ５４で感知し、このアンテナ５４によってＩＣ
タグ５３との間で送受信を行い、ＩＣタグ５３に書き込まれているブックデータを回路基
板１０のブック読取装置で読み取るように構成されている。なお、読み取ったデータは、
第１ケース２の表示部５に表示されて、機器本体１内のメモリ部に登録される。
【００８１】
　一方、第１、第２の各ページ検出部５１、５２は、図１５～図１８に示すように、第１
、第２の各キーシートｂ６、９に対するブックユニット１５の第１～第４の各ページ部１
６～１９の各位置、つまり第１～第４の各ページ部１６～１９の開き状態を検出するため
のものである。この場合、第１～第４の各ページ部１６～１９のうち、第２、第３の各ペ
ージ部１７、１８には、実施形態１と同様、それぞれ第１、第２の各めくり部３４、３５
設けられている。
【００８２】
　この第１、第２の各めくり部３４、３５には、図１８に示すように、第２、第３の各ペ
ージ部１７、１８を特定するための第１、第２の各ＩＣタグ５６、５７がそれぞれ設けら
れている。第１ＩＣタグ５６は、第２ページ部１７の第１めくり部３４に設けられ、第２
ページ部１７のページデータが書き込まれている。第２ＩＣタグ５７は、第３ページ部１
８の第２めくり部３５に設けられ、第３ページ部１８のページデータが書き込まれている
。
【００８３】
　第１ページ検出部５１は、図１５～図１８に示すように、第１ケース２内の回路基板１
０における第１、第２の各めくり部３４、３５に対応する箇所に設けられた第１アンテナ
５８と、回路基板１０に搭載されて第１、第２の各ＩＣタグ５６、５７に書き込まれてい
るページデータを読み取る電子回路（以下、第１ページ読取装置と称する）とを備えてい
る。
【００８４】
　また、第２ページ検出部５２は、第１ページ検出部５１と同様、第２ケース３内の回路
基板１０における第１、第２の各めくり部３４、３５に対応する箇所に設けられた第２ア
ンテナ５９と、回路基板１０に搭載されて第１、第２の各ＩＣタグ５６、５７に書き込ま
れているページデータを読み取る電子回路（以下、第２ページ読取装置と称する）とを備
えている（図１５～図１８参照）。
【００８５】
　これにより、第１ページ検出部５１は、図１５および図１６に示すように、第２のペー
ジ部１７が第１キーシート部６の上側に配置された際に、第１のめくり部３４内の第１Ｉ
Ｃタグ５６との間で送受信を行って、第１ＩＣタグ５６に書き込まれているページデータ
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を読み取るように構成されている。
【００８６】
　また、この第１ページ検出部５１は、第３のページ部１８が第１キーシート部６の上側
に配置された際に、第２のめくり部３５内の第２ＩＣタグ５７との間で送受信を行って、
第２ＩＣタグ５７に書き込まれているページデータを読み取るように構成されている。こ
の場合、第１ページ検出部５１は、第３のページ部１８が第２のページ部１７上に重なっ
て配置されているため、第２ＩＣタグ５７に書き込まれているページデータを、第１ＩＣ
タグ５６に書き込まれているページデータに対して優先的に読み取るように構成されてい
る。
【００８７】
　同様に、第２ページ検出部５２は、第１ページ検出部５１と同様、第３のページ部１８
が第２キーシート部９の上側に配置された際に、第２のめくり部３５内の第２ＩＣタグ５
７との間で送受信を行って、第２ＩＣタグ５７に書き込まれているページデータを読み取
るように構成されている。
【００８８】
　また、この第２ページ検出部５２は、第２のページ部１７が第２キーシート部９の上側
に配置された際に、第１のめくり部３４内の第１ＩＣタグ５６との間で送受信を行って、
第１ＩＣタグ５６に書き込まれているページデータを読み取るように構成されている。こ
の場合にも、第２ページ検出部５２は、第２のページ部１７が第３のページ部１８上に重
なって配置されるため、第１ＩＣタグ５６に書き込まれているページデータを、第２ＩＣ
タグ５７に書き込まれているページデータに対して優先的に読み取るように構成されてい
る。
【００８９】
　次に、このようなブック型入力装置を使用する場合について説明する。
　この場合にも、実施形態１と同様、ブックユニット１５が機器本体１のブック装着部２
３に装着されると、第１ケース２内に設けられたブック検出部５０によって、ブックユニ
ット１５が機器本体１に装着されたことが検出される。
【００９０】
　すなわち、ブックユニット１５がブック装着部２３に装着されると、ブック検出部５０
が綴じ部材２０に設けられたＩＣタグ５３に記録されているブックデータを読み取る。こ
れにより、装着されたブックユニット１５がランチ用のメニュー、ディナー用のメニュー
、季節用のメニューのいずれであるかを判別し、この判別したブックデータを第１ケース
２の表示部５に表示する。
【００９１】
　この後、お客の注文を受ける。このときには、まず、お客の注文に応じてブックユニッ
ト１５の第１～第４の各ページ部１６～１９のいずれかを開く。例えば、第２ページ部１
７と第３ページ部１８とに表示されているメニューを注文したときには、第１、第２の各
めくり部３４、３５を指先で操作して、図１４（ｂ）に示したように、第２ページ部１７
を第１ケース２の第１キーシート部６上に配置し、第３ページ部１８を第２ケース３の第
２キーシート部９上に配置する。
【００９２】
　すると、第２ページ部１７の第１めくり部３４が第１ケース２内に設けられた第１ペー
ジ検出部５１に対応し、この第１ページ検出部５１が第１めくり部３４内の第１ＩＣタグ
５６に記録されているページデータを読み取る。また、第３ページ部１８の第２めくり部
３５が第２ケース２内に設けられた第２ページ検出部５２に対応し、この第２ページ検出
部５２が第２めくり部３５内の第２ＩＣタグ５７に記録されているページデータを読み取
る。
【００９３】
　これにより、第２ページ部１７が第１ケース２の第１キーシート部６の第１ページ部１
６上に配置されていると判断されると共に、第３ページ部１８が第２ケース３の第２キー
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シート部９上の第４ページ部１９上に配置されていると判断される。この状態で、お客の
注文に応じたメニュー表示を探して、第２、第３の各ページ部１７、１８におけるメニュ
ーシート１７ｂ、１８ｂに表示されたメニューに対応するキー入力エリア１７ｃ、１８ｃ
を押圧操作する。
【００９４】
　すると、押圧されたドーム形状の弾性部１３が押圧突起部１４によって押圧されて弾性
変形し、指先にクリック感を付与して回路基板１０上のキー接点１０ａに接触し、このキ
ー接点１０ａが、選択されたメニューのキー入力エリア１７ｃに対応するキー信号を出力
する。これにより、第１ケース２の表示部５にお客の注文したメニューが表示され、この
表示された情報が店内のホストコンピュータに送信されて登録される。
【００９５】
　また、お客の注文したメニューが図１４（ａ）に示した第１ページ部１６と第２ページ
部１７とに表示されている場合には、第２ページ部１７を第２ケース３の第２キーシート
部９上に配置する。このときにも、第２ページ部１７の第１めくり部３４が第２ケース２
内に設けられた第２ページ検出部５２に対応し、この第２ページ検出部５２が第１めくり
部３５内の第１ＩＣタグ５６に記録されているページデータを読み取る。
【００９６】
　このときには、第２のページ部１７が第３のページ部１８上に重なって配置されている
が、第２ページ検出部５２は、第１ＩＣタグ５６に書き込まれているページデータを、第
２ＩＣタグ５７に書き込まれているページデータに対して優先的に読み取る。これにより
、第２ページ部１７が第２ケース３の第２キーシート部９の第３、第４の各ページ部１８
、１９上に重なって配置されていると判断されると共に、第１ページ部１６が第１ケース
２の第１キーシート部６上に配置されていると判断される。
【００９７】
　このような状態でも、上述した場合と同様、お客の注文に応じて第１、第２の各ページ
部１６、１７の各キー入力エリア１７ｃを押圧操作することにより、お客の注文したメニ
ューが入力され、この入力されたメニューデータが第１ケース２の表示部５に表示され、
この表示された情報が店内のホストコンピュータに送信されて登録される。
【００９８】
　このように、このブック型入力装置によれば、実施形態１と同様の作用効果があるほか
、ブックユニット１５が機器本体１のブック装着部２３に装着されると、ブック検出部５
０がブックユニット１５の綴じ部材２０に設けられたＩＣタグ５３に記録されているブッ
クデータを読み取ることにより、機器本体１のブック装着部２３に装着されたブックユニ
ット１５が、ランチ用のメニュー、ディナー用のメニュー、季節用のメニューのいずれで
あるかを正確に且つ確実に知ることができる。
【００９９】
　このため、このブック型入力装置では、機器本体１のブック装着部２３に装着されたブ
ックユニット１５のメニューの種類を表示部５に表示させることができるので、実施形態
１のように、キー入力部８のキー操作によって装着されたブックユニット１５のメニュー
種類を指定する必要がないので、使用者による誤操作を防ぐことができると共に、より一
層、使い勝手の良いものを提供することができる。
【０１００】
　また、このブック型入力装置によれば、第１～第４の各ページ部１６～１９をどのよう
に開いても、機器本体１内の回路基板１０に設けられた第１、第２の各ページ検出部５１
、５２が、第１～第４の各ページ部１６～１９のうち、第２、第３の各ページ部１７、１
８における第１、第２の各めくり部３４、３５に設けられた第１、第２の各ＩＣタグ５６
、５７に記録されているページデータを読み取ることにより、第１、第２の各キーシート
部６、９に対する第１～第４の各ページ部１６～１９の各位置、つまり第１～第４の各ペ
ージ部１６～１９の開き状態を正確に特定することができる。
【０１０１】
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　なお、上述した実施形態２では、ブック検出部５０がブックユニット１５の綴じ部材２
０のＩＣタグ５３に書き込まれたブックデータを読み取ると共に、第１、第２の各ページ
検出部５１、５２が第２、第３の各ページ部１７、１８における第１、第２の各めくり部
３４、３５に設けられた第１、第２の各ＩＣタグ５６、５７に書き込まれているページデ
ータを読み取るように構成した場合について述べたが、必ずしもＩＣタグ５３、５６、５
７である必要はなく、例えば無線式ＩＤ（ＲＦＩＤ）、非接触型のＩＣカードなどのデー
タキャリアを用いても良い。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　機器本体
　２　第１ケース
　３　第２ケース
　４　ヒンジ部
　５　表示部
　６　第１キーシート部
　８　キー入力部
　９　第２キーシート部
　１０　回路基板
　１０ａ　キー接点
　１２　クリック感付与部材
　１３　ドーム状の弾性部
　１４　押圧突起部
　１５　ブックユニット
　１６～１９　第１～第４の各ページ部
　２０　綴じ部材
　２３　ブック装着部
　３０、５０　ブック検出部
　３１、３６　磁石
　３２　センサ基板
　３３　磁気センサ
　３４、３５　第１、第２の各めくり部
　３７、３８、５１、５２　第１、第２の各ページ検出部
　４０、４１　第１、第２の各磁気センサ
　５３　ＩＣタグ
　５５　アンテナ
　５６、５７　第１、第２の各ＩＣタグ
　５８、５９　第１、第２の各アンテナ
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