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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルと、
　前記タッチパネルへの操作入力による操作面への押圧に応じた電圧を出力する一対の端
子を有する圧力センサと、
　前記圧力センサの一対の端子に接続され、オンにされると前記一対の端子間の電位を等
しくするスイッチと、
　前記圧力センサの出力に基づいて前記操作面への押圧を検出した後に、前記タッチパネ
ルへの操作入力がなくなると、又は、前記圧力センサの出力が非押圧を表す所定レベル以
下になると、前記スイッチをオンにする、制御部と
　を含む、入力装置。
【請求項２】
　前記スイッチは、前記圧力センサの一対の端子間に接続される、請求項１記載の入力装
置。
【請求項３】
　前記スイッチは、前記圧力センサの一対の端子の一方と基準電位点との間に接続される
第１スイッチと、前記圧力センサの一対の端子の他方と前記基準電位点との間に接続され
る第２スイッチとを有する、請求項１記載の入力装置。
【請求項４】
　前記圧力センサの一対の端子のうちの少なくとも一方と基準電位点との間に接続される
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キャパシタをさらに含む、請求項１乃至３のいずれか一項記載の入力装置。
【請求項５】
　前記制御部は、所定の短期間にわたって前記スイッチをオンにする、請求項１乃至４の
いずれか一項記載の入力装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記圧力センサ及び前記スイッチを含む圧力センサモジュールに含まれ
る、請求項１乃至５のいずれか一項記載の入力装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記圧力センサ及び前記スイッチを含む圧力センサモジュールの外部に
設けられる演算処理装置に含まれる、請求項１乃至５のいずれか一項記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、接触感知素子がディスプレイの下の保護されたスペースに置かれている接触
感知ディスプレイ構造がある。ディスプレイに触れると、力はディスプレイを通して接触
感知フィルムに伝わる。接触を検出するために好ましくは例えばＥＭＦ（Electro Mechan
ical Film （電気機械フィルム））フィルムが接触感知素子として使用され、ディスプレ
イとしては例えばＬＣＤディスプレイが使用される。
【０００３】
　ＥＭＦフィルムにおける電荷の変化を測定するもっと好ましい方法は、電荷増幅器を使
用することである。電荷増幅器では、フィルムの電極の間の電流を短絡回路で測定する。
電荷増幅器接続は、演算増幅器、抵抗器、及びコンデンサから成る。抵抗器及びコンデン
サは演算増幅器の入力インピーダンスを平衡させるために使われていて、これらは該接続
の伝達関数に影響を及ぼさない。抵抗器は、直流増幅を制限するために使われている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－０９７３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来の接触感知ディスプレイ構造では、利用者がディスプレイを押し続けて
接触感知素子にリーク電流が流れると、接触感知素子の出力が変動し、ディスプレイへの
操作入力による押圧を正確に検出できないおそれがある。
【０００６】
　そこで、操作入力による押圧を正確に検出できる入力装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施の形態の入力装置は、タッチパネルと、前記タッチパネルへの操作入力に
よる操作面への押圧に応じた電圧を出力する一対の端子を有する圧力センサと、前記圧力
センサの一対の端子に接続され、オンにされると前記一対の端子間の電位を等しくするス
イッチと、前記圧力センサの出力に基づいて前記操作面への押圧を検出した後に、前記タ
ッチパネルへの操作入力がなくなると、又は、前記圧力センサの出力が非押圧を表す所定
レベル以下になると、前記スイッチをオンにする、制御部とを含む。
【発明の効果】
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【０００８】
　操作入力による押圧を正確に検出できる入力装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１の入力装置を含む電子機器１００を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１の入力装置を含む電子機器１００を示す平面図である。
【図３】図２に示す電子機器１００のＡ－Ａ矢視断面を示す図である。
【図４】実施の形態の入力装置１００Ａを含む電子機器１００の構成を示すブロック図で
ある。
【図５】圧力センサ１４０の断面構造を示す図である。
【図６】圧力センサ１４０の等価回路を示す図である。
【図７】圧力センサモジュール２００の回路構成を示す図である。
【図８】実施の形態の入力装置１００Ａの制御部２０２がリセットスイッチ２０１のオン
／オフの制御を行うときの処理を示すフローチャートである。
【図９】圧力センサモジュール２００の端子２１５から出力される電圧のシミュレーショ
ン結果を示す図である。
【図１０】比較用の圧力センサモジュール２０の内部の回路を示す図である。
【図１１】圧力センサモジュール２０の端子２１５から出力される電圧のシミュレーショ
ン結果を示す図である。
【図１２】実施の形態の変形例による入力装置の圧力センサモジュール２００Ａの内部の
回路を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の入力装置を適用した実施の形態について説明する。
【００１１】
　＜実施の形態１＞
　図１は、実施の形態１の入力装置を含む電子機器１００を示す斜視図である。
【００１２】
　電子機器１００は、一例として、スマートフォン端末機、又は、タブレット型コンピュ
ータである。電子機器１００は、タッチパネルを入力操作部とする機器であればよいため
、例えば、携帯情報端末機、パーソナルコンピュータ、又は、ＡＴＭ（Automatic Teller
 Machine）のように特定の場所に設置されて利用される機器であってもよい。パーソナル
コンピュータの場合には、タッチパネルは、ディスプレイに重ねて、又は、キーボードの
近傍のタッチパッドとして設けられていてもよい。
【００１３】
　電子機器１００の入力操作部１０１は、タッチパネルの下にディスプレイパネルが配設
されており、ディスプレイパネルに様々なボタン１０２等の操作部、及び、画像等が表示
される。
【００１４】
　電子機器１００の利用者は、通常、ＧＵＩ操作部１０２を操作するために、指先で入力
操作部１０１に触れる。
【００１５】
　次に、図２を用いて、電子機器１００の具体的な構成について説明する。
【００１６】
　図２は、実施の形態１の入力装置を含む電子機器１００を示す平面図であり、図３は、
図２に示す電子機器１００のＡ－Ａ矢視断面を示す図である。なお、図２及び図３では、
図示するように直交座標系であるＸＹＺ座標系を定義する。
【００１７】
　電子機器１００は、筐体１１０、トップパネル１２０、両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂ
、圧力センサ１４０、タッチパネル１５０、ディスプレイパネル１６０、及び基板１７０
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を含む。
【００１８】
　筐体１１０は、例えば、樹脂製であり、図３に示すように凹部１１０Ａに基板１７０、
ディスプレイパネル１６０、及びタッチパネル１５０が配設されるとともに、両面テープ
１３０Ａ、１３０Ｂによってトップパネル１２０が接着されている。なお、両面テープ１
３０Ａと１３０Ｂとの間には、圧力センサ１４０が設けられている。
【００１９】
　トップパネル１２０は、平面視で長方形の薄い平板状の部材であり、透明なガラス、又
は、ポリカーボネートのような強化プラスティックで作製される。トップパネル１２０の
表面（Ｚ軸正方向側の面）は、電子機器１００の利用者が操作入力を行う操作面の一例で
ある。
【００２０】
　トップパネル１２０は、平面視における四辺が両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂによって
筐体１１０に接着されている。なお、両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂは、トップパネル１
２０の四辺を筐体１１０に接着できればよく、図３に示すように矩形環状である必要はな
い。
【００２１】
　トップパネル１２０のＺ軸負方向側にはタッチパネル１５０が配設される。トップパネ
ル１２０は、タッチパネル１５０の表面を保護するために設けられている。なお、トップ
パネル１２０の表面に、さらに別なパネル又は保護膜等が設けられていてもよい。
【００２２】
　圧力センサ１４０は、平面視で矩形環状のフィルム状の圧力センサであり、厚さ方向（
Ｚ軸方向）への押圧に応じた電圧を出力する。圧力センサ１４０の平面視での形状は、両
面テープ１３０Ａ、１３０Ｂと同様の矩形環状であり、両面テープ１３０Ａと１３０Ｂと
の間に設けられている。これは、トップパネル１２０の押圧を圧力センサ１４０で検出す
るためである。
【００２３】
　圧力センサ１４０の詳細は、図５を用いて後述するが、厚さ方向の上側（Ｚ軸正方向側
）と下側（Ｚ軸負方向側）とにそれぞれ配設される一対の電極の間に、感圧材料層を挟ん
だ構成を有する。圧力センサ１４０は、厚さ方向にかかる圧力に応じた電圧を一対の電極
間に出力する。
【００２４】
　タッチパネル１５０は、ディスプレイパネル１６０の上（Ｚ軸正方向側）で、トップパ
ネル１２０の下（Ｚ軸負方向側）に配設されている。タッチパネル１５０は、電子機器１
００の利用者がトップパネル１２０に触れる位置（以下、操作入力の位置と称す）を検出
する座標検出部の一例である。タッチパネル１５０は、操作入力の位置を表す座標信号を
出力する。タッチパネル１５０が操作入力の位置を検出しているときは、タッチパネル１
５０は操作入力の位置の座標を表す座標信号を出力する。タッチパネル１５０が操作入力
の位置を検出していないときは、タッチパネル１５０は座標信号を出力しない。
【００２５】
　タッチパネル１５０の下にあるディスプレイパネル１６０には、ＧＵＩによる様々なボ
タン等（以下、ＧＵＩ操作部と称す）が表示される。このため、電子機器１００の利用者
は、通常、ＧＵＩ操作部を操作するために、指先でトップパネル１２０に触れる。
【００２６】
　タッチパネル１５０は、利用者のトップパネル１２０への操作入力の位置を検出できる
座標検出部であればよく、例えば、静電容量型又は抵抗膜型の座標検出部であればよい。
ここでは、タッチパネル１５０が静電容量型の座標検出部である形態について説明する。
タッチパネル１５０とトップパネル１２０との間に隙間があっても、静電容量型のタッチ
パネル１５０は、トップパネル１２０への操作入力を検出できる。
【００２７】
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　また、ここでは、タッチパネル１５０の入力面側にトップパネル１２０が配設される形
態について説明するが、トップパネル１２０はタッチパネル１５０と一体的であってもよ
い。この場合、タッチパネル１５０の表面が図２及び図３に示すトップパネル１２０の表
面になり、操作面を構築する。また、図２及び図３に示すトップパネル１２０を省いた構
成であってもよい。この場合も、タッチパネル１５０の表面が操作面を構築する。
【００２８】
　また、タッチパネル１５０が静電容量型の場合は、トップパネル１２０の上にタッチパ
ネル１５０が配設されていてもよい。この場合も、タッチパネル１５０の表面が操作面を
構築する。また、タッチパネル１５０が静電容量型の場合は、図２及び図３に示すトップ
パネル１２０を省いた構成であってもよい。この場合も、タッチパネル１５０の表面が操
作面を構築する。
【００２９】
　ディスプレイパネル１６０は、例えば、液晶ディスプレイパネル又は有機ＥＬ(Electro
luminescence)パネル等の画像を表示できる表示部であればよい。ディスプレイパネル１
６０は、筐体１１０の凹部１１０Ａの内部で、図示を省略するホルダ等によって基板１７
０の上（Ｚ軸正方向側）に設置される。
【００３０】
　ディスプレイパネル１６０は、後述するドライバＩＣ(Integrated Circuit)によって駆
動制御が行われ、電子機器１００の動作状況に応じて、ＧＵＩ操作部、画像、文字、記号
、図形等を表示する。
【００３１】
　基板１７０は、筐体１１０の凹部１１０Ａの内部に配設される。基板１７０の上には、
ディスプレイパネル１６０及びタッチパネル１５０が配設される。ディスプレイパネル１
６０及びタッチパネル１５０は、図示を省略するホルダ等によって基板１７０及び筐体１
１０に固定されている。
【００３２】
　基板１７０は、例えば、ＦＲ－４(Flame Retardant type 4)規格のプリント基板であり
、複数の絶縁層と複数の配線層とを含む。基板１７０には、電子機器１００の駆動に必要
な種々の回路等が実装される。
【００３３】
　ここで、実施の形態の入力装置において操作を確定するには、２段階の操作が必要であ
る。１段階目では、利用者はトップパネル１２０への操作入力によって所望のＧＵＩ操作
部を選択する。そして２段階目では、利用者は、さらにトップパネル１２０を押圧して操
作を確定する。
【００３４】
　実施の形態の入力装置は、２段階目の操作の確定を検出するために、圧力センサ１４０
を用いている。圧力センサ１４０が出力する電圧値が所定の閾値以上になったときに、操
作が確定される。
【００３５】
　図４は、実施の形態の入力装置１００Ａを含む電子機器１００の構成を示すブロック図
である。
【００３６】
　電子機器１００は、タッチパネル１５０、ディスプレイパネル１６０、ＣＰＵ(Central
 Processing Unit)１８１、バス１８２、ＲＡＭ(Random Access Memory)１８３、内蔵ス
トレージ１８４、記憶媒体１８５、及び圧力センサモジュール２００を含む。なお、タッ
チパネル１５０及びディスプレイパネル１６０と、圧力センサモジュール２００に含まれ
る圧力センサ１４０とは、図２及び図３に示すものと同様である。
【００３７】
　図４に示す構成要素のうち、タッチパネル１５０、ディスプレイパネル１６０、及び圧
力センサモジュール２００は、実施の形態の入力装置１００Ａを構築する。
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【００３８】
　ＣＰＵ１８１は、電子機器１００の動作に伴う処理を行う演算処理部である。ＣＰＵ１
８１は、バス１８２によって、タッチパネル１５０、ディスプレイパネル１６０、ＲＡＭ
１８３、内蔵ストレージ１８４、記憶媒体１８５、及び圧力センサモジュール２００に接
続されている。
【００３９】
　ＲＡＭ１８３は、ＣＰＵ１８１のメインメモリである。ＲＡＭ１８３には、例えば、Ｃ
ＰＵ１８１が実行するプログラムが展開される。内蔵ストレージ１８４は、電子機器１０
０の動作に必要なデータ又はプログラムを格納するメモリである。記憶媒体１８５は、電
子機器１００の動作に必要なオペレーションシステム（ＯＳ）、アプリケーションプログ
ラム、及びデータファイル等を格納するメモリである。なお、内蔵ストレージ１８４は、
書き換え可能な記憶媒体である。
【００４０】
　圧力センサモジュール２００は、圧力センサ１４０、リセットスイッチ２０１、及び制
御部２０２を有する。リセットスイッチ２０１は、圧力センサモジュール２００の出力を
リセットするスイッチであり、制御部２０２によって駆動される。
【００４１】
　図５は、圧力センサ１４０の断面構造を示す図である。
【００４２】
　図５に示すように、圧力センサ１４０は、一対の電極１４１、１４２と、感圧材料層１
４３とを有する。電極１４１、１４２は、例えば、ＩＴＯ(Indium Tin Oxide)であり、図
２に示すように、平面視ではタッチパネル１５０及びディスプレイパネル１６０を囲むよ
うに矩形環状に形成される。
【００４３】
　また、電極１４１、１４２は、図３に示す基板１７０、又は、基板１７０とは別の圧力
センサモジュール２００の内部の基板の配線等を介して、リセットスイッチ２０１及び制
御部２０２（図４参照）に接続される。
【００４４】
　感圧材料層１４３は、エレクトレット材料１４３Ａを含み、厚さ方向に押圧されると図
５に示すように電荷が発生し、一対の電極１４１、１４２間に電圧が発生する。感圧材料
層１４３が発生する電圧は、厚さ方向にかかる圧力に応じて変化する。感圧材料層１４３
が発生する電圧は、圧力がゼロの場合は０Ｖであり、圧力の増大に伴って増大する。
【００４５】
　このような圧力センサ１４０を両面テープ１３０Ａと１３０Ｂ（図３参照）との間に設
けることにより、トップパネル１２０への押圧を圧力センサ１４０で検出する。
【００４６】
　図６は、圧力センサ１４０の等価回路を示す図である。
【００４７】
　圧力センサ１４０が発生する電圧は、圧力がゼロの場合は０Ｖであり、圧力の増大に伴
って増大するため、図６に示す圧力センサ１４０の等価回路では、圧力センサ１４０を押
圧領域１４０Ａと非押圧領域１４０Ｂとに分けて説明する。
【００４８】
　非押圧領域１４０Ｂでは、圧力センサ１４０は１つのキャパシタＣＢで表される。これ
は、一対の電極１４１、１４２（図５参照）が対向してキャパシタを構築するため、圧力
センサ１４０のうちの非押圧領域１４０Ｂの部分は、１つのキャパシタと等価だからであ
る。
【００４９】
　押圧領域１４０Ａでは、感圧材料層１４３のエレクトレット材料１４３Ａに起電力が生
じるため、３つのキャパシタＣ１Ａ、Ｃ２Ａ、Ｃ３Ａが存在することと等価である。ここ
では、エレクトレット材料１４３Ａの発電機能をキャパシタＣ２Ａに並列に接続する電源
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Ｖで表す。キャパシタＣ１Ａの上側の電極は、電極１４１（図５参照）に対応する。キャ
パシタＣ３Ａの下側の電極は、電極１４２（図５参照）に対応する。感圧材料層１４３は
、キャパシタＣ１Ａの下側の電極と、キャパシタＣ２Ａと、キャパシタＣ３Ａの上側の電
極とに対応する。
【００５０】
　ここで、圧力センサ１４０の上下に示す抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２は、基板１７０（図３参
照）、又は、圧力センサモジュール２００の内部の基板等の絶縁抵抗を抵抗器の記号を用
いて表したものである。絶縁抵抗とは、基板１７０又は圧力センサモジュール２００の内
部の基板等の複数の配線層同士の間の絶縁層の抵抗である。絶縁層の抵抗は、例えばギガ
オーム（ＧΩ）オーダであるが、ごく微小の電流が流れるため、圧力センサ１４０のキャ
パシタＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、キャパシタＣ３Ａの下側の電極（電極１４
２）には絶縁層を介して矢印で示すようにリーク電流が流れる。
【００５１】
　このため、利用者がトップパネル１２０を押し続けると、エレクトレット材料１４３Ａ
の起電力によって圧力センサ１４０のキャパシタＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、
キャパシタＣ３Ａの下側の電極（電極１４２）とに生じる電荷が打ち消されてしまい、ト
ップパネル１２０への押圧を圧力センサ１４０で正確に検出できなくなるおそれがある。
【００５２】
　これは、感圧材料層１４３のエレクトレット材料１４３Ａは、圧電応力定数(g定数)が
大きく、小さな圧力で押圧される場合でも高い電圧が発生するため、高感度な検出に向い
ているが、高い発生電圧のわりには，圧電歪定数(d定数)が大きくなく、発生する電荷量
が多くないため、押圧状態が継続されると検出回路のリーク電流により、発生した電荷が
相殺されやすいからである。
【００５３】
　このため、利用者がトップパネル１２０を例えば数秒間にわたって押し続けると、トッ
プパネル１２０への押圧を圧力センサ１４０で正確に検出できなくなるおそれがある。
【００５４】
　そこで、実施の形態の入力装置１００Ａでは、リセットスイッチ２０１を用いることに
より、圧力センサ１４０でトップパネル１２０への押圧を正確に検出できるようにする。
【００５５】
　図７は、圧力センサモジュール２００の回路構成を示す図である。
【００５６】
　圧力センサモジュール２００は、圧力センサ１４０、リセットスイッチ２０１、制御部
２０２、オペアンプ２１１、２１２、２１３、２１４、抵抗器Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、
Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、及びキャパシタＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４を含む。
【００５７】
　図７には、圧力センサ１４０の一対の端子１４４、１４５を示す。また、図７には、上
述した絶縁抵抗としての抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２を示す。
【００５８】
　リセットスイッチ２０１は、圧力センサ１４０の一対の端子１４４、１４５の間に接続
されている。リセットスイッチ２０１は、例えば、ＭＥＭＳ(Micro Electro Mechanical 
Systems)によって実現されるスイッチ、又は、トランジスタであり、制御部２０２によっ
てオン／オフの制御が行われる。リセットスイッチ２０１は、スイッチの一例である。
【００５９】
　リセットスイッチ２０１は、圧力センサ１４０によってトップパネル１２０の押圧が検
出された後に、タッチパネル１５０への操作入力が行われなくなると、所定の期間だけオ
ンにされる。この所定の期間以外は、リセットスイッチ２０１は基本的にオフにされる。
【００６０】
　オペアンプ２１１は、非反転入力端子が圧力センサ１４０の端子１４４に接続され、反
転入力端子が抵抗器Ｒ１を介して自己の出力端子に接続される。オペアンプ２１１は、圧
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力センサ１４０の端子１４４の出力を増幅して出力する。
【００６１】
　オペアンプ２１２は、非反転入力端子が圧力センサ１４０の端子１４５に接続され、反
転入力端子が抵抗器Ｒ３を介して自己の出力端子に接続される。オペアンプ２１２は、圧
力センサ１４０の端子１４５の出力を増幅して出力する。なお、オペアンプ２１１、２１
２の増幅率は、抵抗器Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３によって設定される。
【００６２】
　オペアンプ２１３は、反転入力端子が抵抗器Ｒ４を介してオペアンプ２１１の出力端子
に接続され、非反転入力端子が抵抗器Ｒ６を介してオペアンプ２１２の出力端子に接続さ
れる。また、オペアンプ２１３の反転入力端子と出力端子との間には、抵抗器Ｒ５とキャ
パシタＣ１の並列回路が接続される。また、オペアンプ２１３の非反転入力端子と抵抗器
Ｒ６と接地電位点との間には、抵抗器Ｒ７とキャパシタＣ２の並列回路が接続される。な
お、オペアンプ２１３の増幅率は、抵抗器Ｒ４とＲ５の比によって設定される。抵抗器Ｒ
４とＲ５の比は、抵抗器Ｒ６とＲ７の比に等しい。
【００６３】
　オペアンプ２１４は、非反転入力端子がオペアンプ２１３の出力端子に接続され、反転
入力端子は自己の出力端子に負帰還接続される。また、オペアンプ２１４の出力端子は、
圧力センサ１４０の出力を増幅して出力する端子２１５に接続される。端子２１５は、制
御部２０２に接続されている。
【００６４】
　キャパシタＣ３とＣ４は、圧力センサ１４０とリセットスイッチ２０１との間に接続さ
れる。より具体的には、キャパシタＣ３は、圧力センサ１４０の端子１４４とリセットス
イッチ２０１の上側の端子との間に一方の端子が接続され、他方の端子は接地される。キ
ャパシタＣ４は、圧力センサ１４０の端子１４５とリセットスイッチ２０１の下側の端子
との間に一方の端子が接続され、他方の端子は接地される。
【００６５】
　以上のような回路構成の圧力センサモジュール２００において、制御部２０２は、端子
２１５から出力される電圧に基づいて、トップパネル１２０への押圧の有無を判定する。
制御部２０２は、押圧の有無を判定する際に所定の閾値を設定し、端子２１５の出力電圧
が所定の閾値以上のとき押圧が行われていることを検出する。
【００６６】
　図８は、実施の形態の入力装置１００Ａの制御部２０２がリセットスイッチ２０１のオ
ン／オフの制御を行うときの処理を示すフローチャートである。
【００６７】
　制御部２０２は、電子機器１００の電源が投入されると処理をスタートする（スタート
）。
【００６８】
　制御部２０２は、タッチパネル１５０が座標信号を出力しているかどうかを判定する（
ステップＳ１）。利用者によってトップパネル１２０に操作入力が行われているかどうか
を判定するためである。なお、制御部２０２は、座標信号が出力されるまでステップＳ１
の処理を繰り返し実行する。
【００６９】
　制御部２０２は、タッチパネル１５０が座標信号を出力している（Ｓ１：ＹＥＳ）と判
定すると、圧力センサ１４０の出力電圧が閾値以上であるかどうかを判定する（ステップ
Ｓ２）。トップパネル１２０を押圧することにより、利用者が操作を確定しようとしてい
るかどうかを判定するためである。なお、ここでは、圧力センサ１４０の出力電圧を増幅
した端子２１５の出力電圧と閾値を比較する。
【００７０】
　制御部２０２は、圧力センサ１４０の出力電圧が閾値以上である（Ｓ２：ＹＥＳ）と判
定すると、タッチパネル１５０が出力する座標信号から操作入力の行われている座標を取
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得する（ステップＳ３）。
【００７１】
　次いで、制御部２０２は、取得した座標に応じた選択確定処理を行う（ステップＳ４）
。電子機器１００のディスプレイパネル１６０に表示されるＧＵＩ操作部のうちの１つが
選択され、さらにトップパネル１２０の押圧によって選択が確定されたため、選択が確定
したＧＵＩ操作部への操作による処理を行うためである。この結果、制御部２０２は、選
択確定処理の結果をＣＰＵ１８１（図４参照）に通知し、ＣＰＵ１８１は、選択が確定さ
れたＧＵＩ操作部への操作に対応する処理を実行する。
【００７２】
　次いで、制御部２０２は、圧力センサ１４０の出力が閾値以上であるかどうかを判定す
る（ステップＳ５）。押圧の有無を判定するためである。なお、制御部２０２は、圧力セ
ンサ１４０の出力が閾値以上ではなくなるまでステップＳ５の処理を繰り返し実行する。
【００７３】
　制御部２０２は、圧力センサ１４０の出力が閾値以上ではない（Ｓ５：ＮＯ）と判定す
ると、タッチパネル１５０が座標信号を出力しているかどうかを判定する（ステップＳ６
）。利用者によって引き続きトップパネル１２０への操作入力が行われているかどうかを
判定するためである。
【００７４】
　制御部２０２は、タッチパネル１５０が座標信号を出力していない（Ｓ６：ＮＯ）と判
定すると、リセットスイッチ２０１を所定期間だけオンにする（ステップＳ７）。リセッ
トスイッチ２０１がオンにされると圧力センサ１４０の端子１４４と１４５の電位が等し
くなることによって端子２１５の出力電圧が０Ｖになるので、端子２１５の出力電圧を０
Ｖにリセットするためである。
【００７５】
　また、ステップＳ６でタッチパネル１５０が座標信号を出力していない（Ｓ６：ＮＯ）
と判定した場合にリセットスイッチ２０１を所定期間だけオンにするようにしたのは次の
ような理由による。すなわち、ステップＳ５で圧力センサ１４０の出力が閾値以上ではな
い（Ｓ５：ＮＯ）と判定した場合でも、利用者の指先がトップパネル１２０に軽く触れて
いる場合があるからである。このため、ステップＳ５で圧力センサ１４０の出力が閾値以
上ではない（Ｓ５：ＮＯ）と判定し、かつ、ステップＳ６でタッチパネル１５０が座標信
号を出力していない（Ｓ６：ＮＯ）と判定した場合にリセットスイッチ２０１を所定期間
だけオンにするようにした。
【００７６】
　なお、ステップＳ７の処理が終わると、制御部２０２は、フローをステップＳ１にリタ
ーンする。
【００７７】
　また、制御部２０２は、ステップＳ２において圧力センサ１４０の出力電圧が閾値以上
ではない（Ｓ２：ＮＯ）と判定すると、フローをステップＳ８に進行させる。
【００７８】
　制御部２０２は、タッチパネル１５０が座標信号を出力しているかどうかを判定する（
ステップＳ８）。利用者によって引き続きトップパネル１２０への操作入力が行われてい
るかどうかを判定するためである。
【００７９】
　制御部２０２は、タッチパネル１５０が座標信号を出力していない（Ｓ８：ＮＯ）と判
定すると、リセットスイッチ２０１を所定期間だけオンにする（ステップＳ９）。操作が
確定されなかった場合でも、次の操作入力に備えて端子２１５の出力電圧を０Ｖにリセッ
トするためである。
【００８０】
　なお、制御部２０２は、ステップＳ６において、タッチパネル１５０が座標信号を出力
している（Ｓ６：ＹＥＳ）と判定すると、フローをステップＳ２にリターンする。トップ
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パネル１２０を押圧することにより、利用者が操作を確定しようとしているかどうかを判
定するためである。
【００８１】
　また、制御部２０２は、ステップＳ８において、タッチパネル１５０が座標信号を出力
している（Ｓ８：ＹＥＳ）と判定すると、フローをステップＳ２にリターンする。トップ
パネル１２０を押圧することにより、利用者が操作を確定しようとしているかどうかを判
定するためである。
【００８２】
　以上の処理は、電子機器１００の電源がオフになるまで繰り返し実行される。
【００８３】
　次に、図９を用いて、端子２１５から出力される電圧のシミュレーション結果について
説明する。
【００８４】
　図９は、圧力センサモジュール２００の端子２１５から出力される電圧のシミュレーシ
ョン結果を示す図である。ここでは、キャパシタＣ３とＣ４の静電容量がともに１ｎＦ、
２ｎＦ、３ｎＦである３つの条件でシミュレーションを行った。また、絶縁抵抗としての
抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２の抵抗値はともに３０ＧΩに設定した。
【００８５】
　図９では、横軸はシミュレーション開始からの経過時間を示し、経過時間が１秒の時点
から６秒の時点までの５秒間にわたって、トップパネル１２０が一定の圧力で押圧される
。そして、経過時間が６秒の時点のときにトップパネル１２０への操作入力が行われなく
なり、経過時間が１１秒の時点から再び一定の圧力でトップパネル１２０が押圧される。
【００８６】
　また、図９の縦軸は、圧力センサモジュール２００の端子２１５から出力される電圧を
示す。制御部２０２は、キャパシタＣ３とＣ４の静電容量がともに１ｎＦ、２ｎＦ、３ｎ
Ｆである場合に、それぞれ、所定の閾値Ｖｔｈ（１ｎＦ）、Ｖｔｈ（２ｎＦ）、Ｖｔｈ（
３ｎＦ）を用い、端子２１５の出力電圧が所定の閾値以上のとき押圧が行われていること
を検出する。
【００８７】
　図９では、制御部２０２は、圧力センサ１４０によってトップパネル１２０の押圧が検
出された後に、経過時間が６秒の時点において、タッチパネル１５０への操作入力が行わ
れなくなると、所定の期間だけリセットスイッチ２０１がオンにされる。
【００８８】
　ここでは、リセットスイッチ２０１をオンにする所定の期間は、圧力センサ１４０のキ
ャパシタＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、キャパシタＣ３Ａの下側の電極（電極１
４２）との電位が等しくなるのに十分な時間として、一例として、１マイクロ秒に設定し
た。
【００８９】
　経過時間が１秒の時点から一定の圧力でトップパネル１２０が押圧されると、端子２１
５の出力電圧が上昇する。これは、トップパネル１２０が押圧されることにより、感圧材
料層１４３に起電力が生じるからである。
【００９０】
　経過時間が１秒の時点から６秒の時点までの５秒間にわたってトップパネル１２０が一
定の圧力で押圧されると、端子２１５の出力電圧は、いずれも徐々に低下した。これは、
絶縁抵抗としての抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２にリーク電流が流れるからである。なお、このよ
うな傾向は、キャパシタＣ３とＣ４の静電容量がともに１ｎＦ、２ｎＦ、３ｎＦのいずれ
の場合においても同様である。
【００９１】
　経過時間が６秒のときにトップパネル１２０への操作入力が行われなくなると、端子２
１５の出力電圧は急激に低下するが、その直後にリセットスイッチ２０１がオンにされる
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ことにより、端子２１５の出力電圧は０Ｖになる。
【００９２】
　これは、リセットスイッチ２０１がオンにされると圧力センサ１４０の端子１４４と１
４５の電位が等しくなることによって端子２１５の出力電圧が０Ｖになるからである。す
なわち、端子２１５の出力電圧は０Ｖにリセットされる。
【００９３】
　その後、経過時間が１１秒の時点から再び一定の圧力でトップパネル１２０が押圧され
ると、経過時間が１秒の時点のときにトップパネル１２０が押圧されたときと同様に、端
子２１５の出力電圧が上昇する。
【００９４】
　経過時間が１１秒の時点からトップパネル１２０が一定の圧力で押圧されると、端子２
１５の出力電圧は、いずれも徐々に低下する。これは、絶縁抵抗としての抵抗器Ｒ１１、
Ｒ１２にリーク電流が流れるからである。なお、このような傾向は、キャパシタＣ３とＣ
４の静電容量がともに１ｎＦ、２ｎＦ、３ｎＦのいずれの場合においても同様である。
【００９５】
　以上のように、実施の形態の入力装置１００Ａによれば、トップパネル１２０が押圧さ
れた後に、操作入力が行われなくなったことがタッチパネル１５０によって検出されると
、制御部２０２がリセットスイッチ２０１を所定の期間だけオンにする。そして、これに
より端子２１５の出力電圧は０Ｖにリセットされる。
【００９６】
　このため、２回目にトップパネル１２０が押圧されるときに、感圧材料層１４３の起電
力による電荷が端子１４４と１４５に生じ、１回目の押圧のときと同様に端子２１５の出
力電圧が上昇する。従って、２回目にトップパネル１２０が押圧されるときも１回目にト
ップパネル１２０が押圧されるときと同様に、トップパネル１２０の押圧を正しく検出す
ることができる。これは、３回目以降の押圧においても同様である。
【００９７】
　ここで、もし、トップパネル１２０の押圧後に操作入力が行われなくなったときに、リ
セットスイッチ２０１をオンにしないと、端子２１５の出力電圧が０Ｖにリセットされず
に負電圧となる。このため、２回目の押圧が行われたときに、端子２１５の出力電圧が閾
値を超えない状態が発生すると、トップパネル１２０の押圧を正しく検出できなくなる。
【００９８】
　これに対して、実施の形態の入力装置１００Ａは、トップパネル１２０の押圧後に、操
作入力が行われなくなると、リセットスイッチ２０１を所定の期間だけオンにするので、
端子２１５の出力電圧は０Ｖにリセットされ、トップパネル１２０の押圧を正しく検出す
ることができる。
【００９９】
　ここで、図１０及び図１１を用いて、比較用の入力装置について説明する。
【０１００】
　図１０は、比較用の圧力センサモジュール２０の内部の回路を示す図である。図１０に
示す比較用の圧力センサモジュール２０は、図７に示す実施の形態の圧力センサモジュー
ル２００から、リセットスイッチ２０１とキャパシタＣ３及びＣ４とを取り除いた構成を
有する。その他の構成要素は同様であるため、同様の符号を用い、説明を省略する。
【０１０１】
　なお、圧力センサモジュール２０は、リセットスイッチ２０１を含まないため、制御部
２０２は、端子２１５の出力電圧を閾値と比較し、選択された操作入力を確定する処理（
選択確定処理）を行う。
【０１０２】
　図１１は、圧力センサモジュール２０の端子２１５から出力される電圧のシミュレーシ
ョン結果を示す図である。ここでは、絶縁抵抗としての抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１
ＧΩ、１０ＧΩ、３０ＧΩである３つの条件でシミュレーションを行った。
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【０１０３】
　図１１では、横軸はシミュレーション開始からの経過時間を示し、経過時間が１秒の時
点から６秒の時点までの５秒間にわたって、トップパネル１２０が一定の圧力で押圧され
る。そして、経過時間が６秒の時点のときにトップパネル１２０への操作入力が行われな
くなり、経過時間が１１秒の時点から再び一定の圧力でトップパネル１２０が押圧される
。
【０１０４】
　また、図１１の縦軸は、圧力センサモジュール２０の端子２１５から出力される電圧を
示す。制御部２０２は、所定の閾値Ｖｔｈを用い、端子２１５の出力電圧が所定の閾値以
上のとき押圧が行われていることを検出する。なお、ここでは、所定の閾値Ｖｔｈを１．
５Ｖに設定する。
【０１０５】
　経過時間が１秒の時点から一定の圧力でトップパネル１２０が押圧されると、端子２１
５の出力電圧が上昇する。これは、トップパネル１２０が押圧されることにより、感圧材
料層１４３に起電力が生じるからである。
【０１０６】
　ここで、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩ、１０ＧΩ、３０ＧΩのいずれの場合で
も、トップパネル１２０が押圧された瞬間には、端子２１５の出力電圧は約３．０Ｖまで
上昇する。これは所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）以上であるため、制御部２０２は、押圧
が行われていることを検出する。
【０１０７】
　経過時間が１秒の時点から６秒の時点までの５秒間にわたってトップパネル１２０が一
定の圧力で押圧されると、端子２１５の出力電圧は、いずれも低下した。これは、絶縁抵
抗としての抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２にリーク電流が流れるからである。
【０１０８】
　ここで、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩの場合には端子２１５の出力電圧が急激
に低下し、経過時間が約１．３秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になってい
る。
【０１０９】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧は、
経過時間が約２．４秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になっている。
【０１１０】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに３０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧は、
経過時間が約５．２秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になっている。
【０１１１】
　このように、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩ、１０ＧΩ、３０ＧΩいずれの場合
でも、利用者が押圧を止める６秒の時点よりも前に、端子２１５の出力電圧は所定の閾値
Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になっている。
【０１１２】
　特に、１ＧΩと１０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧の低下は急激であり、それ
ぞれ、経過時間が約１．３秒、約２．４秒以降は、押圧が行われていても押圧が検出され
ない状態になっている。
【０１１３】
　また、３０ＧΩの場合であっても、経過時間が約５．２秒以降は、押圧が行われていて
も押圧が検出されない状態になっている。
【０１１４】
　そして、経過時間が６秒の時点でトップパネル１２０への押圧及び操作入力が行われな
くなると、端子２１５の出力電圧は急激に低下する。
【０１１５】
　ここで、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩ、１０ＧΩの場合には、トップパネル１
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２０への押圧及び操作入力が行われなくなった瞬間に、端子２１５の出力電圧は約－２．
８Ｖまで低下する。
【０１１６】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに３０ＧΩの場合には、トップパネル１２０への押
圧及び操作入力が行われなくなった瞬間に、端子２１５の出力電圧は約－１．８Ｖまで低
下する。
【０１１７】
　これは、経過時間が１秒の時点から６秒の時点までの５秒間にわたってトップパネル１
２０が押圧されることにより、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２にリーク電流が流れ続け、キャパシ
タＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、キャパシタＣ３Ａの下側の電極（電極１４２）
とに蓄積された電荷が引き抜かれたためである。
【０１１８】
　また、１ＧΩ、１０ＧΩの場合の端子２１５の出力電圧が３０ＧΩの場合の端子２１５
の出力電圧よりも低いのは、リーク電流の電流量が多くためである。
【０１１９】
　経過時間が６秒の時点で端子２１５の出力電圧は急激に低下した後は、１ＧΩの場合は
端子２１５の出力電圧は、経過時間が約７秒の時点で０Ｖに復帰する。
【０１２０】
　また、１０ＧΩ、３０ＧΩの場合には端子２１５の出力電圧は徐々に上昇するが、経過
時間が１１秒の時点でも０Ｖまで復帰しておらず、それぞれ、約－０．３Ｖ、約－０．８
Ｖである。
【０１２１】
　その後、経過時間が１１秒の時点から再び一定の圧力でトップパネル１２０が押圧され
ると、端子２１５の出力電圧が上昇する。
【０１２２】
　抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩの場合には、トップパネル１２０が押圧された瞬
間には、端子２１５の出力電圧は約２．８Ｖまで上昇する。
【０１２３】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１０ＧΩ、３０ＧΩの場合には、トップパネル１
２０が押圧された瞬間には、端子２１５の出力電圧は、それぞれ、約２．６Ｖ、約２．２
Ｖまで上昇する。
【０１２４】
　経過時間が１１秒の時点からトップパネル１２０が一定の圧力で押圧されると、端子２
１５の出力電圧は、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２にリーク電流の影響によっていずれも徐々に低
下する。
【０１２５】
　しかし、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩの場合には端子２１５の出力電圧が急激
に低下し、経過時間が約１１．３秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になって
いる。
【０１２６】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧は、
経過時間が約１２．２秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になっている。
【０１２７】
　また、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに３０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧は、
経過時間が約１３．５秒の時点で所定の閾値Ｖｔｈ（１．５Ｖ）未満になっている。
【０１２８】
　このように、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２がともに１ＧΩ、１０ＧΩ、３０ＧΩいずれの場合
でも、利用者が押圧を行っている間に、端子２１５の出力電圧は所定の閾値Ｖｔｈ（１．
５Ｖ）未満になっている。
【０１２９】
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　特に、１ＧΩと１０ＧΩの場合には、端子２１５の出力電圧の低下は急激であり、それ
ぞれ、経過時間が約１１．３秒、約１２．２秒以降は、押圧が行われていても押圧が検出
されない状態になっている。
【０１３０】
　また、３０ＧΩの場合であっても、経過時間が約１３．５秒以降は、押圧が行われてい
ても押圧が検出されない状態になっている。
【０１３１】
　以上のシミュレーション結果は、利用者が押圧を数秒間以上の比較的長い時間にわたっ
て行った場合に、押圧を開始した直後は制御部２０２が押圧を検出できるが、それ以降は
押圧を検出できないことを意味する。
【０１３２】
　従って、比較用の圧力センサモジュール２０では、利用者によるトップパネル１２０の
押圧を正確に検出することができない。
【０１３３】
　利用者が押圧を比較的長い時間にわたって行った場合に、抵抗器Ｒ１１、Ｒ１２にリー
ク電流が流れ続け、キャパシタＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、キャパシタＣ３Ａ
の下側の電極（電極１４２）とに蓄積された電荷が引き抜かれる。この結果、次の押圧が
行われるまでに、キャパシタＣ１Ａの上側の電極（電極１４１）と、キャパシタＣ３Ａの
下側の電極（電極１４２）との電位が負電位に保持されるため、再び押圧が行われた場合
に、押圧を正確に検出することができなくなる。
【０１３４】
　これに対して、図７に示す圧力センサモジュール２００を含む実施の形態の入力装置１
００Ａ（図４参照）では、トップパネル１２０が押圧された後に、操作入力が行われなく
なったことがタッチパネル１５０によって検出されると、制御部２０２がリセットスイッ
チ２０１を所定の期間だけオンにして、端子２１５の出力電圧を０Ｖにリセットする。
【０１３５】
　従って、実施の形態の入力装置１００Ａは、例えば数秒間のように比較的長い時間にわ
たってトップパネル１２０が押圧されて押圧及び操作入力が行われなくなった後に、再び
押圧が行われても、トップパネル１２０の押圧を正しく検出することができる。
【０１３６】
　このため、実施の形態によれば、操作入力による押圧を正確に検出できる入力装置１０
０Ａを提供することができる。
【０１３７】
　なお、以上では、圧力センサモジュール２００が制御部２０２を有し、制御部２０２が
リセットスイッチ２０１を駆動する形態について説明したが、ＣＰＵ１８１がリセットス
イッチ２０１を駆動する構成であってもよい。この場合には、圧力センサモジュール２０
０は、制御部２０２を含まなくてよい。
【０１３８】
　また、以上では、圧力センサ１４０によってトップパネル１２０の押圧が検出され、押
圧が行われなくなった後に、さらにタッチパネル１５０への操作入力が行われなったとき
に、所定の期間だけリセットスイッチ２０１をオンにする形態について説明した。しかし
ながら、タッチパネル１５０への操作入力が行われなくなることの代わりに、圧力センサ
１４０によって非押圧状態が検出されることをリセットスイッチ２０１のオンの条件にし
てもよい。
【０１３９】
　すなわち、圧力センサ１４０によってトップパネル１２０の押圧が検出された後に、圧
力センサ１４０によって非押圧状態が検出されるようになると、所定の期間だけオンにし
てもよい。これは、図８のフローチャートでは、ステップＳ５で圧力センサ１４０の出力
が閾値以上ではない（Ｓ５：ＮＯ）と判定した場合にリセットスイッチ２０１を所定期間
だけオンにするようにすることに対応する。
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【０１４０】
　なお、圧力センサ１４０で非押圧状態を検出するには、例えば、圧力センサ１４０の出
力電圧が非押圧状態に対応する所定の電圧以下になった場合に、圧力センサ１４０による
非押圧状態の検出が行われるようにすればよい。この所定の電圧は、圧力センサ１４０で
押圧を検出する際の所定の閾値と同じであってもよく、所定の閾値よりも低い電圧であっ
てもよい。
【０１４１】
　また、以上では、圧力センサ１４０の端子１４４と１４５との間にリセットスイッチ２
０１を接続する形態について説明した。
【０１４２】
　しかしながら、リセットスイッチ２０１の代わりに、図１２に示すように、圧力センサ
１４０の端子１４４と１４５をそれぞれ接地電位点に接続するリセットスイッチ２０１Ａ
、２０１Ｂを用いてもよい。
【０１４３】
　また、以上では、圧力センサ１４０を両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂの間に設ける形態
について説明した。しかしながら、圧力センサ１４０は、トップパネル１２０への操作入
寮による押圧を検出できればよいため、必ずしも両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂの間に設
ける必要はない。例えば、平面視で両面テープ１３０Ａ、１３０Ｂの内側又は外側に矩形
環状の圧力センサ１４０を設けてもよい。また、例えば、平面視でトップパネル１２０の
四隅に、あるいは、四辺に沿って、複数の圧力センサ１４０を設けてもよい。
【０１４４】
　また、以上では、キャパシタＣ３とＣ４を圧力センサ１４０の端子１４４、１４５にそ
れぞれ接続する形態について説明したが、キャパシタＣ３とＣ４のいずれか一方のみが接
続される構成であってもよい。
【０１４５】
　図１２は、実施の形態の変形例による入力装置の圧力センサモジュール２００Ａの内部
の回路を示す図である。
【０１４６】
　圧力センサモジュール２００Ａは、図７に示すリセットスイッチ２０１の代わりに、リ
セットスイッチ２０１Ａ、２０１Ｂを用いる。リセットスイッチ２０１Ａ、２０１Ｂは、
それぞれ、一端が圧力センサ１４０の端子１４４、１４５に接続され、他端が接地されて
いる。リセットスイッチ２０１Ａ、２０１Ｂは、それぞれ、第１スイッチ、第２スイッチ
の一例である。
【０１４７】
　このようなリセットスイッチ２０１Ａ、２０１Ｂを用いても、図７に示すリセットスイ
ッチ２０１を用いる場合と同様に、リセットスイッチ２０１Ａ、２０１Ｂがオンにされる
と圧力センサ１４０の端子１４４と１４５の電位がともに接地電位で等しくなる。
【０１４８】
　これによって端子２１５の出力電圧が０Ｖになり、端子２１５の出力電圧は０Ｖにリセ
ットされる。
【０１４９】
　従って、実施の形態の変形例によれば、操作入力による押圧を正確に検出できる入力装
置を提供することができる。
【０１５０】
　以上、本発明の例示的な実施の形態の入力装置について説明したが、本発明は、具体的
に開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱することな
く、種々の変形や変更が可能である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１００　電子機器
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　１１０　筐体
　１２０　トップパネル
　１３０Ａ、１３０Ｂ　両面テープ
　１４０　圧力センサ
　１４１、１４２　電極
　１４３　感圧材料層
　１４３Ａ　エレクトレット材料
　１５０　タッチパネル
　１６０　ディスプレイパネル
　１７０　基板
　２００　圧力センサモジュール
　２０１　リセットスイッチ
　２０２　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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