
JP 2015-53034 A 2015.3.19

10

(57)【要約】
【課題】タッチパネルなどの検出面に指を接触すること
なく入力ポイントを決定することができ、好適な入力操
作を行うことが可能な入力装置を提供する。
【解決手段】入力装置１は、検出面２ａに対する被検出
体の接近及び接触のうち少なくとも一方を検出するセン
サ部２と、センサ部２が検出した複数の被検出体の検出
状態に基づいて被検出体による入力に係る１点を決定す
る入力ポイント決定部５と、を備える。入力ポイント決
定部５は、複数の被検出体の間の距離に対応して検出面
２ａの１点を決定する合成モードに基づいて被検出体に
よる入力に係る１点を決定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出面に対する被検出体の接近及び接触のうち少なくとも一方を検出するセンサ部と、
　前記センサ部が検出した複数の前記被検出体の検出状態に基づいて前記被検出体による
入力に係る１点を決定する決定部と、
を備え、
　前記決定部は、複数の前記被検出体の間の距離に対応して前記検出面の１点を決定する
合成モードと、複数の前記被検出体のなかから優先的に選択すべき前記被検出体を決定す
る優先モードと、の少なくとも一方の決定モードに基づいて前記被検出体による入力に係
る１点を決定する入力装置。
【請求項２】
　前記合成モードは、前記決定部が、前記センサ部が前記検出面に接触していない状態の
複数の前記被検出体を検出した後、さらに前記センサ部が複数の前記被検出体うち少なく
とも２個の前記被検出体の間の距離が予め定めた第１所定距離より短いことを検出した場
合に前記第１所定距離より短い距離にある前記検出面に接触していない状態の複数の前記
被検出体に対応する前記検出面の前記検出ポイントを用いて前記検出面の１点を選択した
こととする入力ポイントを決定する請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記決定部は、前記センサ部が前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体
を検出した後、さらに前記センサ部が複数の前記被検出体うち少なくとも２個の前記被検
出体の間の距離が前記第１所定距離より長い予め定めた第２所定距離より短いことを検出
した場合に前記第２所定距離より短い距離にある前記検出面に接触していない状態の複数
の前記被検出体各々に対応する前記検出面の前記検出ポイントを一つにまとめて前記入力
ポイントの候補として設定し、さらに前記センサ部が前記入力ポイントの候補に対応する
前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体各々の間の距離が前記第１所定距
離より短いことを検出した場合に前記検出面の前記入力ポイントの候補を前記入力ポイン
トとして決定する請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記決定部は、前記入力ポイントの候補を設定した後、前記センサ部が前記入力ポイン
トの候補に対応する前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体と前記検出面
との距離が予め定めた第３所定距離より短いことを検出した場合に前記検出面から前記第
３所定距離までの空間に予め定めた所定領域内において前記入力ポイントの候補に対応す
る前記被検出体が変位しても前記入力ポイントの候補の位置を変更しないロック状態にす
る請求項３に記載の入力装置。
【請求項５】
　同時に検出した複数の前記被検出体の相対的な位置関係に応じて複数の前記被検出体の
なかから優先的に選択すべき前記被検出体を特定するための重み付け補正値を記憶した記
憶部を備えるとともに、
　前記優先モードは、前記決定部が、前記センサ部が複数の前記被検出体を同時に検出し
た場合に出力した前記検出信号に対して前記重み付け補正値を用いた重み付け補正を適用
して複数の前記被検出体のなかから優先的に選択すべき前記被検出体を特定する請求項１
に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記重み付け補正値が、前記センサ部の前記検出面に対して遠近２箇所で前記被検出体
を検出した場合に遠方の前記被検出体を優先的に選択すべき前記被検出体として特定する
ための情報を含む請求項５に記載の入力装置。
【請求項７】
　前記記憶部が、ユーザの利き手に係る情報を記憶し、
　前記重み付け補正値が、前記センサ部の前記検出面と略平行をなす方向に沿って複数の
前記被検出体を検出した場合にユーザの前記利き手に対応した前記被検出体を優先的に選
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択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む請求項５または請求項６に記載の
入力装置。
【請求項８】
　前記重み付け補正値が、近接する複数の前記被検出体を検出した場合に複数の前記被検
出体のうち中央部に位置する前記被検出体よりも複数の前記被検出体のうち外縁部に位置
する前記被検出体を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む請
求項５～請求項７のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項９】
　前記重み付け補正値が、近接する複数の前記被検出体の集団を複数検出した場合に複数
の前記集団の互いに略対向し合う箇所であって複数の前記集団各々の間の距離が最短とな
る箇所に位置する前記被検出体各々を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するた
めの情報を含む請求項５～請求項８のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項１０】
　前記重み付け補正値が、前記被検出体の時間的変位に対応した情報を含む請求項５～請
求項９のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項１１】
　前記重み付け補正値が、略同じタイミングで略同じ方向に略同じ速度で変位する複数の
前記被検出体を検出した場合に複数の前記被検出体のうち変位方向の先頭に位置する前記
被検出体を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む請求項１０
に記載の入力装置。
【請求項１２】
　前記重み付け補正値が、略同じタイミングで異なる方向に変位する近接する複数の前記
被検出体の集団を複数検出した場合に複数の前記集団各々の間の距離が最短となる箇所に
位置する前記被検出体各々を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報
を含む請求項１０または請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１３】
　前記重み付け補正値が、略同じタイミングで略同じ方向に異なる速度で変位する複数の
前記被検出体を検出した場合に複数の前記被検出体のうち最速で変位する前記被検出体を
優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む請求項１０～請求項１
２のいずれか１項に記載の入力装置。
【請求項１４】
　前記重み付け補正値が、優先的に選択すべき前記被検出体以外の前記被検出体の前記セ
ンサ部に対する接触または離隔に係る判定を所定期間無効にする時間情報を含む請求項１
０～請求項１３のいずれか１項に記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタッチパネルに係る入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、スマートフォンやタブレット端末、携帯ゲーム機、小売店のＰＯＳ端末、駅の券
売機、金融機関のＡＴＭ端末などのように幅広い分野でタッチパネルを利用した入力装置
が用いられている。さらに、タッチパネルを利用した入力装置については、タッチパネル
の検出面の法線方向における被検出体の接近を検出して所謂３次元的な入力が可能な入力
装置も見られるようになってきた。このような従来の入力装置が例えば特許文献１及び２
に開示されている。
【０００３】
　特許文献１に記載された従来の入力装置は静電容量式の近接検知機能を有する非接触入
力部（タッチパネル）を備える。この非接触入力部はその表面から近い箇所に検出領域が
設けられ、検出領域に隣接して表面から遠い箇所に非検出領域が設けられている。さらに
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、検出領域のうち最も非接触入力部の表面に近い箇所に決定領域が設けられている。ユー
ザが例えば指を非接触入力部の表面に接近させ、さらに指を決定領域まで接近させると、
入力装置はその指の位置を入力ポイントとして決定している。
【０００４】
　特許文献２に記載された従来の入力装置は静電容量式の近接検知機能を有するタッチパ
ネルを備える。このタッチパネルはユーザの手指などの被検出体の接触とその位置を特定
するタッチセンサパッドと、タッチパネルの検出面の法線方向における被検出体の近接を
検出する近接センサパッドと、を備える。これにより、ユーザによるタッチ位置を正確に
特定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－９００９号公報
【特許文献２】特表２０１２－５１２４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の入力装置はユーザが入力ポイントを決定するために決
定領域まで指をタッチパネルの表面に接近させるとき、タッチパネルの表面に指を接触さ
せてしまうことが懸念される。不特定多数の人が利用する入力装置ではタッチパネルの表
面に指を接触させて入力を行うことを避けたい場合も考えられ、上記従来の入力装置では
対応し難い可能性がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２の入力装置はタッチパネルの検出面に対して接近する被検出体つ
いて、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定されることが懸念される。例えば、
ユーザが手指で入力しようとしている際に、手のひらや前腕部などが被検出体として特定
される虞がある。また例えば、ユーザが人差し指で入力しようとしている際に、親指や小
指などが被検出体として特定される虞がある。このようにして検出箇所にばらつきが生じ
、適切に入力操作を行うことができない可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、タッチパネルなどの検出面に指を接触
することなく入力ポイントを決定することができ、好適な入力操作を行うことが可能な入
力装置を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難くすることがで
き、好適な入力操作を行うことが可能な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】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明の入力装置は、検出面に対する被検出体の接近及び
接触のうち少なくとも一方を検出するセンサ部と、前記センサ部が検出した複数の前記被
検出体の検出状態に基づいて前記被検出体による入力に係る１点を決定する決定部と、を
備え、前記決定部は、複数の前記被検出体の間の距離に対応して前記検出面の１点を決定
する合成モードと、複数の前記被検出体のなかから優先的に選択すべき前記被検出体を決
定する優先モードと、の少なくとも一方の決定モードに基づいて前記被検出体による入力
に係る１点を決定する。
【００１１】
　また、上記構成の入力装置において、前記合成モードは、前記決定部が、前記センサ部
が前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体を検出した後、さらに前記セン
サ部が複数の前記被検出体うち少なくとも２個の前記被検出体の間の距離が予め定めた第
１所定距離より短いことを検出した場合に前記第１所定距離より短い距離にある前記検出
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面に接触していない状態の複数の前記被検出体に対応する前記検出面の前記検出ポイント
を用いて前記検出面の１点を選択したこととする入力ポイントを決定する。
【００１２】
　この構成によれば、例えばユーザが人差し指と親指とをセンサ部の検出面を近づけると
、入力装置はこれらを２つの被検出体として検出する。さらに、例えばユーザが検出面の
上方で人差し指と親指とを第１所定距離より短い距離まで近づけると、入力装置は検出面
に接触していない状態の人差し指と親指とに対応する検出面の検出ポイントを用いて検出
面の１点を選択したこととする入力ポイントを決定する。したがって、ユーザがセンサ部
の検出面に指を接触しなくても、入力装置は入力ポイントを決定する。
【００１３】
　また、上記構成の入力装置の前記合成モードにおいて、前記決定部は、前記センサ部が
前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体を検出した後、さらに前記センサ
部が複数の前記被検出体うち少なくとも２個の前記被検出体の間の距離が前記第１所定距
離より長い予め定めた第２所定距離より短いことを検出した場合に前記第２所定距離より
短い距離にある前記検出面に接触していない状態の複数の前記被検出体各々に対応する前
記検出面の前記検出ポイントを一つにまとめて前記入力ポイントの候補として設定し、さ
らに前記センサ部が前記入力ポイントの候補に対応する前記検出面に接触していない状態
の複数の前記被検出体各々の間の距離が前記第１所定距離より短いことを検出した場合に
前記検出面の前記入力ポイントの候補を前記入力ポイントとして決定する。
【００１４】
　この構成によれば、例えば入力装置に被検出体として検出された人差し指と親指とをユ
ーザが検出面の上方で第２所定距離より短い距離まで近づけると、入力装置は検出面に接
触していない状態の人差し指と親指とに対応する検出面の検出ポイントを一つにまとめて
入力ポイントの候補として設定する。さらに、例えばユーザが検出面に接触していない状
態の人差し指と親指とを第１所定距離より短い距離まで近づけると、入力装置は入力ポイ
ントの候補を入力ポイントとして決定する。したがって、非接触による入力ポイントが段
階を追って決定され、操作性が向上する。
【００１５】
　また、上記構成の入力装置の前記合成モードにおいて、前記決定部は、前記入力ポイン
トの候補を設定した後、前記センサ部が前記入力ポイントの候補に対応する前記検出面に
接触していない状態の複数の前記被検出体と前記検出面との距離が予め定めた第３所定距
離より短いことを検出した場合に前記検出面から前記第３所定距離までの空間に予め定め
た所定領域内において前記入力ポイントの候補に対応する前記被検出体が変位しても前記
入力ポイントの候補の位置を変更しないロック状態にする。
【００１６】
　この構成によれば、例えばユーザの人差し指及び親指によって入力ポイントの候補が設
定された後、ユーザが第４所定範囲内で手を動かしても入力ポイントの候補が変更されな
い。すなわち、入力ポイントの候補を入力ポイントとして決定するために人差し指または
親指を動かしたとき、意図せず手が動いたとしてもそれが第４所定範囲内であればそのま
ま入力ポイントが決定される。したがって、非接触による入力ポイントの決定に係る操作
性が一層向上する。
【００１７】
　また、上記構成の入力装置において、同時に検出した複数の前記被検出体の相対的な位
置関係に応じて複数の前記被検出体のなかから優先的に選択すべき前記被検出体を特定す
るための重み付け補正値を記憶した記憶部を備えるとともに、前記優先モードは、前記決
定部が、前記センサ部が複数の前記被検出体を同時に検出した場合に出力した前記検出信
号に対して前記重み付け補正値を用いた重み付け補正を適用して複数の前記被検出体のな
かから優先的に選択すべき前記被検出体を特定する。
【００１８】
　この構成によれば、入力装置は複数の被検出体を同時に検出した場合、それら検出信号
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に対して重み付け補正値を用いた重み付け補正を行う。これにより、同時に検出した複数
の被検出体の相対的な位置関係に応じて複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被
検出体が特定される。したがって、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難
くなる。
【００１９】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、前記セ
ンサ部の前記検出面に対して遠近２箇所で前記被検出体を検出した場合に遠方の前記被検
出体を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む。
【００２０】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の一点を指示しようとした際にユ
ーザの指先及び手のひらが被検出体として検出された場合、ユーザの指先が優先的に選択
すべき被検出体として特定され易くなる。
【００２１】
　なお、例えば検出面に対してタップ入力などを行うときのように、検出面の直前におい
て指先より手のひらのほうが検出面より遠方となることがある。しかしながら、このよう
な状態となることは本発明の入力装置を用いるコンテンツが許容する入力方法（例えばタ
ップ、ドラッグ、ピンチイン、ピンチアウト等）に依存するので、重み付け補正値は以下
で説明するものも含めそれら入力方法に対応して適宜選択される。
【００２２】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記記憶部が、ユーザの利き手
に係る情報を記憶し、前記重み付け補正値が、前記センサ部の前記検出面と略平行をなす
方向に沿って複数の前記被検出体を検出した場合にユーザの前記利き手に対応した前記被
検出体を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む。
【００２３】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の一点を指示しようとした際にユ
ーザの五指が被検出体として検出された場合、ユーザの利き手に対応した所定の指先が優
先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【００２４】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、近接す
る複数の前記被検出体を検出した場合に複数の前記被検出体のうち中央部に位置する前記
被検出体よりも複数の前記被検出体のうち外縁部に位置する前記被検出体を優先的に選択
すべき前記被検出体として特定するための情報を含む。
【００２５】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の二点を一方の手の二本の指で指
示しようとした際にユーザの五指及び手のひらが被検出体として検出された場合、ユーザ
の五指のうちいずれか二本の指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる
。
【００２６】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、近接す
る複数の前記被検出体の集団を複数検出した場合に複数の前記集団の互いに略対向し合う
箇所であって複数の前記集団各々の間の距離が最短となる箇所に位置する前記被検出体各
々を優先的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む。
【００２７】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の二点を二本の手各々のいずれか
の指で指示しようとした際にユーザの二本の手各々の五指及び手のひらが被検出体として
検出された場合、ユーザの二本の手各々の五指のうち最も距離が近いいずれかの指先が優
先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【００２８】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、前記被
検出体の時間的変位に対応した情報を含む。
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【００２９】
　この構成によれば、複数の被検出体の相対的な位置関係の時間的変位にも対応して重み
付け補正が行われる。したがって、複数の被検出体が変位する場合であっても、ユーザが
意図しない部位が被検出体として特定され難くなる。
【００３０】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、略同じ
タイミングで略同じ方向に略同じ速度で変位する複数の前記被検出体を検出した場合に複
数の前記被検出体のうち変位方向の先頭に位置する前記被検出体を優先的に選択すべき前
記被検出体として特定するための情報を含む。
【００３１】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の一点を指示しながら指先を移動
させた際にユーザの五指及び手のひらが被検出体として検出された場合、ユーザの所定の
指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【００３２】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、略同じ
タイミングで異なる方向に変位する近接する複数の前記被検出体の集団を複数検出した場
合に複数の前記集団各々の間の距離が最短となる箇所に位置する前記被検出体各々を優先
的に選択すべき前記被検出体として特定するための情報を含む。
【００３３】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の二点を指示しながら各々の指先
を異なる方向に移動させた際にユーザの五指及び手のひらが二つの被検出体の集団として
検出された場合、二つの被検出体の集団各々の間の距離が最短となる箇所に位置するいず
れかの指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【００３４】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、略同じ
タイミングで略同じ方向に異なる速度で変位する複数の前記被検出体を検出した場合に複
数の前記被検出体のうち最速で変位する前記被検出体を優先的に選択すべき前記被検出体
として特定するための情報を含む。
【００３５】
　この構成によれば、例えばユーザがセンサ部の検出面の一点を指示しながら手首や肘を
中心として弧を描くように指先を移動させた際にユーザの指先及び手のひらが被検出体と
して検出された場合、ユーザの指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くな
る。
【００３６】
　また、上記構成の入力装置の前記優先モードにおいて、前記重み付け補正値が、優先的
に選択すべき前記被検出体以外の前記被検出体の前記センサ部に対する接触または離隔に
係る判定を所定期間無効にする時間情報を含む。
【００３７】
　この構成によれば、例えばユーザの指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され
てユーザの指先より先に衣服などがセンサ部に接触する可能性がある場合、衣服の接触に
係る判定を所定期間無効にすることにより衣服による誤検出が抑制される。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の構成によれば、タッチパネルなどの検出面に指を接触することなく入力ポイン
トを決定することができ、好適な入力操作を行うことが可能な入力装置を提供することが
できる。
【００３９】
　また、本発明の構成によれば、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難く
することができ、好適な入力操作を行うことが可能な入力装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００４０】
【図１】本発明の第１実施形態の入力装置及び表示装置を示す構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態の入力装置のブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態の入力装置の被検出体の検出状態を示す説明図である。
【図４】本発明の第１実施形態の入力装置の入力ポイントの決定状態を示す説明図である
。
【図５】本発明の第１実施形態の入力装置の入力ポイントの決定処理を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の第２実施形態の入力装置の入力ポイント候補の設定状態を示す説明図で
ある。
【図７】本発明の第２実施形態の入力装置の入力ポイントの決定処理を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の第３実施形態の入力装置の入力ポイント候補のロック状態を示す説明図
である。
【図９】本発明の第３実施形態の入力装置の入力ポイント候補のロック処理を示す説明図
である。
【図１０】本発明の第３実施形態の入力装置の入力ポイントの決定処理を示すフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の第４実施形態の入力装置のブロック図である。
【図１２】本発明の第４実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図１３】本発明の第４実施形態の入力装置の重み付け補正値の説明図である。
【図１４】本発明の第４実施形態の入力装置の重み付け補正処理を示すフローチャートで
ある。
【図１５】本発明の第５実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図１６】本発明の第６実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図１７】本発明の第７実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図１８】本発明の第８実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図１９】本発明の第９実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図２０】本発明の第１０実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図２１】本発明の第１１実施形態の入力装置の重み付け補正処理の説明図である。
【図２２】本発明の第１２実施形態の入力装置のブロック図である。
【図２３】本発明の第１３実施形態の入力装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施形態を図１～図２３に基づき説明する。
【００４２】
＜第１実施形態＞
　最初に、本発明の第１実施形態の入力装置について、図１及び図２を用いてその構成を
説明する。図１は入力装置及び表示装置を示す構成図、図２は入力装置のブロック図であ
る。
【００４３】
　入力装置１は、例えば図１に示す表示装置１０１の表示部１０２に映し出されるコンテ
ンツに対してユーザが任意に操作するためのリモコンのような入力装置である。入力装置
１は、図１及び図２に示すようにセンサ部２、制御部３、記憶部４、入力ポイント決定部
５、入力画面処理部６及び出力部７を備える。
【００４４】
　センサ部２は例えば静電容量式のタッチパネルからなり、例えば机上、床面上に配置さ
れる。タッチパネルは所定の配列で一面に並べられた複数の電極とそれら電極を覆うカバ
ー部材とを備える。タッチパネルの表面、すなわち検出面２ａに手Ｈの指先Ｆなどの被検
出体が接近すると、それら被検出体に対応する電極の静電容量が変化する。タッチパネル



(9) JP 2015-53034 A 2015.3.19

10

20

30

40

50

からなるセンサ部２は検出面２ａに対する被検出体の接近及び接触を示す検出ポイントに
対応して生じる静電容量の変化を検出信号として出力する。
【００４５】
　制御部３は不図示の演算部やその他の電子部品で構成され、記憶部４等に予め記憶、入
力されたプログラム、データに基づき、入力装置１の各構成要素から情報を得るとともに
それら構成要素の動作を制御して一連の被検出体の検出処理、画面処理及び出力処理を実
現する。制御部３は入力ポイント決定部５を備える。なおここでは、制御部３が入力ポイ
ント決定部５を備える構成としているが、制御部３とは別にして入力ポイント決定部５を
備える構成であっても良い。
【００４６】
　入力ポイント決定部５はセンサ部２が検出した複数の被検出体の検出状態に基づいて被
検出体による入力に係る１点を決定する決定部である。入力ポイント決定部５は複数の被
検出体の間の距離に対応して検出面２ａの１点を決定する合成モードに基づいて被検出体
による入力に係る１点を決定する。
【００４７】
　より詳しく言えば、入力ポイント決定部５はセンサ部２が検出した検出面２ａに接触し
ていない状態の被検出体に対応する検出面２ａの検出ポイントを用いて検出面２ａの１点
を選択したこととする入力ポイントを決定する。なお、ここで述べる「入力ポイントの決
定」とは、例えばタップ入力やドラッグ入力において指などがタッチパネル上の１点に接
触した状態、或いはポインティングデバイスとしてのマウスでクリックした状態を意味す
る。
【００４８】
　入力ポイントを決定する際、入力ポイント決定部５はセンサ部２が検出面２ａに接触し
ていない状態の複数の被検出体を検出した後、さらにセンサ部２がそれら複数の被検出体
うち少なくとも２個の被検出体の間の距離が予め定めた第１所定距離より短いことを検出
した場合に第１所定距離より短い距離にある検出面２ａに接触していない状態の複数の被
検出体に対応する検出ポイントを用いて検出面２ａの１点を選択したこととする入力ポイ
ントを決定する。第１所定距離は記憶部４に予め記憶される。
【００４９】
　なお、記憶部４は被検出体の位置関係に係る第１所定距離を含む距離情報のほかに、ユ
ーザ情報と入力画面情報とを記憶する。ユーザ情報としては例えばユーザの利き手やその
手を用いた入力上の癖などの情報が含まれる。入力画面情報としては例えば表示装置１０
１の表示部１０２の向き（天地）などの情報が含まれる。入力ポイント決定部５は入力ポ
イントを決定する際、被検出体の位置等に係る距離情報に加えてユーザ情報や入力画面情
報を用いることがある。
【００５０】
　また、例えば予めユーザにタップ、ドラッグなどといった入力方法をセンサ部２の検出
面２ａ上で実施させ、その操作に係る癖や傾向を記憶した情報を用いて入力ポイントや後
述する入力ポイント候補の位置条件をユーザ情報として設定して使用しても良い。
【００５１】
　入力画面処理部６はセンサ部２の検出面２ａ上の入力ポイントを表示部１０２の画面上
に描画するための画面データに係る画像信号を生成する。この画像信号の生成に際し、入
力画面処理部６は入力ポイント決定部５が特定した入力ポイントに係る情報を取得し、記
憶部４から入力画面情報を取得する。
【００５２】
　出力部７は入力画面処理部６から受け取った入力画面に係る画像信号を外部に出力する
。出力部７の出力信号は例えば赤外線などの無線や有線により表示装置１０１に送出され
る。表示装置１０１は出力部７の出力信号に基づく画面データを表示部１０２に出力する
。
【００５３】
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　続いて、入力装置１を用いた入力ポイントの決定処理について、図１に加え図３及び図
４を用いて図５に示すフローに沿って説明する。図３は被検出体の検出状態を示す説明図
、図４は入力ポイントの決定状態を示す説明図、図５は入力ポイントの決定処理を示すフ
ローチャートである。
【００５４】
　ここでは、例えば入力装置１を用いて表示部１０２（図１参照）の画面上の１点を選択
する入力を例に掲げて説明する。
【００５５】
　入力装置１を用いて表示部１０２の画面上の１点を選択する入力の場合、例えばユーザ
は図３に示すようにその手Ｈの指先（例えば人差し指Ｆ１や親指Ｆ２）をタッチパネルか
らなるセンサ部２の検出面２ａに接近させる。これにより、センサ部２が被検出体として
検出面２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２との複数箇所を検出する。こ
のとき、検出面２ａでは人差し指Ｆ１に対応する検出ポイントＤ１と、親指Ｆ２に対応す
る検出ポイントＤ２とが検出される。
【００５６】
　センサ部２が検出面２ａに接触していない状態の被検出体を検出すると（図５のスター
ト）、制御部３は被検出体、すなわち検出ポイントが複数であるか否かを判別する（ステ
ップ＃１０１）。被検出体が１個である場合（ステップ＃１０１のＮｏ）、制御部３は再
び被検出体が複数であるか否かを判別する。
【００５７】
　図３に示すように被検出体が２個である場合（ステップ＃１０１のＹｅｓ）、制御部３
は入力ポイント決定部５に人差し指Ｆ１に対応する検出ポイントＤ１と親指Ｆ２に対応す
る検出ポイントＤ２との間の距離Ｌｘを導出させる（ステップ＃１０２）。
【００５８】
　次に、入力ポイント決定部５は検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ
１より短いか否かを判別する（ステップ＃１０３）。第１所定距離Ｌ１は前述のように予
め定められ記憶部４に記憶されている。検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定
距離Ｌ１以上である場合（ステップ＃１０３のＮｏ）、ステップ＃１０１に戻り再び被検
出体が複数であるか否かを判別する。
【００５９】
　そして、図４に示すようにユーザが人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とをさらに接近させ、検出
ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１より短くなった場合（ステップ＃１
０３のＹｅｓ）、入力ポイント決定部５は検出面２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ
１と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２を用いて検出面２ａの１点を選択した
こととする入力ポイントＤｓを決定する（ステップ＃１０４）。
【００６０】
　なおこのとき、本実施形態では図４に示すように検出ポイントＤ１、Ｄ２の中間に位置
するポイントを入力ポイントＤｓとして決定したが、検出ポイントＤ１、Ｄ２いずれか一
方を入力ポイントＤｓとして決定しても良い。また、入力ポイントＤｓの位置条件は検出
ポイントＤ１、Ｄ２及びそれらの中間から決定するほか、複数回の入力に係るデータから
統計して自動的に決定するようにしても良い。
【００６１】
　そして、制御部３は入力ポイントの決定処理を終了する（図５のエンド）。なお、図５
を用いて説明した入力ポイントの決定処理において、ステップ＃１０４で入力ポイントＤ
ｓが決定するまでの間に例えばユーザがその手Ｈをセンサ部２の検出面２ａ上から退避さ
せるなどした場合、この処理は中途終了する。
【００６２】
　この後、入力画面処理部６は入力ポイントＤｓに係る情報と入力画面情報とを取得し、
入力ポイントＤｓを表示部１０２の画面上に描画するための画面データに係る画像信号を
生成する。出力部７は入力画面処理部６から受け取った入力画面に係る画像信号を表示装
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置１０１に対して送出する。
【００６３】
　表示装置１０１は入力ポイントＤｓに対応するポインタＰを表示部１０２に表示する（
図１参照）。このとき、コンテンツがポインタＰに対応する箇所に例えばキーやボタン、
画像、ファイル、データなどの選択対象を提供している場合、その選択対象が上記入力装
置１による入力ポイントの決定処理に基づき選択される。
【００６４】
　上記のように、本発明の実施形態の入力装置１は、検出面２ａに対する被検出体の接近
を示す検出ポイントに対応した検出信号を出力するセンサ部２と、センサ部２が検出面２
ａに接触していない状態の複数の被検出体、例えば人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とを検出した
後、さらにセンサ部２が人差し指Ｆ１と親指Ｆ２との間の距離Ｌｘが予め定めた第１所定
距離Ｌ１より短いことを検出した場合に第１所定距離Ｌ１より短い距離Ｌｘにある検出面
２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、Ｄ
２を用いて検出面２ａの１点を選択したこととする入力ポイントＤｓを決定する入力ポイ
ント決定部５と、を備える。
【００６５】
　この構成によれば、ユーザが検出面２ａの上方で人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とを第１所定
距離Ｌ１より短い距離Ｌｘまで近づけると、入力装置１は検出面２ａに接触していない状
態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２を用いて検出面２ａの
１点を選択したこととする入力ポイントＤｓを決定する。したがって、ユーザがセンサ部
２の検出面２ａに指を接触しなくても、入力装置１は入力ポイントを決定することが可能
である。
【００６６】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態の入力装置について、図６及び図７を用いてその構成を説
明する。図６は入力装置の入力ポイント候補の設定状態を示す説明図、図７は入力ポイン
トの決定処理を示すフローチャートである。なお、この実施形態の基本的な構成は先に説
明した第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と共通する構成要素には前と同じ符
号を付してその説明を省略するものとする。図７に示すフローチャートは図５に示すフロ
ーチャートと構成が一部同様であるので、その説明を部分的に省略するものとする。
【００６７】
　第２実施形態では、入力ポイント決定部５が入力ポイントを決定するに先立って、のち
に入力ポイントとして決定することができる入力ポイント候補を設定する。
【００６８】
　入力ポイント候補を設定する際、入力ポイント決定部５はセンサ部２が検出面２ａに接
触していない状態の複数の被検出体を検出した後、さらにセンサ部２がそれら複数の被検
出体うち少なくとも２個の被検出体の間の距離が予め定めた第１所定距離より長い予め定
めた第２所定距離より短いことを検出した場合に第２所定距離より短い距離にある検出面
２ａに接触していない状態の複数の被検出体に対応する検出ポイントを一つにまとめて入
力ポイント候補を設定する。第２所定距離は記憶部４に予め記憶される。
【００６９】
　その後、入力ポイント決定部５は、さらにセンサ部２が入力ポイント候補に対応する検
出面２ａに接触していない状態の複数の被検出体各々の間の距離が第１所定距離より短い
ことを検出した場合に検出面２ａの入力ポイント候補を入力ポイントとして決定する。
【００７０】
　図６及び図７を用いて詳しく説明すると、センサ部２が２個の被検出体、人差し指Ｆ１
と親指Ｆ２とを検出すると、入力ポイント決定部５は人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とに対応す
る検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第２所定距離Ｌ２より短いか否かを判別する（
図７のステップ＃２０３）。第２所定距離Ｌ２は前述のように予め定められ記憶部４に記
憶されている。検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第２所定距離Ｌ２以上である場合
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（ステップ＃２０３のＮｏ）、ステップ＃２０１に戻り再び被検出体が複数であるか否か
を判別する。
【００７１】
　そして、図６に示すようにユーザが人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とをさらに接近させ、検出
ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第２所定距離Ｌ２より短くなった場合（ステップ＃２
０３のＹｅｓ）、入力ポイント決定部５は検出ポイントＤ１、Ｄ２を一つにまとめて入力
ポイント候補Ｄｃを設定する（ステップ＃２０４）。
【００７２】
　なおこのとき、本実施形態では図７に示すように検出ポイントＤ１、Ｄ２の中間に位置
するポイントを入力ポイント候補Ｄｃとして設定したが、検出ポイントＤ１、Ｄ２いずれ
か一方を入力ポイント候補Ｄｃとして設定しても良い。また、入力ポイント候補Ｄｃの位
置条件は検出ポイントＤ１、Ｄ２及びそれらの中間から設定するほか、複数回の入力に係
るデータから統計して自動的に設定するようにしても良い。
【００７３】
　次に、入力ポイント決定部５は検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ
１より短いか否かを判別する（ステップ＃２０５）。第１所定距離Ｌ１は第２所定距離Ｌ
２より短く予め定められ記憶部４に記憶されている。検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌ
ｘが第１所定距離Ｌ１以上である場合（ステップ＃２０５のＮｏ）、ステップ＃１０１に
戻り再び被検出体が複数であるか否かを判別する。
【００７４】
　そして、ユーザが人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とをさらに接近させ、検出ポイントＤ１、Ｄ
２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１より短くなった場合（ステップ＃２０５のＹｅｓ）、
入力ポイント決定部５は検出面２ａの入力ポイント候補Ｄｃを入力ポイントＤｓとして決
定する（ステップ＃２０６）。
【００７５】
　そして、制御部３は入力ポイントの決定処理を終了する（図７のエンド）。なお、図７
を用いて説明した入力ポイントの決定処理において、ステップ＃２０６で入力ポイントＤ
ｓが決定するまでの間に例えばユーザがその手Ｈをセンサ部２の検出面２ａ上から退避さ
せるなどした場合、この処理は中途終了する。
【００７６】
　上記のように、入力ポイント決定部５は、センサ部２が検出面２ａに接触していない状
態の複数の被検出体、例えば人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とを検出した後、さらにセンサ部２
が人差し指Ｆ１と親指Ｆ２との間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１より長い予め定めた第２
所定距離Ｌ２より短いことを検出した場合に第２所定距離Ｌ２より短い距離Ｌｘにある検
出面２に接触していない状態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、
Ｄ２を一つにまとめて入力ポイント候補Ｄｃとして設定し、さらにセンサ部２が入力ポイ
ント候補Ｄｃに対応する検出面２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２との
間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１より短いことを検出した場合に検出面２ａの入力ポイン
ト候補Ｄｃを入力ポイントＤｓとして決定する。
【００７７】
　この構成によれば、ユーザが検出面２ａの上方で人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とを第２所定
距離Ｌ２より短い距離Ｌｘまで近づけると、入力装置１は検出面２ａに接触していない状
態の人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２を一つにまとめて入力
ポイント候補Ｄｃとして設定する。さらに、ユーザが検出面２ａに接触していない状態の
人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とを第１所定距離Ｌ１より短い距離Ｌｘまで近づけると、入力装
置１は入力ポイント候補Ｄｃを入力ポイントＤｓとして決定する。したがって、非接触に
よる入力ポイントＤｓが段階を追って決定され、操作性を向上させることが可能である。
【００７８】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態の入力装置について、図８～図１０を用いてその構成を説
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明する。図８は入力ポイント候補のロック状態を示す説明図、図９は入力装置の入力ポイ
ント候補のロック処理を示す説明図、図１０は入力ポイントの決定処理を示すフローチャ
ートである。なお、この実施形態の基本的な構成は先に説明した第１実施形態及び第２実
施形態と同じであるので、それらの実施形態と共通する構成要素には前と同じ符号を付し
てその説明を省略するものとする。図１０に示すフローチャートは図５及び図７に示すフ
ローチャートと構成が一部同様であるので、その説明を部分的に省略するものとする。
【００７９】
　第３実施形態では、入力ポイント決定部５がのちに入力ポイントとして決定することが
できる入力ポイント候補に対してロック処理を施す。ここで、入力ポイント候補のロック
処理とは、入力ポイント候補を設定した後、図８及び図９に示すように検出面２ａから予
め定めた第３所定距離Ｌ３までの空間に予め定めた所定領域Ｓ内（例えば半径Ｌ４、高さ
Ｌ３の円柱内）において手Ｈや人差し指Ｆ１、親指Ｆ２が変位しても入力ポイント候補Ｄ
ｃの位置を変更しないロック状態にすることを意味する。なお、所定領域Ｓは円柱形状に
限定されるわけではなく、他の形状で構成しても良い。
【００８０】
　入力ポイント候補に対してロック処理を施す際、入力ポイント決定部５は入力ポイント
候補を設定した後、センサ部２が入力ポイント候補に対応する検出面２ａに接触していな
い状態の複数の被検出体と検出面２ａとの距離が予め定めた第３所定距離より短いことを
検出した場合に検出面２ａから第３所定距離までの空間に予め定めた所定領域内において
入力ポイント候補に対応する被検出体が変位しても入力ポイント候補の位置を変更しない
ロック状態とする。第３所定距離及び所定領域は記憶部４に予め記憶される。
【００８１】
　図８～図１０を用いて詳しく説明すると、センサ部２が２個の被検出体、人差し指Ｆ１
と親指Ｆ２とに対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第２所定距離Ｌ２より短
くなったことを検出すると（図１０のステップ＃３０３のＹｅｓ）、入力ポイント決定部
５は検出ポイントＤ１、Ｄ２を一つにまとめて入力ポイント候補Ｄｃを設定する（ステッ
プ＃３０４）。
【００８２】
　続いて、入力ポイント決定部５は、図９に示すように入力ポイント候補Ｄｃに対応する
検出面２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ１または親指Ｆ２と検出面２ａとの距離Ｌ
ｚ、すなわち検出面２ａから人差し指Ｆ１または親指Ｆ２までの高さＬｚを導出する（ス
テップ＃３０５）
【００８３】
　次に、入力ポイント決定部５は人差し指Ｆ１または親指Ｆ２と検出面２ａとの距離Ｌｚ
が第３所定距離Ｌ３より短いか否かを判別する（ステップ＃３０６）。第３所定距離Ｌ３
は前述のように予め定められ記憶部４に記憶されている。そして、人差し指Ｆ１または親
指Ｆ２と検出面２ａとの距離Ｌｚが第３所定距離Ｌ３より短い場合（ステップ＃３０６の
Ｙｅｓ）、入力ポイント決定部５は入力ポイント候補Ｄｃの位置をロック状態にする（ス
テップ＃３０７）。
【００８４】
　入力ポイント決定部５はロック状態にある入力ポイント候補Ｄｃに対して、図８に示す
ように検出面２ａから第３所定距離Ｌ３までの空間に予め定めた所定領域Ｓ内（例えば半
径Ｌ４、高さＬ３の円柱内）において入力ポイント候補Ｄｃに対応する人差し指Ｆ１また
は親指Ｆ２が変位しても入力ポイント候補Ｄｃの位置を変更しない。所定領域Ｓは前述の
ように予め定められ記憶部４に記憶されている。なおその後、所定領域Ｓを超えて人差し
指Ｆ１または親指Ｆ２が変位した場合、入力ポイント決定部５は入力ポイント候補Ｄｃの
ロック状態を解除する。
【００８５】
　一方、ステップ＃３０６において、人差し指Ｆ１または親指Ｆ２と検出面２ａとの距離
Ｌｚが第３所定距離Ｌ３以上である場合（ステップ＃３０６のＮｏ）、入力ポイント決定
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部５は入力ポイント候補Ｄｃの位置をロック状態にしない（ステップ＃３０８）。すでに
入力ポイント候補Ｄｃの位置がロック状態である場合も、人差し指Ｆ１または親指Ｆ２が
上昇して検出面２ａから離れ、人差し指Ｆ１または親指Ｆ２と検出面２ａとの距離Ｌｚが
第３所定距離Ｌ３以上になると、入力ポイント決定部５は入力ポイント候補Ｄｃの位置の
ロック状態を解除する。
【００８６】
　次に、入力ポイント決定部５は検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ
１より短いか否かを判別する（ステップ＃３０９）。第１所定距離Ｌ１は予め定められ記
憶部４に記憶されている。検出ポイントＤ１、Ｄ２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１以上
である場合（ステップ＃３０９のＮｏ）、ステップ＃１０１に戻り再び被検出体が複数で
あるか否かを判別する。
【００８７】
　そして、ユーザが人差し指Ｆ１と親指Ｆ２とをさらに接近させ、検出ポイントＤ１、Ｄ
２間の距離Ｌｘが第１所定距離Ｌ１より短くなった場合（ステップ＃３０９のＹｅｓ）、
入力ポイント決定部５は検出面２ａの入力ポイント候補Ｄｃを入力ポイントＤｓとして決
定する（ステップ＃３１０）。
【００８８】
　そして、制御部３は入力ポイントの決定処理を終了する（図１０のエンド）。なお、図
１０を用いて説明した入力ポイントの決定処理において、ステップ＃３１０で入力ポイン
トＤｓが決定するまでの間に例えばユーザがその手Ｈをセンサ部２の検出面２ａ上から退
避させるなどした場合、この処理は中途終了する。
【００８９】
　上記のように、入力ポイント決定部５は、入力ポイント候補Ｄｃを設定した後、センサ
部２が入力ポイント候補Ｄｃに対応する検出面２ａに接触していない状態の人差し指Ｆ１
または親指Ｆ２と検出面２ａとの距離Ｌｚが予め定めた第３所定距離Ｌ３より短いことを
検出した場合に検出面２ａから第３所定距離Ｌ３までの空間に予め定めた所定領域Ｓ内に
おいて入力ポイント候補Ｌｃに対応する人差し指Ｆ１または親指Ｆ２が変位しても入力ポ
イント候補Ｌｃの位置を変更しないロック状態にする。
【００９０】
　この構成によれば、ユーザの人差し指Ｆ１及び親指Ｆ２によって入力ポイント候補Ｄｃ
が設定された後、ユーザが所定領域Ｓ内で人差し指Ｆ１または親指Ｆ２を動かしても入力
ポイント候補Ｄｃが変更されない。すなわち、入力ポイント候補Ｄｃを入力ポイントＤｓ
として決定するために人差し指Ｆ１または親指Ｆ２を動かしたとき、意図せず手Ｈが動い
たとしてもそれが所定領域Ｓ内であればそのまま入力ポイントＤｓが決定される。したが
って、非接触による入力ポイントＤｓの決定に係る操作性を一層向上させることが可能で
ある。
【００９１】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態の入力装置について、図１に加えて図１１を用いてその構
成を説明する。図１１は入力装置のブロック図である。
【００９２】
　入力装置１は、例えば図１に示す表示装置１０１の表示部１０２に映し出されるコンテ
ンツに対してユーザが任意に操作するためのリモコンのような入力装置である。入力装置
１は、図１及び図１１に示すようにセンサ部２、制御部３、記憶部４、被検出体特定部８
、入力画面処理部６及び出力部７を備える。
【００９３】
　センサ部２は例えば静電容量式のタッチパネルからなり、例えば机上、床面上に配置さ
れる。タッチパネルは所定の配列で一面に並べられた複数の電極とそれら電極を覆うカバ
ー部材とを備える。タッチパネルの表面、すなわち検出面２ａに手Ｈの指先Ｆなどの被検
出体が接近すると、それら被検出体に対応する電極の静電容量が変化する。タッチパネル
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からなるセンサ部２は検出面２ａに対する被検出体の接近及び接触を示す検出ポイントに
対応して生じる静電容量の変化を検出信号として出力する。
【００９４】
　制御部３は不図示の演算部やその他の電子部品で構成され、記憶部４等に予め記憶、入
力されたプログラム、データに基づき、入力装置１の各構成要素から情報を得るとともに
それら構成要素の動作を制御して一連の被検出体の検出処理、画面処理及び出力処理を実
現する。制御部３は被検出体特定部８を備える。なおここでは、制御部３が被検出体特定
部８を備える構成としているが、制御部３とは別にして被検出体特定部８を備える構成で
あっても良い。
【００９５】
　被検出体特定部８はセンサ部２が検出した複数の被検出体の検出状態に基づいて被検出
体による入力に係る１点を決定する決定部である。被検出体特定部８は複数の被検出体の
なかから優先的に選択すべき被検出体を決定する優先モードに基づいて被検出体による入
力に係る１点を決定する。
【００９６】
　より詳しく言えば、被検出体特定部８はセンサ部２が複数の被検出体を同時に検出した
場合に複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体を特定する。被検出体特定
部８は複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体を特定する際、記憶部４に
予め記憶された重み付け補正値を用いる。被検出体特定部８はセンサ部２が出力する複数
の被検出体に係る検出信号に対して重み付け補正値を用いた重み付け補正を適用する。
【００９７】
　重み付け補正値とは同時に検出した複数の被検出体の相対的な位置関係に応じて複数の
被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体を特定するための情報である。重み付け
補正値はユーザが操作しようとしている表示装置１０１の表示部１０２に映し出されたコ
ンテンツが許容する入力方法に対応して様々なバリエーションが存在し、その入力方法に
基づき適宜自動的に選択される。
【００９８】
　なお、記憶部４は重み付け補正値のほかに、ユーザ情報と入力画面情報とを記憶する。
ユーザ情報としては例えばユーザの利き手や入力上の癖などの情報が含まれる。入力画面
情報としては例えば表示装置１０１の表示部１０２の向き（天地）や表示部１０２に映し
出されたコンテンツが許容する入力方法、入力ポイントの数（特定すべき被検出体の数）
などの情報が含まれる。コンテンツが許容する入力方法としては例えばタップ、ドラッグ
、ピンチイン、ピンチアウトなどといった入力方法がある。タップ、ドラッグ時の入力ポ
イント数は通常一点であり、ピンチイン、ピンチアウト時の入力ポイント数は通常複数で
ある。被検出体特定部８は重み付け補正を行う際、重み付け補正値に加えてユーザ情報や
入力画面情報を用いることがある。
【００９９】
　また、例えば予めユーザにタップ、ドラッグ、ピンチイン、ピンチアウトなどといった
入力方法をセンサ部２の検出面２ａ上で実施させ、その操作に係る傾向を記憶した情報か
ら重み付け補正値を生成して使用しても良い。
【０１００】
　入力画面処理部６はセンサ部２の検出面２ａ上の入力ポイント（特定した被検出体）を
表示部１０２の画面上に描画するための画面データに係る画像信号を生成する。この画像
信号の生成に際し、入力画面処理部６は被検出体特定部８が特定した入力ポイントに係る
情報を取得し、記憶部４から入力画面情報を取得する。
【０１０１】
　出力部７は入力画面処理部６から受け取った入力画面に係る画像信号を外部に出力する
。出力部７の出力信号は例えば赤外線などの無線や有線により表示装置１０１に送出され
る。表示装置１０１は出力部７の出力信号に基づく画面データを表示部１０２に出力する
。
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【０１０２】
　続いて、センサ部２が検出した複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体
を特定するための重み付け補正処理について、図１２及び図１３を用いて図１４に示すフ
ローに沿って説明する。図１２は重み付け補正処理の説明図、図１３は重み付け補正値の
説明図、図１４は重み付け補正処理を示すフローチャートである。
【０１０３】
　なおここでは、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が一点のド
ラッグ入力を例に掲げて説明する。ドラッグ入力の場合、例えばユーザは図１２に示すよ
うにその手Ｈの指先Ｆ（例えば人差し指）をタッチパネルからなるセンサ部２の検出面２
ａに接近させる。これにより、センサ部２が被検出体として指先Ｆと手Ｈのその他の部位
との複数箇所を検出する場合がある。このとき、検出面２ａでは指先Ｆに対応する検出ポ
イントＤ１と、手Ｈのその他の部位に対応する検出ポイントＤ２とが検出される。
【０１０４】
　センサ部２が被検出体を複数検出すると（図１４のスタート）、制御部３は記憶部４か
ら重み付け補正値を取得する（ステップ＃４０１）。重み付け補正値は入力方法がドラッ
グ入力であることに基づいて自動的に選択される。
【０１０５】
　ドラッグ入力の場合の重み付け補正値は例えば図１３のようになる。重み付け補正値は
センサ部２の検出面２ａに対して上下方向（法線方向）に重み付けが設定され、検出面２
ａから上方に離れるに従って重み付け補正値が大きくなっている。なお、図１３に描画し
たグレースケールは重み付け補正値の大小を視覚的に理解し易いように表した模式的な表
現であって、実際にはその右方に一例として記載した数値情報からなる重み付け補正値が
記憶部４に記憶される。
【０１０６】
　次に、被検出体特定部８が、センサ部２が出力した複数の被検出体に対応する検出ポイ
ントＤ１、Ｄ２に係る検出信号に対して重み付け補正値を用いた重み付け補正を適用する
（ステップ＃４０２）。重み付け補正値が図１３に示すように検出面２ａから上方に離れ
るに従って大きくなっているので、重み付け補正では検出ポイントＤ１に対応する上側に
位置する指先Ｆが検出ポイントＤ２に対応する下側に位置する手Ｈのその他の部位より優
先される。
【０１０７】
　なお、後述する他の実施形態で説明する重み付け補正を複数組み合わせて適用する場合
、ステップ＃４０１～ステップ＃４０２の処理を繰り返す。
【０１０８】
　このようにして、被検出体特定部８は指先Ｆを優先的に選択すべき被検出体として特定
する（ステップ＃４０３）。そして、制御部３は複数の被検出体のなかから優先的に選択
すべき被検出体を特定するための重み付け補正処理を終了する（図１４のエンド）。
【０１０９】
　この後、制御部３は優先的に選択すべき被検出体として特定された指先Ｆに対応する検
出ポイントＤ１を、ユーザによるドラッグ入力の入力ポイントＤｓとして設定する。入力
画面処理部６は入力ポイントＤｓに係る情報と入力画面情報とを取得し、入力ポイントＤ
ｓを表示部１０２の画面上に描画するための画面データに係る画像信号を生成する。出力
部７は入力画面処理部６から受け取った入力画面に係る画像信号を表示装置１０１に対し
て送出する。表示装置１０１は入力ポイントＤｓに対応するポインタＰを表示部１０２に
表示する（図１参照）。
【０１１０】
　上記のように、第４実施形態の入力装置１は、検出面２ａに対する被検出体の接近及び
接触に対応した検出信号を出力するセンサ部２と、同時に検出した複数の被検出体である
指先Ｆと手Ｈのその他の部位との相対的な位置関係に応じて指先Ｆと手Ｈのその他の部位
とのうち優先的に選択すべき被検出体を特定するための重み付け補正値を記憶した記憶部
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４と、センサ部２が複数の被検出体を同時に検出した場合に出力した検出信号に対して重
み付け補正値を用いた重み付け補正を適用して複数の被検出体のなかから優先的に選択す
べき被検出体を特定する被検出体特定部８と、を備える。これにより、同時に検出した指
先Ｆと手Ｈのその他の部位との相対的な位置関係に応じて指先Ｆと手Ｈのその他の部位と
のうち優先的に選択すべき被検出体として指先Ｆが特定される。したがって、ユーザが意
図しない部位が被検出体として特定され難くすることが可能である。
【０１１１】
　また、重み付け補正値が、センサ部２の検出面２ａに対して上下方向の遠近２箇所で被
検出体を検出した場合に遠方（上側）の被検出体である指先Ｆを優先的に選択すべき被検
出体として特定するための情報を含んでいる。この構成によれば、ユーザがセンサ部２の
検出面２ａの一点を指示しようとした際にユーザの指先Ｆ及び手Ｈのその他の部位が被検
出体として検出された場合、ユーザの指先Ｆが優先的に選択すべき被検出体として特定さ
れ易くなる。
【０１１２】
＜第５実施形態＞
　次に、本発明の第５実施形態の入力装置について、図１５を用いてその構成を説明する
。図１５は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的な
構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素に
は前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図１５はセンサ部２の検出面２
ａに対向して上方から下方を見た状態を描画している。
【０１１３】
　第５実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が一点
のタップ入力を例に掲げて説明する。タップ入力の場合、例えばユーザは図１５に示すよ
うにその手Ｈを、タッチパネルからなるセンサ部２の検出面２ａに対して手のひら一面が
略平行をなすように接近させる。これにより、センサ部２が被検出体として五指の指先か
らなる複数箇所の検出ポイントＤ１～Ｄ５を検出する場合がある。
【０１１４】
　この場合の重み付け補正処理については例えば記憶部４の重み付け補正値に加えてユー
ザ情報が用いられる。例えばユーザ情報に基づきユーザが右利きである場合、重み付け補
正値は手のひらの左側の被検出体が大きくなるよう設定される。一方、ユーザが左利きで
ある場合、重み付け補正値は手のひらの右側の被検出体が大きくなるよう設定される。
【０１１５】
　これにより、被検出体特定部８は検出ポイントＤ１に対応する指先（例えば人差し指）
を優先的に選択すべき被検出体として特定する。そして、制御部３は優先的に選択すべき
被検出体として特定された指先に対応する検出ポイントＤ１を、ユーザによるタップ入力
の入力ポイントＤｓとして設定する。
【０１１６】
　上記のように、重み付け補正値が、センサ部２の検出面２ａと略平行をなす方向に沿う
五指の指先からなる複数の被検出体を検出した場合にユーザの利き手に対応した被検出体
を優先的に選択すべき被検出体として特定するための情報を含んでいる。この構成によれ
ば、ユーザがセンサ部２の検出面２ａの一点を指示しようとした際にユーザの五指が被検
出体として検出された場合、ユーザの利き手に対応した所定の指先が優先的に選択すべき
被検出体として特定され易くなる。
【０１１７】
＜第６実施形態＞
　次に、本発明の第６実施形態の入力装置について、図１６を用いてその構成を説明する
。図１６は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的な
構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素に
は前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図１６はセンサ部２の検出面２
ａに対向して上方から下方を見た状態を描画している。
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【０１１８】
　第６実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が二点
である入力を例に掲げて説明する。二点の入力を一方の手で行う場合、例えばユーザは図
１６に示すようにその手Ｈを、タッチパネルからなるセンサ部２の検出面２ａに対して手
のひら一面が略平行をなすように接近させる。これにより、センサ部２が被検出体として
指先や手のひら、さらに他の部位からなる近接する複数箇所の検出ポイントＤ１、Ｄ２、
Ｄを検出する場合がある。
【０１１９】
　この場合の重み付け補正値は複数の被検出体のうち中央部に位置する被検出体よりも複
数の被検出体のうち外縁部に位置する被検出体が大きくなるよう設定される。これにより
、被検出体特定部８は検出ポイントＤ１に対応する指先（例えば親指）と、検出ポイント
Ｄ２に対応する指先（例えば中指）との二点を優先的に選択すべき被検出体として特定す
る。なお、この特定については、センサ部２が多数検出する検出ポイントに対して親指の
指先と人差し指の指先とに対応する検出ポイント各々を優先的に選択すべき被検出体とし
て特定するよう予め定められた情報を重み付け補正値が含むことが好ましい。
【０１２０】
　そして、制御部３は優先的に選択すべき被検出体として特定された指先に対応する検出
ポイントＤ１、Ｄ２を、ユーザによる二点の入力ポイントＤｓ１、Ｄｓ２として設定する
。
【０１２１】
　上記のように、重み付け補正値が、近接する複数の被検出体を検出した場合に複数の被
検出体のうち中央部に位置する被検出体よりも複数の被検出体のうち外縁部に位置する被
検出体を優先的に選択すべき被検出体として特定するための情報を含んでいる。この構成
によれば、ユーザがセンサ部２の検出面２ａの二点を一方の手の二本の指（例えば親指と
中指）で指示しようとした際にユーザの五指及び手のひらが被検出体として検出された場
合、ユーザの親指と中指各々の指先が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くな
る。
【０１２２】
＜第７実施形態＞
　次に、本発明の第７実施形態の入力装置について、図１７を用いてその構成を説明する
。図１７は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的な
構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素に
は前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図１７はセンサ部２の検出面２
ａの描画を省略しているが、図１５及び図１６と同様に検出面２ａに対向して上方から下
方を見た状態を描画している。
【０１２３】
　第７実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が二点
である入力を例に掲げて説明する。二点の入力を右手及び左手の各々で行う場合、例えば
ユーザは図１７に示すようにその右手ＨＲ及び左手ＨＬを、タッチパネルからなるセンサ
部２の検出面２ａに対して手のひら一面が略平行をなすように接近させる。これにより、
センサ部２が被検出体として指先や手のひらなどからなる近接する複数箇所の検出ポイン
トＤ１、Ｄ２、Ｄを検出する場合がある。さらに、互いに同じ方向に移動する検出ポイン
トの集団として、センサ部２が右手ＨＲに対応する複数箇所の検出ポイントの集団Ｄｇ１
と、左手ＨＬに対応する複数箇所の検出ポイントの集団Ｄｇ２とを検出する場合がある。
【０１２４】
　この場合の重み付け補正値は二つの検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ２各々に対応する
複数の被検出体のうち互いに略対向し合う箇所であって検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ
２各々の間の距離が最短となる箇所に位置する被検出体各々が大きくなるよう設定される
。これにより、被検出体特定部８は右手ＨＲに係る検出ポイントの集団Ｄｇ１に含まれる
検出ポイントＤ１に対応する指先（例えば右手人差し指）と、左手ＨＬに係る検出ポイン
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トの集団Ｄｇ２に含まれる検出ポイントＤ２に対応する指先（例えば左手人差し指）との
二点を優先的に選択すべき被検出体として特定する。そして、制御部３は優先的に選択す
べき被検出体として特定された指先に対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２を、ユーザによる
二点の入力ポイントＤｓ１、Ｄｓ２として設定する。
【０１２５】
　上記のように、重み付け補正値が、近接する複数の被検出体の集団を二つ検出した場合
に二つの検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ２各々に対応する複数の被検出体のうち互いに
略対向し合う箇所であって検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ２各々の間の距離が最短とな
る箇所に位置する被検出体各々を優先的に選択すべき被検出体として特定するための情報
を含んでいる。この構成によれば、ユーザがセンサ部２の検出面２ａの二点を二本の手各
々の例えば人差し指で指示しようとした際にユーザの二本の手各々の五指及び手のひらが
被検出体として検出された場合、ユーザの二本の手各々の五指のうち最も距離が近い人差
し指が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【０１２６】
＜第８実施形態＞
　次に、本発明の第８実施形態の入力装置について、図１８を用いてその構成を説明する
。図１８は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的な
構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素に
は前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図１８はセンサ部２の検出面２
ａの描画を省略しているが、図１５及び図１６と同様に検出面２ａに対向して上方から下
方を見た状態を描画している。
【０１２７】
　第８実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が一点
のドラッグ入力、すなわち入力ポイントが移動する場合を例に掲げて説明する。ドラッグ
入力の場合、例えばユーザは図１８に示すようにその手Ｈを、タッチパネルからなるセン
サ部２の検出面２ａに対して手のひら一面が略平行をなすように接近させ、任意の方向に
移動させる。これにより、センサ部２が被検出体として略同じタイミングで略同じ方向に
略同じ速度で移動する五指の指先からなる複数箇所の検出ポイントＤ１～Ｄ５を検出する
場合がある。
【０１２８】
　ここで、重み付け補正値は被検出体の時間的変位に対応した情報も含んでいる。そして
、この場合の重み付け補正値は検出ポイントＤ１～Ｄ５に対応する複数の被検出体のうち
移動方向の先頭に位置する被検出体が大きくなるよう設定される。これにより、被検出体
特定部８は検出ポイントＤ１に対応する指先（例えば人差し指）を優先的に選択すべき被
検出体として特定する。そして、制御部３は優先的に選択すべき被検出体として特定され
た指先に対応する検出ポイントＤ１を、ユーザによるドラッグ入力の入力ポイントＤｓと
して設定する。
【０１２９】
　上記のように、重み付け補正値が、被検出体の時間的変位に対応した情報を含んでいる
。この構成によれば、複数の被検出体の相対的な位置関係の時間的変位にも対応して重み
付け補正を行うことが可能である。したがって、複数の被検出体が変位する場合であって
も、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難くすることが可能である。
【０１３０】
　また、重み付け補正値が、略同じタイミングで略同じ方向に略同じ速度で変位する複数
の被検出体を検出した場合に複数の被検出体のうち変位方向の先頭に位置する被検出体を
優先的に選択すべき被検出体として特定するための情報を含んでいる。この構成によれば
、ユーザがセンサ部２の検出面２ａの一点を例えば人差し指で指示しながらその指先を移
動させた際にユーザの五指及び手のひらが被検出体として検出された場合、ユーザの人差
し指が優先的に選択すべき被検出体として特定され易くなる。
【０１３１】
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＜第９実施形態＞
　次に、本発明の第９実施形態の入力装置について、図１９を用いてその構成を説明する
。図１９は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的な
構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素に
は前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図１９はセンサ部２の検出面２
ａの描画を省略しているが、図１５及び図１６と同様に検出面２ａに対向して上方から下
方を見た状態を描画している。
【０１３２】
　第９実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が二点
のピンチイン或いはピンチアウトの入力、すなわち二点の入力ポイントが移動する場合を
例に掲げて説明する。ピンチイン或いはピンチアウトの入力の場合、例えばユーザは図１
９に示すようにその右手ＨＲの二本の指（例えば人差し指と中指）を、各々の指先が接近
するように或いは離隔するように移動させる。これにより、センサ部２が被検出体として
略同じタイミングで異なる方向に移動する五指の指先からなる複数箇所の検出ポイントＤ
１～Ｄ５を検出する場合がある。さらに、互いに同じ方向に移動する検出ポイントの集団
として、センサ部２が人差し指（Ｄ１）及び親指（Ｄ２）に対応する複数箇所の検出ポイ
ントの集団Ｄｇ１と、中指（Ｄ３）、薬指（Ｄ４）及び小指（Ｄ５）に対応する複数箇所
の検出ポイントの集団Ｄｇ２とを検出する場合がある。
【０１３３】
　この場合の重み付け補正値は二つの検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ２各々に対応する
複数の被検出体のうち互いの間の距離が最短となる箇所に位置する被検出体各々が大きく
なるよう設定される。これにより、被検出体特定部８は検出ポイント集団Ｄｇ１に含まれ
る検出ポイントＤ１に対応する指先（例えば人差し指）と、検出ポイント集団Ｄｇ２に含
まれる検出ポイントＤ３に対応する指先（例えば中指）との二点を優先的に選択すべき被
検出体として特定する。そして、制御部３は優先的に選択すべき被検出体として特定され
た指先に対応する検出ポイントＤ１、Ｄ２を、ユーザによる二点のピンチイン或いはピン
チアウトの入力ポイントＤｓ１、Ｄｓ２として設定する。
【０１３４】
　上記のように、重み付け補正値が、略同じタイミングで異なる方向に変位する近接する
複数の被検出体の集団を二つ検出した場合に二つの検出ポイントの集団Ｄｇ１、Ｄｇ２各
々に対応する複数の被検出体のうち互いの間の距離が最短となる箇所に位置する被検出体
各々を優先的に選択すべき被検出体として特定するための情報を含んでいる。この構成に
よれば、ユーザがセンサ部２の検出面２ａの二点を例えば片方の手の人差し指及び中指で
指示しながら各々の指先を異なる方向に移動させた際にユーザの五指及び手のひらが被検
出体として検出された場合、ユーザのそれら人差し指及び中指が優先的に選択すべき被検
出体として特定され易くなる。
【０１３５】
＜第１０実施形態＞
　次に、本発明の第１０実施形態の入力装置について、図２０を用いてその構成を説明す
る。図２０は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的
な構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素
には前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。図２０はセンサ部２の検出面
２ａの描画を省略しているが、図１５及び図１６と同様に検出面２ａに対向して上方から
下方を見た状態を描画している。
【０１３６】
　第１０実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が一
点のドラッグ入力、すなわち入力ポイントが移動する場合を例に掲げて説明する。ドラッ
グ入力の場合、例えばユーザは図２０に示すようにその手Ｈの指先Ｆ（例えば人差し指）
をタッチパネルからなるセンサ部２の検出面２ａに接近させて例えば弧を描くように移動
させる。これにより、センサ部２が被検出体として略同じタイミングで略同じ方向に異な
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る速度で移動する二箇所の検出ポイントＤ１、Ｄ２を検出する場合がある。
【０１３７】
　この場合の重み付け補正値は二箇所の検出ポイントＤ１、Ｄ２に対応する二つの被検出
体のうち最速で変位する被検出体が大きくなるよう設定される。これにより、被検出体特
定部８は移動速度がより速い検出ポイントＤ１に対応する指先Ｆ（例えば人差し指）を優
先的に選択すべき被検出体として特定する。そして、制御部３は優先的に選択すべき被検
出体として特定された指先Ｆに対応する検出ポイントＤ１を、ユーザによるドラッグ入力
の入力ポイントＤｓとして設定する。
【０１３８】
　上記のように、重み付け補正値が、略同じタイミングで略同じ方向に異なる速度で変位
する複数の被検出体を検出した場合に複数の被検出体のうち最速で変位する被検出体を優
先的に選択すべき被検出体として特定するための情報を含んでいる。この構成によれば、
ユーザがセンサ部２の検出面２ａの一点を例えば人差し指で指示しながら手首や肘を中心
として弧を描くようにその指先を移動させた際にユーザの指先及び手のひらが被検出体と
して検出された場合、ユーザの人差し指が優先的に選択すべき被検出体として特定され易
くなる。
【０１３９】
＜第１１実施形態＞
　次に、本発明の第１１実施形態の入力装置について、図２１を用いてその構成を説明す
る。図２１は入力装置の重み付け補正処理の説明図である。なお、この実施形態の基本的
な構成は先に説明した第４実施形態と同じであるので、第４実施形態と共通する構成要素
には前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。
【０１４０】
　第１１実施形態では、コンテンツが許容する入力方法として例えば入力ポイント数が一
点のタップ入力を例に掲げて説明する。タップ入力の場合、例えばユーザは図２１に示す
ようにその手Ｈの指先Ｆ（例えば人差し指）をタッチパネルからなるセンサ部２の検出面
２ａに接近させる。これにより、センサ部２が被検出体として指先Ｆと衣服の袖Ｓとの複
数箇所を検出する場合がある。このとき、検出面２ａでは指先Ｆに対応する検出ポイント
Ｄ１と、袖Ｓに対応する検出ポイントＤ２とが検出される。
【０１４１】
　この場合の重み付け補正値は第１実施形態と同様に検出面２ａから上方に離れるに従っ
て大きくなるよう設定される。これにより、被検出体特定部８が指先Ｆを優先的に選択す
べき被検出体として特定し、制御部３は指先Ｆに対応する検出ポイントＤ１をユーザによ
るタップ入力の入力ポイントＤｓとして設定する。
【０１４２】
　そして、さらに指先Ｆを検出面２ａに接近させると、図２１に示すように指先Ｆより先
に袖Ｓが検出面２ａに接触することがある。この場合の重み付け補正値は優先的に選択す
べき被検出体である指先Ｆに対応する入力ポイントＤｓ以外の被検出体である袖Ｓの検出
面２ａへの接触に係る判定を所定期間無効にするよう設定される。袖Ｓの検出面２ａへの
接触に係る判定を無効にする所定期間は検出面２ａに袖Ｓが接触してから指先Ｆが接触す
るまでの時間を一般的な人の動作を考慮して予め設定され記憶部４等に記憶される。これ
により、被検出体特定部８が継続して指先Ｆを優先的に選択すべき被検出体として特定す
る。
【０１４３】
　上記のように、重み付け補正値が、優先的に選択すべき被検出体以外の被検出体のセン
サ部２の検出面２ａに対する接触係る判定を所定期間無効にする時間情報を含んでいる。
この構成によれば、ユーザの指先Ｆが優先的に選択すべき被検出体として特定された後に
ユーザの指先Ｆより先に衣服Ｓが検出面２ａに接触した場合の誤検出を抑制することが可
能である。
【０１４４】
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　なお、ユーザが指先Ｆを検出面２ａから離隔するときに指先Ｆより後に袖Ｓが検出面２
ａから離隔する場合も同様に、重み付け補正値として優先的に選択すべき被検出体である
指先Ｆ以外の被検出体である袖Ｓの検出面２ａからの離隔に係る判定を所定期間無効にす
るよう設定される。これにより、被検出体特定部８が継続して指先Ｆを優先的に選択すべ
き被検出体として特定する。
【０１４５】
＜第１２実施形態＞
　次に、本発明の第１２実施形態の入力装置について、図２２を用いてその構成を説明す
る。図２２は入力装置のブロック図である。なお、この実施形態の基本的な構成は先に説
明した第１及び第４実施形態と同じであるので、それら実施形態と共通する構成要素には
前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。
【０１４６】
　第１２実施形態の入力装置１は、複数の被検出体の間の距離に対応して検出面２ａの１
点を決定する合成モードと、複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体を決
定する優先モードと、の両方の決定モードのうち一方を選択して利用できる。このため、
第１２実施形態の入力装置１は図２２に示すように、決定部として入力ポイント決定部５
と被検出体特定部８との両方を備える。
【０１４７】
　また、入力装置１は切替スイッチ９を備える。ユーザは切替スイッチ９を用いて、合成
モードと優先モードとのいずれを利用するかを選択することができる。制御部３はユーザ
による切替スイッチ９の操作に基づいて、使用する決定部を入力ポイント決定部５（合成
モード）または被検出体特定部８（優先モード）から選択する。
【０１４８】
　この構成によれば、タッチパネルの検出面２ａに指を接触することなく入力ポイントを
決定する入力方法と、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難くすることが
可能な入力方法と、をユーザが任意に選択することが可能である。したがって、入力装置
１の利便性を向上させることができる。
【０１４９】
＜第１３実施形態＞
　次に、本発明の第１３実施形態の入力装置について、図２３を用いてその構成を説明す
る。図２３は入力装置のブロック図である。なお、この実施形態の基本的な構成は先に説
明した第１及び第４実施形態と同じであるので、それら実施形態と共通する構成要素には
前と同じ符号を付してその説明を省略するものとする。
【０１５０】
　第１３実施形態の入力装置１は、複数の被検出体の間の距離に対応して検出面２ａの１
点を決定する合成モードと、複数の被検出体のなかから優先的に選択すべき被検出体を決
定する優先モードと、の両方の決定モードのうち一方を選択して利用できる。このため、
第１３実施形態の入力装置１は図２３に示すように、決定部として入力ポイント決定部５
と被検出体特定部８との両方を備える。
【０１５１】
　また、入力装置１はコンテンツ識別部１０を備える。コンテンツ識別部１０は入力装置
１の利用対象となるコンテンツを識別する。制御部３はコンテンツ識別部１０が識別した
コンテンツに係る情報に基づいて、使用する決定部を入力ポイント決定部５（合成モード
）または被検出体特定部８（優先モード）から選択する。
【０１５２】
　この構成によれば、タッチパネルの検出面２ａに指を接触することなく入力ポイントを
決定する入力方法と、ユーザが意図しない部位が被検出体として特定され難くすることが
可能な入力方法と、を入力装置１が自動的に選択する。したがって、入力装置１の利便性
を向上させることができる。
【０１５３】
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　以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものでは
なく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【０１５４】
　例えば、前述のように優先モードにおいて、上記各実施形態を複数組み合わせて用いて
も良い。この場合、重み付け補正を複数回実施して優先的に選択すべき被検出体を特定す
る。
【０１５５】
　また、上記実施形態のように、入力装置１が合成モードまたは優先モードの両方の決定
モードからいずれかを選択的に利用する場合、選択方法が切換スイッチ９やコンテンツ識
別部１０を用いる方法に限定されるわけではない。それらのほかに、例えば被検出体の距
離に応じて選択する方法や、或いはユーザによる操作履歴（例えば誤入力）に応じて選択
する方法などといった選択方法を用いても良い。さらに、それら選択方法を複数組み合わ
せて用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
　本発明はタッチパネルに係る入力装置において利用可能である。
【符号の説明】
【０１５７】
　　　１　　入力装置
　　　２　　センサ部
　　　２ａ　　検出面
　　　３　　制御部
　　　４　　記憶部
　　　５　　入力ポイント決定部（決定部）
　　　８　　被検出体特定部（決定部）
【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】
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