
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

入
力面上への指示位置を第１の解像度で検出する

第１位置検出手段と、
前記入力面上への指示位置を前記第１の解像度よりも高い第２の解像度で検出する第２位
置検出手段と、

前記入力面上へ近接する物
体の大きさを検出するサイズ検出手段と、
前記サイズ検出手段で検出された物体の大きさに基づいて前記第１もしくは第２位置検出
手段のいずれかを指示位置検出が可能な駆動状態とする制御手段とを備えることを特徴と
する座標入力装置。
【請求項２】
前記制御手段は、前記サイズ検出手段によって検出された物体の大きさが所定値よりも小
さい場合に前記第１位置検出手段を指示位置検出が可能な駆動状態とし、該物体の大きさ
が該所定値以上の場合に前記第２位置検出手段を指示位置検出が可能な駆動状態とするこ
とを特徴とする請求項１に記載の座標入力装置。
【請求項３】
前記制御手段は、前記サイズ検出手段によって検出された物体の大きさが第１の所定値よ
り大きく第２の所定値より小さい場合に前記第１位置検出手段を指示位置検出が可能な駆
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動状態とし、該物体の大きさが該第２の所定値以上の場合に前記第２位置検出手段を指示
位置検出が可能な駆動状態とすることを特徴とする請求項１に記載の座標入力装置。
【請求項４】
前記 手段におけるサイズ検出可能な駆動状態において、前記第１位置検出手
段の備える構成の一部が駆動されることを特徴とする請求項 に記載の座標入力装置。
【請求項５】

第１位置検出手段のサイズ検出可能な駆動状態は、該第１位置検出手段の指示位置検
出可能な駆動状態よりも電力消費が少ない駆動状態であることを特徴とする請求項 に記
載の座標入力装置。
【請求項６】
前記第１位置検出手段は第１及び第２光走査部による光の走査によって指示位置の検出を
行い、
前記 検出手段は、前記第１及び第２光走査部部のいずれか一方による光の走査によ
って前記入力面に近接する物体の大きさを検出することを特徴とする請求項１に記載の座
標入力装置。
【請求項７】
前記 検出手段における、前記第１及び第２光走査部のいずれか一方による光の走査
周期は、指示位置検出が可能な駆動状態における光の走査周期よりも長く設定されること
を特徴とする請求項 に記載の座標入力装置。
【請求項８】
前記第２位置検出手段が超音波方式で指示位置を検出することを特徴とする請求項１に記
載の座標入力装置。
【請求項９】
前記入力面上へ加わる接触圧を検出する圧力検出手段を更に備え、
前記サイズ検出手段は、前記圧力検出手段で検出された接触圧が所定圧力より高い場合に
、前記入力面上の物体の大きさを検出することを特徴とする請求項１に記載の座標入力装
置。
【請求項１０】
前記第１及び第２位置検出手段は、前記所定圧力を越える圧力が前記圧力検出手段によっ
て検出されるまで非駆動状態であ 特徴とする請求項 に記載の座標入力装置。
【請求項１１】

入
力面上への指示位置を第１の解像度で検出する

第１位置検出手段と、該入力面上への指示位置を前記第１の解像度よりも高い第２の解
像度で検出する第２位置検出手段とを備えた座標入力装置の制御方法であって、

前記入力面上へ近接する物
体の大きさを検出するサイズ検出工程と、
前記サイズ検出工程において検出された物体の大きさに基づいて前記第１もしくは第２位
置検出手段のいずれかを指示位置検出が可能な駆動状態とする制御工程とを備えることを
特徴とする座標入力装置の制御方法。
【請求項１２】
前記制御工程では、前記サイズ検出工程によって検出された物体の大きさが所定値よりも
小さい場合に前記第１位置検出手段を指示位置検出が可能な駆動状態とし、該物体の大き
さが該所定値以上の場合に前記第２位置検出手段を指示位置検出が可能な駆動状態とする
ことを特徴とする請求項 に記載の座標入力装置の制御方法。
【請求項１３】
前記制御工程では、前記サイズ検出工程によって検出された物体の大きさが第１の所定値
より大きく第２の所定値より小さい場合に前記第１位置検出手段を指示位置検出が可能な
駆動状態とし、該物体の大きさが該第２の所定値以上の場合に前記第２位置検出手段を指
示位置検出が可能な駆動状態とすることを特徴とする請求項 に記載の座標入力装置の
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制御方法。
【請求項１４】
前記サイズ検出工程におけるサイズ検出可能な駆動状態において、前記第１位置検出手段
の備える構成の一部が駆動されることを特徴とする請求項 に記載の座標入力装置の制
御方法。
【請求項１５】
前記サイズ検出工程における前記第１位置検出手段のサイズ検出可能な駆動状態は、該第
１位置検出手段の指示位置検出可能な駆動状態よりも電力消費が少ない駆動状態であるこ
とを特徴とする請求項 に記載の座標入力装置の制御方法。
【請求項１６】
前記第１位置検出手段は第１及び第２光走査部による光の走査によって指示位置の検出を
行い、
前記 検出工程では、前記第１及び第２光走査部のいずれか一方による光の走査によ
って前記入力面に近接する物体の大きさを検出することを特徴とする請求項 に記載の
座標入力装置の制御方法。
【請求項１７】
前記 検出工程における、前記第１及び第２光走査部のいずれか一方による光の走査
周期は、指示位置検出が可能な駆動状態における光の走査周期よりも長いことを特徴とす
る請求項 に記載の座標入力装置の制御方法。
【請求項１８】
前記第２位置検出手段が超音波方式で指示位置を検出することを特徴とする請求項 に
記載の座標入力装置の制御方法。
【請求項１９】
前記入力面上へ加わる接触圧を検出する圧力検出工程を更に備え、
前記サイズ検出工程では、前記圧力検出工程で検出された接触圧が所定圧力より高い場合
に、前記入力面上の物体の大きさを検出することを特徴とする請求項 に記載の座標入
力装置の制御方法。
【請求項２０】
前記サイズ検出工程では、前記第１及び第２位置検出手段は、前記所定圧力を越える圧力
が前記圧力検出工程によって検出されるまで非駆動状態とし、前記圧力検出工程で所定圧
力より高い圧力が検出された場合に、該第１位置検出手段の備える構成をサイズ検出可能
な駆動状態として前記入力面に近接する物体の大きさを検出することを特徴とする請求項

に記載の座標入力装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は座標入力面における指示位置を検出して、その座標値を入力する座標入力装置及
びその制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に座標入力装置は、入力面に対して指で直接に操作入力を行うタッチパネルと、ペン
等の道具を操作して入力面に対して座標入力を行うデジタイザの２種類に大別できる。デ
ジタイザは、通常指による直接の入力操作はできないようにしてある。一方、タッチパネ
ルは、一般にペン等の入力指示器による入力操作も可能である（以下、デジタイザで用い
る入力指示器を総称して、ペンということにする）。従って、タッチパネルを用いれば、
簡単な入力操作は指で入力面を直接指示することで行い、文字や絵等の精密な入力操作は
ペンで行うというようなことができ、便利である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、タッチパネルではペン等の道具を操作して入力操作を行う場合に操作者の
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手が入力面に接触すると、その接触部分も指示位置として検出してしまい、誤動作してし
まうおそれがあった。また、光学式のように、接触では無く、近接しただけで指示入力が
検出されるものでは、例えば原稿などが入力面上に置かれるだけで指示入力として検知さ
れてしまい、この結果誤入力が生じるということがある。特に、表示装置の大画面化（す
なわち、入力面の大型化）が進行しており、上述のような問題は無視することができなく
なってきている。
【０００４】
また、指等による入力操作の場合は分解能が低くてもかまわないが、軽い操作力で操作で
きることが求められる（以下、この種の入力操作をタッチ入力ということにする）。これ
に対して、ペンでの入力操作はある程度の筆圧を必要とすることは許されるが、高い分解
能が求められる（以下、この種の入力操作をペン入力ということにする）。特に文字認識
を行うような場合には、非常に高い分解能が求められることになる。これらの相反する２
つの要求を同時に満たすことは非常に困難である。特に、分解能については、空間分解能
だけでなく、時間分解能についても同様であり、要求される両者の仕様の違いは非常に大
きい。従って、これらの要求を一つの検出方式で満たすことはほとんど不可能である。
【０００５】
また、近年、情報処理装置に置いても、省エネルギー化の要求が高まっており、分解能を
高くすることとの両立がさらに困難なものとなっている。
【０００６】
本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、タッチ入力とペン入力に求められる要
求を満足する座標入力装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
【０００７】
また、本発明の他の目的は、軽い操作で入力操作ができるタッチ入力と、精密な入力操作
ができるペン入力を両立するとともに、安定したタッチ入力及びペン入力が行える座標入
力装置及びその制御方法を提供することにある。
【０００８】
また、本発明の他の目的は、タッチ入力とペン入力の両立を可能とするとともに、低消費
電力化を図った座標入力装置及びその制御方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するための本発明の座標入力装置は以下の構成を備える。すなわち、

入
力面上への指示位置を第１の解像度で検出する

第１位置検出手段と、
前記入力面上への指示位置を前記第１の解像度よりも高い第２の解像度で検出する第２位
置検出手段と、

前記入力面上へ近接する物
体の大きさを検出するサイズ検出手段と、
前記サイズ検出手段で検出された物体の大きさに基づいて前記第１もしくは第２位置検出
手段のいずれかを指示位置検出が可能な駆動状態とする制御手段とを備える。
【００１１】
また、上記の目的を達成する本発明の座標入力装置の制御方法は、

入
力面上への指示位置を第１の解像度で検出する

第１位置検出手段と、該入力面上への指示位置を前記第１の解像度よりも高い第２の解
像度で検出する第２位置検出手段とを備えた座標入力装置の制御方法であって、

前記入力面上へ近接する物
体の大きさを検出するサイズ検出工程と、
前記サイズ検出工程において検出された物体の大きさに基づいて前記第１もしくは第２位
置検出手段のいずれかを指示位置検出が可能な駆動状態とする制御工程とを備える。
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【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面を参照して、本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１４】
＜第１の実施形態＞
図１は第１の実施形態による座標入力装置の概観を示す図である。同図において、１は座
標入力装置全体を示す。また、２は入力板であり、座標入力装置１の座標入力面となる。
３は入力領域であり、入力板２上の座標入力が可能な領域である。４は制御回路であり、
座標入力装置１の各種制御を実行する。なお、制御回路４の詳細は後述する。
【００１５】
５はペンであり、ケーブル６により制御回路４に接続されている。１０Ａ、１０Ｂは光走
査検出部であり、入力板２の表面上数ミリの高さに矢印１２、１３のような赤外線ビーム
を矢印１１Ａ、１１Ｂのように走査し、その反射光を検出する。このように、光走査検出
部１０Ａ、１０Ｂのそれぞれによって入力領域３上への近接物の存在する方向が求められ
、両者の交点からその座標値が得られことになる。
【００１６】
２０はペン５の先端部であり、この先端部２０は超音波発射部としての機能を備える。２
１Ａ、２１Ｂは振動センサであり、入力板２を伝搬する振動（先端部２０より発射された
超音波パルス）を検出する。先端部２０が入力板２に接した状態で超音波を発すると、先
端部２０から発射された超音波パルスは入力板２を伝搬し、振動センサ２１Ａ、２１Ｂの
それぞれに、伝搬距離に比例した時間だけ遅れて到達する。そして、振動センサ２１Ａ及
び振動センサ２１Ｂによるパルス検出時間から得られるペン入力位置と各センサまでの距
離が得られ、これら２つの距離から入力座標が求まる。
【００１７】
図２は第１の実施形態による制御回路４の構成を示すブロック図である。同図において、
１０１はＣＰＵであり、ＲＯＭ１０２に格納された制御プログラムに従って各種の制御を
実現する。１０２はＲＯＭであり、ＣＰＵ１０１で実行される制御プログラムや、各種デ
ータを記憶する。１０３はＲＡＭであり、ＣＰＵ１０１が各種制御を実行する際の作業領
域を提供する。
【００１８】
１０４は第１検出部であり、光走査検出部１０Ａ、１０Ｂによる物体の検出信号を発生す
る。１０５は赤外線ドライバであり、光走査検出部１０Ａ、１０Ｂの赤外線光の走査駆動
を行う。ＣＰＵ１０１は、赤外線ドライバ１０５による赤外線光の走査と第１検出部１０
４よりの物体の検出信号のタイミングから、入力板２上の物体の位置（座標値）を検出す
る。
【００１９】
１０６は振動発生部であり、ペン５の先端部２０における超音波パルス照射を駆動する。
１０７は第２検出部であり、振動センサ２１Ａ、２１Ｂよりの検出信号から、超音波パル
スの到達を検出する。ＣＰＵ１０１は、振動発生部１０６を介して先端部２０による超音
波パルスの照射を行い、その超音波パルスが第２検出部１０７で検出されるまでの時間差
を計測して座標値を算出する。
【００２０】
図３は第１の実施形態による座標入力装置の機能構成を説明するブロック図である。２０
１は第１座標入力部であり、タッチ入力のための検出を行う。本実施形態では、光走査検
出部１０Ａ、１０Ｂ、及び第１検出部１０４、赤外線ドライバ１０５によって構成される
。２０２は第２座標入力部であり、ペン入力のための検出を行う。本実施形態では、入力
板２、振動センサ２１Ａ、２１Ｂ、ペン５、振動発生部１０６、第２検出部１０７によっ
て構成される。
【００２１】
２０３はコントロール部であり、ＣＰＵ１０１の制御によって実現される機能である。コ
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ントロール部２０３は、入力動作検出部２０３ａ、モード判定部２０３ｂ、タッチ入力制
御部２０３ｃ、ペン入力制御部２０３ｄを備える。入力動作検出部２０３ａは、第１座標
入力部における一方の光走査検出部を駆動し、入力領域３における近接物の検出信号に基
づいて入力動作の開始を検出する。モード判定部２０３ｂは、入力動作検出部２０３ａで
検出された近接物の大きさから指先等によるタッチ入力か、ペンを握った状態でのタッチ
入力かを判断し、動作モードを決定する。すなわち、指先によるタッチ入力であった場合
は、タッチパネルとしての動作を行うべくタッチ入力制御部２０３ｃを起動して座標入力
処理を行う。一方、ペンを握った状態でのタッチ入力（例えば、検出されたタッチ入力の
大きさが握り拳よりも大きい場合）と判定された場合は、ペン入力制御部２０３ｄを起動
して、座標入力処理を行う。
【００２２】
タッチ入力制御部２０３ｃは、第１検出部１０４よりの検出信号に基づいて座標値を算出
し、得られた座標値をインターフェース１０８を介して外部へ出力する。一方、ペン入力
制御部２０３ｄは、振動発生部１０６を所定の間隔で駆動すると共に、第２検出部１０７
よりの検出信号に基づいて座標値を検出し、得られた座標値をインターフェース１０８を
介して外部へ出力する。
【００２３】
以上のような構成を備えた、第１の実施形態の座標入力装置の動作手順について図４のフ
ローチャートを参照して更に詳細に説明する。図４は第１の実施形態による座標入力装置
の動作手順を説明するフローチャートである。なお、図４で示される処理を実現するため
の制御プログラムはＲＯＭ１０２に格納され、ＣＰＵ１０１によって実行される。
【００２４】
入力板２上の入力領域３に近接物が無い状態では、タッチ入力は待機モード、ペン入力は
オフモードに設定される（ステップＳ１０１）。なお、タッチ入力の待機モードでは、２
つの光走査検出部１０Ａ、１０Ｂのうちの一方のみが動作し、他方は休止している。すな
わち、ＣＰＵ１０１が赤外線ドライバ１０５に対して待機モードを示すモード信号を供給
すると、赤外線ドライバ１０５は光走査検出部１０Ａをアクティブにするとともに、光走
査検出部１０Ｂを休止状態とする。このため、待機モードでは、装置の消費電力を低減す
ることができる。
【００２５】
この状態で、光走査検出部１０Ａが入力領域３上の近接物を検出すると、当該近接物の大
きさ（検出領域の大きさ）に基づいて、座標入力を意図するものかどうかが判定される。
本例では、ステップＳ１０２において近接物の大きさＡがＡ０より大きいか否かを判定し
、Ａ０より大きい場合は座標入力処理を行うべくステップＳ１０３へ進む。
【００２６】
ステップＳ１０３では、近接物が検出されなくなってからモード切り替えを行うまでの時
間差を設ける（処理内容については後述）ためのカウンタのカウント値Ｔをゼロに初期化
する。そして、ステップＳ１０４において当該近接物の大きさＡがＡ１よりも大きいか否
かを判定し、この判定に基づいて座標入力モードを決定する。すなわち、Ａ＞Ａ１でない
場合は、ステップＳ１０５へ進み、タッチ入力をオンモードに、ペン入力をオフモードに
設定し、タッチ入力制御部２０３ｃによる座標入力処理を行う。一方、Ａ＞Ａ１の場合は
、ステップＳ１０６へ進み、タッチ入力を待機モードに、ペン入力をオンモードに設定し
、ペン入力制御部２０３ｄによる座標入力処理を行う。
【００２７】
例えば、操作者がペン５を持った手７を入力領域３に近づけると、光走査検出部１０Ａの
出力Ａとして、矢印１２から矢印１３にわたる大きさの信号が現れる。この出力Ａを所定
の大きさＡ０と比較する。ここで、Ａ０の大きさとしては、例えば指先の大きさ程度を設
定する。そして、ＡがＡ０より大きい場合は、更に所定の大きさＡ１と比較する。ここで
、Ａ１の大きさとしては、握り拳程度の大きさが設定される。そして、ＡがＡ１よりも大
きい場合はペン入力が行なわれるものと判断され、ＡがＡ１よりも小さければタッチ入力
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が行なわれるものと判断される。
【００２８】
以上のようにしてモード判定が行なわれると、処理はステップＳ１０７へ進む。ステップ
Ｓ１０７では、カウンタＴを１つインクリメントする。ステップＳ１０８で、近接物の大
きさがＡ０より大きいか否かを判定し、大きければ引き続き何等かの座標入力が行なわれ
るものとしてステップＳ１０３へ戻る。一方、近接物の大きさＡがＡ０より小さい状態が
Ｔ１時間継続した場合は、座標入力処理を終えたものと判断してステップＳ１０１へ戻る
（ステップＳ１０９及びステップＳ１０７）。
【００２９】
以上のように、ステップＳ１０４～Ｓ１０６によって座標入力モードが設定された後も光
走査検出部１０Ａの出力Ａを監視しつづけ、近接物が無くなった状態が一定時間（Ｔ１）
継続した場合は最初の待機状態に戻る。従って、ペン入力中に一瞬手を放しても支障なく
入力が続けられる。また、例えばペン入力の途中で、指によるタッチパネル入力を行うと
、出力Ａの大きさが所定の大きさＡ１と比較して小さくなり、Ａ０＜Ａ＜Ａ１となるので
、自動的にタッチパネルがオンモードに、ペン入力がオフモードに切り換えられ、滞り無
く入力を続けることができる。その逆（タッチ入力からペン入力への切換）も同様である
。
【００３０】
以上のような制御によれば、原稿やコーヒーカップなどを入力作業中に不意に入力面に近
づけてしまっても、近接物の大きさがＡ１を越えることになり、ペン入力制御が起動する
。このため、タッチ入力は起動せず、誤った座標値が出力されることは無い。特に、本例
のようにペン入力に超音波振動を検出する方式を採用すれば、このような場合でもペン入
力を支障無く行うことができる。
【００３１】
以上のように第１の実施形態によれば、第１座標入力部２０１の待機モードにおいて近接
物或いは接触物の大きさを判定し、その判定結果に基づいて第１座標入力部２０１と第２
座標入力部２０２のいずれかを動作モード（オンモード）に設定して座標出力を行う。こ
のため、入力の無い場合は第１座標入力部２０１の待機モードの消費電力（光走査検出部
１０Ａのみの駆動電力）だけですむことになる。このことは、省エネルギーであるのみな
らず、使用されている素子の寿命を伸ばし、機器の故障を減らすことにもなる。
【００３２】
また、入力面に原稿等を近づけた場合でも、原稿が指に比べて大きいため、タッチ入力で
はなく、ペン入力が有効となるので、誤った座標値出力が行なわれることはない。
【００３３】
更に、指で入力領域３にタッチすればタッチ入力となり、ペンを持って入力領域に手を置
けばそのままペン入力が行える。すなわち、タッチ入力とペン入力がそれぞれの入力動作
によって自動的に切り替わり、操作者はタッチ入力とペン入力とを何等意識することなく
自然の両方の入力が行えるので非常に操作性の良い座標入力装置が提供される。
【００３４】
なお、光走査検出部にスキャナのようにモード切換動作が遅いものを採用している場合は
、出力Ａの大きさによらず、オンモードとしておく方が望ましい場合もありうる。しかし
ながら、このような個別の問題に対しては、待機モードではスキャナのモータを若干低い
回転数にするなどの各種の手法によって対処することができることは明らかである。なお
、スキャナモータの回転数を抑えることで低消費電力化が図れると共に、スキャナモータ
の寿命対策や騒音対策ともなる。
【００３５】
上記実施形態においては、近接物或いは接触物の大きさが検出でき、消費電力が低い待機
モードと、座標まで検出できるオンモードを有するタッチ入力機構（第１座標入力部）で
あればよいので、抵抗膜を用いる方法、静電容量を用いる方法、超音波や光を用いる方法
など、様々なものが適用可能である。これらの方法において大きさの検出を行うには、Ｘ
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、Ｙ方向の２つの検出部のうちの一方のみを駆動すればよいので、一方を給紙させて低消
費電力化を図る。加えてスキャンレートを遅くする（抵抗膜や静電容量、光の場合なら画
面上を順次スキャンするし、超音波や光でもラインセンサを使うもの等では駆動パルスを
与える周期を遅くすることで変えられる）ことで、実効的な消費電力を下げることができ
る。
【００３６】
また、ペン入力用の第２座標入力部（デジタイザ）についても、上記の超音波によるもの
に限らず各種の方式が適用可能である。ただし、入力面に手が触れてもペンによる座標入
力に支障がないものである必要がある。この点において、本例の超音波により距離を測定
する方式は、好適なものの一つである。
【００３７】
以上のように、操作者は何等余分な手間や応答の悪化を意識することなく、タッチ入力と
ペン入力を連続的に行うことができ、また、原稿などが入力面に置かれたりすることによ
る誤入力も防止される。このため、非常に使い勝手が良く、しかも入力のない状態では節
電状態となり、省エネルギー効果も有する。
【００３８】
＜第２の実施形態＞
図５は第２の実施形態による座標入力装置の概観を示す図である。同図において、３０Ａ
、３０Ｂ、３０Ｃは圧力センサであって、入力板２にかかる圧力に従って圧電素子が発生
する電圧出力を増幅回路で取り出すものである。また、４’は制御回路であり、後述の図
６に示すような構成を備える。なお、他の部分は第１の実施形態と同様であり、ここでは
、説明を省略する。
【００３９】
なお、圧力センサとしては、圧電素子によるもののほかにも、導電性の粒子を分散させた
ゴムによるものなど各種のものがあり、何れも適用可能である。ただし、以下では、圧電
素子を用いた場合を例に挙げて説明を行う。
【００４０】
図６は第２の実施形態による制御回路の構成を示すブロック図である。同図において１０
９は第３検出部であり、圧力センサ３０Ａ～３０Ｃよりの信号に基づいて入力板２への加
圧を検出し、検出信号をＣＰＵ１０１に出力する。
【００４１】
図７は第２の実施形態による座標入力装置の機能構成を説明するブロック図である。同図
において、第１の実施形態（図３）と同じ機能構成には同一の参照番号を付し、ここでは
説明を省略する。２１１は圧力検知部であり、上述の圧力センサ３０Ａ～３０Ｃ及び第３
検出部１０９によって構成される。また、コントロール部２１２は、第１の実施形態の構
成に操作検知部２１２ａが加わった形態となる。操作検知部２１２ａは、圧力検知部２１
１よりの圧力検出信号Ｃに基づいて、入力板２上への座標入力操作の有無を検知し、座標
入力操作があった場合はその旨を入力動作検出部２１２ｂへ通知する。入力動作検出部２
１２ｂは、第１の実施形態の入力動作検出部２０３ａと同様の機能を有するが、上記操作
検知部２１２ａより座標入力操作が通知された場合にタッチ入力の待機モードへ移行する
機能を有する。すなわち、操作検知部によって座標入力操作が検出されるまで、第１座標
入力部２０１をオフモードの状態とする。
【００４２】
図８は第２の実施形態による座標入力装置の動作手順を説明するフローチャートである。
【００４３】
入力板３に接触物が無い状態では、圧力センサ３０Ａ～３０Ｃが動作している。すなわち
、圧力検知部２１１がオンモードとなっており、第１座標入力部２０１及び第２座標入力
部２０２はともにオフモードとなっている（ステップＳ２０１）。この状態で、操作者が
指で入力領域２を押したり、ペン５を持った手７を入力領域３に置いたりすると圧力セン
サ３０Ａ～３０Ｃはその圧力に応じた大きさの検出信号Ｃを出力する。そして、この検出
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信号Ｃが所定値Ｃ０よりも大きい場合は、座標入力処理を実行するべくステップＳ２０２
からステップＳ２０３へ進む。
【００４４】
ステップＳ２０３では、入力動作検出部２１２ｂが起動し、圧力検知部２１１をオフモー
ドとするとともに、第１座標入力部２０１を待機モードに移行する（第２座標入力部２０
２はそのままオフモードとする）。この結果、上述の第１の実施形態におけるステップＳ
１０１（図４）と同様の状態となり、光走査検出部１０Ａによる近接物体の大きさの検出
が行なわれることとなる。
【００４５】
例えば、操作者がペン５を持った手７を入力領域３にのせると、圧力センサはその圧力に
応じた大きさの信号Ｃを出力する。この信号Ｃが所定値Ｃ０より大きくなると、圧力セン
サはオフモードとなり、第１座標入力部２０１が待機モードに切り替わる。そして、第１
座標入力部２０１が当該圧力を加えているものの大きさに対応する信号Ａを出力する。
【００４６】
以降の動作（図８のステップＳ１０３～Ｓ１０９）は、第１の実施形態と同様であり、こ
こでは説明を省略する。なお、所定時間（Ｔ１）近接物体の検出が成されない場合は、ス
テップＳ１０９からステップＳ２０１へ戻る。
【００４７】
以上のように、圧力検知部２１１と操作検知部２１２ａを設け、圧力センサ３０Ａ～３０
Ｃによる圧力検出値が所定値を越えた場合に、第１の実施形態と同様の動作状態へ移行す
る。このため、圧力検知部２１１及び操作検知部２１２ａによる検出がなされるまでは、
第１及び第２座標入力部２０１、２０２をオフモードとすることができる。従って、入力
の無いときにはさらに低消費電力化が達成される。
【００４８】
また、入力板２に対して所定値以上の圧力を加えない限り第１座標入力部２０１は待機モ
ードへ移行しない。従って、入力面に原稿を近づけたとしても、その程度の圧力では座標
入力処理は開始されず、誤動作の心配は無い。また、原稿を強く押し付けた場合でも、上
述の第１の実施形態と同様にペン入力がオンモードとなるので、誤った座標値を出力する
ことは無い。
【００４９】
以上説明したように、第２の実施形態によれば、圧力センサを用いたことにより第１座標
入力部２０１を待機モードではなく、オフモードとして入力を待機することができる。特
に、大型の入力面を有する装置では、光学式にしても他の方式にしても待機モードにおけ
る消費電力が大きくなってしまうことが多い。つまり、入力面が大きくなれば、それだけ
検出すべき物体が遠くにも存在する可能性があるので、同じ反射光量を得るにはそれだけ
強い光を用いる必要があるからである。これに対して、圧力センサは、入力面への圧力を
数点の支持部に設ければ十分であり、特に圧電素子を用いるならば殆ど電力を必要としな
い。また、原稿などの近接に対しても、圧力センサが反応しないならば、全く動作しない
し、たとえ強く押し付けられても第１の実施形態と同様にタッチ入力として処理されるこ
とは無く、誤動作は発生しない。
【００５０】
なお、上記第１及び第２の実施形態において、コントロール部（２０３、２１２）が用い
る各パラメータ（Ｔ１、Ａ０、Ａ１、Ｃ０）は固定でも良いし、調整可能としても良いこ
とはいうまでもない。この調整機能は、ボリウム等でも実現できるし、コントロール部に
メモリを設けて、外部から書込むようにすることもできる。いずれにしても、操作者が所
望に変更可能とすることができる。
【００５１】
なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ，インタフェイス機器，リーダ
，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
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【００５２】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００５３】
この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【００５４】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディスク，ハー
ドディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，磁気テープ，不揮
発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５５】
また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００５６】
さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、タッチ入力とペン入力に求められる特性を兼ね備
えた座標入力装置或いはその制御方法が得られる。
【００５８】
また、本発明によれば、軽い操作で入力操作ができるタッチ入力と、精密な入力操作がで
きるペン入力を両立するとともに、安定したタッチ入力及びペン入力が行える。
【００５９】
また、本発明によれば、タッチ入力とペン入力の両立を可能とするとともに、低消費電力
化が達成される。
【００６０】
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態による座標入力装置の概観を示す図である。
【図２】第１の実施形態による制御回路４の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態による座標入力装置の機能構成を説明するブロック図である。
【図４】第１の実施形態による座標入力装置の動作手順を説明するフローチャートである
。
【図５】第２の実施形態による座標入力装置の概観を示す図である。
【図６】第２の実施形態による制御回路の構成を示すブロック図である。
【図７】第２の実施形態による座標入力装置の機能構成を説明するブロック図である。
【図８】第２の実施形態による座標入力装置の動作手順を説明するフローチャートである
。
【符号の説明】
１　座標入力装置
２　入力板
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３　入力領域
４　制御回路
５　ペン
６　ケーブル
１０Ａ、１０Ｂ　光走査検出部
２０　先端部
２１Ａ、２１Ｂ　振動センサ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(11) JP 3624070 B2 2005.2.23



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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