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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力デバイスであって、
　タッチパネルの三カ所に接触し、前記三カ所を頂点とする三角形を形成する突出部分で
ある、導電性を有する三つの向き検出接触子と、
　前記三つの向き検出接触子とともに前記タッチパネルに接触し、前記三角形に対する配
置位置により、表示パネルに表示させる固有情報が識別される、導電性を有する少なくと
も一つの情報識別接触子と、
　利用者が手で掴んで持って前記タッチパネルに前記入力デバイスを載置するための導電
性を有する部分と、を備え、
　前記向き検出接触子、及び前記情報識別接触子は、前記利用者が手で掴んで持って前記
タッチパネルに前記入力デバイスを載置するための導電性を有する部分と電気的に導通し
ている部材の底面から突出して形成されている入力デバイス。
【請求項２】
　前記情報識別接触子は、前記三角形の頂点のうち、内角が最大である一の頂点の内角を
挟む二辺によってできる方形領域内に配置されている、ことを特徴とする請求項１記載の
入力デバイス。
【請求項３】
　前記情報識別接触子は、前記内角と前記内角に対する対角の頂点位置を除いた前記方形
領域内に配置されている、ことを特徴とする請求項２記載の入力デバイス。
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【請求項４】
　前記三角形は直角三角形であり、前記一の頂点は前記直角三角形の直角の頂点である、
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の入力デバイス。
【請求項５】
　前記向き検出接触子の形成する前記三角形の向きは、前記表示される前記固有情報の向
きを定める、ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の入力デバイ
ス。
【請求項６】
　前記向き検出接触子及び前記情報識別接触子が配置される領域は、前記三つの向き検出
接触子を角部に備える、一辺が２０ｍｍ～８０ｍｍの略正方形の領域である、ことを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の入力デバイス。
【請求項７】
　前記略正方形の前記角部のうち、前記向き検出接触子が配置されない前記角部には、静
電反応しない足部を更に備える、請求項６に記載の入力デバイス。
【請求項８】
　前記向き検出接触子及び前記情報識別接触子の直径は５ｍｍ以上であり、
　隣接する向き検出接触子及び情報識別接触子のそれぞれの間隔は６ｍｍ以上である、こ
とを特徴とする請求項６又は７に記載の入力デバイス。
【請求項９】
　前記向き検出接触子及び情報識別接触子は、それぞれ格子状に境界が形成された升目に
、選択的に一つ配置される、ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の入
力デバイス。
【請求項１０】
　前記情報識別接触子は、角部の４つの升目を除く、残りの升目のいずれかの領域に一つ
配置される、ことを特徴とする請求項９に記載の入力デバイス。
【請求項１１】
　検知した接触位置を座標情報として認識するタッチパネルと画像を画面に表示する表示
パネルとを積層してなるパネルモジュールと、
　入力デバイスであって、前記タッチパネルの三カ所に接触し、前記三カ所を頂点とする
三角形を形成する突出部分である、導電性を有する三つの向き検出接触子と、前記三つの
向き検出接触子とともに前記タッチパネルに接触し、前記三角形に対する配置により、表
示パネルに表示させる固有情報が識別される、導電性を有する少なくとも一つの情報識別
接触子と、利用者が手で掴んで持って前記タッチパネルに前記入力デバイスを載置するた
めの導電性を有する部分と、を備え、前記向き検出接触子、及び前記情報識別接触子は、
前記利用者が手で掴んで持って前記タッチパネルに前記入力デバイスを載置するための導
電性を有する部分と電気的に導通している部材の底面から突出して形成されている入力デ
バイスと、
　前記三角形に対する前記情報識別接触子の位置に対応する前記固有情報を記憶する記憶
手段と、
　前記タッチパネルに接触した接触子の座標情報を取得する座標情報取得手段と、
　前記座標情報取得手段から得られる座標情報に基づき前記三角形の三頂点を算出して前
記向き検出接触子と前記情報識別接触子とを特定する演算手段と、
　前記演算手段によって特定された前記情報識別接触子に対応する前記固有情報を前記記
憶手段から抽出して前記表示パネルに表示させる表示制御手段と、を備えるタッチパネル
表示システム。
【請求項１２】
　前記演算手段は、前記三角形の頂点のうち、内角が最大である一の頂点の内角を挟む二
辺によってできる方形領域内に第四の座標情報が存在する場合に該座標情報を情報識別接
触子として特定する、ことを特徴とする請求項１１に記載のタッチパネル表示システム。
【請求項１３】
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　前記表示制御手段は、前記演算手段によって算出された前記三角形のタッチパネルに対
する傾きに基づいて表示パネルに表示される前記固有情報の向きを制御する請求項１１又
は１２記載のタッチパネル表示システム。
【請求項１４】
　前記三角形が直角三角形であり、前記一の頂点は前記直角三角形の直角の頂点である、
ことを特徴とする請求項１２乃至１３のいずれか一項に記載のタッチパネル表示システム
。
【請求項１５】
　検知した接触位置を座標情報として認識するタッチパネルと画像を表示する表示パネル
とを積層してなるパネルモジュールと、
　入力デバイスであって、前記タッチパネルの三カ所に接触し、前記三カ所を頂点とする
三角形を形成する突出部分である、導電性を有する三つの向き検出接触子と、前記三つの
向き検出接触子とともに前記タッチパネルに接触し、前記三角形に対する配置により、前
記表示パネルに表示させる固有情報が識別される、導電性を有する少なくとも一つの情報
識別接触子と、利用者が手で掴んで持って前記タッチパネルに前記入力デバイスを載置す
るための導電性を有する部分と、を備え、前記向き検出接触子、及び前記情報識別接触子
は、前記利用者が手で掴んで持って前記タッチパネルに前記入力デバイスを載置するため
の導電性を有する部分と電気的に導通している部材の底面から突出して形成されている入
力デバイスと、
　前記三角形を特定する二辺の長さと該二辺が挟む内角の角度とを記憶する第一記憶手段
と、
　前記三角形に対する前記情報識別接触子の位置に対応する前記固有情報を記憶する第二
記憶手段と、
　前記タッチパネルに接触した接触子の座標情報を取得する座標情報取得手段と、
　前記座標情報取得手段から得られる座標情報に基づき三角形の三頂点を抽出して該三角
形の二辺と該二辺が挟む内角とを算出して該二辺と内角とから前記第一記憶手段に記憶さ
れている所定の三角形を形成する前記向き検出接触子を特定する第一演算手段と、
　前記座標情報取得手段から前記三角形の三頂点を除く第四の接触子座標情報を特定する
第二演算手段と、
　前記第二演算手段によって特定された第四の接触子座標情報が第一演算手段によって算
出された内角を挟む二辺によってできる方形領域内に位置しているか否か、及び、前記内
角に対応する対角の頂点位置を示す座標情報か否かを判断し、第四の接触子座標情報が前
記方形領域内に位置し、かつ、対角の頂点位置を示す座標情報でない場合に当該第四の接
触子座標情報を情報識別接触子の位置を表す座標情報として特定する判断手段と、
　前記判断手段によって特定された前記情報識別接触子に対応する前記固有の情報を前記
第二記憶手段から抽出して前記表示パネルに表示させる表示制御手段と、を備えるタッチ
パネル表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルと表示パネルとを有するパネルモジュールに情報を入力するた
めの入力デバイス及びその入力デバイスを利用したタッチパネル表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の通り、操作者がタッチパネルと表示パネルとからなるパネルモジュールの画面に
素手や物を介して触れることにより、タッチパネルが接触を感知してタッチ位置の座標情
報を出力し、パネルモジュールの表示パネルに画像を出力するタブレット端末が汎用され
ている。
【０００３】
　さらに、近年、タッチパネルの複数個所に同時に接触した位置を感知して情報を出力す
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るマルチタイプのパネルモジュールが実用化され、特に指先の接触動作を検出して所望の
操作を実行するパネルモジュールも汎用されている。
【０００４】
　タッチパネルには、透明電極からなる金属薄膜を対向して積層して電圧変化を検知する
抵抗膜方式、ガラス基板に圧電素子を取り付けて圧電素子の電圧発生によって検出する表
面弾性波方式、電子ペンを用いる電磁誘導方式、静電容量の変化によって接触位置を検出
する静電容量方式等を採用したタッチパネルが存在する。
【０００５】
　そして、パネルモジュールのタッチパネルに接触した位置を検知して該タッチパネルの
接触位置における表示パネルに画像を表示する入力デバイスとして、例えば、接触したタ
ッチパネル位置の表示パネルに表示された画像を加工・変形する入力デバイスが提案され
ている（特許文献１参照）。
【０００６】
　また、タッチパネルに接触させる端子を各面に設けたタッチスクリーンデバイスが提案
されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－９９０９３号公報
【特許文献２】特開２０１２－１６８６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　タッチパネルに接触する複数の端子を有する入力デバイスでは、複数の端子の配置を識
別する際の処理に負担がかかるため、複数の端子の配置のパターンには限りがあり、入力
デバイスの種類を増やすことは難しかった。特に子供向け教材に使用する場合には、子供
の手の大きさに合わせた入力デバイスの大きさとなるため、配置できる端子の数に限りが
あり、教材の機能を十分に発揮させるだけの入力デバイスの種類を提供するのが困難であ
った。
【０００９】
　本発明は上述の事情に鑑みてされたものであり、タッチパネルに入力するための複数の
端子を有する入力デバイスであって複数の端子を効率的に識別することのできる入力デバ
イス及びタッチパネル表示システム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】
　技術的課題は、次の通りの本発明によって解決できる。
【００１１】
　本発明の入力デバイスは、タッチパネルの三カ所に同時に接触し、前記三カ所を頂点と
する三角形を形成する突出部分である三つの向き検出接触子と、前記三つの向き検出接触
子と同時に前記タッチパネルに接触し、前記三角形に対する配置位置により、表示パネル
に表示させる固有情報が識別される少なくとも一つの情報識別接触子と、を備える入力デ
バイスである。
【００１２】
　また、本発明の入力デバイスにおいて、前記情報識別接触子は、前記三角形の頂点のう
ち、一の頂点の内角を挟む二辺によってできる方形領域内に配置されていてもよく、この
場合には、前記内角と前記内角に対する対角の頂点位置を除いた前記方形領域内に配置さ
れていることとしてもよい。また、前記三角形は直角三角形であり、前記一の頂点は前記
直角三角形の直角の頂点であってもよい。
【００１３】
　また、本発明の入力デバイスにおいて、前記向き検出接触子の形成する前記三角形の向
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きは、前記表示される前記固有情報の向きを定めていてもよい。
【００１４】
　また、本発明の入力デバイスにおいて、前記向き検出接触子及び前記情報識別接触子が
配置される領域は、前記三つの向き検出接触子を角部に備える、一辺が２０ｍｍ～８０ｍ
ｍの略正方形の領域であってもよく、この場合には、前記向き検出接触子が配置されない
前記角部には、静電反応しない足部を更に備えていてもよい。
【００１５】
　また、本発明の入力デバイスにおいて、前記向き検出接触子及び前記情報識別接触子の
直径は５ｍｍ以上であり、隣接する向き検出接触子及び情報識別接触子のそれぞれの間隔
は６ｍｍ以上であることとしてもよい。
【００１６】
　前記向き検出接触子及び情報識別接触子は、それぞれ格子状に境界が形成された升目に
、選択的に一つ配置されることとしてもよく、この場合には、前記情報識別接触子は、角
部の４つの升目を除く、残りの升目のいずれかの領域に一つ配置されることとしてもよい
。
【００１７】
　本発明のタッチパネル表示システムは、検知した接触位置を座標情報として認識するタ
ッチパネルと画像を画面に表示する表示パネルとを積層してなるパネルモジュールと、前
記タッチパネルの三カ所に同時に接触し、前記三カ所を頂点とする三角形を形成する突出
部分である三つの向き検出接触子、及び前記三つの向き検出接触子と同時に前記タッチパ
ネルに接触し、前記三角形に対する配置により、表示パネルに表示させる固有情報が識別
される少なくとも一つの情報識別接触子を有する入力デバイスと、前記三角形に対する前
記情報識別接触子の位置に対応する前記固有情報を記憶する記憶手段と、前記タッチパネ
ルに接触した接触子の座標情報を取得する座標情報取得手段と、前記座標情報取得手段か
ら得られる座標情報に基づき前記三角形の三頂点を算出して前記向き検出接触子と前記情
報識別接触子とを特定する演算手段と、前記演算手段によって特定された前記情報識別接
触子に対応する前記固有情報を前記記憶手段から抽出して前記表示パネルに表示させる表
示制御手段と、を備えるタッチパネル表示システムである。
【００１８】
　また、本発明のタッチパネル表示システムにおいて、前記演算手段は、前記三角形の頂
点のうち、一の頂点の内角を挟む二辺によってできる方形領域内に第四の座標情報が存在
する場合に該座標情報を情報識別接触子として特定してもよい。
【００１９】
　また、本発明のタッチパネル表示システムにおいて、前記制御手段は、前記演算手段に
よって算出された前記三角形のタッチパネルに対する傾きに基づいて表示パネルに表示さ
れる前記固有情報の向きを制御してもよい。
【００２０】
　また、本発明のタッチパネル表示システムにおいて、前記三角形が直角三角形であり、
前記一の頂点は前記直角三角形の直角の頂点であってもよい。
【００２１】
　本発明のタッチパネル表示システムは、検知した接触位置を座標情報として認識するタ
ッチパネルと画像を表示する表示パネルとを積層してなるパネルモジュールと、前記タッ
チパネルの三カ所に同時に接触し、前記三カ所を頂点とする三角形を形成する突出部分で
ある三つの向き検出接触子、及び前記三つの向き検出接触子と同時に前記タッチパネルに
接触し、前記三角形に対する配置により、前記表示パネルに表示させる固有情報が識別さ
れる少なくとも一つの情報識別接触子を有する入力デバイスと、前記三角形を特定する二
辺の長さと該二辺が挟む内角の角度とを記憶する第一記憶手段と、前記三角形に対する前
記情報識別接触子の位置に対応する前記固有情報を記憶する第二記憶手段と、前記タッチ
パネルに接触した接触子の座標情報を取得する座標情報取得手段と、前記座標情報取得手
段から得られる座標情報に基づき三角形の三頂点を抽出して該三角形の二辺と該二辺が挟
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む内角とを算出して該二辺と内角とから前記第一記憶手段に記憶されている所定の三角形
を形成する前記向き検出接触子を特定する第一演算手段と、前記座標情報取得手段から前
記三角形の三頂点を除く第四の接触子座標情報を特定する第二演算手段と、前記第二演算
手段によって特定された第四の接触子座標情報が第一演算手段によって算出された内角を
挟む二辺によってできる方形領域内に位置しているか否か、及び、前記内角に対応する対
角の頂点位置を示す座標情報か否かを判断し、第四の接触子座標情報が前記方形領域内に
位置し、かつ、対角の頂点位置を示す座標情報でない場合に当該第四の接触子座標情報を
情報識別接触子の位置を表す座標情報として特定する判断手段と、前記判断手段によって
特定された前記情報識別接触子に対応する前記固有の情報を前記第二記憶手段から抽出し
て前記表示パネルに表示させる表示制御手段と、を備えるタッチパネル表示システムであ
る。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、タッチパネルの認識度を高めることができ、誤動作のない配置パター
ンを採用した入力デバイスであるから、特に、子供向け教材に最適な、子供が片手で容易
に操作できる大きさの入力デバイスを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態１の入力デバイスを示す斜視図である。
【図２】一の入力デバイスを底面から目視した斜視図である。
【図３】図１に図示する入力デバイスを説明するパネルモジュールに載置された入力デバ
イスの側面図である。
【図４】図１に図示する入力デバイスの底面図である。
【図５】入力デバイスの底面図である。
【図６】ひらがな学習用教材の配置パターンを説明する入力デバイスの底面図である。
【図７】ひらがな学習用教材の配置パターンを説明する入力デバイスの底面図である。
【図８】実施の形態１の変形例を説明する入力デバイスの底面図である。
【図９】実施の形態１の変形例を説明する入力デバイスの底面図である。
【図１０】タッチパネル表示システムを説明する斜視図である。
【図１１】図１０に図示するタッチパネル表示システムのブロック図である。
【図１２】図１１に図示する外部メモリのブロック図である。
【図１３】タッチパネル表示システムを動作させるプログラムのフローチャート図である
。
【図１４】一実施例を説明する入力デバイスの底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００２５】
［実施の形態１］
　図１及び図２には、子供が片手で容易に持てる大きさのサイコロ形状の入力デバイス１
が示されている。ここで、入力デバイス１の少なくとも側面２と底面３とは導電性を有し
、側面２を手で掴むことによって、入力デバイス１に静電気が発生して底面３に伝わるよ
うになっている。
【００２６】
　入力デバイス１の底面３には、タッチパネル４と表示パネル５を積層してなるパネルモ
ジュール６（図３参照）に接触する接触面７を形成した、向き検出接触子８１及び情報識
別接触子８２が合わせて少なくとも四つ突出して配置されており、静電気を帯びた向き検
出接触子８１及び情報識別接触子８２の接触面７がパネルモジュール６に接触することに
よって、接触位置におけるタッチパネルの静電容量が変化し、この静電容量変化をタッチ
パネル４が入力信号として認識することによって入力デバイス１に付与される固有情報が



(7) JP 6021729 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

パネルモジュール６の表示パネル５に表示される。
【００２７】
　図４に示すように、３つの向き検出接触子８１は、直角三角形９を形成する各三頂点位
置１０，１１，１２に配置され、当該三角形９のタッチパネル４に対する傾きを検出する
働きを有している。少なくとも１つの情報識別接触子８２は、固有情報を特定し、向き検
出接触子８１の配置位置によって形成される直角三角形９の直角（頂点１１の位置）を挟
む二辺によってできる矩形領域（方形領域）内の所望位置に配置されており、図５に示す
ように、情報識別接触子８２の配置位置によって個々の入力デバイス１が識別される。
【００２８】
　さらに、情報識別接触子８２は、直角三角形９の直角（頂点１１の内角）を挟む二辺に
よってできる矩形領域内の直角と対角の直角位置（頂点）１４を除いた矩形領域内の所望
位置に配置されている。これにより、向き検出接触子８１の配置位置によって形成される
直角三角形９を明確に検出できる。
【００２９】
　なお、入力デバイス１を、上部と下部とを連結、若しくは一体化した導電体からなる筐
体によって構成し、四側面には持ちやすい窪み部１６を形成してもよく、前記対角の直角
位置（頂点）１４には、向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２と同じ長さの静電反
応しない足部１７を設けて安定良くパネルモジュール６の面に載置できるようしてもよい
。これにより、４つの角部において入力デバイス１を安定して載置できると共に、３つの
角部に配置された向き検出接触子８１のみをタッチパネル４に認識させることができる。
【００３０】
　次に、ひらがな学習用教材として、ひらがな５０音を表現するために、清音４６音と濁
音２５音との合計７１音を実現できる入力デバイス１の配置パターンについて説明する。
【００３１】
　従来の入力デバイスにおいては、幼稚園児を含む子供が片手で摘まんで容易に操作する
には、入力デバイスの大きさが制限されること、また、例えば、「あ」から「ん」までの
ひらがなを憶える教材を想定した場合、タッチパネルに接触する接触位置が異なる少なく
とも清音４６種類の入力デバイスが必要になり、さらに濁音を含めると７１種類の入力デ
バイスが必要になること等、いずれもこれらの条件を満足できる入力デバイスは存在せず
、従来の入力デバイスでは、誤認識するという問題点があった。
【００３２】
　そこで、本発明者等は、前記条件を満足するとともに、子供向け教材として汎用性の高
い入力デバイスを実現するために、限られた面に多数の配置パターンを試行錯誤的に設計
して多数試作し、実験を重ねた結果、子供が片手で容易に操作できる限られた容積によっ
て形成される小さな面であっても、タッチパネルの認識度を高めることができ、誤動作の
ない配置パターンが存在するという知見を得た。
【００３３】
　子供が片手で掴むことができる入力デバイス１の大きさはおのずと限定される。この限
られた容積によって形成される方形の小さな底面３に配置できる、７１種類の情報を識別
可能な情報識別接触子８２のパターンは、図５に示すように、縦横４×４の１６升目を利
用して配置するパターンが有効である。このパターンによれば、情報識別接触子８２とし
て採用できる升目は、向き検出接触子８１が占める３つの升目（頂点１０、１１、１２の
位置）と前記対角の直角位置１４の一つの升目の計４つの升目を除いた１２升目ある。こ
の升目を利用できる情報識別接触子８２の配置パターン数は、情報識別接触子８２が１つ
又は２つ設置されるとすると、１２Ｃ１＋１２Ｃ２の７８通りの中から選択できる。
【００３４】
　なお、縦横３×３の９升目では、向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２の配置パ
ターンを確保できず、縦横５×５の２５升目では、配置パターンを確保できるが、向き検
出接触子８１及び情報識別接触子８２の接触子同士が近接して誤動作の原因となり、誤動
作を解消する大きさまで大型化した入力デバイスでは、子供が片手で容易に操作できない
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。すなわち、子供が片手で容易に操作できる大きさで、タッチパネルの精度を考慮すると
、４×４の升目に１又は２の接触子を配置させるのが、最適である。
【００３５】
　図６及び図７に示すように、「あ」の固有の情報が付与される入力デバイス１は、立方
体の底面に向き検出接触子８１のみが配置されている。「い」～「す」の固有の情報が付
与される１２個の各入力デバイス１は、一つの情報識別接触子８２がそれぞれ重複しない
パターンで配置されている。「せ」～「ぽ」の固有の情報が付与される５８個の各入力デ
バイス１は、二つの情報識別接触子８２がそれぞれ重複しないパターンで配置されている
。
【００３６】
　これらの各入力デバイス１では、タッチパネル４が情報識別接触子８２を認識した場合
に図６に示す「い」から図７に示す「ぽ」のひらがなの文字画像を表示し、また、同時に
、スピーカからさまざまな音を鳴らし、あたかもスタンプを押したような表現が演出でき
る。
【００３７】
　本実施の形態では、直角三角形を形成する各三頂点位置に入力デバイスの向き検出接触
子８１を配置したので、タッチパネル４に載置される入力デバイス１の向きを検出するこ
とができ、情報識別接触子８２に付与される固有の情報の表示向きを容易に特定すること
ができる。
【００３８】
　また、直角三角形の直角を挟む二辺によってできる矩形領域内に情報識別接触子８２を
配置したので、子供が入力デバイス１を持ってタッチパネル４に載置した際に、誤って指
がタッチパネル４に触れても指接触による座標情報は前記矩形領域外に存在するから、誤
動作を防ぐことができる。
【００３９】
　さらに、情報識別接触子８２を前記直角と対角の頂点位置を除いた矩形領域内の所望位
置に配置しているので、入力デバイスの向き検出接触子８１を容易に特定することができ
る。
【００４０】
　上述の実施形態においては、各入力デバイスにひらがなを割り当てることとしたが、カ
タカナ、漢字、アルファベット、数字及び記号等の文字の他、色、絵や標識等を割り当て
ることとしてもよい。また、文字であっても、１文字だけでなく、単語や文章等を割り当
てることとしてもよい。
【００４１】
［変形例１］
　図８に示す入力デバイス１は実施の形態１の変形例１であり、同図において図１から図
７と同一符号は同一又は相当部分を示し、向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２の
配置パターンを示す。
【００４２】
　本変形例では、縦横５×４の２０升目を利用して向き検出接触子８１及び情報識別接触
子８２を配置するパターンを採用した、底面３が長方形のブロック状入力デバイス１であ
る。当該入力デバイス１では向き検出接触子８１が占める３つの升目（頂点１０、１１、
１２の位置）と前記対角の直角位置１４の一つの升目の計４つの升目を除いた１６升目を
情報識別接触子８２として採用できる。
【００４３】
［変形例２］
　図９に示す入力デバイス１は実施の形態１の変形例２であり、同図において図１から図
７と同一符号は同一又は相当部分を示し、所定の三角形が広角の内角を挟む二辺によって
できる平行四辺形の方形領域内に向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２が配置され
ている。
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【００４４】
　なお、表示パネル５とタッチパネル４とからなるパネルモジュール６の面に入力デバイ
ス１を載置した際、表示パネル５が上層に積層されているパネルモジュール６では、入力
デバイス１の向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２はタッチパネル４に直接接触せ
ず、近接した状態となるが、この場合にも「接触する」と表現している。したがって、接
触とは、近接をも含むものである。
【００４５】
［実施の形態２］
　実施の形態１に係る入力デバイス１とタブレット端末１８とを備えたタッチパネル表示
システムを図面に基づいて説明する。
【００４６】
　図１～図９と同一符号は同一又は相当部分を示し、図１０及び図１１は、タッチパネル
４と表示パネル５とを積層してなるパネルモジュール６を表面に配置したタブレット端末
１８であり、パネルモジュール６を固定する筐体縁部１９にはスピーカ２０、ＷｉＦｉ（
Wireless Fidelity）等の無線ＬＡＮ（Local Area Network）を構築する通信部２１、外
部デバイスを接続するＩ／Ｏ（Input/Output）インタフェース２２が取り付けられている
。また、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２３は、タッチパネル４、表示パネル５、
スピーカ２０、通信部２１、Ｉ／Ｏインタフェース２２等を制御する。電源ＯＮでＣＰＵ
２３の制御によりタブレット端末用ＯＳ（Operating System）が実行され、ＧＰＵ（Grap
hics Processing Unit）２４を介して表示パネル５に画像を表示させ、外部メモリ２５に
格納された組込アプリケーション、インストールアプリケーション等が内部メモリ２６を
介して実行される。さらに、ＣＰＵ２３は、タッチパネル４において発生した静電容量変
化をタッチイベントとして位置座標情報をＯＳに渡す制御をしている。なお、電源部は省
略した。
【００４７】
　本実施の形態におけるタブレット端末１８では、図１２に示されるように、外部メモリ
２５内に入力デバイス１の直角三角形を特定する二辺と該二辺が挟む直角とを記憶する三
角情報記憶部（第一記憶手段）２７と、図６及び図７に示す各入力デバイス１の情報識別
接触子８２に対応させて各ひらがなの文字情報を記憶する文字情報記憶部（第二記憶手段
）２８とが確保され、タッチパネル４に接触した向き検出接触子８１及び情報識別接触子
８２の座標情報からなるタッチイベントをＯＳから取得するイベント取得プログラム（座
標情報取得手段）２９をインストールしたエリアが存在する。
【００４８】
　ＣＰＵ２３は、向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２を特定するために、イベン
ト取得プログラム２９から得られる座標情報に基づき、三角形の三頂点を算出して向き検
出接触子８１と情報識別接触子８２とを特定する演算、特定された情報識別接触子８２に
対応する固有の情報を文字情報記憶部２８から抽出して表示パネル５に表示させる制御を
実施している。
【００４９】
　外部メモリ２５は、図１２に示されるように、これらの制御を実行するためのプログラ
ムである、第一演算プログラム（第一演算手段）３０、第二演算プログラム（第二演算手
段）３１、判断プログラム（判断手段）３２及び表示制御プログラム（表示制御手段）３
３を保存する領域をそれぞれ更に有している。ここで、第一演算プログラム３０は、イベ
ント取得プログラム２９の実行により得られる座標情報に基づき、三角形の三頂点を抽出
して該三角形の二辺と該二辺が挟む内角とを算出し、該二辺と内角とから三角情報記憶部
２７に記憶されている所定の三角形を形成する向き検出接触子８１を特定する制御プログ
ラムである。第二演算プログラム３１は、イベント取得プログラムから三角形の三頂点を
除く第四の接触子座標情報を特定する制御プログラムである。判断プログラム３２は、特
定された第四の接触子座標情報が特定された内角を挟む二辺によってできる方形領域内に
位置しているか否かを判断する制御及び内角に対応する対角の頂点位置を示す座標情報か
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否かを判断し、第四の接触子座標情報が方形領域内に位置し、かつ、対角の頂点位置を示
す座標情報でない場合に第四の接触子座標情報を情報識別接触子８２の位置を表す座標情
報として特定する制御プログラムである。表示制御プログラム３３は、特定された情報識
別接触子８２に対応する固有の情報を文字情報記憶部２８から抽出して表示パネルに表示
させる制御プログラムである。
【００５０】
　次に、動作について説明する。
【００５１】
　図１０に示すように、タブレット端末１８のパネルモジュール６面の任意の位置にひら
がなの「あ」の文字が付与される入力デバイス１を載置する。「あ」の入力デバイス１の
底面には図２に示す向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２が突出しており、タッチ
パネル４の接触（近接）位置において静電容量変化が発生し、ＣＰＵ２３の制御により、
静電容量が変化した位置のタッチパネル４を基準とした座標情報がタッチイベントとして
ＯＳに渡される（ステップＳ０１）。ＯＳに渡されたタッチイベントの座標情報をイベン
ト取得プログラム２９によって取得する（ステップＳ０２）。
【００５２】
　次に、イベント取得プログラム２９から得られた座標情報に基づき、ＣＰＵ２３が第一
演算プログラム３０を実行することにより、三角形の三頂点を抽出して該三角形の二辺と
該二辺が挟む内角とを算出して該二辺と内角とから三角情報記憶部２７に記憶されている
直角三角形（所定の三角形）を形成する向き検出接触子８１を特定し（ステップＳ０３）
、続いて実行される第二演算プログラム３１は、前記三角形の三頂点を除く座標情報を第
四の接触子座標情報として特定する（ステップＳ０４）。
【００５３】
　続いて、判断プログラム３２は、ステップＳ０４によって特定された一つ以上の第四の
接触子座標情報がステップＳ０３によって算出された直角（内角）を挟む二辺によってで
きる矩形領域内に位置するか否かを判断し（ステップＳ０５）、第四の接触座標情報が前
記矩形領域内の位置であれば、直角（内角）に対応する対角の頂点位置を示す座標情報か
否かを判断し（ステップＳ０６）、第四の接触子座標情報が矩形領域内に位置し、かつ、
対角の頂点位置を示す座標情報でない場合に当該第四の接触子座標情報を情報識別接触子
８２の位置を表す座標情報として特定する。
【００５４】
　表示制御プログラム３３は、ステップＳ０５及びステップＳ０６によって特定された情
報識別接触子８２に対応するひらがな文字の固有の情報を文字情報記憶部２８から抽出し
て入力デバイス１固有の情報として特定する（ステップＳ０７）。さらに、ＣＰＵ２３の
制御により、算出された直角三角形のタッチパネル４に対する傾きに基づいて表示パネル
５に表示される固有の情報の向きを決定し（ステップＳ０８）、入力デバイス１がパネル
モジュール６に載置された位置で入力デバイス１の向きに従った状態で表示パネル５に表
示する（ステップＳ０９）。
【００５５】
　本実施の形態では、入力デバイス１に付与される固有の情報をタブレット端末１８の表
示パネル５に表示させるプログラムを該タブレット端末１８のＣＰＵ２３の制御により実
行できるように、外部メモリ２５へ格納してタブレット端末用ＯＳ上で実行するようにし
たので、入力デバイス１の向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２を容易に認識でき
、入力デバイス１に付与される固有の情報の表現をパネルモジュール６の表示パネル５に
入力デバイス１が置かれた向きに従った表示で実現できる。
【００５６】
　図１４は、本実施形態にて用いられる入力デバイス１の具体的な寸法について示す図で
ある。入力デバイス１を一辺が４２ｍｍの立方体とし、正方形の底面の外周に隣接するよ
うに向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２を配置し、縦横４×４の升目に整然と立
設した。向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２の形状は直径が６ｍｍの円柱とし、
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隣接する向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２と６ｍｍ離して設けた。
【００５７】
　なお、入力デバイス１の底面は、一辺が２０ｍｍ～８０ｍｍの範囲の正方形であればよ
く、向き検出接触子８１及び情報識別接触子８２の直径は５ｍｍ以上にて、隣接する向き
検出接触子８１及び情報識別接触子８２のそれぞれの間隔は６ｍｍ以上離して設けること
が望ましい。これにより、タッチパネルに容易に認識させることができると共に、人、特
に子供が容易に掴める大きさの入力デバイス１とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の入力デバイスは、タッチパネルと表示パネルとを有するパネルモジュールに情
報を入力する入力手段に利用することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　入力デバイス、２　側面、３　底面、４　タッチパネル、５　表示パネル、６　パ
ネルモジュール、７　接触面、９　三角形、１０，１１，１２　頂点、１４　対角の直角
位置、１６　窪み部、１７　足部、１８　タブレット端末、１９　縁部、２０　スピーカ
、２１　通信部、２２　Ｉ／Ｏインタフェース、２３　ＣＰＵ、２４　ＧＰＵ、２５　外
部メモリ、２６　内部メモリ、２７　三角情報記憶部、２８　文字情報記憶部、２９　イ
ベント取得プログラム、３０　第一演算プログラム、３１　第二演算プログラム、３２　
判断プログラム、３３　表示制御プログラム、８１　向き検出接触子、８２　情報識別接
触子。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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