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(57)【要約】
【課題】利用者の筆記動作により様々な情報を入力可能
な入力機器を提供する。
【解決手段】入力機器は、利用者特定情報及び筆記動作
を検出するセンサ部と、利用者を特定する利用者情報と
、利用者ごとに入力内容とコマンドとを予め関連づけた
変換コマンドデータベースとを格納する記憶部と、セン
サ部が検出した利用者特定情報から利用者を識別して該
当する利用者情報を取得するとともに、取得した利用者
情報に基づいて該当する変換コマンドデータベースを取
得する利用者識別部と、センサ部が検出した筆記動作か
ら入力内容を認識する入力認識部と、変換コマンドデー
タベースと入力内容とに基づいてコマンドを出力する変
換出力部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筆記動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部が検出した前記筆記動作から入力内容を認識する入力認識部と、
　前記入力内容とコマンドとを予め関連づけた変換コマンドデータベースとを格納する記
憶部と、
　前記変換コマンドデータベースと前記入力内容とに基づいてコマンドを出力する変換出
力部とを有することを特徴とする入力機器。
【請求項２】
　利用者特定情報及び筆記動作を検出するセンサ部と、
　利用者を特定する利用者情報と、前記利用者ごとに入力内容とコマンドとを予め関連づ
けた変換コマンドデータベースとを格納する記憶部と、
　前記センサ部が検出した前記利用者特定情報から前記利用者を識別して該当する前記利
用者情報を取得するとともに、取得した前記利用者情報に基づいて該当する前記変換コマ
ンドデータベースを取得する利用者識別部と、
　前記センサ部が検出した前記筆記動作から入力内容を認識する入力認識部と、
　前記変換コマンドデータベースと前記入力内容とに基づいてコマンドを出力する変換出
力部とを有することを特徴とする入力機器。
【請求項３】
　前記センサ部は、圧力センサであり、
　前記利用者識別部は、前記センサ部から前記利用者特定情報として前記利用者の指紋を
取得することを特徴とする請求項２に記載の入力機器。
【請求項４】
　前記変換コマンドデータベースは、前記変換コマンドデータベースに該当する入力内容
がない場合、前記入力内容をテキストデータとして出力することを特徴とする請求項１又
は２に記載の入力機器。
【請求項５】
　前記変換出力部は、通信部を介して外部機器に前記コマンドを出力することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の入力機器。
【請求項６】
　前記変換出力部は、前記変換コマンドデータベースを前記利用者の操作に基づき変更す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の入力機器。
【請求項７】
　前記変換出力部は、前記変換コマンドデータベースを前記利用者の操作履歴の統計情報
に基づき変更することを特徴とする請求項１又は２に記載の入力機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、ペングリップ部の圧力センサ、及び内蔵されたジャイロセンサによ
りペンの向き、入力している利用者、及び入力内容を判断する入力機器がある（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　この入力機器は、ペン型の外形を有しており、利用者の指によって握られるペングリッ
プ部に設けられた圧力センサと、本体内に設けられたジャイロセンサと、利用者情報及び
利用者辞書を格納する記憶部と、利用者識別部及び入力内容識別部として動作する制御部
とを有し、制御部の利用者識別部は、圧力センサで検出した圧力の分布に基づいて利用者
を判断し、判断結果から利用者情報、及び利用者辞書を選択して、入力内容識別部が圧力
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センサ及びジャイロセンサで検出した筆記動作をパターン認識するため、筆記動作に基づ
く入力内容を利用者に合わせて正確に判断することができる。
【特許文献１】特開平１０－１９８５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の入力機器によると、筆記動作のパターン認識によって文字入力等を行う
ことができるが、文字情報の入力以外の動作が考慮されていない。また、利用者辞書に登
録された文字以外の筆記動作は認識されない。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、利用者の筆記動作により様々な情報を入力可能な入力機器を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）本発明は上記目的を達成するため、筆記動作を検出するセンサ部と、前記センサ部
が検出した前記筆記動作から入力内容を認識する入力認識部と、前記入力内容とコマンド
とを予め関連づけた変換コマンドデータベースとを格納する記憶部と、前記変換コマンド
データベースと前記入力内容とに基づいてコマンドを出力する変換出力部とを有すること
を特徴とする入力機器を提供する。
【０００７】
　上記した構成によれば、入力内容を変換コマンドデータベースに基づいてコマンドに変
換するため、利用者の筆記動作により様々な情報を入力できる。
【０００８】
（２）本発明は上記目的を達成するため、利用者特定情報及び筆記動作を検出するセンサ
部と、利用者を特定する利用者情報と、前記利用者ごとに入力内容とコマンドとを予め関
連づけた変換コマンドデータベースとを格納する記憶部と、前記センサ部が検出した前記
利用者特定情報から前記利用者を識別して該当する前記利用者情報を取得するとともに、
取得した前記利用者情報に基づいて該当する前記変換コマンドデータベースを取得する利
用者識別部と、前記センサ部が検出した前記筆記動作から入力内容を認識する入力認識部
と、前記変換コマンドデータベースと前記入力内容とに基づいてコマンドを出力する変換
出力部とを有することを特徴とする入力機器を提供する。
【０００９】
　上記した構成によれば、（１）の効果に加え、利用者を特定して、特定した利用者用の
変換コマンドデータベースを取得するため、利用者の筆記動作に合わせて様々な情報を入
力できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、利用者の筆記動作により様々な情報を入力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の入力機器の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る入力機器の外観を示す概略図である。
【００１３】
　入力機器１は、尖状の先端部１ａを有するペン型形状を有しており、利用者によって筆
記操作がなされると、グリップ部に配された圧力センサ部１０によって入力内容を認識し
、入力内容を表示部１２に表示する。また、入力機器１は、例えば、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）モジュール等の無線通信部を内蔵しており、アンテナ
１１Ａを介して情報処理装置２と通信して、入力内容を送信することができ、情報処理装
置２は、受信した入力内容に基づいて文字入力を行ったり、音声ファイルの再生や停止、
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テレビ放送チャンネルの切替等を行う。
【００１４】
　圧力センサ部１０は、例えば、フレキシブル基板上に設けた下部電極と、フィルム上に
設けた上部電極とを有し、下部電極と上部電極とを空気層を介して向かい合わせに配置す
ることでコンデンサを形成して構成する。下部電極及び上部電極の対からなる圧力センサ
素子は、５００ｄｐｉ程度の解像度で配置され、圧力分布を検出するとともに、把持して
いる指の指紋を検出することができる。
【００１５】
（入力機器の構成）
　図２は、本発明の実施の形態に係る入力機器の構成例を示すブロック図である。
【００１６】
　入力機器１は、複数の圧力センサ素子からなり圧力の分布を検出する圧力センサ部１０
と、アンテナ１１Ａを介して無線ＬＡＮ等の通信規格に基づいて外部機器と無線通信する
通信部１１と、筆記操作によって入力された入力内容等を表示する小型の液晶ディスプレ
イパネルからなる表示部１２と、入力機器１内の各部の動作を制御する制御部１３と、情
報を読み書き可能に格納する不揮発性フラッシュメモリ等の記憶部１４とを有する。
【００１７】
　制御部１３は、圧力センサ部１０において検出される利用者の指紋に基づいて利用者を
識別する利用者識別部１３Ａと、筆記操作に基づく圧力センサ部１０の出力に基づいて入
力内容を識別する入力識別部１３Ｂと、入力識別部１３Ｂによって識別された入力内容を
後述する変換コマンドデータベース１４Ｂに基づいてコマンドに変換する変換出力部１３
Ｃとを有する。
【００１８】
　記憶部１４は、圧力センサ部１０において検出される指紋と利用者とを関連づける利用
者情報１４Ａと、利用者ごとに入力識別部１３Ｂによって識別された入力内容と予め定め
られたコマンドとを関連づける変換コマンドデータベース１４Ｂとを有する。また、変換
コマンドデータベース１４Ｂは、利用者ごとに用意され利用者情報１４Ａと関連づけられ
ている。また、変換コマンドデータベース１４Ｂは、利用者によって書き換え可能として
もよい。
【００１９】
　図３Ａは、本発明の実施の形態に係る入力機器の筆記動作例を示す概略図である。
【００２０】
　入力機器１は、利用者の手３によって把持され、一般的に人指し指３ａの先のＡ点と、
親指３ｂの先のＢ点と、中指３ｃの側面のＣ点と、人指し指３ａの基節のＤ点とで把持さ
れる。圧力センサ部１０は、Ａ点～Ｄ点の圧力をそれぞれ検出する。筆記動作の開始は、
Ａ点～Ｄ点の圧力特性から入力認識部１３Ｂが判断する。
【００２１】
　図３Ｂは、本発明の実施の形態に係る入力機器の筆記動作例を示す概略図である。
【００２２】
　図３Ａの入力方法の他、入力機器１は、利用者の手３によって把持され、圧力センサ部
１０が、Ａ点～Ｄ点の圧力をそれぞれ検出するとともに、先端部１ａが筆記面４に対して
接しているかどうかによって筆記動作の開始を入力判断部１３Ｂが判断するようにしても
よい。
【００２３】
　以上のように、本発明において筆記動作とは、図３Ｂに示すように筆記面４に対して書
き込む動作に限らず、図３Ａに示すように空中に３次元的に書き込む動作も含む。また、
筆記動作に対応する筆記内容は、文字や記号等に限らず、圧力センサ部１０が圧力の時間
的変化を検出できる状態であればどのような筆跡でもよい。
【００２４】
　図４は、本発明の実施の形態に係る入力機器の圧力センサ部において認識される利用者
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の指紋の一例を示す概略図である。
【００２５】
　指紋３０は、圧力センサ部１０の複数の圧力センサ素子において認識され、利用者識別
部１３Ａは、指紋３０を分析して中心点、三角州、端点、分岐点等を検出し、利用者情報
１４Ａと比較することで利用者を識別する。また、入力識別部１３Ｂは、指紋３０の中心
点、三角州、端点、分岐点の位置関係からペンの傾き、ペンの向き等を検知する。
【００２６】
　図５の（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る入力機器の圧力センサ部におい
て認識される圧力特性と入力文字の対応例を示す概略図である。
【００２７】
　圧力センサ部１０において図３に示すＡ点～Ｄ点の圧力は独立して検出され、例えば、
図５（ａ）のように時間変化として検出される。入力認識部１３Ｂは、Ａ点～Ｄ点の圧力
変化の組み合わせから、図５（ｂ）に示す入力内容を識別する。入力内容の識別のための
データベースは、利用者情報１４Ａに含まれるものとする。
【００２８】
　図６は、本発明の実施の形態に係る入力機器に対する入力内容と出力コマンドとの対応
例を示す概略図である。
【００２９】
　変換コマンドデータベース１４Ｂは、入力内容を出力コマンドに対応づける。例えば、
図６（ａ）に示すように、入力内容が「２５２７８６」である場合、「２５２７８６（西
原さんの電話）」というように対応付ける。また、図６（ｂ）に示すように、入力内容が
「山川　正」である場合、「０８０１２３４５６」というように電話番号を対応付ける。
また、図６（ｃ）に示すように、入力内容が「ＴＶ－３」である場合、情報処理装置２に
おいて受信するテレビのチャンネルを３ｃｈに設定するコマンドを対応付ける。また、図
６（ｄ）に示すように、入力内容が独自のサインである場合、図示しない周辺機器Ｂの電
源をＯＦＦするコマンドを対応付ける。
【００３０】
（動　作）
　以下に、本発明の実施の形態における入力機器の動作を各図を参照しつつ説明する。
【００３１】
　図７は、本発明の実施の形態に係る入力機器の動作を示すフローチャートである。
【００３２】
　まず、利用者識別部１３Ａは、利用者が圧力センサ部１０に触れた際に指紋３０を検出
して利用者を識別して利用者情報１４Ａを取得する（Ｓ１）。次に、利用者情報１４Ａに
基づいて利用者に対応付けられた変換コマンドデータベース１４Ｂを取得する（Ｓ２）。
【００３３】
　次に、利用者によって筆記操作がなされると（Ｓ３；Ｙｅｓ）、入力認識部は、圧力セ
ンサ部１０のＡ点～Ｄ点の圧力変化を取得して入力内容を認識する（Ｓ４）。次に、変換
出力部１３Ｃは、入力認識部１３Ｂが認識した入力内容が変換コマンドデータベース１４
Ｂに存在するか否かを確認する（Ｓ５）。
【００３４】
　入力内容が変換コマンドデータベース１４Ｂに存在する場合（Ｓ５；Ｙｅｓ）、変換出
力部１３Ｃは、変換コマンドデータベース１４Ｂに基づいてコマンドを出力する（Ｓ６）
。また、入力内容が変換コマンドデータベース１４Ｂに存在しない場合（Ｓ５；Ｎｏ）、
入力内容をテキストデータ等の文字情報に変換して出力する（Ｓ７）。
【００３５】
　ステップＳ６及びＳ７において出力されたコマンド及び文字情報は、表示部１２に表示
されるとともに（Ｓ８）、通信部１１及びアンテナ１１Ａを介して外部機器、例えば、情
報処理装置２に送信される（Ｓ９）。
【００３６】
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　上記した実施の形態によると、入力機器１は、入力内容をコマンドに変換する変換コマ
ンドベース１４Ｂを有するため、筆記操作により文字情報以外の様々な情報を入力するこ
とができる。また、指紋３０を取得することで利用者を識別し、利用者ごとに用意された
変換コマンドベース１４Ｂを取得するため、利用者の意向に合わせたコマンド変換を実行
することができる。
【００３７】
　また、文字コードに存在しない独自のサインを認識してコマンドに変換するため、利用
者以外の人にコマンドの内容を知られることなく筆記操作することができる。
【００３８】
　なお、利用者識別に関しては、静脈認証、虹彩認証、顔認証等の方法によって行っても
よく、方法は限定されない。また、筆記動作開始の検出に関しては、ジャイロセンサ、加
速度センサ等を併用してもよい。
【００３９】
　また、外部機器は、情報処理装置２に限られず、複数の外部機器に同時に接続してもよ
い。また、通信は、アクセスポイントとインターネットを介して遠隔地の外部機器を制御
するようにしてもよい。
【００４０】
　また、変換コマンドデータベース１４Ｂは、学習機能部を設けることで利用者の入力内
容の統計情報から学習して書き換える構成にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施の形態に係る入力機器の外観を示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る入力機器の構成例を示すブロック図である。
【図３Ａ】本発明の実施の形態に係る入力機器の筆記動作例を示す概略図である。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態に係る入力機器の筆記動作例を示す概略図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る入力機器の圧力センサ部において認識される利用者の
指紋の一例を示す概略図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る入力機器の圧力センサ部におい
て認識される圧力特性と入力文字の対応例を示す概略図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る入力機器に対する入力内容と出力コマンドとの対応例
を示す概略図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る入力機器の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４２】
１…入力機器、１ａ…先端部、２…情報処理装置、３…手、３ａ…人指し指、３ｂ…親指
、３ｃ…中指、４…筆記面、１０…圧力センサ部、１１…通信部、１１Ａ…アンテナ、１
２…表示部、１３…制御部、１３Ａ…利用者識別部、１３Ｂ…入力識別部、１３Ｃ…変換
出力部、１４…記憶部、１４Ａ…利用者情報、１４Ｂ…変換コマンドデータベース、３０
…指紋
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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