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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に設けられ、指・手によりタッチされた座標を検出して第１検出信号を出力す
る手指検出手段と、
　前記表示画面に設けられ、ペンによりタッチされた座標を検出して第２検出信号を出力
するペン検出手段と、
　前記ペンが自装置に近接した位置にあるか否かを示すペン検出信号を出力するペン位置
検出手段と、
　前記ペン検出信号が前記ペンは前記自装置に近接した位置にあることを示す場合は、前
記第２検出信号からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前
記第１検出信号から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する信号処
理手段と、
　を備えたことを特徴とする座標入力装置。
【請求項２】
　前記所定のジェスチャは、一本指シングルタップ、一本指ダブルタップ、二本指ダブル
タップ、二本指スワイプ、一本指での細かいドラッグ、指のピンチ、および三本指タップ
のうちの少なくとも１つであ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】
　前記ペン検出手段は、前記表示画面の下側に配置された電磁誘導式の検出デバイスであ
り、前記手指検出手段は、前記表示画面の上側に配置された静電容量方式の検出デバイス
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であることを特徴とする請求項１または２に記載の座標入力装置。
【請求項４】
　表示画面に設けられた手指検出手段が、指・手によりタッチされた座標を検出して第１
検出信号を出力する工程と、
　前記表示画面に設けられたペン検出手段が、ペンによりタッチされた座標を検出して第
２検出信号を出力する工程と、
　前記ペンが自装置に近接した位置にあるか否かを示すペン検出信号を出力するペン位置
検出工程と、
　前記ペン検出信号が前記ペンは前記自装置に近接した位置にあることを示す場合は、前
記第２検出信号からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前
記第１検出信号から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する工程と
、
を含むことを特徴とする座標入力方法。
【請求項５】
　表示画面に設けられた手指検出手段が、指・手によりタッチされた座標を検出して第１
検出信号を出力する工程と、
　前記表示画面に設けられたペン検出手段が、ペンによりタッチされた座標を検出して第
２検出信号を出力する工程と、
　前記ペンが自装置に近接した位置にあるか否かを示すペン検出信号を出力するペン位置
検出工程と、
　前記ペン検出信号が前記ペンは前記自装置に近接した位置にあることを示す場合は、前
記第２検出信号からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前
記第１検出信号から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する工程と
、
　をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータが実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座標入力装置、座標入力方法、およびコンピュータが実行可能なプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　座標入力装置としては、従来、抵抗膜方式、電磁誘導方式、静電結合方式、超音波方式
、赤外線方式などが考えられている。
【０００３】
　従来の座標入力装置においては、一方でペンによって文字や図形などを手書き入力しな
がら、同時に他方で指によってウインドウ操作やスクロール操作などの操作を行う、とい
うような、ペンと指による協調操作ないし入力を行うことができず、情報処理装置などに
おいて操作入力のスピードないし効率を上げることができないという問題があった。
【０００４】
　図１１は、従来の座標入力装置が、ペン入力と手・指入力を検出するタイミングの一例
を説明するためのタイミングチャートである。図１１に示すように、従来の座標入力装置
では、ペンが使用されている期間は、手指検出をＯＦＦとして、ペンを持つ手による誤入
力を防止している。
【０００５】
　上記問題を解決するため、特許文献１では、ペン入力と指入力とを同時に行う方法を提
案している。かかる特許文献１では、液晶表示部の上面に、指の幅より小さい検出単位領
域がｘｙ方向に配列された、ペン、ペンを持つ手、あるいは指によって押下された座標位
置を検出する押下座標検出層を配置する。無効領域（キャンセルエリア）設定部では、あ
らかじめ、ペンを持つ手によって押下される座標位置の領域を、ペン座標値に対して相対
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的な位置が定められた無効領域として設定する。識別判定部は、押下座標算出部によって
算出された押下座標値から、ペン座標値を判定するとともに、そのペン座標値に対する無
効領域を算出し、ペン座標値以外無効領域内の座標値は、ペンを持つ手によって押下され
た座標位置と判定し、算出した無効領域外の座標値は、操作入力のために指によって押下
された座標位置と判定する。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、設計時の想定に無いペンの持ち方をした時（例えば、
ペンの後端を持った場合や、ペンを持った手指で別の操作を行った場合等）に、タッチ面
上の無効領域外に手が触れて、誤入力する可能性があるという問題がある。また、右手・
左手の初期設定が必要であるため、その設定作業が煩わしいという問題がある。また、無
効領域内での指入力ができないという問題がある。さらに、ペンを持った手でコマンド入
力すると、誤入力する可能性があるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１７２４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ペン入力と指入力を同時に行う場合に
、誤入力を低減して、操作効率を向上させることが可能な座標入力装置、座標入力方法、
およびコンピュータが実行可能なプログラ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】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、表示画面に設けられ、指・
手によりタッチされた座標を検出して第１検出信号を出力する手指検出手段と、前記表示
画面に設けられ、ペンによりタッチされた座標を検出して第２検出信号を出力するペン検
出手段と、前記ペンが使用されている場合は、前記第２検出信号からポインティングを抽
出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前記第１検出信号から所定のジェスチャの
みを抽出して対応するコマンドを発行する信号処理手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記所定のジェスチャは、一本指シングルタッ
プ、一本指ダブルタップ、二本指ダブルタップ、二本指スワイプ、一本指での細かいドラ
ッグ、指のピンチ、および三本指タップのうちの少なくとも１つであることが望ましい。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記ペン検出手段は、前記表示画面の下側に配
置された電磁誘導式の検出デバイスであり、前記手指検出手段は、前記表示画面の上側に
静電誘導方式の検出デバイスであることが望ましい。
【００１２】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、表示画面に設けられ
た手指検出手段が、指・手によりタッチされた座標を検出して第１検出信号を出力する工
程と、前記表示画面に設けられたペン検出手段が、ペンによりタッチされた座標を検出し
て第２検出信号を出力する工程と、前記ペンが使用されている場合は、前記第２検出信号
からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前記第１検出信号
から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する工程と、を含むことを
特徴とする。
【００１３】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、表示画面に設けられ
た手指検出手段が、指・手によりタッチされた座標を検出して第１検出信号を出力する工
程と、前記表示画面に設けられたペン検出手段が、ペンによりタッチされた座標を検出し



(4) JP 5237980 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

て第２検出信号を出力する工程と、前記ペンが使用されている場合は、前記第２検出信号
からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、かつ、前記第１検出信号
から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する工程と、をコンピュー
タに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、表示画面に設けられ、指・手によりタッチされた座標を検出して第１
検出信号を出力する手指検出手段と、前記表示画面に設けられ、ペンによりタッチされた
座標を検出して第２検出信号を出力するペン検出手段と、前記ペンが使用されている場合
は、前記第２検出信号からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行し、か
つ、前記第１検出信号から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行する
信号処理手段と、を備えているので、ペン入力と指入力を同時に行う場合に、誤入力を低
減して、操作効率を向上させることが可能な座標入力装置を提供することが可能になると
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１－１】図１－１は、本発明の実施の形態に係る座標入力装置を適用したタブレット
ＰＣの概略の外観図である。
【図１－２】図１－２は、本発明の実施の形態に係る座標入力装置を適用したタブレット
ＰＣの概略の外観図である。
【図１－３】図１－３は、本発明の実施の形態に係る座標入力装置を適用したタブレット
ＰＣの概略の外観図である。
【図１－４】図１－４は、タブレットＰＣのディスプレイ側筐体の部分断面図である。
【図２】図２は、タブレットＰＣの本体側筐体およびディスプレイ側筐体に内蔵されたハ
ードウェアの構成を示す概略図である。
【図３】図３は、検出信号処理部の信号検出を説明するためのタイミングチャートである
。
【図４】図４は、一本指シングルタップの操作例を説明するための図である。
【図５】図５は、一本指ダブルタップの操作例を説明するための図である。
【図６】図６は、二本指ダブルタップの操作例を説明するための図である。
【図７】図７は、二本指スワイプの操作例を説明するための図である。
【図８】図８は、一本指での細かいドラッグの操作例を説明するための図である。一本指
での細かいドラッグを検出した場合は、その範囲の描画オブジェクトを消去する。
【図９】図９は、指のピンチの操作例を説明するための図である。
【図１０】図１０は、三本指タップの操作例を説明するための図である。
【図１１】図１１は、従来の座標入力装置が、ペン入力と手・指入力を検出するタイミン
グの一例を説明するためのタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、この発明にかかる情報処理装置、そのページめくり方法、およびコンピュータ
が実行可能なプログラムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施
の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施の形態における構成要
素には、当業者が容易に想定できるものまたは実質的に同一のものが含まれる。　
【００１７】
（実施の形態）
　図１－１～図１－３は、本発明の実施の形態に係る座標入力装置を適用したタブレット
ＰＣの概略の外観図である。図１－４は、タブレットＰＣのディスプレイ側筐体の部分断
面図である。図１－１に示すように、タブレットＰＣ１はコンバーチブル型であり、いず
れも略直方体である本体側筐体１４およびディスプレイ側筐体１５を備える。本体側筐体
１４は、キーボードおよびスライスパッドを備えた入力部１０を備える。
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【００１８】
　ディスプレイ側筐体１５は、図１－４に示すように、表示デバイス１１と、表示デバイ
ス１１の上面に配置された手指検出部２１と、表示部１０の下面側に配置されたペン検出
部２２とを備えている。手指検出部２１は、操作者が指や手等をタッチ面にタッチして情
報入力を行うためのものである。ペン検出部２２は、操作者がペン３０をタッチ面にタッ
チして情報入力を行うためのものである。
【００１９】
　さらに、本体側筐体１４およびディスプレイ側筐体１５は、それぞれの端部の中央で連
結部１３によって連結されており、連結部１３は、これらの筐体を互いに開閉する方向に
回動自在にしている。さらに、本体側筐体１４に対してディスプレイ側筐体１５を開いた
状態で、ディスプレイ側筐体１５を少なくとも１８０度回転させることが可能である。タ
ブレットＰＣ１は、図１－１に示すＰＣ使用モードでは、通常のノートＰＣとして、入力
部１０による操作および指示体によるタッチ面の操作で使用することができる。さらに、
図１－２に示すように連結部１３を回転させて、本体側筐体１４の上にディスプレイ側筐
体１５を重ねるように折り畳み、ディスプレイ１１が表を向くようにすれば、図１－３に
示すタブレット使用モードとなる。タブレット使用モードでは、ペン３０や指等の指示体
によるタッチ面の操作で、入力部１０による操作と同じように使用することが可能である
。
【００２０】
　本実施の形態では、ペン入力と手・指入力の同時入力が可能なっており、ペン３０の使
用時には、ペン３０のみをポインティング入力に使用し、指・手入力はコマンド入力に使
用する。具体的には、ペンを持つ手では入力不可能なジェスチャ（コマンド）を他方の手
で入力させることにより、ペンを持つ手をタッチ面に置いてしまうことによる誤入力を排
除し、ペン入力と手・指入力を同時に行う場合の操作効率を向上させる。例えば、図１－
３において、右手でペン３０を持ってポインティング入力し、左手で、ペン３０を持つ右
手では入力できないジェスチャ（コマンド）を入力する。
【００２１】
　図２は、タブレットＰＣ１の本体側筐体１４およびディスプレイ側筐体１５に内蔵され
たハードウェアの構成を示す概略図である。タブレットＰＣ１は、同図に示すように、Ｃ
ＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、メモリ１０３、ＨＤＤ（ハードディスク）１０４、表示デバ
イス１１と、グラフィクスアダプタ１０５と、座標入力装置２０と、入力部１０と、ディ
スクドライブ１０６と、電源回路１０８とを備えており、各部はバスを介して直接または
間接的に接続されている。
【００２２】
　ＣＰＵ１０１は、バスを介して接続されたＨＤＤ１０４に格納されたＯＳ１１１により
タブレットＰＣ１全体の制御を行うとともに、ＨＤＤ１０４に格納された各種のプログラ
ムに基づいて処理を実行する機能を司る。ＲＯＭ１０２は、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎ
ｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ：基本入出力システム）１０２ａやデータ等を格納
している。
【００２３】
　メモリ１０３は、キャッシュメモリやＲＡＭで構成されており、ＣＰＵ１０１の実行プ
ログラムの読み込み領域として、実行プログラムの処理データを書き込む作業領域として
利用される書き込み可能メモリである。
【００２４】
　ＨＤＤ（ハードディスク）１０４は、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ＯＳ等の
タブレットＰＣ１全体の制御を行うためのＯＳ１１１、周辺機器類をハードウェア操作す
るための各種ドライバ（表示ドライバ１１２ａ、座標検出装置用ドライバ１１２ｂ等）１
１２、座標検出装置２０の入力指示に従って、表示デバイス１１の表示画面の表示処理や
他の処理を実行するためのアプリケーションプログラム（以下、「アプリケーションプロ
グラム」を「アプリ」と称する）１１３と、特定の業務を目的とした他のアプリ１１４等
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を記憶する機能を有する。
【００２５】
　グラフィクスアダプタ１０５は、ＣＰＵ１０１の制御に従って、表示情報をビデオ信号
に変換し、変換したビデオ信号を表示デバイス１１に出力する。表示デバイス１１は、例
えば、液晶表示ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等のフラットディスプレイであり、
ＣＰＵ１０１の制御に従って、各種情報を表示する機能を有している。
【００２６】
　入力部１０は、ユーザが入力操作を行うためのユーザインターフェースであり、文字、
コマンド等を入力する各種キーより構成されるキーボードや、画面上のカーソルを移動さ
せたり、各種メニューを選択するスライスパッド等を備えている。
【００２７】
　ディスクドライブ１０６は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ等のディスク１０７が挿入され、デ
ィスク１０７のデータをリード／ライトする。
【００２８】
　電源回路１０８は、ＡＣアダプタ、インテリジェント電池、インテリジェント電池を充
電するための充電器、およびＤＣ／ＤＣコンバータ等を備えており、ＣＰＵ１０１の制御
に従って、各デバイスに電力を供給する。
【００２９】
　座標入力装置２０は、表示デバイス１１の表示画面に設けられており、操作者が指・手
やペン３０等の指示体をタッチ面にタッチして、ポインティングやコマンド等の情報入力
を行うためのものであり、指示体でタッチされた座標位置を検出して、ポインティング指
示やコマンドをＣＰＵ１０１に出力する。なお、座標入力装置２０の各機能を、コンピュ
ータがプログラムを実行することによって実現することにしてもよい。以下、ＣＰＵ１０
１が、プログラムを実行して実現する機能を、プログラムを動作主体として説明する。
【００３０】
　座標入力装置２０は、指・手によりタッチされた座標を検出して第１検出信号を出力す
るための手指検出部２１と、ペンによりタッチされた座標を検出して第２検出信号を出力
するためのペン検出部２２と、第１検出信号および第２検出信号からポインティングおよ
び所定のジェスチャを検出して、ポインティング指示および所定のジェスチャに対応する
コマンドをアプリ１１３に出力する検出信号処理部２３とを備えている。
【００３１】
　ペン検出部２２は、電磁誘導方式の検出デバイスであり、電磁誘導方式のペン３０によ
って指示された座標位置を検出するためのものである。ペン検出部２２は、ループコイル
がＸ方向およびＹ方向に交差して配置され、ループコイルに電流を流し、ペン３０のＬＣ
回路に得られる誘導電圧を検出することにより、ペン３０によってタッチ面上で指示され
た座標位置を検出して第２検出信号として検出信号処理部２３に出力する。また、ペン検
出部２２は、ペン３０がタブレットＰＣ１に近接した位置にあるか否かを示すペン検出信
号（例えば、ペン３０が近接した位置にある場合「１」、ペン３０が近接した位置にない
場合「０」）を検出信号処理部３０に出力する。ペン検出部２２では、ペン３０がペン検
出部２２の近傍にある場合は、誘導電圧が検出されるため、ペン３０が近接した位置にあ
るか否かの検出が可能となっている。
【００３２】
　手指検出部２１は、静電容量方式の検出デバイスである。手指検出部２１は、透明なラ
イン状の導電体がＸ方向およびＹ方向に配列されており、タッチ面上で、操作入力のため
に指・手によって押下された座標位置、ペン３０によって押下された座標位置、ペン３０
を持つ手によって押下された座標位置、すなわち、タッチ面に接触した指示体の座標位置
をすべて検出して、第２検出信号として検出信号処理部２３に出力する。
【００３３】
　検出信号処理部２３は、手指検出部２１から入力される第１検出信号およびペン検出部
２２から入力される第２検出信号からポインティング入力および所定のジェスチャ入力を



(7) JP 5237980 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

検出して、ポインティング指示および所定のジェスチャに対応したコマンドをＣＰＵ１０
１に出力する。
【００３４】
　アプリ１１３は、検出信号処理部２３から入力されるポインティング指示に応じて、表
示デバイス１１に文字や図形などの一部を構成する線や点などを表示させて、文字や図形
などの手書き入力の処理を行ったり、検出信号処理部２３から入力されるコマンドに応じ
て、表示デバイス１１に表示されている文字・図形の拡大、縮小、画面のスクロール、モ
ード切替等の表示の編集・変更等の処理を行う。
【００３５】
　図３は、検出信号処理部２３の信号検出を説明するためのタイミングチャートである。
検出信号処理部２３は、ペン３０を検出しない期間（ペン検出信号「０」）は、手指検出
部２１から入力される第１検出信号からポインティングおよび所定のジェスチャを検出し
て、ポインティング指示および検出した所定のジェスチャに対応したコマンドをアプリ１
１３に出力する。すなわち、ペンを検出しない期間は、手指によりポインティングおよび
所定のジェスチャを入力することができる。
【００３６】
　また、検出信号処理部２３は、ペン３０を検出している期間（ペン検出信号「１」）は
、ペン検出部２２から入力される第２検出信号からポインティングを検出して、ポインテ
ィング指示をアプリ１１３に出力する。また、検出信号処理部２３は、ペン３０を検出し
ている期間（ペン検出信号「１」）は、手・指のポインティングの入力を無効として、手
指検出部２１から入力される第１検出信号から所定のジェスチャのみを検出して、対応す
るコマンドをアプリ１１３に出力する。すなわち、ペン３０を検出している期間は、手指
により所定のジェスチャのみが入力可能となる。
【００３７】
　ここで、所定のジェスチャは、例えば、（１）一本指シングルタップ、（２）一本指ダ
ブルタップ、（３）二本指ダブルタップ、（４）二本指スワイプ、（５）一本指での細か
いドラッグ、（６）指のピンチ、（７）三本指タップ等である。かかる所定のジェスチャ
は、ペン３０を持っている手では入力できないものを定義しており、ペン３０を持ってい
る手が触れても誤入力とならないようにしている。すなわち、ペン３０を持っている手が
触れても、所定のジェスチャとして検出されないため、誤入力を防止することができ、ペ
ン入力と手・指入力により操作効率を向上することができる。
【００３８】
　図４～図１０は、所定のジェスチャと操作例との関係を説明するための説明図である。
検出信号処理部２３は、所定のジェスチャを検出した場合に、対応するコマンドをアプリ
１３に発行し、アプリ１１３は、コマンドに応じた処理を行う。
【００３９】
（１）一本指シングルタップ
　図４は、一本指シングルタップの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２
３は、一本指シングルタップを検出した場合には、メニュー表示ＯＮ／ＯＦＦコマンドを
アプリ１１３に出力する。アプリ１１３は、メニュー表示ＯＮ／ＯＦＦコマンドが入力さ
れると、メニュー表示のＯＮ／ＯＦＦを切り替える。例えば、ユーザは、普段はメニュー
を表示せずに、画面を最大限に活用し、必要な時に一本指シングルタップを行って、メニ
ュー表示をＯＮとする。不要になったら、一本指シングルタップを行って、メニュー表示
をＯＦＦとする。
【００４０】
（２）一本指ダブルタップ
　図５は、一本指ダブルタップの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２３
は、一本指ダブルタップを検出した場合には、キャンバス縮小コマンドをアプリ１１３に
出力する。アプリ１１３は、キャンバス縮小コマンドが入力されるとキャンバスを縮小（
例えば、５０％）する。
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【００４１】
（３）二本指ダブルタップ
　図６は、二本指ダブルタップの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２３
は、二本指ダブルタップを検出した場合には、キャンバス拡大コマンドをアプリ１１３に
出力する。アプリ１１３は、キャンバス拡大コマンドが入力されると、キャンバスを拡大
（例えば、２００％）する。ユーザは、一本指ダブルタップと二本指ダブルタップを繰り
返すことで、縮小・拡大を繰り返すことができる。
【００４２】
（４）二本指スワイプ
　図７は、二本指スワイプの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２３は、
二本指スワイプを検出した場合は、スクロールコマンドをアプリ１１３に出力する。アプ
リは、スクロールコマンドが入力されると、スワイプ方向にキャンバスをスクロールさせ
る。
【００４３】
（５）一本指での細かいドラッグ
　図８は、一本指での細かいドラッグの操作例を説明するための図である。検出信号処理
部２３は、一本指での細かいドラッグを検出した場合は、消去コマンドをアプリ１１３に
出力する。アプリ１１３は、消去コマンドが入力されると、その範囲の描画オブジェクト
を消去する。
【００４４】
（６）指のピンチ
　図９は、指のピンチの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２３は、指の
ピンチを検出した場合は、拡大／縮小コマンドをアプリ１１３に出力する。アプリ１１３
は、拡大／縮小コマンドが入力されると、その方向に応じて、拡大・縮小を行う。同図で
は、拡大を示しており、逆方向に指をピンチすることで縮小することができる。
【００４５】
（７）三本指タップ
　図１０は、三本指タップの操作例を説明するための図である。検出信号処理部２３は、
三本指タップを検出した場合には、モード切替コマンドをアプリ１１３に出力する。アプ
リ１１３は、モード切替コマンドが入力されると、フリーハンドモード（書いたものをそ
のまま描画するモード）と定規モード（描画オブジェクトのうち似ている図形を描画する
モード）の切替を行う。ユーザは、三本指タップで、フリーハンドモードと定規モードを
切り替えることができる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、表示画面に設けられ、指・手によりタッ
チされた座標を検出して第１検出信号を出力する手指検出部２１と、ペン３０によりタッ
チされた座標を検出して第２検出信号を出力するペン検出部２２と、ペン３０が使用され
ている場合は、第２検出信号からポインティングを抽出して、ポインティング指示を発行
し、かつ、第２検出信号から所定のジェスチャのみを抽出して対応するコマンドを発行す
る検出信号処理部２３とを備えているので、ペン入力と指入力を同時に行う場合に、誤入
力を低減して、操作効率を向上させることが可能となる。付言すると、ペンを持つ手がタ
ッチ面に触れた場合でも、ポインティング入力またはコマンド入力されないため、その誤
入力を防止することができる。右手・左手の初期設定が不要であるため、ユーザ操作が簡
単となる。ペン近傍のタッチ面に対しても、ペンを持っていない手でコマンド入力するこ
とが可能となる。
【００４７】
　また、本実施の形態では、所定のジェスチャは、ペン３０を持っている手では入力が不
可能なもの、例えば、（１）一本指シングルタップ、（２）一本指ダブルタップ、（３）
二本指ダブルタップ、（４）二本指スワイプ、（５）一本指での細かいドラッグ、（６）
指のピンチ、（７）三本指タップ等としたので、ペン３０を持っている手による誤入力を
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【００４８】
　また、上記実施の形態では、座標入力装置をタブレットＰＣに適用した場合について説
明したが、本発明はこれに限られるものではなく、手指検出とペン検出が可能な全てのス
クリーンデバイスに適用可能であり、例えば、タッチパネルの付いたノートＰＣ、スレー
ト型のＰＣ、ＡＬＬ－ｉｎ－ｏｎｅタイプのＰＣにも適用可能である。また、上記実施の
形態では、本発明に係る座標入力装置を搭載した情報入力装置として、タブレットＰＣを
例示して説明したが、本実施の形態に係る情報入力装置は、タブレットＰＣに限られるも
のではなく、例えば、ディスクトップ型ＰＣ、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカメラ等の各
種の情報入力装置に適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　以上のように、本発明にかかる座標入力装置、座標入力方法、およびコンピュータが実
行可能なプログラムは、ペン入力と指入力を同時に行う場合に有用である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　タブレットＰＣ
　１０　入力部
　１１　表示デバイス
　１４　本体側筐体
　１５　ディスプレイ側筐体
　２０　座標入力装置
　２１　手指検出部
　２２　ペン検出部
　２３　検出信号処理部
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　メモリ
　１０４　ＨＤＤ（ハードディスク）
　１０５　グラフィクスアダプタ
　１０６　ディスクドライブ
　１０７　ディスク
　１０８　電源回路
　１１１　ＯＳ
　１１２　ドライバ
　１１３　アプリ
　１１４　他のアプリ
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