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(57)【要約】
【課題】一般的な電子機器を用いて打撃の強度等に応じ
た音を出力させることができ、誰でも手軽に模擬的な楽
器演奏を行うことのできるパッドシート及び操作入力シ
ステムを提供する。
【解決手段】操作面３１と、操作面３１への接触の有無
及び接触状況の変化に応じて操作信号を出力する操作検
出部３１ａと、を有する電子機器３に装着可能であって
、変形可能に構成され、操作面３１上に配置されるパッ
ド部５１を有し、パッド部５１は外力が加えられると当
該外力の強さに応じて操作面３１への接触状況を変化さ
せることができるように構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作面と、前記操作面への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作信号を出力する
操作検出部と、を有する電子機器に装着可能であって、
　変形可能に構成され、前記操作面上に配置されるパッド部を有し、
　前記パッド部は外力が加えられると前記外力の強さに応じて前記操作面への接触状況を
変化させることができるように構成されているパッドシート。
【請求項２】
　前記パッド部が配置されて前記操作面への前記接触状況が変化する前記パッドシート上
の領域と、前記操作検出部が前記接触状況を検出する前記操作面上の領域とが重なるよう
に、前記パッドシートを前記電子機器に装着する際の位置合わせを行うための目印を有す
る請求項１に記載のパッドシート。
【請求項３】
　前記操作検出部が前記接触状況を個別に検出する前記操作面上の複数の領域それぞれの
位置とサイズが、複数の前記パッド部が配置されて前記操作面への接触状況が個別に変化
する前記パッドシート上の複数の領域それぞれの位置とサイズに対応するように、複数の
前記パッド部が配置されている請求項１又は請求項２に記載のパッドシート。
【請求項４】
　前記パッド部の前記操作面への前記接触状況は、前記パッド部が前記操作面に接触して
いる接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミングである請求項１から請求項３のいず
れか一項に記載のパッドシート。
【請求項５】
　前記パッド部は、前記操作面との接触側に接触凸部を有し、
　前記パッド部に外力が加えられた際には前記外力の強さに応じて前記接触凸部の前記操
作面への接触状況が変化する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のパッドシート
。
【請求項６】
　前記接触凸部は複数設けられており、
　前記パッド部に加えられた外力が強いほど前記操作面に接触する前記接触凸部の数が増
加する請求項５に記載のパッドシート。
【請求項７】
　前記パッド部と前記操作面とが対向する面とは逆の表面側には、前記パッド部とは高さ
の異なる段差部が形成されている請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のパッドシ
ート。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のパッドシートと、
　前記パッドシートが表面に配置される操作面と、前記操作面への接触の有無及び接触状
況の変化を検出可能であって前記操作面への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作
信号を出力する操作検出部と、を有する電子機器と、
を備える操作入力システム。
【請求項９】
　前記パッドシートは、前記操作面への前記接触状況が個別に変化する複数の前記パッド
部が配置されており、
　前記操作検出部は、前記接触状況を個別に検出する前記操作面上の複数の領域それぞれ
の位置を、前記パッドシート上に配置された複数の前記パッド部それぞれの位置に対応さ
せるように、各領域の位置を調整する調整手段を備える請求項８に記載の操作入力システ
ム。
【請求項１０】
　前記操作面は、感圧式のタッチパネルであることを特徴とする請求項６に記載の操作入
力システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッドシート及び操作入力システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネルを備える携帯端末装置等の表示部にアコースティックの楽器に模し
た画像等を表示させてタッチパネルに触れることで模擬的な楽器演奏を可能にしたアプリ
ケーションプログラム等が知られている。
　こうしたプログラム等を用いれば、例えばドラムセット等を所有していなくても、携帯
端末装置等を用いて手軽にドラムの演奏等を楽しむことができる。
【０００３】
　しかし、通常の携帯端末装置等の電子機器に設けられるタッチパネルでは、タッチパネ
ルに触れたか否か、タッチパネル上における接触位置を検出することはできるが、タッチ
パネルを叩く（押す）強さや速さ等は検出することができない。このため、どのような叩
き方をしても出力される音は同じとなり、叩く強さや速さ等によって音の大きさ等が変化
するアコースティックの楽器（例えばドラム）のような演奏感覚を得ることはできない。
　また、タッチパネルは表面に凹凸等がなく、模擬的な楽器演奏をする際には、表示部を
目で見てタッチする位置を確認しながら演奏しなければならない。この点でも、楽器を常
に目で見ていなくても手で楽器の位置や打撃位置を把握しながら演奏することができるア
コースティックの楽器とは演奏感覚が大きく異なってしまう。
【０００４】
　この点、特許文献１には、メンブレンシート上に弾性のある複数の打撃パッド部を設け
、ユーザが打撃パッド部を打叩すると、各打撃パッド部に割り当てられている音素材を再
生するように構成された電子打楽器の操作入力装置が開示されている。
　特許文献１に記載の技術では、予め電子打楽器用としてタッチパネル及び検出回路を設
計している。このため、打撃パッド部に加えられた打撃の強度に応じて変化する電極の接
触面積の変化を打撃の強度として検出し、これに応じて出力を行うことが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－３７８５６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、特許文献１に記載の技術は、前記のように予め電子打楽器用としてタッ
チパネル及び検出回路を設計することを前提としている。このため、汎用的なスマートフ
ォン等の携帯端末装置やタブレット端末装置等の通常の電子機器に特許文献１に記載の技
術をそのまま適用することはできない。
　タッチパネルや検出回路をはじめから電子打楽器用としてカスタマイズすることはコス
ト増にもつながり、誰もが手軽に楽器演奏の模擬体験を行うことは難しくなってしまう。
【０００７】
　本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、一般的な電子機器を用いて打
撃の強度等に応じた音を出力させることができ、誰でも手軽に模擬的な楽器演奏を行うこ
とのできるパッドシート及び操作入力システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明のパッドシートは、
　操作面と、前記操作面への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作信号を出力する
操作検出部と、を有する電子機器に装着可能であって、
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　変形可能に構成され、前記操作面上に配置されるパッド部を有し、
　前記パッド部は外力が加えられると前記外力の強さに応じて前記操作面への接触状況を
変化させることができるように構成されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、一般的な電子機器を用いて打撃の強度等に応じた音を出力させること
ができ、誰でも手軽に模擬的な楽器演奏を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態における操作入力システムの一例を示す平面図である。
【図２】図１におけるII-IIに沿う操作入力システムの要部断面図である。
【図３】本実施形態における電子機器の一例を示す平面図である
【図４】（ａ）は、本実施形態におけるパッドシートを表面側から見た平面図であり、（
ｂ）は、本実施形態におけるパッドシートを裏面側から見た平面図である。
【図５】模擬的に演奏される楽器がピアノである場合の操作入力システムの一例を示す平
面図である。
【図６】模擬的に演奏される楽器がドラムである場合の操作入力システムの一例を示す平
面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、パッド部の接触凸部の一例を示す平面図である。
【図８】パッド部に１つの接触凸部が設けられているパッドシートの模式的な断面図であ
る。
【図９】（ａ）は、図８に示すパッド部が小さな力で押圧された場合の接触凸部の変形の
様子を示す要部断面図であり、（ｂ）は、図８に示すパッド部が大きな力で押圧された場
合の接触凸部の変形の様子を示す要部断面図である。
【図１０】パッド部に複数の接触凸部が設けられているパッドシートの模式的な断面図で
ある。
【図１１】（ａ）は、図１０に示すパッド部が小さな力で押圧された場合の接触凸部の変
形の様子を示す要部断面図であり、（ｂ）は、図１０に示すパッド部が大きな力で押圧さ
れた場合の接触凸部の変形の様子を示す要部断面図である。
【図１２】（ａ）は、図５に示すパッド部のXII-XII線に沿う要部断面図であり、（ｂ）
は、図５に示すパッド部が小さな力で押圧された場合の接触凸部の変形の様子を示す要部
断面図であり、（ｃ）は、図５に示すパッド部が大きな力で押圧された場合の接触凸部の
変形の様子を示す要部断面図である。
【図１３】本実施形態における操作入力システムによる処理を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１から図１３を参照しつつ、本発明に係る操作入力システムと、操作入力システムを
構成するパッドシートの一実施形態について説明する。なお、以下に述べる実施形態には
、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲
を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１２】
《全体構成》
　図１は、本実施形態に係る操作入力システムの一例を示す平面図であり、図２は、図１
におけるII－II線に沿う操作入力システムの要部模式的断面図である。
　図１及び図２に示すように、本実施形態において操作入力システム１は、操作面３１を
備える電子機器３とこの電子機器３の操作面３１の表面に配置されるパッドシート５とを
備えている。
　図３は、本実施形態の電子機器の一例を示す平面図であり、図４（ａ）はパッドシート
を表面側（図２において上側）から見た平面図であり、図４（ｂ）はパッドシートを裏面
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側（図２において下側）から見た平面図である。
　なお、図１等に示すように、本実施形態では、パッドシート５を電子機器３の操作面３
１よりも小さい大きさとし、パッドシート５が載置されていない部分を通常の操作面３１
（すなわち、後述するようにタッチパネル）として使用することができるようにしている
。なお、パッドシート５の配置位置や配置範囲は一例であり、図示例に限定されない。
【００１３】
《電子機器の構成》
　図１から図３に示すように、本実施形態の電子機器３は、パッドシート５が表面に配置
される操作面３１と、この操作面３１への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作信
号を出力する操作検出部３１ａとを有している。
　電子機器３としては、例えばスマートフォン等の携帯端末装置やタブレット端末装置、
電子ピアノ、キーボード等の電子楽器に搭載された操作パネル装置等が想定される。
　なお、操作入力システム１を構成する電子機器３は、ここに例示されたものに限定され
ない。電子機器３は、操作面３１と操作検出部３１ａとを有していればよく、広く各種機
器を適用することができる。
【００１４】
　図２に示すように、操作面３１は、電子機器３の筐体３０の表面側に配置されており、
例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、有機エレクトロルミネッ
センスディスプレイその他のフラットディスプレイ等で構成された表示パネルである。本
実施形態では、この表示パネルである操作面３１に、各種の入力を行うためのタッチパッ
ド等の位置入力装置（操作検出部３１ａ）とが一体的に構成されており、タッチパネルが
構成されている。
　操作面３１は、その表面に指先等が接触すると、当該操作面３１への接触の有無及び接
触状況の変化に応じて操作検出部３１ａが操作信号を出力する。
　本実施形態において操作検出部３１ａは、後述するパッド部５１（パッド部５１の接触
凸部５１１等）が操作面３１に接触している場合に、その接触部分の範囲、接触部分の数
、接触タイミングといったパッド部５１の操作面３１への接触状況を検出し、これに応じ
て操作信号を出力するようになっている。
　操作検出部３１ａから出力された操作信号は、電子機器３の制御装置３３において受け
付けられる。制御装置３３は、例えば図示しないＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えるコン
ピュータであり、操作検出部３１ａから出力された操作信号に応じた楽音等を図示しない
音声出力部（スピーカや各種オーディオ端子）から出力させるようになっている。
【００１５】
　本実施形態において、操作面３１は、例えば、図示しない抵抗膜を備える操作検出部３
１ａとともに、感圧式（抵抗膜式）のタッチパネルを構成している。
　感圧式（抵抗膜式）の操作検出部３１ａを備えるタッチパネルは、例えばＬＣＤ等の表
示パネルの手前に圧力を感知する膜を設け、この膜に外力が加えられると圧力のかかった
部分を検出するように構成されている。
　なお、操作面３１としてのタッチパネルの検出方式は特に限定されず、感圧方式以外の
ものも適用可能である。
　例えば、静電容量方式の操作検出部３１ａを備えるタッチパネル等を操作面３１として
適用してもよい。静電容量方式のタッチパネルでは、指先等と導電膜の間での静電容量の
変化を捉えてその位置を検出する。なお、静電容量方式のタッチパネルではこのように静
電容量の変化を検出するため、静電容量方式のタッチパネルを操作面３１として用いる場
合には、後述するパッドシート５を形成する材料として導電膜で検出することが可能な導
電性を有するものを適用する必要がある。
　なお、操作検出部３１ａを備えるタッチパネルは、マルチタッチ方式のタッチパネルで
あることが好ましい。この場合には、複数のパッド部５１の同時押しや、パッド部５１を
押した強さの強弱等も認識することができ、数bitの分解能を持たせて、より精密な制御
を行うことも可能となる。
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【００１６】
　操作面３１には、各種メッセージや操作ボタン３１１等が表示可能となっている。
　本実施形態の電子機器３（電子機器３の制御装置３３、図２参照）は、専用のプログラ
ム（アプリケーションプログラム）を起動させることにより、操作面３１上に図１や図３
に示すような演奏モード画面を表示させることができ、電子機器３を擬似的な楽器として
用いて演奏を行う演奏モードを実行可能となっている。
　この演奏モードにおいては、例えば、図１及び図３に示すように、操作面３１の端部等
に各種操作ボタン３１１が表示される。
　図１及び図３では、演奏モードを実行中に各種メニュー（例えば演奏中にナビゲーショ
ン等を行う練習モード等）を選択することのできるメニューボタン３１１ａ、演奏に関す
る各種選択（例えば擬似的な楽器として演奏する楽器の種類の選択）を行うことのできる
メイン選択ボタン３１１ｂ、演奏モードを終了させる終了ボタン３１１ｃ等が表示され、
ユーザがこれらの操作ボタン３１１を操作することで演奏モードにおける各種指示を入力
することができる。
【００１７】
　また、演奏モードにおいて、操作面３１には、パッドシート５を配置する際の指標とな
る位置決め指標３１２が表示されてもよい。
　位置決め指標３１２は、パッド部５１が配置されることで操作面３１への接触状況が変
化するパッドシート５上の領域と、操作検出部３１ａがこの操作面３１への接触状況を検
出する操作面３１上の領域とが重なるように、パッドシート５を電子機器３に装着する際
の位置合わせを行うための目印となるものである。
　位置決め指標３１２は、ユーザがパッドシート５を操作面３１上に配置する際の位置基
準を示すことができればよく、その形状等は特に限定されない。
【００１８】
　また、操作検出部３１ａがパッドシート５の配置状況（パッドシート５の位置や向き等
）を検出して、操作面３１における個別検出可能領域（すなわち、接触状況を操作検出部
３１ａが個別に検出することのできる操作面３１上の複数の領域）の位置をパッドシート
５上に配置された複数のパッド部５１それぞれの位置に対応させるように、各領域の位置
を調整する調整手段を備えてもよい。
　このように構成した場合には、仮に位置決め指標３１２が表示されない場合や、位置決
め指標３１２を無視してパッドシート５が配置されたような場合でも、操作検出部３１ａ
がパッドシート５の配置状況を検出して、操作面３１における個別検出可能領域の位置を
適宜調整することによりパッド部５１の操作面３１への接触状況を操作検出部３１ａが適
切に検出することが可能となる。
【００１９】
　また、演奏モード中、操作面３１におけるパッドシート５のパッド部５１（後述、図４
（ａ）及び図４（ｂ）参照）が配置される部分には、各パッド部５１に対応する表示がな
されることが好ましい。
　例えば、図１及び図３では、パッドシート５を操作面３１上に配置した際にパッド部５
１に対応する位置に、それぞれパッド部５１に対応する枠（例えば図３において二点鎖線
で表示）や各パッド部５１に対応する文字・図形等のパッド指標３１３を表示させる例を
示している。
【００２０】
　なお、パッド指標３１３を表示させることは必須ではない。また、パッド指標３１３と
して表示させる内容は図示例に限定されない。
　例えば、パッド指標３１３はパッドシート５を配置する際の各パッド部５１の位置の目
安となるように枠だけを示すものであってもよいし、枠の表示はせずに、各パッド部５１
に割り当てられる役割のみを表示させてもよい。例えば、図１及び図３では、各パッド部
５１に割り当てられる役割が「音階」である場合に、パッド指標３１３として、各パッド
部５１に対応する位置に、それぞれ「ド」から１オクターブ上の「ド」までに対応する「
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ＣＤＥＦＧＡＢＣ」のアルファベットを表示させる例を示している。
　なお、各パッド部５１に割り当てられる役割としてはこうした音階の他に、楽器や音の
種類等も想定され、その場合には、パッド指標３１３として、ドラムやフルート、各種パ
ーカッション（タンバリン、カウベル等）等の楽器の名称（文字）やイラスト等が操作面
３１に表示されてもよい。また楽器とは関係なく、例えば幾何学的な模様等がパッド指標
３１３として表示されてもよい。また、パッド部５１毎に異なる動物の鳴き声を発音させ
てもよく、この場合には動物の名称（文字）やイラスト等がパッド指標３１３として表示
されてもよい。
【００２１】
《パッドシートの構成》
　パッドシート５は、電子機器３の操作面３１上に配置されるものであり、操作面３１上
に配置した際に、少なくともその裏面側がしなやかに馴染むものが好ましく、例えばシリ
コーンゴム等のある程度柔軟性を有する樹脂が好適に適用可能である。
　なお、パッドシート５を形成する材料はシリコーンゴムに限定されない。例えば、天然
ゴム、ウレタンゴム、イソプレンゴム、ニトリルゴム（ＮＢＲ）等の各種エラストマー材
等を用いることができる。
　また、パッドシート５は、例えばシリコーンゴム等の樹脂材料を用いて一体成型するこ
とで形成される。なお、パッドシート５を１つの材料により一体成型することは必須では
なく、異なる材料で形成した部材を貼り合わせてシート状に形成してもよい。
【００２２】
　例えば、前述の操作面３１が、静電容量方式の操作検出部３１ａを備えるタッチパネル
である場合、導電性を有する部材でなければ、操作面３１への接触を操作検出部３１ａに
おいて検出することができない。この点、操作面３１と接触する部分のみが導電性を有す
る材料で形成されていればよいため、例えばパッドシート５の表面側と、操作面３１に接
触する裏面側とで材料を変え、裏面側のみ導電性を有する材料で形成してもよい。また、
パッドシート５の裏面側のうちでも操作面３１と接触する部分である接触凸部５１１等（
図４（ｂ）、図７等参照、後述。）の端面（操作面３１との接触面）のみ導電性を有する
材料で形成してもよい。
【００２３】
　さらに、パッドシート５の表面側は、当該パッドシートを用いて演奏される模擬的な楽
器の触感に近い方が演奏者（ユーザ）にリアルな演奏感覚を感じさせることができて好ま
しい。
　このため、例えば、模擬的な楽器がピアノである場合のように、操作部分（すなわちピ
アノの場合には鍵盤）にある程度の硬さがある場合には、パッドシート５の表面側に例え
ばＡＢＳ樹脂等のある程度硬さを有する樹脂を用い、パッドシート５の裏面側には柔軟に
変形可能なシリコーンゴム等を用いる等、異なる材料で形成した部材を貼り合わせてパッ
ドシート５を形成してもよい。
【００２４】
　また、パッドシート５は、透明又は半透明の材料で形成されていることが好ましい。
　パッドシート５が透明又は半透明の材料で形成され、下に配置されているもの（図１に
おいて電子機器３の操作面３１）を透過させることができる場合には、前述のように電子
機器３の操作面３１にパッド指標３１３として音階や楽器の種類等を示す文字やイラスト
を表示させることで、各パッド部５１の役割をユーザが理解しやすくなる。また、操作面
３１において色付きで各種の表示を行うことで、パッドシート５越しにカラフルな表現を
楽しむことができる。
【００２５】
　他方、パッドシート５が下に配置されているものをあまり透過させない材料等で形成さ
れている場合には、電子機器３の操作面３１にパッド指標３１３を表示させる必要性が低
い。この場合には、操作面３１にパッド指標３１３等を表示させる代わりに、又はパッド
指標３１３の表示とともに、パッドシート５の表面等に、印刷等によって各パッド部５１
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に対応する役割を示す文字やイラスト等を示すようにしてもよい。また、パッドシート５
の表面に各パッド部５１に対応する役割を示す凹凸等を形成してもよい（例えばドラムの
形状を立体的に浮き上がらせる等）。
【００２６】
　パッドシート５は、変形可能に構成され、電子機器３の操作面３１上に配置されるパッ
ド部５１を有している。
　図４（ａ）等では、パッドシート５がほぼ正方形状の８個のパッド部５１を備えている
場合を例示している。なお、パッド部５１の数、形状、配置等は図４（ａ）等に示す例に
限定されない。
　例えば、模擬的に演奏する楽器がピアノである場合には、図５に示すように、パッドシ
ート５に、ピアノの鍵盤を模したパッド部５１が設けられていてもよい。また、模擬的に
演奏する楽器がドラムである場合には、図６に示すように、パッドシート５に、ドラムセ
ットを模した配置にそれぞれ円形状のパッド部５１が設けられていてもよい。
　パッドシート５は各種形状のパッド部５１を有するものが電子機器３に対して付け替え
可能に複数用意されていることが好ましい。この場合には、例えば、図１等に示すパッド
シート５を配置した場合には、木琴やマリンバ等の擬似演奏を行うことができ、図５に示
すパッドシート５を配置した場合には、ピアノの擬似演奏を行うことができ、図６に示す
パッドシート５を配置した場合には、ドラムの擬似演奏を行うことができる、というよう
に、パッドシート５を取り換えることで１つの電子機器３を各種の模擬的な楽器として演
奏を楽しむことができる。
【００２７】
　パッド部５１は、外力が加えられると変形し、当該外力の強さ（なお、以下において、
「強さ」という場合に外力の加えられる速度や勢いを加味して考えてもよい。）に応じて
操作面３１への接触状況を変化させることができるように構成されている。
　すなわち、パッド部５１は、その表面側（図２において上側）から指で叩いたり、押圧
したりすることで外力が加えられると、当該外力の強さに応じてパッド部５１の裏面側（
図２において下側）が操作面３１に接触する。
　本実施形態において、パッド部５１の操作面３１への「接触状況」とは、パッド部５１
が操作面３１に接触している接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミングである。な
お、「接触状況」としてここに挙げた以外の事項を考慮してもよい。
【００２８】
　なお、本実施形態において、パッドシート５が配置される操作面３１上には、操作検出
部３１ａが接触状況を個別に検出することのできる複数の領域（個別検出可能領域）が設
けられている。
　複数のパッド部５１は、パッドシート５が操作面３１上に配置された際に、操作面３１
への接触状況が個別に変化する部分の位置とサイズが、それぞれ操作面３１上の個別検出
可能領域の位置とサイズに対応するように配置される。これにより、個々のパッド部５１
の操作面３１への接触状況を操作検出部３１ａがそれぞれ適切に検出することができる。
【００２９】
　パッド部５１の構成としては各種のものが考えられ、模擬演奏される楽器の種類等に応
じて適宜パッド部５１の形状等が選択される。
　例えば、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、左端の２つのパッド部５１は、パッド
部５１の裏面側全体が操作面３１に向かって突出する１つの接触凸部５１１となっている
。
　また、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、左から２列目の２つのパッド部５１は、
パッド部５１の裏面側に、操作面３１に向かって突出する２つの接触凸部５１２が形成さ
れている。接触凸部５１２は、パッド部５１の裏面側にリング状に形成された第１の接触
凸部５１２ａと、第１の接触凸部５１２ａのほぼ中央部分に配置された第２の接触凸部５
１２ｂとで構成されている。本実施形態では、後述するように、第１の接触凸部５１２ａ
の方が第２の接触凸部５１２ｂよりも突出方向の高さ（長さ）が高く（長く）なっている
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。
　また、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、左から３列目の２つのパッド部５１は、
パッド部５１の裏面側に、操作面３１に向かって突出するほぼ円柱状の９つの接触凸部５
１３が形成されている。接触凸部５１３は、パッド部５１の裏面側に外周に沿って配置さ
れた８つの第１の接触凸部５１３ａと、第１の接触凸部５１２ａのほぼ中央部分に配置さ
れた第２の接触凸部５１３ｂとで構成されている。本実施形態では、後述するように、第
１の接触凸部５１３ａの方が第２の接触凸部５１３ｂよりも突出方向の高さ（長さ）が高
く（長く）なっている。
　また、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、右端の２つのパッド部５１は、パッド部
５１の裏面側に、操作面３１に向かって突出するほぼ四角柱状の９つの接触凸部５１４が
形成されている。接触凸部５１４は、パッド部５１の裏面側に外周に沿って配置された８
つの第１の接触凸部５１４ａと、第１の接触凸部５１２ａのほぼ中央部分に配置された第
２の接触凸部５１４ｂとで構成されている。本実施形態では、後述するように、第１の接
触凸部５１４ａの方が第２の接触凸部５１４ｂよりも突出方向の高さ（長さ）が高く（長
く）なっている。
【００３０】
　なお、図４（ｂ）に示すパッド部５１の構成は一例である。
　１つのパッドシート５において、全てのパッド部５１を同じ構成とし、同じ構成の接触
凸部を設けてもよいし、図４（ｂ）に示すように、各種の構成の接触凸部を有するパッド
部５１が１つのパッドシート５内に混在していてもよい。
　また、例えば、図７（ａ）から図７（ｄ）に示すように、パッド部５１を円形状として
もよい。模擬的に想定される楽器がドラム等である場合（例えば図６参照）には、パッド
部５１も円形状とした方が現実の楽器に雰囲気を近づけることができる。
　また、１つのパッドシート５に設けられるパッド部５１の大きさや形状は同じでなくて
もよく、図４（ｂ）等に示す四角形状のパッド部５１と図６に示す円形状のパッド部５１
とが１つのパッドシート５に混在していてもよい。さらに、図６に示すように、１つのパ
ッドシート５に各種大きさのパッド部５１が混在していてもよい。
【００３１】
　また、接触凸部５１１の配置についても各種のバリエーションが可能である。
　例えば図７（ａ）に示すように、パッド部５１のほぼ中央にほぼ円柱状の接触凸部５１
５を１つ設け、この接触凸部５１５を取り囲むように複数の接触凸部５１５を配置しても
よい。この場合、全ての接触凸部５１５の突出方向の高さ（長さ）を同じとしてもよいし
、場所によって２段階以上に高さを変えてもよい。
　また、例えば図７（ｂ）に示すように、パッド部５１のほぼ中央にほぼ円柱状の接触凸
部５１６（５１６ａ）を１つ設け、この接触凸部５１６ａを取り囲むようにリング状の接
触凸部５１６（５１６ｂ）を同心円状に複数配置してもよい。この場合、接触凸部５１６
ａと接触凸部５１６ｂとの突出方向の高さ（長さ）は同じとしてもよいし、場所によって
２段階以上に高さを変えてもよい。また、各接触凸部５１６ｂはほぼ等間隔で配置しても
よいし、敢えて間隔をずらして配置してもよい。
　さらに、例えば図７（ｃ）に示すように、パッド部５１の周縁部から中央部に向かって
渦を巻く一繋がりの渦巻き形状の接触凸部５１７を設けてもよい。この場合、接触凸部５
１７の突出方向の高さ（長さ）は一定としてもよいし、場所によって２段階以上に高さを
変えてもよい。
　また、例えば図７（ｄ）に示すように、パッド部５１の裏面側全体により多くの接触凸
部５１８を設けてもよい。この場合、接触凸部５１８はほぼ等間隔となるように配置して
もよいし、敢えてランダムに配置してもよい。また全ての接触凸部５１８の突出方向の高
さ（長さ）は同じとしてもよいし、場所によって２段階以上に高さを変えてもよい。
　パッド部５１に設ける接触凸部５１８の数を多くしたり、その突出方向の高さ（長さ）
に差を設けたりすることで、パッド部５１を打撃した際における接触凸部５１８の操作面
３１との接触状況をより複数段階で検出することが可能となり、打撃の強さや速さの違い
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をより細かく楽音の出力に反映させることができる。
【００３２】
　図８は、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、接触凸部５１１を有するパッド部５１
のみを４つ並べた場合を示すパッドシートの要部断面図である。図９（ａ）及び図９（ｂ
）は、図８においてIXで示す領域（すなわち、パッド部１つ分の領域）の拡大図であり、
図９（ａ）は、パッド部５１に加えられる押圧力が小さい場合を示し、図９（ｂ）は、パ
ッド部５１に加えられる押圧力が大きい場合を示している。
　図９（ａ）に示すように、小さな力でパッド部５１が押されたり叩かれたりした場合（
図９（ａ）において「押圧力小」）には、パッド部５１の沈み込みが少なく、接触凸部５
１１の変形量も少ない。このため、接触凸部５１１が操作面３１に接触する接触幅（接触
面積）も小さくなる。この場合、操作面３１の操作検出部３１ａは、操作面３１に接触し
た接触凸部５１１（接触凸部５１１に対応するパッド部５１）の位置、及び接触凸部５１
１が操作面３１に接触した面積に応じた操作信号を出力する。
　また、図９（ｂ）に示すように、大きな力でパッド部５１が押されたり叩かれたりした
場合（図９（ｂ）において「押圧力大」）には、パッド部５１の沈み込みが大きく、接触
凸部５１１の変形量も多い。このため、接触凸部５１１が操作面３１に接触する接触幅（
接触面積）も大きくなる。この場合、操作面３１の操作検出部３１ａは、操作面３１に接
触した接触凸部５１１（接触凸部５１１に対応するパッド部５１）の位置、及び接触凸部
５１１が操作面３１に接触した面積に応じた操作信号を出力する。
【００３３】
　図１０は、図４（ｂ）に示すパッド部５１のうち、接触凸部５１２，５１３，５１４の
いずれかを有するパッド部５１を４つ並べた場合を示すパッドシートの要部断面図である
。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、図１０においてXIで示す領域（すなわち、パッド部
１つ分の領域）の拡大図であり、図１１（ａ）は、パッド部５１に加えられる押圧力が小
さい場合を示し、図１１（ｂ）は、パッド部５１に加えられる押圧力が大きい場合を示し
ている。なお、図１０、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）では、パッド部５１のほぼ中央に
配置された接触凸部５１２ｂ，５１３ｂ，５１４ｂがその周りに配置された接触凸部５１
２ａ，５１３ａ，５１４ａよりも突出方向の高さ（長さ）が低い場合を例示している。
　図１１（ａ）に示すように、小さな力でパッド部５１が押されたり叩かれたりした場合
（図１１（ａ）において「押圧力小」）には、パッド部５１の沈み込みが少なく、接触凸
部５１２，５１３，５１４の変形量も少ない。このため、接触凸部５１２，５１３，５１
４のうち、突出方向の高さ（長さ）が高い接触凸部５１２ａ，５１３ａ，５１４ａのみが
操作面３１に接触する。この場合、操作面３１の操作検出部３１ａは、操作面３１に接触
した接触凸部５１２，５１３，５１４（接触凸部５１２，５１３，５１４に対応するパッ
ド部５１）の位置、及び接触凸部５１２，５１３，５１４のうち、操作面３１に接触して
いる接触凸部５１２ａ，５１３ａ，５１４ａの個数に応じた操作信号を出力する。
　また、図１１（ｂ）に示すように、大きな力でパッド部５１が押されたり叩かれたりし
た場合（図１１（ｂ）において「押圧力大」）には、パッド部５１の沈み込みが大きく、
接触凸部５１２，５１３，５１４の変形量も多い。このため、突出方向の高さ（長さ）が
低い接触凸部５１２ｂ，５１３ｂ，５１４ｂも含めたすべての接触凸部５１２，５１３，
５１４が操作面３１に接触する。この場合、操作面３１の操作検出部３１ａは、操作面３
１に接触した接触凸部５１２，５１３，５１４（接触凸部５１２，５１３，５１４に対応
するパッド部５１））の位置、及び操作面３１に接触している接触凸部５１２，５１３，
５１４の全ての個数に応じた操作信号を出力する。
【００３４】
　なお、接触凸部の形状や配置は、模擬的な楽器の種類等によって適宜決定されるもので
ある。
　例えば、図１２（ａ）から図１２（ｃ）は、図５におけるXII-XII線に沿う要部断面図
であり、模擬的な楽器がピアノである場合のパッド部５１の構成例を示すものである。
　パッドシート５を用いてピアノの模擬的な演奏を行う場合、ピアノの鍵盤を叩く感覚に
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近づけるために、図１２（ａ）から図１２（ｃ）に示すように、パッド部５１をピアノの
鍵に沿って延在する形状とし、鍵の基端側（すなわち、ピアノシャーシへの固定側、演奏
者から遠い側）ほど強い力で押圧しなければ接触凸部が操作面３１に接触しないようにし
、鍵の先端側（すなわち、ピアノシャーシに対する自由端側、演奏者から近い側）ほど弱
い力でも接触凸部が操作面３１に接触するようにパッド部５１を構成することが好ましい
。
　例えば、図１２（ａ）から図１２（ｃ）では、パッド部５１における鍵の先端側に対応
する部分ほど突出方向の高さ（長さ）が高い接触凸部５１９（図１２（ａ）から図１２（
ｃ）において接触凸部５１９ａ）を配置し、パッド部５１における鍵の基端側に対応する
部分ほど突出方向の高さ（長さ）が低い接触凸部５１９（図１２（ａ）から図１２（ｃ）
において接触凸部５１９ｄ）を配置し、接触凸部５１９の操作面３１への接触しやすさを
４段階で調整している。
【００３５】
　これにより、図１２（ｂ）に示すように、小さな力でパッド部５１が押されたり叩かれ
たりした場合（図１２（ｂ）において「押圧力小」）には、パッド部５１の沈み込みが少
なく、接触凸部５１９の変形量も少ない。このため、接触凸部５１９のうち、突出方向の
高さ（長さ）が最も高い接触凸部５１９ａのみが操作面３１に接触する。この場合、操作
面３１の操作検出部３１ａは、操作面３１に接触した接触凸部５１９ａ（接触凸部５１９
ａに対応するパッド部５１）の位置、及び接触凸部５１９のうち、操作面３１に接触して
いる接触凸部５１９ａの個数に応じた操作信号を出力する。
　また、図１２（ｃ）に示すように、大きな力でパッド部５１が押されたり叩かれたりし
た場合（図１２（ｃ）において「押圧力大」）には、パッド部５１の沈み込みが大きく、
接触凸部５１９の変形量も多い。このため、突出方向の高さ（長さ）が最も低い接触凸部
５１９ｄも含めたすべての接触凸部５１９が操作面３１に接触する。この場合、操作面３
１の操作検出部３１ａは、操作面３１に接触した接触凸部５１９（接触凸部５１９に対応
するパッド部５１））の位置、及び操作面３１に接触している接触凸部５１９の全ての個
数に応じた操作信号を出力する。
【００３６】
　操作検出部３１ａから操作信号を受けた制御装置３３は、接触凸部（接触凸部に対応す
るパッド部５１）の位置からいかなる種類の音（音階や楽器の種類等）を出力させるかを
判断する。
　すなわち、前述のように、各パッド部５１には、それぞれ音階や楽器の種類等の役割が
割り振られており、各パッド部５１と役割との対応付けはアプリケーションプログラム上
等で規定されている。制御装置３３は、この対応付けを参照することでいかなる種類の音
を出力させるかを決定することができる。
　また、本実施形態では、制御装置３３は、操作信号に対応するパッド部５１の操作面３
１への接触状況に応じていかなる強さ（べロシティ）で出力（発音）させるかを判断し、
対応する音源の音を操作信号に応じた強さ（べロシティ）で出力（発音）させる。
【００３７】
　すなわち、本実施形態のパッド部５１は外力が加えられると当該外力の強さに応じて操
作面３１への接触状況を変化させるようになっており、操作検出部３１ａはこの接触状況
に応じて操作信号を出力するようになっている。パッド部５１の操作面３１への接触状況
は、パッド部５１を押したり叩いたりする力の強さや速度（勢い）に由来して変化するも
のであり、本実施形態ではパッド部５１（本実施形態ではパッド部５１の接触凸部）が操
作面３１に接触している接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミング等をいう。
　押したり叩いたりする力の強さが強い場合や速度が速い（勢いがある）場合、パッド部
５１の変化としては、力の強さや勢いに応じてパッド部５１（パッド部５１の接触凸部）
が操作面３１に接触している接触部分の範囲が大きくなったり、接触部分の数が多くなる
という形で現れる。
【００３８】
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　このため、制御装置３３は、パッド部５１（パッド部５１の接触凸部）が操作面３１に
接触している接触部分の範囲が大きい場合や、接触部分の数が多い場合には、強くパッド
部５１が叩かれたと判断して、大きな音を出力させる。
　逆にパッド部５１（パッド部５１の接触凸部）が操作面３１に接触している接触部分の
範囲が大きい場合や、接触部分の数が多い場合には、制御装置３３は、パッド部５１が弱
く叩かれたと判断して、小さな音を出力させる。
　また、パッド部５１（パッド部５１の接触凸部）が操作面３１に接触している接触部分
の範囲が徐々に時間を掛けて広がって行った場合や、接触部分の数が徐々に時間を掛けて
増加した場合には、制御装置３３は、弱い力が徐々にかかった（接触タイミングが遅い）
場合と判断して、出力させる音を小さい音から徐々に大きくする等の出力制御を行っても
よい。
【００３９】
　また、パッド部５１と操作面３１とが対向する面とは逆の表面側（図２において上側）
には、パッド部５１とは高さの異なる段差部が形成されていることが好ましい。
　例えば、図１及び図２では、パッドシート５における表面側（図２において上側）は、
パッド部５１のみが上方に突出して高くなっており、パッド部５１以外の部分は、これよ
りも高さの低い段差部５２となっている。
　このように段差部５２を設けることにより、演奏者（ユーザ）は、パッドシート５の表
面に触れるだけでパッド部５１の位置を把握することができる。
　このため、演奏中パッドシート５を見ていなくても叩く（押す）べき位置が分かるため
、通常の楽器を演奏する場合のように、楽譜等を見ながら、指の感覚を頼りに演奏を行う
ことができる。
　なお、段差部５２はパッド部５１と高さが異なり、パッド部５１の位置を手触りだけで
把握できるようなものであればよく、ここに例示したものに限定されない。例えば、パッ
ド部５１の周囲に段差部５２として溝を設けてもよいし、パッド部５１の周囲にパッド部
５１よりも上方に高く立設された立設部等を段差部５２として設けてもよい。
【００４０】
《パッドシート及びこれを備える操作入力システムの作用》
　次に、本実施形態におけるパッドシート及びこれを備える操作入力システムの作用につ
いて、図１３を参照しつつ説明する。
　図１３に示すように、操作入力システム１を構成する電子機器３の電源がＯＮとなり（
ステップＳ１）、ユーザの選択操作等に応じて擬似演奏モードを実行するアプリケーショ
ンプログラムが起動すると（ステップＳ２）、電子機器３の操作面３１の表示が演奏モー
ド画面（例えば図３参照）に遷移する（ステップＳ３）。この演奏モード画面において、
制御装置３３は、画面上にパッドシート５の配置位置を指示する位置決め指標３１２を表
示させる（ステップＳ４）。そして、この位置決め指標３１２に合せてパッドシート５を
操作面３１の上に配置するようユーザに促すメッセージを操作面３１の上に表示させる（
ステップＳ５）。なお、このとき、メッセージの表示とともに又はメッセージの表示代え
て、位置決め指標３１２に合せてパッドシート５を操作面３１の上に配置するように音声
によるガイダンスを行ってもよい。
【００４１】
　制御装置３３は、操作検出部３１ａからの検出情報等に基づいてパッドシート５が操作
面３１上に配置されたことが検出されたか否かを判断する（ステップＳ６）。パッドシー
ト５の配置が検出されない場合（ステップＳ６；ＮＯ）には、制御装置３３は、ステップ
Ｓ６の判断を繰り返す。
　他方、パッドシート５の配置が検出された場合（ステップＳ６；ＹＥＳ）には、制御装
置３３は、パッドシート５の種類を検出する（ステップＳ７）。パッドシート５の種類は
、例えば、パッド部５１以外の部分であって操作検出部３１ａによる検出される位置にパ
ッドシート５の種類に応じた数や形状の凸部等を設けておき、これを操作検出部３１ａが
検出することで制御装置３３において把握される。なお、パッドシート５の種類を検出す
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る手法はこれに限定されず、例えば、ユーザが操作面３１の上の操作ボタン３１１から入
力したり選択肢の中から選択することにより、制御装置３３にパッドシート５の種類が把
握されるようにしてもよい。この場合、使用するパッドシートの種類を選択してください
、等のメッセージを操作面３１上に表示させてユーザに入力を促してもよい。
【００４２】
　制御装置３３がパッドシート５の種類を検出すると（ステップＳ７）、制御装置３３は
、当該パッドシート５の種類に応じた画面を操作面３１上に表示させる（ステップＳ８）
。パッドシート５の種類に応じた画面とは、例えばパッドシート５を操作面３１上に配置
した際各パッド部５１に対応する位置に、それぞれパッド部５１に対応する枠や各パッド
部５１に対応する文字・図形等のパッド指標３１３を表示させたものである。なお、演奏
モードにおいてパッドシート５の種類に応じた画面を表示させることは必須ではない。例
えばパッドシート５が透明性の低いものであり、操作面３１に表示された表示内容をパッ
ドシート５の上から読み取れないような場合には特にパッドシート５の種類に応じた画面
を表示させなくてもよい。またこうした画面表示を行うか否かを操作ボタン３１１等から
の入力によってユーザが選択できるようにしてもよい。
【００４３】
　演奏モードの開始から、制御装置３３は、パッド部５１への打撃（押圧等）を検出した
か否か、すなわち操作検出部３１ａからいずれかのパッド部５１の操作面３１への接触状
況を示す操作信号が入力されたか否かを常に判断し（ステップＳ９）、パッド部５１への
打撃（押圧等）を検出しない場合（ステップＳ９；ＮＯ）には、ステップＳ８の判断を繰
り返す。
　他方、パッド部５１への打撃（押圧等）を検出した場合（ステップＳ９；ＹＥＳ）には
、制御装置３３は、操作検出部３１ａから出力された操作信号に基づいて、パッド部５１
（パッド部５１の接触凸部５１１等）が操作面３１に接触している接触位置、接触部分の
範囲、接触部分の数、接触タイミングといった接触状況を検出する（ステップＳ１０）。
そして、制御装置３３は、検出された接触位置、接触部分の範囲、接触部分の数、接触タ
イミングといった接触状況に応じた強さ（べロシティ）の楽音を図示しないスピーカやオ
ーディオ端子等から出力させる（ステップＳ１１）。
　これにより、ユーザはパッドシート５をタッチパネルである操作面３１を備える携帯端
末装置等の電子機器３に配置してパッド部５１を指で叩いたり押圧したりするだけで、簡
易に模擬的な楽器演奏を楽しむことができる。
【００４４】
《パッドシート及びこれを備える操作入力システムの効果》
　以上のように、本実施形態によれば、パッドシート５は、タッチパネルである操作面３
１と、操作面３１への接触の有無及び接触範囲に応じて操作信号を出力する操作検出部３
１ａとを有する電子機器３に装着可能して使用されるものであり、変形可能に構成され、
操作面３１上に配置されるパッド部５１を有し、パッド部５１は外力が加えられると当該
外力の強さに応じて操作面３１への接触状況を変化させることができるように構成されて
いる。
　本実施形態のパッドシート５は、それ自体には電極や回路等を一切備えず、樹脂等によ
り安価に生産することが可能である。
　さらに、本実施形態のパッドシート５は、タッチパネルを備える一般的な電子機器に広
く適用することができ、通常タッチパネルのみでは検出することのできない打撃の強さや
速度等を、パッド部５１の変形による操作面３１への接触範囲の変化に変換することで検
出できるようにすることができる。そして、一般的な電子機器において、実際の楽器を演
奏する場合と同様に、パッド部５１へのユーザの打撃動作（押圧）等に応じた強さ（べロ
シティ）の楽音を出力させることが可能となる。
　これにより、専用の仕様等にカスタマイズされた電子機器ではない通常のスマートフォ
ン等の一般的な電子機器を用いて誰でも手軽にアコースティックの楽器を演奏するのに近
い模擬的な楽器演奏を楽しむことができる。
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【００４５】
　また本実施形態において、位置決め指標３１２を設けた場合には、パッドシート５を電
子機器３に装着する際に、この位置決め指標３１２を目印とすることにより、パッド部５
１が配置されることで操作面３１への接触状況が変化するパッドシート５上の領域と、操
作検出部３１ａがこの操作面３１への接触状況を検出する操作面３１上の領域とが確実に
重なるようにすることができる。
　これにより、電子機器３に装着されたパッドシート５のパッド部５１を叩いたり押圧し
たりした際に、その接触状況を操作検出部３１ａが確実に検出することができ、ユーザの
所望の出力を行うことができる。
【００４６】
　また本実施形態において、パッド部５１の操作面３１への接触状況は、パッド部５１が
操作面３１に接触している接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミングである。
　接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミングは、通常のタッチパネルを構成する操
作検出部３１ａであっても容易に検出可能であり、本実施形態では、打撃の強さや速さと
いった楽音出力を行う際の楽器特有の指標を、こうした接触状況に置き換えて検出するこ
とができる。
　これにより、通常のタッチパネルさえ備えていればスマートフォン等の一般的な電子機
器を用いて誰でも手軽に模擬的な楽器演奏を楽しむことができる。
【００４７】
　また、本実施形態において、接触状況を操作検出部３１ａが個別に検出することのでき
る操作面３１上の複数の領域（個別検出可能領域）それぞれの位置とサイズが、複数のパ
ッド部５１が配置されて操作面３１への接触状況が個別に変化するパッドシート５上の複
数の領域それぞれの位置とサイズに対応するように、複数のパッド部５１が配置される。
　これにより、個々のパッド部５１の操作面３１への接触状況を操作検出部３１ａがそれ
ぞれ適切に検出することができ、ユーザの意図した楽音の出力を行うことができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、操作面３１への接触状況が個別に変化する複数のパッド部５１
がパッドシート５に設けられており、操作検出部３１ａは、接触状況を個別に検出するこ
とのできる操作面３１上の複数の領域（個別検出可能領域）の位置を、操作面３１上に配
置されたパッドシート５の複数のパッド部５１それぞれの位置に対応させるように調整す
る手段を備えていてもよい。
　このように構成した場合には、仮に操作面３１上に位置決め指標３１２が表示されない
場合や、ユーザが位置決め指標３１２等を無視してパッドシート５を配置した場合でも、
パッド部５１の操作面３１への接触状況を操作検出部３１ａが確実に検出することができ
、より手軽に演奏を楽しむことができる。
【００４９】
　また本実施形態において、パッド部５１は、操作面３１との接触側に接触凸部５１１を
有し、パッド部５１に外力が加えられた際には当該外力の強さに応じて接触凸部５１１の
操作面３１への接触状況が変化するようになっている。
　これにより、パッド部に加えられた外力（打撃力や押圧力）を接触凸部５１１を介して
操作面３１の操作検出部３１ａに伝えることができる。そして、模擬的に再現する楽器の
種類等に応じて（すなわち、例えば楽器の操作子の形状や演奏時における力の加え方の特
徴等に応じて）接触凸部５１１の形状や配置を変えることにより、接触状況（パッド部５
１が操作面３１に接触している接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミング）を調整
することもでき、模擬的に再現する楽器に適した楽音の出力制御を行うことが可能となる
。
【００５０】
　また本実施形態において、接触凸部５１２，５１３，５１４等は各パッド部５１に複数
設けられており、パッド部５１に加えられた外力が強いほど操作面３１に接触する接触凸
部５１２，５１３，５１４等の数が増加する。
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　このため、操作検出部３１ａが操作面３１に接触する接触凸部５１２，５１３，５１４
等の数を検出することによって、パッド部５１を押圧したり叩いたりする力の強さを容易
に検出することができる。これにより、実際の楽器を演奏する場合と同様に、パッド部５
１へのユーザの打撃動作（押圧）等に応じた強さ（べロシティ）の楽音を出力させること
ができる。
【００５１】
　また本実施形態では、パッド部５１と操作面３１とが対向する面とは逆の表面側には、
パッド部５１とは高さの異なる段差部５２が形成されている。
　通常の電子機器のタッチパネルに演奏時に打撃の的となるパッド等を表示させて演奏を
行う場合には、パッド等の位置は目で見なければ確認することができず、演奏の間中表示
画面を見ていなければならない。
　この点、本実施形態のようなパッドシート５を電子機器の操作面３１上に設けることに
より、ユーザは、パッド部５１を見なくても、その手触りだけでパッド部５１の位置を把
握することができる。これにより、実際の楽器を演奏する場合と同様に、手元を見ずに楽
譜等を見ながら演奏を行うことが可能となる。
【００５２】
　また本実施形態では、電子機器３の操作面３１は、感圧式（抵抗膜式）のタッチパネル
である。
　このため、外部から圧力を加えるだけで操作面３１への操作を検出することができ、操
作面３１上に配置するパッドシート５を形成する材料に制約がない。このため、パッドシ
ート５を形成する材料選択の自由度が高く、所望の手触りや硬さ等のパッドシート５を製
造することが可能となる。
【００５３】
《変形例》
　なお、以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定さ
れず、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形が可能であることは言うまでもない。
【００５４】
　例えば、本実施形態では、パッドシート５を電子機器３の操作面３１上に載置するだけ
の構成としたが、パッドシート５の形状や構成はこれに限定されない。
　例えば、パッドシート５の外周端縁に装着先の電子機器３に向かって垂設される垂設部
等を設けて、パッドシート５を電子機器３の操作面３１上に載置する際に、垂設部を電子
機器３の筐体の側面部に被せるようにしてもよい。
　このように垂設部を設けた場合には、パッドシート５が位置ずれしたり操作面３１から
外れたりするのを防止することができる。
　また、打撃動作を繰り返すうちにをパッドシート５が位置ずれしたり操作面３１から外
れたりするのを防止するためにパッドシート５と電子機器３とを止めるバンド状の係止部
材等を別途備えてもよい。
【００５５】
　また、図１等ではパッドシート５が、電子機器３の操作面３１よりも小さく操作面３１
の一部のみに載置される例を示したがパッドシート５の大きさや形状は図示例に限定され
ず、操作面３１の全面を覆うものでもよい。この場合、より広い範囲を楽器演奏用のスペ
ースとして用いることができる。
　また、パッドシート５をサイズの異なる複数の電子機器３に適用可能なように、大きく
形成し、小さい電子機器３に適用する場合にはその一部のみを使うようにしてもよい。
　この場合、携帯端末装置やタブレット端末装置等の主要な既定サイズを示す指標をパッ
ドシート５に設けてもよい。これにより、パッドシート５を小さい電子機器３に適用する
場合には、使用する電子機器３に対応する指標を電子機器３の四隅等に合わせることで適
切な位置に配置できるようにすることが好ましい。
【００５６】
　以上本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に
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限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む
。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　操作面と、前記操作面への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作信号を出力する
操作検出部と、を有する電子機器に装着可能であって、
　変形可能に構成され、前記操作面上に配置されるパッド部を有し、
　前記パッド部は外力が加えられると前記外力の強さに応じて前記操作面への接触状況を
変化させることができるように構成されているパッドシート。
＜請求項２＞
　前記パッド部が配置されて前記操作面への前記接触状況が変化する前記パッドシート上
の領域と、前記操作検出部が前記接触状況を検出する前記操作面上の領域とが重なるよう
に、前記パッドシートを前記電子機器に装着する際の位置合わせを行うための目印を有す
る請求項１に記載のパッドシート。
＜請求項３＞
　前記操作検出部が前記接触状況を個別に検出する前記操作面上の複数の領域それぞれの
位置とサイズが、複数の前記パッド部が配置されて前記操作面への接触状況が個別に変化
する前記パッドシート上の複数の領域それぞれの位置とサイズに対応するように、複数の
前記パッド部が配置されている請求項１又は請求項２に記載のパッドシート。
＜請求項４＞
　前記パッド部の前記操作面への前記接触状況は、前記パッド部が前記操作面に接触して
いる接触部分の範囲、接触部分の数、接触タイミングである請求項１から請求項３のいず
れか一項に記載のパッドシート。
＜請求項５＞
　前記パッド部は、前記操作面との接触側に接触凸部を有し、
　前記パッド部に外力が加えられた際には前記外力の強さに応じて前記接触凸部の前記操
作面への接触状況が変化する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のパッドシート
。
＜請求項６＞
　前記接触凸部は複数設けられており、
　前記パッド部に加えられた外力が強いほど前記操作面に接触する前記接触凸部の数が増
加する請求項５に記載のパッドシート。
＜請求項７＞
　前記パッド部と前記操作面とが対向する面とは逆の表面側には、前記パッド部とは高さ
の異なる段差部が形成されている請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のパッドシ
ート。
＜請求項８＞
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のパッドシートと、
　前記パッドシートが表面に配置される操作面と、前記操作面への接触の有無及び接触状
況の変化を検出可能であって前記操作面への接触の有無及び接触状況の変化に応じて操作
信号を出力する操作検出部と、を有する電子機器と、
を備える操作入力システム。
＜請求項９＞
　前記パッドシートは、前記操作面への前記接触状況が個別に変化する複数の前記パッド
部が配置されており、
　前記操作検出部は、前記接触状況を個別に検出する前記操作面上の複数の領域それぞれ
の位置を、前記パッドシート上に配置された複数の前記パッド部それぞれの位置に対応さ
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せるように、各領域の位置を調整する調整手段を備える請求項８に記載の操作入力システ
ム。
＜請求項１０＞
　前記操作面は、感圧式のタッチパネルであることを特徴とする請求項６に記載の操作入
力システム。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　　　操作入力システム
３　　　　　電子機器
５　　　　　パッドシート
３１　　　　操作面
３１ａ　　　操作検出部
３３　　　　制御装置
５１　　　　パッド部
５２　　　　段差部
５１１　　　接触凸部

【図１】

【図２】

【図３】
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