
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
交番磁界を発生する交番磁界発生手段と、
第１の軸方向に所定のピッチで配された複数の第１の環状導線および前記第１の軸方向に
直交する第２の軸方向に所定のピッチで配された複数の第２の環状導線を有する座標入力
シートと、
前記交番磁界発生手段から発生する交番磁界との磁気結合により、前記第１の環状導線お
よび前記第２の環状導線に発生する信号のレベルを検出する信号レベル検出手段と、
この信号レベル検出手段により検出された信号レベルに基づいて、前記座標入力シート上
の前記交番磁界発生手段の位置座標を読取る座標読取装置において、
前記交番磁界発生手段が、最縁端の前記第１の環状導線内であって、その環状導線に隣接
する環状導線以外の最縁端領域に存在するか否かを判定する判定手段と、
この判定手段により、前記交番磁界発生手段が前記最縁端領域に存在すると判定された場
合には、前記第２の軸方向の位置座標を前記第１の軸方向の位置座標に対応する補正値に
基づいて補正する補正手段と、
を備えたことを特徴とする座標読取装置。
【請求項２】
前記第１の軸方向の位置座標は、前記第１の環状導線に発生する信号レベルに対応する値
であることを特徴とする請求項１に記載の座標読取装置。
【請求項３】
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前記判定手段は、前記交番磁界発生手段が前記第１の環状導線の前記最端縁領域であって
、かつ前記第２の環状導線の前記最縁端領域に存在するか否かを判定し、
前記補正手段は、前記判定手段により、前記交番磁界発生手段が前記第１の環状導線の前
記最縁端領域であって、かつ前記第２の環状導線の前記最縁端領域に存在すると判定され
た場合には、前記位置座標を、前記第１の環状導線に発生する信号レベルおよび前記第２
の環状導線に発生する信号レベルに対応する補正値に基づいて繰り返し補正することを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の座標読取装置。
【請求項４】
前記補正手段は、前記補正を繰り返し、前回補正された位置座標と今回補正された位置座
標との差が所定値以下になった場合には、前記補正を終了することを特徴とする請求項３
に記載の座標読取装置。
【請求項５】
前記交番磁界の出力レベルに対応して前記位置座標の誤差を補正する出力レベル対応補正
手段を備えたことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載の座標読取
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、交番磁界発生手段から発生した交番磁界により、座標入力シートに敷設され
た複数の矩形状の導線に発生した信号に基づいて上記交番磁界発生手段の位置座標を読み
取る座標読取装置に関し、詳しくは、交番磁界発生手段が導線の端部に存在する場合に導
線の端部に発生する信号の影響による座標読取誤差を補正することができる座標読取装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、上記座標読取装置として、たとえば、図１５に示すものが知られている（特公昭５
８－１６５０７号公報）。
図１５は、上記従来の座標読取装置のタブレット（座標入力シート）に設けられたセンス
ループ（導線）およびペン（交番磁界発生手段）に備えられた励磁コイルを示す説明図で
ある。
図１５に示すように、一定の周期で方形状に設けられたセンスループ９１の周囲に補正用
センスループ９２が設けられている。そして、励磁コイル９０との磁気結合によりセンス
ループ９１に発生する誘導信号のうち、センスループ９１の周辺部の影響を受ける部分が
、補正用ループ９２に発生する誘導信号によって打ち消され、周辺部における位置座標の
誤差が補正される。
また、導線の出力から得られるパルス数に基づいて指示装置の位置座標を演算し、指示装
置の位置が端部にある場合は、上記パルス数に対して所定のパルス数を加減算することに
より位置座標を補正するものが知られている（特開平２－１９０９１９号公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記前者の従来の座標読取装置は、座標入力シートにセンスループ９１を設ける
作業の他にセンスループ９１の周囲に補正用ループ９２を設ける作業が必要であるため、
座標入力シートの製造効率が低くなるという問題がある。
しかも、センスループ９１の周囲に補正用ループ９２を設けるため、補正用ループ９２を
設ける分、座標入力シートの面積が無駄になってしまうという問題がある。
また、後者の従来の座標読取装置は、パルス数を計数したり、加減算するための回路が必
要であるという問題がある。
【０００４】
そこで、この発明は、上記諸問題を解決するためになされたものであり、補正用ループを
設けたり、あるいは、導線の出力から得られるパルス数を計数したりしなくても、交番磁
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界発生手段が座標入力シートの端部に存在する場合の交番磁界発生手段の位置座標を補正
することができる座標読取装置を実現することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段、作用および発明の効果】
この発明は、上記目的を達成するため、請求項１ないし請求項５に記載の発明では、交番
磁界を発生する交番磁界発生手段と、第１の軸方向に所定のピッチで配された複数の第１
の環状導線および前記第１の軸方向に直交する第２の軸方向に所定のピッチで配された複
数の第２の環状導線を有する座標入力シートと、前記交番磁界発生手段から発生する交番
磁界との磁気結合により、前記第１の環状導線および前記第２の環状導線に発生する信号
のレベルを検出する信号レベル検出手段と、この信号レベル検出手段により検出された信
号レベルに基づいて、前記座標入力シート上の前記交番磁界発生手段の位置座標を読取る
座標読取装置において、
前記交番磁界発生手段が、最縁端の前記第１の環状導線内であって、その環状導線に隣接
する環状導線以外の最縁端領域に存在するか否かを判定する判定手段と、この判定手段に
より、前記交番磁界発生手段が前記最縁端領域に存在すると判定された場合には、前記第
２の軸方向の位置座標を、前記第１の軸方向の位置座標に対応する補正値に基づいて補正
する補正手段と、を備えたという技術的手段を用いる。
【０００６】
判定手段は、交番磁界発生手段が、最縁端の第１の環状導線内であって、その導線に隣接
する矩形状の導線以外の最縁端領域に存在するか否かを判定する。
つまり、たとえば、後述する発明の実施の形態において図５に示すように、Ｘ軸方向にＸ
１～Ｘｍの第１の環状導線たるコイル幅Ｐ１のＸコイルがＰ１／２ピッチで配置されてい
る場合に、判定手段は、ペン６０の位置Ｇ１が最縁端の第１の環状導線たるＸコイルＸ１
内であって、そのＸコイルＸ１に隣接する環状導線たるＸコイルＸ２以外の最縁端領域Ｊ
１（図５（Ａ）においてハッチングを施した部分）に存在するか否かを判定する。
【０００７】
そして、補正手段は、判定手段により、交番磁界発生手段が最縁端領域に存在すると判定
された場合には、第２の軸方向の位置座標を、第１の軸方向の位置座標に対応する補正値
に基づいて補正する。
つまり、たとえば、図１０（Ａ）に示すように、ペン６０がＸコイルＸ１内の最縁端領域
Ｊ１内の位置Ｇ１に存在する場合、位置Ｇ１のＹ座標を検出するための基準となる長辺部
分Ｙ３ｂから発生する信号は、短辺部分Ｙ３ａから発生する信号の影響を受けるため、そ
の影響による誤差を補正する必要がある。また、その影響の度合いは、図８に示すように
短辺部分に近づくにつれて大きくなる。
【０００８】
ところで、図１０（Ａ）に示すように、ＹコイルＹ３の短辺部分Ｙ３ａから位置Ｇ１まで
の距離Ｌ１は、位置Ｇ１のＸ座標に対応する。
そこで、図９に示すように、補正係数と端部からの距離とを対応付けた補正テーブル５８
ｂを作成してＲＯＭ５８（図１１（Ｂ））に記憶しておき、第２の軸方向の位置座標たる
Ｙ軸座標を、第１の軸方向の位置座標たるＸ軸座標（端部からの距離）に対応する補正値
（補正係数）に基づいて補正する。
また、上述した例では、Ｘ座標がＸ軸方向の端部である場合を説明したが、図１０（Ｂ）
に示すように、Ｙ座標がＹ軸方向の端部である場合は、求めたＸ軸座標をＹ座標、つまり
Ｘコイルの端部（短辺部分）からの距離に対応する補正係数に基づいて補正する。
【０００９】
以上のように、請求項１ないし請求項５に記載の発明によれば、第１および第２の軸方向
の位置座標の一方の座標を用いて他方の座標の誤差を補正することができるため、従来の
ような補正用の導線（補正用ループ）を設ける必要がない。したがって、座標入力シート
の製造効率を高めることができるとともに、座標入力シートの面積の無駄をなくすことが
できる。また、座標入力シートの面積の無駄をなくすことができる分、装置の小型化を図
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ることができる。
【００１０】
請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の座標読取装置において、前記第１の軸方向
の位置座標は、前記第１の環状導線に発生する信号レベルに対応する値であるという技術
的手段を用いる。
つまり、第１の軸方向の位置座標は、第１の環状導線に発生する信号レベルに基づいて求
めることができるため、従来のように、導線の出力から得られるパルス数を計数すること
により、位置座標を演算したり、計数されたパルス数に対して所定のパルス数を加減算す
ることにより、位置座標を補正するための回路構成が不要である。
【００１１】
請求項３に記載の発明では、請求項１または請求項２に記載の座標読取装置において、前
記判定手段は、前記交番磁界発生手段が前記第１の環状導線の前記最端縁領域であって、
かつ前記第２の環状導線の前記最縁端領域に存在するか否かを判定し、前記補正手段は、
前記判定手段により、前記交番磁界発生手段が前記第１の環状導線の前記最縁端領域であ
って、かつ前記第２の環状導線の前記最縁端領域に存在すると判定された場合には、前記
位置座標を、前記第１の環状導線に発生する信号レベルおよび前記第２の環状導線に発生
する信号レベルに対応する補正値に基づいて繰り返し補正するという技術的手段を用いる
。
【００１２】
つまり、交番磁界発生手段が第１および第２の最縁端領域の双方に属する範囲に存在する
場合は、第１および第２の環状導線の双方の端部の影響を受けるため、位置座標を、第１
の環状導線に発生する信号レベルおよび第２の環状導線に発生する信号レベルに対応する
補正値に基づいて繰り返し補正する。
たとえば、後述する発明の実施の形態において図１０（Ｃ）に示すように、ペン６０が位
置Ｇ３に存在する場合は、ＸコイルＸ１の長辺部分Ｘ１ｂに発生する信号およびＹコイル
Ｙｎの長辺部分Ｙｎｂに発生する信号と、ＸコイルＸ１の短辺部分Ｘ１ａに発生する信号
およびＹコイルＹｎの短辺部分Ｙｎａに発生する信号とが加算されて検出されるため、位
置Ｇ３のＹ軸座標をＸ軸座標（短辺部分Ｙｎａからの距離）に対応する補正値に基づいて
補正し、Ｘ軸座標をＹ軸座標（短辺部分Ｘ１ａからの距離）に対応する補正値に基づいて
補正する。
これにより、第１および第２の環状導線の双方の端部の影響による誤差を補正することが
できる。
【００１３】
請求項４に記載の発明では、請求項３に記載の座標読取装置において、前記補正手段は、
前記補正を繰り返し、前回補正された位置座標と今回補正された位置座標との差が所定値
以下になった場合には、前記補正を終了するという技術的手段を用いる。
【００１４】
つまり、第１および第２の軸方向の座標のうち、一方の座標に対応する補正値に基づいて
他方の座標を補正し、その補正された他方の座標によって一方の座標を補正することを繰
り返すことにより、誤差を小さくして行くことができる。
また、前回補正された位置座標と今回補正された位置座標との差が所定値以下になった場
合には、補正を終了することができるため、処理の高速化に役立つ。また、補正された座
標がある所定値に収束しないで振動してしまい、補正のルーチンが終了しないという事態
を回避できる。
【００１５】
請求項５に記載の発明では、請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載の座標読取装
置において、前記交番磁界の出力レベルに対応して前記位置座標の誤差を補正する出力レ
ベル対応補正手段を備えたという技術的手段を用いる。
【００１６】
つまり、交番磁界の出力レベルが変化すると、第１および第２の環状導線に発生する信号
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のレベルも変化するため、その信号レベルに基づいて読取る交番磁界発生手段の位置座標
も変化するので、その位置座標に対応する補正値も変化する。
そこで、出力レベル対応補正手段によって交番磁界の出力レベルに対応して位置座標の誤
差を補正することにより、補正値の変化をなくすことができるため、補正の精度を高める
ことができる。
なお、上記座標入力シートには、可撓性を有していないシート状または板状のもの、ある
いは可撓性を有するシート状または板状のものを含む。
【００１７】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
以下、この発明に係る座標読取装置の第１実施形態について図を参照して説明する。
なお、以下に述べる各実施形態では、この発明に係る座標読取装置として、座標入力シー
ト上に描かれる手書き文字や図形などを電気的に読み取る、いわゆる電子黒板を例に挙げ
て説明する。
［主要構成］
最初に、第１実施形態に係る電子黒板の主要構成について図１および図２を参照して説明
する。
図１は、電子黒板の主要構成を示す外観斜視説明図であり、図２は、図１に示す電子黒板
にパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと略称する）およびプリンタを接続した状態を示
す説明図である。
【００１８】
電子黒板１には、筆記パネル１０と、筆記面２１ａに筆記を行うためのペン６０と、筆記
された軌跡およびその軌跡を示すデータを消去するためのイレーサ４０とが備えられてい
る。筆記パネル１０には、枠状のフレーム１１が備えられており、そのフレーム１１には
、筆記パネル本体２０が組み込まれている。フレーム１１の前面下端には、その下端に沿
って板状の台１２が前面に張り出す形で取り付けられている。台１２の上面には、ペン６
０を収容するための断面半円形状の凹部１２ａが形成されており、その凹部１２ａの右側
には、イレーサ４０などを置くための平面部１２ｂが形成されている。
【００１９】
フレーム１１の前面右側には、操作部３０が設けられている。操作部３０には、操作音や
警告音などの音を再生するスピーカ３１と、筆記面２１ａに筆記された内容を示すデータ
（以下、筆記データと略称する）を記憶したページ数を７セグメントのＬＥＤによって表
示するページ数表示ＬＥＤ３２と、押すごとに１ページずつ戻るページ戻りボタン３３と
、押すごとに１ページずつ送るページ送りボタン３４と、記憶されている筆記データを押
すごとに１ページずつ消去する消去ボタン３５と、記憶されている筆記データをプリンタ
２００（図２）へ出力するために押すプリンタ出力ボタン３６と、記憶されている筆記デ
ータをＰＣ１００（図２）へ出力するために押すＰＣ出力ボタン３７と、この電子黒板１
を起動するために押す電源ボタン３８とが設けられている。
【００２０】
フレーム１１の前面下部には、この電子黒板１の電源となる単２乾電池１４ａを４本収容
するバッテリケース１４が設けられており、そのバッテリケース１４の前面には、蓋１４
ｂが開閉可能に取付けられている。バッテリケース１４の右側には、スピーカ３１のボリ
ュームを調節するボリューム調節つまみ１３ｃが設けられており、その右側には、コネク
タ１３ｂ、１３ａが設けられている。図２に示すように、コネクタ１３ｂには、プリンタ
２００と接続された接続ケーブル２０１のプラグ２０２が接続され、コネクタ１３ａには
、ＰＣ１００と接続された接続ケーブル１０１のプラグ１０２が接続される。
つまり、電子黒板１の筆記面２１ａに筆記された内容を示す筆記データをＰＣ１００へ出
力し、ＰＣ１００に備えられたモニタ１０３により、電子黒板１に筆記された内容を見る
ことができる。また、筆記データをプリンタ２００へ出力し、電子黒板１に筆記された内
容を印刷用紙２０３に印刷することもできる。
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【００２１】
また、フレーム１１の裏面上端の両端部には、この電子黒板１を壁に掛けるための金具１
５、１５が取付けられている。
この第１実施形態では、筆記面２１ａの高さＨ１は９００ｍｍであり、幅Ｗ１は６００ｍ
ｍである。また、フレーム１１および台１２は、ポリプロピレンなどの合成樹脂により軽
量に形成されており、電子黒板１の総重量は１０ｋｇ以下である。
【００２２】
［ネットワークの構成］
次に、電子黒板１と他の電子黒板１との間でデータの通信を行う場合のネットワークの構
成について、それをブロックで示す図３を参照して説明する。
なお、ここでは、企業内において電子黒板１を備えた複数の部屋間、あるいは、企業間で
通信を行う場合を例に挙げて説明する。
企業２内の部屋３には、電子黒板１と、この電子黒板１と接続されたＰＣ１００と、この
ＰＣ１００と接続されたＬＡＮボード１０３とが備えられており、部屋４には、電子黒板
１と、この電子黒板１と接続されたＰＣ１００と、このＰＣ１００と接続されたモデム１
０８とが備えられている。各部屋３に備えられたＬＡＮボード１０３は、ＬＡＮケーブル
１０４によりＨＵＢ１０５に接続されている。また、ＨＵＢ１０５は、サーバ１０６に接
続されており、サーバ１０６は、インターネット３００を介して他の企業５に接続可能に
なっている。また、部屋４に備えられたモデム１０８は、電話回線１０９から公衆通信交
換網３０１を介して他の企業５に接続可能になっている。
なお、図示しないが、他の企業５内には、企業２内と同様に、ＰＣを介して通信可能な電
子黒板１が備えられている。
【００２３】
ここで、上記ネットワークにおけるデータの流れについて説明する。
ある部屋３に備えられた電子黒板１に記憶された筆記データは、ＰＣ１００からＬＡＮボ
ード１０３およびＨＵＢ１０５を介して指定された部屋３のＰＣ１００へ送信される。そ
して、そのデータを受信した者は、ＰＣ１００に備えられたモニタ１０３に受信データを
表示することにより（図２）、あるいは、受信データをＰＣ１００に接続されたプリンタ
２００により用紙２０３に印刷することにより（図２）、受信データの内容を見ることが
できる。
また、筆記データを、たとえばＴＩＦＦ（Ｔａｇ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ
）形式で電子メールに画像ファイルとして添付し、サーバ１０６からインターネット３０
０を介して他の企業５へ送信することもできる。これにより、他の企業５は、企業２から
送信された電子メールに添付されている画像ファイルをデコードすることにより、筆記デ
ータの内容を見ることができる。
【００２４】
［筆記パネル本体２０の構造］
次に、筆記パネル本体２０の構造について図４を参照して説明する。
図４は、筆記パネル本体２０の各構成部材を示す説明図である。
筆記パネル本体２０は、筆記面２１ａを有する筆記シート２１と、板状のパネル２２と、
センスコイル２３が敷設された枠形状の取付パネル２４と、板状のバックパネル２５とを
順に積層した構造である。
この実施形態では、筆記シート２１は、貼り合わされたＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラ
ート）フィルムにより厚さ０．１ｍｍに形成されており、パネル２２は、アクリル樹脂、
ＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体）、ＰＣ（ポリカーボネート
）などにより厚さ３．０ｍｍに形成されている。また、取付パネル２４は、発泡スチロー
ルなどの発泡樹脂製材料により厚さ４０ｍｍに形成されており、バックパネル２５は、ア
ルミニウムなどの導電性材料により厚さ１．０ｍｍに形成されている。さらに、筆記パネ
ル本体２０の各端部を挾持するフレーム１１の全体の厚さは５０ｍｍである。
【００２５】
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［センスコイル２３の構成］
次に、センスコイル２３の構成について図５を参照して説明する。
図５（Ａ）は、図４に示すセンスコイル２３の構成を一部を省略して示す説明図であり、
図５（Ｂ）は、図５（Ａ）に示すセンスコイル２３の幅および重ねピッチを示す説明図で
ある。
なお、以下の説明では、センスコイル２３のうちＸ軸方向に配列されたセンスコイルをＸ
コイルと称し、Ｙ軸方向に配列されたセンスコイルをＹコイルと称する。
図５（Ａ）に示すように、Ｘ軸方向には、ペン６０およびイレーサ４０の（Ｘ，Ｙ）座標
のＸ座標を検出するためのＸ１～ＸｍのＸコイルがｍ本配置されており、Ｙ軸方向には、
Ｙ座標を検出するためのＹ１～ＹｎのＹコイルがＸコイルと直交してｎ本配置されている
。ＸコイルおよびＹコイルは、それぞれ略矩形状に形成されており、矩形部分の長辺の長
さはＰ２である。
【００２６】
図５（Ｂ）に示すように、Ｘコイルは、それぞれ幅（矩形部分の短辺の長さ）Ｐ１に形成
されており、隣接するＸコイルは、Ｐ１／２のピッチでそれぞれ重ねられている。各Ｙコ
イルもそれぞれ幅Ｐ１に形成されており、隣接するＹコイルは、Ｐ１／２のピッチでそれ
ぞれ重ねられている。また、Ｘコイルの各端子２３ａは、Ｘコイル切替え回路５０ａに接
続されており、Ｙコイルの各端子２３ｂは、Ｙコイル切替え回路５０ｂに接続されている
（図１１（Ｂ））。
この第１実施形態では、Ｐ１＝５０ｍｍであり、Ｐ２＝９００ｍｍである。また、ｍ＝２
３であり、ｎ＝３４である。さらに、ＸコイルおよびＹコイルは、共に表面に絶縁被膜層
（たとえば、ニクロム層やエナメル層）を有する直径０．３５ｍｍの銅線により形成され
ている。
なお、図５（Ａ）では、コイルの配置を分かり易くするために各コイルの辺が重ならない
ように描かれているが、実際には、たとえばＸコイルＸ１の長辺部には各ＹコイルＹ１，
Ｙ２，Ｙ３・・・の短辺部が重なって配置されている。また、端子２３ａ，２３ｂは、そ
の間隔を最小として構成されている。
【００２７】
［位置座標テーブル］
次に、筆記面２１ａ上のペン６０の位置座標を検出するための位置座標テーブルについて
図６および図７を参照して説明する。
図６（Ａ）はＸコイルＸ１～Ｘ３の一部を示す説明図であり、図６（Ｂ）は図６（Ａ）に
示すＸコイルＸ１～Ｘ３に発生する電圧と幅方向の距離との関係を示すグラフであり、図
６（Ｃ）は図６（Ａ）に示すＸコイルＸ１～Ｘ３の相互に隣接するセンスコイル間の電圧
差を示すグラフである。図７は位置座標テーブルを示す説明図である。
図６においてＸコイルＸ１，Ｘ２，Ｘ３の中心線をそれぞれＣ１，Ｃ２，Ｃ３とし、Ｘコ
イルＸ１，Ｘ２，Ｘ３に発生する電圧をそれぞれｅｘ１，ｅｘ２，ｅｘ３とする。図６（
Ｂ）に示すように、電圧ｅｘ１～ｅｘ３は、それぞれセンスコイルの中心Ｃ１～Ｃ３にお
いて最大となり、長手方向の端部に近づくにつれて小さくなる単峰性を示す。なお、各コ
イルは、自己のヌル点が隣接するコイルの中心の外側となるようにＰ１／２で重ねられる
。
【００２８】
また、図６（Ｃ）に示すようにＸコイルＸ１～Ｘ３の相互に隣接するセンスコイル間の電
圧差は、センスコイルの中心Ｃ１～Ｃ３上にそれぞれ最大値を有し、センスコイルの中心
とセンスコイルの長辺部分との中間点、つまり隣接するセンスコイルが重なった部分の中
間点に最小値を有するグラフとなる。
たとえば、図６（Ｃ）において（ｅｘ１－ｅｘ２）を示すグラフの右半分（実線で示す部
分）は、ＸコイルＸ１の中心Ｃ１から、ＸコイルＸ２が重ねられた部分の中間点Ｑ１まで
の距離（重ねピッチの１／２、つまりＰ１／４）と（ｅｘ１－ｅｘ２）との関係を示す。
今、仮にペン６０が点Ｑ２に存在する場合、（ｅｘ１－ｅｘ２）を検出すれば中心Ｃ１か
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らＱ２点までの距離ΔＸ１を検出できるため、Ｑ２点のＸ座標を求めることができる。
この実施形態では、コイル幅Ｐ１が５０ｍｍであるから、Ｐ１／４＝１２．５ｍｍである
。センスコイル２３から検出した電圧ｅｘを８ｂｉｔのデジタルデータに変換すると、上
記実線部分は図７に示す位置座標テーブル５８ａになる。この位置座標テーブル５８ａは
ＲＯＭ５８（図１１（Ｂ））などに記憶され、ペン６０の位置座標の演算に用いられる。
【００２９】
［センスコイルの端部の影響］
本発明者は、ＸコイルおよびＹコイルの短辺部分が検出電圧に与える影響について実験を
行った。図８（Ａ）はＹコイルの短辺部分からの距離についてＹコイルＹ３，Ｙ４を例に
挙げて示す説明図であり、図８（Ｂ）は図７に示した位置座標テーブル５８ａを端部から
の距離を変化させて作成した結果を示すグラフである。
本発明者は、図８（Ａ）に示すように、ペン６０の位置Ｇ１をＹコイルＹ３の短辺部分Ｙ
３ａから長辺部分Ｙ３ｂに沿って１ｃｍ刻みに移動し、その移動した位置において位置Ｇ
１を矢印で示す方向へΔＸ移動させたときのＹコイルＹ３，Ｙ４間の電圧差を測定する作
業を１サイクルとし、図７に示した位置座標テーブル５８ａを作成した。この作業を１ｃ
ｍから１３ｃｍまで計１３サイクル行った。その結果、図８（Ｂ）に示すグラフを得た。
図８（Ｂ）に示すように、短辺部分Ｙ３ａに近づくにつれてグラフの傾きが小さくなり、
ＹコイルＹ３，Ｙ４間の電圧差が低下することが分かった。
【００３０】
つまり、ペン６０の位置Ｇ１がＹコイルＹ３の短辺部分Ｙ３ａに近づくにつれて短辺部分
Ｙ３ａから発生する電圧の影響が大きくなるため、位置座標を求めるための電圧差が低下
するので正確な位置座標を検出できないことが分かった。
そこで、本発明者は、ペン６０がセンスコイルの短辺部分の近傍に存在する場合の位置座
標の誤差を補正するため、図８（Ｂ）に示す実験結果に基づいて、短辺部分からの距離に
対応してどのような補正を行えば、図７に示す特性に近づけることができるかを検討した
。その結果、図９に示すように、センスコイルの短辺部分からの距離と補正係数とを対応
付けた補正テーブル５８ｂを作成した。そして、ペン６０の位置がコイルの端部であると
判定された場合に、検出電圧に対してコイルの短辺部分からの距離に対応する補正係数を
乗算することにより、位置座標の誤差を補正できることが分かった。
【００３１】
［端部の態様および補正の態様］
次に、端部の態様について図１０を参照して説明する。
図１０（Ａ）はペン６０がＸコイルの最縁端のＸコイルＸ１に存在する場合を示す説明図
であり、図１０（Ｂ）はペン６０がＹコイルの最縁端のＹコイルＹｎに存在する場合を示
す説明図であり、図１０（Ｃ）はペン６０がＸコイルＸ１およびＹコイルＹｎが重なった
部分に存在する場合を示す説明図である。
ペン６０がセンスコイル２３の端部に存在する態様としては３つあり、第１の態様は、ペ
ン６０がＸコイルの最縁端のＸコイルＸ１内またはＸコイルＸｍ内に存在する場合である
。その中でペン６０がＸコイルＸ１内に存在する態様を例に挙げると、図１０（Ａ）に示
すように、ＸコイルＸ１内であって、そのＸコイルＸ１に隣接するＸコイルＸ２以外の最
縁端領域Ｊ１、つまりＸコイルＸ１内であってＸコイルＸ２の重なり部分を除く最縁端領
域Ｊ１にペン６０の位置Ｇ１が存在する態様である。
この第１の態様の場合は、位置Ｇ１に存在するペン６０は、前述の実験において説明した
ように、ＹコイルＹ３の短辺部分Ｙ３ａによる影響を受けるため、位置Ｇ１のＹ座標を正
確に検出できないので、Ｙ座標の誤差を補正する必要がある。この場合、短辺部分Ｙ３ａ
から位置Ｇ１までの距離Ｌ１は、位置Ｇ１のＸ座標に対応するため、図９に示した補正テ
ーブル５８ｂを用いて検出電圧に補正係数を乗算することにより、Ｙ座標の誤差を補正で
きる。
【００３２】
第２の態様は、ペン６０が最縁端のＹコイルＹ１内またはＹコイルＹｎ内に存在する場合

10

20

30

40

50

(8) JP 3885220 B2 2007.2.21



である。その中でペン６０がＹコイルＹｎ内に存在する態様を例に挙げると、図１０（Ｂ
）に示すように、ＹコイルＹｎ内であって、そのＹコイルＹｎに隣接するＹコイルＹ（ｎ
－１）以外の最縁端領域Ｊ２、つまりＹコイルＹｎ内であってＹコイルＹ（ｎ－１）の重
なり部分を除く最縁端領域Ｊ２にペン６０の位置Ｇ２が存在する態様である。
この第２の態様の場合は、位置Ｇ２に存在するペン６０は、ＸコイルＸ３の短辺部分Ｘ３
ａによる影響を受けるため、位置Ｇ２のＸ座標を正確に検出できないので、Ｘ座標の誤差
を補正する必要がある。この場合、短辺部分Ｘ３ａから位置Ｇ２までの距離Ｌ２は、位置
Ｇ２のＹ座標に基づいて求めることができるため、図９に示した補正テーブル５８ｂを用
いて検出電圧に補正係数を乗算することにより、Ｘ座標の誤差を補正できる。
【００３３】
第３の態様は、ペン６０がセンスコイル２３の４つの角部のいずれかに存在する場合であ
る。つまり、ペン６０が最縁端のＸコイルＸ１内であり、かつＹコイルＹｎ内に存在する
場合と、ＸコイルＸ１内であり、かつＹコイルＹ１内に存在する場合と、ＸコイルＸｍ内
であり、かつＹコイルＹｎ内に存在する場合と、ＸコイルＸｍ内であり、かつＹコイルＹ
１内に存在する場合の４つの場合である。その中でペン６０がＸコイルＸ１内であり、か
つＹコイルＹｎ内に存在する場合を例に挙げると、図１０（Ｃ）に示すように、Ｘコイル
Ｘ１内であって、そのＸコイルＸ１に重なったＸコイルＸ２の重なり部分を除く領域Ｊ１
と、ＹコイルＹｎ内であって、そのＹコイルＹｎに重なったＹコイルＹ（ｎ－１）の重な
り部分を除く領域Ｊ２とが重なった部分（角部）にペン６０の位置Ｇ３が存在する態様で
ある。
【００３４】
この第３の態様の場合は、位置Ｇ３に存在するペン６０は、ＹコイルＹｎの短辺部分Ｙｎ
ａおよびＸコイルＸ１の短辺部分Ｘ１ａの双方の影響を受けるため、位置Ｇ３のＸ座標お
よびＹ座標を正確に検出できないので、Ｘ座標およびＹ座標双方の誤差を補正する必要が
ある。この場合、短辺部分Ｙｎａから位置Ｇ３までの距離Ｌ１は、位置Ｇ３のＸ座標に基
づいて求めることができるため、図９に示した補正テーブル５８ｂを用いて検出電圧に補
正係数を乗算することにより、Ｙ座標の誤差を補正できる。また、短辺部分Ｘ１ａから位
置Ｇ３までの距離Ｌ２は、位置Ｇ３の上記補正したＹ座標に基づいて求めることができる
ため、図９に示した補正テーブル５８ｂを用いて検出電圧に補正係数を乗算することによ
り、Ｘ座標の誤差を補正できる。
【００３５】
［ペン６０の主要構成］
次に、ペン６０の主要構成について、それを示す図１１（Ａ）を参照して説明する。
ペン６０には円筒形状の胴体部６１ａと、この胴体部６１ａの後端に着脱可能に取付けら
れた蓋６１ｃとが備えられている。胴体部６１ａの内部には、コイルＬ１と、矢印Ｆ２で
示す方向へ取り出し可能なインクカートリッジ６３と、このインクカートリッジ６３に挿
入されたペン先６２と、コイルＬ１から交番磁界を発生させるための発振回路などが実装
された回路基板６９と、この回路基板６９に電源を供給する電池７０とが設けられている
。
また、インクカートリッジ６３と回路基板６９との間には、上記発振回路などへの電源の
供給および遮断を行うための押しボタン式のスイッチ６７が設けられている。スイッチ６
７は、ペン先６２を筆記面２１ａ（図１）に押し付け、インクカートリッジ６３が矢印Ｆ
１で示す方向へ移動するとＯＮし、矢印Ｆ２で示す方向へ戻るとＯＦＦする。つまり、ペ
ン先６２の押圧によりコイルＬ１から交番磁界が発生する。
なお、イレーサ４０には交番磁界を発生するコイル、発振回路および電池などが内蔵され
ている。
【００３６】
［電子黒板１の電気的構成および主な制御内容］
次に、電子黒板１の電気的構成および主な制御内容について図１１（Ｂ）および図１２を
参照して説明する。
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図１１（Ｂ）は電子黒板１の電気的構成をブロックで示す説明図であり、図１２は図１１
（Ｂ）に示すＣＰＵ５６による主な制御内容を示すフローチャートである。
図１１（Ｂ）に示すように、電子黒板１に内蔵された制御装置５０には、トランジスタな
どのスイッチング素子（たとえば、ＭＯＳ　ＦＥＴ）により、ＸコイルをＸ１～Ｘｍまで
順に切替えるＸコイル切替え回路５０ａと、ＹコイルをＹ１～Ｙｎまで順に切替えるＹコ
イル切替え回路５０ｂとが備えられている。また、ＲＯＭ５８には、ＣＰＵ５６が実行す
る各種制御プログラム、電圧値と位置座標とを対応付けた位置座標テーブル５８ａ、位置
座標補正テーブル５８ｂなどが記憶されている。
【００３７】
図１２に示すように、ＣＰＵ５６は、電源ボタン３８（図１）が押されて電源がＯＮした
ことを検出すると（ステップ（以下、Ｓと略す）１００）、初期設定を行い（Ｓ２００）
、座標読取処理を行う（Ｓ３００）。
［座標読取処理］
ここで座標読取処理について、その流れを示す図１３のフローチャートを参照して説明す
る。
ＣＰＵ５６は、Ｘコイル切替え回路５０ａおよびＹコイル切替え回路５０ｂを動作させて
ＸコイルおよびＹコイルのスキャンを行う（Ｓ３０２）。このとき、筆記面２１ａ上に置
かれたペン６０から発生する交番磁界と、ＸコイルおよびＹコイルとの磁気結合により各
コイルに発生した信号は、増幅器５０ｃによって増幅され、その増幅された信号は、振幅
検波回路５１によって振幅検波される。続いてその振幅検波された信号は、Ａ／Ｄ変換回
路５２によって振幅、つまり電圧値に対応したデジタル信号に変換され、Ｉ／Ｏ回路５３
を介してＣＰＵ５６に入力され、ＣＰＵ５６はペン６０を検出したと判定する（Ｓ３０４
：Ｙｅｓ）。
【００３８】
ＣＰＵ５６は、ＸコイルＸ１～Ｘｍをスキャンして入力されたデジタル信号によって示さ
れる電圧値ｅ（１）～ｅ（ｍ）をＲＡＭ５９に順次格納して行く。そして全Ｘコイルの走
査が一巡すると、ＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５９に格納されている電圧値ｅ（１）～ｅ（ｍ）
の中で最大の電圧値ｅ（ｍａｘ）を選択し、その電圧値ｅ（ｍａｘ）を発生したＸコイル
のコイル番号（以下、ｍａｘと称する）をＲＡＭ５９に記憶する。
たとえば、図６に示すように、ペン６０は位置Ｑ３に存在し、図６（Ｂ）に示すように、
ＸコイルＸ１，Ｘ２，Ｘ３からそれぞれ電圧ｅ１，ｅ２，ｅ３が検出されたとすると、最
大の電圧値ｅ２を選択し、その電圧値ｅ２を発生したＸコイルのコイル番号２をｍａｘと
してＲＡＭ５９に記憶する。
【００３９】
そして、ＣＰＵ５６はｅ（ｍａｘ）の両隣の電圧値ｅ（ｍａｘ±１）のうち大きい方を決
定し、その決定した電圧値を発生したＸコイルのコイル番号（以下、ｍａｘ２と称する）
をＲＡＭ５９に記憶する。図６に示す例では、ｅ２の両隣の電圧値ｅ３，ｅ１のうち大き
い方のｅ３を決定し、そのｅ３を発生したＸコイルのコイル番号３をｍａｘ２としてＲＡ
Ｍ５９に記憶する。
続いてＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５９に記憶されたコイル番号ｍａｘおよびｍａｘ２を比較し
て、コイル番号ｍａｘ２はコイル番号ｍａｘからＸ軸の＋方向または－方向のどちらに存
在しているかを判定する。そして、ｍａｘ２≧ｍａｘである場合は、変数ＳＩＤＥを１に
設定し、ｍａｘ２＜ｍａｘである場合は、変数ＳＩＤＥを－１に設定する。図６に示す例
では、ｍａｘ＝２でｍａｘ２＝３であるから、ｍａｘ２＞ｍａｘとなり、変数ＳＩＤＥを
１に設定する。
続いてＣＰＵ５６は、
【００４０】
ＤＩＦＦ＝ｅ（ｍａｘ）－ｅ（ｍａｘ２）・・・（１）
【００４１】
を演算し、その演算されたＤＩＦＦに最も近い位置座標をＲＯＭ５８に記憶されている位
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置座標テーブル５８ａから読出し、それをＯＦＦＳＥＴとする。続いてＣＰＵ５６は、
【００４２】
Ｘ１＝（Ｐ１／２）×ｍａｘ＋ＯＦＦＳＥＴ×ＳＩＤＥ・・・（２）
【００４３】
を演算し、Ｘ座標Ｘ１を求める（Ｓ３０６）。ここで、（Ｐ１／２）×ｍａｘは、コイル
番号ｍａｘの中心のＸ座標を示す。図６に示す例では、（２）式は、Ｘ＝（Ｐ１／２）×
２＋（ｅ２－ｅ１）×１となり、位置Ｑ３のＸ座標は、ＸコイルＸ２の中心線Ｃ２からＸ
軸の＋方向に（ｅ２－ｅ１）に対応する距離、たとえばΔＸ２離れた座標となる。
そして、ＣＰＵ５６は、求めたＸ座標が、Ｘ軸の端部を示すＸ座標であるか否かを判定し
（Ｓ３０８）、Ｘ軸の端部を示す座標である場合は（Ｓ３０８：Ｙｅｓ）、Ｘ軸の端部で
あることを示すＸ軸端部フラグを立てる（Ｓ３１０）。続いてＣＰＵ５６は、補正テーブ
ル５８ｂ（図９）を参照し、上記求めたＸ座標（短辺部分からの距離）に対応付けられて
いる補正係数Ｋを抽出する（Ｓ３１２）。
【００４４】
次にＣＰＵ５６は、Ｙコイルのスキャンを実行し（Ｓ３１４）、Ｘ軸端部フラグが立って
いる場合は（Ｓ３１６：Ｙｅｓ）、各Ｙコイルの検出値に補正係数Ｋを乗算し（Ｓ３１８
）、Ｙ座標を演算する（Ｓ３２０）。続いてＣＰＵ５６は、演算したＹ座標がＹ軸の端部
を示すＹ座標であるか否かを判定する（Ｓ３２２）。ここで、図１０（Ａ）に示すように
Ｘ軸の端部であるがＹ軸の端部でない場合は（Ｓ３２２：Ｎｏ）、Ｓ３３８へスキップし
、前回のスキャンでペン６０を検出している場合は（Ｓ３３８：Ｙｅｓ）、前回求めた座
標との差分を演算し、その差分をＲＡＭ５９に記憶する（Ｓ３４０）。また、前回のスキ
ャンでペン６０を検出していない場合は（Ｓ３３８：Ｎｏ）、Ｓ３０６で演算したＸ座標
およびＳ３２０で演算したＹ座標をＲＡＭ５９に記憶する（Ｓ３４２）。
【００４５】
またＣＰＵ５６は、図１０（Ｂ）に示すように演算したＹ座標がＹ軸端部を示す場合は（
Ｓ３２２：Ｙｅｓ）、Ｙ軸の端部であることを示すＹ軸端部フラグを立て（Ｓ３２４）、
補正テーブル５８ｂ（図９）を参照し、上記求めたＹ座標（端部からの距離）に対応付け
られている補正係数Ｋを抽出する（Ｓ３２６）。続いてＣＰＵ５６は、Ｓ３０６で検出し
た検出値に補正係数Ｋを乗算し、Ｘ座標を再演算する（Ｓ３２８）。続いてＣＰＵ５６は
、Ｘ軸端部フラグおよびＹ軸端部フラグが共に立っているか否か、つまりペン６０の位置
が、たとえば図１０（Ｃ）においてＧ３で示す位置であるか否かを判定する（Ｓ３３０）
。
【００４６】
そしてＣＰＵ５６は、Ｘ軸端部フラグおよびＹ軸端部フラグが共に立っている場合は（Ｓ
３３０：Ｙｅｓ）、Ｓ３２８で再演算したＸ座標に対応付けられている補正係数Ｋを再抽
出し、Ｓ３１４におけるスキャンによる検出値に補正係数Ｋを乗算することにより、Ｙ座
標を再演算する（Ｓ３３２）。続いてＣＰＵ５６は、その再演算されたＹ座標に対応付け
られている補正係数Ｋを補正テーブル５８ｂから再抽出し、Ｓ３０２におけるスキャンに
よる検出値に補正係数Ｋを乗算することにより、Ｘ座標を再演算する（Ｓ３３４）。
つまり、前述したように、ペン６０が図１０（Ｃ）においてＧ３で示すようなセンスコイ
ル２３の角部に存在する場合には、スキャンによる検出値はＸコイルの短辺部分およびＹ
コイルの短辺部分の双方の影響を受けるため、Ｓ３０６において演算されたＸ座標および
Ｓ３２０において演算されたＹ座標は、誤差を含んだ値なので、再演算して誤差の小さい
Ｘ座標およびＹ座標を求める。
【００４７】
続いてＣＰＵ５６は、今回再演算したＸ座標Ｘｉと前回演算したＸ座標Ｘｊとの差（Ｘｉ
－Ｘｊ）を２乗した値（Ｘｉ－Ｘｊ） 2  と、今回再演算したＹ座標Ｙｉと前回演算したＹ
座標Ｙｊとの差（Ｙｉ－Ｙｊ）を２乗した値（Ｙｉ－Ｙｊ） 2  とを加算した値が予め設定
されている設定値Ｃより小さいか否かを判定し（Ｓ３３６）、設定値Ｃより小さいと判定
されるまでＹ座標およびＸ座標の再演算を繰り返す。
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つまり、座標の再演算を繰り返すことにより、より誤差の小さい正確な座標値を求める。
また、再演算の結果によっては、ある所定値に収束しないで振動してしまうことが考えら
れるため、今回再演算した座標と前回演算した座標との差が、設定値Ｃより小さくなった
時点で再演算を終了する（Ｓ３３６：Ｙｅｓ）。続いてＣＰＵ５６は、前回のスキャンで
ペン６０を検出している場合は（Ｓ３３８：Ｙｅｓ）、今回演算された座標と前回演算さ
れた座標との差分を演算し、それをＲＡＭ５９に記憶する（Ｓ３４２）。また、前回のス
キャンでペン６０を検出していない場合は（Ｓ３３８：Ｎｏ）、Ｓ３３２で再演算したＹ
座標およびＳ３３４で再演算したＸ座標をＲＡＭ５９に記憶する（Ｓ３４２）。
【００４８】
ここで図１２の説明に戻り、また、ＣＰＵ５６は、ページ戻りボタン３３、ページ送りボ
タン３４および消去ボタン３５が押されたときに、記憶されている筆記データのページ単
位での戻し、送り、あるいは消去などのページ処理を行う（Ｓ４００）。さらに、ＣＰＵ
５６は、操作部３０に設けられた各種ボタン（図１）の操作により発生するスイッチング
信号をＩ／Ｆ回路５７（図１１（Ｂ））を介して取り込み、ＲＡＭ５９に格納されている
位置座標データを記憶するページをページ単位で送ったり、戻したり、あるいは位置座標
データをページ単位で消去するなどのページ処理を実行する（Ｓ４００）。また、ＣＰＵ
５６は、ＲＡＭ５９に格納されている位置座標データのうち、目的のページの位置座標デ
ータを適当なフォーマットに変換してＰＣ１００やプリンタ２００（図２）へ出力するデ
ータ出力処理を実行する（Ｓ５００）。
【００４９】
さらに、ＣＰＵ５６は、各種ボタンが押された際に発生するスイッチング信号に基づいて
音声回路３１ａを動作させてスピーカ３１から「ピー」、「ピッ」などの操作音を発生す
る音声出力処理を実行する（Ｓ６００）。またＣＰＵ５６は、イレーサ４０に内蔵された
コイルから発生する交番磁界によってＸコイルおよびＹコイルに発生する電圧に基づいて
イレーサ４０の払拭軌跡を演算し、その演算した払拭軌跡内の位置座標データをＲＡＭ５
９（図１１（Ｂ））から消去するイレーサ処理を実行する（Ｓ７００）。
【００５０】
以上のように、第１実施形態の電子黒板１を使用すれば、Ｘ座標およびＹ座標の少なくと
も一方を利用して他方または双方の座標を補正することができるため、従来のような補正
用ループを設ける必要がない。
したがって、筆記パネル本体に補正用ループを設ける作業が不要である分、筆記パネル本
体の製造効率を高めることができる。
しかも、補正用ループを設けない分、筆記パネル本体の有効面積を広げることができる。
また、補正用ループを設けない分、装置を小型化することができる。さらに、センスコイ
ル２３に発生する信号のレベルに基づいて座標を演算し、あるいは座標を補正できるため
、従来のようなパルスを計数したり、その計数されたパルス数を加減算するための回路構
成が不要である。
【００５１】
［第２実施形態］
次に、この発明の第２実施形態について図１４を参照して説明する。
この第２実施形態の電子黒板は、ペン６０から発生する交番磁界の出力レベルが低下した
場合であっても、その低下した出力レベルに対応して位置座標テーブル５８ａおよび補正
テーブル５８ｂを更新することにより、位置座標の演算および補正を正確に行うことがで
きることを特徴とする。
なお、ＣＰＵ５６が実行する処理の一部を除く他の構成および機能は、前述の第１実施形
態の電子黒板１と同じであるため、その同じ部分の説明を省略し、ＣＰＵ５６が実行する
座標読取処理についてのみ、その一部を省略して示す図１４のフローチャートを参照して
説明する。
【００５２】
ＣＰＵ５６は、Ｘコイルをスキャンし（Ｓ３５０）、ペン６０を検出すると（Ｓ３５２：
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Ｙｅｓ）、ＲＡＭ５９に記憶されている電圧値ｅ（１）～ｅ（ｍ）について最大値ｄを示
すコイルｅ（ｍａｘ）を検出し、そのコイルｅ（ｍａｘ）の両隣のコイルのうち、コイル
ｅ（ｍａｘ）と同じ電圧値を示すコイルｅ（ｍａｘ２）が存在するか否かを判定する（Ｓ
３５４）。続いてＣＰＵ５６は、コイルｅ（ｍａｘ）と同じ電圧値を示すコイルｅ（ｍａ
ｘ２）が存在する場合は（Ｓ３５４：Ｙｅｓ）、ＲＯＭ５８に記憶されている位置座標テ
ーブル５８ａおよび補正テーブル５８ｂをＲＡＭ５９のワークエリアに再ロードし（Ｓ３
５６）、Ｓ３５４において検出された最大値ｄと、予めＲＯＭ５８に記憶されている記憶
値ｇとの比ｒを演算する（Ｓ３５６）。記憶値ｇは、ペン６０の電池が未使用であり、電
圧が低下していないときにペン６０から発生する交番磁界によってセンスコイル２３に発
生する信号の電圧値に基づいて設定する。この条件が成立するときのペン６０の位置座標
は、ペン６０から発生する交番磁界の出力レベルの大きさにかかわらず一定（隣り合うコ
イルの中間点）であるので、最大値ｄと記憶値ｇとの比ｒは、ペン６０から発生する交番
磁界の出力レベルの低下の度合いを示す。
【００５３】
続いてＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５９のワークエリアに再ロードされている位置座標テーブル
５８ａおよび補正テーブル５８ｂの各値に比ｒを乗算する（Ｓ３６０）。これにより、位
置座標テーブル５８ａおよび補正テーブル５８ｂは、ペン６０の出力レベルに対応した値
に更新される。そしてＣＰＵ５６は、その更新された位置座標テーブル５８ａおよび補正
テーブル５８ｂに基づいてＸ座標を演算し（Ｓ３６２）、図１３に示したＳ３０８～Ｓ３
４２の処理を行う。
以上のように、第２実施形態の電子黒板を使用すれば、ペン６０から発生する交番磁界の
出力レベルが低下した場合であっても、その低下した出力レベルに対応して位置座標テー
ブル５８ａおよび補正テーブル５８ｂを更新することができるため、位置座標の演算およ
び補正を正確に行うことができる。
【００５４】
ところで、ペン６０がこの発明の交番磁界発生手段に対応し、筆記パネル本体２０が座標
入力シートに対応する。また、ＣＰＵ５６が実行するＳ３０２およびＳ３１４がこの発明
の信号レベル検出手段として機能し、Ｓ３０８およびＳ３２２が判定手段として機能し、
Ｓ３１８、Ｓ３２８、Ｓ３３２およびＳ３３４が補正手段として機能する。さらに、ＣＰ
Ｕ５６が実行する図１４に示すＳ３５４～Ｓ３６０が、出力レベル対応補正手段として機
能する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態に係る電子黒板の主要構成を示す外観斜視説明図である。
【図２】図１に示す電子黒板にＰＣおよびプリンタを接続した状態を示す説明図である。
【図３】電子黒板１と他の電子黒板１との間でデータの通信を行う場合のネットワークの
構成をブロックで示す説明図である。
【図４】筆記パネル本体２０の各構成部材を示す説明図である。
【図５】図５（Ａ）は図５に示すセンスコイル２３の構成を一部を省略して示す説明図で
あり、図５（Ｂ）は図５（Ａ）に示すセンスコイル２３の幅および重ねピッチを示す説明
図である。
【図６】図６（Ａ）はＸコイルＸ１～Ｘ３の一部を示す説明図であり、図６（Ｂ）は図６
（Ａ）に示すＸコイルＸ１～Ｘ３に発生する電圧と幅方向の距離との関係を示すグラフで
あり、図６（Ｃ）は図６（Ａ）に示すＸコイルＸ１～Ｘ３の相互に隣接するセンスコイル
間の電圧差を示すグラフである。
【図７】位置座標テーブルを示す説明図である。
【図８】図８（Ａ）はＹコイルの短辺部分からの距離についてＹコイルＹ３，Ｙ４を例に
挙げて示す説明図であり、図８（Ｂ）は図７に示した位置座標テーブル５８ａを端部から
の距離を変化させて作成した結果を示すグラフである。
【図９】補正テーブルを示す説明図である。
【図１０】図１０（Ａ）はペン６０がＸコイルの最縁端のＸコイルＸ１に存在する場合を
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示す説明図であり、図１０（Ｂ）はペン６０がＹコイルの最縁端のＹコイルＹｎに存在す
る場合を示す説明図であり、図１０（Ｃ）はペン６０がＸコイルＸ１およびＹコイルＹｎ
が重なった部分に存在する場合を示す説明図である。
【図１１】図１１（Ａ）はペン６０の主要構成を示す説明図であり、図１１（Ｂ）は電子
黒板１の電気的構成をブロックで示す説明図である。
【図１２】ＣＰＵ５６による主な制御内容を示すフローチャートである。
【図１３】ＣＰＵ５６が実行する座標読取処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】第２実施形態においてＣＰＵ５６が実行する座標読取処理の流れを一部を省略
して示すフローチャートである。
【図１５】従来の座標読取装置のタブレット（座標入力シート）に設けられたセンスルー
プ（導線）およびペン（交番磁界発生手段）に備えられた励磁コイルを示す説明図である
。
【符号の説明】
１　　電子黒板（座標読取装置）
２０　　筆記パネル本体（座標入力シート）
２１ａ　筆記面
２３　　センスコイル（導線）
２４　　取付パネル
３０　　操作部
５６　　ＣＰＵ
５８ａ　位置座標テーブル
５８ｂ　補正テーブル
６０　　ペン（交番磁界発生手段）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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