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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一入力装置上の第一圧力を検出するステップと、
　該第―圧力を検出すると、該第一入力装置に、入力装置と圧力と触知感覚とを関連付け
て記憶するデータベースに基づいて前記第一入力装置及び該第一圧力に関連付けられた第
一触知感覚を与える、とともに第一の機能を示す第一信号を与えるステップと、
　前記第一入力装置上の、前記第一圧力より大きい第二圧力を検出するステップと、
　該第二圧力を検出すると、前記第一入力装置に、前記データベースに基づいて該第二圧
力に関連付けられた第二触知感覚を与える、とともに第二の機能を示す第二信号を与える
ステップとを、
　処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する読取可能な媒体。
【請求項２】
　前記第一入力装置上の、前記第二圧力より大きい第三圧力を検出するステップと、
　該第三圧力を検出すると、前記第一入力装置に、前記データベースに基づいて該第三圧
力に関連付けられた第三触知感覚を与える、とともに第三の機能を示す第三信号を与える
ステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項１
に記載の読取可能な媒体。
【請求項３】
　前記第一入力装置上の、前記第三圧力より大きい第四圧力を検出するステップと、
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　該第四圧力を検出すると、前記第一入力装置に、前記データベースに基づいて該第四圧
力に関連付けられた第四触知感覚を与える、とともに第四の機能を示す第四信号を与える
ステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項２
に記載の読取可能な媒体。
【請求項４】
　前記第一触知感覚が、前記第二触知感覚とは異なる請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項５】
　第二入力装置に、前記データベースに基づいて該第二入力装置に関連付けられた前記第
一触知感覚を与えるステップを、処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命
令を、さらに記憶する請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項６】
　前記第二入力装置に、前記データベースに基づいて該第二入力装置に関連付けられた前
記第二触知感覚を与えるステップを、処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含
む命令を、さらに記憶する請求項５に記載の読取可能な媒体。
【請求項７】
　第二入力装置上の第三圧力を検出するステップと、
　該第三圧力を検出すると、該第二入力装置に、前記データベースに基づいて前記第二入
力装置及び該第三圧力に関連付けられた第三触知感覚を与える、とともに第三の機能を示
す第三信号を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項１
に記載の読取可能な媒体。
【請求項８】
　前記第三触知感覚が、前記第一触知感覚とは異なる請求項７に記載の読取可能な媒体。
【請求項９】
　前記第二入力装置上の、前記第三圧力より大きい第四圧力を検出するステップと、
　該第四圧力を検出すると、前記第二入力装置に、前記データベースに基づいて前記第二
入力装置及び該第四圧力に関連付けられた第四触知感覚を与える、とともに第四の機能を
示す第四信号を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項７
に記載の読取可能な媒体。
【請求項１０】
　前記第一触知感覚が、前記第二触知感覚とは異なる請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項１１】
　前記第一触知感覚が、前記第二触知感覚とは異なる周波数を備える請求項１０に記載の
読取可能な媒体。
【請求項１２】
　前記第一入力装置が、携帯電話上のボタンを備える請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項１３】
　前記第一入力装置が、タッチパッド上のソフトキーを備える請求項１に記載の読取可能
な媒体。
【請求項１４】
　前記第一圧力を検出すると、第一英数字を示す第一信号を与えるステップと、
　前記第二圧力を検出すると、第二英数字を示す第二信号を与えるステップと、
　前記第三圧力を検出すると、第三英数字を示す第三信号を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項２
に記載の読取可能な媒体。
【請求項１５】
　前記第一圧力を検出すると、第一英数字を表示するステップと、
　前記第二圧力を検出すると、第二英数字を表示するステップと、
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　前記第三圧力を検出すると、第三英数字を表示するステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を、さらに記憶する請求項１
４に記載の読取可能な媒体。
【請求項１６】
　前記第一入力装置上の前記第二圧力は、前記第一圧力からの連続的な圧力の増加を含む
請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項１７】
　第一の場所でのタッチパッド上の第一圧力を検出するステップと、
　該第一圧力を検出すると、タッチパッドに、場所と圧力と触知感覚とを関連付けて記憶
するデータベースに基づいて前記第一の場所及び該第一圧力に関連付けられた第一触知感
覚を与える、とともに第一の機能を示す第一信号を与えるステップと、
　タッチパッド上の第二の場所で第二圧力を検出するステップと、
　該第二圧力を検出すると、タッチパッドに、前記データベースに基づいて前記第一の場
所及び該第二圧力に関連付けられた第二触知感覚を与える、とともに第二の機能を示す第
二信号を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶し、
　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる大きさを有する読取可能な媒体。
【請求項１８】
　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる波形を、さらに有する請求項１７に
記載の読取可能な媒体。
【請求項１９】
　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる周波数を、さらに有する請求項１７
に記載の読取可能な媒体。
【請求項２０】
　機能の要求を含む、タッチパッド上の第三圧力を検出するステップと、
　機能が利用不可能であると前記データベースに基づいて判断するステップと、
　機能が利用不可能であると判断すると、前記タッチパッドに、前記データベースに基づ
いて前記利用不可能に関連付けられた第三触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する請求項１７に記載
の読取可能な媒体。
【請求項２１】
　タッチパッド上の第三圧力を検出するステップと、
　該第三圧力に不明瞭な入力が含まれると前記データベースに基づいて判断するステップ
と、
　該第三圧力に不明瞭な入力が含まれると判断すると、前記タッチパッドに、前記データ
ベースに基づいて前記不明瞭に関連付けられた第三触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する請求項１７に記載
の読取可能な媒体。
【請求項２２】
　第一の場所で、タッチパッド上の第一圧力を検出するステップと、
　該第一圧力を検出すると、タッチパッドに、場所と圧力と触知感覚とを関連付けて記憶
するデータベースに基づいて前記第一の場所及び該第一圧力に関連付けられた第一触知感
覚を与える、とともに第一の機能を示す第一信号を与えるステップと、
　第二の場所で、タッチパッド上の第二圧力を検出するステップと、
　該第二圧力を検出すると、タッチパッドに、前記データベースに基づいて前記第二の場
所及び該第二圧力に関連付けられた第二触知感覚を与える、とともに第二の機能を示す第
二信号を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶し、
　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる波形を有する読取可能な媒体。
【請求項２３】
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　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる大きさを、さらに有する請求項２２
に記載の読取可能な媒体。
【請求項２４】
　前記第一触知感覚は、前記第二触知感覚とは異なる周波数を、さらに有する請求項２２
に記載の読取可能な媒体。
【請求項２５】
　機能の要求を含む、タッチパッド上の第三圧力を検出するステップと、
　機能が利用不可能であると前記データベースに基づいて判断するステップと、
　機能が利用不可能であると判断すると、前記タッチパッドに、前記データベースに基づ
いて前記利用不可能に関連付けられた第三触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する請求項２２に記載
の読取可能な媒体。
【請求項２６】
　タッチパッド上の第三圧力を検出するステップと、
　該第三圧力に不明瞭な入力が含まれると、前記データベースに基づいて判断するステッ
プと、
　該第三圧力に不明瞭な入力が含まれると判断すると、前記タッチパッドに、前記データ
ベースに基づいて前記不明瞭に関連付けられた第三触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する請求項２２に記載
の読取可能な媒体。
【請求項２７】
　機能の要求を含む第一入力装置上の第一圧力を検出するステップと、
　その機能が利用不可能であると、入力装置と圧力と触知感覚とを関連付けて記憶するデ
ータベースに基づいて判断するステップと、
　その機能が利用不可能であると判断すると、第一入力装置に、前記データベースに基づ
いて前記利用不可能に関連付けられた第一触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する読取可能な媒体。
【請求項２８】
　機能が利用可能であると前記データベースに基づいて判断するステップと、
　その機能が利用不可能であると判断すると、前記第一入力装置に、前記データベースに
基づいて前記利用不可能に関連付けられた第二触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶し、
　前記第二触知感覚は、前記第一触知感覚とは異なる請求項２７に記載の読取可能な媒体
。
【請求項２９】
　前記第二触知感覚は、第一触感フィードバックとは異なる周波数を有する請求項２８に
記載の読取可能な媒体。
【請求項３０】
　第一入力装置上の第一圧力を検出するステップと、
　該第一圧力が不明瞭な入力を含むと、入力装置と圧力と触知感覚とを関連付けて記憶す
るデータベースに基づいて判断するステップと、
　該第一圧力が不明瞭な入力を含むと判断すると、前記第一入力装置に、前記データベー
スに基づいて前記不明瞭に関連付けられた第一触知感覚を与えるステップとを、
　処理装置の実行時に処理装置に実行させる命令を含む命令を記憶する読取可能な媒体。
【請求項３１】
　前記第一圧力が不明瞭な入力を含むと前記データベースに基づいて判断するときに、さ
らに第二入力装置上の第二圧力を検出することを含む、請求項３０に記載の読取可能な媒
体。
【請求項３２】
　前記第一圧力が不明瞭な入力を含むと前記データベースに基づいて判断するときに、さ
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らに、前記第一入力装置上の前記第一圧力とほぼ同時に、前記第二入力装置上の前記第二
圧力を検出する、請求項３１に記載の読取可能な媒体。
【請求項３３】
　前記第一入力装置上の前記第一圧力を前記データベースに基づいて判断するときに、第
一入力信号を受信する、請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項３４】
　第一入力装置に、前記データベースに基づいて関連付けられた第一触知感覚を与えると
きに、第一コントローラーは、第一入力装置と連絡している作動装置に対して、出力信号
を送信することを含む、請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項３５】
　圧力測定手段と、
　該圧力測定手段と連絡し、該圧力測定手段からの少なくとも三つの圧力の入力信号に対
応して、圧力と触知感覚とを関連付けて記憶するデータベースに基づいて少なくとも三つ
の明確な触知感覚を作り出すことができる作動装置と、
　前記圧力測定手段及び前記作動装置と連絡し、三つの機能を示す三つの出力信号を作り
出すことができるコントローラーと、
　を備える入力装置。
【請求項３６】
　前記少なくとも三つの圧力の入力信号に対応するところの一つは、停止状態を示す請求
項３５に記載の入力装置。
【請求項３７】
　前記コントローラーは、前記作動装置に対して、前記圧力測定手段からの少なくとも三
つの圧力入力信号に対応して、前記データベースに基づいて少なくとも三つの明確な触知
感覚を作り出させる、とともに三つの機能を示す三つの出力信号を作り出すように構成さ
れている請求項３５に記載の入力装置。
【請求項３８】
　前記コントローラーと連絡する第二作動装置を、さらに備える請求項３７に記載の入力
装置。
【請求項３９】
　前記入力装置は、アナログスイッチ、感圧抵抗体素子、ひずみゲージセンサー、容量性
接触スイッチ、タッチパッドのうちの少なくとも一つを備える請求項３５に記載の入力装
置。
【請求項４０】
　第二圧力測定手段を、さらに備える請求項３５に記載の入力装置。
【請求項４１】
　前記第二圧力測定手段が、第一作動装置と連絡する、請求項４０に記載の入力装置。
【請求項４２】
　第二作動装置を、さらに備える請求項４０に記載の入力装置。
【請求項４３】
　前記第二圧力測定手段が、前記第二作動装置と連絡する、請求項４２に記載の入力装置
。
【請求項４４】
　複数個の圧力測定手段を、さらに備える請求項３５に記載の入力装置。
【請求項４５】
　第二作動装置を、さらに備える請求項３５に記載の入力装置。
【請求項４６】
　複数個の作動装置を、さらに備える請求項３５に記載の入力装置。
【請求項４７】
　前記第一作動装置が、モーターに連結された圧電作動装置、音声コイル、移動磁石作動
装置、エキセントリック・ローテーティング・マス、屈曲部のうちの少なくとも一つを備
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える請求項４１に記載の入力装置。
【請求項４８】
　前記圧力測定手段が、感圧タッチパッドからなる請求項３５に記載の入力装置。
【請求項４９】
　前記感圧タッチパッドと連絡する表示パネルを、さらに備え、
　該表示パネルは、少なくとも一つのソフトキーを表示するように構成される請求項４８
に記載の入力装置。
【請求項５０】
　少なくとも一つのソフトキーに加えられる圧力を算出するように構成される圧力分析器
を、さらに備える請求項４９に記載の入力装置。
【請求項５１】
　前記圧力分析器は、少なくとも一つのソフトキーに加えられる圧力を、接触を受けるソ
フトキーの領域の量の少なくとも一部に基づいて算出するように構成される請求項５０に
記載の入力装置。
【請求項５２】
　請求項３５に記載の入力装置を備える携帯電話。
【請求項５３】
　前記第一作動装置は、機能失敗に対して、前記データベースに基づいて前記機能失敗に
関連付けられた明確な触知感覚を作り出すように構成される請求項４７に記載の入力装置
。
【請求項５４】
　機能失敗は、機能利用不可能を示す請求項５３に記載の入力装置。
【請求項５５】
　第一入力信号に対応する第一位置と、
　第二入力信号に対応する第二位置とを備え、十分な量の圧力が加えられると、該第一位
置から該第二位置に移動可能である、少なくとも一つの入力装置と、
　該入力装置と連絡し、該入力装置に対して触知感覚を出力する少なくとも一つの作動装
置と、
　第一及び第二入力信号を検出するために前記入力装置と連絡し、且つ、前記作動装置に
、前記入力装置と前記位置と前記触知感覚とを関連付けて記憶するデータベースに基づい
て前記第一入力信号に対応する位置に関連付けられた第一触知感覚及び前記第二入力信号
に対応する位置に関連付けられた第二触知感覚を作り出させるために作動装置と連絡し、
前記第一入力信号に対応する第一の機能を示す第一信号及び前記第二入力信号に対応する
第二の機能を示す第二信号を作り出す、少なくとも一つのコントローラーと、を備える機
器。
【請求項５６】
　前記入力装置は、アナログスイッチ、感圧抵抗体素子、ひずみゲージセンサー、容量性
接触スイッチ、タッチパッドのうちの少なくとも一つを備える請求項５５に記載の機器。
【請求項５７】
　前記少なくとも一つの入力装置は、複数の入力装置を備え、
前記少なくとも一つの作動装置は、前記複数の作動装置を備え、
それぞれの作動装置は、異なった入力装置と連動する請求項５５に記載の機器。
【請求項５８】
　前記作動装置が、モーターに連結される圧電作動装置、音声コイル、移動磁石作動装置
、屈曲部のうちの少なくとも一つを備える請求項５５に記載の機器。
【請求項５９】
　前記入力装置は、感圧タッチパッドを備え、
　さらに、コンピューターグラフィックを表示することができる表示パネルと、
　表示パネルに配列される、少なくとも一つのソフトウェアが発生させるボタンと、を備
え、
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　前記表示パネルは、感圧タッチパッドから前記データベースに基づいて触知感覚を受け
取るためにそれと連絡する、請求項５５に記載の機器。
【請求項６０】
　前記感圧タッチパッドは、圧力の明確な量を測定するための圧力計算機を備える請求項
５９に記載の機器。
【請求項６１】
　選択されるボタンに対応する表示パネルの場所を押すことにより、前記ボタンのうちの
一つを選択するための物体と、
　表示パネルに接触する物体の面積に基づいて明確な圧力量を計算するための圧力計算機
とを、さらに備える請求項５５に記載の機器。
【請求項６２】
　前記機器は、携帯電話、パーソナルコンピューター、手持ちのコンピューター機器の少
なくとも一つを備える請求項５５に記載の機器。
【請求項６３】
　前記第一の機能は第一の英数文字を選択することを含み、前記第二の機能は第二の英数
文字を選択することを含む請求項１に記載の読取可能な媒体。
【請求項６４】
　前記三つの機能は英数文字を選択することを含む請求項３５に記載の入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、触知感覚を与える方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　＜関連出願＞
　この出願は、２００１年１１月１日に提出された米国仮出願第６０／３３５４９３号及
び２００２年７月３１日に提出された米国仮出願第６０／３９９８８３号に基づく優先権
を主張する。両方の出願の中で開示された全ての事項は、これらを参照することによって
これに組み込まれる。
【０００３】
　＜背景技術＞
　携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ）のような従来の電子機器は、視覚的表示装置を備え
ている。そのような機器のユーザーは、多数の入力装置の一つを使用することにより、視
覚的表示装置と相互に作用する。それらの入力装置の例には、コンピューターマウス、ジ
ョイスティック、トラックボール、ステアリングホイール、スタイラス、タブレット、感
圧球（pressure-sensitive spheres）、スクロールホイール、キーボード、キーパッドな
どが含まれる。ユーザーは、そのような入力装置を用いて、指示や応答や他の入力を機器
に与える。
【０００４】
　従来の携帯電話及びＰＤＡでは、ユーザーがした入力の確認は、主に、視覚又は聴覚に
よるものに限定されていた。そのような装置では、例えば締める力の変位をプロファイル
するスイッチのように、従来の機械的なフィードバック（返還出力）という形で、従来の
機械的なスイッチによって、物理的なフィードバックが与えられる。一般的に、そのよう
な装置では、各ボタンによって与えられる機械的なフィードバックは、全く同一のもので
ある。さらに、そのような従来の装置では、複合的な機能を果たすそれらのボタンに対し
ての機械的なフィードバックは、ボタンの現在の機能にも関わらず一般的に同じままであ
る。
【０００５】
　例えば携帯電話やＰＤＡのキーパッドにおいて用いられる従来のボタンは、非常に限定
され且つ初歩的な機械的なボタン選択の確認の提供に加え、キーの配列を考慮した受動的
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な触覚の手がかりを提供している。そのような手がかりには、電話のキーパッドの中心の
キーの上又はＦやＧのキーの上にあって、キーパッドやキーボードのキーの構図に対して
ユーザーが方向を知るのを補助する役目を果たす盛り上がった隆起／突起が含まれる。こ
の場合も、これらの物理的な列は非常に限られており、ユーザーは、一般的に、正確な指
示又は情報が入力されているかを視覚的に確認するために、キーパッド又はキーボードを
見る必要がある。
【０００６】
　ユーザーが、例えばコンピューター又はＰＤＡ用のタッチパッドなどの平面インターフ
ェイス装置を使用するときには、これらの単純な機械的な手掛りは利用できない。タッチ
パッドは、グラフィックで発生させた一つ以上のボタン又はソフトキーを表示する平面的
な表示画面としばしば組み合わされる。通常、ソフトキーはタッチパッドを通して視認で
きる。ユーザーが、ソフトキーによって定義される領域内でタッチパッドに接触すると、
タッチパッドと関連付けられる入力情報が、タッチパッドを備える電子機器に与えられる
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そのような従来の機械的なボタン及びタッチパッドの配列を使用する電子機器は、気が
散る環境で使用する場合や、ユーザーが電子機器を用いて同時に他の仕事を行いたい場合
には、特に使いにくいものである。例えば、他の仕事が、自動車や重機の操作を含むもの
であれば、ユーザーが機器と相互に作用するときは、少なくとも短い時間であっても、通
常、機器を見る必要があるため、ユーザーがそのような電子機器を同時に使用することは
、困難であるか若しくは不可能である。さらに、ソフトキーに頼る電子装置は、日光が差
すような明るい環境では、読み取ることが困難であり、大変小さな文字や図形を含むもの
である場合には、読み取って選択することは困難である。
【０００８】
　ユーザーに対して振動によるフィードバックを与える従来のタッチパッドの一例として
、米国特許第５９７７８６７号のものが挙げられる。しかし、そのような従来のシステム
及び手段は限定的なものである。それらは、電子装置と相互作用するユーザーを、全範囲
で機能的に補助するには十分でない。さらに、そのようなシステム及び手段は、依然とし
てユーザーがかなりの視覚的な注意を払う必要があるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、入力装置又は電子機器に触知感覚を提供するための製品や方法（ステップ
）を含んでいる。入力装置には、（例えば機械的なスイッチなどの）機械的な入力装置や
、（例えばタッチパッドなどの）非機械的な入力装置が含まれる。入力装置又は電子機器
と連絡する作動装置や他の手段を用いることにより、触覚によるフィードバックが与えら
れる。信号を入力装置から受信して作動装置を制御するために、コントローラーが採用さ
れ得る。
　入力装置又は電子機器への触覚によるフィードバックは、一つ以上の事象又は状況に応
じて提供され得る。そのような事象又は状況は、指定されたものの何れか一つであり得る
。そのような事象又は状況の例には、入力装置に加えられる圧力のレベルや、入力装置と
関連付けられる機能が利用可能である若しくは利用不可能であるといったことや、入力装
置の作動と関連付けられる機能、メニュー、操作のモードなどの事項が含まれる。フィー
ドバックには、様々な形式及び組合せのものが選択され得る。
　携帯電話及びＰＤＡは、上記の製品及び方法を採用することで利益を産み出し、他の装
置もまた同様に利益を産み出すこととなる。この発明の様々な具体例によって提供される
利点は、この明細書が審査されることにより理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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　＜図示形態の詳細な説明＞
　図１は、この発明に係る装置の具体例の斜視図を示し、図２は、この発明に係る装置の
別の具体例の平面図を示し、図３は、この発明の具体例を包含する電子機器の平面図を示
し、図４は、図３の４－４線に沿う断面概略図を示し、図５は、この発明の別の具体例を
包含する別の電子機器の平面図を示し、図６は、図５の６－６線に沿う断面概略図を示し
、図７は、電子機器の具体例を説明するブロックダイヤグラム（構成図）を示し、図８は
、この発明に係る方法を説明するフローチャートを示し、図９は、この発明の一具体例に
おいて使用されることとなる第一の一組のデータを説明する表を示し、図１０は、この発
明の一具体例において使用されることとなる第二の一組のデータを説明する表を示す。図
１１は、この発明の別の具体例の平面図を示す。
【００１１】
　＜詳細な説明＞
　この発明は、触知感覚を提供するための手段及びシステムを含む。一実施例には、機械
的な装置及び非機械的な装置（例えば、コンピューター処理されてスクリーン上に表示さ
れるソフトキー）の両方の入力装置に対して、触知感覚を提供するための手段及びシステ
ムが含まれる。
　この発明の具体例は、電話、携帯電話、遠隔制御装置（リモコン）、ゲームパッド、ジ
ョイスティックハンドル、自動車用のコントローラー（ラジオ、コンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）プレーヤー、自動車の各種機能、等々）、家電装置、携帯情報端末（ＰＤＡ）、パー
ソナルコンピューター、ラップトップコンピューター、携帯ゲーム機、ポケベル、アイペ
ージャーズ（I-PAGERS）、音響機器、テレビ、安全保障又は警報システム、現金自動預け
払い機（ＡＴＭ）、計算機、家庭電化製品、そしていわゆる白物家電などを含む、幅広い
様々な種類の電子機器で利用することができる。
【００１２】
　図１は、この発明の一つの具体例を示している。図１で示される装置１は、多数の入力
信号を伝達するための複数の位置を有する入力装置２を備えている。入力装置２には、入
力信号を伝達することができるものであれば、どの装置であっても用いられ得る。
　図示の具体例では、入力装置２は、ロッカー（揺動）タイプのスイッチである。図示の
ロッカースイッチ２は、伝導性パッドを備える二つのゴム製スイッチ３の一方に接触して
作動させ、そして、このロッカースイッチ２は、ゴム製スイッチ３に接触して作動させる
二つの位置の間で、軸周りに旋回するか、又は揺動することができる。ゴム製スイッチ３
を使用することで、ユーザーがスイッチを押す力を十分弱めた場合であっても、入力装置
２を通してかなりの振動又は力を依然としてユーザーが感じることができるという利点が
ある。ゴム製スイッチには、技術的に利用できて公知なものが適宜用いられる。
　他の具体例では、入力装置には、アナログスイッチ、感圧抵抗体素子、ひずみゲージセ
ンサー、容量性接触スイッチ、スクロールホイール、小型ジョイスティック、タッチパッ
ド、タッチスクリーン、三方向スイッチ、四方向スイッチ、五方向スイッチやその他のも
のが含まれ得る。入力装置２のそれぞれの位置は、入力信号の一つに対応している。
【００１３】
　入力装置２及びゴムスイッチ３は、入力装置２と電子機器（図示せず）との間の電気通
信を円滑に行うために、図示のプリント回路基板（ＰＣＢ）４に搭載されている。ＰＣＢ
４は、装置１が配置される機器の形状に従って、注文の形状に成形することができる。ま
た、ＰＣＢ４は、例えば電子機器に固定するための留め具を受け入れるための多数の孔５
を備えることにより、装置内に安定した土台を提供している。他の具体例では、入力装置
２は、電子機器に直接接続されるか又は搭載され得る。
【００１４】
　また、図１に示される装置１は、入力装置２と連絡する振動触感作動装置６を備えてい
る。好ましくは、作動装置６は、入力装置２に明確な触知のフィードバック感覚を多量に
出力するように構成される。例えば衝撃及び質感などの振動を含む適当な触知感覚や、多
量の明確な触知感覚が、作動装置６によって出力される周波数、振幅、波形を変化させる
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ことによって作り出される。作動装置６は、目的とする触知感覚を入力装置２に対して伝
達するために選択される。図１に示される作動装置６は、音声コイル作動装置である。他
の適した作動装置には、例えば、圧電作動装置、エキセントリック・マス（eccentric ma
ss）作動装置、移動磁石作動装置が含まれ、摩擦は金属シャフトと接触してブレーキをか
ける。さらに、作動装置は、モーターシャフトの回転を振動又は触知感覚に変換するため
に、直流モーター又はステップモーターの回転シャフトに連結される、例えば柔軟性のあ
る材料の配列などの屈曲部を備え得る。モーターに連結される屈曲部の様々な配列が、作
動装置として使用され得る。
　例えば、２０００年６月２日に提出された米国特許出願第０９／５８５７４１号には、
この発明に係る具体例の作動装置として用いられている屈曲部及びモーターの適当な配列
が説明されている。出願第０９／５８５７４１号の中で開示された全ての事項は、これら
を参照することによってこれに組み込まれる。さらに、出願第０９／５８５７４１号は、
符号Ａとして部分的にこの出願に付け加えられている。また、触知感覚は、例えば携帯電
話やパソコンに内蔵されたスピーカーなどの、装置が配置される電子機器に備えられたス
ピーカーから入力装置２に伝達されることができる。
【００１５】
　図１に示される具体例では一つの入力装置２と一つの作動装置６とを備えているが、他
の具体例では全てが作動装置と連絡された複数個の入力装置を備えている。また、それぞ
れが少なくとも一つの入力装置と連絡された作動装置を複数個備えた具体例もある。入力
装置と連絡した作動装置の様々な配列は、この発明において用いるのに適している。
　例えば、２００１年７月２６日に出願され、２００２年５月２１日に第２００２／００
３３７９５号として特許公報が発行された米国特許出願第０９／２６３２６３号には、こ
の発明の具体例で使用され得る入力装置と連絡した作動装置について説明されている。出
願第０９／２６３２６３号、公報第２００２／００３３７９５号の出願の中で開示された
全ての事項は、これらを参照することによってこれに組み込まれる。さらに、出願０９／
２６３２６３号、公報第２００２／００３３７９５号の出願は、符号Ｂとして部分的にこ
の出願に付け加えられている。
【００１６】
　上述のように、作動装置６は入力装置２と連絡されている。図１で示される具体例にお
いては、作動装置６はピボットロッカーに取り付けられたカンチレバー式のビーム又はレ
バーアーム７を通じて入力装置２に連絡され、ユーザーに触られた作動装置６の有効力を
増幅する。作動装置６によって発生した触知感覚は、レバーアーム７を通して入力装置２
に伝播する。レバーアーム７に適した材料、例えば金属等であれば、触知感覚を伝達し且
つされることができる。図示のレバーアーム７は、装置１が配置される電子機器の中に適
合するように、一つ又はそれ以上の屈曲８を備えている。電子機器の中に適合するように
、異なった形状の屈曲も用いられ得る。
　別の具体例では、作動装置６は、入力装置２又は入力装置のあらゆる部品に直接搭載さ
れる。また、作動装置６は、入力装置が取り付けられたＰＣＢ４に搭載され、ＰＣＢを通
して触知感覚を入力装置に伝達する。別の具体例では、作動装置は、例えばポケベル又は
移動電話の振動振鈴装置として用いられる既存の超質量（eccentric mass）モーターであ
る。
【００１７】
　また、振動触感作動装置６は、機器１が配置される電子機器のケース又はハウジングの
一部分に搭載され、電子機器全体に触知感覚を伝達する。一具体例では、例えば、携帯電
話においてユーザーの手が接触する領域である携帯電話のケースなど、電子機器のケース
又は背面に、二つの作動装置が組み込まれる。この配置は、効果的に触知感覚の大きさを
倍増させ、ユーザーの指は、触知感覚を弱めにくい。
【００１８】
　また、装置１は、入力信号を入力装置２から受信するために、入力装置２と連絡するコ
ントローラー９を備えている。また、コントローラー９は、入力装置２の位置や入力装置
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２に加えられた圧力の量を含めたその他の情報を、入力装置２から受信することができる
。一具体例では、入力信号は、入力装置２に加えられた圧力の量に関する情報、入力装置
２の位置に関する情報、又は圧力及び位置に関する情報を組合せたもの、を含んでいる。
入力装置２と連絡していることに加えて、コントローラー９は、コントローラー９が入力
装置２から受け取った入力又は入力信号に対応する触知感覚を作動装置６内に作り出すた
めの作動装置６と連絡している。
【００１９】
　コントローラー９は、装置１が設置される機器の要求に応じて、適切な場所に設置され
る。一具体例では、コントローラー９は、図１に示されるようにＰＣＢ４に取り付けられ
る。適切なコントローラーには、例えば入力を処理することができるデジタル論理処理装
置などが含まれ、アルゴリズムを実行し、入力装置から受信した入力に応じて、入力装置
に目的とする触知感覚を作り出すのに必要な出力を発生させる。そのようなコントローラ
ーには、マイクロプロセッサーや特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、状態機械が含まれ
得る。そのようなコントローラーは、例えば、コントローラーによって実行される場合、
コントローラーによって実行され又は支援されるときに、コントローラーにこの中に記載
された命令を実行させる命令を記憶したコンピューター読取可能な媒体などの媒体を備え
、又は連絡し得る。
　適切なコンピューター読取可能媒体の具体例には、例えばウェブサーバー内の処理装置
などの処理装置にコンピューターが読取可能な命令を与えることができる電子的、光学的
、磁気的又はその他の記憶機器又は伝導装置が含まれる。その他の適切な媒体の例には、
これらに限られるわけではないが、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気ディスク、
メモリーチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＡＳＩＣ、構成された処理装置（configured process
or）、全ての光学媒体、全ての磁気テープ若しくはその他の磁気媒体、又はコンピュータ
ー読取可能なその他のいかなる媒体もが含まれる。また、コンピューターが読取可能な媒
体その他の様々な形態は、ルーターや私用若しくは公共ネットワーク、又はその他の送信
装置、又は他のチャンネルを含むコンピューターに対して、命令を送信又は伝達する。
【００２０】
　一具体例では、装置１は、特に装置１と共に使用される専用コントローラー９を備えて
いる。この具体例は、装置１が既存の電気又は電子機器に後から取り付けられるアプリケ
ーションに特によく適したものである。別の具体例では、コントローラー９は、装置１が
配置される電子機器のマイクロプロセッサー又は中央処理装置（ＣＰＵ）である。また、
装置１は、例えば、コントローラー９からの入力に応えて作動装置６内に触知感覚を作り
出すのに必要なドライブ回路（図示しない）や、作動装置６内に作り出される触知感覚と
入力装置２から受け取った入力情報・入力信号との相関作用などのコントローラー９によ
ってアクセスされるデータを蓄えるための記憶媒体などの、付加的な回路構成を備えるこ
とができる。
【００２１】
　図２は、この発明の別の具体例を示す。図２に示される装置６０は、多数の入力装置を
含んでいる。これらの多数の入力装置は、固定された又は予め割り当てられた１２個の英
数字の入力ボタン１０ａ～１０ｌ、３個の割り当て可能な機能ボタン１２ａ～１２ｃを備
えている。複数個の入力装置は、機器６０が配置される電子機器に従って配列される。図
示される具体例では、複数個の入力装置が、電話又は携帯電話のキーパッドの中にキーと
して配列されている。
【００２２】
　この発明の具体例では、圧力を測定し又は読み取るための手段を有する入力装置を備え
ている。入力装置は入力装置に加えられる圧力のレベルを測定することができ、入力装置
に加えられる圧力のレベルに関連した信号を送信することができる。複数の圧力のレベル
は、例えば、ユーザーが（強めに若しくは弱めに）押した場合に、スイッチタイプの入力
装置のＸ平面中の物理的な場所若しくは移動した距離、又は、タッチパッドタイプの入力
装置その他の手段により加えられた圧力の大きさによって決定され得る。
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【００２３】
　図２のボタンはそのような具体例の実例である。図２に示す英数字の入力ボタン１０の
それぞれは、キーパッドボタンである。ボタン１０のそれぞれは、ボタン１０に加えられ
た複数の圧力レベルを測定することができる。例えば、（キーパッドの数字９に対応する
）ボタン１０ｉは、ボタン１０ｉに加えられる圧力の５つのレベルを測定することができ
る。
　図示の具体例では、第一レベルはユーザーがボタンに圧力を加えていない状態であり、
第二レベルはボタンに圧力が加えられた場合の第一の大きさであり（ユーザーが圧力を加
えていないときよりは大きい）、第三レベルはボタンに圧力が加えられた場合の第二の大
きさであり（圧力の第二の大きさは第一の大きさと異なるか、若しくはそれより大きい）
、第四レベルはボタンに圧力が加えられた場合の第三の大きさであり（第三の大きさは第
二の大きさと異なるか、若しくはそれよりより大きい）、第５のレベルはボタンに圧力が
加えられた場合の第四の大きさである（圧力の第四の大きさは第三のものと異なるか、若
しくはそれより大きい）。
【００２４】
　ボタン１０ｉでは、レベル２～５のそれぞれは、明確な入力信号と関連付けられる。ボ
タン１０ｉが第一の状態にあるとき、ボタン１０ｉは入力信号を送信しない。ユーザーが
ボタン１０ｉに加えた圧力が第一の大きさを超えているとき、ボタン１０ｉはコントロー
ラー９に第一信号を送信する。第二の大きさを超えるより強い圧力がボタン１０ｉに加え
られたとき、ボタン１０ｉはコントローラー９に第二信号を送信する。第三の大きさを超
える依然としてより強い圧力がボタン１０ｉに加えられたとき、ボタン１０ｉはコントロ
ーラー９に第三信号を送信する。第四の大きさを超えるなおもより強い圧力がボタン１０
ｉに加えられたとき、ボタン１０ｉはコントローラー９に第四信号を送信する。
　ボタン１０ｉによる入力信号のコントローラー６への伝達の構造配列については、図４
でさらに詳細に説明し、以下でさらに詳細に述べる。
【００２５】
　ボタン１０ｉのレベル２から５のそれぞれ（従ってそれらに関連付けられた信号のそれ
ぞれ）は、文字Ｗ～Ｚに関連付けられる。第二レベルは文字Ｗと関連付けられ、第三レベ
ルは文字Ｘと関連付けられ、その他も同様である。第二レベルは文字Ｗと関連付けられ、
第三レベルは文字Ｘと関連付けられ、その他も同様である。
【００２６】
　図示の具体例では、キー１０ｉは、加圧なし及び文字Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚに対応する五つの
状態を有している。別の具体例では、キー１０ｉは、加圧なし、数字９そして文字Ｗ、Ｘ
、Ｙ、Ｚに対応する六つの状態を有している。図示の具体例では、英数字ボタン１０のそ
れぞれは、五つの圧力レベルを測定することができる。
　別の具体例では、各種のボタンが異なる圧力レベルを測定することができる。例えば、
別の具体例では、ボタン１０ｉが五つの圧力レベルを測定できると同時に、（キーパッド
の数字２に対応する）ボタン１０ｂはボタン１０ｂに加えられた四つの圧力レベルを測定
することができる（なお、第一レベルはボタンに圧力が加えられていないということであ
る）。ボタン１０ｉのように、別の具体例のボタン１０ｂによって測定されたレベルは、
明確な入力信号とそれぞれ関連付けられ、アルファベットＡ～Ｃの明確な文字にそれぞれ
関連付けられる。
【００２７】
　装置１の予め割り当てられた機能ボタン１１ａ～１１ｃは、キーパッドの押しボタンで
ある。ボタン１１ａ～１１ｃのそれぞれは、ボタン１１ａ～１１ｃに加えられた圧力の三
つのレベル、即ち、加圧なし、圧力の第一の大きさ（０より大きい）及び圧力の第二の大
きさ（第一の大きさよりも大きい）を測定することができる。そのような予め割り当てら
れた機能ボタン１１ａ～１１ｃによって実行される機能の例には、１１ａが「送信（Send
）」であり、１１ｂが「電源（Power）」であり、１１ｃが「通話終了（End CALL）」で
あるものが含まれる。
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【００２８】
　図示の具体例では、予め割り当てられた機能ボタン１１ａ～１１ｃのそれぞれは、圧力
の第一の大きさが、ユーザーの指がボタンの上を「うろついている（hovering）」若しく
はボタン上を通過するときの力よりも大きな力でボタンに触れていることを示す圧力量で
あるように設定されている。また、それぞれは、圧力の第二の大きさが、ユーザーがボタ
ンを作動させたい場合にユーザーの指が加えていることを示す圧力量であるように設定さ
れている。
【００２９】
　従って、図示の具体例では、ユーザーの指が「送信（Send）」ボタン１１ｃ上を「うろ
つく」とき、第一信号がボタン１１ｃによってコントローラーに発信される。そして、ユ
ーザーの指が「送信（Send）」ボタン１１ｃを作動させるとき、第二信号がボタン１１ｃ
によってコントローラーに発信される。
【００３０】
　割り当て可能な機能ボタン１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、装置１が関連付けられた装置の
操作モードに依存する機能を有するボタンである。例えば、そのような装置１が携帯電話
と関連付けられている場合には、そのようなボタン１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、例えば、
住所録の中でのスクロール、電話をかけるための数字の選択、電話番号の編集、表示され
た時間の再調節やこれらと同様の機能など、様々な機能を実行するために表示されるメニ
ューをナビゲートするのに使用され得る。
　さらに、割り当て可能な機能ボタン１２ａ～１２ｃは、第一圧力が、ユーザーの指が単
に通過する力に止まらず、ボタン上を「うろついている／決めかねている（hovering）」
若しくは接触していることを示す圧力量となるように、且つ、第二圧力が、ユーザーがボ
タンを作動させようとしているときにユーザーの指が加えることを示す圧力量となるよう
に設定されている点において、予め割り当てられたボタン１１ａ，１１ｂ，１１ｃと同様
に設定される。
　好ましくは、ボタン１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、ユーザーが
単にうろついて／決めかねているだけなのか、そうではなく、ボタンを作動させることを
望んでいるのかを判断するための他のデータを受け取り且つ分析するように設定されてい
る（例えば、ボタンに接触している種類又は時間）。適切な入力装置であれば、どのよう
なものであっても、割り当て可能な機能を有する入力装置として用いられ得る。そのよう
な入力装置の例には、ロッカースイッチ及びスクロールホイールが含まれる。
【００３１】
　別の具体例（図示しない）では、中程度に割り当て可能な機能ボタン１２ｃは、図１に
示された入力装置を備えている。それは、図１に示されるものと同様に、作動装置６（図
示しない）と連絡しており、図１を参照して記載されたものと同様の方法で作用する。
そのような具体例では、ＰＣＢ６２は、図１のＰＣＢ４とＰＣＢ６２が接触しないように
、線６２ａのところで分離されている。
【００３２】
　再度図２を参照すると、そこで示される具体例の中では、英数字のキーは四つ又は五つ
の状態を取り（英数字の選択を具体化）、予め割り当てられたボタン１１ａ，１１ｂ，１
１ｃ及び割り当て可能な機能ボタン１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、うろつき又は作動の信号
を示すように設定されているが、他の実施例では別の設定を取り得る。さらに、英数字の
キー１０は四つ又は五つの状態を取り、従ってそれらが三つ又は四つ（若しくはそれ以上
）の入力信号と関連付けられることが可能となるが、そのようなキー１０は、例えばわず
か二つ又は三つの状態のみで入力信号を与えるように設定され得る。このようにすれば、
そのようなキー１０は、図２の具体例で示された予め割り当てられたボタン１１ａ，１１
ｂ，１１ｃ及び割り当て可能な機能ボタン１２ａ，１２ｂ，１２ｃに与えられた信号に類
似するうろつき又は作動の信号を与えるように設定され得る。
【００３３】
　さらに、図示の具体例では、英数字の入力装置１０のためのレベルは圧力の大きさに対
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応するが、他の具体例では、測定されたレベルは、スイッチ及び他のボタンとの接触の特
質又はその組合せによる触覚、大きさ、物理的位置の種のものであり得る。そのような入
力装置によって与えられる入力信号は、それに応じて設定され得る。
【００３４】
　図１に示される具体例では、入力装置によって送信された入力信号はコントローラー９
に送信される。図示の具体例では、記憶装置（図示しない）と連絡している。そのような
記憶装置の例には、読取専用メモリ（ＲＯＭ）が含まれる。記憶装置は、入力信号が様々
な触覚のフィードバック信号と関連付けられる表を備えている。これは図９～１０との関
係でより十分に説明される。
【００３５】
　また、図２で示される装置１は、作動装置６１を備えている。作動装置６１は、図２に
典型的な型で示されているが、スケールや物理的な配置はそうではない。これに代わる作
動装置６１及び作動装置６１の物理的な配置が、図４に示されている。作動装置６１は、
様々な入力装置と連絡しており、可変の周波数、大きさ、波形の振動を入力装置に対して
与えるように設定されている。また、作動装置６１は、コントローラー９とも連絡してい
る。このような連絡及び設定の具体例は、以下でより詳細に説明される。
【００３６】
　図示の具体例では、コントローラー９は入力装置の一つから入力信号を受信する。そし
て、コントローラー９は、作動装置６１に送信する信号を決定するために、受信した入力
信号を分析する。
【００３７】
　例えば、図２のコントローラー９は、コントローラー９がボタン１０ｉ（数字９のキー
）から第二レベルと関連付けられる信号を受信した場合には、コントローラー９は作動装
置に第一の制御出力信号を送信し、コントローラーがボタン１０ｉから第三レベルと関連
付けられる信号を受信した場合には、コントローラーは作動装置６１に第二の制御出力信
号を送信するように設定され、その他も同様に設定される。第一の制御出力信号は、作動
装置を第一の所定の振動数で振動させるものである。第二の制御出力信号は、作動装置を
より高い所定の振動数で振動させるものであり、他も同様である。他の具体例でも、振動
に与えられる周波数は同じであり得る。
【００３８】
　図３は、図２に示す装置を備えた携帯電話１４の形式におけるこの発明の別の具体例を
示す。図２に示す装置６０が備えるコントローラー９と作動装置６１とＰＣＢ６２とは、
携帯電話１４のケース１８に入れられている。また、携帯電話１４は、図形オブジェクト
１６及び英数字情報１７を表示できる表示画面１５を備えている。表示され得る英数字情
報１７には、英数字の入力ボタン１０によって入力され、割り当て可能な機能ボタン１２
ａ～１２ｃによってアクセスされる、例えば電話帳への登録項目リストなどの電話番号及
びリストが含まれ得る。
【００３９】
　図４は、携帯電話のケース１８を貫通し、ＰＣＢ６２に配置された複数個のスイッチ１
９と接触する英数字入力ボタン又はキー１０を図解した、図３の４－４線断面概略図であ
る。
　スイッチ１９は、コントローラー９（図示しない）と連絡している。適当なスイッチ１
９は、例えばゴム製スイッチ、急なドームタイプスイッチ、感圧スイッチなどのアナログ
若しくはデジタルのいずれかのスイッチを備えている。好ましくは、スイッチ１９は、コ
ントローラーに対して明確な入力信号を作り出すことができる。さらに好ましくは、スイ
ッチ１９は、二つ以上の位置に対してそのような信号を作り出すことができる。図示の具
体例では、キー１０は、ユーザーがボタン１０に加える四つのレベルに対応する四つの明
確な入力信号をコントローラー９に対してそれぞれ作り出すことのできる複数個のデジタ
ルスイッチに接触する。
【００４０】
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　スイッチの反対の側面にあるＰＣＢ６２は、作動装置６１と連絡している。図解したよ
うに、作動装置６１は、一つ以上のスペーサー２１を介してＰＣＢ６２と接触する金属の
ダイヤフラム２０と、金属のダイヤフラム２０と接触する圧電セラミック要素２２とを備
えた圧電作動装置である。別の作動装置の具体例では、ＰＣＢ６２に固定されモーターの
シャフトに連結される屈曲部が備えられている。
【００４１】
　図解したように、キー１０は、最初は停止位置２３にある。バイアス部材配列（図示し
ない）は、技術的に理解され利用可能であるが、キーを停止位置２３に維持するために用
いられている。例えばユーザーの指若しくはスタイラスなどの物体２４は、矢印Ａの方向
に加えられる圧力によって一つ以上のキー１０を選択するために使用される。この圧力に
より、選択されたキーは、複数個の位置を通過して前進する。
　図解されるように、キーは停止位置２３を離れた後、ボタン１０に加えられる圧力が増
加するにつれて、第二位置２５、第三位置２６、第四位置２７、第五位置２８を連続的に
通過する。各位置間の行程の間隔は均等である必要はなく、各位置の間を移動するために
必要な圧力の量は変更し得る。さらに、ある特定のキーに対して、位置の数は二つ（加圧
なし及び作動）から、ある特定のキーに割り当てられる入力信号分の数まで変更し得る。
　従って、図示の具体例では、キー１０ｉは、入力装置に対する十分な量の圧力によって
、第一レベル（停止）２３から第二レベル２５まで移動することができる。図３に示され
た具体例では、停止位置２３から第二位置２５までキー１０ｉを動かすのに必要な圧力の
量は、ユーザーの指がキーを実際に選択することなく、キーに接触することで出すであろ
う圧力の量とほぼ等しい。
【００４２】
　それに応じて、図３に示す具体例を使用する一つの方法としては、図３に示す携帯電話
１４を使用するユーザーが、比較的軽い圧力で「９」のキー１０ｉを押すとき、ボタン１
０ｉは停止状態２３からその第二レベル２５まで移動する。そのような動きにより、ボタ
ン１０ｉはスイッチ１９ａに圧力を加え、それは、スイッチ１９ａに受け取られる。スイ
ッチ１９ａは、コントローラー９と連絡している。
　スイッチ１９ａは、第一レベル２３から第二レベル２５に移動するのに十分な圧力がボ
タン１０ｉに加えられていることを示す大きさの圧力を受け取るとコントローラー９に第
一信号を送信するように構成される。コントローラー９は、この第一信号を受信する。コ
ントローラー９は、スイッチ１９ａからのこの第一信号を受信すると、作動装置６１に第
一コントローラー出力信号を送信するように構成される。コントローラーは、作動装置６
１に第一コントローラー出力信号を送信するように構成される。作動装置６１は、そのよ
うな第一信号を受け取ると、予め選択された時間、金属のダイヤフラム２０に予め選択さ
れた周波数の振動を与えるように構成される。
　図示の具体例では、作動装置６１は、ダイヤフラムに左右／横（side-to-side）の振動
を与える。従って、ダイヤフラム２０は予め選択された周波数で振動し、今度はＰＣＢ６
２をそれと同じ周波数で振動させ、次にはスイッチ１９ａをその同じ周波数で振動させる
。スイッチ１９ａはボタン１０ｉと連絡し、従ってボタン１０ｉをその周波数で振動させ
る。
【００４３】
　ユーザーがボタンを第二レベル２５から第三レベル２６まで移動させるのに十分な圧力
をボタンの１０ｉにさらに加えたとき、ボタンの力がスイッチ１９ａに加えられる。スイ
ッチ１９ａは、力を受け、そして、ボタン１０ｉが第二レベル２５から第三レベル２６ま
で移動したことを示す力を受けるときはすぐにコントローラー９に第二信号を発信するよ
うに構成される。スイッチ１９ａはそのようであり、そしてコントローラー９は第二信号
を受信する。コントローラー９は、スイッチ１９ａからのこの第二信号を受信し次第、作
動装置６１に第二コントローラー出力信号を送信するように構成される。コントローラー
６１は、作動装置６１に第二コントローラー出力信号を送信する。作動装置６は、そのよ
うな第二信号を受信し次第、予め決定された時間、金属のダイヤフラム２０に第一の予め
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選択された周波数の振動とは異なる第二の予め選択された周波数の振動を与えるように構
成される。
　他の具体例では、第一及び第二の予め選択された周波数は同じである。上のように、作
動装置６１はダイヤフラムに左右／横の振動を与え、それはＰＣＢ６２とスイッチ１９と
を介してボタン１０ｉに伝達される。
【００４４】
　ユーザーが、スイッチ１９ａと連絡しているボタン１０ｉに圧力を加えると、各レベル
２５，２６，２７，２８において、明確な信号がスイッチ１９ａによってコントローラー
９に送信される。従って、図示の具体例では、スイッチ１９ａは、圧力が加えられるレベ
ル２５，２６，２７，２８のそれぞれに対して、異なった信号を送信する。
【００４５】
　図示の具体例では、「選択するための滞在（dwell to select）」機能が採用されてい
る。例えば、ユーザーがボタンをその第二レベル２５に移動させるのに十分な入力を与え
た場合、ボタンを第二レベル２５の位置で又はそれを通過して押しつつもボタン１０ｉを
第三レベル２６まで押すのに十分ではない圧力をボタンが受け取る間、第一信号はコント
ローラー６に連続的に送信される。コントローラー９は、第一信号がコントローラー９に
送信される時間の長さをモニターすることにより、ボタンが第二レベル２５を維持する時
間の長さを決定する。
　最初の信号が予め決定した時間より長い時間に亘って受信されれば、ユーザーが予め決
定した時間に亘りそのレベルに「滞在」したということから、コントローラーはユーザー
が第二レベル２５と関連付けられた機能を「選択」することを望んでいると判断する。そ
う判断するとすぐに、コントローラー９はユーザーがボタン１０ｉの第二レベルと関連付
けられる機能を選択したことを示す信号をプロセッサーに（図示しない）送信する。この
場合では文字「Ｗ」の選択である。具体例では、そう判断するとすぐに、コントローラー
９も、作動装置６１を機能の選択を示す周波数、大きさ、及び／又は波形で振動させる信
号を、作動装置６１に送信する。
【００４６】
　一具体例では、コントローラー９は、入力装置へ触覚のフィードバックを与えることに
加えて、入力信号と関連付けられる英数字を表示させるために、表示装置１７に信号を送
信する。
　例えば、一具体例では、選択を示す第一圧力があること（第一入力信号の受信を通して
）及び十分な時間滞在していることを検出するとすぐに、コントローラーは文字「Ｘ」を
表示すべきであることを示す表示装置１７に信号を送信する。選択を示す第二圧力がある
こと（第二入力信号の受信を通して）及び十分な時間滞在していることを検出するとすぐ
に、コントローラーは表示装置が文字「Ｙ」を表示すべきことを示す信号を表示装置１７
に送信する。選択を示す第三圧力があること（第三入力信号の受信を通して）及び十分な
時間滞在していることを検出するとすぐに、コントローラーは表示装置が文字「Ｚ」を表
示すべきことを示す信号を表示装置１７に送信する。そして、表示装置１７は、これらそ
れぞれの文字Ｘ，Ｙ，Ｚを表示する。
【００４７】
　他にも様々な具体例が採用され得る。例えば、他の具体例では、そのようなフィードバ
ックを受け取るすべての入力装置に対してフィードバックを与える作動装置を、図２～３
で示される具体例のようにただ一つだけ備えるのではなく、作動装置を二つ以上備えてい
る。これら二つ以上の作動装置は、触覚のフィードバックを与える入力装置の全体又は一
部と連絡し得る。二つの作動装置は、同じ一組の入力装置にそれぞれかなり異なった形の
フィードバックを与えるかもしれないし、又はそれぞれは同じ又は異なった形のフィーバ
ックを与える別のグループの入力装置と連絡しているかもしれない。
　別の例として、作動装置及び入力装置は、ユーザーから圧力を受け取っているボタンだ
けに振動を与えるように構成されるか、又はすべてのボタン若しくは少なくともユーザー
から圧力を受け取るボタン以上のボタンに振動を与えるようにそれらは形成され得る。
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【００４８】
　さらに、図４では作動装置６１がＰＣＢ６２の下に配置されるように示されているが、
他の具体例では、その機器が携帯電話やＰＤＡであるか又は他の装置のいずれであっても
、作動装置６１はそのような装置を備える機器内の他の場所に配置され得る。好ましくは
、作動装置は装置のハウジング内に配置される。好ましくは、それはＰＣＢ６２と連絡し
ているが、適用することが可能なサイズ及びスペース制限に応じて、ＰＣＢ６２と連絡で
きるいずれの場所にも配置される。他の具体例では、作動装置６１は装置のハウジングの
外（例えば、その傍）に取付けられる。さらにその他の具体例では、作動装置６１は、Ｐ
ＣＢ６２を介する以外の方法で入力装置と連絡している。
【００４９】
　図示の具体例では、明確な触知感覚は、様々なキーのそれぞれの様々なレベルのそれぞ
れに対して作り出される。他の具体例では、コントローラー６は、コントローラーが受け
取った様々な信号に応じて（触知感覚を）与えるために予め選択された感覚のグループの
一つを選ぶ。
【００５０】
　図５は、この発明の別の具体例を示す。図５について言うと、感圧タッチパッド３０型
の入力装置を備えたＰＤＡ３１が示されている。また、ＰＤＡ３１は、複数の機械型のボ
タン３２を備えている。さらに、ＰＤＡ３１は、コンピューターグラフィックを表示する
ことができる表示パネル３３を備えている。適切な表示パネルには、ラップトップ型コン
ピューターやカラーＰＤＡに見られるような、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディス
プレー、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）型の表示装置、若しくはその他の平面表示装置や
、従来の陰極線管表示装置が含まれる。
【００５１】
　図６は、図５に示すＰＤＡ３１の６－６線に沿った横断面図を示す。図６に最も良く示
されるように、表示装置３３はタッチパッド３０の下部にあり、触知感覚をタッチパッド
３０に送信するために、それと連絡している。また、表示装置３３は、タッチパッド３０
と連絡し、そこからの触知感覚を受け取るために、作動装置６４と連絡している。タッチ
パッド３０、表示装置３３、及び作動装置６４の他の配列には、作動装置６４がタッチパ
ッド３０と直接接触する配列のものも可能である。表示装置３３は、二つのスペーサー３
４を介してタッチパッド３０と連絡している。適切なスペーサーは、表示装置３３とタッ
チパッド３０との間の触知感覚を送信できる材料から構成され得る。
　他の具体例では、タッチパッド３０と表示装置３３とは直接物理的に接触し、タッチパ
ッド３０と表示とは連絡していない。タッチパッド３０で作り出される触知感覚は、物体
２４がタッチパッド３０の表面３５に接触されるとき、物体２４に対して送信される。
【００５２】
　再度図５を参照すると、表示装置３３は、ソフトウェアが生成した複数のボタン又はキ
ー、いわゆるソフトキー３６ａ～３６ｉを表示する。ソフトキー３６ａ～３６ｉは、ＰＤ
Ａ３１に図的表現（グラフィカルユーザーインターフェイス）を提供し、目的とする構図
又は格子で配置される。各ソフトキー３６は、表示パネル上の目立つ場所を占める。図解
したように、ＰＤＡ３１は、携帯電話として機能でき、ソフトキー３６は、従来の電話の
キーパッドで機械的なキーと同じ機能性を提供するように配置される。また、ＰＤＡ３１
の表示装置３３は、付加的なグラフィック出力３７及びグラフィック出力のない領域３８
を備えている。表示されたソフトキー３６は、タッチパッド３０を通して見ることができ
、タッチパッド３０上の対応する特有の位置に該当する。
【００５３】
　物体２４、例えば人間の指は、タッチパッド３０に適切な場所で接触することにより、
目的とするソフトキー３６ａ～３６ｉを選択する。コントローラー（図示しない）は、タ
ッチパッド３０と連絡している。この具体例のコントローラーは、構造及び機能性の点で
、図３の具体例に関連して記述されるコントローラーに類似している。コントローラーは
、物体２４によって接触される表示画面３３の位置を決定することができ、そしてソフト
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キー３６は接触された位置に対応する。この情報に基づき、コントローラーは、作動装置
６４に、対応する触知感覚を提供させる。作動装置６４により、タッチパッド３５に、タ
ッチパッドの表面３５に平行な方向又はタッチパッド３０の表面３５に垂直な方向の振動
を発生させることができる。また、コントローラーは、例えば二つ又はそれ以上のソフト
キーが同時に選択されるか、又は図形３８が表示されていない表示領域が接触される場合
など、入力が不明瞭なときを判断し、作動装置に適切な触知感覚を出力させる。好ましく
は、表示されたソフトキー３６を制御するコントローラーは、同様に、作動装置６４によ
って作り出される触感のフィードバック感覚を制御する。
【００５４】
　あるソフトキー３６ｂ～３６ｉは、多数の位置又は多数の入力のそれぞれを表し、それ
ぞれの入力又は位置は、ソフトキー３６ｂ～３６ｉに加えられた圧力の明確な量に対応す
る。この圧力の明確な量は、タッチパッド３０と連絡するコントローラーによって検出さ
れる。あるいは、装置には、タッチパッド３０に加えられる圧力の量を測定するために、
別の圧力計算機を備えることができる。図示の具体例では、タッチパッド３０に加えられ
る圧力の量は、タッチパッド３０の表面３５と接触するソフトキーを選択するのに用いら
れる物体２４の面積の量に基づいて、コントローラーによって計算される。
【００５５】
　入力装置又はタッチパッドのソフトキー３６ａ～３６ｉに加えられた圧力の量は、例え
ばユーザーの指などの物体２４によって作り出される接触部分のサイズ又は面積を読み取
るか又は割り出すことによって決定することができる。接触部分のサイズを読み取ること
に加えて、動的閾（しきい）値を使用し、ユーザーの圧力がどのくらいの速さで変化する
かを見ることで、接触部分の変化率をも割り出すことができる。接触部分の面積が十分に
大きい率で変化すれば、コントローラーは対応する入力装置又はソフトキー３６ａ～３６
ｉが選択されていると判断することができる。
【００５６】
　図５に示されるソフトキーの機能性は、図２及び図３に関して記述されている機械的な
キーカウンターの部品に類似している。従って、選択されたソフトキーの圧力レベルは、
十分な量の圧力が加えられると同時に、第一位置から第二位置まで移動することができる
。ソフトキー３６ａを入力装置の第二位置（最初の位置は停止又は接触がない状態）まで
動かすのに必要な圧力の量は、ユーザーの指がタッチパッドの表面に接触し表面に沿って
軽く滑らすことで出す圧力の量とほぼ等しい。
　この具体例では、ソフトキー３６ａが第二位置にあるとき、又は、ソフトキーが選択さ
れていること即ち第三位置を示すのに必要な圧力の量より少ない圧力が加えられていると
き、コントローラーは作動装置に第一触知感覚を作り出すように構成される。その次に、
コントローラーは、第三位置に関連付けられた入力信号を受信するか、又はソフトキー３
６ａに加えられた圧力の十分な量を検出し次第、作動装置６４に第二触知感覚を作り出さ
せる。ソフトキー３６ｉは、ソフトキー３６ｉに加えられる四つの明確な圧力と圧力無し
とに関連付けられる五つの位置を有しており、文字Ｗ，Ｘ，Ｙ，Ｚのための入力信号に対
応している。「選択するための滞在」機能は、目的とする位置及び関連入力信号を決定す
るために使用することができる。
【００５７】
　この機能性は、ユーザーが、入力装置に表示される様々なソフトキーの上で物体を動か
し、特定のソフトキーが接触されていることを示す特定の周波数又は触知感覚を受け取る
のを容易にする。物体２４が表示マトリックスの他のソフトキーに接触すると、これらの
他のソフトキーに特有の明確な触知感覚がさらに作り出される。継続的に使用すると、ユ
ーザーは、感覚と特定のソフトキー間の様々な明確な触知感覚と、感覚と特定のソフトキ
ーとの関連付けにすぐに慣れることができ、接触するだけでソフトキー又はボタンを識別
することが可能となる。
　実際、例えば、使用される電話機の型に関わらずある電話番号が利用できないという普
遍的な聴覚信号を与える話中の信号などに類似した普遍的な触知感覚のライブラリーを作
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成することで、明確な触知感覚は、電子機器に関わらず、同じボタンによって使用するこ
とができる。例えば、明確な触知感覚は、物体が「５」のキーと接触しているときに実行
することができ、「ホーム」のキーの目安を与えている。さらに、中心軸上にあるキーは
一度だけ「寸動（pop）」し、一方左欄及び右欄にあるキーは二度「寸動」し、キーパッ
ドのマトリックス中での物体２４の大まかな場所の目安を与えている。
【００５８】
　別の例では、ユーザーが「９」のキーの上で物体２４を動かせば、比較的高周波数の振
動をすべてのキー上で出力することができる。物体に関連付けられる圧力が「６」のキー
上で検出された場合には、低めの周波数の振動を出力することができ、接触の感覚を通し
てどのキーが現在物体と接触してるかをユーザーが判断することができる。ユーザーが一
つより多いソフトキーを同時に押すか、又はそれらに接触することはまずないので、ボタ
ンのすべてに同じ感覚を出力する一つの振動触感作動装置を同時に使用することができる
。ユーザーが物体２４でソフトキーに対して加える圧力を高め、その圧力が予め決定され
た閾値の圧力レベルより大きい時、そのソフトキーと関連付けられる機能が作動する。
【００５９】
　図７は、この発明の代表的な具体例を説明するブロックレベル図である。様々な部品は
共通連絡バス（母線）３９を渡って伝達しあう。入力装置４０は、この発明に従って入力
信号を作り出し、入力信号は連絡バス３９を渡ってコントローラー４１に伝達される。
　また、コントローラー４１は、受信した入力信号と関連付けられる入力装置に関する圧
力又は位置情報を受信することができる。受信した入力信号、圧力、位置データに基づい
て、コントローラーは、受信した入力信号と関連付けられる機能及び触感のフィードバッ
クに関する必要なデータを取得するために、記憶装置４２にアクセスする。さらに、例え
ば、入力信号が、入力信号を作り出した入力装置によって関連付けられる機能又は入力選
択の変更に関連している場合には、コントローラー４１は記憶装置に貯えられるデータを
更新できる。受信した機能性に基づいて、コントローラーは装置が接続されている電子機
器４３に機能信号を送る。さらに、コントローラー４１は、例えばタッチパッドが使用さ
れたときに、特に表示装置が入力装置の一部である表示装置４４上の出力を変更する。ま
た、電子機器は、表示装置を制御し更新する。さらに、コントローラーは、電子機器によ
って関連付けられるＣＰＵであり得る。記憶装置は、電子機器によって関連付けられる記
憶装置であり得る。
　コントローラーと記憶装置と表示装置の配列は、装置が既存の電子機器に後付けできる
独立の装置として構築されているか、又は電子機器それ自体で組み込まれているかによる
。コントローラーは、適切な入力装置の中に目的とする触知感覚を作り出すために作動装
置４６を駆動すべく回路４５を制御するのに必要な入力を与えるために、記憶装置から受
信した触感のフィードバック情報を使用する。
【００６０】
　図８には、この発明に従って入力装置に触知のフィードバック感覚を作り出す方法を説
明するフローチャートが説明されている。コントローラーは、機器４７の入力装置をモニ
ターする。機器が複数の入力装置を備えている場合には、コントローラーは、各入力装置
を連続的に又は同時にモニターできる。入力装置のモニターは、単一パスの機能として説
明されているが、好ましくは連続的なループ機能として扱われる。
【００６１】
　入力装置は、ユーザーの入力に応じて、一つ以上の入力信号や位置データや圧力データ
をコントローラーに提供する。コントローラーが入力装置をモニターするときには、入力
装置４８が入力信号を発生させているか否かを最初に検出する。入力信号が発生していれ
ば、コントローラーは入力装置によって関連付けられる入力信号４９を取得する。次に、
コントローラーは、同じ入力装置が位置データ５０を発生させているかどうかを検出する
。位置データが発生していれば、コントローラーは入力装置によって関連付けられる位置
データ５１を取得する。また、コントローラーは、同じ入力装置が圧力データ５２を発生
させているかどうかを検出する。圧力データが発生していれば、コントローラーは入力装
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置によって関連付けられる圧力データ５３を取得する。コントローラーは、どのような順
序であっても、三つのデータの型を検出し得る。
　好ましくは、データを取得している間、コントローラーは、入力装置と入力信号と圧力
データと位置データとの間の関連付けをし続ける。ある具体例では、入力信号には、圧力
データ、入力装置に加えられた圧力が計算され得るデータ、位置データ、圧力及び位置デ
ータ又は組合せが含まれる。
【００６２】
　入力装置又は複数の入力装置から入力データを取得すると、次に、コントローラーは、
電子装置に目的とする機能を作り出し且つ入力装置に予め決定した触知感覚を作り出すの
に必要な情報を含む少なくとも一つのデータベースが貯えられる記憶装置５４にアクセス
する。一具体例では、この情報は、検出された入力データと電子機器又は装置の機能と触
知感覚との間で関連付けられた形式のものである。関連付けのグループの典型例は、表形
式で表された図９に表される。
【００６３】
　表で示されているように、ある特定の入力装置に対して、入力信号と位置データと圧力
データの組合せは複数個可能であり、それぞれの組合せは電子機器又は明確な触知感覚の
指定された機能に関連している。これらの組合せは、その入力装置の各入力信号そしてこ
の機能に割り当てられる入力装置の型によって変わる。入力装置をモニターすることで得
られたデータを使用して、コントローラーは表を読み取り、関連付けられた機能及び触感
のフィードバック情報を取得する。
【００６４】
　図９に示す具体例では、コントローラーは入力装置第５をモニターしている。それに続
くパスのモニターでは、コントローラーは、入力信号も位置データも検出しないが、明確
な圧力「圧力１」を検出する。圧力１に関連付けられた表の情報に基づいて、コントロー
ラーは、数字「２」を選択するための関連付けられた機能情報と、明確な「触知感覚１３
」のための情報とを取得する。コントローラーは、数字「２」を表示するため若しくは数
字「２」が選択されたことを示すために、その情報を使用する電子装置７０に機能情報を
伝達する。例えば、作動装置が入力装置を「感覚１３」と関連付けられた周波数で振動さ
せることによって入力装置５６に「感覚１３」を作り出すために、コントローラーは明確
な「触知感覚１３」に対する情報を使用する。
【００６５】
　より後のモニターのパスでは、コントローラーは入力装置第５の「圧力３」の圧力の大
きさを検出する。同様に、「圧力３」と関連付けた表の情報に基づいて、コントローラー
は、文字Ｂ及び明確な「触知感覚１５」の情報を選択するための機能情報を取得する。コ
ントローラーは、文字Ｂを表示するために若しくは電話キーパッドのようなプログラムに
Ｂを入力するために情報を使用する電子装置に、機能情報を伝達する。従って、入力装置
に加えられた少なくとも二つの明確な圧力の検出に応じて、コントローラーは、入力装置
第５に少なくとも二つの明確な触知感覚を作り出す。また、コントローラーは、入力装置
第５に加えられる複数の明確な圧力を検出し、入力装置５に複数の明確な触知感覚を作り
出すことができ、触知感覚のそれぞれは、複数の明確な圧力の一つに関連付けられる。単
一の入力装置について説明したが、コントローラーは、複数の入力装置に対しての二つの
明確な圧力を検出でき、少なくとも二つの明確な触知感覚をこれらの入力装置のそれぞれ
に作り出すことができる。
【００６６】
　別の具体例では、コントローラーは、複数の入力装置に対して複数の明確な圧力を検出
でき、複数の明確な触知感覚をこれらの入力装置のそれぞれに作り出すことができる。明
確な圧力は、分離した圧力若しくは加えられた圧力の範囲のどちらにも該当し得る。別の
具体例では、コントローラーは、入力装置第３をモニターし、これは、複数の入力信号「
入力２Ａ～２Ｅ」を装置に入力することができる。各入力信号は、入力装置第３に加えら
れる明確な圧力「圧力１～５」に対応する。各入力信号及び圧力は、明確な機能及び触知
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感覚「感覚５～９」に対応する。一具体例では、各入力信号は英数字に対応する。この具
体例では、コントローラーは、電子機器に結び付いた出力装置上に適切な英数字を表示す
ることと関連する電子機器に機能情報を伝達する。さらに、コントローラーは、出力装置
に関連付けられた英数字を直接表示できる。
【００６７】
　図９をさらに参照すると、この発明による手段の別の具体例では、コントローラーは入
力装置番号１をモニターし、入力装置番号１の第一の場所に加えられた第一圧力を検出す
る。好ましくは、入力装置番号１はタッチパッドの入力装置である。一具体例では、第一
圧力は分離した圧力の「圧力１」である。別の具体例では、第一圧力は「圧力１」より小
さな値を有する圧力の範囲を表す。最初に加えられた圧力に関連付けられる機能は、単に
目的とするボタン又はキーの場所を探している若しくは探っているユーザーに関連付けら
れる圧力範囲であることを示す。従って、コントローラーは電子装置に機能の入力を与え
ない。ただし、コントローラーは、入力装置第１に第一触知感覚「感覚１」を与える。
【００６８】
　次に、コントローラーは、「入力１」において入力信号「入力１」及び「圧力１」と同
等以上の圧力を検出する。それに対して、コントローラーは、電子機器に「Select（選択
）」に対応する機能入力を伝達し、番号１の入力装置に第二の明確な触知感覚「感覚２」
を作り出す。
【００６９】
　別の具体例では、コントローラーは入力装置第７をモニターし、第一の場所「場所１」
において入力装置に加えられる第一圧力「圧力１」を検出する。好ましくは、入力装置は
、タッチパッドの入力装置である。それに応えて、コントローラーは、第一触知感覚「感
覚２０」を入力装置第７に与える。さらに、コントローラーは、第二の場所「場所２」に
おいて入力装置第７に加えられる第二圧力「圧力２」を検出する。それに応えて、コント
ローラーは、第二触知感覚「感覚２１」を入力装置第７に与える。第一圧力は、第一入力
信号「入力７」、第一機能「機能１」に対応し、第二圧力は、入力信号「入力８」、第二
機能「機能２」に対応する。
【００７０】
　コントローラーは、受けた圧力のそれぞれに応じて、関連付けられた機能入力を電子装
置に伝達する。コントローラーは、作動装置に、異なった圧力、モード、メニューそして
他の機能に関連して、触知のフィードバックとして異なった波形、周波数及び／又は大き
さを含ませ得ることに注意すべきである。
　また、コントローラーは、いかなる不明瞭な入力を７１が受けたとしても、判断するこ
とができる。不明瞭な入力は、入力装置と入力信号と記憶装置に含まれるデータに該当し
ない圧力データとの組合せに該当し得る。あるいは、不明瞭な入力信号は、二つの入力装
置からの入力か又は入力装置に関連付けられていないタッチパッドの一部分からの入力を
、同時に示し得る。不明瞭な入力信号の受信に応えて、コントローラーは、不明瞭な触知
のフィードバック情報７２を取得し、不明瞭な入力に関わる一つ以上の入力装置に、それ
に関連付けられた明確な触知感覚「感覚２２」を作り出す。
　一具体例では、コントローラーが第一及び第二入力を検出するとき、コントローラーは
どちらの入力が不明瞭なものであるかを判断する。そうでなければ、次に、コントローラ
ーは、第一及び第二触知感覚を作り出す。どちらかの入力信号が不明瞭ならば、次に、コ
ントローラーは、適切な入力装置に不明瞭な出力の触知感覚５６を作り出す。
【００７１】
　コントローラーによって検出される入力信号、位置及び圧力に対応する機能は、特定の
組合せと関連付けられる機能の修正を含むかもしれないことから、コントローラーは記憶
装置５７で貯えられるデータベースを更新することもできる。一具体例では、コントロー
ラーは、入力装置６をモニターしており、その入力装置に加えられる第一圧力「圧力１」
を検出する。第一圧力は、第一の一組の入力機能「機能１～３」に対応する複数の入力信
号「入力４」の一つに対応する。コントローラーは、「機能１」及び「感覚１７」の情報
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を得て「入力装置６」に適切な触知感覚を作り出す。「機能１」は、メニューのリストか
らの一組、又は、複数の操作モードからの一つの操作モードに該当し得る。適切な操作モ
ードは、インスタントメッセージ、電子メール、音声メール、ゲーム及び不在着信を含む
。
【００７２】
　「機能１」はモード若しくはメニューと関連付けられる付加的なサブメニュー若しくは
モード機能を有し得るモード若しくはメニューを表すため、コントローラーは、図１０で
説明されるように「機能１」に応じてデータベースを更新する。コントローラーは入力装
置６をモニターし続けるので、コントローラーは入力信号「入力６」の一つに対応する第
二の「圧力３’」を検出し、それは、第二機能の組の中の一つの機能「機能６」に対応す
る。また、コントローラーは、選択された第二機能の組と関連付けられる触知感覚「感覚
１９’」を取得し、「入力装置６」でこの触知感覚を提供する。さらに、コントローラー
は、電子機器に関連付けられた機能信号を提供する。適切な第二の組の機能では、選択さ
れた第一の組の機能に対応するサブメニュー及び機能が含まれる。さらに、第二の組の機
能には、機能のセットを機能の第一の組に戻す機能が含まれ得る。
　第一及び第二の機能の組と関連付けられる圧力及び触知感覚が同じである場合もあるが
、好ましくは、最初の圧力及び触知感覚である「圧力１～３」及び「感覚１７～１９」は
、第二圧力及び触知感覚である「圧力１’～３’」及び「感覚１７’～１９’」から明確
に識別される。
【００７３】
　この発明の装置に係る具体例では、例えば、機器は携帯電話に組み込まれ、割り当て可
能な機能入力装置及び割り当て可能な機能ロッカースイッチ入力装置を備えている。携帯
電話の電源を入れると表示される携帯電話のメイン又はホームの画面では、割り当て可能
な機能入力装置に割り当てられた機能は「電話帳」であり、ロッカースイッチには機能が
割り当てられない。割り当て可能な入力装置及びロッカースイッチに加えられる軽い捜索
圧力は、どの入力装置が接触されているかを示す第一及び第二の明確な触知感覚を作り出
す。ロッカースイッチには当初機能が割り当てられていないので、ロッカースイッチを選
択しても、携帯電話にいかなる機能も作り出さず、ここに記述されるように、機能失敗（
Function Failure）の触知感覚がロッカースイッチを通して出力される。割り当て可能な
入力装置を選択すると、携帯電話は電話帳モードになり、第三の明確な触知感覚が入力装
置を通して出力される。
【００７４】
　そして、電話帳の登録項目リストが、携帯電話のスクリーンに表示される。割り当て可
能な入力装置には、「選択（SELECT）」機能が割り当てられ、ロッカースイッチには、ス
クロール機能が割り当てられる。割り当て可能な入力装置に加えられた軽い圧力又はロッ
カースイッチは、携帯電話及び入力装置が電話帳モードであることを示す、第四及び第五
の明確な触知感覚を作り出す。ロッカースイッチを上へスクロールさせるか又は下へスク
ロールさせるかのいずれかを選択すると、登録項目リストのスクロールと関連付けられる
バンプ（bump）又はクリック（click）をロッカースイッチの中に作り出す。電話帳の各
々のアルファベットタブを通過するごと又は頻繁に電話をかけられた登録項目を通過する
ごとに、特別なクリックが出力され得る。
　一具体例では、ロッカースイッチに登録されている圧力におおよそ比例するアナログ信
号を提供するために、アナログスイッチがロッカースイッチの下に備えられている。これ
により、リストは、加えられる圧力の量で制御可能なペースでスクロールされること、及
び、ロッカースイッチ上で実行される触感の事象の程度を増加させることに対応させるこ
とでユーザーに伝えることが可能となる。一旦、目的とする登録項目を強調表示するため
にロッカースイッチが使用されると、その登録項目を選択するために割り当て可能な入力
装置が押され、第六の明確な触知感覚が割り当て可能な入力装置を通して出力される。
【００７５】
　割り当て可能な入力装置は選択の機能を続けて割り当てられ、ロッカースイッチは依然
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としてスクロール装置として使用される。しかし、携帯電話の表示装置は、「EDIT（編集
）」「VIEW（表示）」「CALL（呼出）」「DELETE（削除）」を含む別のメニューリストを
表示する。割り当て可能な入力装置及びロッカースイッチに加えられた軽い圧力は、再度
、「電話帳」モード又は機能が依然として利用可能であることを示す第四及び第五触知感
覚を作り出す。
　リスト中を上下にスクロールするためにロッカースイッチを使用すると、各記入項目を
通過する度に、ロッカースイッチの中にクリックが発生する。比較的短いリストがスクロ
ールされていることを示すために、各クリックの大きさ及びクリックの間隔を変化させ得
る。クリックに加え、第七、第八、第九及び第十の明確な触知感覚が、それぞれ「EDIT（
編集）」「VIEW（表示）」「CALL（呼出）」「DELETE（削除）」を通過する度に、ロッカ
ースイッチに出力される。スクロールは、「CALL（呼出）」の項目で停止し、割り当て可
能な入力装置が押され、電話帳から選択された登録項目と関連付けられる電話番号に電話
をかける。さらに、第九の触知感覚は、割り当て可能な入力装置に出力される。装置が準
備できる前に、例えば「CALL（呼出）」など機能の一つを作動さすべく試みると、コント
ローラーは、機能が利用可能であることを示すこととなる。
【００７６】
　他の様々な機能は、ボタンを使用するによって起動し得る。例えば、インスタントメッ
セージ、電子メール、音声メール、ゲーム及び不在着信の読み出しの機能性を備えた携帯
電話では、ユーザーはこれらの機能の一つを選択し得る。具体例では、ユーザーがこれら
の機能の一つを起動させるときはいつでも、明確な触知感覚はコントローラーによって起
動し、明確な触知感覚は機能のそれぞれに対して異なったものである。
【００７７】
　入力装置はコントローラーによってモニターされているにも関わらず、第一及び第二入
力信号、第一及び第二圧力、第一及び第二位置を検出し、且つ、関連付けられた第一及び
第二機能を取得すると、コントローラーはこれらの機能が「実行５８」のために利用でき
るかどうかを判断し得る。
　また、コントローラーはそれらの機能の利用可能性を判断する電子機器に必要な機能信
号を提供する。第一及び第二機能が利用可能であるならば、次に、コントローラーは適切
な入力装置に関連付けられた触知感覚を作り出す。第一又は第二機能の一つが利用可能で
なければ、次に、コントローラーは機能選択失敗５９と関連付けられる触知感覚である「
感覚２３」の触知感覚情報を取得し、適切な入力装置にその感覚を作り出す。
　機能失敗の例としては、リダイアルの記憶装置の中に電話番号が貯えられないときに電
話のリダイアルの機能を選択することや、ユーザーがアクセス権限を有しないメニュー若
しくはプログラムにアクセスするように試みることや、入力された電話番号が不完全な状
態で携帯電話での呼出しを始めようと試みることなどが挙げられる。
【００７８】
　図１１は、この発明の別の具体例を説明する手助けとなる。この発明の一具体例では、
装置はメニュー構造をナビゲートしている間、触知のフィードバックを提供し、好ましく
は、ユーザーが表示装置を見る必要なく、メニュー構造をより効率的にナビゲートするこ
とを可能にする。そのような具体例では、作動装置は、メニュー構造の様々なセクション
や、特定のメニュー選択や、ユーザーがメニュー構造をナビゲートしている間に起こる事
象を示す明確な感覚を発生させる。
【００７９】
　例えば、一具体例では、最も高いレベル又はメインメニューの選択のそれぞれは、ピッ
チが変化する明確な振動触知感覚に対応している。ユーザーがメインメニューのトピック
の間でナビゲートすると、作動装置は明確な波数を作り出す。交互の波動を結合したピッ
チを変化させることで、現在選択されている又は強調表示されるメニューを示すフィード
バックをユーザーに対して提供する。
【００８０】
　別の具体例では、例えば寸動などの明確な振動触知感覚が発生する数は、メニュー選択
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のリスト内のメニュー選択の見出し数字に対応する。そのような具体例では、一つの寸動
は第一の選択肢を表し、二つの寸動は第二の選択を表す。更に別の具体例では、明確な振
動触知効果は、ユーザーが特定メニューの最後から最初に循環していること（ローリング
オーバー）を示す。
【００８１】
　図１１は、この発明のそのような一具体例における、携帯情報端末（ＰＤＡ）１００の
正面図である。ＰＤＡ１００は、表示装置１０２と、特定の機能及びアプリケーションを
実行するためのボタン１０４を含む複数のボタンと、ＰＤＡ１００に表示される様々なイ
ンターフェイス内をナビゲートするための五方向パッド（Ｄパッド）１０５とを備えてい
る。ユーザーは、五方向のＤパッド１０５を用いて、メニュー構造を通って上下左右に移
動するために方向キーをクリックし、特定の選択肢を選択するためにＤパッドの中心をク
リックする。
　図示の具体例では、作動中のアプリケーションは、メニュー構造を表示している。メニ
ュー構造１０８は、メインメニューのトピック１１０を含んでいる。メインメニューのト
ピックを選択すると、サブメニューが表示されるか、関連付けられた機能又はアプリケー
ションが実行されることとなる。
　図示の具体例では、メインメニュー１１０のファイルメニューの選択肢を選択すると、
サブメニュー１１２が表示される。メインメニューの選択肢と同様に、サブメニュー１１
２のトピックの何れかを選択すると、機能の二次サブメニューが表示されるか、又は、関
連付けられた機能又はアプリケーションが実行されることとなる。例えば、サブメニュー
１１２の選択肢にある「Send To（送る）」を選択すると、二次サブメニュー１１４が表
示される。
【００８２】
　図１１で示される具体例では、ユーザーはアプリケーションを起動させるためにボタン
１０４を押す。アプリケーションの中では、ユーザーはメインメニュー１０８までナビゲ
ートするためにＤパッド１０６を利用する。ここで記述される例えば超回転質量（エキセ
ントリック・ローテーティング・マス／eccentric rotating mass）又は音声コイルのよ
うな作動装置（図示しない）は、ユーザーがメインメニュー１０８の選択肢のそれぞれを
反転表示させると、短く明確な触覚の効果を与える。効果は、反転表示している選択肢が
変更されたことをユーザーに警告するために、ピッチ又は他の方法を変更する。ユーザー
は、選択肢を選択するためにＤパッド１０６の中心をクリックするか、下矢印をクリック
し得る。ファイルの選択肢上でこれらの動作を実行することにより、サブメニュー１１２
が発生する。
【００８３】
　ユーザーは、サブメニュー１１２を通って移動するために、下矢印をクリックする。図
示の具体例では、Ｄパッド１０６の方向矢印を押し下げるとき、サブメニュー１１２中の
メニュー選択肢は固定のペースでスクロールし、カーソルの下方に出現する選択肢のそれ
ぞれで触感の効果が実行される。より長く方向矢印が押し下げられれば、スクロールのペ
ースはより速くなる。ＰＤＡ１００は、例えば周波数を高めるなど、触覚効果の変化に対
応することによってスクロールのペースを伝達する。
　カーソルが「送る（Send To）」の選択肢を反転させているときに、ユーザーが右矢印
をクリックすれば、二次的なサブメニュー１１４が表示される。二次的なサブメニュー１
１４を通してナビゲートすれば、サブメニュー１１２で起こったことと類似した方法で起
こる。二次的なサブメニュー１１４内の選択肢を選択するため、ユーザーはＤパッド１０
６の中心をクリックする。Ｄパッド１０６の中心をクリックすると、更に別の明確な触覚
効果が実行されることとなる。さらに、Ｄパッドスイッチ１０６は、五方向のものであっ
ても又は四方向のものであっても、スイッチが押されている方向を示す触感効果を提供で
きる。
【００８４】
　図１１で示される具体例は、色々なアプリケーション、特にリストを表示するアプリケ
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ーションに適用することができる。例えば、一具体例では、ＰＤＡ１００に、名前のリス
トを含むアドレスブック（住所録）が表示される。そのような具体例では、ユーザーがリ
ストを通してスクロールするにつれて、作動装置が効果を実行する。更に、ユーザーが例
えばＡから次の文字Ｂまでナビゲートする場合など、一文字から始まる名前をナビゲート
すると、作動装置は明確な触感効果を実行する。また、そのような具体例は、ユーザーが
アドレスブック内で予めお気に入りとして認定した名前に対応する明確な効果を含み得る
。
【００８５】
　この発明の別の具体例では、電子機器の操作モードに対応する明確な触感効果をユーザ
ーに与える。例えば、図５に示すＰＤＡ３１のようなＰＤＡを利用する具体例では、ユー
ザーは、例えば図５で示される電話インターフェイス、図１１で示されるアプリケーショ
ンインターフェイス、住所録、電子メール又は他のモードを含む多くのモードうちの一つ
を作動させ得る。図５を参照すると、そのような一具体例では、電話のアプリケーション
を作動させるために、ユーザーはボタン３２をクリックする。ユーザーがボタンをクリッ
クすると、ＰＤＡ３１は電話インターフェイス３８を表示する。ＰＤＡ３１が電話モード
である間は、作動装置は、電話モードが作動中であることをユーザーに示す触感効果を持
続的に提供する。このようにして、ユーザーはそれを見ることなく、ＰＤＡ３１のモード
を判断することができる。
【００８６】
　この発明の別の具体例では、携帯電話又は他の電子機器内のモードに対して、明確な触
感の効果をユーザーに与える。図３を見ると、例えば携帯電話１４のような携帯電話のユ
ーザーは、しばしば、数字キー１０の一つ又はそれらの組合せと関連付けられた記憶装置
に、頻繁にダイアルされる電話番号のリストを蓄えている。そのような具体例では、ユー
ザーは数字キー１０をクリックする前に、機能キーをクリックし、ユーザーがダイアルす
るために数字キーをクリックすることで電話番号を指定する信号を電話３１に与え得る。
　この発明の一具体例では、ユーザーが機能ボタンをクリックするとき、作動装置は、携
帯電話の短縮ダイアルモードが作動中であることをユーザーに示す触感効果を持続的に提
供する。触感の効果は、ユーザーが数字キーの組合せを選ぶときには、携帯電話は記憶装
置の数字キーの組合せと関連付けられた電話番号にダイアルしようとしているという警告
をユーザーに対して行う。携帯電話３１のモードを識別する触感の効果を提供することに
より、具体例は携帯電話３１を視覚によって参照するユーザーの必要性を最小限にするか
若しくは無くすることとなる。
【００８７】
　この発明の別の具体例では、選択肢若しくは機能が利用できないときには、作動装置は
フィードバック（ここでは「ネガティブフィードバック」という）を提供する。例えば図
３に示す携帯電話３１のように、携帯電話に導入された具体例では、ユーザーは電話をか
けることができる。ユーザーは数字キー１０の組合せをダイアルし、次に、電話をかける
ために発送キー１１を押す。
　ネガティブフィードバックを利用する具体例では、ユーザーが例えば数字「６」のみか
らなる電話番号などの無効な電話番号を入力すれば、携帯電話は送信機能が利用できない
ことを示すネガティブフィードバックを与える。ネガティブフィードバックは、例えば、
大変低い周波数のブザーであるかもしれない。別の具体例では、作動装置は、ユーザーが
以前に電話番号をダイアルせずにリダイアルボタン（図示しない）をクリックすれば、ユ
ーザーにネガティブフィードバックを与える。
【００８８】
　この発明のその他の具体例及び使用方法は、ここに開示された発明の適用及び実践を検
討すれば、技術に熟練した者にとって自明なことである。ここでの記述及び例示は、典型
的なものに過ぎないと考えるべきであり、この発明の意図及び真意は、以下の請求項によ
って示される。通常の技術者によって理解されるように、開示された各具体例の変形、修
正及びこれに含まれる各具体例の組合せは、以下のクレームによって画されるこの発明の
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【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】この発明に係る装置の具体例の斜視図を示す。
【図２】この発明に係る装置の別の具体例の平面図を示す。
【図３】この発明の具体例を包含する電子機器の平面図を示す。
【図４】図３の４－４線に沿う断面概略図を示す。
【図５】この発明の別の具体例を包含する別の電子機器の平面図を示す。
【図６】図５の６－６線に沿う断面概略図を示す。
【図７】電子機器の具体例を説明するブロックダイヤグラム（構成図）を示す。
【図８】この発明に係る方法を説明するフローチャートを示す。
【図９】この発明の一具体例において使用されることとなる第一の一組のデータを説明す
る表を示す。
【図１０】この発明の一具体例において使用されることとなる第二の一組のデータを説明
する表を示す。
【図１１】この発明の別の具体例の平面図を示す。
【符号の説明】
【００９０】
１…装置、２…入力装置、３…ゴム製スイッチ、４…プリント回路基板（ＰＣＢ）、５…
孔、６…作動装置、７…レバーアーム、８…屈曲、９…コントローラー、１０…英数字の
入力ボタン、１１…予め割り当てられた機能ボタン、１２…割り当て可能な機能ボタン、
１４…携帯電話、１５…表示画面、１７…、１８…ケース、１９…スイッチ、２０…ダイ
ヤフラム、２１…スペーサー、２２…圧電セラミック要素、２３…停止位置、２４…物体
、２５…第二位置、２６…第三位置、２７…第四位置、２８…第五位置、３０…タッチパ
ッド、３１…携帯情報端末（ＰＤＡ）、３３…表示装置、３４…スペーサー、３５…表示
画面、３６…ソフトキー
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