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(57)【要約】
静電容量式スタイラスおよびその使用方法。本出願によ
るスタイラスは、ユーザの指に嵌合するようになされた
指嵌合部分を含む。さらに、スタイラスはユーザの指の
先端を超えて延びるようになされた延長部分を含む。導
電性接触面が指の先端を超えて配設されて、静電容量式
タッチパネルに接触可能にする。接触面と指嵌合部分と
の間に、その間の電気的連絡を確立する導電路を含む。
接触面は、それと接触するとき、およびスタイラスがユ
ーザの指に取り付けられたとき、静電容量式タッチパネ
ルの静電容量式センサに作用するのに十分な寸法となる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
静電容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用することによって、静電容量式タッチ
パネルを操作するための静電容量式タッチパネル用指取り付け可能なスタイラスであって
、
　前記スタイラスが静電容量式タッチパネルで使用するために指に取り付けられるとき、
指に嵌合するように構成されている指嵌合部分と、
　前記スタイラスが指に取り付けられたときに、指の先端を超えて延びるように構成され
ている延長部分と、
　前記静電容量式タッチパネルを操作するために静電容量式タッチパネルに接触するよう
に構成されている、前記延長部分の先端部にある導電性接触面と、
　前記スタイラスが指に取り付けられたとき、および前記接触面が静電容量式タッチパネ
ルに接触して静電容量式タッチパネルを操作するときに、静電容量式タッチパネルと指と
の間に電気的連絡を確立するために、接触面と指嵌合部分との間の導電路と、
を備える指取り付け可能なスタイラス。
【請求項２】
前記接触面が前記静電容量式タッチパネルに接触するときに、前記接触面が静電容量式タ
ッチパネルの静電容量式センサに作用するのに十分な面積をもつことを特徴とする、請求
項１に記載のスタイラス。
【請求項３】
前記接触面の面積が約０．４ｍｍ２以上であることを特徴とする、請求項２に記載のスタ
イラス。
【請求項４】
前記接触面の面積が約１６ｍｍ２以上であることを特徴とする、請求項２に記載のスタイ
ラス。
【請求項５】
前記接触面の面積が約２５ｍｍ２以下であることを特徴とする、請求項４に記載のスタイ
ラス。
【請求項６】
前記接触面は、前記指の幅方向に対応する方向に延びている第１寸法を有することを特徴
とする、請求項２に記載のスタイラス。
【請求項７】
前記接触面は、前記指の厚み方向に対応する方向に延びている第２寸法を有することを特
徴とする、請求項６に記載のスタイラス。
【請求項８】
前記第１寸法は前記第２寸法より大きいことを特徴とする、請求項７に記載のスタイラス
。
【請求項９】
前記第１寸法は３ｍｍから１２ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項８に記載のス
タイラス。
【請求項１０】
前記第１寸法は４ｍｍから８ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項８に記載のスタ
イラス。
【請求項１１】
前記第２寸法は０．０７５ｍｍから５ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項８に記
載のスタイラス。
【請求項１２】
前記第２寸法は１ｍｍから２．５ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項８に記載の
スタイラス。
【請求項１３】
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前記スタイラスが指に取り付けられたときに、前記延長部分は接触面を指の先端から０．
５ｍｍ以上の距離だけ超えて先端方向に配設することを特徴とする、請求項１に記載のス
タイラス。
【請求項１４】
前記スタイラスが指に取り付けられたときに、前記接触面は指の爪の露出した上面の対応
する隣接部分の上に、前記第２寸法に対応する方向に約３ｍｍ以下だけ延びていることを
特徴とする、請求項１３に記載のスタイラス。
【請求項１５】
前記スタイラスが指に取り付けられたときに、前記接触面は指の爪の露出した上面の対応
する隣接部分の下に、前記第２寸法に対応する方向に約３ｍｍ以下だけ延びていることを
特徴とする、請求項１４に記載のスタイラス。
【請求項１６】
前記接触面は変形可能であり、前記接触面は、前記静電容量式タッチパネルに接触して静
電容量式タッチパネルを操作するときに、静電容量式タッチパネルの表面に適合して接触
するように変形することを特徴とする、請求項１に記載のスタイラス。
【請求項１７】
前記導電路は、導電性金属、金属合金、金、銅、銀、アルミニウム、スチール、導電性ポ
リマー、導電性添加剤を含むポリマー、導電性塗料、導電性フィルム、導電性接着剤、導
電性テープ、透明導電性酸化物およびそのあらゆる組み合わせからなる群から選択される
材料を含むことを特徴とする、請求項１に記載のスタイラス。
【請求項１８】
前記スタイラスは基本的に導電性材料からなることを特徴とする、請求項１７に記載のス
タイラス。
【請求項１９】
前記スタイラスは基本的に導電性ポリマーからなることを特徴とする、請求項１８に記載
のスタイラス。
【請求項２０】
前記延長部分は、前記スタイラスが指に取り付けられたときに、前記接触面を指の爪の先
端縁を超えて配設するように構成されていることを特徴とする、請求項１に記載のスタイ
ラス。
【請求項２１】
前記接触面は指の爪の先端縁を約０．５ｍｍ以上超えて配設されていることを特徴とする
、請求項２０に記載のスタイラス。
【請求項２２】
前記指嵌合部分は、前記スタイラスが指に取り付けられたときに、指の爪の露出した上面
の少なくとも一部に装着するための装着面を備えることを特徴とする、請求項１に記載の
スタイラス。
【請求項２３】
前記装着面は、前記スタイラスが指に取り付けられたときに、指の爪の露出した上面の略
全部に接触することを特徴とする、請求項２２に記載のスタイラス。
【請求項２４】
前記指嵌合部分は、指に摺動装着するようになされた装着構造を備えることを特徴とする
、請求項１に記載のスタイラス。
【請求項２５】
前記装着構造は指の少なくとも一部の周りに延びるような寸法にされており、前記装着構
造は、前記スタイラスが指に取り付けられたときに、指を把持嵌合するようになされてい
ることを特徴とする、請求項２４に記載のスタイラス。
【請求項２６】
前記装着構造は第１および第２の対向する弧状突起を含んでおり、前記第１および第２の
対向する弧状突起のそれぞれが自由端部分を含んでおり、前記自由端部分は離間して対向
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していることを特徴とする、請求項２５に記載のスタイラス。
【請求項２７】
静電容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用することによって前記静電容量式タッ
チパネルを操作するために、前記静電容量式タッチパネルとともに指取り付け可能なスタ
イラスを使用する方法であって、
　導電性接触面が指の先端を超えて配設されている前記スタイラスを指に取り付けるステ
ップと、
　前記接触面を静電容量式タッチパネルに接触させるステップと、
　前記静電容量式タッチパネルと指との間に電気的連絡を確立するステップと、
　前記接触させるステップおよび確立するステップに反応して、前記静電容量式タッチパ
ネルの静電容量式タッチセンサに作用するステップと、
　前記作用に反応して、前記静電容量式タッチパネルを操作するステップと、
を含む方法。
【請求項２８】
前記取り付けるステップは、前記スタイラスの装着面を指の爪の少なくとも一部に装着す
るステップを含むことを特徴とする、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
前記取り付けるステップは、装着構造を指の先端部分に摺動可能に嵌合するステップを含
むことを特徴とする、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
前記操作するステップは、前記接触面を前記静電容量式タッチパネルと接触状態に維持し
ながら、静電容量式タッチパネルに対して接触面を移動するステップを含み、移動中に前
記静電容量式タッチパネルと指との間に電気的連絡を維持することを特徴とする、請求項
２７に記載の方法。
【請求項３１】
前記指取り付け可能なスタイラスは請求項１に記載のものであることを特徴とする、請求
項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般にタッチ感応パネル用スタイラスに関し、特にスタイラスを利用するユ
ーザによる静電容量式タッチパネルの操作を容易にするためにユーザの指に嵌合するよう
になされた、静電容量式タッチパネル用スタイラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　静電容量式タッチパネルは、多様な種類の電子機器（例、携帯電話、タブレットコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、コンピュータモニタ等）の入力機器として一般に使
用されるようになってきた。静電容量式タッチパネルは、一般に絶縁体（例、ガラスまた
は他の非導電性基板）によって隔てられる導体（例、透明導体）によって発生する静電場
の変化を感知することによって動作する。導体の１つが外部の導電体に接触すると、静電
容量式タッチパネルに作用する（つまり、導体および絶縁体によって発生する静電場が変
わる）。静電場の変化は、静電容量の変化として測定される。例えば、静電容量の変化は
、外部の導電体と静電容量式タッチパネルとの接触の発生および位置を判定し、それを入
力として解釈できるように、静電容量式タッチパネルに設けられている電子機器によって
検出することができる。しかしながら、導体の１つに非導電体が接触しても静電場は変わ
らず、したがって感知されない（つまり、静電容量式タッチセンサに作用しない）。静電
容量式タッチパネルは実質的に透明なコンポーネントから構成することができるため、静
電容量式タッチパネルはしばしばディスプレイと合わせて使用して、同時にディスプレイ
および入力機器として機能する静電容量式タッチスクリーンを生み出す。
【０００３】
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　人体は導体であるため、人の皮膚の接触は静電容量式タッチパネルの静電容量式センサ
に作用することができる（つまり、静電容量の変化が入力として解釈できる程十分に静電
容量式センサの静電場を変える）。この点に関し、静電容量式タッチセンサの使用は、い
くつかの他の種類のタッチパネル（例、抵抗膜式タッチパネル）の場合のようにセンサに
作用するスタイラスまたは他の物の使用を必要としなくてもよい。
【０００４】
　しかしながら、人の指の解剖学的形態は多様である。例えば、人によっては指が大きい
ことがある。したがって、静電容量式タッチスクリーンの場合、指を使用して静電容量式
タッチスクリーンに接触するとき、ディスプレイの大きな部分がユーザの指で遮られるか
もしれない。また、指の大きなユーザは、その人の指が、機器のグラフィカルユーザイン
ターフェースで操作しようとする対象よりも大きい場合には、入力の一部としてスクリー
ンの所望の部分を選択するのが難しいことがある。
【０００５】
　さらに、爪が指先の先端をかなり超えて伸びている人は、静電容量式タッチパネルを操
作するのが難しいことがある。静電容量式タッチパネルに接触するユーザの指の爪の導電
率および大きさ、あるいは静電容量式タッチパネルに接触するユーザの指の爪の導電率ま
たは大きさが静電容量式センサまたはタッチパネルに作用するには不十分であるかもしれ
ず、したがってユーザは自分の指の爪を使って静電容量式センサを操作できない。例えば
、ユーザの指の爪は導電性であっても、先端縁の指の爪の大きさが静電容量式タッチパネ
ルによる反応を生じさせるのに不十分であるかもしれない。したがって、当該ユーザは指
の先端よりも指腹を使用して静電容量式タッチパネルに接触しなければならない。よって
、指の大きな人に関して上記取り上げられる問題は、ユーザの指腹はユーザの指の先端よ
りも実質的に大きいため、比較的爪の長い人が経験することがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　静電容量式タッチパネル用静電容量式スタイラスを開発する試みが行われてきた。しか
しながら、以前の静電容量式スタイラスには多数の欠点が存在する。例えば、旧来の筆記
用具をまねたスタイラス機器が提案されている。そのため、ユーザは静電容量式タッチパ
ネルで使用するために、このようなスタイラス機器を旧来の筆記用具のように持つことが
できる。しかしながら、静電容量式タッチパネルを採用する機器の多くのグラフィカルユ
ーザインターフェースは、静電容量式タッチパネルを操作するために人の指または複数の
指の使用を生かすように特別に設計されている。この点に関し、旧来の筆記用具のように
持つスタイラスは、これらのグラフィカルユーザインターフェースを利用するユーザの能
力を妨げることがある。例えば、グラフィカルユーザインターフェースの機能性は、静電
容量式タッチパネルを操作するために人の指の使用を生かすように特別に設計されている
（例、特別に設計されたキーボードのレイアウト、コントロール、メニュー等）。さらに
、ユーザインターフェースは、ピンチ動作または他のマルチタッチジェスチャなどのタッ
チジェスチャを採用している。また、いくつかの当該スタイラスは、使用時にディスプレ
イのかなりの部分を遮られるラウンドチップ形状を含む。したがって、旧来の筆記用具の
ような形状のスタイラスは、ユーザの指を使って静電容量式タッチパネルを操作するよう
に特別に設計されている特徴を生かすユーザの能力を制限しがちであり、しかもスクリー
ンを遮るという問題も受けやすい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書において、静電容量式タッチパネルを操作するためにスタイラスを使用するこ
とができるように、ユーザの指と嵌合するようになされたスタイラスを提示する。例えば
、スタイラスは、静電容量式タッチスクリーンを画成するためにディスプレイと一体化さ
れている静電容量式タッチパネルとインタラクトするために使用することができるため、
スタイラスとしての機能性を維持しながらディスプレイの視覚表示を向上させるように、
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静電容量式タッチパネルに接触する。一実施形態では、スタイラスを装着するユーザの指
は、スタイラスを使用せずに静電容量式タッチパネルを操作する指の位置と同様に（例、
静電容量式タッチパネルに実質的に垂直）、スタイラスを使用するときに静電容量式タッ
チパネルに対して位置付けることができる。
【０００８】
　スタイラスはユーザの指と嵌合するようになされた指嵌合部分と導電性接触面との間に
電気的連絡を確立する導電路を含むことができる。したがって、スタイラスがユーザの指
に取り付けられたとき、接触面と静電容量式タッチパネルの静電容量式センサとの間の接
触が静電容量式センサに作用するため、接触を利用して静電容量式タッチパネルを操作で
きるようにする。静電容量式センサに作用するとは、静電容量の変化が入力として解釈で
きるように、十分な静電容量の変化を生じるように静電容量式センサの静電場を変えるこ
とを意味する。
【０００９】
　本明細書で説明する一態様は、静電容量式タッチパネル用指取り付け可能なスタイラス
を含む。スタイラスは、静電容量式タッチパネルの静電容量式センサをスタイラスを用い
て作用させることによって、静電容量式タッチパネルを操作するために使用することがで
きる。スタイラスは、静電容量式タッチパネルで使用するためにスタイラスを指に取り付
けたとき、指と嵌合するように構成されている指嵌合部分を含む。スタイラスはさらに、
スタイラスを指に取り付けたときに、指の先端を超えて延びるように構成されている延長
部分を含む。スタイラスはさらに、延長部分の先端部に導電性接触面を含む。接触面は静
電容量式タッチパネルと接触して静電容量式タッチパネルを操作するように構成されてい
る。スタイラスはさらに、指に取り付けたとき、および接触面が静電容量式タッチパネル
に接触して静電容量式タッチパネルを操作するときに、接触面と指嵌合部分との間におい
て、静電容量式タッチパネルと指との間に電気的連絡を確立するための導電路を含む。
【００１０】
　説明する別の態様は、静電容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用することによ
り静電容量式タッチパネルを操作するために、静電容量式タッチパネルで指取り付け可能
なスタイラスを使用する方法を含む。方法はスタイラスを指に取り付けるステップを含み
、指の先端を超えて導電性接触面が配設されている。さらに、方法は接触面を静電容量式
タッチパネルに接触させるステップと、静電容量式タッチパネルと指との間に電気的連絡
を確立するステップとを含む。方法はさらに、接触および確立動作に反応して、静電容量
式タッチパネルの静電容量式タッチセンサに作用するステップを含む。また、方法は、作
用に反応して静電容量式タッチパネルを操作するステップを含む。
【００１１】
　多数の特徴の改良および追加の特徴が、本明細書で提示する態様に適用可能である。こ
れらの特徴の改良および追加の特徴は、個別にまたはあらゆる組み合わせで使用すること
ができる。そのため、これから説明する以下の特徴はそれぞれ、本明細書で提示する態様
の他の特徴または特徴の組み合わせとともに使用することができるが、そうする必要はな
い。
【００１２】
　例えば、一実施形態では、接触面は、静電容量式タッチパネルと接触するときに、静電
容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用するのに十分な面積を有する。一実施形態
では、接触面の面積は約０．４ｍｍ２以上にすることができる。一実施形態では、接触面
は約１６ｍｍ２以上にすることができる。一実施形態では、接触面の面積は約２５ｍｍ２

以下にすることができる。いくつかの実施形態では、接触面は約１ｍｍ２、５ｍｍ２、７
ｍｍ２、９ｍｍ２、１０ｍｍ２、１２ｍｍ２、１５ｍｍ２またはさらには１８ｍｍ２以上
の面積にすることができる。一実施形態では、接触面の面積は約２５ｍｍ２以下にするこ
とができる。いくつかの実施形態では、接触面の面積は約３５ｍｍ２、３０ｍｍ２または
さらには２０ｍｍ２以下にすることができる。
【００１３】
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　さらに、接触面は、指の幅方向に略対応する方向に延びることができる第１寸法を有す
る。接触面はまた、指の厚み方向に略対応する方向に延びることができる第２寸法を有す
る。第１および第２の寸法は、接触面の面の広がりの大きい方の寸法および小さい方の寸
法とすることができる。一実施形態では、第１寸法は第２寸法より大きい。例えば、第１
寸法は３ｍｍから１２ｍｍの範囲にすることができる。ある実施形態では、第１寸法は４
ｍｍから８ｍｍの範囲にすることができる。いくつかの実施形態では、第１寸法は５ｍｍ
、６ｍｍ、またはさらには７ｍｍ以上にすることができる。ある実施形態では、第１寸法
は１０ｍｍ、９ｍｍまたはさらには８ｍｍ以下にすることができる。第２寸法は０．０７
５ｍｍから５ｍｍの範囲にすることができる。ある実施形態では、第２寸法は１ｍｍから
２．５ｍｍの範囲にすることができる。いくつかの実施形態では、第２寸法は約０．１ｍ
ｍ、０．２５ｍｍ、０．５ｍｍ、０．７５ｍｍまたはさらには１．５ｍｍ以上にすること
ができる。いくつかの実施形態では、第２寸法は約１．５ｍｍ、２ｍｍ、２．２５ｍｍ、
３ｍｍ、またはさらには３．５ｍｍ以下にすることができる。
【００１４】
　ある実施形態では、延長部分は、指の先端より０．５ｍｍ以上の距離だけ超え先端方向
に接触面を配設する。いくつかの実施形態では、接触面は指の先端より０．１ｍｍ、０．
２５ｍｍ、またはさらには０．７５ｍｍ以上の距離だけ超えて配設することができる。接
触面は指の爪の露出した上面の上に第２寸法に対応する方向に約３ｍｍ以下だけ延びるこ
とができる。いくつかの実施形態では、接触面は爪の指の露出した上面の対応する隣接部
分の上に、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２ｍｍ、または２．５ｍｍ以下の距離だけ延びることが
できる。さらに、接触面は指の爪の露出した上面の下に第２寸法に対応する方向に約３ｍ
ｍ以下だけ延びることができる。いくつかの実施形態では、接触面は指の爪の露出した上
面の対応する隣接部分の下に、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２ｍｍ、または２．５ｍｍ以下の距
離だけ延びることができる。
【００１５】
　ある実施形態では、スタイラスの接触面は、スタイラスがユーザの指に取り付けられた
ときに、ユーザの指の長さに対して１０度から９０度の角度に向けることができる。例え
ば、接触面の角度は、少なくとも部分的にユーザの選好またはスタイラスが使用されるア
プリケーションに基づいて選ぶことができる。この点に関し、接触面の角度は、スタイラ
スを使用して静電容量式タッチパネルを操作するときに、ユーザの指が静電容量式タッチ
パネルに対して配設される角度を変えることができる。
【００１６】
　別の実施形態では、スタイラスの第１寸法は、ユーザの指と嵌合されるときに、スタイ
ラスによって操作することができる静電容量式タッチスクリーンに表示されるテキストの
方向に対応する。そのため、第１寸法の向きを静電容量式タッチスクリーンに表示される
テキストの方向と対応した関係にすることで、スタイラスを使用するときにテキストを選
択する（例、テキストに埋め込まれているハイパーリンクの選択）能力の向上を容易にす
る。
【００１７】
　ある実施形態では、接触面は、変形可能であり、静電容量式タッチパネルと接触して静
電容量式タッチパネルを操作するときに、静電容量式タッチパネルの表面に適合して接触
するように変形する。接触面は、スタイラスを使用してパネルを操作するときに、静電容
量式タッチパネルに接触するように構成されているスタイラスの導電性面部分とすること
ができる。
【００１８】
　導電路は、例えば、金、銅、銀、アルミニウム、スチール、他の導電性金属、金属合金
、金属コーティング、導電性ポリマー、導電性塗料、導電性フィルム、導電性接着剤、導
電性テープ、透明導電性酸化物、およびそのあらゆる組み合わせからなる導電性材料の群
から選択される材料を含む。ある実施形態では、スタイラスは基本的に導電性材料からな
る。例えば、導電性材料は、例えば、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリアニリンまた
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は前述のいずれかの共重合体など、本質的に導電性ポリマーとすることができる。導電性
材料は、導電性添加剤の添加によって、導電率を促進する導電性添加剤を含むポリマーを
含むことができる。ポリマーとともに導入して、導電率を促進することができる導電性添
加剤の例には、カーボンファイバ、カーボンナノ粒子、銀およびニッケル被覆カーボンフ
ァイバ、あるいは銀またはニッケル被覆カーボンファイバ、ステンレススチールファイバ
およびそのあらゆる組み合わせが含まれるが、それだけに限定されない。ある実施形態で
は、スタイラスはその本体に塗布される導電性薄膜を含む。例えば、導電性材料は、真空
メタライゼーション、蒸着プロセス、電気めっき、箔押し、導電性塗料コーティング、ま
たは他の適切なコーティングプロセスなどのコーティングプロセスによってスタイラスに
塗布することができる。スタイラスは射出成形または熱成形によって製造することができ
る。さらに、コモールディングおよびオーバーモールディングプロセスも同様に使用する
ことができる。別の実施形態では、スタイラス機器は導電性材料（例、アルミニウムまた
は同様な他の材料）から鋳造することができる。これらの製造プロセスのいずれかの組み
合わせまたは変型を、スタイラスの製造に利用することができる。
【００１９】
　延長部分は、スタイラスが指に取り付けられたときに、接触面を指の爪の先端縁を超え
て配設するように構成することができる。例えば、接触面は指の爪の先端縁を約０．５ｍ
ｍ以上超えて配設することができる。
【００２０】
　ある実施形態では、スタイラスは、スタイラスが指に取り付けられたときに、指の爪の
露出した上面の少なくとも一部に装着するための装着面を含むことができる。装着面は、
スタイラスが指に取り付けられたときに、指の爪の露出した上面の実質的に全部に接触す
ることができる。
【００２１】
　追加でまたは代わりに、スタイラスは指に摺動装着するようになされた装着構造を含む
。装着構造は指の少なくとも一部の周りに延びるような寸法にすることができる。そのた
め、装着構造は、スタイラスが指に取り付けられたときに、指に把持嵌合するようにする
ことができる。例えば、装着構造は第１および第２の対向する弧状突起を含むことができ
、第１および第２の対向する弧状突起はそれぞれが自由端部分を含み、該自由端部分は離
間して対向している。
【００２２】
　さらに、取り付け動作は、スタイラスの装着面を指の爪の少なくとも一部（例、指の爪
の露出した上面）に装着することを含む。取り付け動作は、代わりに、装着構造を指の先
端部分に摺動可能に嵌合することを含む。ある実施形態では、操作は、接触面を静電容量
式タッチパネルに接触した状態に維持しながら、静電容量式タッチパネルに対して接触面
を移動させることを含み、移動動作中に静電容量式タッチパネルと指との間に電気的連絡
が維持される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】静電容量式タッチパネル用スタイラスの実施形態の斜視図である。
【図２】図１に示す実施形態の上面図である。
【図３】図１に示す実施形態の側面図である。
【図４】スタイラスとともに使用するための指装着構造の様々な実施形態の底面図を含む
。
【図５】ユーザの指に嵌合されるスタイラスの実施形態の断面図である。
【図６】スタイラスとともに使用するための接触面の様々な実施形態の斜視図を示す。
【図７Ａ】適合して変形可能な接触面の実施形態を示す。
【図７Ｂ】適合して変形可能な接触面の実施形態を示す。
【図８】機器の静電容量式タッチパネルを操作するためにユーザが使用しているときのス
タイラスの実施形態の斜視図である。
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【図９】静電容量式タッチパネル用スタイラスの別の実施形態の斜視図である。
【図１０】ユーザの指に嵌合された図９に示すスタイラスの実施形態の側面図である。
【図１１】ユーザの指に嵌合された図９に示すスタイラスの実施形態の上面図である。
【図１２】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１３】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１４】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１５】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１６】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１７】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１８】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図１９】ユーザの指に装着可能な静電容量式タッチパネル用スタイラスの様々な実施形
態を示す。
【図２０】静電容量式タッチパネル用スタイラスのさらに別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１～図３を参照すると、スタイラス１００の実施形態が示されている。スタイラス１
００はその基端部に向かって配設されている指嵌合部分１０２と、スタイラス１００の先
端部から先端方向に延びている延長部分１０４とを含む。指嵌合部分１０２は、ユーザの
指に選択的に装着可能なようになされている。指嵌合部分１０２は、スタイラス１００が
ユーザの指に取り付けられたときに、ユーザの指と電気導通状態（例、ユーザの指の皮膚
およびユーザの指の爪の一部、あるいはユーザの指の皮膚またはユーザの指の爪の一部と
電気導通状態）にある。延長部分１０４はその先端部に接触面１０６を含む。延長部分１
０４は、スタイラス１００がユーザの指に取り付けられたときに、ユーザの指の先端を超
えて延びるようになされている。したがって、接触面１０６は、図８に示すように、スタ
イラス１００がユーザの指１６に取り付けられたときに、静電容量式タッチパネル１１２
と接触するように構成されている。
【００２５】
　続けて図１～図３を参照すると、接触面１０６は導電性にすることができる。さらに、
指嵌合部分１０２がユーザの指１１６に取り付けられたときに、接触面１０６とユーザの
指１１６との間に電気的連絡を確立するために、接触面１０６と指嵌合部分１０２との間
に導電路を設けることができる。例えば、図１～図３に示す実施形態では、スタイラス１
００の本体１０８は導電性材料から構成することができる。そのため、スタイラス１００
の内面１１０は、スタイラス１００が指１１６に取り付けられたときに、ユーザの指１１
６に接触する。したがって、導電路が接触面１０６とユーザの指１１６との間に確立され
て、スタイラス１００の本体１０８を通る導電率を促進することができ、スタイラスがユ
ーザの指に取り付けられたときに、本体１０８の内面１１０とユーザの指１１６との間の
接触により、スタイラス１００とユーザの指１１６との間の電気的連絡が確立される。例
えば、本体１０８は導電性ポリマー（例、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリアニリン
、前述のいずれかの共重合体、他の適切な導電性ポリマー、またはそのあらゆる組み合わ
せ）から構成することができる。さらに、本体１０８は、例えば、カーボンファイバ、カ
ーボンナノ粒子、銀およびニッケル被覆カーボンファイバ、あるいは銀またはニッケル被
覆カーボンファイバ、ステンレススチールファイバ、およびそのあらゆる組み合わせなど
、導電性添加剤を含むポリマーを含むことができる。別の実施形態では、スタイラス１０
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０は導電性コーティングを含む。例えば、スタイラス１００はスタイラス１００に導電性
コーティングを塗布するために蒸着プロセスを施すことができる。さらに別の実施形態で
は、スタイラス１００は、例えば、アルミニウムなどの導電性材料から製造することがで
きる。この点に関し、スタイラス１００は導電性材料から鋳造し、導電性材料からスタン
プし、または導電性材料から他の方法で製造することができる。
【００２６】
　追加でまたは代わりに、接触面１０６と指嵌合部分１０２との間に導電路を確立するこ
とができる。例えば、接触面１０６と指嵌合部分１０２との間に延びている電気導体（図
示せず）を設けることができる。したがって、本体１０８は導電性でなくてもよい。電気
導体は本体１０８に埋め込んでも、または本体１０８の表面に配設してもよい（例、コー
ティング、トレースまたは同様な他の形態で）。導電路は、本体１０８と一体であるか、
または本体１０８とは異なる個別のエレメントとして設けられているかに関係なく、例え
ば、金、銅、銀、アルミニウム、スチールまたは金属合金などの導電性金属、導電性ポリ
マー、導電性添加剤を含むポリマー、導電性塗料、導電性フィルム、導電性接着剤、導電
性テープ、透明導電性酸化物、およびそのあらゆる組み合わせからなる導電性材料の群か
ら選択される材料を含むことができる。導電性接触面１０６と指嵌合部分１０２との間に
延びる導電路は、図８に関して以下詳細に説明するように、静電容量式タッチパネルの操
作のためにスタイラス１００の使用を可能にする。
【００２７】
　続けて図１～図３を参照すると、接触面１０６は、図８に示すように、スタイラス１０
０が指１１６に取り付けられたときに、ユーザの指１１６の幅方向と略対応する方向に延
びている第１寸法１０５を有する。接触面１０６は、スタイラス１００が指１１６に取り
付けられたときに、ユーザの指１１６の厚み方向に略対応する方向に延びている第２寸法
１０７も有する。第１寸法１０５および第２寸法１０７は、接触面１０６の両端間の分離
距離に対応する。
【００２８】
　一実施形態では、第１寸法１０５は第２寸法１０７よりも大きくすることができる。例
えば、第１寸法１０５は約４ｍｍ以上にすることができる。同じ実施形態において、第１
寸法は５ｍｍ、６ｍｍ、またはさらには７ｍｍ以上にすることができる。一実施形態では
、第１寸法１０５は約１２ｍｍ以下にすることができる。同じ実施形態において、第１寸
法１０５は１０ｍｍ、９ｍｍ、またはさらには８ｍｍ以下にすることができる。一実施形
態では、第２寸法１０７は約０．０７５ｍｍ以上にすることができる。同じ実施形態にお
いて、第２寸法１０７は約０．１ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．５ｍｍ、０．７５ｍｍ、また
はさらには１ｍｍ以上にすることができる。一実施形態では、第２寸法１０７は約１ｍｍ
以下にすることができる。同じ実施形態において、第２寸法１０７は約１．５ｍｍ、２ｍ
ｍ、２．２５ｍｍ、２．５ｍｍ、またはさらには３ｍｍ以下にすることができる。
【００２９】
　接触面１０６は、使用時に静電容量式タッチパネル１１２に接触するように構成されて
いる面積と定義することができる。ある実施形態では、接触面１０６の面積は約０．４ｍ
ｍ２以上にすることができる。いくつかの実施形態では、接触面１０６は約１ｍｍ２、５
ｍｍ２、７ｍｍ２、９ｍｍ２、１０ｍｍ２、１２ｍｍ２、１５ｍｍ２、１６ｍｍ２、また
はさらには１８ｍｍ２以上の面積を有することができる。ある実施形態では、接触面１０
６の面積は約２５ｍｍ２以下にすることができる。いくつかの実施形態では、接触面１０
６の面積は約３５ｍｍ２、３０ｍｍ２、またはさらには２０ｍｍ２以下にすることができ
る。いずれに関しても、接触面１０６の面積は、接触面面積１０６が静電容量式タッチパ
ネル１１２に適切に接触しているときに、静電容量式タッチパネル１１２に作用するのに
十分な寸法にできる。「静電容量式タッチパネルに作用する」とは、静電容量式センサの
静電容量が入力として解釈されるのに十分な程に変わることを意味する（例、静電容量式
タッチパネルに設けられている電子機器により）。静電容量式タッチパネルに作用するた
めに静電容量式タッチパネルに接触する最低面積の閾値は、様々な機器によって異なるこ
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とが分かっている。約１６ｍｍ２以上の接触面１０６の面積が、様々な供試機器の静電容
量式タッチパネルの大半に作用するように作動するようであることが分かっている。例え
ば、様々な寸法の接触面を様々な機器の静電容量式タッチパネルに接触させて、静電容量
式タッチパネルへの表面積の接触が入力として解釈されるかどうかを判定する試験を実施
した。試験結果を以下の表１にまとめた。「ｙ」はタッチが機器により入力として解釈さ
れたことを示し、「ｎ」はタッチが機器により入力として解釈されなかったことを示す。
【００３０】
【表１】

　図６を参照すると、接触面１０６の輪郭の実施形態の様々な実施例が示されている。適
切な接触面の輪郭であればどのようなものも設けることができる。例えば、接触面１０６
は略三日月形輪郭１４０を有することができる。三日月形輪郭１４０は上側弧１４６と下
側弧１４８とを含むことができる。上側弧１４６および下側弧１４８は実質的に平行であ
っても、または異なる曲率を有していてもよい。ある変型例において、下側弧１４８は曲
率のない実質的に直線（例、線）にすることができる。接触面１０６は直線で囲まれた輪
郭１４４を有することもできる。さらに、接触面１０６は、方形の辺の交点を丸めて図６
の１４２で示されるような輪郭を形成する略方形とすることができる。さらに、例えば、
楕円形または卵形輪郭など、接触面１０６の他の形状を設けることもできる。
【００３１】
　さらに図５を参照すると、ユーザの指１１６に嵌合されたスタイラス１００の断面図が
示されている。指１１６は一般に、指１１６の下面に延びている指１１６の表面に対応す
る指腹１２０と、指１１６の先端１１８とを含む。指１１６は指の爪１２２も含む。指の
爪１２２は露出した上面１２４を含む。指の爪１２２は先端縁１２６も含む。認識できる
ように、指の爪１２２の先端縁１２６は、図５に示すように指１１６の先端１１８を超え
て先端方向に延びていることがある。
【００３２】
　一実施形態では、スタイラス１００は指１１６に摺動可能に取り付けることができる。
この点に関し、指嵌合部分１０２は指１１６の先端部の少なくとも一部を取り囲むことが
できる。例えば、スタイラス１００の本体１０８は、本体１０８が指１１６の先端部の周
りに延びて、指１１６を把持嵌合するように、指１１６と摺動嵌合するのに適した寸法に
できる。この点に関し、スタイラス１００の本体１０８は、指１１６に対してスタイラス
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１００の把持嵌合に対応できる弾性材料から構成することができる。追加でまたは代わり
に、スタイラス１００は異なる大きさの指１１６を収容するように多様な寸法で提供する
ことができる。
【００３３】
　さらに図４を参照すると、スタイラス１００について例示的な指装着構造１２８、１３
０、１３２の様々な実施形態が示されている。装着構造１２８の一実施形態は、スタイラ
スが指１１６に取り付けられたときに、指１１６の先端部分の周りに連続して延びるよう
になされたスタイラス１００の本体１０８を備える。別の装着構造１３０はスタイラス１
００の本体１０８を貫通している開口１３４を含む。開口１３４は、スタイラス１００が
ユーザの指１１６に取り付けられたときに、指１１６の腹１２０に隣接して設けられる。
したがって、スタイラス１００の本体１０８が腹１２０を覆わないようにできる。さらに
、装着構造１３２はユーザの指１１６にスタイラス１００を装着するために設けることが
できる。装着構造１３２は、スタイラス１００が指１１６に取り付けられたときに、ユー
ザの指１１６の少なくとも一部の周りに延びるようになされた対向する弧状突起１３６を
含む。対向する弧状突起１３６は、互いに離間した各自由端部分１３８を含む。そのため
、弧状突起１３６は自由端部分１３８が互いに遠ざかったり近づいたりすることができる
弾性材料から構成することができる。また、装着構造１３２がユーザの指１１６と摺動嵌
合するときに、弧状突起１３６が撓むことにより異なる大きさの指１１６を収容すること
ができる。
【００３４】
　図５を参照すると、延長部分１０４は、スタイラス１００が指１１６に取り付けられた
ときに、指１１６の先端１１８を超えた位置に接触面１０６を配設することができる。例
えば、接触面１０６は指１１６の先端１１８より０．１ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．５ｍｍ
、またはさらには０．７５ｍｍ以上の距離だけ超えて配設することができる。また、接触
面１０６は指の爪１２２の露出した上面１２４の上および下、あるいは上または下に延び
ることができることは、図５から認識されるであろう。露出した上面１２４の「上に延び
る」および「下に延びる」とは、接触面１０６が指の爪１２２の露出した上面１２４の対
応する隣接部分の上または下に延びることを意味する。例えば、接触面１０６は、先端縁
１２６に隣接した指の爪１２２の露出した上面１２４の対応する隣接部分の上または下に
延びることができる。例えば、接触面１０６は、指の爪１２２の露出した上面１２４の対
応する隣接部分より、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２ｍｍ、２．５ｍｍ、またはさらには３ｍｍ
以下の距離だけ上に延びることができる。追加でまたは代わりに、接触面１０６は指の爪
１２２の露出した上面１２４の対応する隣接部分より、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２ｍｍ、２
．５ｍｍ、またはさらには３ｍｍ以下の距離だけ下に延びることができる。
【００３５】
　また、延長部分１０４は指の爪１２２の先端縁１２６を超えて接触面１０６を配設する
ことができる。例えば、延長部分１０４は、指の爪１２２の先端縁１２６より、約０．１
ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．５ｍｍ、またはさらには０．７５ｍｍ以上の距離だけ超えて接
触面１０６を配設することができる。
【００３６】
　さらに、図７Ａおよび図７Ｂから認識できるように、接触面１０６は変形可能にするこ
とができる。図７Ａは適合して変形可能な接触面１０６を備えるスタイラス１００の実施
例を示す。接触面１０６は、図７Ｂに示すように、静電容量式タッチパネル１１２の表面
と接触したときに、それに適合接触するように変形する。この点に関し、接触面１０６は
、静電容量式タッチパネルと適合接触状態にある延長部分１０４の先端の部分と定義する
ことができる。そのため、接触面１０６に関して上記述べた寸法は、接触面１０６が静電
容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用するのに十分な静電容量式タッチパネルに
対するスタイラス１００の接触によって変形するとき、静電容量式タッチパネルと適合接
触状態にある接触面１０６の部分に対応する。また、接触面１０６に関して上記述べた寸
法は、静電容量式タッチパネルと適合接触するように変形する接触面１０６の部分に対応
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するその非変形状態の接触面１０６の表面に沿って延びている距離および面積ということ
もできる。
【００３７】
　図８を参照すると、機器１１４（例、スマートフォン）の静電容量式タッチパネル１１
２と使用中に、ユーザの指１１６に取り付けられたスタイラス１００が示されている。こ
の点に関し、接触面１０６は静電容量式タッチパネル１１２と接触状態となる。接触面１
０６が導電路および指嵌合部分１０２によってユーザの指１１６と電気的連絡状態にある
とき、接触面１０６は静電容量式タッチパネル１１２の静電場を変えることによって静電
容量式タッチパネル１１２の静電容量式センサに作用する。この点に関し、接触面１０６
が静電容量式タッチパネル１１２に接触している位置は変えることができ、静電容量式タ
ッチパネル１１２はスタイラス１００を使って操作することができる。さらに図８から認
識できるように、ユーザの指１１６は、有利なことに、静電容量式タッチパネル１１２を
操作するためにスタイラス１００を使用中に、静電容量式タッチパネル１１２に対して垂
直またはほぼ垂直にすることができる。そのため、スタイラス１００は、静電容量式タッ
チパネル１１２を操作するために指１１６の先端１１８を使用しているときに遮られるよ
りも、静電容量式タッチパネル１１２のかなり大きな部分を遮らないようにすることがで
きる。
【００３８】
　さらに、スタイラス１００は、第１寸法１０５が静電容量式タッチパネル１１２に表示
されるテキストの向きに略整列するように、静電容量式タッチパネル１１２に対して配向
できる。この点に関し、第２寸法１０７よりも大きい第１寸法１０５で画成される接触面
１０６の形状は、接触面１０６が静電容量式タッチパネル１１２に表示される行内のテキ
ストを選択できるようになる。例えば、テキストに設けられた埋め込みハイパーリンクは
、テキストからハイパーリンクを選択するために上記説明したように接触面１０６を備え
るスタイラス１００を使用してより容易に選択可能にすることができる。このことは、よ
く表示されるようにテキストの隣接行にハイパーリンクが配置されている場合には特に当
てはまるであろう。
【００３９】
　図９～図１１を参照すると、スタイラス２００のさらなる実施形態が示されている。ス
タイラス２００は指嵌合部分２０２と、指嵌合部分２０２から先端方向に延びている延長
部分２０４とを含む。スタイラス２００は接触面２０６も含む。
【００４０】
　スタイラス２００の指嵌合部分２０２は、自由端部分２３８を備える対向する弧状突起
２３６を有する装着構造２３２を含む。この点に関し、指装着構造２３２は図４に関して
上記述べた指嵌合構造１３２と同様に機能する。さらに、スタイラス２００の実施形態は
スタイラス１００に関して上記説明した特徴のいずれかまたは全部を組み込むことができ
る。例えば、接触面２０６は、接触面１０６に関して説明した特性のいずれかまたは全部
を含む。
【００４１】
　図１２～図１９を参照すると、ユーザの指１１６（例、指の爪１２２）に装着可能なス
タイラス（例、２５０、２６０、２７０）のさらなる実施形態が示されている。スタイラ
ス（２５０、２６０、２７０）はユーザの指１１６および指の爪１２２、あるいはユーザ
の指１１６または指の爪１２２に装着して、長期間（つまり、上記説明したスタイラス１
００、２００よりも長い期間）装着したままにすることができる。そのため、スタイラス
（２５０、２６０、２７０）は、例えば、接着剤を使用して、ユーザの指１１６に永久的
にまたは半永久的に装着することができる。スタイラス（２５０、２６０、２７０）は、
その寸法および形状、あるいはその寸法または形状がユーザによって行われる他の作業（
例、タイピング、筆記、他の日常作業等）を実質的に妨げないように提供することができ
る。
【００４２】
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　図１２を参照すると、露出した上面１２４および先端縁１２６を有する指の爪１２２を
備える指１１６の斜視図である。図１３は指の爪１２２に基材２５２が付けられた状態の
指１１６を示す。指の爪の先端縁１２６は、静電容量式タッチパネルに接触するとき、静
電容量式タッチパネルの静電容量式センサに作用するのに十分な接触面積にならないこと
がある。また、指の爪１２２の導電率は、静電容量式タッチパネルの静電容量式センサに
作用するのに十分ではないこともある。この点に関し、静電容量式タッチパネルの静電容
量式センサに作用するのに十分な寸法の先端面２５４を画成するように、指の爪１２２に
基材２５２を付けることができる。基材２５２は、以下詳しく説明するように、導電性接
触面を支持するプラットフォームとしての役割を果たす。
【００４３】
　図１３および図１４はスタイラス２５０の一実施形態を示す。図１４は、図１５に示す
分解図の切断線１３－１３に沿って切断した組み合わされた状態の断面図を示す。この点
に関し、基材２５２は指の爪１２２の露出した上面１２４に付けて、指の爪１２２の先端
縁１２６に利用可能な面積よりも大きな面積の先端面２５４を提供する。基材２５２には
導電性材料２５６を付けることができる。導電性材料２５６は先端面２５４を覆って、ス
タイラス２５０の接触面２５８を画成することができる。導電性材料２５６は指１１６と
接触状態にすることもでき、接触面２５８と指１１６との間に導電路を設けることができ
る（例、導電性材料２５６の指嵌合部分１２０に）。したがって、接触面２５８が静電容
量式タッチパネルに接触するとき、静電容量式タッチパネルを操作できるようにその静電
容量式センサに作用することができる。接触面２５８は、接触面１０６に関して上記述べ
た属性または特徴のいずれも含むことができる。
【００４４】
　代わりに、図１６および図１７に示すように、導電性材料２６４を含むスタイラス２６
０を提供することができる。図１６は、図１７に示す分解図の切断線１５－１５に沿って
切断した組み合わされた状態の断面図を示す。スタイラス２６０は指の爪１２２の露出し
た上面１２４に装着することができる。例えば、スタイラス２６０は接着剤（例、導電性
接着剤）によって露出した上面１２４に装着することができる。そのため、導電性材料２
６４によって画成される接触面２６２が指１１６と電気的連絡状態になるように、スタイ
ラス２６０を通る導電路を設けることができる。したがって、スタイラス２６０が指１１
６に取り付けられて、接触面２６２が静電容量式タッチパネルと接触するとき、静電容量
式タッチパネルの静電容量式センサに作用することができる。接触面２６２は、接触面１
６０に関して上記述べた特性の属性のいずれも含むことができる。
【００４５】
　図１８および図１９はスタイラス２７０の別の実施形態を示す。図１８は、図１９に示
す分解図の切断線１８－１８に沿って切断した組み合わされた状態の断面図を示す。スタ
イラス２７０は基材２５２と導電性材料２５６とを含むことができる。基材２５２および
導電性材料２５６は、指の爪１２２に装着する前に接合することができる。導電性材料２
５６は、接触面２５８と指１１６との間に導電路を確立するように指１１６に接触するこ
とができる。
【００４６】
　スタイラス２５０、２６０、２７０は、指の爪１２２に装着したときに、爪の露出した
上面１２４の少なくとも一部をスタイラス２５０、２６７、またはスタイラス２７０によ
って覆うことができるように、指の爪１２２の露出した上面１２４に付けることができる
。また、指の爪１２２に装着したときに、露出した上面１２４の略全部をスタイラス２５
０、２６０、またはスタイラス２７０によって覆うことができる。スタイラス２５０、２
６０、２７０は接着剤（例、導電性接着剤）または同様な手段によって指の爪１２２に装
着することができる。また、スタイラス２５０、２６０、２７０は、例えば、付け爪技術
で周知の付け爪に利用できるものと同様な着色をし、または装飾的な特徴を含むことがで
きる。例えば、スタイラス２５０、２６０、またはスタイラス２７０は、追加アクセサリ
を含むことができるキットで提供することができる。ある実施例では、導電性材料２５６
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は基材２５２とともにキットで提供することができる。そのため、キットは指の爪１２２
に装着するための基材２５２と導電性材料２５６とを含むことができる。基材２５２およ
び導電性材料２５６が指の爪１２２に装着する手順の一部としてすぐに接合された状態に
なるように、基材２５２および導電性材料２５６は予め接合した構成でまたは個別でキッ
トとして提供することができる。キットは指の爪の追加アクセサリ（例、マニキュア液、
接着剤、爪の手入れ用品等）を含むこともできる。
【００４７】
　さらに図２０を参照すると、指の爪の露出した上面に付けることができる（例、上記説
明したスタイラス２５０、２６０、またはスタイラス２７０と同様に）スタイラス３００
のある実施形態が示されている。スタイラス３００はその先端部分に配設されている接触
面３１０を有する。接触面３１０は一般に前述の実施形態のいずれかの接触面に関して上
記説明した特徴（例、寸法等）のいずれも含むことができる。スタイラス３００は接触面
３１０に隣接して肉厚部分３４０を含むこともできる。肉厚部分３４０により、接触面３
１０が上記説明したように静電容量式タッチパネルを操作するのに十分な表面積をもてる
ようになる。
【００４８】
　スタイラス３００は、接触面３１０に対向するスタイラス３００の基端部に配設されて
いる指嵌合部分３５０も含む。指嵌合部分３５０は、指の爪の露出した上面に接触してそ
れに固定することができる嵌合面３３０を含むことができる。この点に関し、嵌合面３３
０は、指の爪の露出した上面とスタイラス３００との間の電気的連絡を促進する。嵌合面
３３０は、少なくともいくつかの実施形態では、接着剤によってユーザの指の爪に固定す
ることができる。例えば、感圧式接着剤を使用して、スタイラス３００をユーザの指の爪
に固定することができる。接着剤はスタイラス３００を付ける時点で嵌合面３００に塗布
しても、または嵌合面３３０に予め塗布してもよい。例えば、保護シート（図示せず）を
嵌合面３３０から除去して、予め塗布した接着剤を露出させることができる。スタイラス
３００をユーザの指の爪に固定するために使用する接着剤は導電性にすることができる。
【００４９】
　スタイラス３００は、ユーザの指の爪に対するスタイラス３００の位置合わせを助ける
ことができる位置合わせ特徴を含むこともできる。例えば、位置合わせ特徴はスタイラス
３００に画成される隆起部３４２を備える。隆起部３４２はユーザの指の爪に対してスタ
イラス３００を位置合わせするように、指の爪の先端縁に接触する。この点に関し、スタ
イラス３００がユーザの指の爪に固定されるとき、隆起部３４２は指の爪の先端縁に当た
り、接触面３３０が指の爪の露出した上面に付着する。そのため、指の爪に対するスタイ
ラス３００の相対的な配置は、指の爪の先端縁に対する隆起部３４２の位置合わせによっ
て定めることができる。前述の説明は例示と説明のために、本明細書に記載される教唆を
実施するために企図される最良の態様を開示するために提示してきた。前述の事項は、本
明細書に記載される請求の範囲を具体的に開示する形態または複数の形態にのみに制限す
るものではない。明細書には１以上の実施形態および一定の変型および変更の説明を記載
してきたが、例えば本開示を理解した後で当業者の技能および知識の範囲内になるような
他の変型および変更も本開示の範囲内である。本明細書に開示されているかどうかを問わ
ず、また特許性のある対象を公共に捧げる意図なく、請求されるものと代替、交換可能お
よび同等な構造、あるいは交換可能または同等な構造、機能、範囲またはステップを含め
、代替実施形態を含む権利を認められる範囲まで取得することが意図される。また、開示
した態様、実施形態、実施態様、変型または構成に関して説明する特徴は、いずれか他の
態様、実施形態、実施態様、変型または構成の１以上の特徴とあらゆる組み合わせで組み
合わせることができる。
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