
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示画面の任意の位置を指示するポインタの位置情報を入力するポインタ位置入力手段と
、前記表示画面上のオブジェクトに関連付けて設定される特定領域を設定し

軌跡を解析することによって意味を認識する認識手段と、を備える
ことを特徴とする情報入力装置。
【請求項２】
前記認識手段が、前記ポインタの前記特定領域内の軌跡に基づき、前記ポインタの動きに
対応するジェスチャを認識するジェスチャ認識手段で構成される請求項１ の情報入力
装置。
【請求項３】
前記 手段が、前記特定領域のエッジを前記ポインタが通過した場合
に、そのエッジと方向を検出するエッジ通過検出手段で構成され、前記認識手段が、前記

手段の出力に基づき、前記ポインタの前記特定領域に対する時系列
的な動きのパターンを解析する時系列パターン解析手段で構成される請求項１ の情報
入力装置。
【請求項４】
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にポインタが入ったこと及び該特定領域からポインタが出たことを検出するポインタ領域
通過検出手段と、前記ポインタ領域通過検出手段の検出結果に基づいてポインタが特定領
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積手段により蓄積した
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前記 手段及び前記認識手段が、前記ポインタが前記特定領域に入る
前と、入った後で、前記特定領域に関連するポインタ位置入力手段の操作条件を変更させ
る情報を出力するようにした請求項１記載の情報入力装置。
【請求項５】
ポインタ位置入手段によって、表示画面の任意の位置を指示するポインタの位置情報を入
力し、 手段により、前記表示画面上のオブジェクトに関連付けて設
定される特定領域を設定し、

手段により、
認識手

段により、 軌跡を解析することによって、意味を認識するようにしたことを特徴とす
る情報入力方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報入力装置及び方法に係り、特にパーソナルコンピュータなどの電子機器を
操作するための情報表示画面へのポインタ操作制御についての情報入力装置及び方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、パーソナルコンピュータなどの電子機器を操作する場合、マウスやトラックボ
ールなどのポインティングデバイスを用いて、情報表示画面内のポインタやカーソルを移
動させ、画面上のオブジェクトを指示して、ボタン操作を付加することにより、特定の作
業を起動したり、オブジェクトを移動させたりする。このような手法は、ＧＵＩ（グラフ
ィカルユーザインターフェース）と呼ばれており、パーソナルコンピュータのひとつの操
作形態として、現在では広く用いられている方法のひとつである。
【０００３】
今後、電子機器が、より小型になり、自由に携帯できるようになると、従来のポインティ
ングデバイスでは十分でないケースが現れてくるであろうことは容易に予測できる。例え
ば、マウスは操作するために、ある程度の広さの平面を必要とするため、携帯機器には不
適切である。一方、トラックボールや小型のジョイスティックの場合、操作する手の動き
と、ポインタの動きが異なるので、特定の作業を指示するジェスチャ入力には不向きであ
る。ペンデバイスを用いる場合は、使用する度にペンを取り出す煩わしさがあり、更にペ
ンの紛失の可能性を考えると、最適な手法とも言い難い。
【０００４】
さて、情報入力方式としては、本件の発明者が、特願平７－２５０４１８号などで既に提
案している方法でもあるが、操作者の手に光を当て、その反射光を画像として捉え、これ
を画像処理することによりポインタの位置を求めるようにしたフィンガポィンティングイ
ンターフェース（ＦＰＩ）がある。これは、手指の動きでポインタの動きを制御できるの
で、特別な道具を用いることなく、操作者の体の一部の動きを捉えて、ポインタを操作し
、電子機器に対する情報の入力ができるため、特に、携帯用の情報機器において、その操
作性を大幅に向上できるというメリットがある。
【０００５】
しかし、このＦＰＩの場合も、画面を操作する場合に、指の動きだけを用いてポインタを
操作する訳ではなく、他のボタンなどの操作と併用してポインタの意味付けをする必要が
あるため、操作性の向上に限界があった。つまり、携帯用情報機器を左手で保持して、右
手によりポインタを動かす場合、更に左手によるボタン操作を並行して行う必要があるた
め、左手によるボタン操作時に、機器本体が動いてしまい、所望のオブジェクトを指定で
きなくなったり、またボタンを操作する度に画面が揺れてしまい、操作しにくくなるとい
う問題がある。
【０００６】
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前記



一方、ペンデバイスの場合も同様に、タブレットへの接触と非接触の情報により、位置情
報を入力するように構成されているが、この場合も、位置情報以外の特定操作に対応させ
るため、ペン先にペンをタブレットに押しつけた場合に投入されるスイッチを仕込んだり
、ペン本体に別の操作スイッチを、設けるなどの対応を行う必要があり、決定的に操作性
を向上できないという問題がある。
【０００７】
同様の問題は、ジャイロや赤外線発光部を装備したリモートコントローラによりポインタ
を操作する、いわゆる空間マウスにおいても顕在化しており、ポインタで指定されたオブ
ジェクトに、何らかの意味のある操作を加える場合、別にボタンなどの操作部が必要であ
り、操作性向上の阻害要因となっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来の情報入力装置は、以上のように、位置情報以外の特定操作のための入力手段として
、マウスボタンや、これに対応するような入力部を備え、位置情報とボタン操作を関連づ
けて処理するように構成されているので、特に携帯用情報機器などの場合は、操作が煩雑
になったり、操作内容によっては、適さないなどの問題点があった。
【０００９】
本発明は、上記のような従来技術の問題点を解消し、ボタンなどの、位置情報以外の情報
を入力するための操作部分を排除し、位置情報の入力を行うための機能に対して、位置情
報の変化から特定の操作を指示するジェスチャ入力を判別する機能を付加するだけで、画
面内のオブジェクトを指定し、これに関連する操作入力を行い、電子機器を快適に操作す
ることを可能とした情報入力装置及び方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、表示画面の任意の位置を指示するポインタの位
置情報を入力するポインタ位置入力手段と、前記表示画面上のオブジェクトに関連付けて
設定される特定領域を設定し

軌跡を解析することによ
って意味を認識する認識手段と、を備えることを特徴とする情報入力装置を提供するもの
である。
【００１１】
　さらに、本発明は、ポインタ位置入手段によって、表示画面の任意の位置を指示するポ
インタの位置情報を入力し、 手段により、前記表示画面上のオブジ
ェクトに関連付けて設定される特定領域を設定し、

手段により、

認識手段により、 軌跡を解析することによって、意味を認識するよう
にしたことを特徴とする情報入力方法を提供するものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
図１は、本発明の実施形態１の情報入力装置のブロック図である。
図１の構成と、動作について、図２の説明図にしたがって説明する。
ポインタ位置入力手段１は、操作者の指示に基づいて、図示しない画面上の任意の位置に
、ポインタ１０を位置付ける機能を有する。
【００１３】
ポインタ位置入力手段１としては、従来から知られているマウスやペン入力装置でもよい
が、より好適な適用例としては、先にも述べたような、操作者の指先の位置および動きを
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検出し、操作者が手指を動かした時に、その位置を捉えて画面のポインタ１０の位置を決
定するＦＰＩがある。
【００１４】
ポインタ位置入力手段１からはポインタ１０の位置を示す信号が表示部６に与えられ、表
示部６はポインタの位置を表示する。併せて、ポインタ位置入力手段１からのポインタ１
０の位置は、ポインタ位置蓄積手段３に与えられる。ちなみに、ポインタ位置蓄積手段３
はポインタ１０の軌跡１１を蓄積する機能を有しており、ポインタ領域通過検出手段２か
らの信号により、その蓄積動作を制御される。
【００１５】
一方、ポインタ領域通過検出手段２は、ポインタ位置入力手段１によるポインタ１０の位
置と、画面内のオブジェクト１２に関連付けてその周辺に設定される特定の領域１３との
接触状態を検出するもので、ポインタ１０がこの特定の領域１３の境界領域を通過した場
合に、これを検出して、ポインタ１０が領域１３の中にあるのか、外にあるのかの情報を
含めて、ポインタ位置蓄積手段３およびジェスチャ認識手段４に与える。
【００１６】
その結果、ポインタ位置蓄積手段３は、ポインタ１０の領域１３内部における位置を、そ
の軌跡として蓄積する。
【００１７】
ジェスチャ認識手段４は、ポインタ領域通過検出手段２とポインタ位置蓄積手段３の各出
力に基づいて、ポインタ１０の軌跡１１を判別し、ある入力の意味に関連付けられている
操作の特定のジェスチャを認識すると、その認識結果を処理部５に与える。
【００１８】
処理部５は、操作の特定の意味をジェスチャ認識手段４から受け取ると、これを位置情報
以外の操作入力として捉え、これを表示部６に与えると共に、操作入力に対応する処理を
実行する。
【００１９】
さて、領域１３は、画面内の対象となるオブジェクト１２よりやや大きめの範囲に設定さ
れている。そして、ポインタの軌跡１１が図２のように描かれる場合を想定すると、ポイ
ンタ１０が位置１４に至った時に、ポインタ領域通過検出手段２により領域１３に入った
ことが検出され、ポインタ１０が位置１５に至った時に、領域１３から出たことが検出さ
れる。
【００２０】
ポインタ位置蓄積手段３は、ポインタ１０が領域１３の領域内に入ったことを知らせる信
号に基づいてポインタ１０の位置の蓄積を始め、ポインタ１０が領域１３から出たことを
知らせる信号に基づいて蓄積を停止する。図２の例では、ポインタ１０が位置１４に到達
した時点から、位置１５に至るまでのポインタ１０の位置、つまり図面に黒丸で示される
位置が蓄積される。
【００２１】
以上のようにして、蓄積されたポインタ１０の位置の時系列的な変化が、ジェスチャ認識
手段４に読み込まれ、領域１３内におけるポインタ１０のジェスチャが、予め設定された
、意味を持った特徴的な動きであるか否かを判定する。
【００２２】
例えば、位置の移動ベクトルを考える場合、領域１３に入った時と、出た時では、ベクト
ルの向きは反対方向に近い。これに対して、領域１３内で、急激に方向が変化するような
軌跡１１が捉えられた場合、このジェスチャは、例えば「チェックマーク」であると判定
される。
【００２３】
このジェスチャが領域１３内にあるオブジェクト１２に対する何らかのアクションである
と判断された場合、その情報は処理部５に伝達され、処理部５は対応するオブジェクト１
２に関連付けられた特定の操作を行う。例えば、このジェスチャが、対象となるファイル

10

20

30

40

50

(4) JP 3904637 B2 2007.4.11



のオープンに対応するものであれば、オブジェクト１２が示すファイルをオープンするこ
とになる。
【００２４】
表示部６は、ポインタ１０の位置を画面に表示するのはもちろんであるが、ポインタ１０
の領域１３に対する関係、例えば領域１３に入っている、入っていないなどや、ジェスチ
ャの認識結果などに基づく適切なフィードバックを表示を画面上で行う。
【００２５】
さて、先にも述べたように、ポインタ位置入力手段１は、手指を利用するＦＰＩに限らず
、マウスやトラックボールやペン入力のタブレットなど、一般に多くら用いられている入
力方式や、空間マウスなどに適用可能である。そして、ＦＰＩと同様に、従来、他の操作
ボタンを必要としていた空間マウスの場合に、顕著な効果を得ることができる。
【００２６】
さて、ポインタ領域通過検出手段２は、画面の中の予め定められた領域１３と、ポインタ
１０の接触状態を検出するものであるが、その検出の方法についてはさまざまな方式が考
えられる。例えば、先に説明したように、ポインタ１０が領域１３に入ったことと、領域
１３から出たことを検出する代わりに、ポインタ１０が領域１３の内部にあるか否かを検
出するようにしてもよい。
【００２７】
また、ここで言う領域１３は、矩形の領域に限らず、丸や三角やその他の形状の領域であ
っても、線や点で特定される領域であってもよい。つまり、オブジェクト１２に対して、
特定の位置関係にある線分や、点を設定しておき、これらの線分や点に対して、ポインタ
１０がどのように動いたかを検出してジェスチャ判定するようにすることもできる。
【００２８】
また、上記実施形態では、オブジェクト１２に対して、領域１３が大きな面積で設定され
ているが、領域１３はオブジェクト１２よりも小さな領域であってもよいし、またオブジ
ェクト１２と必ずしも重ならなくてもよい。つまり、領域１３がオブジェクト１２に対し
て特定の位置関係にあることが予め分かっていれば、操作者はオブジェクト１２に関係す
る意味のある操作を、領域１３に対して行うことができる。
【００２９】
なお、上記実施形態では、ポインタ位置蓄積手段３の動作については、ポインタ領域通過
検出手段２からの領域通過情報に基づいて、ポインタ１０の位置を、数ポイント記憶し、
その蓄積情報をジェスチャ認識手段４に出力するような場合を例示したが、ポインタ位置
蓄積手段３の制御のために必ずしもポインタ領域通過検出手段２からの領域通過情報を用
いる必要はなく、ポインタ位置蓄積手段３で常にポインタ１０の軌跡を過去の数ポイント
分記録蓄積しておき、ポインタ領域通過検出手段２からジェスチャ認識手段４に領域内通
過を示す信号が与えられた時点で、ジェスチャ認識手段４によりポインタ位置蓄積手段３
の蓄積情報を読み出し、ジェスチャ判定するようにしてもよい。
【００３０】
図３は、本発明の実施形態２の情報入力装置のブロック図である。
図３の構成と、動作について、図４の説明図にしたがって説明する。
本実施形態の場合も、図４に示すように、画面内のオブジェクトに関連づけられた領域１
３が設定されており、これとポインタ１０の位置関係によって、位置情報以外の特定の操
作を入力指定できるようになっている。
【００３１】
本実施形態２の場合、画面内に設定された領域１３は、１つ以上の辺、つまりエッジで囲
まれており、ポインタ１０が、領域１３の内側にあるか、外側にあるかだけでなく、どの
エッジを、どの方向に通過したのかの情報に基づいて、特定の意味を持った操作入力の内
容を判断するようにしている。
【００３２】
図２において、エッジ通過検出手段７は、ポインタ１０が領域１３のエッジを通過したこ
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とを検出して、ポインタ１０が、どのエッジを、どの方向に通過したかを時系列パターン
解析手段８に報知する。
【００３３】
なお、エッジ通過検出手段７は、領域エッジデータを、予め登録してあり、この領域エッ
ジデータを参照しながら、通過エッジと方向を検出する。したがって、領域１３が、矩形
以外の多角形の場合、領域１３は多角形の形状に応じた数のエッジを持っている訳である
が、この場合も、多角形の登録データに基づいてポインタ１０の通過エッジと、通過方向
を検出することができる。
【００３４】
なお、領域１３として、円形や楕円形を設定している場合も、稜線をいくつかの曲線状の
線分に分割して、それぞれを多角形のエッジと想定し、ほぼ同じ大きさの多角形をあては
めることにより、エッジ検出と見做すことができる。
【００３５】
また、多角形の領域１３に対して、ひとつの辺をひとつのエッジに割り当てる代わりに、
複数の辺をまとめて１つのエッジと見做しても、逆にひとつの辺に、複数のエッジを割り
当てるようにしてもよく、これはエッジ通過検出手段７に登録されたデータにより、任意
に設定可能である。
【００３６】
今、図４に示すように、矩形の領域１３を考えると、４本の辺に４つのエッジを割り当て
ることができる。
【００３７】
さて、ポインタ１０が領域１３に入り、出て行く場合には、ポインタ１０の軌跡は４つの
エッジに対して、さまざまな関係を持つ。例えば、図５の説明図に示すように、領域１３
の上のエッジをＴ、右のエッジをＲ、左のエッジをＬ、下のエッジをＢとした場合、４つ
のそれぞれのエッジＴ、Ｂ、Ｌ、Ｒに対して、ポインタ１０は、外から内に入る場合のＩ
と、内から外に出る場合のＯで、２つの場合が存在する。つまり、ポインタ１０が領域１
３に対して、外から内に入る場合、エッジによりＴ、Ｂ、Ｌ、Ｒの４種類の意味を持たせ
ることが可能であり、ポインタ１０が領域１３に対して、内から外に出る場合、エッジに
よりＴ、Ｂ、Ｌ、Ｒの４種類の意味を持たせることができる。したがって、ポインタ１０
が領域１３の内に入って、次に外に出て行く場合、必ず２つのエッジを通過するので、そ
れぞれの通過エッジによって全部で１６種類の意味合いを持たせることが可能である。
【００３８】
例えば、図４に示すように、ポインタ１０が軌跡９に沿って、エッジＴから入り、エッジ
Ｔから出ていった場合、「ＩＴ、ＯＴ」と表現でき、ポインタ１０が軌跡１７に沿って、
エッジＬから入り、エッジＢから出ていった場合、「ＩＬ、ＯＢ」と表現できる。
【００３９】
時系列パターン解析手段８は、この通過情報の時系列パターンから、単純なパターンを排
除し、特徴的なものだけに特定の操作の意味を割り当てている。
【００４０】
例えば、あるドキュメントを表すオブジェクトに対して、それを選択してオープンする、
という動作を割り当てるために、オブジェクトに対応づけた領域１３に対して、「ＩＴ、
ＯＴ」を割り当てる。
【００４１】
これは、図６の説明図に示すように、ポインタ１０が、軌跡９に沿って、領域１３に上か
ら入り、上から出ていった場合を表すが、このようなポインタ１０の動きに対応して、時
系列パターン解析手段８は処理部５に対して、オープン操作に対応する解析結果を送出し
、処理部５はオブジェクトに対応するファイルのオープンを実行する。
【００４２】
また、あるオブジェクトに対して、それを選択してドラッグする、という動作を割り当て
るために、オブジェクトに対応づけた領域１３に対して、「ＩＢ、ＯＢ」を割り当てる。
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【００４３】
これは、図６の説明図に示すように、ポインタ１０が、軌跡１８に沿って領域１３に下か
ら入り、下から出ていった場合を表すが、このようなポインタ１０の動きに対応して、時
系列パターン解析手段８は処理部５に対して、ドラッグ操作に対応する解析結果を送出し
、処理部５は、その後のポインタ１０の動きに対応して、オブジェクトのドラッグを実行
する。
【００４４】
ここで、ポインタ１０の単純な動きを排除して、あえて複雑な特徴的な動きのみを、特定
の操作に結びつけるのかについての理由を説明する。
【００４５】
例えば、単純にポインタ１０がオブジェクトに関連づけられた領域１３の上を通過しただ
けで、関連するオブジェクトに対応する操作が選択されるように設定した場合、操作者が
、単純にポインタ１０を移動させたいだけの場合は、領域１３を避けてこれを実行する必
要がある。これは、操作者に無用の負担をかけるだけでなく、場合によっては、操作者の
意図しない誤操作を招く可能性が高い。
【００４６】
以上のような理由から、時系列パターン解析手段８は、ポインタ１０の単純な動き、例え
ば、ポインタ１０の上下左右斜めの単純な通過などは、特定の操作の意味付けから排除し
ている。つまり、図４に示す軌跡１７のような場合、動きが単純であり、単なるポインタ
１０の通過であると見做して、時系列パターン解析手段８は反応しない。
【００４７】
なお、本実施形態では、複数の軌跡に対して、複数の意味を持たせる場合を例示したが、
全ての特徴的なポインタ１０の動きに対して、常に同じ意味を持たせるようにしてもよい
。つまり、「ＩＴ、ＯＴ」、「ＩＢ、ＯＢ」、「ＩＬ、ＯＬ」や「ＩＲ、ＯＲ」が検出さ
れた場合、常にファイルのオープンの意味を割り当てるようにしてもよい。
【００４８】
一方、動きの方向毎に意味を割り当てるやり方も考えられる。つまり、上下の動き「ＩＴ
、ＯＴ」や「ＩＢ、ＯＢ」にファイルのオープン、左右の動き「ＩＬ、ＯＬ」や「ＩＲ、
ＯＲ」にオブジェクトのドラッグを割り当てるようにしてもよい。
【００４９】
図７は、量を入力する場合、例えば音量、表示輝度、パラメータ設定などによく用いられ
るスライダを操作する場合の状態を示す説明図である。
【００５０】
まず、同図（Ａ）に示すように、ポインタ１０を、スライダの現在位置を示すオブジェク
ト、つまり現在位置オブジェクトに重ねられた領域１３に対して、矢印Ａに示すように、
上エッジから中にいれる。これが「ＩＴ」動作となる。なお、この場合は、オブジェクト
とこれを検出するための領域１３を同じサイズにしてある。
【００５１】
その結果、図３のエッジ通過検出手段７は、ポインタ１０が領域１３に上から入ったこと
を検出して、時系列パターン解析手段８を通じて処理部５にそのことを示す信号を送出し
、スライダをアクティブにする。
【００５２】
しかる後は、同図（Ｂ）に示すように、ポインタ１０を左右に動かすことにより、スライ
ダを矢印Ｂ方向に左右に動かし、所望の量を操作選択することができるようになる。
【００５３】
スライダを所望の位置まで動かしたら、同図（Ｃ）に示すように、ポインタ１０を、矢印
Ｃ方向に、下エッジから領域１３の外に出す。これが「ＯＢ」動作となる。その結果、こ
のポインタ１０の軌跡はエッジ通過検出手段７により検出され、時系列パターン解析手段
８、処理部５を通じて、スライダの位置の確定動作が行われ、量の入力が終了する。
【００５４】
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なお、ポインタ１０を下エッジから外に出す代わりに、上エッジから外に出した場合、こ
れまでのスライダの動きをキャンセルして、スライダを動かす前の状態に戻すようにして
もよい。このようにポインタ１０の領域１３に対する動きに意味を与えるのは、エッジ通
過検出手段７、時系列パターン解析手段８、処理部５の制御プログラムであり、任意に設
定可能である。
【００５５】
さて、指の動きでポインタ１０を制御している場合に、スライダを左右に動かす場合に、
指の動きが上下にずれてしまうと、領域１３の上下の範囲を越えてしまうことがある。そ
の結果、操作者の意図に反して、量が確定したり、スライダの動きがキャンセルされてし
まったりと、不都合な動きになり易い。この　うに、領域１３の範囲からちょっとはずれ
ただけで、制御不可能になってしまうのでは、非常に使いにくいので、以下のような処理
を行うのが好ましい。
【００５６】
まず、ポインタ１０を領域１３の上エッジから現在位置オブジェクトに入れた場合、以降
のポインタ１０の移動については、量の選択を行う左右方向のみを量子化するように設定
する。ポインタ１０の移動方向が上下方向から一定の範囲にある場合は、左右方向の動き
のみを投影した量だけオブジェクトを動かし、ポインタ１０も左右のみに動かす。ポイン
タ１０の移動方向が上下方向から一定の範囲内にある限りは、左右方向にポインタを移動
し、左右の動きが止まった場合に、始めてポインタ１０の上下方向の移動量を検出するよ
うにし、その後、ポインタ１０が領域１３の上下のエッジを通過した場合に、量の確定か
スライダの移動のキャンセルを行なう。その結果、スライダを操作する場合の操作性を大
幅に向上することができる。
【００５７】
なお、スライダ操作の際のポインタ１０の左右の動きの傾向の検出により、制御モードを
切り替える代わりに、スライダ操作のために、ポインタ１０が領域１３に入った場合、領
域１３の上下の範囲を広げて、ポインタ１０が容易に領域１３から外れないようにしても
同様の効果を得ることができる。
【００５８】
なお、スライダ操作以外にも、色選択やメニューバー選択など、さまざまな入力操作が考
えられるが、いずれにせよ、オブジェクトに関連付けて設定される領域に対するポインタ
の特徴的な動きを、操作の意味に関連付けて登録しておくことにより、位置情報以外のさ
まざまな操作入力を行うことが可能である。
【００５９】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の情報入力装置は、オブジェクトに対応して配置される領域に
おけるポインタの動きや、この領域のエッジに対するポインタの出入方向の組み合わせか
ら、ポインタの特徴的な動きを抽出し、この抽出情報に基づいて、位置情報以外の特定の
意味を電子機器に与えるように構成したので、マウスボタンのような特別な入力手段によ
らずにオブジェクトに対応する意味入力が可能となり、操作性を大幅に向上できるという
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態１の情報入力装置のブロック図である。
【図２】図１の構成において、特定領域に対するポインタの軌跡を検出する場合の説明図
である。
【図３】本発明の実施形態２の情報入力装置のブロック図である。
【図４】実施形態２における、特定領域に対するポインタの軌跡検出の方式の説明図であ
る。
【図５】実施形態２における、特定領域に対するポインタの軌跡の組み合わせの説明図で
ある。
【図６】実施形態２における、特定領域に対するポインタの軌跡の意味割り当て方式の説
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明図である。
【図７】実施形態２の、スライダ操作への適用例の説明図である。
【符号の説明】
１　ポインタ位置入力手段
２　ポインタ領域通過検出手段
３　ポインタ位置蓄積手段
４　ジェスチャ認識手段
５　処理部
６　表示部
７　エッジ通過検出手段
８　時系列パターン解析手段
９、１１、１７、１８　軌跡
１０　ポインタ
１２　オブジェクト
１３　領域
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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