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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】多様な制御対象を操作性高く操作することがで
きる入力装置、統合入力システム、入力装置の制御方法
およびプログラムを提供する。
【解決手段】入力装置は、一つの操作部１１と、選択部
１２cと、検出部１２ｅと、少なくとも一つの振動部１
３と、設定部１２ｄと、振動制御部１２ｆとを備える。
選択部１２ｃは、操作部１１を用いた制御対象をユーザ
の挙動に基づいて選択する。検出部１２ｅは、操作部１
１に対するユーザの所定の接触操作を検出する。振動部
１３は、操作部１１を振動させる。設定部１２ｄは、検
出部１２ｅによって接触操作が検出された場合のかかる
接触操作に対応する振動部１１の振動状態を、選択部１
２ｃによって選択された制御対象に応じて設定する。振
動制御部１２ｆは、検出部１２ｅによって接触操作が検
出された場合に、設定部１２ｄによって設定された振動
状態となるように振動部１１を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの操作面と、
　前記操作面を用いた制御対象をユーザの挙動に基づいて選択する選択部と、
　前記操作面に対する前記ユーザの所定の接触操作を検出する検出部と、
　前記操作面を振動させる少なくとも一つの振動素子と、
　前記検出部によって前記接触操作が検出された場合の該接触操作に対応する前記振動素
子の振動状態を、前記選択部によって選択された前記制御対象に応じて設定する設定部と
、
　前記検出部によって前記接触操作が検出された場合に、前記設定部によって設定された
前記振動状態となるように前記振動素子を制御する振動制御部と
　を備えることを特徴とする入力装置。
【請求項２】
　前記接触操作は、前記操作面への接触を含む数個の平易なジェスチャ操作であって、
　前記設定部は、
　前記ジェスチャ操作のそれぞれに対応する前記振動状態の組み合わせが前記制御対象に
よって異なるように規定された組み合わせ情報に基づき、前記選択部によって選択された
前記制御対象へ向けて前記ジェスチャ操作のそれぞれが行われた場合における前記振動状
態を設定すること
　を特徴とする請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記制御対象は、複数の機器のうちの一つであること
　を特徴とする請求項１または２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記制御対象は、一つの機器が有する複数のモードのうちの一つであること
　を特徴とする請求項１、２または３に記載の入力装置。
【請求項５】
　音声入力を受け付ける音声受付部
　をさらに備え、
　前記選択部は、
　前記音声受付部によって受け付けられた前記音声入力の内容に基づいて前記制御対象を
選択すること
　を特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項６】
　前記ユーザを撮像する撮像部からの撮像画像に基づいて前記ユーザの視線方向を検出す
る視線検出部
　をさらに備え、
　前記選択部は、
　前記視線検出部の検出結果に基づいて前記制御対象を選択すること
　を特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項７】
　前記振動制御部は、
　前記選択部によって前記制御対象が有効に選択された場合に、前記検出部により前記制
御対象へ向けての前記接触操作が検出されたならば、前記ユーザへ前記操作面から触覚を
フィードバックする振動状態となるように前記振動素子を制御すること
　を特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項８】
　前記振動制御部は、
　前記制御対象を前記選択部によって選択することが無効である場合に、前記検出部によ
り前記制御対象へ向けての前記接触操作が検出されたならば、前記ユーザへ前記操作面か
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ら触覚をフィードバックしない振動状態となるように前記振動素子を制御すること
　を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項９】
　前記操作面は、複数の分割領域を有し、前記分割領域のそれぞれには異なる前記制御対
象が割り当てられ、
　前記振動制御部は、
　前記分割領域のそれぞれで異なる振動状態となるように前記振動素子を制御し、
　前記選択部は
　前記ユーザが前記分割領域の各々からの触覚のフィードバックに従って選択した該分割
領域に対応する前記制御対象を選択すること
　を特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項１０】
　前記ユーザへ前記操作面から触覚をフィードバックする場合に、音声出力部によって出
力されるガイダンス音声を併用すること
　を特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載の入力装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一つに記載の入力装置と、
　前記操作面に対する前記ユーザの所定の接触操作に応じた画像を表示する表示部と
　を備えることを特徴とする統合入力システム。
【請求項１２】
　一つの操作面を備える入力装置の制御方法であって、
　前記操作面を用いた制御対象をユーザの挙動に基づいて選択する選択工程と、
　前記操作面に対する前記ユーザの所定の接触操作を検出する検出工程と、
　少なくとも一つの振動素子によって前記操作面を振動させる振動工程と、
　前記検出工程で前記接触操作が検出された場合の該接触操作に対応する前記振動素子の
振動状態を、前記選択工程で選択された前記制御対象に応じて設定する設定工程と、
　前記検出工程で前記接触操作が検出された場合に、前記設定工程で設定された前記振動
状態となるように前記振動素子を制御する振動制御工程と
　を含むことを特徴とする入力装置の制御方法。
【請求項１３】
　一つの操作面を用いた制御対象をユーザの挙動に基づいて選択する選択ステップと、
　前記操作面に対する前記ユーザの所定の接触操作を検出する検出ステップと、
　少なくとも一つの振動素子によって前記操作面を振動させる振動ステップと、
　前記検出ステップで前記接触操作が検出された場合の該接触操作に対応する前記振動素
子の振動状態を、前記選択ステップで選択された前記制御対象に応じて設定する設定ステ
ップと、
　前記検出ステップで前記接触操作が検出された場合に、前記設定ステップで設定された
前記振動状態となるように前記振動素子を制御する振動制御ステップと
　をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の実施形態は、入力装置、統合入力システム、入力装置の制御方法およびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザに触覚を与えることで入力を受け付けたことを知らせる入力装置が知られ
ている。かかる入力装置では、例えばユーザによる押圧力に応じて振動を発生させること
で、ユーザに対して入力を受け付けたことを知らせている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２３５６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の入力装置では、接触位置におけるユーザの押圧力に応じて振動を
発生させているに過ぎず、例えばユーザが操作面に対して接触位置を移動させる操作を行
った場合に、どのように触覚をフィードバックするか考慮されていなかった。このように
、従来の入力装置では、ユーザの操作性を向上させるうえで更なる改善の余地がある。
【０００５】
　また、例えば多様な機器が搭載され、これら機器や各機器の有するモード等をユーザが
制御対象とする必要のある車載システム等においては、これら多様な制御対象をより操作
性高くユーザに操作させたいというニーズがある。
【０００６】
　実施形態の一態様は、上記に鑑みてなされたものであって、多様な制御対象を操作性高
く操作することができる入力装置、統合入力システム、入力装置の制御方法およびプログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の一態様に係る入力装置は、一つの操作面と、選択部と、検出部と、少なくと
も一つの振動素子と、設定部と、振動制御部とを備える。前記選択部は、操作面を用いた
制御対象をユーザの挙動に基づいて選択する。前記検出部は、前記操作面に対する前記ユ
ーザの所定の接触操作を検出する。前記振動素子は、前記操作面を振動させる。前記設定
部は、前記検出部によって前記接触操作が検出された場合の該接触操作に対応する前記振
動素子の振動状態を、前記選択部によって選択された前記制御対象に応じて設定する。前
記振動制御部は、前記検出部によって前記接触操作が検出された場合に、前記設定部によ
って設定された前記振動状態となるように前記振動素子を制御する。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態の一態様によれば、多様な制御対象を操作性高く操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、実施形態に係る入力装置の制御方法の概要を示す図（その１）であ
る。
【図１Ｂ】図１Ｂは、実施形態に係る入力装置の制御方法の概要を示す図（その２）であ
る。
【図１Ｃ】図１Ｃは、実施形態に係る入力装置の制御方法の概要を示す図（その３）であ
る。
【図２】図２は、実施形態に係る統合入力システムのブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、触覚のフィードバックの具体例を示す図（その１）である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、触覚のフィードバックの具体例を示す図（その２）である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、触覚のフィードバックの具体例を示す図（その３）である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、触覚のフィードバックの具体例を示す図（その４）である。
【図４Ａ】図４Ａは、ジェスチャ操作の具体例を示す図（その１）である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ジェスチャ操作の具体例を示す図（その２）である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、ジェスチャ操作の具体例を示す図（その３）である。
【図５Ａ】図５Ａは、組み合わせ情報の具体例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、振動状態情報の具体例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態に係る入力装置が実行する処理手順を示すフローチャートであ
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る。
【図７】図７は、実施形態に係る統合入力システムの機能を実現するコンピュータの一例
を示すハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本願の開示する入力装置、統合入力システム、入力装置の
制御方法およびプログラムの実施形態を詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態によ
りこの発明が限定されるものではない。
【００１１】
　また、以下では、本実施形態に係る入力装置１０の制御方法の概要について図１Ａ～図
１Ｃを用いて説明した後に、入力装置１０およびこれを含む統合入力システム１について
、図２～図７を用いて説明することとする。なお、本実施形態では、統合入力システム１
が車載用のシステムとして構成される例を挙げる。
【００１２】
　まず、本実施形態に係る入力装置１０の制御方法の概要について、図１Ａ～図１Ｃを用
いて説明する。図１Ａ～図１Ｃは、実施形態に係る入力装置１０の制御方法の概要を示す
図（その１）～（その３）である。
【００１３】
　図１Ａに示すように、統合入力システム１は、入力装置１０を備える。入力装置１０は
、操作面Ｐを有する。操作面Ｐは、例えば静電容量方式の情報入力機能を有するタッチパ
ッドを用いて構成され、ユーザＤの制御対象となる各種機器６０（図２にて後述）を制御
するための接触操作をユーザＤから受け付ける。
【００１４】
　入力装置１０は、かかる操作面Ｐが、例えば運転席のシフトレバー近傍の、運転中のユ
ーザＤから届く位置に配置されるように設けられる。
【００１５】
　より具体的に、入力装置１０は、図１Ｂの（ａ）に示すように、操作面Ｐを振動させる
振動素子１３ａを少なくとも一つ備える。なお、ここでは、振動素子１３ａを二つ備えた
例を図示している。
【００１６】
　振動素子１３ａは、例えば圧電素子であり、操作面Ｐを高周波振動させることができる
。例えばユーザＤの指Ｕ１が操作面Ｐを押下した状態で振動素子１３ａを振動させると、
指Ｕ１と操作面Ｐとの間の摩擦力を変化させることができる。
【００１７】
　かかる状態で指Ｕ１を動かすと、変化した摩擦力に応じた触覚を指Ｕ１にフィードバッ
クすることができる。また、振動素子１３ａの振動状態を変化させることで、指Ｕ１と操
作面Ｐとの間の摩擦力の大きさを変化させることができ、指Ｕ１にフィードバックする触
覚を変化させることができる。
【００１８】
　例えば、図１Ｂの（ａ）および（ｂ）に示すように、Ｘ軸方向に沿って指Ｕ１を左右に
スライドさせる場合に、区間Ｄ１において摩擦力をその他の区間よりも大きくなるように
変化させることによって、ユーザＤに対し、操作面Ｐに例えばボタンＢ１があるような触
覚をフィードバックすることができる。なお、かかる触覚の態様はあくまで一例であって
、その他の具体的な例については、図３Ａ～図３Ｄを用いて後述する。
【００１９】
　また、図１Ａに示すように、統合入力システム１は、マイク２０と、撮像部３０とを備
える。マイク２０および撮像部３０は、例えばステアリングコラムの上部に配置される。
マイク２０は、ユーザＤが発話する音声を集音し、入力する。撮像部３０は、運転席に着
座したユーザＤの例えば顔画像を撮像する。
【００２０】
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　また、統合入力システム１は、表示部４０（図２にて後述）として、例えばセンターデ
ィスプレイ４１と、ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレイ）４２とを備える。
【００２１】
　センターディスプレイ４１は、例えば各種機器６０の一つとして搭載されるＡＶ一体型
のナビ装置の表示部として用いられ、ナビモードやオーディオモードといった選択中のモ
ードごとにおける各種情報出力を行う。ＨＵＤ４２は、運転中のユーザＤの視野内におい
て、例えば車速やエンジンの回転数といった運転状況に関する各種情報出力を行う。
【００２２】
　また、統合入力システム１は、その他の各種機器６０の一つとして、エアコン６１を備
える。また、統合入力システム１は、スピーカ７０を備える。
【００２３】
　このように多様な機器を搭載するシステムにおいては、ユーザＤの制御対象となる各種
機器６０やその各モードへ向けた操作態様もまた多様となりがちである。このため、これ
ら多様な制御対象を操作性高く操作できることが、ユーザＤに対する利便性の向上や安全
性の確保の観点から望まれていた。
【００２４】
　そこで、本実施形態に係る統合入力システム１では、基本的に１つの操作面Ｐにおける
接触操作によって、多様な各種機器６０やその各モード等を集中的に操作可能とするよう
にした。また、このとき、操作面Ｐに対しては、ユーザＤの所望する制御対象となる各種
機器６０およびその各モードに応じた異なる触覚をフィードバックすることとした。
【００２５】
　なお、異なる制御対象の選択については、操作面Ｐにおける接触操作以外の手法、例え
ば音声入力操作等を複合的に組み合わせることができる。
【００２６】
　これにより、例えば制御対象をユーザＤが視認することなく、ブラインドタッチ操作の
みで制御することも可能になる。具体的には、図１Ｃに示すように、ユーザＤは、制御対
象としたい各種機器６０やその各モードを例えば発話する。図１Ｃに示す例では、ユーザ
Ｄは「オーディオ！」と発話したものとする。
【００２７】
　かかる場合、本実施形態では、入力装置１０が、かかるユーザＤの発話内容をマイク２
０を介して入力して受け付け、操作面Ｐによる制御対象がカーナビゲーションのオーディ
オモードとなるように選択する（図中のステップＳ１参照）。
【００２８】
　そして、入力装置１０は、選択された制御対象であるオーディオモードに応じた振動素
子１３ａの振動状態の設定を行う（図中のステップＳ２参照）。これにより、入力装置１
０には、オーディオモードにおいてユーザＤの指Ｕ１により操作面Ｐへの接触操作が行わ
れた場合の、オーディオモードに固有の振動素子１３ａの振動状態が設定される。
【００２９】
　そして、かかる設定状態において、入力装置１０は、ユーザＤによる操作面Ｐへの接触
操作を検出したならば、ステップＳ２において設定された振動状態となるように振動素子
１３ａを制御することによって、制御対象であるオーディオモードに応じた触覚をフィー
ドバックする（図中のステップＳ３参照）。
【００３０】
　これにより、一つの操作面Ｐによって多様な制御対象を操作することが可能となる。な
お、ここで、接触操作は、平易な数個のジェスチャ操作であって、そのそれぞれに対応す
る振動状態の組み合わせが制御対象によって異なるように設定される。
【００３１】
　すなわち、本実施形態では、異なる制御対象の間で共通に用いることができる平易なジ
ェスチャ操作のセットによって制御対象をそれぞれ操作できるが、制御対象が異なれば、
その各ジェスチャ操作にはそれぞれ異なる触覚がフィードバックされるようにした。
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【００３２】
　これにより、ユーザＤは、数個の平易なジェスチャ操作を覚えるだけで、多様な制御対
象を同様のブラインドタッチ操作で操作することが可能となる。すなわち、操作性高く多
様な制御対象を操作することができる。
【００３３】
　なお、制御対象ごとの各ジェスチャ操作の組み合わせの具体例については、図５Ａおよ
び図５Ｂを用いて後述する。また、制御対象の選択手法は、ユーザＤの挙動に基づくもの
であればよく、上述した音声入力によるものに限られない。この点については、図２を用
いた説明で補足することとする。
【００３４】
　このように、本実施形態では、ユーザＤの挙動に基づいて制御対象を選択し、選択され
た制御対象に応じた振動状態を設定し、ユーザＤによる操作面Ｐへの接触操作が検出され
たならば、設定された振動状態となるように振動素子１３ａを制御することによって、制
御対象に応じた触覚をフィードバックすることとした。したがって、本実施形態によれば
、多様な制御対象を操作性高く操作することができる。
【００３５】
　なお、ここでは、入力装置１０の操作面Ｐが例えばタッチパッドである場合について説
明したが、これに限られない。例えばセンターディスプレイ４１と一体になったタッチパ
ネルなどであってもよい。以下、上述した制御方法によって制御される入力装置１０を含
む統合入力システム１についてさらに具体的に説明する。
【００３６】
　図２は、実施形態に係る統合入力システム１のブロック図である。なお、図２では、本
実施形態の特徴を説明するために必要な構成要素のみを機能ブロックで表しており、一般
的な構成要素についての記載を省略している。
【００３７】
　換言すれば、図２に図示される各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的
に図示の如く構成されていることを要しない。例えば、各機能ブロックの分散・統合の具
体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに
応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することが可能である。
【００３８】
　図２に示すように、統合入力システム１は、入力装置１０と、マイク２０と、撮像部３
０と、表示部４０と、表示制御部５０と、各種機器６０と、スピーカ７０と、記憶部８０
とを備える。
【００３９】
　マイク２０は、ユーザＤの発話する音声を集音し、入力装置１０へ入力する。撮像部３
０は、例えば赤外線ＬＥＤと赤外線カメラとを含んで構成され、赤外線ＬＥＤによってユ
ーザＤを照らしつつ赤外線カメラによってユーザＤの例えば顔画像を撮像し、入力装置１
０へ入力する。
【００４０】
　表示部４０は、例えば上述したセンターディスプレイ４１やＨＵＤ４２等であって、表
示制御部５０が出力する視覚情報としての画像をユーザＤへ提示する。
【００４１】
　表示制御部５０は、例えば入力装置１０がユーザＤから受け付けた操作内容に基づき、
表示部４０に表示させる画像を生成し、表示部４０へ出力する。また、表示制御部５０は
、表示部４０を制御して、ユーザＤに画像を提示させる。
【００４２】
　各種機器６０は、例えば上述したナビ装置やエアコン６１等であって、入力装置１０を
介したユーザＤの制御対象である。スピーカ７０は、例えば入力装置１０がユーザＤから
受け付けた操作内容に基づき、聴覚情報としての音声をユーザＤへ提示する。
【００４３】
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　記憶部８０は、ハードディスクドライブや不揮発性メモリ、レジスタといった記憶デバ
イスであって、組み合わせ情報８０ａと、振動状態情報８０ｂとを記憶する。
【００４４】
　入力装置１０は、既に述べたように例えばタッチパッドやタッチパネル等を含む情報入
力デバイスであって、ユーザＤからの入力操作を受け付け、その操作内容に応じた信号を
表示制御部５０や各種機器６０、スピーカ７０へ出力する。
【００４５】
　入力装置１０は、操作部１１と、制御部１２と、振動部１３とを備える。まず、操作部
１１と振動部１３について説明する。操作部１１は、例えば上述のタッチパッドやタッチ
パネル等の平板状のセンサであり、ユーザＤによる入力操作を受け付ける操作面Ｐ（例え
ば図１Ａ参照）を備える。ユーザＤが操作面Ｐに対し接触動作を行うと、操作部１１はユ
ーザＤの接触操作に応じたセンサ値を制御部１２へ出力する。
【００４６】
　振動部１３は、少なくとも一つの振動素子１３ａ（例えば図１Ｂの（ａ）参照）を備え
る。振動素子１３ａは、例えば圧電素子（ピエゾ素子）等の圧電アクチュエータであって
、制御部１２から与えられた電圧信号に応じて伸縮することで操作部１１を振動させる。
振動素子１３ａは、例えば操作部１１の端部など、ユーザＤが視認できない位置に、操作
部１１と接するように配置される。
【００４７】
　なお、既に図１Ｂの（ａ）に示した例では、振動素子１３ａは、操作面Ｐの左右外側の
領域であって、操作面Ｐと対向する面に配置される場合を示したが、かかる配置は一例で
あり、これに限られるものではない。
【００４８】
　例えば一つの振動素子１３ａのみで操作面Ｐを振動させてもよい。このように、振動素
子１３ａの個数や配置は任意であるが、操作面Ｐの全体を均一に振動させるような個数お
よび配置とすることが好ましい。また、振動素子１３ａは圧電素子に限られず、例えば操
作面Ｐを超音波周波数帯で振動させることが可能な素子であればよい。
【００４９】
　つづいて制御部１２について説明する。図２に示すように、制御部１２は、音声受付部
１２ａと、視線検出部１２ｂと、選択部１２ｃと、設定部１２ｄと、検出部１２ｅと、振
動制御部１２ｆと、操作処理部１２ｇとを備える。
【００５０】
　制御部１２は、入力装置１０の各部を制御する。音声受付部１２ａは、マイク２０から
入力される音声を受け付けて音声内容を解析し、解析結果を選択部１２ｃへ渡す。
【００５１】
　視線検出部１２ｂは、撮像部３０によって撮像された顔画像中の、例えば眼球上に生じ
る赤外照明反射像（角膜反射）と瞳孔との位置関係によりユーザＤの視線方向を検出し、
検出結果を選択部１２ｃへ渡す。
【００５２】
　選択部１２ｃは、音声受付部１２ａの解析結果を受け取った場合、かかる解析結果に基
づいてユーザＤの所望する制御対象を選択する。また、選択部１２ｃは、視線検出部１２
ｂの検出結果を受け取った場合、かかる検出結果に基づいてユーザＤの所望する制御対象
を選択する。
【００５３】
　すなわち、選択部１２ｃは、ユーザＤの注視している方向から制御対象を選択すること
ができる。また、選択部１２ｃは、選択した制御対象を設定部１２ｄへ通知する。
【００５４】
　設定部１２ｄは、ユーザＤの接触操作が検出された場合のこの接触操作に対応する振動
素子１３ａの振動状態を、選択部１２ｃによって選択された制御対象に応じて設定する。
【００５５】
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　具体的に、設定部１２ｄは、上述のジェスチャ操作のそれぞれに対応する振動素子１３
ａの振動状態の組み合わせが制御対象によって異なるように規定された組み合わせ情報８
０ａに基づき、選択部１２ｃによって選択された制御対象へ向けてジェスチャ操作のそれ
ぞれが行われた場合における各制御対象に固有の振動素子１３ａの振動状態を設定する。
組み合わせ情報８０ａの一例については図５Ａを用いて後述する。
【００５６】
　また、設定部１２ｄは、設定された設定内容を振動状態情報８０ｂとして記憶部８０へ
記憶させる。例えば、振動状態情報８０ｂは、振動素子１３ａの制御値を含む情報である
。振動状態情報８０ｂの一例については図５Ｂを用いて後述する。
【００５７】
　検出部１２ｅは、操作部１１が出力するセンサ値に基づき、操作面Ｐに対するユーザＤ
の所定のジェスチャ操作を検出し、検出結果を振動制御部１２ｆおよび操作処理部１２ｇ
へ渡す。
【００５８】
　振動制御部１２ｆは、検出部１２ｅによってジェスチャ操作が検出された場合に、設定
部１２ｄによって設定された振動状態となるように、振動状態情報８０ｂに基づいて振動
部１３の振動素子１３ａを制御する。振動制御部１２ｆの振動素子１３ａの制御による触
覚のフィードバックの具体例については図３Ａ～図３Ｄを用いて後述する。
【００５９】
　操作処理部１２ｇは、検出部１２ｅによって検出されたジェスチャ操作に対応する操作
内容を、表示制御部５０に視覚的に表示部４０へフィードバックさせる。また、操作処理
部１２ｇは、かかるジェスチャ操作に対応する操作内容を各種機器６０へ反映させる処理
を行う。
【００６０】
　また、操作処理部１２ｇは、かかるジェスチャ操作に対応する例えばガイダンス音声を
スピーカ７０から出力させる。すなわち、ユーザＤへ操作面Ｐから触覚をフィードバック
する場合に、このようにスピーカ７０からのガイダンス音声を併用することによって、ユ
ーザＤの例えばブラインドタッチ操作を聴覚的に支援し、操作性を高めることができる。
【００６１】
　次に、制御対象ごとの触覚のフィードバックの具体例について、図３Ａ～図３Ｄを用い
て説明する。図３Ａ～図３Ｄは、触覚のフィードバックの具体例を示す図（その１）～（
その４）である。
【００６２】
　まず図３Ａおよび図３Ｂでは、制御対象がオーディオモードにおけるボリュームＵＰ／
ＤＯＷＮの機能である場合について説明する。したがって、ユーザＤが、例えば「ボリュ
ーム」といった発話を行い、制御対象として選択済みであるものとする。
【００６３】
　かかる場合、図３Ａに示すように、例えば入力装置１０の操作面Ｐには、ボリューム調
整ダイヤルに見立てた触覚のフィードバックが可能となるように、振動素子１３ａの振動
状態が設定される。
【００６４】
　具体的には、かかる場合、例えば操作面Ｐに円形の軌跡を描くような領域Ｒ１が設定さ
れる。また、これ以外の領域は、領域Ｒ２として設定される。そして、領域Ｒ１は、摩擦
力の小さい領域として設定され、領域Ｒ２は、相対的に摩擦力の大きい領域として設定さ
れる。
【００６５】
　摩擦力の大小は、振動制御部１２ｆによる振動素子１３ａの振動状態の制御によって実
現される。すなわち、振動制御部１２ｆは、指Ｕ１の接触位置が領域Ｒ１内である場合に
おいては、例えば振動素子１３ａが高周波（例えば超音波周波数帯）で振動する電圧信号
を生成し、かかる電圧信号によって振動素子１３ａを振動させる。
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【００６６】
　また、これに対し、振動制御部１２ｆは、指Ｕ１の接触位置が領域Ｒ２内である場合に
おいては、領域Ｒ１の場合よりも低い周波数帯で振動する電圧信号を生成し、かかる電圧
信号によって振動素子１３ａを振動させる。
【００６７】
　これにより、領域Ｒ１においては、指Ｕ１が滑りやすい触覚をユーザＤへフィードバッ
クすることができる（図中の矢印３０１参照）。また、領域Ｒ１から逸れた領域Ｒ２にお
いては、指Ｕ１が滑りにくい触覚をユーザＤへフィードバックすることができる（図中の
矢印３０２参照）。
【００６８】
　したがって、ユーザＤは、滑りやすい触覚のフィードバックによって領域Ｒ１に沿って
案内されつつ、指Ｕ１で操作面Ｐに実際のダイヤル調整のイメージに近い円形の軌跡を描
くことによって、ボリュームＵＰ／ＤＯＷＮの機能の操作入力を行うことができる。なお
、このとき、表示部４０には、図３Ａに示すように例えばボリューム調整ダイヤルの画像
が視覚的にフィードバックされていてもよい。
【００６９】
　これは、例えば視線検出部１２ｂによってユーザＤがセンターディスプレイ４１を継続
して注視していることが明らかである場合等に有効である。すなわち、この場合には、ユ
ーザＤが運転動作にないことが想定されるので、触覚に視覚のフィードバックを併用する
ことによって確実な制御対象の操作が可能になる。
【００７０】
　一方、例えば視線検出部１２ｂによってユーザＤがＨＵＤ４２を注視していることが明
らかである場合は、ユーザＤが運転動作にあることが想定されるので、安全性の観点から
表示部４０への視覚的なフィードバックは限定的にとどめ、操作面Ｐからの例えばブライ
ンドタッチ操作のみ受け付けることが好ましい。
【００７１】
　そのようなブラインドタッチ操作を支援する触覚のフィードバックの例としては、例え
ば図３Ｂに示すように、指Ｕ１に円形の軌跡を描かせた場合に（図中の矢印３０３参照）
、ボリューム調整ダイヤルの目盛りに対応する位置で「カチッ！」とした境界を乗り越え
る触覚を与えられるように摩擦力を変化させる制御を行ってもよい。
【００７２】
　このとき、例えばスピーカ７０を介して「カチッ！」という音を出力してもよく、ある
いは振動制御部１２ｆによって振動部１３の振動素子１３ａを可聴領域で振動させること
で音を出力するようにしてもよい。
【００７３】
　次に図３Ｃおよび図３Ｄでは、制御対象がエアコン６１の設定温度調整の機能である場
合について説明する。したがって、ユーザＤが、例えば「エアコン温度」といった発話を
行い、制御対象として選択済みであるものとする。
【００７４】
　かかる場合、図３Ｃに示すように、例えば入力装置１０の操作面Ｐには、温度調整のＵ
Ｐ／ＤＯＷＮボタンに見立てた触覚のフィードバックが可能となるように、振動素子１３
ａの振動状態が設定される。
【００７５】
　具体的には、かかる場合、例えば操作面ＰにＵＰボタンに対応する領域Ｒ１１とＤＯＷ
Ｎボタンに対応する領域Ｒ１２とが設定される。これら領域Ｒ１１，Ｒ１２は、摩擦力の
大きい領域として設定される。また、領域Ｒ１１，Ｒ１２以外の領域は、相対的に摩擦力
の小さい領域として設定される。
【００７６】
　これにより、領域Ｒ１１においては、ＵＰボタンが存在する触覚をユーザＤへフィード
バックすることができる。また、領域Ｒ１２においては、ＤＯＷＮボタンが存在する触覚
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をユーザＤへフィードバックすることができる。
【００７７】
　そして、ユーザＤは、図３Ｄに示すように、例えば領域Ｒ１１を押下することによって
、エアコン６１の設定温度を上げる操作を行うことができる。このとき、例えばユーザＤ
が領域Ｒ１１から指Ｕ１を離したタイミングで（図中の矢印３０４参照）、スピーカ７０
から「設定温度はＸＸ℃です」といったガイダンス音声を出力することによって、上述し
たブラインドタッチ操作を操作性高く確実に行うのに資することができる。
【００７８】
　なお、図３Ｃおよび図３Ｄでは、温度調整のＵＰ／ＤＯＷＮボタンに対応する例を示し
たが、あくまで一例であって、例えば上下に延びる直線状のスライドバーに見立てた領域
を設定し、かかる領域の摩擦力を小さくして、指Ｕ１をかかる領域で上げ下げすることで
操作してもよい。
【００７９】
　次に、ジェスチャ操作について、図４Ａ～図４Ｃを用いて説明する。これまでは、例え
ば指Ｕ１で円形の軌跡を描く場合や、上下に上げ下げする場合を説明したため、ここでは
それ以外の場合を説明する。
【００８０】
　図４Ａ～図４Ｃは、ジェスチャ操作の具体例を示す図（その１）～（その３）である。
ジェスチャ操作は、上述したように、ユーザＤの覚えやすい平易な態様であることが操作
性を高めるうえで好ましい。
【００８１】
　その一つとして、例えば図４Ａに示すように、指Ｕ１を操作面Ｐにおいて、左右方向に
スライドさせるジェスチャ操作を挙げることができる。
【００８２】
　また、他の一つとして、例えば図４Ｂに示すように、指Ｕ１を操作面Ｐにおいて、三角
形の軌跡を描くようにスライドさせるジェスチャ操作を挙げることができる。
【００８３】
　また、他の一つとして、例えば図４Ｃに示すように、指Ｕ１を操作面Ｐにおいて、×印
の軌跡を描くようにスライドさせるジェスチャ操作を挙げることができる。
【００８４】
　本実施形態では、これら平易で覚えやすい数個のジェスチャ操作のそれぞれに対応する
振動状態の組み合わせを、制御対象によって異なるように設定する。
【００８５】
　言い換えれば、本実施形態の入力装置１０では、異なる制御対象の間で共通に用いるこ
とができる平易なジェスチャ操作のセットによって制御対象をそれぞれ操作し、制御対象
が異なれば、その各ジェスチャ操作にはそれぞれ異なる触覚がフィードバックされること
となる。
【００８６】
　これにより、ユーザＤは、数個の平易なジェスチャ操作を覚えるだけで、多様な制御対
象を同様のジェスチャ操作で操作でき、しかも異なる制御対象ごとに異なる触覚のフィー
ドバックを受けることができるので、多様な制御対象を操作性高く操作することができる
。
【００８７】
　これを実現するための、組み合わせ情報８０ａおよび振動状態情報８０ｂの具体例につ
いて、図５Ａおよび図５Ｂを用いて説明する。図５Ａは、組み合わせ情報８０ａの具体例
を示す図である。図５Ｂは、振動状態情報８０ｂの具体例を示す図である。
【００８８】
　まず、組み合わせ情報８０ａは、既に述べたように、ジェスチャ操作のそれぞれに対応
する振動素子１３ａの振動状態の組み合わせが制御対象によって異なるように規定された
情報である。
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【００８９】
　具体的には、図５Ａに示すように、組み合わせ情報８０ａは、例えば制御対象項目と、
ジェスチャ操作項目と、機能項目と、振動状態項目とを含んでいる。制御対象項目は例え
ばさらに機器項目とかかる機器の有するモード項目とに内訳される。
【００９０】
　例えばナビ装置は、制御対象としてナビモード、オーディオモードといった複数のモー
ドを有する。各モードには、共通のジェスチャ操作のセットが割り当てられる。例えばこ
こでは、先に示した「上下」、「左右」、「円形」、「三角形」、「×印」の五つのジェ
スチャ操作のセットを想定している。
【００９１】
　そして、ナビ装置のナビモードにおいては、例えば「上下」のジェスチャ操作に地図ス
クロール（上下）の機能が割り当てられ、振動状態項目にはこれに固有に対応する第１の
振動状態が対応付けられる。
【００９２】
　一方、ナビ装置のオーディオモードにおいては、同じ「上下」のジェスチャ操作にトラ
ック切替の機能が割り当てられ、振動状態項目にはこれに固有に対応する第６の振動状態
が対応付けられる。
【００９３】
　同様に、ナビモードおよびオーデイオモードにおける「左右」、「円形」、「三角形」
、「×印」の各ジェスチャ操作にもそれぞれ個別の機能が割り当てられ、振動状態項目に
はこれらにそれぞれ固有に対応する第２～５および７～１０の振動状態が対応付けられる
。
【００９４】
　エアコン６１については、例えば「上下」のジェスチャ操作に対し設定温度ＵＰ／ＤＯ
ＷＮの機能が割り当てられ、これに固有に対応する例えば第１１の振動状態が対応付けら
れる。
【００９５】
　ところで、制御対象となる各種機器６０およびその各モードは、未接続であったり故障
中であったりすることで選択自体が無効である場合がある。かかる場合のため、組み合わ
せ情報８０ａは、例えば「共通」的に、振動素子１３ａを振動させない第１２の振動状態
を含むことができる。
【００９６】
　上述した設定部１２ｄは、例えば図５Ａのように規定された組み合わせ情報８０ａを参
照し、検出部１２ｅによってジェスチャ操作が検出された場合のこのジェスチャ操作に対
応する振動素子１３ａの振動状態を、選択部１２ｃによって選択された制御対象に応じて
設定することとなる。かかる設定は、例えば振動状態情報８０ｂにいずれの振動状態が選
択されたかを示す情報を設定部１２ｄが書き込むことによって行われる。
【００９７】
　振動状態情報８０ｂは、各振動状態における振動素子１３ａの制御値を含む情報である
。具体的には、図５Ｂに示すように、振動状態情報８０ｂは、例えば設定中項目と、振動
状態項目と、接触位置座標項目と、振動周波数項目とを含んでいる。
【００９８】
　振動状態項目は、各振動状態を識別する情報であり、各振動状態には、操作面Ｐにおけ
る指Ｕ１の接触位置座標が定義されている。そして、各接触位置座標には、例えば振動素
子１３ａを振動させる振動周波数が対応付けられる。
【００９９】
　そして、設定中項目には、いずれの振動状態が選択されたかを示す情報が設定部１２ｄ
により書き込まれる。例えば図５Ｂには、第１の振動状態にチェックマークが付いている
例を示しているが、設定部１２ｄがチェックマークを付けたことにより、第１の振動状態
が設定中であることを示すものである。
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【０１００】
　なお、図５Ｂには、例えば図５Ａで振動素子１３ａを振動させないとした第１２の振動
状態に関する例も示している。かかる第１２の振動状態では、接触位置座標や振動周波数
といった制御値は、例えば定義されない。
【０１０１】
　振動制御部１２ｆは、このような振動状態情報８０ｂを参照し、設定中である振動状態
に対応付けられた接触位置座標および振動周波数といった制御値を用いることによって、
振動素子１３ａを制御することとなる。
【０１０２】
　なお、図５Ａおよび図５Ｂに示した組み合わせ情報８０ａおよび振動状態情報８０ｂは
あくまで一例であって、その構成を限定するものではない。
【０１０３】
　次に、実施形態に係る入力装置１０が実行する処理手順について、図６を用いて説明す
る。図６は、実施形態に係る入力装置１０が実行する処理手順を示すフローチャートであ
る。
【０１０４】
　図６に示すように、入力装置１０は、まず選択部１２ｃが、ユーザＤの挙動に基づいて
制御対象を選択する（ステップＳ１０１）。つづいて、設定部１２ｄが、選択部１２ｃの
選択した制御対象に応じた振動素子１３ａの振動状態を設定する（ステップＳ１０２）。
【０１０５】
　つづいて、検出部１２ｅが、操作面Ｐに対するユーザＤの接触操作を検出する（ステッ
プＳ１０３）。
【０１０６】
　そして、振動制御部１２ｆが、設定された振動状態情報８０ｂに基づき、振動部１３の
振動素子１３ａを制御する。
【０１０７】
　このとき振動制御部１２ｆは、操作が有効である場合（ステップＳ１０４，Ｙｅｓ）、
すなわち制御対象が選択部１２ｃによって有効に選択されていれば、振動状態情報８０ｂ
に基づいて振動素子１３ａを振動させることによって制御対象に応じた触覚をフィードバ
ックし（ステップＳ１０５）、処理を終了する。
【０１０８】
　なお、ステップＳ１０５にて上述の各ジェスチャ操作に応じた振動状態とするためには
、ユーザＤが所望するジェスチャ操作に対応する振動状態を選択する必要があるが、例え
ば上述のマイク２０からの音声認識等によって選択すればよい。
【０１０９】
　音声認識の場合、具体的には、次のような手順を踏むこととなる。まずユーザＤが、「
円形」のジェスチャ操作を行いたければ、例えば「円」との発話を行い、音声受付部１２
ａがこのときの音声を受け付けて解析結果を選択部１２ｃへ渡す。
【０１１０】
　選択部１２ｃは、解析結果に基づいて「円形」のジェスチャ操作を選択し、設定部１２
ｄへ通知する。設定部１２ｄは、かかる通知を受けて、選択中の制御対象におけるこの「
円形」のジェスチャ操作に応じた振動状態を組み合わせ情報８０ａから選択し、かかる振
動状態を「設定中」であると振動状態情報８０ｂへ設定する。
【０１１１】
　そして、その設定結果に基づき、振動制御部１２ｆが、ユーザＤの所望の「円形」のジ
ェスチャ操作に対応する振動状態となるように振動部１３の振動素子１３ａを制御する。
後はユーザＤは、例えば既に図３Ａで示した領域Ｒ１に沿って案内されつつ、指Ｕ１を動
かして「円形」のジェスチャ操作を行えばよい。
【０１１２】
　また、図６に示すように、振動制御部１２ｆは、操作が無効である場合（ステップＳ１
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０４，Ｎｏ）、すなわち選択部１２ｃによる制御対象の選択が無効であれば、振動状態情
報８０ｂに基づいて振動素子１３ａを振動させないことによって制御対象に応じた触覚を
フィードバックせずに（ステップＳ１０６）、処理を終了する。
【０１１３】
　本実施形態に係る統合入力システム１は、図７に一例として示す構成のコンピュータ６
００で実現することができる。図７は、実施形態に係る統合入力システム１の機能を実現
するコンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。
【０１１４】
　コンピュータ６００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）６１０と、ＲＯＭ（Rea
d　Only　Memory）６２０と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）６３０と、ＨＤＤ（Har
d　Disk　Drive）６４０とを備える。また、コンピュータ６００は、メディアインターフ
ェイス（Ｉ／Ｆ）６５０と、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）６６０と、入出力インター
フェイス（Ｉ／Ｆ）６７０とを備える。
【０１１５】
　なお、コンピュータ６００は、ＳＳＤ（Solid　State　Drive）を備え、かかるＳＳＤ
がＨＤＤ６４０の一部または全ての機能を実行するようにしてもよい。また、ＨＤＤ６４
０に代えてＳＳＤを設けることとしてもよい。
【０１１６】
　ＣＰＵ６１０は、ＲＯＭ６２０およびＨＤＤ６４０の少なくとも一方に格納されるプロ
グラムに基づいて動作し、各部の制御を行う。ＲＯＭ６２０は、コンピュータ６００の起
動時にＣＰＵ６１０によって実行されるブートプログラムや、コンピュータ６００のハー
ドウェアに依存するプログラムなどを格納する。ＨＤＤ６４０は、ＣＰＵ６１０によって
実行されるプログラムおよびかかるプログラムによって使用されるデータ等を格納する。
【０１１７】
　メディアＩ／Ｆ６５０は、記憶媒体６８０に格納されたプログラムやデータを読み取り
、ＲＡＭ６３０を介してＣＰＵ６１０に提供する。ＣＰＵ６１０は、かかるプログラムを
、メディアＩ／Ｆ６５０を介して記憶媒体６８０からＲＡＭ６３０上にロードし、ロード
したプログラムを実行する。あるいは、ＣＰＵ６１０は、かかるデータを用いてプログラ
ムを実行する。記憶媒体６８０は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）などの光
磁気記録媒体やＳＤカード、ＵＳＢメモリなどである。
【０１１８】
　通信Ｉ／Ｆ６６０は、ネットワーク６９０を介して他の機器からデータを受信してＣＰ
Ｕ６１０に送り、ＣＰＵ６１０が生成したデータを、ネットワーク６９０を介して他の機
器へ送信する。あるいは、通信Ｉ／Ｆ６６０は、ネットワーク６９０を介して他の機器か
らプログラムを受信してＣＰＵ６１０に送り、ＣＰＵ６１０がかかるプログラムを実行す
る。
【０１１９】
　ＣＰＵ６１０は、入出力Ｉ／Ｆ６７０を介して、ディスプレイ等の表示部４０、スピー
カ７０等の出力部、キーボードやマウス、ボタン、操作部１１等の入力部を制御する。Ｃ
ＰＵ６１０は、入出力Ｉ／Ｆ６７０を介して、入力部からデータを取得する。また、ＣＰ
Ｕ６１０は、生成したデータを入出力Ｉ／Ｆ６７０を介して表示部４０や出力部に出力す
る。
【０１２０】
　例えば、コンピュータ６００が統合入力システム１として機能する場合、コンピュータ
６００のＣＰＵ６１０は、ＲＡＭ６３０上にロードされたプログラムを実行することによ
り、音声受付部１２ａと、視線検出部１２ｂと、選択部１２ｃと、設定部１２ｄと、検出
部１２ｅと、振動制御部１２ｆと、操作処理部１２ｇとを含む入力装置１０の制御部１２
および表示制御部５０の各機能を実現する。
【０１２１】
　コンピュータ６００のＣＰＵ６１０は、例えばこれらのプログラムを記憶媒体６８０か
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ら読み取って実行するが、他の例として、他の装置からネットワーク６９０を介してこれ
らのプログラムを取得してもよい。また、ＨＤＤ６４０は、記憶部８０が記憶する情報を
記憶することができる。
【０１２２】
　上述してきたように、実施形態に係る入力装置は、一つの操作面と、選択部と、検出部
と、少なくとも一つの振動素子と、設定部と、振動制御部とを備える。選択部は、操作面
を用いた制御対象をユーザの挙動に基づいて選択する。
【０１２３】
　検出部は、操作面に対するユーザの所定の接触操作を検出する。振動素子は、操作面を
振動させる。設定部は、検出部によって接触操作が検出された場合のかかる接触操作に対
応する振動素子の振動状態を、選択部によって選択された制御対象に応じて設定する。
【０１２４】
　振動制御部は、検出部によって接触操作が検出された場合に、設定部によって設定され
た振動状態となるように振動素子を制御する。
【０１２５】
　したがって、実施形態に係る入力装置によれば、多様な制御対象を操作性高く操作する
ことができる。
【０１２６】
　なお、上述した実施形態では、選択部１２ｃが、マイク２０からの音声入力や、ユーザ
Ｄの視線検出に基づいて制御対象を選択する場合を例に挙げたが、これに限られるもので
はない。例えば、入力装置１０が、制御対象を切り替えるスイッチを備えることとしたう
えで、単にこれを押下して切り替えるユーザＤの挙動によって制御対象を選択してもよい
。
【０１２７】
　また、上述した実施形態では、操作面Ｐが一つである場合を例に挙げたが、かかる一つ
の操作面Ｐを複数の領域に分割し、各領域で異なる触覚をフィードバックするように、振
動制御部１２ｆが振動素子１３ａを制御してもよい。
【０１２８】
　この場合、各領域に、例えばナビ装置の各モードを割り当て、ユーザＤがその各領域を
触覚のフィードバックに従って選択することによって、選択部１２ｃが操作面Ｐの制御対
象とするモードを選択することとしてもよい。これにより、ユーザＤは、音声認識や視線
検出によることなく容易に、制御対象とするモード選択操作を行うことができる。
【０１２９】
　具体的には、操作面Ｐは、複数の分割領域を有し、分割領域のそれぞれには異なるモー
ドが割り当てられ、振動制御部１２ｆは、分割領域のそれぞれで異なる振動状態となるよ
うに振動素子１３ａを制御する。選択部１２ｃは、ユーザＤが分割領域それぞれからの触
覚のフィードバックに従って選択した分割領域に対応するモードを選択することとなる。
【０１３０】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物に
よって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変
更が可能である。
【符号の説明】
【０１３１】
　　　１　　統合入力システム
　　１０　　入力装置
　　１１　　操作部
　　１２　　制御部
　　１２ａ　音声受付部
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　　１２ｂ　視線検出部
　　１２ｃ　選択部
　　１２ｄ　設定部
　　１２ｅ　検出部
　　１２ｆ　振動制御部
　　１２ｇ　操作処理部
　　１３　　振動部
　　１３ａ　振動素子
　　２０　　マイク
　　３０　　撮像部
　　４０　　表示部
　　５０　　表示制御部
　　６０　　各種機器
　　７０　　スピーカ
　　８０　　記憶部
　　　Ｄ　　ユーザ
　　　Ｐ　　操作面
　　　Ｕ１　指

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６】

【図７】



(19) JP 2017-49699 A 2017.3.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  津田　斉
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内
(72)発明者  沢田　輝
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内
Ｆターム(参考) 5B087 AA09  AB09  AB12 
　　　　 　　  5C122 DA13  DA14  EA42  FH11  FH14  FJ03  FJ04  FK29  FK40  FL03 
　　　　 　　        HA13  HA35  HA82  HA86  HB01  HB05  HB09 
　　　　 　　  5E555 AA08  AA10  BA16  BA23  BB23  BC01  BE10  CA15  CA42  CA47 
　　　　 　　        CB10  CB64  CB65  CC03  DA23  DA24  FA00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

