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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力デバイスであって、
　別個の入力イベントとしてマルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の表面（１０４）
への複数の同時のタッチまたはニアタッチを検出するように適合されたマルチタッチ感知
ディスプレイ（１０１）と、
　該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）上に配置された複数の
機械的制御要素（１０２、１０３）と
　を備え、
　該複数の機械的制御要素（１０２、１０３）の各々は、該マルチタッチ感知ディスプレ
イ（１０１）の該表面（１０４）に機械的に据え付けられ、
　該複数の機械的制御要素（１０２、１０３）の各々は、該複数の機械的制御要素（１０
２、１０３）の各々の作動が該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）によって検出さ
れる入力イベントを生成するように構成されており、
　該マルチタッチ感知ディスプレイは、該複数の機械的制御要素の各々に隣接する所定の
領域内の該複数の機械的制御要素の各々によって制御されるパラメータの値またはタイプ
に関する指示を表示するように適合されており、該制御要素を囲む領域は、タッチセンシ
ティブであり、かつ、ユーザ入力に対するさらなる可能性を提供するように構成されてお
り、
　該複数の機械的制御要素の各々は、他の機械的制御要素の支持構造体とは異なる自身の
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支持構造体を備え、該支持構造体を介して、各機械的制御要素は、該マルチタッチ感知デ
ィスプレイの該表面に固定して据え付けられる、入力デバイス。
【請求項２】
　少なくとも２つの機械的制御要素（１０２、１０３）を備え、前記マルチタッチ感知デ
ィスプレイ（１０１）は、別々の入力イベントとして該少なくとも２つの機械的制御要素
（１０２、１０３）の同時の作動を検出するように適合されている、請求項１に記載の入
力デバイス。
【請求項３】
　前記マルチタッチ感知ディスプレイは、容量タッチスクリーンパネル、誘導タッチスク
リーンパネル、内部全反射ベースのタッチスクリーンパネルのうちの１つを備えている、
請求項１～２のうちのいずれかに記載の入力デバイス。
【請求項４】
　前記複数の機械的制御要素（１０２、１０３）の各々は、トリガ要素（１０６、１０７
）を備え、該トリガ要素は、該トリガ要素（１０６、１０７）がある位置で前記表面（１
０４）にタッチするか、該位置において該表面（１０４）の所定の距離内に近づくとき、
該表面（１０４）上の該位置において前記入力イベントをトリガし、前記マルチタッチ感
知ディスプレイ（１０１）は、該入力イベントがトリガされる該位置を検出するように適
合されている、請求項１～３のいずれかに記載の入力デバイス。
【請求項５】
　前記制御要素は、可動コンポーネント（２０３、３０３、４０３）を備え、前記トリガ
要素（２０７、３０７、４０７）は、該可動コンポーネントを動かすことによって該制御
要素を作動するとき、前記マルチタッチ感知ディスプレイ（２０６、３０６、４０６）が
表面（２０５、３０５、４０５）に対する該トリガ要素の動きを検出するように、該可動
コンポーネント上に配置される、請求項４に記載の入力デバイス。
【請求項６】
　前記可動コンポーネント（２０３、３０３）は、前記制御要素を作動したとき、前記ト
リガ要素（２０７、３０７）が、前記表面に対してある距離において前記表面（２０５、
３０５）に対して実質的に平行である平面内を移動し、その位置で該トリガ要素が入力イ
ベントをトリガするように形成され、入力イベントが該表面において異なる位置に対して
連続的にトリガされる、請求項５に記載の入力デバイス。
【請求項７】
　前記可動コンポーネント（４０３）は、前記制御要素を作動したとき、前記トリガ要素
（４０７）が、前記表面（４０５）に対して実質的に垂直に、該トリガ要素の動きが前記
入力イベントをトリガするように選択された該表面に対する第１の距離の位置と該表面に
対する第２の距離の位置との間を動くように形成される、請求項５に記載の入力デバイス
。
【請求項８】
　プロセッシングユニット（１０８）をさらに備え、前記マルチタッチ感知ディスプレイ
（１０１）は、前記制御要素によって生成される前記入力イベントの位置を検出するよう
に適合され、該プロセッシングユニット（１０８）は、該入力イベントが検出された位置
に依存して、前記機械的制御要素によって制御されるパラメータに値を割り当てるように
適合される、請求項１～７のいずれかに記載の入力デバイス。
【請求項９】
　前記入力デバイス（１００）は、オーディオミキシングデバイス（１０９）に接続され
、前記パラメータは該オーディオミキシングデバイス（１０９）の機能を制御する、請求
項８に記載の入力デバイス。
【請求項１０】
　前記マルチタッチ感知ディスプレイは、一体化された光学センサ（１０５、５０５）の
アレイを有するディスプレイユニット、好適には液晶ディスプレイユニットを備えている
、請求項１～９のいずれかに記載の入力デバイス。
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【請求項１１】
　入力デバイス（１００）を用いてユーザ入力を検出する方法であって、該入力デバイス
（１００）は、マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）であって、該マルチタッチ感知
ディスプレイ（１０１）の表面（１０４）に対する複数の同時のタッチまたはニアタッチ
を、別個の入力イベントとして検出するように適合された、マルチタッチ感知ディスプレ
イ（１０１）と、該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）上に配
置された複数の機械的制御要素（１０２、１０３）とを備え、該複数の機械的制御要素（
１０２、１０３）は、該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）に
機械的に据え付けられ、該方法は、
　該複数の機械的制御要素（１０２、１０３）の作動に応答して、入力イベントを生成し
、該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）によって該入力イベントを検出することと
、
　該検出された入力イベントに従って、該複数の機械的制御要素（１０２、１０３）に関
連するパラメータを調整することと
　を包含し、
　該方法が、該マルチタッチ感知ディスプレイにより、該複数の機械的制御要素の各々に
隣接する所定の領域内の該複数の機械的制御要素の各々によって制御されるパラメータの
値またはタイプに関する指示を表示することをさらに含み、該複数の制御要素の各々を囲
む領域が、タッチセンシティブであり、かつ、ユーザ入力に対するさらなる可能性を提供
するように構成されていることを特徴とし、
　該複数の機械的制御要素の各々は、他の機械的制御要素の支持構造体とは異なる自身の
支持構造体を備え、該支持構造体を介して、各機械的制御要素は、該マルチタッチ感知デ
ィスプレイの該表面に固定して据え付けられる、方法。
【請求項１２】
　前記入力デバイスは少なくとも２つの機械的制御要素（１０２、１０３）を備え、前記
方法は、
　該少なくとも２つの機械的制御要素の同時の作動に応答して、前記マルチタッチ感知デ
ィスプレイによって、該少なくとも２つの機械的制御要素の各々に対する少なくとも１つ
の別個の入力イベントを検出することと、
　該少なくとも２つの機械的制御要素の各々に対して、それぞれの機械的制御要素に対し
て検出された該入力イベントに従って、該機械的制御要素に関連するパラメータを調整す
ることと
　をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記入力イベントを検出することは、該入力イベントが発生した、前記マルチタッチ感
知ディスプレイ（１０１）の前記表面（１０４）上の位置を決定することと、該決定され
た位置に基づいて前記機械的制御要素（１０２、１０３）に関連するパラメータの設定を
決定することとを包含する、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記制御要素の作動は、該制御要素上に配置されたトリガ要素の前記表面に対する移動
を含み、前記入力イベントを生成することは、該トリガ要素の移動に応答して、該トリガ
要素から光を光学センサに反射および／または散乱させることを包含し、該光学センサは
該表面に隣接する該マルチタッチ感知ディスプレイにおいて提供され、前記入力イベント
を検出することは、該光学センサによる該光の検出を含む、請求項１１～１３のいずれか
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御要素の前記作動は、該制御要素上に配置されたトリガ要素の前記表面に対する
移動を含み、前記入力イベントを生成することは、該トリガ要素の移動によって該表面に
隣接して確立された電場の擾乱を包含し、該入力イベントを検出することは、該電場の擾
乱が発生する位置を検出することを包含する、請求項１１～１３のいずれかに記載の方法
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。
【請求項１６】
　請求項１～１０のうちの１項に記載の少なくとも１つの入力デバイス（８０１、８０２
）を備えているオーディコンソール（８００）。
【請求項１７】
　前記入力デバイス（８０１）は、１つのアレイに配置された複数の機械的制御要素（８
０３）と、該要素間の同時のタッチまたはニアタッチに感度のある領域（８０４、８０５
、８０６）とを備え、前記マルチタッチ感知ディスプレイは、該領域（８０４、８０５、
８０６）における該複数の機械的制御要素に関連するパラメータに関する情報を表示する
ようにさらに構成されている、請求項１６に記載のオーディオコンソール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、入力デバイスおよび入力デバイスを用いてユーザ入力を検出する方法に関し
、より詳細には、マルチタッチ感知ディスプレイを備えている入力デバイスに関する。本
発明は、さらに、少なくとも１つの本発明の入力デバイスを備えているオーディオコンソ
ールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　現代の電子デバイスは、しばしば、パラメータ調整のための複数の制御要素を必要とす
る。このような電子デバイスのための入力ユニットが、コンソールの形態で提供され得、
このコンソール上に複数の機械的制御要素が配置される。このような入力デバイスは、例
えば、オーディオ機器、ビデオ機器または（例えば、発電所、工場、交通システムなどの
ための）中央制御ステーションを制御するために使用され得る。これらのシステムで使用
される制御要素は、しばしば、所定の機能性を有するアナログ要素である。従って、機能
性が変更または調整され得ないので、このような入力デバイスの用途は限定される。エン
コーダ（例えば、回転エンコーダ）の形態で制御要素が提供される場合には、機能性が変
化し得るが、どの機能性が現在制御要素に割り当てられているかを認識することが困難で
あるという問題が生じる。機能性および関連するパラメータの値が、制御要素から離れた
別個のスクリーン上に表示される場合には特に問題である。
【０００３】
　回転エンコーダのような複雑な機械的入力要素は、さらに、これらが複雑であり高価で
あり、またマウントすることが困難であるという欠点を被る。このような要素をマウント
することは、入力デバイスのカバープレートの下にかなりの量の空間を必要とし、時間と
コスト集約的である。これは、特に、例えば、数十または数百の制御要素を備えている大
きな入力コンソールに対して欠点となる。
【０００４】
　さらに、タッチスクリーンが、入力デバイスとして当該分野で公知である。これらは、
しばしば、コンパクトな電子デバイス（例えば、パーソナルデジタルアシスタンツ（ＰＤ
Ａ）、より最近ではモバイル電話など）に実装される。表面へのタッチまたはニアタッチ
することを検出するいくつかの技術が当該分野で公知である。例として、いくつかのレイ
ヤから構成される抵抗性タッチスクリーンパネルがあり、ここでレイヤはタッチするとき
、ある点において接触される。レイヤを通る電流の変化がタッチ事象として検出され、コ
ントローラはタッチが起きたパネル上の位置を導きだす。さらなる技術は、電磁場の歪み
が検出される容量タッチスクリーンパネルを含むか、または、物体を表面に対して押下す
ると感応性表面を提供するガラス板の内側の反射光経路の擾乱が検出されるｆｒｕｓｔｒ
ａｔｅｄ　ｔｏｔａｌ　ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ（ＦＴＩＲ）を含む。
これらのタッチスクリーンは、指またはペンのような物体で動作され得、例えば、容量タ
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ッチスクリーンは、物体がタッチスクリーン表面の所定の距離内に物体が近づく（ニアタ
ッチ）場合には、既に入力イベントがトリガされる。従来、これらのタッチスクリーンは
、一度に単一のタッチを検出することのみが可能だった。最近になって、別個の入力イベ
ントとしての複数の同時のタッチを検出することが可能なタッチスクリーンが開発された
。このようなマルチタッチスクリーンを用いて、ユーザは２本の指を用いて同時に２つの
対象を操作することが可能である。上述のタッチスクリーンが非常に柔軟な入力手段を提
供する場合でさえ、それらの入力手段は非常に多くのパラメータを設定することには適し
ていない。入力手段は、概して、小さいサイズであり、片手のみで動作される。（例えば
、指またはペンを用いた）タッチスクリーン上のグラフィカル制御要素の調整は、さらに
、ユーザからのかなり動きの多いスキルを必要とし、むしろ不正確である。グラフィカル
制御要素は、スクリーン上にかなりの量の空間を必要とし、結果として、複数のこのよう
な要素の提供を妨害する。複数の小さな制御要素は、動作が困難で時間を浪費する。従来
のタッチスクリーンを用いて複数のパラメータを調整することは、結果として、人間工学
的ではなく、特に、このような調整が長い時間をかけて行われる必要がない場合には人間
工学的ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、人間工学的な態様でパラメータの柔軟な調整が可能な入力デバイスを提供する
必要性がある。このような入力デバイスがパラメータの正確な調整を提供し、どのパラメ
ータが現在調整されているかを通知することが可能であることがさらに望ましい。このよ
うな入力デバイスのハードウェアおよび力学は、単純なままであり、組み立ては費用効果
が高くあるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（発明の概要）
　従って、上述の欠点を克服するか、または少なくとも軽減する必要性がある。
【０００７】
　この必要性は、独立請求項の特徴部によって満たされる。従属請求項は本発明の好適な
実施形態を記述する。
【０００８】
　本発明の第１の局面に従って、入力デバイスは、マルチタッチ感知ディスプレイを備え
、該マルチタッチ感知ディスプレイは、別々の入力イベントが提供されたとき、マルチタ
ッチ感知ディスプレイの表面に対する複数の同時のタッチまたはニアタッチを検出するよ
うに適合されている。入力デバイスは、マルチタッチ感知ディスプレイの表面上に配置さ
れた少なくとも１つの機械的制御要素を備えている。少なくとも１つの機械的制御要素は
、少なくとも１つの機械的制御要素が、マルチタッチ感知ディスプレイによって検出され
た入力イベントを生成するように構成されている。
【０００９】
　このような入力デバイスを用いて、機械的制御要素に関連するパラメータの正確な調整
が達成され得る。制御要素が機械的であり、ユーザによって物理的に作動され得るので、
ユーザは、人間工学的な態様で正確な調整を行うことが可能である。さらに、機械的制御
要素は、タッチスクリーンに入力を提供し得るので、自由に構成され得る、すなわちその
機能性が必要に応じて調整され得る。さらに、そのような構成においてでさえ、制御要素
の近位におけるマルチタッチ感知ディスプレイの機械的制御要素の現在の機能性を表示す
ることは可能である。従って、ユーザは、すぐに機能性を識別することが可能であり、そ
れにより混乱またはミックスアップを防ぐ。このことは、多くの制御要素が提供される必
要がある用途に対して特に有利である。このような入力デバイスを用いて制御要素の近位
において情報を表示することが可能であるだけでなく、制御要素を囲む領域がタッチセン
シティブであり、結果としてユーザ入力に対するさらなる可能性を提供する。ディスプレ
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イがマルチタッチ感知であるので、制御要素の同時の作動および表面をタッチすることに
よる入力を検出することが可能である。さらにまた、マルチタッチ感知ディスプレイを有
する入力デバイスの構成は、表面上の複数の機械的制御要素の配置を可能にし、これらの
制御要素は同時に作動され得る。従って、複数のパラメータの人間工学的な調整が入力デ
バイスを用いて達成され得る。入力デバイスの制御要素の機能性は、必要に応じて調整さ
れ得る一方で、ユーザは依然特定の機能性をそれぞれの制御要素に関連付けることが可能
である。
【００１０】
　本発明の実施形態に従って、少なくとも１つの機械的制御要素がマルチタッチ感知ディ
スプレイの表面に機械的に据え付けられる。制御要素を機械的に据え付けることは、制御
要素をサービスに、例えば、接着剤を用いて接着することと、１つ以上のボルトをディス
プレイの表面上の空洞または穴に挿入することと、制御要素を表面上の構造物と係合する
ことまたはラッチングすることと、などを限定することなしに含み得る。このような態様
で機械的制御要素を据え付けることは、わずかな努力のみを必要としながら機械的制御要
素が表面にしっかりと固定され得るという利点を有する。従って、制御要素は、表面に対
して時間効果および費用効果があり得る。据え付けることは、制御要素が非常に簡単な構
造または設計を有し得、マルチタッチ感知ディスプレイの表面の下に追加の空間を必要と
し得ないので、さらに容易である。さらに、追加の支持構造（例えば、表面にわたる据え
付け棒または梁）が表面上に必要とされ得ない。機械的制御要素が表面に据え付けられて
いるが、ディスプレイおよびマルチタッチ感知ディスプレイのタッチセンシティブな領域
は、小さな領域のみが制御要素によって覆われ得るので、大きく保たれ得る。
【００１１】
　別の実施形態に従って、入力デバイスは、少なくとも２つの機械的制御要素を備え、マ
ルチタッチ感知ディスプレイは、少なくとも２つの機械的制御要素の同時の作動を別個の
入力イベントとして検出するように適合されている。このような入力デバイスを用いて、
２つ以上のパラメータが同時に調整され得る。入力デバイスの大きな多用途性がこうして
達成される。
【００１２】
　さらなる実施形態に従って、少なくとも１つの機械的制御要素はトリガ要素を備えてい
る。トリガ要素がある位置で表面にタッチするか、またはある位置において表面の所定の
距離内に近づいたとき、トリガ要素は、表面上のその位置において入力イベントをトリガ
する。マルチタッチ感知ディスプレイは、入力イベントがトリガされる位置を検出するよ
うに適合されている。このようなトリガ要素を用いて、機械的制御要素に関連するパラメ
ータの正確な調整が達成され得る。トリガ要素が、入力イベントがトリガされた位置にお
いて保持される場合に、これはマルチタッチ感知ディスプレイによっても検出され得、そ
の結果実際の位置および制御要素の状態が決定され得ることが明らかである。マルチタッ
チ感知ディスプレイおよびトリガ要素を、入力がすでに表面の所定の距離で発生している
態様で構成することは、トリガ要素が表面にタッチする必要がなく、ディスプレイ表面お
よびトリガ要素の摩擦力およびアブレーションが防がれ得るという利点を有する。
【００１３】
　制御要素は可動コンポーネントを備え得る。トリガ要素は、可動コンポーネントを移動
させることによって制御要素を作動するとき、マルチタッチ感知ディスプレイが表面に対
するトリガ要素の移動を検出するように可動コンポーネント上に配置され得る。制御要素
は、例えば、表面に固定して据え付けられた要素を備え得、可動コンポーネントがこの固
定コンポーネントに対して可動である。可動コンポーネントおよびトリガ要素を移動させ
るとき、連続的な入力イベントがトリガされ得、このことが可動コンポーネントの位置の
決定を可能にする。このような配置によって、異なる自由度を有する複数の異なるタイプ
の制御要素が実現され得る。
【００１４】
　例として、可動コンポーネントは、制御要素を作動するとき、トリガ要素が、表面に対
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してある距離において表面に対して実質的に平行な面において移動され、そこでトリガ要
素が入力イベントをトリガするように形成され得る。入力イベントは次いで表面上の異な
る位置に対して連続的にトリガされる。このような配置を用いて、スライダ、ターンボタ
ンおよび他の形態の制御要素が実現され得る。このような制御要素の位置決定がマルチタ
ッチ感知ディスプレイによって単純に読み取られ得るので、制御要素は、追加の機械的ま
たは電気的コンポーネントを必要とし得ず、単純な機械を用いた、より多くのまたはより
少ない複数の制御要素の実現が可能である。
【００１５】
　別の例に従って、可動コンポーネントは、制御要素を作動するとき、トリガ要素が、表
面に対して実質的に垂直に、該表面に対して第１の距離を有する位置と、該表面に対して
第２の距離を有する位置との間を動くように形成され、このトリガ要素の移動が入力イベ
ントをトリガするように選ばれる。このような設計を用いて、プッシュボタン、ロッカ、
ジョイスティック様要素または類似の制御要素が実現され得る。さらに、このような要素
は非常に単純な機械的構造を有し得る。入力デバイスが、トリガ要素が表面に対して実質
的に平行な面内を移動する要素と、トリガ要素が表面に対して実質的に垂直な面内を移動
する要素との両方を備え得ることが明らかである。当然、１つの制御要素に両方のタイプ
の移動を組み合わせることも可能である。
【００１６】
　別の実施形態に従って、入力デバイスは、さらにプロセッシングユニットを備える。マ
ルチタッチ感知ディスプレイは、上記制御要素によって生成された入力イベントの位置を
検出するように適合され、プロセッシングユニットは、入力イベントが検出された位置に
依存して、上記制御要素によって制御されたパラメータに値を割り当てるように適合され
る。従って、制御要素の設定は、入力イベントの位置を決定するためにマルチタッチ感知
ディスプレイの能力を利用することによって容易に決定され得る。パラメータ値の正確な
調整が、こうして可能であり得る。
【００１７】
　入力デバイスは、オーディオミキシングデバイスに接続され得る。上記のパラメータは
、次いで、オーディオミキシングデバイスの機能を制御し得る。オーディオミキシングデ
バイスが、一般的に多数のパラメータの調整を必要とするので、オーディオミキシングデ
バイスの機能を制御するために入力デバイスを用いることは有利である。これは、入力デ
バイスが、マルチタッチ感知ディスプレイ上に、特定の制御要素に関連する機能性および
パラメータ値を表示するように適合され得る場合に特に正しい。従って、複数の制御要素
が入力デバイス上に提供される場合において、入力デバイスの効果的な構成が行われ得、
オーディオミキシングデバイスに対するパラメータの人間工学的な調整が達成され得る。
【００１８】
　さらなる実施形態に従って、マルチタッチ感知ディスプレイは、容量タッチスクリーン
パネル、誘導タッチスクリーンパネル、または内部全反射ベースのタッチスクリーンパネ
ルのうちの１つを備えている。このようなタッチスクリーンパネルは、同時のタッチを検
出するように適合され得、本発明とともに使用され得る。
【００１９】
　さらに別の実施形態に従って、マルチタッチ感知ディスプレイは、一体化された光学セ
ンサのアレイを有するディスプレイユニットを備える。ディスプレイユニットは、例えば
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ユニットであり得る。光学センサは、表面に対するタッチ
またはニアタッチを検出することが可能であり得る。非常に多くのセンサが、ディスプレ
イユニットに配置され得、ここでセンサ間の間隔が比較的小さいので、同時のタッチまた
はニアタッチの検出に対する高い分解能が達成され得る。さらに、このような構成におい
て、マルチタッチ感知ディスプレイの上部表面が、ガラスなどのスクラッチ耐性の透明な
表面から製造され得る。このような表面は、さらに、機械的制御要素の据え付けを容易に
し得る。
【００２０】
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　マルチタッチ感知ディスプレイは、機械的制御要素に隣接する所定の領域内の制御要素
によって制御されるパラメータの値またはタイプに関する指示を表示するように適合され
得る。特定の機能性の制御要素への関連付けおよびパラメータ値の調整がこうして容易に
される。
【００２１】
　本発明の別の局面に従って、入力デバイスを用いてユーザ入力を検出する方法であって
、入力デバイスは、マルチタッチ感知ディスプレイであって、マルチタッチ感知ディスプ
レイの表面に対する複数の同時のタッチまたはニアタッチを、別個の入力イベントとして
検出するように適合された、マルチタッチ感知ディスプレイと、マルチタッチ感知ディス
プレイの該表面上に配置された少なくとも１つの機械的制御要素とを備えている、方法が
提供される。この方法に従って、入力イベントが、少なくとも１つの機械的制御要素の作
動に応答して生成され、入力イベントがマルチタッチ感知ディスプレイによって検出され
る。少なくとも１つの機械的制御要素に関連するパラメータは、検出された入力イベント
に従って、調整される。入力デバイスに関して上記された利点と類似の利点が、ユーザ入
力を検出する本方法によって達成される。
【００２２】
　実施形態に従って、少なくとも２つの機械的制御要素が入力デバイス上に提供され、上
記方法は、少なくとも２つの機械的制御要素の同時の作動に応答して、少なくとも２つの
機械的制御要素の各々に対する少なくとも１つの別個の入力イベントを検出することを含
む。それぞれの機械的制御要素に対して検出された該入力イベントに従って、機械的制御
要素に関連するパラメータが調整されるこのような方法は、入力デバイスを用いて、複数
のパラメータを同時に制御することを可能にし得る。
【００２３】
　入力イベントを検出することは、入力イベントが発生した、マルチタッチ感知ディスプ
レイの表面上の位置を検出することと、決定された位置に基づいて機械的制御要素に関連
するパラメータの設定を決定することとを包含する。結果として、パラメータの設置は、
タッチまたはニアタッチが発生した位置を決定するために、マルチタッチ感知ディスプレ
イの能力を利用することによって、簡単に調整され得る。
【００２４】
　さらなる実施形態に従って、制御要素の作動は、制御要素上に配置されたトリガ要素の
表面に対する移動を含む。入力イベントは、トリガ要素の移動に応答して、トリガ要素か
ら光を光学センサに反射および／または散乱させることによって生成される。光学センサ
は表面に隣接するマルチタッチ感知ディスプレイにおいて提供される。入力イベントを検
出することは、光学センサによる光の検出を含む。例として、感光性要素が表面の下側に
配置され得る。トリガ要素は、反射または吸収要素であり得、この表面に対する移動は特
定の感光性要素によって検出される光の強度の変化によって検出される。トリガ要素の位
置または位置の変化は、こうして決定され得る。このような方法を用いて、表面とトリガ
要素との接触なしに、高分解能のパラメータの調整が達成され得る。
【００２５】
　さらなる実施形態に従って、制御要素の作動は、制御要素上に配置されたトリガ要素の
表面に対する移動を含む。入力イベントを生成することは、トリガ要素の移動によって表
面に隣接して確立された電場の擾乱を包含する。入力イベントを検出することは、電場の
擾乱が発生する位置を検出することを包含する。このような方法は、例えば、容量タッチ
スクリーンパネルを含むマルチタッチ感知ディスプレイを用いることによって行われ得る
。
【００２６】
　本発明の別の局面に従って、上記の入力デバイスのうちの少なくとも１つを備えるオー
ディオコンソールが提供される。このようなオーディオコンソールは、複数のパラメータ
が、効率的にかつ人間工学的に調整が達成され得るという利点を有する。
【００２７】
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　オーディオコンソールの実施形態において、入力デバイスは、１つのアレイに配置され
た複数の機械的制御要素と、該要素間の同時のタッチまたはニアタッチに感度のある領域
とを備える。マルチタッチ感知ディスプレイは、領域における複数の機械的制御要素に関
連するパラメータに関する情報を表示するようにさらに構成されている。例えば、マルチ
タッチ感知ディスプレイは、制御要素に関連するパラメータのタイプおよび値を、制御要
素の隣に表示し得る。制御要素は、こうして容易に構成可能であり得る一方で、関連する
パラメータに関する関連情報がユーザに提供される。ユーザは、制御要素に隣接するタッ
チセンシティブな領域を利用することによってさらなるユーザ入力をさらに実行し得る。
結果として、オーディオコンソールの非常に広範囲の柔軟な制御が達成される。
【００２８】
　上記の特徴および以下で説明される特徴が、示されるそれぞれの組み合わせにおいてだ
けでなく、他の組み合わせまたは別個に、本発明の範囲から逸脱することなしに使用され
得ることが理解されるべきである。
【００２９】
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　入力デバイスであって、
　別個の入力イベントとしてマルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の表面（１０４）
への複数の同時のタッチまたはニアタッチを検出するように適合されたマルチタッチ感知
ディスプレイ（１０１）と、
　該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）上に配置された少なく
とも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）と
　を備え、該少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）は、該少なくとも１つ
の機械的制御要素（１０２、１０３）の作動が該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１
）によって検出される入力イベントを生成するように構成されている、入力デバイス。
（項目２）
　上記少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）は、上記マルチタッチ感知デ
ィスプレイ（１０１）の上記表面（１０４）に機械的に据え付けられる、上記項目に記載
の入力デバイス。
（項目３）
　少なくとも２つの機械的制御要素（１０２、１０３）を備え、上記マルチタッチ感知デ
ィスプレイ（１０１）は、別々の入力イベントとして該少なくとも２つの機械的制御要素
（１０２、１０３）の同時の作動を検出するように適合されている、上記項目のいずれか
に記載の入力デバイス。
（項目４）
　上記マルチタッチ感知ディスプレイは、容量タッチスクリーンパネル、誘導タッチスク
リーンパネル、内部全反射ベースのタッチスクリーンパネルのうちの１つを備えている、
上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目５）
　上記マルチタッチ感知ディスプレイは、上記機械的制御要素に隣接する所定の領域内の
該機械的制御要素によって制御されるパラメータの値またはタイプに関する指示を表示す
るように適合されている、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目６）
　上記少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）は、トリガ要素（１０６、１
０７）を備え、該トリガ要素は、該トリガ要素（１０６、１０７）がある位置で上記表面
（１０４）にタッチするか、該位置において該表面（１０４）の所定の距離内に近づくと
き、該表面（１０４）上の該位置において上記入力イベントをトリガし、上記マルチタッ
チ感知ディスプレイ（１０１）は、該入力イベントがトリガされる該位置を検出するよう
に適合されている、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目７）
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　上記制御要素は、可動コンポーネント（２０３、３０３、４０３）を備え、上記トリガ
要素（２０７、３０７、４０７）は、該可動コンポーネントを動かすことによって該制御
要素を作動するとき、上記マルチタッチ感知ディスプレイ（２０６、３０６、４０６）が
表面（２０５、３０５、４０５）に対する該トリガ要素の動きを検出するように配置され
る、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目８）
　上記可動コンポーネント（２０３、３０３）は、上記制御要素を作動したとき、上記ト
リガ要素（２０７、３０７）が、上記表面に対してある距離において上記表面（２０５、
３０５）に対して実質的に平行である平面内を移動し、その位置で該トリガ要素が入力イ
ベントをトリガするように形成され、入力イベントが該表面において異なる位置に対して
連続的にトリガされる、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目９）
　上記可動コンポーネント（４０３）は、上記制御要素を作動したとき、上記トリガ要素
（４０７）が、上記表面（４０５）に対して実質的に垂直に、該表面に対して第１の距離
の位置と、該表面に対して第２の距離の位置との間を動くように形成され、このトリガ要
素の動きが上記入力イベントをトリガする、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目１０）
　プロセッシングユニット（１０８）をさらに備え、上記マルチタッチ感知ディスプレイ
（１０１）は、上記制御要素によって生成される上記入力イベントの位置を感知するよう
に適合され、該プロセッシングユニット（１０８）は、該入力イベントが検出された位置
に依存して、上記機械的制御要素によって制御されるパラメータに値を割り当てるように
適合される、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目１１）
　上記入力デバイス（１００）は、オーディオミキシングデバイス（１０９）に接続され
、上記パラメータは該オーディオミキシングデバイス（１０）の機能を制御する、上記項
目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目１２）
　上記マルチタッチ感知ディスプレイは、一体化された光学センサ（１０５、５０５）の
アレイを有するディスプレイユニット、好適には液晶ディスプレイユニットを備えている
、上記項目のいずれかに記載の入力デバイス。
（項目１３）
　入力デバイス（１００）を用いてユーザ入力を検出する方法であって、該入力デバイス
（１００）は、マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）であって、該マルチタッチ感知
ディスプレイ（１０１）の表面（１０４）に対する複数の同時のタッチまたはニアタッチ
を、別個の入力イベントとして検出するように適合された、マルチタッチ感知ディスプレ
イ（１０１）と、該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）上に配
置された少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）とを備え、該方法は、
　該少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）の作動に応答して、入力イベン
トを生成し、該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）によって該入力イベントを検出
することと、
　該検出された入力イベントに従って、該少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１
０３）に関連するパラメータを調整することと
　を包含する、方法。
（項目１４）
　上記入力デバイスは少なくとも２つの機械的制御要素（１０２、１０３）を備え、上記
方法は、
　該少なくとも２つの機械的制御要素の同時の作動に応答して、上記マルチタッチ感知デ
ィスプレイによって、該少なくとも２つの機械的制御要素の各々に対する少なくとも１つ
の別個の入力イベントを検出することと、
　該少なくとも２つの機械的制御要素の各々に対して、該それぞれの機械的制御要素に対
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して検出された該入力イベントに従って、該機械的制御要素に関連するパラメータを調整
することと
　を包含する、上記項目に記載の方法。
（項目１５）
　上記入力イベントを検出することは、該入力イベントが発生した、上記マルチタッチ感
知ディスプレイ（１０１）の上記表面（１０４）上の位置を決定することと、該決定され
た位置に基づいて上記機械的制御要素（１０２、１０３）に関連する上記パラメータの設
定を決定することとを包含する、上記項目のいずれかに記載の方法。
（項目１６）
　上記制御要素の作動は、該制御要素上に配置されたトリガ要素の上記表面に対する移動
を含み、上記入力イベントを生成することは、該トリガ要素の移動に応答して、該トリガ
要素から光を光学センサに反射および／または散乱させることを包含し、該光学センサは
該表面に隣接する該マルチタッチ感知ディスプレイにおいて提供され、上記入力イベント
を検出することは、該光学センサによる該光の検出を含む、上記項目のいずれかに記載の
方法。
（項目１７）
　上記制御要素の上記作動は、該制御要素上に配置されたトリガ要素の上記表面に対する
移動を含み、上記入力イベントを生成することは、該トリガ要素の移動によって該表面に
隣接して確立された電場の擾乱を包含し、該入力イベントを検出することは、該電場の擾
乱が発生する位置を検出することを包含する、上記項目のいずれかに記載の方法。
（項目１８）
　上記項目のうちの１項に記載の少なくとも１つの入力デバイス（８０１、８０２）を備
えているオーディコンソール（８００）。
（項目１９）
　上記入力デバイス（８０１）は、１つのアレイに配置された複数の機械的制御要素（８
０３）と、該要素間の同時のタッチまたはニアタッチに感度のある領域（８０４、８０５
、８０６）とを備え、上記マルチタッチ感知ディスプレイは、該領域（８０４、８０５、
８０６）における該複数の機械的制御要素に関連するパラメータに関する情報を表示する
ようにさらに構成されている、上記項目のいずれかに記載のオーディオコンソール。
【００３０】
　（摘要）
　本発明は、入力デバイスに関し、該入力デバイスは、
　別個の入力イベントとしてのマルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の表面（１０４
）への複数の同時のタッチまたはニアタッチを検出するように適合されたマルチタッチ感
知ディスプレイ（１０１）と、
　該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１）の該表面（１０４）上に配置された少なく
とも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）と
　を備え、該少なくとも１つの機械的制御要素（１０２、１０３）は、該少なくとも１つ
の機械的制御要素（１０２、１０３）の作動が該マルチタッチ感知ディスプレイ（１０１
）によって検出される入力イベントを生成するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　本発明の前述の特徴および利点ならびに他の特徴および利点は、添付の図面と共に読ま
れる以下の詳細な記述からより明らかとなる。
【図１】図１は、本発明の実施形態による入力デバイスの概略図である。
【図２】図２は、機械的制御要素として回転ノブを備えている本発明の実施形態による入
力デバイスの概略図である。
【図３】図３は、機械的制御要素としてスライディングコントローラを備えている本発明
の実施形態による入力デバイスの概略図である。
【図４】図４は、制御要素としてプッシュボタンを備えている本発明の実施形態による入
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力デバイスの概略図である。
【図５】図５は、制御要素の作動を検出するために感光性素子を使用する本発明の実施形
態による入力デバイスを示す概略図である。
【図６】図６は、入力イベントを誘起するために容量要素を使用する本発明の実施形態に
よる入力デバイスを示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態による方法を示す流れ図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態によるオーディオコンソールを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　（詳細な説明）
　図１は、発明の入力デバイス１００の実施形態を示す。入力デバイス１００は、マルチ
タッチ感知ディスプレイ１０１と、２つの回転ノブ１０２および１０３の形での２つの機
械的制御要素とを備えている。これらは、マルチタッチ感知ディスプレイ１０１の表面１
０４に固定的に取り付けられている。表面１０４の下に、ディスプレイ１０１は、光セン
サのアレイまたはライン１０５として示される感光性素子を備えている。ディスプレイ１
０１は、例えば、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ＬＣＤディスプレイを備えている。統合型
感光性素子を備えたＴＦＴ　ＬＣＤディスプレイの設計は、当技術分野においては公知で
あり、詳細は、例えば、「Ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ　ＬＣＤ　ｗｉｔｈ　ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅｎ」（ｗｗｗ．ｐｌａｎａｒ．ｃｏ
ｍ／ａｄｖａｎｔａｇｅｓ／ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒｓ／ｄｏｃｓ／ｐｌａｎａｒ－ＡＭＬ
ＣＤ－Ｏｐｔｉｃａｌ－Ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅｎ．ｐｄｆ）と題するドキュメント種別に
見出され得る。ディスプレイ１０１によって放射される光は、トリガ要素１０６および１
０７によって吸収され、散乱され、または反射され得る。制御要素１０２および１０３の
うちの１つが、回すことによって作動させられた場合、トリガ要素の下に位置する感光性
素子に対して反射される光の強度は、トリガ要素の前の位置と新しい位置とで変化し、そ
れにより入力イベントを生成する。かかる入力イベントは、マルチタッチ感知ディスプレ
イ１０１によって、感光性素子を通る光電流の変化または電流の変化の形で検出され得る
。
【００３３】
　マルチタッチ感知ディスプレイは、入力イベントに応答して、位置に依存する信号を生
成するように適合され得るのみならず、入力イベントが生じたその表面における位置を決
定する手段、例えばプロセッサなどを備えることもあり得ることは明らかである。かくし
て、マルチタッチ感知ディスプレイは、センサデータに対応する信号を送達し得、該信号
からプロセッサユニットは、入力イベントの発生および位置を決定し得るか、またはマル
チタッチ感知ディスプレイは、例えば、表面に対する２次元（例えばｘおよびｙ）座標の
形で、検出された入力イベントの位置を直接的に送達し得る。入力イベントを発生させる
制御要素の設定は、次に、下流プロセッシングユニットによって決定され得る。このよう
に、マルチタッチ感知ディスプレイは、入力イベントが生じた位置を解像することができ
ることだけが重要である。
【００３４】
　プロセッシングユニット１０８は、マルチタッチ感知ディスプレイ１０１とインターフ
ェースする。プロセッシングユニット１０８は、ディスプレイ１０１にディスプレイ信号
を提供することと、ディスプレイ１０１の感光性素子のアレイを読み出すこととの両方を
行なう。読み出しは、所定の時間に実行され得、該所定の時間に、プロセッシングユニッ
ト１０８は、ディスプレイ１０１の表面１０４におけるそれぞれの位置で感光性素子によ
って検出された光強度の画像を取得する。プロセッシングユニット１０８は、このように
して取得された画像データを分析することによって、強度の変化が生じたデータにおける
位置を決定し得る。プロセッシングユニット１０８には、いかなるタイプの制御要素がど
の位置にあるか、そしてどの機能が現在、それぞれの制御要素に割り当てられているか、
の情報が提供される。プロセッシングユニット１０８は、入力イベントの位置を、したが
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って表面１０４に対するトリガ要素の位置を決定することによって、制御要素の設定を決
定し得、そして対応する値を制御要素によって制御される機能のパラメータに割り当て得
る。制御要素の特定の設定が、関連するパラメータの特定の値と対応する必要はなく、例
えば、特定の角度での回転による制御要素の作動が、パラメータ値の対応する変化を確定
し得ることは明らかである。
【００３５】
　かくして、トリガ要素１０６および１０７の実際の位置は、マルチタッチ感知ディスプ
レイ１０１の感光性素子によって検出され得、プロセッシングユニット１０８によって決
定され得る。入力デバイス１００は、制御要素１０２および１０３の同時の作動を別個の
または異なる入力イベントとして検出し得る、すなわち入力イベントが生じた表面に対す
る位置を解像し得るのみならず、制御要素によってカバーされておらず、該光センサが提
供されていないディスプレイ１０１のエリアにおける表面１０４へのタッチまたはニアタ
ッチ（ｎｅａｒ　ｔｏｕｃｈ）を検出することもきる。さらに、プロセッシングユニット
１０８は、例えば、制御要素１０２または１０３によって制御されるパラメータのタイプ
および値をそれぞれの制御要素の近くに表示するようにディスプレイ１０１を制御し得る
。光センサが使用される本実施形態でのように、表面１０４は、ガラス表面であり得、し
たがって、回転ノブ１０２および１０３は、例えば、接着剤を使用することによって表面
１０４に単に機械的に取り付けられ得る。
【００３６】
　制御要素１０２および１０３で調節されたパラメータ値は、オーディオミキシングデバ
イス１０９に提供される。オーディオミキシングデバイス１０９は、音声信号に対する複
数の音声入力１１０および出力１１１を備えている。オーディオミキシングデバイス１０
９は、プロセッシングユニット１０８から受信されたパラメータに従って音声信号１１０
を処理する。オーディオミキシングデバイス、例えばデジタル混合器は、当技術分野にお
いて公知であり、本明細書においてさらに詳述されない。
【００３７】
　上記の実施形態は、光センサを備えているマルチタッチ感知ディスプレイに関して記述
されたが、入力イベントを検出する他の手段、例えば容量タッチスクリーンパネルまたは
抵抗タッチスクリーンパネルなどが使用され得ることは明らかである。さらに、パラメー
タ値が、プロセッシングユニット１０８によって、任意のタイプのデバイスに、例えばマ
シンに対する制御ステーション、発電所、または例えばビデオ処理に対するコンピュータ
もしくはステーションのような任意の他の電子デバイスに提供され得る。このようにして
、入力デバイス１００のディスプレイ１０１は、制御要素によって制御される機能に関す
る情報を表示するのみならず、入力デバイス１００に接続されたデバイスによって提供さ
れるデータおよび情報を表示することもあり得る。
【００３８】
　図２は、回転ノブの形での機械的制御要素２０１を示し、機械的制御要素２０１は、矢
印２０２によって示されるように２方向に回され得る。回転ノブ２０１は、可動コンポー
ネント２０３と、マルチタッチ感知ディスプレイ２０６の表面２０５に固定的に取り付け
られたベース２０４を備えたシャフトとを備えている。シャフトおよびベース２０４は、
表面２０５に接着剤によって取り付けられる。可動コンポーネント２０３は、シャフト２
０５を軸にして回転させられ得、それによって表面２０５に対して実質的に平行な平面で
トリガ要素２０７を動かす。トリガ要素２０７と表面２０５との間の距離は、その位置が
、マルチタッチ感知ディスプレイ２０６によって検出され得るように選択される。その結
果、回転ノブ２０１を回すことは、回転ノブ２０１の回転軸２０８の周りの円上の位置で
、次の入力イベントを生成する。
【００３９】
　図３の実施形態において、入力デバイスは、スライディングコントローラ３０１の形で
機械的制御要素を備える。可動コンポーネント３０３は、マルチタッチ感知ディスプレイ
３０６の表面３０５に対して水平方向に直線状に動かされ得る（矢印３０２）。可動コン
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ポーネント３０３は、表面３０５に固定的に取り付けられた支持構造体３０４にスライド
可能に受け入れられる。上述のように、支持構造体３０４を表面３０５に取り付けるには
、接着またはセメント接合すること、支持構造体の要素を表面３０５に形成されたリセス
と係合させること、ディスプレイ３０６を通る１つ以上の穴を提供して、支持構造体をボ
ルトによって取り付けること、などを含む幾つかの可能性がある。制御要素３０１の作動
により、可動コンポーネント３０３に固定されたトリガ要素３０７の、表面３０５に対す
る水平方向の動きが生じる。トリガ要素３０７と表面３０５との間の間隔は、ここでもや
はり、トリガ要素３０７の位置が、マルチタッチ感知ディスプレイ３０６によって検出さ
れ得るように選択される。間隔は、使用される特定の検出メカニズムに依存する。光セン
サまたは容量タッチスクリーンパネルを使用するとき、トリガ要素３０７は、表面３０５
に触れないことがあり得るが、抵抗タッチスクリーンパネルまたは内部全反射に基づく方
法に対しては、トリガ要素３０７は、表面３０５に触れることがあり得る。スライディン
グコントローラ３０１の作動により、線に沿う表面３０５上の位置で、入力イベントの生
成が生じる。入力イベントの位置を検出することによって、スライディングコントローラ
３０１の動きが推測され得、そして関連付けられたパラメータの値が、しかるべく変更さ
れ得る。
【００４０】
　発明の入力デバイスの別の実施形態が図４に示され、プッシュボタン４０１の可動コン
ポーネント４０３が、マルチタッチ感知ディスプレイ４０６の表面４０５に対して実質的
に垂直な矢印４０２によって示される方向に動かされ得る。プッシュボタン４０１の可動
コンポーネント４０３は、表面４０５に固定的に取り付けられた支持構造体４０４によっ
て支持される。可動コンポーネント４０３に圧力を及ぼすことによって制御要素４０１を
作動させるとき、可動コンポーネント４０３に提供されたトリガ要素４０７と表面４０５
との間の距離は減少し、それによって入力イベントが誘起される。ここでもやはり、マル
チタッチ感知ディスプレイのタイプに依存して、プッシュボタン４０１の押された状態で
の距離は、トリガ要素４０７が、表面４０５から所定の距離に位置するか、または表面４
０５に触れるかするようにされ得る。例として、表面４０５の下の光センサによって検出
された光の強度は、トリガ要素４０７が表面に触れる必要なく、押された位置において増
加、または減少し得る。これは、作動させられていない状態で、マルチタッチ感知ディス
プレイ４０６が、トリガ要素４０７の位置を決定することができることを妨げない。プッ
シュボタン４０１が作動させられているとき、トリガ要素４０７が入力イベントを生成す
ることだけが重要である。
【００４１】
　図５の実施形態は、トリガ要素の位置を検出するための光センサの使用を示す。図５の
入力デバイス５００は、回転ノブ５０１の形での制御要素を備えている。回転ノブ５０１
は、マルチタッチ感知ディスプレイ５０３の表面５０２に取り付けら得る。ディスプレイ
５０３は、感光性画素５０５（黒の正方形で示される）と、ディスプレイ画素５０６（白
の正方形で示される）とを備えている。画像を表示するために、ディスプレイ画素５０６
は、矢印によって示されるように、光を放射する。放射された光はここで、回転ノブ５０
１に取り付けられた反射トリガ要素５０４によって反射される。反射された光は、感光性
画素５０５（矢印によって示される）によって検出される。したがって、表面５０２に対
する反射トリガ要素５０４の位置は、感光性画素５０５によって検出され得、そして検出
された強度値を読み出して、強度分布を分析することによって決定され得る。かかる構成
において、表面５０２に面する制御要素５０１の残りの表面を、ディスプレイ５０３によ
って放射される光に対して無反射であるように、すなわち吸収性に設計することが特に有
益であり得る。さらに、ディスプレイ画素が所定の強度で、例えばほぼ最大強度で光を放
射するように、トリガ要素５０４がその上を動き得る表面５０２のエリアに位置するディ
スプレイ画素による光の放射を制御し、それによって、高信号が、感光性画素５０５から
受信され、そしてトリガ要素の位置の正確な決定が達成されることが有利であり得る。他
の実装、例えば吸収性トリガ要素およびディスプレイ５０３の表面５０２に面する制御要
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素５０１の反射表面を提供することも考えられ得ることは明らかである。
【００４２】
　図６の実施形態において、入力デバイス６００は、少なくとも１つの制御要素、例えば
回転ノブ６０１を備えている。マルチタッチ感知ディスプレイ６０３は、容量感応性層６
０５を備えた容量タッチスクリーンパネルを備えている。容量マルチタッチ感知ディスプ
レイの機能は当業者に公知であり、本明細書においてさらに詳細には説明されない。容量
マルチポイントタッチスクリーンについての詳細は、例えば、米国特許公開ＵＳ２００６
／００９１７９９１　Ａ１において見出され得、該米国特許公開は、その全容が、本明細
書において参考として援用されている。
【００４３】
　従来の容量タッチスクリーンパネルは、例えば、インジウムスズ酸化物のような金属酸
化物の容量感知層を備え得、該容量感知層は、センサパネルを横断して電流を導き、該電
流は、電極によってパネルの各コーナに印加される。例として、方形波電圧が印加され得
る。パネルが触れられると、電荷輸送が生じ、該電荷輸送は、パネルのコーナにおいて電
流の形で測定され得る。タッチイベントの位置は、パネルのコーナにおいて結果として生
じる電流を測定することによって決定され得る。多数同時のタッチを検出するために、タ
ッチスクリーンパネルは、複数の透明センサノードを備え得、該複数の透明センサノード
は、ここでもやはり、例えば金属酸化物のような導電性媒体から形成され、該導電性媒体
は、電極およびトレースの中に入れられて、空間的に分離されている。ディスプレイ上の
様々な座標が次に、様々な電極によって表され、そしてトレースが、電極を容量感知回路
に接続するために使用される。したがって、特定の電極で生じるキャパシタンスの変化が
認識され得、複数の電極を使用することによって、同時に生じるタッチの位置が解像され
得る。入力イベントを誘起するために、容量トリガ要素６０４が提供される。トリガ要素
６０４の下の位置において、容量感応性層６０５の感知ノードに隣接して確立された電場
は、トリガ要素によって擾乱され、これは、感知ノードにおいて、キャパシタンスの変化
として検出され得る。したがって、表面６０２に対するトリガ要素６０４の位置が決定さ
れ得る。制御要素６０１の作動により、別の感知ノードのキャパシタンスの変化が生じ、
これもやはり入力イベントを生成し、該入力イベントの表面６０２に対する位置は、容量
感知回路によって決定され得る。容量トリガ要素６０４はアースされ得るか、または、ユ
ーザが制御要素６０１に触れるとアースされ得る。例えば、制御要素の近くで感知ノード
の間隔を密にすることによりトリガ要素６０４の位置の高い解像度が達成されるように、
容量マルチタッチ感知パネルの感知ノードを配列することがさらに考えられる。ここでも
やはり、マルチタッチ感知ディスプレイ６０３は、制御要素６０１の同時の作動および表
面６０２へのタッチを感知すること、ならびに情報を表示することができる。
【００４４】
　図７は、本発明による方法の実施形態の流れ図を示す。方法は、例えば、図１または図
５の入力デバイスを使用することによって実行され得る。ステップ７０１において、２つ
の制御要素が同時に作動させられる。これらは、任意のタイプの制御要素、例えば回転ノ
ブ、スライダ、ロッカ、プッシュボタンなどであり得ることは明らかである。制御要素を
作動させることによって、制御要素のトリガ要素は、ディスプレイ表面に対して動かされ
る（ステップ７０２）。ディスプレイに位置する光センサは、ディスプレイによって放射
され、かつトリガ要素によって反射される光を検出する。トリガ要素の動きにより、光セ
ンサによって検出される光の強度の変化が生じ、該変化はステップ７０３において検出さ
れる。検出された強度変化に基づいて、強度変化が生じたディスプレイ上での場所または
位置が、ステップ７０４において決定される。各制御要素の新しい設定が、それぞれの強
度変化およびその位置に基づいて、ステップ７０５において導き出される。例えば、スラ
イダが特定の距離を動かされたこと、または回転ノブが特定の角度を回されたことが見出
され得る。一方、制御要素の絶対的設定、例えばスライダまたは回転ノブの新しい位置が
決定され得る。制御要素と関連付けられたパラメータに対する新しい値が次に、各制御要
素に対して導き出された新しい設定に基づいて、ステップ７０６において計算される。例
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として、特定のスイッチング機能が、プッシュボタンに割り当てられ得たとすると、関連
付けられたパラメータ値が、作動と同時にオン位置に対する「１」からオフ位置に対する
「０」へ変化し得る。パラメータ値も、制御要素の決定された移動距離もしくは回転角、
または制御要素の決定された絶対的な新しい設定に従って調節され得る。値を有するパラ
メータが次にステップ７０７において、入力デバイスに接続されたデバイスに提供される
。上述の方法はさらなるステップ、例えば、制御要素に隣接した表面へのタッチを検出し
て検出されたタッチに基づいてパラメータを調節すること、または検出されたタッチなど
の位置に従って制御要素の機能を変化させることを包含し得ることは明らかである。かく
して、グラフィカル制御要素が提供され得、該グラフィカル制御要素に従って、機械的制
御要素の機能が変化させられ得る。
【００４５】
　図８は、本発明の実施形態によるオーディオコンソールを示し、該オーディオコンソー
ルは、本発明の実施形態に従って２つの入力デバイス８０１および８０２を実装する。オ
ーディオコンソール８００の入力デバイス８０１は、回転ボタン８０３の形で複数の機械
的制御要素を備えている。入力デバイスは、矢印２０５によって図２において示されるよ
うに、上から見た図で示される。ユーザに見える入力デバイス８０１および８０２の部分
は、タッチ感応性であり、情報を表示するように動作可能である。回転ノブ８０３に隣接
したエリア８０４、８０５および８０６は、パラメータのタイプおよびそれぞれの回転ノ
ブによって現在調節されているパラメータ値を表示するために使用される。本例において
は、エリア８０４は、特定のチャンネルに対する数値の調節を示し、エリア８０５は、ニ
ードルインジケータを使用した高周波イコライザの調節を示し、一方、エリア８０６は、
帯域幅の調節を示す。
【００４６】
　入力デバイス８０２は、スライディングコントロール８０７および８０８を備えている
。これらは、例えば、調節されるチャンネルに関するグラフィカル表示、およびフェーダ
の近くに提供された現在の設定のグラフィカル表示を有するフェーダであり得る。さらに
、プッシュボタン８０９および８１０が提供され、ここでもやはり、それらの現在の設定
が、それらに隣接したエリアにグラフィカルに表示される。制御要素８０７～８１０は、
本実施形態において、機械的制御要素であるが、これらの一部は、グラフィカル制御要素
としても実装され得、該グラフィカル制御要素は、制御要素が表示されている位置で入力
デバイス８０２の表面に触れることによって作動させられ得ることは明らかである。
【００４７】
　様々なタイプの機械的およびグラフィカル制御要素が、入力デバイスのタッチ感応性表
面に配列され得、上述のもの以外の機械的制御要素が考えられ得ることを当業者は理解す
る。オーディオコンソール８００において使用されることから離れて、本発明の実施形態
による入力デバイスはまた、他のデバイス、例えば工場または発電所のコントロールステ
ーションにおいても実装され得る。上述のように、本発明は、デバイスであって、調節さ
れるべき大きな数のパラメータを必要とし、かつ、好ましくは制御要素の柔軟性のある構
成を有する、デバイスに対して特に有利である。
【００４８】
　当業者は、上述のものとは異なるタイプのマルチタッチ感知ディスプレイが、本発明に
対して使用され得ることをさらに認識する。例は、赤外線タッチスクリーンパネル、ひず
みゲージタッチスクリーンパネル、表面音波または拡散レーザ画像タッチスクリーンパネ
ルなどである。これらのパネルは、多数同時のタッチを認識するために適合され得る。
【００４９】
　本発明の特定の実施形態が本明細書に開示されたが、変更および修正が、本発明の精神
および範囲から逸脱することなくなされ得る。本実施形態は、あらゆる点で例示的であり
、非制限的であるとして考えられるべきであり、添付された請求項の意味および等価範囲
内から生じるすべての変更は、それらの中に包含されることが意図されている。
【符号の説明】
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【００５０】
１００　入力デバイス
１０１　マルチタッチ感知ディスプレイ
１０２、１０３　回転ノブ
１０４　マルチタッチ感知ディスプレイの表面
１０５　光センサのアレイまたはライン
１０６、１０７　トリガ要素
１０８　処理ユニット
１０９　オーディオミキシングデバイス

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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