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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の操作子と、
　近接されたタグからユーザを特定する一意のユーザ識別情報を読み取り可能な、前記操
作子毎に設けられている読み取り手段と、
　前記操作子のいずれかが操作された際に、操作された前記操作子を特定する特定手段と
、
　前記操作子のいずれかが操作された際に、前記特定手段により特定された操作子に対応
する機器動作設定を実行する機器動作設定手段と、
　前記操作子のいずれかが操作された際に、前記特定手段により特定された操作子と、前
記読み取り手段により読み出された前記ユーザ識別情報との組み合わせで実行する処理を
特定する処理特定手段と、
　該処理特定手段により特定された処理を、前記機器動作設定手段で設定された前記機器
動作設定の基で実行する制御部と、
　を備えるようにしたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記タグは、ユーザを特定する一意の識別情報を有し、前記操作子を操作するユーザの
部位に装着可能なアタッチメントに設けられていることを特徴とする請求項１記載の電子
機器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の操作子を有する電子機器において、操作された操作子とその操作を
行った人に応じた処理が行われる電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多数の操作子を有する電子機器がある。電子機器として、 例えば、複数の鍵を
有する電子楽器があり、このような電子楽器においては鍵を操作すると操作された鍵に対
応する楽音が発生されるようになる。あるいは、鍵ごとにパターンを割り当てておいた場
合は、操作された鍵に割り当てられているパターンが再生されるようになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の複数の操作子を備える電子機器においては、誰が操作しても同じ操作子を操作し
たときに実行される処理は同じになり、操作を行った人に応じた処理を行うことができな
いという問題点があった。
【０００４】
　そこで、本発明は複数の操作子を備える電子機器において、操作された操作子とその操
作を行った人に応じた処理が行われる電子機器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、操作子のいずれかが操作された際に
、操作された操作子を特定すると共に、特定された操作子に対応する機器動作設定を実行
し、さらに、近接されたタグの識別情報を読み取り可能な操作子毎に設けられている読み
取り手段によりユーザ識別情報を検出して、特定された操作子と検出されたユーザ識別情
報との組み合わせに応じた処理を特定し、特定された処理を、機器動作設定手段で設定さ
れた機器動作設定の基で実行することを最も主要な特徴としている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、操作子のいずれかが操作された際に、操作された操作子を特定すると
共に、特定された操作子に対応する機器動作設定を実行し、さらに、近接されたからユー
ザ識別情報を読み取り可能な操作子毎に設けられている読み取り手段によりユーザ識別情
報を検出して、特定された操作子と検出されたユーザ識別情報との組み合わせに応じた処
理を特定し、特定された処理を、機器動作設定手段で設定された機器動作設定の基で実行
することから、同じ操作子の操作であっても操作者ごとに異なる処理を実行することがで
きるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の実施例の電子機器の構成を示すブロック図を図１に示す。
　図１に示す電子機器１において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０は電子機器
１の全体の動作を制御する中央処理装置であり、ＲＯＭ（Read Only Memory）１１にはＣ
ＰＵ１０が実行する動作プログラムや、各種データ等が格納されている。ＲＡＭ（Random
 Access Memory）１２には、各種データの格納エリアや、ＣＰＵ１０のワークエリア等が
設定される。ＲＦＩＤアンテナ群１３は、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）
タグの識別情報（ＩＤ）を読み出すためのアンテナである。ＲＦＩＤリーダ１４は、設定
操作子２４の各操作子に設けられているＲＦＩＤアンテナ群１３を構成する各アンテナで
受信された受信信号からＩＤ情報を読み取るようにしている。外部記憶装置１５には、各
種アプリケーションプログラムを記憶することができ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、Ｆ
ＤＤ（Flexible Disk  Drive）、ＣＤ（Compact Disk）－ＲＯＭ、ＭＯ（Magneto Optica
l Disk）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等により構成することができる。なお、Ｒ
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ＯＭ１１をフラッシュメモリ等の書き換え可能なＲＯＭとすることで、動作ソフトウェア
を書き換え可能となり動作ソフトウェアのバージョンアップを容易に行うことができる。
【０００８】
　ＭＩＤＩ　Ｉ／Ｆ１７は、ＭＩＤＩ機器１６との間でＭＩＤＩ信号の受け渡しを行うＭ
ＩＤＩインターフェースであり、ＭＩＤＩ機器１６はＭＩＤＩ対応とされた鍵盤、シーケ
ンサや電子楽器等とされる。通信Ｉ／Ｆ１８は、イーサネット（ethernet）等のＬＡＮ（
Local Area Network）やインターネット等に電話回線等の通信ネットワーク１９を介して
サーバコンピュータ２０に接続するための通信インターフェースであり、通信ネットワー
ク１９を通じてサーバコンピュータ２０から各種アプリケーションソフトや各種データを
ダウンロードすることができる。演奏操作子２２は、鍵盤やパッド等の演奏に使用する複
数の操作子であり、検出回路２１により演奏操作子２２を走査することによって演奏操作
子２２のイベントを検出して、イベントのあった演奏操作子２２に対応する操作時間や操
作圧力のイベントを出力している。設定操作子２４は、パネル等に設けられた各種の設定
を行う複数のスイッチであり、検出回路２３により複数の設定操作子２４を走査すること
により設定操作子２４のイベントを検出して、イベントのあった設定操作子２４に対応す
る操作時間や操作圧力のイベントを出力している。なお、設定操作子２４の各々にはＲＦ
ＩＤアンテナ群１３を構成する各アンテナが設けられている。また、ＲＦＩＤアンテナ群
１３を構成する各アンテナを設定操作子２４の各操作子に設けることに替えて、演奏操作
子２２の各々にＲＦＩＤアンテナ群１３を構成する各アンテナを設けることもできる。
【０００９】
　表示回路２５は液晶等のディスプレイ２６を備え、このディスプレイ２６に起動してい
るアプリケーションに対応する各種の画面を表示している。例えば、設定する画面がディ
スプレイ２６に表示されている場合は、ＧＵＩ（Graphical User Interface）を利用して
ユーザが設定操作子２４を操作することにより各種設定を行えるようになる。音源回路２
７は波形メモリを備える波形メモリ音源やＦＭ音源等とされ、音源レジスタに格納されて
いる複数の発音チャンネルの楽音制御データに基づいて楽音を生成している。効果回路２
８は音源回路２７により生成された楽音データに、エフェクト制御データに基づいてリバ
ーブ、コーラス、バリエーション等の効果を付与している。サウンドシステム２９は、効
果回路２８から出力されるアナログ楽音信号を増幅して発音するサウンドシステムである
。また、各ブロックは通信バス３０により相互に接続されている。上記した電子機器のハ
ードウェア構成は、パーソナルコンピュータやワークステーションと同様の構成とされて
いる。
【００１０】
　図１に示す本発明にかかる電子機器１において設定操作子２４の構成が特徴的な構成と
されており、設定操作子２４の構成の一例を図２ないし図４に示す。図２は、設定操作子
２４が設けられているパネルの構成を示す平面図であり、図３は、パネルに設けられた設
定操作子を操作する様子を示す断面図であり、図４は設定操作子２４が固着されているパ
ネル内の基板の構成を示す平面図である。
　図２に示す設定操作子２４の実施例では、それぞれ楽器が割り当てられた５つの操作キ
ー２４ａないし操作キー２４ｅから設定操作子２４が図示しないパネル４１に設けられて
いる。操作キー２４ａには「PIANO」が表記され、操作キー２４ｂには「ORGAN」が表記さ
れ、操作キー２４ｃには「GUITAR」が表記され、操作キー２４ｄには「STRINGS」が表記
され、操作キー２４ｅには「BRASS」が表記されている。
【００１１】
　次に、設定操作子２４の操作する様子を図３を参照して説明する。図２に示すように、
設定操作子２４は操作キー２４ａないし操作キー２４ｅから構成され、操作キー２４ａな
いし操作キー２４ｅはパネル４１内に収納された基板４３上に固着されており、操作キー
２４ａないし操作キー２４ｅの上部が図示するようにパネル４１から突出するようにされ
ている。操作キー２４ａないし操作キー２４ｅは、それぞれスイッチ４２を有しており、
操作された際に操作された操作キーのスイッチ４２がオンするようになる。このスイッチ
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４２の周囲の基板４３上に、各操作キー２４ａ～２４ｅ毎にアンテナ４４ａ～４４ｅが設
けられている。アンテナ４４ａ～４４ｅによりＲＦＩＤアンテナ群１３が構成されている
。このアンテナ４４ａ～４４ｅと操作キー２４ａ～２４ｅとの構成が図４に示されている
。図４に示すように、アンテナ４４ａ～４４ｅはヘリカルアンテナとされて、操作キー２
４ａの周囲にアンテナ４４ａが巻回され、操作キー２４ｂの周囲にアンテナ４４ｂが巻回
され、操作キー２４ｃの周囲にアンテナ４４ｃが巻回され、操作キー２４ｄの周囲にアン
テナ４４ｄが巻回され、操作キー２４ｅの周囲にアンテナ４４ｅが巻回されるよう基板４
３上にそれぞれのアンテナ４４ａ～４４ｅが形成されている。これらのアンテナ４４ａ～
４４ｅは、それぞれＲＦＩＤリーダ１４に接続されている。なお、アンテナ４４ａ～４４
ｅを数ターンの矩形ループアンテナとしてもよい。
【００１２】
　設定操作子２４を操作する際にユーザは操作する指に図３に示す指アタッチメント５０
を装着する。指アタッチメント５０は指先に装着できる形状に形成されており、ＲＦＩＤ
タグ５１が備えられている。ＲＦＩＤタグ５１は、使用するユーザを特定する一意の識別
情報（ＩＤ）が書き込まれたＩＣチップを内蔵するＩＣタグとされており、ＲＦＩＤタグ
５１が指の腹に当接するように指アタッチメント５０が指に装着される。この状態におい
て、ユーザが指アタッチメント５０が装着された指で操作キー２４ａ～２４ｅのうちの操
作キー２４ｃを操作したとする。すると、操作キー２４ｃのスイッチがオンされると共に
、操作キー２４ｃに設けられているアンテナ４４ｃとＲＦＩＤタグ５１とが近接するよう
になって電磁界結合するようになる。これにより、ＲＦＩＤリーダ１４がアンテナ４４ｃ
を介してＲＦＩＤタグ５１からユーザのＩＤ情報を読み出すことができるようになる。こ
れにより、操作キー２４ｃを操作した情報と、操作したユーザのＩＤ情報とを得ることが
できるようになる。そこで、操作された操作キーと操作したユーザのＩＤ情報との組み合
わせに、それぞれ異なる処理を割り当てておくことにより、同じ操作キーの操作であって
も操作したユーザごとに異なる処理を実行することができるようになる。
【００１３】
　そこで、同じ操作キーの操作であっても操作したユーザごとに異なる処理を実行するよ
うにした電子機器１の機能ブロック図を図５に示す。
　図５に示すように、ＲＦＩＤアンテナ群１３を構成するアンテナ４４ａ～４４ｅは、ア
ンテナ走査部６０により時分割で走査されている。これにより、アンテナ４４ａ～４４ｅ
は、アンテナ走査部６０から供給された所定周波数の電磁波を操作されたタイミングで順
次放射する。この際に、アンテナ４４ａ～４４ｅに近接電磁界結合されているＲＦＩＤタ
グ５１があると、そのＲＦＩＤタグ５１から送信されたユーザのＩＤ情報がアンテナ４４
ａ～４４ｅのいずれかで受信されて、アンテナ走査部６０を介してＲＦＩＤ読み取り部６
１で読み取られるようになる。この場合、アンテナ４４ａ～４４ｅは時分割で走査されて
いることから、ユーザのＩＤ情報がＲＦＩＤ読み取り部６１において読み取られたタイミ
ングにより、ＩＤ情報を受信したアンテナが設けられている操作キー、すなわち読み取ら
れたＩＤ情報に対応する操作キーを特定することができる。すなわち、ＲＦＩＤ情報読み
取り部６１からは、操作キーを操作したユーザのＩＤ情報と、読み取られたＩＤ情報に対
応する操作キーを特定する操作キー情報とが出力されるようになる。
【００１４】
　なお、ＲＦＩＤタグ５１は受動型のタグとされ、近接電磁界結合されているアンテナ４
４ａ～４４ｅから電磁波を受信することにより起電力が発生される。この起電力により内
蔵されているＩＣチップを起動させて、ＩＣチップに記録されているＩＤ情報を送信して
いる。このように、操作キー２４ａないし操作キー２４ｅのいずれかを指アタッチメント
５０を装着したユーザが操作すると、ＲＦＩＤ読み取り部６１からは操作キーを操作した
ユーザのＩＤ情報と、ＩＤ情報が読み取られた操作キーの操作キー情報とが出力されるよ
うになる。
【００１５】
　また、設定操作子２４を構成する操作キー２４ａ～２４ｅは、スイッチ走査部６２によ
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り時分割で走査されている。ここで、操作キー２４ａ～２４ｅのいずれかをユーザが操作
すると、操作キー２４ａ～２４ｅは時分割で走査されていることから、スイッチのオン信
号が読み出されたタイミングにより、どの操作キーが操作されたのかを特定することがで
きる。従って、操作キー２４ａ～２４ｅのいずれかがが操作されるとスイッチ走査部６２
からは、操作された操作キーを識別する情報であるスイッチ番号と、操作キーの操作時間
や操作圧力などの操作態様の情報が出力される。
【００１６】
　これにより、指アタッチメント５０を装着したユーザが操作キー２４ａ～２４ｅのうち
のいずれかの操作キーを操作すると、処理特定部６３に、操作キーを操作したユーザのＩ
Ｄ情報と、ＩＤ情報が読み取られた操作キーの操作キー情報とがＲＦＩＤ読み取り部６１
から供給されると共に、操作された操作キーを識別するスイッチ番号と、操作キーの操作
態様の情報がスイッチ走査部６２から供給されるようになる。処理特定部６３は、ＲＦＩ
Ｄ読み取り部６１から得られた情報と、スイッチ走査部６２から得られた情報とにおいて
、操作された操作キーが一致しているＩＤ情報とスイッチ番号との組み合わせに応じた処
理を処理特定テーブルから特定する。処理特定部６３において特定された処理は、楽音発
生などの機能を実行している制御部６４において実行される。このように、操作された操
作キーが一致しているＩＤ情報とスイッチ番号との組み合わせに応じて処理を特定してい
ることから、ＩＤ情報の異なる指アタッチメント５０をそれぞれ装着した複数のユーザが
、同時に異なる操作キーを操作しても、各ユーザが操作した操作キーを特定することがで
き、これにより、ＩＤ情報とスイッチ番号とのユーザ毎の組み合わせに応じた複数の処理
を特定して実行することができるようになる。すなわち、複数のユーザが電子機器１を同
時に使用することができる。
　なお、制御部６４において、特定された処理を実行するときに、操作された操作キーの
操作態様の情報に応じて、実行する処理の内容に変化をつけるようにすることが好適とさ
れる。また、実行する処理を特定するときに、スイッチ番号とＩＤ情報と、さらに操作キ
ーの操作態様とを組み合わせて、それらの組み合わせにより実行する処理を特定するよう
に定義しておくこともできる。
【００１７】
　ここで、処理特定テーブルの一例を図６に示す。図６に示す処理特定テーブルでは、ス
イッチ番号１の操作キーが操作されて、その際に得られたＩＤ情報がＩＤ１とされている
場合は、パターンＡが電子機器１において再生されるようになる。また、スイッチ番号１
の操作キーが操作されて、その際に得られたＩＤ情報がＩＤ２とされている場合は、パタ
ーンＢが電子機器１において再生されるようになる。さらに、スイッチ番号２の操作キー
が操作されて、その際に得られたＩＤ情報がＩＤ１とされている場合は、音量がインクリ
メントされ、スイッチ番号２の操作キーが操作されて、その際に得られたＩＤ情報がＩＤ
２とされている場合は、パンがインクリメントされるようになる。このように、操作され
た操作キーを示すスイッチ番号と、操作したユーザを示すＩＤ情報との組み合わせにより
実行する処理が特定されるようになる。
　なお、操作キー２４ａないし操作キー２４ｅには上述したように各楽器が割り当てられ
ていることから、スイッチ番号１の操作キーが操作キー２４ａであるとすると、スイッチ
番号１の操作キー２４ａが操作されて、その際に得られたＩＤ情報がＩＤ１とされている
場合は、パターンＡが電子機器１においてピアノの楽音で再生されるようになる。
【００１８】
　本発明は以上のように構成されていることから、複数のユーザがそれぞれ自己のＲＦＩ
Ｄタグ５１が設けられている指アタッチメント５０を装着して同時に１台の電子機器１で
ある電子楽器を操作すると、それぞれが別々のパートを演奏することができるようになる
。この場合、１台の電子楽器を同時に操作することでユーザＡはピアノパート、ユーザＢ
はドラムパートを、ユーザＣはベースパートをリアルタイムに入力することができる。こ
のように、同じ電子楽器の上で複数のユーザがセッションできるので、密なコミュニケー
ション（セッション）が可能になる。
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　さらに、指アタッチメントを付けた人だけが操作可能な操作子とできるだけでなく、そ
の指アタッチメントの種類によって操作できるレベルを変化させたりすることができるよ
うになる。例えば、全ての操作が許可される管理者クラス、一部の操作が制限される一般
ユーザークラス、指アタッチメントが装着されておらず操作が禁止されるクラス等のユー
ザにクラス分けすることができる。この場合、カギやＩＣカード、ドングル等を使用しな
いことから、電子機器の不正使用を防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００１９】
　以上説明した本発明においては、電子機器として電子楽器の例を示したが、これに限る
ことはなく複数の操作子を有する電子機器であれば、どのような電子機器にでも適用する
ことができる。そして、操作子に固定的または可変に割り当てる機能の種類、操作子の状
態の種類は、いかなるものでもよい。また、操作子の形態（形状）としては、スイッチに
限らず、回転操作子（ロータリーエンコーダ、ロータリーボリューム：電子楽器において
は回転ノブやピッチベンドホイール等）、スライド操作子（スライドエンコーダ、スライ
ドボリューム：電子楽器においては音量のスライダ等）、演奏操作子（鍵盤やドラムパッ
ド等）などでもよい。
　なお、電子機器として電子楽器の形態を取った場合、その形態は鍵盤楽器に限らず、弦
楽器タイプ、管楽器タイプ、打楽器タイプ等のいずれの形態でもよい。また、音源装置、
自動演奏装置等を１つの電子楽器本体に内蔵したものに限らず、それぞれが別体の装置で
あり、ＭＩＤＩや各種ネットワーク等の通信手段を用いて各装置を接続するものであって
もよい。
  さらに、ＲＦＩＤの方式は、電磁誘導方式、マイクロ波方式等どのようなものでもよい
。ただし、操作子を特定する必要があることから、近傍の操作子に対応したＲＦＩＤとは
干渉しないよう、近距離でのみ通信することができると共に、指向性の鋭い方式が望まし
い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例の電子機器の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例の電子機器における設定操作子が設けられているパネルの構成を
示す平面図である。
【図３】本発明の実施例の電子機器におけるパネルに設けられた設定操作子を操作する様
子を示す断面図である。
【図４】本発明の実施例の電子機器における設定操作子が設けられているパネル内の基板
の構成を示す平面図である。
【図５】本発明の実施例の電子機器において同じ操作キーの操作であっても操作したユー
ザごとに異なる処理を実行する機能ブロック図である。
【図６】本発明の実施例の電子機器における処理特定テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００２１】
１　電子機器、１０　ＣＰＵ、１１　ＲＯＭ、１２　ＲＡＭ、１３　ＲＦＩＤアンテナ群
、１４　ＲＦＩＤリーダ、１５　外部記憶装置、１６　ＭＩＤＩ機器、１７　ＭＩＤＩ　
Ｉ／Ｆ、１８　通信Ｉ／Ｆ、１９　通信ネットワーク、２０　サーバコンピュータ、２１
　検出回路、２２　演奏操作子、２３　検出回路、２４　設定操作子、２４ａ～２４ｅ　
操作キー、２５　表示回路、２６　ディスプレイ、２７　音源回路、２８　効果回路、２
９　サウンドシステム、３０　通信バス、４１　パネル、４２　スイッチ、４３　基板、
４４ａ～４４ｅ　アンテナ、５０　指アタッチメント、５１　ＲＦＩＤタグ、６０　アン
テナ走査部、６１　ＲＦＩＤ読み取り部、６２　スイッチ走査部、６３　処理特定部、６
４　制御部
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