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(57)【要約】
【課題】筐体を安定させた状態で利用者が操作を行うこ
とを可能とする。
【解決手段】操作入力装置１において、帯状の接触セン
サ２０は、直方体の筐体１０における、Ｚ軸と平行をな
す側面１３、１４及び１５に設けられている。更に、帯
状の接触センサ２０のうち、側面１３に設けられた部分
における法線と、側面１５に設けられた部分における法
線とは、互いに逆方向となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　帯状の形態を有し、前記筐体における所定方向と平行をなす面に設けられ、法線が互い
に逆方向となる少なくとも２点を有し、接触位置を検出する接触センサと
　を備える操作入力装置。
【請求項２】
　前記筐体は直方体であり、
　前記接触センサは、前記直方体の４つの側面のうち、３つの側面に設けられる請求項１
に記載の操作入力装置。
【請求項３】
　表示部と、
　前記接触センサによる接触の検出結果に応じて、前記表示部に画像を表示させる制御を
行う表示制御部とを備える請求項１又は２に記載の操作入力装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記接触センサによって検出された前記接触位置、前記接触位置の
移動量、及び、前記接触位置の移動方向の少なくとも何れかに基づいて、前記表示部に画
像を表示させる制御を行う請求項３に記載の操作入力装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記筐体に設けられている請求項３又は４に記載の操作入力装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、２つの接触位置が第１の所定の方向に移動する場合に、画像として
表現された物体が引き出される態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を
行う請求項３乃至５の何れかに記載の操作入力装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、２つの接触位置が第２の所定の方向に移動する場合に、画像として
表現された物体が掴まれる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を行う
請求項３乃至５の何れかに記載の操作入力装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、２つの接触位置が第３の所定方向に移動する場合に、画像として表
現された物体が押し込まれる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を行
う請求項３乃至５の何れかに記載の操作入力装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、２つの接触位置の一方が第４の所定方向に移動し、他方が前記第４
の方向と略反対の方向である第５の所定方向に移動する場合に、画像として表現された物
体が捻れる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を行う請求項３乃至５
の何れかに記載の操作入力装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、２つの接触位置が第６の所定方向に移動する場合に、画像として表
現された物体が引き上げられる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を
行う請求項３乃至５の何れかに記載の操作入力装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、２つの接触位置が第７の所定方向に移動する場合に、画像として表
現された物体が押し下げられる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制御を
行う請求項３乃至５の何れかに記載の操作入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の機器において、利用者によって操作される操作入力装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、利用者による様々な接触を検出して、当該接触に対応する操作入力を行う装
置が普及している。例えば、特許文献１に記載の技術では、画像を表示する表示部の外周
部に、当該表示部とほぼ同一面上に、接触センサが設けられている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－５２０６２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、上述した特許文献１に記載の技術では、利用者による操作のための接触
センサに対する接触動作は、接触センサを押圧する態様になり、表示部、更には、当該表
示部を備える筐体が安定しないという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、筐体を安定させた状態で利用者が操作を行うことが可能な操作入力
装置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】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。まず、本発
明の第１の特徴は、操作入力装置（操作入力装置１）であって、筐体と、帯状の形態を有
し、前記筐体における所定方向と平行をなす面（側面１３、１４、１５）に設けられ、法
線が互いに逆方向となる少なくとも２点を有し、接触位置を検出する接触センサ（接触セ
ンサ２０）とを備えることを要旨とする。
【０００７】
　このような操作入力装置は、帯状の接触センサが、筐体における所定方向と平行をなす
面に設けられ、更には、少なくとも２点における法線が逆方向となっている。これにより
、利用者は、親指と他の指とで筐体を掴む態様で接触センサに２点で接触し、各種の操作
を行うことができる。このため、利用者は、接触センサを押圧する態様でなくても、操作
が可能である。更には、利用者は、操作時には、親指と他の指とで筐体を掴む態様となる
ことで、操作時の筐体が安定する。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、前記筐体は直方体であり、前記接触センサは、前記直方体の４
つの側面のうち、３つの側面に設けられることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第３の特徴は、表示部（ディスプレイ５０）と、前記接触センサによる接触の
検出結果に応じて、前記表示部に画像を表示させる制御を行う表示制御部（制御部７０）
とを備えることを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第４の特徴は、前記表示制御部は、前記接触センサによって検出された前記接
触位置、前記接触位置の移動量、及び、前記接触位置の移動方向の少なくとも何れかに基
づいて、前記表示部に画像を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第５の特徴は、前記表示部は、前記筐体に設けられていることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第６の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置が第１の所定の方向に移動
する場合に、画像として表現された物体が引き出される態様となるように、前記表示部に
画像を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【００１３】
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　本発明の第７の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置が第２の所定の方向に移動
する場合に、画像として表現された物体が掴まれる態様となるように、前記表示部に画像
を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第８の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置が第３の所定方向に移動す
る場合に、画像として表現された物体が押し込まれる態様となるように、前記表示部に画
像を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第９の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置の一方が第４の所定方向に
移動し、他方が前記第４の方向と略反対の方向である第５の所定方向に移動する場合に、
画像として表現された物体が捻れる態様となるように、前記表示部に画像を表示させる制
御を行うことを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第１０の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置が第６の所定方向に移動
する場合に、画像として表現された物体が引き上げられる態様となるように、前記表示部
に画像を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第１１の特徴は、前記表示制御部は、２つの接触位置が第７の所定方向に移動
する場合に、画像として表現された物体が押し下げられる態様となるように、前記表示部
に画像を表示させる制御を行うことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、筐体を安定させた状態で利用者が操作を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る操作入力装置の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る操作入力装置の構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る表示部における表示画面の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の他の実施形態に係る操作入力装置の外観斜視図である。
【図５】本発明の第２の他の実施形態に係る操作入力装置の外観斜視図である。
【図６】本発明の第３の他の実施形態に係る操作入力装置の外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態における図面の
記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
【００２１】
　但し、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留
意すべきである。従って、具体的な寸法等は以下の説明を参酌して判断すべきものである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２２】
　以下、（１）操作入力装置の構成、（２）操作入力装置の処理、（３）作用・効果、（
４）その他の実施形態の順に説明する。
【００２３】
　（１）操作入力装置の構成
　まず、操作入力装置１の構成を説明する。図１は、本実施形態に係る操作入力装置１の
外観斜視図である。また、図２は、本実施形態の操作入力装置１の構成図である。
【００２４】
　図１（ａ）に示すように、操作入力装置１は、筐体１０、接触センサ２０及びディスプ
レイ５０を有する。
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【００２５】
　筐体１０は、直方体であり、表面１１及び裏面１２と、これら表面１１と裏面１２との
間の４つの側面１３、１４、１５及び１６とにより構成される。４つの側面１３、１４、
１５及び１６は、それぞれＺ軸と平行をなす面である。
【００２６】
　筐体１０の表面１１には、ディスプレイ５０が設けられている。
【００２７】
　また、筐体１０の４つの側面１３、１４、１５及び１６のうち、３つの側面１３、１４
及び１５には、帯状の接触センサ２０が設けられている。このように、帯状の接触センサ
２０が、３つの側面１３、１４及び１５に設けられることにより、接触センサ２０のうち
、側面１３に設けられた部分における法線と、側面１５に設けられた部分における法線と
は、互いに逆方向となる。
【００２８】
　接触センサ２０は、利用者の指等が当該接触センサ２０に接触した場合に、その接触位
置を検出する。接触位置は、例えば、座標の情報として得られる。図１（ｂ）に示すよう
に、利用者は、一方の手で操作入力装置１を支持した状態で、他方の手の親指と他の指（
例えば人差し指）とを接触センサ２０に接触させることで、操作指示を行うことができる
。
【００２９】
　ディスプレイ５０は、利用者による接触センサ２０に対する接触動作に応じた画像や、
他の画像を表示する。
【００３０】
　図２に示すように、筐体１０の内部には、制御部７０及びメモリ８０が設けられている
。
【００３１】
　制御部７０は、例えばＣＰＵによって構成され、操作入力装置１が具備する各種機能を
制御する。記憶部８０は、例えばメモリによって構成され、操作入力装置１における制御
などに用いられる各種情報を記憶する。
【００３２】
　（２）操作入力装置の処理
　次に、操作入力装置の処理を説明する。利用者が接触センサ２０に接触している間、当
該接触センサ２０は、随時、接触位置を示す接触位置情報を制御部７０へ出力する。ここ
で、利用者が接触センサ２０の複数箇所に接触した場合には、当該接触センサは、それぞ
れの接触位置を示す座標情報を制御部７０へ出力する。
【００３３】
　制御部７０は、利用者が接触センサ２０に接触している間、当該接触センサ２０から随
時出力される接触位置情報を入力する。次に、制御部７０は、入力した接触位置情報に基
づいて、接触位置、接触位置の移動量、及び、接触位置の移動方向を特定する。
【００３４】
　更に、制御部７０は、特定した接触位置、接触位置の移動量、及び、接触位置の移動方
向に基づいて、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００３５】
　具体的には、図１（ｂ）に示すように、利用者が、接触センサ２０のうち、筐体１０の
側面１３に設けられた部分に親指を接触し、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１５
に設けられた部分に人差し指を接触した場合、制御部７０は、以下の第１乃至第４の画像
制御が行う。
【００３６】
　第１の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＸ軸の＋方向を中心とする所定角度（例え
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ば１０度）内の方向に所定の移動量だけ移動する。この場合、制御部７０は、画像として
表現された物体が、引き出されて、Ｘ軸の＋方向に対応する所定の方向に、第１及び第２
の接触位置の移動量の平均値と比例する移動量だけ移動する態様となるように、ディスプ
レイ５０に画像を表示させる制御を行う。　図３は、ディスプレイ５０における表示画面
の一例を示す図である。図３において、Ａ及びＢは写真の画像である。図３（ａ）に示す
ように、写真の画像が重ねられた状態において、上述したように、接触センサ２０のうち
、筐体１０の側面１３に設けられた部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた
部分が第２の接触位置となり、更に、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＸ軸の
＋方向を中心とする所定角度内の方向に所定の移動量だけ移動する場合、制御部７０は、
図３（ｂ）に示すように、最前面である写真Ａの画像を、Ｘ軸の＋方向に対応する所定の
方向に、第１及び第２の接触位置の移動量の平均値と比例する移動量だけ移動させ、写真
Ｂの画像が最前面になるように、制御を行う。
【００３７】
　第２の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の＋方向を中心とする所定角度（例え
ば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表現された物体が
掴まれる態様となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００３８】
　第３の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の－方向を中心とする所定角度（例え
ば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表現された物体が
押し込まれる態様となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００３９】
　第４の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の＋方向を中心とする所定角度（例えば１０度
）内の方向に移動し、第２の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の－方向を中心とする所定
角度（例えば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表現さ
れた物体が捻れる態様となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００４０】
　第５の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の＋方向を中心とする所定角度（例え
ば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表現された物体が
引き上げられる態様となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００４１】
　第６の画像制御においては、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１３に設けられた
部分が第１の接触位置となり、側面１５に設けられた部分が第２の接触位置となり、更に
、第１及び第２の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の－方向を中心とする所定角度（例え
ば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表現された物体が
押し下げられる態様となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
【００４２】
　また、制御部７０は、上述した第１乃至第６の画像制御以外にも、以下のような画像制
御を行う。すなわち、接触センサ２０のうち、筐体１０の側面１４に設けられた部分が第
１の接触位置となり、当該第１の接触位置が図１（ａ）に示すＺ軸の－方向を中心とする
所定角度（例えば１０度）内の方向に移動する。この場合、制御部７０は、画像として表
現された物体がめくられる態様、あるいは、画像として表現された物体が切断される態様
となるように、ディスプレイ５０に画像を表示させる制御を行う。
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【００４３】
　（３）作用・効果
　上述した操作入力装置１によれば、帯状の接触センサ２０が、直方体の筐体１０におけ
る、Ｚ軸と平行をなす側面１３、１４及び１５に設けられており、帯状の接触センサ２０
のうち、側面１３に設けられた部分における法線と、側面１５に設けられた部分における
法線とは、互いに逆方向となっている。
【００４４】
　これにより、利用者は、親指と他の指とで筐体１０を掴む態様で接触センサ２０に２点
で接触し、各種の操作を行うことができる。このため、利用者は、接触センサ２０を押圧
する態様でなくても、操作が可能である。更には、利用者は、操作時には、親指と他の指
とで筐体１０を掴む態様となることで、操作時の筐体１０が安定する。
【００４５】
　また、制御部７０は、利用者が接触センサ２０に接触している間、当該接触センサ２０
から随時出力される接触位置情報に基づいて、接触位置、接触位置の移動量、及び、接触
位置の移動方向を特定し、更に、特定した接触位置、接触位置の移動量、及び、接触位置
の移動方向に応じて、画像として表現された物体の態様を変化させるように、画像を表示
させる制御を行う。これにより、利用者の操作を適切に反映させた画像表示ができる。
【００４６】
　また、従来は、画像を表示する表示部の外周部に、当該表示部とほぼ同一面上に接触セ
ンサが設けられているため、利用者は、表示部と垂直をなす方向に接触しつつ移動する操
作を行うことができない。このため、操作に対する画像制御が限定的であった。しかし、
本実施形態では、利用者は、図１（ａ）に示すＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向の何れの方向に
接触しつつ移動させる操作が可能であり、操作に対する画像制御が多様になる。
【００４７】
　（４）その他の実施形態
　本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明
を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形
態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００４８】
　図４は、第１の他の実施形態に係る操作入力装置１０１の外観斜視図である。図４に示
すように、操作入力装置１０１は、筐体１１０、接触センサ１２０及びディスプレイ１５
０を有する。
【００４９】
　筐体１１０は、円盤形状であり、表面１１１及び裏面１１２と、これら表面１１１と裏
面１１２との間の曲面形状の側面１１３とにより構成される。側面１１３は、Ｚ軸と平行
をなす面である。
【００５０】
　筐体１１０の表面１１１には、ディスプレイ１５０が設けられている。
【００５１】
　また、筐体１１０の側面１１３には、帯状の接触センサ１２０が設けられている。この
ように、帯状の接触センサ１２０が、側面１１３に設けられることにより、接触センサ１
２０には、法線が互いに逆方向となる２点が存在する。
【００５２】
　図５は、第２の他の実施形態に係る操作入力装置２０１の外観斜視図である。図５に示
すように、操作入力装置２０１は、筐体２１０、接触センサ２２０、筐体２４０及びディ
スプレイ２５０を有する。
【００５３】
　筐体２１０は、直方体であり、表面２１１及び裏面２１２と、これら表面２１１と裏面
２１２との間の４つの側面２１３、２１４及び２１５とにより構成される。側面２１３、
２１４及び２１５は、それぞれＺ軸と平行をなす面である。
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【００５４】
　筐体２１０は別の筐体２４０に取り付けられている。この筐体２４０のには、ディスプ
レイ２５０が設けられている。なお、ディスプレイ２５０の他に、図１と同様、筐体２１
０にディスプレイが設けられていてもよい。
【００５５】
　また、筐体２１０の側面２１３、２１４及び２１５には、帯状の接触センサ２２０が設
けられている。このように、帯状の接触センサ２２０が、側面２１３、２１４及び２１５
に設けられることにより、接触センサ２２０のうち、側面２１３に設けられた部分におけ
る法線と、側面２１５に設けられた部分における法線とは、互いに逆方向となる。
【００５６】
　図６は、第３の他の実施形態に係る操作入力装置１０１の外観斜視図である。図６に示
すように、操作入力装置３０１は、筐体３１０、接触センサ３２０及びディスプレイ３５
０を有する。
【００５７】
　筐体３１０は、平面３１１と曲面３１２とにより構成される。曲面３１２は、側面３１
３は、Ｘ軸と平行をなす面である。
【００５８】
　筐体３１０の平面３１１には、ディスプレイ３５０が設けられている。
【００５９】
　また、筐体３１０の曲面３１２には、帯状の接触センサ３２０が設けられている。この
ように、帯状の接触センサ３２０が、曲面３１２に設けられることにより、接触センサ３
２０には、法線が互いに逆方向となる２点が存在する。
【００６０】
　上述した操作入力装置１０１、２０２、３０１では、操作入力装置１と同様、利用者は
、親指と他の指とで筐体を掴む態様で接触センサに２点で接触し、各種の操作を行うこと
ができる。
【００６１】
　更には、操作入力装置１と同様、筐体内の図示しない制御部が、利用者が接触センサに
接触している間、当該接触センサから随時出力される接触位置情報に基づいて、接触位置
、接触位置の移動量、及び、接触位置の移動方向を特定し、更に、特定した接触位置、接
触位置の移動量、及び、接触位置の移動方向に応じて、画像として表現された物体の態様
を変化させるように、画像を表示させる制御を行うことができる。
【００６２】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明の操作入力装置は、筐体を安定させた状態で利用者が操作を行うことが可能であ
り、操作入力装置として有用である。
【符号の説明】
【００６４】
　１…操作入力装置、１０…筐体、１１…表面、１２…裏面、１３、１４、１５…側面、
２０…接触センサ、５０…ディスプレイ、７０…制御部、８０…メモリ
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