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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】矩形状の座標入力領域内で２つのオブジェクト
が移動した場合においても、２つのオブジェクトの座標
を正確に認識させる。
【解決手段】１０ミリ秒以下の時間内に、Ｙ側／Ｘ側各
発光導波路の光線を遮蔽する２つのオブジェクトの初期
位置座標を取得する初期位置座標取得処理、２つのオブ
ジェクトが移動した際に、その移動後に２つのオブジェ
クトが光線を遮蔽し検出される複数の光遮蔽信号を取得
する光遮蔽信号取得処理、及び、２つのオブジェクトの
初期位置座標と、信号取得処理により取得された複数の
光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可能な全ての位置座
標との間の距離をそれぞれ算出し、それが最小となる光
遮蔽信号の組み合わせを特定し、その組合せから決定さ
れる位置座標を各オブジェクトの移動後における位置座
標とする処理を行い、各オブジェクトの移動後の位置情
報を表示画面上に表示させる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形状の座標入力領域を画成する第１辺に沿って配置される複数の第１発光手段と、第
１辺と直交する第２辺に沿って配置される複数の第２発光手段と、第１辺に対向する第３
辺に沿って配置されるとともに第１発光手段のそれぞれに対向するように設けられ、第１
発光手段のそれぞれから出射される光線を受光する複数の第１受光手段と、第２辺に対向
する第４辺に沿って配置されるとともに第２発光手段のそれぞれに対向するように設けら
れ、第２発光手段のそれぞれから出射される光線を受光する複数の第２受光手段とを備え
、第１受光手段及び第２受光手段で光遮蔽信号が検出された際に、第１受光手段に対応す
る第１発光手段から出射される光線と、第２受光手段に対応する第２発光手段から出射さ
れる光線との交点の座標を入力する光学式座標入力装置と、
　前記光学式座標入力装置が設置される表示画面を有する表示装置であって、前記第１受
光手段及び第２受光手段で検出された光遮蔽信号に基づき前記交点の座標を演算する信号
処理手段と、信号処理手段により演算された座標に基づき表示画面上に位置情報を表示さ
せる表示制御手段とを有する表示装置とを備え、
　１０ミリ秒以下の時間内に、
　前記信号処理手段は、
　前記表示画面上に存在するとともに前記第１発光手段及び第２発光手段からの光線を遮
蔽する２つのオブジェクトの座標を初期位置座標として取得する初期位置座標取得処理、
　前記表示画面上で２つのオブジェクトが移動した際に、その移動後における２つのオブ
ジェクトが前記第１発光手段及び第２発光手段からの光線を遮蔽することに基づき前記第
１受光手段及び第２受光手段を介して検出される複数の光遮蔽信号を取得する光遮蔽信号
取得処理、及び、
　前記２つのオブジェクトの初期位置座標と、前記信号取得処理により取得された複数の
光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可能な全ての位置座標との間の距離をそれぞれ算出す
るとともに、その算出された距離が最小となる光遮蔽信号の組み合わせを特定し、その特
定された光遮蔽信号の組合せから決定される位置座標を各オブジェクトの移動後における
位置座標とする処理を行い、
　前記表示制御手段は、各オブジェクトの移動後における位置座標に基づき、各オブジェ
クトの位置情報を表示画面上に表示させる表示処理を行うことを特徴とする光学式座標入
力装置を備えた表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学式座標入力装置を表示画面上に備えた表示装置に関し、特に、座標入力
装置にて、矩形状の座標入力領域を構成する横方向（Ｘ方向）において対向する２辺の一
辺に複数の発光手段を配置するとともに他辺に各発光手段に対向して複数の受光手段を配
置し、また、座標入力領域の縦方向（Ｙ方向）において対向する２辺の一辺に複数の発光
手段を配置するとともに他辺に各発光手段に対向して複数の受光手段を配置し、座標入力
領域内で各発光手段から出射される光線をＸ－Ｙマトリックス状に構成してＸ方向の受光
手段及びＹ方向の受光手段を介して光遮蔽信号が検出された際に、Ｘ方向ラインとＹ方向
ラインの交点の座標を演算し、また、表示装置では、その演算された座標に基づき表示画
面上に位置情報を表示させるように構成した光学式座標入力装置を備えた表示装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液晶ディスプレイ等のディスプレイ装置の表示画面上に配置され、指等を介
してディスプレイ装置上にタッチされた位置を検出する各種の座標入力装置が提案されて
いる。この種の座標入力装置には、抵抗膜方式、表面弾性波方式、光学（赤外線）方式、
電磁誘導方式、静電容量方式等の各種の方式が存在するが、例えば、光学式の座標入力装



(3) JP 2010-191942 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

置は、光透過性が高く透明性及び信頼性に優れることから、銀行のＡＴＭ装置や駅の券売
機等に広く採用されている。
【０００３】
　この種の光学式の座標入力装置の内、例えば、特許文献１に記載された光学式座標入力
装置では、座標入力領域内で発光側光導波路により光線をＸ－Ｙマトリックス状に形成す
るとともに、発光側導波路から発せられる光線を受光側光導波路により受光し、座標入力
領域内で指、ペン等のオブジェクトを介して光線が遮蔽さたれ際に、受光側導波路により
受光される光線の受光強度を検出することにより座標入力領域内におけるオブジェクトの
座標を認識するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５９１４７０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記特許文献１に記載された光学式座標入力装置では、座標入力領域内で座標
検出された２つのオブジェクトが同時に光線を遮蔽しながら移動する場合に誤作動する問
題がある。かかる状況下、座標入力領域内で２つのオブジェクトが同時に移動した場合に
おいても、２つのオブジェクトの座標検出に誤作動が発生しない光学式座標入力装置の出
現が望まれている。
【０００６】
　本発明は前記従来の問題点を解消するためになされたものであり、矩形状の座標入力領
域内で２つのオブジェクトが移動した場合においても、２つのオブジェクトの座標を正確
に認識することが可能な座標入力装置を備えた表示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】
【０００７】
　前記目的を達成するため、請求項１に係る光学式座標入力装置を備えた表示装置は、矩
形状の座標入力領域を画成する第１辺に沿って配置される複数の第１発光手段と、第１辺
と直交する第２辺に沿って配置される複数の第２発光手段と、第１辺に対向する第３辺に
沿って配置されるとともに第１発光手段のそれぞれに対向するように設けられ、第１発光
手段のそれぞれから出射される光線を受光する複数の第１受光手段と、第２辺に対向する
第４辺に沿って配置されるとともに第２発光手段のそれぞれに対向するように設けられ、
第２発光手段のそれぞれから出射される光線を受光する複数の第２受光手段とを備え、第
１受光手段及び第２受光手段で光遮蔽信号が検出された際に、第１受光手段に対応する第
１発光手段から出射される光線と、第２受光手段に対応する第２発光手段から出射される
光線との交点の座標を入力する光学式座標入力装置と、前記光学式座標入力装置が設置さ
れる表示画面を有する表示装置であって、前記第１受光手段及び第２受光手段で検出され
た光遮蔽信号に基づき前記交点の座標を演算する信号処理手段と、信号処理手段により演
算された座標に基づき表示画面上に位置情報を表示させる表示制御手段とを有する表示装
置とを備え、１０ミリ秒以下の時間内に、前記信号処理手段は、前記表示画面上に存在す
るとともに前記第１発光手段及び第２発光手段からの光線を遮蔽する２つのオブジェクト
の座標を初期位置座標として取得する初期位置座標取得処理、前記表示画面上で２つのオ
ブジェクトが移動した際に、その移動後における２つのオブジェクトが前記第１発光手段
及び第２発光手段からの光線を遮蔽することに基づき前記第１受光手段及び第２受光手段
を介して検出される複数の光遮蔽信号を取得する光遮蔽信号取得処理、及び、前記２つの
オブジェクトの初期位置座標と、前記信号取得処理により取得された複数の光遮蔽信号の
それぞれに基づき選択可能な全ての位置座標との間の距離をそれぞれ算出するとともに、
その算出された距離が最小となる光遮蔽信号の組み合わせを特定し、その特定された光遮
蔽信号の組合せから決定される位置座標を各オブジェクトの移動後における位置座標とす
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る処理を行い、前記表示制御手段は、各オブジェクトの移動後における位置座標に基づき
、各オブジェクトの位置情報を表示画面上に表示させる表示処理を行うことを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００８】
　前記構成を有する請求項１に係る光学式座標入力装置を備えた表示装置では、１０ミリ
秒以下の時間内に、信号処理手段が、表示画面上に存在するとともに第１発光手段及び第
２発光手段からの光線を遮蔽する２つのオブジェクトの座標を初期位置座標として取得す
る初期位置座標取得処理、表示画面上で２つのオブジェクトが移動した際に、その移動後
における２つのオブジェクトが第１発光手段及び第２発光手段からの光線を遮蔽すること
に基づき第１受光手段及び第２受光手段を介して検出される複数の光遮蔽信号を取得する
光遮蔽信号取得処理、及び、２つのオブジェクトの初期位置座標と、前記信号取得処理に
より取得された複数の光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可能な全ての位置座標との間の
距離をそれぞれ算出するとともに、その算出された距離が最小となる光遮蔽信号の組み合
わせを特定し、その特定された光遮蔽信号の組合せから決定される位置座標を各オブジェ
クトの移動後における位置座標とする処理を行い、また、表示制御手段が、各オブジェク
トの移動後における位置座標に基づき、各オブジェクトの位置情報を表示画面上に表示さ
せる表示処理を行うように構成されているので、一般のオペレータが各オブジェクトの操
作を行うにつき最小限の時間である１０ミリ秒内に、２つのオブジェクトの初期位置座標
と、信号取得処理により取得された複数の光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可能な全て
の位置座標との間の距離をそれぞれ算出するとともに、その算出された距離が最小となる
光遮蔽信号の組み合わせを特定し、その特定された光遮蔽信号の組合せから決定される位
置座標を各オブジェクトの移動後における位置座標とする処理を行うこととなり、これに
基づき座標入力領域内を同時に移動する２つのオブジェクトに基づく位置情報を表示画面
上に正確に表示することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】光学式座標入力装置が付設された表示装置の説明図である。
【図２】光学式座標入力装置の正面を模式的に示す説明図である。
【図３】光学式座標入力装置の模式断面図である。
【図４】光導波路の模式断面図である。
【図５】信号処理部及び表示制御部を介して行われる処理動作フローチャートである。
【図６】表示画面２上で２つの各オブジェクトが移動する際における各オブジェクトの初
期位置座標、移動後の位置座標及び光遮蔽信号の関係を模式的に示す説明図である。
【図７】表示装置の変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る光学式座標入力装置を備えた表示装置について、本発明を具体化し
た実施形態に基づき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　先ず、本実施形態に係る光学式座標入力装置と表示装置の概略構成について図１に基づ
き説明する。図１は光学式座標入力装置が付設された表示装置の説明図である。
【００１１】
　図１において、表示装置１は、液晶ディスプレイパネルやプラズマディスプレイパネル
等から構成されており、その前面に表示画面２を有している。かかる表示装置１には、制
御部本体が内蔵されている。表示装置１の表示画面２上には、光学式座標入力装置４が配
設されており、光学式座標入力装置４の座標入力領域５は、表示画面２の表示領域と重な
るように取り付けられている。このとき、座標入力領域５は表示画面２の前面に形成され
る。
【００１２】
　次に、光学式座標入力装置４の構成について図２乃至図４に基づき説明する。図２は光
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学式座標入力装置の正面を模式的に示す説明図、図３は光学式座標入力装置の模式断面図
、図４は光導波路の模式断面図である。
【００１３】
　図２乃至図４において、光学式座標入力装置４は、表示装置１の外側に嵌合される矩形
状のフレーム６（図３参照）を有しており、かかるフレーム６の上面には、発光側光導波
路７及び受光側光導波路８が配置される。発光側光導波路７は及び受光側光導波路８は共
にＬ字形状に成形され、これらの発光側光導波路７と受光側光導波路８とにより、図２に
示すように、矩形状の座標入力領域５が画成される。
【００１４】
　ここに、発光側導波路７は、Ｙ側（縦側）発光導波路７Ａ及びＸ側（横側）発光導波路
７Ｂから構成されており、また、受光側導波路８も同様に、Ｙ側（縦側）受光導波路８Ａ
及びＸ側（横側）受光導波路８Ｂから構成されている。Ｙ側発光導波路７ＡとＸ側発光導
波路７Ｂとは基本的に同一の構成を有しており、また、Ｙ側受光導波路８ＡとＸ側受光導
波路８Ｂとは基本的に同様の構成を有している。ここでは、Ｙ側発光導波路７ＡとＹ側受
光導波路８Ａの構成を例にとって説明する。
【００１５】
　フレーム６の上面に配置されるＹ側発光導波路７Ａは、図４に示すように、複数（図２
に示す例では８本）のコア９、及び、各コア９を被覆して埋設するクラッド層１０とから
構成されている。各コア９の一端端部（図２中下端部）には発光素子１１が配置されてお
り、また、他端部（図２中上端部）は、発光側Ｙ辺１２の端縁まで案内されている。
　ここに、コア９の屈折率は、クラッド層１０の屈折率よりも高く、透明性の高い材料か
ら形成される。コア９を形成するにつき好ましい材料は、パターニングに優れた紫外線硬
化樹脂である。また、コア９の幅は、例えば、１０μｍ～５００μｍであり、コア９の高
さは１０μｍ～１００μｍである。
　クラッド層１０は、コア９よりも屈折率の低い材料から形成される。コア９とクラッド
層１０との最大屈折率の差は、好ましくは０．０１であり、更に好ましくは０．０２～０
．２である。クラッド層１０を形成する材料は、成形性に優れた紫外線硬化樹脂が好まし
い。
　このように構成される光導波路は、プラズマを用いたドライエッチング法、転写法、露
光・現像法、フォトブリーチ法等の方法により作製される。
　また、発光素子１１としては、例えば、発光ダイオードや半導体レーザを使用すること
ができる。その光の波長は、７００ｎｍ～２５００ｎｍの範囲にあるのが好ましい。
　尚、Ｘ側発光導波路７Ｂも、前記Ｙ側発光導波路７Ａと同様の構成を有しているが、複
数（図２に示す例では１０本）の各コア９の端部は、発光側Ｘ辺１３の端縁まで案内され
ている。
【００１６】
　また、フレーム６の上面に配置されるＹ側受光導波路８Ａは、図４に示すように、複数
（図２に示す例では８本）のコア９、及び、各コア９を被覆して埋設するクラッド層１０
とから構成されている。各コア９の一端端部（図２中上端部）は、受光側Ｙ辺１４の端縁
に沿って整列されており、また、他端部（図２中下端部）には受光素子１６が配置されて
いる。Ｙ側受光導波路８Ａにおける各コア９の端面は、Ｙ側発光導波路７Ａにおける各コ
ア９の端面とそれぞれ対向配置されている。
　ここに、受光素子１６は、光信号を電気信号に変換し、受光した光の強度を検出するも
のである。かかる受光素子１６には、Ｙ側受光導波路８Ａにおける各コア９のそれぞれに
対応して受光領域が特定されており、従って、各コア９毎に独立して光の受光の有無を検
出することが可能である。また、受光素子１６により受光される光の波長は、好ましくは
近赤外領域（７００ｎｍ～２５００ｎｍ）である。このような受光素子１６としては、イ
メージセンサ、ＣＣＤイメージセンサが使用される。
　尚、Ｘ側受光導波路８Ｂも、前記Ｙ側受光導波路８Ａと同様の構成を有しているが、複
数（図２に示す例では１０本）の各コア９の一端部は、受光側Ｘ辺１５の端縁に沿って整
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列されており、また、他端部には受光素子１６が配置されている。Ｘ側受光導波路８Ｂに
おける各コア９の端面は、Ｘ側発光導波路７Ｂの各コア９の端面とそれぞれ対向配置され
ている。
　Ｘ側受光導波路８Ｂに配置される受光素子１６には、Ｘ側受光導波路８Ｂにおける各コ
ア９のそれぞれに対応して受光領域が特定されており、従って、各コア９毎に独立して光
の受光の有無を検出することが可能である。
【００１７】
　前記のように構成される光学式座標入力装置４において、発光素子１１がオンされると
、その光がＹ側発光導波路７Ａの各コア９を案内されて各コア９の端面から光線Ｌが発せ
られ、この光線ＬはＹ側受光導波路８Ａにおける各コア９の端面に照射されるとともに、
各コア９を案内されて受光素子１６を介して受光される。また、発光素子１１からの光は
、Ｘ側発光導波路７Ｂの各コア９を案内されて各コア９の端面から光線Ｌが発せられ、こ
の光線ＬはＸ側受光導波路８Ｂにおける各コア９の端面に照射されるとともに、各コア９
を案内されて受光素子１６を介して受光される。
【００１８】
　前記のように、Ｙ側発光導波路７Ａの各コア９及びＸ側発光導波路７Ｂの各コア９から
光線Ｌが発せられることに基づき、座標入力領域５上では、図２に示すように、光線Ｌの
網がＸ－Ｙマトリックス状に形成される。かかる座標入力領域５内で、指やペン等のオブ
ジェクトが表示画面２上で接触されたり、移動されると、Ｙ側発光導波路７Ａの各コア９
から発せられる光線ＬとＸ側発光導波路７Ｂの各コア９から発せられる光線Ｌとの交点で
、各光線Ｌがオブジェクトを介して遮蔽されることとなる。これにより、オブジェクトに
より遮蔽された各光線Ｌに対応するＹ側受光導波路８Ａの各コア９からの光を受光する受
光素子１６及びＸ側受光導波路８Ｂの各コア９からの光を受光する受光素子１６は、共に
光を受光しなくなることから、各受光素子１６で光遮蔽信号が検出される。
【００１９】
　続いて、表示装置１に内蔵された制御部本体に設けられた信号処理部及び表示制御部を
介して行われる処理動作について図５のフローチャートに基づき説明する。図５は信号処
理部及び表示制御部を介して行われる処理動作フローチャートである。
　ここに、信号処理部及び表示制御部は、一般にＣＰＵ（中央演算処理装置）やＦＰＧＡ
（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）から構成され、例えば、駆動クロック
の周波数は１ＧＨｚのものが使用される。
【００２０】
　図５において、先ずステップ（以下Ｓと略記する）１にて、初期位置座標取得処理が行
われる。かかる初期位置座標取得処理を具体的に説明する。
　表示装置１の表示画面２上で座標入力領域５内に存在する２つのオブジェクトを介して
、発光側Ｙ辺１２の端縁に整列されたＹ側発光導波路７Ａの各コア９の端面、及び、発光
側Ｘ辺１３の端縁に整列されたＸ側発光導波路７Ｂの各コア９の端面から発せられた光線
Ｌが遮蔽された場合、その遮蔽された光線Ｌに対応し、受光側Ｙ辺１４に整列されたＹ側
受光導波路８Ａの各コア９の端面、及び、受光側Ｘ辺１５に整列されたＸ側受光導波路８
Ｂの各コア９の端面から各受光素子１６に光が受光されることはなくなる。
【００２１】
　このように各受光素子１６を介して光が受光されなくなった時点で、光線Ｌがマトリッ
クス状に形成された座標入力領域５における２つの各オブジェクトの位置座標が取得され
る。かかる位置座標が各オブジェクトの初期位置座標として取得される。
　ここに、各オブジェクトのＸ座標は、光を受光しなくなったＸ側受光導波路８Ｂの受光
素子１６に対応するコア９の端面と、これに対向するＸ側発光導波路７Ｂのコア９の端面
とを結ぶ線が、座標入力領域５で位置するＸ座標で定義される。また、各オブジェクトの
Ｙ座標は、光を受光しなくなったＹ側受光導波路８Ａの受光素子１６に対応するコア９の
端面と、これに対向するＹ側発光導波路７Ａのコア９の端面とを結ぶ線が、座標入力領域
５で位置するＹ座標で定義される。
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　即ち、光を受光しなくなったＸ側受光導波路８Ｂの受光素子１６に対応するコア９の端
面と、これに対向するＸ側発光導波路７Ｂのコア９の端面とを結ぶ線、及び、光を受光し
なくなったＹ側受光導波路８Ａの受光素子１６に対応するコア９の端面と、これに対向す
るＹ側発光導波路７Ａのコア９の端面とを結ぶ線の交点の座標である。
【００２２】
　続く、Ｓ２では、オブジェクト移動後の光遮蔽信号取得処理が行われる。
　具体的に説明すると、座標入力領域５内で２つの各オブジェクトが移動するとともに停
止した際に、その停止位置において２つの各オブジェクトは、発光側Ｙ辺１２の端縁に整
列されたＹ側発光導波路７Ａの各コア９の端面、及び、発光側Ｘ辺１３の端縁に整列され
たＸ側発光導波路７Ｂの各コア９の端面から発せられた光線Ｌのいずれかを遮蔽すること
となる。このように光線Ｌが遮蔽された場合、その遮蔽された光線Ｌに対応し、受光側Ｙ
辺１４に整列されたＹ側受光導波路８Ａの各コア９の端面、及び、受光側Ｘ辺１５に整列
されたＸ側受光導波路８Ｂの各コア９の端面から各受光素子１６に光が受光されなくなる
。
【００２３】
　このとき、Ｙ側受光導波路８Ａの各コア９に対応する受光素子１６、及び、Ｘ側受光導
波路８Ｂの各コア９に対応する受光素子１６では、複数個の光遮蔽信号が取得される。
【００２４】
　更に、Ｓ３においては、オブジェクト移動後の位置座標変更処理が行われる。
　具体的に説明すると、前記Ｓ２の光遮蔽信号取得処理により取得された複数個の光遮蔽
信号に基づき、移動後における２つの各オブジェクトに係る選択可能な全ての位置座標が
取得される。そして、前記Ｓ１で取得された各オブジェクトの初期位置座標と、移動後に
おける各オブジェクトについて取得された全ての位置座標とに基づき、初期位置座標と移
動後における各位置座標との間の距離が算出される。更に、その算出された２つの位置座
標間の距離が最小となる光遮蔽信号の組合せが特定されるとともに、その特定された光遮
蔽信号の組合せから決定される位置座標が、各オブジェクトの移動後における位置座標と
される。
【００２５】
　また、Ｓ４では、各オブジェクトの位置情報表示処理が行われる。
　具体的に説明すると、表示制御部を介して、前記Ｓ３で処理された各オブジェクトの移
動後における位置座標に基づき、各オブジェクトの位置情報が表示画面２上に表示される
。
　本実施形態に係る光学式座標入力装置４を備えた表示装置１では、前記したＳ１乃至Ｓ
４の処理が、１０ミリ秒以下の間に行われる。この１０ミリ秒という時間は極めて短いも
のであり、通常のオペレータが光学式座標入力装置４の座標入力領域５内で２つのオブジ
ェクト（例えば、２本の指）を移動させる際の操作時間は１０ミリ秒以上であり、従って
、２つのオブジェクトの移動距離については、検出される最小の距離を勘案すれば十分で
ある。
【００２６】
　ここで、前記したＳ１乃至Ｓ４における各処理について、図６に基づき詳細に説明する
。図６は表示画面２上で２つの各オブジェクトが移動する際における各オブジェクトの初
期位置座標、移動後の位置座標及び光遮蔽信号の関係を模式的に示す説明図である。
【００２７】
　図６において、２つの各オブジェクトは、移動前においてＡ点及びＣ点に存在している
ものとする。このとき、Ｘ側受光導波路８Ｂにおける座標ｘ１に対応する光線Ｌ及びＹ側
受光導波路８Ａにおける座標ｙ１に対応する光線Ｌが、Ａ点に存在するオブジェクトを介
して遮蔽されており、これに基づき座標ｘ１、ｙ１で光遮蔽信号が発生している。従って
、Ａ点に存在するオブジェクトの初期位置座標は、（ｘ１，ｙ１）である。
【００２８】
　また、Ｘ側受光導波路８Ｂにおける座標ｘ２に対応する光線Ｌ及びＹ側受光導波路８Ａ
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における座標ｙ２に対応する光線Ｌが、Ｃ点に存在するオブジェクトを介して遮蔽されて
おり、これに基づき座標ｘ２、ｙ２で光遮蔽信号が発生している。従って、Ｃ点に存在す
るオブジェクトの初期位置座標は、（ｘ２，ｙ２）である。
【００２９】
　前記のようにして、Ｓ１においては、Ａ点に存在するオブジェクトの初期位置座標は、
（ｘ１，ｙ１）及びＣ点に存在するオブジェクトの初期位置座標は、（ｘ２，ｙ２）が取
得される。
【００３０】
　続いて、Ａ点のオブジェクト及びＣ点のオブジェクトが座標入力領域５内で同時に移動
する場合を想定する。Ａ点のオブジェクト及びＣ点のオブジェクトが移動した後には、前
記の場合と同様に、各オブジェクトがＸ側発光導波路７Ｂの各コア９及びＹ側発光導波路
７Ａの各コア９からの光線Ｌを選択的に遮蔽することとなる。これに基づき、Ｘ側受光導
波路８Ｂにおける各コア９及び受光素子１６、並びに、Ｙ側受光導波路８Ａにおける各コ
ア９及び受光素子１６を介して検出される複数の全ての光遮蔽信号を取得する。
【００３１】
　図６に示す例で説明すると、Ｘ側受光導波路８Ｂの各コア９及び受光素子１６を介して
、座標ｘ３及び座標ｘ４で光遮蔽信号が取得され、また、Ｙ側受光導波路８Ａの各コア９
及び受光素子１６を介して、座標ｙ３及び座標ｙ４で光遮蔽信号が取得されている。
【００３２】
　前記のようにして、Ｓ２においては、Ａ点のオブジェクト及びＣ点のオブジェクトが座
標入力領域５内で同時に移動した際に、Ｘ側受光導波路８Ｂの各コア９及び受光素子１６
、並びに、Ｙ側受光導波路８Ａの各コア９及び受光素子１６を介して検出される複数の全
ての光遮蔽信号が取得される。
【００３３】
　続いて、前記のように取得された各光遮蔽信号に係る座標ｘ３及び座標ｘ４並びに座標
ｙ３及び座標ｙ４に基づき座標入力領域５内で存在可能な点を割り出す。ここに、各座標
の組合せとしては、（ｘ３、ｙ３）、（ｘ３、ｙ４）、（ｘ４、ｙ３）、及び、（ｘ４、
ｙ４）が存在し、それぞれ点Ｂ（ｘ３、ｙ３）、点Ｅ（ｘ３、ｙ４）、点Ｆ（ｘ４、ｙ３
）、点Ｄ（ｘ４、ｙ４）とする。
　次に、Ａ点に存在するオブジェクトの初期位置座標（ｘ１，ｙ１）及びＣ点に存在する
オブジェクトの初期位置座標（ｘ２，ｙ２）と、前記点Ｂ（ｘ３、ｙ３）、点Ｅ（ｘ３、
ｙ４）、点Ｆ（ｘ４、ｙ３）、点Ｄ（ｘ４、ｙ４）との距離を算出する。
【００３４】
　具体的には、Ａ点を基準とし、ＡＢ間距離をＰＡＢとし、ＡＥ間距離をＰＡＥとし、Ａ
Ｄ間距離をＰＡＤとし、ＡＦ間距離をＰＡＦとすると、各距離は以下のように算出できる
。
 
　　ＰＡＢ＝［（ｘ３－ｘ１）２＋（ｙ３－ｙ１）２］１／２

 
　　ＰＡＥ＝［（ｘ３－ｘ１）２＋（ｙ４－ｙ１）２］１／２

 
　　ＰＡＤ＝［（ｘ４－ｘ１）２＋（ｙ４－ｙ１）２］１／２

 
　　ＰＡＦ＝［（ｘ４－ｘ１）２＋（ｙ３－ｙ１）２］１／２

 
【００３５】
　前記のように算出した各距離の内最小となる距離は、ＰＡＢである。この結果、最小の
距離となる光遮蔽信号の組合せは、座標ｘ３で得られる光遮蔽信号、座標ｙ３で得られる
光遮蔽信号となる。これらの光遮蔽信号の組合せに基づき位置座標（ｘ３、ｙ３）が特定
される。そして、この位置座標（ｘ３、ｙ３）が、当初点Ａに存在するオブジェクトが移
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動した後の位置座標とされ、即ち、オブジェクトはＡ点からＢ点まで移動したこととなる
。
【００３６】
　前記のようにＡ点がＢ点まで移動したことに基づき、Ｃ点の移動後における位置座標は
、残りの各点の位置座標から自動的に定まり、Ｄ点（ｘ４、ｙ４）となる。
【００３７】
　この結果、Ｃ点に関して、移動後の距離が最小の距離となる光遮蔽信号の組合せは、座
標ｘ４で得られる光遮蔽信号、座標ｙ４で得られる光遮蔽信号となる。これらの光遮蔽信
号の組合せに基づき位置座標（ｘ４、ｙ４）が特定される。そして、この位置座標（ｘ４
、ｙ４）が、当初点Ｃに存在するオブジェクトが移動した後の位置座標とされ、即ち、オ
ブジェクトはＣ点からＤ点まで移動したこととなる。
【００３８】
　前記のようにして、Ｓ３においては、２つのオブジェクトの初期位置座標（ｘ１、ｙ１
）及び（ｘ２、ｙ２）と、Ｓ２で取得された複数の光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可
能な全ての位置座標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ３、ｙ４）、（ｘ４、ｙ３）、及び、（ｘ４、
ｙ４）との間の距離をそれぞれ算出するとともに、その算出された距離が最小となる光遮
蔽信号の組み合わせを特定し、その特定された光遮蔽信号の組合せから決定される位置座
標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ４）を２つの各オブジェクトの移動後における位置座標と
する処理が行われる。
【００３９】
　これに続いて、表示制御部は、前記のように求めた各オブジェクトの移動後における位
置座標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ４）に基づき、各オブジェクトを示す位置情報を表示
画面２上に表示させる。具体的には、表示画面２上で、１つのオブジェクトがＡ点からＢ
点に移動したように表示されるとともに、他のオブジェクトがＣ点からＤ点に移動したよ
うに表示される。かかる処理が前記Ｓ４にて行われる処理である。
【００４０】
　以上詳細に説明した通り、本実施形態に係る光学式座標入力装置４を備えた表示装置１
では、１０ミリ秒以下の時間内に、信号処理部が、表示画面２上に存在するとともにＹ側
発光導波路７Ａ、Ｘ側発光導波路７Ｂの各コア９からの光線Ｌを遮蔽する２つのオブジェ
クトの座標を初期位置座標（ｘ１、ｙ１）、（ｘ２、ｙ２）として取得する初期位置座標
取得処理（Ｓ１）、表示画面２上で２つのオブジェクトが移動した際に、その移動後にお
ける２つのオブジェクトがＹ側発光導波路７Ａ、Ｘ側発光導波路７Ｂの各コア９からの光
線を遮蔽することに基づきＹ側受光導波路８Ａ、Ｘ側受光導波路８Ｂの各コア９、受光素
子１６を介して検出される複数の光遮蔽信号を取得する光遮蔽信号取得処理（Ｓ２）、及
び、２つのオブジェクトの初期位置座標（ｘ１、ｙ１）、（ｘ２、ｙ２）と、信号取得処
理により取得された複数の光遮蔽信号のそれぞれに基づき選択可能な全ての位置座標（ｘ
３、ｙ３）、（ｘ３、ｙ４）、（ｘ４、ｙ３）、及び、（ｘ４、ｙ４）との間の距離をそ
れぞれ算出するとともに、その算出された距離が最小となる光遮蔽信号の組み合わせを特
定し、その特定された光遮蔽信号の組合せから決定される位置座標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ
４、ｙ４）を各オブジェクトの移動後における位置座標とする処理を行い（Ｓ３）、また
、表示制御部が、各オブジェクトの移動後における位置座標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ
４）に基づき、各オブジェクトの位置情報を表示画面２上に表示させる表示処理を行う（
Ｓ４）ように構成されているので、一般のオペレータが各オブジェクトの操作を行うにつ
き最小限の時間である１０ミリ秒内に、２つのオブジェクトの初期位置座標（ｘ１、ｙ１
）、（ｘ２、ｙ２）と、信号取得処理により取得された複数の光遮蔽信号のそれぞれに基
づき選択可能な全ての位置座標との間の距離をそれぞれ算出するとともに、その算出され
た距離が最小となる光遮蔽信号の組み合わせを特定し、その特定された光遮蔽信号の組合
せから決定される位置座標（ｘ３、ｙ３）、（ｘ４、ｙ４）を各オブジェクトの移動後に
おける位置座標とする処理を行うこととなり、これに基づき座標入力領域５内を同時に移
動する２つのオブジェクトに基づく位置情報を表示画面２上に正確に表示することができ
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るものである。
【００４１】
　尚、本実施形態は、本発明の要旨を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、前記実施形態では、光学式座標入力装置４を表示装置１に配設する構成とした
がこれに限定されることはなく、図７に示すように、制御部本体を内蔵する表示装置１と
光学式座標入力装置４とを、ＵＳＢケーブル２０を介して接続するように構成してもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、矩形状の座標入力領域内で２つのオブジェクトが移動した場合においても、
２つのオブジェクトの座標を正確に認識することが可能な座標入力装置を備えた表示装置
を提供することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　表示装置
　２　　　表示画面
　３　　　キーボード
　４　　　光学式座標入力装置
　５　　　座標入力領域
　７　　　発光側光導波路
　８　　　受光側光導波路
　９　　　コア
　１０　　クラッド層
　１１　　発光素子
　１６　　受光素子
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