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(57)【要約】
【課題】情報読取装置において、コンパクトで使い勝手
の良い構造とすることを目的とする。
【解決手段】光学的に読み取り可能な複数個のマークを
有する情報パターンに光を照射するための光源部と、前
記情報パターンから情報を読み取る画像読取ユニットと
、前記光源部および画像読取ユニットを収容し、かつ先
端に光源部から情報パターンに光を照射するとともに画
像読取ユニットが読み取るための光が入射する開口部を
有するケースとを備え、前記ケース５１は、先端部に、
ケースの他の部分より径を大きくすることにより形成し
た突出部５１ｄを設けた。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学的に読み取り可能な複数個のマークを有する情報パターンに光を照射する光源部と、
前記情報パターンから情報を読み取る画像読取ユニットと、
前記光源部および画像読取ユニットを収容し、先端に、前記光源部からの光を情報パター
ンに照射するとともに前記画像読取ユニットが情報を読み取るための光が入射する開口部
を有するケースとを備え、
前記ケースは、先端部に、ケースの他の部分より径を大きくすることにより形成した突出
部を備えたことを特徴とする情報読取装置。
【請求項２】
前記ケースは、突出部より後方に、ケースの他の部分より径が小さくなるように形成した
把持部を備えたことを特徴とする請求項１に記載の情報読取装置。
【請求項３】
前記光源部は、ケースの突出部に配置されたことを特徴とする請求項１に記載の情報読取
装置。
【請求項４】
前記ケースの先端部の突出部は、情報読取装置を使用するときに、情報パターンに対して
情報の読み取りが可能な傾斜角度になるように使用状態の傾きを規制するものであること
を特徴とする請求項１に記載の情報読取装置。
【請求項５】
前記情報パターンは、表示装置に配置され、表示装置の表示面の位置情報を示すものであ
る請求項１に記載の情報読取装置。
【請求項６】
前記画像読取ユニットはケースの先端の開口部の中央部分に配置され、光源部は前記画像
読取ユニットの両側に配置されるとともに、前記ケースの突出部に配置されていることを
特徴とする請求項１に記載の情報読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、表示装置の表示面に手書き入力が可能な情報表示装置などに使用する情報読
取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　紙などの印刷媒体上に、符号化した座標情報を含む２次元コードを配置することによっ
て、その印刷媒体上に形成された画像情報の位置を特定する技術が知られている（特許文
献１参照）。
【０００３】
　また、表示装置に手書き入力可能な技術として、抵抗圧方式または静電容量方式などの
方式によって表示装置上の座標を入力ペンなどで検出し、その検出した座標情報に基づき
文字などの情報を表示するものなどがある。この装置では、表示装置上の座標指示範囲と
表示手段の表示画面とが対応づけられ、表示装置の表示面上で入力ペンを移動させると、
それに応じて表示画面上に文字などの情報を表示するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２２６５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本技術は、高精細な手書き入力が可能な情報表示装置などに使用する情報読取装置にお
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いて、コンパクトで使い勝手の良い構造とすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術は、光学的に読み取り可能な複数個のマークを有する情報パターンに光を照射す
る光源部と、前記情報パターンから情報を読み取る画像読取ユニットと、前記光源部およ
び画像読取ユニットを収容し、先端に、前記光源部からの光を情報パターンに照射すると
ともに前記画像読取ユニットが情報を読み取るための光が入射する開口部を有するケース
とを備え、前記ケースは、先端部に、ケースの他の部分より径を大きくすることにより形
成した突出部を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本技術によれば、高精細な手書き入力が可能な情報表示装置などに使用する情報読取装
置において、コンパクトで使い勝手の良い構造を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本技術の一実施の形態による情報表示装置の概略構成を示す構成図である。
【図２】本技術の一実施の形態による情報表示装置において、電子ペンと表示装置の構成
を示す模式図である。
【図３】表示装置の表示面に配置された情報パターンの一例を示す説明図である。
【図４】情報パターンから位置座標を求める方法の一例を示す説明図である。
【図５】表示装置において、情報パターンを配置した表示パネルの構成を示す概略構成図
である。
【図６】本技術の一実施の形態による電子ペンの外観を示す斜視図である。
【図７】本技術の一実施の形態による電子ペンの外観を横方向から見た平面図である。
【図８】本技術の一実施の形態による電子ペンを先端の開口部から見た平面図である。
【図９】本技術の一実施の形態による電子ペンについて、下ケースを取り除いて内部構造
を示す斜視図である。
【図１０】図９のＡ部を拡大して示す斜視図である。
【図１１】本技術の一実施の形態による電子ペンをユーザが使用している状態を示す説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本技術の一実施の形態による情報読取装置が使用される情報表示装置の一例とし
て、液晶表示装置を用いた場合を例示して説明するが、ＥＬ表示装置などの他の表示装置
を用いてもよい。
【００１０】
　但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の
詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の
説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１１】
　なお、発明者らは、当業者が本技術を十分に理解するために添付図面および以下の説明
を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１２】
　図１は、本技術の一実施の形態による情報読取装置を用いた情報表示装置の概略構成を
示す図である。図１に示すように、情報表示装置は、手書き入力可能な情報読取装置とし
ての光学式の電子ペン１と、この電子ペン１により指示された位置情報を受け取り、表示
面２ａに文字や図形などを表示する表示パネルを有する表示装置２とを備えている。また
、図１には示していないが、表示装置２の表示パネルの表示領域には、電子ペン１により
光学的に読み取り可能なドット状の複数個のマークを有する情報パターンが配置されてい
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る。
【００１３】
　すなわち、本技術による情報表示装置は、表示装置２に、表示面２ａにおける位置座標
を示す情報パターンが配置され、電子ペン１により情報パターンを光学的なイメージパタ
ーンとして読み取ることにより、ユーザが表示面２ａに手書き入力している位置情報を特
定することができる。すなわち、電子ペン１は、表示装置２に配置された情報パターンに
対して検出光を照射し、情報パターンのマークを光学的なイメージパターンとして読み取
る動作を行う。これにより、電子ペン１が読み取った位置情報から電子ペン１の軌跡、す
なわちユーザが手書き入力した文字などの筆跡を検出することができる。
【００１４】
　また、情報表示装置は、電子ペン１が読み取った位置情報を表示装置２に送信する。表
示装置２は、電子ペン１から送信される位置情報に基づいて、表示面２ａに表示される表
示情報を変更する動作を行う。したがって、ユーザは、紙の上にペンで文字などを手書き
入力するように、表示装置２の表示面２ａ上に電子ペン１で文字や図形などを記入するこ
とができる。また、電子ペン１を消しゴムのように用いることもできる。この場合も文字
や図形などを記入するときと同様に、電子ペン１で情報パターンを読み取ることで、電子
ペン１の位置を特定し、そして、特定された位置情報に基づいて、表示面２ａに表示され
た表示情報を削除する動作を行うことにより実現することができる。
【００１５】
　図２は、本技術の一実施の形態による情報表示装置において、電子ペン１と表示装置２
の構成を示す模式図である。
【００１６】
　図２に示すように、電子ペン１は、表示装置２に赤外光を照射する赤外光照射部である
光源部と、表示装置２から反射された赤外光を受光して、情報パターンのマークを光学的
なイメージパターンの画像として読み取る画像読取ユニットとを備えている。光源部は、
少なくとも赤外光を出射する光源である発光ダイオード（以下、ＬＥＤという）１１１に
より構成され、ＬＥＤ１１１から出射された赤外光を集光する集光レンズ１１２を備えて
いる。画像読取ユニットは、少なくとも表示装置２から反射された画像を読み取る撮像素
子（ＣＣＤ）からなる画像読取部１２１により構成されている。また、表示装置２から反
射され、電子ペン１に入射する赤外光を集光する集光レンズ１２２と、可視光領域の波長
の光をカットして赤外光を透過させる赤外線フィルター（ＩＲフィルター）１２３とを備
えている。
【００１７】
　電子ペン１のＬＥＤ１１１から放射された赤外光１１３は、集光レンズ１１２で集光さ
れ、表示装置２の表示面２ａの特定位置に照射される。一方、表示装置２から反射された
赤外光１２４は、集光レンズ１２２で集光され、赤外線フィルター（ＩＲフィルター）１
２３を通過して、画像読取部１２１に入射する。
【００１８】
　すなわち、表示装置２の表示面２ａのうち、所定範囲の読取領域の光が集光レンズ１２
２によって画像読取部１２１の受光面上に集光され、電子ペン１は、画像読取部１２１が
読取領域に含まれる情報パターンの位置情報を示すマークの画像を読み取る。画像読取部
１２１によって読み取られた画像情報は、処理回路部１３に送られる。処理回路部１３は
、情報パターンに含まれるドット状のマークのイメージを認識し、認識したマークのイメ
ージパターンの画像データを処理して、電子ペン１が指示した位置の座標を検出する。ま
た、処理回路部１３は、読み取った画像情報をデータ信号に変換して送信部１４に送る。
送信部１４は、無線通信により、表示装置２の受信部２１に座標データを送信する。
【００１９】
　表示装置２は、受信部２１が受信した受信データを処理回路部２２で処理することによ
りパネル駆動回路部２３を制御する。このパネル駆動回路部２３により表示パネル２４の
表示動作を制御することにより、電子ペン１が認識した座標位置に基づき表示パネル２４
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の表示面２ａに文字や図形などを表示する。
【００２０】
　以上の一連の動作は、電子ペン１の先端に配置されたペン先１５が表示面２ａに接して
いるときに行われる。すなわち、電子ペン１は、先端にペン先１５を有し、内部にペン先
１５の筆圧を感知する圧力センサ１６が配置されている。電子ペン１のペン先１５が表示
装置２の表示面２ａに接すると、その情報が圧力センサ１６から処理回路部１３に送られ
、この信号が送られてきたことに応答して、処理回路部１３は、画像読取部１２１の読取
出力を処理するように動作する。
【００２１】
　また、電子ペン１は、圧力センサ１６の出力に応じて線の太さや濃さを変えることも可
能である。具体的には、圧力センサ１６の出力が大きくなるに伴って、線を太くしたり、
濃くしたりすることができる。
【００２２】
　なお、電子ペン１の先端が表示面２ａに接しているときに読取動作を行う構成に限らず
、例えば、ユーザが読取指令を入力するためのスイッチ１７を設け、そのスイッチ１７が
押されたことに応答して、電子ペン１が表示面２ａと離れている場合であっても読取動作
が行われるように構成してもよい。
【００２３】
　また、電子ペン１には、電子ペン１の傾きによりペン先の座標位置が異なることから、
電子ペン１の角度を検出するための角度センサ１８が内蔵されている。例えば、電子ペン
１が垂直の場合は、電子ペン１の真下にペン先の座標がある。電子ペン１が大きく傾くと
、ペン先の座標は、電子ペン１の真下から大きく離れた位置になる。角度センサ１８によ
り電子ペン１の傾きを計測し、電子ペン１の傾きデータを処理回路部１３に伝送する。処
理回路部１３は、傾きデータに基づき、画像読取部１２１で取得した情報パターンの情報
を補正することにより、電子ペン１の傾きに影響されずに、正しい位置情報を求めること
が可能となる。
【００２４】
　また、電子ペン１には、電子ペン１の移動速度（加速度を含む）を検出するための加速
度センサ１９が内蔵されている。加速度センサ１９は、電子ペン１の移動方向、および加
速度のデータを検出して処理回路部１３に伝送する。処理回路部１３が、加速度センサ１
９から伝送される電子ペン１の移動方向データ、加速度データに基づいて演算を行うこと
により、電子ペン１の移動量、移動方向などを求めることが可能となる。
【００２５】
　図３、図４は、表示装置２の表示面２ａに配置された情報パターンの一例と、情報パタ
ーンから位置座標を求める方法の一例を示す説明図である。
【００２６】
　図３に示すように、表示装置２の表示面２ａの表示領域には、特定の配列パターンで複
数個のマーク３１が形成された情報パターン３が配置されている。そして、表示面２ａ内
のｍドット×ｎドット、例えば６ドット×６ドットの画素領域を単位領域Ａとしたとき、
その単位領域Ａ内の情報パターン３に形成されたマークを電子ペン１が読み取ることによ
り、電子ペン１が指示している位置座標を認識することができる。
【００２７】
　図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、情報パターン３におけるマーク３１の配列パ
ターンと、位置座標変換の方法の一例を示す説明図である。この例においては、図４（ａ
）～（ｄ）に示すように、情報パターン３のマーク３１は、格子状の基準線Ｘと基準線Ｙ
とにより形成される交点を基準にして、基準線Ｘ、Ｙの交点に対し、右側、上側、左側、
下側に配置された配列パターンになるように、マーク３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄを
形成している。そして、それぞれのマーク３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄに対し、例え
ば符号「１」、「２」、「３」、「４」の位置座標を示す符号を割り当てておくことによ
り、図３に示すように、単位領域Ａ内の情報パターン３に形成されたマーク３１を電子ペ
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ン１が読み取ることにより、読み取った単位領域Ａの位置座標を判定することが可能とな
る。
【００２８】
　すなわち、情報パターン３は、例えば６ドット×６ドットの単位領域Ａの中に３６個の
マーク３１が４種類の配列位置のいずれかで配置されており、この配列パターンを組み合
わせることで、表示面２ａ内の特定位置に応じて、その特定位置の座標位置を表す情報パ
ターンを形成することができる。
【００２９】
　ここで、情報パターン３のマーク３１は、可視光を透過し、赤外線を吸収、または反射
する材料で形成することにより、表示装置２の表示面２ａに表示される可視光領域の表示
画像に対する影響を少なくすることができる。また、マーク３１は、赤外光が照射される
ことにより、入射光の方向を変化させるように光散乱や回折格子の特性を有する材料で形
成してもよい。この場合は、マーク３１が光散乱性、回折性を有していることにより、マ
ーク３１に入射した光がマーク３１で反射（散乱、拡散、回折、位相変化、屈曲）され、
再び表示装置２の外部に出力されることとなり、この反射した光によりマーク３１を検出
することができる。
【００３０】
　次に、情報表示装置の表示装置２において、表示パネルの構成の一例を説明する。
【００３１】
　図５は、表示装置２において、情報パターンを配置した表示パネルの構成を示す概略構
成図である。この図５に示す表示パネルは、アクティブマトリクス方式のＴＦＴカラー液
晶表示パネルの例を示している。
【００３２】
　図５において、液晶表示パネル部は、対向する２枚のガラス基板などの透光性の基板４
１、４２の間に液晶部材４３を封入することにより構成されている。図示していないが、
液晶表示パネル部の下方の基板４１上には、液晶の駆動素子である薄膜トランジスタと、
一方の透明電極と、信号電極と、走査電極とが形成されている。また、上方の基板４２の
基板４１と対向する側の面には、少なくとも赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各色で構成
されたカラーフィルタ４４と、各色が透過可能な開口部を有するとともに、各色の境界部
を遮光するクロムなどの金属薄膜からなる遮光部材であるブラックマトリクス４５と、他
方の透明電極とが形成されている。そして、２枚の基板４１、４２に形成した透明電極間
には、液晶部材４３が配置される。さらに、それぞれの基板４１、４２の外側の面には、
偏光板４６が貼り付けにより配置されている。
【００３３】
　なお、カラーフィルタ４４は、ＲＧＢに限定されるものではなく、シアン（Ｃ）、マゼ
ンダ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の色の画素を形成してもよい。また、白（Ｗ）の色の画素を
形成してもよい。
【００３４】
　この液晶表示パネル部の背面側、すなわち下方の基板４１の偏光板４６側には、バック
ライト装置を構成する面光源部材４７と拡散反射シート４８が配置されている。また、液
晶表示パネル部の表示面側、すなわち上方の基板４２の偏光板４６側には、オンセル型で
静電容量方式のタッチパネル４９が配置されている。なお、タッチパネル４９については
、インセル型や抵抗感圧方式などのタッチパネルでもよく、さらにはタッチパネル４９自
体を省いた構成としてもよい。
【００３５】
　液晶表示パネル部は、複数の発光色のサブピクセルからなる画素がマトリクス状に複数
個配置された構成であり、それぞれの画素を構成するサブピクセルの薄膜トランジスタそ
れぞれのオンオフを制御し、液晶部材４３の偏光性を選択的に制御することで、文字や画
像をカラー表示することができる。
【００３６】



(7) JP 2014-41602 A 2014.3.6

10

20

30

40

50

　また、液晶表示パネル部のタッチパネル４９上には、電子ペン１により位置情報の読み
取りを行うための複数個のマーク３１を有する情報パターン３が配置されている。この情
報パターン３は、図５に示すように、樹脂製の透光性のベースフィルム３２上に、円形状
や方形状などの複数個のマーク３１を所定の配列パターンで形成し、そのマーク３１を覆
うようにベースフィルム３２上に屈折率を調整するための透光性の樹脂層３３を形成する
ことにより構成されている。さらに、樹脂層３３上には、透光性の粘着材からなる粘着層
３４が設けられており、情報パターン３は、ベースフィルム３２が表示面側にくるように
、粘着層３４により液晶表示パネル部のタッチパネル４９上に貼り付けにより配置されて
いる。
【００３７】
　情報パターン３のマーク３１は、可視光を透過し、赤外線を吸収する材料により形成さ
れており、液晶表示パネル部で表示される可視光領域のカラー表示画像に対する影響を少
なくすることができる。
【００３８】
　図５に示すように、電子ペン１から放射された赤外光１１３は、まず情報パターン３に
照射される。このとき、情報パターン３において、マーク３１が配置された位置では赤外
光１１３が吸収され、マーク３１が配置されていない位置では、赤外光１１３は液晶表示
パネル部を透過し、拡散反射シート４８で反射されて、電子ペン１に入射する。すなわち
、電子ペン１は、入射してくる赤外光１２４を画像読取部１２１で読み取ることにより、
情報パターン３に形成されたマーク３１による座標情報を検出することができる。
【００３９】
　次に、本技術の一実施の形態における情報読取装置としての電子ペンについて、図６～
図１１を用いて説明する。
【００４０】
　図６は、本技術の一実施の形態による電子ペンの外観を示す斜視図である。図７は、本
技術の一実施の形態による電子ペンの外観を横方向から見た平面図である。
【００４１】
　図６、図７に示すように、電子ペン５は、上ケース５１ａと下ケース５１ｂとからなる
樹脂製の筒状のケース５１内に、情報パターン３に赤外光を照射する光源部および情報パ
ターン３から情報を読み取る画像読取ユニットを収容することにより構成されている。こ
のケース５１内には、光源部や画像読取ユニット以外に、バッテリなども収容されている
。また、ケース５１の先端には、赤外光を照射するとともに、表示装置から反射してくる
赤外光が入射する開口部５１ｃが設けられ、その開口部５１ｃから先端に突出するように
ペン先５２が配置されている。なお、内部構造については、後で詳細に説明する。
【００４２】
　さらに、ケース５１の先端部には、ケース５１の他の部分より径を大きくすることによ
り形成した突出部５１ｄと、この突出部５１ｄより後方に設けられ、かつケース５１の他
の部分より径が小さくなるように形成した把持部５１ｅとが設けられている。
【００４３】
　図８は、本技術の一実施の形態による電子ペンを先端の開口部から見た平面図である。
図８に示すように、電子ペン５は、ケース５１の先端の開口部５１ｃのほぼ中央部分に、
表示装置２から反射された赤外光を受光して画像を読み取る画像読取ユニット５３が配置
されている。また、ケース５１の開口部５１ｃには、画像読取ユニット５３を中心にして
、両側に、赤外光を出射する光源であるＬＥＤと集光レンズとからなる２個の光源部５４
が配置されている。また、２個の光源部５４は、ケース５１の先端部に形成した突出部５
１ｄ内に配置されている。すなわち、読取対象である情報パターン３を備えた表示装置２
に対して、先端部に配置した２個の光源部５４から赤外光を照射し、反射してきた赤外光
をほぼ中央部に配置した画像読取ユニット５３で読み取る構成としている。
【００４４】
　図９は、本技術の一実施の形態による電子ペンについて、下ケースを取り除いて内部構
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造を示す斜視図である。図１０は、図９のＡ部を拡大して示す斜視図である。
【００４５】
　図９、図１０に示すように、２個の光源部５４それぞれは、赤外光を出射する光源であ
るＬＥＤと、ＬＥＤが実装されるフレキシブル配線板５５とを有し、フレキシブル配線板
５５は、ケース５１内の後方に内蔵した制御回路基板５６に電気的に接続されている。ま
た、それぞれの光源部５４は、フレキシブル配線板５５の光源部５４のＬＥＤを実装した
面と対向する裏面側に熱伝導部が配置されている。この熱伝導部は、熱伝導性の接着部材
を介して取り付けられるＬ字形状の金属板５７を備えており、光源部５４のＬＥＤで発生
した熱が金属板５７に放熱されるように構成されている。これにより、ＬＥＤで発生した
熱を効果的に熱伝導部に放熱することができ、ＬＥＤの長寿命化を図ることができる。
【００４６】
　図１０に示すように、光源部５４のＬＥＤが取り付けられるＬ字形状の金属板５７は、
一方の一面がフレキシブル配線板のＬＥＤを実装した面と対向する裏面側に配置され、他
方の一面がケース５１の突出部５１ｄから離れるようにケース５１の内側に向かって延長
されるように折り曲げられた状態で配置されている。これにより、光源部５４のＬＥＤで
発生した熱は、熱伝導部の金属板５７を通して、突出部５１ｄからケース５１の内側に逃
がすことができ、ユーザが電子ペン５を把持したとき、光源部５４の熱を感じにくくする
ことが可能となる。
【００４７】
　ここで、金属板５７は、Ｌ字形状以外の形状でもよい。例えば、金属板５７は平板形状
とし、フレキシブル配線板５５において、光源部５４のＬＥＤを実装した面と対向する裏
面側に、金属板５７の先端部側の一方の一面を取り付け、後端部側の他方の一面は、ケー
ス５１の突出部５１ｄから離れるようにケース５１の内側に向かって延長させた状態で配
置される構造であってもよい。
【００４８】
　また、熱伝導部は、フレキシブル配線板５５のＬＥＤを実装した面と対向する裏面側に
銅などの金属パターンを形成することにより設けてもよい。この場合は、フレキシブル配
線板５５は、熱伝導部の一部がケース５１の突出部５１ｄから離れるようにケース５１の
内側に向かって延長させた状態で配置される。
【００４９】
　また、２個の光源部５４は、ペン先５２を保持する支持部材５８に、金属板５７を取り
付けることにより配置されており、これにより光源ユニットが構成され、ケース５１の先
端部分に収容されている。
【００５０】
　また、支持部材５８の後部には、画像読取ユニット５３の取付部５３ａがねじ（図示せ
ず）により取り付けられ、そして画像読取ユニット５３から引き出された配線部は、制御
回路基板５６に電気的に接続されている。
【００５１】
　図１１は、本技術の一実施の形態による電子ペンをユーザが使用している状態を示す説
明図である。図１１（ａ）は、電子ペンをほぼ垂直に立てた状態で使用している様子を示
し、図１１（ｂ）は、電子ペンを傾けた状態で使用している様子を示している。
【００５２】
　図１１に示すように、本技術による電子ペンにおいては、ケース５１の先端部に突出部
５１ｄを設けていることから、電子ペン１を使用するときに、表示装置２の表示面２ａ、
すなわち情報パターン３に対して、情報パターン３から正確な情報の読み取りが可能な傾
斜角度θ、例えば４５°以上の傾斜角度θになるように使用状態の傾きを規制することが
できる。
【００５３】
　以上のように本技術による電子ペンにおいては、ケース５１は、先端部に他の部分より
径を大きくすることにより形成した突出部５１ｄを有し、かつ突出部５１ｄに光源部５４
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部５１ｄが先端部に存在するため、ユーザが電子ペンを使用するときに、適切な筆圧で電
子ペンを使用することができる。
【００５４】
　また、ケース５１は、他の部分より径を大きくすることにより形成した突出部５１ｄと
、この突出部５１ｄより後方に設けられ、かつ他の部分より径が小さくなるように形成し
た把持部５１ｅとを備えた構成であり、ユーザが電子ペン５を使用するときは、他の部分
より径が小さくなるように形成した把持部５１ｅを、親指と中指もしくは薬指で把持する
ように持って使用することとなり、また筆圧を加えるペン先５２方向には突出部５１ｄが
存在するため、使い勝手の良い電子ペンとすることができる。
【００５５】
　さらに、ケース５１の先端部に、電子ペンを使用するときに、情報パターンに対して情
報の読み取りが可能な傾斜角度になるように使用状態の傾きを規制する突出部５１ｄを設
けた構成であり、ユーザが電子ペンを持って使用するときに、電子ペンの傾きを気にする
ことなく使用しても、正確な情報パターンの読み取りを行うことができる。
【００５６】
　なお、本実施の形態においては、情報パターン３に形成された座標情報を検出するため
の光として、赤外光を用いる場合を例に説明したが、本技術は、赤外光を用いる形態に限
定するものではない。例えば、可視光領域の青色、緑色および赤色などの波長の光を吸収
、または反射する材料により、情報パターン３のマーク３１を形成することにより、情報
パターン３に形成された座標情報を検出するための光として、赤外光以外に可視光領域の
波長の光を用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　以上のように本技術は、高精細な手書き入力が可能な情報表示装置を実現する上で有用
な発明である。
【符号の説明】
【００５８】
　１，５　　電子ペン
　２　　表示装置
　２ａ　　表示面
　３　　情報パターン
　１５，５２　　ペン先
　３１，３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄ　　マーク
　５１　　ケース
　５１ａ　　上ケース
　５１ｂ　　下ケース
　５１ｃ　　開口部
　５１ｄ　　突出部
　５１ｅ　　把持部
　５２　　ペン先
　５３　　画像読取ユニット
　５４　　光源部
　５５　　フレキシブル配線板
　５６　　制御回路基板
　５７　　金属板
　５８　　支持部材
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