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(57)【要約】
　種々の電子ペン装置が、本明細書に開示される。一実
施形態においては、改良された超音波トランスデューサ
ー（すなわち、送信器または受信器）を備える電子ペン
が提供される。一実施形態においては、改良された「ペ
ン上昇／ペン下降」検出器を備える電子ペンが提供され
る。一実施形態においては、赤外光を送信するための改
良された構造を有する電子ペンが提供される。一実施形
態においては、ペンモードまたはマウスモードで動作す
ることができる改良された電子ペンが提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．細長い内側空洞を備え、さらに少なくとも１つの半径方向の孔を先端に備える細長
いハウジング、および
　ｂ．圧電フィルムの少なくとも一部分が前記少なくとも１つの半径方向の孔に重なるよ
うに前記ハウジングに配置して成る少なくとも１つの超音波送信器
を備える電子ペン装置。
【請求項２】
　前記内側空洞は、その平均半径が第１の値である第１の細い部分と、その平均半径が第
２の値である第２のより広い部分とを含むように、前記ハウジングが構成される、請求項
１に記載の前記ペン装置。
【請求項３】
　前記圧電フィルムによって生成される音波の音響エネルギーの大部分は、
　i）前記少なくとも１つの半径方向の孔を介して前記細長い内側空洞へ進入し、
　ii）前記細長い内側空洞内を、前記ハウジングの先端に向かって下方へ伝えられ、
　iii）先端において前記ハウジングを出る
ように前記ペンが構成される、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項４】
　ｃ．前記圧電フィルムに重なる音波反射用の外カバーをさらに備え、前記カバーが、外
への音波の伝搬を半径方向外側へと下方に向け直すように構成される、請求項１に記載の
前記ペン装置。
【請求項５】
　前記ペン装置は、前記圧電フィルムによって生成されて外へと伝搬する音波の大部分が
、前記音波反射用の外カバーによって閉じ込められて、実質的に下向きに伝搬するように
構成される、請求項４に記載の前記ペン装置。
【請求項６】
　前記カバーは、前記カバーの近位端部において前記ハウジングへ接続され、先端が、音
波の下向きの外への伝搬を促進するために開いている、請求項４に記載の前記ペン装置。
【請求項７】
　前記カバーは、前記カバーへ入射する超音波波形の伝搬を実質的に阻止する固体材料で
製作される、請求項４に記載の前記ペン装置。
【請求項８】
　前記固体材料は、プラスチック、金属、木材、およびその他の固体材料からなる群から
選択される、請求項４に記載の前記ペン装置。
【請求項９】
　ｄ．前記空洞内に配置された細長いロッド
をさらに備える、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項１０】
　前記ロッドは、その有効な先端を、前記ペン装置の筆記用のペン先として機能するよう
に前記ハウジングの先端から延伸させる、請求項９に記載の前記ペン装置。
【請求項１１】
　前記ロッドは、リフィル、鉛筆の先端、マーカー、プラスチック製スタイラス、および
字消しからなる群から選択される、請求項９に記載の前記ペン装置。
【請求項１２】
　前記ロッドは、前記ハウジング内に着脱可能に挿入される、請求項９に記載の前記ペン
装置。
【請求項１３】
　前記ロッドは、前記ペン軸に沿って長手方向に可動である、請求項９に記載の前記ペン
装置。
【請求項１４】
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　ｅ．赤外線送信器および赤外線受信器からなる群から選択される少なくとも１つの光学
素子をさらに備え、前記少なくとも１つの超音波トランスデューサーによって処理される
超音波信号と、前記少なくとも１つの光学素子によって処理される赤外線信号とを用い、
前記ペン装置の位置の割り出しを容易にする、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項１５】
　前記赤外線送信器は、前記細長い空洞内に配置される、請求項１４に記載の前記ペン装
置。
【請求項１６】
　前記内側空洞は、前記超音波送信器の送信器共振周波数に共鳴するようなサイズとされ
た共鳴体積を形成するように寸法を付される、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項１７】
　前記圧電フィルムは、分極したフッ素重合体、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ
）、ポリビニリデンジフルオライド、およびその共重合体からなる群から選択される少な
くとも１つの材料から形成される、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項１８】
　ａ．細長い内側空洞を備える細長いハウジングと、
　ｂ．圧電フィルムを前記ペンの先端部に配置して成る超音波送信器と、
　ｃ．前記圧電フィルムに重なる音波反射用外カバーと
から成り、
　前記カバーは、前記カバーの近位端部において前記ハウジングへ接続され、前記先端部
は、音波の下向きの外への伝搬を促進するために開いており、
　前記カバーは、半径方向外側へと伝搬する外への音波を、下向きの軸方向へ向け直すよ
うに構成される電子ペン装置。
【請求項１９】
　前記圧電フィルムによって生成されて外へと伝搬する音波の大部分は、前記音波反射用
外カバーによって閉じ込められて、実質的に下向きに伝搬するように構成される、請求項
１８に記載の前記ペン装置。
【請求項２０】
　前記カバーは、前記ペン軸に実質的に平行に向けられ、前記ペン装置から放射される信
号の方向を実質的に限定するように構成される、請求項１８に記載の前記ペン装置。
【請求項２１】
　前記カバーは、前記カバーへ入射する超音波波形の伝搬を実質的に阻止する固体材料で
製作される、請求項１８に記載の前記ペン装置。
【請求項２２】
　前記固体材料は、プラスチック、金属、木材、およびその他の固体材料からなる群から
選択される、請求項１８に記載の前記ペン装置。
【請求項２３】
　ｄ．前記空洞内に配置された細長いロッド
をさらに備える、請求項１８に記載の前記ペン装置。
【請求項２４】
　前記ロッドは、その有効な先端を、前記ペン装置の筆記用のペン先として機能するよう
に前記ハウジングの先端から延伸させる、請求項２３に記載の前記ペン装置。
【請求項２５】
　前記ロッドは、リフィル、鉛筆の先端、マーカー、プラスチック製スタイラス、および
字消しからなる群から選択される、請求項２３に記載の前記ペン装置。
【請求項２６】
　前記ロッドは、前記ハウジング内に着脱可能に挿入される、請求項２３に記載の前記ペ
ン装置。
【請求項２７】
　前記ロッドは、前記ペン軸に沿って長手方向に可動である、請求項２３に記載の前記ペ
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ン装置。
【請求項２８】
　ｅ．赤外線信号を放射するために動作する赤外線送信器
をさらに備え、前記赤外線信号および前記圧電フィルムから放射される前記信号が、ペン
の位置情報を提供する、請求項２３に記載の前記ペン装置。
【請求項２９】
　前記赤外線送信器は、前記細長い空洞内に配置される、請求項２８に記載の前記ペン装
置。
【請求項３０】
　前記圧電フィルムは、分極したフッ素重合体、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ
）、ポリビニリデンジフルオライド、およびその共重合体からなる群から選択される少な
くとも１つの材料から形成される、請求項１８に記載の前記ペン装置。
【請求項３１】
　ａ．内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、
　ｂ．少なくとも細長いロッド部を含み、前記細長いロッドの先端が、前記ハウジングの
先端において前記ハウジングから突き出すように、前記細長い空洞内に配置される細長い
筆記具と、
　ｃ．前記内側空洞の細長い表面に取り付けられた回路基板と、
　ｄ．前記細長い筆記具の先端への力を表す電気信号を生成するために動作するセンサー
と、
を備え、前記センサーが、前記回路基板に配置される電子ペン装置。
【請求項３２】
　ｅ．前記回路基板に位置し、超音波信号および赤外線信号からなる群から選択される信
号を生成するために動作する電子回路
をさらに備える、請求項３１に記載の前記ペン装置。
【請求項３３】
　前記回路基板は、電源への接続を備えるＰＣＢを含む、請求項３２に記載の前記ペン装
置。
【請求項３４】
　前記センサーは、接触センサーである、請求項３１に記載の前記ペン装置。
【請求項３５】
　前記センサーは、圧力センサーである、請求項３１に記載の前記ペン装置。
【請求項３６】
　前記圧力センサーは、圧力によって作動する常時開のマイクロスイッチを含む、請求項
３５に記載の前記ペン装置。
【請求項３７】
　ｆ．前記細長いロッド部への長手方向の力に応じて半径方向外向きの力を生じるための
力伝達要素
をさらに含む、請求項３１に記載の前記ペン装置。
【請求項３８】
　前記力伝達要素は、前記筆記具の近位端部へ取り付けられ、前記筆記具の近位端部によ
って回転される第１の端部と、枢着部を中心にして平衡し、前記ロッドへ加わる長手方向
の力に応じて可動である第２の端部とを有する、請求項３７に記載の前記ペン装置。
【請求項３９】
　前記力伝達要素は、前記筆記具の全体の一部分である、請求項３７に記載の前記ペン装
置。
【請求項４０】
　前記センサーは、前記力伝達要素と前記回路基板との間に配置された、圧力によって作
動する導電材料を含む、請求項３７に記載の前記ペン装置。
【請求項４１】
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　ａ．透明領域および開口送信部からなる群から選択される少なくとも１つの光伝達要素
を含む内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、
　ｂ．前記内側の長手空洞内に配置された内部光源と、
　ｃ．前記長手空洞内に位置し、前記光源から受ける入射光を反射して、該反射光を前記
光伝達要素から出すように構成され、前記放射光の強度を高めるように動作する少なくと
も１つの反射器と、
　ｄ．超音波送信器および超音波受信器からなる群から選択され、前記電子ペン装置の位
置の電子的な割り出しを容易にするために動作する少なくとも１つの超音波電子トランス
デューサーと
から成る電子ペン装置。
【請求項４２】
　前記光伝達要素は、孔、開口、細長いすき間、切り欠き、または透明な固体材料からな
る群から選択される、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４３】
　前記光伝達要素は、前記反射器から受ける入射光を前記反射光が前記光伝達要素から出
るように反射させるために、より光伝達的でない要素が組み込まれる、請求項４１に記載
の前記ペン装置。
【請求項４４】
　前記光伝達要素は、半径方向の開口を含む、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４５】
　前記光源によって発せられて前記光伝達要素から出る光の少なくとも大部分が、反射光
である、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４６】
　前記光源は、赤外線放射器を備える、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４７】
　前記赤外光源は、ＬＥＤを含む、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つの反射器は、前記赤外線を反射させるために前記内側空洞内の異な
る角度に配置された少なくとも１つの反射部と、前記赤外線を外の方へ伝達するための少
なくとも１つの透明部とを備える、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項４９】
　前記透明部は、細長いすき間、切り欠き、開口、および孔からなる群から選択される方
法で形成される、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項５０】
　前記透明部は、光信号を伝達するように構成される透明な固体材料を含む、請求項４１
に記載の前記ペン装置。
【請求項５１】
　前記反射器は、金属、プラスチック、およびその他の固体材料からなる群から選択され
る少なくとも１つの材料から形成される、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項５２】
　前記反射器は、少なくとも部分的に金属でコートされる、請求項４１に記載の前記ペン
装置。
【請求項５３】
　前記反射器は、実質的に円筒形である、請求項４１に記載の前記ペン装置。
【請求項５４】
　前記赤外線光源を囲む前記ハウジングの内側空洞は、反射性である、請求項４１に記載
の前記ペン装置。
【請求項５５】
　前記ハウジングの内側空洞は、金属でコートされる、請求項４１に記載の前記ペン装置
。
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【請求項５６】
　２つの動作モード、すなわちペンのストロークを追跡するためのペンモード、およびペ
ンがホスト装置にとってマウスとして機能するマウスモードを提供する改良された電子ペ
ンシステムであって、
　ａ．筆記端の位置を定めるハウジングを有する電子ペン、および
　ｂ．キャップ端を有する着脱式の筆記端キャップ
を備え、
　前記キャップ端は、ペンがマウスモードにあるときに筆記端を覆って、表面に触れると
きに前記筆記端を無効にするように構成される改良された電子ペンシステム。
【請求項５７】
　前記キャップは、
　ｉ．前記表面に接触するように前記筆記端を押す前記キャップから末梢的に伸びた突き
出し可動要素
を備える、請求項５６に記載の前記ペンシステム。
【請求項５８】
　前記キャップは、
　ii)光信号および音波信号からなる群から選択される信号を前記ペン装置から受信器へ
伝達するために構成される少なくとも1つの透明部
をさらに備える、請求項５６に記載の前記ペンシステム。
【請求項５９】
　前記透明部は、細長いすき間、切り欠き、開口、および孔からなる群から選択される方
法で形成される、請求項５８に記載の前記ペンシステム。
【請求項６０】
　前記透明部は、光信号を伝達するように構成される透明な固体材料を含む、請求項５８
に記載の前記ペンシステム。
【請求項６１】
　ｃ．標準的なマウスの「クリック」ボタンの機能を実行するように構成される外側の突
起部を有する少なくとも１つの押しボタン
をさらに備える、請求項５６に記載の前記ペンシステム。
【請求項６２】
　前記押しボタンは、前記ハウジングに組み込まれる、請求項６１に記載の前記ペンシス
テム。
【請求項６３】
　前記押しボタンは、内側の突起部を有する前記キャップに組み込まれる、請求項６１に
記載の前記ペンシステム。
【請求項６４】
　押しボタンは、前記内側の突起部が前記ハウジングに組み込まれたスイッチの上方に位
置するように構成される、請求項６３に記載の前記ペンシステム。
【請求項６５】
　前記キャップおよび押しボタンは、ポリエチレンおよびポリスチレンなどのポリマー材
料あるいはエポキシ、シリコーン、およびポリウレタンからなる群から選択されるプラス
チックで形成される、請求項６１に記載の前記ペンシステム。
【請求項６６】
　ｄ．前記筆記端が前記キャップによって覆われたことを検出し、前記ペンが前記ペンモ
ードまたは前記マウスモードにあるか否かを判断するように動作する電子検出器を含むソ
フトウェアシステム
をさらに備える、請求項５６に記載の前記ペンシステム。
【請求項６７】
　ペン装置がマウスモードにあるときに筆記端を覆うように構成されたキャップ端を有す
る着脱式の筆記端キャップであって、
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　ａ．表面に接触するように前記筆記端を押す前記キャップから末梢的に伸びた突き出し
可動要素
を備え、表面に接触したときに前記筆記端を無効にするように機能する着脱式の筆記端キ
ャップ。
【請求項６８】
　ｂ．光信号および音波信号からなる群から選択される信号をペン装置から受信器へ伝達
するために構成される少なくとも１つの透明部
をさらに備える、請求項６７に記載の前記キャップ。
【請求項６９】
　ｃ．前記キャップに組み込まれ、標準的なマウスの「クリック」ボタンの機能を実行す
るように構成される少なくとも１つの押しボタン
をさらに備える、請求項６７に記載の前記キャップ。
【請求項７０】
　電子ペン装置の位置を表示する出力信号波形を送信するための方法であって、
　ａ．（i）（Ａ）細長い内側空洞を含み、さらに半径方向の孔をハウジングの下部に位
置させて備える細長いハウジング、および（Ｂ）圧電フィルムの少なくとも一部分が少な
くとも１つの前記半径方向の孔に重なるように前記ハウジングに配置された前記圧電フィ
ルム、を備える圧電送信器と、（ii）前記圧電フィルムに重なる外カバーと、を備える前
記電子ペン装置を提供するステップと、
　ｂ．前記電子ペン装置を動作させるステップと、
　ｃ．前記圧電フィルムによって音波を生成するステップと、
　ｄ．前記少なくとも１つの半径方向の孔を経由して前記内側空洞を通過して移動する無
指向性の出力超音波信号波形を放射するステップと、
　ｅ．前記信号の伝搬を、前記ハウジングの先端に向かって前記内側空洞内において下向
きに制限するステップと
を含む方法。
【請求項７１】
　筆記具が筆記面に当接している場合を割り出し、前記筆記具を前記筆記面へと押し付け
ている力を割り出すための方法であって、
　ａ．（i）前記筆記具の位置を定める細長い表面空洞を備えるハウジングと、（ii）圧
力によって作動する導電材料を有するセンサーと、（iii）前記センサーに隣接する力伝
達要素と、（iv）前記細長い内側空洞に取り付けられた回路基板と、を備える電子ペン装
置を提供するステップと、
　ｂ．前記筆記具と前記筆記面との間に接触を加えるステップと、
　ｃ．前記力伝達要素の下方への動きを可能にするステップと、
　ｄ．前記圧力によって作動する導電材料に圧力を加えるステップと、
　ｅ．前記筆記具と前記回路基板との間の電気的接続を可能にするステップと、
　ｇ．前記細長い筆記具の先端への力を表す電気信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項７２】
　電子ペン装置から前記電子ペン装置の位置の電子的な割り出しを容易にするために機能
する一様な放射線を送信するため、および放射線の強度を高めるための方法であって、
　ａ．（i）少なくとも１つの光伝達要素を含む内側の長手空洞を有する細長いハウジン
グ、（ii）前記空洞内に配置された内部光源、（iii）前記長手空洞内に位置する赤外線
反射器、および（iv）超音波送信器および超音波受信器からなる群から選択される少なく
とも１つの超音波電子トランスデューサー、を備える電子ペン装置を提供するステップと
、
　ｂ．前記反射器内に放射線を発するステップと、
　ｃ．前記光源から受信される前記反射器内の前記入射の放射線を反射させるステップと
、
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　ｄ．前記発せられた放射線の強度を高めるステップと、
　ｅ．前記放射線を前記反射器から半径方向に送信するステップと、
　ｆ．前記放射線を前記光伝達要素を通して前記ハウジングから半径方向に送信するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項７３】
　ａ．放射線の反射を強めるために前記内側空洞をコートするステップ
をさらに含む、請求項７２に記載の前記方法。
【請求項７４】
　電子ペン装置を２つの動作モード、すなわちペンのストロークを追跡するためのペンモ
ード、およびペンがホスト装置にとってマウスとして機能するマウスモードで動作させる
ための方法であって、
　ａ．電子ペンの筆記端を覆うように構成されるキャップ端を有する着脱式の筆記端キャ
ップであって、（i）少なくとも１つの透明部と、（ii）前記キャップから末梢的に伸び
て前記筆記端を押す突き出し可動要素と、（iii）前記キャップに組み込まれた少なくと
も１つの押しボタンとを含むキャップを提供するステップと、
　ｂ．前記ペン装置の前記筆記端を覆うことによって前記筆記端を無効にするステップと
、
　ｃ．表面に跡を残すことなく表示画面上に表示される前記マウスの動きを誘うために、
前記ペン装置を動かすステップと、
を含む方法。
【請求項７５】
　ｄ．前記突き出し可動要素と表面との間の接触を検出するステップ
をさらに含む、請求項７４に記載の前記方法。
【請求項７６】
　ｅ．マウスカーソルをホスト装置の表示画面上に表示するステップ
をさらに含む、請求項７４に記載の前記方法。
【請求項７７】
　ｆ．標準的なマウス「クリック」ボタンの機能を実行するために、前記押しボタンを押
すステップ
をさらに含む、請求項７４に記載の前記方法。
【請求項７８】
　ｇ．ペン装置が電子ペンとして使用されるときに、前記開口を通して前記ペン装置から
受信器へ信号を送信するステップ
をさらに含む、請求項７４に記載の前記方法。
【請求項７９】
　ｈ．前記筆記端が前記キャップによって覆われたことを検出するステップ、および
　ｉ．前記ペンが前記マウスモードにあることを判断するステップ
をさらに含む、請求項７４に記載の前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、超音波信号および／または赤外線信号を使用してペンの位置を割り
出しつつ書き込まれるデータをデジタル化するように動作するシステムにおいて使用され
る電子ペン装置など、改良された電子ペン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前置きとして、電子ペンを追跡するためのデジタイザーシステムは、手書きされた文書
およびスケッチを電子的に追跡して保存することを可能にする。これらの装置によって生
成される手書きの動きが追跡および記録され、結果として、文字およびグラフィックコン
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テンツをデジタル化し、メモリおよび／または永続的なストレージに保存することができ
る。いくつかのデジタル手書きシステムは、記録されたペンのストロークをテキストデー
タへと変換するための光学式文字認識（ＯＣＲ）ソフトウェアを備える。用語「電子ペン
」は、インク有りのペンまたはインク無しのスタイラスを指す。デジタル筆記具またはス
タイラス（いずれも、本明細書において、インクによる筆記を伴うか否かにかかわらず「
デジタルペン」を指す）は、ペンのストロークを記録してデジタル化するために使用する
ことができる。電子ペンは、典型的に、赤外線信号、超音波信号、およびその他の通信方
法のうちの少なくとも１つを含む通信方法を使用して、デジタイザーシステムのベースユ
ニットと通信する。さらに、ベースユニットは、電子ペンまたはスタイラスの動きを記録
するために、携帯情報端末（ＰＤＡ）などの外部の装置と通信する。
　様々なセンサーは、ペンによる手書き、スケッチ、または筆跡を、例えばコンピュータ
ーファイルへ保存するために、ペンの位置を検出してデジタル化する。デジタイザーペン
の位置は、装置追跡機構によって追跡される。それらの装置は、典型的に、送信器（特に
、超音波送信器および赤外線送信器）および信号を処理するための受信器の組み合わせを
使用する。その結果、可動の器具の位置が、三角測量によって導出される。これらのシス
テムは、典型的に、超音波の飛行時間の計算のタイミング情報を提供するために、可動の
器具と、空間内でそれらの位置が固定されるベースユニットとの間に、さらなる有線また
は電磁気リンク（赤外線リンクなど）を必要とし得る。
【０００３】
　デジタル手書きシステムは、米国特許第6,876,356号、米国特許第5,198,623号、特開平
１１－０８５３７８号、および米国特許第6,104,388号（参照のため本明細書に組み込ま
れる）など、いくつかの特許文献に記載されることに注目すべきである。
　このように、デジタルペンは、以下の要素のうちの１つ以上を含むことができることが
注目される。すなわち、（i）音波トランスデューサー（例えば、圧電フィルムを含む音
波送信器および／または音波受信器）、（ii）デジタルペンが筆記面に触れる（または、
筆記面に押し付けられている）か否かを検知するための「ペン上昇／ペン下降」センサー
、ならびに（iii）光送信器および／または光受信器（例えば、赤外線送信器および／ま
たは赤外線受信器）である。
　上述の要素のそれぞれの特定の実例について、簡単な考察を以下に示す。さらに、特定
のデジタルペンをマウス装置として使用することも可能であることが注目され、デジタル
ペンをマウス装置としても使用することに関係する特定の問題についても、簡単な考察を
以下に示す。
【０００４】
音波送信器を備えるデジタルペン
　図１は、例えば、本発明者らの米国特許第6,876,356号に開示されたデジタイザーペン
など、デジタイザーペンの先端部を示しており、中央長手軸１５を有する円筒形のハウジ
ング１０として設計されたデジタイザーペンが示されており、剛体の筆記具１２を軸１５
に沿って配置し、その下端に音波信号を送信するために圧電フィルム１４によって囲まれ
た細い領域１１を備える。さらに、このペン装置は、同期情報を提供するために、光送信
器（または、光受信器）を備える。超音波送信器は、ハウジング１０の下端へ取り付けら
れた実質的に円筒形の圧電送信器要素として形成される。圧電送信器要素が共振するとき
、図１に示されるように、軸１５に対して垂直に伝搬する出力の音波が生成される。
　残念ながら、信号がペンの長手軸に対して垂直に伝搬するため、受信器によって検出さ
れる検出信号に大きな減衰が見られる。超音波送信器の周囲で生成される干渉雑音が、検
出信号の信号対雑音比を低下させ、精度および分解能を低下させる。したがって、より正
確なペン位置の割り出しを容易にする電子ペンシステムの必要性が依然として存在してい
る。
【０００５】
「ペンの上昇および／またはペンの下降」ならびに／あるいは筆記面へのデジタルペンの
押し付けを検出するデジタルペン
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　さらに、多数の用途において、ペンまたはスタイラス（すなわち、先端を有する）は、
ユーザーによって、所定の表面への「筆記」に使用され、あるいは所定の表面においてス
トロークを実行するために使用される。したがって、スタイラスまたはペンが「下降」す
るとき（すなわち、表面に接触するとき）、ペンのストロークを実行するために、任意の
所定の瞬間におけるペンの位置を追跡することができる。ペンが「上昇」するとき（すな
わち、表面の上方に空中停止するとき）、「マウスモード」を提供するためにペンの位置
を追跡することができ、あるいは「休止」状態にあってもよい。したがって、ユーザーが
筆記を行っている場合、およびユーザーが単にペンを動かしている場合を判断する（すな
わち、「ペンの上昇」または「ペンの下降」を判断する）ために、追加のシステムがさら
に必要とされる。可動の要素が筆記面に接触している場合を特定し、ユーザーが筆記を行
っている場合を判断し、さらに、描かれる線の細さまたは太さを判断するために、様々な
システムが使用される。
　例えば、Katsuharuらへの米国特許第6,104,388号に開示されるような特定の装置におい
ては、通常、接触および圧力の検出器が、電子回路を備える内蔵型の要素としてデジタイ
ザーペンに組み込まれる。
　すなわち、図２に示されるように、センサー１６（すなわち、細長いロッド１３への長
手方向の力を検出するためのセンサー）が、ペン位置を割り出すための信号の送信または
受信に有用な超音波トランスデューサーおよび／または光送信器または光受信器を動作さ
せるための電子機器を収容するプリント基板（ＰＣＢ）１８とは別に、設けられる。残念
ながら、この構成（すなわち、センサー１６がＰＣＴ１８とは別に設けられる）は、いく
つかの状況において、ペンの製造コストを高め、および／またはペンの使用の有効性また
は便利さを損なう可能性がある。
【０００６】
光送信器を備えるデジタルペン
　デジタイザーペンは、赤外線送信器を備えることが多い。ＩＲ信号が、同期情報を提供
することができ、例えば、筆記色の情報など、さらなる情報を提供することもできる。従
来、図３に示されるように、放射される赤外線をペンのハウジングを通して案内するため
に、赤外線光源がデジタイザーペンの先端に備えられる。ハウジングが円筒形であるため
、赤外線インターフェイスは、正確な信号を送信するために、ペンの長手軸の周囲の３６
０度の角度の通信範囲を有していなければならない。典型的に、発光ダイオード（ＬＥＤ
）などの複数の赤外線光源１７が、ペンの長手軸の周囲の３６０度の角度の通信範囲にわ
たって光送信の良好な一様性を達成するために、ペンのハウジング１９の表面に「対外的
」に存在し、ハウジング１９の周囲の様々な位置に、位置する。残念ながら、複数のＬＥ
Ｄを必要とすることで、装置の製造がより高価になるので、必要なＬＥＤの数がより少な
く、および／または１つのＬＥＤで複数の光ビームを送信するデジタルペンが望ましいと
考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第6,876,356号
【特許文献２】米国特許第5,198,623号
【特許文献３】特開平１１－０８５３７８号
【特許文献４】米国特許第6,104,388号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
コンピューターマウスとしてのデジタルペンの使用に関する簡単な検討
　あるデジタル手書きシステムは、２つの動作モードを提供する。ペンのストロークを追
跡するための「デジタルペンモード」と、デジタルペンの移動がホストシステムにおける
「マウスロケーター」を移動させるように機能する「マウスモード」である。用語「マウ
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ス」は、以下では、コンピューター装置の表示画面上のある場所を指し示すため、および
／または、その位置からとるべき１つ以上の動作を選択するために、コンピューターユー
ザーが、ある表面（マウスパッドまたは机の表面など）を横切って押す任意の装置を指す
。この目的のために、これらのシステムに組み込まれたデジタルペンは、典型的に、ホス
ト装置において「マウスクリック」を提供するためにデジタルペンのハウジングに配置さ
れたボタンを備える。これらのこのような多機能のシステムについて、いくつかの用途が
存在する。１つの具体的な例によれば、ユーザーが（例えば、インターネットをすること
によって）特定の電子資料を読み、興味のある項目を見つけたときにメモをとることがで
きる。これらのメモを電子的に保存し、後の時点で参照することができる。電子ペンが「
ペンモード」および「マウスモード」の両方を提供する改良された電子ペンシステムにつ
いて、不断のニーズが存在する。特に、ペンモードとマウスモードとの間の切り替えのた
めの改良された機構の必要性が今もなお存在しており、ペンモードおよびマウスモードの
両方を提供する改良された「筆記用」または「インク式」の電子ペン装置の必要性が依然
として存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、本発明の一態様は、（ａ）細長い内側空洞を備え、さらに半径方向の孔を
先端に備える細長いハウジング、および（ｂ）圧電フィルムの少なくとも一部分が前記少
なくとも１つの半径方向の孔に重なるように前記ハウジングに配置して成る超音波送信器
または超音波受信器、を備える効率的な電子ペン装置を提供することである。
　本発明の別の態様によれば、前記内側空洞は、その平均半径が第１の値である第１の細
い部分と、その平均半径が第２の値である第２のより広い部分とを含むように、前記ハウ
ジングが構成される。
　本発明のさらに別の態様によれば、ペンが、前記圧電フィルムによって生成される音波
の音響エネルギーの大部分が、i）前記少なくとも１つの半径方向の孔を介して前記細長
い内側空洞へ進入し、ii）前記細長い内側空洞内を、前記ハウジングの先端に向かって下
方へ伝えられ、iii）先端において前記ハウジングを出るように構成される。
　本発明のまた別の態様によれば、前記ペン装置は、前記圧電フィルムに重なる音波反射
用の外カバーをさらに備える。このカバーが、外への音波の伝搬を半径方向外側へと下方
に向け直すように構成される。前記ペン装置は、前記圧電フィルムによって生成されて外
へと伝搬する音波の大部分が、前記音波反射用の外カバーによって閉じ込められて、実質
的に下向きに伝搬するように構成される。前記カバーは、カバーの近接端部においてハウ
ジングへ接続され、先端が、音波の下向きの外への伝搬を促進するために開いている。前
記カバーは、カバーへ入射する超音波波形の伝搬を実質的に阻止するプラスチック、金属
、木材、およびその他の固体材料からなる群から選択されるいずれかの固体材料で製作さ
れる。
　前記ペン装置が、前記空洞内に配置された細長いロッドをさらに備えることも、本発明
の技術的範囲にある。前記ロッドは、その有効な先端を、前記ペン装置の筆記用のペン先
として機能するように前記ハウジングの先端から延伸させる。前記ロッドは、リフィル、
鉛筆の先端、マーカー、プラスチック製スタイラス、および字消しからなる群から選択さ
れる。前記ロッドは、前記ハウジング内に着脱可能に挿入され、ペン軸に沿って長手方向
に可動である。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、前記ペン装置は、赤外線信号を発するために動作する赤外
線送信器をさらに備え、赤外線信号および圧電フィルムから放射される信号が、ペン位置
情報を提供する。前記赤外線送信器は、前記細長い空洞内に配置される。
　本発明の別の態様によれば、前記内側空洞は、前記超音波送信器の送信器共振周波数に
共鳴するようなサイズとされた共鳴体積を形成するように寸法を付される。
　本発明の別の態様によれば、前記圧電フィルムは、分極したフッ素重合体、ポリビニリ
デンフルオライド（polyvinylidene fluoride）（ＰＶＤＦ）、ポリビニリデンジフルオ
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ライド（polyvinylidene difluoride）、およびその共重合体からなる群から選択される
少なくとも１つの材料から形成される。
　本発明の一実施形態によれば、電子ペン装置が提供され、そのような電子ペン装置は、
（ａ）細長い内側空洞を備える細長いハウジングと、（ｂ）圧電フィルムを当該ペンの先
端部に配置して成る超音波送信器と、（ｃ）前記圧電フィルムに重なる音波反射用外カバ
ーとから成り、前記カバーは、該カバーの近接端部において前記ハウジングへ接続され、
先端部が、音波の下向きの外への伝搬を促進するために開いており、前記カバーは、半径
方向外側へと伝搬する外への音波を、下向きの軸方向へ向け直すように構成される。
　本発明のさらなる態様によれば、（ａ）内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、
（ｂ）少なくとも細長いロッド部を含み、該細長いロッドの先端が前記ハウジングの先端
において前記ハウジングから突き出すように、前記細長い空洞内に配置される細長い筆記
具と、（ｃ）前記内側空洞の細長い表面に取り付けられた回路基板と、（ｄ）前記細長い
筆記具の先端への力を表す電気信号を生成するために動作するセンサーとを備え、前記セ
ンサーが、前記回路基板に搭載される電子ペン装置が提供される。
　本発明の別の態様によれば、この装置は、前記回路基板に位置して送信信号を生成する
ために動作する電子回路をさらに備える。前記回路基板は、電源への接続を備えるＰＣＢ
を含む。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、前記センサーは、接触センサーおよび／または圧力センサ
ーである。前記圧力センサーは、圧力によって作動する常時開のマイクロスイッチを含む
。
　本発明の別の態様によれば、前記ペン装置は、前記細長いロッド部への長手方向の力に
応じて半径方向外向きの力を生じるための力伝達要素をさらに含む。前記力伝達要素は、
前記筆記具の近接端部へ取り付けられ、前記筆記具の近接端部によって回転される第１の
端部と、枢着部を中心にして衡し、前記ロッドへと加わる長手方向の力に応じて可動であ
る第２の端部とを有する。前記力伝達要素は、前記筆記具の全体の一部分であってもよい
。
　本発明の別の態様によれば、前記センサーは、前記力伝達要素と前記回路基板との間に
配置された、圧力によって作動する導電材料を含む。
　本発明のまたさらなる態様によれば、電子ペン装置が提供され、そのような電子ペン装
置は、（ａ）透明領域および開口送信部からなる群から選択される少なくとも１つの光伝
達要素を備える内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、（ｂ）前記内側の長手空洞
内に配置された内部光源と、（ｃ）前記長手空洞内に位置し、前記光源から受ける入射光
を反射して、該反射光を前記光伝達要素から出すように構成され、前記反射光の強度を高
めるように動作する少なくとも１つの反射器と、（ｄ）超音波送信器および超音波受信器
からなる群から選択され、前記電子ペン装置の位置の電子的な割り出しを容易にするため
に動作する少なくとも１つの超音波電子トランスデューサーとから成る。
　本発明の別の態様によれば、前記光伝達要素は、孔、開口、細長いすき間、切り欠き、
または透明な固体材料からなる群から選択される。前記光伝達要素は、前記反射器から受
ける入射光を前記反射光が光伝達要素から出るように反射させるために、より光伝達的で
ない要素が組み込まれる。前記光伝達要素は、半径方向の開口を含む。
　本発明の別の態様によれば、前記光源によって発せられて透明部から出る光の少なくと
も大部分は、反射光である。
　本発明の別の態様によれば、前記光源は、赤外線放射器を備える。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、前記反射器は、前記赤外線を反射させるために前記内側空
洞内の異なる角度に配置された少なくとも１つの反射部と、前記赤外線を外の方へ伝達す
るための少なくとも１つの透明部とを備える。
　本発明の別の態様によれば、前記透明部は、細長いすき間、切り欠き、開口、および孔
からなる群から選択される方法で形成される。前記透明部は、光信号を伝達するように構
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成される透明な固体材料を含む。
　本発明の別の態様によれば、前記反射器は、金属、プラスチック、およびその他の固体
材料からなる群から選択される少なくとも１つの材料から形成される。前記反射器は、少
なくとも部分的に金属でコートされ、実質的に円筒形である。
　本発明の別の態様によれば、前記赤外線光源を囲む前記ハウジングの内側空洞は、反射
性であり、好ましくは、金属でコートされる。
　本発明のまた別の態様によれば、２つの動作モード、すなわちペンのストロークを追跡
するためのペンモード、およびペンがホスト装置にとってマウスとして機能するマウスモ
ードを提供する改良された電子ペンシステムであって、（ａ）筆記端の位置を定めるハウ
ジングを有する電子ペン、および（ｂ）キャップ端を有する着脱式の筆記端キャップを備
え、前記キャップ端は、ペンがマウスモードにあるときに筆記端を覆って、表面に触れる
ときに前記筆記端を無効にするように構成される改良された電子ペンシステムが提供され
る。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、前記キャップは、前記表面に接触するように前記筆記端を
押す前記キャップから末梢的に伸びた突き出し可動要素を備える。さらに前記キャップは
、光信号および音波信号からなる群から選択される信号を前記ペン装置から受信器へ伝達
するために構成される少なくとも１つの透明部を備える。前記透明部は、細長いすき間、
切り欠き、開口、および孔からなる群から選択される方法で形成される。前記透明部は、
光信号を伝達するように構成される透明な固体材料を含む。
　本発明の別の態様によれば、前記ペンシステムは、標準的なマウスの「クリック」ボタ
ンの機能を実行するように構成される外側の突起部を有する少なくとも１つの押しボタン
をさらに備える。前記押しボタンは、前記ハウジングまたは前記キャップに組み込まれる
。前記押しボタンは、前記内側の突起部がハウジングに組み込まれたスイッチの上方に位
置するように構成される。前記キャップおよび押しボタンは、ポリエチレンおよびポリス
チレンなどのポリマー材料あるいはエポキシ、シリコーン、およびポリウレタンからなる
群から選択されるプラスチックで形成される。
　本発明の別の態様によれば、前記ペンシステムは、前記筆記端が前記キャップによって
覆われたことを検出し、前記ペンが前記ペンモードまたは前記マウスモードにあるか否か
を判断するように動作する電子検出器を含むソフトウェアシステムをさらに備える。
　本発明の別の態様によれば、ペン装置がマウスモードにあるときに筆記端を覆うように
構成されたキャップ端を有する着脱式の筆記端キャップであって、表面に接触するように
前記筆記端を押す前記キャップから末梢的に伸びた突き出し可動要素を備え、表面に接触
したときに前記筆記端を無効にするように機能する着脱式の筆記端キャップが提供される
。このキャップが、光信号および音波信号からなる群から選択される信号をペン装置から
受信器へ伝達するために構成される少なくとも１つの透明部をさらに備える。また、この
キャップが、当該キャップに組み込まれ、標準的なマウスの「クリック」ボタンの機能を
実行するように構成される少なくとも１つの押しボタンをさらに備える。
【００１４】
　本発明の別の態様は、電子ペン装置の位置を表示する出力信号波形を送信するための方
法であって、（ａ）（i）（Ａ）細長い内側空洞を含み、さらに半径方向の孔をハウジン
グの下部に位置させて備える細長いハウジング（２０）、および（Ｂ）圧電フィルムの少
なくとも一部分が少なくとも１つの前記半径方向の孔に重なるように前記ハウジングに配
置された圧電フィルム、を備える圧電送信器と、（ii）前記圧電フィルムに重なる外カバ
ーと、を備える前記電子ペン装置を提供するステップと、（ｂ）前記電子ペン装置を動作
させるステップと、（ｃ）前記圧電フィルムによって音波を生成するステップと、（ｄ）
前記少なくとも１つの半径方向の孔を経由して前記内側空洞を通過して移動する無指向性
の出力超音波信号波形を放射するステップと、（ｅ）前記信号の伝搬を、前記ハウジング
の先端に向かって前記内側空洞内において下向きに制限するステップと、を含む方法を提
供することにある。
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【００１５】
　本発明のさらに別の態様は、筆記具が筆記面に当接している場合を割り出し、前記筆記
具を前記筆記面へと押し付けている力を割り出すための方法であって、（ａ）（i）前記
筆記具の位置を定める細長い表面空洞を備えるハウジングと、（ii）圧力によって作動す
る導電材料を有するセンサーと、（iii）前記センサーに隣接する力伝達要素と、（iv）
前記細長い内側空洞に取り付けられた回路基板と、を備える電子ペン装置を提供するステ
ップと、（ｂ）前記筆記具と前記筆記面との間に接触を加えるステップと、（ｃ）前記力
伝達要素の下方への動きを可能にするステップと、（ｄ）前記圧力によって作動する導電
材料に圧力を加えるステップと、（ｅ）前記筆記具と前記回路基板との間の電気的接続を
可能にするステップと、を含む方法を提供することである。
　本発明のさらに別の態様は、電子ペン装置から該電子ペン装置の位置の電子的な割り出
しを容易にするために機能する一様な放射線を送信するため、および放射線の強度を高め
るための方法であって、（ａ）（i）少なくとも１つの光伝達要素を含む内側の長手空洞
を有する細長いハウジング、（ii）前記空洞内に配置された内部光源、（iii）前記長手
空洞内に位置する赤外線反射器、および（iv）超音波送信器および超音波受信器からなる
群から選択される少なくとも１つの超音波電子トランスデューサー、を備える電子ペン装
置を提供するステップと、（ｂ）前記反射器内に放射線を発するステップと、（ｃ）前記
光源から受信される前記反射器内の前記入射の放射線を反射させるステップと、（ｄ）前
記発せられた放射線の強度を高めるステップと、（ｅ）前記放射線を前記反射器から半径
方向に送信するステップと、（ｆ）前記放射線を前記光伝達要素を通して前記ハウジング
から半径方向に送信するステップと、を含む方法を提供することである。この方法は、放
射線の反射を強めるために前記内側空洞をコートするステップをさらに含む。
【００１６】
　本発明のさらに別の態様は、電子ペン装置を２つの動作モード、すなわちペンのストロ
ークを追跡するためのペンモード、およびペンがホスト装置にとってマウスとして機能す
るマウスモードで動作させるための方法であって、（ａ）電子ペンの筆記端を覆うように
構成されるキャップ端を有する着脱式の筆記端キャップであって、（i）少なくとも１つ
の透明部と、（ii）当該キャップから末梢的に伸びて前記筆記端を押す突き出し可動要素
と、（iii）当該キャップに組み込まれた少なくとも１つの押しボタンと、を含むキャッ
プを提供するステップと、（ｂ）前記ペン装置の前記筆記端を覆うことによって前記筆記
端を無効にするステップと、（ｃ）表面に跡を残すことなく表示画面上に表示されるマウ
スの動きを誘うために、前記ペン装置を動かすステップと、を含む方法を提供することで
ある。この方法は、前記突き出し可動要素と表面との間の接触を検出するステップを、さ
らに含む。この方法は、マウスカーソルをホスト装置の表示画面上に表示するステップを
、さらに含む。この方法は、標準的なマウス「クリック」ボタンの機能を実行するために
、前記押しボタンを押すステップを、さらに含む。また、この方法は、前記ペン装置が電
子ペンとして使用されるときに、前記開口を通して前記ペン装置から受信器へ信号を送信
するステップを、さらに含む。さらに、この方法は、前記筆記端が前記キャップによって
覆われたことを検出し、前記ペンがマウスモードにあることを判断するステップを、さら
に含む。
　本発明は、様々な変更例および代案の形態を受け入れる余地を有するが、本発明の特定
の実施形態が、例として図面に示されており、本明細書において詳しく説明される。しか
しながら、本発明が開示される特定の形態に限定されるわけではなく、むしろ対照的に、
添付の特許請求の範囲によって定められるとおりの本発明の精神および範囲に包含される
すべての変形例、均等物、および代案が保護されることを、理解すべきである。
　本発明を理解するため、および本発明を実際にどのように実行できるのかを確認するた
めに、添付の図面をあくまでも限定されない例として参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来技術のペン装置の概略断面図であり、前記ペン装置の長手軸に対して垂直に
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伝搬する信号を発する圧電送信器を示す。
【図２】従来技術のペン装置の概略断面図であり、圧力センサー、ならびに赤外線送信器
および超音波送信器を動作させるための独立のユニットを示す。
【図３】従来技術のペン装置の概略断面図であり、複数の外面的に配置された赤外線光源
を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による改良された電子ペンのハウジングの概略斜視図である
。
【図５】本発明の一実施形態による改良された電子ペンのハウジングの詳細な概略断面図
である。
【図６】本発明のいくつかの実施形態による改良された電子ペンのハウジングの概略断面
図であり、本発明のいくつかの実施形態に従って音波の伝搬方向を制限するように構成さ
れる外カバーを示す。
【図７】本発明の一実施形態による改良された電子ペンのハウジングの詳細な概略断面図
である。
【図８】前記ペン装置の先端部の機能部品を説明する分解斜視図である。
【図９】改良された電子ペンの第２の構成の概略断面図であり、本発明のいくつかの実施
形態に従って音波の伝搬方向を限定するように構成される外カバーを示す。
【図１０】ペン装置の簡略化した概略断面図であり、本発明の別の実施形態による圧力に
よって作動するマイクロスイッチを示す。
【図１１】圧力によって作動するマイクロスイッチの詳細な概略断面図である。
【図１２Ａ】圧力によって作動するマイクロスイッチの一部分の詳細な側面図である。
【図１２Ｂ】圧力によって作動するマイクロスイッチの一部分の詳細な正面断面図である
。
【図１３Ａ】ペン装置の先端部の概略断面図であり、ペン装置から複数の光ビームを送信
するための反射器を示す。
【図１３Ｂ】ペン装置の先端部の概略断面図であり、ペン装置から複数の光ビームを送信
するための反射器を示す。
【図１３Ｃ】ペン装置の先端部の概略断面図であり、ペン装置から複数の光ビームを送信
するための反射器を示す。
【図１３Ｄ】ペン装置の先端部の概略断面図であり、ペン装置から複数の光ビームを送信
するための反射器を示す。
【図１４】反射器の別の構成の概略断面図である。
【図１４Ａ】送信された赤外線信号の強度の方向の関数としてのグラフ表示である。
【図１５】ペン装置の先端部の概略断面図であり、改良されたキャップを有するペン装置
を示しており、本発明の教示の別の実施形態に従って、ペン装置がコンピューターマウス
の機能的特徴をさらに有する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の説明は、本発明の明細書のすべての章と共に、本発明の使用を当業者にとって可
能にするため、および本発明の発明者が考える本発明を実行する最良の態様を説明するた
めに提示される。しかしながら、本発明の一般的な原理は、特に、あらゆる筆記面に描か
れるグラフィックデータまたはテキストデータをデジタル化するために使用することがで
きるペン装置を提供するために定められるため、様々な変更例が、依然として当業者にと
って明らかである。
　本明細書において記載されるすべての参考文献は、その全体が参考により本明細書に組
み込まれる。参考文献の記載は、その参考文献を従来技術であると認めるものではない。
　本出願の明細書および特許請求の範囲において、「・・・を備える」、「・・・を含む
」、および「・・・を有する」という動詞およびこれらの変化形のそれぞれは、その動詞
の目的語が、必ずしもその動詞の対象の部材、部品、要素、または部分を列挙し尽くして
いないことを示して使用される。
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　本明細書において、冠詞「ａ」および「ａｎ」は、この冠詞の文法上の対象物が１つま
たは１つ以上（すなわち、少なくとも１つ）であることを指す。例えば、「ある要素（an
 element）」は、１つの要素または１つ以上の要素を意味する。
　本明細書において、用語「・・・を含む」は、「・・・を含むが、・・・に限定されな
い」という句を意味して使用され、そのような句と入れ替え可能に使用される。
　本明細書において、用語「または（あるいは）」は、文脈からそのようでないことが明
らかでない限り、用語「および／または（ならびに／あるいは）」を意味して使用され、
用語「および／または（ならびに／あるいは）」と入れ替え可能に使用される。
　本明細書において、用語「・・・など」は、「これ（これら）に限定されないが、・・
・など」という句を意味して使用され、そのような句と入れ替え可能に使用される。
　用語「複数」は、以下では、１以上の任意の整数に適用される。
　用語「約」は、以下では、指定の寸法の±５０％の公差を指す。いくつかの実施形態に
おいては、公差が±２０％である。
　用語「圧電フィルム」は、本発明においては、任意の分極したフッ素重合体、ポリビニ
リデンフルオライド（ＰＶＤＦ）、およびその共重合体を指す。また、同等の機能を有す
る同様の材料も指す。
【００１９】
　用語「筆記面」は、ユーザーが手書きを行う対象物（典型的に、平面である）に関係し
、ある「厚さ」を有することができ（例えば、紙などの「可搬の」筆記面）、本明細書に
おいてボードと称することもできる。用語「筆記面」は、コンピューター画面、透明な重
ね用シート、紙片、あるいは表面において手書きまたは指示を行うことができる任意の他
の物体を指すことができる。
　用語「マイクロスイッチ」は、筆記具の物理的な動きによって作動するように設計され
た電気スイッチを指す。
　用語「下方」は、以下では、ペン軸に沿って筆記面へ向かう方向を指す。
　用語「音波の外への伝搬」は、以下では、放射された音波がペンのハウジングの外へと
伝搬することを指す。
　用語「細長い筆記具」は、以下では、ユーザーがペンで筆記を行うときに筆記面に接す
るという機能を有する物体を指す。「細長い筆記具」は、少なくともペンのハウジングの
細長い内側空洞内に配置されたロッド部分を含むことができ、随意に、先端のペン先を含
むことができる。細長い筆記具は、随意に、跡を残すペン先または跡を残さないペン先を
有することができる。
　用語「ペン軸」は、以下では、ペンの軸方向の長手軸を指す。
　用語「接触センサー」は、以下では、ペンに位置する筆記具が筆記面に接触しているか
否かを判断するように構成されるセンサーを指す。
　用語「圧力センサー」は、以下では、ロッドへ加えられる力の存在および／または大き
さを割り出すように構成されるセンサーを指す。
【００２０】
　次に、本発明を、特定の例示的な実施形態に関して説明する。本発明が、開示される例
示的な実施形態に限定されないことを、理解すべきである。また、添付の特許請求の範囲
の任意の特定の請求項に記載のとおりの本発明を実施するために、必ずしも本明細書に記
載される音波を送信するための改良されたシステム、光を送信するための改良されたシス
テム、ペンの上昇／ペンの下降を検出するための改良されたシステム、改良されたマウス
システム、ならびにこれらの製造および使用の方法のすべての特徴が必要というわけでは
ないことも、理解すべきである。
【００２１】
音波を送信するための改良されたシステム
　本発明のいくつかの実施形態によるペン装置は、図５および図６によって概略的に特徴
づけられる。
　図４は、中央長手軸１５を有する円筒形のハウジング２０の斜視図を示す。ハウジング
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２０を、プラスチック、金属、木材、またはその他の固体材料など、任意の固体材料で製
作することができる。ハウジング２０は、先端に半径方向の孔２６を備える。
　図４～図７の例では、ハウジング２０の一部分の外側に配置された圧電フィルム２８が
、半径方向の孔２６に重なっており、電気エネルギーを超音波信号へ変換する。圧電性結
晶は、電圧が加えられたときにサイズが変化するという特性を有する。圧電性結晶に交流
電圧（ＡＣ）を加えることによって、結晶に振動が生じ、超音波信号が生成される。典型
的に、円筒形状を有する圧電フィルム２８は、外側および内側の導電層を有する。外側お
よび内側の導電層は、典型的に、圧電フィルム２８上に物理的または化学的に成膜される
電極である。好ましい実施形態においては、圧電フィルムは、ポリビニリデンジフルオラ
イド（ＰＶＤＦ）またはＰＶＤＦの共重合体で構成される。
　図５は、ペン装置１００の先端部の断面図を示す。ハウジング２０は、内側の細長い空
洞２４を備える。細長い内側空洞２４は、２つの部分、すなわち上方の細い部分２４ａお
よび下方の広い部分２４ｂへ分割された非一様な円筒の形状を有する。上部の半径は、下
部の半径よりも大幅に小さい。細い部分の半径の値および広い部分の半径の値について、
明確な限界は、存在しない。いくつかの実施形態（これらに限定されないが）においては
、細い部分の半径の値と広い部分の半径の値との間の比が、０．２～０．９の間であり、
好ましくは、０．７である。例示的な実施形態（これらに限定されないが）においては、
内側部分の半径が、約１．３～２ｍｍの範囲にあり、好ましくは１．７ｍｍであり、広い
部分の半径が、約１．５～４ｍｍの範囲にあり、好ましくは２．２７５ｍｍである。細長
いロッド３２は、空洞２４内に位置する。上方部分の半径は、ロッド３２の半径よりもわ
ずかに大きく、好ましくは、ロッド３２の上方および下方への移動を可能にするように構
成されるすき間を定める。例示的な実施形態（これらに限定されないが）においては、ロ
ッドの半径は、約１．３～２ｍｍの範囲にあり、好ましくは、１．６７５ｍｍである。例
示的な実施形態（これらに限定されないが）においては、すき間が、約０．００１ｍｍ～
０．５ｍｍの範囲にあり、好ましくは、０．０２５ｍｍである。広い部分の長さは、約２
．５～４ｍｍの範囲であり、好ましくは、３．３ｍｍである。実質的に円筒形の空洞２４
を有するハウジング２０は、その下端において、環状の開口３６を終端とする。
【００２２】
　図６に示されるように、ロッド３２は、有効なペン先３８を開口３６を通して延伸させ
て空洞２４内に位置する。一例（これに限定されない）においては、有効なペン先３８と
ハウジング２０の先端との間の距離は、例えばペン先の視認性を確保するために、数ｍｍ
であってもよい。ロッド３２は、これらに限定されないが、インクの詰め替えを備える跡
を残すペン先、鉛筆の先端、マーカー、あるいはスタイラスの先端などの跡を残さないペ
ン先、または字消しであってもよい。ロッド３２を、インクが無くなったときに新しいロ
ッドと交換するために、ハウジング２０に着脱可能に挿入および可逆に配置することがで
きる。
　圧電フィルム２８から放射される信号は、あらゆる方向に（内側および外側の両方向に
）伝搬する。外カバー３４は、圧電フィルム２８に重なっており、圧電フィルム２８によ
って発せられた超音波波形を反射させるように機能する。用語「重なる」は、以下では、
圧電フィルム２８および外カバー３４が重なるが、圧電フィルム２８と外カバー３４との
間の接触は、必要でないことを意味する。いくつかの実施形態においては、圧電フィルム
２８の一部分または全体が、圧電フィルム２８の振動を可能にする。
　カバー３４は、例えば、これらに限定されないが、プラスチック、金属、木材、または
他の固体材料など、入射する音波を反射させ、および／または入射する音波がカバー３４
を通って伝搬することがないようにする任意の固体材料を含むことができる。また、カバ
ー３４は、圧電フィルム２８を機械的な損傷から保護する。図に示されるように、カバー
３４を、半径方向外側へと伝搬する音波を内向きに反射させるように構成することができ
、および／または半径方向外向きの成分を有するベクトルに沿って伝搬する音波を「下方
」に反射させるように構成することができる。用語「外側へと伝搬する音波」は、以下で
は、圧電フィルム２８によって生成され、ペン１００のハウジング２０の外側かつおそら
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くはカバー３４の内側を伝搬する音波を指す。さらに、カバー３４は、音波の半径方向外
側への伝搬を「阻止」するように機能することができる。したがって、ペン装置２０から
発せられる信号３７は、従来からの先行技術の装置のように、軸１５に対して垂直に放射
されることがありえず、実質的に軸１５の方向の放射に限定される。その結果、信号３７
が筆記面に伝搬する。
　本発明の別の実施形態によれば、カバー３４は、ペン軸１５に実質的に平行に向けられ
、ペン装置１００から発せられる信号の方向を実質的に制限するように構成される。用語
「実質的に平行」は、以下では、長手方向のペン軸１５に実質的に平行であるような方法
で設計されるが、設計上の理由によりカバー３４とハウジング２０との接続部においてわ
ずかに丸められていてもよいカバーの形状を指す。
　本発明の別の実施形態によれば、カバー３４は、音波の下向きの外への伝搬を促進する
ために、カバー３４の近位端部においてハウジング２０へと接続され、先端が開いている
。用語「開いている」は、以下では、ペン軸１５に沿った下向きの伝搬を可能にするカバ
ー３４およびハウジング２０の先端の間の距離を指す。
【００２３】
　図７は、ペン装置の先端部の詳細な概略側面断面図である。本発明の別の実施形態によ
れば、ペン装置は、実質的に環状の圧電送信器要素として形成された超音波送信器を備え
る。さらに、送信器は、一対のワイヤまたは圧電フィルム２８に（例えば電気接点によっ
て）電気的に接続された任意の他の導電体など、電気リード（図示せず）を備える。この
電気信号を、超音波の放射を制御する電子回路によって生成することができる。圧電フィ
ルム２８の両側へと電圧が加えられると、フィルム２８が振動して、超音波信号を放射す
る。結果として、圧電フィルム２８が、超音波の送信器として機能する。フィルム２８の
両側に加えられる電圧が、フレームハウジング２０に対して外部の振動を生成する。圧電
フィルム２８が柔軟であるため、振動が、内側空洞の先細りの下部２４ｂに向かって移動
する超音波を生成する。
　本発明の別の実施形態によれば、ペン装置は、圧電フィルムによって生成される音波の
音響エネルギーの大部分が（i）少なくとも１つの半径方向の孔を経由して細長い内側空
洞へと進入し、（ii）細長い内側空洞内をハウジングの先端に向かって下方へと伝達され
、（iii）先端においてハウジングを出るように構成される。ペン装置に関して、用語「
構成される」は、以下では、ハウジングの形状および／またはフィルムの配置、および／
または内側空洞の形状および／またはペン装置に含まれる要素のあらゆる他の設計条件の
構成の任意の組み合わせを指す。
　本発明の別の実施形態によれば、ペン装置は、前記圧電フィルムによって生成されて外
へと伝搬する（すなわち、エネルギーによって測定されるとおりの）音波の大部分が、音
波を反射する外カバーによって実質的に下方に伝搬するように閉じ込められるようなペン
装置である。用語「実質的に下方」は、以下では、伝搬とペン軸との間に定められる約４
５度未満の全体的方向の角度での伝搬を指す。
　本発明の別の実施形態によれば、フィルム２８が振動するとき、音波は、少なくとも１
つの半径方向の孔２６を経由して下部２４ｂへと進入し、次いでこの音波が、下部２４ｂ
を通って移動する。さらに、フィルム２８の振動が、半径方向外側へと伝搬する音波を生
成でき、次いでこれが、内向きの方向に伝搬して半径方向の孔２６を経由して下部２４ｂ
へと進入するように順次反射される。いくつかの実施形態においては、振動するフィルム
２８によって生成される音波の超音波エネルギーの大部分が、少なくとも１つの半径方向
の孔２６を経由して下部２４ｂへと進入した後で、環状の開口３６を通って下方に向けら
れる一方で、熱などのエネルギーのうちの少量が、空洞２４内で吸収される。
　本発明の別の実施形態によれば、下部２４ｂは、ペンの下部から最大（または、ほぼ最
大）のエネルギーを転送して、放射される信号を強め、装置１００の感度を高めるために
、送信器の共振周波数に合わせて寸法を付された音響開口または共鳴体積を形成するよう
に構成される。
【００２４】
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　図８は、いくつかの実施形態によるペン装置の先端部の機能部品を示す分解斜視図であ
る。本発明の一実施形態によれば、先端部が３つの層を備え、第１の層は、円筒形のハウ
ジング２０である。実質的に円筒形の空洞を有するハウジング２０が、その下端において
、環状の開口３６を終端とする。ロッド３２の有効なペン先３８が、特に、環状の開口３
６を通って伸びるように構成される。
　第１の層にかぶせるように構成される第２の層２８は、円筒形の圧電フィルムであり、
圧電フィルム２８の両面へ電気的接触を加える外部の回路へと接続されるように特に構成
される内側導電層および外側導電層を備える突き出し端２９を有する。導電層は、電極ま
たは電子伝導金属フィルムを含むグループから選択される。圧電フィルム２８は、一対の
ワイヤまたは圧電フィルム２８に（例えば電気接点によって）電気的に接続された任意の
他の導電体などによって、電気リードから電気信号を受ける。このＡＣ電気信号（例えば
、１つ以上の励起パルス）は、例えばスタイラスに組み合わせられ、スタイラスへと取り
付けられ、あるいはスタイラスに組み込まれ、電源（図示せず）によって駆動される電子
回路（図示せず）によって生成することができる。この電源（図示せず）について、いか
なる制限も存在しない。電源として、電池（充電式の電池など）または充電可能な「コン
デンサー」を挙げることができる。後者は、より短い時間的尺度で充電が可能であるため
、いくつかの実施形態において、ユーザーがコンデンサーを充電するために使用できる電
子「インクつぼ」を設けることができると考えられる。
　例示的な実施形態（これらに限定されないが）においては、圧電フィルム２８の半径は
、約２～３ｍｍであり、圧電フィルム２８の長さは、２～５ｍｍの間である。
　第２の層２８にかぶせるように構成される第３の層３４は、圧電フィルム２８によって
発せられた超音波波形を反射させるために機能するカバー３４である。さらに、カバー３
４は、圧電フィルム２８を機械的な損傷から保護するとともに、ペン装置１００の指支持
部を形成する。
【００２５】
　本発明の別の実施形態によれば、装置１００は、細長い空洞２４内に配置されて赤外線
信号を放射するために動作する赤外線送信器（図示せず）をさらに備え、赤外線信号およ
び圧電フィルムから発せられる信号が、ペン位置情報を提供する。用語「ペン位置情報」
は、以下では、三角測量によってペンの位置を割り出すために有用な超音波および／また
は送信器ならびにそれぞれの超音波および／または赤外線受信器の間の飛行時間について
のタイミング情報を指す。
　ペン装置１００の第２の構成が、図９に示される。ペン装置１００は、圧電フィルム２
８をハウジング２０の下方のペンの先端部に位置させて含む超音波送信器と、圧電フィル
ム２８を覆う外カバー３４とを備える。ハウジング２０の下方に位置するカバー３４は、
超音波を下方へとペン軸１５の方向に伝搬させることができるような方法で、ペン装置か
ら放射される信号の方向を実質的に反射させるように構成される。また、カバー３４は、
音波の半径方向外側への伝搬を阻止するように構成される。ハウジング２０の先端は、カ
バー３４の近位端部へと接続される。カバー３４は、内側空洞２９を備え、内側空洞２９
が、下端において環状の開口３１を終端とする。ロッド３２は、有効なペン先３８を開口
３１を通して延在させつつハウジング２０内に設置する。
　上述した従来技術のペン装置の他の特徴および本明細書においてさらに説明されるとお
りの本発明の種々の態様によるペン装置の新規な特徴を、装置１００において機能するよ
うに組み合わせることができることを、当業者であれば理解できるであろう。
【００２６】
ペンの上昇／ペンの下降を検出するための改良されたシステム
　別の態様によれば、本発明は、接触センサーおよび／または圧力センサーを備えるペン
装置を提供する。本発明のこの態様によるペン装置は、図１１ならびに図１２Ａおよび図
１２Ｂに示されており、以下では装置２００と称される。
　ここで図１０を参照すると、図１０は、ペン装置の概略側面断面図であって、電子回路
５８（特に、ペン位置を割り出すための信号を送信または受信するために有用な超音波ト



(20) JP 2010-515962 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

ランスデューサーおよび／または光送信器または光受信器を操作させるための電子機器を
収容するＰＣＢ）へと接続された接触センサーおよび／または圧力センサー４２を示す。
回路基板は、ハウジングの空洞の細長い表面４３に取り付けられている。用語「細長い表
面に取り付けられた」は、以下では、長手方向のペン軸の方向にある回路基板の配置を指
す。
【００２７】
　図１１に示されるとおり、ペン装置２００は、中空のハウジング内に、着脱可能に取り
付けられるロッド３２を解放可能に保持するためのホルダー５０と、レバー５４などの力
伝達部材によって接触されて作動する接触センサーおよび／または圧力センサーとをさら
に備える。レバー５４は、ロッド３２の筆記用のペン先３８に作用する長手方向の力に応
答するために、筆記面への接触および／または押し付け時にロッドのペン先に加わる軸方
向の動きおよび／または力を、センサーへの半径方向の動きへと変換するために有用であ
り、ペン軸に沿って配置された電子回路がセンサー４２に電子的に連絡し、少なくともセ
ンサー４２が力および／または、ある大きさの力がロッド３２の筆記用のペン先３８に作
用していることを知らせるときに、ペン装置２００の動作に影響を及ぼす。ロッド３２に
加わる力は、上向きであり、ペン軸の方向である。
　本発明の別の実施形態によれば、レバー５４は、筆記具と一体に形成される。ロッドお
よびレバーは、ただ１つの物体（すなわち、細長い筆記具）において一体に形成される。
　センサーは、圧力によって作動するマイクロスイッチとして構成され、ロッド３２が筆
記面に当接したこと、およびロッド３２を筆記面へと押し付けている力を、ペン装置２０
０が判断できるようにすることで、ユーザーが筆記を行っていること、ならびに描かれる
線の細さまたは太さを、ペン装置２００が判断できるようにする。マイクロスイッチは、
ロッド３２が筆記面に接触したとき、ホルダー５０がペン軸の方向に駆動され、枢着部５
２を中心とするレバー５４の下向きの運動を可能にするように構成される。回転レバー５
４は、ホルダー５０へ取り付けられてホルダー５０によって回転される第１の端部と、第
２の端部とを有する。ホルダー５０によって駆動される回転レバー５４は、ロッド３２に
加わる力の大きさに応じて上方および下方に可動である。レバー５４は、ロッド３２に加
わる圧力（ペン軸に平行な方向を有する）をペン軸に垂直な方向に加わる圧力へと変換す
る。これは、検出の際のロッドの動きを小さくする本発明の重要な利点である。
　レバー５４の第２の端部は、圧力によって作動する導電材料５６を機械的に押す。例示
的な実施形態（これらに限定されないが）においては、圧力によって作動する導電材料５
６が、圧力のもとで導電性になる市販の圧力によって作動する導電性のＺＯＦＬＥＸ（登
録商標）　ＺＬ６０．１（Xilor Inc.）など、ゴム材料であってもよい。レバー５４と導
電材料５６との間の恒久的な接触が、ホルダー５０の下方に位置するばね（図示せず）に
よって保証される。したがって、電気的接続が、ロッド３２と超音波送信器４０および赤
外線送信器（図示せず）を作動させる電子回路（好ましくは、プリント基板（ＰＣＢ）５
８であり、小型電池などの電源への接続を含む）との間で可能になる。ＰＣＢ５８が、導
電材料５６に隣接して配置され、ペン軸に平行に向けられる。ＰＣＢ５８が、マイクロス
イッチの開閉に応答し、送信装置４０によって送信される信号を左右する。このようにし
て、ペン装置２００は、筆記の行為が行われていることを認識し、ペン装置２００の動き
が、筆記の動きであると解釈される。ロッド３２から圧力が除かれると、レバー５４が初
期の状態へと跳ね戻る。このようにして、このセンサーは、圧力を検出することによって
ロッドのペン先へ加えられる力を検出し、さらに、ペン装置２００の上昇／下降の動きも
検出する。
【００２８】
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、本発明の教示によるマイクロスイッチ５００の一部分の詳
細な側面図および正面断面図である。マイクロスイッチ５００は、ロッド３２が筆記面に
接触したときにホルダー５０がペン軸の方向に駆動されるように構成される。レバー５４
は、ホルダー５０へ取り付けられてホルダー５０によって回転される第１の端部と、枢着
部５２を中心にして平衡した第２の端部とを有する、おおむねＬ字形のレバーとして構成
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される。レバー５４は、好ましくは弾性も有する金属などの導電性材料から形成される。
ホルダー５０は、レバーの第１の端部に重なり、レバーの第２の端部が、導電材料５６に
接触している。ホルダー５０が、ペン軸の方向に駆動されると、レバー５４が、ペン軸に
垂直な方向に下方へと駆動される。原理的には、導電材料５６への圧力が解放されること
で、導電材料５６が初期の状態へと復帰して、回路を遮断することができる。しかしなが
ら、実際には、導電材料５６の解放の応答時間は、典型的に、かなり遅い。この理由のた
め、圧力が解放されたときにレバー５４が速やかに持ち上がって回路を遮断するように、
レバー５４が弾性を有する。筆記具３８が使用されていないとき、レバー５４がロッド３
を下方へと押して、マイクロスイッチ５００を開放する。さらに、マイクロスイッチ５０
０は、抑止アーム６２を定め、レバー５４の先端部および導電材料５６を囲み、保護ギャ
ップ６４によってホルダー５０から離れている保護カバー６０を備える。抑止アーム６２
がホルダーの変位を制限し、過剰な圧力がロッド３２に加えられた場合のシステムの損傷
を防止する。圧力および接触の検出時のロッドの動きの制限は、ペン装置２００の重要な
利点であり、マイクロスイッチ５００の効率的かつ正確な動作およびユーザーの筆記の動
作を妨げないことに貢献する。
　上述した従来技術のペン装置の他の特徴および本明細書においてさらに説明されるとお
りの本発明の種々の態様によるペン装置の新規な特徴を、装置２００において機能するよ
うに組み合わせることができることを、当業者であれば理解できるであろう。
【００２９】
光を送信するための改良されたシステム
　別の態様によれば、本発明は、多方向の光ビームを送信するための反射器を備えるペン
装置を提供する。本発明のこの態様によるペン装置が、図１３Ａ～図１３Ｄおよび図１４
に示されており、以下では装置３００と称される。
　市販のペン装置は、通常、超音波および赤外線（ＩＲ）の両方の送信器によって動作す
る。筆記具の位置は、三角測量によって筆記具から受信器までの超音波信号の飛行時間（
ＴＯＦ）から導出される。ＩＲ信号が、同期情報を提供するとともに、例えば使用される
筆記具の色など、追加の情報を運ぶ。従来、赤外線光源は、赤外線光源によって発せられ
る赤外線をペン装置のハウジングを通して導くように、ペン装置の先端に設けられる。ハ
ウジングの円筒形状ゆえに、赤外線インターフェイスは、正確な信号を送信するために、
ペンの長手軸の周囲の３６０度の角度の通信範囲を有していなければならない。典型的に
、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの複数の赤外線光源が、ペンの長手軸の周囲の３６０度
の角度の通信範囲にわたって光送信の良好な一様性を達成するために、ハウジングの周囲
全体に配置される。
【００３０】
　図１３Ａ～図１３Ｄに示されるように、ただ１つのＬＥＤ７０を使用して、ペン軸の周
囲の３６０度の角度の通信範囲にわたって光送信の良好な一様性を達成するために、赤外
線反射器７２が、ハウジングの長手方向の内側空洞に追加される。
　反射器７２は、ＬＥＤ７０を囲み、赤外線をハウジング２０の外へと運ぶ。ハウジング
２０は、多くの場合、不透明であって、反射された光を伝えるための細長いすき間または
小さな透明領域を有する。赤外線は、複数の細長いすき間または透明層７４を通ってハウ
ジングの外へと送信される。細長いすき間／透明部分を出る光の強度が高められる。
　本発明の別の態様によれば、透明部分から出る光の少なくとも大部分は、反射された光
である。したがって、ただ１つのＬＥＤ７０が、ロッド３２に隣接してハウジング２０内
に配置される。図１３Ｂおよび図１３Ｃは、ハウジング２０および反射器７２へのＬＥＤ
７０の配置を示す。
　随意により、反射器７２は、図１３Ｄに示されるように、約８５％の反射力を有する金
属リングであって、切り欠き７６を備え、あるいは金属でコートされたプラスチックリン
グであって、コートなしの透明部分を備える。金属リングは、より高い反射力を得るため
に、上方および下方の平面をさらに備えることができる。切り欠きが、反射器からの赤外
線の送信を可能にする一方で、反射器の金属部分７３が、赤外線を反射する。反射器を、
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ＬＥＤの後方を囲む部分により多くの切り欠きまたは透明なすき間を有するように構成す
ることができる。さらに、切り欠き７６の間の距離は、ペン装置の近くに配置された検出
器が影の信号だけを検出することがないように保証するために、十分に小さくてもよい。
【００３１】
　第２の構成を、図１４を参照して検討する。反射器は、５０％～１００％の反射力を有
する反射リング８０であって切り欠きを有しておらず、積算器として機能する。透明リン
グ８２が、金属リングの下方に位置する。透明リング８２が、反射器からの赤外線の送信
を可能にする一方で、金属リング８０が、赤外線を反射させる。さらに、赤外線の反射を
高めるために、ＬＥＤおよびロッド３２を閉じ込めているハウジングの空洞を、金属でコ
ートすることができる。赤外光の多方向のビームが、ペン軸に対して垂直に半径方向に送
信される。
　さらに、内部の赤外線送信器が、ペンの長手軸の周囲の３６０度の角度の通信範囲にわ
たって光送信の良好な一様性を提供する。図１４Ａが、送信される赤外線信号の強度の典
型的な形状を、方向の関数として示す。装置３００は、放射線ロブ８１で図１４Ａに示さ
れるように、伝搬する赤外線信号を放射する。例えば、エネルギーの１０％が、４５度に
放射される（８３）。
　上述した従来技術のペン装置の他の特徴および本明細書においてさらに説明されるとお
りの本発明の種々の態様によるペン装置の新規な特徴を、装置３００において機能するよ
うに組み合わせることができることを、当業者であれば理解できるであろう。
【００３２】
改良されたマウスシステム
　別の態様によれば、本発明は、コンピューターマウスの機能的特徴を有する改良された
キャップを備えるペン装置を提供する。本発明のこの態様によるペン装置が、図１５に示
されており、以下では装置４００と称される。
　ここで図１５を参照すると、全体を通して、参照番号９２で指し示される改良されたキ
ャップを有するペン装置が説明される。このペンは、ペンのストロークを追跡するための
「デジタルペンモード」と、デジタルペンがホスト装置にとってマウスとして機能するこ
とができる「マウスモード」という２つの動作モードで動作する。一般に、ユーザーが筆
記面上でインクを使用する従来からのデジタイザーペンから、コンピューターマウスへの
切り替えを望み、カーソルを追跡するためにマウスを動かす場合、ペンの移動によって表
面上に跡が残される。本発明の一実施形態は、ペンのペン先を覆って配置され、表面に触
れたときにリフィルのオン／オフを可能にするプラスチックキャップを開示する。このキ
ャップが、通常、筆記具を覆って非使用時のインクの漏れを防止するペンキャップとして
使用され、このキャップを、使用時にペンの反対側へと装着されるように設計できる。ペ
ンをマウスとして機能させる場合、キャップが、リフィルによる表面への描画を防止する
。ペンを従来どおりのペンとして機能させる場合、キャップを単純に取り外し、ペンの反
対側に配置することができる。
【００３３】
　本発明のいくつかの実施形態によって提供される改良されたマウス－キャップは、ペン
装置４００をデジタイザーペンまたは伝統的なマウスポインター装置の両方として使用す
ることを可能にする。例えば、非使用時の筆記用の先端９８を覆うように構成されるキャ
ップ端部を有する着脱式のキャップ９２が、従来からのマウスと同様の方法で動作するこ
とも可能である。キャップ９２は、ペン装置４００からの信号を受信器へ伝えるように特
に構成される少なくとも１つの細長いすき間９９または透明層と、キャップ９２から末梢
的に伸び、ペン装置４００がマウスとして使用されるときに表面に跡が残されることがな
いようにし、あるいは筆記用の先端９８を「封鎖」するために筆記用の先端９８を押して
いる突き出し部材９４とを備える。用語「末梢的」は、以下では、キャップの周辺を指す
。用語「突き出している可動部材」は、以下では、ローラー、ノブ、およびボタンからな
る群から限定されない方法で選択されるボールなどの丸くふくらんだ形状を有するツール
を指す。
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　ペン装置４００は、キャップ９２またはペン装置の本体９０に組み込まれ、標準的なマ
ウスの「クリック」ボタンの機能を果たすように特に構成される少なくとも１つの押しボ
タン９６を備えることができる。マウスの使用時に、押しボタン９６は、ペン装置の本体
９０に組み込まれた１つ以上のスイッチを作動させることができる。外側の突起部および
内側の突起部を有する押しボタン９６は、内側の突起部がペン装置のスイッチ（図示せず
）の上方に位置するように構成される。ペン装置４００は、たとえキャップ９２がペン装
置４００に取り付けられている場合でも、細長いすき間９９または透明層を通して超音波
信号および赤外線信号を送信する。キャップ９２および押しボタン９６を、これらに限定
されないが、通常熱および圧力を加えることによって成型または成形が可能であるポリエ
チレンおよびポリスチレンまたはエポキシ、シリコーン、およびポリウレタンなどのポリ
マー材料から選択されるプラスチックで形成することができる。
　本発明の別の実施形態によれば、キャップ９２は、さらに字消しを統合することができ
る。
【００３４】
　本発明の別の実施形態によれば、ペン装置４００は、筆記用の先端９８がキャップ９２
によって覆われたことを検出し、したがって、ペンがペンモードまたはマウスモードのい
ずれかであるかを判断するように動作する電子回路を含むソフトウェアシステムをさらに
備える。
　上述した従来技術のペン装置の他の特徴および本明細書においてさらに説明されるとお
りの本発明の種々の態様によるペン装置の新規な特徴を、装置４００において機能するよ
うに組み合わせることができることを、当業者であれば理解できるであろう。
　本発明のいくつかの実施形態によって提供される他の潜在的利点は、有効なペン先３８
が送信の点に可能な限り近く、傾斜効果がほとんど生じえない点にある。用語「傾斜効果
」は、以下では、有効なペン先の位置がその上方に位置する送信の点から相違することで
、ペン先の位置情報が不正確になる現象を指す。さらに、従来技術の装置においては、ユ
ーザーが自身の指を筆記用の先端の近くに位置する赤外線トランスデューサーまたは超音
波トランスデューサーの領域に位置させることで、電子ペンとベースユニットとの間の通
信が妨げられる可能性がある。対照的に、装置１００においては、信号３７が軸１５の方
向に放射されるため、放射される信号３７の送信を妨げる恐れなく、有効なペン先の近く
でペン装置１００を指で保持することができる。
【００３５】
　本明細書において記載されるすべての参考文献は、それらの全体が、参照することによ
り本明細書に組み込まれる。参考文献への言及は、その参考文献を従来技術であると認め
るものではない。
　本発明を、本発明の実施形態の詳しい説明を使用して説明したが、それらの実施形態は
、あくまでも例として提示されており、本発明の技術的範囲を限定するものではない。上
述した実施形態は、様々な特徴を含むが、本発明のすべての実施形態において、それらの
特徴のすべてが必要というわけではない。本発明のいくつかの実施形態は、それらの特徴
またはそれらの特徴について考えられる組み合わせのうち、一部のみを利用する。当業者
であれば、上述した本発明の実施形態の変形例、ならびに上述の実施形態において説明さ
れた特徴の別の組み合わせを備える本発明の実施形態に、想到できるであろう。
【符号の説明】
【００３６】
１５　ペン軸（軸）、２０　ハウジング（フレームハウジング）、２４　空洞（内側空洞
）、２４ａ　上方の細い部分、２４ｂ　下方の広い部分（下部）、２６　半径方向の孔、
２８　圧電フィルム（フィルム、第２の層）、２９　突き出し端（内側空洞）、３１　開
口、３２　ロッド、３４　外カバー（カバー、第３の層）、３６　開口、３７　信号、３
８　ペン先（筆記具）、４０　超音波送信器（送信装置）、４２　圧力センサー（センサ
ー）、４３　細長い表面、５０　ホルダー、５２　枢着部、５４　回転レバー（レバー）
、５６　導電材料、５８　電子回路（プリント基板、ＰＣＢ）、６０　保護カバー、６２
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　抑止アーム、６４　保護ギャップ、７０　ＬＥＤ、７２　赤外線反射器（反射器）、７
３　反射器の金属部分、７４　透明層、７６　切り欠き、８０　反射リング（金属リング
）、８１　放射ロブ、８２　透明リング、９０　ペン装置の本体、９２　キャップ、９４
　突き出し部材、９６　押しボタン、９８　筆記用の先端、９９　細長いすき間、１００
　ペン装置（ペン、装置）、２００　ペン装置（装置）、３００　装置、４００　ペン装
置（装置）、５００　マイクロスイッチ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(27) JP 2010-515962 A 2010.5.13

【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３Ａ】
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【図１３Ｂ】 【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】 【図１４】
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【図１４Ａ】 【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月21日(2009.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．細長い内側空洞を備え、さらに少なくとも１つの半径方向の孔を先端に備える細長
いハウジング、および
　ｂ．圧電フィルムの少なくとも一部分が前記少なくとも１つの半径方向の孔に重なるよ
うに前記ハウジングに配置して成る少なくとも１つの超音波送信器
を備える電子ペン装置。
【請求項２】
　ｅ．赤外線送信器および赤外線受信器からなる群から選択される少なくとも１つの光学
素子をさらに備え、前記少なくとも１つの超音波送信器によって処理される超音波信号と
、前記少なくとも１つの光学素子によって処理される赤外線信号とを用い、前記ペン装置
の位置の割り出しを容易にする、請求項１に記載の前記ペン装置。
【請求項３】
　ａ．細長い内側空洞を備える細長いハウジングと、
　ｂ．圧電フィルムをペン装置の先端部に配置して成る超音波送信器と、
　ｃ．前記圧電フィルムに重なる音波反射用外カバーと
から成り、
　前記音波反射用外カバーは、前記音波反射用外カバーの近位端部において前記ハウジン
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グへ接続され、前記先端部は、音波の下向きの外への伝搬を促進するために開いており、
　前記音波反射用外カバーは、半径方向外側へと伝搬する外への音波を、下向きの軸方向
へ向け直すように構成される電子ペン装置。
【請求項４】
　前記カバーは、前記下向きの軸方向に実質的に平行に向けられ、前記ペン装置から放射
される信号の方向を実質的に限定するように構成される、請求項３に記載の前記ペン装置
。
【請求項５】
　ａ．内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、
　ｂ．少なくとも細長いロッド部を含み、前記細長いロッドの先端が、前記ハウジングの
先端において前記ハウジングから突き出すように、前記長手空洞内に配置される細長い筆
記具と、
　ｃ．前記内側空洞の細長い表面に取り付けられた回路基板と、
　ｄ．前記細長い筆記具の先端への力を表す電気信号を生成するために動作するセンサー
と、
を備え、前記センサーが、前記回路基板に配置される電子ペン装置。
【請求項６】
　ａ．透明領域および開口送信部からなる群から選択される少なくとも１つの光伝達要素
を含む内側の長手空洞を有する細長いハウジングと、
　ｂ．前記内側の長手空洞内に配置された内部光源と、
　ｃ．前記長手空洞内に位置し、前記光源から受ける入射光を反射して、該反射光を前記
光伝達要素から出すように構成され、前記入射光の強度を高めるように動作する少なくと
も１つの反射器と、
　ｄ．超音波送信器および超音波受信器からなる群から選択され、前記電子ペン装置の位
置の電子的な割り出しを容易にするために動作する少なくとも１つの超音波電子トランス
デューサーと
から成る電子ペン装置。
【請求項７】
　前記内部光源は、ＬＥＤを含む、請求項６に記載の前記ペン装置。
【請求項８】
　２つの動作モード、すなわちペンのストロークを追跡するためのペンモード、およびペ
ンがホスト装置にとってマウスとして機能するマウスモードを提供する改良された電子ペ
ンシステムであって、
　ａ．筆記端の位置を定めるハウジングを有する電子ペン、および
　ｂ．キャップ端を有する着脱式の筆記端キャップ
を備え、
　前記キャップ端は、ペンがマウスモードにあるときに筆記端を覆って、表面に触れると
きに前記筆記端を無効にするように構成される改良された電子ペンシステム。
【請求項９】
　ペン装置がマウスモードにあるときに筆記端を覆うように構成されたキャップ端を有す
る着脱式の筆記端キャップであって、表面に接触するように前記筆記端を押す前記キャッ
プから末梢的に伸びた突き出し可動要素を備え、表面に接触したときに前記筆記端を無効
にするように機能する着脱式の筆記端キャップ。
【請求項１０】
　電子ペン装置の位置を表示する出力信号波形を送信するための方法であって、
　ａ．（i）（Ａ）細長い内側空洞を含み、さらに半径方向の孔をハウジングの下部に位
置させて備える細長いハウジング、および（Ｂ）圧電フィルムの少なくとも一部分が少な
くとも１つの前記半径方向の孔に重なるように前記ハウジングに配置された前記圧電フィ
ルム、を備える圧電送信器と、（ii）前記圧電フィルムに重なる外カバーと、を備える前
記電子ペン装置を提供するステップと、
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　ｂ．前記電子ペン装置を動作させるステップと、
　ｃ．前記圧電フィルムによって音波を生成するステップと、
　ｄ．前記少なくとも１つの半径方向の孔を経由して前記内側空洞を通過して移動する無
指向性の出力超音波信号波形を放射するステップと、
　ｅ．前記信号波形の伝搬を、前記ハウジングの先端に向かって前記内側空洞内において
下向きに制限するステップと
を含む方法。
【請求項１１】
　筆記具が筆記面に当接している場合を割り出し、前記筆記具を前記筆記面へと押し付け
ている力を割り出すための方法であって、
　ａ．（i）前記筆記具の位置を定める細長い表面空洞を備えるハウジングと、（ii）圧
力によって作動する導電材料を有するセンサーと、（iii）前記センサーに隣接する力伝
達要素と、（iv）前記細長い内側空洞に取り付けられた回路基板と、を備える電子ペン装
置を提供するステップと、
　ｂ．前記筆記具と前記筆記面との間に接触を加えるステップと、
　ｃ．前記力伝達要素の下方への動きを可能にするステップと、
　ｄ．前記圧力によって作動する導電材料に圧力を加えるステップと、
　ｅ．前記筆記具と前記回路基板との間の電気的接続を可能にするステップと、
　ｆ．前記筆記具の先端への力を表す電気信号を生成するステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　電子ペン装置から前記電子ペン装置の位置の電子的な割り出しを容易にするために機能
する一様な放射線を送信するため、および放射線の強度を高めるための方法であって、
　ａ．（i）少なくとも１つの光伝達要素を含む内側の長手空洞を有する細長いハウジン
グ、（ii）前記空洞内に配置された内部光源、（iii）前記長手空洞内に位置する赤外線
反射器、および（iv）超音波送信器および超音波受信器からなる群から選択される少なく
とも１つの超音波電子トランスデューサー、を備える電子ペン装置を提供するステップと
、
　ｂ．前記反射器内に放射線を発するステップと、
　ｃ．前記光源から受信される前記反射器内の前記入射の放射線を反射させるステップと
、
　ｄ．前記発せられた放射線の強度を高めるステップと、
　ｅ．前記放射線を前記反射器から半径方向に送信するステップと、
　ｆ．前記放射線を前記光伝達要素を通して前記ハウジングから半径方向に送信するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項１３】
　電子ペン装置を２つの動作モード、すなわちペンのストロークを追跡するためのペンモ
ード、およびペンがホスト装置にとってマウスとして機能するマウスモードで動作させる
ための方法であって、
　ａ．電子ペンの筆記端を覆うように構成されるキャップ端を有する着脱式の筆記端キャ
ップであって、（i）少なくとも１つの透明部と、（ii）前記キャップから末梢的に伸び
て前記筆記端を押す突き出し可動要素と、（iii）前記キャップに組み込まれた少なくと
も１つの押しボタンとを含むキャップを提供するステップと、
　ｂ．前記ペン装置の前記筆記端を覆うことによって前記筆記端を無効にするステップと
、
　ｃ．表面に跡を残すことなく表示画面上に表示される前記マウスの動きを誘うために、
前記ペン装置を動かすステップと、
を含む方法。
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