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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の親指の先端に近接して取り付けるよう操作可能に構成された第一のセンサーと
、
　前記利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成された複数のセンサーであって、前記
第一のセンサーと前記複数のセンサーの少なくとも一つとの間に接触を起こすよう、前記
利用者が前記利用者の親指及び／又は指を動かすことができる前記複数のセンサーと、
　を備えた情報を入力するための機器であって、
　前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先
端に近接して配置し、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにお
ける側面に配置し、さらに、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一
つにおける末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から
内側に間隔を空けて配置することを特徴としており、
　機器は、さらに、
　前記第一のセンサー及び前記複数のセンサーと通信するインターフェースであって、頻
繁に用いられるデータ・アイテムが、前記第一のセンサーと前記複数のセンサーにおける
センサーとの間の接触に関連付けられるよう、前記第一のセンサーと前記複数のセンサー
におけるセンサー間の接触と各データ・アイテムを関連付けし、前記データ・アイテムを
表すデータ信号を生成するよう操作可能に構成されている前記インターフェースを備え、
　前記複数のセンサーにおけるセンサーを前記利用者の指における末端の指骨の先端に近
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接して配置し、前記複数のセンサーにおけるセンサーを前記利用者の指における側面に配
置し、さらに、前記複数のセンサーにおけるセンサーを前記利用者の指における末端の指
骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて
配置することを特徴とする、情報を入力するための機器。
【請求項２】
　前記インターフェースは前記利用者の手に取り付けるよう操作可能に構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記利用者の親指及び指に嵌まるよう操作可能に構成されたホルダーをさらに含み、前
記第一のセンサー及び前記複数のセンサーは前記ホルダーに配列されていることを特徴と
する請求項１に記載の機器。
【請求項４】
　前記インターフェースは前記ホルダーに取り付けられていることを特徴とする請求項３
に記載の機器。
【請求項５】
　前記ホルダーは成形したカバーを含むことを特徴とする請求項３に記載の機器。
【請求項６】
　前記成形したカバーはグローブを含むことを特徴とする請求項５に記載の機器。
【請求項７】
　前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記複数のセンサーの少なくともいくつ
かが前記利用者の薬指及び中指の中央の指骨に配置されるよう、前記ホルダーに配列され
た前記複数のセンサーであって、前記頻繁に用いられるデータ・アイテムは、前記利用者
の薬指及び中指の前記中央の指骨に配置された前記複数のセンサーの一つとさらに関連す
ることを特徴とする請求項３ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項８】
　前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記複数のセンサーの少なくともいくつ
かを前記利用者の人差し指における側面の末端及び中央の指骨に配置するよう、前記ホル
ダーに配列された前記複数のセンサーであって、前記頻繁に用いられるデータ・アイテム
は、前記利用者の人差し指における前記側面の前記末端及び中央の指骨に配置された前記
複数のセンサーの一つとさらに関連することを特徴とする請求項３ないし６いずれか一つ
に記載の機器。
【請求項９】
　前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記複数のセンサーの少なくとも一つを
前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して配置するよう、前記ホルダー
に配列された前記複数のセンサーであって、「ｅ」、「ａ」、「ｎ」、「ｔ」、「ｏ」、
「ｉ」から成るグループの少なくとも一つのデータ・アイテムは前記複数のセンサーの少
なくとも一つと関連することを特徴とする請求項３ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項１０】
　前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記複数のセンサーの少なくとも一つを
前記利用者の手の平側における末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置するよう、
前記ホルダーに配列された前記複数のセンサーであって、「ｓ」、「ｕ」、「ｐ」、「ｃ
」、「ｈ」、「ｌ」、「ｒ」、「ｗ」から成るグループの少なくとも一つのデータ・アイ
テムは前記複数のセンサーの少なくとも一つと関連することを特徴とする請求項３ないし
６いずれか一つに記載の機器。
【請求項１１】
　前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記第一のセンサーは前記先端の周辺の
辺りで少なくとも部分的に広がるよう前記ホルダーに配列されていることを特徴とする請
求項３ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項１２】
　前記複数のセンサーは、



(3) JP 5243967 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

　第一の複数のセンサーを含み、
　さらに第二の複数のセンサーも含み、前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前
記第二の複数のセンサーを前記利用者の指の一つにおける側面に沿って配置するよう密集
した関係で、前記第二の複数のセンサーは前記ホルダーに配列されており、
　前記インターフェースは、隣接した前記第二の複数のセンサーの一つと前記第一のセン
サーとの間の連続した接触に応じて、繰り返しのデータ信号を生成するよう操作可能に構
成されていることを特徴とする請求項３ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項１３】
　前記繰り返しのデータ信号は、隣接した前記第二の複数のセンサーの一つと前記第一の
センサーとの間の第一の方向における連続した接触に関連する第一の繰り返しのデータ信
号を含み、前記インターフェースは、第二の繰り返しのデータ信号を、隣接した前記第二
の複数のセンサーの一つと前記第一のセンサーとの間の第二の方向における連続した接触
と関連付けするよう操作可能に構成されており、前記第二の方向は前記第一の方向とは反
対であることを特徴とする請求項１２に記載の機器。
【請求項１４】
　前記第一の繰り返し信号及び前記第二の繰り返し信号それぞれは、表示がスクロールア
ップ及びダウンするよう機能するデータ・アイテムを表すようになっていることを特徴と
する請求項１３に記載の機器。
【請求項１５】
　前記インターフェースによる受信のためのモード選択信号を生成するよう操作可能に構
成されたモード・センサーを含み、前記インターフェースは、前記モード選択信号の受信
に応じて、データ・アイテムのセット内のデータ・アイテムを前記複数のセンサーの一つ
それぞれと関連するよう構成されていることを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項１６】
　前記データ・アイテムのセットは数字データ・アイテム、英数字データ・アイテム、フ
ァンクション・キーに相当するデータ・アイテム、動作に関連するデータ・アイテムのう
ち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１５に記載の機器。
【請求項１７】
　前記データ・アイテムのセットは、コンピュータ・プログラム、言語、電子装置のうち
少なくとも一つと結合して頻繁に用いられるデータ・アイテムを含むことを特徴とする請
求項１５に記載の機器。
【請求項１８】
　前記利用者の親指及び指に嵌まるよう操作可能に構成されたホルダーと、前記ホルダー
に配列された前記第一のセンサー及び前記複数のセンサーを含み、前記データ・アイテム
のセットは、前記ホルダーを前記利用者の手に嵌めた場合、前記利用者の左手及び前記利
用者の右手の少なくとも一方に配置した前記複数のセンサーの一つと関連するデータ・ア
イテムを含むことを特徴とする請求項１５ないし１７いずれか一つに記載の機器。
【請求項１９】
　前記モード・センサーは前記複数のセンサーの一つを含み、前記モード信号は、前記第
一のセンサーと前記複数のセンサーの一つとの間の接触に応じて、生成されることを特徴
とする請求項１５ないし１７いずれか一つに記載の機器。
【請求項２０】
　前記モード・センサーは少なくとも一つのアクチュエーターを含み、前記モード選択信
号は、前記利用者による前記アクチュエーターの動作に応じて生成されることを特徴とす
る請求項１５ないし１７いずれか一つに記載の機器。
【請求項２１】
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して配置されている複数のセン
サーの少なくとも一つは、前記利用者の人差し指の末端の指骨の先端に近接して配置され
ている複数のセンサーの一つ、及び、前記利用者の中指の末端の指骨の先端に近接して配
置されている複数のセンサーの一つから構成されていることを特徴とする請求項１ないし
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６いずれか一つに記載の機器。
【請求項２２】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている複数のセンサーの少なくとも一つ
は、前記利用者の人差し指の末端の指骨の側面に配置されている複数のセンサーの一つか
ら構成されていることを特徴とする請求項２１に記載の機器。
【請求項２３】
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記
末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置されている前記複数のセンサーの少なくと
も一つは、前記利用者の中指における末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、
前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置されている前記複数のセンサーの一つ
から構成されていることを特徴とする請求項２２に記載の機器。
【請求項２４】
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して配置されている複数のセン
サーの少なくとも一つは、さらに、前記利用者の薬指の末端の指骨の先端に近接して配置
されている複数のセンサーの一つから構成されていることを特徴とする請求項２３に記載
の機器。
【請求項２５】
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して配置されている複数のセン
サーの少なくとも一つは、さらに、前記利用者の小指の末端の指骨の先端に近接して配置
されている複数のセンサーの一つから構成されていることを特徴とする請求項２４に記載
の機器。
【請求項２６】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている複数のセンサーの少なくとも一つ
は、さらに、前記利用者の人差し指の中央の指骨の側面に配置されている複数のセンサー
の一つから構成されていることを特徴とする請求項２４に記載の機器。
【請求項２７】
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記
末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置されている前記複数のセンサーの少なくと
も一つは、さらに、前記利用者の薬指における末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、
さらに、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置されている前記複数のセンサ
ーの一つから構成されていることを特徴とする請求項２４に記載の機器。
【請求項２８】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている前記複数のセンサーの少なくとも
一つは、さらに、前記利用者の中指における末端の指骨の側面に配置されている複数のセ
ンサーの一つから構成されていることを特徴とする請求項２４に記載の機器。
【請求項２９】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている前記複数のセンサーの少なくとも
一つは、さらに、前記利用者の薬指における末端の指骨の側面に配置されている複数のセ
ンサーの一つから構成されていることを特徴とする請求項２４に記載の機器。
【請求項３０】
　前記第一のセンサーに間隔を空けて離れた関係で、利用者の親指の手の平側に取り付け
るよう構成された第二のセンサーを含み、前記第二のセンサーと通信する前記インターフ
ェースであって、前記インターフェースは前記第二のセンサーと前記複数のセンサーにお
けるセンサーとの間の接触を各データ・アイテムと関連付けし、前記データ・アイテムを
表すデータ信号を生成するよう操作可能に構成されており、これにより、頻繁に用いられ
るデータ・アイテムが、前記第二のセンサーと前記複数のセンサーにおけるセンサーとの
間の接触に関連付けられており、前記複数のセンサーにおけるセンサーを前記利用者の指
における末端の指骨の先端に近接して配置し、前記複数のセンサーにおけるセンサーを前
記利用者の指における側面の末端の指骨に配置し、さらに、前記複数のセンサーにおける
センサーを前記利用者の指における末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前
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記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置することを特徴とする請求項１に記載の
機器。
【請求項３１】
　前記第二のセンサーは成形した導電性の細片を含み、前記接触が起きた場合、前記成形
は人間工学的に好ましい状態を容易にするよう構成されていることを特徴とする請求項３
０に記載の機器。
【請求項３２】
　前記第二のセンサーは、「Ｔ」形に配置された第一及び第二の導電性の細片を含むこと
を特徴とする請求項３０に記載の機器。
【請求項３３】
　前記第二のセンサーは、十字形に配置された第一及び第二の導電性の細片を含むことを
特徴とする請求項３０に記載の機器。
【請求項３４】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている複数のセンサーの少なくとも一つ
は、前記利用者の人差し指の末端の指骨の側面に配置されている複数のセンサーの一つか
ら構成されていることを特徴とする請求項３０ないし３３いずれか一つに記載の機器。
【請求項３５】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている複数のセンサーの少なくとも一つ
は、前記利用者の人差し指の中央の指骨の側面に配置されている複数のセンサーの一つか
ら構成されていることを特徴とする請求項３０ないし３３いずれか一つに記載の機器。
【請求項３６】
　前記利用者の指の一つにおける側面に配置されている複数のセンサーの少なくとも一つ
は、前記利用者の人差し指の中央の指骨の側面に配置されている複数のセンサーの一つか
ら構成されていることを特徴とする請求項３４に記載の機器。
【請求項３７】
　前記インターフェースは、特定の言語に関連する単語において頻繁に発生する並びのデ
ータ・アイテムを、隣接して配置した前記複数のセンサーの一つと関連するよう操作可能
に構成されていることを特徴とする請求項１ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項３８】
　前記特定の言語は英語を含み、頻繁に発生する前記データ・アイテムの前記並びは、ア
イテム「ｅｓ」、「ｅｒ」、「ｔｈ」、「ｅｄ」、「ｎｇ」の少なくとも一つを含むこと
を特徴とする請求項３７に記載の機器。
【請求項３９】
　前記インターフェースは、前記第一のセンサーと、前記複数のセンサーの一つを隣接し
て配置させた２つとの間の接触をデータ・アイテムと関連させ、前記データ・アイテムを
表すデータ信号を生成するよう操作可能に構成されていることを特徴とする請求項１ない
し６いずれか一つに記載の機器。
【請求項４０】
　前記データ・アイテムは、「ｓｈｉｆｔ」データ・アイテム、「ｃｔｒｌ」データ・ア
イテム、「ａｌｔ」データ・アイテム、及び実行される動作を起動するデータ・アイテム
のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項３９に記載の機器。
【請求項４１】
　前記インターフェースは前記データ信号を生成するよう操作可能に構成されており、こ
の結果、前記データ信号は、割当てられた前記複数のセンサーの一つを連続して多数回接
触させた後、データ・アイテムの順序ある並びと関連するセンサーを接触させること応じ
て前記データ・アイテムの順序ある並びを表すようになっていることを特徴とする請求項
１ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項４２】
　前記第一のセンサーは第一の電気的な接触点を含み、
　前記複数のセンサーはそれぞれの電気的な接触点を含み、
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　前記第一の電気的な接触が前記それぞれの電気的な接触点の少なくとも一つと物理的に
接触した場合、前記第一のセンサー及び前記複数のセンサーは電気回路を完成するよう構
成され、前記インターフェースは、完成した前記電気回路を探知することに応じて、前記
データ信号を生成するよう操作可能に構成されていることを特徴とする請求項１ないし６
いずれか一つに記載の機器。
【請求項４３】
　前記複数のセンサーの少なくとも一つは、前記インターフェースと通信する圧力センサ
ーを含み、前記インターフェースは、前記第一のセンサーと前記圧力センサーの間に加え
られる接触圧力に応じて、前記データ信号を生成することを特徴とする請求項１ないし６
いずれか一つに記載の機器。
【請求項４４】
　前記インターフェースは、前記利用者へ触覚式のフィードバック又は聴覚式のフィード
バックの一つを生成する変換器を駆動するための信号を生成するよう操作可能に構成され
、前記フィードバックでデータ・アイテムが探知されたことを確認することを特徴とする
請求項１ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項４５】
　前記インターフェースと通信するディスプレイをさらに含み、前記ディスプレイは、前
記利用者へ情報を表示するよう操作可能に構成されていることを特徴とする請求項１ない
し６いずれか一つに記載の機器。
【請求項４６】
　電子装置に前記データ信号を送信するためのトランスミッターをさらに含むことを特徴
とする請求項１ないし６いずれか一つに記載の機器。
【請求項４７】
　前記トランスミッターは前記データ信号を表す無線信号を送信するよう機能する無線ト
ランスミッターを含むことを特徴とする請求項４６に記載の機器。
【請求項４８】
　請求項１に記載の機器から前記データ信号を受信するよう操作可能に構成された電子装
置。
【請求項４９】
　前記電子装置は携帯電話、コンピュータ装置、車載装置、オーディオ装置、ビデオ装置
の一つを含むことを特徴とする請求項４８に記載の機器。
【請求項５０】
　利用者の親指の先端に近接して取り付けるよう操作可能に構成された第一のセンサーと
、
　前記利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成された複数のセンサーであって、前記
第一のセンサーと前記複数のセンサーの少なくとも一つとの間で接触を起こすよう、前記
利用者が前記利用者の親指及び／又は指を動かすことができる前記複数のセンサーと、
　を備えた情報を入力するための機器であって、
　前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先
端に近接して配置し、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにお
ける側面に配置し、さらに、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一
つにおける末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から
内側に間隔を空けて配置することを特徴としており、
　機器は、さらに、
　頻繁に用いられるデータ・アイテムが、前記第一のセンサーと前記複数のセンサーにお
けるセンサーとの間の接触に関連付けられるよう、前記第一のセンサーと前記複数のセン
サーとの間の接触と各データ・アイテムを関連付けするための手段であって、前記複数の
センサーにおけるセンサーが前記利用者の指における末端の指骨の先端に近接して配置さ
れ、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における側面に配置され、さ
らに、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における末端の指骨に、前
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記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置され
ている、前記関連付けするための手段と、
　前記データ・アイテムを表すデータ信号を生成するための手段と、
　を備える情報を入力するための機器。
【請求項５１】
　前記利用者の手に、前記データ信号を生成するための手段を取り付けるための手段をさ
らに含むことを特徴とする請求項５０に記載の機器。
【請求項５２】
　前記利用者の手に、前記第一のセンサー及び前記複数のセンサーを取り付けるための手
段をさらに含み、前記利用者の親指及び指に嵌まるよう構成されていることを特徴とする
請求項５０に記載の機器。
【請求項５３】
　モード選択信号を生成するための手段をさらに含み、前記関連付けするための手段は、
前記モード選択信号を受信することに応じて、データ・アイテムのセットにおけるとデー
タ・アイテムを前記複数のセンサーの一つそれぞれと関連付けするための手段を含むこと
を特徴とする請求項５０ないし５２いずれか一つに記載の機器。
【請求項５４】
　前記第一のセンサーと間隔を空けて離れた関係で、前記利用者の親指の手の平側に取り
付けるよう操作可能に構成された第二のセンサーをさらに含み、前記関連付けするための
手段は、前記第二のセンサーと前記複数のセンサーとの間の接触をそれぞれのデータ・ア
イテムと関連付けするよう、さらに、前記データ・アイテムを表すデータ信号を生成する
よう操作可能に構成されており、これにより、頻繁に用いられるデータ・アイテムが、前
記第二のセンサーと前記複数のセンサーにおけるセンサーとの間の接触に関連付けらてお
り、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における末端の指骨の先端に
近接して配置され、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における側面
の末端の指骨に配置され、さらに、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の
指における末端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から
内側に間隔を空けて配置されていることを特徴とする請求項５０ないし５２いずれか一つ
に記載の機器。
【請求項５５】
　前記第一のセンサーは第一の電気的な接触点を含み、前記複数のセンサーはそれぞれの
電気的な接触点を含み、前記第一の電気的な接触が、前記それぞれの電気的な接触点の少
なくとも一つと物理的な接触をした場合、前記第一のセンサー及び前記複数のセンサーは
電気回路を完成するよう構成され、前記データ信号を生成するための手段は、完成した前
記電気回路を探知することに応じて、前記データ信号を生成するよう操作可能に構成され
ていることを特徴とする請求項５０ないし５２いずれか一つに記載の機器。
【請求項５６】
　前記利用者へ触覚式のフィードバック又は聴覚式のフィードバックの一つを生成する変
換器を駆動するための信号を生成するための手段をさらに含み、前記フィードバックでデ
ータ・アイテムが探知されたことを確認することを特徴とする請求項５０ないし５２いず
れか一つに記載の機器。
【請求項５７】
　前記データ信号を電子装置に送信するための手段をさらに含むことを特徴とする請求項
５０ないし５２いずれか一つに記載の機器。
【請求項５８】
　前記送信するための手段は、前記データ信号を表す無線信号を送信するための手段を含
むことを特徴とする請求項５７に記載の機器。
【請求項５９】
　利用者の親指の先端に近接して取り付けるよう操作可能に構成された第一のセンサーと
、前記利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成された複数のセンサーを含むシステム
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であって、前記第一のセンサーと前記複数のセンサーの少なくとも一つとの間に接触を起
こすよう、前記利用者は前記利用者の親指及び／又は指を動かすことができ、前記複数の
センサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して
配置し、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにおける側面に配
置し、さらに、前記複数のセンサーの少なくとも一つを前記利用者の指の一つにおける末
端の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を
空けて配置しているシステムにおいて、前記第一のセンサーと前記複数のセンサーの一つ
との間の接触を表す信号を生成する方法であって、
　頻繁に用いられるデータ・アイテムが、前記第一のセンサーと前記複数のセンサーにお
けるセンサーとの間の接触に関連付けられるよう、前記第一のセンサーと前記複数のセン
サーとの間の接触を各データ・アイテムと関連付けする段階を含み、
　前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における末端の指骨の先端に近
接して配置され、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における側面に
配置され、さらに、前記複数のセンサーにおけるセンサーが前記利用者の指における末端
の指骨に、前記利用者の手の平側に、さらに、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空
けて配置されていることを特徴とし、
　方法は、さらに、
　前記利用者の指の一つにおける末端の指骨の先端に近接して配置され、前記利用者の指
の一つにおける側面に配置され、又は、前記利用者の指の一つにおける末端の指骨に、前
記利用者の手の平側に、及び、前記末端の指骨の先端から内側に間隔を空けて配置されて
いる前記複数のセンサーの一つと前記第一のセンサーとの間の接触を供給する段階と、
　前記頻繁に用いられるデータ・アイテムの一つを表すデータ信号を生成する段階と、
　を含む方法。
【請求項６０】
　モード選択信号を生成する段階をさらに含み、前記関連付けは、前記モード選択信号を
受信することに応じて、データ・アイテムのセットにおけるデータ・アイテムを前記複数
のセンサーの一つそれぞれと関連付けすることを含む請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記データ信号を生成することは、前記データ信号を表す無線信号を送信することを含
む請求項５９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に情報を入力することに関する。より詳細には、電子装置へ情報を入力す
るための入力機器及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル・コンピューティングが劇的に増加している。携帯電話やオーディオ及
びビデオ装置、その他の電子装置のような装置は、ますます複雑化している。同時に、モ
バイル利用のために小型化している。小型化は装置への情報入力に問題をもたらす。その
ような装置は、通常、とても小さいキーであって、ほとんどの場合、操作がしずらいから
である。この問題に応えようと努めることは、結果的に、音声認識機能が付いている携帯
電話や手書き認識機能が付いているコンピュータ装置をもたらす。しかし、そのような装
置は、使用するにはいまだに扱いにくく、利用者の入力は遅いままである。
【０００３】
　ある製造業者は、携帯装置に用いることが可能な携帯キーボードを作っている。しかし
、そのような携帯キーボードは大抵、外側に持つ必要があり、利用者に窮屈な感じを残す
可能性がある。ある利用者は、人間工学に基づかない配置によるキーボードを用いること
に起因して、手根管症候群のような健康障害さえもきたす可能性がある。
【０００４】
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　電子装置への情報の入力のための方法及び機器に関する必要性が存在する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の概要
　本発明の一つの側面に従って、情報を入力するのための機器が提供される。機器は第一
のセンサーと複数のセンサーを含み、第一のセンサーは利用者の親指に取り付けるよう操
作可能に構成されており、複数のセンサーは利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成
されている。利用者は利用者の親指及び／又は指を動かすことができ、第一のセンサーと
複数のセンサーの少なくとも一つとの間に接触を起こす。その機器はまた、第一のセンサ
ー及び複数のセンサーと通信するインターフェースを含むことができる。そのインターフ
ェースは、第一のセンサーと複数のセンサーにおけるセンサー間の接触と各データ・アイ
テムを関連付けし、データ・アイテムを表すデータ信号を生成するよう操作可能に構成さ
れている。接触が起きた場合、頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサーにお
けるセンサーと関連付けられ、その複数のセンサーは、利用者の指が人間工学的に好まし
い状態を可能とする位置に配置される。
【０００６】
　頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサーにおけるセンサーと関連付けるこ
とができ、これによって、第一のセンサー及び前記複数のセンサーの一つと接触が起きた
場合、利用者の親指及び／又は指は人間工学的に好ましい位置にある。
【０００７】
　頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサーにおけるセンサーと関連付けるこ
とができ、これによって、接触が起きるよう利用者の親指及び又は指を動かした場合、利
用者の親指及び／又は指は人間工学的に好ましい経路をたどる。
【０００８】
　頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサーの一つと関連付けることができ、
これによって、頻繁に用いられるデータ・アイテムを複数入力する場合、接触が起きるこ
とは利用者の親指及び／又は指の最低限の動作を含む。
【０００９】
　インターフェースは利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成することができる。
【００１０】
　機器は、利用者の親指及び指に嵌まるよう操作可能に構成されたホルダーを含むことが
でき、そして、第一のセンサー及び複数のセンサーをホルダーに配列することができる。
【００１１】
　インターフェースはホルダーに取り付けることができる。
【００１２】
　ホルダーは成形したカバーを含むことができる。
【００１３】
　成形したカバーはグローブを含むことができる。
【００１４】
　ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、複数のセンサーをホルダーに配列することが可
能であり、少なくとも、いくつかの複数のセンサーが利用者の指における末端の指骨に位
置する。頻繁に用いられるデータ・アイテムは、末端の指骨に位置した複数のセンサーの
一つと関連する。
【００１５】
　ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、複数のセンサーをホルダーに配列することが可
能であり、少なくとも、いくつかの複数のセンサーが、利用者の薬指や中指の中央の指骨
に位置する。頻繁に用いられるデータ・アイテムは、利用者の薬指や中指の中間の指骨に
位置した複数のセンサーの一つとさらに関連する。
【００１６】
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　ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、複数のセンサーをホルダーに配列することが可
能であり、少なくとも、いくつかの複数のセンサーが、利用者の人差し指における側面の
末端又は中央の指骨に位置する。頻繁に用いられるデータ・アイテムは、利用者の人差し
指における側面の末端又は中央の指骨に位置した複数のセンサーの一つとさらに関連する
。
【００１７】
　ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、複数のセンサーをホルダーに配列することが可
能であり、複数のセンサーの少なくとも一つが、利用者の指における末端の指骨の先端に
近接して位置する。「ｅ」、「ａ」、「ｎ」、「ｔ」、「ｏ」、「ｉ」から成るグループ
のデータ・アイテムの少なくとも一つは複数のセンサーの少なくとも一つと関連させるこ
とができる。
【００１８】
　ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、複数のセンサーをホルダーに配列することが可
能であり、複数のセンサーの少なくとも一つが、利用者の手の平側における末端の指骨の
先端から内側に間隔を空けて位置する。「ｓ」、「ｕ」、「ｐ」、「ｃ」、「ｈ」、「ｌ
」、「ｒ」、「ｗ」から成るグループのデータ・アイテムの少なくとも一つは複数のセン
サーの少なくとも一つと関連させることができる。
【００１９】
　第一のセンサーをホルダーに配列することが可能であり、ホルダーを利用者の手に嵌め
た場合に、第一のセンサーが、利用者の親指の先端に近接して位置する。
【００２０】
　第一のセンサーをホルダーに配列することが可能であり、ホルダーを利用者の手に嵌め
た場合に、第一のセンサーは、先端における周辺の辺りで少なくとも部分的に広がる。
【００２１】
　複数のセンサーをホルダーに配列することが可能であり、ホルダーを利用者の手に嵌め
た場合に、複数のセンサーの少なくとも一つが、利用者の指の一つにおける側面に位置す
る。
【００２２】
　複数のセンサーは第一の複数のセンサーとすることができ、機器は密集した関係でホル
ダーに配列させた第二の複数のセンサーをさらに含むことができ、ホルダーを利用者の手
に嵌めた場合に、第二の複数のセンサーが、利用者の指における一つの側面に沿って位置
する。隣接した第二の複数のセンサーの一つと第一のセンサー間の連続した接触に応じて
、インターフェースは繰り返しのデータ信号を生成するよう操作可能に構成されている。
【００２３】
　繰り返しのデータ信号は第一の繰り返しのデータ信号とすることができ、第一の繰り返
しのデータ信号は、第一の方向で隣接した第二の複数のセンサーの一つと第一のセンサー
間の連続した接触に関連する。そして、インターフェースは第二の繰り返しのデータ信号
と連続した接触が関連するよう操作可能に構成することができ、その連続した接触は第二
の方向で隣接した第二の複数のセンサーの一つと、第一のセンサー間のものである。第二
の方向は第一の方向とは反対である。
【００２４】
　第一の繰り返しのデータ信号及び第二の繰り返しのデータ信号それぞれは、表示をスク
ロールアップ及びダウンするよう機能するデータ・アイテムを表すようにすることができ
る。
【００２５】
　機器はモード・センサーを含むことができ、そのモード・センサーはインターフェース
による受信のためのモード選択信号を生成するよう操作可能に構成される。そして、イン
ターフェースは、モード選択信号の受信に応じて、データ・アイテムのセット内のデータ
・アイテムを複数のセンサーの一つそれぞれと関連するよう構成することができる。
【００２６】
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　データ・アイテムのセットは以下の少なくとも一つのデータ・アイテムを含むことがで
きる。そのデータ・アイテムは、数値データ・アイテムや、英数字のデータ・アイテム、
ファンクション・キーに相当するデータ・アイテム、動作に関連するデータ・アイテムで
ある。
【００２７】
　データ・アイテムのセットは、コンピュータ・プログラムや、言語、電子装置のうち少
なくとも一つと結合して頻繁に用いられるデータ・アイテムを含むことができる。
【００２８】
　機器は利用者の親指と指に嵌まるよう操作可能に構成されたホルダーと、ホルダーに配
置された第一のセンサー及び複数のセンサーを含むことができる。データ・アイテムのセ
ットはデータ・アイテムを含むことができ、そのデータ・アイテムは複数のセンサーの一
つと関連する。ホルダーを利用者の手に嵌めた場合に、その複数のセンサーは利用者の左
手及び右手の少なくとも一方に位置する。
【００２９】
　モード・センサーは複数のセンサーの一つを含むことができる。第一のセンサーと複数
のセンサーの一つとの間の接触に応じて、モード信号は生成される。
【００３０】
　モード・センサーは少なくとも一つのアクチュエーターを含むことができ、モード選択
信号は利用者によるアクチュエーターの動作に応じて生成される。
【００３１】
　機器は第二のセンサーを含むことができ、第二のセンサーは、第一のセンサーと間隔を
空けて離れた関係で、利用者の親指の手の平側に取り付けるよう操作可能に構成されてい
る。インターフェースは第二のセンサーと通信する。そして、そのインターフェースは第
二のセンサーと複数のセンサーにおけるセンサーとの間の接触と各データ・アイテムを関
連させ、さらにデータ・アイテムを表すデータ信号を生成するよう操作可能に構成される
。
【００３２】
　第二のセンサーは成形した導電性の細片を含むことができる。接触が起きた場合、その
形状は人間工学的に好ましい状態を容易にするよう構成されている。
【００３３】
　第二のセンサーは「Ｔ」形に配置された第一及び第二の導電性の細片を含むことができ
る。
【００３４】
　第二のセンサーは十字形の形状に配置された第一及び第二の導電性の細片を含むことが
できる。
【００３５】
　インターフェースは特定の言語に関連する単語において頻繁に発生する並びのデータ・
アイテムを、隣接して配置した複数のセンサーの一つと関連するよう操作可能に構成する
ことができる。
【００３６】
　特定の言語は英語とすることができ、頻繁に発生するデータ・アイテムの並びは、アイ
テム「ｅｓ」や、「ｅｒ」、「ｔｈ」、「ｅｄ」、「ｎｇ」の少なくとも一つの並びを含
むことができる。
【００３７】
　インターフェースは、第一のセンサーと複数のセンサーの一つを隣接して配置させた２
つとの間の接触をデータ・アイテムと関連させ、データ・アイテムを表すデータ信号を生
成するよう操作可能に構成することができる。
【００３８】
　データ・アイテムは、「ｓｈｉｆｔ」データ・アイテム、「ｃｔｒｌ」データ・アイテ
ム、「ａｌｔ」データ・アイテム、及び実行される動作を起動するデータ・アイテムのう
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ち少なくとも一つを含むことができる。
【００３９】
　インターフェースはデータ信号を生成するよう操作可能に構成することができる。その
データ信号は、割当てられた複数のセンサーの一つを連続して多数回接触させた後、デー
タ・アイテムの順序ある並びと関連するセンサーを接触させることに応じてデータ・アイ
テムの順序ある並びを表すようになっている。
【００４０】
　第一のセンサーは第一の電気的な接触点を含むことができ、複数のセンサーはそれぞれ
の電気的な接触点を含むことができる。第一の電気的な接触がそれぞれの電気的な接触点
の少なくとも一つと物理的に接触した場合、第一のセンサー及び複数のセンサーは電気回
路を完成するよう構成することができる。そして、インターフェースは、完成した電気回
路を探知することに応じて、データ信号を生成するよう操作可能に構成することができる
。
【００４１】
　複数のセンサーの少なくとも一つはインターフェースと通信する圧力センサーを含むこ
とができ、第一のセンサーと圧力センサーの間に加えられる接触圧力に応じて、インター
フェースがデータ信号を生成する。
【００４２】
　インターフェースは、変換器を駆動するための信号を生成するよう操作可能に構成する
ことができ、その変換器は利用者へ触覚式のフィードバック又は聴覚式のフィードバック
の一つを生成する。フィードバックでデータ・アイテムが探知されたことを確認する。
【００４３】
　機器はインターフェースと通信するディスプレイを含むことができ、ディスプレイは利
用者へ情報を表示するよう操作可能に構成される。
【００４４】
　機器は、電子装置にデータ信号を送信するためのトランスミッターを含むことができる
。
【００４５】
　トランスミッターはデータ信号を表す無線信号を送信するよう機能する無線トランスミ
ッターを含むことができる。
【００４６】
　本発明のもう一つの側面に従って、上記機器からデータ信号を受信するよう操作可能に
構成される電子装置が提供される。
【００４７】
　電子装置は携帯電話、コンピュータ装置、車載装置、オーディオ装置、ビデオ装置の一
つを含むことができる。
【００４８】
　本発明のもう一つの側面に従って、情報を入力するのための機器が提供される。機器は
第一のセンサーと複数のセンサーを含んでいる。第一のセンサーは利用者の親指に取り付
けるよう操作可能に構成され、複数のセンサーは利用者の指に取り付けるよう操作可能に
構成される。利用者は、第一のセンサーと複数のセンサーの少なくとも一つとの間で接触
が起きるよう利用者の親指及び／又は指を動かすことができる。機器はまた、第一のセン
サーと複数のセンサー間の接触と各データ・アイテムを関連付けするための設備を含み、
接触が起きた場合、頻繁に用いられるデータ・アイテムは、利用者の指の位置に配置した
複数のセンサーにおけるセンサーと関連する。そして、その位置は人間工学的に好ましい
状態を可能とする。機器はデータ・アイテムを表すデータ信号を生成するための設備をさ
らに含む。
【００４９】
　機器は、利用者の手に、データ信号を生成するための設備を取り付けるための設備をさ
らに含むことができる。
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【００５０】
　機器は、利用者の手に、第一のセンサー及び複数のセンサーを取り付けるための設備を
含むことができる。その設備は利用者の親指及び指に嵌まるよう構成される。
【００５１】
　機器はモード選択信号を生成するための設備と関連付けするための設備を含むことがで
きる。その関連付けするための設備は、モード選択信号を受信することに応じて、データ
・アイテムのセットにおけるとデータ・アイテムを複数のセンサーの一つそれぞれと関連
付けするための設備を含むことができる。
【００５２】
　機器は、第一のセンサーと間隔を空けて離れた関係で、利用者の親指の手の平側に取り
付けるよう操作可能に構成されている第二のセンサーを含むことができる。そして、関連
付けするための設備は、第二のセンサーと複数のセンサーとの間の接触をそれぞれのデー
タ・アイテムと関連付けするよう操作可能に構成することができる。
【００５３】
　第一のセンサーは第一の電気的な接触点を含むことができる。複数のセンサーもそれぞ
れの電気的な接触点を含むことができる。そして、第一の電気的な接触が、それぞれの電
気的な接触点の少なくとも一つと物理的な接触をした場合、第一のセンサー及び複数のセ
ンサーは電気回路を完成するよう構成することができる。データ信号を生成するための設
備は、完成した電気回路を探知することに応じて、データ信号を生成するよう操作可能に
構成される。
【００５４】
　機器は変換器を駆動するための信号を生成することに関する設備を含むことができ、そ
の変換器は利用者へ触覚式のフィードバック又は聴覚式のフィードバックの一つを生成す
る。フィードバックでデータ・アイテムが探知されたことを確認する。
【００５５】
　機器はデータ信号を電子装置に送信するための設備を含むことができる。
【００５６】
　送信するための設備は、データ信号を表す無線信号を送信するための設備を含むことが
できる。
【００５７】
　本発明のもう一つの側面に従って、第一のセンサーと複数のセンサーを含むシステムが
提供される。第一のセンサーは利用者の親指に取り付けるよう操作可能に構成されており
、複数のセンサーは利用者の指に取り付けるよう操作可能に構成されている。利用者は利
用者の親指及び／又は指を動かすことができ、第一のセンサーと複数のセンサーの少なく
とも一つとの間に接触を起こす。方法は、第一のセンサーと複数のセンサーの少なくとも
一つとの間の接触を表す信号を生成する。その方法は、第一のセンサーと複数のセンサー
との間の接触をそれぞれのデータ・アイテムと関連付けすることを含み、接触が起きた場
合、頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサーにおけるセンサーと関連付けら
れ、その複数のセンサーは、利用者の指が人間工学的に好ましい状態を可能とする位置に
配置される。この方法はデータ・アイテムを表すデータ信号を生成することをさらに含む
。
【００５８】
　方法はモード選択信号を生成することを含むことができる。関連付けすることは、モー
ド選択信号を受信することに応じて、データ・アイテムのセットにおけるとデータ・アイ
テムを複数のセンサーの一つそれぞれと関連付けすることを含むことができる。
【００５９】
　データ信号を生成することは、データ信号を表す無線信号を送信することを含むことが
できる。
【００６０】
　添付の図面と併せて以下の本発明の詳細な実施例の説明を検討することで、本発明の他
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の側面及び特徴は当業者にとって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
　図１を参照すると、１００において、本発明の第一の実施例に従い情報を入力するため
の機器の全体を示す。機器１００は第一のセンサー１０２と複数のセンサー１０６を含み
、センサー１０２は利用者の親指１０４に取り付けるよう操作可能に構成されている。複
数のセンサー１０６は利用者の指１０８に取り付けるよう操作可能に構成されている。利
用者は利用者の親指及び／又は指を動かすことができ、第一のセンサー１０２と複数のセ
ンサー１０６の少なくとも一つとの間に接触を起こす。機器１００はまた、第一のセンサ
ー１０２及び複数のセンサー１０６と通信するインターフェース１１０を含む。インター
フェース１１０は、第一のセンサー１０２と複数のセンサー１０６のセンサーとの間の接
触を各データ・アイテムと関連付けするよう操作可能に構成されている。インターフェー
ス１１０は、データ・アイテムを表すデータ信号を生成するための出力１１２をさらに含
む。接触が起きた場合、頻繁に用いられるデータ・アイテムは複数のセンサー１０６のセ
ンサーと関連し、その複数のセンサー１０６は、利用者の指が人間工学的に好ましい状態
を可能とする位置に配置される。
【００６２】
　データ・アイテムは数字や句読点、英数字データ文字、ファンクション・キー（拡張し
たコンピュータ・キーボードに提供されるキーＦ１乃至Ｆ１２はファンクション・キーの
一つの例である）に相当するコードを含むことができる。データ・アイテムはまた、シン
ボル（例えば＠、＃、５など）を含むことができ、そして、コンピュータの「Ｅｎｔｅｒ
」キー、携帯電話の「ｓｅｎｄ」キーのような、ある動作が起こるようにすることができ
る。データ・アイテムを表すデータ信号はコードを用いて符号化することができる。その
コードは関連する装置によって受信され、解釈される。その後、コードを受信することに
応じて、ある動作を実行する。
【００６３】
　図２を参照すると、１２０において、インターフェース１１０の実施例を示す。インタ
ーフェース１２０はエンコーダー１２１を含む。そのエンコーダー１２１は複数のインプ
ット１２２を含み、そのインプット１２２は、利用者の指１０８における複数のセンサー
１０６の一つに相当する各インプットである。エンコーダー１２１はまた、少なくとも一
つのインプット１２４を含む。そのインプット１２４は、利用者の親指１０４に配置した
センサー１０２から信号を受信するためのものである。ある実施例において、第二のセン
サー（図１では示さず）は利用者の親指に配置することができる。この場合、インプット
１２４はまた、第二のセンサーから信号を受信するための第二のインプットを含むことが
できる。エンコーダー１２１はまた、エンコーダーの設定に関しての設定コマンドやデー
タを受信するためのインプット１２５を含む。
【００６４】
　図１を参照すると、一つの実施例において、センサー１０６及びセンサー１０４それぞ
れは、導電性の電気的な接触点を含む。各接触点はそれぞれ、複数の導体１１４によって
、インプット１２２及びインプット１２４に接続される。
【００６５】
　図２を参照すると、利用者が、センサーに物理的な接触をもたらした場合、センサー１
０６の一つと第一のセンサー１０２の間で完成した電気回路を探知することに応じて、エ
ンコーダー１２１はアウトプット１２３で信号を生成する。アウトプット１２３における
信号はコードを含む。そのコードは、センサー１０６の一つがセンサー１０２と接続した
ことを一意的に識別する。
【００６６】
　一つの実施例において、インターフェース１２０は変換器１３１を含む。そして、エン
コーダー１２１は、センサー１０６の一つとセンサー１０２の間での接触の探知すること
に応じて信号を生成するためのアウトプット１３３を含む。アウトプット１３３の信号は
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、利用者に聴覚的又は触覚的なフィードバックを与えるための変換器１３１と通信する。
例えば、変換器１３１は「ビープ」又は「クリック」音を生成できる。他には、変換器は
、利用者の手に近接して配置することができ、振動や、利用者が感じることができる他の
変動を発することができる。聴覚的又は触覚的なフィードバックは、利用者にデータ・ア
イテムが探知されたことを確認する働きをする。
【００６７】
　インターフェース１２０はマップ１２６をさらに含む。そのマップ１２６は、エンコー
ダー１２１のアウトプット１２３から信号を受信するためのインプット１２８を有し、デ
ータ信号を生成するためのアウトプット１３０も有する。マップ１２６はまた、モード選
択信号を受信するためのインプット１３２を含み、マップの設定に関しての設定コマンド
やデータを受信するためのインプット１３４も含む。マップは、不揮発性のフラッシュ・
メモリ装置のようなメモリ１２７をさらに含む。そのメモリ１２７は、一又は二以上の関
連テーブル１２９を記憶するためのものである。マップ１２６は、メモリ１２７内の関連
テーブル１２９に従って、第一のセンサー１０２とセンサー１０６の間の接触をデータ・
アイテムと関連付けするよう機能する。そして、マップ１２６はデータ・アイテムを表す
データ信号を生成するよう機能する。
【００６８】
　インターフェース１２０は無線トランシーバー１４０をさらに含む。無線トランシーバ
ー１４０は、マップ１２６のアウトプット１３０からデータ信号を受信するためのインプ
ット１４２を有する。無線トランシーバー１４０はまた、アンテナ１４４を含む。そのア
ンテナ１４４は、データ信号を表す無線信号を生成するため、そして、装置１５０から設
定データ及びコマンドを表す無線信号を受信するためののものである。無線トランシーバ
ー１４０は、マップ１２６のインプット１３４への設定コマンド及びデータを提供するた
めのアウトプット１４８を含み、エンコーダー１２１のインプット１２５への設定コマン
ド及びデータを提供するためのアウトプット１４６をさらに含む。
【００６９】
　無線トランスミッター１４０は選択的にアウトプット１４５を含むことができる。アウ
トプット１４５は、利用者に情報を表示するためのディスプレイ１４９と通信する。ディ
スプレイ１４９は液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ）などである。
【００７０】
　インターフェース１２０は装置１５０と無線で通信する。装置１５０は電子装置とする
ことができる。その電子装置は携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）のようなハンドヘルド
・コンピューター、ノート型パソコン、デスクトップ・パソコン、カーステレオのような
車載装置、ＭＰ３プレーヤーのようなオーディオ装置、ＤＶＤプレーヤーのようなビデオ
装置を含むがこれらに限定するものではない。装置１５０は無線トランシーバー１５２を
含む。その無線トランシーバー１５２は、無線トランシーバー１４０からデータ信号を表
す無線信号を受信するため、そして、無線トランシーバー１４０への設定データ及びコマ
ンドを表す無線信号を送信するためのアンテナ１５４を含む。装置１５０は無線トランシ
ーバーからデータ信号を受信するための無線トランシーバー１５２と通信するインプット
・インターフェース１５３さらに含む。一つの実施例において、インプット・インターフ
ェース１５３はキーボード・ポートやユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポートを
含むことができる。
【００７１】
　他の実施例において、装置１５０とインターフェース１２０間の通信は、装置が機器に
送信する設定データ及びコマンドを含まないとすることができる。この場合、インターフ
ェース１２０は無線トランシーバー１４０の代わりに無線トランスミッターを含むことが
できる。そして、装置１５０は無線トランシーバー１５２の代わりに無線レシーバーを含
むことができる。
【００７２】
　一つの実施例において、無線トランシーバー１４０及び１５２はブルートゥース（商標
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）無線装置として実装する。他の無線トランシーバー１４０及び１５２はユニバーサル・
シリアル・バス（ＵＳＢ）無線トランシーバーとして実装することもできる。そのＵＳＢ
無線トランシーバーは無線装置の電力消費量を削減するよう超広域帯通信を用いる。他の
実施例において、装置１５０への有線接続によって、無線トランシーバー１４０及び１５
２を、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ケーブルやＵＳＢインターフェースなど
として、除去又は置換することができる。
【００７３】
　他の実施例において、装置１５０は、赤外線トランスミッターから利用者のインプット
を受信するための赤外線ポートを含むことができる。無線トランシーバー１４０及び１５
２は赤外線装置として実装できる。赤外線装置は、符号化した赤外線信号を送信又は受信
することによって通信する。
【００７４】
　図３を参照すると、一つの実施例において、インターフェース１２０はハウジング１６
０内に取り付けられる。ハウジング１６０は、エンコーダー１２１、マップ１２６、無線
トランシーバー１４０へ電力を提供するバッテリー（図示せず）を支えるためのバッテリ
ー区画１４６をさらに含む。この実施例において、１６２で全体を示す通り、ハウジング
１６０とセンサー１０２及び１０６は、グローブ１６２のように成形したカバーに取り付
ける。利用者がグローブを付けた場合、ハウジングは利用者の手の後ろに配置される。そ
して、センサーは、人間工学的に好ましい利用者の親指１０４及び指１０８の配置に位置
する。選択的に、グローブ１６２はまた、ディスプレイ１４９を含むことができる。ディ
スプレイ１４９は、グローブを利用者の手に嵌めた際に、ディスプレイが手の後ろに配置
するようグローブ上に取り付ける。グローブ１６２は、通気性と伸縮性がある材料などか
ら作られるものとすることができる。その材料はまた、透明又は半透明とすることができ
、より軽量となるようメッシュ生地とすることもできる。グローブ１６２はまた、センサ
ー１０２及び１０６をインターフェース１２０に接続する導体１１４を含む。導体１１４
は、グローブの内側又は外側の経路をとることが可能な、可撓性を有する導電性の配線を
含むことができる。他には、ハウジング１６０とセンサー１０２及び１０６は、利用者の
手に嵌まるよう適合する他の成形したカバーに取り付けることもできる。
【００７５】
　他の実施例において、ハウジング１６０は、外部からハウジングへ電気エネルギーの供
給を得るため、そして、バッテリーを充電するエネルギーをもたらすための充電ポート（
図示せず）を含むことができる。
【００７６】
　図１及び２を参照することで、インターフェース１２０の動作を説明する。図１を参照
すると、入力される望ましいデータ・アイテムは、親指１０４のセンサー１０２と指のセ
ンサー１０６の一つとの間の接触に基づいて、利用者によって選択される。これは、エン
コーダー１２１において、インプット１２２の一つとインプット１２４の一つとの間の電
気回路を完成する。特定の回路が完成した時に、エンコーダー１２１はインプット１２２
のそれぞれを有効にし、探知する。特定の回路が完成したことは、特定のセンサー１０６
の一つが有効になったことを示す。エンコーダー１２１は、選択されたセンサー１０６の
一つを表すコードを用いて、アウトプット１２３で、符号化した信号を生成する。
【００７７】
　利用者がセンサー１０６の一つとセンサー１０２の間の回路を完成した場合、通常、表
面に少量の振動が起こる。その振動は、完成した回路の繰り返しと、短時間の切断をもた
らす。このような変動は「バウンス」として知られる。そして、エンコーダー１２１は、
回路の切断と接続の繰り返しを防止するフィルター（図示せず）を含み、接触が起きたこ
とを単一のデータ・アイテムとして扱う。装置１５０は選択的に、フィルターを設定する
ための設定コマンド及びデータを生成する。その設定コマンド及びデータはトランシーバ
ー１５２によってトランシーバー１４０へ送信され、インプット１２５で受信される。他
の設定コマンド及びデータを、エンコーダー１２１のインプット１２５において、受信す
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ることもできる。例えば、他の設定コマンド及びデータは、連続作動繰り返し率のような
、通常のキーボードの設定パラメータに相当する設定データなどである。
【００７８】
　アウトプット１２３において、エンコーダー１２１により生成された信号は、センサー
１０６の一つを一意的に識別する。センサー１０６の一つは選択されているが、センサー
を特定のデータ・アイテムと必ずしも関連付けを行う必要は無い。この実施例において、
その関連付けはマップ１２６によって行われる。マップ１２６は、インプット１２８にお
いて、エンコーダー１２１のアウトプット１２３から信号を受信する。アウトプット１２
３で生成した信号は、センサー１０６が接続していることを示すデータを用いて符号化さ
れる。マップ１２６は、そのセンサーに相当する関連したデータ・アイテムを、メモリ１
２７に記憶された関連テーブル１２９内で検索する。あるセンサーを特定のデータ・アイ
テムと不変的ではないよう関連付けすることによって、そのセンサーは異なるアプリケー
ション又は装置のために再設定される。
【００７９】
　設定コマンド信号をインプット１３４で受信した場合、マップ１２６の関連テーブル１
２９は設定される。その後に、特定のセンサー１０６と関連するデータ・アイテムを表す
データ信号が続く。マップ１２６のインプット１３４でデータ信号を受信する。そして、
関連するデータはメモリ１２７の関連テーブル１２９に記憶する。この実施例において、
メモリ１２７は複数の関連テーブル１２９を記憶するよう十分に大きい。そして、マップ
１２６は、インプット１３２でモード選択信号に応答し、有効にする複数の関連テーブル
１２９の一つを選択する。第一のセンサー１０２が接触した場合、センサー１０６の一つ
は、モード選択信号を生成するよう構成することができる。他には、図３で示すように、
機器は、マップ１２６と通信するモード選択アクチュエーター・スイッチ１６８を含むこ
とができる。マップが関連するテーブル又はモードを選択するよう、利用者によってモー
ド選択アクチュエーター・スイッチ１６８を有効にする。
【００８０】
　他の実施例において、モード選択信号は、複数のモード選択スイッチ（図示せず）の一
つを起動することによって生成される。複数のモード選択スイッチそれぞれは、複数の関
連テーブル１２９の一つに相当する。モード選択信号は、利用者に対して、異なるモード
間で都合よく切り替えることを可能にする。異なるモードは、特定の電子装置、特定の動
作、電子装置上で実行する特定のソフトウェア・プログラムに適応する。
【００８１】
　マップ１２６はアウトプット１３０でデータ信号を生成する。そのデータ信号はインプ
ット１４２で、無線トランシーバー１４０によって受信する。無線トランシーバーは、ア
ンテナ１４４で、そのデータ信号を表す無線信号を生成する。トランシーバー１５２のア
ンテナ１５４で、その無線信号を受信する。そして、無線信号から、そのデータ信号に戻
し、インプット・インターフェース１５３へ送信する。
【００８２】
　ディスプレイ１４９を含んでいる場合、ディスプレイ１４９は、無線リンクを介して装
置１５０から受信した情報を表示するよう構成することができる。装置１４９は、単純に
データ・アイテムを忠実に写すことができる。又は、装置１４９は、装置１５０が提供す
る他の情報を表示することができる。
【００８３】
　図４を参照すると、本発明の第二の実施例において、利用者の左手１８０及び利用者の
右手１８２の両手が、情報を入力するために用いられる。この実施例において、第一のグ
ローブ１８４は利用者の左手１８０に嵌まるよう適応し、第二のグローブ１８６は利用者
の右手１８２に嵌まるよう適応する。グローブ１８４及び１８６は、利用者の人差し指１
８８、中指１９０、薬指１９２、小指１９４に適合するよう成形したカバーを含む。その
グローブ１８４及び１８６は、それぞれの各グローブに関して、利用者の親指１９６に適
合するよう成形したカバーをさらに含む。
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【００８４】
　各グローブ１８４及び１８６は、グローブに取り付けられた第一のセンサー１９８を含
む。利用者の手に嵌めた場合、第一のセンサーは利用者の親指１９６それぞれの先端に配
置することが可能である。同様に、第二のセンサー２００は利用者の親指１９６それぞれ
の先端から内側に間隔を空けて配置する。
【００８５】
　各グローブ１８４及び１８６は、グローブに取り付けられた複数の指センサー２１０を
さらに含む。利用者の手に嵌めた場合、そのセンサーは利用者の指１８８乃至１９４に配
置することが可能である。複数の指センサー２１０は指センサー２０１乃至２０７を含む
。指センサー、親指センサー、利用者の指、指骨を明確にする目的のために、利用者の手
１８０及び１８２の各指に対して番号を付した。
【００８６】
　複数の指センサー２１０は、センサー２０１、センサー２０２、センサー２０３、セン
サー２０４を含む。センサー２０１は末端の指骨２１２の先端に隣接するようグローブ１
８４及び１８６に配置され、センサー２０２は利用者の末端の指骨における先端から内側
に間隔を空けてグローブに配置され、センサー２０３は中央の指骨２１４におけるグロー
ブに配置され、センサー２０４は最も近い指骨２１６におけるグローブに配置され、セン
サー２０１乃至２０４は、それぞれ利用者の手１８０及び１８２の手の平側に配置される
。複数の指センサー２１０はセンサー２０５、センサー２０６、センサー２０７をさらに
含む。センサー２０５は末端の指骨２１２の側面におけるグローブ１８４及び１８６に配
置され、センサー２０６は中央の指骨２１４の側面におけるグローブに配置され、センサ
ー２０７は最も近い指骨２１６の側面におけるグローブに配置され、センサー２０５乃至
２０７は、それぞれ利用者の手１８０及び１８２に配置される。
【００８７】
　この実施例において、複数の指センサー２１０は導電性の電気的な接触点を含む。第一
のセンサー１９８はそれぞれ、導電性の細片を含むことができ、グローブ１８４及び１８
６を利用者の手に嵌めた場合、導電性の細片は、利用者の親指１９６それぞれの先端にお
ける周辺の辺りで部分的に広がる。第二のセンサー２００は、十字の形に成形した導電性
領域を含む。他には、第二のセンサー２００は「Ｔ」の形に成形することができる。第一
のセンサー１９８と第二のセンサー２００を用いて、複数のセンサー２０１乃至２０７と
接触が起きた場合、成形した第一のセンサー１９８及び第二のセンサー２００は人間工学
的に好ましい状態を容易にする。図２で示すように、それぞれのセンサー２０１乃至２０
７はエンコーダー１２１のインプット１２２の一つと接続する。第一のセンサー１９８及
び第二のセンサー２００はそれぞれ、エンコーダー１２１のインプット１２４の一つと接
続する。この実施例において、グローブ１８４及び１８６のそれぞれは、グローブに取り
付けられたインターフェース・ハウジング２２０を含む。図３に示すように、利用者がグ
ローブをつけた場合、ハウジングは利用者の手の後ろに配置する。
【００８８】
　センサー２０１及びセンサー２０２はそれぞれの指１８８乃至１９４に配置される。第
一のセンサー１９８をセンサー２０１及び２０２と接触させる利用者の親指及び／又は指
の動作は、利用者を不快にすることなく簡単に得られる。従って、マップ１２６は、最も
良く用いられるデータ・アイテムと接触を関連するように構成されている。その接触は、
第一のセンサー１９８と利用者の指のそれぞれにおけるセンサー２０１及び２０２の間で
もたらされる。その結果、センサーが接触した場合、そして、利用者の親指及び／又は指
を動かすことでセンサー間の接触を行う場合、人間工学的に好ましい状態を可能にする。
【００８９】
　同様に、それぞれの利用者の指にあるセンサー２０１は、第二のセンサー２００によっ
て接触する際、人間工学的に好ましく配置される。従って、マップ１２６は、頻繁に用い
られるデータ・アイテムと接触を関連するように構成されている。その接触は、第二のセ
ンサー２００と利用者の指のそれぞれにおけるセンサー２０１の間でもたらされる。その
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結果、複数のセンサー２１０それぞれは２つの異なるデータ・アイテムと関連する。その
２つの異なるデータ・アイテムは、第一のセンサー１９８又は第二のセンサー２００のど
ちらによって接触したかに依存する。
【００９０】
　利用者の人差し指１８８及び小指１９４の側面にあるセンサー２０５はまた、第一のセ
ンサー１９８によって接触する際、多少、人間工学的に好ましく配置される。従って、マ
ップ１２６は、ある頻度で用いられるデータ・アイテムと接触を関連するように構成され
ている。その接触は、第一のセンサー１９８と利用者の人差し指１８８及び小指１９４の
側面におけるセンサー２０５の間でもたらされる。
【００９１】
　複数のセンサー２１０の一部は、第一のセンサー１９８か第二センサー２００と接触す
ることは非常に困難となり得る。例えば、多くの利用者は、第二のセンサー２００とセン
サー２０３及び２０４のいずれかが接触することはとても不快であると分かるであろう。
従って、これらセンサーは、人間工学的に好ましく配置されているとは考えられない。そ
の結果、これらセンサーは、めったに用いられない又は全く用いられないデータ・アイテ
ムのためにのみ用いられる。
【００９２】
　人間工学的に好ましい位置のセンサーを頻繁に用いられるデータ・アイテムと関連付け
することで、情報を入力する際の手の動作は最低限に抑えられる。その結果、利用者の疲
れは軽減され、そして、より高速に利用者が情報を入力することを可能にする。
【００９３】
　他の実施例において、例えば、圧力感度センサー、タッチ・センサー、温度センサー、
電気容量センサーなどの他のセンサーのタイプを用いることができる。
【００９４】
　図５を参照すると、３０１において、本発明の第三の実施例の全体を示す。この実施例
において、利用者の右手１８２又は左手（図５では右手のみを示す）は、ホイール・マウ
ス又はそれと同様の入力装置におけるホイールの操作と似せるよう用いる。利用者の手１
８２はグローブ３００によって覆われている。そのグローブ３００は、第一の複数のセン
サーとセンサー３０７を含む。第一の複数のセンサーはグローブの手の平側に取り付けら
れたセンサー３０２を含む。センサー３０７は、グローブに取り付けられており、利用者
の手にグローブをつけた際に利用者の指の側面に配列している。グローブ３００はまた、
第一のセンサー３０４を含む。センサー３０２、３０７及び３０４は、図４の言及におい
て上記で説明した複数のセンサー２１０及び第一のセンサー１９８と同様に動作する。
【００９５】
　グローブ３００は第二の複数のセンサー３０６をさらに含む。利用者がグローブをつけ
た場合、センサー３０６はグローブの側面に取り付けられる。そのセンサーは利用者の人
差し指３０８に配列し、中間にあるセンサー３０７を配置することができる。複数のセン
サー３０６は密集した関係で配置され、各センサーは導電性の電気的な接触点を含む。複
数のセンサー３０６は、図２で示したエンコーダー１２１のインプット１２２の一つと通
信する。この実施例において、各センサー３０６の領域はセンサー３０７の領域より小さ
い。
【００９６】
　この実施例において、第二の複数のセンサー３０６は、第一のセンサー３０４を利用者
の人差し指３０８の側面を下方に滑らせることによって、ホイール・マウスのホイールと
同様な機能を実装するよう用いられる。従って、隣接した第二の複数のセンサー３０６の
一つを第一のセンサーと連続的に接触させる。エンコーダー１２１及びマップ１２６は、
連続する各接触に応じて、繰り返しのデータ信号を生成するよう構成されている。第二の
複数のセンサー３０６に近接する一つの連続的な接触を検出した場合、エンコーダー１２
１は、利用者の人差し指３０８におけるセンサー３０７の接触を無視するよう構成されて
いる。
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【００９７】
　他には、エンコーダー１２１は、第一の繰り返しのデータ信号及び第二の繰り返しの信
号を生成するよう構成することができる。第一の繰り返しのデータ信号は、第一の方向で
第一のセンサー３０４が接触した場合、生成される。そして、第二の繰り返しの信号は、
第一の方向と反対の第二の方向で第一のセンサーが接触した場合、生成される。第一及び
第二繰り返しのデータ信号は、ホイール・マウスにおけるホイールの操作に似せる信号を
提供する。そのような繰り返しのデータ信号は、装置に関連するディスプレイに対して、
スクロールアップ及びダウンを行わせ又はアイテムのリストからアイテムを選択させるよ
う用いることができる。
【００９８】
　図５を参照すると、一つの実施例において、グローブ３００は、シンボル又は文字３２
０を用いて印を付けることができる。そのシンボル又は文字３２０は、センサー３０２と
データ・アイテムの間における特定の関連を示す。そのシンボル又は文字は、ビニール又
はゴムのグローブのような透明なカバー３２２に適応することができる。透明なカバーは
グローブ３００上で、取り外すことができる。機器３０１の使い方を学んでいる間、利用
者は一時的に、センサーとデータ・アイテムの視覚的関連へのアクセスを有することがで
きる。実施例において、透明なカバーは、第一のセンサー及び複数のセンサーが電気的接
触点を含む場所に、接触へのアクセスを提供するよう、対応する位置に穴を必要とする。
【００９９】
　以下、機器における操作のモードを説明する。モードは、図２に示すマップ１２６のイ
ンプット１３２に提供されるモード選択信号を変更することによって、有効にできる。
【０１００】
　両手入力モード
　利用者の両手１８０及び１８２を用いて、関連する装置に情報を入力するための実施例
を、図４及び図６を参照して説明する。図６を参照すると、第一のセンサー１９８の接触
に対して、指センサー２０１乃至２０７を用いたデータ・アイテムの考えられる関連を２
５０の表に示す。例えば、左手における親指１９６の第一のセンサー１９８と薬指の指セ
ンサー２０１との接触は、データ・アイテム「ａ」を生成する。右手における親指１９６
の第一のセンサー１９８と人差し指の指センサー２０２との間の接触は、データ・アイテ
ム「ｃ」を生成する。同様に、第二のセンサー２００の接触に対して、指センサー２０１
乃至２０７を用いたデータ・アイテムの考えられる関連を２５２の表に示す。
【０１０１】
　図６に示した関連において、英語でテキスト文字を入力した場合、テキスト文字の約５
７％がデータ・アイテムの「スペース」、「ｅ」、「ａ」、「ｎ」、「ｔ」、「ｏ」、「
ｉ」を通常、含む。したがって、それらのデータ・アイテムを、第一のセンサー１９８と
指先に隣接する指センサー２０１の間の接触と関連付けする。そして、テキスト文字の約
２５％がデータ・アイテムの「ｒ」、「ｓ」、「ｕ」、「ｐ」、「ｃ」、「ｈ」、「ｌ」
、「ｒ」、「ｗ」を通常、含む。したがって、それらのデータ・アイテムを、第一のセン
サー１９８と指先から内側に間隔を空けて配置した指センサー２０２の間の接触と関連付
けする。さらに、テキスト文字の１０％がデータ・アイテムの「ＢａｃｋＳｐａｃｅ」、
「ｄ」、「ｆ」、「ｇ」、「Ｅｎｔｅｒ」、「ｍ」、「ｙ」、「ｂ」を通常、含む。それ
らのデータ・アイテムを、第二のセンサー２００と指先に隣接する指センサー２０１の間
の接触と関連付けする。さらに、テキスト文字の１％がデータ・アイテムの「ｋ」、「ｖ
」を通常、含む。それらのデータ・アイテムを、第一のセンサー１９８と、利用者の指先
の側面に隣接して配置した指センサー２０５における所定の一つとの間の接触と関連付け
する。
【０１０２】
　その結果、この実施例において、第一のセンサー１９８又は第二のセンサー２００のど
ちらか一方をセンサー２０１、２０２、２０５と接触させることで、約９３％のデータ・
アイテムを入力できる。それらセンサーは、人間工学的に好ましいよう、利用者の指にお
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ける末端の指骨に配置する。他の低い頻度で用いられるデータ・アイテムは、人間工学を
考慮していない配置のセンサーと関連付けできる。一般的には、複数のセンサー２１０の
いずれかと第一のセンサー１９８及び第二のセンサー２００を接触させることの使い勝手
は、利用者間でわずかに変化する可能性がある。例えば、ギターのような楽器を演奏し、
ぎこちない動きについて指を調節する利用者であれば簡単に接触を行うよう、複数のセン
サー２１０の使い勝手の悪いセンサーを見つけることができる。さらに、軽度の関節炎を
患っている人は、接触させづらい同じセンサーを見つけることが可能である。
【０１０３】
　さらに、第二のセンサー２００と指センサー２０７を接触させることによって、機器を
「シフト」モードに位置付けることができる。その結果、大文字や代わりの文字を入手で
きる（例えば、シフト・モードでは無い場合、左手のセンサー２０３「ピリオド／？」は
、インターフェース１１０がピリオドを生成するようにする。シフト・モードの場合、「
？」を生成する）。
【０１０４】
　図６に示す関連を用いると、データ・アイテムが特定の言語に関連する単語の並びで頻
繁に発生することは、隣接して配置したセンサーと関連させることができる。例えば、「
ｅ」及び「ｓ」は左手の中指のセンサー２０１及び２０２に関連させる。同様に、「ｅ」
及び「ｒ」は、それぞれ、左手の中指のセンサー２０１及び人差し指のセンサー２０２に
関連させる。さらに、「ｔ」及び「ｈ」は右手の中指のセンサー２０１及び２０２に関連
させる。データ・アイテム「ｎ」及び「ｇ」は共に、右手の小指のセンサー２０１に関連
させ、最初にセンサー２０１を第一のセンサー１９８に接触させ、そして、次に第二のセ
ンサー２００に接触させることによって選択される。データ・アイテム「ｅ」及び「ｄ」
は共に、右手の中指のセンサー２０１に関連させ、最初にセンサー２０１を第一のセンサ
ー１９８に接触させ、そして、次に第二のセンサー２００に接触させることによって選択
される。これら及び他の頻繁に用いられる一連のデータ・アイテムは、上記で特定された
隣接して配置したセンサー間で、一つの滑らかに動くような動作で入力できる。
【０１０５】
　数字入力モード
　数字情報を入力するための実施例を、図４及び図７を参照して説明する。この実施例に
おいて、数１乃至９について、利用者の左手１８０を用いて、数字情報を入力する。そし
て、他のデータ・アイテムのための利用者の右手は、通常、数字キーパッドを配置する。
数字入力モードは、第一のセンサー１９８と利用者の左手の人差し指における指センサー
２０７が接触することによって、上記説明した両手入力モードから有効にすることができ
る。
【０１０６】
　数字入力モードにおいて、第二のセンサー２００と利用者の右手の人差し指における指
センサー２０７を接触させることで、ファンクション・キー・モードが有効になる。各数
字のキーは、「Ｆ１１」、「Ｆ１２」を除いて、ファンクション・キー（例えば、「１」
は「Ｆ１」となり、「５」は「Ｆ５」となる）に相当することとなる。それら関係を図７
に示す。
【０１０７】
　第二のセンサー２００と利用者の左手の中指における指センサー２０７を接触させるこ
とで、上記の実施例で説明した両手入力モードに利用者を戻す。
【０１０８】
　片手入力モード
　片手入力のための実施例を、図４及び図８を参照して説明する。その実施例は、利用者
の左手１８０と利用者の右手の一方を用いて関連する装置に情報を入力するためのモード
を示す。図８において、利用者の左手及び右手のそれぞれに対しての関係を示すが、利用
者の好みに従って、選ぶであろうどちらか一方を理解すれば足りる。
【０１０９】
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　片手入力モードにおいて、キーボードに通常、見られる文字の全てが、利用可能である
とは限らない。片手入力モードは、関連する装置に入力するための特定の用途とすること
ができる。そして、その装置はｅメールのようなメッセージング・アプリケーションのた
めに特別に用意する。
【０１１０】
　片手入力モードは、図７に示すような数字入力モードへのアクセスを提供することがで
きる。数字入力モードは、第一のセンサー１９８と人差し指の指センサー２０７を接触さ
せることによって、有効になる。
【０１１１】
　この実施例において、第一のセンサー１９８と隣接する指のセンサー２１０の２つの間
で同時に接触させることによって、「シフト」モードにアクセスすることができる。例え
ば、人差し指１８８と中指１９０のセンサー２０１は、機器をシフト・モードにすること
と関連させることができる。ｃｏｎｔｒｏｌキーやａｌｔキーのような他のデータ・アイ
テムは、隣接した指に配置した他のセンサーと関連させることができる。例えば、中指１
９０と薬指１９２のセンサー２０１や、薬指１９２と小指１９４のセンサー２０１などで
ある。
【０１１２】
　あるデータ・アイテムは、３つのキーの組み合わせを順序ある並びで入力することを必
要とする。例えば、「ｃｔｒｌ－ａｌｔ－ｄｅｌ」など。そのデータ・アイテムを片手で
入力することは困難であるかもしれない（又は両手を用いたとしても）。この実施例にお
いて、第二のセンサー２００を用いて、人差し指１８８のセンサー２０７を早く連続して
３回接触させることに応じて、エンコーダー１２１は順序ある並びを受信するよう構成さ
れている。利用者が入力を続ける３つのデータ・アイテムのために、マップ１２６は、デ
ータ・アイテムの有効な組み合わせに相当する登録を含み、そして、マップは望ましい組
み合わせに相当するデータ信号を生成する。
【０１１３】
　ダイアル・モード
　携帯電話のような関連する装置に電話情報を入力ための実施例を、図４及び図９を参照
して説明する。この実施例において、利用者の左手１８０は、入力のために用いられるが
、どちらの手も利用することができる。ダイアル・モードは上記実施例の数字入力モード
と同様であるが、通常の携帯電話に見られる「送る」と「終了」のような追加のデータ・
アイテムを有する。その「送る」と「終了」は、人差し指のセンサー２０７と小指のセン
サー２０４と関連する。他のデータ・アイテムは、左手における人差し指と中指の指セン
サー２０１のそれぞれと関連する。その他のデータ・アイテムは、携帯電話の動作である
スピード・ダイアル・モード及びボイス・メール・モードを有効となるよう動作する。
【０１１４】
　本発明の特定の実施例を説明かつ例示した。このような実施例は、本発明の実例のみと
して考えるべきであって、請求項に従った解釈によって、本発明を制限すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の第一の実施例に従って、情報を入力するための機器の斜視図である。
【図２】図１に示したインターフェースにおける実施例の概略図である。
【図３】図２に示したインターフェースのためのハウジングの斜視図である。
【図４】本発明の第二の実施例に従って、情報を入力するための機器の斜視図である。
【図５】本発明の第三の実施例に従って、情報を入力するための機器の斜視図である。
【図６】図４に示したデータ・アイテムとセンサー間の関連についての表である。
【図７】他の実施例に従って、図４に示したデータ・アイテムとセンサー間の関連につい
ての表である。
【図８】他の実施例に従って、図４に示したデータ・アイテムとセンサー間の関連につい
ての表である。
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【図９】他の実施例に従って、図４に示したデータ・アイテムとセンサー間の関連につい
ての表である。

【図１】 【図２】
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