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(57)【要約】
【課題】　多様且つ自由度の高いユーザ入力を可能とす
るタッチパネルを搭載しつつ、高いセキュリティ性を確
保可能な近接距離内で手軽に高速大容量データ伝送を可
能にする。
【解決手段】
　携帯電話端末は、指等の接触位置を検出可能なタッチ
パネル２７のパネル面を、いわゆる静電界通信のアンテ
ナとして使用可能にしている。タッチ・電界通信制御部
４１は、接触位置検出時には、タッチパネルに静電容量
検出部４４を接続し、一方、静電界通信時には、タッチ
パネル２７（電界通信アンテナ）に電界通信送信部４２
，電界通信受信部４３を接続するように、通信／タッチ
スイッチ部４６を切替制御する。電界通信送信部４２は
、送信信号に応じてタッチパネル２７の静電界強度を変
化させることで信号を送信し、電界通信受信部４３は、
タッチパネル２７の静電界強度の変化を受信信号として
取り出す。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも静電気を帯電可能なパネル面を備えた静電パネル部と、
　上記静電パネル部のパネル面の静電容量の変化を検知することで当該パネル面に物体が
略々接触した位置を検出する静電容量検出部と、
　上記静電パネル部のパネル面を静電界アンテナとして用いて静電界通信を行う電界通信
部と、
　上記静電容量検出部と電界通信部の何れか一方を上記静電パネル部に選択的に接続する
接続切替部と、
　上記静電パネル部のパネル面への物体の接触位置検出時には上記静電パネル部と上記静
電容量検出部を接続させ、上記静電界通信時には上記静電パネル部と上記電界通信部を接
続させるように上記接続切替部を制御する制御部とを有する情報通信装置。
【請求項２】
　上記電界通信部は、静電界通信の送信信号に応じて上記静電パネル部のパネル面上の静
電界強度を変化させる電界通信送信部と、上記静電パネル部のパネル面の静電界強度の変
化を検出して当該検出した静電界強度の変化に応じた信号を静電界通信の受信信号として
取り込む電界通信受信部と、上記電界通信送信部と電界通信受信部の何れか一方を上記接
続切替部に選択的に接続する送受信切替部とを有し、
　上記制御部は、静電界通信の信号送信時には上記電界通信送信部と接続切替部を接続さ
せ、静電界通信の信号受信時には上記電界通信受信部と接続切替部を接続させるように上
記送受信切替部を制御する請求項１記載の情報通信装置。
【請求項３】
　上記電界通信部は、上記静電パネル部のパネル面を複数に分けた各領域をそれぞれ独立
した電界通信アンテナとして用い、それら複数の電界通信アンテナのうち、他の電界通信
装置の電界通信アンテナとの間で少なくとも電界通信が行える接続状態になっている電界
通信アンテナを検知する状態検知部を有し、
　上記制御部は、上記状態検知部による検知結果に応じて自装置の動作を制御する情報通
信装置。
【請求項４】
　上記状態検知部は、上記電界通信アンテナが上記接続状態になっているか否かの状態変
化を検知し、
　上記制御部は、上記状態検知部にて検知された上記状態変化に応じて自装置の動作を制
御する請求項３記載の情報通信装置。
【請求項５】
　上記状態検知部は、少なくとも上記接続状態となっている電界通信アンテナの組み合わ
せを検知し、
　上記制御部は、上記状態検知部にて検知された上記組み合わせに応じて自装置の動作を
制御する請求項３記載の情報通信装置。
【請求項６】
　上記状態検知部は、少なくとも上記接続状態となった電界通信アンテナの組み合わせの
変化を検知し、
　上記制御部は、上記状態検知部にて検知された上記組み合わせの変化に応じて自装置の
動作を制御する請求項５記載の情報通信装置。
【請求項７】
　上記電界通信部は、上記状態検知部により上記接続状態が検知された複数の電界通信ア
ンテナを用いた多チャンネル通信を行う請求項３記載の情報通信装置。
【請求項８】
　上記電界通信部は、上記多チャンネル通信による多重化通信を行う請求項７記載の情報
通信装置。
【請求項９】
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　少なくとも静電気を帯電可能なパネル面を備えた静電パネル部の上記パネル面の静電容
量の変化を、静電容量検出部が検知して当該パネル面に物体が略々接触した位置を検出す
るステップと、
　上記静電パネル部のパネル面を静電界アンテナとして用いて電界通信部が静電界通信を
行うステップとを有し、
　上記静電パネル部のパネル面への物体の接触位置検出時には接続切替部が上記静電パネ
ル部と上記静電容量検出部を接続し、上記静電界通信時には接続切替部が上記電界通信部
と上記静電パネル部とを接続するステップを有する情報通信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電容量の変化を検知することで指等が略々接触した位置を検出可能ないわ
ゆるタッチセンサを備えた情報通信装置とその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００７－３６５４４号の公開特許公報（特許文献１）には、表示部を有する上部
筐体とタッチパネル部を有する下部筐体とから構成された携帯電話機において、タッチパ
ネル部は、実行中のアプリケーションに応じて各種操作ボタンが表面に表示され、その表
示された操作ボタンへの利用者による接触操作を指示入力として取り込むタッチパネル機
能を備えたディスプレイとなされ、そのタッチパネル部の画面には、アプリケーションの
動作状況に合わせて必要な操作ボタンのみを表示し、残りのスペースを情報の表示に使用
して、表示部とタッチパネル部との双方で情報の表示を行うことで、一度に表示する情報
量を増やすことを可能にした技術が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３６５４４号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したタッチパネルによれば、多様で且つ自由度の高いユーザ入力が可能になるため
、最近の携帯電話端末のような高性能で且つ多機能な携帯情報端末に当該タッチパネルを
搭載することは非常に有効であると考えられる。但し、タッチパネルは、基本的にユーザ
と端末との間のマン－マシンインターフェースデバイスとしてのみ用いられており、他の
用途で使われることはない。
【０００５】
　ところで、近年は、電磁誘導を利用することにより非接触状態にてデータ通信を行う機
能（非接触通信機能）を備えた携帯電話端末等が広く普及している。当該電磁誘導を利用
した非接触通信は、ケーブル等を接続する必要がないため、手軽にデータ通信が行えると
共に、非常に近接した距離内でのみ通信が可能となされているため、例えば無線電波によ
る通信に比べて高いセキュリティ性を容易に確保することができる。しかしながら、上記
電磁誘導を利用した非接触通信の場合、データ通信速度が必ずしも高速であるとは言い難
く、このため大量のデータを短時間に伝送するような用途には向かない。勿論、高速大容
量通信が可能な通信デバイスを別途搭載すれば、短時間に大量のデータを伝送することは
可能になるが、小型化及び薄型化が望まれている携帯電話端末等において、新たに別の通
信デバイス等を搭載ことは望ましくない。特に、ケーブル等を用いない手軽なデータ通信
が可能な無線通信デバイスや非接触通信デバイスの場合は、或る程度の大きさを有するア
ンテナが必須となり、携帯電話端末等に新たにアンテナ等を設けることは避けるべきであ
る。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、多様且つ自由度の高いユー
ザ入力を可能とするタッチパネルを搭載しつつ、高いセキュリティ性を確保可能な近接距
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離内で手軽に高速大容量データ伝送を可能にする情報通信装置とその制御方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の情報通信装置は、少なくとも静電気を帯電可能なパネル面を備えた静電パネル
部と、静電パネル部のパネル面の静電容量の変化を検知することで当該パネル面に物体が
略々接触した位置を検出する静電容量検出部と、静電パネル部のパネル面を静電界アンテ
ナとして用いて静電界通信を行う電界通信部と、静電容量検出部と電界通信部の何れか一
方を静電パネル部に選択的に接続する接続切替部と、静電パネル部のパネル面への物体の
接触位置検出時には静電パネル部と静電容量検出部を接続させ、静電界通信時には静電パ
ネル部と電界通信部を接続させるように上記接続切替部を制御する制御部とを有すること
により、上述した課題を解決する。
【０００８】
　また、本発明の情報通信装置の制御方法は、少なくとも静電気を帯電可能な静電パネル
部のパネル面の静電容量の変化を、静電容量検出部が検知して当該パネル面に物体が略々
接触した位置を検出するステップと、静電パネル部のパネル面を静電界アンテナとして用
いて電界通信部が静電界通信を行うステップとを備え、静電パネル部のパネル面への物体
の接触位置検出時には接続切替部が静電パネル部と静電容量検出部を接続し、静電界通信
時には接続切替部が電界通信部と静電パネル部とを接続するステップを有することにより
、上述した課題を解決する。
【０００９】
　すなわち本発明によれば、例えばいわゆるタッチパネルのような静電気を帯電可能な静
電パネル部のパネル面を、静電界通信のアンテナとして使用可能としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明においては、例えばいわゆるタッチパネルのような静電気を帯電可能な静電パネ
ル部を静電界通信のアンテナとして使用可能としているため、多様且つ自由度の高いユー
ザ入力を可能とするタッチパネルを利用でき、且つ、高いセキュリティ性を確保可能な近
接距離内で手軽に高速大容量データ伝送が可能になっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００１２】
　なお、本実施形態では、本発明の情報通信装置の一適用例として、静電容量の変化を検
知することで指等が略々接触した位置を検出可能なタッチセンサを備えた携帯電話端末を
挙げ、また、本発明の制御方法の一適用例として携帯電話端末における情報通信の制御方
法を挙げているが、勿論、ここで説明する内容はあくまで一例であり、本発明はこの例に
限定されないことは言うまでもない。
【００１３】
〔携帯電話端末の概略構成〕
　図１には、本実施形態の携帯電話端末の概略構成を示す。
【００１４】
　図１において、通信アンテナ１２は、例えば内蔵アンテナであり、通話や電子メール等
のパケット通信のための信号電波の送受信を行う。通信回路１１は、送受信信号の周波数
変換、変調と復調等を行う。
【００１５】
　制御部１０は、ＣＰＵ（中央処理ユニット）からなり、通信回路１１における通信の制
御、音声処理の制御、画像処理の制御、後述するタッチ・電界通信部２６における接触位
置検出と静電界通信の処理及び制御、その他各種信号処理や各部の制御、後述する動作モ
ードの設定制御やアクション選択制御等を行う。また、制御部１０は、メモリ部１６に蓄
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積されている各種の制御プログラムやアプリケーションプログラムの実行及びそれに付随
する各種データ処理等を行う。
【００１６】
　スピーカ２０は、携帯電話端末に設けられている受話用のスピーカや、リンガ（着信音
）、アラーム音、警告音、再生音楽、ディジタル音声、再生動画像の音声等の出力用スピ
ーカからなり、音声処理部２３から供給された音声信号を音響波に変換して空気中に出力
する。
【００１７】
　マイクロホン２２は、送話用及び外部音声集音用のマイクロホンであり、音響波を音声
信号に変換し、その音声信号を音声処理部２３へ入力する。
【００１８】
　音声処理部２３は、復号等の所定の音声処理により生成した音声データをディジタル／
アナログ変換した後に増幅し、その増幅後の音声信号を上記スピーカ２０へ出力する。ま
た、音声処理部２３は、マイクロホン２１から供給された入力音声信号を増幅及びアナロ
グ／ディジタル変換し、そのアナログ／ディジタル変換後の音声データの符号化等の所定
の音声処理を施す。
【００１９】
　操作部１４は、本実施形態の携帯電話端末の筐体上に設けられているテンキーや発話キ
ー、終話／電源キー等の各キーや十字キー，ジョグダイヤル等の各操作子と、それら操作
子が操作された時の操作信号を発生する操作信号発生器とからなる。
【００２０】
　表示部１３は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬ（ElectroLuminescent）ディスプレ
イ等の表示デバイスと、そのディスプレイの表示駆動回路とを含み、画像処理部２２から
供給された画像信号により、上記ディスプレイ上に例えば電子メール等の各種文字やメッ
セージを表示したり、静止画像や動画像等の表示を行う。
【００２１】
　画像処理部２２は、表示部１３に表示される文字、記号、画像等の画像信号を生成する
処理を行う。また、画像処理部２２は、制御部１０による制御の元で、各種のユーザイン
ターフェース画面の表示やウェブページの表示等をも行う。
【００２２】
　時計部１５は、年月日及び日時等の時刻情報や、ユーザにより設定された時間の計測な
どに用いられる時間情報等を生成する。当該時計部１５により生成された時刻や時間等は
、表示部１３の画面上に表示されたり、制御部１０が各種時間管理を行う際に用いられる
。
【００２３】
　タッチパネル２７は、少なくとも静電気を帯電可能となされた静電パネル部である。ま
た、本実施形態の場合、当該タッチパネル２７は、いわゆる静電界通信により情報伝送を
行うための電界通信アンテナとしても使用可能となされている。なお、本実施形態におい
て、タッチパネル２７の下側（筐体側）には前記表示部１３の画面が配されていても良い
。
【００２４】
　タッチ・電界通信部２６は、上記タッチパネル２７をいわゆる接触検知デバイスとして
使用するための接触検知機能と、上記タッチパネル２７を静電界通信のための電界通信ア
ンテナとして機能させるための電界通信機能とを有し、それら接触検知機能と電界通信機
能を適宜切り替え可能となされている。上記接触検知機能は、上記タッチパネル２７のパ
ネル面上に指等の物体が略々接触したことで、当該パネル面の静電容量が変化した時、当
該静電容量が変化した位置を上記物体が接触した位置として検出する機能である。また、
上記電界通信機能は、静電界通信により信号を送信する場合には、送信信号に基づいて上
記タッチパネル２７のパネル面上の静電界強度を変化させ、一方、静電界通信により信号
を受信する場合には、通信相手側の電界通信端末の電界通信アンテナによる静電界強度の
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変化に応じて上記タッチパネル２７のパネル面上で変化した静電界強度を検出することに
より、上記通信相手側の電界通信端末からの送信信号を受信する機能である。当該タッチ
・電界通信部２４の詳細な構成及び動作については後述する。
【００２５】
　なお、静電界通信の基本的な原理等については、例えば特開２００５－２２７８７４号
公報等に記載されているように既知の技術であるため、ここではその詳細な説明について
は省略する。静電界通信は、空間ダイバーシティ効果が高いこと、及び、高速データ伝送
が可能であることが知られている。
【００２６】
　メモリ部１６は、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random Access Memory）を含
む。ＲＯＭは、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ（NAND-type flash memory）のような書き換
え可能な記憶媒体を含み、例えば、ＯＳ（Operating System）のプログラムや制御部１０
が各部を制御するための制御プログラム、各種のアプリケーションプログラム、各種デー
タコンテンツの他、各種の初期設定値、フォントデータ、各辞書データ、機種名情報や端
末識別情報などをも記憶する。なお、上記プログラムはプログラム格納部１７に格納され
、各種データはデータ格納部１８に格納されている。ＲＡＭは、制御部１０が各種のデー
タ処理を行う際の作業領域や、電界通信等により送受されるデータを一時的に格納する一
時格納領域として使用される。また、メモリ部１６のプログラムは、ディスク状記録媒体
や外部半導体メモリ等を介して格納されたり、外部インターフェースを通じたケーブル或
いは無線を介して格納されたものであっても良い。
【００２７】
　その他、図１では図示を省略しているが、本実施形態の携帯電話端末は、写真画像の撮
影のためのディジタルカメラ部、キー照明や着信ライト用などのＬＥＤ（発光ダイオード
）とその駆動部、各部へ電力を供給するバッテリとその電力をコントロールするパワーマ
ネージメントＩＣ部、いわゆるブルートゥース方式（Bluetooth：登録商標）やＵＷＢ（U
ltra Wide Band）方式、無線ＬＡＮ（Local Area Network）などによる近距離無線通信を
行うための近距離無線通信部、非接触ＩＣカード機能とリーダライタ機能とを備えた非接
触通信処理部、ＧＰＳ（Global Positioning System）通信部、外部メモリ用スロット、
ディジタル放送の受信チューナ部とＡＶコーデック部など、一般的な携帯電話端末に設け
られる各構成要素についても備えている。
【００２８】
〔タッチ・電界通信部の構成〕
　図２及び図３には、タッチ・電界通信部２６の構成例を示す。なお、図２は、タッチパ
ネル２７が通常の接触検知デバイスとして用いられている場合を示しており、図３は、タ
ッチパネル２７が電界通信アンテナとして使用されて他の電界通信端末５０との間で静電
界通信を行う場合を示している。
【００２９】
　図２に示すように、上記タッチパネル２７を通常の接触検知デバイスとして使用する場
合、上記タッチ・電界通信制御部４１は、当該タッチパネル２７が静電容量検出部４４と
接続されるように通信／タッチスイッチ部４６を切替制御する。
【００３０】
　またこの時、上記タッチ・電界通信制御部４１は、静電容量検出部４４を制御し、通信
／タッチスイッチ部４６を通じて当該静電容量検出部４４から上記タッチパネル２７へ電
荷を与えさせ、当該タッチパネル２７のパネル全面を帯電させるようにする。なお、タッ
チパネル２７へ電荷を与えるのは、上記通信／タッチスイッチ部４６であっても良い。そ
して、静電容量検出部４４は、上記タッチパネル２７のパネル面上の静電容量の変化をセ
ンシングし、そのセンシングにより上記パネル面上に例えば指５１等が略々接触したこと
で静電容量が変化しことを検知した場合、当該静電容量が変化した位置つまり指５１等が
略々接触した位置を表すパネル面上の二次元座標データを生成する。この二次元座標デー
タは、タッチ・電界通信制御部４１を介して、前述の制御部１０に送られる。
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【００３１】
　これにより、制御部１０は、タッチパネル２７のパネル面上の何れの位置が指５１等に
より触られたのかを認識可能となる。
【００３２】
　図３に示すように、タッチパネル２７を電界通信アンテナとして使用し、他の電界通信
端末５０との間で静電界通信を行う場合、上記タッチ・電界通信制御部４１は、当該タッ
チパネル２７と送受信スイッチ部４５とを接続するように通信／タッチスイッチ部４６を
切替制御する。
【００３３】
　ここで、タッチパネル２７を送信側の電界通信アンテナとして使用する場合、上記タッ
チ・電界通信制御部４１は、通信／タッチスイッチ部４６を介して接続されているタッチ
パネル２７を電界通信送信部４２と接続させるように、送受信スイッチ４５を切り替え制
御する。
【００３４】
　またこの時、電界通信送信部４２には、上記タッチ・電界通信制御部４１を介して前述
の制御部１０から電界通信の送信信号が供給される。当該電界通信送信部４２は、上記送
受信スイッチ部４５及び通信／タッチスイッチ部４６を介して接続されているタッチパネ
ル２７のパネル面上に形成される静電界強度を、上記送信信号に応じて変化させる。
【００３５】
　これにより、通信相手側の電界通信端末５０の電界通信アンテナ（タッチパネルであっ
ても良い）では、上記タッチパネル２７における静電界強度の変化が検知され、その検知
信号が受信信号として取り込まれることになる。
【００３６】
　一方、タッチパネル２７を受信側の電界通信アンテナとして使用する場合、上記タッチ
・電界通信制御部４１は、通信／タッチスイッチ部４６を介して接続されているタッチパ
ネル２７を電界通信受信部４３と接続させるように、送受信スイッチ４５を切り替え制御
する。
【００３７】
　この時、電界通信受信部４３は、上記送受信スイッチ部４５及び通信／タッチスイッチ
部４６を介して接続されているタッチパネル２７のパネル面上における静電界強度の変化
を検知、つまり、通信相手側の電界通信端末５０の電界通信アンテナによる静電界強度の
変化を検知し、その検知信号を受信信号として取り込む。
【００３８】
　そして、電界通信受信部４３は、上記受信信号を、上記タッチ・電界通信制御部４１を
介して前述の制御部１０へ送られる。
【００３９】
　これにより、制御部１０は、通信相手側の電界通信端末５０から送られてきた信号を受
信することができる。
【００４０】
　なお、通信相手側の電界通信端末５０は、本実施形態の携帯電話端末と同様に、タッチ
パネルを電界通信アンテナとして使用可能なものであっても良い。
【００４１】
〔タッチパネルに形成した電界通信アンテナの使用例〕
　本実施形態の携帯電話端末では、タッチパネル２７のパネル面上を複数の領域に分け、
それら各領域をそれぞれ独立した電界通信アンテナとして使用することにより、以下に説
明するような多重化による高速データ伝送や、当該携帯電話端末の動作モードの設定、ア
プリケーションプログラムの起動制御などを行うことも可能となされている。なお、タッ
チパネル２７のパネル面上の各領域を電界通信アンテナにする場合、図３の電界通信送信
部４２は、タッチパネル２７の各領域に対応した二次元座標範囲で表されるパネル領域部
分の静電界強度を送信信号に応じて変化させることにより、各領域の電界通信アンテナか
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ら信号を送信させるようにし、一方、図３の電界通信受信部４３は、タッチパネル２７の
各領域に対応した二次元座標範囲で表されるパネル領域部分の静電界強度の変化を検知す
ることにより、各領域の電界通信アンテナによる信号受信を行う。
【００４２】
〔第１の使用例〕
　図４には、携帯電話端末１の一つの筐体面上に配された一つのタッチパネル内に四個の
領域を設け、それら四個の領域をそれぞれ独立した電界通信アンテナ（以下、各アンテナ
をＡ００，Ａ０１，Ａ１０，Ａ１１とする。）として用い、同様に、携帯電話端末２の一
つの筐体面上に配されたタッチパネルに四個の領域を設け、それら四個の領域をそれぞれ
独立した電界通信アンテナ（以下、各アンテナをＢ００，Ｂ０１，Ｂ１０，Ｂ１１とする
。）として用いた場合の両端末１，２のタッチパネル上の電界通信アンテナのイメージ図
を示す。なお、この図４の例では、携帯電話端末１のタッチパネル上に形成された四個の
電界通信アンテナＡ００，Ａ０１，Ａ１０，Ａ１１と、携帯電話端末２のタッチパネル上
に形成された四個の電界通信アンテナＢ００，Ｂ０１，Ｂ１０，Ｂ１１が、それぞれ格子
状に配置されている例を挙げている。
【００４３】
　なお、図４の例は、携帯電話端末１のタッチパネルの電界通信アンテナＡ００，Ａ０１
，Ａ１０，Ａ１１と、携帯電話端末２のタッチパネル上の電界通信アンテナＢ００，Ｂ０
１，Ｂ１０，Ｂ１１を、それぞれ同じ方向から観たとき、すなわち例えば端末の正面側（
表面側）から観たときの配置状態を示している。
【００４４】
　この第１の使用例において、それら携帯電話端末１，２の各電界通信アンテナＡ００，
Ａ０１，Ａ１０，Ａ１１及びアンテナＢ００，Ｂ０１，Ｂ１０，Ｂ１１がそれぞれ一対一
に対向するように向かい合わせ、それら一対一に対向した電界通信アンテナ間でそれぞれ
静電界通信を行うことを考えた場合、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ００と携帯電
話端末２の電界通信アンテナＢ０１の対が接続状態になり、同様に、携帯電話端末１の電
界通信アンテナＡ０１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ００の対が接続状態になり
、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１０と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１１
の対が接続状態になり、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電
界通信アンテナＢ１０の対が接続状態となる。
【００４５】
　ここで、静電界通信の場合は、空間ダイバーシティ効果が高いため、この例のように、
タッチパネル上に複数の電界通信アンテナを形成したとしても、それらアンテナ間の干渉
が問題になることは少ない。
【００４６】
　また、この第１の使用例のように、両携帯電話端末１，２の各電界通信アンテナＡ００
，Ａ０１，Ａ１０，Ａ１１及びアンテナＢ００，Ｂ０１，Ｂ１０，Ｂ１１をそれぞれ一対
一に対向させて各々で静電界通信を行うようにした場合には、例えば多チャンネル通信が
可能となり、さらに、多チャンネル通信によるデータ多重化を行えば通信の高速化（大量
のデータの高速通信）が可能となる。
【００４７】
　すなわち、第１の使用例において、多チャンネル通信を行う場合、携帯電話端末１，２
のタッチ・電界通信部２６は、それぞれ一対（電界通信で接続された一対）となる各電界
通信アンテナに対して、例えば各々一つのチャンネルを割り当て、それら割り当てられた
各チャンネル毎にそれぞれデータ通信を行う。これにより、携帯電話端末１，２間の多チ
ャンネル通信が実現される。
【００４８】
　また、多チャンネル通信によるデータ多重化を行う場合、送信側の携帯電話端末のタッ
チ・電界通信部２６は、データを複数のチャンネルに分け、それら各チャンネルに分けら
れたデータを、上記各チャンネルが割り当てられた各電界通信アンテナから送信する。一
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方、受信側の携帯電話端末のタッチ・電界通信部２６は、各チャンネルが割り当てられた
各電界通信アンテナを通じて各チャンネルのデータを受信すると、それら各チャンネルに
分けられたデータを一つのデータに纏める。これにより、携帯電話端末１，２の間のデー
タ通信の高速化が実現される。すなわちこの場合、電界通信が元々有している高速データ
伝送特性を更に高めた高速通信が可能となる。
【００４９】
　また、本実施形態の第１の使用例において、図５～図１３には、携帯電話端末１と携帯
電話端末２を近接させた際の置き方により、それぞれ対となる電界通信アンテナ（接続状
態となる電界通信アンテナ）が変えられて、両携帯電話端末１，２間で電界通信を行う場
合のイメージ図を示す。なお、図５～図１３の例は、携帯電話端末１と携帯電話端末２の
それぞれ電界通信アンテナが設けられている両筐体面を、互いに向き合わせて近接させる
ことで電界通信が可能になっている場合の配置状態を示している。つまり、携帯電話端末
１は、当該端末が正面側（表面側）に向けられている時の配置状態を表している一方で、
携帯電話端末２は、当該端末が裏面側に向けられているときの配置状態を表している。す
なわち、図５～図１３の場合、正面側（表面側）から観た状態の携帯電話端末１では、四
つの電界通信アンテナが図の左上、右上、左下、右下の順にＡ００，Ａ０１，Ａ１０，Ａ
１１のように見えている一方で、裏面側から観た状態の携帯電話端末２では、四つの電界
通信アンテナが図の左上、右上、左下、右下の順にＢ０１，Ｂ００，Ｂ１１，Ｂ１０のよ
うに見えている。
【００５０】
　図５は、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテ
ナＢ０１の対が接続状態になっている場合の配置例を示している。図６は、携帯電話端末
１の電界通信アンテナＡ１０と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１の対が接続状態
になっており、同様に、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電
界通信アンテナＢ００の対が接続状態になっている場合の配置例を示している。図７は、
携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１０と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ００の
対が接続状態になっている場合の配置例を示している。図８は、携帯電話端末１の電界通
信アンテナＡ１０と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１の対が接続状態になり、同
様に、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ
１１の対が接続状態になっている場合の配置例を示している。図９は、携帯電話端末１の
電界通信アンテナＡ００と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１の対が接続状態にな
り、同様に、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ０１と携帯電話端末２の電界通信アン
テナＢ００の対が接続状態になり、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１０と携帯電話
端末２の電界通信アンテナＢ１１の対が接続状態になり、携帯電話端末１の電界通信アン
テナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１０の対が接続状態となっている場合
の配置例を示している。図１０は、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ００と携帯電話
端末２の電界通信アンテナＢ００の対が接続状態となり、同様に、携帯電話端末１の電界
通信アンテナＡ１０と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１０の対が接続状態となって
いる場合の配置例を示している。図１１は、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１０と
携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１１の対が接続状態となっている場合の配置例を示
している。図１２は、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ００と携帯電話端末２の電界
通信アンテナＢ１１の対が接続状態となり、同様に、携帯電話端末１の電界通信アンテナ
Ａ０１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１０の対が接続状態となっている場合の配
置例を示している。最後に、図１３は、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ００と携帯
電話端末２の電界通信アンテナＢ１０の対が接続状態となっている場合の配置例を示して
いる。
【００５１】
　なお、本実施形態において、それら二つの携帯電話端末１，２において、タッチパネル
上の何れの電界通信アンテナが対となって接続状態であるかどうかは、各電界通信アンテ
ナ間の電界強度の違いにより判断する。すなわち例えば、図５を例に挙げて説明すると、
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携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１と
の間の電界強度が強くなっているため、これらは接続状態であると検知でき、一方、携帯
電話端末１の電界通信アンテナＡ００，Ａ０１，Ａ１０と携帯電話端末２の電界通信アン
テナＢ００，Ｂ１０，Ｂ１１の電界強度は弱くなっているため、これらは接続状態ではな
いと検知できる。
【００５２】
　そして、本実施形態において、携帯電話端末１，２は、それら接続状態となっている対
の電界通信アンテナを通じてデータ通信を行う。
【００５３】
　この第１の使用例によれば、複数の電界通信アンテナのうちの何れの電界通信アンテナ
が接続状態になっているかを判定可能であるため、それら接続状態になっている電界通信
アンテナを用いて電界通信を行うことが可能である。
【００５４】
〔第２の使用例〕
　本発明実施形態の携帯電話端末１，２は、第２の使用例として、上述の第１の使用例の
ように何れの電界通信アンテナの対が接続状態になっているかを判断することだけでなく
、それら携帯電話端末１と携帯電話端末２の間でそれぞれ何れの電界通信アンテナが接続
状態になっているのかを互いに連絡し合うことにより、それら携帯電話端末１，２にて互
いに接続状態の対になっている電界通信アンテナの組み合わせや、接続状態の電界通信ア
ンテナの対の変化、接続状態の対になっている電界通信アンテナの組み合わせの変化など
を検知し、それら対の組み合わせや変化等の検知結果に応じて、例えば、端末の動作モー
ドの設定、アプリケーションの起動やディスプレイ上のカーソルの移動操作などのアクシ
ョン選択を行うことも可能となされている。
【００５５】
　図１４～図１６には、タッチパネルに形成された複数の電界通信アンテナについて、接
続状態となっている電界通信アンテナの対の変化を検知する場合の一例を示す。
【００５６】
　図１４は、図中（ａ）のように携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端
末２の電界通信アンテナＢ０１が対となっていた状態から、図中（ｂ）のように携帯電話
端末１の電界通信アンテナＡ０１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１が対になる
と同時に、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテ
ナＢ１１が対になった状態へ変化した例を示している。
【００５７】
　この図１４の例の場合、本実施形態の携帯電話端末１，２は、それぞれが電界通信アン
テナの電界強度の変化を見ることで接続状態となっている電界通信アンテナを検出すると
共に、その検出結果を携帯電話端末１，２間で互いに連絡し合うことにより、図１５に示
すように、それら携帯電話端末１，２間で接続状態の対になっている電界通信アンテナの
組み合わせや、接続状態の電界通信アンテナの対の変化などを検知可能となされている。
なお、図１５の表では、携帯電話端末１と携帯電話端末２において電界通信アンテナが対
になり接続状態となっている場合を“１”とし、携帯電話端末１と携帯電話端末２におい
て電界通信アンテナが接続されていない場合を“０”として表し、また図中の矢印は時間
の経過を表している。
【００５８】
　すなわち図１５の表によれば、図１４の（ａ）の時には、携帯電話端末１の電界通信ア
ンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ０１とが接続状態（“１”）であっ
たのに対し、図１４の（ｂ）の時には、携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ１１と携帯
電話端末２の電界通信アンテナＢ０１との間の接続が切れた状態（“０”）に変化し、一
方、電界通信アンテナＡ０１と電界通信アンテナＢ０１との間は接続していない状態（“
０”）から接続状態（“１”）に変化し、同様に、電界通信アンテナＡ１１と電界通信ア
ンテナＢ１１との間は接続していない状態（“０”）から接続状態（“１”）に変化して
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いる。したがって、本実施形態の携帯電話端末１，２は、この図１５のような接続状態と
接続していない状態の変化を監視することにより、携帯電話端末１と携帯電話端末２が図
１４の（ａ）の配置状態から図１４の（ｂ）の配置状態へ変化したことを検知することが
できる。
【００５９】
　また、図１６は、図中（ａ）のように携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ０１と携帯
電話端末２の電界通信アンテナＢ０１とが対になっていると同時に、携帯電話端末１の電
界通信アンテナＡ１１と携帯電話端末２の電界通信アンテナＢ１１とが対になっていた状
態から、図中（ｂ）のように携帯電話端末１の電界通信アンテナＡ０１と携帯電話端末２
の電界通信アンテナＢ１１とが対になる状態へ変化した例を示している。
【００６０】
　この図１６の例の場合、本実施形態の携帯電話端末１，２は、図１５と同様に示す図１
７のように、それぞれ電界通信アンテナの電界強度の変化を監視することで、接続状態の
電界通信アンテナ対が変化したことを検知する。
【００６１】
　すなわちこの図１７の表によれば、図１６の（ａ）の時には、電界通信アンテナＡ０１
と電界通信アンテナＢ０１の対が接続状態（“１”）であると同時に電界通信アンテナＡ
１１と電界通信アンテナＢ１１の対が接続状態（“１”）であったのに対し、図１６の（
ｂ）の時には、電界通信アンテナＡ０１と電界通信アンテナＢ０１との間の接続が切れた
状態（“０”）へ変化すると同時に、電界通信アンテナＡ１１と電界通信アンテナＢ１１
との間も接続が切れた状態（“０”）へ変化し、一方、電界通信アンテナＡ０１と電界通
信アンテナＢ１１との間は接続が切れていた状態（“０”）から接続状態（“１”）に変
化している。したがって、本実施形態の携帯電話端末１，２は、この図１７のような接続
状態と接続していない状態の変化を見ることにより、携帯電話端末１と携帯電話端末２の
配置状態が図１６の（ａ）の配置状態から図１６の（ａ）の（ｂ）の配置状態へ変化した
ことを検知することができる。
【００６２】
　図１８～図２２には、接続状態の対となった電界通信アンテナの組み合わせや、電界通
信アンテナの対の変化に応じて、端末の動作モードの自動選択設定、アプリケーションの
起動やディスプレイ上のカーソルの移動操作などのアクション自動選択が行われる場合の
一例を示す。なお、以下の説明では、携帯電話端末１がモード自動選択設定やアクション
自動選択を行う場合を例に挙げている。
【００６３】
　図１８の表は、それぞれ対となり得る電界通信アンテナの１６通りの組み合わせである
（Ａ００，Ｂ００），（Ａ００，Ｂ０１），（Ａ００，Ｂ１０），（Ａ００，Ｂ１１），
（Ａ０１，Ｂ００），（Ａ０１，Ｂ０１），（Ａ０１，Ｂ１０），（Ａ０１，Ｂ１１），
（Ａ１０，Ｂ００），（Ａ１０，Ｂ０１），（Ａ１０，Ｂ１０），（Ａ１０，Ｂ１１），
（Ａ１１，Ｂ００），（Ａ１１，Ｂ０１），（Ａ１１，Ｂ１０），（Ａ１１，Ｂ１１）と
、それら１６通りの組み合わせにおいて、接続状態を“１”とし、接続されていない状態
を“０”とし、それら“１”又は“０”の値を上述の１６通りの順番に並べたコードを“
ｘｘｘｘ，ｘｘｘｘ，ｘｘｘｘ，ｘｘｘｘ”のように表している。なお、上記コード中の
“ｘ”は、“０”又は“１”の値となる。そして、本実施形態において、当該コードは、
携帯電話端末１の動作モードの自動設定や各種アクションの自動選択のためのコードとな
されている。
【００６４】
　ここで、この図１８において、「モード１」，「モード２」は、携帯電話端末１の動作
モードの一例を表しており、例えば「モード１」は音楽モード、「モード２」は動画モー
ドとなされている。なお、図１８の例では、携帯電話端末１を「モード１」（音楽モード
）にするためのコードとして、例えば“０１００，１０００，０００１，００１０”が設
定され、「モード２」（動画モード）にするためのコードとして、例えば“１０００，０
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０１０，０１００，０００１”が設定されている。
【００６５】
　また、図１８において、「アクション１」，「アクション２」は、携帯電話端末１にお
けるアクションの一例を表しており、例えば「アクション１」はディスプレイ上でカーソ
ルを上から下へ移動させ、「アクション２」はディスプレイ上でカーソルを下から上へ移
動させるためのアクションとなされている。なお、図１８の例では、「アクション１」を
実行するためのコードとして、例えば“００００，０１００，００００，０００１”と“
００００，００００，００００，０１００”の二つのコードが設定されており、上記コー
ドが“００００，０１００，００００，０００１”から“００００，００００，００００
，０１００”へ変化した時に、ディスプレイ上でカーソルを上から下へ移動させるアクシ
ョンが指定される。また、図１８の例では、「アクション２」を実行するためのコードと
して、例えば“００００，０１００，００００，０００１”と“００００，０００１，０
０００，００００”の二つのコードが設定されており、上記コードが“００００，０１０
０，００００，０００１”から“００００，０００１，００００，００００”へ変化した
時にディスプレイ上でカーソルを下から上へ移動させるアクションが指定される。
【００６６】
　すなわち、本実施形態において、携帯電話端末１及び携帯電話端末２が前述の図９の例
のように重ね合わされて配置された時に、上記コードは“０１００，１０００，０００１
，００１０”となる。したがって、携帯電話端末１は、このコードを検知した場合に、動
作モードを「モード１」の音楽モードに自動設定する。
【００６７】
　同様に、本実施形態において、携帯電話端末１及び携帯電話端末２が例えば図１９のよ
うに重ね合わされて配置された時に、上記コードは“１０００，００１０，０１００，０
００１”となる。したがって、携帯電話端末１は、このコードを検知した時に、動作モー
ドを「モード２」の動画モードに自動設定する。
【００６８】
　また、本実施形態において、携帯電話端末１及び携帯電話端末２が前述の図１６の（ａ
）のように重ね合わされて配置された後、その状態から図１６の（ｂ）のようにずらされ
ると、上記コードは“００００，０１００，００００，０００１”から“００００，００
００，００００，０１００”へ変化することになる。したがって、携帯電話端末１は、こ
のようなコードの変化を検知した時に、ディスプレイ上のカーソルを上から下へ移動させ
るアクションを実行する。
【００６９】
　同様に、本実施形態において、携帯電話端末１及び携帯電話端末２が例えば図２０の（
ｂ）ように重ね合わされて配置された後、その状態から図２０の（ａ）のようにずらされ
ると、上記コードは“００００，０１００，００００，０００１”から“００００，００
０１，００００，００００”へ変化することになる。したがって、携帯電話端末１は、こ
のようなコードの変化を検知した時に、ディスプレイ上のカーソルを下から上へ移動させ
るアクションを実行する。
【００７０】
　なお、上述したモードやアクションはあくまで一例であり、本実施形態では更に多くの
モードやアクション等とコードとが対応付けられている。その他にも、例えば、接続状態
の対の変化によりモードの設定を行うようにしてもよく、また例えば、接続状態の対にな
っている電界通信アンテナの組み合わせや上記対の変化により、アプリケーションプログ
ラムを起動するようなことも可能である。なお、これらモードやアクション等とコードと
が対応付けの情報は、例えばテーブルデータとしてメモリ部１６等に予め用意されている
か、若しくはユーザにより自由にモードやアクション等とコードとが対応付けられて設定
されたテーブルデータがメモリ部１６に登録されている。以上のように、本実施形態の携
帯電話端末は、他の端末との近接時に検知されるコードに応じて、多種多様のモード自動
設定やアクション自動選択等を行うことが可能となっている。
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【００７１】
〔アンテナの接続状態の検出フロー〕
　図２１には、本実施形態の携帯電話端末１において、タッチパネルに形成された複数の
電界通信アンテナの何れが接続状態となっているかどうかを検知する際の処理の流れを示
す。なお、この図２１のフローチャートは、主に本実施形態の携帯電話端末１のタッチ・
電界通信制御部４１にて行われる処理である。なお、以下の説明では、電界通信アンテナ
が例えば前述の図４のようにＡ００～Ａ１１の四個のアンテナ（つまり接続端子）からな
る場合を例に挙げている。
【００７２】
　図２１において、タッチ・電界通信制御部４１は、四個の電界通信アンテナＡ００～Ａ
１１について接続状態になっているかどうかを検索するために、ステップＳ１の処理とし
て、それら電界通信アンテナＡ００～Ａ１１を順番に切り替えてチェックする。
【００７３】
　すなわち、タッチ・電界通信制御部４１は、上記ステップＳ１にて切り替えた電界通信
アンテナについて、ステップＳ２の処理として、例えば、電界強度が接続状態を示す所定
値以上になっているかどうかを見ることで、他の端末の電界通信アンテナと接続状態にな
っているかをチェックする。
【００７４】
　そして、タッチ・電界通信制御部４１は、ステップＳ３の処理として、四個の電界通信
アンテナＡ００～Ａ１１の全てについて接続状態か否かのチェックを行ったか否か判断し
、全てのチェックが終了していない場合にはステップＳ１へ処理を戻し、全てのチェック
が終了した場合にはこの図２１のフローチャートの処理を終了して、次へ処理を進める。
【００７５】
〔コード検知とそのコードに応じたモードやアクション選択のフロー〕
　図２２には、本実施形態の携帯電話端末１において、タッチパネルに形成された複数の
電界通信アンテナについての接続状態の検知結果から、コード検知とそのコードに応じた
モードやアクション選択を実行する際の処理の流れを示す。なお、この図２２のフローチ
ャートは、主に本実施形態の携帯電話端末１の制御部１０にて行われる処理である。
【００７６】
　図２２において、制御部１０は、ステップＳ１１の処理として、上記タッチ・電界通信
制御部４１に前述の図２１の接続検索処理を実行させる。また同時に、制御部１０は、タ
ッチパネルに形成された電界通信アンテナのうち、例えば何れか一つでも電界通信アンテ
ナが接続状態になっている場合に、上記タッチ・電界通信制御部４１を制御することによ
り当該電界通信アンテナを通じて携帯電話端末２と情報通信を行わせ、互いの端末におい
て少なくとも接続状態となっている電界通信アンテナが何れのアンテナであるのかを表す
情報を連絡し合う。なお、この際、必要であれば、接続されていない電界通信アンテナが
何れのアンテナであるかを表す情報を連絡し合ってもよい。そして、このステップＳ１１
における接続検索処理が終わると、制御部１０は、ステップＳ１２へ処理を進める。
【００７７】
　ステップＳ１２の処理に進むと、制御部１０は、自端末において接続状態になっている
電界通信アンテナ及び接続されていない電界通信アンテナの情報と、携帯電話端末２側に
おいて接続状態になっている電界通信アンテナ及び接続されていない電界通信アンテナの
情報とを用い、前述した接続状態の対になっている電界通信アンテナの組み合わせを表す
コードを生成する。
【００７８】
　次に、制御部１０は、ステップＳ１３の処理として、ステップＳ１２で生成したコード
やそのコードの変化から、前述の図１８で説明したようなモードの設定やアクションの選
択を行う。
【００７９】
　その後、制御部１０は、ステップＳ１４の処理として、上記設定したモードや選択した
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アクションにおいて携帯電話端末２との間でデータ通信を行う場合には、上記接続状態と
なっている電界通信アンテナを通じた電界通信により、データ通信を行う。
【００８０】
〔まとめ〕
　以上説明したように、本発明実施形態の携帯電話端末によれば、多様且つ自由度の高い
ユーザ入力を可能とするタッチパネルを搭載しており、さらに、そのタッチパネルを静電
界通信のアンテナとして流用可能にすることにより、高いセキュリティ性を確保可能な近
接距離内で手軽に高速大容量データ伝送を行うことも可能となっている。
【００８１】
　また、本実施形態の携帯電話端末においては、タッチパネルに形成した複数の電界通信
アンテナを用いて静電界通信を行うことにより、多チャンネル通信や多重化通信による高
速通信が可能となり、また、接続状態の対になった電界通信アンテナの組み合わせや、そ
の対の変化などを検出することにより、モード設定やアクション選択等の様々な端末制御
が行え、電界通信の特徴である高い空間分離度や高速データ伝送特性を有効に活用するこ
とが可能になっている。
【００８２】
　なお、上述した各実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述し
た実施形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、
設計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
【００８３】
　例えば、前述の図４等では、タッチパネルにそれぞれ同じ形の複数の電界通信アンテナ
を格子状に形成して配置した例を挙げたが、それら複数の電界通信アンテナの形や大きさ
は全て同じである必要はなく、異なる大きさや形、棒形状等の様々な形状を有していても
よく、また、それらの配置も格子状に限定されない。
【００８４】
　その一例として、一方の端末のタッチパネルには面積の大きな電界通信アンテナを形成
し、他方の端末のタッチパネルには面積の小さな電界通信アンテナを形成するようにし、
それら両端末のタッチパネル面を対向させて近接配置した時に、他方の端末が一方の端末
の上記面積の大きな電界通信アンテナ上のどの位置にあるのかを検知して、その位置に応
じた制御を行うことができる。なお、当該位置に応じた制御としては、前述同様のモード
設定やアクション選択の他、ディスプレイ上でカーソルや画像等を任意の方向へ移動させ
る表示制御や、ディスプレイ上の枠画像の拡大／縮小制御など、様々な制御例を挙げるこ
とができる。
【００８５】
　さらに他の例として、タッチパネルに複数の電界通信アンテナを同心円状に形成して配
置してもよい。このように、複数の電界通信アンテナを同心円状に形成配置した場合には
、例えば、同様の構成の別端末のタッチパネル面を上記同心円の中心を略々一致させるよ
うに近接させ、それら端末を上記同心円の中心軸にて相対的に回転させることで、その回
転に応じた制御を行うようなことも可能である。なお、当該回転に応じた制御としては、
前述同様のモード設定やアクション選択の他に、例えばディスプレイ上のカーソルや画像
等を円方向に移動させる表示制御や、ディスプレイ上の画像自体を回転させる表示制御、
いわゆるディスク型のジョグダイヤルの操作に準じた制御など、様々な制御例を挙げるこ
とができる。
【００８６】
　その他、タッチパネルは、本実施形態の携帯電話端末の筐体上の何れの面や場所に配置
されるものであっても良い。
【００８７】
　また、本発明の情報通信端末は、上述した実施形態に挙げた携帯電話端末に限定されず
、ＰＤＡ、カーナビゲーションシステムのリモートコントローラ、携帯型のゲーム機やＡ
Ｖ機器等様々な端末にも適用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明実施形態の携帯電話端末の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明実施形態の携帯電話端末のタッチ・電界通信部の構成例を示し、タッチパ
ネルが通常の接触検知デバイスとして用いられている例を示す図である。
【図３】本発明実施形態の携帯電話端末のタッチ・電界通信部の構成例を示し、タッチパ
ネルが電界通信アンテナとして使用されて他の電界通信端末との間で静電界通信を行う例
を示す図である。
【図４】本発明実施形態の第１の使用例として、タッチパネルに四個の電界通信アンテナ
を格子状に形成配置した二つの携帯電話端末をそれぞれ表側から観た状態で並べた概略図
である。
【図５】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１１）と（Ｂ０１）
の対が接続状態になっている場合の配置例を示す図である。
【図６】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１０）と（Ｂ０１）
の対、及び、（Ａ１１）と（Ｂ００）の対が接続状態になっている場合の配置例を示す図
である。
【図７】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１０）と（Ｂ００）
の対が接続状態になっている場合の配置例を示す図である。
【図８】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１０）と（Ｂ０１）
の対、及び、（Ａ１１）と（Ｂ１１）の対が接続状態になっている場合の配置例を示す図
である。
【図９】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ００）と（Ｂ０１）
の対、（Ａ０１）と（Ｂ００）の対、（Ａ１０）と（Ｂ１１）の対、（Ａ１１）と（Ｂ１
０）の対がそれぞれ接続状態となっている場合の配置例を示す図である。
【図１０】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ００）と（Ｂ００
）の対、及び、（Ａ１０）と（Ｂ１０）の対が接続状態となっている場合の配置例を示す
図である。
【図１１】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１０）と（Ｂ１１
）の対が接続状態となっている場合の配置例を示す図である。
【図１２】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ００）と（Ｂ１１
）の対、及び、（Ａ０１）と（Ｂ１０）の対が接続状態となっている場合の配置例を示す
図である。
【図１３】本実施形態の第１の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ００）と（Ｂ１０
）の対が接続状態となっている場合の配置例を示す図である。
【図１４】本発明実施形態の第２の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ１１）と（Ｂ
０１）が対の状態から、（Ａ０１）と（Ｂ０１）が対になると同時に（Ａ１１）と（Ｂ１
１）が対になった状態へ変化した例を示す図である。
【図１５】図１４の例において、電界通信アンテナの接続状態とその変化を表にして示す
図である。
【図１６】本実施形態の第２の使用例において、電界通信アンテナ（Ａ０１）と（Ｂ０１
）が対、及び、（Ａ１１）と（Ｂ１１）が対になっていた状態から、（Ａ０１）と（Ｂ１
１）が対になる状態へ変化した例を示す図である。
【図１７】図１６の例において、電界通信アンテナの接続状態とその変化を表にして示す
図である。
【図１８】本実施形態の第２の使用例において、接続状態の対となった電界通信アンテナ
の組み合わせやその対の変化を表すコードと、端末の動作モードやアクションとの対応表
を表す図である。
【図１９】本実施形態の第２の使用例において、動画モードの設定が行われる場合の、接
続状態の対となる電界通信アンテナの組み合わせ例を示す図である。
【図２０】本実施形態の第２の使用例において、カーソルを下から上へ移動させる場合の
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、接続状態の対の変化例を示す図である。
【図２１】携帯電話端末において、タッチパネルに形成された複数の電界通信アンテナの
何れが接続状態となっているかどうかを検知する際の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図２２】携帯電話端末において、タッチパネルに形成された複数の電界通信アンテナの
接続状態の検知結果から、コード検知とそのコードに応じたモードやアクション選択を実
行する際の処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８９】
　１，２　携帯電話端末、１０　制御部、１１　通信回路、１２　通信アンテナ、１３　
表示部、１４　操作部、１５　時計部、１６　メモリ部、２０　スピーカ、２１　マイク
ロホン、２２　画像処理部、２３　音声処理部、２６　タッチ・電界通信部、２７　タッ
チパネル、４１　タッチ・電界通信制御部、４２　電界通信送信部、４３　電界通信受信
部、４４　静電容量検出部、４５　送受信スイッチ部、４６　通信／タッチスイッチ部、
５０　通信相手側電界通信端末

【図１】 【図２】
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