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(57)【要約】
通信装置は、通信を行う通信手段と、物体の近接または
接触を検出することで入力を受け付ける入力手段と、入
力手段の入力領域に、通信手段の制御に関する入力を受
け付ける第１領域と、第１領域とは異なる第２領域と、
を設定し、第２領域における物体の近接または接触に基
づき入力手段の動作を制御する制御手段と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信を行う通信手段と、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段の入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１領域と
、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近接また
は接触に基づき前記入力手段の動作を制御する制御手段と、を含む通信装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第２領域における物体の近接または接触に応じて、前記第１領域
における入力の受け付けを無効にする、請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第２領域の感度は、前記第１領域の感度よりも高いものである、請求項１または２
に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第２領域が設定されておらず前記第１領域が設定されている状況
で、通信を開始する旨の入力を前記入力手段が前記第１領域にて受け付けた場合に、前記
第２領域を設定する、請求項１から３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第１領域および前記第２領域が設定されている状況で、通信を終
了する旨の入力を前記入力手段が前記第１領域にて受け付けた場合に、前記第２領域の設
定を解除する、請求項１から４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、複数の前記第２領域を設定し、当該複数の第２領域のいずれかにおけ
る物体の近接または接触に基づき前記入力手段の動作を制御する、　請求項１から５のい
ずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　通信を行う通信手段を含む通信装置での入力制御方法であって、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付け、
　前記入力を受け付ける入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１
領域と、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近
接または接触に基づき前記入力の受け付けを制御する、入力制御方法。
【請求項８】
　通信を行う通信手段と接続されたコンピュータに、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付ける入力手順と、
　前記入力を受け付ける入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１
領域と、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近
接または接触に基づき前記入力手順を制御する制御手順と、を実行させるためのプログラ
ムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、入力制御方法および記録媒体に関し、例えば、タッチパネルを備
えた通信装置、入力制御方法および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、通話時に耳や頬がタッチパネルに触れてタッチパネルが誤動作するこ
とを防止するために、タッチパネルに耳や頬が近づいたことを専用の近接センサで検知し
、専用の近接センサの検知結果に応じてタッチパネルをオフにする携帯電話機が記載され
ている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－６１３１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の携帯電話機は、専用の近接センサを有するため、部品点数が多くコ
ストアップになるという課題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、上述した課題を解決可能な通信装置、入力制御方法およびプログラム
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の通信装置は、通信を行う通信手段と、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段の入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１領域と
、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近接また
は接触に基づき前記入力手段の動作を制御する制御手段と、を含む。
【０００７】
　本発明の入力制御方法は、通信を行う通信手段を含む通信装置での入力制御方法であっ
て、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付け、
　前記入力を受け付ける入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１
領域と、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近
接または接触に基づき前記入力の受け付けを制御する。
【０００８】
　本発明の記録媒体は、通信を行う通信手段と接続されたコンピュータに、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付ける入力手順と、
　前記入力を受け付ける入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１
領域と、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近
接または接触に基づき前記入力手順を制御する制御手順と、を実行させるプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通信時に誤入力を防止可能な通信装置において、部品点数を削減でき
コスト低減を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態の通信装置１を示したブロック図である。
【図２】通信装置１の正面図である。
【図３Ａ】静電容量方式タッチパネルを説明するための図である。
【図３Ｂ】静電容量方式タッチパネルを説明するための図である。
【図３Ｃ】静電容量方式タッチパネルを説明するための図である。
【図４】通信装置１の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５Ａ】通信用入力領域１４ａ１が設定され物体検出領域１４ａ２が設定されていない
状況でのタッチパネル入力部１４の動作を説明するための図である。
【図５Ｂ】通信用入力領域１４ａ１が設定され物体検出領域１４ａ２が設定されていない
状況でのタッチパネル入力部１４の動作を説明するための図である。
【図６Ａ】通信用入力領域１４ａ１と物体検出領域１４ａ２が設定された状況でのタッチ
パネル入力部１４の動作を説明するための図である。
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【図６Ｂ】通信用入力領域１４ａ１と物体検出領域１４ａ２が設定された状況でのタッチ
パネル入力部１４の動作を説明するための図である。
【図７】通信部１３とタッチパネル入力部１４と制御部１６からなる通信装置を示したブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態の通信装置１を示したブロック図である。図２は、通信装
置１の正面図である。
【００１３】
　通信装置１は、例えば、携帯電話装置またはスマートフォンである。なお、通信装置１
は、携帯電話装置またはスマートフォンに限らず、例えば、通話機能付き携帯型ゲーム機
、または、通話機能付きタブレット型ＰＣ（Personal　Computer）でもよい。以下では、
通信装置１が携帯電話装置である場合の例を説明する。
【００１４】
　通信装置１は、筐体１ａと、音声入力部１１と、音声出力部１２と、通信部１３と、タ
ッチパネル入力部１４と、表示部１５と、制御部１６と、を含む。通信部１３は、アンテ
ナ１３ａと送受信部１３ｂとを含む。
【００１５】
　音声入力部１１は、通話時に使用者の音声を受け付ける。
【００１６】
　音声出力部１２は、通話時に受話音信号に応じた受話音を出力する。
【００１７】
　通信部１３は、一般的に通信手段と呼ぶことができる。
【００１８】
　通信部１３は、不図示の携帯電話回線網の基地局（以下、単に「基地局」と称する）と
の間で無線通信を行う。
【００１９】
　アンテナ１３ａは、筐体１ａの内部に配置されている。なお、アンテナ１３ａは、筐体
１ａから伸縮可能であってもよいし、筐体１ａの外面に配置されてもよい。
【００２０】
　送受信部１３ｂは、アンテナ１３ａを用いて、基地局との間で無線回線を形成する。送
受信部１３ｂは、通話時に音声入力部１１が受け付けた使用者の音声に応じた信号を変調
してアンテナ１３ａから基地局に送信し、また、通話時にアンテナ１３ａが基地局から受
信した通話相手からの信号を復調して受話音信号を生成する。
【００２１】
　タッチパネル入力部１４は、一般的に入力手段と呼ぶことができる。
【００２２】
　タッチパネル入力部１４は、入力領域１４ａを有する。タッチパネル入力部１４は、入
力領域１４ａにおいて人体やタッチペン等の物体２の近接または接触を検出することで、
種々の入力を受け付ける。
【００２３】
　本実施形態では、タッチパネル入力部１４として、静電容量方式タッチパネルが用いら
れる。
【００２４】
　図３Ａ～３Ｃは、静電容量方式タッチパネルを説明するための図である。図３Ａは、タ
ッチパネル入力部１４と指２との関係を示した図である。図３Ｂは、タッチパネル入力部
１４において指２で接触された箇所（以下「タッチ箇所」と称する）１４ｂを示した図で
ある。図３Ｃは、タッチ箇所１４ｂを含む領域Ａでの静電容量の変化量を示した図である
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。図３Ｂおよび図３Ｃでは、領域Ａの長さ方向をｘとして示している。本実施形態では、
静電容量の基準値からの変化量が、静電容量の変化量として用いられる。なお、静電容量
の基準値としては、例えば０Ｆ（ファラッド）が用いられる。
【００２５】
　図３Ａ～３Ｃにおいて、物体である指２がタッチパネル入力部１４に近づくと、または
、指２がタッチパネル入力部１４に接触すると、人体が導電性を有するために、タッチパ
ネル入力部１４と指２との間の静電容量が大きくなる。
【００２６】
　タッチパネル入力部１４と指２との間に発生する静電容量は、下記（１０１）式に示す
ように、タッチパネル入力部１４と指２との距離に反比例して変化する。
Ｃ＝（ε・Ｓ）／Ｄ・・・（１０１）式
　なお、（１０１）式において、Ｃは静電容量であり、εは各材料の誘電率であり、Ｓは
指２の面積であり、Ｄは指２とタッチパネル入力部１４との間の距離である。
【００２７】
　タッチパネル入力部１４は、指２の近接または接触にて生じた静電容量の変化量を検出
し、静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ（図３Ｃ参照）を超えた位置をタッチ箇所１４ｂ
として検出し、タッチ箇所１４ｂに応じた入力を受け付ける。
【００２８】
　表示部１５は、種々の表示（例えば、種々のタッチキーの表示）を実行する。表示部１
５は、タッチパネル入力部１４の背後に配置されている。
【００２９】
　制御部１６は、一般的に制御手段と呼ぶことができる。
【００３０】
　制御部１６は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）と、ＲＯＭ（Read　Onl
y　Memory）と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）と、ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭとを互
いに接続するバスラインと、外部と接続するＩ／Ｏ（入出力部）と、を備えている。
【００３１】
　制御部１６は、通信装置１を制御する。
【００３２】
　例えば、制御部１６は、入力領域１４ａに、通信用入力領域１４ａ１と物体検出領域１
４ａ２とを設定する（図２参照）。
【００３３】
　通信用入力領域１４ａ１は、一般的に第１領域と呼ぶことができる。通信用入力領域１
４ａ１は、通信部１３の制御に関する入力を受け付ける。通信部１３の制御に関する入力
は、例えば、電話番号の入力、オフフックキー１４ａ１ａへの入力、および、オンフック
キー（通話切断キー）１４ａ１ｂへの入力である。
【００３４】
　なお、オフフックキー１４ａ１ａへの入力は、通信を開始する旨の入力と呼ぶことがで
きる。また、オンフックキー１４ａ１ｂへの入力は、通信を終了する旨の入力と呼ぶこと
ができる。
【００３５】
　物体検出領域１４ａ２は、一般的に第２領域と呼ぶことができる。物体検出領域１４ａ
２は、通信用入力領域１４ａ１とは異なる領域であり、例えば、使用者の耳または頬等の
物体の近接または接触を検出する。
【００３６】
　制御部１６は、物体検出領域１４ａ２における物体の近接または接触に基づき、タッチ
パネル入力部１４の動作を制御する。
【００３７】
　次に、動作を説明する。
【００３８】
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　図４は、通信装置１の動作を説明するためのフローチャートである。
【００３９】
　制御部１６は、タッチパネル入力部１４に、通信用入力領域１４ａ１が設定され物体検
出領域１４ａ２が設定されていない状況で、タッチパネル入力部１４がオフフックキー１
４ａ１ａへの入力を受け付けたかを判断する（ステップＳ１）。制御部１６は、タッチパ
ネル入力部１４がオフフックキー１４ａ１ａへの入力を受け付けるまで、ステップＳ１を
繰り返す。
【００４０】
　この状況で、使用者が、通信装置１への着信に応答するために、または、発信を行うた
めに、通信用入力領域１４ａ１内のオフフックキー１４ａ１ａをタッチすると、タッチパ
ネル入力部１４は、オフフックキー１４ａ１ａへの入力を受け付ける。
【００４１】
　タッチパネル入力部１４がオフフックキー１４ａ１ａへの入力を受け付けると、制御部
１６は、通信部１３を用いた携帯電話通信を開始し、かつ、入力領域１４ａのうち、オフ
フックキー１４ａ１ａやオンフックキー１４ａ１ｂ等のタッチキーが設けられた通信用入
力領域１４ａ１が設定されていない領域に、物体検出領域１４ａ２を設定する。そして、
制御部１６は、物体検出領域１４ａ２の感度閾値（以下「感度閾値１４ｃ２」と称する）
を、通信用入力領域１４ａ１の感度閾値（以下「感度閾値１４ｃ１」と称する）よりも下
げる（ステップＳ２）。このため、物体検出領域１４ａ２の感度は、通信用入力領域１４
ａ１の感度よりも高くなる。なお、物体検出領域１４ａ２の数は、１以上であればよい。
【００４２】
　続いて、制御部１６は、物体検出領域１４ａ２のいずれか１つでの静電容量の変化量が
感度閾値１４ｃ２を超えたかを判断する（ステップＳ３）。
【００４３】
　この状況で、使用者が通話のために通信装置１を耳や頬に近づけると、少なくともいず
れか１つの物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ２を超える。
【００４４】
　物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ２を超えると、制御部１
６は、通信用入力領域１４ａ１における入力の受け付けを無効にして、通信用入力領域１
４ａ１を無効化する（ステップＳ４）。
【００４５】
　続いて、制御部１６は、物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ
２以下になったかを判断する（ステップＳ５）。
【００４６】
　この状況で、使用者が通話終了のための操作や他の操作のために、通信装置１を耳や頬
から離すと、物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ２を以下にな
る。
【００４７】
　物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ２以下になると、制御部
１６は、通信用入力領域１４ａ１における入力の受け付けを有効にして、通信用入力領域
１４ａを有効化する（ステップＳ６）。このため、オンフックキー１４ａ１ｂや不図示の
数字キーが有効となり、通話終了の操作やその他の操作が可能となる。
【００４８】
　続いて、制御部１６は、タッチパネル入力部１４がオンフックキー１４ａ１ｂへの入力
を受け付けたかを判断する（ステップＳ７）。制御部１６は、タッチパネル入力部１４が
オンフックキー１４ａ１ｂへの入力を受け付けていない場合、処理をステップＳ３に戻す
。
【００４９】
　なお、ステップＳ３で、物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量が感度閾値１４ｃ
２を超えていないと、制御部１６は、処理をステップＳ７に進める。
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【００５０】
　ステップＳ７で、使用者が通話終了のための操作を行うと、つまり、使用者がオンフッ
クキー１４ａ１ｂをタッチすると、制御部１６は、通信部１３を用いた携帯電話通信を終
了し、かつ、物体検出領域１４ａ２の感度閾値１４ｃ２を、通信用入力領域１４ａ１の感
度閾値１４ｃ１と等しくし、物体検出領域１４ａ２の設定を解除する（ステップＳ８）。
【００５１】
　ここで、物体検出領域１４ａ２での物体（耳や頬）の検出動作について説明する。
【００５２】
　図５Ａは、入力領域１４ａにおいて通信用入力領域１４ａ１が設定され物体検出領域１
４ａ２が設定されていない状況で、耳や頬が近づいて静電容量が変化した領域Ｂを示した
図である。
【００５３】
　図５Ｂは、図５Ａに示した状況での領域Ｃの静電容量の変化量および感度閾値１４ｃ１
を示した図である。
【００５４】
　この場合、静電容量の変化量は感度閾値１４ｃ１を超えていないので、耳や頬の近接は
検出されない。
【００５５】
　図６Ａは、入力領域１４ａにおいて通信用入力領域１４ａ１と複数（２つ）の物体検出
領域１４ａ２が設定された状況で、耳や頬が近づいて静電容量が変化した領域Ｂを示した
図である。
【００５６】
　図６Ｂは、図６Ａに示した状況での領域Ｃの静電容量の変化量および感度閾値１４ｃ１
および１４ｃ２を示した図である。
【００５７】
　この場合、物体検出領域１４ａ２での静電容量の変化量は感度閾値１４ｃ２を上回り、
耳や頬の近接を検出することができる。
【００５８】
　次に、本実施形態の効果を説明する。
【００５９】
　本実施形態によれば、通信部１３は通信を行う。タッチパネル入力部１４は、物体の近
接または接触を検出することで入力を受け付ける。制御部１６は、タッチパネル入力部１
４の入力領域１４ａに、通信部１３の制御に関する入力を受け付ける通信用入力領域１４
ａと、通信用入力領域１４ａとは異なる物体検出領域１４ａ２と、を設定し、物体検出領
域１４ａ２における物体の近接または接触に基づきタッチパネル入力部１４の動作を制御
する。
【００６０】
　このため、タッチパネル入力部１４の入力領域１４ａの一部を、タッチパネル入力部１
４の動作を制御するための物体検出部（物体検出領域１４ａ２）として使用することが可
能になる。したがって、タッチパネル入力部１４の動作を制御するための専用の検出部を
設ける必要がなくなり、部品点数を削減できコスト低減を図ることが可能になる。なお、
この効果は、通信部１３とタッチパネル入力部１４と制御部１６からなる通信装置でも奏
する。図７は、通信部１３とタッチパネル入力部１４と制御部１６からなる通信装置を示
したブロック図である。
【００６１】
　また、本実施形態では、制御部１６は、物体検出領域１４ａ２における物体の近接また
は接触に応じて、通信用入力領域１４ａにおける入力の受け付けを無効にする。
【００６２】
　この場合、部品点数を削減しつつ、タッチパネル入力部１４の誤動作を低減することが
可能になる。
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【００６３】
　また、本実施形態では、物体検出領域１４ａ２の感度は、通信用入力領域１４ａの感度
よりも高い。
【００６４】
　この場合、物体検出領域１４ａ２における使用者の意図しない耳や頬での近接または接
触の検出タイミングを、通信用入力領域１４ａにおける使用者の意図しない耳や頬での近
接または接触の検出タイミングよりも早くすることが可能になる。よって、通信用入力領
域１４ａでの誤入力が行われる前に、使用者の意図しない耳や頬での近接または接触を検
出でき、このタイミングでタッチパネル入力部１４の動作を制御することが可能になり、
例えば、通信用入力領域１４ａでの誤入力を防止することが可能になる。
【００６５】
　また、本実施形態では、制御部１６は、物体検出領域１４ａ２が設定されておらず通信
用入力領域１４ａが設定されている状況で、通信を開始する旨の入力をタッチパネル入力
部１４が通信用入力領域１４ａで受け付けた場合に、物体検出領域１４ａ２を設定する。
【００６６】
　この場合、物体検出領域１４ａ２が必要になったときに、物体検出領域１４ａ２を設定
することが可能になる。
【００６７】
　また、本実施形態では、制御部１６は、通信用入力領域１４ａおよび物体検出領域１４
ａ２が設定されている状況で、通信を終了する旨の入力をタッチパネル入力部１４が通信
用入力領域１４ａで受け付けた場合に、物体検出領域１４ａ２の設定を解除する。
【００６８】
　この場合、物体検出領域１４ａ２が不要になったときに、物体検出領域１４ａ２の設定
を解除することが可能になる。
【００６９】
　また、本実施形態では、制御部１６は、複数の物体検出領域１４ａ２を設定し、複数の
物体検出領域１４ａ２のいずれかにおける物体の近接または接触に基づきタッチパネル入
力部１４の動作を制御する。
【００７０】
　この場合、複数の箇所で物体の近接または接触を検出できるため、物体の近接または接
触の検出漏れを少なくでき、物体の近接または接触の検出精度を上げることが可能になる
。
【００７１】
　なお、特許文献１に記載の携帯電話機では、耳や頬が近づいたことを検出するための専
用の近接センサとして、赤外線を投光する送信部と、人体等にて反射された赤外線を受光
して人体等の近接を検出する受信検出部と、を有する近接センサを有していた。このため
、携帯電話機に、赤外線を投光するための窓を設ける必要があった。このため、この窓が
携帯電話機のデザインにおける制約になっていた。
【００７２】
　本実施形態では、特許文献１に記載の専用の近接センサの役割をタッチパネル入力部１
４で実現することで、赤外線を投光するための窓を設ける必要がなくなり、デザイン上の
制約を軽減することが可能になる。
【００７３】
　なお、上記実施形態において、タッチパネル入力部１４は、静電容量方式タッチパネル
に限らず適宜変更可能である。例えば、タッチパネル入力部１４として、赤外線方式タッ
チパネルや抵抗膜方式タッチパネルが用いられてもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態において、制御部１６は、通信用入力領域１４ａにおける入力の受
け付けを無効にした際に、通信用入力領域１４ａにおける入力の受け付けが無効になって
いる旨の表示（例えば、「現在、タッチパネルが無効になっています。」という表示）を
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【００７５】
　また、通信装置１は、通信部１３に接続されたコンピュータにて実現されてもよい。こ
の場合、コンピュータは、コンピュータにて読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ（Compact　Dis
k　Read　Only　Memory）のような記録媒体に記録されたプログラムを読込み実行して、
音声入力部１１、音声出力部１２、タッチパネル入力部１４、表示部１５および制御部１
６として機能する。記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭに限らず適宜変更可能である。
【００７６】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得
る様々な変更をすることができる。
【００７７】
　この出願は、２０１１年６月７日に出願された日本出願特願２０１１－１２７１８７を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００７８】
　　　１　　　　通信装置
　　　１ａ　　　筐体
　　　１１　　　音声入力部
　　　１２　　　音声出力部
　　　１３　　　通信部
　　　１３ａ　　アンテナ
　　　１３ｂ　　送受信部
　　　１４　　　タッチパネル入力部
　　　１４ａ　　入力領域
　　　１４ａ１　通信用入力領域
　　　１４ａ２　物体検出領域
　　　１５　　表示部
　　　１６　　制御部
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【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月28日(2013.11.28)
【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】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　通信を行う通信手段と接続されたコンピュータに、
　物体の近接または接触を検出することで入力を受け付ける入力手順と、
　前記入力を受け付ける入力領域に、前記通信手段の制御に関する入力を受け付ける第１
領域と、前記第１領域とは異なる第２領域と、を設定し、前記第２領域における物体の近
接または接触に基づき前記入力手順を制御する制御手順と、を実行させるためのプログラ
ム。
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