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(57)【要約】
【課題】消費電力を削減しつつ、操作性を向上させるこ
と。
【解決手段】本実施例に係る携帯端末装置１００は、超
省電力モード時において、タッチパネル１２０と表示装
置１４０を停止させ、圧電フィルム１３０を起動してい
る状態で、圧電フィルム１３０を用いて所定のタッチ操
作を検出する。携帯端末装置１００は、検出した所定の
タッチ操作と記憶部１８０に記憶された第１テーブルと
を比較して、タッチ操作に対応する機能を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルと画面との間に配置され所定のタッチ操作を検出する圧電フィルムと、
　前記所定のタッチ操作と所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部と、
　前記タッチパネルおよび前記画面が動作していない状態で、前記圧電フィルムが所定の
タッチ操作を受け付けた場合に、前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタ
ッチ操作に対応する機能を実行する制御部と、
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記記憶部は、前記タッチパネルが検出する所定のタッチ操作と所定の機能とを関連付
けたテーブルを記憶し、
　前記制御部は、前記圧電フィルムが前記所定のタッチ操作と異なる特徴のタッチ操作を
検出した場合に、前記タッチパネルを起動し、前記タッチパネルが所定のタッチ操作を受
け付けた場合に、前記記憶部に記憶された前記テーブルを基にして、前記所定のタッチ操
作に対応する機能を実行することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記タッチパネルの単位時間当たりのスキャン回数を減らし、前記タッ
チパネルから得られる情報を基にして、前記タッチパネルに対するタッチ操作の種別を判
定することを特徴とする請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　コンピュータが実行する機能制御方法であって、
　タッチパネルおよび画面が動作していない状態で、前記タッチパネルと前記画面との間
に配置された圧電フィルムが所定のタッチ操作を受け付けた場合に、所定のタッチ操作と
所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部を参照し、
　前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタッチ操作に対応する機能を実行
する
　各処理を実行することを特徴とする機能制御方法。
【請求項５】
　コンピュータに、
　タッチパネルおよび画面が動作していない状態で、前記タッチパネルと前記画面との間
に配置された圧電フィルムが所定のタッチ操作を受け付けた場合に、所定のタッチ操作と
所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部を参照し、
　前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタッチ操作に対応する機能を実行
する
　各処理を実行させることを特徴とする機能制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネルを有する携帯端末装置は、画面に画像を表示させている状態で、タ
ッチパネルを機能させ、利用者からのタッチ操作を受け付け、タッチ操作に対応する機能
を実行する。携帯端末装置は、画面やタッチパネルを常に起動させておくと、電力消費量
が大きくなるため、スリープ状態に移行する。
【０００３】
　ここで、携帯端末装置がスリープ状態の場合には、利用者は、タッチパネルを利用して
携帯端末装置を操作することができない。例えば、スリープ状態の携帯端末装置を操作す
る場合には、利用者は、携帯端末装置の電源ボタンを押下する。電源ボタンを押下された
携帯端末装置は、画面およびタッチパネルを起動させ、利用者からのタッチ操作を受け付
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ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１２４８９０号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／０１４３８１５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術では、消費電力を削減しつつ、操作性を向上させるこ
とができないという問題がある。
【０００６】
　例えば、従来の携帯端末装置は、スリープ状態に移行している場合には、利用者が携帯
端末装置をすぐに操作したい場合であっても、携帯端末装置のスリープ状態を解除し、タ
ッチパネルが起動するまで操作することができなかった。携帯端末装置の画面やタッチパ
ネルを常時起動状態にしておけば、利用者は携帯端末を直ちに操作することができるが、
この場合には、携帯端末装置の消費電力量を削減することができない。
【０００７】
　１つの側面では、消費電力を削減しつつ、操作性を向上させることができる携帯端末装
置、機能制御方法および機能制御プログラム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】
【０００８】
　第１の案では、携帯端末装置は、圧電フィルムと、記憶部と、制御部を有する。圧電フ
ィルムは、タッチパネルと画面との間に配置され所定のタッチ操作を検出する。記憶部は
、所定のタッチ操作と所定の機能とを関連付けた情報を記憶する。制御部は、タッチパネ
ルおよび画面が動作していない状態で、圧電フィルムが所定のタッチ操作を受け付けた場
合に、記憶部に記憶された情報を基にして、所定のタッチ操作に対応する機能を実行する
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の１実施態様によれば、消費電力を削減しつつ、操作性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本実施例に係る携帯端末装置の構成を示す図である。
【図２】図２は、入出力部を説明する図（１）である。
【図３】図３は、入出力部を説明する図（２）である。
【図４】図４は、携帯端末装置の入出力部の画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図６】図６は、第２テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図７】図７は、超省電力モード時の携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図８】図８は、省電力モード時の携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する携帯端末装置、機能制御方法および機能制御プログラムの実施
例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるもの
ではない。
【実施例】
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【００１２】
　本実施例に係る携帯端末装置について説明する。図１は、本実施例に係る携帯端末装置
の構成を示す図である。図１に示すように、この携帯端末装置１００は、入出力部１１０
、ＷＬＡＮ（Wireless　Local　Area　Network）モジュール１５０、スピーカ１６０、バ
イブレーター１７０、記憶部１８０、制御部１９０を有する。入出力部１１０は、タッチ
パネル１２０、圧電フィルム１３０、表示装置１４０を有する。
【００１３】
　図２は、入出力部を説明する図（１）である。図２に示すように、入力部１１０では、
タッチパネル１２０、圧電フィルム１３０、表示装置１４０がそれぞれ重なっている。圧
電フィルム１３０には、ピエゾ素子１３０ａ，１３０ｂ，１３０ｃが含まれる。タッチパ
ネル１２０が押下されると、圧電フィルム１３０のピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃが変形
し、ピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃは、変形量に応じた電圧を発生する。
【００１４】
　図３は、入出力部を説明する図（２）である。例えば図３に示すように、タッチパネル
１１０の真ん中が、利用者の手１０によって押下されると、ピエゾ素子１３０ｂが変形し
、ピエゾ素子１３０ｂから出力される電圧量が閾値以上となる。これに対して、ピエゾ素
子１３０ａ，１３０ｃから発生する電圧は、ピエゾ素子１３０ｂから発生する電圧よりも
小さな値となる。このため、ピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃから発生する電圧を利用する
ことで、利用者に押下された大まかな位置を判定することができる。
【００１５】
　図４は、携帯端末装置の入出力部の画面の一例を示す図である。ここでは一例として、
入出力部１１０の領域を上側領域１１０ａ、真ん中領域１１０ｂ、下側領域１１０ｃに分
割する。例えば、ピエゾ素子１３０ａは、上側領域１１０ａの下に設置される。ピエゾ素
子１３０ｂは、真ん中領域１１０ｂの下に設置される。ピエゾ素子１３０ｃは、下側領域
１１０ｃの下に配置される。
【００１６】
　例えば、ピエゾ素子１３０ａから出力される電圧量が閾値以上となる場合には、上側領
域１１０ａが押下されたことになる。ピエゾ素子１３０ｂから出力された電圧量が閾値以
上となる場合には、真ん中領域１１０ｂが押下されたことになる。ピエゾ素子１３０ｃか
ら出力される電圧量が閾値以上となる場合には、下側領域１１０ｃが押下されたことにな
る。
【００１７】
　図１の説明に戻る。ＷＬＡＮモジュール１５０は、デザリング機能を提供する装置であ
る。ＷＬＡＮモジュール１５０は、制御部１９０からの制御命令に従って、デザリングを
開始する。例えば、ＷＬＡＮモジュール１５０は、デザリングを開始した場合に、外部装
置と無線ＬＡＮによって接続し、外部装置とインターネット等のネットワークとを接続す
る。
【００１８】
　スピーカ１６０は、制御部１９０からの制御命令に従って、音を出力するスピーカであ
る。バイブレーター１７０は、制御部１９０からの制御命令に従って、振動する装置であ
る。
【００１９】
　記憶部１８０は、第１テーブルおよび第２テーブルを記憶する記憶装置である。記憶部
１８０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）
、フラッシュメモリ（Flash　Memory）などの半導体メモリ素子などの記憶装置に対応す
る。
【００２０】
　第１テーブルは、携帯端末装置１００が「超省電力モード」に移行した場合に利用する
テーブルである。「超省電力モード」については後述する。第１テーブルは、利用者に押
下された画面上の位置と、制御部１９０が実行する機能動作とを対応付けた情報である。
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【００２１】
　図５は、第１テーブルのデータ構造の一例を示す図である。図５に示すように、この第
１テーブルは、位置と機能動作とを対応付ける。位置は、利用者に押下された画面上の位
置を識別するものである。例えば、位置は、上側、真ん中、下側を含む。第１テーブルの
上側は、図４に示した上側領域１１０ａに対応する。第１テーブルの真ん中は、図４に示
した真ん中領域１１０ｂに対応する。第１テーブルの下側は、図４に示した下側領域１１
０ｃに対応する。機能動作は、制御部１９０が実行する機能動作に対応する。
【００２２】
　第２テーブルは、携帯端末装置１００が「省電力モード」に移行した場合に利用するテ
ーブルである。「省電力モード」については後述する。第２テーブルは、利用者がタッチ
操作を行った場合における、操作の位置、操作パターン、機能動作をそれぞれ対応付けた
情報である。
【００２３】
　図６は、第２テーブルのデータ構造の一例を示す図である。図６に示すように、この第
２テーブルは、位置と、操作パターンと、機能動作とを対応付ける。位置は、利用者に操
作された画面上の位置を識別するものである。位置に関する説明は、第１テーブルの位置
に関する説明と同様である。操作パターンは、利用者がタッチパネル１２０に対して行っ
た操作の種別を示すものである。機能動作は、制御部１９０が実行する機能に対応する。
【００２４】
　図１の説明に戻る。制御部１９０は、携帯端末装置１００の状態を「超省電力モード」
、「省電力モード」、「通常モード」のいずれかの状態に移行させる。制御部１９０は、
携帯端末装置１００の状態と、入出力部１１０へのタッチ操作を基にして、タッチ操作に
対応する機能を実行する。
【００２５】
　以下において、携帯端末装置１００の状態が超省電力モード、省電力モード、通常モー
ドにおける制御部１９０の処理について順に説明する。なお、制御部１９０は、例えば、
ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）や、ＦＰＧＡ（Field　Progr
ammable　Gate　Array）などの集積装置に対応する。また、制御部１９０は、例えば、Ｃ
ＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等の電子回路
に対応する。
【００２６】
　「超省電力モード」の場合の制御部１９０の処理について説明する。例えば、制御部１
９０は、入出力部１１０に対するタッチ操作が、所定時間以上無い場合に、携帯端末装置
１００の状態を超省電力モードに移行する。超省電力モードでは、制御部１９０は、圧電
フィルム１３０を起動状態とし、タッチパネル１２０および表示装置１４０を停止する。
その他、超省電力モードにおいて停止するデバイスを、管理者が適宜設定しても良い。
【００２７】
　制御部１９０は、超省電力モードの場合には、圧電フィルム１３０を利用して、利用者
のタッチ操作を検出する。制御部１９０は、検出したタッチ操作の内容と、第１テーブル
とを比較して、タッチ操作に対応する機能を実行する。
【００２８】
　ここで、制御部１９０は、圧電フィルム１３０のピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃから発
生する電圧量を検出し、検出した電圧量を基にして、タッチ操作を判定する。制御部１９
０は、超省電力モードでは、タッチ操作を、「上側を押下された」、「真ん中を押下され
た」、「下側を押下された」のいずれかに分類して判定する。
【００２９】
　具体的に、制御部１９０は、ピエゾ素子１３０ａから発生する電圧量が所定閾値以上と
なる場合には、「上側を押下された」と判定する。制御部１９０は、ピエゾ素子１３０ｂ
から発生する電圧量が所定閾値以上となる場合には、「真ん中を押下された」と判定する
。制御部１９０は、ピエゾ素子１３０ｃから発生する電力量が所定閾値以上となる場合に
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は、「下側を押下された」と判定する。
【００３０】
　制御部１９０は、判定したタッチ操作と、第１テーブルとを比較して、機能動作を判定
し、判定した機能を実行する。例えば、図５の第１テーブルを用いて説明する。制御部１
９０は、タッチ操作が「上側を押下された」である場合には、「音楽再生」の機能を実行
する。例えば、制御部１９０は、音楽再生の機能を実行する場合には、記憶部１８０に記
憶された音楽データを読み出して、スピーカ１６０から音楽を出力させる。
【００３１】
　制御部１９０は、タッチ操作が「真ん中を押下された」である場合には、「ＷＬＡＮデ
ザリングの開始」の機能を実行する。例えば、制御部１９０は、「ＷＬＡＮデザリングの
開始」の機能を実行する場合には、ＷＬＡＮモジュール１５０に制御命令を出力して、デ
ザリングを開始させる。
【００３２】
　制御部１９０は、タッチ操作が「下側を押下された」である場合には、「マナーモード
設定」の機能を実現する。例えば、制御部１９０は、「マナーモード設定」の機能を実行
する場合には、携帯端末装置１００に対する着信があった場合に、スピーカ１６０から着
信音を出力させる代わりに、バイブレーター１７０を動作させる。
【００３３】
　ところで、制御部１９０は、入出力部１１０の画面の上側、真ん中、下側のいずれかの
領域が、所定時間の間に２回連続して押下された場合に、上記の「超省電力モード」時の
機能を実行するものとする。係る処理を制御部１９０が実行することで、誤動作を防止す
ることができる。
【００３４】
　「省電力モード」の場合の制御部１９０の処理について説明する。例えば、制御部１９
０は、携帯端末装置１００の状態が超省電力モードの場合に、所定のタッチ操作を受け付
けた場合に、携帯端末装置１００の状態を超省電力モードから省電力モードに移行する。
制御部１９０は、入出力部１１０の画面の上側領域１１０ａ、真ん中領域１１０ｂ、下側
領域１１０ｃのうち、いずれか２つの領域が同時に押下された場合に、省電力モードに移
行する。
【００３５】
　省電力モードでは、制御部１９０は、タッチパネル１２０および圧電フィルム１３０を
起動状態とし、表示装置１４０を停止する。ここで、省電力モードのタッチパネル１２０
は、起動状態であるものの、単位時間当たりのスキャンの回数を間引いて処理を行う。こ
のため、省電力モードのタッチパネル１２０は、タッチ操作を受け付けた領域と、大まか
なタッチ操作の軌跡のみを検出可能となる。
【００３６】
　制御部１９０は、省電力モードの場合には、タッチパネル１２０を利用して、利用者に
タッチされた位置と、操作パターンを特定する。制御部１９０は、特定した位置および操
作パターンと、第２テーブルとを比較して、位置および操作パターンに対応する機能を実
行する。
【００３７】
　制御部１９０は、上側領域１１０ａの範囲の座標、真ん中領域１１０ｂの範囲の座標、
下側領域１１０ｃの範囲の座標と、タッチパネルから出力されるタッチ操作を受け付けた
座標とを比較して、タッチされた位置を判定する。制御部１９０は、タッチされた位置が
「上側」、「真ん中」または「下側」であるのかを判定する。上側領域１１０ａの範囲の
座標、真ん中領域１１０ｂの範囲の座標、下側領域１１０ｃの範囲の座標の情報は、記憶
部１８０に記憶されているものとする。
【００３８】
　また、制御部１９０は、タッチパネル１２０から出力されるタッチ操作を受け付けた座
標の軌跡を基にして、操作パターンを判定する。例えば、制御部１９０は、移動軌跡と操



(7) JP 2015-2428 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

作パターンとを対応付けた操作パターン判別テーブルを用いて、操作パターンを判定して
も良い。制御部１９０は、操作パターンを「左右にスライド」、「円形を描く」、「三角
形を描く」、「四角形を描く」のいずれかに分類する。
【００３９】
　制御部１９０は、タッチ操作の位置および操作パターンと、第２テーブルとを比較して
、機能動作を判定し、判定した機能を実行する。図６のテーブルを用いて説明する。制御
部１９０は、タッチ操作の位置が「上側」で操作パターンが「円形を描く」である場合に
は、「音楽再生」の機能を実行する。
【００４０】
　制御部１９０は、タッチ操作の位置が「上側」で操作パターンが「左右にスライド」で
ある場合には、「音楽音量の調整」の機能を実行する。例えば、制御部１９０は、右側に
スライドされた場合には、音楽の音量を所定量大きくし、左側にスライドされた場合には
、音楽の音量を所定量小さくする。
【００４１】
　制御部１９０は、タッチ操作の位置が「真ん中」で操作パターンが「四角形を描く」で
ある場合には、「ＷＬＡＮデザリングの開始」の機能を実行する。
【００４２】
　制御部１９０は、タッチ操作の位置が「真ん中」で操作パターンが「左右にスライド」
である場合には、「着信音量の調整」の機能を実行する。例えば、制御部１９０は、右側
にスライドされた場合には、着信の音量を所定量大きくし、左側にスライドされた場合に
は、着信の音量を所定量小さくする。
【００４３】
　制御部１９０は、タッチ操作の位置が「下側」で操作パターンが「三角形を描く」であ
る場合には、「マナーモード設定」の機能を実行する。
【００４４】
　「通常モード」の場合の制御部１９０の処理について説明する。この通常モードでは、
制御部１９０は、タッチパネル１２０、表示装置１４０を起動させ、周知の携帯端末装置
と同様の処理を実行する。
【００４５】
　次に、本実施例に係る携帯端末装置１００の処理手順について説明する。図７は、超省
電力モード時の携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである。図７に示すように
、携帯端末装置１００は、画面が連続で押下されたか否かを判定する（ステップＳ１０１
）。携帯端末装置１００は、画面が連続で押下されていない場合には（ステップＳ１０１
，Ｎｏ）、再度ステップＳ１０１に移行する。
【００４６】
　携帯端末装置１００は、画面が連続で押下された場合には（ステップＳ１０１，Ｙｅｓ
）、画面の上中下に配置された各ピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃに発生する電圧量を検出
する（ステップＳ１０２）。携帯端末装置１００の各ピエゾ素子１３０ａ～１３０ｃの電
圧量を基にして、押下された位置が上側、真ん中、下側であるかを判定する（ステップＳ
１０３）。
【００４７】
　携帯端末装置１００は、押下された位置に応じた機能を実行する（ステップＳ１０４）
。例えば、ステップＳ１０４において、携帯端末装置１００は、「上側」を押下された場
合には、音楽再生を行う。携帯端末装置１００は、「真ん中」を押下された場合には、Ｗ
ＬＡＮデザリングを開始する。携帯端末装置１００は、「下側」を押下された場合には、
マナーモード設定を行う。
【００４８】
　携帯端末装置１００は、機能の動作が完了した旨を、振動または音声で通知する（ステ
ップＳ１０５）。
【００４９】
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　図８は、省電力モード時の携帯端末装置の処理手順を示すフローチャートである。図８
に示すように、携帯端末装置１００は、画面の上側および下側が同時に押下されたか否か
を判定する（ステップＳ２０１）。携帯端末装置１００は、画面の上側および下側が同時
に押下されていない場合には（ステップＳ２０１，Ｎｏ）、再度ステップ２０１に移行す
る。
【００５０】
　一方、携帯端末装置１００は、画面の上側および下側が同時に押下された場合には（ス
テップＳ２０１，Ｙｅｓ）、タッチパネル１２０を起動させる（ステップＳ２０２）。携
帯端末装置１００は、タッチ操作の位置および操作パターンを判定する（ステップＳ２０
３）。
【００５１】
　携帯端末装置１００は、タッチ操作の位置および操作パターンに応じた機能を実行する
（ステップＳ２０４）。携帯端末装置１００は、機能の動作が完了した旨を、振動または
音声で通知する（ステップＳ２０５）。例えば、ステップＳ２０４において、携帯端末装
置１００は、タッチ操作の位置が「上側」で、操作パターンが「円形を描く」である場合
には、音楽再生を行う。携帯端末装置１００は、タッチ操作の位置が「上側」で、操作パ
ターンが「左右にスライド」である場合には、音楽音量の調整を行う。携帯端末装置１０
０は、タッチ操作の位置が「真ん中」で、操作パターンが「四角形を描く」である場合に
は、ＷＬＡＮデザリングを開始する。携帯端末装置１００は、タッチ操作の位置が「真ん
中」で、操作パターンが「左右にスライド」である場合には、着信音量の調整を実行する
。携帯端末装置１００は、タッチ操作の位置が「下側」で、操作パターンが「三角形を描
く」である場合には、マナーモード設定を行う。
【００５２】
　次に、本実施例に係る携帯端末装置１００の効果について説明する。携帯端末装置１０
０は、タッチパネル１２０と表示装置１４０を停止させ、圧電フィルム１３０を起動して
いる状態で、圧電フィルム１３０を用いて所定のタッチ操作を検出する。携帯端末装置１
００は、検出した所定のタッチ操作と記憶部１８０に記憶された第１テーブルとを比較し
て、タッチ操作に対応する機能を実行する。このため、携帯端末装置１００によれば、タ
ッチパネル１２０、表示装置１４０が起動していなくても、所定の機能を実行できるため
、消費電力を削減しつつ、操作性を向上させることができる。
【００５３】
　また、本実施例に係る携帯端末装置１００は、状態が超省電力モードである間に、所定
のタッチ操作を受け付けた場合に、状態を省電力モードに変化させる。そして、携帯端末
装置１００は、タッチパネル１２０を起動させ、タッチパネル１２０に対するタッチ操作
の位置および操作パターンと、第２テーブルとを比較して、対応する機能を実行する。こ
のため、消費電力を抑えつつ、超省電力モードよりも多くの機能を提供することができる
。
【００５４】
　また、本実施例に係る携帯端末装置１００は、タッチパネル１２０の単位時間当たりの
スキャン回数を減らし、タッチパネル１２０から得られる情報を基にして、操作パターン
を判定する。このため、タッチパネル１２０を起動させていても、タッチパネル１２０の
消費電力を極力減らし、より多くの機能を提供することができる。
【００５５】
　ところで、携帯端末装置１００は、記憶部１８０等に格納されたプログラムを実行する
ことで、上記実施例と同様の処理を実行することができる。例えば、携帯端末装置１００
は、記憶部１８０に格納された機能制御プログラムを実行することで、機能制御プロセス
を起動する。この機能制御プロセスは、上述した制御部１９０の機能を実現する。
【００５６】
　なお、機能制御プログラムについては、必ずしも最初から記憶部１８０に記憶させてお
かなくてもよい。例えば、携帯端末装置１００に挿入されるフレキシブルディスク（ＦＤ
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）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの「可搬用の物理
媒体」に各プログラムを記憶させておく。そして、携帯端末装置１００がこれらから機能
制御プログラムを読み出して実行するようにしても良い。
【００５７】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００５８】
（付記１）タッチパネルと画面との間に配置され所定のタッチ操作を検出する圧電フィル
ムと、
　前記所定のタッチ操作と所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部と、
　前記タッチパネルおよび前記画面が動作していない状態で、前記圧電フィルムが所定の
タッチ操作を受け付けた場合に、前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタ
ッチ操作に対応する機能を実行する制御部と、
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【００５９】
（付記２）前記記憶部は、前記タッチパネルが検出する所定のタッチ操作と所定の機能と
を関連付けたテーブルを記憶し、
　前記制御部は、前記圧電フィルムが前記所定のタッチ操作と異なる特徴のタッチ操作を
検出した場合に、前記タッチパネルを起動し、前記タッチパネルが所定のタッチ操作を受
け付けた場合に、前記記憶部に記憶された前記テーブルを基にして、前記所定のタッチ操
作に対応する機能を実行することを特徴とする付記１に記載の携帯端末装置。
【００６０】
（付記３）前記制御部は、前記タッチパネルの単位時間当たりのスキャン回数を減らし、
前記タッチパネルから得られる情報を基にして、前記タッチパネルに対するタッチ操作の
種別を判定することを特徴とする付記２に記載の携帯端末装置。
【００６１】
（付記４）コンピュータが実行する機能制御方法であって、
　タッチパネルおよび画面が動作していない状態で、前記タッチパネルと前記画面との間
に配置された圧電フィルムが所定のタッチ操作を受け付けた場合に、所定のタッチ操作と
所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部を参照し、
　前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタッチ操作に対応する機能を実行
する
　各処理を実行することを特徴とする機能制御方法。
【００６２】
（付記５）前記記憶部は、前記タッチパネルが検出する所定のタッチ操作と所定の機能と
を関連付けたテーブルを記憶し、
　前記機能を実行する処理は、前記圧電フィルムが前記所定のタッチ操作と異なる特徴の
タッチ操作を検出した場合に、前記タッチパネルを起動し、前記タッチパネルが所定のタ
ッチ操作を受け付けた場合に、前記記憶部に記憶された前記テーブルを基にして、前記所
定のタッチ操作に対応する機能を実行することを特徴とする付記４に記載の機能制御方法
。
【００６３】
（付記６）前記機能を実行する処理は、前記タッチパネルの単位時間当たりのスキャン回
数を減らし、前記タッチパネルから得られる情報を基にして、前記タッチパネルに対する
タッチ操作の種別を判定することを特徴とする付記５に記載の機能制御方法。
【００６４】
（付記７）コンピュータに、
　タッチパネルおよび画面が動作していない状態で、前記タッチパネルと前記画面との間
に配置された圧電フィルムが所定のタッチ操作を受け付けた場合に、所定のタッチ操作と
所定の機能とを関連付けた情報を記憶する記憶部を参照し、
　前記記憶部に記憶された情報を基にして、前記所定のタッチ操作に対応する機能を実行
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　各処理を実行させることを特徴とする機能制御プログラム。
【００６５】
（付記８）前記記憶部は、前記タッチパネルが検出する所定のタッチ操作と所定の機能と
を関連付けたテーブルを記憶し、
　前記機能を実行する処理は、前記圧電フィルムが前記所定のタッチ操作と異なる特徴の
タッチ操作を検出した場合に、前記タッチパネルを起動し、前記タッチパネルが所定のタ
ッチ操作を受け付けた場合に、前記記憶部に記憶された前記テーブルを基にして、前記所
定のタッチ操作に対応する機能を実行することを特徴とする付記７に記載の機能制御プロ
グラム。
【００６６】
（付記９）前記機能を実行する処理は、前記タッチパネルの単位時間当たりのスキャン回
数を減らし、前記タッチパネルから得られる情報を基にして、前記タッチパネルに対する
タッチ操作の種別を判定することを特徴とする付記８に記載の機能制御プログラム。
【符号の説明】
【００６７】
　１００　　携帯端末装置
　１２０　　タッチパネル
　１３０　　圧電フィルム
　１４０　　表示装置
　１５０　　ＷＬＡＮモジュール
　１６０　　スピーカ
　１７０　　バイブレーター
　１８０　　記憶部
　１９０　　制御部
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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