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(57)【要約】
【課題】タッチパネルを用いて、簡単かつ迅速に、確実
なフォルダ操作を行うことができる入力装置を提供する
。
【解決手段】入力装置１０は、階層構造を有するフォル
ダのオブジェクトを表示する表示部３２と、表示部３２
に対する押圧入力を受け付ける入力部３４と、入力部３
４に対する押圧荷重を検出する荷重検出部４０と、表示
部３２に表示されたフォルダがオープンしている状態で
、入力部３４に対する、所定の荷重基準を満たす押圧荷
重が、荷重検出部４０により検出された際に、そのオー
プンしているフォルダをクローズするように制御する制
御部２０と、を備えることを特徴とする。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に、前記フォルダがオープンして表示されている状態で、前記入力部に対す
る、所定の荷重基準を満たす押圧荷重が、前記荷重検出部により検出された際に、当該オ
ープンしているフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする入力装置。
【請求項２】
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、所定の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記所定の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変化する押圧荷重が前記荷
重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォルダをクローズするように
制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする入力装置。
【請求項３】
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記第１の荷重基準より低い第２の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変
化する押圧荷重が前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォル
ダのうち最下層のフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする入力装置。
【請求項４】
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記第１の荷重基準より高い第２の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変
化する押圧荷重が前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォル
ダのうち最下層のフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする入力装置。
【請求項５】
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダがオープンしている状態で、前記入力部に対する
、第１の荷重基準を満たす状態から当該第１の荷重基準より低い第２の荷重基準を満たさ
ない状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンし
ている全てのフォルダをクローズするように制御する制御部と、
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　を備えることを特徴とする入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置に関するものであり、特に、タッチパネルを有する入力装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば携帯電話のような携帯端末において、ユーザが端末の操作を行う際に使用する入
力装置は、各端末の機能や用途に応じて様々なものが開発されている。多くの場合、携帯
端末本体の表面に予め配設された機械式のキーまたはボタンなどを、ユーザが指などで直
接押下することによって、入力操作を行う構成になっている。
【０００３】
　このような端末における入力装置の機械的なキー（例えばテンキー等）は、当該端末の
主要な用途に応じて予め配置されているのが普通であり、一般的に、最初に規定されたキ
ーの物理的配置を、後から変更することはできない。
【０００４】
　ところで、最近では、携帯電話にデジタルカメラや音楽再生の機能を搭載したものがあ
るように、小型の携帯端末に多種多様な機能が組み込まれている。携帯電話のように、端
末の主要な用途以外に補助的な機能が数多く搭載されているものや、ＰＤＡ（Personal D
igital Assistant：携帯情報端末）等のように、１つの端末でスケジュール管理や住所録
など、主要な用途を複数有するものもある。このような端末においては、キーの配置が固
定されていると、使用する機能によっては、操作入力時に著しく不便さを感じることがあ
る。
【０００５】
　このような操作入力の際の不便さを解消するために、表示部を構成する液晶表示画面の
前面に透明な入力部を重ねて配設することにより構成したタッチパネルを備える入力装置
が開示されている（例えば、特許文献１参照）。このようなタッチパネルを有する入力装
置は、一般的に、タッチパネルの表示画面上に、操作キーやボタンなどの画像ならびに入
力を促す文字または文字列（以下、「オブジェクト」と記す）を表示する。表示画面上に
表示されたオブジェクトをユーザが押圧すると、その位置に対応するタッチパネルの入力
部が入力を受け付けるようになっている。
【０００６】
　上記特許文献１に記載の折り畳み型携帯電話機は、タッチパネルの表示画面上に任意に
オブジェクトの配置を表示させて、ユーザの操作入力を受け付けることができ、自由なキ
ーなどの配置を構成することが可能である。したがって、この携帯電話機は、端末の各機
能を切り替える毎に、その機能に応じてオブジェクトの配置を自在に変更することにより
、極めて良好な操作性を提供することができる。例えば、携帯電話機に搭載されているデ
ジタルカメラ機能を使用する際は、タッチパネル上にデジタルカメラ用の操作部を構成す
るオブジェクトを表示して操作入力を受け付けることができる。一方、この携帯電話機を
用いて電子メールなどの文字を入力する際は、タッチパネル上にパーソナルコンピュータ
（ＰＣ）のようなキーボードを構成するオブジェクトを表示して入力を受け付けることが
できる。このように、タッチパネルを備えることにより、１つの入力装置を、複数の機能
にそれぞれ最適化して操作入力を受け付けることができる。
【０００７】
　また、タッチパネルを有する入力装置は、表示部上に表示されたオブジェクトにユーザ
が指先などで直接触れる（タッチする）入力方式により入力を受け付けるため、ユーザは
極めて直感的な操作を行うことができる。すなわち、ユーザは、タッチパネルの画面に表
示された案内に従って、画面に表示されたオブジェクトに指先などで直接触れることによ
り操作を行う。このため、ユーザは、画面に表示された誘導に応じて直感的な操作により
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非常に容易に端末を動作させることができ、結果的に誤操作を低減させる効果も期待でき
る。
【０００８】
　このように、タッチパネルは、入力部の構成の自由度を高めることができ、かつ、極め
て直感的に操作入力を行うことができるというメリットのため、タッチパネルを備える入
力装置を有する端末装置はますます増加傾向にある。
【０００９】
　上述したようなタッチパネルを有する入力装置は、携帯端末以外においても、例えば銀
行などのＡＴＭ（現金自動預入支払機）や、駅などの券売機に配設され、現在日常的に利
用されている。さらに、ファーストフード店などの店舗においては、従業員が顧客の注文
を処理する際、上述したようなタッチパネルを有する入力装置を備えた端末装置を用いて
業務が行われている。入力装置にタッチパネルを用いることにより、タッチパネル以外の
キーボードなどの、機械式の操作ボタンまたはキーなどは必須の要素ではなくなる。した
がって、端末装置本体に機械式の操作ボタン等を配置する領域が少なくて済むため、端末
装置自体を全体的に小型化することができ、様々な店内や駅構内などにおける端末装置の
設置場所の自由度を高めることもできる。
【００１０】
　また、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）の操作入力も、タッチパネルを備えたディスプ
レイにより行うことができる。一般的に、ＰＣに対する操作入力は、使用するアプリケー
ションプログラム（以下、単に「アプリケーション」という）により様々である。しかし
ながら、近年のＧＵＩ（Graphical User Interface）の発達により、アプリケーションの
多くは、直感的な操作を行うことができるように工夫されている。また、使用するアプリ
ケーションが異なっていても、ディスプレイに表示されるデスクトップ上で行なわれるフ
ァイルやフォルダの操作は、直感的な操作性に対する要求から、共通する操作が多い。し
たがって、ＰＣの操作入力は、従来、専らキーボードやマウスなどの入力デバイスを用い
て行なわれることが多かったが、このような操作入力を、タッチパネルを備えたディスプ
レイを用いることにより、極めて直感的に行うことができる（例えば、特許文献２参照）
。
【００１１】
　図１５は、上記特許文献２に記載の情報処理装置を含むデータ転送システムの構成を概
略的に示す図である。図１５において、データ転送システム１００は、データ記憶再生装
置１１０と、携帯型のデータ記憶再生装置（携帯型記憶再生装置）１２０とで構成されて
いる。データ記憶再生装置１１０は、データ（例えば楽曲データ）の記憶および再生の機
能を有し、携帯型記憶再生装置１２０も、楽曲データの記憶および再生の機能を有する。
データ記憶再生装置１１０と、携帯型記憶再生装置１２０とは、通信ケーブル１３０を介
して通信接続される。
【００１２】
　データ記憶再生装置１１０は、ＣＤからリッピングした楽曲データや、楽曲配信サーバ
（図示せず）からネットワークＮＴを経てダウンロードした楽曲データを記憶することが
できる。ユーザは、タッチパネル付表示部１４０上で操作を行うことにより、データ記憶
再生装置１１０に記憶された楽曲データを、携帯型記憶再生装置１２０に転送することが
できる。したがって、携帯型記憶再生装置１２０は、転送された楽曲データを記憶するこ
とにより、通信ケーブル１３０との接続を切断した後においても、楽曲データを再生する
ことができる。
【００１３】
　図１６は、データ記憶再生装置１１０において、タッチパネル付表示部１４０上でユー
ザがフォルダの操作を行う様子を概略的に説明する図である。図１６（Ａ）に示すように
、タッチパネル付表示部１４０には、アプリケーションを起動するためのアイコンＡ１０
０およびＡ２００が表示されている。ユーザは、これらのアイコンを指先などで直接触れ
る（タッチする）ことにより、対応するアプリケーションを起動することができる。この
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起動の操作は、マウスのような入力デバイスで行うダブルクリックに相当する、タッチパ
ネル付表示部１４０上のアイコンを素早く２回タッチする（ツータッチ）動作で行う設定
などが想定される。あるいは、マウスのような入力デバイスで行うシングルクリックに相
当する、タッチパネル付表示部１４０上のアイコンを１回タッチする（ワンタッチ）動作
で行う設定も想定できる。
【００１４】
　また、タッチパネル付表示部１４０には、フォルダＡを表すアイコンＦ１００およびフ
ォルダＢを表すアイコンＦ２００が表示されている。これらのフォルダＡおよびフォルダ
Ｂは、従来のディレクトリの階層構造に従って、各フォルダ内に、ファイルおよび／また
は更なるフォルダを複数含めることができる。また、これらのフォルダＡおよびフォルダ
Ｂについての操作を行う際には、従来のＰＣで行われてきたフォルダの操作方法に対応す
る操作を行うことができる。したがって、図１６（Ａ）に示すように、例えばフォルダＡ
のアイコンＦ１００をツータッチ（またはワンタッチ）する動作をユーザが行うことによ
り、図１６（Ｂ）に示すように、フォルダＡに含まれるファイルを表示させることができ
る。フォルダＡ内に更に別のフォルダが含まれる場合には、そのフォルダをさらにツータ
ッチ（またはワンタッチ）する動作をユーザが行うことにより、そのフォルダに含まれる
ファイルおよび／または更なるフォルダを表示させることができる。図１６（Ｂ）におい
ては、フォルダウインドウにより、フォルダＡに含まれるファイルを表示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００６－３１１２２４号公報
【特許文献２】特開２００８－２５０９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　一般的に、データ記憶再生装置１１０のタッチパネル付表示部１４０のような入力装置
においては、フォルダに含まれるファイルなどを表示しているフォルダウインドウを閉じ
る操作を行う場合、閉じる動作を行うためのアイコンに触れる操作をしなければならない
。例えば、図１６（Ｂ）に示す例では、フォルダウインドウの右上に表示されているバツ
印のアイコンをタッチすることにより、このフォルダウインドウを閉じる（以下、フォル
ダを「クローズする」という）ことができる。また、あるフォルダに含まれるファイルな
ど表示している場合に、ディレクトリの階層構造において直近上位の階層に移動する（以
下、当該フォルダを「クローズする」という）場合にも、例えば「戻る」などのアイコン
をタッチしなくてはならない。
【００１７】
　フォルダをクローズする場合にタッチしなければならないアイコンの位置は、通常は、
フォルダに含まれるファイルなどを表示する（以下、フォルダを「オープンする」という
）操作を行うアイコンとは別の位置にある。したがって、フォルダをクローズする際のタ
ッチ動作を行うためには、場合によっては、フォルダをオープンする際にタッチ動作を行
った位置とはかなり離れた位置をタッチしなければならないという手間がある。
【００１８】
　上記問題に対処するために、例えば、フォルダをクローズする場合にタッチするアイコ
ンを、フォルダをオープンするアイコンの直近に表示すると、今度は、フォルダをオープ
ンしてすぐにクローズしてしまう誤操作を誘発する恐れがある。
【００１９】
　大型のタッチパネルを用いてフォルダの操作を行う場合、フォルダのオープンとクロー
ズの操作に係るアイコンを近くに表示しないようにすれば、上述した誤操作は低減される
と考えられる。しかしながら、このような操作を行う際には大きな動きを伴う操作をしな
ければならず、ユーザにとって負担であったり、またはストレスになったりする。一方、
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携帯端末のように小型のタッチパネルを用いてフォルダの操作を行う場合、タッチパネル
の面積の制約の問題から、フォルダのオープンとクローズの操作に係るアイコンは比較的
近くに表示せざるを得ない。したがって、この場合、上述した誤操作が発生する恐れが高
くなる。
【００２０】
　したがって、かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、タッチパネルを用いて、簡
単かつ迅速に、確実なフォルダ操作を行うことができる入力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成する請求項１に係る入力装置の発明は、
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に、前記フォルダがオープンして表示されている状態で、前記入力部に対す
る、所定の荷重基準を満たす押圧荷重が、前記荷重検出部により検出された際に、当該オ
ープンしているフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするものである。
【００２２】
　請求項２に係る入力装置の発明は、
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、所定の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記所定の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変化する押圧荷重が前記荷
重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォルダをクローズするように
制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするものである。
【００２３】
　請求項３に係る入力装置の発明は、
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記第１の荷重基準より低い第２の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変
化する押圧荷重が前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォル
ダのうち最下層のフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするものである。
【００２４】
　請求項４に係る入力装置の発明は、
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダのオブジェクトの位置に対応する前記入力部に対
する、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重
検出部により検出された際に、当該フォルダをオープンし、該フォルダがオープンされた
後は、前記第１の荷重基準より高い第２の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変
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化する押圧荷重が前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンされているフォル
ダのうち最下層のフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするものである。
【００２５】
　また、請求項５に係る入力装置の発明は、
　階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示する表示部と、
　前記表示部に対する押圧入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部に対する押圧荷重を検出する荷重検出部と、
　前記表示部に表示された前記フォルダがオープンしている状態で、前記入力部に対する
、第１の荷重基準を満たす状態から当該第１の荷重基準より低い第２の荷重基準を満たさ
ない状態へ変化する押圧荷重が、前記荷重検出部により検出された際に、当該オープンし
ている全てのフォルダをクローズするように制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の入力装置によれば、フォルダがオープンしている状態で、タッチパネルに対す
る、所定の荷重基準を満たす押圧荷重が検出されると、このオープンしているフォルダは
クローズされる。したがって、本発明の入力装置は、タッチパネルの操作によりフォルダ
をオープンした場合に、このフォルダをクローズするためのアイコンは設ける必要がない
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態に係る入力装置を備える携帯電話の外観斜視図である。
【図２】本実施の形態に係る携帯電話の内部構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図２に示した携帯電話のタッチパネル、荷重検出部、および振動部の実装構造の
例を説明する図である。
【図４】第１実施の形態によりフォルダに対してオープンおよびクローズの動作を行う際
の様子を説明する概念図である。
【図５】ユーザがタッチパネルの入力部を押圧する際に、荷重検出部が検知する押圧荷重
の時間変化の例を概略的に表すグラフである。
【図６】第２実施の形態に係るフォルダのオープンおよびクローズの処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図７】第２実施の形態の処理に基づく動作の具体例を説明する図である。
【図８】第３実施の形態に係るフォルダのオープンおよびクローズの処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図９】第３実施の形態に係るフォルダのオープン処理を繰り返した処理に基づく動作の
具体例を説明する図である。
【図１０】第３実施の形態に係るフォルダのクローズ処理を繰り返した処理に基づく動作
の具体例を説明する図である。
【図１１】第４実施の形態に係るフォルダのオープン処理を繰り返した処理に基づく動作
の具体例を説明する図である。
【図１２】第４実施の形態に係るフォルダのクローズ処理を繰り返した処理に基づく動作
の具体例を説明する図である。
【図１３】第５実施の形態に係るフォルダのクローズ処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１４】第５実施の形態の処理に基づく動作の具体例を説明する図である。
【図１５】従来技術による情報処理装置を含むデータ転送システムの構成を概略的に示す
図である。
【図１６】従来技術によるデータ記憶再生装置において、タッチパネル付表示部上でユー
ザがフォルダの操作を行う様子を概略的に説明する図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の各実施
の形態においては、本発明の入力装置を具える携帯端末の一例として、携帯電話を想定し
て説明する。しかしながら、本発明の入力装置が適用できる携帯端末は携帯電話に限定さ
れるものではなく、例えばＰＤＡなどタッチパネルを有する任意の携帯端末などに適用で
きる。また、本発明は、携帯端末に限定されるものでもなく、上述したような銀行のＡＴ
Ｍや駅の券売機など、タッチパネルを有する任意の入力端末にも適用できる。
【００２９】
（第１実施の形態）
　図１は、本発明の第１実施の形態に係る入力装置を備える携帯電話１０の概略構成を示
す外観斜視図である。この携帯電話１０は、端末本体の前面に、一部切り欠いて示すよう
に、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機ＥＬディスプレイなどに種々の情報およびキ
ーやボタンなどの形状を描画してこれらの配列を表示する表示部３２を備えている。また
、この表示部３２の前面には、ユーザの指やスタイラスペンなどによる入力を受け付ける
マトリクススイッチ等で構成した入力部３４を配設する。本実施の形態では、これら表示
部３２と入力部３４とを含めてタッチパネル３０を構成している。携帯電話１０はさらに
、マイクなどにより構成される音声入力部７０、スピーカなどにより構成される音声出力
部８０、および、少なくとも１つの機械的なキーにより構成されるキー入力部９０も備え
ている。
【００３０】
　他にも、携帯電話１０は、必要な機能に応じて、デジタルカメラ機能部、ワンセグ放送
用チューナ、赤外線通信機能部などの近距離無線通信部、および各種インタフェース等を
備える場合もあるが、これらの詳細については図示および説明を省略する。
【００３１】
　図２は、本実施の形態に係る携帯電話１０の内部構成を概略的に示す機能ブロック図で
ある。図２に示すように、携帯電話１０は、制御部２０と、タッチパネル３０と、荷重検
出部４０と、振動部５０と、記憶部６０と、音声入力部７０と、音声出力部８０と、キー
入力部９０と、を備えている。制御部２０は、携帯端末１０の各機能ブロックをはじめと
して携帯端末１０全体を制御および管理する。タッチパネル３０は、上述したように、ユ
ーザからの入力を受け付ける入力部３４を、表示部３２の前面に重畳させて配設すること
により構成する。このような構成により、タッチパネル３０は、ユーザからの操作入力を
受け付けると共に、各アプリケーションに応じて入力結果など各種情報の表示を行う。
【００３２】
　タッチパネル３０の入力部３４は、ユーザの指先やスタイラス等の接触（押圧）による
入力を検知する（受け付ける）ことにより、当該接触による入力が検知された位置に対応
する信号を出力する。このタッチパネル３０は、例えば抵抗膜方式や静電容量方式などの
公知のものを用いて構成する。表示部３２は、各アプリケーションに対応する表示を行う
他、入力部３４へのユーザの操作入力を受け付ける各種キーやボタンなどで構成するユー
ザインタフェースを所定の表示領域に描画して表示する。また、表示部３２は、後述する
フォルダやファイルのアイコンも表示する。以下、このように、タッチパネル３０の入力
部３４に対するユーザの操作入力を受け付けるために、表示部３２に表示する各種キーや
ボタンまたはフォルダやファイルのアイコンなどの画像を、単に「オブジェクト」と記す
。
【００３３】
　荷重検出部４０は、タッチパネル３０（または入力部３４）に対する押圧荷重を検出す
るもので、例えば歪みゲージセンサを用いて構成する。振動部５０は、タッチパネル３０
を振動させるもので、例えば、圧電素子または超音波振動子などを用いて構成する。なお
、荷重検出部４０および振動部５０と、タッチパネル３０との構成上の関係については後
述する。
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【００３４】
　記憶部６０は、各種アプリケーションおよび入力された各種情報などを記憶するととも
に、ワークメモリなどとしても機能する。また、記憶部６０は、各アプリケーションに応
じて使用される各種のオブジェクトを含んだ複数のテンプレートなども記憶する。
【００３５】
　音声入力部７０は、ユーザの音声などを入力信号に変換して制御部２０に伝達する。音
声出力部８０は、制御部２０から伝達された音声信号を音声に変換して出力する。キー入
力部９０は、ユーザによる操作入力に応じて、対応する信号を制御部１０に送信する。キ
ー入力部９０を構成する各種キーは、使用するアプリケーションに従って、その用途およ
び機能が規定される。
【００３６】
　なお、携帯電話１０はさらに、音声通話および電子メールのデータなど各種情報をイン
ターネットや無線通信等を介して基地局と送受信するアンテナおよび無線通信部など、通
常の携帯電話としての機能を提供するために必要な各種機能部も備えている。しかしなが
ら、これらは全て公知技術のものと特に変わるところはないため、説明を省略する。
【００３７】
　次に、上述した荷重検出部４０および振動部５０と、タッチパネル３０との構成上の関
係について説明する。
【００３８】
　図３は、図２に示した携帯電話１０のタッチパネル３０、荷重検出部４０、および振動
部５０の実装構造の一例を示す図である。図３（Ａ）は要部断面図であり、図３（Ｂ）は
要部平面図である。
【００３９】
　タッチパネル３０に各種のオブジェクトを表示する表示部３２は、筐体１２内に収納保
持する。表示部３２上には、弾性部材からなるインシュレータ３６を介して、入力部３４
を保持する。なお、本実施の形態に係る入力装置は、表示部３２および入力部３４を平面
視で矩形状とする。図３においては、タッチパネル３０は、正方形状として示してあるが
、タッチパネル３０を実装する携帯端末の仕様に応じて、長方形としてもよい。また、こ
の入力装置は、入力部３４を、図３（Ｂ）に仮想線で示す表示部３２の表示領域Ａから外
れた４隅に配設したインシュレータ３６を介して、表示部３２に保持する。
【００４０】
　また、筐体１２には、表示部３２の表示領域から外れた入力部３４の表面領域を覆うよ
うにアッパカバー１４を設け、このアッパカバー１４と入力部３４との間に、弾性部材か
らなるインシュレータ１６を配設する。
【００４１】
　なお、入力部３４は、例えば、表面すなわち操作入力を受け付ける面が透明フィルムで
構成され、裏面がガラスで構成され、操作面が押圧されると、押圧力に応じて表面の透明
フィルムが微少量撓む（歪む）構造のものを用いる。
【００４２】
　さらに、本実施の形態に係る入力装置は、入力部３４の表面の透明フィルム上で、アッ
パカバー１４で覆われる各辺の近傍に、入力部３４に加わる押圧荷重（押圧力）を検出す
るための歪みゲージセンサをそれぞれ接着等により設ける。また、入力部３４の裏面のガ
ラス面上で、対向する２つの辺の近傍には、入力部３４を振動させるための圧電素子また
は超音波振動子などを、それぞれ接着等により設ける。すなわち、図３に示す入力装置は
、図２に示した荷重検出部４０を４つの歪みゲージセンサを用いて構成し、振動部５０を
２つの振動子を用いて構成する。振動部５０は、振動を発生させることにより、入力部３
４を押圧しているユーザの指もしくはスタイラスペンなどの押圧物に対して振動を伝える
ことができる。また、振動部５０は、例えば、２つの超音波振動子を同相で駆動する。な
お、図３（Ｂ）は、図３（Ａ）に示した筐体１２、アッパカバー１４、およびインシュレ
ータ１６の図示を省略している。
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【００４３】
　本実施の形態に係る入力装置は、制御部２０において、入力部３４で検知される入力を
監視するとともに、荷重検出部４０で検出される押圧荷重を監視する。制御部２０は、荷
重検出部４０により検知される押圧荷重が、所定の荷重基準（基準値）を満たすか否かを
判断することができる。なお、荷重検出部４０は、例えば、４つの歪みゲージセンサの出
力の平均値から荷重を検出する。
【００４４】
　ここで、「所定の荷重基準」とは、後述するフォルダのオープンまたはクローズの動作
を行うための基準として、荷重検出部４０により検出される押圧荷重の基準を設定したも
のである。この所定の荷重基準は、携帯電話１０の初期設定またはユーザによる設定変更
により設定することができる。また、荷重検出部４０は、押圧荷重の時間的な変化を監視
することにより、入力部３４に対する、所定の荷重基準を満たさない状態から満たす状態
へ変化する押圧荷重を検出することができる。同様に、荷重検出部４０は、押圧荷重の時
間的な変化を監視することにより、入力部３４に対する、所定の荷重基準を満たす状態か
ら満たさない状態へ変化する押圧荷重を検出することもできる。
【００４５】
　なお、上述の説明では、荷重基準の値を「押圧荷重のしきい値」に見立て、荷重基準の
値に達した場合に「荷重基準を満たす」と判定する態様について説明した。以下も、この
ような態様により判定する場合について説明するが、「荷重基準を満たす」と判定できる
態様はこれに限定されるものではなく、いくつもの態様を含むことが想定できる。例えば
、オブジェクトに対するユーザの押圧入力による押圧荷重が上記荷重基準の値を超えた場
合に「荷重基準を満たす」と判定することもできる。また、上記荷重基準の値を示す押圧
荷重が荷重検出部４０によって検出された場合に「荷重基準を満たす」と判定することも
できる。
【００４６】
　また、上述の説明において、「荷重基準を満たさない」判定できる態様についても同様
である。すなわち、以下の説明においては、荷重基準の値未満になった場合に「荷重基準
を満たさない」と判定する場合について説明する。しかしながら、例えば、オブジェクト
に対するユーザの押圧入力による押圧荷重が上記荷重基準の値以下になった場合に「荷重
基準を満たさない」と判定することもできる。また、上記荷重基準の値を示す押圧荷重が
荷重検出部４０によって検出されなくなった場合に「荷重基準を満たさない」と判定する
こともできる。
【００４７】
　次に、本実施の形態による、フォルダのオープンおよびクローズの動作について説明す
る。図４は、本実施の形態によりフォルダに対してオープンおよびクローズの動作を行う
際の様子を説明する概念図である。本実施の形態では、従来のオペレーティングシステム
（ＯＳ）などの基本ソフトウェアで広く用いられている、ディレクトリの階層構造の概念
に基づくフォルダを使用する。したがって、本実施の形態で用いる各フォルダ内には、フ
ァイルおよび／または更なるフォルダを複数含めることができる。
【００４８】
　本実施の形態では、あるフォルダの内容をユーザが知るために、そのフォルダに含まれ
るファイルおよび／または他のフォルダの内容（オブジェクト）を表示させることを、そ
のフォルダを「オープンする」と記す。例えば、図４（Ａ）に示すフォルダＡの中に、フ
ォルダＢ、フォルダＣ、ファイルａ、およびファイルｂが含まれる場合、このフォルダＡ
をオープンすると、図４（Ｂ）に示すように、フォルダＡに含まれる内容が表示される。
また、例えば図４（Ｂ）に示すフォルダＢの中に、フォルダＤ、およびファイルｃが含ま
れる場合、このフォルダＢをオープンすると、図４（Ｃ）に示すように、フォルダＢに含
まれる内容が表示される。
【００４９】
　さらに、本実施の形態では、あるフォルダをオープンして、そのフォルダの内容が表示
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されている場合に、その内容を表示しない状態に戻すことを、そのフォルダを「クローズ
する」と記す。例えば、図４（Ｃ）においては、フォルダＢに含まれる内容（フォルダＤ
、およびファイルｃ）が表示されているが、このフォルダＢをクローズすると、図４（Ｂ
）に示すような表示になる。また、例えば図４（Ｂ）においては、フォルダＡに含まれる
内容（フォルダＢ、フォルダＣ、ファイルａ、およびファイルｂ）が表示されているが、
このフォルダＡをクローズすると、図４（Ａ）に示すような表示になる。
【００５０】
　次に、本実施の形態による携帯電話１０のタッチパネル３０に対する押圧荷重の検出に
ついて説明する。
【００５１】
　本実施の形態の携帯電話１０は、タッチパネル３０の表示部３２に、図４に示したよう
な階層構造を有するフォルダのオブジェクトを表示させることができる。この際、タッチ
パネル３０の入力部３４は、ユーザの指先やスタイラスなどによる、表示部３２に対する
押圧入力を受け付ける。このようにして入力部３４に押圧入力がなされると、荷重検出部
４０は、入力部３４に対する押圧荷重を検出する。
【００５２】
　図５は、入力部３４に対するユーザの指先やスタイラスなどによる押圧荷重を、荷重検
出部４０が検出した例を示す図である。図５は、ユーザがタッチパネル３０の入力部３４
を押圧する動作により操作入力を行う際の、荷重検出部４０が検出する押圧荷重の時間変
化の例を概略的に示している。一般的に、ユーザは、タッチパネル３０の入力部３４を押
圧する動作（押圧入力）を行う際、入力部３４に触れてから、入力が受け付けられたと判
断できる時点までは、入力部３４に対する押圧力を増大し続ける（つまり入力部３４を押
し込む動作を行う）。また、ユーザは、入力が受け付けられたと判断した時点からは、入
力部３４に対する押圧力を低減する（つまり入力部３４から指などを離そうとする動作を
行う）。したがって、荷重検出部４０が検出する押圧荷重は、図４に示す曲線のように、
左から右に時間の経過に従って最初は右上がりに増大し、途中から右下がりに減少する。
【００５３】
　ユーザが入力部３４に対して通常の操作入力を行う際は、普段の押圧力に基づいて押圧
入力が行われるため、荷重検出部４０は、例えば図５に示すＡ１からＡ２を経るような変
化をする押圧荷重を検出する。一方、ユーザが入力部３４に対して通常の操作入力よりも
強い押圧力で操作入力を行う際は、意図して普段の押圧力よりも強い押圧力により押圧入
力が行われるため、荷重検出部４０は、例えば図５に示すＢ１からＢ２を経るような変化
をする押圧荷重を検出する。
【００５４】
　このように、本実施の形態では、荷重検出部４０を用いることにより、普段の押圧力に
よる通常の操作入力を想定した荷重基準（例えば図５に示すＰ１）と、普段よりも強い押
圧力による操作入力を想定した荷重基準（例えばＰ２）とを、区別して検出できる。さら
に、例えば図５に示すＰ１のような荷重基準を設定する場合、この荷重基準を満たさない
状態から満たす状態へ変化する押圧入力（図５に示すＡ１）と、この荷重基準を満たす状
態から満たさない状態へ変化する押圧入力（図５に示すＡ２）とを区別することもできる
。したがって、本実施の形態においては、これら２つの入力を区別して、それぞれに別個
の処理を割り当てることができる。
【００５５】
　次に、本実施の形態によるフォルダのクローズ処理について説明する。第１実施の形態
によるフォルダのクローズ処理は、表示部３２に、フォルダがオープンして表示されてい
る状態で行われる処理である。本実施の形態では、フォルダがオープンしている状態で、
荷重検出部４０が、所定の荷重基準を満たす、入力部３４に対する押圧荷重を検出した際
、制御部２０は、そのオープンしているフォルダをクローズするように制御する。
【００５６】
　通常の操作入力（フォルダをオープンする動作など）を行うための荷重基準として、例
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えば図５に示すＰ１を設定した場合、普段よりも強い押圧力による操作入力を行うための
荷重基準として設定した図５に示すＰ２を、所定の荷重基準とするのが好適である。すな
わち、フォルダがオープンしている状態で、荷重検出部４０が、図５に示す荷重基準Ｐ２
を満たす、入力部３４に対する押圧荷重を検出した際、制御部２０は、そのオープンして
いるフォルダをクローズするように制御する。これにより、携帯電話１０のタッチパネル
３０を用いてフォルダの操作を行っている最中に、通常の押圧力よりも少し強い力でタッ
チパネル３０の入力部３４の任意の位置を押圧すれば、表示部３２上のフォルダをクロー
ズすることができる。
【００５７】
　例えば、タッチパネル３０の表示部３２上に図４（Ｃ）のような表示がされている場合
、通常の押圧力よりも少し強い力で入力部３４の任意の位置を押圧することにより、オー
プンしているフォルダＢをクローズして、図４（Ｂ）のような表示にすることができる。
さらに、表示部３２上に図４（Ｂ）のような表示がされている場合、通常の押圧力よりも
少し強い力で入力部３４の任意の位置を押圧することにより、オープンしているフォルダ
Ａをクローズして、図４（Ａ）のような表示にすることができる。
【００５８】
　このように、本実施の形態では、フォルダをクローズするためのアイコン（オブジェク
ト）を別個に設けることなく、簡単かつ他の操作と区別をつけやすい操作により、フォル
ダをクローズすることができる。したがって、本実施の形態による携帯電話１０は、タッ
チパネルを用いて、簡単かつ迅速に、確実なフォルダ操作を行うことができる。
【００５９】
（第２実施の形態）
　次に、本発明の第２実施の形態によるフォルダのクローズ処理について説明する。
【００６０】
　第２実施の形態は、第１実施の形態で説明した携帯電話１０において、その制御部２０
により行われるフォルダのクローズ処理を変更するものである。したがって、第１実施の
形態と同じ説明は省略する。なお、本実施の形態によるクローズ処理は、あるフォルダを
オープンする動作と関連する処理であるため、本実施の形態におけるフォルダのオープン
処理とともに、本実施の形態によるクローズ処理について説明する。
【００６１】
　図６は、第２実施の形態に係るフォルダのオープンおよびクローズの処理を説明するフ
ローチャートである。本処理は、タッチパネル３０の入力部３４が押圧入力を検知した時
点から開始する。なお、本処理の開始時点においても、フォルダのオブジェクトが表示部
３２に表示されているものとする。フォルダのオブジェクトの位置に対応する入力部３４
に対する押圧入力により、入力部３４に入力が検知されると、制御部２０は、所定の荷重
基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重を荷重検出部４０が検出したか
否かを判定する（ステップＳ２１）。なお、図６のフローチャートにおいては、記載の簡
略化のため、「基準を満たさない状態から満たす状態」を単に「基準未満→以上」と記す
。また、「基準を満たす状態から満たさない状態」は、単に「基準以上→未満」と記す。
【００６２】
　ステップＳ２１において、所定の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する
押圧荷重が荷重検出部４０により検出されたら、制御部２０は、そのフォルダをオープン
する（ステップＳ２２）。すなわち、制御部２０は、オープンするフォルダの直下の階層
に含まれるファイルおよび／または他のフォルダのアイコン（オブジェクト）を表示部３
２に表示する。
【００６３】
　ステップＳ２２にてフォルダがオープンされた後、制御部２０は、所定の荷重基準を満
たす状態から満たさない状態へ変化する押圧荷重を荷重検出部４０が検出したか否かを判
定する（ステップＳ２３）。ステップＳ２３において、所定の荷重基準を満たす状態から
満たさない状態へ変化する押圧荷重が荷重検出部４０により検出されたら、制御部２０は
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、そのオープンされているフォルダをクローズするように制御する（ステップＳ２４）。
すなわち、制御部２０は、オープンしたフォルダの直下の階層に含まれるファイルおよび
／または他のフォルダのアイコンを表示部３２に表示しない状態に戻す。
【００６４】
　図７は、上述した第２実施の形態の処理に基づく動作の具体例を説明する図である。図
７は、上述した処理を行う際に、荷重検出部４０により検知される、タッチパネル３０の
入力部３４に対する押圧荷重の時間的な変化を図の下段に示すとともに、それに伴う表示
部３２の表示の変化を図の上段に例示している。なお、図７においては、上述した処理で
説明した所定の荷重基準を、「荷重基準Ｐ１」として示してある。
【００６５】
　図７（Ａ）に示す状態Ａは、ユーザが、タッチパネル３０の入力部３４に指先などを触
れてから、その押圧入力にかかる押圧力を強めている様子を示している。図７（Ａ）にお
いては、入力を検知した入力部３４の位置に対応するフォルダのオブジェクトにはハッチ
ングを付して示してある。このように、入力を検知した入力部３４の位置にフォルダまた
はファイルなどのオブジェクトが存在する場合、当該オブジェクトに係る入力が検知され
ていることをユーザに示すために、オブジェクトに色を付すなどの処理を制御部２０によ
り行うのが好適である。なお、図７（Ａ）においてハッチングを付して示したフォルダに
付した矢印は、当該位置にユーザの指先などによる入力が検知されていることを示してい
る。このように入力位置を示すためのオブジェクトは、表示部３２に表示する設定にする
ことも、または表示しない設定にすることもできる。
【００６６】
　ユーザがタッチパネル３０の入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ１を満
たさない状態から満たす状態へ変化すると（ステップＳ２１のＹｅｓ）、図７（Ｂ）に示
すように、押圧していたフォルダがオープンする（ステップＳ２２）。その後、フォルダ
がオープンした状態で、ユーザが入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ１を
満たす状態から満たさない状態へ変化すると（ステップＳ２３のＹｅｓ）、図７（Ｃ）に
示すように、オープンしていたフォルダがクローズする（ステップＳ２４）。フォルダを
クローズさせる際の、押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ１を満たす状態から満たさない状態へ
変化する入力は、オープンしていたフォルダのオブジェクトの位置であってもよいし、ま
た当該フォルダ以外の位置であってもよい。
【００６７】
　なお、図７（Ｂ）に示す状態で、オープンしたフォルダに含まれる他のフォルダまたは
ファイルなどの選択または実行などを行うこともできる。この場合、入力部３４上で、Ｐ
１を満たす押圧荷重を維持したままユーザが所望するフォルダまたはファイルのオブジェ
クトまで入力位置を移動する入力を受け付ける。オープンしたフォルダに含まれる他のフ
ォルダまたはファイルのオブジェクトまで入力位置が移動する入力が検知されたら、その
後、当該オブジェクトに対してＰ１よりも高く設定された荷重基準を満たす入力を荷重検
出部４０により受け付ける。そのオブジェクトに対してＰ１よりも高い荷重基準を満たす
入力が検知されたら、制御部２０は、当該オブジェクトに係るフォルダまたはファイルの
選択または実行などを行う。
【００６８】
　このように、本実施の形態においても、フォルダをクローズするためのアイコンを別個
に設ける必要はない。また、簡単かつ他の操作と区別をつけやすい操作により、フォルダ
をオープンさせて、このようにオープンさせたフォルダをクローズすることができる。し
たがって、本実施の形態による携帯電話１０も、タッチパネルを用いて、簡単かつ迅速に
、確実なフォルダ操作を行うことができる。
【００６９】
（第３実施の形態）
　次に、本発明の第３実施の形態によるフォルダのクローズ処理について説明する。
【００７０】
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　第３実施の形態も、上述した第２実施の形態と同様に、第１実施の形態で説明した携帯
電話１０において、その制御部２０により行われるフォルダのクローズ処理を変更するも
のである。したがって、第１および第２実施の形態と同じ説明は省略する。また、本実施
の形態によるクローズ処理も、あるフォルダをオープンする動作と関連する処理であるた
め、本実施の形態におけるフォルダのオープン処理とともに、本実施の形態によるクロー
ズ処理について説明する。
【００７１】
　本実施の形態では、フォルダのオープンまたはクローズの動作を行うための基準として
、第１の荷重基準と、第２の荷重基準とを設定する。なお、本実施の形態では、第２の荷
重基準を、第１の荷重基準よりも低い基準に設定する。
【００７２】
　図８は、第３実施の形態に係るフォルダのオープンおよびクローズの処理を説明するフ
ローチャートである。本処理は、タッチパネル３０の入力部３４が押圧入力を検知した時
点から開始する。なお、本処理の開始時点においても、フォルダのオブジェクトが表示部
３２に表示されているものとする。フォルダのオブジェクトの位置に対応する入力部３４
に対する押圧入力により、入力部３４に入力が検知されると、制御部２０は、上述した第
１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重を荷重検出部４０が検
出したか否かを判定する（ステップＳ３１）。
【００７３】
　ステップＳ３１において、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する
押圧荷重が荷重検出部４０により検出されたら、制御部２０は、そのフォルダをオープン
する（ステップＳ３２）。ステップＳ３２にてフォルダがオープンされた後、制御部２０
は、第１の荷重基準よりも低い第２の荷重基準を満たす状態から満たさない状態へ変化す
る押圧荷重を荷重検出部４０が検出したか否かを判定する（ステップＳ３３）。
【００７４】
　ステップＳ３３において、第１の荷重基準よりも低い第２の荷重基準を満たす状態から
満たさない状態へ変化する押圧荷重が検出されない場合、ステップＳ３１に戻って処理を
続行する。この時、オープンされたフォルダに含まれる他のフォルダが表示部３２に表示
されている場合、入力部３４に対する押圧荷重が検知されたままの状態で、当該他のフォ
ルダのオブジェクトまでユーザが入力位置を移動する入力を受け付けることができる。こ
の際に、ステップＳ３１にて、当該他のフォルダのオブジェクトの位置に対応する入力部
３４に対して、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が検
出された場合、ステップＳ３２にて、当該他のフォルダをオープンする。本実施の形態に
おいては、このような処理を繰り返すことができるため、ユーザは、あるフォルダの直下
の階層に含まれるフォルダを次々にオープンすることができる。
【００７５】
　図９は、上述したフォルダのオープン処理を繰り返した処理に基づく動作の具体例を説
明する図である。なお、図９においては、上述した処理で説明した第１の荷重基準を、「
荷重基準Ｐ２」として示してある。
【００７６】
　図９（Ａ）において、ユーザは、タッチパネル３０の入力部３４上で、左上のフォルダ
を押圧している。このフォルダを押圧したまま、入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の
荷重基準Ｐ２を満たさない状態から満たす状態へ変化すると（ステップＳ３１のＹｅｓ）
、図９（Ｂ）に示すように、押圧していたフォルダがオープンする（ステップＳ３２）。
その後、ユーザが入力部３４を押圧したまま、オープンしたフォルダに含まれる他のフォ
ルダの位置まで押圧入力の位置を移動させて、図９（Ｂ）に示す状態になったとする。こ
の状態で、入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ２を満たさない状態から満
たす状態へ変化すると（ステップＳ３１のＹｅｓ）、図９（Ｃ）に示すように、押圧して
いたフォルダがオープンする（ステップＳ３２）。その後も、ユーザは、同様の操作を行
うことにより、図９（Ｃ）に示すフォルダを、図９（Ｄ）に示すようにオープンすること
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ができる。
【００７７】
　このように、本実施の形態では、ユーザはタッチパネル３０の入力部３４から指を離す
ことなく、滑らかな操作により、フォルダを連続的にオープンする動作を行うことができ
る。なお、フォルダではなくファイルのオブジェクトの位置に対応する入力部３４に対し
て、第１の荷重基準を満たさない状態から満たす状態へ変化する押圧荷重が検出された場
合は、当該ファイルを開くためのアプリケーションを起動する処理を行うのが好適である
。
【００７８】
　一方、ステップＳ３３において、第１の荷重基準よりも低い第２の荷重基準を満たす状
態から満たさない状態へ変化する押圧荷重が検出された場合、制御部２０は、表示部３２
上でオープンしているフォルダをクローズするように制御する（ステップＳ３４）。この
場合、制御部２０は、表示部３２上でオープンしているフォルダのうち、最下層のフォル
ダをクローズするように制御する。ステップＳ３４の後、制御部２０は、入力部３４によ
り押圧入力が検知されているか否かを判定し、検知されている場合にはステップＳ３１に
戻って処理を続行し、検知されなくなった場合は処理を終了する。このように、本実施の
形態においては、ユーザは、タッチパネル３０の入力部３４から指を離すことなくフォル
ダのクローズ処理も繰り返すことができるため、ユーザは、最下層のフォルダをクローズ
して直近上位のフォルダに戻る動作を連続して行うことができる。
【００７９】
　図１０は、上述したフォルダのクローズ処理を繰り返した処理に基づく動作の具体例を
説明する図である。なお、図１０においては、上述した処理で説明した第２の荷重基準を
、「荷重基準Ｐ１」として示してある。
【００８０】
　図１０（Ａ）においては、３つのフォルダがオープンした状態で表示部３２に表示され
ている。すなわち、最上位から３階層目までのフォルダの内容が表示された状態である。
この時、タッチパネル３０の入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ１を満た
す状態から満たさない状態へ変化すると（ステップＳ３３のＹｅｓ）、図９（Ｂ）に示す
ように、最下層（３階層目）のフォルダがクローズする（ステップＳ３４）。その後、再
び、入力部３４を押圧する押圧荷重が所定の荷重基準Ｐ１を満たす状態から満たさない状
態へ変化すると（ステップＳ３３のＹｅｓ）、図９（Ｃ）に示すように、最下層（２階層
目）のフォルダがクローズする（ステップＳ３４）。その後も、ユーザは、同様の操作を
行うことにより、図９（Ｃ）に示すフォルダを、図９（Ｄ）に示すようにクローズするこ
とができる。
【００８１】
　このように、本実施の形態では、ユーザはタッチパネル３０の入力部３４から指を離す
ことなく、滑らかな操作により、フォルダを連続的にクローズする動作も行うことができ
る。なお、本実施の形態でも、フォルダをクローズさせる際、押圧荷重が第２の荷重基準
Ｐ１を満たす状態から満たさない状態へ変化する入力は、入力部３４の任意の位置で行う
ことができる。
【００８２】
　本実施の形態では、フォルダオープンの荷重基準よりフォルダクローズの荷重基準を低
くしたので、上述した第２実施の形態による効果に加えて、さらに、ユーザが意図せずフ
ォルダをクローズしてしまう誤操作の恐れを著しく低減させる効果が期待できる。
【００８３】
（第４実施の形態）
　次に、本発明の第４実施の形態によるフォルダのクローズ処理について説明する。
【００８４】
　第４実施の形態は、上述した第３実施の形態において、第１の荷重基準と、第２の荷重
基準との上下関係を逆転させたものである。したがって、第３実施の形態と同じ説明は省
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略する。本実施の形態では、フォルダのオープンまたはクローズの動作を行うための基準
として、第１の荷重基準と、第２の荷重基準とを設定する。なお、本実施の形態では、第
２の荷重基準を、第１の荷重基準よりも高い基準に設定する。
【００８５】
　第４実施の形態に係るフォルダのオープンおよびクローズの処理は、第３実施の形態で
説明した図８に示すフローチャートに基づいて行うことができるため、処理の詳細につい
ての説明も省略する。
【００８６】
　図１１は、第４実施の形態によるフォルダのオープン処理を繰り返した処理に基づく動
作の具体例を説明する図である。なお、図１１においては、本処理による第１の荷重基準
を、「荷重基準Ｐ１」として示してある。第４実施の形態では、ユーザは、第３実施の形
態で説明したフォルダのオープン処理よりも弱い押圧力により、タッチパネル３０の入力
部３４から指を離すことなく、滑らかな操作により、フォルダを連続的にオープンする動
作を行うことができる。
【００８７】
　図１２は、第４実施の形態によるフォルダのクローズ処理を繰り返した処理に基づく動
作の具体例を説明する図である。なお、図１２においては、本処理による第２の荷重基準
を、「荷重基準Ｐ２」として示してある。本実施の形態では、ユーザは、第３実施の形態
で説明したフォルダのオープン処理よりも強い押圧力により、タッチパネル３０の入力部
３４から指を離すことなく、滑らかな操作により、フォルダを連続的にクローズする動作
を行うことができる。このように、第４実施の形態でも、ユーザはタッチパネル３０の入
力部３４から指を離すことなく、滑らかな操作により、フォルダを連続的にクローズする
動作を行うことができる。
【００８８】
　このように、本実施の形態では、フォルダオープンの荷重基準よりフォルダクローズの
荷重基準を高くしたので、ユーザが意図せずフォルダをクローズしてしまう誤操作の恐れ
を、上述した第３実施の形態よりも、さらに低減させる効果が期待できる。また、フォル
ダをオープンする荷重基準よりも、フォルダをクローズする荷重基準を高くすることによ
り、フォルダをオープンさせた後にタッチパネル３０の入力部３４から指を離しても、そ
のフォルダがクローズされることはない。ユーザがタッチパネル３０の入力部３４から指
を離した後にフォルダをクローズさせたい場合は、フォルダのオブジェクトが無い位置で
、フォルダをオープンさせた第１の荷重基準より高い第２の荷重基準を超える押圧荷重を
かければよい。
【００８９】
（第５実施の形態）
　次に、本発明の第５実施の形態によるフォルダのクローズ処理について説明する。
【００９０】
　第５実施の形態によるフォルダのクローズ処理は、上述した各実施の形態において、タ
ッチパネル３０の表示部３２に表示されている、オープンされた全てのフォルダを一斉に
クローズする動作を行う処理である。したがって、上述した各実施の形態と同じ説明は省
略する。
【００９１】
　本実施の形態では、フォルダを一斉にクローズする動作を行うための基準として、第１
の荷重基準と、第２の荷重基準とを設定する。なお、本実施の形態による第１の荷重基準
は、ユーザが表示部３２に対して通常の操作入力よりも強い押圧力で行う押圧入力の押圧
荷重に基づいて設定する。例えば、第１の荷重基準は、上述した各実施の形態で用いた荷
重基準のいずれよりも高い荷重基準として設定することができる。
【００９２】
　また、本実施の形態による第２の荷重基準は、上述した第１の荷重基準よりも低い荷重
基準として設定する。例えば、第２の荷重基準は、上述した各実施の形態で用いた荷重基
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準のいずれよりも低い荷重基準として設定することができる。具体的には、第２の荷重基
準は、例えば押圧荷重がゼロに近い非常に小さな荷重基準とすることができる。この場合
、荷重検出部４０が検出する押圧荷重が「第２の荷重基準を満たさない状態」とは、荷重
検出部４０により検出される押圧荷重が実質的にゼロである場合を指すものとする。
【００９３】
　図１３は、第５実施の形態によるフォルダのクローズ処理を説明するフローチャートで
ある。本処理は、タッチパネル３０の入力部３４が押圧入力を検知した時点から開始する
。なお、本処理の開始時点においても、フォルダのオブジェクトが表示部３２に表示され
ているものとする。
【００９４】
　タッチパネル３０の入力部３４に押圧入力が検知されたら、制御部２０は、まず、オー
プンしているフォルダが表示部３２に表示されているか否かを判定する（ステップＳ５１
）。オープンしているフォルダが表示されていない場合には、本実施の形態によるフォル
ダのクローズ処理は行われないため、処理を終了する。
【００９５】
　ステップＳ５１において、オープンしているフォルダが表示されている場合、制御部２
０は、上述した第１の荷重基準を満たす状態から第２の荷重基準を満たさない状態へ変化
する押圧荷重を荷重検出部４０が検出したか否かを判定する（ステップＳ５２）。ステッ
プＳ５２において、第１の荷重基準を満たす状態から第２の荷重基準を満たさない状態へ
変化する押圧荷重を荷重検出部４０が検出した場合、制御部２０は、表示部３２に表示さ
れているオープンしている全てのフォルダをクローズする（ステップＳ５３）。すなわち
、制御部２０は、オープンしているフォルダおよび当該フォルダ以下の階層に含まれるフ
ァイルおよび／または他のフォルダのアイコン全てを表示部３２に表示しない状態に戻す
。
【００９６】
　図１４は、上述した第５実施の形態の処理に基づく動作の具体例を説明する図である。
なお、図１４においては、上述した処理で説明した第１の荷重基準を、「荷重基準Ｐ４」
として示してある。また、第２の荷重基準は、押圧荷重がゼロに近い荷重基準として、「
第２の荷重基準を満たさない状態」は、押圧荷重が実質的にゼロになる場合として示して
ある。
【００９７】
　図１４（Ａ）に示す状態Ａは、ユーザが、タッチパネル３０の入力部３４に指先などを
触れた状態で、その押圧入力にかかる押圧力を強めている様子を示している。図１４（Ａ
）に示す例では、タッチパネル３０の表示部３２には、３つのフォルダがオープンして表
示されている。
【００９８】
　図１４（Ｂ）に示す状態Ｂは、ユーザがタッチパネル３０の入力部３４を押圧する押圧
荷重が所定の荷重基準Ｐ４を満たした状態を示している。この際、図１４（Ｂ）において
、タッチパネル３０の表示部３２には変化がないが、所定の荷重基準Ｐ４を満たす押圧荷
重が荷重検出部４０により検出された場合、表示部３２にて、その旨をユーザに知らせる
ようにしてもよい。例えば、これからクローズしようとしている全てのフォルダの色を変
化させるなどの通知の態様が考えられる。
【００９９】
　図１４（Ｂ）に示す状態Ｂにおいて、第２の荷重基準を満たさない状態（押圧荷重が実
質的にゼロになる場合）へ変化すると（ステップＳ５２のＹｅｓ）、図１４（Ｃ）に示す
ように、オープンしていた全てのフォルダがクローズされる（ステップＳ５３）。
【０１００】
　このように、本実施の形態によれば、極めて簡単かつ他の操作と区別をつけやすい操作
により、オープンしている全てのフォルダを一斉にクローズすることができる。そのため
、フォルダを１つずつクローズするため操作を行う必要はなくなる。したがって、本実施
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操作を行うことができる。
【０１０１】
　なお、本発明は、上述した実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変更また
は変形が可能である。例えば、上述した実施の形態においては、各荷重基準の値は、予め
設定することを想定したが、必要に応じて、ユーザが適宜変更または調整できるようにす
るのが望ましい。このようにすれば、操作中に、ユーザが押圧荷重の設定について違和感
がある場合、後から適宜設定を修正することができる。
【０１０２】
　また、上述した各実施の形態では、フォルダなどのオブジェクトに係る入力が検知され
ていることをユーザに示すため、またはクローズするフォルダを示すために、オブジェク
トに色を付してユーザに通知する処理の例を説明した。しかしながら、オブジェクトに係
る入力が検知された場合、オブジェクトに色を付す代わりに、または色を付すと共に、振
動部５０を振動させて、その旨をユーザに認識させるようにすることもできる。さらに、
このような場合、振動の他にも、例えば音声出力部８０から特定の音を発生させてユーザ
に認識させるようにすることもできる。
【０１０３】
　さらに、上記実施の形態で説明した以外にも、例えばステップＳ２０やステップＳ２７
でも振動部４０を振動させて、ユーザの入力に対する処理が適切に行われていることを示
してもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０　携帯電話
　２０　制御部
　３０　タッチパネル
　３２　表示部
　３４　入力部
　４０　荷重検出部
　５０　振動部
　６０　記憶部
　７０　音声入力部
　８０　音声出力部
　９０　キー入力部
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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