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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字情報を触覚により伝達する情報伝達部と、
　前記情報伝達部を制御する伝達制御部と、を備え、
　前記情報伝達部は、触れられた人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与部を含み、
　前記伝達制御部は、文字を形成するために選ばれた前記刺激付与部が前記触刺激を発し
ながら各々の前記選ばれた刺激付与部が発する前記触刺激が所定の順序に従って変化する
ように、前記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報伝達装置において、
　前記刺激付与部は、電気刺激を発する電極部を含み、
　前記伝達制御部は、前記電極部が発する前記電気刺激の変化により前記電極部に触れた
人体の部位が感じる圧力が変化するよう、前記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報伝達装置において、
　前記刺激付与部が配列された領域内のユーザにより指定された位置を検出する位置検出
部をさらに備え、
　前記伝達制御部は、前記位置検出部により検出された位置に文字が形成されるよう、前
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記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報伝達装置において、
　前記伝達制御部は、複数の文字からなる語句を伝達する場合、前記位置検出部により検
出された位置に、一つずつ順番に文字が形成されるよう、前記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の情報伝達装置において、
　電話に係る音声を送受信する通信部と、
　前記通信部が受信した音声を出力する音声出力部と、
　音声を入力する音声入力部と、
　前記通信部、前記音声入力部および前記音声出力部を制御して、電話の機能を実行する
通話制御部と、
　前記通信部が受信した電話番号に対応する発信者情報を記憶する第１記憶部と、をさら
に備え、
　前記伝達制御部は、電話の着信があった場合に、前記発信者情報を表す文字が形成され
るよう、前記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報伝達装置において、
　電話の発信元の機器に送信する複数のメッセージを記憶する第２記憶部をさらに備え、
　前記通話制御部は、電話の着信中に、何れかの前記メッセージを選択して送信する操作
がなされると、選択された前記メッセージを前記通信部から前記発信元の機器へ送信する
、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項７】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の情報伝達装置において、
　表示部と、
　メールを受信する通信部と、
　前記通信部が受信したメールに係る情報を前記表示部に表示する表示制御部と、をさら
に備え、
　前記伝達制御部は、未開封のメールに係る情報を表す文字が形成されるよう、前記情報
伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の情報伝達装置において、
　前記伝達制御部は、前記未開封のメールのうち、メールに含まれる識別情報に基づいて
抽出されたメールに係る情報を表す文字が形成されるよう、前記情報伝達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達装置。
【請求項９】
　触れられた人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与部を含み、文字情報を触覚によ
り伝達する情報伝達部を用いた情報伝達方法であって、
　文字を形成するために選ばれた前記刺激付与部が前記触刺激を発しながら各々の前記選
ばれた刺激付与部が発する前記触刺激が所定の順序に従って変化するように、前記情報伝
達部を制御する、
ことを特徴とする情報伝達方法。
【請求項１０】
　触れられた人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与部を含み、文字情報を触覚によ
り伝達する情報伝達部を備えた情報伝達装置のコンピュータに、
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　文字を形成するために選ばれた前記刺激付与部が前記触刺激を発しながら各々の前記選
ばれた刺激付与部が発する前記触刺激が所定の順序に従って変化するように、前記情報伝
達部を制御する機能を付与する、
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、タブレットＰＣ（Ta
blet PC）、パーソナルコンピュータ等、各種情報をユーザに伝達する情報伝達装置に関
する。また、本発明は、かかる情報伝達装置に適用できる、情報伝達方法およびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機では、各種の情報を、ディスプレイでの表示やスピーカからの音声に
よりユーザに伝えている。これら視覚や聴覚を用いる情報の伝達が望ましくない場合があ
る。
【０００３】
　たとえば、会議中に電子メールを受信しても、会議中、その電子メールに係る情報を確
認すべくディスプレイを凝視することは憚られる。勿論、会議中に、電子メールに係る情
報を音声によってユーザに伝えることはできない。
【０００４】
　視覚や聴覚による情報の伝達が困難な場合に、触覚により情報を伝達することが考えら
れる。触覚による情報伝達手段として、触覚ディスプレイが知られている。たとえば、触
覚ディスプレイの一例として、基板上に複数の電極をマトリクス状に配列し、文字の形に
対応する電極を振動させることにより、振動する電極に触れた指等に文字の形を伝達する
ような構成が採られ得る（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－０５６６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記構成の触覚ディスプレイでは、文字を形成する各電極により指等に
与えられる触刺激は一様であるため、文字が点字のように単純なものでない場合、ある程
度の訓練を経なければ、ユーザは、指等により文字の形を知覚することが難しい。
【０００７】
　本発明は、触覚による情報伝達の容易化を図ることができる情報伝達装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、情報伝達装置に関する。本態様に係る情報伝達装置は、文字情
報を触覚により伝達する情報伝達部と、前記情報伝達部を制御する伝達制御部と、を備え
る。ここで、前記情報伝達部は、触れられた人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与
部を含む。前記伝達制御部は、文字を形成するために選ばれた前記刺激付与部が前記触刺
激を発するともに、各々の前記選ばれた刺激付与部が発する前記触刺激が所定の順序に従
って変化するように、前記情報伝達部を制御する。
【０００９】
　本態様に係る情報伝達装置において、前記刺激付与部は、電気刺激を発する電極部を含
み得る。この場合、前記伝達制御部は、前記電極部が発する前記電気刺激の変化により前
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記電極部に触れた人体の部位が感じる圧力が変化するよう、前記情報伝達部を制御する。
【００１０】
　本態様に係る情報伝達装置は、前記刺激付与部が配列された領域内のユーザにより指定
された位置を検出する位置検出部をさらに備える構成とされ得る。この場合、前記伝達制
御部は、前記位置検出部により検出された位置に文字が形成されるよう、前記情報伝達部
を制御する。
【００１１】
　上記構成とされた場合、前記伝達制御部は、複数の文字からなる語句を伝達する場合、
前記位置検出部により検出された位置に、一つずつ順番に文字が形成されるよう、前記情
報伝達部を制御する構成とされ得る。
【００１２】
　本態様に係る情報伝達装置は、電話に係る音声を送受信する通信部と、前記通信部が受
信した音声を出力する音声出力部と、音声を入力する音声入力部と、前記通信部、前記音
声入力部および前記音声出力部を制御して、電話の機能を実行する通話制御部と、前記通
信部が受信した電話番号に対応する発信者情報を記憶する第１記憶部と、をさらに備える
構成とされ得る。この場合、前記伝達制御部は、電話の着信があった場合に、前記発信者
情報を表す文字が形成されるよう、前記情報伝達部を制御する。
【００１３】
　上記構成とされた場合、情報伝達装置は、電話の発信元の機器に送信する複数のメッセ
ージを記憶する第２記憶部をさらに備える構成とされ得る。この場合、前記通話制御部は
、電話の着信中に、何れかの前記メッセージを選択して送信する操作がなされると、選択
された前記メッセージを前記通信部から前記発信元の機器へ送信する。
【００１４】
　本態様に係る情報伝達装置は、表示部と、メールを受信する通信部と、前記通信部が受
信したメールに係る情報を前記表示部に表示する表示制御部と、をさらに備える構成とさ
れ得る。この場合、前記伝達制御部は、未開封のメールに係る情報を表す文字が形成され
るよう、前記情報伝達部を制御する。
【００１５】
　上記構成とされた場合、前記伝達制御部は、前記未開封のメールのうち、メールに含ま
れる識別情報に基づいて抽出されたメールに係る情報を表す文字が形成されるよう、前記
情報伝達部を制御する構成とされ得る。
【００１６】
　本発明の第２の態様は、触れられた人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与部を含
み、文字情報を触覚により伝達する情報伝達部を用いた情報伝達方法に関する。本態様に
係る情報伝達方法は、文字を形成するために選ばれた前記刺激付与部が前記触刺激を発す
るように前記情報伝達部を制御するステップと、各々の前記選ばれた刺激付与部が発する
前記触刺激が所定の順序に従って変化するように前記情報伝達部を制御するステップと、
を含む。
【００１７】
　本発明の第３の態様は、プログラムに関する。本態様に係るプログラムは、触れられた
人体の部位に触刺激を与える複数の刺激付与部を含み、文字情報を触覚により伝達する情
報伝達部を備えた情報伝達装置のコンピュータに、文字を形成するために選ばれた前記刺
激付与部が前記触刺激を発するように前記情報伝達部を制御する機能と、各々の前記選ば
れた刺激付与部が発する前記触刺激が所定の順序に従って変化するように前記情報伝達部
を制御する機能と、を付与する。
【００１８】
　なお、本発明において、文字情報は、広義の文字情報を意味し、たとえば、狭義の文字
情報のみならず、数字情報および記号情報を含む。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明によれば、触覚による情報伝達の容易化を図ることができる。
【００２０】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施形態の説明によりさらに明らかとなろう。
ただし、以下の実施形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、
本発明は、以下の実施形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施の形態に係る、携帯電話機の構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る、触覚ディスプレイの構成について説明するための図である。
【図３】実施の形態に係る、携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態に係る、通電パターンテーブルの構成を示す図である。
【図５】実施の形態に係る、ホーム画面が表示された画像ディスプレイを示す図である。
【図６】実施の形態に係る、制御部による文字情報をユーザに伝達するための制御動作に
ついて説明するための図である。
【図７】実施の形態に係る、通話制御処理を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態に係る、触覚ディスプレイに電話の発信者の名前が表示される事例に
ついて説明するための図である。
【図９】実施の形態に係る、受信メール表示制御処理を示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態に係る、触覚ディスプレイに電子メールのタイトルが表示される事
例について説明するための図である。
【図１１】実施の形態に係る、触覚ディスプレイに電子メールのタイトルが表示される事
例について説明するための図である。
【図１２】実施の形態に係る、触覚ディスプレイに電子メールのタイトルが表示される事
例について説明するための図である。
【図１３】変更例１に係る、通話制御処理について説明するための図である。
【図１４】変更例２に係る、緊急メール登録制御処理および受信メール表示制御処理につ
いて説明するための図である。
【図１５】その他の変更例に係る、通話制御処理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】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１（ａ）ないし（ｃ）は、それぞれ、携帯電話機１の構成を示す、正面図、背面図お
よび右側面図である。以下、説明の便宜上、図１（ａ）ないし（ｃ）に示すように、キャ
ビネット２の長手方向を上下方向と定義し、キャビネット２の短手方向を左右方向と定義
する。さらに、これら上下方向および左右方向に垂直な方向を前後方向と定義する。
【００２４】
　図１（ａ）ないし（ｃ）に示されるように、携帯電話機１は、キャビネット２と、画像
ディスプレイ３と、タッチパネル４と、触覚ディスプレイ５と、マイクロフォン６と、通
話スピーカ７と、外部スピーカ８と、カメラ９とを含む。
【００２５】
　キャビネット２は、正面から見て、ほぼ長方形の輪郭を有する。キャビネット２の正面
側に、画像ディスプレイ３が配されている。画像ディスプレイ３には、各種の画像（画面
）が表示される。画像ディスプレイ３は、たとえば、液晶ディスプレイである。画像ディ
スプレイ３は、有機ＥＬディスプレイ等、他の種類のディスプレイであってもよい。さら
に、画像ディスプレイ３を覆うように、タッチパネル４が配置されている。タッチパネル
４は、透明なシート状に形成されている。タッチパネル４として、静電容量式、超音波式
、感圧式、抵抗膜式、光検知式等、各種方式のタッチパネルが用いられ得る。
【００２６】
　キャビネット２の正面には、タッチパネル４を覆うように、触覚ディスプレイ５が配置
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されている。触覚ディスプレイ５は、触覚によりユーザに伝達が可能な形態で情報を表示
する。
【００２７】
　図２（ａ）は、触覚ディスプレイ５の構成を示す図である。図２（ｂ）は、電極部５２
の構成を示す、図２（ａ）のＡ部拡大図である。
【００２８】
　触覚ディスプレイ５は、画像ディスプレイ３およびタッチパネル４とほぼ同じ形状およ
びサイズを有する。触覚ディスプレイ５は、透明な基板５１と、基板５１のほぼ一面にマ
トリクス状に配列された複数の透明な電極部５２を含む。電極部５２は、円形状を有する
刺激電極５３と、刺激電極５３の周囲に配された円環状の不関電極５４とを含む。刺激電
極５３と不関電極５４との間には、互の電極が絶縁状態となるよう、所定の間隔Ｄが設け
られている。
【００２９】
　画像ディスプレイ３に重ねられたタッチパネル４および触覚ディスプレイ５は、ともに
透明であり、ユーザは、これらタッチパネル４および触覚ディスプレイ５を通じて、画像
ディスプレイ３に表示された画像（画面）を見ることができる。
【００３０】
　図１（ａ）ないし（ｃ）に戻り、キャビネット２の内部には、下端部にマイクロフォン
６が配されている。また、キャビネット２の内部には、上端部に通話スピーカ７が配され
ている。マイクロフォン６は、キャビネット２の正面に形成されたマイク孔６ａを通過し
た音声を受け付ける。マイクロフォン６は、入力された音に応じた電気信号を生成する。
通話スピーカ７は、音を出力する。出力された音は、キャビネット２の正面に形成された
出力孔７ａを通過してキャビネット２の外に放出される。通話の際には、通信先の機器（
携帯電話機等）から受信された受話音声が通話スピーカ７から出力され、ユーザが発した
発話音声がマイクロフォン６に入力される。なお、音は、音声、報知音等、様々な音を含
む。
【００３１】
　キャビネット２の内部には、外部スピーカ８が配されている。キャビネット２の背面に
は、外部スピーカ８と対向する領域に出力孔８ａが形成されている。外部スピーカ８から
出力された音は、出力孔８ａを通過してキャビネット２の外に放出される。
【００３２】
　キャビネット２の上部には、背面側にカメラ９が配されている。カメラ９は、ＣＣＤ、
ＣＭＯＳセンサ等の撮像素子を含み、被写体を撮影する。
【００３３】
　図３は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。
【００３４】
　図３に示されるように、携帯電話機１は、制御部１１と、記憶部１２と、画像出力部１
３と、タッチ検出部１４と、触覚情報出力部１５と、音声入力部１６と、音声出力部１７
と、音声処理部１８と、キー入力部１９と、通信部２０と、撮影部２１と、振動発生部２
２とを含む。
【００３５】
　記憶部１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、外部メモリを含む。記憶部１２には、各種のプログラ
ムが記憶されている。記憶部１２に記憶されるプログラムは、携帯電話機１の各部を制御
するための制御プログラムの他、各種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」と称する）、たとえば、電話、メッセージ、ウェブブラウザ、地図、ゲーム
、スケジュール管理、等のアプリケーションを含む。さらに、記憶部１２に記憶されるプ
ログラムは、後述する、通話制御処理および受信メール表示制御処理を実行するためのプ
ログラムを含む。プログラムは、メーカによって携帯電話機１の製造時に記憶部１２に記
憶される他、通信網やメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体を介して記憶部１２に記
憶される。
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【００３６】
　記憶部１２には、プログラムの実行の際、一時的に利用または生成されるデータを記憶
するワーキング領域も含まれる。
【００３７】
　記憶部１２には、触覚情報出力部１５の制御に用いられる通電パターンテーブル１２ａ
が記憶されている。図４に、通電パターンテーブル１２ａの構成を示す。通電パターンテ
ーブル１２ａには、各種の文字（文字には、数字および記号が含まれる）と、当該文字を
触覚ディスプレイ５上に形成するための制御データとが、互いに関連付けられて記憶され
ている。制御データは、各文字を形成するために通電する各電極部５２のレイアウト情報
、および、各電極部５２に流すパルス電流の周波数を変更する順序の情報を含む。
【００３８】
　記憶部１２には、電話帳テーブル１２ｂが記憶されている。電話帳テーブル１２ｂには
、通信相手の連絡先情報が登録されている。連絡先情報は、名前、電話番号、メールアド
レス、住所、所属グループ等の通信相手に係る連絡先の情報により構成される。
【００３９】
　制御部１１は、ＣＰＵを含む。制御部１１は、記憶部１２に記憶されたプログラムに従
って、携帯電話機１を構成する各部（記憶部１２、画像出力部１３、タッチ検出部１４、
触覚情報出力部１５、音声入力部１６、音声出力部１７、音声処理部１８、キー入力部１
９、通信部２０、撮影部２１、振動発生部２２等）を制御する。
【００４０】
　画像出力部１３は、図１（ａ）に示す画像ディスプレイ３を含む。画像出力部１３は、
制御部１１からの制御信号と画像信号に基づき、画像ディスプレイ３に画像（画面）を表
示する。また、画像出力部１３は、制御部１１からの制御信号に応じて、画像ディスプレ
イ３の点灯、消灯および輝度の調整を行う。
【００４１】
　タッチ検出部１４は、図１（ａ）に示すタッチパネル４を含み、タッチパネル４に対す
るタッチ操作を検出する。より具体的には、タッチ検出部１４は、タッチパネル４に対す
る、ユーザの指などの接触対象が接触する位置（以下、「タッチ位置」と称する）を検出
する。タッチ検出部１４は、検出したタッチ位置に基づいて生成された位置信号を制御部
１１へ出力する。タッチパネル４に対するタッチ操作は、画像ディスプレイ３に表示され
る画面やオブジェクトを対象として行われるものであり、画像ディスプレイ３に対するタ
ッチ操作である、と言い換えることができる。
【００４２】
　なお、タッチ検出部１４は、ユーザの指が画像ディスプレイ３、すなわち、タッチパネ
ル４に近接したときに、指が近接した位置をタッチ位置として検出する構成であってもよ
い。たとえば、タッチ検出部１４のタッチパネル４が、静電容量式である場合、指がタッ
チパネル４に近接したときに静電容量の変化が検出閾値を超えるように、その感度が調整
される。
【００４３】
　本実施の形態のように、タッチパネル４が触覚ディスプレイ５で覆われている場合、タ
ッチパネル４に指が直接接触するのではなく、触覚ディスプレイ５を介して間接的に指が
タッチパネル４に接触する。タッチパネル４は、指が触覚ディスプレイ５に接触したとき
あるいは近接したときにタッチ位置を検出する。
【００４４】
　ユーザは、タッチパネル４が設けられることにより、タッチパネル４に指を触れるある
いは近接させることにより、画像ディスプレイ３に対し様々なタッチ操作を行うことがで
きる。タッチ操作は、たとえば、タップ操作、フリック操作、スライド操作、ダブルタッ
プ操作等を含む。タップ操作とは、ユーザがタッチパネル４に指を接触あるいは近接させ
た後、短時間のうちに指をタッチパネル４から離す操作である。フリック操作とは、ユー
ザがタッチパネル４に指を接触あるいは近接させた後、タッチパネル４を指で任意の方向
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に弾くあるいは掃う操作である。スライド操作とは、ユーザがタッチパネル４に指を接触
あるいは近接させたまま、任意の方向へ指を移動させる操作である。ダブルタップ操作と
は、短時間の間にタップ操作を２回繰り返す操作である。
【００４５】
　たとえば、タッチ検出部１４がタッチ位置を検出した場合に、タッチ位置が検出されて
から予め定められた第１時間以内にタッチ位置が検出されなくなると、制御部１１は、タ
ッチ操作をタップ操作と判定する。タッチ位置が検出されてから予め定められた第２時間
以内に予め定められた第１距離以上タッチ位置が移動した後、タッチ位置が検出されなく
なった場合、制御部１１は、タッチ操作をフリック操作と判定する。タッチ位置が検出さ
れた後、予め定めた第２距離以上タッチ位置が移動すると、制御部１１は、タッチ操作を
スライド操作と判定する。タップ操作が予め定めた第３時間以内の間隔で２回検出された
場合、制御部１１は、タッチ操作をダブルタップ操作と判定する。
【００４６】
　触覚情報出力部１５は、図１（ａ）に示す触覚ディスプレイ５と、パルス電流発生部１
５ａを含む。パルス電流発生部１５ａは、制御部１１からの制御信号に基づいて、刺激電
極５３と不関電極５４の間に、陰極性のパルス電流を流すためのパルス電圧を印加する。
指が電極部５２に触れている状態でパルス電圧が印加されると、指に陰極性のパルス電流
が流れる。
【００４７】
　音声入力部１６は、マイクロフォン６を含む。音声入力部１６は、マイクロフォン６か
らの電気信号を音声処理部１８へ出力する。
【００４８】
　音声出力部１７は、図１（ａ）に示す通話スピーカ７および外部スピーカ８を含む。音
声出力部１７には、音声処理部１８からの電気信号が入力される。音声出力部１７は、通
話スピーカ７または外部スピーカ８から音を出力させる。
【００４９】
　音声処理部１８は、音声入力部１６からの電気信号にＡ／Ｄ変換等を施し、変換後のデ
ジタルの音声信号を制御部１１へ出力する。音声処理部１８は、制御部１１からのデジタ
ルの音声信号にデコード処理およびＤ／Ａ変換等を施し、変換後の電気信号を音声出力部
１７に出力する。
【００５０】
　キー入力部１９は、少なくとも１つ以上のハードキーを含む。たとえば、キー入力部１
９は、携帯電話機１に電源を投入するための電源キー等を含む。キー入力部１９は、押下
されたハードキーに対応する信号を制御部１１に出力する。
【００５１】
　通信部２０は、通話や通信を行うため、信号を変換するための回路、電波を送受信する
アンテナ等を含む。通信部２０は、制御部１１から入力される通話や通信のための信号を
無線信号に変換し、変換された無線信号を、アンテナを介して基地局や他の通信装置等の
通信先へ送信する。さらに、通信部２０は、アンテナを介して受信した無線信号を制御部
１１が利用できる形式の信号へ変換し、変換された信号を制御部１１へ出力する。
【００５２】
　撮影部２１は、図１（ｂ）に示すカメラ９を含む。撮影部２１は、カメラ９により撮影
された画像の画像データに各種の画像処理を施し、画像処理後の画像データを制御部１１
に出力する。
【００５３】
　振動発生部２２は、バイブレータおよびバイブレータの駆動部を含み、バイブレータの
振動をキャビネット２に伝達してキャビネット２を振動させる。
【００５４】
　携帯電話機１では、種々の画面が画像ディスプレイ３に表示され、画面上においてユー
ザにより種々のタッチ操作がなされる。たとえば、初期画面として、ホーム画面１０１が
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画像ディスプレイ３に表示される。
【００５５】
　図５は、ホーム画面１０１が表示された画像ディスプレイ３を示す図である。ホーム画
面１０１は、各種のアプリケーションを起動するための起動用アイコン１０１ａを含む。
起動用アイコン１０１ａには、たとえば、電話アイコン１０１ｂ、カメラアイコン１０１
ｃ、メールアイコン１０１ｄ等が含まれる。
【００５６】
　画像ディスプレイ３には、ホーム画面１０１、通知バー１０２および操作キー群１０３
が表示される。通知バー１０２は、画像ディスプレイ３に表示されたホーム画面１０１の
上方に表示される。通知バー１０２は、現在時刻、バッテリー残量を示す残量メータ、電
波の強度を示す強度メータ等を含む。操作キー群１０３は、ホーム画面１０１の下方に表
示される。操作キー群１０３は、設定キー１０３ａ、ホームキー１０３ｂ、およびバック
キー１０３ｃから構成されている。設定キー１０３ａは、主に、各種設定を行う設定画面
を画像ディスプレイ３に表示させるためのキーである。ホームキー１０３ｂは、主に、画
像ディスプレイ３の表示を他の画面からホーム画面１０１に移行させるためのキーである
。バックキー１０３ｃは、主に、実行された処理を１ステップ前の処理に戻すためのキー
である。
【００５７】
　各種アプリケーションを利用する場合、ユーザは、利用するアプリケーションに対応す
る起動用アイコン１０１ａに対してタップ操作を行う。アプリケーションが起動されて、
アプリケーションに基づく実行画面が表示される。なお、実行されたアプリケーションの
実行画面が表示されても、あるいは、アプリケーションの進行に伴って実行画面が遷移し
ても、通知バー１０２および操作キー群１０３は、画像ディスプレイ３に表示され続ける
。
【００５８】
　携帯電話機１は、図５に示すように、画像ディスプレイ３への画像表示を行うことによ
り、文字情報、画像情報等を視覚によりユーザへ伝達する。さらに、本実施の形態では、
携帯電話機１が、触覚ディスプレイ５を含む触覚情報出力部１５を備えることにより、視
覚のみならず、触覚によっても、文字情報をユーザに伝達することができる。制御部１１
は、本発明の伝達制御部として、触覚情報出力部１５を制御する。
【００５９】
　図６（ａ）ないし（ｃ）は、制御部１１による文字情報をユーザに伝達するための制御
動作について説明するための図である。なお、図６（ａ）ないし（ｃ）では、アルファベ
ットの「Ｍ」の文字をユーザに伝達する場合の事例が示されている。
【００６０】
　触覚ディスプレイ５により所定の文字をユーザに伝達する場合、制御部１１は、触覚デ
ィスプレイ５の表面から一様に隆起した文字に触れたような感触を指に与える隆起制御動
作を行い、隆起制御動作に続いて、文字の形になぞられたような感触を指に与えるなぞり
制御動作を行う。
【００６１】
　まず、隆起制御動作について説明する。制御部１１は、通電パターンテーブル１２ａを
参照して、伝達する文字を形成するための電極部５２を選択する。制御部１１は、パルス
電流発生部１５ａに制御信号を出力し、図６（ａ）に示すように、選択された電極部５２
に、所定周波数の陰極性のパルス電流を流すためのパルス電圧を印加する。
【００６２】
　指の皮膚表面で感知する皮膚感覚は、触覚受容器に受容される。機械的な変形や触圧を
検出する触覚受容器は、機械的受容器と呼ばれる。選択された電極部５２に指が触れてい
ると、指に所定周波数の陰極性のパルス電流が流れる。この陰極性のパルス電流により、
電極部５２に触れた指には、触刺激である電気刺激が与えられる。この電気刺激により、
機械的受容器の一つであるメルケル触盤が発火する。メルケル触盤は、皮膚の変位、即ち
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圧力を検出しており、電気刺激によってメルケル触盤が発火すると、ユーザは、擬似的に
指が凸状物に触れたような感触を覚える。よって、文字を形成する各電極部５２から一様
に電気刺激が指に与えられると、ユーザは、図６（ｂ）に示すように、触覚ディスプレイ
５の表面から隆起した文字を指で触れているような感触を覚える。
【００６３】
　次に、なぞり制御動作について説明する。メルケル触盤では、検出された圧力と発火頻
度とが相関関係を有し、圧力が高くなる、即ち皮膚の変位が大きくなるほど、発火頻度が
高くなる。よって、パルス電流の周波数が高められることによりメルケル触盤の発火頻度
が高まれば、ユーザは、より高く隆起した凸状物に指が触れたような感触を覚える。
【００６４】
　制御部１１は、選択された全ての電極部５２に一様にパルス電流を流した後、通電パタ
ーンテーブル１２ａを参照し、制御データが示す順序に従って、図６（ａ）の矢印に示す
ように、それまでの周波数より高い周波数のパルス電流を、順次、各々の選択された電極
部５２に流す。これにより、ユーザは、図６（ｃ）に示すように、隆起した文字上にさら
に高い凸状部分が形成され、その凸状部分が時間とともに移動していくような感触を覚え
る。このように、各々の選択された電極部５２が発する電気刺激が所定の順序に従って変
化するように、制御部１１が触覚情報出力部１５を制御することにより、ユーザは、図６
（ｂ）の矢印のように、伝達される文字の形に指の表面がなぞられたような感触を覚える
。
【００６５】
（着信時の動作）
　さて、携帯電話機１において、電話の着信があった場合、画像ディスプレイ３には発信
者情報、たとえば、電話番号、名前等が表示される。通常、ユーザは、画像ディスプレイ
３に表示された発信者情報を見ることにより発信者を把握する。しかしながら、会議中な
ど、画像ディスプレイ３を見ることが憚られるような状況下において、電話の着信あった
場合、ユーザは、画像ディスプレイ３に表示された発信者情報を見ることができない。そ
こで、本実施の形態では、電話の着信があった場合、発信者情報を、触覚ディスプレイ５
を用いて触覚によりユーザに伝達する通話制御処理が制御部１１により実行される。
【００６６】
　図７は、通話制御処理を示すフローチャートである。図８（ａ）は、着信画面１０４が
表示された画像ディスプレイ３を示す図である。図８（ｂ）は、触覚情報表示領域Ｒが設
定された触覚ディスプレイ５を示す図である。図８（ｃ）は、触覚ディスプレイ５に電話
の発信者の名前が表示される様子を示す図である。なお、図８（ａ）～（ｃ）には、名前
が「ＭＩＫＥ」である発信者から電話が着信した事例が示されている。
【００６７】
　振動発生部２２の振動により着信を報知するマナーモードがユーザにより設定されると
、図７の通話制御処理が実行される。
【００６８】
　図７を参照して、制御部１１は、電話の着信があると（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、振動発生
部２２を作動させ、振動により着信を報知する（Ｓ１０２）。さらに、制御部１１は、画
像出力部１３を制御して画像ディスプレイ３に着信画面１０４を表示する（Ｓ１０３）。
図８（ａ）に示すように、着信画面１０４は、発信者情報である発信者の電話番号および
名前を含む。さらに、着信画面１０４は、応答ボタン１０４ａおよび停止ボタン１０４ｂ
を含む。発信者の名前は、通信部２０が受信した電話番号に基づいて、電話帳テーブル１
２ｂから抽出される。
【００６９】
　図８（ｂ）に示すように、制御部１１は、触覚ディスプレイ５上において、通知バー１
０２、操作キー群１０３、応答ボタン１０４ａおよび停止ボタン１０４ｂを避けた領域に
、触覚情報表示領域Ｒを設定する。制御部１１は、触覚情報表示領域Ｒ内がタッチされた
ことを検出するため、タッチパネル４に、触覚情報表示領域Ｒに対応する検出領域を設定
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する。
【００７０】
　着信画面１０４が表示されると、制御部１１は、触覚情報表示領域Ｒがタッチされたか
否か、応答ボタン１０４ａが操作されたか否か、および停止ボタン１０４ｂが操作された
か否かを監視する（Ｓ１０４、Ｓ１０５、Ｓ１０６）。応答ボタン１０４ａの操作は、た
とえば、応答ボタン１０４ａに対するタップ操作である。停止ボタン１０４ｂの操作は、
たとえば、停止ボタン１０４ｂに対するタップ操作である。
【００７１】
　ユーザは、たとえば、画像ディスプレイ３を見ることができない状況において、電話の
発信者が誰であるか知りたい場合、図８（ｂ）に示すように、指で触覚情報表示領域Ｒに
タッチする。触覚情報表示領域Ｒは触覚ディスプレイ５の中央部から上部にかけて比較的
広く存在するため、携帯電話機１を手探りで操作しても、ユーザは、触覚情報表示領域Ｒ
にタッチできる。タッチされた位置Ｐがタッチ検出部１４により検出される。
【００７２】
　触覚情報表示領域Ｒがタッチされた場合（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、制御部１１は、図８（
ｃ）に示すように、タッチされた位置Ｐに発信者の名前を表す文字を、一文字ずつ順番に
形成する（Ｓ１０７）。このとき、制御部１１は、各文字に対して、図６で説明した隆起
制御動作となぞり制御動作とを順次行う。図８（ｃ）に示す矢印は、文字のなぞり順を表
している。文字と文字との間には、文字が形成されない時間が存在する。
【００７３】
　ステップＳ１０７の処理を終えると、制御部１１は、ステップＳ１０４へ処理を戻し、
再び、触覚情報表示領域Ｒがタッチされたか否かを監視する。このとき、制御部１１は、
触覚情報表示領域Ｒが前回の名前の表示から継続してタッチされているときは、タッチさ
れたと判定せず、一度、触覚情報表示領域Ｒから指がリリースされた後、再び触覚情報表
示領域Ｒがタッチされたときに、タッチされたと判定する。
【００７４】
　ユーザは、電話に出る場合に、応答ボタン１０４ａを操作する。応答ボタン１０４ａが
操作された場合（Ｓ１０５：ＹＥＳ）、制御部１１は、着信報知を停止した後（Ｓ１０８
）、着信画面１０４に代えて通話画面を画像ディスプレイ３に表示し（Ｓ１０９）、通話
処理を行う（Ｓ１１０）。制御部１１は、通話相手の電話機（携帯電話機）との間で通信
路を確立した後、通信部２０が受信した受話音声を通話スピーカ７から出力し、マイクロ
フォン６が入力したユーザの発話音声を通信部２０から通話相手の電話機へ送信する。通
話画面に設けられた終話ボタンが操作されると、制御部１１は、通話処理を停止する。こ
れにより、通話制御処理が終了する。
【００７５】
　ユーザは、電話に出ない場合に、停止ボタン１０４ｂを操作する。停止ボタン１０４ｂ
が操作された場合（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、制御部１１は、着信報知を停止するとともに、
着信画面１０４を閉じる（Ｓ１１１）。そして、制御部１１は、着信を切断する（Ｓ１１
２）。これにより、通話制御処理が終了する。
【００７６】
　なお、ユーザによる誤操作をより効果的に防止するため、制御部１１は、ユーザが触覚
情報表示領域ＲをタッチしただけではステップＳ１０７の処理に進まず、たとえば、ユー
ザが触覚情報表示領域Ｒにおいてスライド操作を行った場合に、ステップＳ１０７の処理
を行ってもよい。この場合、制御部１１は、ユーザによるスライド操作の終点の位置に発
信者の名前を表す文字を、一文字ずつ順番に形成してもよい（Ｓ１０７）。
【００７７】
　また、ユーザによる誤操作をより効果的に防止するため、応答ボタン１０４ａや停止ボ
タン１０４ｂは、たとえば、フリック操作など、タップ操作に比べて偶然に起こり得にく
い特定の操作がされた場合に、操作されたと判断されてもよい。
【００７８】
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　なお、ステップＳ１０４において、触覚情報表示領域Ｒがタッチされたと判定した場合
、制御部１１は、振動発生部２２による振動を停止させてもよい。さらに、ユーザによる
タッチパネル４に対するタッチ操作とは別に、ハードキーが押下されると、制御部１１は
、振動発生部２２による振動を停止させても良い。
【００７９】
　本実施の形態では、マナーモードに設定された場合に図７の通話制御処理が実行される
が、図７の通話制御処理が、電話機能のための制御処理として常時実行されても良い。こ
の場合、通常モードに設定されていると、ステップＳ１０２において着信音による着信報
知が行われ、マナーモードに設定されていると、ステップＳ１０２において振動による着
信報知が行われる。この場合、ステップＳ１０４において、触覚情報表示領域Ｒがタッチ
されたと判定されると、制御部１１は、着信音または振動を停止させてもよい。さらに、
発信者の名前に代えて、あるいは名前に加えて、発信者の電話番号が、触覚ディスプレイ
５に表示されても良い。
【００８０】
（メール受信時の動作）
　携帯電話機１において、電子メールを受信した場合、受信した電子メールに係る情報（
タイトル、送信者、本文など）は、ユーザによる所定の閲覧操作に基づいて、画像ディス
プレイ３に表示される。ユーザは、画像ディスプレイ３に表示された電子メールに係る情
報を確認する。しかしながら、会議中は、ユーザが電子メールに係る情報を画像ディスプ
レイ３に表示させて見ることが難しい。このような場合に、ユーザが、電子メールに係る
情報の少なくとも一部を、人目があまり気にならない状態で確認できると良い。そこで、
本実施の形態では、未開封の電子メールに係る情報を、触覚ディスプレイ５を用いて視覚
によりユーザに伝達する受信メール表示制御処理が制御部１１により実行される。
【００８１】
　図９は、受信メール表示制御処理を示すフローチャートである。図１０（ａ）は、未開
封メール一覧画面１０５が表示された画像ディスプレイ３を示す図である。図１０（ｂ）
は、触覚情報表示領域Ｒが設定された触覚ディスプレイ５を示す図である。図１１は、触
覚ディスプレイ５に電子メールのタイトルが表示される様子を示す図である。なお、図１
０（ａ）、（ｂ）および図１１には、未開封の電子メールのタイトルが「ＮＥＸＴ　ＭＥ
ＥＴＩＮＧ」である事例が示されている。
【００８２】
　図９を参照して、制御部１１は、未開封の電子メールを表示するための表示操作がなさ
れたか否かを判定する（Ｓ２０１）。たとえば、表示操作として、特定のハードキーの操
作、画像ディスプレイ３に対するダブルタップ操作等が挙げられる。
【００８３】
　ユーザは、新たな電子メールの受信に気付いたときなど、未開封の電子メールの確認を
行いたいときに、表示操作を行う。表示操作がなされると（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、制御部
１１は、画像ディスプレイ３に未開封メール一覧画面１０５を表示する（Ｓ２０２）。図
１０（ａ）に示すように、未開封メール一覧画面１０５は、未開封の電子メールが配列さ
れたリスト１０５ａを含む。
【００８４】
　図１０（ｂ）に示すように、制御部１１は、触覚ディスプレイ５上において、通知バー
１０２、操作キー群１０３、リスト１０５ａを避けた領域に、触覚情報表示領域Ｒを設定
する。制御部１１は、タッチパネル４に、触覚情報表示領域Ｒに対応する検出領域を設定
する。
【００８５】
　未開封メール一覧画面１０５が表示されると、制御部１１は、触覚情報表示領域Ｒがタ
ッチされたか否か、リスト１０５ａから何れかの電子メールが選択されたか否か、および
終了操作がなされたか否かを監視する（Ｓ２０３、Ｓ２０４、Ｓ２０５）。終了操作とし
て、特定のハードキーの操作、画像ディスプレイ３に対するダブルタップ操作等が挙げら
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れる。
【００８６】
　ユーザは、たとえば、画像ディスプレイ３を見ることができない状況において、電子メ
ールに係る情報を知りたい場合、図１０（ｂ）に示すように、指で触覚情報表示領域Ｒに
タッチする。タッチされた位置Ｐがタッチ検出部１４により検出される。
【００８７】
　触覚情報表示領域Ｒがタッチされた場合（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、制御部１１は、図１１
に示すように、タッチされた位置Ｐに電子メールのタイトルを表す文字を、一文字ずつ順
番に形成する（Ｓ２０６）。このとき、制御部１１は、各文字に対して、図６で説明した
隆起制御動作となぞり制御動作とを順次行う。なお、なぞり制御動作は、２回以上繰り返
し行われても良い。文字と文字との間には、文字が形成されない時間が存在する。
【００８８】
　未開封の電子メールが複数件ある場合、たとえば、受信日時の新しい順に、一件ずつ、
電子メールのタイトルが触覚ディスプレイ５に表示される。制御部１１は、一つのタイト
ルの表示が終わると、次のタイトルの表示に移る前に、ユーザに区切りを通知する区切り
制御動作を行う。たとえば、制御部１１は、図１２（ａ）に示すように、タイトルの最後
の文字に続いて、区切りを示すための所定の記号Ｓが触覚ディスプレイ５に形成されるよ
うに、触覚情報出力部１５を制御する。あるいは、制御部１１は、図１２（ｂ）および（
ｃ）に示すように、タイトルの最後の文字に続いて、横方向に延びるラインＬが上から下
へ移動されるように、触覚情報出力部１５を制御する。
【００８９】
　ステップＳ２０６の処理を終えると、制御部１１は、ステップＳ２０３へ処理を戻し、
再び、触覚情報表示領域Ｒがタッチされたか否かを監視する。
【００９０】
　ユーザは、画像ディスプレイ３を見て未開封の電子メールに係る情報を確認できる場合
、所定の選択操作、たとえば、タップ操作を行い、リスト１０５ａの中から何れかの電子
メールを選択する。何れかの電子メールが選択されると（Ｓ２０４：ＹＥＳ）、制御部１
１は、画像ディスプレイ３に、タイトル、送信者名、本文等の、選択された電子メールに
係る情報を表示し（Ｓ２０７）、受信メール表示処理を終了する。
【００９１】
　ユーザは、未開封の電子メールの確認を終了する場合に、所定の終了操作、たとえば、
ダブルタップ操作を行う。終了操作がなされた場合（Ｓ２０５：ＹＥＳ）、制御部１１は
、未開封メール一覧画面１０５を閉じて（Ｓ２０８）、受信メール表示処理を終了する。
【００９２】
　図９の受信メール表示処理が、未開封の電子メールを表示するための制御処理として常
時実行されても良い。あるいは、図９の受信メール表示処理を実行するための触覚表示モ
ードの設定が、ユーザにより選択的に行われても良い。さらに、電子メールのタイトルに
代えて、あるいはタイトルに加えて、送信者の名前（送信者情報）、本文（全部または一
部）等、他の電子メールに係る情報が触覚ディスプレイ５に表示されても良い。さらに、
電子メールに専用のヘッダーフィールドが追加され、そのヘッダーフィールドに含まれた
情報が触覚ディスプレイ５に表示されても良い。
【００９３】
　以上、本実施の形態によれば、触覚情報出力部１５を用いて、文字情報を触覚によりユ
ーザに伝達する場合に、文字を形成する各々の電極部５２が発する電気刺激が所定の順序
に従って変化する、なぞり制御動作が実行される。これにより、指が文字の形になぞれら
れる感触をユーザに与えることができるので、ユーザは文字を認識しやすくなる。
【００９４】
　さらに、本実施の形態によれば、触覚ディスプレイ５上の、指でタッチされた位置Ｐに
文字が形成されるので、ユーザは、触覚ディスプレイ５に形成された文字を指で探す必要
がない。さらに、指でタッチされた位置Ｐに、一つずつ文字が形成されるので、ユーザは
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、一文字毎に指を移動させる必要がない。よって、ユーザにとって利便性が良い。
【００９５】
　さらに、本実施の形態によれば、電話が着信した際、ユーザは、画像ディスプレイ３を
見ることができない状況にあっても、触覚ディスプレイ５を指で触ることにより、着信し
た電話の発信者を把握することができる。
【００９６】
　さらに、本実施の形態によれば、電子メールが受信された際、ユーザは、画像ディスプ
レイ３を見ることができない状況にあっても、触覚ディスプレイ５を指で触ることにより
、未開封の電子メールに係る情報を把握することができる。
【００９７】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態等によって
何ら制限されるものではなく、また、本発明の実施の形態も、上記以外に種々の変更が可
能である。
【００９８】
　＜変更例１＞
　上記実施の形態では、ユーザが、触覚ディスプレイ５により、着信中に、発信者を知る
ことができる。しかしながら、このように、画像ディスプレイ３を見ることができず、触
覚により発信者を確認せざるを得ない状況下では、ユーザは電話に出ることができない場
合が多い。電話へ出ることができない場合には、電話に出ることができない旨のメッセー
ジを、携帯電話機１から発信者の電話機へ送ることが望ましい。このとき、発信者が確認
できていれば、ユーザは発信者に応じたメッセージを送信することがより望ましい。
【００９９】
　本変更例の携帯電話機１は、電話に出られない場合のメッセージを、発信者に送信する
機能を備える。
【０１００】
　図１３（ａ）は、本変更例に係る、メッセージリスト１２ｃの構成を示す図である。メ
ッセージリスト１２ｃは、記憶部１２に設けられる。メッセージリスト１２ｃには、複数
のメッセージが、それぞれのメッセージを送信するための送信操作に対応付けられて、記
憶されている。
【０１０１】
　図１３（ｂ）は、本変更例に係る、通話制御処理を示すフローチャートである。図１３
（ｂ）では、便宜上、図７の通話制御処理に対して追加されたステップＳ１２１およびス
テップＳ１２２の処理のみが記載され、他の処理の記載が省略されている。
【０１０２】
　着信画面１０４が表示されると、制御部１１は、触覚情報表示領域Ｒがタッチされたか
否か、応答ボタン１０４ａが操作されたか否か、および停止ボタン１０４ｂが操作された
か否かの監視に加えて、メッセージの送信操作がなされたか否かを監視する（Ｓ１２１）
。送信操作は、ユーザが手探りでも容易に操作が行えるよう、画像ディスプレイ３に対す
る特定のタッチ操作、たとえば、所定の方向へのフリック操作とされる。フリック操作が
送信操作とされる場合、メッセージリスト１２ｃにおいて、上下左右の各方向へのフリッ
ク操作に、それぞれ、所定のメッセージが対応付けられる。
【０１０３】
　ユーザは、電話に出ることができない場合に、発信者を確認すると、発信者に送信した
いメッセージに対応する送信操作を行う。何れかの送信操作が行われると（Ｓ１２１：Ｙ
ＥＳ）、制御部１１は、行われた送信操作に対応するメッセージを、メッセージリスト１
２ｃから読み出し、通信部２０を介して発信者の電話機へ送信する（Ｓ１２２）。たとえ
ば、ユーザは、発信者に対して折り返しの電話をするつもりがなければ、「只今、電話に
出ることができません」とのメッセージを送信し、折り返しの電話をするつもりがあれば
、「折り返しこちらから電話します」とのメッセージを送信する。
【０１０４】
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　本変更例によれば、ユーザは、着信した電話の発信者を触覚ディスプレイ５により確認
した後、発信者に応じたメッセージを発信者へ送ることができる。
【０１０５】
　＜変更例２＞
　上記実施の形態では、受信メール表示処理により、全ての未開封の電子メールについて
、係わる情報が触覚ディスプレイ５に表示される。これに対し、本変更例では、未開封の
電子メールのうち、送信者がユーザと早急に連絡を取りたいと考えられる緊急の電子メー
ル（以下、「緊急メール」と称する）に係る情報が触覚ディスプレイ５に表示される。
【０１０６】
　記憶部１２には、図１４（ａ）に示す、緊急メールリスト１２ｄが設けられる。制御部
１１は、緊急メール登録制御処理を実行し、受信した電子メールが緊急メールと判定した
場合に、その電子メールを緊急メールリスト１２ｄに登録する。
【０１０７】
　図１４（ｂ）は、本変更例に係る、緊急メール登録制御処理を示すフローチャートであ
る。
【０１０８】
　電子メールが受信されると（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、制御部１１は、受信した電子メール
の本文中に、識別情報に該当する文字があるか否かを判定する（Ｓ３０２）。識別情報は
、たとえば、「至急」、「緊急」、「早急」等、早急な連絡を必要とすることを示す文字
である。送信者は、早急にユーザと連絡を取りたい場合に、電子メールの本文に識別情報
となる文字を含める。本文中に識別情報に該当する文字があれば（Ｓ３０２：ＹＥＳ）、
制御部１１は、受信した電子メールを緊急メールリスト１２ｄに登録する（Ｓ３０３）。
【０１０９】
　図１４（ｃ）は、本変更例に係る、受信メール表示制御処理を示すフローチャートであ
る。図１４（ｃ）では、便宜上、図９の受信メール表示制御処理に対して追加されたステ
ップＳ２２１を含む一部の処理が記載され、他の処理の記載が省略されている。
【０１１０】
　本変更例では、触覚情報表示領域Ｒがタッチされると（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、制御部１
１は、未開封であり、且つ、緊急メールリスト１２ｄに登録された電子メールのタイトル
を表す文字を、タッチされた位置Ｐに、一文字ずつ順番に形成する（Ｓ２２１）。
【０１１１】
　本変更例によれば、ユーザは、未開封電子メールのうち、緊急性の高い電子メールに係
る情報を、触覚ディスプレイ５により確認することができる。ユーザは、返信メールを送
信者へ早急に送ることが可能となる。
【０１１２】
　＜その他の変更例＞
　上記実施の形態では、触覚ディスプレイ５は、マトリクス状に配された電極部５２から
の電気刺激により文字を形成する。しかしながら、触覚ディスプレイ５は、電気刺激によ
り文字を形成する構成に限られない。たとえば、触覚ディスプレイ５は、触刺激の一つで
ある振動刺激により文字を形成する構成であっても良い。この場合、触覚ディスプレイ５
には、電極部５２に代えて、電極部５２と同様な形状の透明な圧電素子がマトリクス状に
配される。この場合、文字を形成するために選ばれた圧電素子が振動することにより、ユ
ーザの指に文字の形が伝達される。さらに、各圧電素子が発する振動刺激が、所定の順序
に従って強くなるように変化することにより、指の表面が文字の形になぞれられたような
感触がユーザに与えられる。
【０１１３】
　さらに、上記実施の形態では、画像ディスプレイ３とほぼ同じサイズの触覚ディスプレ
イ５が画像ディスプレイ３に重ねられる。しかしながら、画像ディスプレイ３より小さな
サイズの触覚ディスプレイ５が画像ディスプレイ３に重ねられてもよい。さらに、触覚デ
ィスプレイ５は、画像ディスプレイ３に重ねられず、画像ディスプレイ３とは異なるキャ



(16) JP 6125411 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

ビネット２の部位、たとえば、キャビネット２の背面に配されても良い。この場合、触覚
ディスプレイ５のサイズは、画像ディスプレイ３のサイズと同じでも、大きくても、小さ
くても良い。また、触覚ディスプレイ５は、画像ディスプレイ３に重ねられない場合、透
明でなくても良い。
【０１１４】
　さらに、上記実施の形態では、触覚ディスプレイ５に触覚情報表示領域Ｒが設定される
。しかしながら、触覚情報表示領域Ｒは必ずしも設定されなくて良い。たとえば、画像デ
ィスプレイ３に応答ボタン１０４ａ等、操作対象となるオブジェクトが表示されない場合
など、触覚ディスプレイ５のどの位置がタッチされても誤操作の虞がない場合には、触覚
情報表示領域Ｒが設定されなくても良い。
【０１１５】
　さらに、上記実施の形態では、触覚ディスプレイ５の、指でタッチされた位置Ｐに、発
信者の名前や電子メールのタイトルを表す文字が、一つずつ形成される。しかしながら、
触覚ディスプレイ５による文字の表示形態は、如何なるものでもあっても良い。たとえば
、触覚ディスプレイ５の予め決められた位置に、一つずつ文字が形成されても良い。この
場合、最初の文字が指で触れられると、最初の文字に続いて次の文字が形成されることが
望ましい。また、触覚ディスプレイ５に、一度に複数の文字が形成されても良い。
【０１１６】
　上記実施の形態では、触覚情報表示領域Ｒが指でタッチされている間、触覚ディスプレ
イ５に発信者の名前が一度だけ表示される。しかしながら、触覚情報表示領域Ｒが指でタ
ッチされている間、発信者の名前が触覚ディスプレイ５に繰り返し表示されてもよい。す
なわち、図７のステップＳ１０７において行われるなぞり制御動作は、触覚情報表示領域
Ｒから指がリリースされるまでは２回以上繰り返して行われてもよい。この場合の通話制
御処理は、図１５のようになり、ステップＳ１０７の処理に続いて、ステップＳ１３１の
リリースがなされたか否かの判定処理が行われる。この場合、タッチされている間に名前
が表示される上限の回数が設定されても良い。
【０１１７】
　さらに、なぞり制御動作が２回以上繰り返して行われる場合には、発信者の名前の最後
の文字が形成されてから最初の文字が形成されるまでの間に、文字が形成されない時間が
存在してもよい。その場合、当該文字が形成されない時間は、発信者の名前における文字
と文字との間の文字か形成されない時間よりも長い時間であってよい。
【０１１８】
　同様に、全ての未開封の電子メールのタイトルが表示されたときに触覚情報表示領域Ｒ
へのタッチが継続している場合、最初の未開封の電子メールからタイトルの表示が２回以
上繰り返されても良い。
【０１１９】
　さらに、上記実施の形態によれば、着信した電話の発信者情報および未開封の電子メー
ルに係る情報（タイトル情報、送信者情報、本文情報等）が触覚ディスプレイ５に表示さ
れる。しかしながら、触覚ディスプレイ５によって表示される情報は、これら情報に限ら
れない。たとえば、不在着信の電話の発信者情報、あるいはスケジュール機能により作成
されたスケジュールに係る情報（タイトル情報、予定日時情報等）が触覚ディスプレイ５
に表示されても良い。たとえば、不在着信があった場合には、ＬＥＤランプの発光や振動
等により、ユーザに不在着信が報知されることから、ユーザは、触覚ディスプレイ５をタ
ッチして不在着信の電話の発信者情報を知ることができる。たとえば、ユーザに設定され
た時刻になると画像ディスプレイ３にスケジュールに係る情報が表示される機能が設定さ
れている場合に、画像ディスプレイ３にスケジュールに係る情報の表示されているときに
、触覚情報表示領域Ｒがタッチされると、タッチされた位置にスケジュールに係る情報を
示す文字が形成されても良い。
【０１２０】
　さらに、触覚ディスプレイ５によって表示される情報の種類は、ユーザによる設定に基
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【０１２１】
　さらに、ユーザが電子メールに係る情報を画像ディスプレイ３上で確認できない状況に
ある場合に、ユーザにより、定型の電子メールを自動で返信する自動返信機能が設定され
る場合が想定される。このような自動返信機能が設定されている場合であっても、受信メ
ール表示処理を実行するための触覚表示モードが設定されたときには、自動返信機能が一
時的に解除されると良い。触覚表示モードに設定された場合、画像ディスプレイ３上での
確認が難しいような状況下でも、ユーザが電子メールに係る情報を確認することが可能と
なる。よって、送信者に電子メールが返信される場合が多くなる。自動返信機能が解除さ
れることにより定型の電子メールが返信されなくなれば、ユーザからの返信が困難である
と送信者があきらめてしまうことがなくなるので、ユーザが返信した電子メールが送信者
に放っておかれ難くなる。同様に、不在着信に対して音声ガイダンスが送信されるガイダ
ンス送信機能が設定されている場合であっても、マナーモードに設定され、図７の通話制
御処理が実行されるときには、ガイダンス送信機能が一時的に解除されると良い。
【０１２２】
　上記実施の形態では、スマートフォン型の携帯電話機に本発明が適用されている。しか
しながら、これに限らず、ストレート式、折りたたみ式、スライド式等、他のタイプの携
帯電話機に本発明が適用されても良い。
【０１２３】
　さらに、本発明は、携帯電話機に限られず、ＰＤＡ（Personal DigitalAssistant）、
タブレットＰＣ（Tablet PC）等の各種携帯端末装置に適用されても良い。さらに、本発
明は、パーソナルコンピュータに適用されても良い。この他、本発明は、各種情報をユー
ザに伝達する種々の情報伝達装置に適用可能である。
【０１２４】
　この他、本発明の実施形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において
、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１２５】
　　　　　　　３　画像ディスプレイ
　　　　　　　４　タッチパネル
　　　　　　　５　触覚ディスプレイ
　　　　　　５２　電極部（刺激付与部）
　　　　　　１１　制御部（伝達制御部、通話制御部、表示制御部）
　　　　　　１２　記憶部
　　　　　１２ａ　通電パターンテーブル
　　　　　１２ｂ　電話帳テーブル（第１記憶部）
　　　　　１２ｃ　メッセージリスト（第２記憶部）
　　　　　　１３　画像出力部（表示部）
　　　　　　１４　タッチ検出部（位置検出部）
　　　　　　１５　触覚情報出力部（情報伝達部）
　　　　　　１６　音声入力部
　　　　　　１７　音声出力部
　　　　　　２０　通信部
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