
JP 5434049 B2 2014.3.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の状態とこの第一の状態とは異なる第二の状態との間で遷移動作可能な筐体と、
　前記筐体表面に設けられ、接触の開始および終了を検出することにより指示の入力を受
け付ける接触式入力手段と、
　前記筐体の第一の状態と第二の状態との間での遷移動作の開始および終了を検出する検
出手段と、
　前記検出手段により、前記筐体の遷移動作の開始が検出された場合、前記接触式入力手
段が入力を受け付けた前記指示を無視する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記接触式入力手段が接触の開始が検出された後に、前記筐体の遷移
動作の開始が検出された場合、タッチフラグをオフにして前記接触の開始の検出を破棄し
、
　前記筐体の遷移動作の開始が検出された後に前記接触式入力手段で前記接触の終了が検
出された場合、及び前記筐体の遷移動作の開始が検出された後に前記筐体の遷移動作の終
了が検出され、さらに前記接触式入力手段で前記接触の終了が検出された場合に、前記タ
ッチフラグのオフ状態に基づいて前記接触の終了の検出を破棄することにより前記指示を
無視することを特徴とする携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯端末に係り、特に接触式の入力手段の誤動作を好適に防止する携帯端末
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末、特に携帯電話機には、スライド型、折りたたみ型、スイーベル型、リ
バーシブル型など、種々の型式で構成された筐体が採用されている。
【０００３】
　例えば、開閉構造を有する携帯端末は、閉状態を維持することでコンパクトな状態で携
帯することができる。また、携帯端末は、使用時には開状態を維持することで操作キーな
どのキーパットが広く露出し、操作性よく種々の機能を利用することができる。
【０００４】
　これらの種々の型式で構成された携帯電話機には、型式ごとの利点、欠点を備えており
、従来、これらの欠点を低減させるために種々の技術が開示されている（例えば、特許文
献１参照。）。
【特許文献１】特開２００７－２１５２１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、操作者の入力操作を簡単に、すばやく行うことができる種々の入力装置について
も知られている。特に、近年においては、携帯端末に操作者が指で接触することにより入
力操作を行うことができる、タッチセンサを搭載する技術も広く知られるようになった。
タッチセンサは、接触により入力を受け付けるため、意図しない接触により誤動作する可
能性が高い。このため、携帯端末には、所定のタイミングにおいてはタッチセンサがオフ
状態になる機能が設けられることが考えられる。
【０００６】
　ここで、開閉構造を有する携帯端末に対し、開状態と閉状態との間を遷移させる動作が
行われる場合、携帯端末の筐体が操作者の片手または両手で保持され、スライドや、回動
の動作が行われることになる。
【０００７】
　上述したタッチセンサが搭載された携帯端末については、開状態と閉状態との間を遷移
させる動作を行う操作者の指がタッチセンサに意図せず接触する場合が想定される。この
ため、開状態と閉状態との間を遷移させる動作中においては、タッチセンサの接触に伴う
処理が誤動作する可能性が非常に高いという課題があった。また、近年の携帯端末の小型
化に伴い、タッチセンサ、操作キー、ディスプレイなどのデバイスは密集化し、意図しな
いタッチセンサに対する接触が発生する頻度はより高まり得る。
【０００８】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、筐体が異なる状態間の遷移動作中
に発生した、接触式の入力手段に対する意図しない接触による誤動作を防止することがで
きる携帯端末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】
【０００９】
　本発明に係る携帯端末は、上述した課題を解決するために、第一の状態とこの第一の状
態とは異なる第二の状態との間で遷移動作可能な筐体と、前記筐体表面に設けられ、接触
の開始および終了を検出することにより指示の入力を受け付ける接触式入力手段と、前記
筐体の第一の状態と第二の状態との間での遷移動作の開始および終了を検出する検出手段
と、前記検出手段により、前記筐体の遷移動作の開始が検出された場合、前記接触式入力
手段を、入力を受け付けないオフ状態にさせる制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る携帯端末は、第一の状態とこの第一の状態とは異なる第二の状態と
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の間で遷移動作可能な筐体と、前記筐体表面に設けられ、接触の開始および終了を検出す
ることにより指示の入力を受け付ける接触式入力手段と、前記筐体の第一の状態と第二の
状態との間での遷移動作の開始および終了を検出する検出手段と、前記検出手段により、
前記筐体の遷移動作の開始が検出された場合、前記接触式入力手段が入力を受け付けた前
記指示を無視する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る携帯端末は、筐体が異なる状態間の遷移動作中に発生した、接触式の入力
手段に対する意図しない接触による誤動作を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明に係る携帯端末の実施形態を添付図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係
る携帯端末の一例であるスライド型の携帯電話機１の外観の構成を示す図である。図１（
Ａ）は、携帯電話機１が伸ばされて第二操作部２１が露出した状態（開状態）のときの正
面から見た外観の構成を示す。図１（Ｂ）は、携帯電話機１が縮められて下部筐体１２の
主表面と上部筐体１３の背面とが重なり合った状態（閉状態）のときの正面から見た外観
の構成を示す。
【００１３】
　図１に示す携帯電話機１は、上部筐体１３の主表面上のディスプレイ１４が常に露出さ
れる。携帯電話機１は、図１（Ｂ）に示す上部筐体１３を下部筐体１２に重ねた閉状態か
ら、上部筐体１３が下部筐体１２に対して矢印Ｘ方向にスライドされることにより、図１
（Ａ）に示す開状態となり、下部筐体１２上の第二操作部２１が現れる。この開状態と閉
状態は、それぞれ「第一の状態」と「第二の状態」、または「第二の状態」と「第一の状
態」に該当する。
【００１４】
　上部筐体１３の主表面上の大半のエリアはディスプレイ１４が占めている。ディスプレ
イ１４は、電波の受信状態、電池残量の他、電子メールの内容、簡易ホームページなどを
表示することができる。ディスプレイ１４は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディス
プレイ、無機ＥＬディスプレイにより構成されるディスプレイである。
【００１５】
　ディスプレイ１４の下側のエリアには、限られた操作を行うための第一操作部１５が配
置される。第一操作部１５には、上下左右方向キーを備えた十字キー１６、確定キー１７
、タッチセンサ１８からなる入力手段が設けられる。
【００１６】
　十字キー１６は、上下左右方向に操作されることによりディスプレイ１４に表示された
カーソルなどを上下左右方向に移動させることができる。また、確定キー１７が押下され
ることにより、種々の処理の確定処理が実行される。
【００１７】
　タッチセンサ１８は、所定数（例えば４個）配置されており、十字キー１６の周囲を囲
むように配置されている。タッチセンサ１８は、制御部（図２の制御部４１）と共に、接
触の開始および終了を検出することにより指示の入力を受け付ける接触式入力手段として
機能する。タッチセンサ１８には、静電容量方式、抵抗膜方式、音響パルス方式、超音波
方式、表面弾性波方式、赤外遮光方式、電磁誘導方式などの種々の方式を適用することが
できる。
【００１８】
　図１（Ａ）に示すように、下部筐体１２の主表面上には例えば押下により入力操作され
る第二操作部２１が配置されている。第二操作部２１は、閉状態では上部筐体１３の背後
に隠れる。第二操作部２１には、操作キー２２からなる入力手段が設けられる。操作キー
２２は、「０」から「９」の数字や「あ」行から「わ」行のかな文字、「Ａ」から「Ｚ」
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のアルファベットの入力が可能である。
【００１９】
　なお、第一操作部１５と第二操作部２１とに構成される各種入力手段は一例であって、
他の機能が割り当てられたキーなどをさらに配置してもよい。
【００２０】
　下部筐体１２または上部筐体１３には、図示しないマイクロフォン（図２のマイクロフ
ォン２５）、レシーバ（図２のレシーバ２６）が所定位置に設けられており、通話機能を
実現することができる。マイクロフォンは通話時のユーザの音声を集音し、電気信号に変
換する。レシーバは、電気信号を可聴な音声に変換する。また、下部筐体１２には、背面
側に図示しないバッテリパックが挿着されている。携帯電話機１は、所定の入力操作によ
り電源がオン状態になると、バッテリパックから各回路部に対して電力が供給されて動作
可能な状態に起動する。
【００２１】
　携帯電話機１には、筐体１２、１３の開状態および閉状態を検出するための磁気センサ
２４ａ、２４ｂ、２４ｃおよび２４ｄ（磁気センサ２４）が設けられる。磁気センサ２４
ａ、２４ｂは、上部筐体１３の所定の位置に配置される。磁気センサ２４ｃ、２４ｄは下
部筐体１２の内部の所定の位置に配置される。磁気センサ２４は、筐体１２、１３の開状
態と閉状態との間での遷移動作の開始および終了を検出する検出手段として機能する。
【００２２】
　図２は、本実施形態における携帯電話機１の内部の構成を示す図である。図示せぬ基地
局から送信されてきた無線信号は、アンテナ３１で受信された後、アンテナ共用器（ＤＵ
Ｐ）３２を介して受信回路（ＲＸ）３３に入力される。受信回路３３は、受信された無線
信号を周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）３４から出力された局部発振信号とミキシングして
中間周波数信号に周波数変換（ダウンコンバート）する。そして、受信回路３３は、この
ダウンコンバートされた中間周波数信号を直交復調して受信ベースバンド信号を出力する
。なお、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信号の周波数は、制御部４１か
ら出力される制御信号ＳＹＣによって指示される。
【００２３】
　受信回路３３からの受信ベースバンド信号は、ＣＤＭＡ信号処理部３６に入力される。
ＣＤＭＡ信号処理部３６は、図示せぬＲＡＫＥ受信機を備える。このＲＡＫＥ受信機では
、受信ベースバンド信号に含まれる複数のパスがそれぞれの拡散符号（すなわち、拡散さ
れた受信信号の拡散符号と同一の拡散符号）で逆拡散処理される。そして、この逆拡散処
理された各パスの信号は、位相が調停された後、コヒーレントＲａｋｅ合成される。Ｒａ
ｋｅ合成後のデータ系列は、デインタリーブおよびチャネル復号（誤り訂正復号）が行わ
れた後、２値のデータ判定が行われる。これにより、所定の伝送フォーマットの受信パケ
ットデータが得られる。この受信パケットデータは、圧縮伸張処理部３７に入力される。
【００２４】
　圧縮伸張処理部３７は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ
）などにより構成され、ＣＤＭＡ信号処理部３６から出力された受信パケットデータを図
示せぬ多重分離部によりメディアごとに分離し、分離されたメディアごとのデータに対し
てそれぞれ復号処理を行う。例えば通話モードにおいては、受信パケットデータに含まれ
る通話音声などに対応するオーディオデータをスピーチコーデックにより復号する。また
、例えばテレビ電話モードなどのように、受信パケットデータに動画像データが含まれて
いれば、この動画像データをビデオコーデックにより復号する。さらに、受信パケットデ
ータがダウンロードコンテンツであれば、このダウンロードコンテンツを伸張した後、伸
張されたダウンロードコンテンツを制御部４１に出力する。
【００２５】
　復号処理により得られたディジタルオーディオ信号はＰＣＭコーデック３８に供給され
る。ＰＣＭコーデック３８は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタルオーディオ
信号をＰＣＭ復号し、ＰＣＭ復号後のアナログオーディオデータ信号を受話増幅器３９に
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出力する。このアナログオーディオ信号は、受話増幅器３９にて増幅された後、レシーバ
２６により出力される。
【００２６】
　圧縮伸張処理部３７によりビデオコーデックにて復号されたディジタル動画像信号は、
制御部４１に入力される。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタル
動画像信号に基づく動画像を、図示せぬビデオＲＡＭ（例えばＶＲＡＭなど）を介してデ
ィスプレイ１４に表示させる。
【００２７】
　また、圧縮伸張処理部３７は、受信パケットデータが電子メールである場合、この電子
メールを制御部４１に供給する。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から供給された電子
メールを記憶部４２に記憶させる。そして、制御部４１は、ユーザによる入力部としての
操作キー２２の操作に応じて、記憶部４２に記憶されているこの電子メールを読み出し、
読み出された電子メールをディスプレイ１４に表示させる。
【００２８】
　一方、通話モードにおいて、マイクロフォン２５に入力された話者（ユーザ）の音声信
号（アナログオーディオ信号）は、送話増幅器４０により適正レベルまで増幅された後、
ＰＣＭコーデック３８によりＰＣＭ符号化される。このＰＣＭ符号化後のディジタルオー
ディオ信号は、圧縮伸張処理部３７に入力される。さらに、制御部４１にて作成されたテ
キストデータである電子メールも、圧縮伸張処理部３７に入力される。
【００２９】
　圧縮伸張処理部３７は、ＰＣＭコーデック３８から出力されたディジタルオーディオ信
号を所定の送信データレートに応じたフォーマットで圧縮符号化する。これにより、オー
ディオデータが生成される。また、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から出力されたデ
ィジタル動画像信号を圧縮符号化して動画像データを生成する。そして、圧縮伸張処理部
３７は、これらのオーディオデータや動画像データを図示せぬ多重分離部で所定の伝送フ
ォーマットに従って多重化した後にパケット化し、パケット化後の送信パケットデータを
ＣＤＭＡ信号処理部３６に出力する。なお、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から電子
メールが出力された場合にも、この電子メールを送信パケットデータに多重化する。
【００３０】
　ＣＤＭＡ信号処理部３６は、圧縮伸張処理部３７から出力された送信パケットデータに
対し、送信チャネルに割り当てられた拡散符号を用いてスペクトラム拡散処理を施し、ス
ペクトラム拡散処理後の出力信号を送信回路（ＴＸ）３５に出力する。送信回路３５は、
スペクトラム拡散処理後の信号をＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉ
ｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式などのディジタル変調方式を使用して変調する。送信回路３５
は、ディジタル変調後の送信信号を、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信
号と合成して無線信号に周波数変換（アップコンバート）する。そして、送信回路３５は
、制御部４１により指示される送信電力レベルとなるように、このアップコンバートによ
り生成された無線信号を高周波増幅する。この高周波増幅された無線信号は、アンテナ共
用器３２を介してアンテナ３１に供給され、このアンテナ３１から図示せぬ基地局に向け
て送信される。また、携帯電話機１には、現在の正確な時刻や所定の時間を測定する時計
回路４５が設けられている。
【００３１】
　制御部４１は、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、およびＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）などからなる。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されているプログラムまたは記憶
部４２からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプログラムに従って各種の処理
を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより携帯電話機１
を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行する上において必要なデータ
などを適宜記憶する。また、制御部４１はビデオＲＡＭも備え、ディスプレイ１４に表示
される映像に関する情報が一時的に格納される。制御部４１は、本実施形態においては制
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御手段として機能する。
【００３２】
　記憶部４２は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）などからなり、制御部４１の
ＣＰＵにより実行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納して
いる。電源回路４４は、バッテリ４３の出力を基に所定の動作電源電圧Ｖｃｃを生成して
各回路部に供給する。
【００３３】
　図３は、本実施形態における携帯電話機１の閉状態から開状態への遷移動作を説明する
図である。なお、携帯電話機１の開状態から閉状態への遷移動作の説明については、図３
の閉状態から開状態への遷移動作の逆であるため、説明を省略する。
【００３４】
　図３に示すように、下部筐体１２と上部筐体１３とをスライドさせて閉状態から開状態
に遷移させる場合、図３（Ａ）に示すように操作者は指を上部筐体１３のいずれかの位置
に（図ではタッチセンサ１８が配置された領域）に押し当てる可能性が高い。その後、図
３（Ｂ）に示すように、操作者は上部筐体１３を矢印Ｘ方向にスライドさせる動作を行う
ことにより、図３（Ｃ）に示す開状態へと携帯電話機１の状態を遷移させる。このとき、
上部筐体１３をスライドさせる操作者の指は、タッチセンサ１８に接触する可能性が非常
に高い。
【００３５】
　本実施形態における携帯電話機１は、筐体１２、１３が開状態と閉状態との間での遷移
動作中における、意図しないタッチセンサ１８の接触による誤動作が発生することを好適
に防止することができる。
【００３６】
　以下に説明する筐体遷移動作時の入力処理においては、携帯電話機１は、筐体１２、１
３の遷移動作の開始を検出した後から遷移動作の終了を検出するまでの間、タッチセンサ
１８の電源をオフ状態にすることにより、意図しないタッチセンサ１８に対する接触によ
る誤動作の発生を防止することができる。
【００３７】
　ここで、携帯電話機１は、図１に示す下部筐体１２の磁気センサ２４ｃ、２４ｄにより
、上部筐体１３に設けられた磁気センサ２４ａ、２４ｂの検出のレベルを検出し、遷移動
作の開始および終了や、筐体１２、１３の現在の状態（開状態および閉状態）を検出する
。
【００３８】
　本実施形態における閉状態から開状態への遷移動作の開始時は、磁気センサ２４ｄによ
り検出される磁気センサ２４ａの検出信号が、所定レベル以下に移行した時が該当する。
また、閉状態から開状態への遷移動作の終了時は、磁気センサ２４ｃにより検出される磁
気センサ２４ｂの検出信号が、所定レベル以上に移行した時が該当する。開状態から閉状
態への遷移動作の開始時は、磁気センサ２４ｃにより検出される磁気センサ２４ｂの検出
信号が、所定レベル以下に移行した時が該当する。また、開状態から閉状態への遷移動作
の終了時は、磁気センサ２４ｄにより検出される磁気センサ２４ａの検出信号が、所定レ
ベル以上に移行した時が該当する。なお、磁気センサ２４ａ乃至２４ｄの配置はこれに限
定されない。また数も限定されない。また、機構的に図３の（Ａ）の状態か（Ｃ）の状態
かを判断するようにしてもよい。
【００３９】
　図４は、本実施形態における携帯電話機１の制御部４１により実行される筐体遷移動作
時の入力処理を説明するフローチャートである。この筐体遷移動作時の入力処理は、携帯
電話機１が、所定の入力操作により電源をオン状態にする指示を受け付けた後や、第一操
作部１５および第二操作部２１の操作ロックが解除（一部の操作部のロックの解除の場合
に適用しても良いし、ジョグダイヤル１７のロック解除、タッチセンサ１８のロック解除
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に適用しても良い、以下同じ。）されることにより、入力処理の実行が開始された場合に
開始される。また、タッチセンサの動作は接触するだけでは、入力したことにならず、接
触から所定時間経過すること（長押し動作）または接触から所定時間経過前に接触の終了
を検出すること（短押し動作）で動作するものとする。
【００４０】
　ステップＳ１において、制御部４１は、タッチセンサ１８の電源をオン状態にする。タ
ッチセンサ１８は、接触の開始（以下、タッチという。）および接触の終了（以下、リリ
ースという。）を検出することにより、入力操作の受け付けが可能となる。
【００４１】
　ステップＳ２において、制御部４１は、入力処理が終了したか否かの判定を行う。入力
処理は、携帯電話機１が所定の入力操作により電源をオフ状態にする指示を受け付けた場
合や、第一操作部１５や第二操作部２１の操作ロックが設定された場合に終了される。制
御部４１は、入力処理が終了したと判定した場合、筐体遷移動作時の入力処理を終了する
。
【００４２】
　一方、制御部４１は、入力処理が終了していないと判定した場合、ステップＳ３におい
て、所定のイベントの発生を検出したか否かの判定を行う。所定のイベントには、筐体１
２、１３の遷移動作の開始および終了イベント、タッチセンサ１８のタッチおよびリリー
スイベントが該当する。なお、本実施形態においては、他のイベント処理（例えば、操作
キー２２の押下、通話着信）が発生した場合についての説明は省略する。制御部４１は、
所定のイベントを検出していないと判定した場合、入力処理終了判定ステップＳ２に戻る
。
【００４３】
　制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ３において筐体１２、１３の遷移動作の開
始イベントの発生を検出した場合、ステップＳ４において、筐体動作フラグをオンにセッ
トする。ステップＳ５において、制御部４１は、タッチセンサ１８の電源をオフ状態にし
て、タッチセンサ１８の入力を受け付けないオフ状態にさせる。ここで、タッチセンサ１
８がオフ状態になることにより、制御部４１はタッチセンサ１８のタッチおよびリリース
を検出しない。このため、携帯電話機１は、筐体１２、１３の遷移動作中に意図しないタ
ッチセンサ１８に対する接触が発生しても、タッチセンサ１８に割り当てられた処理を誤
動作することがない。
【００４４】
　ステップＳ６において、制御部４１は、タッチフラグをオフする。このタッチフラグは
、通常、イベント発生判定ステップＳ３においてタッチセンサ１８のタッチイベントを検
出した後に、フラグＯＮステップＳ９においてオンにセットされるものである。制御部４
１は、筐体１２、１３の遷移動作の開始に伴い、このタッチフラグをオフにすることによ
り、既に発生し検出されたタッチセンサ１８のタッチイベントを破棄する。なお、制御部
４１は、ステップＳ６においてタッチフラグがオフであった場合には、そのままオフの状
態を維持する。制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２に戻り、以降の処理を繰り
返す。
【００４５】
　次に、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ３において筐体１２、１３の遷移動
作の終了イベントを検出した場合、ステップＳ７において、筐体動作フラグをオフにする
。ステップＳ８において、制御部４１は、タッチセンサ１８の電源をオン状態にして、タ
ッチセンサ１８の入力を受け付けるオン状態にさせる。本処理は、筐体１２、１３の遷移
動作の開始の検出に伴い、タッチセンサＯＦＦステップＳ５においてオフ状態になってい
たタッチセンサ１８をオン状態にし、入力操作の受け付けが可能な状態に復帰させる処理
である。制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００４６】
　一方、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ３においてタッチセンサ１８のタッ
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チイベントを検出した場合、ステップＳ９において、タッチフラグをオンにセットする。
制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００４７】
　また、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ３においてタッチセンサ１８のリリ
ースイベントの発生を検出した場合、ステップＳ１０において、タッチフラグがオンにセ
ットされているか否かの判定を行う。制御部４１は、タッチフラグがオフであると判定し
た場合、ステップＳ１１において、リリースイベントを破棄する。対応するタッチイベン
トが発生していないためである。タッチフラグがオフであるにも関わらずリリースが検出
される場合は、筐体１２、１３の遷移動作の開始前および遷移動作中（タッチセンサ１８
はオフ状態）にタッチセンサ１８がタッチされたまま、筐体１２、１３の遷移動作が終了
（タッチセンサ１８はオン状態）した後に、タッチセンサ１８がリリースされた場合など
が該当する。
【００４８】
　制御部４１は、タッチフラグがオンにセットされていると判定した場合、ステップＳ１
２において、タッチフラグをオフにする。また、ステップＳ１３において、タッチセンサ
１８のリリースイベントの発生を検出したことに伴う所定の処理を実行する。すなわち、
制御部４１は、タッチセンサ１８より入力を受け付けた指示に基づき所定の処理を実行す
る。なお、前述の通り、制御部４１は、検出されたタッチに対応するリリースが検出され
た時点で、タッチセンサ１８に割り当てられた所定の処理を実行するようになっている。
タッチセンサ１８は、タッチからリリースまでの時間（接触時間）に応じて異なる入力操
作を受け付けることができる。タッチセンサ１８は上述した動作に限らず、タッチを検出
した時点で所定の処理を実行するように構成してもよい。制御部４１は、入力処理終了判
定ステップＳ２に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００４９】
　この筐体遷移動作時の入力処理では、筐体１２、１３の遷移動作開始から終了までタッ
チセンサ１８の電源をオフ状態にする。このため、タッチセンサ１８のタッチおよびリリ
ースイベントは、筐体１２、１３の遷移動作開始から終了まで発生することがないため、
筐体１２、１３の遷移動作に伴う誤動作の発生を好適に防止することができる。
【００５０】
　また、１．タッチセンサ１８のタッチイベント、２．筐体１２、１３の遷移動作開始イ
ベント、３．筐体１２、１３の遷移動作終了イベント、４．タッチセンサ１８のリリース
イベントの順にイベントが発生した場合には、２．筐体１２、１３の遷移動作開始イベン
ト発生後のフラグＯＦＦステップＳ６でタッチフラグがオフにセットされる。このため、
筐体１２、１３の遷移動作開始前に意図しないタッチセンサ１８のタッチが発生しても、
４．タッチセンサ１８のリリースイベント発生後のフラグＯＮ判定ステップＳ１０におい
てタッチフラグはオフであると判定され、リリースの検出が破棄されて、誤動作が発生し
ないようになっている。
【００５１】
　さらに、筐体１２、１３の遷移動作時においては、タッチセンサ１８をオフ状態にする
ため、省電力化にも有効である。
【００５２】
　次に、本実施形態における携帯電話機１により実行される、他の筐体遷移動作時の入力
処理について説明する。
【００５３】
　以下に説明する他の筐体遷移動作時の入力処理においては、携帯電話機１は、筐体１２
、１３の遷移動作の開始を検出した後から遷移動作の終了を検出するまでの間にタッチセ
ンサ１８のタッチまたはリリースイベントが発生した場合、イベントを破棄することによ
りタッチセンサ１８が入力を受け付けた指示を無視する。このため、携帯電話機１は、意
図しないタッチセンサ１８に対する接触による誤動作の発生を防止することができる。以
下、他の筐体遷移動作時の入力処理の詳細について説明する。
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【００５４】
　図５は、本実施形態における携帯電話機１の制御部４１により実行される他の筐体遷移
動作時の入力処理を説明するフローチャートである。この他の筐体遷移動作時の入力処理
は、携帯電話機１が、所定の入力操作により電源をオン状態にする指示を受け付けた後や
、第一操作部１５や第二操作部２１の操作ロックが解除されることにより、入力処理の実
行が開始された場合に開始される。
【００５５】
　タッチセンサ電源ＯＮステップＳ２１～イベント発生判定ステップＳ２３の処理は、図
４の筐体遷移動作時の入力処理のタッチセンサ電源ＯＮステップＳ１～イベント発生判定
ステップＳ３の処理とほぼ同様であるため、説明を省略する。
【００５６】
　制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ２３において筐体１２、１３の遷移動作の
開始イベントの発生を検出した場合、ステップＳ２４において、筐体動作フラグをオンに
セットする。また、ステップＳ２５において、制御部４１は、タッチフラグをオフにセッ
トする。制御部４１は、筐体１２、１３の遷移動作の開始に伴い、このタッチフラグをオ
フにすることにより、既に発生したタッチセンサ１８のタッチイベントを破棄する。なお
、制御部４１は、ステップＳ２５でタッチフラグがオフであった場合には、そのままオフ
の状態を維持する。制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２２に戻り、以降の処理
を繰り返す。
【００５７】
　次に、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ２３において筐体１２、１３の遷移
動作の終了イベントを検出した場合、ステップＳ２６において、筐体動作フラグをオフに
する。制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２２に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００５８】
　一方、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ２３においてタッチセンサ１８のタ
ッチを検出した場合、ステップＳ２７において、筐体動作フラグがオンにセットされてい
るか否かの判定を行う。制御部４１は、筐体動作フラグがオフであると判定した場合、ス
テップＳ２８において、タッチフラグをオンにセットする。制御部４１は、入力処理終了
判定ステップＳ２２に戻り、以降の処理を繰り返す。
【００５９】
　一方、制御部４１は、筐体動作フラグがオンにセットされていると判定した場合、ステ
ップＳ２９において、タッチイベントを破棄する。筐体１２、１３の遷移動作中であるに
も関わらず発生したタッチセンサ１８のタッチであるため、発生したタッチイベントを意
図しないタッチであるとみなすことができるためである。
【００６０】
　また、制御部４１は、イベント発生判定ステップＳ２３においてタッチセンサ１８のリ
リースイベントの発生を検出した場合、ステップＳ３０において、筐体動作フラグがオン
にセットされているか否かの判定を行う。制御部４１は、筐体動作フラグがオンにセット
されていると判定した場合、ステップＳ２９においてリリースイベントを破棄する。筐体
１２、１３の遷移動作中であるにも関わらず発生したタッチセンサ１８のリリースである
ため、意図しないタッチに対応するリリースであるとみなすことができるためである。
【００６１】
　一方、制御部４１は、筐体動作フラグがオフであると判定した場合、ステップＳ３１に
おいて、タッチフラグがオンにセットされているか否かの判定を行う。制御部４１は、タ
ッチフラグがオフであると判定した場合、ステップＳ２９においてリリースイベントを破
棄する。対応するタッチイベントが発生していないためである。
【００６２】
　タッチフラグがオフであるにも関わらずリリースが検出される場合は、筐体１２、１３
の遷移動作の開始前および遷移動作中からタッチセンサ１８がタッチされたまま（タッチ
フラグはオフ）、筐体１２、１３の遷移動作が終了した後に、タッチセンサ１８がリリー
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スされた場合などが該当する。
【００６３】
　制御部４１は、ステップＳ３１においてタッチフラグがオンにセットされていると判定
した場合、ステップＳ３２において、タッチフラグをオフにする。また、ステップＳ３３
において、タッチセンサ１８のリリースを検出したことに伴う所定の処理を実行する。す
なわち、制御部４１は、タッチセンサ１８より入力を受け付けた指示に基づき所定の処理
を実行する。制御部４１は、入力処理終了判定ステップＳ２２に戻り、以降の処理を繰り
返す。
【００６４】
　この他の筐体遷移動作時の入力処理では、筐体１２、１３の遷移動作開始から終了まで
の間で発生したタッチセンサ１８のタッチおよびリリースイベントを破棄する。このため
、タッチセンサ１８のリリースを検出したことに伴う所定の処理の実行指示を無視し、筐
体１２、１３の遷移動作に伴う誤動作の発生を好適に防止することができる。
【００６５】
　また、１．タッチセンサ１８のタッチイベント、２．筐体１２、１３の遷移動作開始イ
ベント、３．タッチセンサ１８のリリースイベント、４．筐体１２、１３の遷移動作終了
イベントの順にイベントが発生した場合、および１．タッチセンサ１８のタッチイベント
、２．筐体１２、１３の遷移動作開始イベント、３．筐体１２、１３の遷移動作終了イベ
ント、４．タッチセンサ１８のリリースイベントの順にイベントが発生した場合には、制
御部４１は、２．筐体１２、１３の遷移動作開始イベント発生後のフラグＯＦＦステップ
Ｓ２５でタッチフラグをオフにする。すなわち、制御部４１は、筐体１２、１３の遷移動
作が開始した時点でタッチイベントの検出を破棄する。このため、筐体１２、１３の遷移
動作前に意図しないタッチセンサ１８のタッチが発生しても、４．タッチセンサ１８のリ
リースイベント発生後のフラグＯＮ判定ステップＳ３１においてタッチフラグはオフであ
ると判定され、リリースの検出が破棄されて、誤動作が発生しないようになっている。
【００６６】
　この携帯電話機１によれば、筐体１２、１３の遷移動作の開始を検出した後から遷移動
作の終了を検出するまでの間、タッチセンサ１８の電源をオフ状態にする、または検出し
たタッチセンサ１８のタッチまたはリリースイベントに伴う指示の入力を無視することに
より、筐体１２、１３の遷移動作中における、タッチセンサ１８に対する意図しない接触
による誤動作を好適に防止することができる。
【００６７】
　なお、本実施形態における携帯電話機１では第一の状態と第二の状態との間で遷移動作
可能な筐体としてスライド型の筐体を適用した例を説明したが、開閉構造などの異なる形
態を構成可能な他の筐体を備えた携帯電話機を本発明に適用することができる。適用可能
な筐体の一例は、ヒンジ結合されたいわゆる折りたたみ型、ヒンジの回転軸に対して垂直
な回転軸周りにも回転可能なスイーベル型、ヒンジの回転軸周りに約３６０度回転可能な
リバーシブル型のものであってもよい。
【００６８】
　また、タッチセンサ１８などの接触式入力手段の配置は、図１に示す配置に限られず、
筐体の遷移動作させる操作者の指が接触する可能性がある可動範囲内にタッチセンサ１８
が配置されればよい。さらに、タッチセンサ１８の配置は上部筐体１３の主表面上に限ら
れず、下部筐体１２や、各筐体１２、１３の側面上であってもよい。
【００６９】
　さらに、筐体の遷移動作の開始および終了を検出する検出手段として磁気センサ２４を
適用した例を説明したが、光センサなどの他の手段に代えてもよい。
【００７０】
　本発明は携帯電話機以外にもＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓ
ｔａｎｔ）、パーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画
再生機、その他の遷移動作可能な筐体と接触式入力手段とを備えた携帯端末にも適用する
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【００７１】
　さらに、本発明の各実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行
させることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【００７２】
　さらにまた、本実施形態では、フローチャートのステップは記載された順序に沿って時
系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あ
るいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に係る携帯端末の一例であるスライド型の携帯電話機の外観の構成を示す
図。
【図２】本実施形態における携帯電話機の内部の構成を示す図。
【図３】本実施形態における携帯電話機の閉状態から開状態への遷移動作を説明する図。
【図４】本実施形態における携帯電話機の制御部により実行される筐体遷移動作時の入力
処理を説明するフローチャート。
【図５】本実施形態における携帯電話機の制御部により実行される他の筐体遷移動作時の
入力処理を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【００７４】
１　携帯電話機
１２　下部筐体
１３　上部筐体
１４　ディスプレイ
１５　第一操作部
１６　十字キー
１７　確定キー
１８　タッチセンサ
２１　第二操作部
２２　操作キー
２４、２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、２４ｄ　磁気センサ
２５　マイクロフォン
２６　レシーバ
４１　制御部
４２　記憶部
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